別

令和元年度 分譲マンション維持管理促進キャンペーン

紙

令和元年１０月1日（火）～３１日（木）
セミナー・相談会等一覧
１ 東京都主催
主催等
東京都・（一社）東京都
マンション管理士会 共
催

名称

東京都マンション管理・再生セミナー2019

開催日時
10月5日（土）
14:00～17:00

開催場所等
東京都議会議事堂１階 「都民ホール」
（新宿区西新宿２－８－１）

問い合わせ先
東京都住宅政策本部
住宅企画部マンション課
☎ 03-5320-4941

２ 各区主催
主催等

名称

開催日時

開催場所等

問い合わせ先

①10月11日（金）
②10月25日（金）
いずれも
13：00～15：50

新宿区役所第１分庁舎２階区民相談室
（新宿区歌舞伎町1-5-1）
※無料 事前予約制
※相談1件につき80分で１日で2件まで

新宿区都市計画部住宅課居住支援係
☎03-5273-3567

新宿区

新宿区マンション管理相談

文京区

マンション管理セミナー
①講演 ②参加者グループ相談会

10月12日（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

マンションよろず相談室

10月19日（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

マンションよろず相談会

10月5日（土）
9：30～12：30

江東区役所７階第７２～７４会議室
（江東区東陽4-11-28）
※相談員 マンション管理士、弁護士、一級建築士
※無料 事前予約制（9月17日より受付） 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月9日（水）
13：00～16：00
②10月23日（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）

10月15日（火）
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90分で1日2件まで）

台東区

江東区

品川区都市環境部住宅課住宅運営担当
☎03-5742-6776

品川区
マンション建替・修繕相談

２ 各区主催
名称

主催等

豊島区

北区・（公財）マンション
管理センター 共催
（国土交通省後援）

荒川区

開催日時
10月19日(土）
13：30～15：４0

豊島区役所８階レクチャールーム
（豊島区南池袋2-45-1）
※無料 事前申込制

豊島区都市整備部住宅課
マンショングループ
☎03-3981-1385

第42回分譲マンション管理無料セミナー

10月12日（土）
13：30～16：00

赤羽会館 小ホール
（北区赤羽南1-13-1）
※定員60名（申込順）

北区まちづくり部住宅課住宅計画係
☎03-3908-9201

第一部 令和元年度第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月5日（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） 定員60名
※参加費無料

荒川区防災都市づくり部
防災街づくり推進課
☎03-3802-4178

10月5日（土）
13：30開始

練馬区役所 交流会場
（練馬区豊玉北6-12-1）
※要事前申し込み
※参加費無料
URL：
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/taku
chi/mansyon_sisaku/miraijuku.html

練馬区

分譲マンション管理運営無料相談

江戸川区

問い合わせ先

分譲マンション管理セミナー
①講演会 ②個別相談会

ねりまマンションセミナー「未来塾」

足立区

開催場所等

総合住宅相談会

分譲マンション無料相談会

①10月3日（木）
②10月17日（木）
13：30又は
14：20又は
15：10開始

10月5日（土）
10:00～16:00

10月26日（土）
13：00～16：00
（受付は15：00まで）

練馬区役所東庁舎5階 区民相談所
（練馬区豊玉北6-12-1）
※先着順 実施日の２営業日前までに要予約
※相談料：無料
※相談員：マンション管理士
※相談時間：50分
URL：
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/taku
chi/mansyon_sisaku/sodanmoshikomi.html

練馬区都市整備部住宅課管理係
☎03-5984-1289

足立区役所庁舎ホール
（足立区中央本町1-17-1）
※要予約・相談無料

足立区建築室住宅課住宅計画係
☎03-3880-5963

グリーンパレス２階区民相談室
（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
耐震化促進係
☎03-5662-6389

３ 各市主催
主催等

名称

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
「大規模修繕工事と管理組合会計
～マンションの居住価値を守るために～」

10月12日（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5回住まいりーフェスタ

10月6日（日）
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

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月26日（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）

10月20日（日）
13：30～17：00

町田市役所３階 ３－１会議室
（町田市森野2-2-22）

町田市都市づくり部住宅課
☎042-724-4269

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・（公
財）マンション管理セン
ター 共催

第５１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
には」 ～管理組合が注意するべきポイント～

②グループ討議・個別相談会

４ 関係団体主催
主催等

（一社）東京都マンション
管理士会 新宿支部

名称

マンション問題無料なんでも相談

開催日時
①10月2日（水）
②10月16日（水）
いずれも
13：00～16：00

開催場所等

問い合わせ先

新宿区役所本庁舎１階ロビー
（新宿区歌舞伎町1-4-1）
※無料 予約不要
※管理規約等を持参の上、当日区役所にお越し
ください。

東京都マンション管理士会 新宿支部
☎050-8014-8392 又は
☎090-7815-1141・090-1033-9386

（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月12日（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）

マンション管理無料セミナー
「マンション設備のトラブル（水漏れ事故な
ど）の対処法」
＊セミナー後、フォーラム（意見交換会）

10月20日（日）
13：30～16：00

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

マンション管理セミナー

10月5日（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
☎03-3393-3680 【担当 廣尾】

（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月3日(木)
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

（一社）全国住宅産業協
会

耐震化実践アプローチセミナー

10月21日（月）
18：00～

弘済会館
（千代田区麹町5-1）
※無料、要予約

全住協コールセンター
☎0120-363-232

10月9日（水）
18:00～20：30

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）
※書籍「マンションを100年以上使っていくために
今やるべきこと」の発刊に合わせ、内容を解説する
３回連続セミナーを開催。（9月11日、10月9日、11月13日）
※各回ごとに個別申込み可能

日本建築家協会関東甲信越支部事務局
☎03-3408-8291【担当：菊地】

（公社）日本建築家協会
関東甲信越支部メンテ
ナンス部会

マンションメンテナンス大会２０１９ 築50年
時代のマンション再生
～マンションを100年以上使っていくために
今やるべきこと～

