
設計、設計、設計、設計、施工業者にも賠償責任あり！施工業者にも賠償責任あり！施工業者にも賠償責任あり！施工業者にも賠償責任あり！
審理差し戻し審理差し戻し審理差し戻し審理差し戻し、、、、「安全性」「安全性」「安全性」「安全性」で画期的判断で画期的判断で画期的判断で画期的判断

緊急地震速報緊急地震速報報ののの適切適切
ななな活用活活用でで災害軽減災害軽減減をををを

気象庁の「緊急地震速報」の本運用が10月1日から始まる。震源に近い観測点

の地震計で捉えられた地震波の情報を気象庁へ瞬時に集約し、コンピューターの

解析処理によりただちに震源の位置及び地震の規模（マグニチュード）を特定。

これらをもとに各地への主要動の到達時刻及びその震度を推定して、被害をもた

らす主要動が到達する前に一般向けにはテレビ、ラジオ等で速報される。

緊急地震速報に対応した宅内受信装置も開発されているが、ＣＡＴＶ網の配線

されたマンション向けには、ＣＡＴＶ会社のセンター設備として気象庁のデータ

を解析・送信する親装置と、子機（宅内受信装置）を各住戸内に設置することで、

地域に特定した速報を実現するシステムも開発されている。

地震動の来るわずか数秒前でも宅内の身近なところに置かれた装置から震度

情報が知らされることは、身の安全への心構え、行動への時間的余裕を与える

ことになり、地震直後の災害軽減に役立つことは間違いない。管理組合はこの

「緊急地震速報」を適切に活用して、地震災害の軽減を目指す努力をしてはどう

だろうか。
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最高裁第2小法廷（今井功裁判長）は7月6日、マンションの建設瑕疵について、

設計者、施工者は瑕疵担保責任を負わないとして、マンション所有者である原告

の損害賠償請求を認めなかった福岡高裁の第2審判決を破棄。差し戻しを命じた。

今井裁判長は「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、不

法行為責任が成立すると解すべき」とし、違法性が強度である場合だけではなく、

壁のひび割れ、バルコニー手すりのぐらつき、排水管の亀裂等についても違法性

の余地があるとして、所有者側の訴えを退けた2審判決を破棄。あらためて業者側

の不法行為責任の有無について審理のやり直しを命じた。 （9ページに関連記事）

●今号の目次

テレビのデジタル化、考えてる？

2011年までにやることは

これだ！

各地域ネットの活動報告

・県央ネット、顧問弁護士が講演

・よこ管ネット、新事務所をオープン

ルポ＆フォト

新潟中越沖地震・被災地より

建物被害の状況をキャッチ

What's New?

マン管センター、

サポートネット運用開始

判例のひろば

欠陥マンション訴訟

基礎・構造部以外でも不法責任を

マンション管理基礎講座

滞納者対策に納入規定

管理会社フロントマンのエッセイ

規約改正、住戸の事務所使用

はどうする？の巻

賛助企業ガイド

業種別賛助企業の一覧表を掲載

会員マンション紹介

ルネ・エアズヒル管理組合

イベント情報

10、11月のセミナー等のご案内

2p

4p

7p

8p

9p

10p

11p

12p

14p

15p

C O N T E N T S

欠陥マンション訴訟　最高裁判決　2007・7・6
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かながわ県央ネットかながわ県央ネット
8 5／

【参考】東京高裁平成18年11月1日判決

100万円以上の管理費等を滞納している区分所有

者に対し、管理組合が法59条に基づく競売を求めて

提訴した事件で、管理費等の滞納は「共同の利益に

反する行為」としながらも、59条競売を適用できる

のは極めて限定されるとして、59条競売を認めなか

った事例。管理組合が実際に強制競売を申し立てる

などして、その手続きが無剰余により取り消される

などといった事情がうかがわれないこと、管理組合

が現時点における担保権者の債権額や区分所有権の

時価について立証しないことなどを上げ、他の方法

によって管理費等の債権の満足が得られないという

要件に該当しない旨判断した。

要は、まだ最後の手段かどうかわからないでしょ、と

いう判断である。他にできることを全部やってから59

条をやってね、と。普通の競売をやって、無剰余で取り

消されたという結果がなければ59条やるなといってい

るようにも読める。

普通の競売は、まず競売の申し立てをしなければなら

ないが、そのために管理組合は裁判所に予納金といって、

50-60万円積まなくてはいけない。もちろん、競売がう

まく行けば、優先的に戻ってくるが、はじめからうまく

行かないとわかっているにもかかわらず、50-60万円立

て替える必要がある。無剰余取消しとなれば、そのおカ

ネは、裁判所が現地の評価をつけるためにかかった費用

などを差し引いて戻されることになる。

しかし、ようやく59条競売が文句なしに認められる

状態となっても、今度は59条の競売手続のために、ま

た予納金を用意しなければならない。余計なコストがど

んどんかかるのがわかると思う。

はじめから滞納で困っている管理組合がさらに支出を

して、そこまでやらないと59条は認めないというのは、

あまりにも滞納問題の深刻さを裁判所はわかっていない

んじゃないかということで、弁護士の中でも話題になっ

た。この判例を変えるような判例をだれか作らなければ

いけないのではないかと思っている。

ＮＰＯ設立記念セミナー
トラブル事例解説から…

裁判所は管理組合の事情がわかってない！
法59条競売請求をめぐる判例の現状
かながわ県央ネットは8月5日、大和市の大和市商工

会議所ホールで、ＮＰＯ設立記念セミナーを行った。

「マンション管理組合トラブルＱ＆Ａ」と題し、横浜マ

リン法律事務所の河住志保弁護士が実際に経験をしたト

ラブル事例を交えながら法解釈の講演をした。来賓には

神奈川県県土整備部住宅課・山本洋一主幹をお招きし

た。ここでは、同セミナーの中から管理費等の長期滞納

者への法的処置として話題の区分所有法59条による競

売請求について、河住弁護士の講演を紙上採録する。

◇

区分所有法59条による競売とは、管理費等の長期滞

納者をマンションから法的に強制的に排除できる方法

で、これは管理費等の滞納問題では、最後の手段として

弁護士の中でも非常に話題になっている方法である。

長期滞納が、共同生活の維持を図ることが困難なこと

になっていて、他の手段ではもう解決ができない、強制

的にこの区分所有者を排除するしか方法がない、という

場合には、この法59条をもって、区分所有権および敷地

利用権を強制的に競売してしまおうというわけである。

普通の競売では、裁判所に申し立てても、自分のとこ

ろにおカネが配当で回ってこなければ、競売請求自体を

取り消されてしまう（無剰余取消し）。それは、民事執

行法（63条）の原則であるが、この法59条に当たるよ

うな場合には、例え自分のところに回ってこなくても、

強制的に区分所有権を変更し、排除して次の人を入れる

という競売が法律で認められる。このまま放置しておく

と、滞納がどんどんたまっていくので、とにかく次の人

に入れ替えて、次の人にきちんと払ってもらうために

59条競売を利用する。伝家の宝刀のような手段だ。

平成16年に、剰余がなくても競売ができるという59

条を利用した判例が出て、これからは全国的に広がるの

ではないかと思っていた。

ところが次に、最近出た判決を紹介する。

長期滞納者は暴力団と同等の迷惑居住者という扱いで、
法59条が適用されていたのだが…
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管理士会等と合同研修会
浜管ネットが加入する横浜市マンション管理組合サポ

ートセンターは7月15日、横浜市開港記念会館で、（財）

マンション管理センターおよび横浜市まちづくり調整局

とともに合同研修会を開いた。

テーマは新任役員のためのマンション管理基礎講座。

神奈川県マンション管理士会、首都圏マンション管理士

会神奈川県支部の代表者等が講師に立ち、浜管ネットか

らは田辺邦男・常務理事が「長期修繕計画の目的と作成

について」と題して講演した。

横須賀中央駅から歩いて約10分。
三笠公園に隣接する

サポートセンターは横浜18区で毎月1回、一般住民とと
もに会合を開いている

よこ管ネットよこ管ネット浜管ネット浜管ネット

8 29／

7 15／ 祝！事務所オープン
会員管理組合への相談窓口に
よこ管ネットは7月2日、新事務所をオープンした。

所在地は下記の通り。

〒238-0004

横須賀市小川町26 東神ビル502号室

蕁046-824-8133

7 22／

専門業部会が全体会議
組織再編、会員企業を3分科会制へ
約70社が加入する浜管ネット専門業部会の全体会議

が8月29日、中華街の招福門で行われた。

法人賛助会員各社はこれまで、建築・設備等の工事

業をはじめ、管理会社、メーカー、損保会社等、様々

な業種が混在しており、情報の伝達や各部会との連携

を密にしにくい状況にあった。今後は、この専門業部

会を3分科会（建築・設備・管理運営）体制とし、グ

ル－プ化することで、部会運営の円滑化と浜管ネット

事業計画への協力体制の強化を目指す。

具体的には、ハード専門業については建築・設備を

さらに外壁・屋根防水等のグル－プ、給排水・電気等

のグル－プに分け、これらのグル－プに一級建築士等

で構成する技術者部会メンバ－が参加、年間事業の企

画・実施を具体化する。研究会の立ち上げも予定して

いる。

管理運営などのソフト関係の会員は、理事長経験者、

マンション管理士等で構成するソフト部会と連携して

事業を具体化していく。

浜管ネット全体の活性化を企図した、今回の組織再

編に期待が寄せられる。

新任役員基礎セミナー
新理事のためのスケジュール立案法
よこ管ネットは7月22日、ヴェルクよこすかでマンシ

ョン管理問題評論家の村井忠夫氏を講師に迎え、新任役

員基礎セミナーを行った。テーマは「あっという間に過

ぎてしまう管理組合の1年間～新しい理事のためのスケ

ジュール立案法～」。

管理組合の事業計画、予算は１年単位の仕組みにな

っている。村井氏は、年間スケジュールを考えるとき

の前提は、理事会の開催日時・場所を決めておくこと、

前年度からの継続事項を把握すること、年間計画表を

用意すること、年度末3ヶ月前には次年度への引継ぎを

考え始めること等と説明。その他にも、理事会の活動

はすべてガラス張りで公開するように、などとアドバ

イスを送った。

来客スペース。管理組合
運営に関する相談や図書
の閲覧など、お気軽にご
利用下さい
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湘管ネット湘管ネット

藤沢、鎌倉で無料相談会
管理費滞納、高齢化問題などに対応
湘管ネットは7月14日、藤沢市市民活動センターで無

料相談会を開いた。相談会は首都圏マンション管理士会

湘南地区部会と共催で、8月11日、9月8日にも実施。

今後も毎月土曜日13時から相談会を行う予定だ。

鎌倉市生涯学習センターでは7月29日、同様の無料相

談会を実施。今後も鎌倉市の後援を受けながらミニセミ

ナーなどを組み合わせた相談会を行っていく。

相談員はマンション管理士が中心となり、管理費の滞納問

題、団地内の遊具施設の設置に伴い注意すべき事項、高齢化

に伴う役員のなり手の問題など、多くの相談に対応した。

川管ネット川管ネット

マンション管理基礎セミナー
高齢化時代で、考えなければならな
いことは？
川管ネットは譛川崎市まちづくり公社と共催で7月28

日、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）でマ

ンション管理問題評論家の村井忠夫氏を講師に迎え、マ

ンション管理基礎セミナーを行った。テーマは「マンシ

ョンと住む人が迎えている高齢化時代～管理組合が考え

なければならないことは何か～」。

講演の中で村井氏は、高知大名誉教授が提唱した「限

界集落」を引用。65歳以上の比率が50％を超えると、

その集落は生活が成り立たないという意味の言葉で、

「マンションも限界集落にならない保証はない」と警笛

を鳴らした。役員のなり手不足、維持管理費の不足など、

高齢化の進行が生活基盤の弱体化をもたらす点では無視

7 28／

会場には約130人
が参加し、熱心に
耳を傾けていた

7/14藤沢会場での
相談会風景

できないものがある。

村井氏は、こうした問題を防ぐためにも、まず居住者や

建物の実情の把握、管理組合の仕組みの再確認を行い、専

門家の協力を仰ぐことが最終的なポイントになると述べた。

7 14／

連絡先 連絡先氏名・所属事務所

尾崎京一郎
モア・プランニングオフィス

石川裕子
Lapis建築工房 

吉岡誠
有限会社吉岡設計

福市博臣
株式会社建物保全センター

町田信男
有限会社トム設備設計

臼井貞雄
総合環境技術株式会社

氏名・所属事務所

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所
 
島村利彦
株式会社英綜合企画設計
 
長友秀信
企業組合創和設計
 
内田修司
デルフィ設計

小島孝豊
株式会社ＩＫ都市・建築企画研究所
 
岡田英二
株式会社岡田建築設計事務所
 

東京都中央区日本橋堀留町1-9-6
蕁03-5623-3881
http://www.han-kenchiku.co.jp

横須賀市小川町25-5-203
蕁046-825-8575
http://www.hanabusa.e-arc.jp

横浜市南区高根町1-3-6F
蕁045-251-0691
http://homepage2.nifty.com/so_wa

横浜市鶴見区市場上町6-32
蕁０45-511-3998
derufi@clock.ocn.ne.jp

東京都港区芝浦3-6-10-307
蕁03-3457-6762
http://www5.ocn.ne.jp/̃ik-archi

横浜市港南区日野中央3-24-5
蕁045-836-1267
okada-arc@hill.dti.ne.jp

横浜市中区山手町27-5-203
蕁045-651-3327
http://homepage3.nifty.com/moa_p

横浜市南区榎町1-18-202
蕁045-744-2711
lapis@mx12.freecom.ne.jp

横浜市西区南幸2-9-9-306
蕁045-311-6723
mktyoshi@cds.ne.jp

横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11-504
蕁045-324-6152
http://www.k-tateho.jp

横浜市南区榎町1-18-202
蕁045-744-2711
http://www.tm-sethubi.com

横須賀市湘南鷹取2-13-4
蕁046-869-4767
skt-usui@beige.plala.or.jp

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田辺邦男部会長・阿部一尋専務理事を中心に、マンショ
ン改修工事に豊富な経験を持つ一級建築士事務所等で構成しています。建物の現地相談から調査・
診断、工事の設計・監理まで、管理組合の視点でお手伝いいたします。

　【問い合わせ】 浜管ネット事務局  蕁045-911-6541

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技 術 者 部 会
Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技 術 者 部 会
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住宅建設から住生活基本法へ
「情報開示がより重要に」
国土交通省住宅局長がコメント
日住協マンション管理大学で

国土交通省住宅局の

和泉洋人局長は7月29

日、ＮＰＯ日住協が主

催する第4回首都圏マ

ンション管理大学の開

講特別講座で、現況と

今後のマンション政策

について、講演した。

和泉局長は行政の住宅政策について、「ストック重視へ

の転換」と説明。昭和41年から始まった住宅建設五箇年計

画の策定を平成１７年で終了し、全党一致の議員立法として

平成18年6月に施行した住生活基本法をもとに、マンショ

ンの計画的修繕の促進、老朽化したマンションの再生促進を

実施していく。

具体的な分譲マンション施策では、維持管理の適正化や

情報開示がより重要になると指摘。管理組合のデータベー

スを登録する「マンションみらいネット」、マンション管

理標準指針の策定、相談事例のデータベース化をした「マ

ンション管理サポートネット」、耐震改修事業などを説明。

国としてマンション管理を施策に反映していると話した。

国土交通省補助事業
7／1
マン管センター、サポートネット運用開始
譛マンション管理センターは国土交通省の補助事業とし

て、マンション管理相談のデータベースとなる「マンショ

ン管理サポートネット」の運用を開始した。

これまで同センターで蓄積した相談事例に基づくマンシ

ョン管理に関するＱ＆Ａや、裁判例、関係法令などの情報

をホームページで提供するシステム。利用希望者は、起動

用ＣＤ１枚につき年間3,000円。

◆問い合わせ：譛マンション管理センター　管理情報部　

蕁03-3222-1517

マンション関連

● お 知 ら せ ●

賛助企業のＰＲ情報をお寄せください。掲載は無料
です。ただし、誌面スペースに限りがあるため、掲
載の有無、内容については編集会議に諮ります。
お問い合わせは編集担当・北見
蕁蕭 045-316-4505
E-mail  kitami@k-mansionlife.com

マンションについての基本
的な解説から判例、資料集
まで、有効な情報がホーム
ページ上で活用できる

マン管センター発行
『マンション管理組合による自主点検マニュアル

～マンションを自分たちで守るために～』
自主点検は、法定点検や保守契約に基づく点検とは別に、

管理組合の発意で任意により、計画的に継続して行う点検

のことをいい、管理組合の役員をはじめ、居住者が自分た

ちの住むマンションの建物や設備の状態を知ることで、不

具合などが共通の認識となり、よりスムーズな維持管理に

つなげていくことが目的だ。

マニュアルには、建物を巡回場所や目視による不具合の

有無などの判断がしやすいように

「自主点検チェックシート」を掲載。

専門家に依頼し、点検の仕方の説明

を受けながら一緒に巡回するなど、

管理組合が自分たちで工夫しながら

利用したい一冊である。

Ａ5判32ページ。定価300円。

◆問い合わせは出版事業部

蕁03-3222-1535まで。

国土交通省発行
『マンション耐震化マニュアル』

国土交通省は6月、マンション耐震化マニュアルを発行。

管理組合等には、マンション再生協議会などを通じて無償

で配布している。

一般的にマンションでは耐震改修が、金額面や、居住性

に影響のある住戸とない住戸があることなどから区分所有

者間の合意形成を図ることが難しく、本格的な改修はほと

んどされていない状況にある。

本マニュアルは、耐震改修を行う上で検討する課題や問

題点を整理し、現時点で考えることができる対応について

まとめている。

別添では、居住性に影響のある住

戸の、その影響に対する費用の算定

方法なども収録。マンション耐震改

修の拡大に向け、どのように利用さ

れるのか、注目したい。

編集／国土交通省住宅局市街地建築課

発行／譛日本建築防災協会
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（１ページのつづき）

事件の舞台は、大分県の賃貸マンション。東京に本社

を置く設計・監理者と、地元の施工者が工事を行い、

1990年に完成。本訴訟を起こした原告が、そのマンシ

ョンを建築主から約5億6000万円で購入した。

その後、外壁、共用廊下やバルコニー、駐車場の壁、

居室内の床スラブや壁などのひび割れ等から96年、設

計者と施工者を相手に瑕疵補修工事代金2億7000万円

を含む、総額約6億4000万円の損害賠償請求訴訟を提

起した。

1審判決は、設計者と施工者への瑕疵担保責任として、

合計7400万円の損害賠償を命じたが、被告はこれを不

服として控訴。第2審では、①設計者と施工者は原告と

直接の契約関係にない②建物の瑕疵は耐力上の安全性に

ついて違法性はないなどと判断し、被告の不法行為責任

を否定。最高裁へは原告が上告していた。

【最高裁判決の要点】
●建物の建築に携わる設計者、施工者は、契約関係にな

い建物利用者や隣人、通行人（居住者等）に対しても、

基本的安全性に配慮すべき注意義務を負う

●設計者、施工者は、この義務を怠ったために基本的安

全性を損なう瑕疵がある場合、居住者等の生命、身体、

財産が侵害される損害について、特段の事情がない限

り、不法行為による賠償責任を負う

●設計者、施工者の不法行為責任について、建物の基礎

や構造体に関わるもの等としていたが、例えばバルコ

ニーの手摺の瑕疵であっても、転落など生命または身

体の危険になる要素もあり、基礎や構造体の瑕疵に限

って認められるというものではない

【不法行為責任】
不法行為責任（民法第709条）とは、故意・過失によ

って他人の権利を侵害し、他人に損害を生じさせたこと

に対する責任のこと。債務不履行責任と異なり、加害者

と被害者の間の契約関係に基づかないことが特徴。

不法行為責任の損害賠償請求権は、被害者が損害等を

知ったときから3年、不法行為から20年が時効。建築物

品質確保促進法（品確法）では、「建物の主要構造部と

雨漏り」が10年、それ以外は2年としている。

【解説】
最高裁は、設計者、施工者に対し、直接契約関係のな

い建物利用者、隣人、通行人（居住者等）にも、基本的

安全性への注意義務・不法行為責任を認めた。これは、

原告当事者の範囲が緩和され、欠陥住宅対応への大きな

後押しとなったといえる。

契約関係でいえば、購入者個人と売主との売買契約と

なるが、不法行為責任は契約関係に基づかないとしてい

るため、設計者、施工者に対しても賠償責任が生じるこ

とになる。この点も、加害者の責任対象が広がったこと

は、管理組合にとって好都合となるといえる。

区分所有法の改正により、「管理者」に対し管理組合

を代表する当事者適格が認められたが、一般的なマンシ

ョンは、築年数が進むと転売により所有者が変わり、売

主と売買契約を結んでいない人が増える。居住者に賃借

人が増加する傾向もある。

判例は賃貸マンションのオーナーが原告だが、賃貸化

率の高い管理組合が、建物の欠陥・瑕疵について、居住

者等に対する基本的安全性の不法行為責任を、施工者等

に求めることができるとしている。

欠陥箇所への請求が品確法より長い20年という点も、

管理組合にとって朗報といえる。基本的安全性について、

建物の主要構造部分に限らず、たとえバルコニーの手摺

であっても、利用者の生命や身体を危険にさらすもので

ありえるとした。品確法は、主要構造部分を対象に10

年としているにも関わらず、である。

本判決は、建築関連法の欠陥住宅に対する甘さを指摘

したといえるものではないだろうか。

判例の
広場
判例の
広場

2007・7・6
最高裁

欠 陥 マ ン シ ョ ン ・ 損 害 賠 償 請 求 事 件

不法責任は、
基礎・構造部以外でも追及可能
不法責任は、
基礎・構造部以外でも追及可能
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マンションも築20年を過ぎると、滞納するマンショ

ン管理費等の回収に苦労することが増えてくるが、標準

管理規約にも管理費等の納入規定など、細かいことを決

めている資料はあまり見受けられない。納入規定を設け

ることは、滞納者に対し①早めの対応を模索できる②理

事会の任期が代わっても対応しやすい③督促は公務であ

るということを明確にできる、などのメリットがある。

ここでは、川管ネットのある管理組合に事例があるので、

管理組合名を伏せて紹介する。

事例の管理組合は、会計細則とは別に「管理費等納付

規定」（表）を昭和63年に作成。組合費という名称を管

理費等に直したり、指定銀行の変更、法的措置条文の追

加など、現行の実態に合わせるため、平成10年に規定

の見直しを行った。

注意点は、①勤務状態にあわせて日中か夜間がよいの

か調べる②夜間は9時まで③個別訪問は本人に直接会う

（一度面識があると次が楽になることがある）④訪問は

複数で行く潸内容証明郵便は配達証明扱いにする、など。

最も重要なポイントは、同じマンションに住む理事と

滞納者との間に、余計な個人的感情が入ることの回避で

ある。こうした余計な感情を避けるためにも、ルール化、

マニュアル化はあっていいと思う。

ただし、長期的な滞納で、金額がすでに高額になって

いる場合については、年度ごとに代替わりする理事会で

対応することは難しい。数百万円の滞納金を3年間で完

済させることに成功したネットワークのある役員の経験

談によると、「長期滞納者からの返済は、年度ごとに担

当者が代わっていたのでは完済は無理。滞納者の性格や

管理費等の滞納者対策に納入規定
ポイントは早めの対応、“督促＝公務”の明確化

川管ネット理事、首都

圏マンション管理士会

神奈川県支部副支部

長、マンション管理士

―執筆者紹介―

神品勝征氏

第1条　この規定は、○○管理組合規約第○

条に定める管理費、修繕積立金等

（以下管理費等という）の納入方法を

明確にするとともに、納付に関する

業務の適正かつ円滑な執行を図るこ

とを目的とする

第2条　納入期限は、毎月27日までに翌月分

を遅滞無く納入しなければならない

第3条　納入方法は、原則として○○管理組合

の指定する下記口座に自動振替とする

（1）○○銀行○○支店

口座番号 〔普通〕ｘｘｘｘｘ

口座名　　○○管理組合

（2）○○中央郵便局

口座番号 ｘｘｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘｘ

口座名　　○○管理組合

第4条　管理組合は、滞納者に対し次の方法

により督促することができる

（1）内容証明郵便により催告すること

（2）法的措置をとること

2 管理組合が前項（1）又は（2）の措

置をとった場合には、それに要する

弁護士費用その他の実費全額を滞納

者に対して請求することができる

第5条　管理組合は滞納者に対し、未払金額

について年利12パーセントの遅延損

害金を加算することができる。この

規定に定めなき事項については、そ

の都度理事会で決定する

第7条　この規定の改廃は、総会の普通議決に

よる

この規定は昭和○年○月○日から施行する

目 的

納付期限

納入方法

滞納者に

対する措置

遅延利息

改 廃

附 則

■ ■ 管理費等納付規定 ■ ■

仕事、生活のすべてを理解し、相手にも受け入れられる

くらいの人間的な付き合いが必要だ」。

いずれにせよ、金額が少ないうちの早期の対応が望ま

しいことは確か。そのためのルールである。
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部下の担当する管理組合で、各住戸の用途を住居用以

外はダメ、つまり事務所使用をやめさせようという話が

持ち上がりました。これまで何の決まりもなかったので、

管理規約を改正するのに、この際、ちゃんと「住居専用」

を強調しようと、そういう流れになったんす。

案の定、というか、ここで個人タクシーを営んでいる

Aさんから、クレームが出てきました。自宅を事務所と

してタクシー協会に登録しているから、事務所扱いを認

めてもらわなけりゃ困る‥‥。

管理組合が、なんで「住居専用」にしたいかというと、

事務所だと夜間の不在や、不特定多数の人の来訪などと

いう防犯上の不安があるからなんです。

マンションも築年数が進むと、部屋を貸し出して外に

住む人が増え、そんな不在区分所有者が不動産屋任せで

事務所使用OKとしていたら、最悪やくざが出入りする

ようになってしまった、なんて‥‥何でもあり、になっ

ちゃう可能性もあるんです。そういうことを前もって防

ぐためには、やっぱりルールを作ってしばりをかけてお

いたほうがいいでしょ？

マンション標準管理規約では、専有部分の用途（第

12条）について、「専
もっぱ

ら住宅として使用するものとし、

他の用途に供してはならない」と定めています。その

「専ら住宅としての使用」とは、「生活の本拠」であるか

どうかで判断するとコメントに書かれています。

こうしてみると、個人タクシーのAさんは、まずそこ

に住んでいるんだから問題ないわけなんです。近年、

SOHOといわれる事業者、例えばインターネット関係者、

株式投資家などの在宅ワークの人が増えてきました。A

さんと同様、自分の立場が良いのか悪いのかがわかるよ

う、住居と事務所の概念をしっかり明確にしておきたい

っすね。

ちなみに、部下の担当管理組合では、管理規約に「専

ら住宅としての使用」の条文を加えるほか、玄関扉や集

合郵便受け、共用廊下に企業名を表記しない、看板を出

してはいけないなどの約束ごとも決めました。そもそも

共用部分は好き勝手にイジッちゃいけないんですが、と

きどき何も知らない理事長が、「いいでしょ、いいでし

ょ」と何でもOKしてしまうこともあるんです。

管理会社がからみれば、それが一番頭の痛いところっ

す。だって、後で細かい理事長になったときに、怒られ

るのは私たちなんですから(>_<)。

● p r o f i l e ●

黒木　浩

昭和36年生まれ。大学卒業後、大手管理会社

に就職。一定の実績を積み、将来を有望視される

も、一身上の都合で退職。現在は小管理会社で社

長の片腕として活躍する。昔から理事会に出た後

は「泊まっていけ」と酒に付き合わされる

タイプ



12

総合建設

相鉄建設株式会社

第二事業本部　リニューアル部
横浜市西区南幸2-1-22相鉄ムービル6Ｆ
蕁045-317-7314
蕭045-317-7313
daimon-2@sotetsu-renewal.com

相模鉄道グループの中で地
域に密着したゼネコンとし
て、「お客様」にパートナー
として信頼され、より良い
関係を継続できる企業です。

浜

総合建設

工藤建設株式会社

リノベーション営業課
蕁045-911-5438
蕭045-911-5951
http://www.kudo.jp

リニューアルに関する
お問い合わせは
リノベーション営業課まで
（東証２部上場）

浜

外壁・防水改修

株式会社大和

横浜市南区高砂町2-19-5
蕁045-225-8200
蕭045-225-8201
info@daiwa-co.com
http://www.daiwa-co.com

地元神奈川で地道に積み上
げてきた実績をもとに、「環
境問題」「地域社会への貢献」
など、社会テーマを見据え
ながら着実に前進している
会社です。

外壁・防水改修

株式会社サカクラ

横浜市磯子区岡村7-35-16
蕁045-753-5700（直）
蕭045-753-5835
k_yamamuro@sakakura-kk.co.jp
http://sakakura-kk.co.jp

豊富な経験と確かな知識を生か
し、集合住宅大規模修繕工事施
工27年間の歩み、898管理組合・
4935棟・155610戸の施工実績
『不断の努力』を社訓に総合仕上
工事業を目指す企業です。

浜神

外壁・防水改修

株式会社神和美装

横須賀市平作7-14-8
蕁046-853-1881
sinwabis@maple.ocn.ne.jp

建物の小さな営繕工事か
ら大規模修繕工事まで、
長年の実績を持つ改修の
専門業者『神和美装』が、
必ず皆様のお役に立ちま
す。

よこ

外壁・防水改修

株式会社　
富士防水工業

横須賀市森崎1-19-18
蕁046-830-5481
蕭046-830-5482
fujibow@bird.ocn.ne.jp
http://www.fujibow.co.jp

当社は、ビル・マンション
の防水・改修工事のプロと
して常に皆様のニーズにお
応えできる技術と品質を提
供してまいります。

よこ

外壁・防水改修

株式会社　
アール・エヌ・ゴトー

川崎市中原区新城中町16-10
蕁044-777-5158
蕭044-777-5120
office1@rngoto.com
http://www.rngoto.com

創立以来、改修工事専業者と
して外壁の塗り替えから内装
工事、給排水設備工事に至る
までお客様のニーズにお応え
するべくトータルな改修工事
をご提案申し上げております。

外壁・防水改修

シンヨー
株式会社

川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4771
J-fukama@sinyo.com

創業以来76年、地道に発展
を続け、平成18年度売上実
績で106億円、マンション
改修実績で60億円を超すま
でに成長致しました。

外壁・防水改修

株式会社　
ヨコソー

横須賀市森崎1-17-18（本社）
（本　　　社）蕁046-834-5191
（東 京 支 店）蕁03-3736-7751
（横浜営業所）蕁045-595-0601
http://www.yokosoh.co.jp

集合住宅修繕工事全般。品
質・環境・安全マネジメント
システム認証取得。
創業明治41年、着実な歩みと共
に培われた確かな技術で皆様の
ご期待にお応えいたします。

央よこ川

外壁・防水改修

建装工業株式会社

横浜支店
横浜市西区平沼1-11-12ＫＭＨビル6階
蕁045-290-6090
蕭045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp

弊社は、改修工事専業会社
として、30年近くにわたり、
確かな実績を持ち、業界の
トップクラスの実績を維持
させていただいております。

外壁・防水改修

ヤマギシリフォーム
工業株式会社

神奈川支店
横浜市中区本町2-10横浜大栄ビル8階
蕁045-227-8231
蕭045-227-8232
http://www.ymgs.co.jp

弊社は塗装業として創業150年以上
の歴史を誇り、マンション大規模
修繕工事の実績は30年以上182000
戸数を超えました。その培った経
験とノウハウを皆様お住まいのマ
ンションにお役立て致します。

外壁・防水改修

柏原塗研工業
株式会社

川崎市川崎区大島3-36-7
蕁044-211-1596
薔0120-00-4095
http://www.tosocio.com

5つの安心
1.業界トップクラスの売上及び営業網
2.万全の品質管理体制
3.充実したアフターサービス体制
4.豊富な実績と信頼
5.研究開発と社会貢献
よりよい住環境の実現を目指します！

央よこ川浜

外壁・防水改修

株式会社　伊勝

横浜市鶴見区生麦1-5-28
蕁045-502-1604
蕭045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

建物診断は無料！建築及び
大規模修繕まで皆様の大切
な財産の維持向上の実現を
サポートさせていただきま
す。任せて安心IKATSU

浜神

神 川 相 湘浜 よこ神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット よこ管ネット相管ネット 湘管ネット

企 業 名 所 在 地 P R

総合建設

マンション管理

日本ハウズイング
株式会社

横浜支店
横浜市中区本町4-43
セボン関内第2ビル
蕁045-661-2881

独立系最大手のマンショ
ン管理会社で、昨年度約
13,000戸受注の内、約6割が
管理組合様からの依頼に伴
う受注です。

よこ浜

川 よこ浜

マンション管理

ニチモコミュニティ
株式会社
首都圏事業本部横浜支店

横浜市港北区新横浜2-5-14
臼井ビル2階
蕁045-474-2601
蕭045-474-2641
http://www.nichimo.community.co.jp

創業30年。リフォーム部門、
マンション管理部門、賃貸
管理部門及び不動産仲介部
門による「総合力」でお応
え致します。

浜

マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

田園都市支店
横浜市都筑区中川1-4-1（ハウスクエア横浜）
蕁045-910-1690

神奈川支店
横浜市西区みなとみらい2-3-5（クイーンズタワーC棟）
蕁045-682-4600

マンション・ビルの管理運
営を基盤に、賃貸業、工事
業などを融合させ、「総合生
活サービス業」を展開して
おります。

よこ川浜神

マンション管理

住友不動産建物
サービス株式会社

横浜市港北区新横浜2-5-5
蕁045-472-2501（代表）
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

住友不動産建物サービスは、
居住者の立場に立ったワン
ランク上の、充実した管理
サービスをご提供いたしま
す。

浜

マンション管理

ダイア管理
株式会社

横浜支店
横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1
相鉄岩崎学園ビル9階
蕁045-316-3939

ダイア管理はマンションの
管理会社として、一歩踏み
込んだ提案力で、お客様の
「琴線にふれる」サービスの
提供を目指しています。

浜神

マンション管理

三井不動産住宅
サービス株式会社

本社
新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビルディング
横浜支店
横浜市神奈川区栄町5-1横浜クリエーションスクエア
薔0120-395-310
http://www.mitsui-kanri.co.jp

確かな管理と真心で、管理
組合様のよきパートナーと
なりたい。弊社は皆様の大
切な資産をしっかりと守り
ます。

マンション管理

明和管理株式会社

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8
第一安田ビル
蕁045-316-6846
http://www.meiwa-kanri.co.jp

私たちは「人に優しい住環
境」の創造を目指し、豊富
な経験とノウハウでご満足
のいく管理をご提供してお
ります。

企 業 名 所 在 地 P R

マンション管理

企 業 名 所 在 地 P R

外壁・防水改修

央 県央ネット

分譲マンションには、特有の法律やルール、
さらには管理組合特有の性格があります。マン
ションという居住形態にどれだけ理解があるの
かが、業者選定の大きなポイントになることに
間違いはありません。ここでは、各地域の管理
組合ネットワークに加盟する賛助会員から広告
を募集し、有志の企業を掲載しています。参考
の一助としてください。

神

央よこ川浜神

よこ川浜

央よこ浜神

央浜

よこ浜

川浜

浜
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金融・保険

三菱電機クレジット
株式会社

東京都品川区西五反田1-3-8
蕁03-5496-9497
薔0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

大規模修繕から防犯カメラ
等設備工事まで、マンショ
ン管理組合様専用のトータ
ルファイナンスをご提案し
ます。

金融・保険

株式会社
グッド保険サービス

新横浜事業部
横浜市港北区新横浜3-24-5ユニオンビルアネックス1Ｆ
薔0120-72-9611
蕭045-473-9610
m-ito@goodwill.com

取り扱い損保会社7社の比較
見積もりで、共用部分の最
適な火災保険をご提案いた
します。管理費節減にお役
立てください。

建材メーカー・販売

日本ペイント
株式会社

お客様センター蕁03-3740-1120
蕁06-6455-9113
http://www.nipponpaint.co.jp

私たち日本ペイントは創業
以来、約125年にわたって社
会資産を守り続けています。
自動車や建築物、携帯電話
など…。日本ペイントはいつ
も皆様のすぐ近くにいます。

企 業 名 所 在 地 P R

建材メーカー・販売

電気設備改修

藤澤電気株式会社

横浜市西区平沼2-2-7
蕁045-312-2225
蕭045-312-2515
fdk@f-denki.jp
http://www.f-denki.jp

当社は提案・設計・施工・
管理までトータルに行って
いる電気設備工事の専門家
集団です。ホームページ
（http://www.f-denki.jp）にて
実績をご覧下さい。

浜

企 業 名 所 在 地 P R

電気設備改修

給・排水設備改修

株式会社
神奈川保健事業社

横浜市金沢区鳥浜町4-18
蕁045-772-1424
蕭045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

『水』の安全にこだわり50年、
誠実で確実な給排水設備改
修工事・維持管理会社です。
集合住宅の『水』の問題は、
全て当社にお任せください。

川浜神

給・排水設備改修

株式会社
大神設備工業

横須賀市大矢部2-9-20
蕁046-835-3000
蕭046-835-5344
http://www.daijin.co.jp

「より快適な環境の維持」を
テーマに、給排水各種設備
の調査診断、改修工事、メ
ンテナンスまで、確かな技
術と細やかな対応をお約束
します。

給・排水設備改修

川本工業株式会社

リニューアル事業部
横浜市中区寿町2-5-1
蕁045-662-2759
蕭045-662-2780
http://www.kawamoto-ind.co.jp

弊社は集合住宅の改修実績
が年間約5000戸ございま
す。設計・施工・改修後の
アフターフォローまで、実
績と経験をいかし適切なサ
ポートをさせて頂きます。

給・排水設備改修

日本リフォーム
株式会社

横浜支店
横浜市中区尾上町4-47リスト関内ビル
蕁045-227-5280
蕭045-227-5283
yokohama@nipponreform.co.jp
http://www.nipponreform.co.jp

ライフライン確保と資産
価値向上を目指し、調査
診断から設計・施工・ア
フターサービスまで、「総
合力」でお客様の信頼に
お応えします。

企 業 名 所 在 地 P R

給・排水設備改修

企 業 名 所 在 地 P R

金融・保険

サッシ改修

美装ビルサッシ
株式会社

横須賀市森崎1-15-16
蕁046-834-0601
蕭046-834-8131
http://www.bisobill.co.jp

アルミサッシ及び玄関ドア
の販売取付工事等、地域密
着で活動。耐震・防犯ドア、
アルミサッシの更新工事を
担っています。

よこ

サッシ改修

YKK AP
株式会社

東京都千代田区神田和泉町1-1-1日通商事
秋葉原ビル9階 ビル第二事業部 改装営業部
（ご相談窓口）
蕁03-3864-2191
蕭03-3864-2413

お気軽にご相談ください！
アルミサッシ・玄関ドア・アル
ミ手摺等リフォーム工事の提
案・設計・施工メーカーです。
（防衛省・住宅防音工事の相談
もお受けします）

企 業 名 所 在 地 P R

サッシ改修

建材メーカー・販売

関西ペイント販売
株式会社

東京都大田区南六郷3-12-1
蕁03-5711-8905
http://www.kansai.co.jp

当社は塗料の製造・販売を
している会社です。これか
らも管理組合の皆様に有益
である「環境配慮形高性能
塗料」を開発・提供するこ
とで貢献していきます。

央よこ浜神
●広告掲載のお問い合わせ●

蕁蕭 045-316-4505    E-mai  kitami@k-mansionlife.com
担当：㈲ライフデザイン・北見

よこ浜

神 川 相 湘浜 よこ神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット よこ管ネット相管ネット 湘管ネット 央 県央ネット

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

よこ浜神

央浜

央よこ川浜

湘よこ浜

浜神

よこ浜

建材メーカー・販売

タキロンマテックス
株式会社

東京都千代田区東神田2-5-12
龍角散ビル6Ｆ
蕁03-5835-3350
http://www.t-matex.co.jp

開放廊下やバルコニーに
は完全屋外使用可能な滑
りにくい床材タキストロ
ン、階段にはタキステッ
プをご採用下さい。

浜

管理組合専用ポストは社会との接点
―あるネットワーク役員のひとりごと―

行政が制定した分譲マンション支援制度の案内パンフレッ

トを、市内マンション200件以上に配布した。そこで感じた

のが、「管理組合専用ポストの無いマンションが意外に多い」

ということだった。

◆

ある管理会社では、記名のない、単に「管理組合理事長様

宛て」の封書は、すべて管理組合向けの営業行為とみなして、

管理員が理事長には見せずに処分してしまうよう指示してい

るという。

理事長としても、見知らぬ封書のチェックなど、わずらわ

しくて、管理会社に任せておいたほうが楽である。

ただし、その封書の中身の判断基準が、管理会社にあると

なると、NPO主催の勉強会やセミナー、講演会などのお知ら

せについても、管理組合に届いていない可能性は高い。

果たして、私が配った市の支援制度の案内パンフは、どの

くらい管理組合理事長の手元に届いたのか。それを考えると、

疲労感が増し、むなしくなってくる。

◆

私は、管理組合専用ポストは社会との接点だ、と思う。

行政やＮＰＯからの情報を知ることで、管理組合からの要望

も要求も出てくるだろう。行政から管理組合宛ての情報は、住

民皆さんの利益に値する。当ネットワークやマンション管理士

会などからの情報も、少なからず有益なものがあるはずだ。

社会との接点がなく、何も情報のないマンションは、社会か

らどんどん取り残されていく。後に、管理費等の滞納、建物・

設備の老朽化、防犯等が問題となって、初めて相談機関等を知

っても、すでに問題が深刻になっていることもある。社会から

の接点を遮断していたこと自体が、大きな問題なのだ。

管理組合専用ポストの意味をもう一度考えてもらいたいと

感じた活動であった。
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ルネ・エアズヒル
管 理 組 合

地域の情報交換と自立した管理組合の運営のため、ＮＰ

Ｏかながわ県央ネットに加盟した。当時は鉄部塗装の時期

でもあり、県央ネット会長の助言を得て、見積もり合わせ

をすることにした。理事会で比較・検討の結果、施工業者

は、金額や地元であることなどを考慮して決めた。これま

で管理会社に“お任せ”だった管理組合として、自主的に

業務を発注したはじめての仕事となった。

「幸い業者の仕事内容も評判が良く、地元なので、その

後もいくつかの仕事を依頼し、相談もしている。現行依頼

している管理会社に対して不満があるわけではないが、内

容を確かめもせずに判を押す契約はどういうものか。そう

いう点でも、今回の見積もり合わせは貴重な経験だったと

思う」と理事長。

現在、管理委託契約の見直しについて、マンション管理

士とスポット契約を結び、今のマンション管理運営に合っ

た業務仕様への改善を実行中。仕様の内容だけでなく、管

理会社に対しての緊張感ある関係作りも含めて、管理組合

の自主性を高めていくことを目指している。

「原始規約についても、標準管理規約に照らしてみると、

会計や役員選出など、あいまいな条文が目につく。長期修

繕計画も、見直しが必要と思われる。管理組合の主体性を

盛り込みながら、今の管理会社と上手に付き合っていきた

いと思う」

理事長は、今の管理会社の変更を否定しつつ、管理組合が

使用している原始規約や長期修繕計画の変更・見直しの必要

性を指摘。主体的な管理を目指す管理組合は、細則の改正や

作成とともに、車上荒らしや盗難など、セキュリティー問題

ともに、細則の改正や作成にも取り組みたいという。

防犯カメラの増設などを検討しているが、予算や費用対

効果、理事会の実行力

と組合員との合意の取

り方において、“難航

中”。他の管理組合の情

報を得るためにも、県

央ネットをどんどん利

用していきたい。

築4年、今春ＮＰＯに加盟
―管理組合の自主的な運営を目指す―

笊堀削深度1,500ｍからくみ上げる温泉による共用施設。大小2つの浴
場を一日交代で男女に分けている。ナトリウム温泉で、加水なしの
36褄／分。効能は、神経痛、関節痛、慢性消化器病、慢性婦人病な
ど。利用できるのは原則住民のみ。入浴料無料。「自宅の風呂はほと
んど使わない。こんなにいい温泉があるのだから」という住民も含め、
1日に平均200世帯が利用しているという

■マンションデータ

築4年・593戸・5棟（管理棟別）・10～12Ｆ建て

建物構造 ＲＣ造
敷地面積 28,795.17㎡
建築面積 11,164.19㎡
管理費の戸当たり㎡単価 148円
修繕積立金の戸当たり㎡単価 74円
《駐車場の月額使用料》
・機械式駐車場 下段1,000円

中段3,000円
上段2,000円

・自走式駐車場 1階7,000円
2階6,000円
屋上階3,000円

・平置駐車場 6,000円
分譲業者名 総合地所㈱
建設業者名 ㈱長谷工コーポレーション
管理会社名 総合ハウジングサービス㈱
管理形態 全面委託管理
管理員の勤務形態 通勤管理

（9時～23時＝温泉が休みの月、金は21時）

理事会 月１回
（理事長、副理事長、事務局長による三役会も月１回以上実施）

メンバー構成 団地型管理組合
（理事17人・監事1人）

任期 1年交代・輪番制（立候補可）

笆近年の大規模マンションは共用施設の充実が著しい。フィットネスや球
技ができる体育館、絵画や書道教室ができるコミュニティールームなど、
管理棟には温泉施設以外にも目的に応じたスペースが設けられている

笳8月25日に行われた実行委員会（管理組合、自治会）主催の夏祭り
「ルネ祭」。子供向けの企画が中心だが、大人も参加できる模擬店、作品
展示、卓球、囲碁・将棋コーナーもあり、多くの住民で盛り上がった

‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥
‥

‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

笳笆

笊
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浜管ネット 蕁045-911-6541

川管ネット 蕁044-222-5136

よこ管ネット 蕁046-824-8133

湘管ネット 蕁0466-81-5949

かながわ県央ネット 蕁046-233-3844

イベント情報 ■■

横浜市マンション管理基礎セミナー
大規模修繕における設計コンサルタント及び施工業者
の選び方
日　時：10月13日（土）10時～15時
会　場：横浜市開港記念会館

（みなとみらい線日本大通り駅徒歩1分）
参加費：無料
定　員：100人
内　容：横浜市マンション管理組合サポートセンター

の第3回合同研修会。午前は大規模修繕につい
てのパネルディスカッションで、午後からは
役員の選出手法、管理費等の滞納対策、専有
部分の給水管等の改修などについて、分科交
流会を行う

よこはま住宅フェア
日　時：10月13日（土）、14日（日）10時～17時
会　場：MM21地区　赤レンガ倉庫広場
開催目的：住まいに関する適切な情報を広く提供するこ

とで、市民の居住環境の向上に資するととも
に、住宅関連産業の活性化を図ることを目的
とする

イベント：住まいの相談会、絵画コンクール作品展示&
表彰式、お楽しみ抽選会等
浜管ネットも出展。マンション管理相談など
を受け付ける。入場無料

技術者部会・専門業部会合同セミナー
事例で学ぶ「マンションの電気設備改修」
日　時：10月23日（火）18時30分～20時30分
会　場：かながわ県民センター304号室

（横浜駅北口徒歩5分）
内　容：家電製品の大型化や多様化で電気の使用量が

増え、幹線工事を希望するマンションが増加
している。セミナーでは、団地型マンション
の電気容量を最大30Ａから60Ａに変更する
ために電気幹線改修工事を行った事例を紹介
する

講　師：岡田英二氏
譁岡田建築設計事務所・建築等専門技術者部会
大関都久宜氏
藤澤電気譁・専門業部会

参加費：500円（資料代）

賛助会員との情報交換会
日　時：10月6日（月）13時30分～17時
場　所：川崎市産業振興会館第2研修室

（JR川崎駅徒歩7分）

新任役員基礎セミナー
よくわかる耐震改修＆管理組合による自主点検
日　時：10月27日（日）13時30分～16時30分
会　場：横須賀市立総合福祉会館

視聴覚研修室（京急汐入駅徒歩5分）
テーマ①：「マンション管理組合のためのよくわかる耐震改修」
講　師：長谷川洋氏

（国土交通省国土技術政策総合研究所 主任研究官）
テーマ②：「マンション管理組合による自主点検」
講　師：島村利彦氏

（英綜合企画設計代表・一級建築士）
参加費：300円（資料代）

マンション管理基礎セミナー
19年度実施計画が決定、8月25日開講
期　間：平成19年8月～平成20年7月
時　間：毎月第2・4曜日18時30分～21時
会　場：藤沢市役所新館7階会議室
費　用：資料代として毎回500円
講義の内容は、管理組合の組織・運営、マンション関連法
律、会計や税務、建物の維持保全や大規模修繕など。講師
にはマンション管理士や税理士、一級建築士等14人が名
を連れる

大規模修繕セミナー
日　時：10月28日（日）14時～17時
会　場：プロミティあつぎビル8階Ａ・Ｂ会議室

（小田急本厚木駅徒歩5分）
テーマ：「大規模修繕の1・2・3

～計画修繕の第一歩は大規模修繕工事から～」（仮）
講　師：柴田幸夫氏（一級建築士）
参加費：無料

無料相談会
日　時：11月10日（月）13時30分～16時
場　所：川崎市産業振興会館

（JR川崎駅徒歩7分）
相談内容：マンション管理組合ソフト・ハード面

（原則会員だが一般も可）

セミナー＆無料相談会
日　時：11月11日（火）13時30分～17時
場　所：ミューザ川崎　第1・第2・第3研修室

（JR川崎駅徒歩3分）
テーマ：「川崎市マンション登録システム」

「管理組合役員の業務」
講　師：川崎市まちづくり局住宅整備課職員、

相川洋明・川管ネット理事
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浜管ネット

132組合

30,026戸

ＮＰＯよこすかマンション
管理組合ネットワーク
（よこ管ネット）
http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133

ＮＰＯかわさきマンション
管理組合ネットワーク
（川管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp
蕁 044-222-5136

ＮＰＯ相模原マンション
管理組合ネットワーク
（相管ネット）
http://www.so-kan.net
薔 0120-055-540

ＮＰＯかながわ県央マンション
管理組合ネットワーク
（かながわ県央ネット）
http://kenou-net.jp
蕁 046-233-3844

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
蕁 045-762-1795

ＮＰＯ湘南マンション
管理組合ネットワーク
（湘管ネット）
http://www.1.odn.ne.jp/shoukan-net
蕁 0466-81-5949

ＮＰＯ横浜マンション
管理組合ネットワーク
（浜管ネット）
http://www.hamakan-net.com
蕁 045-911-6541

神管ネット組織図

（1）マンションの適正な管理運営のための指導相談、支援
（2）マンション管理運営についての経験交流、情報交換、資料の提供
（3）セミナー、シンポジウム、工事見学会、各種相談会などの実施
（4）行政や他の公共団体との協働によるマンション施策の推進

それぞれのマンション管理組合ネットワークは、マンション管理適正化
と生活向上に寄与することを目的に、主に下記の事業を行っています。

事業内容

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

川管ネット

34組合

4,777戸

よこ管ネット

46組合

8,356戸

相管ネット

37組合

1,961戸

湘管ネット

11組合

1,256戸

県央ネット

9組合

1,858戸

41組合

8,209戸

合　計

310組合

56,443戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

新 会 員 募 集編 集 後 記
9歳の子を持つ妹が今夏、英会話ホームティーチャーの資格を

取った。そこで、マンションの子供を集めて教室をと思い、理
事会へ要望を書面にして管理員に託した。「きっと大丈夫。音を
出すものじゃないし」と管理員。しかし、理事会の決断は却下。
ここで腑に落ちないのは、理事会の返事が管理員任せだった
こと。妹に「ちゃんと理由を聞いたのか」というと、「自分た
ちの理事会で初めての慣習は作りたくないってことかもね、
って管理員さんが」。理由はどーでもいいけど、会話、会話！
管理組合に大切なのは会話ですよ～、理事長さん！（Ｙ）

ISO9001
ISO14001

※平成19年8月31日現在

日 住 協
神奈川県支部

各地域ネットでは、マンション管理組合の正会員
を随時募集しています。
管理組合の年会費は、各地域ネットによって異な

りますが、20戸で年間7千円、100戸で年間2万円
が目安です。
詳しくは、下記組織図を参照の上、各地域ネット

に直接お問い合わせください。
マンション関連企業の賛助会員も募集中です。


