
平成３０年１０月1日（月）～３１日（水）
（一部例外あり）

セミナー・相談会等一覧

１　東京都主催

主催等 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2018
10/13（土）

14:00～17:00

東京都議会議事堂１階
　「都民ホール」・「都民ギャラリー」
　（新宿区西新宿２－８－１）

　東京都都市整備局マンション課
　　☎ 03-5320-4941

２　各区主催

主催等 開催日時 開催場所等 問い合わせ先

文京区

マンション管理セミナー
①講演
　「管理組合設立の意義」「マンション長寿命
化のコツ～管理不全に陥らないために～」
②参加者意見交換会

10/27（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 管理担当
  ☎03-5803-1374

台東区 マンションよろず相談室
10/20（土）

13：30～16：15

台東区役所５階住宅課
（台東区東上野4-5-6）
相談員：弁護士、一級建築士
※無料　事前予約制　定員６組

　台東区 都市づくり部 住宅課
  マンション施策担当
　☎03-5246-1468

江東区 マンションよろず相談会
10/13（土）
9:30～12:30

江東区役所７階第７１～７３会議室
（江東区東陽4-11-28）
※無料　事前予約制　定員15組

  江東区 都市整備部 住宅課 住宅指導係
  ☎03-3647-9473

マンション管理相談

①10/10（水）
13：00～16：00
②10/24（水）
13：00～16：00

品川区役所本庁舎６階住宅課
（品川区広町2-1-36）
※要予約　相談１件につき60分で１日３件まで

マンション建替・修繕相談
10/16（火）

13：00～16：00

品川区役所第３庁舎５階３５５会議室
（品川区広町2-1-36）
　※要予約　相談1件につき90分で1日2件まで

平成３０年度　分譲マンション維持管理促進キャンペーン

名称

品川区
　品川区 都市環境部 住宅課
　住宅運営担当
  ☎03-5742-6776

名称

別   紙 



主催等 開催日時 開催場所等 問い合わせ先

世田谷区・世田谷区マン
ション交流会共催

マンション交流会セミナー
「マンションの地震対策（仮）」

10/17（水）
　18：00～20：00

三茶しゃれなあどホール
（世田谷区三軒茶屋2-16-7）
9月15日～電話予約（先着８０名）参加費無料

　世田谷区 都市整備政策部 住宅課
  ☎03－5432－2499

豊島区 分譲マンション管理セミナー
10/14(日）

13：30～16：30

 豊島区役所５階５０７～５１０会議室
 （豊島区南池袋2-45-1）
 ※無料、事前申込制、定員６０名

  豊島区 都市整備部 住宅課
  マンショングループ
  ☎03-3981-1385

北区・（公財）マンション
管理センター共催

第40回分譲マンション管理無料セミナー
10/6（土）

13：30～16：00

北とぴあ7階第二研修室
（北区王子1-11-1）
※事前申込制、参加費無料、定員60名

　北区 まちづくり部 住宅課 住宅計画係
   ☎03-3908-9201

荒川区

第一部　平成30年度第1回荒川区
            分譲マンションセミナー
第二部　荒川区分譲マンション管理組合
            交流会

10/20（土）
13:30～16:55

荒川区役所 3階 304・305会議室
（荒川区荒川2-2-3）
※要予約（予約なしで当日参加も可）、参加費
　 無料、定員60名

  荒川区 防災都市づくり部
　防災街づくり推進課
  ☎03-3802-4178

練馬区
相談会「分譲マンション維持・管理運営相
談」

①10/4(木)
13：30～16：30
②10/18(木)

13：30～16：30

練馬区役所東庁舎5階練馬区民相談所
（練馬区豊玉北6-12-1）
※2日前までに要予約

　練馬区 都市整備部 住宅課 管理係
　☎03-5984-1289

足立区 総合住宅相談会
10/13（土）

10:00～16：00

足立区勤労福祉会館２階第一ホール
（足立区綾瀬1-34-7-102）
※要予約・参加費無料

  足立区 都市建築部 住宅課 住宅計画係
  ☎03-3880-5963

江戸川区 分譲マンション無料相談会
10/27（土）

13：00～16：00
（受付は15：00まで）

グリーンパレス2階相談室
（江戸川区松島1-38-1）
※事前予約優先

　江戸川区 都市開発部 住宅課 計画係
  ☎03-5662-6387

名称



３　各市主催
　

主催等 開催日時 開催場所等 　問い合わせ先

八王子市・（一社）東京
都マンション管理士会八
王子支部共催

八王子市分譲マンション管理セミナー
10/13（土）

9：30～11：50

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　先着50名

  八王子市 まちなみ整備部 住宅政策課
  ☎042-620-7260

武蔵野市・武蔵野商工
会議所建設業部会共催

第4回住まいりーフェスタ
10/20（土）

10：30～16：00
（小雨開催）

東急百貨店吉祥寺店　北側広場
（武蔵野市吉祥寺本町2-3-1）

　武蔵野商工会議所建設業部会
　☎0422-22-3631

三鷹市・（一社）東京都
マンション管理士会たま
むさしの支部　共催

分譲マンション維持管理セミナー
①講演会
②個別相談会

11/10（土）
10：00～12：00

三鷹市市民協働センター
（三鷹市下連雀4-17-23）
※事前予約制

　三鷹市 都市整備部 都市計画課 住宅政
策係
　☎0422-45-1151（内線2812）

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
10/27（土）

13：30～16：30

青梅市役所２階　２０４・２０５会議室
（青梅市東青梅1-11-1）
※無料　事前申込制

　青梅市 都市整備部 住宅課
　☎0428-22-1111（内線2533）

町田市、町田市分譲マ
ンション管理組合ネット
ワーク、（一社）東京都マ
ンション管理士会町田・
たま支部、（公財） マン
ション管理センター共催

第48回 町田市分譲マンション管理セミナー
①講演会　「マンション大規模修繕工事を成
功させるための秘訣」
②テーマ別グループ討議
③個別相談会

10/21（日）
13:30～17:00
受付：13：00～

町田市役所２階　市民協働おうえんルーム
（町田市森野2-2-22）

　町田市 都市づくり部 住宅課
  ☎042-724-4269

多摩市（主催）
多摩マンション管理士会
（協力）

マンション管理セミナー
「マンションの寿命を見据えた再生を考え
る」

10/27（土）
13：00～16：40（予定）

　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）
※要予約、参加費なし

　多摩市 都市整備部 都市計画課
  住宅担当
　☎042-338-6817

名称



４　関係団体主催

主催等 名称 開催日時 開催場所等 問い合わせ先

（一社）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
10/13（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
　☎03-6413-8727
　墨田区都市計画部住宅課計画担当
　☎03-5608-6215

（一社）東京都マンション
管理士会大田支部
（大田区後援）

セミナー　「マンションの建替えを考える」
　～この難題に備えて、
　　　あなたの管理組合は今何をすべきか～

10/21（日）
13：30～15：30

大田区立消費者生活センター第三集会室
（大田区蒲田5-13-26-101）

　（一社）東京都マンション管理士会
  大田支部
　☎03-6271-6501

（一社）　杉並マンション
管理士会
（杉並区共催）

マンション管理セミナー
10/27（土）

14：00～17：00
杉並区立産業商工会館　第１・２集会室
（杉並区阿佐谷南3-2-19）

　（一社）杉並マンション管理士会事務局
　☎03-3393-3680

（一社）　荻窪マンション
管理士会
（東村山市後援）

マンション管理セミナー
10/16(火)

14：00～17：00
東村山市民センター　第4会議室
（東村山市本町1-1-1）

　（一社）荻窪マンション管理士会
　☎03-5397-0686

プロフェッショナルのための技術セミナー
近年のマンション改修事例
～タイル大量浮き問題や高経年マンションの改
修～

10/10（水）
18：00～20：00

建築家会館１階大ホール
（渋谷区神宮前2-3-18）
※定　員：　100名（先着順受付）
※受講料：1,000円（学生：無料）
※講　師：鈴木和弘氏（有限会社八生設計事務
所）
※申し込み方法：ｆａｘまたがメールにて。
※案内チラシ（申し込み書）は、９月上旬に当会
ホーム
　ページに掲載する。
　（http://www.jia-kanto.org/mente/）

「マンションメンテナンス大会」
　基調講演：築50年時代のマンション再生
　　　～二つの老いはマンションを強くする～

11/14（水）
18：00～20：00

建築家会館１階大ホール
（渋谷区神宮前2-3-18）
申し込み方法、定員などは同上

（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

10/13（土）
13：00～16：00

東京都議会議事堂１階「都政ギャラリー」
（東京都マンション管理・再生セミナー2018と同
時開催）
※事前予約制

　（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
　☎ 0570-016-100
　（PHSや一部のIP電話からは、
　　　　　　　　　　　　　　03-3556-5147）
　〔受付時間〕平日10:00～17:00

（公社）日本建築家協会
関東甲信越支部メンテ
ナンス部会

 （公社）日本建築家協会
 関東甲信越支部事務局
　☎03-3408-8291　（担当：菊地）
　ＦＡＸ：０３－３４０８－８２９４


