
１０月1日（土）～３１日（月）
（一部例外含む）

セミナー・相談会等一覧

１　東京都主催

主催等 名称 開催日時 開催場所等 問い合わせ先

東京都・（一社）東京都
マンション管理士会共

催

東京都マンション管理・再生セミナー
2016

10/29（土）
13：00～17：00

東京都議会議事堂１階「都民ホール」
「都民ギャラリー」

東京都都市整備局マンション課
電話 03-5320-5007

２　各区市主催

主催等 名称 開催日時 開催場所等 問い合わせ先

練馬区
①セミナー「ねりまマンション未来塾」
②相談会「分譲マンション管理・運営無
料相談」

①10/1(土)
　　13:30～16:50

②10/6（木）
　 10/20（木）

　　13:30～16:00

①練馬区役所20階交流会場
　※事前申込制
②練馬区役所東庁舎5階区民相談所
　※事前申込制

練馬区 都市整備部 住宅課
電話 03-5984-1289

足立区 総合住宅相談会
10/1（土）

10:00～16:00
足立区役所２階　庁舎ホール
※無料・事前予約制

足立区役所 都市建設部 住宅課
電話 03-3880-5963

世田谷区
①マンション管理講座
②世田谷区マンション交流会

①10/2（日）
　 13:30～16:00
②10/15（土）

　 13:20～16:20

三軒茶屋分庁舎5階
三茶しゃれなあどホ-ル
（世田谷区太子堂２－１６－７）

世田谷区 都市整備部 住宅課
電話 03-5432-2499

新宿区、東京都マン
ション管理士会新宿支

部共催
マンション問題無料なんでも相談

①10/5（水）
13:00～16:00
②10/19（水）
13:00～16:00

新宿区役所本庁舎１階ロビー
（新宿区歌舞伎町一丁目４番1号）

東京都 マンション管理士会 新宿支部
電話 03-3361-9305

品川区

①マンション管理セミナー
「マンション標準管理規約の
改正について」
②分譲マンション管理相談

①10/8（土）
13：30～15：30
②10/12(水)
10/26(水)

13:00～16:00

①品川区役所第３庁舎５階
　３５３・３５４会議室
　※事前予約制　定員50名
②品川区役所本庁舎６階住宅課
　※事前予約制

品川区都市環境部住宅課
03-5742-6777

北区・（公財）マンション
管理センター共催

分譲マンション管理無料セミナー
10/8（土）

13：30～16：00
北とぴあ7階第二研修室
（北区王子1-11-1）

北区まちづくり部住宅課
電話 03-3908-9201

平成２８年度　分譲マンション維持管理促進キャンペーン



文京区

マンション管理セミナー
①講演
「管理組合として行うべきマンションの地
震に対する備えと建物の耐震対策」
②参加者意見交換会

10/15（土）
13:30～16:30

文京シビックセンター26階
スカイホール
（文京区春日１－１６－２１）
※無料　事前予約制　定員80名

文京区 都市計画部 住環境課
電話 03-5803-1374

豊島区 分譲マンション管理セミナー
10/15（土）

13:30～16:30
豊島区役所新庁舎１階
としまスクエアセンター

豊島区 都市整備部 住宅課
マンション担当
電話 03-3981-1385

八王子市 八王子市分譲マンション管理セミナー
10/16（日）
9:00～12:00

クリエイトホール１１階 視聴覚室
（八王子市東町５－６）
※無料　事前申込制

八王子市 まちなみ整備部
住宅政策課
電話 042-620-7260

狛江市 マンション管理セミナー
10/16 (日)
9:30～12:00

狛江市中央公民館
(狛江市和泉本町1-1-5)

狛江市 都市建設部
まちづくり推進課
電話 03-3430-1111（内線:2543）

中央区都市整備公社 管理相談

①10/17（月）
13:00～16:00
②10/24（月）
13:00～16:00

京橋プラザ区民館
（中央区銀座１－２５－３） 
※事前予約制

一般財団法人 中央区都市整備公社
まちづくり支援第一課
電話 03-3561-5191

台東区
無料よろず相談（個別相談）
テーマ「管理上の問題解決」

10/22（土）
13:30～16:15

会場：台東区役所５階１０番窓口
（台東区東上野４－５－６）
相談員：弁護士、一級建築士

台東区 都市づくり部 住宅課
建築調整担当
電話 03-5246-1217

江東区 マンションよろず相談会
10/22日（土）
13:00～16:00

江東区役所７階
第71～73会議室

江東区 都市整備部 住宅課
住宅指導係
電話 03-3647-9473

江戸川区 分譲マンション無料相談会
10/22（土）

13：00～15：00

グリーンパレス2階相談室
（江戸川区松島１－３８－１）
※事前予約制

江戸川区 都市開発部
住宅課 計画係
電話 03-5662-6387

青梅市、青梅市住宅施
策推進協議会共催

青梅市住宅なんでも相談会
10/22（土）

13:30～16:30
青梅市役所２階　２０４・２０５会議室
※無料　事前申込制

青梅市 生活安全部 住宅課
電話 0428-22-1111（内線2533）

国立市 マンション管理士による無料相談会
10/22（土）

10:00～15:00
国立市総合体育館 入り口前

国立市 都市整備部 都市計画課
電話 042-576-2111（内線361）

多摩市 マンション管理セミナー
10月22日（土）
13:00～16:40

(受付・開場 12:30)

永山公民館（ベルブ永山）
５階ベルブホール
（多摩市永山１－５）

多摩市 都市整備部 都市計画課
住宅担当
電話 042-338-6817



町田市、町田市分譲マ
ンション管理組合ネット
ワーク、一般社団法人
東京都マンション管理

士会、公益財団法人 マ
ンション管理センター共

催

第42回町田市分譲マンション管理セミ
ナー
①講演会
　「マンションを長持ちさせる給排水設備
工事の進め方」
②個別相談会

10/23（日）
13:30～17:00

町田市役所３階 ３－１会議室
町田市 都市づくり部 住宅課
電話 042-724-4269

三鷹市、東京都マン
ション管理士会たまむ

さしの支部共催

三鷹市分譲マンション維持管理セミナー
＆相談会

10/30（日）
13:30～16：30

三鷹産業プラザ
（三鷹市下連雀３丁目３８－４）
※事前予約制

三鷹市都市整備部
まちづくり推進課 住宅政策係
電話 0422-45-1151

武蔵野市
①分譲マンション管理セミナー
②分譲マンション管理無料相談会

①11月5日（土） 
13:30～16:00

②11月19日（土）
9:30～11:40

①武蔵野市商工会館４階 ゼロワンホー
ル
　（武蔵野市吉祥寺本町１丁目１０−７）
②かたらいの道・市民スペース
　（武蔵野市中町１丁目１１−１６）

武蔵野市 都市整備部
住宅対策課
電話 0422-60-1905

調布市 分譲マンション管理組合交流会 10/28(金)
調布市教育会館
（調布市小島町２－３６－１）

調布市 都市整備部 住宅課
電話 042-481-7141・7545



３　関係団主催

主催等 名称 開催日時 開催場所等 問い合わせ先

独立行政法人
住宅金融支援機構

分譲マンションの修繕・耐震等に係る融
資のご相談

毎日
（土日祝を除く）

9:00～17:00

（独）住宅金融支援機構
　（文京区後楽1-4-10）

（独）住宅金融支援機構
まちづくり推進部
まちづくり業務グループ
電話 03-5800-9366

（公財）住宅リフォーム・
紛争処理支援センター

分譲マンションの建替え等に関する特別
相談会〔弁護士・建築士による無料の対
面相談〕

①10/5（水）
15:40～16:40
②10/29（土）
13:00～17:00
③11/22（火）
15:00～17:00

①（独）住宅金融支援機構本店1階「す
まい・るホール」（文京区後楽1-4-10）
　※事前予約制
②東京都議会議事堂１階「都政ギャラ
リー」
　※事前予約制
③（独）住宅金融支援機構本店1階「す
まい・るホール」（文京区後楽1-4-10）
　※事前予約制

①（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援セン
ター
　「特別相談会」担当
　電話 03-3556-5134
②（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援セン
ター
　住まいるダイヤル
　電話 0570-016-100
　〔受付時間〕平日10:00～17:00
③（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援セン
ター
　「特別相談会」担当
　電話 03-3556-5134

東京都マンション管理
士会墨田支部（墨田区

協力）
マンション管理無料相談会

10/8（土）
13:00～16:00

墨田区役所１階
（墨田区吾妻橋1-23-20）

（一社）東京都マンション管理士会
墨田支部
電話 03-6413-8727（担当 品田）

東京都マンション管理
士会杉並支部（杉並区

後援）

マンション管理組合・区民のためのセミ
ナー

10/15（土）
13:30～16:30

高井戸地域区民センター
第9集会室

（一社）東京都マンション管理士会
杉並支部
（松﨑マンション管理士事務所内
電話 090-7820-5307
FAX03-5305-2495）

目黒区マンション管理
士会（目黒区後援）

目黒区マンション管理士会セミナー
　①高経年マンションへの対応策
　②大規模修繕工事の進め方

10/16（日）
13:00～

中目黒住区センター第一会議室
目黒区マンション管理士会　中村　秀之
電話・FAX 03-3717-2602㈹

東京都マンション管理
士会大田支部（大田区

後援）
マンション管理無料セミナー

10/16（日）
13:30～15:30

消費者生活センター第１集会室
（大田区蒲田5-13-26）

（一社）東京都マンション管理士会
大田支部事務局
電話 03-6319-0806（担当 田中）

(公社)日本建築家協会
(ＪＩＡ)・関東甲信越支部 
メンテナンス部会

セミナー
30周年記念大会
マンションメンテナンス30年の歩み

10月12日(水)
建築家会館１階ホール
（渋谷区神宮前2-3-18）

(公社)日本建築家協会(ＪＩＡ)
関東甲信越支部
　（担当　菊地）

（一社）東京建築士会 セミナー 未定 未定 未定


