
日本マンション学会日本マンション学会日本マンション学会日本マンション学会 200820082008200888年度東京大会年度東京大会年度東京大会年度東京大会
444444月月月月19191919・・・・20202020日　八王子・創価大学で開催日　八王子・創価大学で開催日　八王子・創価大学で開催日　八王子・創価大学で開催

コミュニティー形成こそがコミュニティー形成こそがコミュニティー形成こそがコミュニティー形成こそが
快適マンションライフの決め手快適マンションライフの決め手快適マンションライフの決め手快適マンションライフの決め手

管理組合のスタートは、まず住民同士の交流活性化
の場所をいかに築くかがポイントである。朝の挨拶か
らはじまり、夕方は「お帰りなさい」の声がかけられ
るような雰囲気になれば、そのマンションの将来は実
に明るい。住民一人ひとりの心がけが、ちょっとした
トラブルを制止する大きな分岐点となるのである。
マンションは、小さなひとつの地域社会の生活共同

体である。その組織の中で、いかに有益なコミュニケ
ーションを作り出せるか、うまく演出できるかが、管
理組合役員の知恵の出しどころではないだろうか。
人の意見にはいろいろあっていいと思うし、対立が

あるのも当然。役員は、そんな意見の違いをミックス
しながらまとめて行くのだ。人間関係、コミュニティ

ー形成こそが重要といえるだろう。
快適マンションライフは、住民同士の認識をより深めていく以外に、どうやら見当

たらないようである。
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日本マンション学会（山本育三会長・関東学院大学工学部教授）は4月19・20日、
東京・八王子の創価大学で2008年度東京大会を開催する。
今回のメーンシンポジウムのテーマは、「マンションにおけるリスクマネージメン

ト」。耐震リスク、経済的リスク、災害リスクなど、管理組合の危機管理をもとにパ
ネルディスカッションを行う。
日本マンション学会は1992年設立。学者、弁護士、建築士、管理組合関係者など、

分譲マンションに関する学問分野の研究・実務に携わる個人で構成される。2007年
度2月末現在、正会員729人。
東京大会実行委員会　蕁03-5351-1524 http://www.jicl.org/tokyotaikai

■本大会の各テーマ
メーンシンポジウム：「マンションにおけるリスクマネージメント」
第１分科会：「IT金融社会と不動産登記制度の変質」
第２分科会：「管理組合のニーズに対してマンション管理士はどういう支援ができるか」
第３分科会：「リモデリングによるマンション再生」
第４分科会：「マンション紛争とマンションの法的課題」
第５分科会：「複合用途型マンションの展開と問題」
第６分科会：「高経年マンションの老朽化の実態と建替え概要」
大会参加費：正会員3,000円、非会員1,000円（別途資料代3,000円）
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NPO神管ネットは3月17日、川崎市の川崎河原町分
譲共同ビル管理組合、（社）かながわ住まい・まりづくり
協会（まち協）の協力を得て、高齢者疑似体験講座を行
った。
マンションが経年するとともに、住民の高齢化も進み

ます。身体が丈夫なときにはなんでもなかった段差ひと
つが、高齢者住民にとって、とても大きなバリアとなり、
そのバリアが至るところに存在していることに気づく。
マンションのどこにバリアがあるのか。そもそも何が

バリアなのか。健常者にとって、それは実感してみなけ
ればわからない。
そこで、まち協バリアフリーリフォーム相談員として

活躍する講師の指導のもと、高齢者擬似体験セットを利
用した体験学習を実際のマンションで行ってみた。
※文章内の数値は、「川崎市福祉のまちづくり条例に基づく施設整
備マニュアル」（平成20年3月現在）より

建築プラス環境設計事務
所所属。１級建築士、イ
ンテリアプランナー、ま
ち協バリアフリーリフォ
ーム相談員
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講師プロフィール

3
17/ 高齢者疑似体験講座を実施

蜻外からマンションの敷地内に入るとき、車いすにとって
最初のバリアとなるのが縁石。このマンションでは、縁
石の段差を解消する処置を施しており、スムーズに敷地
内に入れた。まだ車いすに慣れていない参加者にとって、
最初のバリアは車いすへの“慣れ”だったかもしれない

▲建物の結合部分に置かれた鉄板には
ボルトが突起していて、危ない。車
いすだけでなく、夜など見えないと、
歩いていても突起物につまずきやす
くなる。健常者には普段感じられな
いバリアである。

▲植木とコンクリートの境に段差がある場合、車いすが脱輪すると、
なかなか抜け出せない。このマンションでは、境目に格子状の継ぎ
目を使い、ここでもバリアを解消している。排水溝も同様で、杖が
挟まらないよう、細かい格子目の溝ふたを設置ケースもみられる

蜷幅は130cm以上。高齢者はひねり動作が不得意であるため、回り階段は苦手である。
手すりは、左右のどちらかにハンデがある、また利き手によって、階段には両側にあ
ったほうがいいという参加者からの感想が多かった。足を体験サポーターでガッチリ
固定し、なおかつ足首にはおもりをつける。手すりに頼らなければ、上りも下りもき
つい。
手すりの設置は、利用者の腰骨の位置が適当で、80cm程度の高さがよい。途中で切
れないよう、連続させるのが理想で、最端部分は袖口が引っかからないように下か壁
の方へ曲がっているものを使う。
踏み面は滑りにくい仕上げをし、段鼻に滑り止めを設けるケースがあるが、滑り止め
に厚みがあると、これにつまずく危険もある。色などで段を識別しやすく、つまずき
にくい構造にする。またタイル仕上げの階段では、タイルのゆがみや浮きもあり、注
意したい。
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体験セットを全て装着
ゴーグル、メガネは、ぼやけ
て見える状態や視野の狭さ、
白内障による色覚変化を体験。
ベストは、前かがみの姿勢に
なるよう、左右のポケットに
1.5kgずつ砂袋を入れてあ
る。ひじ・ひざ・足首をガッ
チリ固めるサポーターと、手
首・足首におもりをつければ、
動きが鈍くなり、非常に嫌な
うっとうしさを感じる

横浜市はこのほど、平成20年度の予算案を発表。
マンション管理組合への支援事業では、新規に共用
部分のバリアフリー化を重点施策とし、共用廊下や
階段などの段差解消等、バリアフリー整備費用の一
部を助成する。助成金は整備費用の3分の1または
限度額100万円/棟の低いほうの額。
川崎市の予算案でも、マンション共用廊下等段差

解消改修工事費用助成事業を予算計上。助成費用は、

管理組合支援事業、バリアフリー化に助成金
工事費用の3分の1または限度額1万円/戸のどちら
か低い金額となる。
バリアフリー化以外でも、横浜市はアドバイザー

派遣の回数を拡充、マンション再生支援事業では団
地の補助限度額を30万から60万円に増額する。川
崎市では、新築、既存を問わず、子育て等あんしん
マンション設置費用助成事業として、集会室など共
用部分の設置費用の一部を助成するとしている。

◆バリアフリーリフォームなど高齢者の

住まい相談、講師派遣の問い合わせ

（社）かながわ住まい・まりづくり協会（まち協）

蕁045-664-6896

www.machikyo.or.jp

◆福祉のまちづくり条例に関する問い合わせ

・神奈川県 保健福祉部 地域保健福祉課

蕁045-210-4750

・横浜市 健康福祉局 地域福祉保健部 福祉保健課

蕁045-671-4049

・川崎市 まちづくり局 総務部 企画課

蕁044-300-2715

◆高齢者擬似体験セットの問い合わせ

社団福祉法人 神奈川県社会福祉協議会（県社協）

蕁045-311-1422

http://www.knsyk.jp

※県内には33の市町村社会福祉協議会があります。
県社協にお問い合わせください。今回は横浜市神
奈川区社会福祉協議会から無償で借りしました
（地域によって有償の場合あり）。

▲スロープの勾配は、
1/15以下。高さ１に
対して長さ15程度の
距離を取る必要があ
る。高低差が40cm
なら長さ6m必要とい
うことになる。
傾斜角度がきついと、下りはスピードをゆるめて降りることができたと
しても、上りがきついと感じる。
車いすは蛇行しやすいので、スロープの幅には余裕を持たせたほうがよ
い。歩行者とすれ違える140cm以上（階段を併設する場合は90cm以
上）が望ましい。歪んだスロープでは車いすが傾きやすく、倒れやすい
こともわかった。
また、長くて急なスロープでは、ブレーキだけではきつい場合があるの
で、高低差60cm以内ごとに幅150cm以上の水平な踊り場を設置する
必要がある。

蜻共用廊下は、車いすや杖の歩行ができ
る幅が必要となる。望ましい幅は
140cm以上で、車いすの回転ができ
ることが必要。このマンションの場合
は一番狭い場所で120cmしかなかっ
たが、この場合は要所に140cm以上
の場所を確保し、車いすの回転やすれ
違いができるようにする。
きれいな花も各戸で多く飾ってあった
が、大きくなると通行の妨げになるこ
ともあり、住民同士の配慮が大切だ。
また、通路は排水溝のほうに傾斜がつ
いているので、車いすがだんだん流さ
れて、わすかな溝に落ちて動かなくな
ってしまうこともある。

蜷エレベーターの幅は80cm以上。このマ
ンションはギリギリの80cmだったので、
車いすに乗っていると「閉まってくる扉
に手を挟まれそうな感じだった」という
感想が参加者からあった。
かごは、間口140cm以上、奥行き
130cm以上で、回転ができるスペース
を確保したい。このマンションでは、回
転ができない広さなので、後ろ向きでボ
タンが押しにくいというバリアにもつな
がっている。
鏡についても、足元まで映る大きさでは
なかったため、「出るときに出入り口の状
況が確認できなかった」など、鏡の大きさや位置にも配慮が必要だとい
うことがわかった。
エレベーターについて、建設時の仕様なので、改善することは難しい。
ただ、管理組合ではエレベーターのバリアフリーに関して、「今後の課
題のひとつ」ととらえており、エレベーター会社などと相談して、「よ
りよい改修を考えていく」と話している。

横浜市、川崎市20年度重点施策発表
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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

マンションの給・排水管改修工事を手がける㈱神奈川保
健事業社（本社・横浜市金沢区、西之宮優社長、神管ネッ
ト、浜管ネット、川管ネット会員）が3月27日付で、「横
浜型地域貢献企業」に認定された。
この制度は、横浜市民の積極的な雇用、市内企業との取

り引き重視など、地域を意識した経営を行い、本業やその
他の活動を通じて、障害者の積極雇用、環境保全活動、地
域ボランティア活動などの社会的事業に取り組んでいる企
業等に対し、横浜市、（財）横浜企業経営支援財団が優良企
業として認定するもの。平成19年度から制度化した。
また、同社は20年度から、日本自然エネルギー㈱と

「グリーン電力証書システム」の契約を結んだ。その他、
産業廃棄物の収集運搬・処理業務においては、（財）地球環
境戦略研究機関の「エコアクション21」の認証・登録も
しており、環境問題に対する取り組みを強化している。
同社では、「こうした一連の社会的活動に貢献すること

で、会社の評価や信頼度を高め、顧客の拡大を目指す」と
している。

神奈川保健事業社
「横浜型地域貢献企業」に認定
顧客からの信用度アップへ

『マンション管理の手引き』
増補改訂版

本書は、平成17年に横須賀市の委託を受けて発行した
『マンション管理の手引き』の増補改訂版で、初めて役員
になった人たちを対象に管理組合運営について、基礎的な
事柄をわかりやすく解説した入門書といえる。
主な内容は、規約改正のポイント、組合会計、長期修繕

計画作成と大規模修繕の進め方など。今回の改訂版で、

よこ管ネット
『マンション管理の手引き』改訂版を発行

神奈川県マンション管理士事業協同組合（かながわマン
管協・三島哲郎理事長）が1月、中小企業等協同組合法に
基づき、神奈川県知事の認可（神奈川県指令金第610号）
を得て設立した。協同組合員が行うマンション管理士業務
に関わる債務履行保証が、かながわマン管協の主たる事業
となる。3月末現在の組合員は22人。
マンション管理士が行う業務について、マンション管理

士一人の力ではなく、個人の信用力を強化するために協同
組合として組織化し、個人の業務の債務保証を行うという
もの。
設立記念キャンペーンとして、マン管協のマンション管

理士が二人ペアで現地を訪問する、無料のマンション管理
診断を5月末日まで実施している。
連絡先　横浜市中区翁町1-5-14 新見翁ビル3F

神奈川県マンション管理士会事務所内
蕁045-633-2051 蕭020-4622-5026

マンション管理士の事業協同組合
「かながわマン管協」設立

㈱東急コミュニティーは4月1日付けで、中村元宣副社
長が代表取締役社長に就任した。土橋隆彦前社長は、取締
役会長に退く。
田園都市支店を、田園都市東支店と田園都市西支店に分

割。神奈川エリアの各支店長に下記の各氏が新たに就任し
た。
田園都市東支店：前田治彦氏、田園都市西支店：山根秀

夫氏、神奈川支店：熊澤東氏、湘南支店：鵜沢正彦氏

【人事異動・機構改革】

㈱日本ネットワークヴィジョンで、防犯カメラ等の販
売・施工部署であるセキュリティ事業部がこのほど、事務
所を移転した。
移　転　後　東京都墨田区緑4-20-7 アステ21 2F

蕁03-5600-7352 蕭03-5600-7353
業務開始日　平成20年3月31日

【事務所移転】

17年12月に発表された「マンション管理標準指針」を新
たに1章加えている。
問い合わせ：よこ管ネット　蕁046-824-8133

横浜型地域貢献企業

グリーン電力証書
システム

エコアクション21
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アナログ放送が終了する2011年7月までに、地上波デジタルへの移行を行う必要があるが、地上波のほか、
衛星（BS・CS）放送への取り組みも考えなければならない。BSやCS放送の受信は、住民のニーズによって、
個別対応にするケース、共同アンテナにするケースで、管理組合の対応が異なり、改修方法にも違いが出てく
る。このため、専門知識の少ない理事会では、管理組合の方向性を決めることが難しい。このページでは、そ
うした管理組合にコンサルタントとして携わるNPOマンションIT化支援センタ（松尾義一理事長）から、各種
改修案の比較等の資料提供をいただき、その一部を紹介する。

※CATVや個別のマンション相談については、最下段に記したNPOマンションIT化支援センタまたは各マンションで契
約しているCATV会社にお問い合わせください。

テレビの受信方法

■地上波デジタルの受信

CATV
パススルー方式の場合：地上波デジタル対応テレビまたはチューナーで受信
トランスモジュレーション方式の場合：新たに加入（個別契約、有料＝月額5,000円程度）して、専用チューナー（STB）を設置して
もらい受信

共同アンテナ 屋上等に設置したUHF共同アンテナで受信（アンテナの方向調整や交換が必要な場合あり）

■BS・CSデジタルの受信

CATV 新たに加入（個別契約、有料＝月額5,000円程度）して、専用チ
ューナー（STB）を設置してもらい受信

共同アンテナ 屋上等に設置したBS・110°CS共同アンテナで受信（増幅器等が
対応していること、デジタル対応テレビまたはチューナーが必要）

個別アンテナ ベランダ等に設置した個別アンテナで受信（デジタル対応テレビ
またはチューナーが必要）

個別アンテナは、共用部分であるベ
ランダに取り付けることなので、原

則的に「×」としたい。しかし、124°CSやスカパー
をはじめ、共同アンテナでは受信できない場合もあり、
完全禁止にできるかについては、難しい問題がある。
BSや110°CSは、共同アンテナであれば、部屋の向き
を問わず全戸同じように映る。アンケートをとるなどし
て、住民のニーズを確かめ、「管理組合の方針」を決め
て対応することが望ましい。テレビ受信設備の改修費用の事例

資料提供：NPOマンションIT化支援センタ　東京都豊島区巣鴨1-39-3 蕁03-5940-7531 メール　info@mit.or.jp URL http://www.mit.or.jp

マンション名

A 団 地

Bマンション

C タ ウ ン

Dマンション

F 団 地

建 物 構 造

3棟・234戸・14階建て

2棟・197戸・8階、14階建て

14棟・350戸・5階建て

3棟・97戸・5階建て

12棟・280戸・5階建て

導 入 し た 受 信 方 式

CATV(地上波）と共同アンテナ（BS・110°CS）の混合

CATV（地上波のみ）

共同アンテナ（地上波とBS）

CATV（地上波）と共同アンテナ（BS）の混合

CATV（地上波）と共同アンテナ（BS・110°CS）の混合

改修費用（戸当たり）

4.1万円

0円

1.2万円

6.5万円

7.0万円

検討から受信まで

12ヵ月

―

8ヵ月

11ヵ月

16ヵ月

地上波以外にBS・CS受信への取り組みも必要

POINT!!

テレビ受信設備の改修案の比較 ※100戸のマンションで、テレビ端子の交換が必要な事例

地上波の受信 地アナは共同アンテナ 地アナ、地デジとも共同アンテナ 地アナ、地デジともCATV

対応しない 対応しない 共同アンテナ 対応しない 共同アンテナ

地アナ　8チャンネル 地アナ　9チャンネル
地デジ　9チャンネル

地アナ　9チャンネル
地デジ　9チャンネル
BSアナ 3チャンネル
BSデジ 10チャンネル
110°CS 数十チャンネル

地アナ　11チャンネル
地デジ　10チャンネル

地アナ　11チャンネル
地デジ　10チャンネル
BSアナ 3チャンネル
BSデジ 10チャンネル
110°CS 数十チャンネル

CATVの地上波は有
料（数百円/月）の
場合あり

BS・CSの受信

受信できる放送

改修費用（概算）

個別アンテナの設置
（希望者・受信は無料）

CATVへの加入
（希望者・有料）

管理組合の評価 ― △ ○ ○ ◎

― ― ―
BS・CSなど

（月額5,000円程度）
BS・CSなど

（月額5,000円程度）

チューナー不要、
「など」は地デジ、
独自番組、インター
ネット、電話

BS・110°CS
設置は各戸負担

BS・110°CS
設置は各戸負担

―
BS・110°CS
設置は各戸負担

―
対応チューナーが
必要

400万円 550万円 450万円 600万円

現　　状 A 案 B 案 C 案 D 案 備　　考

地上波以外にBS・CS受信への取り組みも必要



2月9日、ハウスクエア横浜で、建築分科会・技術者部会
合同セミナーを行った。「2年目点検」は、IK都市・建築企画
研究所の小島孝豊建築士が、実際に担当したマンション事例
を報告。築2年後に分譲会社から提示された点検報告書に疑
問を持った管理組合が、浜管ネットに調査診断を申し込んだ
経緯から、調査後の補修工事までを解説した。
「大規模修繕工事の工事保証」は、柏原塗研工業の大森勇
氏が講師に立ち、保証の実態、保証の考え方、保証期間中の
施工会社のアフターサービスなどを説明した。マンション改
修の第一線にいる担当者の説明として、管理組合が知ってお
くべき内容であった。

6

浜管ネット浜管ネット

2 9／

2月9日、横浜・金沢のパークシティ金沢八景で、大規模
修繕工事現場見学会を行った。今回は管理組合にとって2回
目の大規模修繕工事で、一般的な外壁、防水、鉄部等の改修
のほか、傾斜している屋根やバルコニーのドレイン・アルミ
手すりの水溜り改修など、特徴のある現場の見学ができた。
コンサルタントの役割として、調査診断と設計・監理業務

を別会社に発注した管理組合。「仕事がオーバーラップする部
分もあるが、最初の会社が行った診断について、設計担当の
会社が改めて指摘する部分もある。その分多少費用がかさん
でも仕方ないという判断をした。施工を2社にしたのも、多
少カネがかかっても競争してもらいたかったから」という説
明が、大規模修繕委員会からあった。
○工事概要
建物概要：ＲＣ造、14階建て、6棟、757戸
築　　年：23年
設　　計・監理：㈱汎建築研究所（浜管ネット会員）
施　　工：安藤建設㈱〈第１街区〉

建装工業㈱〈第2街区〉（浜管ネット、川管ネッ
ト、よこ管ネット会員）

工事項目：躯体改修、外壁塗装、屋根改修、防水改修、鉄
部塗装、内装回収、エントランスホール改修、
その他、の各工事

工事費用：約6億円（80万円／戸）
工事期間：平成19年9月～20年5月の約9カ月間

工事現場見学会
757戸の大型マンション、
２回目の大規模修繕

3月25日、かながわ県民センターで、設備分科会・技術者
部会合同セミナーを行った。内容は「事例で学ぶ　マンショ
ンの給排水管更生工事」。講師には、技術者部会から英綜合企
画設計の島村利彦氏、総合環境技術の臼井貞雄氏、専門業部
会から京浜管鉄工業の平松拓也氏が担当し、実際の工事事例
をもとに更生工事についての解説を行った。
○工事概要
建 物 概 要：ＲＣ造、8、11階建て、10棟、554戸
築 　 　 年：28年
設計・監理：㈱英綜合企画設計、総合環境技術㈱
施 　 　 工：京浜管鉄工業㈱（浜管ネット会員）
工 事 項 目：共用部給水たて管更生、専有部給水管更生、

雑排水たて管更生、その他工事
工 事 期 間：約6カ月間

建築分科会・技術者部会合同セミナー
事例で学ぶ　マンションの
給・排水管更生工事

足場を枠組みしたのははじめて。1回目はゴンドラ足場で作業を行ったと
いう

建築等専門技術者部会セミナー
２年目点検と大規模修繕工事の工事保証

2 23／

3 25／

工事保証について講演する柏原塗研工業の大森氏（左写真）と京浜管鉄工業
の平松氏。セミナーは、第一線の業者担当者に質問をしてみるいい機会だ
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3 1／
マンション管理基礎セミナー
はじめての大規模修繕テーマに
3月1日、川崎市総合福祉センター（旧エポックなかはら）

大会議室で、（財）川崎市まちづくり公社と共催で、マンショ
ン管理基礎セミナーを行った。今回は、はじめての大規模修
繕をテーマに、共同設計・五月社一級建築士事務所の三木哲
氏が講演。居住者アンケートなどの重要性を説いた。

3 22・29／
相談員スキルアップ研修会
弁護士が語る　滞納管理費・
生活騒音等のトラブル対策
3月22日・29日、マンション相談員スキルアップ研修会

を行った。
管理組合などからの管理運営に関する疑問に答える相談会

を毎月１回開催しているが、それに対応する相談員のスキル
向上を目的とした研修会である。
22日は村井忠夫氏（マンション管理問題評論家）、臼井貞

夫氏（建築設備士）。29日は同研修会の一環として、講師に
横浜開港法律事務所の河住志保弁護士を招き、一般にも公開
して講演会を行った。
今回は時間の多くを管理費滞納に使い、近年の判例等をも

とに、適切な対処法、考え方などを説明してもらった。
滞納管理費回収の法的実務として、内容証明郵便の書き方

のコツ、支払督促や少額訴訟のメリット・デメリット、59
条競売判例の動向、ライフラインの供給停止や居室の使用禁
止、氏名公表の良し悪し等についての話があった。
管理組合で訴訟に至る場合、管理費滞納者の総会議案書、

議事録などへの氏名公表は、プライバシーなどの問題があり、
弁護士間でも意見が分かれるところだが、河住弁護士は「部
屋番号による特定にとどめておく程度でよいのでは」とアド
バイスしていた。

川管ネット川管ネット

2 2／

2月2日、ミューザ川崎研修室で、マンションの防犯・防
災セミナーを行った。「防犯」については、神奈川県幸警察署
地域担当次長・池田厚氏、生活安全課課長・小島聡氏が、神
奈川県内の刑法犯の実情を説明。「防災」については、川崎市
総務局危機管理室課長・原悟志氏が震災対策を講演。行政の
救助に頼っていると遅れることがあるため、管理組合等が中
心になって、「地域で助け合うコミュニティーが大切」などと
話した。

マンションの防犯・防災

写真左は、震災は地域の助け合いが大事と話す川崎市危機管理室の原課長。
右の三木氏は日本建築家協会の元メンテナンス部長など、マンション改修
では第一人者である

よこ管ネットよこ管ネット

2 16／

2月16日、横須賀馬堀台住宅で大規模修繕工事の現場見学
会を行った。馬堀台住宅管理組合にとって、3回目の大規模
修繕工事。今回の見学会では、経年劣化した玄関ドア、窓サ
ッシ、ベランダ手摺りなど交換工事を主に見学した。
見学に先立ち、管理組合の修繕委員会から工事の取り組み

事例で学ぶ　工事見学会
玄関ドア・窓サッシ交換工事を含む
３回目の大規模修繕

研修会、相談会は毎月第2土曜日
（13時30分～）にヴェルクよこす
かで開催している

体制や広報活動などについての説明と設計・監理を担当した
英綜合企画設計、施工会社の東急コミュニティーから概略説
明を受けた。
横須賀市内の管理組合はもちろん、横浜、東京などから熱

心な組合役員約60人が参加。3班に分かれ現場を見学したが、
特に居室内からの窓サッシやベランダ手すりなど、他のマン
ションの状況はなかなか見られない部分であり、その交換事
例が見学できて、たいへん有意義であった。
○工事概要
建 物 概 要：ＲＣ造、5階建て、22棟、510戸
築 　 　 年：32年
設計・監理：㈱英綜合企画設計（神管ネット、浜管ネット、

川管ネット、よこ管ネット、湘管ネット会員）
施 　 　 工：㈱東急コミュニティー（神管ネット、浜管ネ

ット、川管ネット、よこ管ネット会員）
工 事 項 目：躯体改修など一般的な大規模修繕のほか、窓

サッシ交換、玄関ドア交換（カバー工法）、物
置交換（各戸ベランダに１戸）など

工 事 費 用：約10億円
工 事 期 間：平成19年8月～20年6月の約9カ月間
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湘管ネット湘管ネット

3月16日、藤沢産業センター8階ラウンジで、マンション
管理セミナーを開いた。テーマをハード面とソフト面に分け、
1部では、国土交通省国土技術政策総合研究所・住環境計画
研究室室長の長谷川洋博士による「マンション管理組合のた
めの『よくわかる耐震改修』」、2部では、横浜マリン法律事
務所の石川恵美子弁護士による「マンションに関わる『裁判
事例』」の各講演を行った。

マンション管理セミナー
耐震改修、マンション判例について

3 16／

石川弁護士は、「最近はカラオケ騒音問題が増えている」と指摘。「仲良く
暮らしていくにはどうしたらよいのかを考えてほしい」と参加者に投げか
けていた

反対者5人―。

1998年建替え決議総会。計画は、流れた。管理組合

は「全員合意を大条件」に建替えを進めていた。それが

ついに叶わなかったのだ。

「工事差し止めが怖かった」と、当時を振り返るのは1

回目の建替え委員を務めた江
え

波
ば

戸
と

威
い

津
つ

雄
お

さん。

万一、反対者の意向を振り切って建替え工事を強行し

ても、建替え決議の瑕疵（かし）などを理由に、裁判所

に工事差し止めの仮処分を申請されるかもしれない。そ

うなれば、工事はストップ。事業の行方がわからなくな

ったまま、仮住まいの費用がかさみ、住民関係が泥沼状

態に陥る可能性もある。

「とにかく全員合意を目指してやっていた。それがダ

メだったのだから、建替えなんてもう当分できないだろ

う、と。当時は、そんながっくりきた雰囲気がみんなに

あった」

反対の大きな理由は、最低でも1,000万円以上の費用

負担。住民の高齢化も要因だった。

ただし、これまで計画的な修繕を行ってきたわけでは

ない。外壁の崩落、爆裂、汚れがひどく、水漏れ、赤水

など、住環境の劣悪さはどんどん進行していた。

道路公団やNTTなどが所有する、社宅が30戸を数え

るが、住み手がなくなり、空き室が目立つようになった。

スラム化の一歩手前―誰の目にもそう見えた。

そんなころ、時代は、マンション建替え円滑化法施行、

区分所有法改正という流れに移行していく。（つづく）
（取材協力：浜管ネット監事・野毛山住宅建替組合副理事長／江波
戸威津雄氏）

分譲以来、計画的な修繕は行われず、空き室もどんどん増えていった

旧野毛山住宅の概要
昭和31年（1956）年竣工
5棟・5階建て・120戸
敷地面積　6,345.18㎡
延床面積　5,207㎡
専有面積　39～48㎡
自主管理

①
全4回

横浜・野毛山住宅の軌跡横浜・野毛山住宅の軌跡

流れた計画、スラム化の手前



9

K
an
ag
aw
a M
an
sion
 N
etw
ork

給水管ライニングなど、主にマンションの水回り

設備改修工事を手がけていた、日本リフォーム株式

会社（東京・千代田区、上岡進社長、資本金

5,000万円）が今年1月、事業を停止し、自己破産

した。

これから大規模な工事を計画している管理組合に

とって、工事会社の倒産は他人事ではない。書類審

査やヒアリングなど、慎重に業者選定をするのは、

良い工事はもちろん、アフターメンテナンスなど、

長くつき合っていける会社を選ぶためでもあるから

だ。

◇

工事の途中で元請け会社が倒産すると、どうなる

のか。外壁工事だと足場が組まれたまま、養生シー

トが設置されたままという状態である。水回り工事

では、給水や排水などが使えなくなり、生活に支障

を来たすことさえ考えられる。

このため、工事完成保証人の設定を見積もり参加

条件に盛り込むというリスク回避の方法がある。万

一元請け会社が倒産しても、工事に責任を持つこと

ができる代わりの会社を保証人としなさい、という

意味である。「施工会社と同等規模以上の工事保証

人がつけられること」―近年、業界紙などの公募で

みられる、見積もり参加への条件は、そんな風に書

かれている。「同等規模」とは、資本金や売上高な

どのことだ。

日本リフォームの件でも、工事完成保証人をつけ

ていたがために、工事途中の倒産という目にあって

も、工事完成までこぎつけた管理組合の例があった。

◇　◇

工事完成保証とは別に、「工事履行保証」という

保証人の立て方もある。履行保証とは、工事完成後

の施工保証まで含まれるもので、防水工事など契約

書に保証期間10年とあれば、10年間の保証責任が

つくことになる。

ただし、工事会社からみると、10年もの間、施

工保証の責任がついて回る履行保証人は避けたい。

管理組合からも、あまり無理に押し付けると、どこ

かでバランスが崩れることになる。

「履行保証は、絶対大丈夫だと信用できる会社と

しかつき合えない。相手も同じ。ライバル会社でそ

んなやりとりをするのだから、談合の温床につなが

るシステムだと思う」という声が専門業者の中にも

あるほどである。

◇　◇　◇

約500の専門業者で構成される、全国マスチッ

ク事業協同組合連合会では、連合会の事業として工

事完成保証、ここでいう履行保証に当たる「長期性

能保証」を制度化している。工事契約書の保証人に

は協同組合がなつ印し、元請け会社が倒産した場合

などには組合員が納付する保証金が当てられる。

顧客からの支払いは工事完成後の一括払いが条件

で、工事完成保証は工事費の0.1％、長期性能保証

は同1％を手数料として、工事契約時に協同組合に

支払う必要がある。

この制度の利用は、工事費の中に組み込まれてい

る費用でない支出について、管理組合が理解できる

のかが課題といえるだろう。

◇　◇

元請け会社の倒産による保証を求めることは、管

理組合の危機管理、あるいは対策であって、工事を

請ける側が望んで差し出すものではない。

とはいえ、各工事会社も完成保証に対する準備は

あるようで、完成保証人を立てておけば、工事が途

中で放り出される心配はなくなるといえよう。

管理組合にとって、もっとも痛い被害といえるの

は、倒産した元請け会社への過払いだ。しかし、こ

れは支払いを「出来高払い」とすれば、過大な損害

は免れられる。着手金、中間金、残代金の3回払い

は、よく行われている方法である。支払い条件でリ

スク回避という管理組合も少なくない。

ただ、出来高払いは、工事が仕様どおりにきちん

と行われているかの見極めが肝心。倒産し場合に他

の業者をどのように探すのかということもある。こ

こは、コンサルタントの役割と責任に期待したい部

分である。

もし元請け工事会社が倒産したら…
管理組合はどういう対策が必要？
もし元請け工事会社が倒産したら…
管理組合はどういう対策が必要？
もし元請け工事会社が倒産したら…
管理組合はどういう対策が必要？
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■ 計画修繕周期とは
●周期設定の際のポイント
表─計画修繕対象項目と修繕周期の目安─参照
建物を構成している建築・設備部材の耐用年数は、5～6年

のものから30年を超えるものまであり、これらの修繕工事が
一巡するのは35～40年間と考えられる。修繕周期は各部材の
修繕のサイクル（繰り返し行われるもの）を決めたもので、修
繕項目の設定と同時に長期修繕計画の基本となるものである。
現在の傷みの状況や修繕の方法、部材の耐用年数を考慮しな

がら実施する年度を設定する。また、周期（実施時期）は確定した
ものではなく、あくまで一つの目安であり、特に、大規模修繕実施
の際には、準備段階で調査し内容を再検討することが望まれる。
☆修繕周期の集約
修繕工事は住まいながらの工事となるため頻繁に工事が行

われるのは問題で、また、工事に際しては足場が必要なもの
もある。大規模修繕工事の際に関連する工事（特に外壁廻
り・屋上廻り）を同時に実施すれば、工事の手間や材料費、
経費などにスケールメリットが生まれコストダウンを計るこ
とができ、この考えを「修繕周期の集約」といっている。

一級建築士、浜管ネッ

ト常務理事・建築等技

術者部会長

―執筆者紹介―

田辺邦男氏

■ 修繕工事費の算出
●ステップ－5
修繕周期の設定と工事費の算出は長期修繕計画の2本の柱、

特に、工事費算出は工事内容（仕様の設定）とも直接関連し、
修繕積立金にも大きく影響する。これらの一連の作業は専門
家の仕事となるが、概要を理解しておくことが大切である。
☆工事費の算出には次の二つの方法がある
＊積算法：工事項目（部位）別に図面や過去の修繕記録より
数量を算出、これに仕様別に設定した工事単価を掛け合わ
せて修繕工事費を算出する一般的な手法。精度が高いもの
が必要な場合に用いる。
＊概算法：具体的な数量算出は行わず、工事別戸当たり単価
より全体の工事費を設定するもの。作業費用が軽減され、
大まかな費用算出の場合に用いる。
これら二つの手法の使いわけもある。一般的には積算法を

用いるが、予測のつかない20数年先の工事内容をあまり具
体化しても現実的でない。当面の資金計画の根拠とするもの
では精度の高いものとし、将来、更に検討を加えるものは大
まかな計画とするものである。
※参考資料「長期修繕計画作成・見直しマニュアル．21、
22P」（（財）マンション管理センター発行）
☆年度別修繕費支出と修繕費総額
「工事項目・工事種目」別に工事費を算出したものを修繕

周期の実施年度に入れ、年度別に工事費を集計したものが、
その年度の修繕費総額となる。更に、これを計画期間内で累
積したものが「総修繕費」となりこれが修繕積立金の設定根
拠となる。

■ 修繕費収支のシュミレーションと提案
●ステップ－6
長期修繕計画の策定期間内で、年度別に支出額を出すこと

で「いつの時期に、どの程度の資金が必要か」の目安ができ、
更に期間内の「総修繕費」に対して収支計画をたてることが
できる。将来の積立金の過不足状況を把握し、不足する場合
はそれへの対応が必要となる。工事内容や実施時期、積立金
の値上げ、不足時点での借入れ等があるが、基本的には積立
金収支のバランスをとる提案が望まれる。しかし、一方で計
画内容に無理がある場合には、再度「ステップ－5」の内容

修繕周期の集約が
なされていないもの

＊前述の周期の集約が整理されていないもの、例えば鉄
部塗装を5年周期としたものでは5・10・15年とな
るが、一方で外壁改修を12年で設定すると、この前
後に鉄部塗装が組み込まれ、関連工事が別々に頻繁に
行われる問題が出る。足場架設の関連、工事の経済性
や日常生活への影響の視点が欠けている。

工事箇所の仕様による
適切な周期の設定が必要

＊これもよく見られる間違いの一つ。例えば屋根防水には
露出のものとコンクリート押さえ層のあるものがあり、
両者の耐用はかなり異なる。また、ルーフバルコニーと
通常のバルコニーでも仕様が異なる。ルーフバルコニー
は押さえ層があり、バルコニーは一般にウレタン防水、
当然、耐用年数や修繕周期も異なるため、同時に両者を
行う周期設定には問題があり、費用面でもかなり異なる。

ここに
注意
ここに
注意

ここに
注意
ここに
注意

同じ部位でも経年により
仕様が変わるものもある

＊通常25年間以上の計画期間の中には2回の大規模修
繕工事が組み込まれる。外壁関係では1、2回目は同
仕様で計画されるものが多いが、屋根や鉄部・金物類
（外壁廻りの金物類、バルコニー手摺、玄関扉等）は
仕様変更も多い。塗装の繰り返しから交換へ、また、
グレードアップもある。特に設備関係では技術の進歩
によりシステムが変わることもある。経年による見直
しの際にはこれらの要素を十分に検討し資金計画を組
むことが必要、当然、工事費も大きく変わってくる。
工事の仕様が変わった時は資金計画のチェックも欠か
せない。

ここに
注意
ここに
注意

長期修繕計画の問題点とチェックポイント③
─ 目標は「マンション長命化」─
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を見直すことも必要となる。収支計画は表・図などでわかり
易い方法とすることが必要。また、表のみでは内容が理解で
きないこともあり、報告書には計画内容をわかり易く説明し
たものを付け加えることが望まれる。
※参考資料「長期修繕計画作成・見直しマニュアル23～
25P」（（財）マンション管理センター発行）

■ 見直しによりマンションの長命化を図る
長期修繕計画を有効に活用するためには、内容の見直しは

欠かせない。一般的に20～35年目の間が最も修繕費支出が

多く、資金計画への配慮が必要な時期となる。大規模な修繕
工事が重なる（2回目の外壁・屋根防水、給排水設備、EV更
新等）この時期では、工事内容、実施時期、資金計画を併せ
て検討することが必要で、2回、3回目の見直し時の早い時
期より検討することが望まれる。長期修繕計画は常にマンシ
ョンの実状に即したものとしておくことが重要で、適切な時
期に、的確な修繕（改修）工事を行っていくこと、そのため
の資金計画を策定しておくことが「マンションの長命化」を
図る最終目標につながることになる。

表─ 計画修繕項目と修繕周期の目安 ─



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。

央よこ浜神

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28年間の歩み、1094管理組
合・5225棟・180610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

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

株式会社ピーテック

横須賀市平作1-7-19
蕁046-853-6545
蕭046-852-3343
http://www.ptec.co.jp

防水や塗装のトラブル・外壁
改修で悩んでいませんか？小
さなことでもお気軽にご相談
ください。大正14年創業。神
奈川の皆さまに育てられたピ
ーテックがお役に立ちます。

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
蕭044-211-1597
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

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

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

央浜

よこ浜よこ浜

川浜

浜

●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

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



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。

企 業 名 所 在 地 P R

金融・保険

設備機器販売

株式会社日本ネット
ワークヴィジョン

セキュリティ事業部
東京都新宿区西新宿3-8-3
蕁03-5333-6570
蕭03-5333-6500
camera@nnv.co.jp
http://www.nnv.co.jp

防犯カメラの提案から設計、施工、
保守に至るまで、自社一貫体制で
地域の皆さまに貢献しておりま
す。防犯カメラ設置のご相談から
防犯相談まで、何でもお任せ下さ
い。日本防犯設備協会、神奈川県
防犯設備士協会会員

浜

企 業 名 所 在 地 P R

設備機器販売

よこ浜

湘よこ川浜

13

K
an
ag
aw
a M
an
sion
 N
etw
ork

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。

企 業 名 所 在 地 P R

給・排水設備改修

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

よこ浜神

央浜

給・排水設備改修

京浜管鉄工業
株式会社

東京都新宿区若葉1-12-5
蕁03-3358-4873
蕭03-3358-4876
http://www.keihin-se.com
keihin-se@keihin-se.com

設備工事の55年にわたる経
験により培った技術力を生
かし、ご満足いただける工
事を提供させていただきま
す。

よこ浜

央浜

浜神

相次ぐ管理組合資金の横領、第三者による会計監査の必要も
―あるネットワーク役員のひとりごと―

元理事長が、住宅金融支援機構の共用部分リフォームローンを
管理組合に無断で借りて約1,300万円をだましとっていた事件
で、管理組合の賠償責任を認めた判決が昨年11月、東京地裁であ
った。
3月には、大手管理会社の元社員が、担当する19管理組合の資

金約8,000万円を横領していたことが発覚。管理会社は被害額を
弁済したが、1社員が8年間もにわたり着服を続けていた事件は、
業界に波紋を呼んでいる。
近年、管理組合資金の着服・横領事件が目立つ。その多くは管

理組合内部の犯行で、不正な引き出しは、数年にわたり何十回と
繰り返されている。銀行通帳、会計帳簿の改ざんは常套手段で、
金額が千万単位に膨れ上がってから発覚するケースも少なくない。

◇
不正を見過ごす大きな原因のひとつは、監査を行う役員の輪番

制にある。毎年交代する監事の多くは、会計監査の意見すら言う

ことはない。よく確かめもせずに判を押す、形だけの監査になっ
ているのが一般的だ。
管理会社社員の不正であれば、管理会社が弁償するので、金銭

的な面での取り返しはできる。しかし、プロとしての管理会社に
会計業務を委託しているのだから、素人が会計を行うより安心と
いう見方はできない。
不祥事が起きた場合、監査した管理組合の責任を問われない保

証があるだろうか。監事個人の責任が問われないとも限らない。
管理会社が事件を起こすことを考えると、その監査をアマチュ

アで輪番制の住民が行うということ自体が、そもそもバランスが
よいものといえないだろう。

◇
だれを信用するかしないかの問題ではない。経理の安全性を保

つためには、専門家である会計士など、第三者の外部監査が必要
になってきているのではないだろうか。

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

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。

よこ浜

給・排水設備改修

フジクス株式会社

川崎市川崎区貝塚1-8-2
蕁044-245-0822
蕭044-245-0824
jetmen@fujiks.com
http://www.fujiks.com

年間30万世帯もの実績を
持つ、排水管洗浄の専門
業者です。建物ごとに綿
密な事前調査を行い、洗
浄計画をご提案します。

川
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会員

マンシ
ョョン

紹介介

Ｎ Ｐ Ｏ
よ こ 管 ネ ット
正 会 員

よこすか海辺ニュータウン
かがやきの街管理組合

機械式駐車場をメーンとする2回目の鉄部塗装工事に
取りかかる際、近隣マンションの工事を見学した。そこ
で、見学会を主催する管理組合の人から「自分たちが主
体となって工事をやってみたら？」という言葉をもらっ
た。
4年前に行った前回の工事は、すべて管理会社にお任

せ状態。今回も管理会社からまったく同じ工事仕様が提
示され、業者も管理会社からの推薦だった。
「外部から助言を得て、はじめていろいろな工事方法、
工事業者があるのだとわかった」と理事長。情報の大切
さを痛感し、予定の鉄部塗装工事を凍結して、セミナー
参加や書籍などで勉強を開始。よこ管ネットにも加入した。
2007年9月、長期修繕委員会を設置。予定の工事は、

改めて委員会が中心となって仕様書の作成を開始するこ
とになった。
ところが、ここで各種の図面がないことに気づいた。

竣工がマンション管理適正化法施行以前だからといっ
て、保管されていないのはおかしい。施工の瑕疵保証書
もアフター保証書も見当たらない。
管理会社に問い合わせながら探していくうちに、倉庫

の中から保証書や竣工図書のいくつかがバラバラと出て
きた。さらに管理事務所から「引渡し書類一覧」が出て
きて、確かめていくと、あるものとないものがあるなど、
業者のずさんな対応が見えてきた。
現在は、最低でも法律にある図書（表参照）をそろえ

るよう、分譲会社に追求中だ。
一方、鉄部塗装工事は、予算の3分の2で3月に完成。

長期修繕計画の資金面にも余裕ができ、自分たちが主体
となって事業を行うことの意味を実感した。この成果に

図面がない？
ずさんな業者対応きっかけに
「管理組合が形になってきた」

DA T A

■マンションデータ

築8年・201戸・2棟・14階建て

建物構造 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥SRC造
敷地面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8746.03㎡
建築面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3846.69㎡
管理費の戸当たり㎡単価 ‥‥‥165円
修繕積立金の戸当たり㎡単価 ‥130円
駐車場充足率（総台数÷総戸数）‥100%（201台分）
駐車場の月額使用料 ‥‥‥‥‥屋外平置き7,000円、自

走式1階8,000円、自走
式2階7,000円、機械式
5,000円

駐輪場の月額使用料 ‥‥‥‥‥自転車1,200円／年（ラ
ック式）、バイク9,600
円／年

分譲業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥㈱リクルートコスモス
建設業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥木内建設等JV3社
管理会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥㈱コスモスライフ
管理員の勤務形態 ‥‥‥‥‥‥通勤・2人体制
理事会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥月１回
メンバー構成 ‥‥‥‥‥‥‥‥理事16人・監事2人
任期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1年交代・輪番制

よって、修繕委員会は、大規模修繕工事を予定する
2011年まで継続することが決まった。標準管理規約に
合わせた規約改正委員会の立ち上げも検討している。
今後について理事長は、「誰が理事になっても同じこ

とができる運営体制の構築を目指していきたい」と話し
ている。
「マンションはみんなの保有財産なのだから、自分た
ちで管理するもの。うちも、やっと本来の管理組合の形
になってきたのではないかと思う」。外へ目を向け、情
報を得ることで、自分たちの管理組合を客観的にみてみ
る。そこから得られるものは、小さくないはずである。

マンション管理適正化法施行規則で定められた
建物・附属施設に関する図書

①付近見取図
②配置図
③仕様書（仕上げ表を含む）
④各階平面図
⑤2面以上の立面図
⑥断面図又は矩計図（かなばかりず＝建物の一部を切
断して、各部の寸法、仕上がり、部材の寸法等を細
かく記入した図面＊）
⑦基礎伏図（ふせず＝一般の平面図では書き表せない
構造的な組みかたを表した平面図＊）
⑧各階床伏図
⑨小屋伏図
⑩構造詳細図
⑪構造計算書

＊建築用語大辞典より
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定期総会案内

イベント情報 ■■

○神管ネット（蕁045・201・2422）
第10回
日　　時：6月22日（日）14時～15時（予定）
懇 親 会：15時～16時30分
会　　場：相生本店
○浜管ネット（蕁045・911・6541）
第14回
日　　時：6月7日（土）13時30分～14時30分
記念講演：14時30分～15時30分
懇 親 会：16時～17時30分
会　　場：ハウスクエア横浜4Ｆセミナールーム
○川管ネット（蕁044・222・5136）
第8回
日　　時：5月31日（日）14時～15時（予定）
懇 親 会：15時～16時30分
会　　場：川崎国際交流センター第4、5会議室

○よこ管ネット（蕁046・824・8133）
第6回
日　　時：6月8日（日）13時30分～14時30分（予定）
懇 親 会：15時～16時30分
会　　場：ヴェルクよこすか6階第1会議室
○相管ネット（蕁042・855・0555）
第4回
日　　時：6月下旬予定
会　　場：未定
○湘管ネット（蕁0466・81・5949）
第2回
日　　時：6月21日（土）13時30分～14時30分
交 流 会：14時40分～15時40分
会　　場：藤沢産業センター7階ミーティングルーム2
○かながわ県央ネット（蕁046・233・3844）
第2回
日　　時：6月15日（土）14時～16時
交 流 会：16時～17時
会　　場：プロミティあつぎ8階ＡＢ会議室

浜管ネット 蕁045-911-6541

技術者部会・専門業部会合同セミナー
プロから学ぶマンション大規模修繕工事！
日　時：5月24日（土）14時～16時30分
場　所：ハウスクエア横浜4ＦセミナーB

（市営地下鉄中川駅徒歩2分）
今回のセミナーは、大規模修繕工事への取り組み方や

トラブル事例等を施工会社の立場から、近年の環境に配
慮した大規模修繕工事の仕様等を塗料メーカーの立場か
ら、講演する。
講　師：建装工業㈱・井上幸雄氏

エスケー化研㈱・小寺　努氏
参加費：会員無料、非会員1,000円（資料代）

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
okd-arc@mist.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

新 会 員 紹 介

厚木リバーハイツ
住 宅 管 理 組 合 県央ネット 3 108 1982

秦野南が丘さつき東
住宅団地管理組合法人 県央ネット 21 620 1982

名　称
◆ 正 会 員

加入ネット 棟数 戸数 竣工年

株 式 会 社
シ ー ラ イ フ 川管ネット 給排水設備

改修 ── ──

名　称
◆ 賛助会員

加入ネット 業種 資本金 設立年
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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://www1.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

編 集 後 記
今春、近所の小学校を卒業した児童約100人の「将来

なりたい職業」を目にする機会があった。男子は野球や
サッカー選手、女子は歌手やピアニストなど、定番は定
番として、ゲームのシナリオライターやトリマーなど、
昔はなかった職業も数々見受けられた。「料理店を持つ」
が男子で、弁護士やジャーナリストが女子に集中してい
たことにも、時代を感じた。「超高級マンションの建築家」
も1人いて、苦笑した。「超高級」じゃなくてもいい
のに…（Ｙ）

浜管ネット

133組合

30,270戸

川管ネット

34組合

4,777戸

よこ管ネット

48組合

8,710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

11組合

2,586戸

41組合

8,209戸

合　計

315組合

57,769戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成20年3月31日現在

日 住 協
神奈川県支部

140019

横浜市中区本町2-10 横浜大栄ビル8階  Tel.045-227-8231

新 会 員 募 集

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。


