
 

 

 

平成２６年度 分譲マンション維持管理促進キャンペーン 

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 
･多摩市 

 
共催 

東京都マンション 

再生セミナー2014 in 多摩

ニュータウン 

①現地見学 

②講演 

③交流会 

10/4(土) 

①11:00～12:00 

②13:00～14:55 

③15:15～16:30 

①ブリリア多摩ニュータ

ウン 定員 100 名 

 

②③ベルブ永山 5 階 

永山公民館ベルブホール 

定員 ②150 名 ③40 名 

 

（※事前申込制） 

 

好評につき受付を終了し

ました。 

【申込先】 

多摩市都市整備部 

都市計画課 

(FAX)042-339-7754 

 

【問い合わせ先】 

東京都 都市整備局 

マンション課 

(TEL)03-5320-4941

多摩市都市整備部 

都市計画課 

(TEL)042-338-6817 

２ 各区市・関係団体主催 

※ 区又は市が主催する催事については、当該区民又は市民の方のお申込を優先させていただきます。 
 当該区民又は市民以外の方は参加できない場合もありますので、事前にお問い合わせ下さい。 

主催等 名称 開催日時 開催場所等 問い合わせ先 

練馬区 

①相談会 

「分譲マンション管理・運

営無料相談」 

②セミナー 

「第２回ねりまマンション

「未来塾」」 

①10/2(木) 

10/16(木) 

13:30～16:00 

②10/4(土)  

13:30～16:50 

①練馬区役所 

東庁舎５階区民相談所 

（※事前申込制） 

②練馬区立区民・産業プ

ラザ研修室 1 

（※事前申込制） 

練馬区 環境まちづく

り事業本部  

都市整備部 住宅課 

03-5984-1289 

新宿区 
分譲マンション管理組合交

流会 

10/4(土) 

13:00～16:00 

牛込箪笥地域センター 

(新宿区箪笥町 15) 

(※無料 事前申込制 

定員 40 名) 

新宿区 都市計画部  

住宅課 

03-5273-3567 

台東区 
マンション管理セミナー 

・グループ相談会 

10/4(土) 

13:30～16:30 

台東区役所 10 階  

1002・1003 会議室 

(台東区東上野 4-5-6) 

台東区 都市づくり部 

住宅課 

03-5246-1217 

八王子市 
八王子市分譲マンション管

理セミナー 

10/5 (日) 

9:30～11:50 

生涯学習センター 

(クリエイトホール)  

11 階 視聴覚室 

(八王子市東町 5-6) 

(※無料 先着 50 名) 

八王子市  

まちなみ整備部  

住宅政策課 

042-620-7260 

別 紙 

10 月１日(水)～31 日(金) 



 

 

 
主催等 名称 開催日時 開催場所等 問い合わせ先 

文京区 

①マンション管理セミナー 

「組合運営上の管理規約の

位置付」 

②参加者意見交換会 

10/5(日) 

10:15～13:00 

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 事前申込制 

定員 80 名) 

文京区 都市計画部  

住環境課 

03-5803-1374 

世田谷区 

①マンション管理講座・相

談会「管理組合総会の心得」 

②世田谷区マンション交流

会 

①10/5(日) 

13:30～16:00 

②10/19(日) 

13:00～16:10 

①三茶しゃれなあどホ

ール（三軒茶屋分庁舎） 

スワン・ビーナス 

②同上 オリオン 

世田谷区 都市整備部

住宅課 

03-5432-2499 

(公財) 

まちみらい

千代田 

①マンション無料相談 

②マンション管理セミナー

「模擬総会」 

①毎日 

（土日祝を除く。） 

9:00～16:00 

②10/5(日) 

14:00～16:00 

①ちよだプラットフォ

ームスクエア４階 

②千代田区区役所１階 

区民ホール 

(公財) 

まちみらい千代田 

03-3233-3223 

品川区 

①分譲マンション管理相談 

②マンション管理セミナー 

 

①10/8(水) 

10/22(水) 

13:00 ～ 16:00

②10/18(土) 

13:00～15:00 

①品川区役所本庁舎 

6 階都市計画課 

（※事前申込制） 

②品川区役所第 3 庁舎 

6 階講堂 

（※事前予約制） 

品川区  

都市環境事業部  

都市計画課 

03-5742-6777 

墨田区マンシ

ョン管理士会

(墨田区協力) 

マンション管理無料相談会 
10/11(土) 

13:00～16:00 

墨田区役所 1 階 

エスカレーター横 

(墨田区吾妻橋 1-23-20) 

墨田区マンション管理

士会 

03-3625-9679 

墨田区 都市計画部 

住宅課 

03-5608-6215 

江東区 マンションよろず相談会 
10/11(土) 

13:00～16:00 

江東区文化センター 

６階第３会議室 

(江東区東陽 4-11-3) 

江東区 都市整備部  

住宅課 

03-3647-9473 

杉並区・杉並

マンション 

管理士会 

共催 

マンション管理セミナー 
10/11(土) 

13:30～16:30 

あんさんぶる荻窪 

第 1・第 2 教室 

(杉並区荻窪 5-15-13) 

杉並マンション管理士

会(担当：東) 

03-6312-6707 

(一社)首都圏

マンション

管理士会・東

京たまむさ

しの支部 

第 4 回 

多摩西部マンション管理セ

ミナー＆相談会 in 青梅 

10/11(土) 

13:30～16:30 

青梅市中央図書館 

多目的室 

(青梅市河辺町 10-8-1) 

(一社)首都圏マンショ

ン管理士会 東京たま

むさしの支部事務局 

(担当:山田) 

090-8687-0593 

北区・(公財)

マンション

管理センター 

共催 

①マンション防災の重要ポ

イント 

②「マンションみらいネッ

ト」のメリットと活用法 

10/11(土) 

14:00～16:00 

北とぴあ 

7 階第 2 研修室 

(北区王子 1-11-1) 

 

北区 まちづくり部  

住宅課 

03-3908-9201 



 

 

 

主催等 名称 開催日時 開催場所等 問い合わせ先 

狛江市 マンション管理相談 
10/17 (金) 

13:00～16:00 

狛江市中央公民館 

(狛江市和泉本町 1-1-5) 

(※当日先着順。受付は

12:30～15:30。中国語、

ハングル、英語の通訳有

り) 

狛江市 企画財政部 

秘書広報室 

03-3430-1111(代) 

豊島区 

分譲マンション管理セミ

ナー 

「管理会社との賢いつき

あい方」 

10/18(土) 

13:30～16:30 

上池袋コミュニティセ

ンター 多目的ホール 

（豊島区上池袋 2-5-1） 

豊島区 都市整備部  

建築課 

マンショングループ 

03-3981-1385 

目黒マンショ

ン管理士会 

(目黒区後援) 

①マンション管理セミナ

ー 

②相談会 

10/18(土) 

13:30～17:00 

中央町社会教育館第 3研

修室 

(目黒区中央町 2-4-18

さくらプラザ地下 1 階) 

（※事前申込制） 

目黒マンション管理

士会(担当:沼田) 

080-5497-5432 

(一財) 

中央区都市

整備公社 

分譲マンション管理相談 

10/20(月) 

10/27(月) 

13:00～16:00 

京橋プラザ区民館 2 階

(中央区銀座 1-25-3) 

(※事前申込制) 

(一財) 

中央区都市整備公社 

03-3561-5191 

足立区 足立区総合住宅相談会 
10/25(土) 

10:00～16:00 

足立区勤労福祉会館 

(足立区綾瀬 1-34-7- 

102 綾瀬プルミエ内) 

(※無料 事前申込制) 

足立区 都市建設部  

建築安全課 

03-3880-5317 

(一社)東京都

マンション

管理士会 

（墨田区後

援） 

東京都マンション管理フ

ェア２０１４ 

①セミナー 

②相談会 

③展示等 

10/25(土) 

10:00～17:00 

すみだ産業会館 

サンライズホール 

（墨田区江東橋

3-9-10） 

錦糸町駅前徒歩 1 分 

(※無料 定員 600 名程

度) 

(一社)東京都マンショ

ン管理士会 

03-6413-8727 

多摩市 マンション管理セミナー 
10/25(土) 

13:00～16:30 

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 

042-338-6817 

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 

10/25(土) 

13:30～16:30 

青梅市役所２階会議室 

(※無料 事前申込制) 

青梅市 生活安全部 

住宅課 

0428-22-1111 

内線 2533 



 

 

 

主催等 名称 開催日時 開催場所等 問い合わせ先 

三鷹市 

三鷹市分譲マンション 

維持管理セミナー 

＆相談会 

10/26(日) 

13:30～16:30 

三鷹産業プラザ 7 階

701・702 号会議室 

(三鷹市下連雀 3-38-4） 

 

三鷹市 都市整備部 

まちづくり推進課 

0422-45-1151 

内線 2867 

町田市 

第 36 回町田市分譲マン

ション管理セミナー 

①講演会 

②グループ討議 

③個別相談会 

10/26(日) 

13:30～17:00 

町田市役所 2 階 

市民協働おうえんルーム 

町田市 都市づくり

部 建物住宅対策課 

042-724-4269 

(一社)東京建

築士会 

第 1 回 

住宅問題委員会連続セミ

ナー 

｢マンション大規模修繕｣ 

10/31(金) 

13:30～16:30 

東京建築士会会議室 

(中央区晴海 1-8-12) 

晴海トリトンスクエア 

オフィスタワーZ 棟４階  

(※受講料：東京建築士会

会員は 6,000 円/一般は

8,000 円。定員 100 名) 

(一社)東京建築士会 

03-3536-7711 

(独)住宅金融

支援機構 

分譲マンションの修繕等

に係る融資の相談 

10 月の平日 

9:00～17:00 

(※通常営業 

どおり) 

(独)住宅金融支援機構 

(文京区後楽 1-4-10) 

まちづくり推進部 

まちづくり業務室 

03-5800-9366 

 

このページに関する問い合わせ先  

東京都都市整備局住宅政策推進部マンション課  ０３－５３２０－５００４ 


