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C O N T E N T S

東日本大震災以降、耐震不足のマンション建替えの容積率緩和の方針が発表
され、早晩、一般のマンションにも適用されるとの見方もある。
高経年マンションでは、3回目の大規模改修を境に建替えの話が持ち上がる

ケースが多く見られる。具体的に可能かどうかの検証は時間をかけて総合的に
検討すべきで、管理組合だけでは難しい問題である。
同時に喫緊の課題となっているのが、役員の成り手不足を含む、高齢化した

居住者の支援問題である。下記に筆者が関係している管理組合の取り組み事例
を紹介する。
＜事例1＞A団地管理組合・10棟・5階・250戸・築40年
専門委員会として「これからの〇〇団地を考える会」を設置。運用規定を制

定して委員の募集からスタートした。現実には「笛を吹けども踊らず」で、一
般の組合員の参加は期待できない。第三者の専門家を招き定期の運営をして、
とりあえず、居住者の年齢構成、支援要請の有無のアンケートを実施した。回
収率8割で、緒に就いたばかりである。建替え問題と並行して進めている。
＜事例2＞B管理組合法人・2棟・10階・400戸・築27年
災害時や日常の要支援者を対象にした組織づくりとして「自主防災会」の立

ち上げを総会で承認。委員の募集を2度にわたって行ったがわずか2名の応募
があったきりで、「準備会」として、日常の安否確認希望者等のアンケートを
行っている（回収率53%、希望者6名）。
＜事例3＞C団地管理組合・7棟・5階・250戸・築35年
団地内で管理組合、自治会とは別組織として「〇〇サポートクラブ」を設立

（将来NPO化）し、居住者の生活向上に寄与することを目的とする定款を定め
各種の支援事業を行っている。活動3年目で支援内容は「生ごみや資源ごみの
運搬」112件（50S/回：1S＝1円）、「病院等への送り迎え」12件
（100S/片道）等々。その他に機関紙の発行、講演会の開催、研修会等を実施。
運営資金は発起人による設立準備金を基に助成金や寄付金、サービス事業への
依頼収入によっている。
以上のように、自分たちの住むマンション（団地）のこれからについて関心

を持った組合員が旗を振ってくれるところは良いが、ほとんどの場合「関心は
あるが誰かがしてくれるだろう」で、具体的に活動を始める管理組合はまだま
だ少ないのが現状である。
待ったなしの居住者の高齢化、建物の老朽化にどう対処すべきか…、国や地

方自治体はもちろん、専門家も交えて一人ひとりの組合員が真剣に取り組むこ
とが望まれる。
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かながわ県央ネット　副会長  ●前田映子

事例紹介

仙台市・荒浜に立つ慰霊塔・観音像を
見学する参加者
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マンションの再生（改善）事例調査結果を報告
「持続可能社会に対応したマンション再生の促進に係る成功事例」74組合・126件
マンションの再生（改善）事例調査結果を報告

「持続可能社会に対応したマンション再生の促進に係る成功事例」74組合・126件

マンションの再生（改善）事例調査結果を報告
「持続可能社会に対応したマンション再生の促進に係る成功事例」74組合・126件
マンションの再生（改善）事例調査結果を報告

「持続可能社会に対応したマンション再生の促進に係る成功事例」74組合・126件

NPO神管ネット　国土交通省　平成25年度採択事業

NPO神管ネットは3月、平成25年度国土交通省の採択事業の結果として「マンションの再生（改善）事例調査結果報
告書」を作成、発表した。
マンションが高経年化していく中で、住まいとして良好な環境を維持していくためには単に長寿命化するだけでなく、

その時代や居住者ニーズに対応して再生（改善）していくことが求められる。
では、実際の管理組合ではどのような再生推進を行っているのか。マンション再生（改善）の実態を把握するため、国

土交通省の事業として管理組合の取り組み事例の調査・収集を行い、その結果をもとに分析を行った。

・事業名
マンション管理適正化・再生推進に当たっての課題の解決に向けた成功事例の収集・分析等と行う事業

（持続可能社会に対応したマンション再生の促進に係る成功事例の収集・分析）
・調査の目的

既存マンションが長寿命化を目指すとき、何を再生（改善）しようとし、どのように取り組み、どのように成功したか、
何が課題だったか――持続社会に向けてマンション管理組合が行うべき再生（改善）の方向性を啓発することは重要であ
る。そのための事例収集・分析を目的とし、調査を実施した。
・調査方法

各地域ネットワーク所属の役員、建築・設備技術者、マンション管理士等約50人が調査委員となり、各地域ネットワ
ークを構成する管理組合へのヒアリング等によってマンション再生（改善）事例を収集した。
・事例の収集・分析対象

調査組合数：74管理組合　集計調査シート数：157件　集計分析対象シート数：126件
（1管理組合当たりの調査件数が複数あるため、74管理組合126件が分析対象となっている）

グラフ①　性能分野別件数と割合
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（複数回答可、総件数223／126件＝177.0％）
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「耐久耐用性能」が全体の6割近くを占め、省エネ、耐震、
高齢者対応の順に続いている。高経年マンションでの長寿命化
への取り組み、省エネ化の改善が目立った。

グラフ②　改善の種類別件数と割合
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（複数回答可、総件数230／126件＝182.5％）
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設備改善が最も多く、52件で40%を超えた。専有部分の居
住性向上は10%強で集計シート上では「その他」の中から該
当するものを整理した。

グラフ③　種類別分類
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（複数回答可、総件数165／126件＝131.0％）

グラフ④　部位別件数と割合
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建築では開口部（玄関ドアとサッシ）の更新が一番多く、設
備では給水管関係が多かった。少ない外構ではアクセス路が具
体的な対象で、多くはスロープ設置である。
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グラフ⑥　改善項目別戸当たり費用（n=125）

10万円未満
40件　32％

50万円未満
55件　44％

100万円未満
21件　17％

200万円未満
8件　6％

200万円以上
1件　1％

改善工事1件の戸当たり工事額は「10万円未満」「50万円未
満」を合わせて75%以上であり、逆に50万円以上の改善工事
は全体の4分の1以下というのが実態である。

グラフ⑦ 「助成金あり」の所轄名称（n=19、不明3件含む）

エコポイント
3件　16％

川崎市
2件　10％

環境省
1件　5％

国土交通省
10件　53％

不明
3件　16％

85％の改善工事は管理組合が自力で行っていたことがわか
る。国からの女性は計13件で、自治体からの助成は、わずか
に川崎市からのもので2件にとどまった。

グラフ⑧　改善工事実施への総会議決方法（n=126）

過半数
67件　53％

3/4以上
47件　37％

不明
12件　10％

改善工事を「3／4以上」で議決する管理組合が意外と少な
いようであるが、この傾向は大規模修繕工事が「過半数」で決
せられるため、①その中の一部分との解釈による②よほど大き
な改善工事（外断熱改修、耐震改修等）以外は通常の議決事項
で行っている管理組合があることによると考えれる。

【改善の主な理由】
●建築工事
・開口部…気密性の低減、建てつけの老朽化
・エントランスホール…他のマンションに見劣りする、高齢者
化に伴うスロープ等のバリアフリー化、防犯上のオートロッ
ク等
●設備工事
・給排水管関係…漏水事故の多発、埋設部分の新素材による耐
震性の向上
・電気（照明等）…ほとんどがLED化への更新で、省エネ化、
電気代の節約等
・エレベーター…陳腐化の解消、バリアフリー化、耐震性等の
システム向上、安全性
●外構
アクセス路（スロープ、手すり等）
高経年マンションでは、多くみられる改善工事であり、目的

は居住者の高齢化に対応した部分的なバリアフリー化である
●合意形成で重視したこと
・イニシャルコストがかさんでもランニングコストで節減でき
ることの説明
・長寿命化への方針の徹底
・一時金の徴収はせず、修繕積立金の範囲内で済むこと

………　考　察　………
・再生（改善）行う場合、工事費用が高額になったとしても
計画修繕項目で基本的な費用をすでに確保しており、その
上で合意形成のできる範囲を見極めることが肝要である。
・高額を要する改善工事では、総会における4分の3以上の
議決方式によるが、理事会や専門委員会での十分な検討と
広報活動の徹底等による努力が必要である。
・改善工事の推進に際しては、一時金徴収等をせず、修繕積
立金内で済ませる範囲が成功のカギである。
・工事費が高額でも戸当たり50万円前後までで、100万円
超は関連工事を含んでの額であった。
・エレベーターの新設や耐震補強工事など、計画修繕表に計
上されていない項目では、国や自治体の相当な助成金制度
が確立されていないと改善工事実施に結びつきにくい。
・とはいえ、改善工事は周到な計画と合意形成によって時間
がかかるのに対し、助成金制度は申請期間が短いため利用
しにくい。

グラフ⑤　改善項目の経年特性
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「管理開始30年以上」の給水（直結を含む）25.3％、排水
管13.9％などの設備配管やサッシ11.4％、玄関ドア12.6％
などの開口部の更新が目立つ。一方、「管理開始30年未満」で
は、エレベーター（システム更新等）11.4％、防犯カメラ
9.1％、エントランス（オートロックの新設等）13.6％の数値
が高かった。また外壁外断熱、照明がともに9.1％で、省エネ
や長寿命化への取り組みも相対的に多かった。

神管ネットの構成団体は神奈川県下全域なので、今回の調査
管理組合の中には郊外に立地する、築30年以上が76組合中
48組合、約3分の2を占めていた。中でも築40年以上の4～5
階建中層で200戸以上の大型団地が20％近くあった。
築30年以上経過の組合で建築の老朽化した部位や設備の更

新期に盛んに改善工事が行われており、郊外の中層団地型管理
組合でも自力で再生させながら頑張っている。高経年マンショ
ンの管理組合が再生に果敢に取り組んでいることがうかがえ
た。

コメント
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第3回 2月21日貊18：00～20：00

平成25年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催報告平成25年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催報告平成25年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催報告平成25年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催報告
神奈川県下マンション管理アドバイザー等CPD委員会主催

マンション管理を対象とする相談員の継続的資質向上、能力開発ならびにマンション管理組合役員及び一般居住者
向けの知識習得を目的に平成25年度は4回、こうした「マンション相談員等のCPD研修セミナー」を計画しました。
CPDとは「継続的能力開発=Continuing Professional Development」の略です。マンション管理の専門家と

して、継続的にその能力を研鑽（けんさん）する意思がある人に向けての講習会システムです。

会　場：かながわ労働プラザ（Lプラザ）
共　催：一般社団法人マンションリフォーム技術協会

（Marta）
テーマ：「『限界への挑戦』～精度の限界Ⅱ～」
講　師：
1）「塗装、タイル」水白靖之氏（水白建築設計室）
2）「防水、シール」

尾崎京一郎氏（㈱モア・プランニングオフィス）
3）「下地、建具・金物」鈴木和弘氏（㈲八生設計事務所）
改修工事は①住みながらの工事（生活障害）②既存材料の

品質③仮設条件や作業スペース等の物理的制限④コストの制
約など、さまざまな条件と制約の上で行っているのが実情で
ある。
このため、大規模修繕工事の出来栄え・精度に関して「限

界」がある。さらに管理組合や居住者への「限界」の説明・
理解不足によってトラブルやクレームの原因になることもあ
る。
ただし、「限界」とされる要因の把握や改善手法の検討など

によって、限界点の底上げの期待もできる。それが今回のテ
ーマである「限界への挑戦」だ。
ひび割れ補修部分のひび割れ再発について、あらゆる建物

の変形に追従・適用できる材料や工法がなく、再発の完全な
防止は困難といえる。限界点を向上させるには、現場ごとに
異なるひび割れの主要因の把握、コンクリートの収縮や振
動・外力などによって生じる躯体の動きの予測・想定を行っ
た上で、その建物・環境に応じた材料・工法を選択すること

第4回 3月29日貍13：30～17：00

会　場：かながわ労働プラザ（Lプラザ）
共　催：NPO浜管ネット
テーマ：『マンションの大規模修繕、その仕組み、理想と現実』
講　師：
1）「設計者からみた、管理組合、管理会社　工事発注方式
（設計監理方式、設計施工方式）の問題点」

星川晃二郎氏（NPO浜管ネット技術者部会長）
2）「施工者からみた、管理組合、管理会社、設計・施工方

式の問題点」
井上幸雄氏（Marta副会長）

3）「工事業種の違いによる施工会社の問題点」
高森慎司氏（NPO浜管ネット専門業部会長）

4）「管理組合からみた、合意形成、アフターケア（工事保
証・瑕疵）等の問題点」
吉村順一氏（NPO浜管ネット管理運営部会長）

5）「コンサルタントの選び方と問題点」
田邉邦男氏（NPO浜管ネット会長）

6）「大規模修繕工事におけるマンション管理士の役割（設
計監理方式、設計施工方式の場合、コンサルタント選
び、施工業者選定等に関して）」
平野公平氏（首都圏マンション管理士会）

当日会場には約100人の参加者があった

限界への挑戦には「技術的限界への理
解も必要」。塗装、タイルの項目につ
いて説明する水白建築設計室の水白靖
之・1級建築士

第1部は大規模修繕工事の準備段階から工事の発注方式や
その仕組み、施工会社の特徴、管理組合の合意形成、工事完
了後のアフターケアなどについて、各パネリストによる講演
を行った。第2部は会場からの質問をもとにパネルディスカ
ッション形式で討論を行った。
討論の主なテーマは、管理組合のパートナー（設計コンサ

ルタント）をどう選ぶか、施工会社をどうやって決めるか、
工事中のクレーム処理の対応（管理組合内の問題）、工期の遅
延の原因と責任、竣工後のアフター・保証・瑕疵保険の問題
について。
大規模修繕工事の問題はその内容と見積もりで、技術的な

ものは設計コンサルタント（建築士）や施工会社が作成する
が、コンサルや施工会社の選定は管理組合で行わなければな
らない。
質疑応答において、設計者を入れて業者選定を行った後、

工事監理は依頼しないというケースはあるか？という問いに
星川氏は「工事がはじまってから設計者が抜けてしまう、あ
と施工会社だけ残るというのは、何のために設計事務所を入
れたのかわからない。設計通りにやるのかどうか管理組合で
は確認ができません。設計した人が監理をするというのが基
本といえます」と回答した。

講演する田邉・浜管ネット会長 設計者、施工者、コンサルタント、管理組合の立
場から講演したパネリスト

である。
メーカーは適合材

料・工法の開発、施
工者は入念な調査と
確認によるひび割れ
の特性の把握、管理
組合は技術的限界へ
の理解…こうした共
有関係が限界への挑
戦を可能とするとい
える。
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国　土
交通省

平成25年度マンション総合調査

「今の管理費は妥当である」8割超「今の管理費は妥当である」8割超「今の管理費は妥当である」8割超「今の管理費は妥当である」8割超
国土交通省は4月23日、平成25年度マンション総合調査

の結果を発表した。マンション管理に関する施策の検証、提
示を行うための基礎的な資料を得ることを目的として5年ご
とに実施している。
調査時点は平成25年12月。公益社団法人マンション管理

センター登録管理組合名簿より無作為抽出し郵送配布した。

配 布 数

有効回収数

回収率（％）

管理組合向け調査

3,643管理組合

2,324管理組合

63.8%

区分所有者向け調査

7,484管理組合

4,896管理組合

65.4%

平均戸数：101.1戸
 　　　　　単棟型：62.8戸
　　　　　 団地型：227.4戸
平均築年数：20.3年

賃貸戸数割合：平均13.7％
空き室割合（3カ月以上）：2.4％

ペットの飼育ルール
　禁止している：47.4%
　種類やサイズ等を限定し、認めている：44.8%

管理費総収入（使用料等含む）
　月額戸当たり平均：15,257円
　月額㎡当たり平均：211円

修繕積立金
　月額戸当たり平均：10,783円
　月額㎡当たり平均：149円

旧耐震基準マンションの耐震診断
　実施していない：58.0%

管理費・修繕積立金の滞納
　3カ月以上：37.0%
　6カ月以上：22.7%
　1年以上：15.9%

総会への出席割合
 委任状・議決権行使書含む：79.4%
 委任状・議決権行使書除く：34.8%

管理規約改正の有無
　ある：71.8%
　ない：24.0％

管理組合の法人化：12.0％

役員の任期
　1年：59.6％　2年：35.4％
役員の改選
　全員同時期：59.2%　半数改選：24.7％

駐車場の平均台数：70.8台
　「平面式」：43.6台
　「機械式」：18.0台
　「立体自走式」：9.2台

調査をもとにしたマンションの平均データ調査をもとにしたマンションの平均データ

調査結果の平均像は築20年100戸、駐車場71台、15％
程度が賃貸または空き室で、総会に足を運ぶ人は4割に満た
ず、半分近くがペット飼育可としているマンションだった。
管理費は戸当たり平均15,257円／月で、徴収額に対する

意識は84.4％が「妥当である」と回答している。修繕積立
金の「妥当である」は77.6％だった。
滞納者への措置では「文書等による催促」が76.2％で最

も多く、続くのは「支払請求等の訴訟」9.2%、「少額訴訟」
6.6％。「これまで滞納が発生したことはない」が10.0％あ
った。
旧耐震マンションにおいて、「耐震診断を実施していない」

がいまだに58.0％あり、その理由で最も多かったのが「予
算がない」44.4％だった。

■応募受付期間：4／23～10／9
■募集総額：500億円
■募集口数：100,000口（1口50万円）
■10年満期時年平均利率：0.337%

（平成27年2月発行の債券の場合）

〈マンションすまい・る債の特徴〉
・利付10年債。年1回（2月予定）、定期的に利息を支払う
・1口50万円で複数口の申し込みが可能
・毎年1回、同一口数で継続して積み立てる場合、最大10回
連続して行うことができる
・修繕のための中途換金であれば、初回の債券発行日から1
年以上経過で可能
・債券は、住宅金融支援機構が無料で保護預かりをする
・預かった積立金については、法律において住宅金融支援機
構の財産から優先的に弁済される

●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　0120-0860-23

─── マンションすまい・る債とは ───
国の認可を受けて住宅金融支援機構が発行する、マンショ

ンに特化した一般担保債券のこと。住宅金融支援機構の総資
産から優先的に弁済を受ける権利があるため、管理組合が行
う資産管理の手段として大きなメリットがある。

住宅金融支援機構発行

平 成 2 6 年 度 応 募 受 付 中

修繕積立金の運用をサポートする修繕積立金の運用をサポートする

「マンションすまい・る債」「マンションすまい・る債」「マンションすまい・る債」
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欠陥マンション紛争、購入にかかわる紛争から、ペット飼育
や騒音、専用使用権、不良入居者問題などの日常生活に関する
紛争、管理体制・管理規約・管理会社に関する紛争、管理費や

『マンション紛争の上手な対処法〔第４版〕
―法的解決のノウハウと実務指針』

本 の紹介の紹介

横浜弁護士会では平成16年度に専門実務研究会を発足、
18年度から論文集「専門実務研究」を発刊。16ある研究会
の成果物として毎年、発行している。
今年2月に発行した第8号では、浜

管ネット個人賛助会員である横浜マ
リン法律事務所の濱田卓弁護士が
「マンションの給水管等の更新に関す
る諸問題」と題して寄稿した。

横浜弁護士会『専門実務研究』第８号

『専門実務研究第8号』
横浜弁護士会／発行
A4判・176ページ

2014年2月28日発行
◇本書に関する問い合わせ

横浜弁護士会蕁045-211-7707

一般社団法人日本マンション学会は4月18～20日、仙台
大会を開催した。18日はせんだいメディアワークで「都市
防災の観点からマンションの災害対応を考える」をテーマに
市民公開シンポジウムを開いた。
19、20日は東北工業大学長町キャンパスでメインシンポ

ジウム「マンションは住環境をどう変えたか」を開催、その
他「最近のマンション紛争と裁判」「マンションと費用負担か

ン、サニーハイツ高砂、第二旭コーポラス、沿岸部は白鳥・
荒浜をめぐった。

◇
メインシンポジウムでは、東日本大震災で顕在化した「行

政・居住者・権利者の立場」と「法制度の立場」との間にあ
るギャップ、そしてそのギャップに苦しむ管理組合について
整理・確認した。その上で、改めて管理組合は「住環境維持」
にどのような役割を担うのか議論を行った。
管理組合は「財産管理団体」であり「コミュニティー」に

は馴染まない。または居住価値を維持するための従来の「維
持管理」から、マンションへの各種施設の誘致、コンビニや
宅配サービスの導入など居住価値を高める「運営管理」が求
められる、という考え方、価値観がある。
このように住環境維持に関する管理組合の役割を「限定的

にとらえる見解」「積極的な役割を担うべきであるという見解」
の2つを提示し、議論を重ねることで管理組合にどのような
権限・責任を持たせていくことがよりよい住環境形成につな
がるのかを検討した。

サニーハイツ高砂の跡地に50歳以上を対象にした分譲マンションと老人医療施設の建設を目的に、
NPOサニーハイツ高砂震災復興委員会が設立し、再建を目指している

仙台大会は東北工大長町キャンパスで行われ
た。写真はメインシンポジウムの様子

全壊判定された「第二旭コーポラス」の跡地。
震災から１年半後に解体工事がはじまった

ら考察する」など
5つの分科会報告
を行った。
また、20日午

後からは東日本大
震災で被災したマ
ンションの解体跡
地、沿岸部被災地
などを視察。参加
者は解体が完了し
た東仙台マンショ

良好な住環境の中で管理組合の役割とは？

「限定的であるべき」VS「積極的に拡げていくべき」「限定的であるべき」VS「積極的に拡げていくべき」「限定的であるべき」VS「積極的に拡げていくべき」
日本マンション学会仙台大会　4／18～20仙台・東北工大で開催日本マンション学会仙台大会　4／18～20仙台・東北工大で開催

協力金などの財務に関する紛争、補
修・建替え等に関する紛争まで、マ
ンションをめぐるあらゆる紛争とそ
の対処方法を詳解する一冊。

『マンション紛争の上手な対処法〔第4版〕
―法的解決のノウハウと実務指針』
全国マンション問題研究会／編

㈱民事法研究会／発行
A5判・466ページ

2014年4月20日発行
販売価格 4,000円（税込4,320円）

ISBN978-4-89628-926-8

管理組合新任役員向け書物として、またマンション管理の基
礎をひも解く上で好評の『マンション管理ガイドブック』の最
新版。マンション管理運営上の諸問題に関するQ&A形式の記
述と、長期修繕計画・大規模修繕工
事に関する解説の2部構成であり、
近年のマンションを取り巻く環境の
変化等に対応するため、大幅な内容
の見直しを行った。

『マンション管理ガイドブック』

『マンション管理ガイドブック』
公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

／企画・発行
A4判・152ページ

2014年3月31日発行
販売価格1,000円（税込）
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〇2012年4月2日、大阪府茨木市で機械式立体駐車場
の利用者の子供（3歳）がパレットと梁の間に身体を
挟まれて死亡
〇2012年7月23日、岩手県花巻市で利用者の子供（4
歳）が機械に身体を挟まれて死亡

機械式駐車場での事故に注意を！機械式駐車場での事故に注意を！機械式駐車場での事故に注意を！機械式駐車場での事故に注意を！
国土交通省「安全対策ガイドライン発表」国土交通省「安全対策ガイドライン発表」国土交通省「安全対策ガイドライン発表」

国土交通省は3月28日、「機械式立体駐車場の安全対策に
関するガイドライン（指針）」を策定、公表した。
2007年度以降、機械式駐車場に関する利用者等（子ども

含む）の死亡・重傷事故が全国で26件発生（死亡10件）し
ている。中でもマンション駐車場での事故が半数を占めるな
ど、利用者が自分で駐車装置を操作するときに事故となるケ
ースが少なくない。

機械式駐車場での注意事項
・運転者以外は装置の外で乗降し、装置の中に入らない。
・子どもが装置に近づかないように最新の注意を払う。停
止しているときでも、装置の間に転落する事故が発生し
ている。
・操作盤に他人の鍵が挿入している場合は使用中である。
人が装置内に残っている可能性が高いため、絶対に操作
をしてはいけない。
・操作盤の位置からでは、車の陰になって見えない場所も
ある。装置内に人が隠れていないかを必ず確認する。
・操作盤の昇降ボタンを器具等で固定して使用してはなら
ない。昇降ボタンを器具等で固定すると、安全機能が働
かず、直ちに停止させることができない。
・人感センサーは、装置内に人が残っていても感知しない
場合がある。また車内の人は感知できない。センサー等
に頼らずに、自分の目で装置内に人がいないことを確認
する。
・装置内への閉じ込め等、不測の事態が発生した場合には、

①迷わず非常停止ボタンを押すこと
②至急、操作盤に記載されている緊急連絡先へ連絡す
ること
機械によっては、わずかな時間で危険な状態になるこ

とがある。あらかじめ操作盤および装置内のどこに非常
停止ボタンがあるかを確認しておく。

際、乗降室内に人がいることの確認が不足していたことなど
を要因とする重大事故が発生していると報告されている。
ガイドラインに記された再発防止へ早急に取り組むべき注

意事項は下記の通り。

事故の再発防止を図
る観点から、機械式立
体駐車場に関わる製造
者、設置者、管理者、
利用者に対して、安全
確保と安全利用を呼び
かける。

◇
事故で多いものは、

乗降室内への閉じ込
め、稼動部への接触、
巻き込み、挟まれ事故
のほか、乗降・歩行時
の転倒・転落、車両の
入出庫時の衝突など。
特にマンション等の専
用駐車施設において、
利用者が自ら操作する掲示板用のポスター

『マンション管理、今、問われているテーマは？』『マンション管理、今、問われているテーマは？』『マンション管理、今、問われているテーマは？』 マンション管理士 三井一征氏

浜管ネット個人賛助会員である三井
一征氏（マンション管理士）が一般社
団法人マンションリフォーム技術協会
総会で『マンション管理、今、問われ
ているテーマは？』と題して講演した。

◇　◇

・エネルギー戦略の再検討
「原発稼働ゼロ」への流れが不透明
な中、いずれにしても電気料金は値上
げされている。今後は電気の小売り業者｛特定規模電気事業者
（PPS）」、「高圧一括受電」への切り替えのほか、太陽光発電
導入など、「新電力」が再検討されている。
・駐車場の見直し
駐車場不足から現在は駐車場の空きが問題になっている。国

税庁は外部使用の収益事業性について見解を示した。マンショ
ン標準管理規約（単棟型）15条の規定では収益事業となる場
合、一部修正が必要になる。
・暴力団排除条例の施行
暴力団排除条例の施行により、マンション等の所有者、仲介

業者等に確認の努力義務、契約解除等の努力義務などが義務化
された。標準管理規約20条に暴排条項を追加するなど検討し
たほうがよい。ただし暴排条例はすでに所有者・賃貸人に何か
を求めるものではない。「他の区分所有者の共同の利益に反す

る」場合は区分所有法57条等で対応する必要がある。
・役員のなり手不足の打開策
管理規約にある役員の条件「現に居住する組合員のうちから」

を「組合員のうちから」に変更する。外部居住の所有者に「住
民活動協力金」の負担を求める。役員就任が困難な人から「そ
の期のみの管理協力費」を徴収する。役員報酬を導入する、な
どがある。
・給排水管等専有部分更新等への修繕積立金の取り崩し
標準管理規約28条の変更案として、積立金を取り崩すこと

ができる要件に「長期修繕計画に組み込まれた給水管等の専有
部分の更新又は更生工事」を加える、等。
・脱法ハウス・違法貸しルームへの対応
1住戸を小スペースに仕切り、住居用として貸し出すシェア

ハウスについて、建築基準法、消防法、建築関連条例等の違反
の疑いがあるため、「脱法ハウス」としてメディアが取り上げ
た。国土交通省でも類似物件の情報提供を呼びかけ、禁止する
通知を関係団体に出した。
・第三者管理の検討
高齢化・賃貸化から総会出席率の低下、役員のなり手不足に

つながり、特定の者に負担が偏重し、管理が形骸化している。
これを克服するため国土交通省では「マンションの新たな管理
ルールに関する検討会」を開設した。ただし、第三者管理を中
心とした標準管理規約の改正、コミュニティー条項の削除を進
めていることに対し、関係団体からの反対により現在停滞中で
ある。

講演する三井一征氏

今、問われているテーマ

マンションリフォーム技術協会総会で講演
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浜管ネット浜管ネット

2月11日（火・祝）13時から、グランフォーレ戸塚ヒルブ
リーズのコモンハウス（集会所）で管理組合交流会を開いた。
今回は管理組合理事長経験者を講師として招き、「コミュニ

ティー」をテーマに管理組合活動で学んだこと、成功したこと、
失敗したことを話してもらった。
講師は、川端志行氏（モアクレスト上星川管理組合）、大西

芳幸氏（杉田坪呑（第4街区）管理組合）、小佐野文夫氏（グ
ランフォーレ戸塚ヒルブリーズ管理組合）の3氏。
川端氏は「みんなの知恵袋」と題して住民同士で悩みを解決

するコーナーを設けるなど広報の内容の工夫や、防災意識アン
ケートも災害を想定したシナリオに沿って回答していくなどの
工夫を紹介。大西氏は地域コミュニティーの中でのマンション
のあり方、小佐野氏はコミュニティーによって自分が理事長と
して自信をつけていった過程を話してくれた。
講演後は、参加管理組合がそれぞれ現状の組合運営の様子を

話してもらうフリートーキングとし、盛んな情報交流を行った。

管理組合交流会
「コミュニティー」テーマに

2 11／

会場はグランフォーレ戸塚ヒルブ
リーズのコモンハウス（集会所）
を借りた

プロジェクターを使って講演する
川端氏（左奥）

建築分科会Dグループ
大規模修繕工事見積書の読み方Part2

2 18／

建築分科会Dグループは2月18日貂18時30分から、かな
がわ労働プラザ（Lプラザ）第3会議室で「大規模修繕工事見
積書の読み方Part2」と題してセミナーを行った。
見積書に記載されている工事名称の部位、建築の専門用語、

工事仕様の意味、数量の見方などを、発注者側の目線で見積書
を読み取れるよう、技術者部会、専門業部会の講師による分か
りやすい解説が行われた。
改修工事として独特な工事項目が「実数清算」。改修の場合

の工事数量は通常、手の届く範囲内で確認・判断することにな
る。その範囲内で確認できた不良個所から建物全体の劣化数量
を想定数量として設定し、見積もりを依頼する。工事がはじま
り足場がかかって全数調査が可能になり、劣化数量が確定し、
実数清算を行う。
管理組合側としては実数清算の打ち合わせ時、見積もり依頼

で出した数量の想定値に基づく理解が必要となる。劣化数量の
増減だけに注目すれば「施工会社は見積もり依頼時に何を見積
もったのか」という理解不足によるクレームにつながることも
あるからだ。
逆に設計者も施工者側も実数清算という仕組みを管理組合に

対して十分な説明を行う必要がある。

管理運営部会
第１回会員向け勉強会

3 15／

管理運営部会は3月15日貍16時から、かながわ県民センタ
ー710号室で横浜マリン法律事務所の濱田卓弁護士を迎え、
「専有配管の工事と修繕積立金の取り崩しについて」をテーマ
に第1回会員向け勉強会を行った。
現行のマンション標準管理規約21条関係のコメントでは、

「配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものにつ
いては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきもの」とある。
このため、共用部分の計画修繕のために積み立てている修繕

積立金を専有部分の改修工事に充てることが可能という解釈は
できない。
ただし、配管の老朽化による漏水事故で緊急性があるマンシ

ョンでは近年、配管交換工事を専有・共用部分まとめて管理組
合資金で賄うケースが増
えている。
こうしたケースについ

て、濱田弁護士の法律的
な解釈をもとに、管理組
合や実際に工事を行った
施工会社の経験など、意
見交換も活発な勉強会と
なった。

勉強会は少人数で、参加者が意見を言いや
すい場としていく予定

設備改修シリーズ第22回
住戸内設備改修工事の事例

4 9／

設備分科会は4月9日貉18時から、かながわ県民センター
305号室で設備改修セミナーを行い、住戸内の設備改修を中
心に工事事例を解説した。事例は、管理組合が共用部分の排水
管改修に併せて行った住戸内設備配管（給水・給湯・ガス・浴
槽追い炊き管 ）の取り替えた工事について。その他、住戸内
専有ダクト清掃、浴室のユニットバスの改修の説明も行った。
事例では、管理規約の改正により修繕積立金を専有部分工事

に充当し、全戸が工事承諾書に捺印し管理組合に提出するなど、
ソフト面の配慮も徹底した。技術的な面では、排水管を耐火用
配管、給水・給湯管はポリエチレン管、ガス管はステンレス管
を使用して更新した。
換気ダクトはほこりや湿気などによって劣化が進み、汚れが

付着すると換気口が閉塞したり、目詰まりを起こし、換気風量
が低下する。台所では火災の延焼を防ぐ役割もある。
ダクトが汚れるということは換気ができているということで

もある。時に忘れがちな換気設備だが、安全性においても定期
的な清掃・管理が重要であるという説明があった。
在来浴室のユニットバス化では、排水トラップを延命措置し、

既存の排水管を利用しながらユニットバスを製作する工法の紹
介も行われた。
○発表者
「住戸内設備配管等の仕組み」…㈲エルグ／井田洋一郎氏
「共用排水管と住戸内配管改修事例」

…㈱太平エンジニアリング／泉谷賢司氏
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「換気設備の清掃」…日本ウイントン㈱／秋丸裕氏
「浴室のユニットバス化」

…タカラスタンダード㈱／冨岡祐嗣氏

住戸内の設備の仕組みを解説する
井田洋一郎氏

太平エンジニアリングが紹介した
事例は、青葉区・築32年・5階
建て・7棟・136戸（32タイプ）
の物件

建築分科会Eグループ
映像で見せる・聞かせる大規模修繕工事

4 15／

建築Eグループは4月15日貂18時から、かながわ労働プラ
ザ（Lプラザ）4階第3会議室で平成25年度最後の技術者部
会・専門業部会合同セミナーを行った。
今回のセミナーは、工事の具体的な作業状況を映像で見なが

ら映像に合わせて解説をした。
具体的な作業内容は…仮設足場の設置・解体、外壁の高圧洗

浄、タイル浮き・コンクリート爆裂補修、シーリング取り替え、
外壁・鉄部塗装、バルコニー・屋上防水、玄関ドアシート貼
り・玄関ドア交換、ガラスサッシの戸車交換など。
映像によって、どのような工事に騒音や粉じんがでるの？音

の大きさはどの程度？ほこりやゴミは？など、実際に見て、聞
いて、体感できることが今回のセミナーの大きな特徴であり、
目的である。
足場固定でアンカーを打ち込む際のドリルの音、タイルの打

鍵診断での音の違い、高圧洗浄の水しぶき、3度塗りする塗装
材料の違い、防水シートの溶着
の様子など、管理組合の理解や
住民への協力があった方が、ど
れほど工事がスムーズに進むか
がわかった。
途中、休憩を入れながら映像

を流したが、トータルで約1時
間30分。参加管理組合も飽き
ることなく、あっという間に時
間が過ぎた印象だった。

ドリルの音、打診での音の違い、
高圧洗浄の水しぶきなどの映像を
流しながら解説を行った

川管ネット川管ネット

情報交換会
相川会長講演
組合活動に携わった18年の軌跡

2 14／

2月14日貊18時からミューザ川崎シンフオニーホール 研
修室で、平成25年度2回目の「正会員と賛助会員の情報交換
会」を行った。
情報交換会の前半では、相川洋明会長が自宅マンション（セ

ソール川崎京町）で管理組合活動に携わった18年の軌跡を講
演した。取り組みは多様で、第一にあふれていた迷惑自転車の
整理から実施。区画整備や共用自転車の採用により収容能力に
収めた。連結送水管の設置に瑕疵があり漏水事故が発生した際
には施工会社と分譲会社、管理組合も負担して修理を行った。

また、マンションはだれでも侵入できる広い敷地であり、こ
のためか空き巣、痴漢事件が立て続けに発生した。これを機に
防犯カメラを73台設置し、3個所の門扉に侵入検知システム
を導入した。
その他、計画修繕に基づいて大規模修繕工事、電気工事、設

備工事も実施。CATVを使った広報活動、省エネ対策などにつ
いても先進的で、18年の間、活発な組合活動を展開している。
相川会長の講演後は参加者同士の情報交換会。正会員（管理

組合）や賛助会員（業者）がそれぞれ直近の状況を一言ずつ話
し、マイクを回した。

管理組合に携わった18年を話す
相川会長

当日は大雪にもかかわらず約50
人が参加した。予定していた懇親
会は雪のため中止した

よこ管ネットよこ管ネット

よこ管ネットセミナー
プロが教える
新たなマンション資産価値とは！

2 15／

2月15日貍13時30分から横須賀商工会議所で、「プロが教
える新たなマンション資産価値とは！」と題してセミナーを行
った。
講師は不動産コンサルタント会社㈱シー・エフ・ネッツ代表

の倉橋隆行氏。欧米と日本の不動産価値の考え方の違い、マン
ションの資産価値を下げる要因、他では聞けない業界の裏話な
どについて講演した。
倉橋氏によると、資産価値が高い物件とは、過去の取引事例

で高く売れた物件だという。路線価などではなく、あくまで相
場であり、マンションの住戸を高く売る、高く貸す、その平均
額が資産価値であるというのだ。
高い評価のために一番大切なのは「住みやすい」と思わせる

こと。エントランスがきれい、植栽の感じがよい、管理が行き
届いているなど、ハードよりソフトで改善できることもあると
いう。
問題は、ある住戸を「売ると

き」「貸すとき」に安く見積も
ってしまうと、みんなで守って
きた資産価値を下げてしまうこ
とだ。
資産価値の向上を目指すため

には「適正な管理」だけでなく、
不動産価値の考え方から理解す
る必要がありそうだ。

倉橋氏はテレビ神奈川、FMヨコ
ハマなどへ出演、『お金に困らな
い人生設計-住宅・教育・介護』
など著書多数

セミナー＆無料相談会in逗子
組合運営のための勉学のススメ

3 15／

3月15日貍13時30分から、逗子文化プラザ市民交流セン
ターで、逗子マンション管理セミナー＆無料相談会を行った。
セミナーでは、共催の首都圏マンション管理士会神奈川県支

部より、吉野酉蔵氏が定年後にマンション管理に挑戦した経験
をもとに「マンション管理組合運営のための勉学のススメ」に



ついて語ってもらった。
「マンション管理士の資格勉強をする人が多くなれば、管理

組合の理事のなり手不足も解消
し、理事会や総会等の管理組合
運営が活性化できる」ことが、
吉野氏が勉学を勧める理由だと
いう。
セミナー後は会場を相談ごと

にテーブルを分けて無料相談会
を実施。首都圏マンション管理
士会会員らが相談に当たった。

10

「定年後はマンション管理の勉
強をお勧めします」と語る吉野
酉蔵氏

平成26年度「よこ管ネット」研修会
マンショ改修工事をどのように進めるか？

4 26／

4月26日貍13時30分から、横須賀・汐入駅前の産業交流
プラザで「マンション改修工事をどのように進めるか？」をテ
ーマに研修会を行った。
第1部は「マンションの維持・保全に関わる諸工事ついて」

と題し、技術担当理事である島村利彦・1級建築士が専門家の
立場からマンション改修工事の進め方について説明を行った。
続いて田部政伯理事が自主管理組合の取り組み事例、渡辺

征一郎理事が管理会社に管理を委託している管理組合の取り組
み事例を、また斉藤秀人理事が工事を進める上で問題点を話し
た。
第2部はパネルディスカッション「マンションの維持・保全

諸工事を成功させるために」。
1部の登壇者4人がディスカッションに加わり、参加者から

の質問に対話方式で回答した。
工事費に積立金が足りない場合は、借り入れで対応したり、

足場が必要な部位とそうでない部位で優先順位をつけて工事時
期に差をつけるなどの例を紹介。長期修繕計画をそのマンショ
ンに合ったものに見直し、精度の高いものにしなければ修繕積

第2部は、管理組合、設計コンサ
ルタント、施工者の立場からそれ
ぞれ問題点の指摘、解説、考え方
等を披露するパネルディスカッシ
ョンとした

湘管ネット湘管ネット

平成25年度第３回マンション管理セミナー
①設備改修の手順とポイント
②住戸内設備配管について

3 21／

3月21日豢14時から、藤沢産業センター7階・ミーティン
グルームで「マンションの給排水設備改修工事・失敗しないよ
うに進める方法」をテーマにセミナーを行った。
講師には浜管ネット技術者部会の㈲トム設備設計・町田信男

氏を迎えた。
①設備改修の手順とポイントでは、パートナーの選び方や調

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

マンション管理会計と収益事業課税
外部監査制度の導入に向けて

4 19／

4月19日貍15時から大和市・冨士見文化会館で、一般社団
法人公益アシストかながわ代表理事の本郷順子税理士を招き、
「マンション管理会計と収益事業課税―外部監査制度の導入に
向けて―」と題してマンション管理セミナーを行った。
マンション管理会計は、まず「支出の見積もり→収入の見込

み→適正な予算とその実行が大切である」と本郷氏。しかし、
輪番や抽選によって管理組合役員が決まり、それも1年任期で
あれば、きちんとした活動計画の執行やそれに伴う監事のチェ
ックができているかどうかは、多くの管理組合で難しいと答え
ざるを得ない。
管理組合は修繕積立金など高額な資産運用、資産管理の責任

を有している。効果的で安全な管理運営をするためには、外部
監査人として専門家を登用することが重要だと本郷氏は話す。
「管理会社任せでマンション会計のことは何もわからない」

とはいえ、監事の役を受ければ責任は生じる。会計上の見落と
しや間違いなどの事故、横領などの不正事件が起こったときに
「知らない」で済まされるだろ
うか。
かながわ県央ネットとして

も、この問題を2014年度の
活動計画の1つとして「外部監
査制度導入に向けた勉強会」を
立ち上げ、定期的に会合を開い
ていくという。

◇　◇　◇
かながわ県央ネットは2カ月に1度のペースで役員研修会を

開いている。管理組合の現役役員、役員候補者等、一般の参加
も可。定員20人。
第9回役員研修会：1月18日貍15時30分～、大和市・大

和スカイビル（旧ユザワヤ）5階、「永住できるマンションの
条件」（向井邦良氏・かながわ県央ネット会長）
第10回役員研修会：3月18日貍16時～、大和市民活動セ

ンター会議室、「バリアフリー改修工事」（家護谷正晴氏・ホー
ユウパレス大和管理組合前理事長）
バリアフリー改修は、昇降式の段差解消機の導入例。導入経

緯や導入後の対応について、当時の理事長から話をうかがった。

外部監査人として専門家の登用を
説く本郷順子・税理士

査、基本計画、実地設計、施工会社の選定、工事監理（工事前、
工事中、完了後）に分けて説明。パートナーとしては施工会社
に実務を丸投げしていたり、管理組合との契約実績のない設計
コンサルタントを選定しない、など注意点を上げた。
また、近年、住戸内専有設備配管の改修工事を管理組合が共

用部分の工事と併せて行った事例が多くなっていることに触
れ、修繕費用の取り扱いや管理規約の見直しの必要性などにつ
いて言及した。
②住戸内設備配管については、住戸内配管の仕組みを解説し、

漏水事故の事例を多数上げ、そ
の上で管理組合主導の工事をし
たほうがメリットが大きいとし
ている。
最後に浴室の排水管回りの排

水口や排水トラップ、防水改修
の問題点に触れ、現在できる最
善の改修方法についての説明を
行った。

共用部分の工事と併せて専有配管
改修を行う事例が増えていると話
す㈲トム設備設計・町田信男氏

立金の設定根拠にならないと
いう説明もあった。
経年が進むにつれ、大規模

修繕工事のほかに、給排水設
備、サッシや玄関ドア、エレ
ベーターなどの改修も加わっ
てくる。修繕項目が長計に組
み込まれ、それが積立金に反
映されていないマンションで
は積立金不足が少なくないと
いうことだった。
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神管ネットではこのたび、「あなたのマンションの役員報酬は？」をテーマに、各地域ネットワークの役員が把握する
範囲の管理組合情報（無記名）を収集しました。調査対象は97管理組合。自主管理22組合、委託管理75組合に分けて
調査結果をまとめています。

神管ネット独自調査

役員報酬制度はありますか？役員報酬制度はありますか？
理事長、年3,000円から36万円まで
労力と責任の対価はいったいいくら？
理事長、年3,000円から36万円まで
労力と責任の対価はいったいいくら？
理事長、年3,000円から36万円まで
労力と責任の対価はいったいいくら？
理事長、年3,000円から36万円まで
労力と責任の対価はいったいいくら？

（表１）【自主管理】
＜役員一律の場合の報酬金額＞

役　　職
一律（対象6件）

平均年額
約27,200円

役　　職
理 事 長（対象13件）
副理事長（対象11件）
会計担当（対象4件）
理　　事（対象12件）
監　　事（対象9件）

平均年額
約180,200円
約135,600円
約131,000円
約76,400円
約39,200円

＜対象管理組合の管理形態＞n＝97

自主管理
22件　22.7%

委託管理
75件　77.3%

[コメント]
「役員一律の場合の報酬金額」
対象6件のうち、最高が年額10万円、最低が6千円。1万

円～2万円が4件だった。
「役職によって異なる場合の報酬金額」
理事長の報酬額の最高は年36万円が3件。最低は月

1,200円で年間14,400円。
副理事長、会計担当では最高24万円が2件で、最低は月

1,000円で年間12,000円。会計担当の対象件数が少ないの
は、担当役員を決めておらず「理事」としてカウントしてい
るケースがあるためと考えられる。理事は最高24万円、最
低12,000円で、48,000～80,400円に設定している管理
組合が多かった。
監事の最高額は80,000円で最低は12,000円、平均年額

は理事平均の約半額だった。

[コメント]
「役員一律の場合の報酬金額」
最高額は66,000円で最低は5,000円。設定額を36,000

円としている管理組合が4件で最も多かった。月額にして
3000円×12カ月と設定しているケースが多いためとみら
れる。一方、10,000円、20,000円など、「1年いくら」と
決めているマンションも少なくなかった。
「役職によって異なる場合の報酬金額」
理事長の最高額は30万円で、最低ランクは3,000円と

3,500円。報酬というより「電話代」とみたほうがよいだろ

うか。副理事長・会計担当の最高は25万円。最低は前出
3,000円のマンションで「設定なし」、3,500円のマンショ
ンで2,000円だった。
理事の最高は20万円で、理事長以下にも最高額をつけた

マンション。管理会社へは一部委託で自主管理に近い管理形
態のため、高額としているようだ。
理事の設定で多かったのは、36,000円の7件、次に

12,000円の6件だった。
監事は最高15万円、最低2,000円。最多は12,000円の8
件、次いで10,000円の7件だった。

＜専門委員会の委員報酬＞

ある19件　25.3%

不明1件　1.4%

ない55件　73.3%

[コメント]
理事会の諮問機関として設置する修繕委員会などの専門委

員会の委員への報酬を設けている管理組合もある。委託管理
マンションでの委員報酬の平均年額は約13,300円。ただし、
参加回数×1,000円、2,000円など、定額ではないケース
が多かった。
自主管理の対象22件では、専門委員の報酬を設けている

ケースは0件だった。

＜その他役員に支給する場合＞
・理事会１回出席に付き2,000円
・特定の管理組合事務に従事した場合時給1,000円
・講習会等に出席した場合、日当2000円支給
・本人から請求があれば、USB、インク、用紙など現物支給
・報酬制の提案があったが総会で否決。通信費として
12,000円 一律に支給
・役員と専門委員は兼任可で、両方の報酬を支給
・専門委員：1会議（2時間）出席で3000円、防火管理
者：年30,000円、選挙管理委員：年10,000円

[コメント]
国土交通省が4月23日発表した平成25年度マンション総

合調査で、「役員報酬」に関する調査結果によると、「役員が
一律の場合の報酬額」の平均は2,600円／月。年額にすると
31,200円で、神管ネット調査より高めの設定であることが
わかる。
役員一律でない場合の役員の報酬額は、年額にすると理事

長110,400円、理事52,800円。神管ネット調査の自主管
理と委託管理の結果のおよそ中間であった。＜平成25年度
マンション総合調査については5ページに関連記事＞

＜役職によって異なる場合の報酬金額＞

役　　職
理 事 長（対象51件）
副理事長（対491件）
会計担当（対象29件）
理　　事（対象45件）
監　　事（対象48件）

平均年額
約64,200円
約43,200円
約36,800円
約38,200円
約31,500円

（表2）【委託管理】
＜役員一律の場合の報酬金額＞

役　　職
一律（対象16件）

平均年額
約26,400円

＜役職によって異なる場合の報酬金額＞

（表3）【マンション総合調査】
＜役員一律の場合の報酬金額＞

役　　職
一律（対象101件）

平均年額
2,600円

年額にすると…
31,200円

役　　職
理事長（対象353件）
理　事（対象311件）
監　事（対象284件）

平均年額
9,200円
4,400円
4,100円

年額にすると…
110,400円
52,800円
49,200円

＜役職によって異なる場合の報酬金額＞



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）東京都港区芝浦1-14-5
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

12

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33年間の大規模修繕工
事の豊富な実績を通して、各種
技術のノウハウを確立し、改修
専門工事業として快適、利便性、
付加価値あるグレードアップ工
事の提案を致します。

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

横浜支店
横浜市西区南幸2-21-5
蕁045-313-5435
yokohama@lifeport-s.com
http://www.lifeport-s.com
https://www.facebook.com/lifeportseiyo

もっと“ハートふる”な明日へ。
おかげさまで、ライフポート西
洋は、ことし創業30周年。私た
ちはこれからも、まごころ込め
て、手をかけて、お客様の大切
なマンションを輝かせ続けます。

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

三井不動産レジデンシ
ャルサービス株式会社

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

お客様のくらしを豊かにす
るサービスパートナーとな
ることを目指して、平成26
年４月１日付けにて社名を
改称いたしました。

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

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
j-okamoto@misawa-dk.co.jp
http://misawa-dk.co.jp

創業87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



グリーンシア川崎京町
管 理 組 合

会員

マンシ
ョン

紹介

Ｎ Ｐ Ｏ
川 管 ネ ッ ト
正 会 員

築2年目で川管ネットに加入した。
近隣にある会員マンションの役員から「トラブルがあって

からではなく、今のうちから円滑な管理運営を構築しておい
たほうがいい」というアドバイス受けたのがきっかけだ。
一般的に管理組合ネットワークへは、大規模修繕工事の相

談、滞納管理費の相談等、ある程度築年が経過したマンショ
ンが相談をきっかけに加入するケースが多い。
しかし、グリーンシア川崎京町の理事会は築浅にも関わら

ず「マンション内で何かあった場合、理事会が何をどうすれ
ばいいのか、自分に知識がなければ、打開策の見当もつかな
い。相談できる相手がいることだけでも心強い」と川管ネッ
トに加入した。
川管ネットには理事長経験の豊富な役員や建築士、弁護士、

マンション管理士などの専門家がそろっている。話を聞いて
もらえるだけでもいろいろなアイデアが出てくることは間違
いないといえるだろう。

◇
現在の理事会は、立候補と管理会社推薦で選ばれた住民で DA T A

■マンションデータ

所在地：川崎市川崎区
2012年（平成24）9月年竣工・地上14階建て・1棟・総戸数360戸

建物構造……………………………RC造
敷地面積……………………………14,587.48㎡
建築面積……………………………6,056.64㎡
管理費（月額）……………………約174円／㎡
修繕積立金（月額）………………約90円／㎡
駐車場充足率（台数÷総戸数）…

100％超（自走式279台、機械式82台）＋来客用3台
駐車場使用料（月額）……………500円～3,500円（機械式）

3,700円～6,900円（自走式）
駐輪場使用料（月額）……………自転車360台・100～400円
分譲業会社…………………………
新日鉄興和不動産㈱、ナイス㈱、㈱長谷工コーポレーション

建設会社……………………………㈱長谷工コーポレーション
管理会社……………………………

㈱日鉄コミュニティ（旧興和不動産レジデン
スサービス㈱＝平成26年4月1日付経営統合）

管理形態……………………………全部委託
管理員の勤務形態…………………通勤管理１～2人（3人によ

る交代制）・週7日8時～17時
コンシェルジュサービス…………週6日
理事会………………………………月1回
任期…………………………………1年（理事8人、監事2人）

14

築２年目、円滑な管理組合運営へ
川管ネット入会、自治会設立にも尽力

い世帯、自転車を持たない世帯の調整をすることにより迷惑
駐輪が減り、駐輪場の整理ができた。
目下の取り組みは5月中旬に迎える自治会の設立総会。や

る気のある理事会メンバーを中心に設立準備を進めてきた。
設立後は、周辺の町内会と協力して、利用者が歩きやすい

信号機や横断歩道の設置を行政に要望していく。
またマンション内の活動においても防災訓練やイベントを

行い、管理組合運営にも良い影響となるよう、住民間のコミ
ュニティー形成を高めていく考えだ。
今秋に2年目のアフター点検を迎える。「アンケートを取っ

たり、管理会社にお任せだけではなく、なるべく理事会主導
で行いたい」と佐藤理事長は話している。

適正な管理運営は良好な住環境作りから。住
民の要望を聞いてゴミ置き場のコンテナを増
やした

駐輪場の整理も理事会が中心となって使用ルー
ルを定め、整然と使いやすいスペースとなった

広い公開空地に草木が植えられ、緑が多いことが
住民のお気に入りでもある。ペットを連れて散歩
する人もよくみかける風景

ホテルのようなフロントがあるエントランスホ
ールで。右側が佐藤純一理事長と吉田亜治子会
計担当理事

理事会などで使用するパーティールーム。写真
は5月に立ち上げを目指す自治会設立準備のた
めの会合

構成されている。2期目は引き続き関心を
持つ役員が留任し、理事会を運営している。
「やる気のある人、関心のある人がいろい
ろな人を引っ張りこんで、輪を広げていき
たい」と佐藤純一理事長は話す。
佐藤理事長自身、1期目に管理会社から

呼びかけられて理事になってから、組合運
営に興味を持ち、自ら再任を申し出た。
１期目の理事会では、ゴミ置き場のコン

テナを増設したり、１住戸2台と設定して
いる自転車の台数について、住戸ごとの必
要数の確認を行った。使用台数を増やした
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イベント情報 ■■

平成26年度定期総会の案内

○神管ネット（蕁045-620-6300）
第15回
日　時：6月21日（土）14時～
懇親会：15時10分～
会　場：横浜・馬車道　相生本店

○浜管ネット（蕁045-911-6541）
第20回
日　　時：5月31日（土）14時～
記念講演：15時～
テ ー マ：「マンション管理、今、

問われているテーマは？」
講　　師：三井一征氏
交 流 会：16時15分～
会　　場：ハウスクエア横浜4Fセミナールーム

○川管ネット（蕁044-379-5334）
第14回
日　時：5月17日（土）13時30分～
懇親会：総会終了後（14時30分～）
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12回
日　時：6月7日（土）13時30分～
懇親会：15時～
会　場：ヴェルクよこすかホール

○相管ネット（蕁042-855-0555）
第10回
日　時：未定
会　場：未定

○湘管ネット（蕁0466-50-4661）
第8回
日　時：5月17日（土）13時30分～
会　場：フジサワ名店ビル6階Aホール

○かながわ県央ネット（蕁046-264-6054）
第8回
日　　時：6月15日（日）13時30分～
特別講演：15時～
テ ー マ：マンションの長寿命化と再生への指針

～100年マンションを目指す「動的管理」～
講　　師：山本育三氏（関東学院大学名誉教授、

NPO全国マンション管理組合連合会会長）
会　　場：大和スカイビル（旧ユザワヤ）5階

大和カルチャーサロン第2教室

浜管ネット 蕁045-911-6541

管理運営部会セミナー
日　時：7月9日（水）18：00～20：30
会　場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）第6・7会

議室（JR石川町駅徒歩5分）
テーマ：「地震に備えて」

テーマ：「管理組合としてどういう対応するか」
「有事の際の指示系統の仕組みづくり」「地震に備
えた備蓄の区分け（管理組合で、家庭で）」等
参加費：会員無料、その他1,000円

湘管ネット 蕁0466-50-4661

マンション管理セミナー
日　時：6月7日（土）13：30～
会　場：藤沢商工会議所 会議室503号
テーマ：高経年マンションの「大規模修繕工事の変

遷」と「長期修繕計画・資金計画」
講　師：田邉邦男氏（浜管ネット会長）

川管ネット 蕁044-379-5334

平成26年度　第1回ミニセミナーと個別相談会
日　時：5月25日（土）10：00～14：00
会　場：川崎市まちづくり公社ハウジングサロン
テーマ：「マンション建替え」「川崎市におけるマン

ション改修と建替えの各種助成制度等」
参加費：無料

よこ管ネット 蕁046-824-8133

新任役員研修会　
日　時：7月12日（土）13：30～
会　場：産業交流プラザ　第１研修室
講　師：三井一征氏

工事見学会
テーマ：「700台の機械式駐車場をすべて自走式に」
日　時：7月19日（土）13：30～
会　場：アイビーヒルズ久里浜団地管理組合法人集会所

新 会 員 紹 介

マンション保険
バ ス タ ー ズ 浜管ネット 損害保険 500

万円 2005

エ ト リ 電 設 ㈱ 浜管ネット 電気工事業 1,000
万円 1970

双日総合管理㈱ 湘管ネット マンション
管理

3億
2,500万円 1989

㈲ ラ イ ズ 湘 南

㈱ T . D . S

湘管ネット

川管ネット

建設業

設計事務所

300
万円

3,000
万円

2005

1991

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階市民相談コーナー
 　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://syokan-net.jimdo.com
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

118組合

25,996戸

川管ネット

41組合

6,651戸

よこ管ネット

59組合

9,908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

22組合

4,701戸

41組合

8,209戸

合　計

325組合

58,542戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成26年4月現在

日 住 協
神奈川県支部

編 集 後 記
4月21日、川崎・溝の口のチャイニーズダイニング

桂林でワセダサロン4月例会が開催され、当会所属の
Ｙ常任幹事の依頼で『「マンションって何」～私が初め
て感じた「区分所有」という言葉』と題して講演した。
新築マンションの宣伝で表面的な快適性ばかりが強調
される問題や、中古マンションの価格はほとんどが取
引事例で決まってしまうこと、区分所有法の問題点な
ど事例に基づいて話し、時間があっという間にすぎる

ほど質疑応答等で盛り上がった。話題によってはマン
ション管理を仕事にしているＹ常任幹事とマンション
問題に対応しているＨ弁護士がそれぞれの立場から補
足説明をするなど、活気溢れる講演となった。後日主
催者側より聞いた話だと、マンションという身近なキ
ーワードだったためか、通常の例会より多くの参加者
があったということだった（Y.K）。


