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夏の夕べ！「マンション管理士研修会」を開催
研修企画委員長

田中 利久雄

夏真っ盛りの７月２９日（土）夕べ、午後５時過ぎから午後８時
半過ぎまで、横浜駅近くのかながわ県民センター３０５会議室に
おいて、夏季のマンション管理士研修会が開催され、神奈川県会・
東京都会・埼玉県会及び千葉県会からマンション管理士多数が受
講され、講演会場は熱気に溢れました。研修会は、日向重友研修
委員の司会のもと、講義に先立って堀内敬之会長から、「マンショ
ン管理士として、継続的な自己研鑽に努めることは必要不可欠な
姿勢、ただただ実践あるのみ」などの訓話があり、その後講師の
木村誠司・平塚良夫・蝶野伸一各氏から以下に概要を記載するそ
れぞれの講義が順次行われ、研修会は好評裏に終了しました。
◆第一講義 「住宅宿泊事業法とマンション管理組合の対応策～総集編」（木村誠司マンション管理士・建
築士）＊住宅宿泊事業法が６月公布され、一年内に施行されることを踏まえ、まず、民泊の定義・種類等
の講義が行われ、次に新法・住宅宿泊事業法について包括的かつ個別の詳細な解説がされました。更に、
話題の民泊事案に対して分譲マンション管理組合が採るべき方針の合意の形成の方法、合意の結果を最高
規範たる規約等に適切に反映させる実務等について、幅広い講義が行われました。
◆第二講義 「マンション等建築物の瑕疵をめぐる裁判例」（平塚良夫マンション管理士・法務研究会委員）
＊不動産取引における対象物であるマンション建物等に隠れたる瑕疵があった場合の瑕疵担保責任につい
て、当事者間で円満解決に至らず訴訟となった裁判事例多数について解説が行われました。解説に先立ち、
瑕疵とは何か、その様態及び瑕疵に対する法的な追及策各種の解説がなされ、次に裁判（瑕疵担保責任追
及）に至った事案について多数１２８件を類型別概要一覧表に纏められ、縷々解説が行われました。
◆第三講義 「マンショントラブルの法律用語とその類型別裁判例の紹介」（蝶野伸一マンション管理士・
法務研究会委員）＊マンション管理士が日常の助言等業務で索引したい裁判事例について、類型別に整理
された簡便な資料を提供し、その資料を用いて各種の裁判事例の概要を解説されました。例えば、索引可
能な事案としては、管理者（理事長）・共同の利益に反する行為・特別の影響のある場合とは・受忍限度・
債務不履行・不法行為・善管注意義務・建物の立入り請求権・少数組合員の総会招集権などを類別編纂さ
れ、マンション管理士が日頃の業務でついつい見落しがちな事案を網羅した資料でした。加えて、講師の
長年の実務体験・人生経験からのお話と意気込みはすんなり理解、納得と共感が湧く、との受講者の評判
でした。

理事会だより
〈総務・広報委員会〉
第９期第６回理事会報告
７月１０日（月）１８時～２０時
（１）日管連会長のヴィンテージマンションプロジェクト会員協力要請について審議され、荘司理事が担
当することが承認されました。
（２）「まち協」マンション管理相談業務に関する協定書の変更についての詳細な経緯説明があり、変更案
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について審議され、承認されました。
第９期第７回理事会報告
８月１４日（月）１８時～２０時２０分
（１）第９回日管連定時総会議案書について概要説明が行われました。
（２）県マンションアドバイザー派遣事業（業務委託）について説明をうけ、県の意向を確認しながら事
務的に進めることについて承認されました。
（３） 国交省補助事業第３次募集について概要説明がおこなわれ、連絡依頼事項として確認されました。
（４）鷲谷監事から、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。

新会員ご紹介
新入会員のご紹介
７月、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
牧 博史
横浜
８月
刈田 貴行
横須賀
＊８月末時点での会員数２１６名

委員会だより
■ 総務・広報委員会
＜総務・広報委員長

岡村

淳次＞

（１）日管連会員会定数の確定のため、６月１日現在の当会管理士名簿（兼役員名簿）を在籍会員数２１
３名とし、日管連に報告しました。
（２）７月４日、８月１日に「「事務所・事務局検討ＰＴ」を開催し、事務所整備について確認及び報告が
行われました。
（３）日管連「マンション管理士業務実態調査」実施による調査票を提出しました。
（５）７月４日に「会報８９号」を発行しました。
（６）事務所整備を実施し、事務所内の不用品の整理、配置換え、書庫等の設置を行いました。
（７）定期総会（平成２９年度第１０回）に向けて、来年３月３日（土）１５：００～１８：００（県民セ
ンター３０１号室）の日時で会場を予約しました。（当日の次第、スケジュール等は後日検討予定）

■

定款・規定改定ＰＴ
＜ＰＴリーダー

川井

Ⅰ．ＰＴ会議開催
１．日時：平成２９年８月２３日（金） １８：００～１９：４５
２．場所：当会事務所
３．出席者（五十音順・敬称略）
岡村淳次、川井 征、木村誠司、柴田宜久、竹内恒一郎、田中利久雄、藤木賢和
古谷忠、日向重友、堀内敬之、割田 浩
（欠席：水野 勉、）
オブザーバー出席 松本
Ⅱ．配布資料
①20170823 個人情報保護方針・当会における個人情報の取り扱いについて松本案との比較表

征＞
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②20170823 個人情報保護方針（堀内案）、竹内修正（堀内さん案と竹内さん意見を１資料にまとめま
した）
③20170823 当会における個人情報の利用目的（日向案）
④個人情報」「個人データ」に関する松本さん意見
⑤H29 年度第４回（通算１６回）定款・規程改正ＰＴ会議 議事録
Ⅲ.議事
１．個人情報保護方針
次の５項目について内容を定めました。
【個人情報の取得及び利用目的】【個人情報の第三者提供】【個人情報の安全管理】
【個人情報の取扱いに関する継続的改善】【個人情報の開示・訂正等】
２．当会における個人情報の取り扱いについて
次の５項目について内容を定めました。
（１）個人情報の利用目的について
（２）個人情報の共同利用について
共同利用先は「日管連」となるので、日管連の了解を得る手続を踏んだ後（承認後）となりま
す。
２．個人情報管理規程（案）について
次回以降の継続検討としました。
・次回会議予定、９月２１日（木） １８：００～２０：００ 士会事務所

■

業務支援委員会
＜委員長

竹内

恒一郎＞

１．会員紹介制度の運営
１）平成２９年度の、７月末現在の累計紹介件数は１０８件でした。
内訳は、診断サービス：１０３件、管理組合：２件、日本総合住生活：３件です。
２）業務支援委員会では、会員の業務受託機会の拡大に向けて、業務紹介制度への登録や、診断マンシ
ョン管理士への資格所得を奨励しておりますので、お気軽にご相談ください。
又、業務受託のための支援ツールも、後述の通りＨＰにアップしていますのでご活用ください。
３）マンションの診断業務を行うには、マンション管理士賠償責任保険（人格権侵害及び個人情報漏洩
が担保されているランク）に加入し、日本マンション管理士会連合会（日管連）が行う診断業務研修
を終了することが必要となります。
４）管理組合との接点を増やすため、当会事務所へきた相談で、日程上支部で対応できないものを業務
支援委員会で対応することを検討しています。
２．会員の業務活動のための参考情報の整備
１）５月２４日に、「平成２５年度の相談事例集」をＨＰにアップしましたのでご利用ください。
「会員専用ページ」→「書式・資料集」→その他の「相談事例集」
今後も、引き続き事例集をアップしていく予定です。
２）６月１９日に、以下の資料をＨＰにアップしましたのでご活用ください。
・「会員紹介制度運営規程」
「会員専用ページ」→「書式・資料集」→規程集の「会員紹介制度運営規程」
この中の、第２号様式「会員紹介制度登録申請書」で会員登録をしてください。
現在掲載している会員数は４６名です。掲載は随時受付けますので、積極的にお申し込みくださ
い。又、第６号様式「マンション管理士プロフィール」をお出し戴ければ、ＨＰ上に掲載致しま
す。外部への自己ＰＲに役立ててください。
・「業務委託契約書（例）」「顧問契約書（例）」
「会員専用ページ」→「書式・資料集」→業務関連集の「契約書関係」
今後も、業務上参考となる資料を整備し、その都度ＨＰへアップしていく予定です。
・「セミナー＆相談会運営マニュアル」
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支部での相談会等に利用してください。
「会員専用ページ」→「マニュアル」→資料ダウンロードの「資料１～１２」

■

渉外委員会
＜委員長

柴田

宜久＞

１． 渉外委員会開催：Ｈ２９年７月３日（月）／８月７日（月）
２．理事会報告
３．県市町村マンション実務者会議について
・県は、７月２４日、県市町村のマンション担当者による行政実務者会議を開催しました。
当会は、県の要請により、同会議で堀内会長がマンション関連法律の概要を講演しました。
２．まち協との協議について
・
「マンション管理相談」と「住まいの相談室相談」が国庫補助事業となることから、まち協と「マンシ
ョン管理相談に関する協定書」等について協議中です。
３．県主催セミナーについて
・県からの受託事業であるマンション管理セミナーが、今年度は、相模原市（９月１０日）、横浜市（１
０月１４日）、平塚市（１１月１１日）で開催されるため、目下準備中です。
４．県マンションアドバイザー派遣事業を受託について
・県の新たな事業であるマンションアドバイザー派遣事業を受託しました。
５．横浜市マンション管理組合支援事業について
・横浜市に、支援が必要なマンション管理組合への支援事業の実施を提言しました。
６．リフォ協の「マンション管理相談」について
・７月末現在で１１回開催され、５件の相談実績がありました。
７・牧博史会員の渉外委員会委員就任ついて理事会で承認されました。

■

研修企画委員会
＜委員長

田中利久雄＞

【第９期・秋季研修会】
１．１１月４日（土） 午後４時２０分開始、県民センター３０１号室（９０名収容）
＊９月末に、ニュースメールで、詳細のご案内を送信します。
（１） 「最近のマンション管理関連の裁判事例等を俯瞰する」（仮題）
講師：土屋賢司氏（弁護士、マンション管理士、法務研究会会員）
（２） 「高齢化時代における管理組合運営、認知症問題及び高齢者見守り」（仮題）
講師：西山博之氏（日住協副理事長）
（３） 「給排水設備の全面更新、専有部分共有部分の一体更新事例」（仮題）
講師：小岩井氏他（京浜管鉄工業（株）技術専門職者）
【第９期・新入会員】オリエンテーション及び懇親会
＊新入会員の方は、ご出席ください。お役に立つオリエンテーションです。
１． 日時会場：１２月２日（土）午後２時～６時、当会事務所
２． 対象：平成２９年度に入会された会員、及び今まで未出席の方で今回出席希望の新入会員
３． 講話：日管連、当会（規定類、本部・支部、委員会・研究会等）、管理士業進め方、その他
４． 講師：会長・副会長・役員・支部長等
５． 案内：１１月初旬に、ニュースメールで、詳細のご案内を送信します。
【ＣＰＤ】
１． 会員がその資格取得後も継続的に自己研鑽に努めることを当会は推奨し、支援策を講じています。
（１） ホームページの「会の概要」の中のＣＰＤバナーをクッリク頂き、ご参照下さい。
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＊個人別ＣＰＤ実績管理制度、ＣＰＤにお励みの会員、の紹介があります。
（２） 「会員専用ページ」の中のＣＰＤファイルに、ＣＰＤ関連資料が保管されています。
＊ＣＰＤ履歴を登録された会員の数値概要その他
２．「個人別ＣＰＤ実績の記録の方法」及び「個人別ＣＰＤ実績の登録の方法」
（１） 「個人別ＣＰＤ実績管理表」に、自分のＣＰＤ（自己研鑽）実績を点数で記録します。
（２） 四半期終了ごとに、事務局宛に「個人別ＣＰＤ実績管理表」を送信し、登録します。
＊１～３月分は、４月１０日までに、事務局宛に送信、登録
＊１～６月分は、７月１０日までに、事務局宛に送信、登録
＊１～９月分は、１０月１０日までに、事務局宛に送信、登録
＊１～１２月分は、翌年１月１０日までに、事務局宛に送信、登録
３．次回、１～９月分の送信・登録の締切日は、１０月１０日です。

■ 管理運営研究会
＜座長

古谷忠＞

◆平成２９年６月度管理運営研究会
◇実施月日：平成２９年６月２１日（水）：報告者 蝶野伸一
（出席者数： ２１名）
◎報告テーマ：「マンションからの相談に当たっての対応上の留意点」（概要）
・参考文献より多数の対応事例、裁判例等の提示内容に基づいて相談時に留意すべき事項について説明
があった。主な項目を下記します。
１）大規模修繕に関する管理規約の法的問題点
２）給排水管本管と一体として枝管工事を実施する場合の修繕積立金を取り崩す（裁判例等）
３）標準管理規約に準じて管理規約の規定が設けられているマンションの専有部分窓枠と窓ガラスが経
年劣化し雨水の侵入が激しい場合の対応
４）管理者（理事長）を解任するにあたっての手続き
５）管理費等滞納債権を放棄する場合の手続き
６）シェアハウスは、管理規約に違反するかどうか（裁判例等）
７）相談事例集（現在日管連保管）に収録済みの事例（抜粋）
８）窓ガラス等の改修工事にあたっての費用負担に関する裁判例
◆平成２９年７月度管理運営研究会
◇実施月日：平成２９年７月１９日（水）：報告者 古谷 忠
（出席者数： ２６名）
◎報告テーマ：「マンションの資産価値を保つための、「攻め」の管理を・・。」（概要）
・居住者の高齢化や運営管理への無関心でマンション資産の価値保全が充分でなく、外部専門家活用の
観点及び建物を維持・修繕して資産価値を保つ原資である管理費等の管理に関する事項を取上げた。
１）材料性能の品質向上と計画修繕工事について
①給水管は耐久性に優れた塩ビライニング鋼管、架橋ポリエチレン管を設置されるようになり、材料
の性能・耐久性向上を反映させた計画修繕周期の検討が重要である。
②圧力が加わらない排水管工事を給水管と同時期にする必要性の検討・確認が必要である。
２）大規模修繕の設計監理者（コンサルタント）について
管理組合を支援するコンサルタントの一部に≪不適切コンサルタント問題≫が生じている。蔓延する
最大の理由は『提示するコンサルタント費用の見積が異常に安い』こと（「週刊ダイヤモンド」等）。
３）管理組合の積立金不足対策等について
管理組合の機能不全で修繕積立金負担増として跳ね返ってくる例も多い。駐車場使用料を将来の駐車
場改修を考えて修繕積立金に回すべきで、管理費に会計処理して積立金不足にならないように。
４）マンションの大規模修繕工事の発注等について
適切な工事監理を行うコンサルの代金は高めだが、談合させず工事費用を適切に抑え、トータルで管
理組合の負担を減らすコンサルを見つける努力を怠ると痛い目に遭うことになる。
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■ 法務研究会
＜座長

日向重友＞

１. 平成２９年度６月２６日（月）２９年第６回法務研究会
３２名参加
（１）ＡＤＲ実施者養成研修について 重森一郎会員
平成２７年１０月法務研究会でＡＤＲについて報告して頂いた重森会員に、今回引き続きＡＤＲ実施
者の養成が必要となった経緯、並びに日管連が目指す紛争解決手法等について報告して頂いた。
(２)ＡＤＲ実施者資格取得の流れについて 溝口泰宏会員
ＡＤＲ実施者養成研修プログラムを研修され、実施試験に合格した体験談について溝口会員より資料
をもとに詳細な報告があった。
同じく資格を取得された眞殿会員からも研修と試験についての感想が報告された。
堀内会員からは、今年２月に資格を取得後、現在、日管連としてＡＤＲの担当理事となり、研修プロ
グラムの試験官として活動する側から見るＡＤＲ実施者の心構え等についてのお話があった。
（３）判例グループによる裁判例紹介 判例グループ 眞殿知幸
民泊営業行為の停止と損害賠償を求めた事例と弁護士費用請求に係る不法行為の可否について報告い
ただいた。
２. 平成２９年度７月２４日（月）２９年第７回法務研究会
２９名参加
（１）第１９条の２ 暴力団員の排除－実発生時の対応について検討 池谷壽通会員
第１９条の２の暴力団員排除―実発生時の対応について検討、第１９条の２の暴力団員排除条文とＮ
市市営住宅条例との対比、不動産強制執行（競売）の流れ）にいて説明を頂いた。
（２）判例グループによる裁判例紹介 判例グループ 池谷壽通会員
引き続き、資料（資料29-7-2 Ｎ市による暴力団員排除の判例（建物明渡等請求控訴事件））に基づ
き、解説が行われた。

■ 技術研究会
＜座長

木村誠司＞

Ⅰ 実施結果報告
◆平成２９年７月度技術研究会（７月１７日（月）） １８：３０～ 参加者：１４名
１）第１時限（テーマ発表）：［建築物省エネ法］による一般マンションの省エネ処置（発表者：服部正毅
会員）
平成27年７月８日に公布された「建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律」が本年４月１
日から全面施行されました。建築物のエネルギー消費に関する同法による新たな規制の中には―般の住
居用マンションに及ぶものも含まれており、従前の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」による
規制との相違を中心に、その内容を紹介していただきました。
２）第２時限：自由討論（話題提供）（発表者：座長 木村誠司）
(1) マンション維持修繕用語の基礎知識（建築編）
省エネ関連用語、省エネ住宅認定制度等についての紹介
◆平成２９年８月度技術研究会（８月２１日（月）） １８：３０～ 参加者：１８名
１）第１時限（テーマ発表）：建築再生展２０１７を見学して（発表者：三枝雅彦会員）
建築再生展２０１７より興味のある製品を幾つかピックアップしてその概要について報告していただ
きました。今年の全体的な印象としてはテーマが「スピード」である製品が幾つか見受けられたとのこ
とです。
【紹介技術】 ・リファイニング建築 ・赤外線探査装置 ・耐震丁番 ・配管ジョイント
・スプレー防水 ・乾式ネダフォームなど
２）第２時限：自由討論（話題提供）
(1) マンションにおける電子キー（発表者：三枝雅彦会員）
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最近の電子キー設備についてそのメリット、デメリットの紹介
(2) マンションにおける電力引込み方式（発表者：桜井良雄会員）
マンションでの電力引込み方式の分類と電気料金の基本構成の整理、及び一括受電の場合の電気料
金試算について
Ⅱ 実施予定
◆平成２９年９月度技術研究会（９月１８日（月）） １８：３０～
テーマ発表：（仮）機械式駐車場について
◆平成２９年１０月度技術研究会（１０月１６日（月）） １８：３０～
テーマ発表：㈱ダイフレックスによる勉強会（仮）防水工法について
※ 本テーマは拡大研究会として、全会員へ参加を案内する予定です。

支部だより
■ 横浜支部
＜支部長 竹内恒一郎＞
第７回支部役員会（H29.7.18）及び第８回支部役員会（H29.8.24）で、以下の事項を協議しました。
１）来年２月までの年間スケジュールの確認。
２）来年度より、偶数月の定例会開催時の役員会を廃止する。
３）定例会（勉強会）のスケジュール
１０月２６日（木）１８：００～２０：００ 県民センター３０５「（仮）民法関係」土屋会員
４）セミナー＆無料相談会のスケジュール
１０月２９日（日）１４：００～１８：００ 労働プラザ
・「（仮）マンション防災とコミュニティ」坂井会員
・「（仮）改正個人情報保護法」日向会員
５）８月２４日（木）の定例会は、１８：００～２０：００ 県民センター３０５で「ＢＣＰから考え
るマンション防災」というテーマで坂井会員に講演を戴きました。
３０名ご参加戴き、その後の「鮮と閑」での懇親会も１６名と大変盛況となりました。
６）無料相談会の開催状況
毎月、第１火曜日と第３土曜日にかながわ県民センターで開催
１月：１件、２月：１件、３月：０件、４月：２件、５月：１件、６月：４件、７月：２件、
８月：１件、計１３件

■ 川崎支部
＜支部長
１．活動報告
支部例会を７月２１日かわさき市民活動センターに於いて開催しました。
役員会を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
支部例会及び無料相談会を９月２６日に開催する予定です。

長谷川充明＞
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■ 県央相模支部
＜支部長

田中利久雄＞

１．第９期の会合日程（＊いずれも、火曜日、夜６～８時、厚木市アミュー６Ｆ会場）
（１）定例会開催日：開催済（２月７日・４月４日・６月６日・８月１日）・１０月３日
（２）支部総会開催日：１２月５日
２．任用相談員等派遣協力事業
（１）自治体等マンション管理相談会等へ任用相談員等派遣の協力
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）支部無料相談会事業
原則、第２土曜日午後１時～４時相模原市民会館で開催

■ 横須賀支部
＜支部長

米久保靖二＞

＜平成２９年７月の実績＞
（１）例会の開催：７月１日（土）１５：００～１７：００
「ヴェルクよこすか 第２会議室」で開催 出席者１６名。
（２）相談会の開催：
横須賀市は７月１日（土）、逗子市は７月２４日（月）にそれぞれ定例相談会を開催。ともに相
談者はなし。鎌倉市は７月６日の開催で１件相談あり。
（３）マンション管理組合交流会：７月８日（土）９：３０～１２：００
「鎌倉市生涯学習センター玉縄分室」で開催。参加管理組合は８組合９名＋管理士６名参加。
＜平成２９年８月の実績＞
（Ⅰ）例会の開催：８月 5 日（土）１５：００～１７：００
「ヴェルクよこすか 第３会議室」で開催 出席者１１名。
（２）相談会の開催：
横須賀市は８月５日（土）、鎌倉市は８月３日（木）、逗子市は８月２８日（月）にそれぞれ定
例相談会を開催。いずれも相談者はなし。
（３）マンション管理組合交流会：８月はお休み
＜平成２９年９月、１０月の予定＞
（１）例会の開催：９月２日（土）１５：００～１７：００
「勤労福祉会館ヴェルクよこすか」第２会議室で開催。
１０月７日（土）１５：００～１７：００
「勤労福祉会館ヴェルクよこすか」の予定。
（２）相談会の開催
１）横須賀市：９月２日（土）及び１０月７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け付け中。
横須賀支部長 米久保（よねくぼ）０８０－３１５０－９３４７まで。
２）鎌倉市：９月７日（木）、及び１０月５日（木）１３：００～１６：００に開催。
場所は鎌倉市役所内第１相談室。 原則予約が必要。
ご予約は 細井（ほそい）０８０－５３７２－８３５０まで。
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３）逗子市：９月２５日（月）、及び１０月２３日（月）１４：００～１６：００ に開催。
場所は逗子市役所５Ｆ会議室。原則予約が必要。
ご予約は 逗子市役所 市民協働課 ０４６－８７３－１１１１（内線２６９まで）
（３）マンション管理組合交流会の開催
９月９日（土）９：３０～１２：００、
「大船学習センター」で開催。
１０月１４日（土）９：３０～１２：００
「藤和ライブタウン鎌倉七里ヶ浜」のマンションの集会室

■ 湘南支部
＜支部長

水野勉＞

（１） 支部例会
８月２３日（水） １８時３０分～２０時 藤沢市市民活動推進センターで開催。
出席者 １０名。適正化診断サービス更新講習情報、県主催セミナー（平塚市）への支援対
応、藤沢市耐震アドバイザーへの対応、および行政市相談会報告と討議を行った。終了後、
有志で暑気払いを実施した。
（２） 行政市相談会の対応
小田原市 ７月１４日：０件
平塚市
７月２４日：２件
茅ヶ崎市 ７月１４日：１件
藤沢市
７月２８日：１件

サポートセンターだより
＜ＳＣ担当

割田浩＞

基礎セミナー（ソフト編）開催、管理組合の皆様に大好評！
横浜市のマンション施策の中には、管理組合の皆様から大きな期待を寄せられている事業が多くありま
すが、中でもサポートセンター事業は最早管理組合の皆様にとってなくてはならない存在となっています。
毎年、述べ１，０００組合以上の管理組合の皆様が交流会に参加して、マンション管理に関する諸問題に
ついて研鑽を重ねてレベルアップを図っております。
サポートセンター事業の原点は交流会ですが、その交流会の活性化を図る目的で年２回の基礎セミナー
（ソフト編、ハード編）を開催しております。この基礎セミナーは「新任役員研修会」
と銘打って、毎年５月、６月の総会で選ばれる管理組合役員を対象に、マンション管理に関する基礎的知
識をできるだけ解り易く講義するセミナーです。
＜基礎セミナー（ソフト編）プログラム＞
１．開会・挨拶
サポートセンター本部長
堀内 敬之
横浜市建築局住宅部住宅地再生担当部長
大谷 康晴
２．区分所有法と標準管理規約
マンション管理士
日向 重友
３．管理組合の運営
マンション管理士
小林志保子
４．マンションのトラブル
マンション管理士（弁護士） 土屋 賢司
５．マンション管理の基礎
マンション管理センタ－
五反田 稔
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６．省エネ・健康・快適な住まいを実現する断熱改修
横浜市住宅政策課
加藤
７．マンションの給水方式切替のご案内について
横浜市水道局給水維持課
佐川
８．すまい・る債及びマンション共用部分のリフォーム融資について
住宅金融支援機構
武田
＜参加状況＞
管理組合・・・・・・・・・・９１名（当会会員含む）
事務局・スタッフ・・・・・・２１名（講師３名含む）
横浜市住宅再生課ほか・・・・１３名（供給公社、マン管センター、支援機構含む）
合 計
１２５名

忠義
俊二
好史

＜アンケート結果＞ 管理組合の皆様の主なご意見は以下のとおりです。（ ）内は人数
区分所有法と標準管理 〇参考になった、良く理解できた(７) 〇規約の大切さがわかった
規約
(４)
〇監事の役割の重要性がわかった(２)
管理組合の運営
〇分かり易かった、良く理解できた(１０) 〇参考になった(２)
〇非常に良くまとめて講演されていた(１)
マンショントラブル
〇具体的事例、良かった(９) 〇参考になった、良く理解できた(６)
〇要領良く説明していただいた(１)

日管連だより
＜日管連理事
１． 第９回定時総会
日時：平成２９年８月３０日１３：３０～
場所：主婦会館プラザエフ８Ｆ「スイセン」
所在地：千代田区六番町１５番地 電話 03-3265-8111
議案：
第１号議案 第９期事業報告
第２号議案 第９期決算報告
第３号議案 定款及び綱紀委員会規程改正の件
第４号議案 管理組合損害補償金給付制度創設の件
第５号議案 第１０期事業計画
第６号議案 第１０期予算
第７号議案 役員選任の件（推薦者２２名、定員オーバー）
懇親会：１６：３０～１８：３０ 場所：主婦会館プラザエフ Ｂ２Ｆ「クラルテ」
会費 ６，０００円／人
２．ＡＤＲ関係

割田浩＞
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１）ＡＤＲ実施者研修及びＡＤＲ実施者適正試験
・第２回研修 東京会場
第３回研修 大阪会場
日時：研修・・８月２４日～２５日
日時：研修・・９月２１日～２２日
試験・・９月１４日～１６日
試験・・９月２７日～２８日
２）全国の会員会を対象に受講者を募集する。（東京４８名、大阪４５名の応募あり）
既に抽選が行われ、当会から東京会場に８名、大阪会場に１名が当選しました。
３． ２９年度国交省補助事業について
１） 「第三者管理方式に関するセミナー事業」（合同研修会ＩＮ金沢大会を含む）
２）個別管理組合支援事業（第１・２次募集分）
３）民泊対応規約改正支援事業（第３次募集分）
４．マンション管理適正化診断サービス
１）改正マンション管理適正化診断サービス研修会の開催
・日時：２０１７年９月１２日（火）１３：３０～１５：３０
会場：損保会館
受講料：３，０００円
・現在の診断マンション管理士は、下記いずれかの研修を受講すれば、２０１８年１月１日以降も診断
マンション管理士の資格を維持することができる。
① ９月１２日（火）の研修会、②１１月３０日（木）合同研修会in金沢大会、③本年
１２月頃開催予定の新人向けマンション管理適正化診断サービス研修
２）診断サービスの実績（平成２９年７月２７日現在）
受付件数・・・・・・・・１，８７５管理組合（＋１２０管理組合）
診断マンション棟数・・・２，７３４棟（＋１５７棟）

会員寄稿『千客万来』
荘司

純

この写真を見て、ラリーカールトンや今年亡くなったＢＢキングを
思い浮かべた方は、かなり洋楽好きな方です。私は子供の頃からギタ
ー小僧で、既に半世紀以上趣味で弾いています。その間にギターが増
えて、１０本程になります。この写真のギターは、もうかなり前に還
暦になったお祝いに買った、赤のギブソン３３５です。ちゃんちゃん
この代わりにという訳です。
だれでも１度はギターを弾きたいと思い、初心者用セットなど買い、
挫折してすぐやめるというパターンが多いようですが、半世紀以上も
毎日のように練習する人はあまりいないようです。もう化石のような
存在です。若い頃のバンド仲間は２人がミュージシャンになっており、
いまだにステージに上がっています。私が今までで一番思い出深いス
テージは、今から１０年位前に青山の「ブルーノート」でナイルロジ
ャースと１曲だけ演奏させてもらったことです。少し前のマドンナや
マイケルジャクソンとステージに上がった人で、アレンジャーでもあ
ります。長くやっているとこんな良い事もあるんだなと最高の気分でした。
さて今日も、自宅の音楽室にこもって、ボリュームを上げてイーグルスなど弾きましょうか。歌って踊
れるマンション管理士を目指して。

発行日２０１７年９月４日
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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。
横浜支部
日時：９月５日（火）、９月１６日（土）、１０月３日（火）、１０月２１日（土） １３：００～１６：００
事前に予約を入れてください。ＴＥＬ：０４５－８１１－３９２３ 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９日（土）、１０月１４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２０（水）、１０月１８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４日（月）、１０月２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２６日（火）、１０月２４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

座間市

日時：９月８日（金）、１０月１３（金）１３：３０～１６：３０
場所：座間市庁舎１Ｆ広聴相談室
事前に予約を入れてください。
広聴相談課
TEL：０４６－２５２－８２１８
日時：９月２５日（月）、１０月２３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

秦野市
伊勢原市

日時：９月２７日（水）、１０月２５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２２日（金）、１０月２７（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
日時：９月８日（金）、１０月１３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：９月７日（木）、１０月５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（ソイ） TEL：０８０－５３７２－８３５０

茅ヶ崎市
鎌倉市
平塚市

日時：９月２５（月）、１０月２３日（月）１３：００～１６：００
事前に予約を入れてください。
市民相談課

場所：平塚市役所
TEL：０４６３－２３－１１１１

横須賀市

日時：９月２日（土）、１０月７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２５日（月）、１０月２３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８日（金）、１０月１３日（金）
事前に予約を入れてください。

１３：３０～１６：３０
場所：小田原市役所市民相談室
都市政策課都市調整係 ＴＥＬ：０４６５-３３-１３０７

編集後記 ： 異常気象。この夏の最高気温は、海老名市 36.5 度（8/25）、横浜市 35.1 度（8/23）
を記録した。思わず“違うだろｰ!!”と叫ぶ。全国には約 21km の間隔で、気象観測機が置か
れ、その数はおよそ 840 か所とか・・。そうは言っても、菜園はもう秋の準備に追われてい
る。
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