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C O N T E N T S

特定非営利活動法人湘南マンション管理組合ネッ
トワーク（略称NPO湘管ネット）は、平成18年5
月15日に神奈川県知事の認証を得てNPOとしての
活動を開始した。
気候温暖で四季を通じて多くの来訪客で賑わう藤

沢市、鎌倉市、平塚市、茅ヶ崎市、小田原市の5市
を主な活動の拠点とする。
湘南地域のマンションには、高経年のマンション

が比較的少ないこと等、他の地域にはない幾つかの
特性がある。毎月2回、土曜日の18時から藤沢市
役所などで行っているセミナーや相談会等に参加さ

れた方々の話を聞いていると、多くの支援ニーズがあることに気づく。
地域性を含めたマンション管理の問題を今後の課題ととらえつつ引き続き、

管理組合への支援には誠心誠意応えていきたいと考えている。
また湘南地域でも、現役を退いた元気で人生経験豊かなマンション居住者が

多くなってきている。今後こうした方々が積極的にマンション管理の適正化に
かかわっていけるような環境づくりをもあわせて行っていきたい。
最後に、今後のNPO湘管ネットの諸活動は、統括団体であるNPO神管ネッ

ト及び傘下の地域ネットのご協力をいただきながら、管理組合が持つ諸課題の
解決に向けて精一杯の支援活動を行っていきたいと考えている。

昨年秋の全国マンション管理組合連合会（全管連・穐山精吾会長）代表者会
議が設置したマンションの省エネ・再生研究委員会が、この程「マンション再
生基本法（仮称）」をまとめ、本年4月の代表者会議を経て、広く関係機関あ
てに提言することにした。
原則として全ての既存マンションが対象。長寿命化と時代のニーズに合わせ

てそれぞれのマンション事情に合った省エネ・再生（改善）を目的とし、それ
らに国や自治体が住宅政策として支援するよう求めている。
新築・建替えにより住宅水準を向上させてきたこれまでの住宅政策を根本か

ら見直し、ストックのより長寿命化を図り、かつそれぞれに見合った再生をす
ることで、CO2の排出防止と現環境を保全することを目的としている（詳細は
次号掲載予定）。
第60回全管連代表者会議は4月19日9:00～16:30、名古屋市中区の東照

ビル1Ｆ大会議室で行う。
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NPO湘管ネット  ●二宮博敏会長
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浜管ネット・山本育三会長はことあるごとに「省CO2時代を迎えようとしている今日、必ずしも建

替えだけが再生の目標ではない」と話す。マンションストックが全国で550万戸を超える中、築30年

超のマンションは平成23年には100万戸になると見込まれている。省CO2化が求められる環境と老朽

化するマンション。現在のマンション再生と行政の取り組みをまとめてみた。

国土交通省はマンション等安心居住推進事業につい

て、平成22年度の募集を開始した。

管理組合を対象とするのは「管理組合等の取組みの支

援に係る事業」で、秬管理の適正化を図るマンション秡

第三者管理者方式に取り組むマンション秣老朽マンショ

ン稈団地型マンションへの取り組みを支援する。21年

度は76件の応募申請中、36件が採択された。

補助金の限度額は500万円。応募期間は平成22年3

月5日～5月26日。選定結果は6月末頃に全応募団体に

通知する。

事業の詳細及び応募書類については、下記の通り。

国土交通省住宅局ホームページ

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/

house/torikumi/manseimodel22.htm

国土交通省住宅局マンション政策室

蕁03-5253-8111 （内線39-684）

マンション等安心居住推進事業
国土交通省が募集開始　5／26まで

環境省から1.4億円の補助を受けてサッシ・ガラス交

換等の省エネ改修工事を行ったマボリシーハイツ第三期

管理組合（よこ管ネット正会員・築33年・22棟・596

戸）が2月14日、ストップ温暖化「一村一品」大作戦全

国大会において神奈川県代表として発表・展示・デスカ

ッションに参加。596世帯の合意形成までの取り組みが

高く評価され、審査員特別賞である「住民合意の力賞」

に選ばれた。

同大会は環境省、都道府県地球温暖化防止活動推進セ

ンター、全国地球温暖化防止活動推進センターによる3

ヵ年事業で、今回が3年目で最後の全国大会。マンショ

ン管理組合としては47都道府県で唯一の代表だった。

マボリシーハイツ第三期管理組合は昨年10月、「マン

ション省エネ改修としては過去最大」などの理由で国土

交通大臣表彰も受けている。

表彰を受けた理事らは2度目の晴れ舞台もさることな

がら、「住民の皆さんから今までと同じ生活なのに電気

マボリシーハイツが2度目の表彰

代、灯油代が少なくなったという評価を受けていること

がうれしい」と話している。

マボリシーハイツ第三期管理組合が環境省から補助を

受けた「地域協議会民生用機器導入促進事業」は現在、

「地域連携家庭・業務部門温暖化対策導入推進事業」に

おける「（1）地域の特徴的温暖化対策機器普及促進事業」

として、先進的な再生可能エネルギー・省エネルギー機

器を地域で導入する取り組みを支援する。

補助対象者は管理組合等を含む民間事業者などある

が、地球温暖化対策地域協議会が事業のとりまとめなど

の役割をする。

環境省の補助額は総事業費の1／3が上限。平成22年

度予算は3.3億円。

詳しくは下記まで。

平成22年度エネルギー対策特別会計における補

助・委託・交付金事業（パンフレット）

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/

biz_local/22pamph/1.pdf

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課

環境省
温暖化対策導入推進事業

表彰式に参加した現役役員と改
修工事当時の役員。右は表彰状

REPORT
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国土交通省、経済産業省、環境省は3省合同事業で、

エコリフォームをした場合などにいろいろな商品等と交

換可能なポイントを取得できる住宅版エコポイント制度

を創設。3月8日から申請受付を開始した。対象期間は

12月31日までに着工した物件。

リフォームの場合は改修箇所ごとにポイントが加算さ

れ、1戸最大30万ポイントを得られる。

蜷エコポイントの対象リフォーム

○窓の断熱改修

・ガラス交換・内窓の新設・外窓の交換

○外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

○上記のいずれかと同時に行うバリアフリー改修

蜷エコポイント交換商品

○省エネ・環境配慮型の商品や公共交通機関のプリペイ

ドカード、全国で使える商品券（商品の提供事業者が

環境寄付を行うなど環境配慮型のもの）、地域振興に

資する地域商品券や地域産品など

※管理組合がエコポイントを取得する場合、即時交換

制度によって、同時進行中の工事の代金支払いに当

てることができるものもある。また、窓の断熱改修

など各戸が対象となる工事を管理組合主導で行った

場合は、管理組合の判断で商品券やプリペイドカー

ドなどを各戸に振り分けることもできる

住宅版エコポイント制度スタート

国土交通省の外郭団体である独立行政法人建築研究所

が省エネ・省CO2への取り組みについて先導性に優れた

提案を評価し、採択する事業。平成22年度第1回公募は

4月9日締め切り。第2回は8月以降の募集予定。

◆住宅・建築物省CO2先導事業

住宅の提案については、住宅版エコポイント制度にお

ける省エネ対策を超えて、より先導性の高い多様な省エ

ネ・省CO2への取り組みを実施するプロジェクトを対象

国土交通省
住宅・建築物省CO2先導事業

とする。

（対象事業例）

・居住者の省CO2意識の向上や省CO2行動を誘発する取

り組みや仕組み

・共同住宅の共用設備における先導的な省エネ対策、な

ど

（補助額）

下記①～④の合計の1／2以内の額

①先導的な省CO2建築構造、建築設備等にかかる設計費

②先導的な省CO2技術にかかる建設工事費③マネジメン

トシステム整備の場合にかかる費用④技術の検証費

提案されたプロジェクトの内容については、学識経験

者からなる住宅・建築物省CO2先導事業評価委員会の評

価に基づき予算の範囲内で、国土交通省が事業の採択を

決定する。

◆建築物省エネ改修推進事業

プロジェクトによっては、先導性等の観点で事業の採

択基準には至らないものを「建築物省エネ改修推進事業」

にて採択することもあるが現在、「住宅（共同住宅・戸

建住宅）」の募集は休止している。

※湘南鷹取台マンション管理組合（よこ管ネット正会員）

は昨年、建築物省エネ改修推進事業に採択され、約

5,000万円の補助を受ける省エネサッシ改修を実施し

た（弊紙12号14p参照）

※エクセル横山台管理組合（相管ネット正会員）は外壁

外断熱、断熱サッシ、断熱玄関ドアへの改修工事で、

同事業の補助対象に採択された（弊紙12号9p参照）

問い合わせはFAXまたはメールにて下記まで。

(独）建築研究所

住宅・建築物省CO2先導事業評価室（連絡室）内

建築物省エネ改修推進事業担当

蕭03-3222-7882

メール：kaishu@kenken.go.jp

HP：http://www.kenken.go.jp/shouco2/

4月10日、浜管ネットが
トステム㈱のショールーム
東京で行った「省エネ建具
改修の費用と効果　実例紹
介と体験セミナー」の様子。
住宅版エコポイントの説明
もあった

省エネサッシ改修工事で、現在は休止の建築物省エネ改修推進事
業に採択された湘南鷹取台マンション

外断熱改修工事で、事業に採択された相模原のエクセル横山台



マンション関連

（般社）マンション計画修繕

施工協会（MKS）は3月1日、

MKS計画修繕工事保証システ

ムをリニューアルスタートさせ

た。

同保証システムは、MKSが

保証審査を行う会員社の工事完

成保証と、MKSが取次店とな

りハウスプラス住宅保証㈱との

契約となる大規模修繕工事かし

保険のセット商品。

また、MKSは21年度の国土

交通省「マンション等居住安心推進事業」の採択事業と

して、A4判冊子『マンション大規模修繕施工管理チェ

ックポイントマニュアル』を刊行した。

マニュアルは下のアドレスで見ることができる。

http://www.mks-as.net/pdf/

2010-02-01/checkpoint-manual.pdf

かし保険等の問い合わせは下記まで。

蕁03-5512-2798

E-Mail: info@mks-as.net

MKSかし保険、再スタート
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よこ管ネットは横須賀市から19戸以下の小規模マン

ションと平成15年以降に建設された新規マンションの

組合活動や大規模修繕など約60項目からなる実態調査

を受託し、昨年9月から調査を行ったが、このほど調査

結果を小冊子にとりまとめ、横須賀市に報告した。

横須賀市では、平成15年、16年に分譲マンションの

実態調査を行っているが、この時は20戸以上が対象で

あり、小規模については調査をしなかった。今回の調査

で市内マンションほぼ全ての調査を終えた。

この結果、横須賀市には352マンション、総戸数

27,100戸であり、マンション化率（マンション総戸

数÷持家、賃貸も合わせ一般住宅すべて含めた住戸数）

は16.4％であることが分かった。

横須賀市小規模マンション等
実態調査報告書できる

神管ネットが神奈川県から受託した県北部地域（相模

原、綾瀬、伊勢原、海老名、厚木、座間、秦野、大和等）

のマンション実態調査は1,281 のマンションの調査を

神奈川県分譲マンション実態調査
（県北部地域）

川崎市と川崎商工会議所は、市内企業の優れた製品・

技術等を国内外にアピールすることを目的に、毎年「川

崎ものづくりブランド」認定事業を実施している。

今年3月16日、川崎市産業振興会館で行われた第6回

の表彰式で、川管ネット賛助会員のフジクス（竹之内豊

社長）が阿部孝夫・川崎市長より表彰を受けた。

受賞商品は、超高層マンション排水管洗浄技術の「フ

ジジェット工法」。

フジクス㈱　蕁044-245-0822

フジクス「フジジェット工法」
川崎市より表彰

▲阿部市長より表彰される竹之内社長（左）

譛マンション管理センターは

3月10日、『大規模修繕工事専

門委員会運営細則モデル』を発

刊した。A4判85ページ定価

1,000円。登録管理組合・セ

ンター通信購読会員は割引価格

800円（ともに税込み・送料

80円）。

大規模修繕工事の場合は、構

想から工事終了まで2～3年を要することが多く、その

内容も専門的である。理事会が1，2年で交代する管理

組合が一般的であることなどから、工事の実施を円滑に

すすめるためには継続的に従事できる専門委員会の設置

が有意義といえる。こうした観点から本細則モデルが策

定された。

問い合わせ：出版事業部　蕁03-3222-1535

『大規模修繕工事専門委員会運営細
則モデル』発刊

終え、このほど神奈川県に報告書を提出した。この調査

の契約主体は神管ネットであるが、県内の2つのマンシ

ョン管理士会と協同で行ったものである。

▲『マンション大規模修繕施工管理
チェックポイントマニュアル』



● 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

5

K
an
ag
aw
a M
an
sion
 N
etw
ork
 13

相管ネット、住所表示変更
相模原市が4月1日、政令指定都市へ移行するに伴い、

相管ネットの郵便番号、住所表示が変更された。

新住所は下記の通り。電話番号は従来通り（16p参照）。

〒252-0242

神奈川県相模原市中央区横山3-33-6

浜管ネット賛助会員でマンション管理会社の㈱コスモ

スライフは4月1日付で、社名を大和ライフネクスト㈱

に変更した。大和ハウスグループの一員となる。

神奈川県内の総合管理受託物件数は389管理組合

24,319戸（平成21年3月31日現在）。

横浜支社所在地

横浜市神奈川区鶴屋町2-26-2 第4安田ビル6階

蕁045-326-2350

【社名変更】
コスモスライフ→大和ライフネクスト

マンション管理会社で浜管ネットに賛助会員登録をし

ている㈱相鉄企業が今年1月1日付の機構改革により、

マンション管理部門を相鉄グループの㈱相鉄リビングサ

ポートへ承継した。

【機構改革】
相鉄企業→相鉄リビングサポート

第19回日本マンション学会名古屋大会が4月17・18

日、名古屋市千種区の椙山女学園大学・星が丘キャンパ

スで行われた。大会メインシンポジウムは「持続可能な

まちづくりとマンション」をテーマに視点を「まち」に

おき、まちの持続可能性からみたマンションへの期待、

課題、条件を考え、ディスカッションを行った。

基調講演は海道清信・名城大学都市情報学部教授が務

めた。

日本マンション学会事務局（民事法研究会内）

蕁03-5798-7234

4／17・18
日本マンション学会名古屋大会開催

平成21年度国土交通省「マンション等安心居住推進事業

（相談体制の整備等に係る事業）」に神管ネットが代表を務める

CPD事業が採択された。

9月24日を皮切りに1月31日まで全12回のセミナー、工

事見学会、シンポジウムを、マンション管理に携わる相談員、

管理組合役員を対象に行った。

参加者は延べ864人。全12回出席者は9人。12pt.以上の

ポイント取得者は58人だった。

主催者の高尾勝

彦・神管ネット会長

は「何とか無事に修

了式を迎えられた。

講師、参加者の皆様

に深く感謝したいと

思います。今年度も

何らかの形で継続で

きたらよいと思う」

と話している。

神奈川県内の総合管理受託物件数は106管理組合

12,900戸（平成21年3月31日現在）。

本社所在地　横浜市旭区二俣川2-64-4

蕁045-360-0061

▲1月31日最終日はハウスクエア横浜のセミナ
ールームにて。参加者は90人を超えた

▲シンポ終了後は、全出席者、12pt.以上の取得
者への修了式。高尾会長から修了証が渡された

▲1月31日シンポジウムのパネラー

神管ネットCPD制度無事に修了式
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2011年7月の地上デジタル化へ向け、受信障

害対策共聴施設（電波障害対策施設）を持つ管理

組合の受信障害世帯対応の基本的なフローチャー

トを作成。対応後の問題点を「さらなる課題」と

して記載した。

助成制度への問い合わせ

総務省テレビ受信支援センター　ナビダイヤル 0570-093-724

調査の結果、一部受信障害が残る世帯がある
調査の結果、

受信障害世帯がなくなる

管理組合が行う基本的なフローチャート管理組合が行う基本的なフローチャート

受信障害が残る世帯があるかを調査する
○電気工事会社等に調査を依頼して、受信障害世帯の有無を調査する

受信障害が解消する世帯

今後の個別でのデジタル化対応を周知する
○デジタル化によって受信障害が解消される世帯に対
し、管理組合は説明会やチラシで今後は個別対応す
る必要があることを周知する

受信障害が残る世帯

受信障害対策
共聴施設を

デジタル化対応に
改修または新設する

助成金の申請を行う

受信障害対策
共聴施設から

ケーブルテレビへの
切り替え工事を行う

※電波障害対策施設の改修、ケーブル化の助成金申請受付は
　7月30日まで

受信障害対策共聴施設の改修、ケーブル化の助成金

　総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）のHPで
は、受信障害対策共聴施設の施設管理者の対応事例を紹介
している。
　地域住民に対して配布するチラシのサンプルもダウンロ
ードができる。
◆http://digisuppo.jp/index.php/subsidy/buildingshadow/p/2

※地域住民との関係を考え、デジタル化による受信障害の有無に関係なく、地域世帯の受信
をこれまで通り管理組合の責任として対応するケースもある

受信障害世帯の問題が解決したところで、さらに下記の課
題が現れる
○東京電力の電柱に設置した受信障害対策機器のために毎年
支払っている「電柱共架料」を今後も継続するか
○電柱の受信障害対策機器を撤去する場合は、工事費用の捻
出ができるか
デジタル化対応をすれば、今後は電柱の受信障害対策
機器は不要となる
東京のAマンション（6階建て）は約50本の電柱に
受信障害対策機器設置しており、東京電力に「電柱共
架料」を年間約7万円支払っている。撤去工事費用は
50本で約200万円。不要となる費用を払い続けるの
か、撤去か。管理組合は頭を悩ませている。

○受信障害対策のアンテナや受信障害世帯までのケーブルは
そのままにしておくこともできるが、撤去するならその費
用も考慮しなければならない
こうした費用負担は、総務省通達では機器所有者（管
理組合）と受信者（受信障害世帯）との協議によると
している

地デジ放送への問い合わせ

総務省地デジコールセンター　ナビダイヤル 0570-07-0101

電波障害対策施設の対応電波障害対策施設の対応電波障害対策施設の対応

さ ら な る 課 題
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縡先号の税務調査の経過報告
先号で書いた管理組合の経過については、マン

ションが特定してしまうのであまり詳しく書けま

せんが、調査対象を5年から3年に短縮してもら

うとか、経費をいろいろ認めてもらうとか、あれ

これ考えて条件闘争のようなことをしておりま

す。管理組合によって状況は様々なので、ここで

事例を発表するよりも、個別の相談に応じること

にします。

縒 人格なき社団・収益事業（34業種）
「マンション管理組合」の事業はとっくの昔か

ら税金の対象です。

管理組合の法律的な立場は「人格なき社団」。

法人格を取得していれば、マンション管理組合法

人ですが、大多数は法人格を取得していません。

なので一般的にマンション管理組合は「人格な

き社団」と考えていただいて結構です。

ここで、皆さんに理解してもらいたいことは、

「法人格」を取得している管理組合と「人格なき

社団」も法人税という税法の目で見ると、全く同

一の扱いであるという点です（法人税法3条）。

収益事業とは「政令で定める事業」を「継続し

て」かつ「事業場を設けて」営む場合をいいます。

①「政令で定める事業」は34業種で、②「継続

して」とは反復して行うもので、③「事業場を設

けて」は通信販売、移動販売や委託販売も含まれ

ます。

政令で定める事業34業種の中で管理組合の事

業が対象となるのは、外部へ貸し出す場合や来客

者用の駐車場業、屋上看板等広告費の不動産貸付

業、ジュースやたばこなどの自動販売機設置の物

品販売業などです。

税務署から収益事業として約1,000万円課税さ

れた、という管理組合もあります。

2
●税理士・外部監査人　三浦　利彦氏

　　　　　　　　　　　　　（NPO神管ネット監事）

縡先号の税務調査の経過報告

縒人格なき社団・収益事業（34業種）

今 回 の キ ー ワ ー ド

「20階建て以上高さ60ｍ以上の建物」について、マ
ンションリフォーム技術協会の超高層改修分科会（設計
事務所、専門工事業者、メーカー等）が5年間の調査、
検討、討議を重ねた成果をまとめた。
建物の高さ45m以上は枠組み足場の設置が難しいが、

作業性や経済性に劣るゴンドラ足場がいかに作業性を向
上させるかという課題がある。超高層マンションの大規
模修繕工事実例は7件紹介。これ
からのニーズとして先駆者的な一
冊といえる。

超高層マンション改修の手引
─外壁等大規模修繕工事の進め方─

本 の紹介の紹介

著者のマンション大規模修繕研究会は、日本建築家協
会（JIA）メンテナンス部会を中心に大規模修繕工事に
積極的に取り組む若手建築家グループ。
本書はエクスナレッジ社の「世界で一番やさしい」シ

リーズとあって、本物の基礎知識や工事への心得をはじ
めに、大規模修繕の流れ、どんな工事があるのか、また
設備や耐震、グレードアップ工事についても解説。見開
きで、右側にタイトルと文章、左
側は写真／図・表と、わかりやす
い編集・構成で、一般管理組合向
けに仕上がった。

世界で一番やさしい
マンション大規模修繕

─110のキーワードで学ぶ20─

B5判240ページ
定価3,000円＋税

マンション大規模修繕研究会／著
㈱エクスナレッジ／発行

一般書店で発売中

蜷

B5判156ページ
定価3,000円＋税

（般社）マンションリフォーム技術協会技術委員
会・超高層マンション改修分科会／編集
（般社）マンションリフォーム技術協会／発行
※一般書店での取り扱いはありません。
お求めはマンションリフォーム技術協会まで。

【問い合わせ】蕁03-5289-8641

蜷
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浜管ネット・川管ネット浜管ネット・川管ネット

浜管ネットはかながわ県民センターで3月15日、川管ネッ
トはミューザ川崎で3月27日、賛助会員であるグッド保険サ
ービスの伊藤昌弘専務を講師に管理組合保険に関するセミナ
ーを行った。
今年1月1日、大手損保会社が管理組合向けに商品化した

火災保険の料金設定などを大幅に改定した。同じ商品を継続
するだけで保険料が20％値上がりしてしまうケースも出て
くるという。
そこで、大手6社の保険代理店であるグッド保険サービス

が、特定の会社に偏らない見積もりの取り方、付けたほうが
良い保険・付けていても無駄な保険、長期一括契約を利用し
た保険料の節約術などを説明した。

損害保険が大幅改定！？
マンション保険も見直しを

3 15／

浜管ネット、川管ネットと保険の
見直しを説いて回る伊藤専務

横浜・かながわ県民センター

3 27／ 川崎・ミューザ川崎

浜管ネット浜管ネット

2月27日貍、ハウスクエア横浜4FセミナールームBでマン
ション再生シリ－ズの一環として、浜管ネット専門業部会D
グループが技術者部会・専門業部会合同セミナー「マンショ
ンの寿命と大規模修繕工事の変遷」を行った。
講師の先頭に立った田辺邦男・浜管ネット常務理事・技術

者部会部会長が「大規模修繕工事は、1、2回目はもちろん、
3、4回目も当然主要な工事内容や特徴が異なり、修繕項目
が一回りするのは約50～60年かかる」と、その内容や特徴
の変遷をわかりやすく説明。
そうした説明を受けた上で、㈱カシワバラ・コーポレーシ

ョンと㈱一ノ瀬建創がマンションの経年60年間に行われる

マンションの寿命と大規模修繕工事の変遷

2 27／

工事内容や特徴の変遷を話す田辺
技術者部会部会長

駅前商業地に建つ小規模マンションの
大規模修繕工事見学会

3 20／

3月20日貍、エスペランサ中川管理組合が行っている第1
回大規模修繕工事の見学会を行った。
用　　途：共同住宅（住戸：36戸＋店舗：7戸）
建物概要：RC地上7階建て・1棟・住戸36戸＋店舗7戸・

築12年
設計・監理：㈲モア・プランニングオフィス一級建築士事

務所
施　　工：㈱伊勝
工事概要：第1回大規模修繕工事～仮設、躯体回復、外壁

タイル、外壁塗装、防水工事シーリング、鉄部
他塗装、その他建築関連工事

工事期間：平成22年2月～平成22年4月
今回はマンションの立地が駅前商業地のため、隣地や道路

境界線際の足場架設のスペース確保が難しい条件の中での工
事を取り上げた。斜線制限に対する外壁面のセットバック部
分の足場架設など、仮設計画の工夫が工事の大きなポイント
だった。

工事の概略説明は室内で。その後、建物回りを見学。

設備改修シリ－ズ
「給排水配管の更生工事」

3 26／

3月26日貊、かながわ県民センターで「マンション設備改
修シリ－ズ」の一環として、浜管ネット専門業部会設備分科
会セミナー「給排水配管の更生工事」を行った。
当日は浜管ネット技術者部会の伊藤和彦氏が給・排水管や

継ぎ手の材質、配管調査の仕方、修繕委員会の立ち上げ方な
ど、設備改修に関する概略を説明。
続いて、タマガワ㈱が給水管延命対策として電気防食『ラ

スカット工法』、荏原テクノサーブ㈱が給・排水管のライニン
グ工法を説明した。

給・排水管のライニング工法を説
明する荏原テクノサーブ

特徴的な施工事例を紹介。東亞合成㈱と日新工業㈱が建物の
長命化のための新たな材料紹介を行った。
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トステムのショールームを見学
住宅版エコポイントの解説も

4 10／

4月10日、東京・江東区のトステム㈱ショールーム東京で、
実例紹介と体験セミナー「省エネ建具改修の費用と効果」を
行った。
実例紹介では設計事務所の八生建築事務所とトステムが湘

南鷹取台マンションで行ったサッシ、ガラス改修での省エネ
化（弊紙第12号14p参照）について、施工方法と省エネ効
果を説明。さらにトステムからは行政の補助事業、住宅版エ
コポイント（2ページに関連記事）の解説もあった。
ショールームでは、二重サッシのカバー工法や防音・断熱

内窓「インプラス」の実物見学や結露・防音の体験ルームを
回り、実際の工法などを見学した。

セミナー会場では実例やエコポイン
トの説明も

ショールームではカバー工法の体感、
インプラスなどの商品説明を受けた

川管ネット川管ネット

防火・防犯テーマにマンション管理
基礎セミナー

2 27／

2月27日貍、マンションの防火・防犯をテーマに平成21
年度第2回マンション管理基礎セミナーを川崎市総合福祉セ
ンター（エポックなかはら）で行った。当日は125名人が参
加した。
講師は川崎市消防局予防課課長の金子智哉氏と神奈川県警

川崎警察署生活安全課防犯係長の佐藤拓哉氏。「火災から生
命・財産を守る」「犯罪の手口と対策」と、消防と警察それぞ

れの職務から、データや
経験を織り交ぜてわかり
やすく解説してくれた。

消防、警察の職員はともに話し上
手。会場から「もっと続けて」と
いう声があがった佐藤防犯係長

よこ管ネットよこ管ネット

滞納金、管理協力金テーマに
第13回情報交換会

2 27／

2月27日貍、ヴェルクよこすか第4研修室で第13回情報
交換会を行った。参加者は20管理組合25人。
今回は「滞納金　この悩ましいものをどうする？」と「不

在区分所有者の管理協力金」の2つをテーマに取り上げた。
いずれのテーマも最初によこ管ネット役員がミニセミナー的

給水・消化設備改修見学会

3 13／

3月13日貍、よこ管ネット会員のコーエイマンション久里
浜管理組合で行っている共用給水設備・消火設備改修工事の
見学会を行った。
建物概要：SRC10階建・143戸＋14店舗、築32年
工事概要：高架水槽方式から直結増圧給水方式への変更、

共用給水管と消火設備の更新
設計管理：㈱英綜合企画設計
施　　工：建装工業㈱
工事期間：2009年12月～2010年5月

な説明を行い、その後、参加者がそれぞれの組合での取り組
み状況や、今後の方策等について熱心な議論が交わされた。
滞納金問題では管理会社任せにするのではなく、自分たち

の問題として取り組む姿勢が必要であること、そしてやむな
く法的措置を執らざるを得ない場合の手続き面などについて
経験談を踏まえての報告があった。管理協力金では実際に徴
収している組合の例が紹介された。

右側に新設した直結増圧ポンプ、左
側にこれから撤去する旧ポンプ。受
水槽も撤去する

消火ポンプ用補給水槽を屋上に新設。
屋上の防水材改修の際の妨げになら
ないように浮かして設置している

集会所での説明会の様子。写真の説
明者は建装工業の現場代理人

大規模修繕工事セミナー＆
なんでも相談会

3 28／

3月28日、首都圏マンション管理士会神奈川支部とともに
逗子市の後援を受け、逗子文化プラザ市民交流センターでセ
ミナーとマンションなんでも相談会を行った。
セミナー講師はマンション管理士、一級建築施工管理技士

等の資格を持つ細井知英氏（首都圏マンション管理士会神奈
川支部会員）。「大規模修繕工事の特徴、留意点、設計コンサル
タント、施工会社選定手順などの対応策」と題し、管理組合
の理事長とマンション管理士のQ&A方式で表したレジュメに
沿った解説で、とてもユニークで、わかりやすい内容だった。
講演後は管理士やよこ管ネット職員が残り、テーマごとに

相談を受け付けていた。

架空の理事長に質問にマンション
管理士が答える形で講義を進める
細井知英氏



ワンポイント

管理組合基礎講座
第12回

マンションの給水方式は高架（置）水槽方式、加圧給

水方式、高架水槽併用方式、直結増圧方式といった、4

つの方式に大きく分かれている。下図で4方式の特徴と

利点、欠点をまとめてみた。

古い設備を使用している場合は、ポンプの省エネ・省

スペース化などによって給水方式を見直す管理組合も増

えてきている。これから給水設備回りの改修工事を予定

される管理組合は、まずお住まいのマンションの給水方

式を確認することから初めることをお勧めします。

マンションの給水システムと直結方式の採用状況

―執筆者紹介―

株式会社スターテック
一級建築士・工事部長

須藤政一郎氏
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水道本管

制水弁

増圧ポンプ

高架水槽

特徴：水道本管の水を直結増圧給水ポンプで高架水槽へ揚水
し、高架水槽から重力方式で各住戸へ供給する方式

利点：①受水槽を廃止できる
②停電時に高架水槽に溜まった水がなくなるまで断水
しない
③水道本管の断水時等に、高架水槽に溜まった水の給
水が可能

欠点：①高架水槽・ポンプの維持管理が必要
②各階の水圧が一定にならない

③ 高架水槽併用方式

水道本管

制水弁

受水槽

高架水槽

揚水ポンプ

特徴：受水槽へ貯水した水を揚水ポンプで高架水槽へ揚水
し、高架水槽から重力方式で各住戸へ供給する方式

利点：①停電時に高架水槽に溜まった水がなくなるまで断水
しない
②水道本管の断水時等に、受水槽・高架水槽に溜まっ
た水の給水が可能

欠点：①受水槽・高架水槽の維持管理が必要
②各階の水圧が一定にならない

① 高架（置）水槽方式

水道本管

制水弁

増圧ポンプ

特徴：水道本管の水を増圧ポンプにより直接各住戸へ供給す
る方式

利点：①常に衛生的な水が供給される
②受水槽・高架水槽を廃止できる
③居住階に関係なく、適正給水圧力を得られる

欠点：①ポンプの維持管理が必要
②水道本管の断水時等に水がでない
③地震等災害発生時に貯水設備がない

④ 直結増圧給水方式

水道本管

制水弁

受水槽

加 圧
ポンプ

特徴：受水槽へ一旦貯水した水を、加圧給水ポンプによって
直接各住戸へ供給する方式

利点：①高架水槽を廃止できる
②水道本管の断水時等に、受水槽に溜まった水の給水
が可能
③居住階に関係なく、適正給水圧力を得られる

欠点：①受水槽の維持管理が必要
②停電時にポンプが停止し、断水になる

② 加圧給水方式



下記に神奈川県内の水道事業体別の直結増圧給水方式

採用状況を表わした。

近年、水道本管から直接きれいな水を供給できること

から直結増圧給水方式への改修にスポットが当てられて

いる傾向があるが、事業体によって条件が異なるので参

考にしてほしい。

…………………株式会社スターテックの概要…………………
●本社所在地：東京都大田区蒲田3-23-8 蒲田ビル9階　　●蕁：03-3739-8851 蕭：03-5744-6133
●URL：http://star-tech-kamata.co.jp ●E-mail：st100@star-tech-kamata.co.jp
●加入ネット：浜管ネット、かながわ県央ネット
●特色：マンション等の大規模な設備改修工事、配管工事や水道工事の担い手として、数多くの集合住宅設備改修工事に

より蓄積した経験と知識を十分に発揮し、建築設備をリフレッシュして建物における住環境機能の維持向上、資
産価値の保全に誠心誠意取り組んでいる会社です。

11
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神奈川県の主要水道事業体の直結増圧給水方式採用状況

横浜市水道局（ 区 ） 川崎市水道局（ 区 ）

導入時期
引込50A以下 引込75A以上 引込25～50A以下 引込75A以上

対象物件

・日使用水量50ｍ3以下
・ファミリータイプ60戸
以下
・ワンルーム113戸程度

・瞬時最大40裙／ｈ以下
・ファミリータイプ200
程度
・ワンルーム307戸程度
・15階程度

・236Ｌ／min以下
（ファミリータイプ43
戸相当）

適用除外建物
・断水時にも給水が必要とするもの
・一時的に多量の水使用、又は使用量の変動が大きい
場合

・断水時にも給水が必要とするもの
・一時的に多量の水使用、又は使用量の変動が大きい
場合

設置場所 配水支管　管芯から7m以内・地上１階以下 原則建物内の地上2階以下

他方式との併用
直結直圧式との併用可
受水槽式との併用は不可（特例を除く）

直結直圧、受水槽式との併用可
併用する場合の直結直圧は3階まで

高架水槽方式 不可（既存も不可） 可（既存のみ）

・398Ｌ／min以下
（ファミリータイプ93
戸相当）

平成12年10月 平成17年4月 平成11年7月 平成18年4月

神奈川県企業庁水道局※１（横須賀市※2） 座 間 市 水 道 局

導入時期
引込50A以下 引込75A以上 引込50A以下

対象物件

・ファミリータイプ49戸
以下
・ワンルーム89戸以下
・併用住宅・事務所等
250Ｌ／min以下

・ファミリータイプ143
戸以下
・ワンルーム273戸以下
・併用住宅・事務所等
530Ｌ／min以下

・250Ｌ／min以下
（ファミリータイプ46戸相当）
（ワンルーム82戸相当）

適用除外建物
・断水時にも給水が必要とするもの
・一時的に多量の水使用、又は使用量の変動が大きい
場合

県企業庁に準ずる

設置場所 1階または地下1階の屋内・屋外 地上または1階以下

他方式との併用
受水槽式及び直結直圧式の併用可。
ただし、建物全体の給水量530L／min以下

貯水槽、直圧＋貯水槽、直圧の併用可

高架水槽方式 不可（既存も不可） 可（既存のみ）

平成10年4月 平成16年10月 平成15年4月

※1 神奈川県企業庁水道局管轄区　厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市（一部）・鎌倉市・相模原市・逗子市・
茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・大和市・愛甲郡愛川町（一部）・足柄下郡箱根町・その他
〈注意〉秦野市は直結増圧の認可がない

※2 横須賀市上下水道局の管轄仕様は神奈川県企業庁水道局に準ずる



大規模修繕

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 湘よこ浜神
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大規模修繕

相鉄建設株式会社

建築事業本部　リニューアル部
横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816
蕭045-451-8967
daimon-akiko@sotetsu-const.co.jp

相鉄鉄道グループの中で、
地元に密着したセネコンと
して、建築・耐震・設備・
内装のリニューアルをお客
様の立場で、ご提案いたし
ます。

浜

大規模修繕

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

入念な下地補修と美しい仕
上がりをご提供いたします。
ドイツSto社の補修用各種製
品を取り扱いいたしており
ます。

浜

大規模修繕

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。

よこ浜神

大規模修繕

株式会社富士防

本社：横須賀市森崎1-19-18
蕁046-830-5481
東京支店：
中央区銀座8-18-7 エイワビル6階
蕁03-3549-3131
fujibow@bird.ocn.ne.jp

改修工事専業として、自社
で多数の技術職人を有して
いる会社です。お客様のニ
ーズにお応え出来る技術・
品質・アフター・点検を提
供して参ります。

よこ

大規模修繕

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。

大規模修繕

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80年超、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。

大規模修繕

株式会社　
ヨコソー

（本　　　社）蕁046-834-5191
（東 京 支 店）蕁03-3736-7751
（横 浜 支 店）蕁045-595-0601
（北関東営業所）蕁048-449-0091
http://www.yokosoh.co.jp

建物の修繕工事を手がけ
て100年。私達は経験と実
績をいかしより良い品質
をご提供する工事のプロ
フェッショナル集団です。

央

大規模修繕

株式会社
ラクシー

横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所）
蕁045-290-3222
蕭045-290-8363
sugimoto@ruxy.co.jp
http://www.ruxy.co.jp

リニューアル工事によって
生まれる、新しいゆとりの
空間をご提供できるよう、
建物調査診断、施工、アフ
ター点検まで一貫したサー
ビスを提供しております。

浜

よこ

大規模修繕

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。

大規模修繕

ヤマギシリフォーム
工業株式会社

本社・営業部
東京都品川区南品川4-2-36
蕁03-3474-1041
蕭03-3474-1980
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20万戸
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。

大規模修繕

株式会社カシワバラ・
コーポレーション

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.kashiwabara.co.jp

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

大規模修繕

株式会社　伊勝

横浜市鶴見区生麦1-5-3
蕁045-502-1604
蕭045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

伊勝は専門知識をもとに、建物のライフサイク
ル・時代の変化に応じて、調査・診断を計画的に
提案し、施工を行います。私たちは、完成してか
らが長いおつきあいの始まりと考えています。ア
フターケアには、自信を持ってお応えできる品質
保証システムを実行しています。

浜神

大規模修繕

株式会社
一ノ瀬建創

リニューアル事業部
横浜市泉区和泉町2794-9
蕁045-804-1834
http://www.ichinosekensou.co.jp
gaisou@ichinosekensou.co.jp
東京事務所蕁03-3261-5857

無料の調査・診断から弊社独自の技
術、工事期間中の皆様のコミュニケ
ーションを十分に行いながら30年以
上の実績を積んで参りました。豊富
な経験をもって最適な大規模修繕工
事の提案をご提案致します。

浜

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

マンション管理

野村リビングサポート
株式会社

【本社】
新宿区新宿5-14-6 長府新宿ビル
【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24 KYビル
蕁045-227-7710
http://www.nomura-ls.co.jp

野村リビングサポートは、
高品質なサービスとハー
トフルな対応で、ホスピ
タリティNo.1を目指しま
す。

浜

川 よこ浜マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

首都圏第三事業部
（神奈川エリア担当）
蕁045-910-1471
蕭045-910-1472
http://www.tokyu-com.co.jp

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、資産価
値向上に向けたサービスを
提供しております。

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045-752-7711
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

これまでの経験と実績に培
われたノウハウを生かし、
総合的なサポートでマンシ
ョン管理組合運営をお手伝
い致します。

浜

マンション管理

コミュニティワン
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
http://www.community-one.jp

コミュニティワンは心豊
かなマンション生活サポ
ートを通しすべてのお客
様に生活感動を創造し続
けます。

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
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

「安心・安全・信頼」と
「満足を超えた感動のサー
ビスを」。弊社は、皆様を
サポートし、信頼される
会社であり続けます。

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
改修一般

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

央浜

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

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。

保険

株式会社
グッド保険サービス

東京都渋谷区代々木1-57-2
ドルミ代々木408号
薔0120-77-8160
蕭03-5302-6054 
ito@goodhoken.co.jp

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

防犯カメラ・防犯機器

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
東京都墨田区緑4-20-7 アステ21 2階
蕁03-5600-7352
蕭03-5600-7353
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
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企 業 名 所 在 地 P R
建材メーカー・販売

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046-835-0630
蕭046-835-1218
tokken@daijin.co.jp
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

企 業 名 所 在 地 P R
サッシ改修

塗料メーカー・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

よこ浜神

央 よこ浜

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

集合住宅の給排水改修工事
の豊富な実績と経験を生か
し、皆様の豊かなマンショ
ンライフのお手伝いをいた
します。

浜 湘

給・排水設備改修

東洋住宅サービス
株式会社

横浜市神奈川区羽沢南
二丁目38番1号
蕁045-383-2221（代表）
http://www.toyogroup.co.jp
juutaku@toyogroup.co.jp

生きていく事とまわりを美
しくする事がひとつになっ
た仕事をさせて頂いており
ます。給排水設備でお困り
の際はぜひ当社へ。

浜

浜

サッシ改修

トステム株式会社

ビル改装事業部　改装神奈川営業所
横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー33Ｆ
蕁045-225-5083
蕭045-225-5084
http：//www.tostem.co.jp

トステム株式会社は、国内最大手のア
ルミサッシメーカーです。現在、お使
いの窓や玄関ドア、手摺を新築と同じ
性能へリニューアルし、資産価値向上
のお手伝いをさせていただております
ので、お気軽にご相談ください。

よこ浜

５月１日、マンション標準管理委託契約書改正
―あるネットワーク役員のひとりごと―

国土交通省は平成22年5月1日付改正のマンション管理適正化
法施行規則の施行に合わせて、マンション標準管理委託契約書も改
正する。
適正化法施行規則の改正は、管理会社社員による管理組合の修繕
積立金等の横領事件などが多発しており、こうした事件を未然に防
止することを最大の目的としている。
この施行規則改正のため、条文に関連するマンション標準管理委
託契約書の改正も行う必要があるのだ。
改正の大きなポイントは、管理組合財産の分別管理について、従
来の原則方式・収納代行方式・支払一任代行方式の3分類を廃止
し、収納・保管口座ごとの通帳・印鑑等の保管の明確化、保証契約
の締結を義務化など（詳しくは国土交通省ホームページ参照）。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/

sosei_const_tk3_000011.html
◇

施行規則改正に伴うマンション標準管理委託契約書改正の中で、
注目したいのが長期修繕計画の作成や見直し業務について、本管理

委託契約とは別の契約とする旨が記載されていること。
長期修繕計画については別表第１事務管理業務に記載。「当該長

期修繕計画案は、○年ごとに見直し、甲に提出するものとする」か
ら、改正後は「本契約とは別個の契約とする」となる。
長計の見直しには、マンションの劣化状況などを把握するための
調査・診断等を実施する必要がある。当然経費もかかることから
「業務内容の独立性が高く」と記されている。
委託契約内に含めていると、長計の精度に？マークがつく、管理
会社が作って当たり前だと長計自体が重要視されない、管理組合に
費用をきちんと請求したいなどの問題があった。その辺の問題をク
リアすべく、標準委託契約書の中から外したと考えられる。
ただし、長計に反映させる劣化等の状況については、管理会社が
管理組合に助言する業務を標準管理委託契約書に残す。
長計の見直しを別契約・別費用で管理会社に発注するような施行
規則改正。長計の存在価値が高まるように仕向けるのだから、まァ、
いいのかな？

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

マンションの開放廊下や
共用階段用の床材に特に
力を入れております。詳
しくはホームページをご
覧ください。

浜

塗料メーカー・販売

日本ペイント
株式会社

日本ペイントお客様センター
蕁03-3740-1120
蕁06-6455-9113
http://www.nipponpaint.co.jp

絶えざる挑戦を通じて、
常に色彩とコーティング
技術の先端に。私たちが
めざすのは、『21世紀のグ
ローバルエクセレントカ
ンパニー』です。

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

給・排水設備改修

文化興業株式会社

本社：横須賀市米が浜通2丁目4番地
蕁046-822-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
蕁045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

創業60周年。水漏れ、排水管詰まり
清掃、エアコン・給湯機の取替えか
ら給排水配管の全面改修工事まで、
何でもご相談に応じます。実績と経
験のもと、お客様のニーズにお応え
できる工事を提供していく所存です。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

電気設備改修

三沢電機株式会社

横浜市西区戸部町4丁目158番地
蕁045-241-1621
蕭045-253-4744
Business1@misawa-dk.co.jp
http://misawa-dk.co.jp

創業83年という長い歴史の
中で、地元神奈川で高い信
頼・実績を築いて参りまし
た、電気設備改修工事のプ
ロ集団です。お気軽にご相
談下さい。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
電気設備改修

よこ

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



ダ イ ア パ レ ス 川 崎
グリーンポート管理組合

会員

マンシ
ョン

紹介

Ｎ Ｐ Ｏ
川 管 ネ ッ ト
正 会 員

駐車場の借り手不足のケース増加
近年のマンションは、駐車場不足よりも駐車場空きの問題

を抱えている傾向にある。住民の高年齢化、若者の車離れが、
その要素といえるかもしれない。
マンションでは、機械式駐車場のシェアが多くを占め、駐

車場の借り手がなければメンテナンス費が赤字となるケース
が増えている。そもそも駐車場の保守費用、交換費用を独自
口座で管理しているマンションは少なく、管理費会計で収
入・支出を計上しているところがほとんどだ。
ダイアパレス川崎グリーンポート管理組合は、１F住戸の

専用庭の一画にある専用使用権付き平置き式駐車場12台と、
機械式駐車場75台が設置されていた。
ところが、管理組合によると、この機械式駐車場の借り手

が徐々に減って、25台分のパレットが空いた状態であったと
いう。155cmという車高制限があり、外の民間駐車場を借

DA T A

■マンションデータ

築11年・地上7階、地下1階建て・1棟・101戸

建物構造 …………………………………RC造（管理棟のみS造）
敷地面積 …………………………………4,370.35㎡
建築面積 …………………………………1,639.16㎡
管理費（月額）の㎡当たり単価 ………159円
修繕積立金（月額）の㎡当たり単価 …55円
駐車場使用料（月額） …………………
（旧）機械式75台2万円、専用使用権付き（1F住戸のみ）

平置き12台2万2,000円
（新）機械式50台2万円、専用使用権付き（1F住戸のみ）

平置き18台2万2,000円
駐輪場使用料（月額）……………………200円（各戸1台は無料）
分譲業者 …………………………………ダイア建設㈱
管理業者 …………………………………コミュニティワン㈱
管理形態 …………………………………全部委託
管理員の勤務形態 ………………………通勤管理
理事会 ……………………………………月1回
メンバー構成 ……………………………理事13人、監事1人
任期 ………………………………………2年ごとの半数改選

りている人もいる。
使用料収入の60％は管理費会計、40％が積立金会計。メ

ンテ費は管理費会計から支出するシステムである。

メンテ費、年間200万円を超えていた
機械式駐車場のメンテ費は1パレット3,000円×年6回で

合計年間約135万円。それでも1パレット4,500円で200
万円を超えていた金額から再見積もりをとって下げた数字で
ある。
「ある時メンテナンス会社から、異常があるから修理する必
要があるといわれた。危険です、と。別に費用がかかるので
理事会で検討するのですが、その検討に半年かかることもあ
る。半年も同じ状態にしていて何が危険なのでしょうか」と
ある役員の話。
日常のメンテのほかに3年ごとの塗装、チェーンやベアリ

ング等消耗品の交換、将来の建て替え…機械式駐車場ほどの
金食い虫はない。
しかも25台もの空きがある。とても費用と効果がマッチし

ているとはいいがたい。「だったらつぶしてしまえ」。
大規模修繕工事に合わせて、25台分を解体・整地した。そ

の費用約300万円。解体後は平置き6台分を置き、使用料収
入に組み込む。
管理組合では「不要となるメンテ費を考えれば、工事費は

あっという間に元が取れる」と話している。

14

機械式駐車場
25台分を解体、撤去

蜷撤去の際には、地下ピットを
埋め、産業廃棄物を捨てる作
業を行う

蜷川管ネットの理事を招いて、照
明を明るくした集会室で工事の
説明会＆情報交換会も

蜻撤去後は平置き6台分を確
保。メンテナンスフリーで使
用料がそのまま管理組合の収
益になる

蜻撤去前の25台分の機械式駐
車場。以前は75台全部で年
200万円以上のメンテ費が
必要だった



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

横浜市中区日本大通36-606
蕁045-651-3327
http://homepage3.nifty.com/moa_p

横浜市南区榎町1-18-202
蕁045-744-2711
lapis0103@yahoo.co.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・阿部一尋常務理事を中心に、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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イベント情報 ■■

新 会 員 紹 介

◆ 賛助会員

セミナー案内

○浜管ネット
日　時：5月15日（土）午後13：30～16：15
場　所：ハウスクエア横浜（地下鉄中川駅徒歩2分）
テーマ：「マンションと緑の関わり」

第1部：阿部一尋 NPO浜管ネット常務理事・
技術者部会

第2部：牧野造園㈱ 浜管ネット専門業部会Ａ
グル－プ

定　員：40人（要予約・先着順・定員締切）
資料代：管理組合正会員無料、その他の会員・会員外

1,000円

定期総会案内

○神管ネット（蕁045・201・2422）
第12回
日　　時：6月19日（土）14時～
懇 親 会：15時～
会　　場：相生本店
○浜管ネット（蕁045・911・6541）
第16回
日　　時：6月12日（土）14時～
基調講演：15 時～
テ ー マ：「マンション居住者の高年齢化に伴う諸課題」
講　　師：NPO福岡マンション管理組合連合会（福管連）

理事長　杉本典夫氏
懇 親 会：16時～
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10回
日　　時：5月22日（土）13時30分～
懇 親 会：15時～
会　　場：川崎市産業振興会館第3研修室A,B
○よこ管ネット（蕁046・824・8133）
第8回
日　　時：6月5日（土）13時30分～
懇 親 会：15時～
会　　場：ヴェルクよこすかホール
○相管ネット（蕁042・855・0555）
第6回
日　　時：6月26日（土）13時～
会　　場：相模原市民会館第3中会議室
○湘管ネット（蕁0467・46・5571）
第4回
日　　時：5月29日（土）13時30分～
交 流 会：14時40分～
会　　場：藤沢市役所新館7階会議室
○かながわ県央ネット（蕁046・264・6054）
第4回
日　　時：6月13日（日）13時30分～
会　　場：大和商工会議所

㈱ハウスメイトワークス 浜管ネット 設計・監理 1億
5,000万円 1987

㈱コンパックス

㈱ サ ル ー テ

大和ライフネクスト㈱

ツ ル ミ 印 刷 ㈱

㈱SSL神奈川社

㈲渋谷電気商会

浜管ネット マンション
管理 1,000万円 2000

浜管ネット リフォーム
工事他 2,000万円 2005

浜管ネット マンション
管理

5億
1,990万円 1976

川管ネット 印刷業 1,000万円 1964

川管ネット 建築・設備
全般 1,000万円 2010

川管ネット テレビ放送
受信工事 500万円 1959

名　称 加入ネット 主な業種 資本金 設立年



編 集 後 記
2月12日（金）、サントリーによる「ザ・プレミアム・モルツを楽しむ会」が横浜・中川のハウスクエ

ア横浜で行われ、参加してきた。施設内のモデルハウスやテナントスタッフが対象のサントリーのプレ
ゼン大会。
ハウスクエア横浜等の施設管理の運営を手がける㈱日本住情報交流センター・本間みゆきさんからの

お誘いで、3Fに事務所を構えるNPO浜管ネットからは阿部理事、吉村理事、森理事が参加し、工場直
送の生ビールを何杯もおかわりしていた。
ビールを楽しむついでに、会場ではプロジェクターを使いながらサントリーガールが会社やプレミア

ムモルツを紹介。缶ビールのおいしい注ぎ方のレクチャーもサントリーガールが教えてくれた。
ちなみにサントリーの社員は乾杯のことを「Skal（スコール）！」（デンマーク語で「乾杯」という意味）というそうで、

当日は会場のみんなでSkal！Skal！Skal！と連呼してました。こういうイベントは何度もやってほしい～（Y）
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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
定期無料相談：毎月第2土曜午後　ヴェルクよこすか

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
定期無料相談：
　　毎週木曜　まちづくり公社ハウジングサロン
　　毎月第1土曜（原則）　各区の市営公共施設

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
蕁 042-855-0555
無料相談：随時　事務局所在地

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 046-264-6054
定期無料相談：
　毎月第4火曜午後　海老名市役所附属棟会議室
　毎月第4金曜午後　大和市役所広聴相談室
　毎月第4月曜午後　秦野市東海大学駅前連絡所

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.kawakan-net.or.jp/syokan-net
蕁 0467-46-5571
定期無料相談：毎月第2土曜午後
　　　　　　　藤沢市市民活動推進センター

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
定期無料相談：毎週土曜午後　ハウスクエア横浜

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

※定期相談以外の無料相談も随時、電話やメール等で行っています。詳細は各ネットワークへお問い合わせ下さい。

浜管ネット

127組合

26,816戸

川管ネット

33組合

4,800戸

よこ管ネット

52組合

9,357戸

相管ネット

29組合

1,657戸

湘管ネット

13組合

1,256戸

県央ネット

15組合

3,010戸

41組合

8,209戸

合　計

310組合

55,105戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成22年3月末日現在

日 住 協
神奈川県支部

左から歓談中の阿部理事、
本間さん、吉村理事、森理事


