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C O N T E N T S

マンションが終の住処といわれて久しい。しかし、
管理組合運営の現状とはかけ離れていまいか。少子
高齢化が進むマンションにおいて、終の住処として
機能させるには、次の3つが重要ではないかと考える。
①顔の見えるお付き合いができるイベント等の開

催。居住者間のトラブルの未然防止につながり、不
審者の識別等防犯対策にもなる。
②緊急時・災害時の備えとして、要援護者名簿の

整備と更新。一人暮らしでも安全・安心な生活を送
るには、緊急連絡先や持病等の個人情報も網羅した
居住者名簿を整備すること。「人命より重いプライ

バシーはない」のである。
③何時でも・誰でも集える拠点として集会室を開放すること。
コミュニティー活動が活発なマンションは居住者間のトラブルが少ない、と

の調査結果も発表されている。集会室の開放や空室を管理組合が購入し、コミ
ュニティー活動やデイケア拠点に活用している例もあるという（国土交通政策
研究・第91号）。
居住者の不要になった書棚や雑誌、単行本等を持ち寄れば、集会室が自前の

図書館に早変わりする。そこは、子育てに悩む若い母親、１日中一言も喋らな
かった独居老人等が気軽に集える場所となり、総会、理事会以外に使用されな
かった集会室が、世代をこえたコミュニケーションの場となり、良好なコミュ
ニティーが形成され、都市における主要な居住形態となったマンションが、真
の「終の住処」となるのではないか。

NPO神管ネットはこのたび、傘下の4団体（浜管ネット、よこ管ネット、か
ながわ県央ネット、湘管ネット）と共同で弁護士グループと連携し、定期的な
無料法律相談会を開始する。
規約改正、管理費等の滞納金、ペット飼育、生活騒音など、管理組合を悩ま

せる法律問題は多岐にわたる。そこで、横浜弁護士会に所属するマンション問
題に造詣の深い弁護士の協力を得て、1回目の「無料法律相談会」を11月27
日に開催する。
無料法律相談は予約制で、事前に各地域ネットの定期相談（16ｐ参照）を

受け、必要と判断された相談について対応。当面、建物・設備の瑕疵問題は対
象外。
問い合わせ　蕁045-201-2422 E-mail：info@ jinkan-net.com
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NPOかながわ県央ネット会長  ●向井邦良
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○穐山精吾会長が国土交通省の下記の2委員会の
委員に就任

Ⅰ．「マンションにおける修繕積立金および長期修繕計
画に関するガイドライン検討会」
主な議題は、修繕積立金の目安の算定、長期修繕

計画に対する修繕工事費の補正方法などについて
Ⅱ．「マンション標準管理規約の見直しに関する検討会」

主な議題は、総会における白紙委任状・議決権行
使書等の取り扱い、役員の資格など理事会の権限の
明確化と適正な体制の確保、多様なマンション形態
に対応した管理規約のあり方の検討などについて

○各専門委員会からの報告と今後の活動方針
1）省エネ・再生問題専門委員会：マンション再生法制
定に向け、実態アンケート調査の集計、来年1月に
全国集会とシンポジウムを計画予定。各政党・国交
省への働きかけ等も行っていく。

2）法務・政策委員会：穐山会長が委員となっている前
記修繕積立金と管理規約の検討会の内容について、
全管連の考え方を集約し、コメントを発表する。

3）行政的課題専門委員会：地上デジタル放送への移行
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全管連代表者会議には北海道から沖縄まで約40人が集う

10月18日、全国マンション管理組合連合会（全管連）の第61回代表者会議が福岡市中央区の天神ビルで行
われた。組織状況は全国19管理組合団体・3,191管理組合・283,799戸。
代表者会議には19団体約40人が参加。神管ネットからは山本育三会長が出席した。次回は来年4月18日埼

玉・大宮で開く予定。
今回は役員改選が行われ、2年任期で、穐山精吾会長（日住協）、鎌田担副会長（東北関連）、谷垣千秋事務局

長（京滋管対協）、瀬野尾嘉明理事（道管連）、石川靖治理事（県福管連）、小林二郎監事（中部管連）が選出さ
れ、その後の互選により役職が決まった。

に伴う受信障害対策用共聴施設の改修・管理への対
応として、総務省・デジサポ等に働きかけ、積極的
な普及を促していく。

4）コミュニティ委員会：今後活動の方向と体制を整理
していく。

※）最後に、全管連活動の普及・拡充において、各専門
委員会の活性化、事務局体制の強化を確認。組織の
拡充につなげることを積極的に行うことと申し合わ
せた。

主な活動報告

福管連を訪問して
マンション管理のワンストップサービス拠点

羽田から飛行機に乗って全管連代表者会議に出席した
ため、この時とばかりに福岡・中央区のNPO福岡マン
ション管理組合連合会（福管連）の事務所を訪
問した。
福管連は1987年、41管理組合で設立。今

回の代表者会議で報告された4月現在の会員数
は665管理組合45,253戸。新規会員増加は年
に数十件という。
規約改正から工事計画、住民間のトラブルな

どソフトからハードまで、マンション管理のあ
らゆる問題を、福管連の事務所1か所で相談で
きる「ワンストップサービス拠点」として確立。
中でも2008年12月、ADR（裁判外紛争解決
手続）実施事業者の認定を受けて開設したマン
ション問題解決センターは画期的だ。
杉本典夫理事長の話ではこれまでADRの利用

は8件。瑕疵問題で管理組合が分譲業者へ、委
託業務ができていないとして管理組合が管理会
社へ、組合運営が不服だと居住者が管理組合へ

福管連の看板。地下鉄天神駅から徒歩5分 訪問したのは日曜日なので職員はお休み

常駐職員は事務パート2人を含め、7、8人 日曜でしたが杉本理事長と畑島専務に
ご自分の席に座ってもらいました

申し立てる例などがあった。
ADRは和解を目指すものなのだが、半分の4件で被申

立人が出てこないというのが実態。申立人側は、申立費
用が2万円のため手軽で、相手側に訴えるためのプロセ
スとして利用できるメリットがあるそうだ。
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マンション問題に携わる弁護士や法学者等で構成する全国マンション問題研究会（マン問研）の22年度研究会
が10月16、17日、福岡市中央区天神の天神ビル11階で行われた。両日には約60人が参加し、弁護士による11
の訴訟事案について報告があり、意見交換を行った。

平成22年度全国マンション問題研究会
10／16、17 福岡・天神ビルにて

駐車場の専用使用権、管理組合へ明け渡し命令
平成22年7月30日　福岡高判
分譲業者が駐車場の専用使用権を主張し、使用料を徴収し
ていた事案

事案の概要
Aマンション（平成2年分譲開始・48戸7店舗）では、駐車

場37区画分を分譲業者が勝手に第三者に使用させ、使用料を
徴収していた。
平成18年12月の臨時総会で駐車場が区分所有者全員の共

有であることを確認し、管理組合（原告）が駐車場を区分所有
者に貸与し、使用料を徴収する管理規約への改正を議決した。
平成20年8月、管理組合は分譲業者等（被告）に対し、（1）

不法行為に基づく駐車場使用料相当額損害金の支払いと、（2）
占有する駐車場について所有権に基づく明け渡しを求めて提訴
した。
被告らは重要事項説明書と規約承認書に12区画が売主の所

有であること、店舗前敷地は無償の専用地であると明記されて
いることから、平成18年の規約改正は区分所有法第31条の
「一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、
その承諾を得なければならない」に当たるとし、決議は無効で
あると主張した。

控訴審判決
（1）不法行為に基づく損害賠償請求
重要事項説明書には「専用使用権に関する規約等の定め」と

いう表題のもとに駐車場の権利関係の説明が記載されているこ
とから、原始規約の内容の説明であり、重説の署名をもって原
始規約とは無関係に被告らの専用使用権の合意を否認。また、
規約承認書は5戸分が不足しており（手続き上の不備）、区分
所有者全員の書面による合意は認められないとした。
さらに平成18年の規約改正は、もともと被告らが専用使用

権を有していなかった等を理由に「特別の影響」を及ぼすもの
ではないとし、同日以降の不法行為を認めた。
しかし、規約改正以前の占有について、使用料の収受は区分

所有者全員が容認していたもので、被告らは善意の占有者であ
り（民法189条1項）、手続き上の不備や過失がなかったとは
いえないものの「本件マンションの管理・運営に大きな影響を
及ぼしたということもなかった」として、不当利得の成立を否
定した。
（2）駐車場の明け渡し
被告らは専用使用権の時効取得の主張を追加して控訴した

が、上記認定の通り、「手続き上の不備・過失がなかったとは
いえない」としていることから、「未だ時効期間は経過してい
ない」と否定。明け渡しを認めた。
※その後は原告、被告が上告したが、被告らが上告を取り下げた。

民法第189条（善意の占有者による果実の取得等）
1項　善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する
同第190条（悪意の占有者による果実の返還等）
1項　悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、

過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価
を償還する義務を負う

その他の主な報告事項
●損害賠償請求事件
マンションの掲示物を破棄するなどの問題行動を起こす

区分所有者が、理事長等役員経験者である区分所有者に暴
力を振るいけがをさせたということで逮捕、こう留され、
罰金刑に処せられた。
これを逆恨みして暴力事件を起こした区分所有者が原告

となり、暴力を振るわれた区分所有者を被告に損害賠償請
求を提訴。これに対して、被告は原告の行動に対する恐怖
感による精神的損害と不当訴訟の損害賠償請求を反訴し
た。
京都地裁の判決は、原告の請求を棄却。被告の精神的損

害請求30万円を認めた。不当訴訟は認めず、確定。
◆マン問研での意見交換にて
管理組合役員個人への不当な訴えが区分所有者からあっ

た場合、裁判費用、弁護士費用をどうするのか。管理組合
業務の範囲内で理事が訴えられた場合、管理組合の費用を
ねん出する旨をあらかじめ規約に盛り込んであるケースが
ある。それがよいのかどうか、これからの課題である。

●管理費等請求事件
原告管理組合が旧地権者で1,2階の店舗・事務所部分の

区分所有者である被告に対し、滞納管理費・修繕積立金な
どの支払いを請求した事件。
原告、被告間では、住戸部分と店舗部分の経理を別会計

する「取り決め書」（毎年更新）があり、被告は管理費や
修繕積立金は必要になったときに払えばよいとして、毎月
の管理費の支払いや修繕積立金の積み立てが行われていな
い。
これを不服として原告がその取り決め書を破棄、本訴請

求に至った。
被告は2階部分を廊下、トイレ等も含めて全体を1つ区

分建物として登記しており、3階以上の居住部分には関わ
りがないとしている。
双方、和解解決を目指している。

◆マン問研での意見交換にて
2階廊下、トイレは専有部分か、法定共用部分か、それ

とも区分所有法16条「一部共用部分の管理」にあてはま
るのか。また、一部の管理組合員による「その都度支払い」
方式は認められるか。

マンション問題研究会は全国の弁護士会が持ち回りで、年に1度10月に行われる

参 考
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平成22年度「マンション相談員等のCPD研修」セミナーのご案内平成22年度「マンション相談員等のCPD研修」セミナーのご案内平成22年度「マンション相談員等のCPD研修」セミナーのご案内平成22年度「マンション相談員等のCPD研修」セミナーのご案内

平成22年度も昨年度に引き続き、「マンション相談員等に対する継続的能力開発（CPD）事業による研修会」を
実施しています。
昨年度は国土交通省「マンション等安心居住推進事業」により助成金を得ましたが、本年度は、CPD事業事務局

及び各実施団体等による自前経費での実施です。

災・危機管理アドバイザー
第3部「東建座間ハイツと減災活動」

濱田政宏・ざま災害ボランティアネットワーク
副代表

参加費：無料
会　場：大和商工会議所3階会議室

日　時：12月26日　13：30～17：30
担　当：日住協神奈川県支部
テーマ：大規模修繕工事等コンサルタントの導入・役割
プログラム：
第1部　大規模修繕工事コンサルタントの選定・役割

手引書説明会
※参加者には手引書無料配布

第2部　シンポジウム「コンサルタントをどう選ぶか―
選定と役割」
島村利彦・マンション・ユニオン保全設計協
同組合理事長
近藤武志・八生設計事務所代表取締役
田辺邦男・（般社）マンションリフォーム技術
協会会長

参加費：無料
会　場：かながわ労働プラザ4階5･6･7会議室

主　催：神奈川県下マンション管理アドバイザーCPD委員会
申込先：NPOかながわマンション管理組合ネットワーク
電話／FAX：046-824-8133
E-mail：info@jinkan-net.com

第6回CPD、12月26日
大規模修繕コンサルの手引き

今後のスケジュール予定

日　時：11月13日（土）12:10～16:00
担　当：日住協神奈川県支部
テーマ：エコを考えた計画修繕
プログラム：
・「エコを考えた計画修繕とは」

近藤武志・八生設計事務所代表
・「外断熱改修の事例報告」

河上末廣・紅梅組取締役
・「アスベストの調査診断、除去工事」

原島浩・ヤシマ工業常務取締役
・「究極の省エネ　無電極ランプ」

荻野大介・オリエンタル
参加費：1,000円
会　場：かながわ労働プラザ4階第3会議室

日　時：11月14日　13：30～16：40
担　当：かながわ県央ネット
テーマ：マンションの危機管理と個人情報保護
プログラム：
第1部「居住者名簿と個人情報保護法」

竹田智志・明治学院大学法学部兼任講師
第2部「地震と防災」

石　健・神奈川県県央地域県政総合センター防

第4回CPD、11月13日
エコを考えた計画修繕

第5回CPD、11月14日
危機管理と個人情報保護

第2回マンション相談員等のCPD研修セミナーのテー
マは『高経年マンションの設備再生』。9月13日、かなが
わ労働プラザ（Ｌプラザ）で18：00から「100 年マン
ションを目指す設備改修」をサブテーマに、浜管ネット技
術者部会の町田信男氏、浜管ネット専門業部会の建装工
業・関隆夫氏、浜管ネット専門業部会の川本工業の富沢一
則氏が講師を務めた。

当日は約100人が集まった マンション設備の概要を解説する
町田信男氏

第3回のテーマは『将来へつなぐ大規模修繕』。10月9
日、かながわ県民センターで13：30から行った。
担当は神奈川県マンション管理士会。管理士メンバーか

ら構造設計を得意とする１級建築士・日熊憲嗣氏、再開発
コーディネーターの木畠義法氏がこれまでの長期修繕計画
について解説した。
また日熊氏は検討中事案として「5階建ての5階部分に

木造戸建てが並んでいる」「45年間も修繕工事を行っていない」｢積立金の残高がほとんどない｣など、他にも様々は問題を
抱えるマンション（住居20、店舗・事務所11=31戸、昭和39年竣工）についての説明を行った。

かながわ県民センター会場には
60人以上が集まった

前方のスライドを利用して解説
する日熊憲嗣氏
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マンション関連

■マンションの共聴施設をデジタル化改修する場合
（募集期間10月1日～12月28日）
設備をデジタル化改修するに当たり、総経費が「加入世帯

数×3.5万円」の2倍以上の場合と、2倍未満の場合とで計算
式が異なる。総経費が「加入世帯数×3.5万円以下」の場合
は助成対象外。

総務省　地デジ化助成制度の2次募集

②経費が「加入世帯数×3.5万円の2倍未満」の場合

※総経費から加入世帯数に3.5万円を乗じて得た額を差し引いた額の2倍

■受信障害対策共聴施設の地デジ化経費に対する助成制度
（募集期間9月1日～11月30日）
助成額は受信障害対策共聴施設の改修・置換やケーブルテ

レビ移行の場合と受信障害対策共聴施設の新設の場合で異な
る。

①経費が「加入世帯数×3.5万円の2倍以上」の場合

①受信障害対策共聴施設の改修・置換やケーブルテレビ移行
の場合

②受信障害対策共聴施設の新設の場合

詳しくはデジサポ神奈川　蕁045-345-0110
http://www.digisuppo.jp/branch/kanagawa

サッシ・玄関ドアのリース事業
トステム
浜管ネット、よこ管ネットの賛助会員であるトステム㈱は、

管理組合向けに共用部分の各戸玄関ドアやアルミサッシにつ

助成対象経費＝総経費

国（助成対象経費の1／2）
管理組合

（助成対象経費の1／2）

助成対象経費※

国（助成対象経費の1／2）
（総経費－3.5万円×加入世帯数）

管理組合
（3.5万円×加入世帯数）

助成対象経費＝総経費

国（助成対象経費の1／2）
管理組合

（助成対象経費の1／2）

 助成対象経費＝総経費

国（助成対象経費の2／3）
管理組合

（助成対象経費の1／3）

［例］戸数50戸のマンション・リース期間10年

玄関ドア　　　1戸当たり月額リース料　　　980円～

化粧鋼板（モール付）と枠を改装
巾800×高さ1,800

アルミサッシ　1戸当たり月額リース料　　　2,900円～

巾1,800×高さ1,800を2本（ペアガラス含む）
巾1,500×高さ900を2本（ペアガラス含む）

インプラス　　1戸当たり月額リース料　　　1,350円～

巾1,800×高さ1,800を2本（5mmガラス含む）
巾1,500×高さ900を2本（5mmガラス含む）

※リース契約は管理組合のみ。戸別契約はできない

詳しくはトステム㈱ 神奈川営業所

蕁045-225-5083（担当：東）

いて、リースを利用して取り替える業務を開始した。
玄関ドアやアルミサッシの取り替えは費用がかかる上、長

期修繕計画に計上していない管理組合もあり、そのために資
金的な余裕がなく高経年化したマンションでは費用捻出に苦
労することも多い。
同社は三菱UFGリース㈱と提携し、リースによる取り替え

工事を実現した。

管理組合対象セミナー開催
コミュニティワン
神管ネット、浜管ネット、かながわ県央ネット、湘管ネッ

トに加入するコミュニティワン㈱は7月31日、かながわ県民
センター305号室で管理組合を対象にマンション管理セミナ
ーを行った。
当日は同社顧問弁護士である若林律夫弁護士が判例を交え

ながら、管理組合の問題解決法を解説。また同社技術担当者
が長期修繕計画と効率の良い修繕について話をした。

また、コミュニティワンは同社持株会社（ユナイテッドコ
ミュニティーズ株式会社）が9月17日に株式会社陽光ビルシ
ステム、10月1日に株式会社マリモコミュニティの全株式を
取得したと発表した。
これによって、グループマンション管理会社は5社となり、

グループ全体の管理戸数は全国で約14.5万戸となる。

講演する若林律夫弁護士



カネのかかる機械式駐車場には長期的な保全計画が必要6

メンテナンスをほとんど必要としない平置きの場合、
一般的に近隣駐車場料金の相場を参考するケースが目立
つ。近隣駐車場料金を参考にするのは、自宅マンンショ
ンの駐車場を借りられない人が近隣の民間駐車場を借り
るケースで、その公平性をとることから近隣の相場を参
考にする傾向があるといえる。
近隣駐車場は遠くて不便ということから、自宅マンシ

ョンの駐車場を高めに設定して、公平性を調整している
マンションもある。機械式駐車場と平置きを併用してい
る場合も、平置きより出し入れの時間がかかる機械式駐
車場を安くするなど、やはり利便性の順で料金設定に差
をつけているところが多い。
ただし機械式駐車場は、電気代や2カ月に1回程度の

保守点検、4～5年ごとに行うワイヤーなど消耗品の取
り替え、さび止めのための塗装、壊れたときの修理や最
終的な全面交換など、相当な費用がかかる。
これだけ費用がかかる理由があるのだから、機械式駐

車場の長期的な保全計画を作成して使用料設定に反映し
たいもの。しかし、現実は機械式も「近隣の相場」を参
考に分譲時の設定を継続しているケースが多いようだ。

駐車場使用料は管理費や修繕積立金と一緒にまとめて
引き落とされるのが一般的。区分所有者全員から引き落
としたいろいろな名目のおカネが、管理組合（管理会社）
によって管理費会計や修繕積立金会計に分けられてい
る。
では駐車場収入はというと、管理費会計に組み込まれ

るケースが多いが、機械式ではメンテナンス費用が定期
的にかかるので、これでは後々生じてくる費用を捻出で
きなくなる恐れがある。
マンション標準管理規約第29条では、駐車場使用料

は駐車場自体の管理に充てる他は「修繕積立金として積
み立てる」とある。管理費というのは、管理業務委託費
や共用部分の光熱費など日常の管理に対しての支払いを
計算して設定している。その計算式の中に駐車場収入を
組み込んでいるのは、分譲時の分譲会社の販売戦略とし
て管理費を低く設定するため、ということが大きい。そ
の分譲時の会計方法をそのまま継続しているわけだ。
駐車場収入を管理費に充当することを前提に予算を組

んでいる場合、駐車場に空きが増えて管理費不足となる
マンションも増えている。
とはいえ、現状では管理費だけで予算を立てられない

マンションが多いのも事実。今は無理だとしても、将来
的には管理費会計だけで予算を組み、駐車場収入を修繕

費に回せるよう関心を持って欲しい。
また、機械式がある場合は駐車場だけで相当な費用が

かかることから、管理費や修繕積立金と分けて専用口座
を作ることを考えてもいいのではないだろうか。

マンションでの駐車場トラブルといえば、迷惑駐車。
迷惑駐車対策としては、パイロンや植木ポッドを置い

てスペースをふさぐ、ロボットゲートを設置して契約車
両以外入れないようにするなどが考えられる。マンショ
ンの敷地は私有地のため、「民事不介入」の原則で警察
を頼りにすることはできない。
しかし、私有地ならば家宅侵入罪で訴えることはでき

ないものか―そう考えて、神奈川県警に問い合わせてみ
た。結果は「他人の敷地を勝手に使うことは軽犯罪法に
触れます」。
つまり、法律上は犯罪として警察に届出ができるとい

うこと。居住者であっても敷地が「共有地」のため、外
部者と同じ扱いになるという。
ただし、「起訴になるかどうかは別」とも。「迷惑駐車

では程度が軽いから、起訴というのはどうか。実際は難
しいのでは」ということだ。
ただ、駐車場使用細則等に「迷惑駐車は警察へ届け出

る用意がある」といった内容の一文を加えると、少なく
とも抑止効果の期待は持てる。
迷惑駐車は管理組合の姿勢を明確に表し、小まめに注

意していけば自然と減っていく。迷惑車両に貼るステッ
カーなどを使って、「うるさい管理組合だ」と思わせる
ことが肝心。
迷惑駐車対策は、管理組合がしっかり活動しているか

どうかの物差しになるという専門家もいるほどだ。

駐車場不足、空き駐車場の増加、迷惑駐車、機械式駐車場にか
かる高いメンテナンス費や修繕費など、駐車場問題はペット、騒
音とともにマンションの3大トラブルのひとつといわれてきた。ト
ラブルといわれるにはトラブルの根底に何があるのかを知らなけ
ればならない。2回に分けて駐車場問題の基本をまとめてみる。

その

1 駐車場使用料はどうやって決まるの？

その

2 駐車場収入の使い道はどうなっているの？

その

3 迷惑駐車は家宅侵入罪になるって、ホント？
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マンション標準管理規約改正
国交省がパブリックコメントを募集

神奈川県南部地域
分譲マンション実態調査を受託
神奈川県は県内分譲マンションの実態を把握し、適正

な維持管理や円滑な再生へつなげていくことを目的に、

昨年度の県北部地域に引き続き、平成22年度は県南部

地域（横須賀、三浦、逗子、葉山、藤沢、茅ヶ崎、平塚、

小田原、中郡、高座郡、足柄下郡の推計約1,700件）の

分譲マンション実態調査を受託した。

この事業の受託団体は、神管ネット、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支部で

構成する「神奈川県協働事業協同体連絡会」で、今年度

は県との契約主体は神奈川県マンション管理士会（昨年

度は神管ネット）となる。

10月4日から12月いっぱいをめどに、調査員（主と

してマンション管理士）が管理組合を訪問し、調査を開

国土交通省は10月22日、「第4回マンション標準管理

規約の見直しに関する検討会」を開き、下記の通りパブ

リックコメント（意見公募）を行うことを決めた。

国土交通省HP: http://www.mlit.go.jp右欄の「申

請・手続」にある「パブリックコメント（意見公募）」で

発表される。公募期間は11月初めから20日前後の予定。

問い合わせ：国土交通省住宅局マンション政策室

蕁03-5253-8111（内線39684）

NN PP OO 浜浜 管管 ネネ ッッ トト

NPO横浜マンション管理組合ネットワーク（浜管ネット）は、国土交通省「マンション等安心居住推進

事業」に採択された補助事業として、横浜市を4地区に分けた管理組合地区別交流会の開催と、管理組合へ

のヒアリング＆現地相談を実施します。参加費無料。

交流会の開催模様と現地ヒアリングについては、国土交通省に報告することになります。

問い合わせは浜管ネット事務局

蕁045-911-6541 蕭045-910-0210 E-mail：office@hamakan-net.com

始。調査結果を1月末、神奈川県に報告する予定。

調査に関するお問い合わせ

神奈川県協働事業協同体連絡会

蕁045-681-1870

■中央地区（神奈川区、西区、南区、中区、鶴見区）

日　時 11月6日（土）16：30～19：30

会　場 かながわ県民センター305号室

テーマ マンションの活動に参加しよう！

報告者
吉田郁夫氏
（グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ管理組合）

■西部地区（保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区・泉区）

日　時 11月28日（日）13：30～16：40

会　場 若葉台地域ケアプラザ2階多目的ホール

テーマ
高経年マンションのより長寿命化と再生、
活性化

報告者 柴田中夫氏（若葉台住宅管理組合協議会）

■北部地区（青葉区・都筑区・港北区・緑区）

日　時 12月4日（土）13：30～16：30

会　場 ハウスクエア横浜4FセミナールームB

テーマ
みんなで考えませんか、これからのマンシ
ョン管理

報告者 青葉区・都筑区・港北区・緑区の4管理組合より

■南部地区（磯子区・戸塚区・港南区・栄区・金沢区）

日　時 11月14日（日）13：30～16：30

会　場 ウィリング横浜（上大岡）901号室大会議室

テーマ
あなたのマンションで抱えている問題は何
ですか

報告者 佐藤忠雄氏（金沢区六浦台住宅管理組合）

●●● 2010年度 管理組合地区別交流会 スケジュール ●●●
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浜管ネット浜管ネット

10月16日貍、新川崎グランドハイツ（築26年・5階
建て・70戸）で大規模修繕工事見学会を行った。
浜管ネット専門業部会のシンヨー㈱が管理組合から元

請けとして受注する責任施工方式。下地補修、屋上防水
の保護、鉄部塗装、外壁改修といった一般的な工事のほ
か、マンションの機能向上項目として、全戸のサッシ交
換とペアガラスの導入（断熱性向上）、玄関ドアの交換、
内階段壁面の断熱塗装等の工事を行った。

２回目大規模修繕と機能向上

10 16／

大規模修繕委員会の
委員長が今回工事の
留意事項を説明

屋上防水の保護塗装
を見学。参加者は
20人弱

内階段壁面の断熱塗
装について説明

9月11日、かながわ労働プラザで『気になる環境・省
エネ・コストの問題』をテーマに、照明器具のLED化、
遮熱塗料や断熱材、屋上緑化などについて、セミナーを

環境・省エネテーマに

9 11／

質疑応答の際の様子、右から島村氏、司会のシンヨ
ー深間氏、小関氏

会場には遮熱塗料や断熱材、緑化の見本などを展示

相管ネット相管ネット

「安全・防災はモラルから」
防災セミナー開催

9 4／

9月4日、相模原市民会館で防災セミナーを開いた。
講師は、テレビ出演でも有名な防災システム研究所の山
村武彦氏。
山村氏は「安全・防災はモラルから」と切り出し、自

宅の玄関を出たところにたばこ
を捨てる人のいるマンションで
防災意識は望めません。「マン
ションの住民は同じ飛行機に乗
っているようなもの」と例え、
「近助の精神」が2次災害を防
ぐ大きな力となると話した。当
日は50人以上が参加した。

開いた。説明者は英綜合企画設計の島村利彦氏、ラクシ
ーの杉本直樹氏、ダイフレックスの小関晋平氏。
塗料で最も熱を吸収しやすいのが黒（カーボン）であ

るため、複数の色で調色してグレーを作る工夫をすると
いう。ばい煙などの汚れも反射率を下げるため、汚れが
つかないような塗料の選択も必要である。
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時にユーモアを交えながら山村ワールドへ
参加者を引き込んでいく

川管ネット川管ネット

技術部会設立

9 20／

9月20日、高津区・溝の口のてくのかわさき研修室で
第1回川管ネット技術部会セミナーを行い、技術部会の
新設を紹介した。
当日は給・排水管の更生工事をテーマにセミナーを行

い、42人が参加した。
技術部会の部会長には相川洋明・川管ネット副会長が

就任。更生工法の審査・証明をする譛建築保全センター
に在籍していた経験から、使用塗料の性能、環境ホルモ
ン等、工法の概要について説明。次いで、賛助会員の㈱
建装工業、㈱シーライフが給水管、排水管に分けて工法
の説明を行った。

技術部会部会長に相川副会長が就任

給水管更生工法を説明する建装工業・竹谷氏

会場は溝の口のてくのかわさき

10月15日、高津市民館第6会議室で川管ネット正会
員と賛助会員との情報交換会を行った。参加者は43人。
新規会員の紹介のあと、会員から川管ネットに対する

要望（技術部会の積極的な推進への期待など）や意見交
換があり、その後のフリートークでは5つの会員管理組
合が管理運営の近況を報告。問題点があれば、わかる範
囲で賛助会員からアドバイスを話してもらった。
会議室での討論後は、場所を移して懇親会も行った。

正会員と賛助会員の情報交換会

10 15／

情報交換会の冒頭であいさつする香川会長

昨年11月24日から3月30日にかけて、神奈川県からNPOかな
がわマンション管理組合ネットワークが委託を受けて実施した「分
譲マンション実態調査（県北部地域）」の結果が10月26日、県の
ホームページで発表された。
○神奈川県分譲マンション実態調査（県北部地域）報告書
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/0720/jyuutakuHP/
motiie_mansyon/H21_manshon_chousa_hokubu.pdf

◇
調査対象は綾瀬市、伊勢原市、海老名市、厚木市、座間市、秦野

市、大和市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、南足柄市、
相模原市、愛川町、清川村に立地する分譲マンション1,785管理
組合。
調査方法は、調査員を調査対象分譲マンションの管理組合に派遣

し、調査票に聴取による回答事項を記入するもの。回収率は
76.3％だった。

県北部地域の実態調査結果発表



ワンポイント

管理組合基礎講座
第14回

大津シーハイツ団地「みどり倶楽部」発足は、「近隣の管理
組合のサークル活動を見学したことがきっかけだった」と事務
局を務める長島靖さん。参加者はすべてボランティア。
活動範囲は危険を伴わない作業、脚立を使わない作業を基本

とし、専用庭以外の生垣（延約650m）の剪定、小低木（ア
ジサイ、アベリア、サツキ、ツツジ、ハクチョウゲ等）の刈込
み、一部花壇の草花の植栽手入れ、芝生地の草抜きなど。作業
は月4回で毎回約10人が参加するという。
やりがいとしては、「環境に対して意識が高くなる」「住民に

感謝されるのがうれしい」などといった声が参加者から上がっ
た。
逆に「バリカンの音がうるさい」「水をまいたら、その水は

だれが払うのか」など心ない住民からのクレームを聞かされる
こともある。

脚立を使わない作業が基本
月4回のボランティア活動

みどりの維持管理②
住民ボランティアの在り方とよくあるトラブル
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それでも管理組合から年15万円の活動補助金を承認された
サークル。年間作業計画を作成し、資金は肥料、機材などの調
達にあてている。
（財）かながわトラストみどり財団に登録し、100本の苗木
を貰って植樹もした。その後のメンテナンスはみどり倶楽部の
仕事だ。
最後に参加者に何が一番きついことは？と聞くと、「雑草の

草むしり」という答え。「しゃがんで作業をするため、とにか
く腰が痛い」とか。地道な作業がやはり一番たいへんなのだ。

取材協力

よこ管ネット会員管理組合

大津シーハイツ団地「みどり倶楽部」

今回は植栽に関して積極的な活動をしている管理組合と、植
栽管理にまつわるよくあるトラブル事例と対応策、さらに根上
がりによる舗装や埋設管のトラブルについて紹介する。

蜷作業に励むメンバーの人た
ち。雑草取りは腰が痛い

▼大津シーハイツの敷地は約
35,000㎡

大津シーハイツ団地
竣工：1975年4月　敷地面積：約35,000㎡　建物：
11棟・444戸　棟前花壇：約1,700㎡　中高木：約
450本　低木：約430本（高さ2m以下） 駐車場他生
垣：長さ約630ｍ

みどり倶楽部
発足：2004年4月　目的：団地敷地内共用部分の植栽
や花壇など手入れ等の環境整備　作業対象：専用庭以外
の生垣の剪定（約650ｍ）、棟前花壇以外の小低木の刈
り込み、花壇・芝生他の整備など　作業日：月4回（第2、
4火曜、第1、3土曜） 時間：夏8:30～11:30 冬
9:00～12:00 会員：平成22年度登録人数は28人

取材協力

浜管ネット賛助会員 株式会社牧野造園

よくあるトラブル例と対処法

トラブル例①

●専用庭の高木
購入した部屋が1階のモデルルームで、専用庭にコールドク

レストが植栽されていた。8年の月日で3階まで伸びてしまい
日照や風通しなどの問題が出てきた。上階住民から苦情があっ
たが、1階の区分所有者は自分の好みで植えたものではないと
苦情を受け入れず、なかなか折り合いがつかなかった。
●解釈と対応
マンション標準管理規約14条で専用使用権があると認めら

れる「1階に面する庭」（専用庭）について、その部分の管理
は同21条で「通常の使用に伴う」管理については専用使用権
のある区分所有者の責任と負担があると規定されている。
1階の区分所有者に説明し、所有者による責任と負担を理解

してもらい、剪定と小まめな管理をしてもらうことになった。

トラブル例②

●専用庭の生垣の高さ
専用庭の境界を示す生垣について、統一されている高さを、

自分で費用を支払っても自分の部屋の前だけ生垣を高くしたい
という1階の区分所有者がいた。



●解釈と対応
トラブル例①の植木と違って生垣は、専用庭を囲むフェンス

と同じ共用部分であると解釈されることを説明。外観や機能性
などは管理組合の管理・責任となるため、管理組合へ意見を述
べてもらうこととし、現行では高さの統一に協力をお願いした。

トラブル例③

●樹木の成長
専用庭の樹木の成長によって上階住民から苦情が寄せられた

ため、1階区分所有者は専用庭の高木の剪定に応じたが、造園
業者から伐採・抜根を提案され、再度トラブルとなった。
●解釈と対応
従前より剪定などの管理を小まめにしていればよかったが、

木が大きくなりすぎたため、下枝が無く、幹も太くなっていた。
仮に3割残すように剪定しても、今は枯れる可能性が高いため
造園業者は伐採・抜根を奨めた。しかし1階区分所有者の「枯
れても良いから低くしてほしい」という要望で一旦は切ったが、
やはり枯れてしまい、抜根を行うしかなかった。

トラブル例④

●樹木の財産価値
マンション販売時点の樹木はそれほど大きくなかったが、年

数を重ねると大きく成長する樹木が増えるとともに、植栽の過
密状態から消えてしまう樹木も出てくる。
気に入っていた樹木が減ったことから、マンションの財産価

値も下がったというクレームを管理組合に寄せる住民がいる。
●解釈と対応
せっかく植えた樹木だからといってすべての植栽を伐採せず

に放置していると過密状態となり、日光が差し込まなく下枝が
枯れ上がり、中木層に緑がなくなり、虚弱な樹木が増え、倒木
に至ることがある。
樹木が過密状態になる前に、樹木と樹木の枝が触れ合わない

間隔で間伐の必要がある。マンション全体の緑化環境を考える
ことが財産価値につながると説明した。

トラブル例⑤

●老大木の桜を切る派、切らない派
樹高が10ｍを超えるような老大木の桜で、枝や幹に腐食が

進んでいるため安全面を考え、剪定を提案した。この管理組合
では、小さいお子様がいる世帯は切る派で、年配の世帯は切ら
ない派の2つに分かれた。
●解釈と対応
よく持ち出されるのが「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という

ことわざ。昔から桜の枝は切らずに折るほうがよく、梅の枝は
折らずに切るほうがよいとされ、何でも切ってしまうのを「馬
鹿」と言った。桜は切り口から菌に侵されやすいことから、そ
う言われるようになったが、今もことわざどおりに桜は切って
はいけないと思い込んでいる人が多い。
現在は桜の切り口に殺菌塗布剤を使用するため、「桜を切る」

作業も安心できる工程で行っている。

トラブル例⑥

●薬剤散布
アレルギーがあるため薬散をやめてほしい、と一部の住民か

ら管理組合へ申し入れがあった。
また、植栽により皮膚がかぶれる、花粉症、毛虫等の苦情が

頻繁にある。
●解釈と対応
薬剤散布の場合は管理組合と住民が話し合い、住民がその日

だけマンションから外出するなどの調整をする方法で解決を
図った。
その他の苦情については、管理組合の中に植栽委員会を設け、

アンケートと取ったり、植栽管理細則や年間作業計画等のルー
ルを策定して、住民の理解を得ることが考えられる。

…………………株式会社牧野造園の概要…………………
●本社所在地：〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町2257 ●蕁：045-941-4764 蕭：045-941-8774
●URL：http://makinozoen.mkgp.jp ●E-mail：maki@makinozoen.co.jp
●加入ネット：浜管ネット
●特色：現在、弊社では13件のマンションにおいて、緑地管理業務を請け負っています。個々のマンションには、それ

ぞれのイメージや環境、住民の方々の緑地に対する想いや考え方が違います。それらを考慮し、本来の緑地のあ
るべき姿との共存を実現するため、各マンションに愛情を持ち、提案・管理をしております。
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根の生育スペースが劣悪なために舗装を押し上げる

埋設排水管内いっぱいに詰まった
メタセコイヤの根

取りだされた根は約15mも
あった

◆放置しておくと、①舗装や植樹桝の蓋が持ち上がり壊れる
②埋設排水管に根が食い込み、破裂させる
③埋設排水管内いっぱいに根が詰まる

◆解説
根が舗装や埋設管を押し上げる主な原因は、土の性質（粘土

等固い性質の土）や地下水位の上昇、地下の障害物（コンク
リートの基礎等）等による根の生育スペースの劣悪化にある。
本来、地中深くかつ横に広く伸びていくはずの根が、十分な

生育スペースを得られないために、より良い環境を求めて地上
部付近に伸びてきて、このような問題を引き起こしている。
根が舗装を押し上げる要因は必ずしも1つであるとは限らな

い。むしろ、いろいろな要素が重なっていることの方が多いた
め、調査や、それに伴った対処・管理が必要であり、重要に
なってくる。

上根 がりによる トラブル



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

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。

湘央浜神

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
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業
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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

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

よこ 央川浜

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

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
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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

（財）マンション管理センターの主任研究員である廣田信子さ
んが主宰する「マンションコミュニティ研究会」が7月17日、
東京・新宿区の新宿歴史博物館で設立記念フォーラムを開いた。
管理組合運営で何より大切なのは合意形成。それがマンション

生活に直接関わってくる。
第1回勉強会　8月19日　廣田信子代表「高齢化の現状と

『孤立、孤独』を防ぎ心豊かに暮らすための提
案」

第2回勉強会　9月14日　エノスコンサルタント事務所・曽
根幹介代表「エニアグラムを利用したコミュニ
ケーションの方法」

第3回勉強会　10月20日　NPO集住センター　有馬百江常
務理事「さて、たいへん！これからのマンショ
ン住まいはどうなるの？」

10月20日は「迷惑行為」を繰り返す区分所有者とのトラブ
ルを解決した現職理事長をゲストにお迎え、貴重な経験を語って
もらった。

「マンションコミュニティ研究会」発足
マン管センター・廣田信子氏主宰

◆マンションコミュニティ研究会 第2回フォーラムのお知らせ

日　　時：11月23日（火・祝）13：30～16：30
場　　所：月島区民館5号洋室（中央区月島二丁目8番11号）
基調講演：「高齢になっても住み続けられるマンションとは」

小林秀樹・千葉大学教授
ワークショップ：

「高齢化に前向きに取り組んでいるマンションの現場
からの事例報告」

事 務 局：東京都世田谷区玉川4-37-6 クリップ生活研究所内
蕁03-3700-9934（担当：宮川）

7月17日の設立記念フォーラム 10月20日は有馬さんを迎えた勉強会

TOPICTOPIC
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経年劣化ではなく「新築時の不具合」
大規模修繕工事の計画に当たって、設計・監理を行うコン

サルタントの選出の第1歩は、マンション管理センターのテ
クノサポートネット、住宅金融支援機構エントリーリストを
利用して、そこから数社を選択、ヒアリングをして決めた。
11年目の工事とあって、どの部位でも当然瑕疵保証期間は

過ぎている。一般的に新築時のアフターサービスも2年目で
住民アンケートを取って、不具合を補修した。理事長も「当
時は直したつもりだった」と話す。
ところが、コンサルタントによって経年劣化ではなく「新

築時の不具合」が16項目指摘された。
例えば、非居住棟ではあるものの、機械式立体駐車場の車

路面（裏側は下位階の駐輪場の天井面）のひび割れとそれによ
る水漏れ、居住棟の構造スリット不具合、タイル目地不具合、
居住棟をつなぐエキスパンションの不設置等、放置しておけ

DA T A

■マンションデータ

築11年・地上9階・2棟・67戸

建物構造……………………RC造
敷地面積……………………2,416.90㎡
建築面積……………………1,243.05㎡
管理費（月額）の㎡当たり単価…………約83円
修繕積立金（月額）の㎡当たり単価……約237円
駐車場充足率………………45台（3段機械式）÷67戸＝67％
駐車場使用料（月額）……上段14,000円、中段（地下）

12,000円、下段（地下）10,000円
駐輪場使用料（月額）……ラック式132台、上段200円、

下段300円
分譲業者……………………藤和不動産㈱
建設業者……………………㈱フジタ
管理業者……………………現在は㈱サンビルド。12月からコ

ミュニティワン㈱
管理形態……………………全部委託

（機械式駐車場の保守メンテのみ業者へ直接発注）
管理員の勤務形態…………通勤管理

（平日9時～5時、隔週土曜9時～4時）
理事会………………………月1回
メンバー構成………………理事6人、監事1人
任期…………………………2年ごとの半数改選14

１回目の大規模修繕
コンサルタントのよしあしが成功のカギ

ば将来的に躯体強度に大きな影響が生じるであろうもので、
完成図面や建築確認申請図面との相違など多岐にわたった。
11年前の販売会社を相手取り補償工事の要求をするも、販

売会社は当然ながら「経年劣化のため」「アフターサービス期
限切れ」による免責を主張。
交渉の局面打開は、棟と棟を繋ぐエキスパンションが建築

確認申請内容と施工内容が相違するため、それを認可した市
役所が販売会社へ行政指導を行ったことだった。
結果的にコンサルタントの指摘通り、新築時の施工業者の

責任と負担による補修が大規模修繕工事に加わった。
理事長は言う。「11年前の工事の不具合を指摘してくれた

コンサルタントを選択して、本当によかったと思う」。

誤算は気候、梅雨と風
立地によるマンションの特徴は風が強いこと。
実は、工期が1カ月延びた。
理由は神奈川県最大の米軍基地・厚木海軍飛行場が隣接し

ていて、広大な飛行場をわたってくる風は強く、その風圧に
より、ペンキが飛んでしまい、職人が作業できない状態に長
い間陥ってしまうのだ。
その結果工期が遅れ、梅雨にかかってしまった。
女性理事からは、「梅雨に入っても、養生シートで締め切っ

ているので、障子のサンにカビが生えて困った」など、生活
面での問題が生じた。
季節の変わり目、地域

の特別な環境が工事の進
ちょく、住民の生活にも
影響することになるとい
えるようだ。

蜷平山茂樹・管理組合理事長
と、向井邦良・かながわ県央
ネット会長

蜻3段式機械駐車場。舗装面を
防水コーティング

蜻駐輪場の天井。駐車場からの
雨漏りで、簡易補修中

蜷駐車場の下に駐輪場を設置
している



連絡先 連絡先氏名・所属事務所

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

伊藤和彦
FKコンサル

井田洋一郎
有限会社エルグ

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

尾崎京一郎
モア・プランニングオフィス
 

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

横浜市旭区中希望が丘176
蕁045-361-6046
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

横浜市港南区笹下6-23-27
蕁045-844-0844
erg@c3-net.ne.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 ■■

浜管ネット 蕁045-911-6541

大規模修繕と電気幹線改修
高経年マンションの工事見学会
日　　時：11月23日（火・祝）13：30～16：00
場　　所：野庭団地第10住宅（JR港南台駅、地下鉄上

永谷駅より送迎バスを用意します）
テ ー マ：「3回目の大規模修繕工事と電気増容量工事」
物　　件：築32年・10階建て・2棟・260戸、横浜市

供給公社の分譲住宅
定　　員：30人
設計監理：岡田建築設計事務所㈱
電気工事：パナソニック電材システム㈱
参 加 費：1,000円（資料代） 浜管ネット会員は無料
技術者部会・専門業部会合同セミナー
日　　時：11月27日（土）13：30～16：30
場　　所：ハウスクエア横浜4FセミナールームB
テ ー マ：高経年マンションの現状と課題
パネルディスカッション：

管理組合・設計事務所・管理会社・工事会社
による組合員参加型の意見交換、質疑応答

定　　員：50人
参 加 費：1,000円（資料代） 浜管ネット会員は無料

よこ管ネット 蕁046-824-8133

ミニセミナーと情報交換会
日　時：1月22日（土）13時30分～16時30分
会　場：ヴェルクよこすか（予定）
テーマ：「知って見直す、お得な管理費節減」

～共用部分の清掃と植栽整備～（仮題）
講　師：シークリスタル管財・牧野造園

新 会 員 紹 介

興和不動産レジ
デンスサービス㈱

川管ネット
マンション
管理

2,000
万円 1970

㈱ダイワサービス 浜管ネット
マンション
管理

1億
3,010
万円

1983

日本設備工業㈱ 浜管ネット
給排水設備
改修

4億
6,000
万円

1966

名　称

◆ 賛助会員

加入ネット 主な業種 資本金 設立年

相管ネット 蕁042-855-0555

マンション管理セミナー
日　時：11月23日（火・祝）13時30分～
会　場：相模原市民館
テーマ：「マンションはスラム化する」
講　師：松本恭治氏（元高崎福祉大学教授）
定　員：80人　参加費：無料

日　時：1月29日（土）13時30分～
会　場：相模原市民館
テーマ：「マンションのスラム対策」
講　師：山岡淳一郎氏（ノンフィクション作家）
定　員：80人　参加費：無料

かながわ県央ネット 蕁046-264-6054

1回目の大規模修繕
一部足場にゴンドラを使用
日　　時：11月27日（土）13：00～
場　　所：藤和シティホームズ大和

（小田急・相鉄線大和駅徒歩2分）
テ ー マ：「1回目の大規模修繕と一部ゴンドラによる足

場の設置」
物　　件：築12年・11階建て・1棟・41戸
定　　員：30人
設計監理：岡田建築設計事務所㈱
施工会社：シンヨー㈱



編 集 後 記
今回はNPO日住協の広報紙「アメニティ（集合住宅管理新聞）」第

337号（2010年10月5日付）の論談『救えなかったか、大阪2幼児
遺棄事件』からの抜粋です（Y）。
この夏、胸をいためる事件が起きた。大阪西区の繁華街にあるマン

ションで、3歳と1歳の姉弟が23歳の母親に遺棄され死亡した。（中略）
マンション住民から3月から5月にかけ、ママ、ママと叫ぶ激しい泣き
声がするなど数件の通報が児童相談所にあった。
児童相談所職員は、3回ほど現場に来たが、母親あての手紙を郵便受

けにいれるなどで、直接親に会っていない。
（中略）マンションは分譲80戸、ワンルームタイプが中心で、事件

の部屋は所有者から母親の勤める風俗店が借り受け、母親と幼児の3人
で住んでいた。（中略）幼児は何週間も食事を与えられず、クーラーも
ない猛暑の部屋で亡くなっていた。（中略）
マンションは鍵ひとつで住める、隣近所との面倒な付き合いを避け

られる、という側面をあわせもつが、ここはひとつ、住民同士で隣近
所に関心を持ち、助け合う「近助」をつくり直すことを考えたい。異
変を知ったら、勇気をもって隣のドアをどんどん叩こう。
お役所の一片の要請を頼みとするより、「近助」のほうが大事ではな

いか（NPO日住協論説委員会）。
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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月曜午後　秦野市役所東海大学前駅出張所
　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　大和市役所市民相談課相談室
　毎月第3土曜午後　大和市民活動センター会議室

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

129組合

27,828戸

川管ネット

32組合

4,566戸

よこ管ネット

52組合

9,366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

16組合

3,037戸

41組合

8,209戸

合　計

312組合

55,919戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成22年10月末日現在

日 住 協
神奈川県支部


