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夏季セミナー開催、熱心に勉強！
研修企画委員長

田中 利久雄

７月２３日（土）午後１時２０分～４時３０分、かながわ県民センター３０１会議
室において、以下に掲げるとり、四講師による夏季セミナーが開催され、当会、東
京都会及び埼玉県会のマンション管理士多数が会場を埋め尽くして講話の拝聴及び
質疑応答を熱心に行い、勉強されました。
第一講演 最近のマンション関連判例とそのポイント ・講師土屋賢司弁護士
第二講演 改正標準規約「役員外部委託」の開示、理事長受任時の対応実例紹介 ・
講師堀内敬之会員
第三講演 マンション・団地再生の取組みについて ・講師住宅供給公社大田祐輔課長・臼井美穂係長
第四講演 行政等のマンション支援関連制度について ・講師木村誠司会員
・・・・・・・
◇セミナーは、溝口泰宏研修企画委員の司会のもと、冒頭、割田浩会長から、個
人別ＣＰＤ管理制度の運用強化策など、会務現況の説明があり、次に四講師によ
る講演及び質疑応答が逐次行われました。
◇第一講演の講師土屋賢司弁護士は、シェアーハウス使
用差止請求事件・管理費等請求事件について、事案と判
決の詳細の解説並びにマンション管理士が業務遂行上留
意すべきポイントを力説されました。◇第二講演の講師堀
内敬之会員は、管理組合から理事長（外部役員）職務を受
任中であり、その実例を標準管理規約の３パターンと参照
しつつ解説、また受任マンション管理士として適切に対応
するべき留意点を指摘されました。
◇第三講演の講師大田祐輔横浜市住宅供給公社課長及び臼
井美穂同公社係長両氏は、まず川井征渉外委員長から紹介を受けたあと、横浜市
マンション施策履行の事務局を受任中のお立場から、横浜市及び公社が取り組む
マンション・団地の再生の事業の明細及び実績等を解説されました。
◇第四講演講師の木村誠司会員は、国県市・各行政のマン
ション施策現状を綿密に調査のうえ資料編纂行い、その取
り纏め資料を参照しつつ、各施策を管理組合が活用する場
合のポイントを解説されました。

理事会だより
〈総務・広報委員会〉
第８期第５回理事会報告
７月１１日（月）１８時００分～２０時２０分
（１）日管連第８回定期総会（８月開催）に向けて、日管連理事に堀内敬之理事を、日管連監事に竹内
恒一郎監事を、それぞれ推薦することにしました。

発行日２０１６年９月５日

一般社団法人 神奈川県マンション管理士会会報 第８４号 （2)

（２）「役員選任規程」の改訂について審議し、理事会として承認しました。
（３）ＣＰＤ制度の運用を更に進めるため、各会員の同意を前提に、個人別の上期実績をＨＰの会員専
用ページに開示することとしました。
（４）継続して審議していた当会のパンフレットについて、少修正の上承認しました。各会員が積極的
に活用されることを期待しています。

第８期第６回理事会報告
８月８日（月）１８時００分～２０時００分
（１）「公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会（まち協）」から「住まいの相談室」への相談員応
募要請（相談区分は「大規模修繕」「建替え」）の報告があり、積極的に参画することとしました。
なお、相談員は会員から募集することとしました。
（２）しばらく休止していた「事務局体制検討ＰＴ」を「事務局・事務所検討ＰＴ」として共通業務全
般を総合的に検討するため、再開することとしました。
（３）大高監事から、上期監査（会計）を実施し、「会計業務は正確かつ迅速に行われている」との報告
がありました。
訃報
当会会員の藤尾和弘様におかれましては、８月６日病気のため、逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
藤尾様は平成１７年１０月にサポートセンター事業を立ち上げた時の主力メンバー
で、その後もＳＣ発展に尽力されました

新会員ご紹介
新入会員のご紹介
７，８月に入会した新会員の方をご紹介します。
入会月
氏名
所属支部
７月
大内 真紀子
横浜
＊8 月末時点での会員数２２０名

委員会だより
■ 総務・広報委員会
＜総務・広報委員長

堀内敬之＞

（１）熊本地震義援金は、皆様のご協力をいただき、１０万６千円となりました（日管連に送付しました）。
（２）会報８３号を７月４日に発行しました。関連組織・団体への配布は、近隣３士会（東京・埼玉・千
葉）は当委員会で、他は各委員会・各支部で配布することとしています。
（３）定期総会に向けて、［来年２月２５日（土）１５：００～１８：００］の日程で会場を予約しました
（県民センター）。
（４）研究会によっては３０名を超える出席者があることもあり、簡易な椅子を事務所に補充しました（６
客）。
（５）「理事会だより」に記載した通り、「事務局・事務所検討ＰＴ」を再開しました。メンバー構成を見
直して、本格的な検討に入ります。
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業務支援援委員会
＜委員長

藤木

賢和＞

１ 会員紹介制度の運営
１） 平成２８年度７月末の累計紹介業務件数は５７件でした（他に前年度からの持越し業務は１件）。 会員数
２１９名のうち紹介制度に登録された会員は６９名となっています。
当会では、登録した会員に業務を紹介する紹介制度を設けており、いつでも登録を受け付けていますの
で積極的に申し込んでください。
２） 業務依頼元の内訳は、管理組合２件、診断サービス５２件、マン管センター３件でした。紹介業務の中では、
圧倒的に診断サービス業務が多くなっています。なお、この業務を行うには、上記の会員紹介制度への登
録のほかに、マンション管理士賠償責任保険（人格権侵害および個人情報漏えいが担保されているラン
ク）に加入し、日管連が定期的に行う診断業務研修を修了することが必要ですので、これらの手続きも行
ってください。
２ 相談会の運営支援
１） 支部の相談会の作業を支援するために、相談会実施マニュアルを整備中です。
３ 会員の業務活動のための参考情報の整備
１） 会員の業務上参考となる資料を順次整備しており、完成したものからＨＰ専用ページに掲載しています。
２ ）外部情報について、整備と発信の方法を検討しています。
４ 外部へのＰＲ活動の実施
１） 新しいパンフレットが出来上がりました。当会の紹介や活動内容が記載されており、行政や団体等への挨
拶の際には、このパンフレットを持参し紹介してください。今年度は当面５００部を作成し、各支部には５０
部ずつ配布しましたが、必要の場合は本部に申し込んでください。
２） ＨＰ上に会員管理士紹介プロフィールを掲載しています。現在ＨＰに掲載している会員数は４６名となって
います。ＨＰへの掲載はいつでもできますので、積極的に登録してください。記載の内容については、本人
の責任で記入をしていただくことになっていますので、よろしくお願いいたします。

■

渉外委員会
＜委員長

川井

征＞

Ⅰ.渉外委員会開催
・第８期第５回会議：Ｈ２８年７月６日（水）/第６回会議：８月３日（水）
Ⅱ.神奈川県マンション管理セミナー実施企画
セミナー申し込み状況（９月２日現在）
相模原会場（９月１０日開催） ５７名、横浜会場（１０月１日開催）８０名
Ⅲ. 「まち協」相談員について
まち協より住まいの相談室への参加依頼があり、８月８日の理事会で参加することが決定、相談員希望
者を会員 news メールによりより公募、９名の会員を登録しました。
〇期間：平成２８年８月～１２月まで。（約５ヶ月間）
〇相談員の業務（事前予約制）
相談区分
相談内容
相談体制（共同体制で相談）
・旧まち協マンション管理アドバイザー
大規模修繕 ①設計者、施工者の選定方法
②費用
・神奈川県建築士会
③合意形成の方法
・神奈川県マンション管理士会
④耐震診断・耐震改修
①コンサル、設計者、施工者の選定 ・旧まち協マンション管理アドバイザー
建替え
方法
・神奈川県建築士会
②費用
・神奈川県マンション管理士会
③合意形成の方法
・宅建協会、全日不動産協会
・条件：①会員紹介制度登録者、②マンション管理士賠償責任保険加入者。
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Ⅳ. 横浜市マンション管理相談員（リフォ協）について
・４～７月：当会担当分１２回のうち５回（４２％）相談あり。
Ⅴ．マンション・団地コーディネート支援事業について
意見交換会を９月２日開催、川井渉外委員長・柴田同副委員長が参加予定。

■

研修企画委員会
＜委員長

田中

利久雄＞

【セミナー等のご案内】
Ⅰ．「日管連提供の研修資料（第１フェーズから第３フェーズ編成）による勉強会」
第１フェーズ６項目（DVD 視聴方式）
１．マンション管理士とマンション管理士会
２．マンション管理士の業務展開
３．マンション管理士に求められる倫理と責務
４．マンション管理士の業務の成否と評価
５．マンション管理士の業務の取組の留意点
６．マンション管理士業におけるコンサルタントとは
＊講師は、１～４の講演は親泊哲氏、５は若林雪雄氏、６は久木田光明コンサルタント
＊日時・会場：９月１９日（月）午前１０時～午後４時、当会事務所、無料、ＣＰＤ対象
＊申込先：当会事務局へ（info@kanagawa-mankan.or.jp）、先着順３０名程度受付可
Ⅱ．「管理規約改正業務を遂行する際の留意事項その他」
５年ぶりの標準管理規約改正を受けて、会員が管理組合から規約改正業務を受注し、遂行する際、そ
の業務を如何に適切に行うか、留意すべき事項・見落としがちな各種の事例等を再度総合的に学び、
意見交換等を行うセミナーです。
＊日時・会場：１１月５日（土）午後 1～午後 4 時、県民センター３０１会議室、ＣＰＤ対象
＊改正標準規約その他をテキスト・講師は当会の三研究会からの予定です。
＊ご案内は、１０月初旬までに、ニュースメールでお知らせします。
【新入会員向けオリエンテーション、及び懇親会】
１．日時・会場：１２月３日（土）午後２時～５時、当会事務所
２．対象：平成２８年度に入会された会員、及び希望される会員
３．講話：日管連、当会（規定類、本部・支部、委員会・研究会等）、管理士業、その他
４．講師：会長・副会長・役員・支部長等
＊ご案内は、１１月初旬までに、ニュースメールでお知らせします。
「ＣＰＤ制度の推進」
＊当会は、会員がＣＰＤに努め、「個人別ＣＰＤ実績管理表」に記録することを推進中です。
＊記録した「個人別ＣＰＤ実績管理表」は、３カ月毎の当会事務局宛送信を願っています。
送信先：当会事務局（info@kanagawa-mankan.or.jp）
＊送信する際の締切日は、各期とも、以下のとおりです。
１．１月～３月分記録表は、４月１０日迄
２．１月～６月分記録表は、７月１０日迄
３．１月～９月分記録表は、１０月１０日迄
４．１月～１２月分記録表は、翌年１月１５日迄
＊送信の際、メール件名欄には、cpd（半角英字）、とのみ、記載ください（自動区分けのため）
＊実績が「なし・０点」会員は、単に会員名を氏名欄に記入し、送信し、参加ください。
＊ホームページに、ＣＰＤ推進・参加会員の一覧が開示されます。また、会員専用資料には、参加会
員のＣＰＤ実績（概要）が保管されます。
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■ 管理運営研究会
＜座長

古谷

忠＞

◆平成２８年６月度 管理運営研究会
◇実施月日：平成２８年６月１５日（水）： 報告者
眞々田 明久
（出席者数： ２８名）
◎報告テーマ：
「通常総会議案書（フロント対応事例など）について」 概要
１）通常総会議案書に関する報告： 実務として対応した通常総会資料（例）に基づいて進められた。
２）フロント対応事例などについて： ①事例－１（マンション 小規模戸数）
・管理員が出勤しエレベータ内操作盤に一部破損個所を発見（仮修理実施）。連絡したフロント担当
者が他の業務に追われ対応をしなかった。原因確認を防犯カメラで実施したが、録画期間が過ぎて
事故当時の録画映像は消滅していた。⇒管理会社が修理費用負担し、理事会了承で通常総会報告（承
認）。
②事例－２（マンション 中規模戸数）
・通常総会で修繕積立金の改定を普通決議にて可決承認した。次年度理事会で総会の特別決議に依
らず無効ではと疑問があった。⇒管理会社の顧問弁護士見解から総会で審議・承認された修繕積立
金改定は無効と判断。区分所有者が負担した修繕積立金増額分を区分所有者へ返金処理を実施。修
繕積立金額は改定前の従来の金額へ戻した。（注）規約に「管理費等の額は別表第○の通りとする。」
の記載。
◆平成２８年７月度 管理運営研究会
◇実施月日：平成２８年７月２０日（水）： 報告者
山本 典昭
（出席者数： ２７名）
◎報告テーマ：
「管理会社見直しの一事例」
概要
１）マンション概要（築３４年 中規模戸数、管理組合（理事６名、幹事１名、１年輪番制・再任可）
２）管理会社見直し背景（動機）：①管理会社の業務レベルが低く、組合員に不満と不安
②消費増税、建物・設備管理費増加から一般会計財務改善（コスト削減）が急務
③役員３名（理事長、副理事長２名）が再任され管理会社見直し検討
３）検討プロジェクト（経過）結果：管理会社見直し開始３ヶ月後に住民説明会・臨時総会決議した。
「見積仕様書」を理事会で作成して「各社提案と委託費用の提示」を現行会社（辞退）、デベロッパ
ー系、独立系、地元系管理会社４社に見積・提案を依頼した。委託費、会社・業務品質、緊急対

応性などで評価し、「住民評価の見える化」を考慮して管理会社契約変更を行い、７ヶ月後に
新たな管理会社で業務を開始した。

■ 法務研究会
＜座長

１

７月２５日（月）第７回法務研究会
「標準管理規約改正」予想相談事例とその対応

井上

朝廣＞

蝶野伸一委員

標準管理規約の改正に関連する７つの想定相談事例を取り上げ、マンション管理士として管理組合から
相談を受けた場合の留意点につき、有識者の見解を引用しながら詳細な解説があり、活発な意見交換があ
りました。特に
① Ｑ２ 町内会との近隣協定について
② Ｑ４ 扉の破壊について
③ Ｑ５ 専有部分への立ち入りについて
④ Ｑ７ 情報開示について
などについて意見が集中しました。
２ 判例紹介
判例グループ 土屋賢司委員
滞納管理費に関し、区分所有権が「滞納者」→「譲受人１」→「譲受人２」と転々譲渡された事案について、
地裁は時効を理由に「譲受人２」の支払義務を否定、高裁では「譲受人２」が「譲受人１、法人」の代表取締
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役であることなどから信義則に反するとして支払を命じました。また「管理費等」として規約に明記された「駐
車場使用料」「駐輪場使用料」も特定承継人に請求できると判示した裁判例について、土屋委員から詳しい
説明がありました。
３ 情報提供
村木邦夫委員・日向重友委員
熊本地震の被災情況、米ニューヨーク州で、Airbnbなどの民泊仲介サイトの広告搭載禁止法案が可決さ
れたニュースについて、報告がありました。
８月２２日（月）第８回法務研究会
１ 共用部分の処分行為

池田幹男委員
共用部分の賃貸借契約、賃料の変更や契約の更新、駐車場の撤去などの用途変更等は全員の賛成が必
要な民法の「処分行為」なのか、総会の特別決議で決めることが出来る区分所有法の「管理行為」なのかは、
その判断が状況により微妙に影響されるようです。管理組合の方針の決定にも大きな影響があるこの問題
にメスを当てて、裁判例を引用しながら、詳しい解説と活発な議論がありました。
２ 判例グループによる裁判例紹介
判例グループ 平塚良夫委員
（１） 管理組合がかけている火災保険契約の「居住者包括賠償特約」で、交通死亡事故で加害者となった
区分所有者の賠償金が保険で支払われるか争われた事例。
（２） 管理組合が耐震補強工事の負担を求め、支払を拒否した区分所有者を相手に訴訟を起こしたが、こ
の組合は「権利能力なき社団」と認められないとして却下された事例。
３ 情報提供
池田幹男委員
民泊禁止を決めたマンションでの考え方、規約改正例について紹介がありました。
全般状況
全般的に大勢の参加者が積極的に意見を述べ、資料を用意してくれる、望ましい循環が続いています。

法務研究会は毎月第４月曜日１８：００～２０：００定例的に開催しています。

■ 技術研究会
＜座長

竹内

恒一郎＞

技術研究会は、原則毎月第３月曜日１８：３０から開催し、１時限（６０分）
：テーマ発表・討論、２時限
（３０分）
：話題提供（自由討論：持ち寄りテーマのワイガヤ会議）、３時限（３０分）
：ニュース・新情報
等、といった枠組みで進めています。
◎第１４回技術研究会（７月１８日（月）） 参加者：１２名
１）第１時限（テーマ発表）：建築再生展２０１６を見学して
興味を引いた、下記８出展内容について報告及び討論を行った。
①サビシャット（大日本塗料）
②エバープロロング工法（日本プロロング）
③アケルくん（ビュード）
④セメフォースアンカー（住友大阪セメント）
⑤ファストフラッシュ（タイセイ）
⑥ＥＸＩＭＡ３１［GRAF 工法］（ＹＫＫＡＰ）
⑦ＭＯＳ（Mold Out Sanitation）工法（テムスケミケミカル）
以上のほか、「マンションの水景」について、見た目では分からない問題点の指摘があった。
２）第２時限：改正マンション標準管理規約に対する考察（研修企画委員会からの依頼）
今後の進め方について討議した。
◎第１５回技術研究会（８月２３日（月）） 参加者：１８名
１）第 1 時限（テーマ発表）： たかが清掃、されど清掃
ご自身が過去清掃実務に携わった経験を通して、現在お住まいのマンションの管理組合理事長として、
清掃実務に対する考察を纏めたものを基に討論を行った。
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・開放廊下方式と中階段方式のマンションでは、清掃に係る労力が大幅に違うが費用に反映されない。
・管理組合→管理会社→清掃会社の発注形態及び相互のチェック体制について問題が多い。
・綺麗になる清掃と入居者の評判が良い清掃との違い。
・清掃に対する、外の目（来訪者等）と内の目（入居者）による評価内容。
・清掃の質に対する継続性の維持（自主清掃と外注清掃の質の維持）。
等々、管理組合（入居者）、管理会社及び清掃会社の本音と実態について活発な討論がなされた。
２）第２時限：改正マンション標準管理規約に対する考察
研修企画委員会からの依頼による、改正標準管理規約に対する意見交換を行った。
技術研究会の担当は、第７条、８条、第１７条、第２１条、第２２条及び第２３条。
第１７条について活発な討論が行われ、次回引き続き意見交換を行うこととした。

■ 定款・規定改定ＰＴ
＜ＰＴリーダー川井征＞
Ⅰ
Ⅱ

Ⅱ

ＰＴ会議開催
・第１０回会議：７月２６日（火）
ホームページアップロード（下記の改正版定款・規程等（倫理規程は改正無し））
・倫理規定・定款・会員規則・委員会運営に関する規程・支部組織等に関する規程
・標準支部会則・総会運営規定・理事会規程・役員選任規程・役員報酬等に関する規程
・職務執行に要する会計に関する規程・会員紹介制度運営規定
平成２８年度 検討する規程等
① 事務局の運営に関する規程、②情報公開規程関連

支部だより
■ 横浜支部
＜支部長 古谷忠＞
◆平成２８年８月度 横浜支部定例会
◇実施日時： ８月２７日（土）１８：００～２０：００
場所： かながわ県民センター ３０５号室
１．横浜支部会員の動静
８月１日現在
横浜支部会員数
１０７名
２．本部理事会報告・情報

：出席者

３１名

① 日管連役員候補として堀内理事を日管連理事に、日管連監事に竹内監事を推薦した。
② 「理事長候補者を理事会で選任する」役員選任規定が承認された。
③ （まち協）住まいの相談室へ相談員参加。 ④「事務局・事務所検討ＰＴ」を再開
３．定例・勉強会実施内容（テーマ）
ⅰ）８月２７日 勉強会テーマ（担当者）
「時間：１８：３０～１９：５０」
◇エレベーター点検・修理について「ＦＭ契約、Ｐ,Ｏ,Ｇ契約、部品供給体制、遠隔点検（監視）」
◇講師
遠藤 猛氏 （ＳＥＣエレベーター㈱ 首都圏事業部 営業部課長 ）
４．セミナー＆無料相談会 開催について
ⅰ）日時・場所：１０月１６日（日）１３：００～１７：００
於：労働プラザ第３会議室
ⅱ）セミナー講演内容
① 標準管理規約改正のポイント 講師：土屋賢司
弁護士、マンション管理士
② 空き駐車場の活用について
ⅲ）無料相談会

講師：井野雅久

日本駐車場開発(株)
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５．横浜支部定例会、総会予定
(1)定例会開催
場所：県民センター
・１０月１４日（金）３０５号室 (１８：００～２０：００)
(2)総会開催
場所：県民センター
・１２月２０日（火）３０４号室（１８：００～２０：００）
※定例会終了後、味覚処“津多家”にて２０名で懇親会を行った。

■ 川崎支部
＜支部長

長谷川充明＞

１．活動報告
支部例会及び役員会を７月１５日、８月２２日 かわさき市民活動センターに於いて開催しました。
２．活動予定
セミナー＆相談会を９月２２日１３：３０より川崎市産業振興会館第一会議室において開催いたしま
す。

■ 県央相模支部
＜支部長

田中

利久雄＞

Ⅰ．第８期日程
１． 定例会：開催済（４月５日・６月７日・８月２日）
２． 定例会：開催予定（１０月４日、夜６～８時、厚木市アミュー６Ｆ会場）
３． 支部臨時総会：開催済（２月２日）
４． 支部総会：開催予定（１２月６日、夜６～８時、厚木市アミュー６Ｆ会場）
Ⅱ．相談員等任用事業
１．自治体等マンション管理相談会等に係わる相談員等の任用協力
（１）秦野市（原則、毎月第４月曜日開催・年度の国県市相談会）
（２）伊勢原市（原則、毎月第４水曜日開催）
（３）厚木市（原則、毎月第３水曜日開催）
（４）海老名市（原則、毎月第３又は４火曜日開催）
（５）座間市（原則、毎月第２金曜日開催）
（６）相模原市（原則、毎月第１月曜日開催・年度の国県市相談会）（要請時アドバイザー派遣）
２．支部相談会事業
原則、第２土曜日又は日曜日相模原市民会館で開催

■ 横須賀支部
＜支部長

米久保

靖二＞

＜７月の実績＞
（１）例会の開催：７月２日（土）１５：００～１７：００で実施。
場所は、「ヴェルクよこすか 第４会議室」 出席者は１５名でした。
（２）相談会の開催：
１）横須賀市は７月２日（土）、鎌倉市は７月７日（木）、逗子市は７月２５日（月）にそれぞれ定
例相談会を実施し、鎌倉市のみ１件相談がありました。
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＜８月の実績＞
（Ⅰ）例会の開催：８月６日（土）１５：００～１７：００で実施
場所は、「鎌倉生涯学習センター 第７集会室」 出席者は１５名でした。
（２）相談会の開催：
１）横須賀市は８月６日）、鎌倉市は８月４日（木）、逗子市は８月２２日（月）にそれぞれ定例相
談会を実施しましたが相談者はいませんでした。
＜９月、１０月の予定＞
（１）９月の例会：９月３日（土）１５：００～１７：００
場所は「勤労福祉会館ヴェルクよこすか」で行います。
１０月の例会：１０月１日（土）１５：００～１７：００
場所は「鎌倉生涯学習センター」で行います。
（２）相談会の開催
１）横須賀市：９月３日（土）及び１０月１日（土）の１５：００～１７：００
なお、マンションにお伺いする出張相談を随時受付けております。
横須賀支部長 米久保（よねくぼ）０９０－３１５０－９３４７までご連絡下さい。
２）鎌倉市：９月１日（木）、１０月６日（木）それぞれ１３：００～１６：００ に実施します。
場所は鎌倉市役所内第１相談室です。 原則予約が必要です。
ご予約は 細井（ほそい）０８０－５３７２－８３５０までご連絡下さい。
３）逗子市：９月２６日（月）、１０月２４日（月）それぞれ１４：００～１６：００ に実施しま
す。場所は逗子市役所５Ｆ会議室です。
原則予約が必要です。逗子市役所 生活安全課 ０４６－８７３－１１１１まで
ご連絡下さい。

■ 湘南支部
＜支部長

青木 隆明＞

活動概況
ここのところ会員紹介制度登録会員数が順調に増えてきており喜ばしい限りです。
また、7月の支部定例会では、定例会後に庄屋藤沢南口店で暑気払いを開催し親睦をさらに深める
ことができました。
１．定例会（7･8月）
7月22日(金)18:30～19:30 藤沢市市民活動推進センター会議室で実施
8月24日(水)18:30～20:00 藤沢市市民活動推進センター会議室で実施
２．４市相談会（9･10月予定）
いずれの相談会も支部会員2名派遣で実施いたします。
9月9日(金)13:00～16:00 茅ヶ崎市
9月9日(金)13:30～16:30 小田原市
9月23日(金)13:00～16:00 藤沢市
9月26日(月)13:00～16:00 平塚市
10月14日(金)13:00～16:00 茅ヶ崎市
10月14日(金)13:30～16:30 小田原市
10月24日(月)13:00～16:00 平塚市
10月28日(金)13:00～16:00 藤沢市
３．平成28年度総務省国県市マンション管理士相談員派遣（9･10月予定）
支部会員2名（茅ヶ崎市のみ1名）派遣で実施いたします。
9 月 2 日(金)12:50～16:05 藤沢市
10 月 7 日(金)12:50～16:05 小田原市
10 月 26 日(水)12:50～16:05 茅ヶ崎市

出席者10名
出席者13名
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サポートセンターだより
＜ＳＣ担当

鷲谷雄作＞

１ 平成 28 年 7 月～8 月の主な活動状況
１-1 基礎セミナー（ソフト編）を開催しました。
横浜市マンション管理組合サポートセンター（略称 サポートセンター又はＳＣ）が
毎年２回実施しているマンション管理基礎セミナーの本年度第１回目（ソフト編）を
平成 28 年 7 月 16 日（土曜日）横浜市開港記念会館で開催しました。サポートセンターは本年度も
横浜市と当会を含めた４団体が協働して運営しております。
第１回基礎セミナーの概略は以下の通りです。
時 間
テーマ
講 師
09：40～10：40 マンション標準管理規約の改正について （公財）マンション管理センター
10：40～12：00 区分所有法と標準管理規約
神奈川県マンション管理士会 柴田宜久
13：00～14：20 管理組合の運営
同 上
木村誠司
14：20～15：40 マンション管理のトラブルについて
同 上
平塚良夫
15：50～16：00 横浜市のマンション支援施策
横浜市建築局 住宅再生課
16：00～16：20 すまい・る債等リフォーム融資について 住宅金融支援機構
野上雅浩
セミナーは今回も大好評でした。9 時 30 分開会し 16 時 30
分閉会迄長時間ながら出席者は終始熱心に聴講して下さい
ました。出席者は１１１名（受講者８９名、スタッフ２２
名）で会場定員９０名を今回も大幅に超過しました。事前
の申し込みもお断りする盛況でした。今回は講義終了後に
質問もお受けしましたが、質問の一部には相談内容に近い
もの等もあり、講師の先生も柔軟に対応して下さいました。
定例開催のセミナーとしては定着したと思われますが、今
後は更に大きな会場選定も検討課題の一つになるかも知れ
ません。
１-2 ＳＣ横浜市各区での交流会を実施しました。
開催日 ：平成 28 年 7 月 2 日又は 3 日、平成 28 年 8 月 7 日
開催時間：9 時 30 分～11 時 30 分
2

平成 28 年 9 月以降の主な活動実施計画
2-1 ＳＣ各区（18 区）交流会を 9 時 30 分～11 時 30 分に開催
直近の開催日は（平成 28 年 9 月 4 日、平成 28 年 10 月 2 日）です
2-2 第２座長会議会議
平成 28 年 10 月 24 日（月）18～20 時
県民センター303
2-3 基礎セミナー（ハード編）
平成 28 年 12 月 10 日（土）9：30～16：30 開港記念会館
2-4 拡大交流会
平成 29 年 2 月 18 日（土）12～17 時
開港記念会館

日管連だより
＜日管連理事

割田

浩＞

１． 第８回定時総会の開催
総会の開始に当たって、平成２８年４月２６日急逝された故・横山修三理事に対して出席者全員によ
って黙祷が捧げられました。また、総会の終了後、親泊哲会長から感謝状が贈られました。
１）日時：８月３１日（水）午後１時３０分～（開場午後１時）

発行日２０１６年９月５日

一般社団法人 神奈川県マンション管理士会会報 第８４号 （11)

場所：主婦会館プラザエフ 〒102-0085 千代田区六番町１５番地 03-3265-8111
懇親会：午後４時３０分～午後６時３０分 「クラルテ」（B2F）
２）議案審議
第１号議案 第８期事業報告（案）
第２号議案 第８期決算報告（案）
第３号議案 定款改正の件（案）
第４号議案 第９期事業計画（案）
第５号議案 第９期予算（案）
第６号議案 役員選任の件（案）
上記議案のすべてが承認されました。
３）第３号議案 定款改正の件
日管連内部の組織改正に伴って定款が一部改正されます。（平成２９年１月１日施行）

組織図（案）
理事会
会 長

委員会
広報部
部長１
部員２

研修部
部長１
部員２

渉外部

業務部

財務部

部長１

部長１

部長１

副部長１
部員３

副部長１

部員２

部員３

総務部
総務部
部長１
部員２
事務長１
事務局員２

事務局

（注）要員数は目安の参考数値
４）第６号議案 役員選任の件
理事
堀内敬之（神奈川県マンション管理士会理事）
高橋悦子（宮城県マンション管理士会会長）
長尾隆弘（大阪府マンション管理士会会長）
監事
竹内恒一郎（神奈川県マンション管理士会監事）
櫻岡 直樹（茨城県マンション管理士会理事）
２．マンション管理適正化診断サービス
診断依頼件数・・・全国で７４０件、診断済マンション棟数１,０３４棟
Ｓ評価マンション・・２６０棟（２５．１％）

会員寄稿『千客万来』
竹内恒一郎
《階前の梧葉も已に古希の聲》
今はタワーマンションが林立する埼玉県の所沢に、終戦直後生まれた。
当時の写真を見ると、服装は浮浪児そのものだが表情は明るい。両親に感謝する。
町では商店街を牛車が行き交い、時折進駐軍の戦車やジープが米軍基地から隊列を組み移動し、１時間以
上も町が分断され市民生活に支障を来すこともあった。
小学校１年の時は虚弱児童で、半分以上も学校を休み警察が調査に来たこともあった。
父が貰ってきた子犬の世話をしたお陰か、高学年ではどうにか人並みになった。
ボーイスカウトにも入隊し、山やキャンプの楽しさを覚え、軽井沢で開催された日本ジャンボリーにも参
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加した。
中学、高校は一貫校に越境入学し、父から勉強も大事だが先ず身体を鍛えろと剣道部に入ることを勧め
られ入部した。中学１年生から高校生を見るとひげの生えたオッサンで、そのオッサン達のペースで稽古
が行われ、雪の降る中開け放した道場で、遅刻者が全員集まるまで正座をさせられるようなこともあり、
十数人いた新入部員はあっという間に二名になってしまった。
父への意地もあり辞め損なったのだが、最後は部長になった。
大学受験には失敗し、一浪（人並み）してしまった。その間、１０cm 近くも身長が伸び、父からは「世
間体が悪いから何とかしろ」と言われたが、こればかりは・・・。
高校卒業後の数年間は、同窓会で皆から気味悪がられた。
当時、東京オリンピックを控え、丹下健三設計による代々木体育館の建設状況が連日新聞に掲載され、影
響を受けやすいこともあり建築学科へ進んだ。
大学では、先輩のほとんどが空手部という、首から下で勝負する材料研究会に入り、徳利の代わりに一
升瓶が並ぶ歓迎コンパ以降鍛えられ、ここも最後はチーフになった。
四年生のときは、大学紛争の真っただ中で、新大久保にあった三福会館という結婚式場で山積みの薦被り
を見ながらシャンデリアの下で卒業のための調整講義を受け、卒業式はなく、研究室で卒業証書を渡され
た。
就職した会社では、人使いの荒い上司の下、構造設計、建築営業、不動産開発、水処理関係とほぼ１０
年毎に職種を変え、不動産開発事業では社内起業、清算も経験し、サラリーマンとしては得がたい経験を
して定年となった。
２２年前に縁があり横浜へ移り住み、居住するマンションの大規模修繕委員に任命されたことがきっか
けとなり、交流会で初めてこの世界を知った。マンション管理士を目指し通勤電車内で勉強したが、甘く
なく３回失敗した。定年後の１年間は自宅で真剣に過去問題に取組み、家内の「この受験料の投資は回収
できるのかしら」という励ましにも耐えながら、なんとかその年最低点で滑り込んだ。
定年後は、サラリーマン時代とは別世界の人達とふれあいたいと思い、士会に入会させて頂いたが、知
力･気力･体力ともにお元気なオジイサン達の活躍を目の当たりにし、まだまだ洟垂れ小僧であることを実
感した。
振り返ると、あっという間に、生きているのが希な歳になってしまった。
お元気なオジイサン達に負けないよう、これからの日々の更なる充実を目指したい。

少年易老學難成

一寸光陰不可輕

未覺池塘春草夢

階前梧葉已秋聲

嗚呼

９月・１０月の相談会のご案内
≪９月～１０月の無料マンション管理相談会のご案内≫
当会が主催する相談会、または行政が主催する相談会に当会から相談員を派遣している相談会をご案内
します。
マンション管理でお困りのことがありましたら、お気軽に各地の相談会にお出かけ下さい。
マンション管理士がご相談に応じます。
横浜市
日時：９月１７日（土）、１０月４日（火）、１０月１５日（土）、１１月１日（火）１３：００～１６：００
事前に予約を入れてください。ＴＥＬ：０４５－８２７－３６０２ 場所：かながわ県民センター
県央相模
支部
厚木市

日時：９月１０日（土）、１０月１５日(土)１３：００～１７：００
場所：相模原市民会館
事前に予約を入れてください。 県央相模支部 ＴＥＬ：０４６－２５６－２６８３
日時：９月２１（水）、１０月１９日（水）１３：００～１６：００ 場所：厚木市役所会議室
事前に予約を入れてください。 住宅課 ＴＥＬ：０４６－２２５－２３３０

相模原市

日時：９月５日（月）、１０月３日（月）１３：３０～１６：３０
場所：相模原市役所
事前に予約を入れてください。 建築指導課 TEL：０４２－７６９－８２５３

海老名市

日時：９月２７日（火）、１０月２５日（火）１３：００～１６：００
場所：海老名市役所会議室
原則予約が必要です。
住宅公園課（当日でも受付可）TEL：０４６－235-9606
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座間市

日時：９月９日（金）、１０月１４（金）１３：３０～１６：３０
事前に予約を入れてください。
広聴相談課

秦野市

日時：９月２６日（月）、１０月２４日（月）１３：００～１６：００ 場所：秦野市東海大学前連絡所相談室
原則予約が必要です。
市民相談人権課 （当日でも受付可） TEL：046３－82－5128

伊勢原市

日時：９月２８日（水）、１０月２６日（水）１３：００～ １６：００ 場所：伊勢原市役所１F 相談室
事前に予約を入れてください。
建築住宅課 TEL：０４６－３９４－４７１１

藤沢市

日時：９月２３日（金）、１０月２８日（金）１３：００～１６：００
場所：藤沢市役所
事前に予約を入れてください。
市民相談センター TEL ：０４６６－５０－３５６８

茅ヶ崎市

日時：９月９日（金）、１０月１４日（金）１３：００～１６：００
場所：茅ヶ崎市役所
事前に予約を入れてください。
市民相談課
TEL：０４６６－８２－１１１１
日時：７月１日(木)、１０月６日（木）１３：００～１６：００
場所：鎌倉市役所市民相談室
事前に予約を入れてください。 予約先：細井（ホソイ） TEL：０８０－５３７２－８３５０

鎌倉市

場所：座間市庁舎１Ｆ広聴相談室
TEL：０４６－２５２－８２１８

平塚市

日時：９月２６（月）、１０月２４日（月）１３：００～１６：００
事前に予約を入れてください。
市民相談課

横須賀市

日時：１０月１日(土)、１１月５日（土）１５：００～１７：００ 場所：勤労福祉会館部ヴェルクよこすか
事前に予約を入れてください。 予約先：米久保（ヨネクボ） TEL：０９０－３１５０－９３４７
※ 出張相談も随時受け付けます。

逗子市

日時：９月２６日（月）、１０月２４日（月）14：００～１６：００
場所:逗子市役所 5 階会議室
事前に予約を入れてください。
生活安全課
TEL：０４６－８７３－１１１１（内線２７６）

小田原市

日時：９月９日（金）、１０月１４日（金）１３：３０～１６：３０
場所：小田原市役所市民相談室
事前に予約を入れてください。
都市政策課都市調整係 ＴＥＬ：０４６５-３３-１３０７

編集後記

場所：平塚市役所
TEL：０４６３－２３－１１１１

：

とにかく暑かった!! いや、まだ暑い!!
気象庁のデータではこの夏の最高は岐阜県多治見の 39.7 度、神奈川県では海老名の 38.1 度が記録された。
気象庁の異常気象分析検討会は、今年の夏について「異常気象だった」と位置付けた。地球温暖化が猛暑
に影響した可能性も指摘している。
地震、台風、自然の猛威になすすべもなく・・、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
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