
団体名 テーマ・タイトル 特色・アピールポイント 形式 講師 タイムスケジュール

マンションに関する法律に
は、どんなものがあるか

①区分所有法　②管理適正化法　③建替え円滑化法　④管理規
約　⑤細則　について

セミナー
①マンション問題総合研究所の講
師（弁護士・建築士）
②埼管ネットの理事等相談員

60分、90分、120分の
セミナーとして対応可

長期修繕計画と日常点検に
ついて

長期修繕計画と日常点検に関しては、様々な問題を抱えている
管理組合の方が多いと思います。大規模修繕計画はあります
か。日常点検はどのように行っていますか。

セミナー
①マンション問題総合研究所の講
師（弁護士・設備士）
②埼管ネットの理事等相談員

60分、90分、120分の
セミナーとして対応可

・マンションの管理運営につ
いて
・管理組合運営のソフトと
ハード
・マンションの適切な管理業
務について

・月日が経つことによって起こる問題とは？
・大規模マンションと小規模マンションでは、人材の面での苦労が
違います。７０～８０戸以上のマンションであれば、人材も確保で
きるでしょうが、５０戸くらい、それよりも少ないマンションですと、
役員の成り手もなく、管理組合の運営では、トラブルも多いようで
す。

セミナー

①マンション問題総合研究所の講
師
②埼管ネットの理事等相談員
③埼管ネット所属のマンション管理
士

40分、60分、90分、
120分のセミナーとして
対応可

管理組合と自治会の違いとコ
ミュニティについて

行政において、計画戸数により集会室や集会場を設けるように義
務付けられています。また、これらの施設を設けた場合、独自の
自治会を持つか既存の自治会に入るか選択ができます。自治会
に対しては、行政より支給される様々な補助金を受けることもでき
ます。

セミナー
①マンション問題総合研究所の講
師
②埼管ネットの理事等相談員

60分、90分のセミナー
として対応可

・ペット問題について
・ペット問題を解決したマン
ションの事例紹介

規約ではペット禁止であるが、ペットを飼っている人がいる。高齢
者の方の飼いたいという気持ちをどう対処するか。ペットによる迷
惑、飼育反対者の気持ち、飼いたくても我慢している人。ペット問
題は、飼育者のモラル向上を如何に図られるかが重要なポイン
ト。

セミナー
①マンション問題総合研究所の講
師
②埼管ネットの理事等相談員

60分、90分のセミナー
として対応可

設備更新、その他について

屋外の機械式駐車場はメンテナンスが大変なので、最近分譲マ
ンションでは避けるようになった。マンション特有のメンテナンスは
競争入札や、共同発注等でコストダウンを図る手法が増大してい
る。

セミナー
①マンション問題総合研究所の講
師
②埼管ネットの理事等相談員

60分、90分、120分の
セミナーとして対応可

居住者の高齢化に対する対
応

・生きている限り誰もが年をとります。
・高齢化に対応したソフトとハードとは？

セミナー
①マンション問題総合研究所の講
師
②埼管ネットの理事等相談員

60分、90分のセミナー
として対応可

二つの老いとは？
二つの老いとは、「建物の老朽化」と「居住者の高齢化」です。
①管理コストの増大
②負担能力の低下

セミナー
①マンション問題総合研究所の講
師
②埼管ネットの理事等相談員

60分、90分、120分の
セミナーとして対応可

長寿命化時代のマンション再
生とは？

マンション管理とは、「建物、人、その二つの管理」で、コミュニティ
が大切。

セミナー
①マンション問題総合研究所の講
師
②埼管ネットの理事等相談員

60分、90分、120分の
セミナーとして対応可

各団体からのセミナーの提案
Ｈ２６．５．３０　埼玉県都市整備部住宅課まとめ（マンション居住支援ネットワーク事務局）

ＮＰＯ埼管ネット
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団体名 テーマ・タイトル 特色・アピールポイント 形式 講師 タイムスケジュール

各団体からのセミナーの提案
Ｈ２６．５．３０　埼玉県都市整備部住宅課まとめ（マンション居住支援ネットワーク事務局）

定期的な管理規約見直しの
重要なポイント

建物や居住者の経年変化に伴い、管理規約も定期的に改正して
いく必要がある。5年に1回を目安に留意点を説明する。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

業務管理委託契約更新時の
チェックポイント

多くの管理組合役員が1年交代であることを踏まえ、各マンション
の実態に合わせたチェック事項を解説。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

マンション内のトラブルはこう
して防ぐ

こじれてからでは遅すぎる居住者間、管理会社とのトラブル。役
員がリーダーシップをとれるトラブル防止策。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

滞納は未然に防止、長期滞
納の解消、最終措置

滞納を防ぐための日常的な注意点。弁護士に依頼する前に役員
がやっておくべき重要項目。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

これだけは知っておきたいマ
ンション保険

損害が発生してからでは遅すぎる。マンションに必要不可欠な保
険。不必要ともいえる保険。そして保険会社が引受けない保険。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

長期資金計画なくして大規模
修繕なし

消費税増税、超低金利だからこそ考えておきたい資金運用計
画。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

居住者全員が参加する建物
１日診断

専門家に依頼する前に、まず自分たちで建物劣化の実情を知る
ことが、結果的に適切・安価な修繕を実現する。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

大規模修繕以前の定期的な
修繕、リニューアルの実行を

日々進歩する新素材、新工法は。特に防音、防水、遮熱、省エネ
の面から建物の居住価値を高める提案をします。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

漏水事故が起きるまで待てま
すか
（給排水設備の維持管理）

給排水管の劣化は目に見えぬため遅れがち。早い準備は関連
費用の節減にもつながります。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

共用部分と一括修繕したい
専有部分の工事について

専有部の給排水管等、規約上はともかく一括修繕の望ましい工
事の同意の取り方、工事手順について

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

このマンションにいつまで住
むのか、いつまで住めるのか
（高齢化対策）

いつかは尽きるマンションの寿命。大規模修繕、建替え、更地化
の検討は居住者自身のライフプランにつながります。

セミナー 当センターの会員
１時間(質疑応答を含
む）

NPO埼玉マンション管理支
援センター
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団体名 テーマ・タイトル 特色・アピールポイント 形式 講師 タイムスケジュール

各団体からのセミナーの提案
Ｈ２６．５．３０　埼玉県都市整備部住宅課まとめ（マンション居住支援ネットワーク事務局）

大規模修繕工事の失敗に学
ぶ

失敗の主原因は管理組合にあり・・・その原因と
対策を解説します。

セミナー
品質確保部会
より人選

1.5～2時間程度（質疑
含む）

長期修繕計画のつくり直し
既存の長期修繕計画では修繕積立金のＵＰは必然であり、長期
修繕計画をつくり直すことで、トータルランイングコストを大幅に削
減し、修繕積立金を軽減する方法を解説します。

セミナー
品質確保部会
より人選

1.5～2時間程度（質疑
含む）

給排水設備工事の基礎知識 年代ごとの特徴と改修方法を分かりやすく解説します。 セミナー
品質確保部会
より人選

1.5～2時間程度（質疑
含む）

マンション再生・・建物と住み
手の老いへの対応

マンションの再生はサステナブルな住まいと心地よい暮らしの創
出の両面から取り組む必要があります。
前者に対して建物の長寿命化の観点から、後者に対し
てはコミュニテイ活性化について解説します。

セミナー
管理組合支援
部会より人選

1.5～2時間程度（質疑
含む）

マンション管理は財産のひと
つ

管理組合の役割 セミナー
管理組合支援
部会より人選

1.5～2時間程度（質疑
含む）

マンション居住者のための震
災への対応

震災時活動マニアルの重要性
災害時の助け合いから、建物・設備の復旧まで、自主防災の取り
組み方

セミナー
管理組合支援
部会より人選

1.5～2時間程度（質疑
含む）

震災への取り組み 『震前』
『震中』『震後』のそれぞれに
備えよう！

地震対策はハードも大切ですが、ソフトの重要性が見直されてい
ます。常日ごろからのコミュニティの醸成を考え、人と人のつなが
りや、とくに「震後」への取り組みが欠かせません。

セミナー 調整後、決定 要調整

修繕積立金その算出の根拠
と適性化

管理組合の運営上、非常に重要なのが大規模修繕工事への取
り組みです。その際欠かせないのが資金です。つまり、修繕積立
金をどのように算出すべきなのか、それらを事例を交えて、分か
り易くお伝えします。

セミナー 調整後、決定 要調整

『二つの老い』には『二つの
対策』を！
『居住者の老い』と『建物の老
朽化』への対策

築20年、30年と経過したマンションにおいて、「居住者の老い」と
「建物の老朽化」という二つの老いが到来しています。
「管理コスト」増大⇒複雑・多額
「負担能力」の低下⇒費用負担能力・管理組合運営能力
これらを解決するには、コミュニティづくりが欠かせません。それら
の事例を交えてのセミナーです。きっと、役立つのではないかと思
います。

セミナー 調整後、決定 要調整

NPO匠リニューアル技術支
援協会埼玉支部

NPO日本住宅管理組合協
議会埼玉県支部
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団体名 テーマ・タイトル 特色・アピールポイント 形式 講師 タイムスケジュール

各団体からのセミナーの提案
Ｈ２６．５．３０　埼玉県都市整備部住宅課まとめ（マンション居住支援ネットワーク事務局）

マンション管理、押さえておく
べき3つのポイント『理事会運
営』『総会運営』『大規模修繕
工事』

マンション管理で重要な3つを選び、やさしく解説します。また、事
例を交えて、実際にどのように行っているのか具体的に説明して
いきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事会
がきちんと運営できなければ、当然、総会運営はうまくいかず、総
会を乗り切らないことには大規模修繕工事もうまくいきません。
最低、月に１回は開催する理事会の重要性を理解し、議事録、広
報などについても説明をします。
即実行できる内容なので、大いに参考になると思います。

セミナー 調整後、決定 要調整

知っておきたいマンション管
理5つのポイント

マンション管理の基本を5つにまとめ、わかりやすく解説します。
（1）規約の内容をチェックしよう
（2）専有部分・共用部分を理解しよう
（3）管理委託の内容はしっかりチェックしよう
（4）長期修繕計画は早めにつくり定期的に見直そう
（5）修繕積立金は適正に設定しよう

セミナー 調整後、決定 要調整

滞納の督促方法と手順

放っておくとどんどん膨らむのが滞納、小さなうちにきちんとして
手を打つことが必要です。５年で請求権が時効になるので、素早
い対応が求められています。事例も織り交ぜながらお伝えしま
す。

セミナー 調整後、決定 要調整

理事会と総会の運営の基本
管理組合の基本は理事会の運営と総会の運営にあります。それ
ぞれの運営の基本と事例を織り交ぜてお伝えします。

セミナー 調整後、決定 要調整

大規模修繕工事の進め方
建物の維持管理でもっとも大切なのが大規模修繕工事です。１０
数年に一度の大イベントを成功させる基本的な考え方と行動につ
いて、事例を交えてお伝えします。

セミナー 調整後、決定 要調整

設計監理方式と大規模修繕
工事

工事を進めるには、設計監理会社によって共通仕様書をつくり、
見積もり合わせによって工事業者を募る設計監理方式と共通仕
様書はなく、一社に任せる責任施工方式があり、それらの課題に
ついてお伝えします。

セミナー 調整後、決定 要調整

理事会の運営と総会の運営

理事会は、総会で議決したことを執行機関であるばかりか、あら
たな事業等のプランや執行または、総会への上程といったことを
行います。総会は管理組合の最高議決機関ですが、その運営を
実のあるものとするためのあれこれをお伝えします。

セミナー 調整後、決定 要調整

コミュニティはマンションの土
台

住みよいマンションづくりは、人と人とのお付き合いから始まりま
す。それには、意識してコミュニティを作りあげるプロデュース力と
プランニング力をどう育てるか、とても大切な要素です。

セミナー 調整後、決定 要調整

監事のあるべき姿
監事になったのはよいが、何をどのようにしてよいかわからないと
いうことがあるようです。監事の役割等についてお伝えします。

セミナー 調整後、決定 要調整

NPO日本住宅管理組合協
議会埼玉県支部
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団体名 テーマ・タイトル 特色・アピールポイント 形式 講師 タイムスケジュール

各団体からのセミナーの提案
Ｈ２６．５．３０　埼玉県都市整備部住宅課まとめ（マンション居住支援ネットワーク事務局）

「管理組合会計の全て」（適
正な管理費を得るには）

「大規模修繕工事の流れと実
務」

「適正な管理規約の作り方」

「長期修繕計画での留意点」

「高経年化・高齢化マンション
を考える」

「滞納管理費の対処法」

「マンションにおける防犯対
策」

「マンションと損害保険」（マン
ション保険の解説）

管理組合役員のための手引
き（副題：日常の点検と管理）

（１）管理組合が行う日常管理の基礎知識（共用部分等の日常の
維持管理に関すること）を部位別に解説。
（２）法定点検はもとより、よりきめの細かい日常の点検、修繕が
マンションの寿命に大きな影響を及ぼすことを事例を交え解説
し、マンションの健康管理の工程表の作成を明示する。

セミナー
新井斉（マンション管理士、一級建
築士）

要調整

今、マンション管理組合に求
められる防災力

（１）危機管理の再確認と見直し
（２）マンションの防災を考える
（３）管理組合の防災力を高めるには

セミナー
中澤紳行(マンション管理士、防災
士、防犯設備士)

要調整

小規模で築後３０年を迎える
マンションの未来を見据える

（１）月日が経つことによって起こるであろう問題と課題の整理
（２）解決策となるか、新たな管理方式の紹介
（３）自分たち自身の取り組みは何か

セミナー
中澤紳行(マンション管理士、防災
士、防犯設備士)

要調整

解決！マンションの生活マ
ナートラブル
（違法駐車、ペット、騒音問題
等）

マンションで最も問題となっている生活マナーについて、具体的
事例を取り上げて、解決方法を提示するとともに、管理規約や管
理組合運営に関する基本知識について、マンション区分所有法を
中心に解説をする。　　　　　　　※「マナー問題」以外の問題を中
心とした、マンションに係る法律の基礎知識に関する解説とする
こともできる。

セミナー
若山新二郎（マンション管理士、行
政書士、ファイナンシャルプラン
ナー）

要調整

一般社団法人埼玉県マン
ション管理士会

各セミナー講座とも、豊富な業務経験と実務に基づく。また、セミ
ナーの構成については、マンション管理におけるあらゆる分野に
及ぶ事ができ、相談により適宜に外部専門家などの協力者を得
て実施する事もできます。

セミナーとそれ
への質疑応答。
また、併設相談
会。

当会所属のマンション管理士多数
と外部協力専門家。

午前　相談会
午後　セミナーと質問
会

一般社団法人首都圏マン
ション管理士会埼玉県支部
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団体名 テーマ・タイトル 特色・アピールポイント 形式 講師 タイムスケジュール

各団体からのセミナーの提案
Ｈ２６．５．３０　埼玉県都市整備部住宅課まとめ（マンション居住支援ネットワーク事務局）

読んでみよう！マンションの
管理規約
―管理規約のチェックポイン
ト―

マンション管理規約が、法令の改正にアップデートされているか、
マンションの実態に合った規約改正になっているかなどのチェック
ポイントを提示するとともに、管理規約の改正等を円滑に進める
ための手続の進め方等を解説する。

セミナー
若山新二郎（マンション管理士、行
政書士、ファイナンシャルプラン
ナー）

要調整

どうする？これからの管理組
合運営
―マンションの高齢化　・　賃
貸化への対応―

区分所有者の高齢化・賃貸化に伴って、管理組合で発生する運
営上の問題とそれらの問題への対応策を、具体的事例を挙げて
解説する。

セミナー
若山新二郎（マンション管理士、行
政書士、ファイナンシャルプラン
ナー）

要調整

マンションの給水・排水設備
について

マンションの給水・排水設備の法的規制、設計の方法、竣工後の
日常点検、法的点検等。共用部分の改修について、管理規約の
見方、及び合意形成の説明等

セミナー

片桐行男（マンション管理士、管理
業務主任者、建築設備士、２級建
築士、１級管工事施工管理技士、２
級電気施工管理技士）

要調整

マンションの直結増圧給水方
式について

マンションの給水設備の法的規制、設計の方法、給水方法の説
明、既存方法から直結増圧給水方式へのメリット、デメリット。
改修についての工程、手順、注意点など。

セミナー

片桐行男（マンション管理士、管理
業務主任者、建築設備士、２級建
築士、１級管工事施工管理技士、２
級電気施工管理技士）

要調整

資産価値を上げる管理組合
運営
―総会・理事会運営の勘所
―

円滑な理事会・総会運営は、管理組合業務の適時・適切な実施
の必須条件です。理事会の消極化や総会の混乱を予防するポイ
ントを解説する。

セミナー
若山新二郎（マンション管理士、行
政書士、ファイナンシャルプラン
ナー）

要調整

現状把握（気づき）診断から
管理組合体制強化支援に繋
げた事例紹介

平成24年度に埼玉県が主催した「現状把握（気づき）診断」で問
題、課題を把握した管理組合を「管理組合体制強化支援事業」に
継続させ、連続性のある事業として遂行した。その過程において
マンション管理士として、管理不全の住宅管理組合のどのような
問題に取り組み、どのようなやり方で改善を図り、住宅管理組合
員の合意形成を得て、軌道に乗せたかの実践録である。

セミナー
中澤紳行（マンション管理士、防災
士
、防犯設備士）

要調整

自宅のマンションの管理規約
は万全ですか？
－適法性と妥当性の診断１
－

自宅マンションの管理規約の万全性は
①マンション管理に関する「法令の適応性」
②マンション管理に関連する「マニュアルやガイドラインの妥当
性」
③自宅マンションが持つ「特有な生活様式の妥当性」
　　という３点で診断すれば、診ることが出来ます。

セミナー 小山政徳（マンション管理士） 要調整

一般社団法人首都圏マン
ション管理士会埼玉県支部
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