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C O N T E N T S

昭和37年（1962）年に民法旧208条が改正されて「区分所有法」が制定、
昨年度で50年になりました。
区分所有法の制定後、マンションは、高層化、大型化などにより管理が複雑

化し、その対策などにより区分所有法はいくたびか改正されています。
また、平成12年には「マンション管理適正化法」が制定され、管理組合お

よび理事会の位置付けがより明確になりました。
「区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地及び付属施設の管理を行う

ための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定
め、及び管理者を置くことができる」という管理のあり方を定めた区分所有法
第3条は、昭和58年に新設されています。
そうした「管理のあり方」の大部分を占める共用部分は、使い方一つで生活

自身がよくもなり悪くもなります。ここにコミュニケーションの大切さがある
といえるでしょう。
また、マンション管理も現在では、マンションに関する専門家がいて、大切

な役目を担っていますが、あくまで管理する主体は、区分所有者であり、管理
組合です。
本来、マンション管理するのは専門家でも管理会社でもありません。専門家

や管理会社はその補助として位置付け、あくまでも自分達で管理するという意
識を忘れてはいけないと思います。
居住者がお互いに共同生活をしているという意識も大切だと思います。お互

いに思いやり、大切に思う心が、生活のしやすい良いマンションとなると信じ
ています。

マンション生活は、マンション生活は、マンション生活は、マンション生活は、
　　　　居住者の意識で変わる　　　　居住者の意識で変わる居住者の意識で変わる居住者の意識で変わる

NPONPO川管ネット　会長川管ネ ト 会長  ●●相川洋明相川洋明

大規模災害で損傷した分譲マンションの解体や敷地の売却を容易にする被災
マンション法の改正が6月19日、参院本会議において全会一致で可決、成立
した。
「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」で、被災したマンション
の解体や敷地の売却にはこれまで区分所有者の全員の同意が必要だったが、改
正による区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決議できるようにな
った。
法制審議会には、被災地代表のNPO東北マンション管理組合連合会から佐

藤正芳理事が委員として参加。全国マンション管理組合連合会のホームページ
に全9回分の「管理組合視点からみた」佐藤氏の報告書などを掲載した。
切迫する南海トラフ大地震、首都直下型地震の発生が予測されているなかで、

重要な改正案といえる。

6/196/196/196/19 被災マンション法改正が成立被災マンション法改正が成立被災マンション法改正が成立被災マンション法改正が成立

神管ネット通常総会は6月15日、
横浜・馬車道の相生本店にて



神管ネットはこのほど、国土交通省が募集した平成

25年度補助事業「マンション管理適正化・再生推進

事業」に「マンションストックの再生（改善）事例収

集・分析」で応募。事例収集を実施し、事例ごとの取

り組み手法をヒアリングの予定である。

事業の内容と実施体制、進め方は下記の通り。

既存のマンション管理組合が最近4～5年間に実施

または取り組んだ再生（改善）の約100事例を収集し、

分析することを目的とする。

具体的な収集項目は、改善事例の部位または場所、

性能分野、主たる目的・理由、取り組み年、費用、助

成金の有無、大規模修繕工時期との関連、改善の概要

（記述・図・写真）等。

調査員が管理組合を訪問してヒアリング、関連資料

等の収集を実施するケースもある。

収集した約100枚の事例シートを、神管ネットスタ

ッフが集計・相関分析、特記事項、考察等を経て、報

告書としてまとめる。

報告書の提出は平成26年3月中旬予定。

事業で得られた成果については、「持続可能社会に

対応したマンション再生の促進」を広く啓発するため

に、「マンション再生（改善）指針」（仮）の作成・普

及、管理組合やマンション相談員等を対象とした研修

セミナー等を企画している。

補助対象事業費として国交省からの助成金約450万

円を申請中。国の応募説明によれば、7月中を目処に

採択の可否が決定される見込みである。

2

神 管 ネ ッ ト 2 5 年 度 事 業

マンションストックの再生（改善）事例を収集・分析
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マンションストックの再生（改善）事例を収集・分析
国交省へ助成金450万円を申請中

マンションストックの再生（改善）事例を収集・分析
国交省へ助成金450万円を申請中

成 果 は 指 針 の 作 成 や 研 修 セ ミ ナ ー の 企 画 へ

神奈川県は5月、「適切な維持

修繕であなたのマンションを快

適に」と題したリーフレットを

作成・配布している。

マンション生活の快適さを保

つのに不可欠な「計画的な修繕

工事」と、この修繕工事の時期、

内容や費用の積立方法を定めた

長期修繕計画について、わかり

やすく解説した見開き8ページのリーフレットで、維

持修繕に関する自己診断シートもついている。

内容は、「計画的な修繕工事と」「長期修繕計画のね

らい」「修繕積立金の目安と積立方法」など。

リーフレットは下記アドレスからもダウンロードが

できる。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6636/p652771.html

●問い合わせ先

神奈川県県土整備局・住宅計画課

民間住宅グループ　蕁045-210-6557

神奈川県がバリアフリーアドバイザーを無料派遣
神奈川県は、公益社団法人かながわ住まいまちづく

り協会を委託機関として、県内の「神奈川県みんなの

バリアフリー街づくリ条例」の対象となるマンション

の共用部分等に対して、バリアフリー化の方法のアド

バイスを行う一級建築士（バリアフリーアドバイザー）

を無料で派遣している。

【派遣・提案等の内容】

バリアフリーアドバイザーが現地調査を実施し、その

結果の【報告書】により改善方法、必要性、緊急性等

の提案を行う。

※改修が義務づけられるものではありません。

【派遣・提案等の費用は無料】

申込時期：随時（毎年度先着順）

申し込み先：神奈川県保健福祉局・地域福祉課

蕁045-210-4804

委託機関：

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

蕁045-664-6896

神奈川県が維持修繕のリーフレットを作成神奈川県が維持修繕のリーフレットを作成

神奈川県がバリアフリーアドバイザーを無料派遣



経済産業省は5月14日、MEMS（マンション・エネルギ
ー・マネジメント・システム）を導入するため補助金交付申
請のあった12棟のスマートマンションに対して補助金の交
付決定を行った。
電力消費量を把握し節電する事業に対して導入費用を補助

するもので、補助金を受給するためには、MEMS アグリゲ
ータのエネルギー管理支援サービスを受ける必要がある。
節電や省エネにつながるシステムで、経産省は平成24年

度「スマートマンション導入加速化促進対策事業」として
130億円の予算を国に要求している。
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経 産 省 が 補 助 金 スマートマンションってスマートマンションってスマートマンションってスマートマンションって

何

!?何!?

何

!?何!?
MEMSアグリゲータの管理会社系では、東急コミュニティ

ー、伊藤忠アーバンコミュニティ、長谷工アネシスなどが登
録されている。
対象となるには新築マンションの可能性が高いが、高圧一

括受電に切り替えた場合はメーター類を全て交換するので、
その際にスマートマンション化が図れる。
従って、既存マンションについてはスマートメーターを活

用した高圧一括受電への切り替えとセットで普及していくの
ではないかと予測される。

ス マ ー ト マ ン シ ョ ン 導 入 加 速 化 推 進 事 業 概 要

［MEMSとは］
MEMS（Mansion Energy Management System）と

は、マンションの建物内で使用する電力消費量等を計測蓄積
し、導入拠点や遠隔での「見える化」を図り、空調・照明設
備等の接続機器の制御やデマンドピークを抑制・制御する機
能等を有するエネルギー管理システムのこと。
本事業においては、MEMSアグリゲータが提供し、補助対
象として事前に登録を受けたサービス・システムをいう。

［MEMSアグリゲータとは］
本事業において、マンションにMEMSを導入するとともに、

クラウド等によって自ら集中管理システムを設置し、補助事
業者に対しエネルギー管理支援サービス（電力消費量を把握
し節電を支援するコンサルティングサービス）を行うエネル
ギー利用情報管理運営者として、SII（一般社団法人環境共創
イニシアチブ）に登録を受けたもの。

問い合わせ 一般社団法人 環境共創イニシアチブ　審査第二グループ　MEMS担当　蕁03-5565-4121

主な補助対象サービス・システム（平成25年7月22日現在）
※MEMSアグリゲータは24社あり、表中のサービスはその一部です。詳しくは一般社団法人環境共創イニシアチブのホームページで確認してください。

事 業 者 アピールポイント 名　　　　称 サ　ー　ビ　ス　内　容 問い合わせ先

東急コミュニ
ティー

管理会社ならではのコミュ
ニティ単位や地域に合わせ
た「日々楽しめるコミュニ
ティ・ツール」で、次世代
のエネルギーマネジメント
を実現する新しいサー ビス
を提供いたします。

エネルギー管理支援サービス高圧
一括受電併用プラン【ＭＥＭＳ導
入ゼロプラン】

・ 家電の使い方や時間帯を工夫すると電気代が割引になる省
エネ活動サービス
・光や音声でアドバイスし省エネ活動を応援
・宅内Hems機能による家電の遠隔コントロール

技術統括事業部
エネルギーPT
☎03-5717-1545

伊藤忠アーバン
コミュニティ

弊社はマンション管理会社
として、エネルギー管理支援
サービスを通じて、管理組合
様並びに居住者様の大切なお
住まいの資産価値の維持・向
上及びマンション生活が豊か
になるよう努めてまいります。

エネルギー管理支援サービス（＋
高圧一括受電サービス＋インター
ネット接続サービス）

・ 電力の見える化サービス
・共用部電力自動制御サービス等

コールセンター
「アイフロント24」
0120-987-550

エネルギー管理支援サービス（＋
高圧一括受電サービス）

エネルギー管理支援サービス（＋
インターネット接続サービス）

長谷工アネシス マンションを知り尽くした
長谷工グループが高圧一括
受電とエネルギー管理によ
り、安全・安心な暮らしを
サポート。

HA電力供給・管理支援サービス ・ 高圧一括受電により電気料金を削減（専有部で5％程度）
・ スマートメーターの標準装備でテレビでも「見える化」を
実現
・共用部の自動制御による節電

スマートマンション
事業部事業企画部
0120-981-581

つなぐネットコ
ミュニケーショ
ンズ

集合住宅向け一括インター
ネット接続サービス

マンション向けエネルギー管理支
援サービス（高圧一括受電サービ
スと連携したサービス）

・ 専有部エネルギー見える化
・共用部エネルギー見える化
・共用部設備への遠隔制御

事業企画室
☎03-4477-2107

マンション向けエネルギー管理支
援サービス（高圧一括受電サービ
スなし）

中央電力 弊社は一括受電サービスの
最大手です。一括受電サー
ビスを活用してお客さまの
スマートな暮らしをサポー
トします。

スマートマンションサービス
（既築プラン）

・ 見える化サービス
・共用部省エネ機器導入サービス（LED等）
・省エネ家電共同購入サービス

業務管理部スマート
マンション担当
☎03-3242-1260

NTTフ ァ シ リ
ティーズ

電力会社から集合住宅向け
に高圧電力を一括購入す
ることで、5％安い電気を
提供します。また、デマ
ンドレスポンスサービス
「EnneVision（エネビジョ
ン）」により入居の節電を支
援します。

エネビジョンエネルギー管理支援
サービス

・ 電気料金5％割引（一括受電）
・電気使用量の見える化
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

NTTファシリティーズ
コンタクトセンター
0120-72-7374

KDDI 新築・既築マンション向け
に電力見える化、一括受電
サービスを提供いたします。

マンションエネルギーマネジメン
トサービス

・ マンション専有/共用部の電力使用状況の見える化
・高圧一括受電による低廉な電力販売

KDDI新規ビジネス推進
本部戦略推進部MEMS
サービス担当
☎03-6757-1262
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ソフト・ハードの組織が両輪
中京地区のマンションの支え

NPO中部マンション管理組合協議会（中部管協）は1982
（昭和57）年設立。会員は愛知、岐阜、三重地区の247管理
組合12,262戸（平成25年5月末現在）。
設立のきっかけは、前年に設立した大阪の関西分譲共同住

宅管理組合協議会（関住協）の影響を受け、「名古屋でもマン
ションの連携組織を作ろう」と西尾弘之会長ら当時の主力メ
ンバーが集会を実施。約70の管理組合が集まった。
これを機会に会費を出し合って組織化することに同意した

15管理組合とともに中部管協がスタートした。
1984年、大規模修繕などの改修や建物のかしに関する相

談が多かったことから、建築士等で構成する一般社団法人マ
ンション維持管理機構（CCG）を設立。管理運営等のサポー
トを行う中部管協とハード部門の設計などを手がけるCCGが
両輪となって、人員や事務所経費などを折半しつつ活動を行
っている。

NPO中部マンション管理組合協議会
〒460-0026
名古屋市中区伊勢山2-11-13 サイドビル5FB
蕁052-322-9956

右から西尾弘之会長、岡井秀夫事務局長、
遠山哲男副会長、森さやか相談員

中部管協と維持管理機構の職員が
5、6人常駐する

事務所は地下鉄名城線東別院駅、名鉄・
JR金山駅、どちらも徒歩5分

NPO中部管協探訪

神管ネット会長であり、全国マンション管理組合連合会（全
管連）会長でもある、山本育三・関東学院大学名誉教授の著書。
本書は、マンション管理は通常の維持管理＝「守り」の姿勢

では時代のニーズとの乖離（かいり）が大きくなることから、
積極的に「攻める管理」＝動的管理（ダイナミック・マネジメ
ント）を提唱する。
「マンションの動的管理」のポイント
・管理開始時の管理規約等を時代の変化にそって流動的に改
正・運用を図る
・長寿命化を射程に入れた長期修繕計画を立て着実に実施する
・主要な工事周期ごとに施設・設備の向上を図り、新規供給マ
ンションの水準に近づける
・修繕積立金にある程度の余剰積み立てをしておく
・耐震補強や外断熱工事などの特定の目的のためには特別修繕
積立金方式も射程に入れる
・専有部分まで踏み込み、「共同管理」と「個別（私的）管理」
の概念の導入も視野に入れる
全管連は2010年、特に省エネ・再生を射程に入れた「マ

ンション再生法」の制定を提言した。「建て替えないで『マン
ション再生』を提起する」ことが着眼点であり、そのためにも
「動的管理」が欠かせないことになる。
著者は「マンション再生法」と関連

現行法との整合性について、「できる
だけ早い時期に国として取り組むこと
を期待したい」と述べている。

『マンションの動的管理』
～既存マンションの長寿命化と再生への指針～

山本育三・著

本 の紹介の紹介

A5判／111ページ／定価1,800円（税別）
山本育三／著

関東学院大学出版会／発行
丸善出版／発売

ISBN978-4-901734-53-0

輪番制で役員が決まることの多い理事会で、その運営を適正
に行うためには、理事会運営等に関するルールを検討し、でき
るだけ具体的に明文化しておくことが望ましい。
マンション管理センターでの日頃の相談業務においても、

「理事会への不満」「理事会の役割・権限」などといった理事会
運営についての相談件数が数多くあるという。
こうしたことから『理事会運営細則モデル』はマンション標

準管理規約の規定＆コメントをもとに作成された。
『理事会運営細則モデル』作成のポイント
・理事会及び理事長等の職務
・定例理事会の開催
・理事会議事録閲覧等のルール
・専門家及び専門委員会の活用
・理事会活動の広報
・新旧役員の引き継ぎ
・役員候補者の選出方法
・役員報酬等の支給
例えば、マンション標準管理規約では「新旧役員の引き継ぎ」

に関する定めはないが、管理組合としては業務の継続性を確保
するために懸案事項や保管帳票等の引き継ぎは重要。引き継ぎ
業務を形骸化させず、実質的に行うためには理事会運営細則等
によって引き継ぎ時期、引き継ぎ内容等について具体的に定め
ておく必要がある。
『理事会運営細則モデル』では相談事例等をもとに各条文に

コメントをつけて、わかりやすい説明
を加えた。本書を参考に、理事会運営
のルールを持った管理組合が少しでも
増えることを期待したい。

『理事会運営細則モデル』
マンション管理センター刊

A4判／89ページ
定価2,000円（税込・送料別80円）

登録管理組合・「センター通信」購読会員は割引価
格 1,600円（税込・送料別80円）

発売：2013年4月23日



インターネット利用料をネット回線の保守料などと合

わせて業務委託契約を締結し、委託料として管理費に含

めて一括請求する管理組合に対して、インターネットを

利用していない住民（Y）が支払義務はないと争った事

例。裁判所は、管理組合がインターネットの利用の有無

にかかわらず、その費用を管理費に入れた管理規約を適

法とした。

事件の要点
〇管理組合は住民（Y）に対し、管理規約に基づき、管

理費等18万9,442円（インターネット利用料金10万

2,010円を含む）を求めた

〇住民（Y）はインターネットを利用していないため、

利用料金の支払義務はないと争った

広島地裁の判断
●本件マンションにはインターネット専用回線等の設備

が備えられている

●管理会社との間で提供業務のほか保守点検等について

も業務委託契約を締結し、委託料を支払っている

●各戸からの徴収額2,850円は、全戸合計29万6,400

円で、上記委託料とほぼ同額である

●インターネットサービスの有無にかかわらず、資産価

値の維持・増大に資するものといえ、一律にインター

判例の
広場
判例の
広場

2012.11.14
広島地裁

管 理 費 等 請 求 事 件

使っていないネット利用料も
管理費に含まれる!!

使っていないネット利用料も
管理費に含まれる!!

ネット利用料金の支払いを負担すると規定した管理規

約は区分所有法第30条3項に照らしても区分所有者間

の利害の衡平が図られるかというものではない

●以上のことから、本管理規約は無効とまでは言えない

と判断し、住民（Y）の主張を退けた

＜参考：判例時報2178号＞

解説
本件の場合は、インターネットマンションとして売り

出された例だと推測します。

インターネット回線を全戸で共有・契約することで利

用料や保守費などが低減、つまり本来戸別で月に2,000

円かかるものが1,500円になるなどのメリットがあると

した上で、販売しているのです。

こうしたマンションでは、購入時の売買契約において、

重要説明事項に記載があることが多く、また管理規約の

特記事項にも記載があるケースが多いようです。

一般的には、住戸内でインターネットを利用するかど

うかは専用使用の部分であるので受益者負担を訴えたい

ところですが、「インターネットマンション」の条件を

気に入って購入した人もいるので、区分所有者間の利害

関係以前に取り決めた管理規約を適法としたのだと考え

ます。
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住宅金融支援機構は4月8日、2013年度マンション

すまい・る債の募集要項を発表した。今年度の募集期間

は5月20日から10月20日まで。

これまで8月下旬から募集だったが昨年6月20日に、

今年はさらに募集開始を1カ月早くし、期間を5カ月間

とした。

「マンションすまい・る債」はマンション管理組合が、

住宅金融支援機構が発行する債券を定期的（年1回。最

高10年間）に購入することで、修繕積立金の計画的な

積み立てと適切な管理をサポートするもの。10年満期

時の年平均利率（税引前）は0.266%（平成26年2月

に発行する債券の場合）。

管理組合の資産運用または保全に最適な商品として、

検討の余地は大いにありそうだ。

●問い合わせ・資料請求先

住宅金融支援機構お客様コールセンター

住宅債券専用ダイヤル

フリーダイヤル　0120-0860-23

5月20日から10月20日まで
受付期間5カ月に延長

マンションすまい・る債
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平成平成平成平成25252525年度の活動計画年度の活動計画年度の活動計画年度の活動計画地域ネットの総会報告

基本方針等：神奈川県下のマンション関連諸団体、全国マン
ション管理組合連合会（全管連）等とともに住宅ストック重
視に向けた事業展開を継続していく。
また国土交通省の「マンション管理適正化・再生推進事業」

への応募が採択されれば、「マンションの長寿命化と再生への
取組み事例調査と啓発活動」を実施。3年後にはモデル集を
発刊し、全管連の協力を得ながら、全国主要都市でのセミナ
ー開催を目標とする（詳細は2p参照）。

6月15日　相生本店（横浜・馬車道）

神管ネット（第15回）

各ネット会長を中心に構成する神管ネットの総会。今年は湘管ネ
ットの藤木賢和新会長、日住協神奈川県支部の佐藤忠雄副支部長
が新たに役員に加わった

基本方針等：藤沢市内に新事務所を開設した。藤沢市や鎌倉
市のほか、茅ケ崎市や平塚市、小田原市、その他リゾートマ
ンション等についてホームページなどを利用して会員拡大に
努めていく。
マンション管理に関するサポート業務者の紹介（顧問業務、

理事長執行業務代行、長期修繕計画の作成、管理規約・細則
の改正補助、会計業務等）についても尽力する。

5月18日藤沢市産業センター

湘管ネット（第7回）

藤木賢和新会長（左から3人目）による新役員の紹介。二宮前会
長（左から2人目）は理事として留任する

基本方針等：川崎市まちづくり公社「新ハウジングサロン」
におけるマンション管理相談のほか、北部マンション管理相
談事業の相談機会の増加を図る。マンション管理運営、長期
修繕計画の作成など技術的・専門的な相談を現地で行うアド

5月25日川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）

川管ネット（第13回）

新会長の相川洋明
氏。香川前会長は理
事として神管ネット
副会長を留任する

新任役員紹介。左から岡本晃一氏（メイフェ
アパークス溝の口）、秋里孝寿氏（トーカン
マンション宮前平）、小池信弘氏（セソール
川崎京町ハイライズ）

基本方針等：役員の事務局勤務、事務局
員の採用など、新たな事務局体制をスタ
ートさせた。また総務委員会、財務委員
会、広報委員会を立ち上げ、理事会の諮
問機関とする。会員管理システムの導入
で効率的な理事会運営に努め、コンサル
タント派遣や設計・監理監修方式などの
支援事業の活発化を目指す。
技術者部会と専門業部会との連携によ

ってほぼ毎月開催されるセミナーや見学
会をはじめ、管理運営部会によるセミナ
ー、管理組合交流会なども各部会と共同
で実施していく。

6月1日ハウスクエア横浜

浜管ネット（第19回）

新会長には田邉邦男
氏が就任。山本前会
長は監事となり、神
管ネット会長は継続

基本方針等：横須賀市からの受託事業である相談会や研修会
の実施、よこ管ネット独自のセミナー（自主防災・減災）、工
事見学会（直結給水への変更）、情報交換会（間違いやすい共
用部分と専有部分の管理）等を実施していく。
また、「マンションの資産価値を向上させるポイント」をテ

ーマに資産価値についての勉強会にも着手していく。
その他、他団体との積極的な交流を行い、会員管理組合等

への情報発信に努める。

6月8日ヴェルクよこすかホール

よこ管ネット（第11回）

各ネットでは総会後に懇親会を開くケースが多い。総会の成功と
これまでの苦労をねぎらうこと、これから1年がんばっていこう
と確かめ合うことが目的である

基本方針等：電話・メール・来訪・出張等、顧問弁護士や国
家資格者と連携して相談事業を発展させていく。
設計事務所として適正な建物診断と大規模修繕の設計・監

理を行い、長寿命化や再生を意識した修繕支援事業を行う。
管理組合の会計委託についても外部監査的な役割を果たして
いる。

6月15日相模原市民会館

相管ネット（第9回）

基本方針等：大和市、海老名市、秦野市に加え、25年度か
ら伊勢原市にマンション無料相談を実施する。平日に市役所
へ出向けない管理組合には、毎月第3土曜日にはかながわ県
央ネット独自の相談会を実施していく。
その他、かながわ県央ネット主催によるセミナー、工事見

学会等、会員の要望に応えていくことを目指す。

6月22日大和市冨士見文化会館

かながわ県央ネット（第7回）

バイザー派遣制度、セミナーや工事見学会、情報交換会等で
会員との交流を目指す。



7

K
an
ag
aw
a M
an
sion
 N
etw
ork
 26

マンション管理適正化法第2条で定め
られた基幹事務を受託していること

● 管理組合の会計の収入及び支出の調定
● 出納
● マンション（専有部分を除く）の維持又は修繕
の企画又は実施の調整

総合管理
とは・・・

順 位 組 合 数 棟 数 戸 数 加入ネット管 理 会 社

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

㈱大京アステージ
㈱東急コミュニティー
日本ハウズイング㈱
三井不動産住宅サービス㈱
三菱地所コミュニティ㈱
㈱長谷工コミュニティ
JS日本総合住生活㈱
ナイスコミュニティー㈱
大和ライフネクスト㈱
住友不動産建物サービス㈱
コミュニティワン㈱
明和管理㈱
野村リビングサポート㈱
大成有楽不動産㈱
伊藤忠アーバンコミュニティ㈱
㈱相鉄リビングサポート
丸紅コミュニティ㈱
㈱合人社計画研究所
ホームライフ管理㈱
長谷工スマイルコミュニティ㈱
㈱東京建物アメニティサポート
㈱ライフポート西洋
総合ハウジングサービス㈱
㈱ダイワサービス
譛若葉台管理センター
㈱日鉄コミュニティ
㈱陽光ビルシステム
ユニオン・シティサービス㈱
住商建物㈱
東京互光㈱
㈱あなぶきセザールサポート
六華㈱
㈱ウィッツコミュニティ
双日総合管理㈱
㈱ハリマビステム
興和不動産レジデンスサービス㈱
横浜サンユー㈱
㈱菱サ・ビルウェア
横浜コミュニティ㈱
トーメン建物管理㈱
㈱ビルシステム
国土管理㈱
昭和管財㈱
東横ハウスサポート㈱
三笠管財㈱

─

─
─

─
─
─
─
─

─

─
─
─
─
─
─
─

─

─
─
─
─
─

合　　計 9,036 12,561 610,848

基幹事務

の 内 容

総合管理
とは・・・

1,220
887
823
579
439
278
120
587
403
268
393
401
242
176
138
102
158
176
150
119
82
129
57
113
15
53
111
108
26
49
121
89
145
23
68
21
53
55
59
23
51
33
12
19
9

1,264
1,336
1,082
751
596
401

1,516
609
461
349
408
411
261
302
195
192
226
220
260
122
109
129
70
113
66
75
111
121
47
73
124
115
145
28
72
25
53
64
59
33
51
33
16
21
9

64,793
57,329
48,434
47,672
38,545
34,413
32,907
30,428
25,402
22,579
19,357
19,286
15,105
12,244
12,181
11,811
11,019
10,839
9,351
7,555
7,239
6,863
6,100
5,766
5,195
4,627
4,610
4,498
4,303
3,957
3,832
3,638
3,577
2,890
2,842
2,757
2,700
2,472
1,732
1,680
1,390
1,235
580
578
286

……………… ランキングについて ………………
【概　　要】各管理会社が総合管理の業務受託をしている件数のう

ち、神奈川県内で受託している物件に限定して管理組
合数、棟数、戸数を調査した

【集計時点】平成25年3月31日現在
【調査対象】各地域ネットワークに賛助会員として加入している管

理会社を中心に、首都圏または全国的に活躍する管理
会社を編集部が選んで協力をいただいた

【調査方法】電話および電子メール

神 浜 川 よこ

神 浜 央 湘

浜 川 央 湘

浜 川 湘

浜 川

浜

浜

浜

浜

浜

浜

浜

浜

浜

湘

川

神 よこ

よこ

よこ

よこ

浜 川

浜 よこ

浜 よこ

よこ
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6月1日貍、第19回通常総会を横浜・都筑区のハウスクエ
ア横浜セミナールームで行い、特別記念講演では、国土交通
省住宅局マンション政策室・西海重和室長（当時）が「これ
からのマンション施策」として、改修による長寿命化、限界
集落マンションの活用、修繕積立金の確保の仕方などについ
て講演を行った。
西海氏は講演で、マンションでの改修工事は①所有者が問

題に気づく②専門家に調査診断を依頼する③専門家から所有
者に提案する④所有者が工事を発注する、という各段階で多
数の区分所有者が納得し、合意形成できる情報が必要とし、
幅広い改修技術をとりまとめた「技術資料」「技術シート」の
公表・普及を進める
べきだとした。

◇
西海重和氏は7月

1日付で総合政策局
官民連携政策課政策
企画官に就任。マン
ション政策室長の後
任には上村昇氏が就
いた。

浜管ネット浜管ネット

通常総会基調講演
「これからのマンション施策」

6 1／

記念講演を行う国交省マンショ
ン政策室長（当時）・西海氏

6月25日貂18：00～、 かながわ労働プラザで平成25年
度技術者部会・専門
業部会合同研修会を
行った。
浜管ネット技術者

部会・専門業部会は
5つの建築グループ、
2つの設備グループ
に分かれて、グルー
プセミナー、工事見
学会等の企画・検
討・実施を重ねてい
る。
今回の研修会で

は、昨年度に行った
セミナー等の反省
点・改善点のアンケ
ートをとり、今年度
のヒントにするよう
議論を行った。
また、浜管ネット

事業である小規模マ

平成25年度技術者部会・専門業部会合同研修会
セミナー等の反省点・改善点を報告

6 25／

6月8日貍、藤沢産業センター6階研修室で管理組合会計セ
ミナーを行った。
講師にあたったのは賛助会員である管理会社・双日総合管

理スタッフ。
「会計担当理事になったけど、会計監査ってなにをしたら

いいのかわからない」などの基本的な疑問に、管理会社の会
計部門に従事している担当者がわかりやすく説明する形式で
講演を進めた。
管理組合会計はマンション標準管理規約で「区分経理」「予

算準拠主義」が定め
られていると読み取
れる。そうした上で
会計帳簿のつけ方、
管理組合の1年間ス
ケジュール、監査の
手順などを説明。具
体的な会計処理も例
を出してわかりやす
く解説した。

湘管ネット湘管ネット

管理組合セミナー
会計理事と監事の役割、区分経理とは？

6 8／

管理組合会計セミナーで講演する管理会
社・双日総合管理の間中氏（右）、難波氏

6月9日豸、川崎産業振興会館で新任役員研修会＆意見交
換会を行った。
今回は会員管理組合から、セソール川崎京町ハイライズ管

理組合・相川洋明理事長（川管ネット会長）、トーカンマンシ
ョン宮前平管理組合・秋里孝寿理事長（川管ネット理事）の
組合活動の事例をあげ、理事長の体験談を披露した。
また意見交換でも参加管理組合からそれぞれに今マンショ

ンが抱えている課題
点、取り組み、苦労
話などを報告しても
らった。
課題の多くは大規

模修繕への取り組み
方法、水回り設備に
関するもので、ハー
ド面での悩みが関心
事の多くを占めるよ
うであった。

川管ネット川管ネット

新任役員研修会＆意見交換会
理事長体験談より

6 9／

4年間務めた理事長体験談を話すトーカ
ンマンション宮前平管理組合の秋里氏

会合同研修会の様子

研修会の内容を説明する高森・
専門業部会部会長

ンション大規模修繕工事設計監修・工事監修を行った2事例
を紹介。各社が引き続き、事業の推進を行っていく上で参考
にしてもらうよう説明した。
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7月13日貍、川崎市総合福祉センターエポックなかはらで
一般財団法人川崎市まちづくり公社と共催で平成25年度第1
回マンション管理基礎セミナーを行った。
今回は公益財団法人マンション管理センターが講師となり、

講演を進めた。
テーマと講師は①「相談事例からみたマンション管理運営

の基礎」管理情報部・原昇氏②「マンション標準管理指針と
マンションみらいネット」企画部課長・平野功一氏。
主な相談事例は、「役員資格をどこまで広げられるか」「役

員に報酬を支給するためにはどのような手続きが必要か」な
ど。区分所有者の高齢化や賃貸化などで役員のなり手不足に
悩んだり、管理責任が一部の所有者に偏ることを相談するケ
ースが多いようである。
マンション管理センターの事業である「マンションみらい

ネット」の説明では、マンション標準管理指針と自宅マンシ
ョン、あるいはみらいネットに登録している他のマンション
の平均とを一覧にして、例えば理事会の運営状況、防災・防
犯体制、組合の経理状態、建物・設備の維持管理の状況など
を比較することがで
きると説明。
自分のマンション

がどのレベルにある
のか知ることができ
ることなどがみらい
ネットへの登録で受
けられるサービスの
ひとつとして紹介し
た。

第１回マンション管理基礎セミナー
マン管センター相談事例、みらいネットの報告

7 13／

年2回行うマンション管理基礎セミナーは
毎回100人以上の参加者がある

6月22日貍、大和市の冨士見会館でかながわ県央ネット通
常総会後、国土交通省・国土交通政策研究所・阪井暖子研究
官を講師に招き、「震災時における地域防災力強化に向けて」
と題する特別講演会を行った。
講演内容は、①平成20年度に発表した研究「コミュニテ

ィはマンション維持管理の基礎体力」②平成24年度自治
体・マンション管理組合・町会へのアンケート調査結果「集
約的都市居住における地域防災力の強化に関する研究」から
管理組合にとって重要なポイントを解説した。
アンケート調査で

は防災訓練や防災品
の備蓄について、町
会と比べ管理組合の
活動率が低いことが
わかった。「地域で
の救援活動、救出活
動、収容避難場所運
営活動等へのマンシ
ョン住民の参加」と

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

特別講演
震災時における地域防災力強化に向けて

6 22／

総会後の特別講演会で聞き入る参加者たち

いう連携の可能性についても町会より管理組合の意識の低さ
が目立った。
マンションだけの調査では規模が大きいほど連携の可能性

を考えているという結果が出た。
総会当日ということもあり講演後に懇親会を行ったが、そ

の席に残っていただいた阪井研究官に質問する参加者が絶え
なかった。

7月20日貍、横須賀産業交流プラザで浜管ネット・吉村順
一副会長を迎え、「管理組合とは…組合員のもの…運営は素人
でもできる！！＜キーワードで読み解く区分所有法と標準管
理規約＞」と題して新任役員基礎セミナーを行った。
吉村氏は、初めて役員になったら何を行うの？管理組合と

は？管理対象物とは？管理組合の仕事は？管理組合の会計っ
て？など、管理組合運営を行うことに不安を持つ人向けにマ
ンション標準管理規約や区分所有法などを紐解きながら解説
を行った。
管理会社に任せるにしてもマンション管理士などの専門家

に依頼するにしても、「管理組合は…組合員のもの」であるこ
とには変わりない。最後の一線を理解した上で、楽に管理組
合運営を行ってほしいと吉村氏は話す。
また管理費等の収納保全（分別管理）について、しっかり

行うことを強調。区分所有者から集めた金額が管理組合名義
の保管口座に収納さ
れるまでの流れを理
解しておくことが大
事であるとした。
さらに会計処理

は、管理組合の資産
と負債の状況が常に
適切に把握できる
「発生主義」の方式
によることが望まし
いとした。

よこ管ネットよこ管ネット

新任役員基礎セミナー
素人でもできる管理組合運営
キーワードで読み解く区分所有法と標準管理規約

7 20／

講演する吉村氏・浜管ネット副会長

よこ管ネットはこのほど、マンションの管理運営能力（マ
ンション力）を測るチェックシ
ートを作成、会員管理組合に無
料配布した。
チェックポイントは「組合運

営」「建物・設備の維持管理」
「防犯・防災」「居住環境」「管理
会社」の5つ50問。「はい」「い
いえ」「わからない」にチェック
を入れて回答し、合計点でマン
ション力を測る。
自分のマンション住民への管

理意識の向上に役立てたい。

「マンション力」シート作成
正会員に無料配布



ワンポイント

管理組合基礎講座
第18回

滞納「回収」の処理手順を標準化する
管理会社の業務範囲は「督促」まで

管理組合主体で行う滞納管理費等への回収実務マニュアル
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滞納管理費等回収実務研究会は6月4日、『マンションの滞
納管理費等回収実務ハンドブック』（民事法研究会）を発刊し
た。
本書の前文では発刊の目的について、下記のように書いてい

る。

①管理組合の理事会役員が主体になって裁判関係の訴状
等を作成することができるように「各種書式の記載事
例」を掲載
②法的対処ではなくて管理組合（債権者）と滞納者（債
務者）とが十分に話し合い、両者が納得したうえで回
収していく方法への対応策を推奨
③マンションは社会資本と同時に個人財産の集合体であ
るゆえ、「当該財産のあるべき保全策」を提案

まず、管理費等の滞納を予防するには、管理規約に管理費等
の請求に有効な条項を設けることが必要である。

マンション標準管理規約（単棟型）
（管理費等の徴収）
第60条（略）
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付し
ない場合には、管理組合は、その未払金額について、
年利○％の遅延損害金と、違約金としての弁護士費
用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組
合員に対して請求することができる

3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し
て、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴
訟その他法的措置を追行することができる

4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並
びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第
27条に定める費用に充当する

5 （略）
＜コメント＞
（第60条関係）
①（略）
②督促及び徴収に要する費用とは、次のような費用であ
る
ア）配達証明付内容証明郵便による督促は、郵便代の
実費及び事務手数料
イ）支払督促申立その他の法的措置については、それ
に伴う印紙代、予納切手代、その他の実費
ウ）その他督促及び徴収に要した費用

滞納者をマンションから追い出す結果が強い「排除の論理」
よりも、マンション内の「コミュニティーの醸成」を図りつつ
滞納金回収活動を行うことを重視した内容で、私たち管理組合
ネットワークが個別の管理組合に対して行う相談支援のため
の、非常に参考となる書籍といえる。
本書に加え、公益財団法人マンション管理センターが発刊し

た『管理費等の徴収及び初期滞納対応マニュアル』『滞納管理
費等の法的対応マニュアル』をもとに、管理組合が主体となっ
て行う滞納管理費等への回収実務のマニュアルをまとめた。

それぞれのマンションに上記のような規定を設けておけば、
その都度総会を開くことなく、理事会決議のみで、速やかに訴
えを起こすことができる。
また、規約に「裁判上の和解をする場合も理事会（理事長）

に一任する」旨を明記しておけば、法的対応もスムーズとなる。

一方、管理会社との標準管理委託契約書では、「滞納者への
督促業務」の内容について「支払い期限後○月の間に、電話も
しくは自宅訪問または督促状の方法により、その支払いの督促
を行う」とある。
一般的に「○月の間」は「6カ月」としている管理会社が多

く、さらに理事長名で「配達証明郵便」を送付して業務終了と
しているところが多いようだ。
その他、弁護士への依頼の必要がない「少額訴訟」による法

的回収に向け、理事長名の書類作成までを行う管理会社もある。
しかしいずれにせよ、管理会社との契約は「督促業務」で

あって、「回収」までは管理会社の業務範囲にはないことは管
理組合として理解したい。委託業務の範囲を確認し、管理会社
とともに滞納金の早期回収に努めたいものである。

滞納金の回収フローチャート
電話督促または初期督促状（未入金通知書）

↓
訪問督促または中期督促状（法的措置予告文付き請求書）

↓
後期督促状（遅延損害金付き請求書）

↓
配達証明付き内容証明郵便

↓
先取特権の実行（※抵当権等の登記がない）

↓
民事調停（※話し合える相手か）

↓
支払督促（※近くの居住者か）

↓
少額訴訟（※60万円以下の金額か）

↓
通常訴訟
・強制執行
・ADR的手法
・時効の中断

先取特権…区分所有法7条の先取特権により、滞納者に対する
他の債権者に優先して弁済を受けることができる。滞納者が専
有部分を貸している場合にその賃料を差し押さえるなど。ただ
し登記のある（根）抵当権には遅れることになり、ローン残債
がある場合は金融機関の債権者等が優先される。事実上、法8
条の特定承継人に対して債権を行使することが多い。
民事調停…簡易裁判所の民事調停委員で構成する調停委員会が
紛争当事者双方の言い分を聞きつつ、合意点を見つけ、調停案
を示し、双方の互譲によって紛争を解決する手続き。滞納者が
不出頭の場合はその時点で調停不成立となる。
支払督促…管理組合の申し立てに簡易裁判所が滞納者に金銭の
支払いを命じる手続き。約1カ月で強制執行手続きが可能とな
る。一方、滞納者の住所が不明の場合は利用できない、建物明
け渡し等の請求をすることはできない、滞納者から異議申し立
てがあれば通常訴訟に移行するため最初から通常訴訟をした方
が期間の短縮になる等のデメリットもある。
少額訴訟…簡易裁判所で60万円以下の金銭の支払いを目的と
する訴訟。1回の口頭弁論期日で審理を終了し、直ちに判決が
言い渡される。司法委員の関与により和解で終了しているケー
スも多い。滞納者の住所が不明の場合は提起できない、同じ裁
判所で1年に10回までしか利用することができない等のデメ
リットもある。
通常訴訟…当事者間の権利関係が複雑な場合に十分な審理が尽
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くされる。滞納者が行方不明の場合「公示送達の申し立て」を
することができる。一方で、解決までに時間を要することにな
り、弁護士費用等がかかる等のデメリットがある。
強制執行…勝訴判決や和解が成立したにも関わらず、滞納金の
回収や明け渡しができない場合、裁判所が強制的に債務者の財
産（不動産、自動車、預貯金、売掛金、給与など）を差し押さ
え、債権の回収を実現する手続き。デメリットは、「排除論理」
による退去の結末、コミュニティー関係の悪化である。

◇
法的手続きとは、管理組合が滞納者に対して債権を有してい

ることを認め（裁判手続き）、その回収を国の強制力を持って
行うことである（強制執行手続き）。
管理組合が債権の確定をし、滞納者に支払いを認めさせても、

実際に回収できるとはかぎらない。法的手続きは最終的に滞納
者を追い出す結果で解決を図ることになる側面を持っている。
しかし『マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック』

でも、そうした解決方法では「かえってしこりが残り、住みに
くいマンションと化してしまう」とあり、逆に「マンション内
のコミュニティーがより強固になるような滞納金回収活動へと
発展させて」ほしいと記している。
ただし、一方で「滞納理由によっては最終的には区分所有法

59条に基づく競売請求をしてでも回収する、との強い決意が
必要」であることも忘れてはならないだろう。

法的措置に頼らない
「話し合い解決法：ADR導入」

判決とは、原告の請求を認容するか、請求を退けるかのどち
らかである。裁判手続きの後も同一マンションにともに住み続
ける関係の当事者であることから、両者間に「しこりを残す」
ことは避けなければならない。
また、管理組合としては、たとえ勝訴判決を得たとしても滞

納金を回収できなければ実質的な損失となる。
昨今の社会的構造不況、区分所有者の高齢化に伴う所得減に

よる滞納問題等が増加傾向にあり、法的処理だけでは回収でき
ない事例が増えてきている。

◇
マンションADRとは、「マンションにおけるトラブルを管理

規約の定めに従い、裁判を回避して、マンション住民と管理組
合、マンション住民同士、あるいは管理組合と管理会社等の間
で紛争を解決しようとする場合、公正な第三者を介在させて、
主体性をもって直接の話し合いによって納得できる合意を形成
のうえ、自ら処理ないしは解決をして、誠実に合意事項を履行
すること」。
法的手続きが尽きたところで、引き続き滞納管理費を回収し

なければならないとすると、あとは徹底した話し合いによる解
決しかないことになる。
ADR技法を習得した「専門家」が調停の場を超えて、実情

を整理し、問題点を提示することによって当事者自らで解決策
を見出していく。せめて「誠意の表れとして分割してでも支払
い続ける」ことで、他の区分所有者の理解を得、管理組合とし

ては最大限の努力を滞納者がしたということで他の区分所有者
の理解を得られやすくなる。
それがより強固なコミュニティー形成の醸成に寄与すること

にもつながっていくと考えられる、というのがADR導入によ
る解決法である。
そのためには、管理組合の中で「話し合い（ADR的）解決」

のコンセンサスを得る環境作りをすること必要がある。
◇

このようなADR的解決システムが構築化されれば「滞納金
解決、滞納金の時効問題からの不安が解消」されることになる
だろう。
こうしたシステムの考え方や専門家の育成は、私たち管理組

合ネットワークの役割だと言っても過言でない。現にNPO福
岡マンション管理組合連合会が成20年12月、法務大臣より
「マンションにかかわる民事上の紛争（家事・労働関係を除く）」
について、ADR法に定める認証紛争解決事業者として和解手
続を行うことを認める認証を受けている。

ADRとは？
裁判外紛争解決または代替的紛争解決手続きのこと。裁判
外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ADR法）第
1条では、「訴訟手続きによらずに民事上の紛争の解決を
しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与し
て、その解決を図る手続き」と定義されている。2007
年4月施行。

『マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック』
滞納管理費等回収実務研究会／編

民事法研究会／発行
A5判・231ページ
定価2,000円（税別）

ISBN978-4-89628-872-8

参 考 図 書

『管理費等の徴収及び初期滞納対応マニュアル』
マンション管理センター／発行
A4判・104ページ
定価2,000円（税込・送料80円）
登録管理組合・センター通信
購読会員価格1,600円（税込・送料80円）

『滞納管理費等の法的対応マニュアル』
マンション管理センター／発行

A4判・85ページ
定価2,000円（税込・送料80円）

登録管理組合・センター通信購読会員価格1,600円
（税込・送料80円）

執行承諾文書付き公正証書 ・特になし 公証役場
当事者間での事前合意の必要性お
おむね合意済みであることが必要

双方が公証役場に同席できな
い場合

管　　　轄 機　関 当事者間での事前合意の必要性 利用できない場合

民事調停 ・相手方の所在地・合意管轄地 簡易裁判所
不要だが、当事者間で合意の余地
がないと手続きが無駄になる

双方が期日に出席できない場
合

支払督促 ・相手方の所在地のみ 簡易裁判所 不要 相手方が所在不明の場合

少額訴訟
・相手方の所在地・マンション
の所在地・合意管轄地

簡易裁判所 不要
相手方が所在不明の場合、回
数制限（年10回）を超える
場合

通常訴訟
・相手方の所在地・マンション
の所在地・合意管轄地

簡易裁判所・
地方裁判所

不要 ─



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

湘央よこ川浜

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.com

マンション大規模修繕工事の専
門業者として半世紀。“住み慣れ
た環境に時を取り戻す”をスロ
ーガンに、常にお客様第一の姿
勢を貫き、質の高い技術とサー
ビスを提供いたします。

央 湘よこ浜神
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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045-753-5000
http://sakakura-kk.co.jp

弊社では30年に及ぶ大規模修
繕工事の実績を通して各種技
術ノウハウを確立、改修専門
工事業として快適、利便性、
付加価値のあるグレードアッ
プ工事を提案しております。

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044-366-4795
J-fukama@sinyo.com
http://www.sinyo.com

創業以来83年を迎え、完工
高140億円、そのうちマン
ション大規模修繕97億円を
超すまで成長して参りまし
た。アフターグループ6人が
工事後のケアを致します。

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
（北関東支店）蕁048-449-0091
http://www.yokosoh.co.jp

建物の修繕工事を手がけて100
余年。確かな経験と実績を活
かしながら、個々のお客様の
ニーズや時代の要請にもしな
やかに応えられる改修工事
No.1企業を目指しています。

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。

央浜

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
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

株式会社カシワバラ・
コーポレーション

川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア西館10階
蕁044-540-1062
蕭044-540-1035
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

マンション管理

日本ハウズイング
株式会社

横浜支店
横浜市西区北幸2-5-10
オーク横浜ビルディング5階
蕁045-412-3800
蕭045-412-3801
http://www.e-kanri.info

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。

マンション管理

大和ライフネクスト
株式会社

横浜市鶴屋町2-26-2
第4安田ビル6F 〒221-0835
蕁045-326-2350
http://www.daiwalifenext.co.jp

皆様のマンションの資産
価値を高め、住む人を、
ひいては街を元気にした
い…そんな管理サービス
を提供し続けています。

よこ川浜

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
ライフポート西洋

横浜市西区南幸2-21-5
蕁045-313-5435
蕭045-319-2632
yokohama@lifeport-s.com
http://www.lifeport-s.com

ライフポート西洋は、常に
「より多くのお客様に喜んで
いただきたい」という熱い思
いを胸に、情熱をもって「心
のこもったサービス」を必ず
提供することを誓います。

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

株式会社
大京アステージ

【窓口】東京都新宿区新宿2-3-15
くらしサポートデスク
薔0120-264-406
dk-jtksuisin@grp.daikyo.co.jp
http://www.daikyo-astage.co.jp

神奈川県内で約1,200管理組合（約
65,000戸）の管理実績があり、このスケ
ールメリットを生かしながら、「横浜」
「町田」「湘南」を3拠点に支店を配置し、
地域に密着した管理運営サポートを行
っている管理会社です。

湘川浜

マンション管理

コミュニティワン
株式会社

横浜支店
横浜市西区楠町4-7
ニッセイ横浜楠町ビル7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

東京都渋谷区神泉町9-6
第2明和ビル
蕁03-5489-7803
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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よこ浜

浜

浜

金融

三菱電機クレジット
株式会社

東京都品川区大崎1-6-3
日精ビル12F
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。

企 業 名 所 在 地 P R
金融・保険

よこ浜

神 川

相 湘

浜

よこ

神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット

よこ管ネット相管ネット 湘管ネット

央 県央ネット



機械式駐車場メンテ

株式会社日本昇降機
メンテナンス

千葉県市川市貝塚3-31-4
蕁047-375-1015
jaem@kni.biglobe.ne.jp
http://www1a.biglobe.ne.jp

弊社は機械式駐車装置のメ
ーカーであり、現在では他
社メーカー様の機械式立体
駐車場の保守点検も行って
おります。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
機械設備メンテ

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

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

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

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。

よこ
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大規模修繕

株式会社NB建設
（旧相鉄建設株式会社）

横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816（代表）
蕭045-451-8919
daimon-akiko@nb-const.co.jp

地元に密着したゼネコンと
して、建築・設備・耐震・
内装などのリニューアルを
お客様の立場でご提案。地
域社会の安心と発展に貢献
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

大規模修繕工事もグレード
アップ工事もお任せくださ
い。またソーラーシステム、
LED電気工事等、省エネ対
策もお問い合わせください。

浜

耐震補強、大規模修繕

東京急行電鉄
株式会社

東急電鉄「ア・ラ・イエ」センター
横浜市青葉区美しが丘2-23-3
0800-888-0109

http://www.a-la-ie.com

マンションの耐震診断・設
計・補強工事までを一貫し
てお手伝い。まずは、無料
の簡易耐震診断で建物の強
度をチェック。概算工事費
までお伝えします。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
総合建設

企 業 名 所 在 地 P R
建材メーカー・販売

企 業 名 所 在 地 P R
外断熱・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。

央よこ川浜神

建材メーカー・販売

タキロンマテックス
株式会社

東京都港区港南2-15-1
品川インターシティA棟30階
蕁03-5781-8101
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
入れています。詳しくはホ
ームページをご覧ください。

浜

サッシ改修

株式会社LIXIL
ビルリフォーム販売

神奈川支店
横浜市都筑区中川中央2-5-18
LIXIL港北ショールーム2階
蕁045-595-3791
蕭045-593-8846
http://shinnikkei.lixil.co.jp/sales_b

当社は、LIXILグループ内で
唯一の窓や玄関ドア、手摺等
リフォーム専門の販売施工会
社です。迅速な対応とサービ
スを心がけておりますので、
お気軽にご相談ください。

よこ浜

外断熱メーカー

Sto Japan
株式会社

東京都千代田区平河町2-11-1
平河町ロンステート1階
蕁03-5216-1530
info@stojapan.com
http://www.stojapan.com

ヨーロッパ最大手の外断熱メーカ
ーStoAGの日本総代理店です。日
本国内では北海道から沖縄まで施
工実績があり、近年では結露防止
工事・タイル剥離防止工事で弊社
工法が数多く採用されております。

川
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連絡先 連絡先氏名・所属事務所

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

伊藤和彦
総合環境技術株式会社

井田洋一郎
有限会社エルグ

阿部一尋
株式会社みらい

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
 

　

 
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小伝馬町6-13
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

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
蕁045-532-9260
http://homepage3.nifty.com/moa_p

石川裕子
Lapis建築工房

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
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

東京都文京区本郷1-18-5-802
蕁03-3830-0988
abe@abjukei.com

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、星川晃二郎部会長を中心に、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

長友秀信
陸建築設計

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

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85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



ココタウン・ヒルトップ
マ リ ー ナ 管 理 組 合

会員

マンシ
ョン

紹介

Ｎ Ｐ Ｏ
湘 管 ネ ッ ト
正 会 員

役員のなり手不足がマンションを取り巻く社会情勢の中に
あって、理事への立候補や推薦が12人のうちの約半分と聞い
て驚いた。
その理由は何か。
きっかけは分譲会社への瑕疵担保責任の追及だった。引渡

し後2年以内に瑕疵を発見し報告すれば、新築から10年経過
していても瑕疵担保責任は有効。建物を見まわし、他のマン
ションでも管理運営の経験がある区分所有者が中心となって
「マンション生活とは管理組合運営にある」ことを299世帯
に伝えたのだった。
2006年竣工時、分譲会社が作成した長期修繕計画の認知

を管理組合で保留。修繕積立金は分譲会社の設定どおりとし
たものの、管理組合が認めないからには「仮」の金額であっ
た。
分譲会社が決めた修繕積立金は平均3,500円／戸。それを

新たに30年の長期修繕計画を策定して2012年6月に改定
し、7,200円／戸、5年ごとに少しずつ段階的に値上げして
いく方針で管理組合内の合意を得た。 DA T A

■マンションデータ

2006（平成18）年竣工・地上14階建て・1棟、総戸数299戸
所在地：藤沢市稲荷

建物構造……………………………RC造
敷地面積……………………………12,603.79㎡
建築面積……………………………4,953.05㎡
管理費（月額）………11,300円～23,000円（約180円／㎡）
修繕積立金（月額）……5,500円～11,300円（約88円／㎡）
駐車場充足率（台数÷総戸数）…

305台÷299戸＝102％
（立体自走式＋1階専用使用権付平置き）

駐車場使用料（月額）……………屋根なし3,000円
屋根あり4,000円

駐輪場使用料………………………自転車（558台）
100～300円

分譲業者……………………………オリックス不動産㈱
建設業者……………………………㈱長谷工コーポレーション
管理業者……………………………㈱大京アステージ
管理形態……………………………全部委託
管理員の勤務形態…………………通勤管理。6人交代制週7日8

時～22時。夜間警備員1人
理事会………………………………月1回
任期………1年（理事12人、監事2人）＝原則輪番制だが、継

続して理事を行う人が多く、立候補や推薦などで、
3～4年続けて理事を引き受けている人が少なくない
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分譲主への瑕疵担保追求が発端
理事留任多数で管理組合の方向性にまとまり

バス会社と契約し、現在37往復／日（平日）が運行している。
支出項目は管理費会計から。新規分譲の戸建て住宅より、

マンション住民同士の連帯感、合意形成が表れた結果といえ
る。
取材時も共用施設には子どもがいっぱい。将来的には共用

施設（ライブラリー、シアタールーム、カラオケ、キッズル
ーム、体育館、ゲストルーム等）の修繕費が心配だと羽田光
臣理事長は述べているが、それは今後の課題。
マンション管理への「無関心」「役員へのなり手不足」が問

題になる中、やる気のある理事会が構成し続けることによっ
て、より適正なマンション管理の方向性が望めるといえるの
ではないだろうか。

通勤・通学のためのシャトルバス運行
でもまとまりがあった。
竣工当初、各戸25万円・5年間の基金

で、ココタウン・ヒルトップマリーナと
同時に開発された近隣の戸建て住民は、
ともにJR東海道線・辻堂駅までのシャト
ルバスを共有していた。
ところが契約期限の5年が迫ったころ、

近隣の戸建て住民は意見がまとまらず、
シャトルバスの契約を破棄。ココタウ
ン・ヒルトップマリーナ管理組合だけで

分譲当時から立体自走式駐車場と1階住戸の専
用使用権付駐車場のみで機械式はない

ペット飼育可、ペットの足洗い場。この他、サ
ーフボードの洗い場もあり。近くの海でサーフ
ィンをする人は少なくない

共用部分に出前容器返却ボックス。エントランス
が汚れることを嫌う人もいるので、こうしたもの
も必要だ

左から垰下雅美理事（NPO湘管ネット相談役）、
羽田光臣理事長、山本尚人副理事長、大京アス
テージ担当の佐々木敦氏

管理棟のエントランスに並んでいる賞状。地区
体育大会800mリレー、綱引き、または藤沢
市子ども会への作品表彰など
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イベント情報 ■■

よこ管ネット 蕁046-824-8133

知って得するマンション管理費削減セミナー
テーマ：災害の実例から学ぶマンション自主防災・

減災について
日　時：9月7日（土）13：30～
会　場：横須賀産業交流プラザ（汐入）
※簡易トイレなどの展示も行う予定
講　師：マンションコミュニティ研究会

代　表　廣田信子氏
NPO神奈川災害ボランティアネットワーク
理事長　植山利昭氏

川管ネット 蕁044-379-5334

管理組合保険セミナー

テーマ：「マンションの保険」に特化したセミナー

日　時：8月24日（土）

会　場：高津市民館

講　師：グッド保険サービス

情報交換会

テーマ：正会員・賛助会員の情報交換会

日　時：9月13日（金）

会　場：川崎市産業振興会館

第2回マンション管理セミナー

テーマ：大規模修繕工事がメインテーマで明細は検

討中

日　時：10月6日（土）

会　場：川崎市総合福祉センターエポックなかはら

の予定です。第2回ミニセミナーは現時日程

再調整中

6月23日豸、浜管ネット正会員のグランフォーレ戸塚
ヒルブリーズ管理組合（2002年竣工・10階建て・2
棟・206戸）が行った防災訓練の様子を、マンション住
民である浜管ネット森崇理事のブログより紹介します。

◇
当日、自治会防災委員は朝9時にコモンハウス前に集

合。10時から始まる防災訓練に向けて準備を行った。
本部長、副本部長を決めコモンハウス内に本部立ち上げ、
本部長の指令のもとに委員が様々に動いた。

10時に非常ベルがマンション内に鳴り響く。
外階段を使って住民達が降りて来る。そしてコモンハ

ウスへ集まる。安否確認をして開始を待つ。参加人数は
74名。
訓練ではAEDや消火器の使い方、起振車体験の3つを

体験した。
起振車体験は震度6強の揺れを体感。立っていられず、

座ってもいられない程、上下左右斜めに揺れ動き、現実
にはこれ以上の強さの揺れが襲って来るのだ。

◇
グランフォーレでは防災訓練を春と秋に開催。春期は

戸塚消防署が主催となっている。

起震車を使って震度6強を体感

防　災　訓　練
TOPIC

起震車が到着 震度6強を体感する参加者 訓練ではAEDや消火器の使い方も行った

●訂正 25号2ページ『3／21 第三者管理に反対の意見書 太田昭宏国交大臣に申し入れ」の記事で、山下勇衆議院議員（神奈川6区）
と記したのは、上田勇衆議院議員（神奈川6区）の間違いでした。訂正と関係者の皆様にお詫びをいたします。
また、25号14ページにある「レクセルガーデン大和管理組合」の戸数の記載を15ページ『新会員紹介』の中で「8」としていますが、
14ページ『マンションデータ』に記載の通り49戸の誤りです。

新 会 員 紹 介

チ ェ リ ス 宮 崎 台
管 理 組 合 川管ネット 1 43 1996

名　称
◆ 正 会 員

加入ネット 棟数 戸数 竣工年

㈱シー･エフ･ネッツ よこ管ネット 不動産コンサ
ルティング

4,900
万円 2000

名　称
◆ 賛助会員

加入ネット 主な業種 資本金 設立年
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ＮＰＯよこすかマンション管理組合
ネットワーク（よこ管ネット）
http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133
定期無料相談：毎月第4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 044-379-5334
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1～4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://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.com
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 7 階会議室
　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
　毎月第1、第3火曜午後　「IKOZA」内1階市民相談センター
 　毎月第4水曜午後　伊勢原市役所1階市民相談室

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 0466-50-4661
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・蕭 045-620-6300
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

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・蕭 045-620-6300
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

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・蕭 045-620-6300
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

※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

120組合

26,715戸

川管ネット

40組合

6,612戸

よこ管ネット

56組合

9,847戸

相管ネット

29組合

1,657戸

湘管ネット

15組合

1,420戸

県央ネット

19組合

3,154戸

41組合

8,209戸

合　計

320組合

57,595戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成25年7月現在

日 住 協
神奈川県支部

横浜市建築局は7月13日貍、桜木町の横浜市社会福祉センターで「郊外部の集合住宅団地のこれ
からを考える」と題し、セミナーを開催。「団地再生支援モデル事業」の説明、応募受付を9月2日
から10日とし、7月13日から応募手続きを開始すると発表した。
モデル事業の説明に先立ち、日本マンション学会会長である小林秀樹・千葉大学教授（写真）が

団地再生の課題認識について基調講演を行った。小林教授は「建て替えの可否を確認し、建て替え
が困難と分かれば早めに修繕・改修に切り替えることが大切」とした上で、「団地を活性化する活
動」…住宅リノベーション、住み替え誘導、高齢者と子育てサービスの強化などを課題に上げた。
事業の問い合わせ先は　横浜市住宅供給公社街づくり事業課　蕁045-451-7740

横浜市「団地再生支援モデル事業」を募集
受 付 期 間 は 9 月 2 日 ～ 10 日


