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京安心すまいセンターでの無料相談会が、スタート

しました。 
 

2022年 9月 8日（木）から、京安心すまいセンター（ひと・まち交流館地下１階）で、

当会主催の分譲マンション無料相談会がスタートしました。 

 

初回の 9月 8日は、周知不足の関係か相談はありませんでしたが、9月 8日（木）の京

都新聞朝刊に掲載された「京都市、管理優良マンション認定制度スタート」の記事（9 月

9 日に会員メールで配信）の中で本相談会が紹介されましたので、今後は相談が増えるこ

とが見込まれます。 

 

原則、毎月第二木曜日の午前 10時～10時 45分、午前 11時～11時 45分の 2組の相談

を受けることになりますが、今年度のスケジュールは次のとおりです。 

 

          10101010月月月月 13131313日（木）日（木）日（木）日（木）、、、、11111111月月月月 24242424日（木）日（木）日（木）日（木）、、、、12121212月月月月    8888日（木）日（木）日（木）日（木）            

                        2023202320232023年年年年        1111月月月月 26262626日（木）日（木）日（木）日（木）、、、、    2222月月月月    9999日（木）日（木）日（木）日（木）、、、、        3333月月月月 9999日（木）日（木）日（木）日（木）  

 

今年度の相談員の募集は終了しましたが、来年度はさらに充実した相談会にしたいとの

京都市の意向もありますので、来年度は多くの会員の皆さまに相談員に応募していただけ

ますようお願いいたします。 
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京都市分譲マンション管理計画認定制度の受付が、開始

されました。 

 

9月 1日から、京都市分譲マンション管理計画認定制度の受付がスタートし、第一号に

「西京極大門ハイツ」が認定され、9月 2日に京都市からニュースリリースが行われまし

た。 

 

なお、8月 21日（日）の京都新聞朝刊（記事広告）、市民しんぶん 9月号、9月 8日（木）

の京都新聞朝刊、マンション管理新聞 9 月 15 日号に、京都市の管理計画認定制度に関す

る記事が掲載されています。 

 

 

管理計画認定制度の管理計画認定制度の管理計画認定制度の管理計画認定制度の確認作業・電話相談の確認作業・電話相談の確認作業・電話相談の確認作業・電話相談の状況状況状況状況 

2022年 8月末現在 

 

              全 国  （内京都府会） （完了ベース）  

＊事前確認        ２件  （  １件） 

＊予備認定      ２５０件  （  ８件） 

   ＊電話相談       ９５件  （  ２件） 

 

＜マンション管理適正化推進計画の作成済自治体＞  

2022年 6月 30日現在 

   

  都道府県 １４団体（近畿圏：滋賀県・大阪府・兵庫県・和歌山県） 

 

  市区   ３７団体（近畿圏：滋賀県守山市・京都府京都市・大阪府大阪市・ 

同岸和田市・同豊中市・同吹田市・同高槻市・同茨木市・ 

同箕面市・同東大阪市・兵庫県神戸市・同尼崎市・ 

和歌山県海南市・同橋本市・同田辺市） 

 

          ＊京都府や京都市以外の市がないのが寂しいですね。＊京都府や京都市以外の市がないのが寂しいですね。＊京都府や京都市以外の市がないのが寂しいですね。＊京都府や京都市以外の市がないのが寂しいですね。    
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研修委員会からのお知らせ 

 

2022年 10月以降の研修委員会と実務研修会の開催予定は、次のとおりです。 

実務研修会は当然として、研修委員会も委員以外の会員の参加も歓迎しますので、是非

ご参加ください。 

 

      10101010月月月月 20202020日（木）実務研修会日（木）実務研修会日（木）実務研修会日（木）実務研修会    19:0019:0019:0019:00～～～～        

      11111111月月月月 17171717日（木）研修委員会日（木）研修委員会日（木）研修委員会日（木）研修委員会    19:0019:0019:0019:00～～～～    

      12121212月月月月 21212121日（水）実務研修会日（水）実務研修会日（水）実務研修会日（水）実務研修会    18:0018:0018:0018:00～（外部講師を予定）～（外部講師を予定）～（外部講師を予定）～（外部講師を予定）    

  2023202320232023年年年年    1111月月月月 26262626日（木）研修委員会日（木）研修委員会日（木）研修委員会日（木）研修委員会    19:0019:0019:0019:00～～～～    

       2222月月月月 16161616日（木）実務研修会日（木）実務研修会日（木）実務研修会日（木）実務研修会    15:0015:0015:0015:00～（見学会を予定）～（見学会を予定）～（見学会を予定）～（見学会を予定）    

       3333月月月月 16161616日（木）研修委員会日（木）研修委員会日（木）研修委員会日（木）研修委員会    19:0019:0019:0019:00～～～～                    

    

 開催方法：コロナ禍の状況により、オンラインのみとなる可能性があります。また、

見学会が中止となる場合があります。詳細は、会員メールで連絡します。 

    

日管連ニュース 

第１4 回定時総会が開催されました。 

 

2022年 8月 31日（木）午後 2時～午後 3時 45分にオンライン併用で定時総会が開催

されました。 

 

第 14期の事業報告のあと、第 1号議案から第 6号議案（各議案の内容は配信されてい

る議案書を参照）が全員賛成で議決されました。 

 

その中で、今年度の事業実施方針として、次の方針が採択されました。 

 

今後の管理業界でのマンション管理士の地位確保を目指して、会員会及び所属マンショ

ン管理士の社会的認知度の向上、また、マンション管理においてマンション管理士が必要

不可欠であるという認識を持ってもらうために、 

 

・管理認定制度における事前確認業務 

・サンプリング調査※ 

・予備認定※ 
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・管理計画認定制度の電話相談業務※（※印は日管連の独占業務） 

 

などを適切に遂行していけるよう、全国会員会における連絡協議会の開催による情報共

有や e-ラーニングによる相談研修などを継続していく。 

 

その実現のため、特に次の３つの事業の推進に注力していく。 

 

(1) 改正マンション管理適正化法の管理計画認定制度における業務を適正に遂行するこ

とによって、マンション管理業界内及び国交省において、確実に日管連及び会員会所

属マンション管理士の重要性を認識してもらうこと 

 

(2) 管理計画認定制度の電話相談業務の対応実績を上げ、管理業界の唯一の国家資格団

体の地位を確保するとともに、今後にマンション管理に関する国交省事業に関わって

いくこと 

 

(3) 会員会所属マンション管理士のマンション管理士業の充実に資する支援 

 

日管連「マンション管理士情報検索サービス」について 

 

 日管連のＨＰ内で提供されているサービスで、各都道府県マンション管理士会所属のマ

ンション管理士について、得意分野などの一定事項から該当するマンション管理士を検索

することができるものですが、京都府会の登録者は 4名にとどまっています。 

 

管理組合などが、マンション管理士に相談したいとき、誰に相談したらよいかを検討い

ただく際に便利な機能で、日管連も今後、利用促進を図っていく予定です。 

 

 京都府会のＨＰで「業務受託会員登録票」を公開されている会員は、是非本サービスの

利用をお願いします。 

 

【マンション管理士検索サービスへの掲載方法】【マンション管理士検索サービスへの掲載方法】【マンション管理士検索サービスへの掲載方法】【マンション管理士検索サービスへの掲載方法】    

 

 日管連ＨＰのトップページ⇒登録マンション管理士専用ページ⇒マンション管理士検

索サービスへの掲載方法ページより  

1. 自身の「プロフィール」ページを開く 

2. ページの少し下の方にある「MK 情報検索掲載 」のラジオボタンを「否」から 

「可」に変更する  
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3. マンション管理士検索サービスに掲載する住所や電話番号、メールアドレス、 

自己 PR、得意分野、顔写真等を入力する  

4. ページの一番下の「プロフィールを更新」ボタンを押す 

 

全国マンション管理士合同研修会の録画配信全国マンション管理士合同研修会の録画配信全国マンション管理士合同研修会の録画配信全国マンション管理士合同研修会の録画配信    

    

2022年 6月 30日（木）に開催された、全国マンション管理士合同研修会 in神戸大会

の録画が、下記URLで YouTubeのライブ配信で視聴できます。 

  

https://nikkanren.geo.jp/tv 

 

認定認定認定認定第３号の「管理計画認定」は、診断サービスとの併用申請第３号の「管理計画認定」は、診断サービスとの併用申請第３号の「管理計画認定」は、診断サービスとの併用申請第３号の「管理計画認定」は、診断サービスとの併用申請    

    

2022年 9月 13日に、浜松市の「テラス篠ケ瀬」が管理計画の認定を受けました。今

回の認定は、管理計画認定としては第 3号ですが、日管連の診断サービスを併用して行

われた認定では第 1号となります（マンション管理新聞 9月 25日号に掲載）。 

 

トピックス 

 

管理計画認定マンションへの固定資産税減免を国交省が要望管理計画認定マンションへの固定資産税減免を国交省が要望管理計画認定マンションへの固定資産税減免を国交省が要望管理計画認定マンションへの固定資産税減免を国交省が要望    

  

令和 5年度の国土交通省の税制改正要望事項が、8月に発表されましたが、その中で「長

寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置の創設（固定資産

税）」が盛り込まれました。 

 

 内容は、管理計画認定マンションその他の一定の要件を満たすマンションについて、必

要な修繕積立金が確保され、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が実施された場合に、

固定資産税に係る特別措置として次の措置を講じる、というものです。 

 

  期間：令和 5年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 2年間  

 内容：当該マンションの建物部分について、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分

の固定資産税額を１／３減額する 

 

実際に予算要求が通るかは未定ですが、是非、実現してもらいたいと思います。 
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住宅金融支援機構 「マンション情報ＢＯＸ 2022 春夏号」 

 

住宅金融支援機構が、マンションすまい・る債積立管理組合向けに発行している情報誌

「マンション情報 BOX 2022春夏号」で、マンション管理計画認定制度の特集をしてい

ます。 

 

特集１ マンションの管理計画認定制度と各種ガイドラインの策定及び改訂について 

特集２ 「管理計画認定手続支援サービス」について 

特集３ マンション管理適正化推進計画と管理組合～認定基準と管理組合の取組み～

特集４ マンション管理適正評価制度～マンションの価値は新たなステージへ～ 

特集５ マンション管理適正化診断サービスについて 

国・地方公共団体の取組紹介 

   ・名古屋市における管理組合等に対する支援施策について 

   ・よこはま防災力向上マンション認定制度について 

   ・マンション大規模修繕等に対する地方公共団体の助成制度 

 

 住宅金融支援機構のＨＰの「融資・金融商品のご案内→マンションすまい・る債→マン

ション管理・再生に関する情報（マンション情報ＢＯＸ、セミナー情報等）→マンション

すまい・る債積立管理組合向けに発行している情報誌「マンション情報ＢＯＸ」について」

で見られます。 

 

 年２回発行ですので、興味があればご覧ください。 

 

マンション管理センター通信 2022 年 9月号 から 

 

マンション管理センターが発行している「マンション管理センター通信2022年9月号」

で、「幸せな 100 年マンション－BELCA 嘗受賞マンションと受賞ポイント－」と題して

東京都市大学の坊垣和明名誉教授が寄稿されています。 

 

今回はその１として、BELCA 賞受賞マンションの紹介と受賞マンションに共通する特

徴・要件を解説されています。 

 

次回は、100年マンションのための具体的な要件が解説される予定です。 

 

マンション管理センター通信は、購読制ですのでＨＰからは読めないのが残念ですが、

次回の会報で概略を掲載したいと思います。 
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会員紹介 

多田多田多田多田    繁繁繁繁（ただ しげる） 

2003，3，20マンション管理士登録、同 4，20京都滋賀マ

ンション管理士会（任意団体）設立に参画、その後設立の本法

人も含めて会員歴 19 年半になります。その内事務局長 9 年

半、会長 6年、都合 15年半を理事として会の運営に携わりま

した。この間、管理士会を通じてすまセン依頼業務、京都市委

託業務等貴重な経験を積むことができました。 

 

マンション管理士一個人としましては、管理組合顧問、各

種契約業務（管理会社変更、規約改正、大規模修繕工事アドバイザー等）や第三者として

の副理事長業務を経験、不動産仲介業者からの執筆依頼等貴重且つ充実した体験を得まし

た。 

 

資格取得の動機は、父親が始めました賃貸マンションを引き継ぐ必要が出てきたこと、

それまでは不動産業界には全く縁のないサラリーマン人生であったこと、賃貸マンション

オーナー業には仲介業者に伍する資格が必要と考えていたときに、マンション管理士資格

制度が発表されたことが賃貸・分譲の違いはあれこの資格取得の大きな契機となりました。 

 

マンション管理士業をはじめて 17年半ですが、この間、次の三点が強く印象にのこっ

ています。 

 

まずはじめて収入を得たときです。些少でしたがマンション管理士になった実感を味わ

えた瞬間でした。 

 

二つ目は、大規模修繕工事実施に当たり、アドバイザーとしてお邪魔していた管理組合

から、竣工時に思いもよらぬ形で理事長、修繕委員長連名の感謝状をいただいたことです。

マンション管理士としての宝物になっています。 

 

三つめは相談に乗った区分所有者の勘違いで訴訟に発展したことです。原告区分所有者

は弁護士をたててきましたが、被告になった私は本人訴訟で応訴しました。控訴審まで進

みましたが一審、二審とも私の完全勝訴でした。準備書面はじめ各書面の事実に関する記

載・記述内容や方法、文章表現能力等まことに大きな実体験を得ることができたことと裁

判官の良い心証を得ること等民事訴訟の実務一端を知ることができたことは大きな収穫

でした。 
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失敗や反省点はいっぱいありますが、普段から経験を多く積むこと、場数を踏むことが

如何に大事かということを身に染みて学びました。 

 

いま 73歳と 8ケ月です。年を重ねるにつれボランティア活動が多くなっています。地

元の氏神様である藤森神社の氏子総代を 4年前から委嘱され、神輿保存会の役員（会計担

当）も仰せつかっています。8 年前からの地元小中学生の登校の見守り活動も続けていま

すし、老人福祉員も依頼されています。マンション管理士業も継続中です。 

 

この 2月に直腸がん（ステージⅠ）を患いましたが今のところ再発・転移なく、健康が

何より大事ということをひしひしと感じています。ではまた。 

 

 

 

工藤工藤工藤工藤    宏美宏美宏美宏美（くどう ひろみ） 

自己紹介をさせて頂きます。 

 

私は、証券会社、銀行の勤務を経て、11年間に渡り、管理組合

団体の会計を担当しながら、会員マンションの相談業務等に携わ

ってきました。 

 

団体所属時には、マンション管理に関する知識と経験を活かし、

セミナー講師や執筆活動も積極的に行ってきました。 

 

そのような時期に「マンション管理士」の資格が創設され、受験いたしました。 

 

その後、退職を機に、「工藤マンション管理士事務所」を開設。 

 

京都を中心に女性ならではの親しみ易く、きめ細やかな視点でのコンサルティングを目

標に業務を行っています。 

 

主な活動としては、自主管理マンションの会計支援を中心に業務をさせて頂いています。 

自主管理マンションは、長年、独自に工夫をされていて同じ形は二つとありません。 

 

収支報告書に関しても、様々な形があり、内容や今までの取り組みなどを理解するのに

時間を要する場合がありますが、経緯を十分にお伺いし、尊重しながら助言や支援するよ

う気を付けています。 
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過去、自身のマンションで副理事長に就任中、「使い込み」事件にあい、大変な思いをし

た経験から、会計の仕組みをしっかり構築することも心掛けています。 

 

マンションを取り巻く状況は、マンション保険の高騰、各工事における資材や人件費の

高騰等で、大変厳しいものになっています。さらに住民の高齢化や賃貸可などで、役員の

成り手不足に直面し、管理組合運営はますます難しいのが現状です。 

 

そのマンションにとって、ベストな方法を見つけ出すために、経営的な観点を持ちなが

ら、今後も対応していきたいと考えています。 

 

また自身のスキルアップのためにも、京都府マンション管理士会の研修を積極的に受け、

日々研磨していきたいと思っています。 

 

 今後とも、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

編集後記 

 京都市の西京極大門ハイツは、事前確認経由

の認定第１号でしたので、京都府会がその第１

号の認定審査を行いました。予備認定は、作業

中を含めて 10 件ほど行っていることから、認

定する会員もある程度慣れてきていますが、事

前確認は、日管連の認定事務局もやったことが

なく、担当した会員はマニュアル片手に手探り

の状態で作業を進めたそうです。 

電話相談もこれから増えると思いますので

（増えてほしい・・）、管理計画認定制度の研

修会を充実していきたいと思っています。次号

は来年 1 月にお送りする予定です。（中井）      東山三条 本山要法寺 鐘楼堂（正面）と庫裡 

手前の池にカルガモがいます（鴨川への引越しで有名） 


