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理事会だより 

 〈総務・広報委員会〉 

第１０期第３回理事会報告 

５月１４日（月）１８時００分～２０時００分 

（１）マンション管理士登録（法定）講習の未受講者への対応が検討され、１回目の未受講者に次年度講

習する旨の誓約書提出を求めることが承認されました。 

（２）会報、ホームページ、セミナーチラシ等に記載する個人情報の取扱について定款・規程ＰＴでの検

討案の説明が行われました。会報及びホームページ掲載等の原稿事前確認又は本人への確認依頼す

ることとし、承認されました。 

（３）弔慰に関する規程（案）について定款・規程ＰＴでの検討案の説明が行われ、一部誤植を修正のう

え、承認されました。 

（４）女性の視点でのマンション管理に関する問題点の提起、行政へのアピール、管理士知名度のアップ

と女性会員増強を基本方針とした「女子部」創設について検討され、審議の結果、承認されました。 

（５）横浜市マンションアドバイザー派遣事業の事前相談対応者への手数料について検討されました。 

   事前相談派遣費用として従来どおり担当者へ支払うことが審議の結果、承認されました。 

 

第１０期第４回理事会報告 

６月１１日（月）１８時～２０時１５分 

（１）日本総合住生活（ＪＳ）との自主管理マンション管理組合向けの出納・会計サービス「ＪＳＷＩＴ

Ｈ」の概要説明が行われた。 

（２）委員会、支部、研究会、ＳＣ、日管連等の各活動報告が確認されました。 

 

 

新会員ご紹介 

 

新会員のご紹介 

５月、６月に入会した新会員の方をご紹介します。   敬称略        

入会月 氏 名 所属支部 

５月 高野 晋 横浜 

６月 桝屋 章人 横浜 

会員数２０７名（６月３０日現在）  

 

 

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）５月１日、６月５日に「組織検討ＰＴ」を開催し、以下の事案等について検討、確認を行いました。 

   ・組織体制の各業務の見直しや本来のあり方及び今後の組織体制について 

   事務局    TEL: FAX  045-662-5471   e-mail:info@kanagawa-mankan.oｒ.jp    
 

http://www.kanagawa-mankan.or.jp/
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   ・委員会、支部を中心に分掌業務の確認と現状、課題、要望等の整理と確認 

（２）入会説明会を５月度、６月度は各３回開催し、新入会員勧誘活動を推進しました。今後も原則とし

て、毎月第１、第４水曜日と第３日曜日の毎月３回の開催を予定しています。 

（３）６月７日に第１回「女子部会」が開催され、今後は定例会を開催する予定です。 

（４）マンション管理適正化診断サービス研修会、認定マンション管理士研修会の各案内、受講者名簿作

成及び提出等の事務処理を行いました。 

（５）日管連会員会の当会確定数を６月１日現在の在籍会員数２０６名とし、日管連に名簿の提出及び報

告をする予定です。 

（６）７月２日に会報第９５号を発刊しました。 

 

 

■ 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３０年５月末現在の累計紹介件数は１１５件でした。 

内訳は、診断サービス：１１２件、管理組合：２件、マン管センター：１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。 

 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。 

２．会員の業務活動のための参考情報の整備 

 １）過去の相談事例集を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）「会員紹介制度運営規程」をＨＰにアップしましたのでご活用ください。 

「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。 

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。 

現在掲載している会員数は４８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。 

外部への自己ＰＲに役立ててください。 

 

 

 

■ 渉外委員会 

＜委員長 柴田宜久＞ 

 

◆ 平成３０年５月７日（月）、６月４日（月）に渉外委員会を開催しました。 

１）理事会及び日管連の報告をしました。 

２）総務省国県市合同行政相談所の開催について 

  昨年に引き続き１０ヶ所で開催されます。すでに開催された横浜市（春・５月１６日）では６件（昨

年２件）、横須賀市（５月３１日）では１件（昨年２件）の相談に対応しました。 

３）県アドバイザー派遣業務の受託について 

 昨年に引き続き、業務を受託しました。 

４）リフォ協のマンション管理相談について 

４月、５月の割り当て中、２回の相談に対応しました。 
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■ 研修企画委員会 

＜委員長 田中利久雄＞ 

 

◆夏の「研修会」 

「管理士業務の受注促進のための提案力」並びに「管理費等の出納の実態と管理組合会計実務」に関する

研修を行います。受講申込は、メール（info@kanagawa-mankan.or,jp）又は電話（045-662-5471）で事務

局まで（当日直接参加も可） 

１． ７月１６日（月・祝日） 午後６時～９時、県民センター３０１号室 

２． 講義（１）「受注につながるマンション管理士の提案力」 

◇瀬下義浩マンション管理士（日管連副会長・S&C タツミコーポレーション/マンション管理総研代表）  

３．講義（２）「マンション管理士の実務知識、管理組合の出納・会計」 

◇平田英雄講師マンション管理士（東京都士会、都心区支部幹事） 

◆秋の「研修会」 

以下に記載する研修を行います。詳細については、１０月早々、ご案内致します。 

１． １１月１０日（土） 午後５時～９時、県民センター３０１号室 

２． 講義（１）「最近の裁判事例、改正民法のポイント（仮題）」 

◇土屋賢司弁護士 

３．講義（２）「都市再開発手法による団地再生マニュアルについて（仮題）」 

◇柴田宣久マンション管理士 

◆新入会員皆さまのための「オリエンテーション」 

新入会員及び未受講会員を対象とした「オリエンテーション」を開催します。オリエンテーションの詳細

その他は、最終確定次第、ご案内致します。 

◆【ＣＰＤ】 

１． 「ＣＰＤ管理制度に関する規程」については、ＨＰ会員専用フィアルでご高覧ください。 

２． 第１０期（１月～６月）ＣＰＤ実績は、以下の要領で当会事務局宛にメール送信し、登録ください。 

（１） 「ＣＰＤ実績管理表」のメール送信、登録の締切日は、平成３０年７月１０日です。  

（２）  登録会員については当会ＨＰに、集計結果はＨＰ会員専用ファイルにアップします。 

３．「ＣＰＤ管理制度」の本格的な運用開始後、当期は３年目となります。３回の年度登録通算実績に基づ

き、規程が定める「認定ＣＰＤマンション管理士」の運用を次期に開始するため、「認定基準その他」素案

づくりを現在進めており、年度内に理事会へ当該最終案を具申する予定です。 

◆研修企画委員の募集 

月１回、金曜日午後６時～８時、当会事務所で委員会を開き、勉強会を行っています（＊各月の開催日は、

当会ＨＰの日程表をご参照ください）。ご一緒に勉強を行う会員を募集しています。お気軽に、お立ち寄り、

ご参加ください。 

 

 

 

■ 管理運営研究会 

＜座長 古谷忠＞ 

 

◆平成３０年４月度管理運営研究会 

◇実施月日：平成３０年４月１８日（水）：報告者 平塚良夫  （出席者数：２３名）     

◎報告テーマ：「管理費等の負担割合に関する裁判事例」（概要）    

本件テーマに関連する裁判例３３件を類型化して発表された（問題点と事項別裁判例）。 

ⅰ）「一部共用部分」に該当するか否か（区分法３条後段、４条１項、１６条） 

① 平 10.5.東京地判は共用部分が一部共用部分であると証明されない限り、全体共用部分である。 

② 平 14.6.札幌地判はエレベータを利用しない１階区分所有者も、その管理費等は負担すべし。 

ⅱ）「利害の衡平性」（区分法３０条３項、民法９０条）及び「特別の影響」（区分法３１条１項後段）  

① 平 14.6.東京地判は管理費等の負担割合に差異(等価交換の元地主優遇)は公序良俗に反しない。 
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② 平 22.9.東京地判は管理費額が専有床面積に応じて計算され、１階と地下で店舗利用の区分所有

者と住居利用の区分所有者と比較が１.２倍程度の開差は不合理とまではいえない。 

ⅲ）規約「持分割合」定め（１４条、１９条）及び「別段の定め」に該当するか（区分法１９条） 

① 平 10.9.札幌高判は専有床面積が２倍以上の差があるが、規約で管理費、修繕積立金の負担割合

は均等に定められている事案で、管理費等負担割合を均等との規約は｢別段の定め｣と認容。 

ⅳ）「管理費の改定」は規約の改正に該当するか否か（区分法３１条１項前段、標準管理規約４７条） 

  ① 平 21.12.東京地判は修繕積立金額一覧表が管理規約の別表と添付されていても、修繕積立金額変

更が規約変更には当たるとは解されない。総会での修繕積立金の増額の普通決議は有効とした。 

◆平成３０年５月度管理運営研究会 

◇実施月日：平成３０年５月１６日（水）：報告者 古谷忠 （出席者数：２１名）     

◎報告テーマ：「マンション管理士にとっての大規模修繕工事」（概要）   

１）はじめに：大規模修繕工事計画と工事施工実施のためにマンション管理士等の専門家の支援を必要 

とされ、管理組合がマンション管理士を活用して居住者間の合意形成と総会決議を円滑に進めることで 

品質の確保とコストダウンの両者を達成することができた事例が示された。 

２）支援事例： 

ⅰ）Ａケース（築１２年、総戸数 約３５戸）、設計・監理方式で「設計・監理コンサル」選考及び施工

業者選考の事例。  

① 設計・監理会社選定：（資本金３００万円以上、会社設立５年以上、実績５件/３年）、公募に５社

応募：３社のヒヤリング、選考基準（実績、対応姿勢、コスト） 

② 大規模修繕工事・設計業務（毎月開催委員会で内容検討・確認） 

③ 工事施工会社選定：７社応募⇒２次選考は３社 ・臨時総会決議：工事金額、施工業者、工事期

間等  

④ まとめ：工事品質の確保と長期修繕予算金額対比で約２６％減に押えられた。 

ⅱ）Ｂケース（築２９年、総戸数 約５０戸）、管理組合が管理会社提案施工業者及び管理組合推薦施

工業者を追加して業者選定した事例。 

① 見積参加施工会社（見積金額比較“割合”）：当初３社（Ａ，Ｂ，Ｃ）に加えて４社比較で選定。 

Ａ社 １００、 Ｂ社 １０２、 Ｃ社 ８９、 Ｄ社 ７５、 

② Ｃ、Ｄ社比較、企業規模はほぼ同等で、企業経営は２社とも安定している。 

③ 共通仕様書、工事使用材料（メーカー）、品質保証、アフターケア（定期点検）の書面確認 

④ まとめ：理事会主体の運営（認識）・管理体制構築で、品質と適切な工事金額確保。 

 

 

 

■ 法務研究会   

＜座長 日向重友＞ 

 

１. 平成３０年度４月２３日（月） Ｈ３０年４月度法務研究会 １８名参加 

(１)今期の活動方針について 

今期の活動方針に基づいて担当分担の見直しを行った。研究会は自由な意見交換の場として、活動内 

容については情報公開規程により開示される場合及び理事会の決定がある場合を除き会員外には公開し 

ないことが確認された。   

（２）マンション理事長「理事会で解任可」最高裁が初判断 

理事会による理事長解任の最高裁判決について服部正毅会員より、事例の説明があり意見交換が行わ 

れた。 

（３）判例グループによる裁判例紹介 判例グループ 

「管理組合運営に係わる裁判例」について須賀一郎会員より、事例の説明があり意見交換が行われた。 

 

２. 平成３０年度５月２８日（月） Ｈ３０年６月度法務研究会 ２６名参加 

(１)緊急連絡体制について 

改めて緊急連絡体制の検討が必要になった為、法務研究会用の名簿を作成することになった。   
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（２）滞納問題について 

管理費等の滞納問題について、督促の方法・少額訴訟や支払督促、競売等の意見交換が行われた。 

（３）判例グループによる裁判例紹介 判例グループ 

「不当訴訟として違法となるための要件となった事案」について土屋賢司会員より、事例の説明があ 

り意見交換が行われた。 

 

３.今後の予定 

   ６月２５日(月) １８:００～２０:００ 

場所）当会事務所 

  ７月２３日(月) １８:００～２０:００ 

場所）当会事務所 

 

 

 

■ 技術研究会   

＜座長 木村誠司＞ 

 

Ⅰ 実施結果報告 

◆平成３０年５月度技術研究会 ＜拡大研究会＞（５月２１日（月））１８：３０～２０：３０  

参加者：３１名 

※ ５月度はマンション修繕に係る外部企業の方を講師にお招きし、通常の研究会メンバー以外にも参

加を募る「拡大研究会」として実施しました。 

１）第１時限（テーマ発表）：「マンションの維持修繕知識－建築編－ 建具（サッシ・玄関ドア）について」 

 マンションに使用されているサッシ・玄関ドアに関する性能、改修のタイミングの目安や調査診断

及びメンテナンス方法、並びにサッシ・玄関ドアの改修方法について、外部講師を招き解説していた

だきました。マンション用に開発された引き違い戸専用カバー工法（カバーⅡ工法）等の説明があり、

大変参考になりました。 

講師：一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会より（LIXIL、YKKAP、三協アルミ） 

３)第２時限：理事会報告 

 

◆平成３０年６月度技術研究会（６月１８日（月）） １８：３０～２０：１５ 参加者：９名 

１）第１時限（テーマ発表）：「建築再生展２０１８視察報告」  （刀根洋一会員・三枝雅彦会員） 

 ５月３０日から６月１日にかけて東京ビックサイトで開催された「建築再生展２０１８」の視察報

告をお二人の会員からしていただきました。大規模修繕工事に関連する建材等の新製品の情報等のご

紹介がありました。 

製品の例） 防滴宅配ボックス、消音排水配管、アスベスト含有塗装除去工法、耐震ドア等 

２）第２時限：理事会報告 

 

Ⅱ 実施予定 

◆平成３０年７月度技術研究会（７月１７日（火）） １８：３０～ 場所：県士会事務所 

※ ７月度は第３月曜日開催ではありませんので、ご注意ください。 

テーマ発表：（仮）マンション計画修繕の基礎知識（竹内恒一郎会員） 

◆平成３０年８月度技術研究会（８月２０日（月）） １８：３０～ 

テーマ発表：（仮）大規模修繕工事の合理化（北村拓会員） 
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支部だより 

■ 横浜支部  

＜支部長 竹内恒一郎＞ 

 

１．横浜支部の会員数は１０３名（５月末現在） 

２．平成３０年５月度支部役員会（H30.5.15）で、湯野憲太郎幹事との退任と、神宮一男会員及び村田正

治会員の支部幹事就任が承認されました。 

又、６月１日付で、牧 博史会員と大松健三会員に、支部役員支援メンバーに就任していただくことと

なりました。 

３．６月２１日（木）の定例会（勉強会）は、横浜市建築局住宅部住宅再生課係長 諸泉隆之様に、「マンション管

理適正化に向けて」というテーマで講演をいただきました。 

   定例会参加者：３６名（過去最高） 

   懇親会参加者：１６名 

４．次回、８月１６日（木）の定例会（勉強会）のテーマは以下を予定しております。 

 「マンション管理士が受給できる補助金」 

 

 

 

■ 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 6 月 26 日 中原市民館に於いて開催しました。 

２．活動予定 

  支部例会及び役員会を 7 月 23 日に開催する予定です。 

 

 

 

■ 県央相模支部 

  ＜支部長 田中利久雄＞ 

 

１．第１０期の集会日程 （＊いずれも、火曜日、夜６～８時、厚木市のアミュー会議室） 

（１）定例会：（２月６日、４月３日及び６月５日、開催済）・８月７日・１０月２日 

（２）定時総会：１２月４日 

２．自治体マンション管理相談会等へ支部会員（相談員等）を派遣 

（１）秦野市（毎月第４月曜日・年度の国県市相談会） 

（２）伊勢原市（毎月第４水曜日） 

（３）厚木市（毎月第３水曜日） 

（４）海老名市（毎月第３又は４火曜日） 

（５）座間市（毎月第２金曜日） 

   （６）相模原市（毎月第１月曜日・年度の国県市相談会）（要請受領時にアドバイザー派遣） 

３．支部マンション管理無料相談会事業 

   （１）毎月相模原市民会館で開催 

   （２）毎月大和市シリウスで開催 

４．本部受託事業を担当地域で実施 

（１） 国県市合同行政相談会（１１月７日相模原市、１１月２１日秦野市） 

（２） 神奈川県マンションアドバイザー派遣事業（相模原市を除く、支部の各市） 
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■ 横須賀支部  

＜支部長 米久保靖二＞ 

 

＜平成３０年５月の実績＞ 

 （１）例会の開催：５月５日（土）１０：００～１２：００  

「ヴェルクよこすか 第２会議室」で開催 出席者１２名 

 （２）相談会の開催： 

     横須賀市は５月５日（土）、逗子市は５月２８日（月）にそれぞれ定例相談会を開催 

したが相談者はなし。なお鎌倉市は休日のためお休み 

 （３）マンション管理組合交流会：５月１２日（土）９：３０～１２：００ 

    「玉縄生涯学習センター分室」で開催。参加管理組合は１１組合１１名＋管理士６名参加。 

 （４）国県市合同行政相談所：５月３１日（木）１２：５０～１６：００開催に２名派遣 

 

＜平成３０年６月の実績＞ 

（Ⅰ）例会の開催：６月２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９名。 

（２）相談会の開催： 

    横須賀市は６月２日（土）、鎌倉市は６月７日（木）、逗子市は６月２５日（月） 

にそれぞれ定例相談会を開催。いずれも相談者なし。 

 （３）マンション管理組合交流会：６月９日（土） ９：３０～１２：００ 

     「大船学習センター」で開催。参加管理組合は９組合９名＋管理士５名参加。 

 

＜平成３０年７月、８月の予定＞ 

（１）例会の開催：７月７日（土）１５：００～１７：００  

         ８月は休会 

「勤労福祉会館ヴェルクよこすか」第２会議室で開催予定。 

（２）相談会の開催 

 １）横須賀市：７月７日（土）１５：００～１７：００、 

８月２日はお休み 

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：７月５日、８月２日（木）１３：００～１６：００に開催。 

場所は鎌倉市役所内第一相談室。 原則予約が必要。 

ご予約は 細井（ほそい）０８０－５３７２－８３５０まで。 

   ３）逗子市：７月２３（月）、及び８月２７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 

７月１４日（土）９：３０～１２：００、なお８月はお休みです。 

「玉縄学習センター分室」で開催予定（場所は変わることあり）。 

 

 

 

■ 湘南支部  

＜支部長 水野勉＞ 

 

（１） 支部例会 

６月８日（金） １８時～２０時 藤沢市市民活動推進センターで開催した。出席者は９名。 

県士会理事会報告と県士会からの依頼事項審議、および相談会報告（４件）について自由討議を
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行った。 

（２） 行政市相談会の対応（４− ５月） 

小田原市 ２件、 平塚市 ３件、 茅ヶ崎市 ０件、 藤沢市 ２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートセンターだより 
                                                            

＜ＳＣ担当 割田浩＞ 

 

１． 交流会参加状況 

 

２．基礎セミナーソフト編の概要 

１）日程：平成３０年７月２１（土） ９：３０～１６：３０ 

２）会場：横浜市技能文化会館 多目的ホール２（横浜市中区万代町２丁目４番地７） 

３）主催：横浜市建築局 

横浜市マンション管理組合サポートセンター 

４）共催：（公財）マンション管理センター 

５）定員：１２０名 参加費・資料代無料 

６）演題： 

①主催者挨拶 

マンション管理組合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再生課長                   古檜山匡和 

②「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相談員     向山雅衞 

③「管理組合の運営」      神奈川県マンション管理士会相談員     前田映子 

④「マンション管理のトラブル」 神奈川県マンション管理士会相談員     三木 博 

⑤「マンションみらいネットについて」 （公財）マンション管理センター  平野 功一 

・横浜市のマンション・団地再生支援事業について  横浜市住宅供給公社  岡部 俊之 

  ・省エネ・健康・快適な住まいを実現する断熱改修について  

横浜市住宅政策課  村上まり子 

・「マンションすまい・る債」と「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 好史 

 平成３０年５月 平成３０年６月 

30 年 5 月 前年同月比 前年同月 30 年 6 月 前年同月比 前年同月 

参加組合数 122 組合  101％ 121 組合 127 組合  108％ 118 組合 

参加相談員数 73 人 92％ 79 人 74 人   97％ 76 人 

新規参加組合数 3 組合    38％ 8 組合 8 組合 100％ 8 組合 

とぴっくす 

女子部創設にあたり 

・ 現在の当会の女子会員は８名（会員２０７名）で、創設にあたり５名の方々からご参加をいただきました。 

・ 共同代表制とし、会則等は必要に応じて検討することとします。 

・ 当面の活動方針は、マンション管理士の知名度のアップに資するため、渉外・広報を中心とします。 

・ ふさわしい名称を思案中ですので、名付け親大歓迎です！！ 

よろしくお願いいたします。 参加者一同 
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日管連だより                      
 

＜日管連理事 堀内敬之＞ 

 

１．ＡＤＲ 

  長らく準備検討及び国との調整を続けていましたが、６月８日（金）、法務省に申請書を提出しました。

認証に３か月前後かかるとのこと。長い道のりでしたが、ようやくゴールとなる見通しです。 

 

２．認定マンション管理士研修 

  全国１３会場で７月１２日（木）に研修を実施する予定です（ＤＶＤによる研修です）。いよいよ管理

組合に対する補償制度が始まります。 

 

３．全国大会 in 東京 

  来年１月２４日（木）に東京で全国大会を開催の予定です。開催場所は、KFC ホール（墨田区横網（最

寄駅は両国））を予定しています。 

 

４．全国地域ブロック研修制度並びにブロック協議会（交流会） 

  全国会員会の運営及び事業等の活性化支援を狙いとして、全国を６ブロックに分け、ブロック単位で

研修会や協議会（交流会）を開催することにしました（各年２，３回）。５月から６月にかけて、第１回

の交流会を全国で開催しました。なお、ブロック単位は以下の通りです。 

 「北海道・東北」「関東・甲信越」「中部・当会」「近畿・北陸」「中国・四国」「九州・沖縄」 

 

５．国交省補助事業（モデル事業） 

  ８件の申請をしましたが、採択は５件となりました。当会はゼロ件です。来年度は当会も、ぜひ応募

しましょう。 

 

６．日管連パンフレット 

  パンフレットを作成し、会員会に配布しました。行政や外部団体等へのあいさつ・広報等での利用を

期待しています。当会では渉外委員会が保管・管理担当です。 

 

７．綱紀委員会 

  綱紀委員会は日管連の常設機関ですが、これまで委員を配置していませんでした。実体を備えるべく、

日管連が委員の推薦を会員会に依頼中です。 

 

８．契約書等のひな型 

   契約書や見積書等のひな型を整備してきており、順次、日管連ＨＰにアップしています。有効利用

されることを期待しています。 

 

９．事務局関連 

 １）事務局の増員 

    診断サービスや保険制度の充実等により事務量が増えていることから、事務員の増員を図ってい

ます（現時点では募集中）。 

 ２）診断サービス（４月３０日現在） 

    受付件３，４９９件（前月比＋１９５）、完了件数２，８７６件（同＋１７２）、 

完了棟数４，８４４（同＋２５０） 
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会員寄稿『千客万来』                      
          

 松下俊一郎 

□□ 人生は後半戦が面白い □□ 

 

テレビ番組『人生の楽園』の冒頭の西田敏行のナレーション、「今週は何かいいことありましたか。私ね、

思うんですよ。人生には楽園が必要だってね」と、まったり流れる。 

土曜の夕方は、ほっこりした気分になる。 

 

人生の大半を鉄道会社で組織人として過ごした。 

平成１７年春､５４才になった頃、定年後の豊かな時間を何に使おうか、と真剣に考え始めるようになった。 

悩めるその頃、ふと目にした朝日新聞横浜版に「市内でマンション管理の無料相談会が行われている」と

の記事があった。 

「これだ！これや！」と霧が晴れる思いになった。 

これが「マンカン」との出会いだった。 

そして、（一社）首都圏マンション管理士会へ入会したのは、翌年の春だった。 

 

兵庫県に住む義母は、深刻な病を抱える９２才の父親を介護している。老老介護である。 

５６０キロも離れていると直接の支援はかなり難しい。 

せめて遠路を厭わず会いに行き、寄り添うことしか出来ない。 

最後に悔いを残さない「介護シエン」を目指して見たい。 

 

若い頃、「やる」のが好きだったスポーツは、社会人になると「観る」だけ

となっていた。 

何かスポーツを思い切りやってみたい気持ちに駆られ、「マラソン」を完走

することを目指した。 

しかし、膝の不安・恐怖心で一歩が中々出ない。ひたすら歩き、半年で２，

３キロ走れるようになった。 

３年経過した２８年３月、第２回横浜マラソンを何とか完走できた。記録

は５時間３９分。 

一度見たかったゴール後の景色は予想通り素晴らしく、ささやかな財産と

なった。 

 

「マンカン」、「介護シエン」及び「マラソン」３つの「～ン」を基本に目前の後半戦を過ごしたいと思っ

ている。 

人生は、マンションの長期修繕計画のように５年ごとの見直しが必要かも。 

４つ目の「～ン」、「バドミントン」が昨夏から加わった。 
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７月・８月の相談会のご案内 

≪７月～８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：７月３（火）、７月２１日（土）、８月７日（火）、８月１８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 

日時：７月１４（土）、８月１１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 

厚木市 

 

日時：７月１８日（水）、８月１５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：７月２日（月）、８月６日（月）、9 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：７月２４日（火）、８月２１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：７月１３日（金）、８月１０日（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 

秦野市 

 

日時：７月２３日（月）、８月２７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：７月２５日（水）、８月２２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：７月２７日（金）、８月２４（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：７月１３日（金）、８月１０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 

鎌倉市 

 

日時：7 月 5 日（木）、８月２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 

平塚市 

 

日時：７月２３（月）、８月２７日（月）１３：００～１６：００     場所：平塚市役所 

事前に予約を入れてください。      市民相談課     TEL：０４６３－２３－１１１１ 

横須賀市 日時：７月７日（土）、８月４日（土）、9 月 1 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：７月２３日（月）、８月２７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。     市民協働課    TEL：０４６－８７３－１１１１（内線２７６） 

小田原市 

 
日時：７月１３日（金）、８月１０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 ：「顧客満足度」組合員の方から出た言葉である。マンション管理士の仕事は目に見えない。サ

ービス業である。常に立場を変えて考えなければならない。肝に銘じ直す今日この頃・・・。 
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