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C O N T E N T S

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、国内観測史上最大のマグニ
チュード9.0を記録しました。大津波と火災などで多くの失った人命と被災者
を出し、12日の福島原発の爆発の発生でさらに被害が大きく広がっています。
マンションの被害も東北地方を中心に亀裂やタイルの剥落、停電等によるラ

イフラインの停止などの被害が多数報告されています。
神奈川では横浜市金沢区など埋め立て地の地盤の液状化現象により、大きな

被害をもたらしたところがあります。
今号では、亡くなった方々へのお悔やみと被災者へのお見舞いを申し上げる

とともに、大震災によるマンションの被害状況と今後の地震対策について、2
～4pにまとめました。

支えあい、触れ合った人間同士が支えあい、触れ合った人間同士が支えあい、触れ合った人間同士が支えあい、触れ合った人間同士が
運命を切り開いていく運命を切り開いていく運命を切り開いていく運命を切り開いていく

川管ネット会長川管ネット会長  ●●香川泰男香川泰男

謹んで地震災害の謹んで地震災害の謹んで地震災害の謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます。お見舞いを申し上げます。お見舞いを申し上げます。お見舞いを申し上げます。

3月11日東日本大震災が起こりました。日本では史上最大といわれるこの
地震はその後の大津波、原発事故をもたらしました。多数の尊い命が失われた
ことを悼み、被災された方々に対し心からお見舞い申し上げます。
被害の全容が少しずつ分かってくるにつれその凄まじさに驚き、その中でも

状況は刻々と変化し、我々の無力感を痛感いたします。
この災害の悲劇を前にすると、どんな問題も小さくなってしまうのですが、今

回の地震が我々マンション生活をする者に投げかけた問題は小さくありません。
マンションの耐震問題があらためて問われるでしょう。停電、断水に対する

対策、エレベーターが耐震基準になっているのか（何時間も閉じ込められた人
もいると聞きます）。機械式駐車場のトラブル。マンションの躯体が大丈夫だ
としても、いろいろな問題が起きたわけです。管理組合、自治会の防災組織は
うまく機能したか、弱者救済のコミュニテｲ問題等々。これらは常日頃管理組
合がチェックしていなくてはなりません。
私は小学校5年生の時終戦を迎えました。戦争とか自然大災害の前では個人

の力は全く無力です。しかし、その時でも家族を中心とした支えあい、触れ合
った人間同志の思いやり、これが運命を切り開いていく。政治の貧困はあった
が、日本人の心が一つになったことが救いだったと思います。

日本マンション学会、11月に延期
4月16・17日に東京・白金台の明治学院大学で行われる予定だった第

20回日本マンション学会東京大会は、東日本大震災の影響で11月5・6日
に延期する。
総会、理事会は4月16日に開催し、新会長に小林秀樹・千葉大学教授が

就任した。



阪神・淡路大震災との比較
高層住宅管理業協会調べ
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共用廊下の壁に入った亀裂。鉄筋が露出している

窓横に発生している大きな亀裂

バルコニー側非耐力壁に発生しているＸ字型亀裂

（社）高層住宅管理業協会は、東日本大震災で被災した
東北6県所在の会員受託マンションに対して被災状況を
ヒアリングし、その結果を発表した。
平成7年に発表した阪神・淡路大震災の被害状況と比

べて「大破」「中破」は少なかったものの、「被害なし」
も全体の11%（阪神・淡路38.2%）と少なかった。
被害自体は大きくなかったが大多数のマンションが何

らかの被害を受けたことを表している。
同協会ではHP上で「震災時における各種対応上の

Q&A」の掲載を開始。被災直後のマンションに居住す
るにあたって注意すべき点、被災マンションの復旧方法、
災害時の管理組合の運営など、26のQ&Aにまとめてい
るので参考にしたい。
http://www.kanrikyo.or.jp/news/data/shinsaitaiou_qa.pdf

被害程度
大破以上
中　破
小　破
軽　微
被害なし
合　計

◆東日本大震災のマンションの被害状況（平成23年3月31日現在）

被害内容の概略
倒壊や建替えが必要な致命的被害
大規模な補強・補修が必要
タイル剥離、ひび割れ等補修が必要
外見上ほとんど損傷なし

管理組合数
0
27
276

1,119
175

1,597

割合（％）
0.0 
1.7
17.3
70.0
11.0
100.0

被害程度
大破以上
中　破
小　破
軽　微
被害なし
合　計

◆阪神・淡路大震災のマンションの被害状況（平成7年11月）

被害内容の概略
倒壊や建替えが必要な致命的被害
大規模な補強・補修が必要
タイル剥離、ひび割れ等補修が必要
外見上ほとんど損傷なし

管理組合数
30
218
661

1,643
1,574
4,126

割合（％）
0.7
5.3
16.0
39.8
38.2
100.0

3.11 東日本大震災 マンションの被害状況は…マンションの被害状況は…
　3月11日の東日本大震災は津波による被害が甚大で、マンション等の建物被害はテレビニュースなどでは報道
されませんでした。NPO全国マンション管理組合連合会では、谷垣千秋事務局長が3月23日に仙台入りし、被
災マンションの報告をしました。写真はその一部です。
　壁面のコンクリート落下やせん断亀裂など、被災したマンションは数多くあったようですが、阪神・淡路大震
災を経験した谷垣事務局長は「建物の被害が小さかったことは不幸中の幸い」と述べています。
　ただし、電気、水、ガスなどのライフラインが完全に停止し、マンションのエントランスで夜を明かし、昼は
炊き出しや水汲みなどで助け合う居住者が多数あり、改めて日ごろからのコミュニティー形成の重要さを実感す
る光景もあったとしています。
　また、仙台に事務所を置くNPO東北マンション管理組合連合会（東北管連）では災害対策本部を設置して、
被災マンションの建物調査・診断など震災にかかわるマンション全般の相談業務をはじめています。
　居住者の不安を取り除き、管理組合が冷静な判断を行えるような的確な情報提供が管理組合団体の役目となっ
ているようです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （写真提供＝NPO全国マンション管理組合連合会）

　3月11日の東日本大震災は津波による被害が甚大で、マンション等の建物被害はテレビニュースなどでは報道
されませんでした。NPO全国マンション管理組合連合会では、谷垣千秋事務局長が3月23日に仙台入りし、被
災マンションの報告をしました。写真はその一部です。
　壁面のコンクリート落下やせん断亀裂など、被災したマンションは数多くあったようですが、阪神・淡路大震
災を経験した谷垣事務局長は「建物の被害が小さかったことは不幸中の幸い」と述べています。
　ただし、電気、水、ガスなどのライフラインが完全に停止し、マンションのエントランスで夜を明かし、昼は
炊き出しや水汲みなどで助け合う居住者が多数あり、改めて日ごろからのコミュニティー形成の重要さを実感す
る光景もあったとしています。
　また、仙台に事務所を置くNPO東北マンション管理組合連合会（東北管連）では災害対策本部を設置して、
被災マンションの建物調査・診断など震災にかかわるマンション全般の相談業務をはじめています。
　居住者の不安を取り除き、管理組合が冷静な判断を行えるような的確な情報提供が管理組合団体の役目となっ
ているようです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （写真提供＝NPO全国マンション管理組合連合会）
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エントランス前のインターロッキングが陥没している 地上に設置されたユニット型ＦＲＰ製受水槽の壁が破れ、大きく破損している

地震後の専有部分室内の状況。家具が倒れている エントランスホールをボランティアの活動拠点としたマンション。炊き出
し、水くみ、買い物、介護補助、部屋の片付けなど居住者同士で助け合った

否―否―
居住者名簿の作成、伝言サービスの周知etc. サングレイス鎌倉笛田管理組合

NPO湘管ネット会員マンションのサングレイス鎌倉
笛田管理組合（第14号14pに管理組合の紹介を掲載）
は、今回の地震の被害の大きさと恐怖から教訓を得て話
し合いの場を持ち、災害に備えてマンション居住者の心
構え、準備しておくこと、管理組合で備えておくことな
どをまとめ、確認し合った。その取り組みの一部を紹介
する。

■ 管理組合で備えておくこと ■
縡救助用具・避難用具の準備をする
縒防災計画を立て、居住者に周知する
縱連絡、避難誘導の体制を整えておく
縟居住者名簿、緊急連絡先名簿の整備し、安否確認が取
れるようにする

縉エレベーター内に簡易トイレ、水等を準備しておく
（閉じ込めがあった場合の対処として）
縋けが人が出た場合、火災発生時の119番通報
縢エレベーター内に人が閉じ込められた場合のエレベー
ター会社への連絡

繆建物外に防災倉庫を設置し、防災用品・救助用具を準
備する

繦災害時に防災倉庫のカギを開けておく
縻年に1回は避難訓練を実施する

■ 災害発生時の連絡方法 ■
災害発生時には、停電すれば、多機能の固定電話が使

用できなくなる上、携帯電話でも混線し、繋がり難くな
る。このような家族や友人と連絡が取れない場合は、下
記の災害用伝言板を活用する。

■ 各携帯会社の災害用伝言板サービス ■
縡 AU災害伝言板URL⇒http://dengon.ezweb.ne.jp/
縒ｉモード災害用伝言板サービス（パソコン用）⇒

http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
縱ソフトバンク災害伝言板URL⇒

http://dengon.softbank.ne.jp/J
縟 NTT伝言ダイヤル：171
縉Web回線は地震の際でも、繋がりやすい
（1）各種掲示板
（2）mixi
（3）ツイッター
（4）スカイプ

※これらを活用すれば、連絡が取れる可能性が
ある。

（5）アイフォン ⇒ ドメイン：@i.softbank.jpなど
の形式で送れば、通常の、携帯ソフトバンクと
違い到達する可能性は高いと思われる。

＜次ページへつづく＞
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多くのマンションでボランティアを組織し、助け合いを行った 東北管連事務所に掲げられた災害対策本部の看板

震災から2週間後、3月24日の東北管連事務所 東北管連は地震後、被害を受けたマンションを調査し、
住民向けの説明会を開催している

◇
今回わかったことは、停電すれば、FAXや機能付きの

固定電話が使用できなくなり、携帯電話も混線しつなが
らなくなるということ。そこで、各携帯会社の災害用伝
言板サービス（3ページ参照）を平時から居住者に周知
しておくようにした。
管理組合では居住者名簿の作成によって災害弱者の存

在がわかり、伝言板サービスの周知によって確認の幅が
広がるといえることになるからだ。

マンションは特殊な住居形態で、建物が被害にあった
場合、どう復旧していくのかを所有者同士で話し合い決
議しなければならない。この時に連絡先が分からなけれ
ば、復旧計画に対する合意が得られず、壊れた部分を直
すことができないという事態につながる。
建物の復旧はマンション生活の復興の第一歩。そのた

めには連絡先の確保として、居住者名簿、緊急連絡先名
簿の整備と、その重要性の意味を理解してもらうことが
必要である。

東京都中央区は今年1月、『高層住宅防災対策　震災
時活動マニュアル策定の手引き』を発行。区内の管理
組合等に配布した。区民以外でも中央区のHP上で閲
覧できる。
http://www.city.chuo.lg.jp/mosimonotoki/
bosaizyoho/zisin02/sinnsaijikatudoumanyuaru/
index.html
大震災が発生した場合、マンションは建物自体の被

害よりも、ライフライン（水道、ガス、電気等）やエ
レベーターの停止などによって通常の生活が困難にな
り、居住者の安否確認、救援救護、被災生活等の問題
の発生が想定される。

この手引きの内容は、震災前の準備、震災が起きて
からの行動マニュアル、マニュアルを策定するために
必要な組織の設置や方法について記載。高層住宅の災
害時に必要な活動や事前対策を
標準的なマニュアル形式にする
とともに、個々の建物の特性に
あわせた独自の対策に取り組む
ための方法や対応例をまとめた。
また、DVD『揺れる高層住

宅！その時あなたは…』も制作。
大地震の発災直後から4日間の生
活を想定したものを映像化した。

『高層住宅防災対策　震災時活動マニュアル策定の手引き』
東 京 都 中 央 区 が 今 年 1 月 に 発 行

＜前ページのつづき＞
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○東日本大震災復興支援活動の方針とその取り組み
◆復興支援集会の開催
・地震への調査が一定の段階を迎えた時点で、仙台で全管連
主宰の復興支援集会を開催し、東日本大震災についての専
門的な観点からの説明と、その被害状況の全体像を把握す
る
・開催時期は、被災地の復興状況に合わせ、8月または9月
以降とする
◆被災マンションへの支援活動
・被災マンションへの義援金募集を行うとともに全管連の義
援金会計を復活させ、被災マンションの復旧、東北管連の
支援活動の費用に充てる
○マンション再生法制定へ向けた取り組みと第2段階へ向け
た取り組み方針
◆各政党、各省、関係団体への働きかけ
・国交省マンション政策室、環境省地球環境局へマンション
再生基本法提言に至る経緯と提言内容を説明
・自民党マンションワーキングチーム座長・菅義偉衆議院議
員、法務大臣政務官・中村哲治衆議院議員、民主党国交省
担当副幹事長・阿久津幸彦衆議院議員へマンション再生基
本法の趣旨を説明
・議員集会、全国集会の開催（6p参照）

今回は大震災の影響で代表者会議の開催が危ぶまれたが、
さいたま市・浦和で無事に行われた

NPO全国マンション管理組合連合会の第62回代表者会議が4月18日（月）、さいたま市・浦和の浦和ワシン
トンホテルで行われた。参加者は全国19団体38人。次回は10月17日、沖縄マンション管理組合連合会が開
催地担当団体として行う予定。
今回は、急きょ東日本大震災に関する復興支援活動に議題の重点が置かれた。また全管連が提言するマンシ

ョン再生法制定についても国や国会議員らへの働きかけが活発になってきている。

・今後は関係団体との協力関係を確立し、再生法技術懇談会
を開き協議を進めていく
・建築再生展2011にセミナー講演者として参加（6月2日、
東京ビッグサイト）
※議員の役職は当時のもの

◆マンション再生アンケート調査の実施
○地デジ問題、7月停波への今後の方針
・地域間の地デジ化進捗率の差が激しいので、国に対して地
域間の調整、遅れている地域にデジサポマンパワーの集中
化を要請
・ビル陰共聴施設のアナログ施設撤去費の助成金要請の運動
を展開

主な活動報告

埼管ネットを訪問して
活動テーマは「賢く住もう、楽しく暮らそう」

第62回全管連代表者会議の開催地担当団体はNPO埼管ネ
ット（埼玉県マンション管理組合ネットワーク）。事務所は
JR南浦和駅から徒歩6分にあるビルの2Fにある。
埼管ネットは1990年、埼玉県マンション管理組合協議会

として発足。95年に埼玉県マンション管理組合ネットワー
クに改名。翌96年、弁護士や1級建築士、マンション管理士
などの専門家を集めた「マンション問題総合研究所」を設立。

佐々木一会長（左）、
小島次郎理事

2001年には埼管ネットとしてNPO法人の認証を受けた。
埼管ネットの活動テーマは「賢く住もう、楽しく暮らそう」。
埼玉県のマンション行政も積極的で、2004年に埼管ネッ

トや専門家団体などとともに「埼玉県マンション居住支援ネ
ットワーク」を設立し、提携体制を構築している。

セミナー後には参加管
理組合同士の情報交換
が定例となっている

東日本大震災で被災された皆さまに心よりお見舞い申し
上げます。
神管ネットが加盟する、マンション管理組合の全国組織

であるNPO全国マンション管理組合連合会（全管連）は、
東日本大震災で被災したマンションの復興を支援していく
ために、皆さまからの義援金を募っています。
各地域ネットを通じて神管ネットでも義援金をまとめて

全管連に送ります。また各地域ネットがそれぞれに義援金
を募集しているケースもあります。
詳細は各地域ネットの事務局にお問い合わせください。
お一人でも管理組合単位でもサークル単位でも結構で

す。被災マンションに心を寄せる多くの皆さまのご協力を
お願い申し上げます。
神管ネット傘下の地域ネットは浜管ネット、川管ネット、

よこ管ネット、相管ネット、湘管ネット、かながわ県央ネ
ット、日住協神奈川県支部です。連絡先は16ページ参照。

東日本大震災への義援金を受け付けています

全　　　管　　　連
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神管ネットと浜管ネットの会長職を兼務する山本育三・関東学院大学名誉教授により4月23日貍、かながわ県
民センターで「マンション再生法の提言―その背景と理念、提言の概要」と題してセミナーを行った。
マンション再生法提言は今や全管連の活動の中軸を占めるものであり、山本会長は昨年来、全管連加入団体の

東北管連（仙台）、関住協（大阪）、京滋管対協（京都）、道管連（札幌、旭川）などで同様のセミナー講師に招
かれ、法制定への周知活動を行っている。

マンション再生法の提言は、これまでの新規供給や建替え重視の政策
を転換し、既存マンションの長寿命化と再生（改善）により住宅水準の
向上、地球環境の保全、経済的な効果を視野に入れた、住宅ストックの
長期使用促進のための法的整備である。
NPO全管連は2009年秋の第59回全管連代表者会議で「省エネ・再

生専門委員会」を設置し、マンション再生に関する方策の検討を開始。
その結果、2010年春の第60回代表者会議で「マンション再生基本法
（仮称）」を決議し、全管連構成全19団体の連名で国土交通省をはじめ、
各政党、マスコミ等に対し「マンション再生法の提言」として働きかけ
ている

かながわ県民センターで行ったセミナーの様子

全管連は3月9日貉、マンション再生法を目指す国会議員
集会を14時から参議院会館で行った。
参加した国会議員は中村哲治・前法務大臣政務官、川内博

史・前衆議院国土交通委員長、辻恵・老朽化マンション・団
地対策を講じる議員連盟会長、三井辨雄・国土交通副大臣、
水戸将史・民主党マンション政策問題議員連盟事務局長、菅
義偉・自民党マンション問題ワーキングチーム座長、穀田恵
二・日本共産党国会対策委員長、柿沢未途・みんなの党政策
調査会副会長。

全管連・穐山精吾会長による民主党・中村哲治参議院議員（前法
務大臣政務官）への意見陳述（議員集会にて）

18時30分からは、参議院会館から神保町の日本教育会館
707号室に移り、一般参加者を交えての全国集会を行った。

会場は満員の約120人が参加。全管連による提言の趣旨説
明のあと、出席した国会議員からはマンション再生法に対す
る意見表明をいただき、関係7団体の代表者からも再生法に
関する積極的な意見を話してもらった。
関係団体の参加は、日本マンション学会、マンション計画

修繕施工協会、高層住宅管理業協会、建物診断設計事業協同
組合、日本マンション管理士連合会、全国ビルリフォーム工
事業協同組合、リニューアル技術開発協会の7団体。
全管連ではこの成果をもとに第2段階の行動戦略として、

関係団体との再生法技術懇談会の設立、右記セミナーやパネ
ルディスカッションの開催などにつなげていく。

一般参加者を交えての全国集会は神保町の日本
教育会館で行い、約120人が参加した

開催日：6月1～3日
会　場：東京ビッグサイト東1ホール
セミナー日時：6月2日（2日目）
12：00～12：40「マンション再生」山本育三氏
12：45～14：10「マンション再生法制定と日本再生」

＜パネルディスカッション＞
コーディネーター 山口実氏　建物診断設計協同組合理事長

パネリスト 山岡淳一郎氏　作家
山本育三氏　関東学院大学名誉教授
斉藤広子氏　明海大学教授

第16回 リフォーム＆リニューアル R&R建築再生展2011イベント案内

マンション再生法制定への取り組み
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事費用は170万円/戸で、このうち50万円/戸の助成
金を受けることができた。
参加者からは、「マンションの資産価値と住環境を

向上する方法として外断熱にする改修は今後の選択肢
になる」という声が聞かれた。

◆平成22年度「マンション相談員等のCPD研修」に
ついては、3月26日をもちまして終了いたしました。

神管ネットは平成23年度「マンション相談員等の
CPD研修」セミナーの実施に伴い、国土交通省のマ
ンション再生環境整備事業に応募申請書を提出した。
事業の目的は、マンションストックの長寿命化とそ

の時代のニーズに対する建物・設備等の再生への取り
組み。神管ネット傘下の地域ネットが開催地担当とし
て活動するほか、マンション管理士会らが協同して、全
県下での管理組合交流会や相談会、セミナー等を行う。
選定結果は5月末頃に全応募団体に通知される予

定。

CPD研修の主要なテーマ（仮題）
第1回：適正な管理と長寿命化、再生への取り組み方
第2回：耐震化への取り組み事例と課題
第3回：バリアフリー化への取り組み事例と課題
第4回：省エネへの取り組み事例と課題
第5回：高経年マンションで起こる居住者現象と課題
第6回：建替え事例にみる取り組み方と資金、合意形

成、課題
第7回：長寿命化と再生を射程に入れた管理規約、管

理手法
第8回：パネルディスカッション～長寿命化と再生・

建替えのあり方
その他、再生工事または実績見学会2回

平成22年度「マンション相談員等のCPD研修」セミナーの報告

1月21日、第7回CPD
横浜・石川町のかながわ労働プラザ（Lプラザ）で

第7回研修セミナーを行った。今回の担当は浜管ネッ
ト技術者部会の会員が多数所属する一般社団法人マン
ションリフォーム技術協会。タイトルは『超高層マン
ションの大規模修繕工事～長期修繕計画から工事事例
まで』。
20階建て以上、高さ60ｍ以上の超高層マンショ

ンは1990年頃から供給が本格化。2009年までに
約1,000棟・22万戸に達し、第1回外壁等大規模修
繕工事を終えたものも増えてきている。
当日は120人以上が参加。長期修繕計画の立て方

からゴンドラ足場の設置まで、超高層マンションの工
事の特徴を学んだ。

2月19日、第8回CPD
第8回研修セミナーは『近年の裁判例から学ぶマン

ションの管理運営』で、講師は相模原中央法律総合事
務所の小川敦司弁護士。会場はウェルシティ横須賀内
の生涯学習センターで担当はよこ管ネットと湘管ネッ
ト。参加者は約70人だった。
講演では、窓ガラスの一括修繕費用を区分所有者が

負担すべきとされた事例、議決権の算定を誤って決議
無効とされた事例、不在組合員に対する協力金請求が
認められた事例、管理費等債権にかかわる中間の特定
承継人の責任が認められた事例などについて、わかり
やすく解説された。

3月26日、第9回CPD
第9回CPD研修セミナーは相管ネット担当。相模

原市民会館で「外断熱改修1年間の軌跡『私のマンシ
ョンが外断熱改修を行った理由とその効果』」と題し
て行った。
実際に外断熱改修を行った管理組合が講師となり、

外断熱改修立案から改修後1年間までの経過を報告し
た。外断熱に加え、窓をペアガラスにするなど、総工

平成23年度「マンション相談員等のCPD研修」
セミナーの予定

国土交通省・マンション再生環境整備事業に申請
超高層マンションの
定義は20階建て以
上、高さ60ｍ以上

小川敦司弁護士はマ
ンション管理士資格
もあり、管理組合関
係の問題に多数かか
わっている

当日の参加者は41
人。質疑応答も盛ん
に行われた

CPD研修では出席
ごとにカードに印鑑
が押される
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よこ管ネットよこ管ネット

1月22日貍、ヴェルクよこすかでセミナー＆情報交換会を
行った。
第1部は清掃会社の㈱シークリスタル管材・唐鎌智社長に

よる講演。「今の清掃仕様書は人工数だけを記しているケース
が多い。材料、洗剤、方法、細かく書面に落とすことが大事。
そのときのマンションに必要な作業が行われなければ結果的
に清掃費の無駄につながる」と唐鎌社長。資産価値を下げる
ような削減はかえって無駄を生んでいると話した。
第2部は㈱牧野造園による植栽管理について。まず、マン

ションにはどのような植物がどうように植栽されているかを
知っておくべきで、その後に「どこを削ってどこを増やすか、
それによって適正な管理をする」ことが大事であるという。
何年後にはこういうマンションにしたいと提案できる造園業
者を選ぶことが重要ということだった。

牧野造園は牧野玲
子専務と企画・設
計室の楠井美寛室
長が対応した

外壁の清掃はロープ
を使って清掃するこ
とも。どんな作業を
しているのか知って
おくべきだ

清掃業務の役割とみどりの維持管理テーマに
セミナー＆情報交換会

1 22／

川管ネット川管ネット

大規模修繕・長期修繕計画作成
注意するポイント

1 29／

1月29日貍、川崎市・武蔵中原の川崎市総合福祉センター
（エポックなかはら）大会議室で平成22年度第2回マンショ
ン管理基礎セミナーを開いた。テーマは「大規模修繕・長期
修繕計画作成ガイドラインについて～注意するポイント～」

で、（財）マンション管理センターの鈴木了史・技術部長が講
師を務めた。参加者は当日約150人。
鈴木氏は専門委員会について「設置したほうがいい」とし

た上で、そのメンバー構成については、「理事長は諮問する側
なので委員会に入らないほうがいい」「理事一人くらいが理事
会とのパイプ役で委員として入るくらいがよい」と述べた。
修繕工事の設計については、工事個所の優先順位、生活の

支障（不便、不快、迷惑等）への配慮が大事とし、施工業者
の選定は工事費の安さだけで決めるのではなく、どうしてそ
の業者を選んだのかを説明できるように専門家の意見を聞き
ながら理由をクリアにしておくことが無難としていた。

川崎のマンション
管理基礎セミナー
には常に150人
前後が集まる

川管ネット北部相談コーナー開設

4月1日、北部相談コーナーでマンション管理相談を開始
した。
相談日：毎月第2、4火曜日　13：00～16：00
会　場：川崎市高津区溝口1-3-1ノクティプラザ１-B-1

蕁044-222-5136 FAX044-755-1042
川崎市住宅供給公社住まいの情報サロン
NPO住宅相談コーナー「マンション管理相談窓口」

浜管ネット浜管ネット

大規模修繕工事のプラスに
マンションエコ改修

3 5／

3月5日貍、かながわ県民センターで「最近のマンション
エコ改修の問題点と対策」をテーマに浜管ネット技術者部
会・専門業部会建築Dグループがセミナーを開催した。
エコ改修状況の概要をデルフィ設計・内田修司氏が説明。

その後、開口部（アルミサッシ、玄関ドア）の改修、断熱性

講演後の質疑応答
に応える、田島ル
ー フ ィ ン グ と
YKK APのスタ
ッフ



9

K
an
ag
aw
a M
an
sion
 N
etw
ork
 17

能のアップ、結露対策についてYKK AP㈱の柳原優一が説明
を加えた。屋上緑化、太陽光発電、外断熱構造などについて、
田島ルーフィング㈱の飯田善計氏、田島緑化㈱の森川敬介氏
が講演を行った。
また、商品の現物サンプルを展示し、参加者は目と感触で

確かめることができた。

大規模修繕工事見学会
築14年、入居後初めての工事と組合の取り組み

4 24／

4月24日豸、横浜・平沼の西昭会館で、アール・ケープラ
ザ横浜Ⅱ管理組合の協力を得て、「工事見学会―入居後初めて
の大規模修繕工事と管理組合の取り組み―」を行った。
管理組合の取り組みは理事長により、修繕委員会の設置、

コンサルタントとの契約、施工業者の選定などについて説明
があった。

内部が腐食したガ
ラリ（通気口）を
交換

見学会当日は日曜
日で作業は休みだ
が、実際の騒音や
ほこりを参加者に
実感してもらうた
め、浮きタイルの
撤去作業をしても
らった

相管ネット相管ネット

作家・山岡淳一郎氏講演
マンションスラム化対策

1 29／

1月29日貍、『狙われるマンション』（朝日新聞社）、『あな
たのマンションが廃墟になる日』（草思社）などの著作がある
ノンフィクション作家・山岡淳一郎氏を講師に招き、マンシ
ョンのスラム化対策について相模原市民会館でセミナーを行
った。
山岡氏はこれからのマンションについて、ソフト面ではコ

ミュニティーの重要性を説き、ハード面では外断熱改修に注
目。建替えに関する法律には落とし穴があるとし、これから
整備される法律ではマンション再生法に期待ができるという
話があった。

最寄りの町内会
館・西昭会館で説
明会

現場説明をする施
工会社の相鉄建設
の戸田統括所長

続いて、浜管ネット技術者部会で今回コンサルタントを務
めた長友秀信氏、施工者の相鉄建設㈱・戸田明雄統括所長が
工事の内容について解説。
一通り工事の説明をした後はマンションに移って現場を見

ながら、より具体的な説明を、参加者の質疑とともに行った。
工事概要
○工事名／アール・ケープラザ横浜Ⅱ第1回大規模修繕工事
○建物概要／SRC造11階建・1棟・70戸・平成9年10月竣
工○設計・監理者／浜管ネット技術者部会・長友秀信○施工
者／相鉄建設㈱○工事内容／足場仮設、躯体補修、シーリン
グ、高圧洗浄、外壁等塗装、鉄部等塗装、防水等改修、その
他工事○工期／平成23年3月1日～7月20日（予定）

足場は隣接するマ
ンションの敷地も
借用しなければな
らない。こうした
立地条件から、2
つの管理組合では
お互いの工事に協
力し合うといった
内容の「確約書」
を作成している

平成22年8月31日から平成23年月31日にかけて、
神奈川県から（般社）神奈川県マンション管理士会が委
託を受け、神管ネットが協同で実施した分譲マンション
調査結果が県のHP上に掲載された。
○神奈川県分譲マンション実態調査（県南部地域）報告書
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/

attachment/166292.pdf
◇

調査対象は、三浦市、葉山町、横須賀市、鎌倉市、茅
ヶ崎市、小田原市、逗子市、藤沢市、平塚市、寒川町、
大磯町、二宮町、箱根町、湯河原町、真鶴町に立地する
分譲マンション1,814管理組合。実質調査対象数は
1,768で回収率は79.5％だった。

県南部地域の実態調査結果発表
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国土交通省は4月18日、「マンションの修繕積立金に関する
ガイドライン」を発表し、修繕積立金の目安を示した。ガイド
ラインの本文は国土交通省の下記アドレスからダウンロードが
できる。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/

house/mansei/manseikanri.htm
ガイドラインによると、例えば10階建てで建築延床面積が

8,000㎡のマンションで、専有床面積が80㎡の場合、修繕積
立金月額の目安の平均値は16,160円（機械式駐車場除く）。
目安の幅は11,200円から21,200円まで。
機械式駐車場がある場合の加算額は、2段（ピット1段）昇

降式の場合は月額工事費7,085円に駐車場台数50台、住戸の
負担割合80㎡／6,000㎡（専有面積の合計）を乗じて算出し
た4,723円／月となる。
機械式駐車場の使用料を加えた修繕積立金のモデルケースで

は、16,160円＋4,723円＝20,883円。

◇
ガイドラインが示す修繕積立金の目安は、平成20年6月に

国土交通省が公表した長期修繕計画作成ガイドラインに沿って
作成された長期修繕計画の84事例をもとに、新築時から30
年間に必要な修繕工事費の総額を出し、そこから毎月の積立額
を算出した。
ガイドラインでは、新築マンションの購入予定者向けが前提

になっていることもあり、将来的に修繕積立金の増額を見込ん
でいない「均等積立方式」を「望ましい方式」としている。た
だ既存マンションでは段階増額積立方式が一般的なため、今後
長期修繕計画や修繕積立金の見直しをする場合、自分のマンシ
ョンの積立金額は、均等積立方式ではどこの位置にあるのか、
機械式駐車場の修繕費を修繕積立金で賄うためにはどの程度必
要なのかなどを算出する手助けとして、ガイドラインを活用し
てはいかがだろうか。

◆戸当たり修繕積立金の㎡単価／月

事例の3分の2が含まれる幅
165円～250円／㎡・月
140円～265円／㎡・月
135円～220円／㎡・月
170円～245円／㎡・月

平　　均　　値
218円／㎡・月
202円／㎡・月
178円／㎡・月
206円／㎡・月

階数/建築延床面積

【20階以上】

【15階未満】
5,000㎡未満

5,000～10,000㎡
10,000㎡以上

注）機械式駐車場にかかる修繕積立金に影響する度合いが大きいことから別計算としている

◆均等積立のイメージ

◆段階増額積立のイメージ

注）築後30年間に必要な修繕工事費の戸当たりの総額522万円について、修
繕積立金を30年間均等に月額14､500円（年額174,000円）積立てて
確保する場合を想定

注）築後30年間に必要な修繕工事費の戸当たりの総額522万円について、購
入時に修繕積立基金を36万円徴収し、初年度の修繕積立金を月額6,000
円（年額72,000円）とし、5年おきに月額3,000円ずつ値上げして、
26～30年目には月額21,000円（年額252,000円）まで増額して確保
する場合を想定

◆機械式駐車場1台当たりの修繕工事費

2 段（ピット 1段）昇降式
3段（ピット 2段）昇降式
3段（ピット1段）昇降横行式
4段（ピット2段）昇降横行式

7,085円／台・月
6,040円／台・月
8,540円／台・月
14,165円／台・月

機械式駐車場の機種 機械式駐車場の
修繕工事費の目安（1台・月）

【例1】
10階建て・建築延床面積8,000㎡のマンションで、
専有床面積80㎡の場合
◇目安の平均値

80㎡×202円／㎡・月＝16,160円/月
◇目安の幅
80㎡×140円／㎡・月＝11,200円/月から80
㎡×265円／㎡・月＝21,200円/月まで

【例2】
例１に2段（ピット1段）昇降式の機械式駐車場が50
台あり、専有床面積が80㎡、マンション全体の専有
床面積の合計が6,000㎡の場合
◇7,085円（月額修繕工事費の目安）×50台×
80/6,000＝4,723円

国 土 交 通 省 修繕積立金ガイドラインを発表修繕積立金ガイドラインを発表修繕積立金ガイドラインを発表

80㎡、積立金月額の目安は16,160円、機械式駐車場利用はプラス4,723円80㎡、積立金月額の目安は16,160円、機械式駐車場利用はプラス4,723円80㎡、積立金月額の目安は16,160円、機械式駐車場利用はプラス4,723円80㎡、積立金月額の目安は16,160円、機械式駐車場利用はプラス4,723円

注）「長期修繕計画作成の手引き」（高層住宅管理業協会）では、ピット式
と地上式との修繕工事費の差は少ないことを前提に上記4機種を掲載。
修繕工事費の目安は、この手引きの「機械式駐車場維持保全資料」を
もとに20年間の累計費用の目安を月額に換算した数値



本件は区分所有者（被告A）が区分所有法6条1項の「区分
所有者の共同の利益に反する行為」をしたとして、団地管理
組合の棟別総会決議において、法59条1項に基づき競売請求
と損害賠償を求めた事案。控訴審で被告Aが①高圧一括受電
方式の導入に同意②任意に部屋を売却して出て行く③和解金
50万円を支払う等を理由に4月15日、和解が確定した。

【事件の概要】
蘆建物は5階建て4棟からなる団地型マンション（全125戸）
蘆平成21年5月定期総会で、電気幹線改修工事を特別決議
（4分の3以上）で可決した

判例の
広場
判例の
広場

2010・11・29
横浜地裁

区 分 所 有 権 等 競 売 等 請 求 事 件

非協力区分所有者に59条競売を適用非協力区分所有者に59条競売を適用
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蘆被告Aは総会や説明会に出席せず、反対意見も表明するこ
となく、契約締結段階でこれを拒否する行動に出ている

【被告の主張】
蘆電気幹線改修工事は法17条2項にある「特別の影響を及ぼ
す」ことから、専有部分の所有者の承諾を得なければなら
ない
蘆電気幹線改修工事には緊急性がなく、契約は個人の責任で
行われるものである
蘆会社Bの信用を保証するものがない

【従前の経緯】
蘆平成14年6月、管理組合はケーブルテレビ導入に伴い、全
戸のテレビ端子交換を行ったが、被告Aは協力を拒否した
蘆平成18年に行われた雑排水管改修・浴室防水工事に反対
し、工事業者が室内に立ち入ることを拒否。このため同系
統5戸の工事ができなかったことから、管理組合は被告A
に対し損害賠償請求を提起した。平成19年1月和解
蘆平成21年に行われた各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回り
のシーリング工事について、被告Aはこれを拒否した

【地裁の判断】
蘆被告Aが会社Bとの契約を拒んでいることは工事が止まっ
ている唯一最大の理由である
蘆被告Aが契約を拒否している理由は正当性があるものと認
められない
蘆被告Aは他の住民と協力して住環境の保全と向上を図るこ
とには目を向けないという姿勢が顕著である
蘆被告の対応により本件工事を進められないことは区分所有
法6条「共同の利益に反する行為」に当たると解される
蘆「他の方法によってその障害を除去することが困難」な場
合に該当する
蘆被告Aの不法行為による電気工事の追加費用109万2,000
円、電気工事によって低減される電気料金1万7,514円、
その他被告Aの行為と因果関係にある弁護士費用40万円が
管理組合の損害となる
蘆原告は区分所有法59条1項に基づき、被告A所有物件の区
分所有権および敷地権、建物の共有持分について競売を申
し立てることができる

【地裁判決へのコメント】
管理組合代理人弁護士・河住志保氏

これまで、59条競売が認容された事案は暴力団事務所、
管理費滞納、生活マナー（騒音、振動、悪口など）といった
事案だったところ、本件は管理組合運営に正当な理由なく非
協力を繰り返す区分所有者に対して、裁判所が厳しい態度を
示したといえるでしょう。管理組合運営に協力しないことが、
共同の利益に反する行為となり、場合によっては競売＝所有
権を剥奪して管理組合から排除する、という究極の結果に達
することもあり得るということです。

電気幹線改修工事
高圧一括受電方式による電気供給システムへの変更。

高圧一括受電方式は、高圧受電設備を設置して一括受電
し、そこから各戸に電気を供給する。
高圧受電のためのキュービクル・各戸にトランスの設

置、各戸の室内分電盤までの配線工事が必要。東京電力
との戸別契約を改め、高圧受電設備を設置する会社Bと
の戸別契約に変更することになる。

蘆総会終了後、被告Aが会社Bとの戸別契約を拒否したため、
高圧一括受電方式による電気供給契約ができず、工事を進
めることができなくなった
蘆平成21年10月臨時総会。既存の幹線ケーブルを使用して
東電から電気供給を受けつつ、各戸への配線工事のみ行う
ことを決議。同11月に完成
蘆臨時総会では、被告建物につき区分所有法59条に基づく
競売および被告に対する損害賠償請求を提訴することを4
分の3の多数で決議

【争　点】
被告Aの行為は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反す

る行為」であって、これによる区分所有者の共同生活上の障
害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部
分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図る
ことが困難であるといえるか

【原告の主張】
蘆築35年で既設電気幹線の工事は早急に行う必要がある
蘆高圧一括受電方式による電気供給は電気料金が割安になる
など各戸の利便性が高まる
蘆管理組合は各区分所有者に対する説明を尽くしてきた
蘆会社Bへの契約切り替えは、被告Aを除く区分所有者全員
が同意しており、被告Aが同意しないために実行できない
ままになっている
蘆他の区分所有者は、工事ができないことによる既設電気幹
線の危険性に耐え、電気供給方式の切り替えによるメリッ
トを享受できない
蘆被告Aは以前にも管理組合が決議した修繕工事に協力せず、
訴訟の上、和解に至った経緯がある



大規模修繕

株式会社大和

（本社）横浜市南区高砂町2-19-5
蕁045-225-8200
（東京支店）東京都港区三田3-2-8
（城東支店）東京都墨田区横川2-8-2
薔0120-040-011
http://www.daiwa-co.jp

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
h_shiraiwa@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32年以上の歩み、1300管理組
合・6900棟・23万戸超の施工実
績。『不断の努力』を社訓に総合
仕上工事業目指す企業です。

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22年度売上
実績で110億円、マンショ
ン改修実績で80億円を超す
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2-2-7藤澤平沼ビル
蕁045-290-6090
蕭045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp

業界トップクラスを誇る豊
富な改修工事実績と、大規
模修繕工事から設備改修、
内装リフォームまでトータ
ルに対応する総合リニュー
アルカンパニーです。

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
Reform-j@kashiwabara.co.jp
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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

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、インターホン、各種
防犯センサー、地デジ対策工事等、
通信施工全般を行っております。
通信施工のことなら何でもお任せ
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

貯水槽清掃・排水管清掃・
給排水設備メンテナンス、
改修工事をさせていただい
ております。給排水設備に
ついてお困りの方はお気軽
にご相談下さい。

浜

浜

サッシ改修

株式会社
LIXIL（リクシル）

リフォーム特需東日本支店　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.lixil.co.jp

株式会社LIXIL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
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

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

 
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

藤沢市鵠沼海岸1-10-1-311
蕁0466-34-7535
hanagatomo@yahoo.co.jp

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



蜷子ども用の手作りの
お神輿が大活躍

向ケ丘遊園センチュリー
タ ウ ン 管 理 組 合

会員

マンシ
ョン

紹介

Ｎ Ｐ Ｏ
川 管 ネ ッ ト
正 会 員

1976年竣工後、事業・販売会社の関連会社が管理業
務を受託し、自治会において管理運営を行ってきた。
「事業会社の言いなりではまずいだろう」という声が高
まり、1982年に管理組合を設立し、管理会社を変更。
同時に原始規約を標準管理規約に基づく自前の規約に改
正した。2006年にも標準管理規約に準じた団地型規約
への改正を行っている。
また同年には光ファイバー環境整備による地デジ化も

実施。2009年は住宅用火災警報器の一斉取り付け、漏

DA T A

■マンションデータ

1976（昭和51）年・14棟＋管理棟・5階（一部6階）建て・350戸

建物構造……………………PC造（一部RC造）

敷地面積……………………21,606.74㎡

建築面積……………………不明

管理費（月額）……………3,700円

修繕積立金（月額）………13,000～15,000円

駐車場充足率………………平置き161台÷350戸＝46％

（約90台が外部駐車場を利用）

駐車場使用料（月額）……7,000円

駐輪場使用料………………無料

分譲業者……………………蝶理㈱

建設業者……………………大成プレハブ㈱〈現大成ユーレック

㈱〉、飛島建設㈱

管理業者……………………大成サービス㈱

管理形態……………………全部委託

管理員の勤務形態…………常駐管理

理事会………………………月1回

メンバー構成………………理事14人、監事2人、参与1人

役員報酬（月額）…………理事長5,000円、理事3,000円、

監事2,000円

任期…………………………1年
14

経年劣化に対する各戸への管理組合の支援
ルール化で輪番理事会の活動レベルに差なし

電遮断機の一斉交換を管理組合負担で行っている。
2010年は3回目の大規模修繕工事を実施。理事会の

下部機関として建築設備諮問委員会を毎月開き、建築・
設備に関する問題を長期的な視野に立って取り組んでい
る。14棟ある建物の号棟会議が年2回。各棟、各住戸の
意見を吸い上げる体制が出来上がっている。
こうした活動の中、“住宅用火災警報器の一斉取り付

け”などにみられるように、「これまでは共用部分を守
ればいいと思ってきたが、経年に伴い専有部分について
も管理組合として関与するケースが増えてきた」と加藤
理事長は話す。
理事長を本部長とする自主防災組織は常任委員7人、

消防訓練を年2回行う。また、大規模修繕など必要に応
じアンケートを実施。管理組合ニュースもおおむね年4
回発行し、各戸とのコミュニケーションを図ることを怠
らない。
当面の課題として直結増圧給水工事の実施について

も、専有部分の配管含む改修の希望があれば、オプショ
ン工事として対応を考えている。
また2006年には、ペット飼育細則を制定し、申請書

類の提出などを条件にペット飼育可とした。細則を策定
し、飼っている家にシールを貼るなどのルールが軌道に
乗ると鳴き声等のトラブルがなくなった。加藤理事長は
これを組合員の「意識の高まり」とみる。
修繕工事発注細則も策定。100万円以上の修繕は複数

業者から見積もりを取ることなどをルール化している。
管理組合の業務をルール化して輪番制による単年度理

事会の活動レベルの差を出さないようにしたいとの事。
併せて各戸の意見を管理組合総会、棟別会議が吸い上げ
る。このようなことに向ケ丘遊園センチュリータウン管
理組合の特長があるといえる。

蜻昨年の夏祭りの様子。太鼓
をたたく子どもたち

蜷4月21日に行われた
建築設備諮問委員会

蜻写真右から加藤文夫理事
長、奥に管理員、近藤利明
監事、小村郁夫副理事長、
友田勲参与
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イベント情報 ■■

セミナー案内

○川管ネット

日　時：6月5日（日）13：30～16：40

会　場：川崎市産業振興会館（JR川崎駅徒歩8分）

テーマ：新任理事のマンション管理運営及び設備の

維持管理

○よこ管ネット

日　時：6月25日（土）13：30～16：00

会　場：ヴェルクよこすか

（京急横須賀中央駅徒歩7分）

テーマ：知って見直す！お得な管理費削減シリーズ

講　師：東急コミュニティー、大和ライフネクスト

日　時：7月10日（日）13：30～16：30

会　場：産業交流プラザ

（ベイスクエアよこすか内、京急汐入駅徒

歩1分）

テーマ：新任役員研修会

講　師：小林秀文氏（マンション管理士）

日　時：7月23日（日）13：30～16：00

会　場：ヴェルクよこすか

（京急横須賀中央駅徒歩7分）

テーマ：新任役員研修会「省エネ改修　ＬＥＤ照明

とサッシ内窓設置について」

講　師：㈱阿部倉電気・㈱LIXIL

○相管ネット

日　時：5月28日（土）13：30～16：00

会　場：相模原市民会館（JR相模原駅バス5分）

テーマ：大規模修繕の成功例

～環境まで変えた修繕手法～

講演・講師：

「省エネ化事業を大規模改修に取り入れた大型団地」

マボリシーハイツ第三期管理組合・福嶋和行氏

「UR団地初の外断熱改修工事」

ホームタウン南大沢団地管理組合・横山美樹雄氏

○かながわ県央ネット

日　時：7月16日（土）15：00～

会　場：大和市民活動センター会議室

テーマ：省エネ型マンションとランニングコスト－

居住者の高齢化と費用負担

講　師：NPO外断熱推進会議事務局長・堀内正純氏

定期総会案内

○神管ネット（蕁045・201・2422）

第13回

日　　時：6月8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17回

日　　時：6月4日（土）14時～

基調講演：15時～

テ ー マ：「マンション標準管理規約改正について」

講　　師：NPO全国マンション管理組合連合会

（全管連）会長　穐山精吾氏

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11回

日　　時：5月21日（土）13時30分～

懇 親 会：15時～

会　　場：川崎市総合福祉センター（エポックなかは

ら）大会議室

○よこ管ネット（蕁046・824・8133）

第9回

日　　時：6月11日（土）13時30分～

会　　場：ヴェルクよこすかホール

記念講演：15時～

テ ー マ：「マンションの地震対策とコミュニティ」

講　　師：（財）マンション管理センター主席研究員

廣田信子氏

懇 親 会：記念講演終了後

○相管ネット（蕁042・855・0555）

第7回

日　　時：6月18日（土）10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5回

日　　時：5月21日（土）13時30分～

交 流 会：15時～

会　　場：藤沢市労働会館

○かながわ県央ネット（蕁046・264・6054）

第5回

日　　時：6月25日（土）13時30分～

特別講演：15時～

第1部　管理組合の年度替わりをどう乗り切るか～

次年度役員に考えてほしいこと

第2部　東日本大震災とマンションの危機管理

講　　師：マンション管理問題評論家　村井忠夫氏

会　　場：大和市冨士見文化会館
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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2、第4火曜午後　川崎市住宅供給公社NPO住宅相談コーナー

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

134組合

29,527戸

川管ネット

32組合

4,566戸

よこ管ネット

50組合

9,092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

315組合

57,344戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成23年4月末日現在

日 住 協
神奈川県支部

弁護士による

無料法律相談無料法律相談無料法律相談
第4回

NPO神管ネットは傘下の地域ネットと共同で弁護士グループと連携し、
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、4回目の「無料法律相談会」を行います。
●日　　時：9月24日（土）10：00～
●会　　場：未定
※予定していた第3回（5月28日）の無料法律相談会は中止いたし
ます。

●相談対応：3件
※各地域ネットの定期相談（下記参照）を事前に受ける必要あり


