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　ひとつのマンションで自治会を組織している場合、管理組合との立場関係が
難しいケースがみられます。お互いが理解し合って上手に「共助」していけれ
ば、やはりそれが理想であるといえるでしょう。
　上手くいっていないマンションでの原因のひとつに、役員の任期があります。
管理組合の理事は1年や2年の輪番制で、自治会は町内会との関係もあり長い
期間役員を務めているといった違いがあります。
　このため、マンションの住環境やコミュニティは自治会のほうが組合理事よ
り知識が豊富だったりして、組合理事にとっては面倒な存在になっていたりす
るマンションもあるようです。同時に、資産管理は組合の業務だと自治会の声
に耳を傾けない理事会もあります。そうした理事会にありがちなのが、アドバ
イスを管理会社に求めることです。結果的に管理会社のペースで組合運営が進
んでしまうことにもなりかねません。
　ある大規模マンションの例を紹介します。このマンションでは3カ月に1度、
組合理事と自治会役員の定期的な会合を開くことにしました。テーマは夏祭り
などの自治会のイベントを管理組合との共催にする、災害時に共に行動する自
主防災組織を立ち上げる、集会室の一部に自治会資料を置く場所をつくるなど
です。
　このマンションでは、自治会役員の多くが管理組合理事経験者で占めている
ため、組合理事を務めることの負担もわかっているようでした。
　ともかくも、自治会も出しゃばらず、組合理事も謙虚に、お互いの立場を尊
重しながら積極的な歩み寄りができれば、快適なマンションの住環境をつくる、
一番の近道になると思います。

自治会と管理組合
お互い理解し合う「共助」が理想

かながわ県央ネット 新会長 ●福市　博臣

C O N T E N T S

行政、関係団体との連携活動を展開
基本方針：神奈川県住生活基本計画を踏まえ、国や自治体の諸施策の実施、あ
るいは施策の実現に向けた運動を全管連やマンション管理組合諸団体とともに
展開していく。
主な事業計画：
⑴CPDセミナー・無料法律相談の実地
　マンション相談員や管理組合役員を対象としたCPD（継続的能力開発）セ
ミナー、弁護士や建築士の協力を得る無料法律相談会を年3 ～ 4回実施する。
⑵行政との連携活動
　老朽化マンション対策として広域的な支援の仕組みを構築していくために設
置される「神奈川県実務者会議」に対し、神管ネットとして協力していく。

（各地域ネットの総会報告は4ページに掲載）

6/10　横浜市社会福祉センター

神管ネット第19回総会報告
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●対応テレビ＋アンテナ、チューナー
　BS・110度CSの4K・8Kスーパーハイビジョン（SHV）
実用放送が2018年12月、現行の衛星放送とは異なった規
格で開始される。
　現在、家電売り場で4Kテレビや4K対応テレビが売られて
いるが、2018年12月以降、これらのテレビで新しく開始
する4K・8K実用放送を視聴するには、専用のチューナーを
追加で接続する必要がある。
　加えて、現行のBS・110度CS放送を受信しているマンショ
ンでは、アンテナやブースターなどテレビ共同受信設備の改
修を行わなければならないケースが出てくる。
　設備の改修には工事計画、資金調達、総会決議、工事発注
などの手続きなど、工事完了まで長期間を要する。管理組合
では住民からの問い合わせが来る前に、早めに取り組みを開
始したい。
　※ 現行のハイビジョン（2K）は2018年以降も継続して

視聴可能であるため、今のテレビはそのまま使用できる。

○4K・8Kとは
　4K・8Kスーパーハイビジョン放送は、現行のハイビジョ
ン（2K）を超える超高精細な画質による放送をいう。スーパー
ハイビジョンの解像度は4Kが約800万画素、8Kが約3,300
万画素で、それぞれハイビジョン（2K）の4倍、16倍超となり、
より立体感、臨場感ある映像を楽しむことができる。

○実用放送
　4K・8Kは2018年12月、BSと110度CSで実用放送が
始まる。4K放送はBS右左旋円偏波と110度CS左旋円偏波
を使って、また8K放送は BS左旋円偏波を使ってそれぞれ放
送される予定。

○BS・110度CSの4K・8Kを見るためには
　現行のBS放送、110度CS放送は放送衛星より右旋（うせ
ん＝右回り）で電波が送られている。これに加えて左旋（さ
せん＝左回り）で出すと、右旋と同じ分の帯域が新たに使え
ることになる。この左旋の電波を使うことで4K・8K放送を
実現させるのである。
　このため、BS・110度CSの4K・8Kを見るためには右左
旋共用のアンテナが必要となり、マンションのテレビ共同受
信設備も使用周波数帯域3,224MHzまで対応する機器に変
更（改修）する必要がある。

●4K・8K放送のロードマップ

マンションで4K・8Kを受信するためには？
2018年12月から本放送開始

●早めの検討、住民周知が必要
　すべての4K・8Kスーパーハイビジョン放送を受信するた
めには、右左旋共用アンテナ、3,224MHz対応機器へ改修
が必要である。
　管理組合の対応が遅れると、4K・8K放送を見たい住戸が
待ちきれず、ベランダに勝手に受信アンテナを設置するケー
スが増えると考えられる。
　マンションの住民から「聞いていない」「早く教えてくれれ
ばよかったのに」などといった苦情が出ないよう、管理組合
内での早めの検討と対応、住民への周知が必要である。

〈参考：現在サービス中の4K放送・4K配信〉
・124 ／ 128度CS放送
　スカパー！プレミアムサービスで4K放送・配信サービスが
すでに実施されている。サービスへの対応はベランダ等に個
別にスカパー用のパラボラアンテナ、チューナー等が必要に
なる。
・ケーブルテレビ
　全国のケーブルテレビ局による統一編成の4K実用放送

「ケーブル4K」を実施中。神奈川ではイッツコム、横浜ケー
ブルビジョン（YCV）、ジェイコム、YOUテレビなどの事業
者が配信している。受信には4K対応セット・トップ・ボック
ス（STB）が必要。
・インターネット
　光回線などの高速なインターネット回線によるVOD（ビデ
オ・オンデマンド）サービス（アクトビラ、ネットフリック
スなど）で4Kが視聴できる。専用のチューナーが必要。

管理組合で変更（改修）の必要がある主な機器

機　器 役　　　　割
アンテナ

（右左旋受信仕様）
放送衛星からの電波を受信し、同軸
ケーブルに伝送する。

ブースター
（3,224MHz仕様）

アンテナからのテレビ信号を増幅す
る。

分配器
（3,224MHz仕様）

テレビ信号を同軸ケーブルに分ける
ための機器。

壁面端子
（3,224MHz仕様）

テレビ信号を取り出す壁面のテレビ
端子。

分波器
（3,224MHz仕様）

衛星放送（BS・110度CS）と地上
放送の信号を分ける機器。テレビの
入力端子が衛星と地上で分かれてい
るために必要。

※ 同軸ケーブルは、伝送距離によっては交換しなくても伝送
できる可能性もある。

使用周波数帯域

詳しくは…
一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）　http://www.apab.or.jp/4k-8k
総務省　http://www.soumu.go.jp　総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > 放送政策の推進 > 4K・8K放送の推進
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共用部分 専有部分&
　全国マンション管理組合連合会（全管連）は2015年から
マンション再生法の制定を提唱し、法制定への運動を展開し
ている。その中に「専有部分配管類の管理組合による更新」
がしやすい条件を国が整備すべきという提言が含まれている。
　高経年化するマンションでは漏水事故に頭を悩ませている
管理組合も少なくない。しかし、漏水事故の原因個所が専有
配管の場合、各戸任せでは問題の解決にはならず、建物全体
を視野に置いた修繕が必要となる。
　そこで管理組合主導の専有配管更新が考えられるが、管理
組合の業務は共用部分の維持管理であり、修繕積立金は共
用部分の計画修繕に充てることが管理規約に定められている
ケースがほとんどだ。
　このため管理組合主導の専有配管更新は、①専有配管工事
に関わる管理規約の改正を行う（修繕積立金の取り崩し等を
含む）②専有配管工事を長期修繕計画に位置づける③住民説
明に関しては十分な準備・広報を繰り返すことが必要である
など、周到な準備が必要である。
　専有配管の修繕は、区分所有者にとっても専有リフォーム
への影響が大きい。管理組合と区分所有者の関係からも、た
くさんの情報を集めておきたい。このページでは、専有配管
の工事に関わる近時の判決例を紹介する。

　  浴槽やトイレも修繕積立金で!?
　  平成29年3月15日東京高裁判決

【概要】
　管理組合では共用部分の給排水管更新に加え、専有部分の
配管、さらには各戸の浴槽、給湯器、洗面化粧台、トイレ、
洗濯パン等についても修繕積立金を充当して更新する計画を
立てた。これに反対する区分所有者が提訴した事案。判決で
は「区分所有法には修繕積立金を専有部分改修に使用しては
ならない旨の規定はない」とし、原告区分所有者の訴えを退
けた。現在、上告中。

【コメント】
　判決では「浴槽、給湯器、洗面化粧台、便器は、共用給排
水設備と連結しているから共用部分と一体の設備として共用
部分と共に回収すべき設備物である」と、管理組合の主張を
認めた。
　確かに配管類については本管と枝管が構造上一体となって
いたため、その管理については管理組合が共用部分の本管と
専有部分の枝管一体の工事をしたほうが効率的と思われる。
　しかし、浴槽や洗面化粧台等はマンションの形状、個々の設
備機器の設置状況によって、一律には行かないケースが多い。
　さらに修繕積立金はあくまで共用部分の管理のために積み
立てられるのであって、個人の趣味にも左右する家財にまで
充当することができるのか等の疑問も残る。
　果たして最高裁の上告審ではどういう判断をするのか興味
深い。

　  専有部分立ち入り拒否は工事の妨害
　  平成27年3月26日東京地裁判決

【概要】
　共用部分の排水管交換工事の実施に際し、配管工事、アス

ベスト除去工事等、7日間の専有部分に立ち入る必要が生じ
た。しかし管理組合の再三の説明にも関わらず、自己の専有
部分への立ち入りや使用を拒否続けた区分所有者に対し、管
理組合が提訴した事案。判決では「立ち入り、使用する権利
を有する」「原告が工事を妨害してはならない」と管理組合の
訴えを認めた。

【コメント】
　管理組合の主張が認められたが、このような判決が言い渡
されても、被告が任意に工事の妨害を止めなければ、工事は
止まったまま。裁判所の判断をもっても被告が妨害を続ける
ようであれば、管理組合はさらなる法的手段として強制執行
を選択する以外に方法がない。
　「○○してはならない」という不作為を命じる判決の強制執
行としては、我が国の法制度上、間接強制（工事妨害を止め
るまで、1日あたり○万円を支払え）となる。再度の法手続
きが必要となるのだ。
　しかし、この場合も被告に金銭的な余裕があったり、逆に
失うものがなかったりすると（被告の住戸＝抵当権付き）、実
効性があるかどうか。法整備上の課題は残る。

　  管理組合の不適切な対応が不要な訴訟に
　  平成23年9月22日東京地裁判決

【概要】
　ある住戸が専有リフォームを計画・開始した翌月、管理組
合総会で、専有部分を含む給排水管改修において修繕積立金
から工事費を支出することが決まった。事案は、リフォーム
済み住戸に対しては一部返還としたものの、「計算根拠が不透
明」「資料を部外秘とした」等、返還額が不均等であるか否か
を争った件。判決は訴えた区分所有者側の請求をほぼ認める
ものとなった。

【コメント】
　区分所有者が専有リフォームを工事会社との間で契約、工
事を開始したのが平成18年2月。管理組合が定期総会で専有
部分の給排水管改修について修繕積立金から支出する議案を
可決したのが翌3月。専有リフォームは4月に完成した。
　専有リフォームについて、当該マンションでは管理組合あ
てに工事を申請する決まりがあったかどうか不明だが、一般
のマンションではそうしたルールがあり、そこで翌月の総会
で専有部分の給排水管工事についての議案が上がるという説
明ができたはずだった。
　また、管理組合ではリフォーム済みの住戸に補償額を提示
したが、その計算根拠を明らかにしておらず、算定の際に作
成した資料を部外秘としていた。
　工事を行う際には常に心がけておかなければならない広報、
コミュニケーション不足は明らかだ。
　管理組合の不適切な対応が、不要な訴訟に発展したと言え
る事案であったのではないだろうか。

1

3

2

設備機器も全て積立金充当、本当にいいの？

専有部分を含む工事　計画は慎重に！

組合の主張　認められても!?

管理組合主導の専有配管更新

近時の判決例を紹介
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29年度事業の基本方針と計画29年度事業の基本方針と計画地域ネットの総会報告

NPOとしてのスキルアップ目指す
基本方針：今年度からは事業部会を立ち上げ、管理組合のた
めの規約作成事業などの支援事業を充実させていく。また活
動強化のため、川崎市の条例指定NPOの適用を目指す。
主な事業計画：
⑴管理相談、セミナー等自主事業
　昨年クレール溝口に移転した事務所における相談事業、現
地に赴くアドバイザー派遣事業、情報提供等のセミナー事業

部会活動による組合支援を広める
基本方針：会員管理組合から多かったリクエストをセミナー
のテーマに取り上げ、横須賀市からの受託事業である新任役
員研修会、無料相談会を開催。管理組合に出向いての出張相
談も積極的に行っていく。またソフト部会による規約改正等
の支援、技術者部会による建物・設備の簡易診断について、
一層の認知を図るべく、PR活動に努める。
主な事業計画：

無料相談会、セミナーを開催
基本方針：大和市、海老名市、秦野市、伊勢原市、相模原市
に加え、かながわ県央ネット独自の無料
相談会を実施。改正標準管理規約および
改正個人情報保護法への対応等に関する
セミナー等を開催する予定。
　また、今年度より向井邦良会長に代わ
り、福市博臣氏が新会長に就任した。向
井氏は顧問に就く。
主な事業計画：
⑴ 管理運営のアドバイス、相談会開催
　大和市は毎月第4金曜13時30分～（市役所）、毎月第1火
曜13時30分～（高座渋谷駅前複合ビル）、海老名市は毎月第
4火曜13時～（市役所）、秦野市は毎月第4月曜13時～（市
役所東海大学前駅連絡相談室）、伊勢原市は毎月第4水曜13
時～（市役所）、相模原市は毎月2回予定（bono相模大野サ

3重点活動項目の目標達成へ
基本方針：前年度の実績を踏まえ、各事業の継続・充実化を
通して、①新規の管理組合正会員の増加②会員との連携強化
③運営基盤の安定化という3点の重点活動項目を設定し、目
標に向かって邁進していく。
主な事業計画：
⑴管理組合への主な支援活動
　①マンション管理の適正化診断業務②管理記録の作成業務
③保管資料の整理業務④理事会への出席など日常管理運営へ

小規模・高経年マンションの支援事業を展開
基本方針：より積極的に会員管理組合への支援を行い、横浜
市や神奈川県と連携して、新たな事業の展開やこれまでの事
業を継続する。近年マンションを取り巻く管理の状況は困難
さを増しており、特に、小規模マンション、高経年マンショ
ンへの支援事業への取り組みを喫緊の課題として取り上げて
いく。

5/13　川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）

6/3　ヴェルクよこすか

6/17　大和市文化創造拠点シリウス

5/20　 藤沢商工会館（ミナパーク）

5/27　ハウスクエア横浜セミナールーム

川管ネット（第17回）

よこ管ネット（第15回）

かながわ県央ネット（第11回）

湘管ネット（第11回）

浜管ネット（第23回）

総会風景

総会後の懇親会の様子

活動計画、活動予算を報告

湘管ネット役員一同

浜管ネット役員一同

を行っていく。
⑵体制強化
　川崎市の条例指定制度の取
得を目指して内部体制の整理
強化を行い、情報収集力強化
及び勉強会等を通じてNPO
法人としてのスキルアップを
目指す。

⑴セミナー等
　相談会は毎月第4土曜13
時30分～（ヴェルクよこす
か）、セミナーは9月、11月、
2月を予定。3月には逗子・
葉山地区のマンションを対象
としたセミナーを開く。
⑵ソフト部会と技術者部会
　規約改正や、建物・設備の

ウスモール）等、各地で定期
的な無料相談会を行う。
⑵理事長交流会の開催
　会員管理組合間の情報交換
会として、単棟型、団地型、
複合用途型ごとに日頃の悩み
や課題についての会合を実施
する。また、賛助会員との情
報交換も予定。

のサポート業務⑤理事会・総
会の議事録作成・整理業務等
⑵研修交流会の毎月開催
　 毎 月 第4土 曜18時10分
～、マンション管理運営に関
する知識の向上および身近な
諸問題の解決策を討議する。

主な事業計画：
⑴現地相談・簡易診断制度
　現地相談・簡易診断制度を
利用し、管理運営や保全計画
等についてのアドバイスを行
っていく。
⑵小規模マンション支援
　29戸以下の小規模マンシ
ョンの支援策を拡充する。管
理全般に関する支援や、大規模修繕工事に対する責任施工ア
ドバイザー方式を利用した建築・設備工事の支援を行う。

⑶出張講座の実施
　出張講座ではメニューを公開し、講師も明示して実施して
いく。ソフト関係は「初めて理事になる方向け講習会」「高齢
化、数年後の慌てない備えとは」「滞納管理費等の回収事例」
など。ハード関係は技術者部会と専門業部会でメニューを設
定する予定。
⑷技術者・専門業部会のセミナー
　技術者部会・専門業部会を建築・設備の7グループに分け、
それぞれ年1回のセミナー・工事見学会を企画・実施する。

簡易診断などを低廉な料金で行う管理組合支援業務。特に、
原始規約のまま運用し、運営上支障を来たしているマンショ
ンなど、それぞれのマンションの実情に応じた規約改正の支
援に取り組んでいく。

福市博臣新会長
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　標準管理規約改正案では12条（専有部分の用途）の条文例
に加え、コメントでは下記の条文例も提示されている。
・ 住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している住民であ

る等、家主居住型の住宅宿泊事業のみ可能とする
・ 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用している専有

部分において宿泊させる、家主同居型のみ可能とする
・ 住宅宿泊事業の実施そのものだけでなく、さらに、その前段

階の広告掲載等をも禁止する
・ 住宅宿泊事業を実施する届出を行った場合、その旨を管理組

合に届け出なければならない
※ 標準管理規約では「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅

として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と
なっているが、この規定だけでは「民泊」を禁止できるとは
いえない。なぜなら「住宅宿泊事業法」では、まさにこの「住
宅」を利用して行う宿泊事業の形態を言っているからだ。さ
らに専有部分を第三者に賃貸している場合と変わらないとい
う考え方もある。

【住宅宿泊事業を禁止する場合（浜管ネット作成案）】
　NPO浜管ネットでは次のような管理規約案、使用細則案を
作成、会員管理組合等に配信している。
○管理規約案
　2 　区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第

1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業
に使用してはならず、また、その他の方法により、自らの
専有部分を使用し、有料の休憩・宿泊施設（対価を得て、
専有部分の全部又は一部を休憩所又は宿泊施設として使用
させるもの）として使用してはならない。

　3 　区分所有者は、前2項に違反する用途で使用することを
内容とする広告の掲載その他の募集又は勧誘を行ってはな
らない。

○管理規約の実行性を確保するための使用細則案
　1 　理事長は、特定の専有部分について、規約第12条第2項

の規定に反する行為が行われていると疑われているとき
は、区分所有者等に対し、いつでも専有部分の利用状況に
つき、口頭又は文書で照会することができる

　2 　前項の照会の結果、又は他の区分所有者及び専有部分に
出入りする者等から任意に聴取した結果、規約第12条第
2項に違反していると認められる場合、理事長は、区分所
有者に対し、利用状況を調査するため当該専有部分への立

ち入りを求めることができる
　3 　前項の場合において、当該専有部分の区分所有者等は、

理事長の求めを正当な理由なく拒んではならない

「民泊禁止」条文の効力は？
「届出は受理されない」と言えるか

　住宅宿泊事業法は、住宅宿泊事業を営もうとする際の届出、
住宅宿泊管理業や仲介業の登録制等を定めたもの。民泊サービ
スの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの
普及を図ることを目的としている。
　同法は「民泊サービスの普及」が大前提にあるため、マンシ
ョンで管理規約に禁止を定めていたというだけで、宿泊事業の

「届出は受理されない」と言えるかどうか、というと現時点で
の判断は難しいのではないかと思われる。
　京都市のように条例で「規約で禁止している場合には宿泊事
業を制限する」としているケースもあるが、東京五輪・パラリ
ンピックでの外国人旅行者の受け入れを想定していることもあ
り、横浜市や川崎市等が条例で民泊を規制することは期待でき
ない。
　また、管理規約に反する「ヤミ民泊」問題も出てくるかもし
れない。「民泊禁止」マンションでは、マンション内での周知
やコミュニケーションを高めておくことが大切だといえるだろ
う。

全管連、国交省に要望
「民泊禁止のマンションに営業許可出さないで！」
　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連、川上湛永会長）
は5月2日、国土交通省・由木文彦住宅局長あてに、マンショ
ンにおける「民泊問題」に関する要望を提出した。
　全管連をはじめ、各地のマンション管理組合団体では居住用
のファミリータイプマンションでのトラブル多発を避けるた
め、行政対応など周囲への呼びかけも行っている。
　要望の内容は下記のとおり。
　1． 民泊を禁止しているマンションについては、営業許可を

出さないことを徹底していただきたい
　2． 民泊禁止等を理事会決議、もしくは総会等で、管理規約

で明確化することに取り組む管理組合への支援をお願い
したい

　3． 「違法民泊」等の1本化された通報窓口の開設をお願いし
たい

国土交通省 民泊新法成立、標準管理規約改正へ

　マンションの一室を旅行者などに宿泊提供する「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法（民泊新法）が6月9日、参院本会議
で可決、成立した。これにより、民泊ホスト・事業者は旅館業法の許認可がなくても都道府県知事に「届出」をすることで、年間
180日を上限に民泊を運営することが可能となる。施行は来年1月予定。
　国土交通省では6月19日、同法の成立を踏まえ、マンション標準管理規約改正（案）のパブリックコメント（意見公募～ 7月
18日必着）を開始した。意見公募を経て9月以降、標準管理規約改正を発表する予定としている。

新法民泊を可能とする場合
第12条 　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使

用するものとし、他の用途に供してはならない。
　 　2 　区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第

3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の
住宅宿泊事業に使用することができる。

新法民泊を禁止する場合
第12条 　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使

用するものとし、他の用途に供してはならない。
　 　2 　区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第

3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の
住宅宿泊事業に使用してはならない。

標準管理規約改正案
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平成29年度第1回「マンション相談員等のCPD事業セミナー」平成29年度第1回「マンション相談員等のCPD事業セミナー」
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

平成29年度第1回「災害時のトイレ問題」
日　時：7月12日㈬18：15 ～ 20：30
会　場：かながわ労働プラザ（Lプラザ）
テーマ：「健康といのちに直結する災害時のトイレ事情を考える」
講　師： 横浜市下水道管路部管路保全課・高橋浩二氏、NPO

日本トイレ研究所・加藤篤氏、NPO浜管ネット技術
者部会・町田信男氏

主　催：神管ネット、浜管ネット
●横浜市の下水道について

横浜市下水道管路部管路保全課・高橋浩二氏
　横浜市の災害時の下水直結式トイレ（通
称：災害用ハマッコトイレ）の整備ついて。
地域防災拠点等…実は応急活動復旧拠点
というふうに呼んでいて、区ごとに直結
式の仮設トイレを設置していっている。
　学校のグラウンドにあらかじめ下水道
管を入れている。仮設トイレの建家を設
置したあと、注水用マンホールから下水
管に水を貯める。震災時には学校にある
プールの水などを活用。送水用電動ポンプを使って、必ず管
の半分程度を貯めてから使用する。貯めた水が汚物やトイレッ
トペーパーを溶解し、排水しやすくする。
　約500人使用したら貯留弁を開け、一気に排水（1日1 ～
2回程度）する。下水道管が空になったら、貯留弁を閉めて、
再び下水道管半分くらいに水を貯めておく。
　ハマッコトイレがどれだけ普及しているかというと、平成
28年度末で140カ所で、まだまだ発展途上であり、今後も
順次整備をしていく予定。

●災害時のトイレは命に関わる！
　～防災から見たトイレ環境を考える～

NPO日本トイレ研究所・加藤篤氏
　2011年東日本大震災。避難所で最も
困ったことはなにか、という文部科学省
のデータをみると、被災地では雪が降っ
ていたが、回答は暖房設備よりもトイレ
だった。もちろん飲み水よりもトイレ。
　昨年の熊本地震。また同じだが、熊本
県教育委員会が発表したデータ。避難所
で備えられていなかったために困った機
能で一番多かったのは「多目的トイレ（体
育館内）」だった。
　体育館の中にトイレがない、あったけれど和式だった、あっ
たけれど断水していて使えなかったという回答がずらっと並
んで、結果一番になっていた。
　とにかく災害用トイレを備えていただきたい。発災直後、

■29年度CPD事業セミナースケジュール

水洗は使っていいか、配管はどうなっているかと考えている
余裕はない。真っ先に携帯トイレを便器に取り付ける。
　水洗トイレとして機能できるとわかったら携帯トイレを外
せばよいが、逆はできない。うんちをしてから断水とか言っ
ている場合ではない。詰まってしまったら、復旧に何日かか
るか。業者が来るまで使えないことになる。
　なので、まず携帯トイレを備えつける。そして必要に応じ
て仮設トイレの調達を行う。ひとつに頼ろうとするのはよく
ない。組み合わせて行うのがポイントである。
　携帯トイレはどういうものか。大きく分けて、シートで吸
水するタイプ、凝固剤で可燃ごみとするタイプの2つ。
　備える携帯トイレの計算の仕方。4人家族で一人一日5回使
用、7日分用意すると、合計140回分必要になる。
　小便は2，3回連続、大便は1回使いきりなど、家族で災害
時のトイレについて話し合うことも大切である。

●災害目線の大規模修繕～トイレの配管、壊れませんか
NPO浜管ネット技術者部会・町田信男氏

　熊本地震、東日本大震災による設備被
害について、建物が壊れていない場合の
建物の中の設備配管類は被害少なく、敷
地の外から内にはいるライフライン（給
水・排水・ガス・電気）に被害が多かった。
建物は基礎で固定されているので、建物
自体がしっかりしていればよいが、屋外
は建物に固定されていないので傷みもあ
り、損壊が見られたようだ。
　地震では屋外の排水桝が問題になり、十分な高さ調整がな
いと耐震性がない。フレキシブルな継手が排水設備の材料に
はない。それを補修していくことになるが、高さがあると、
勾配をとるような対応に変えることができる。
　災害が発生した場合、すべての排水を禁止する管理組合が
ある。いつになったら使えるようになるのか、排水の安全が
確認できたかどうかを管理組合が住民に発信することが大事
である。
　排水管の使用の可否についての簡易確認方法は、①排水経
路の設備を目視確認する②各戸の排水器具から横引き管、共
用立て管、1階床下ピット内排水管、屋上排水桝などに異常
がないか目視確認する。
　具体的に建物内の排水管が使用できるかどうかの確認には、
色つきのトイレットペーパーをピンポン玉程度に丸め、最上
階住戸のトイレから立て系統に流し、屋外排水桝の蓋を開け
て流れてくるのを待ち、異常があるかどうかを見る。トイレッ
トペーパー代わりにピンポン玉に番号をつけて流す方法もあ
る。

高橋浩二氏

加藤篤氏

町田信男氏

日　時 セ ミ ナ ー 等 名 称 ・ 講 師 会　　　場 共　　催

9月9日㈯
13:30 ～ 16:00

「マンション管理組合会計と税務について
～区分経理と収益事業～」
税理士・原淳子氏

川崎市総合福祉センター
（エポックなかはら）

第1 ～ 3会議室
（JR南武線「武蔵中原駅」

徒歩1分）

川管ネット

11月10日㈮
18:15 ～ 20:30

「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告
について」（仮）
山本育三氏（前全管連会長）
伊藤和彦氏（浜管ネット技術者部会）

かながわ労働プラザ
（Lプラザ）第3会議室
（JR根岸線「石川町駅」

徒歩3分）

全管連
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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

20172017

総合管理
とは・・・

順 位 組 合 数 棟 数 戸 数 加入ネット管 理 会 社

合　　計 9,680 13,188 661,253

基幹事務

の 内 容

総合管理
とは・・・

……………… 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29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

 1 ㈱東急コミュニティー 996 1,453 69,591 神 浜 川 よこ

 2 ㈱大京アステージ 1,233 1,287 65,285 湘

 3 日本ハウズイング㈱ 971 1,278 55,881 浜 川 よこ

 4 三井不動産レジデンシャルサービス㈱ 597 774 50,289 浜

 5 三菱地所コミュニティ㈱ 462 605 41,114 浜

 6 ㈱長谷工コミュニティ 306 440 37,536 ―
 7 大和ライフネクスト㈱ 546 630 34,532 浜 よこ

 8 ナイスコミュニティー㈱ 618 647 34,353 浜

 9 JS日本総合住生活㈱ 117 1,453 32,197 浜

10 住友不動産建物サービス㈱ 283 363 25,686 ―
11 コミュニティワン㈱ 531 563 24,386 央 湘

12 野村不動産パートナーズ㈱ 289 337 23,052 浜

13 明和管理㈱ 429 438 20,332 浜 よこ

14 ㈱合人社計画研究所（関連会社管理物件含む） 252 314 15,335 ―
15 ㈱相鉄リビングサポート 118 213 13,348 浜

16 大成有楽不動産㈱ 177 303 12,868 ―
17 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ 137 201 12,621 ―
18 ㈱東京建物アメニティサポート 91 132 10,203 ―
19 長谷工スマイルコミュニティ㈱ 173 178 9,533 ―
20 ㈱日鉄コミュニティ 72 99 7,439 川

21 ㈱ライフポート西洋 134 134 7,011 浜

22 ㈱ウィッツコミュニティ 292 292 6,881 浜 川 央 湘

23 総合ハウジングサービス㈱ 59 74 6,525 ―
24 ㈱レーベンコミュニティ 96 96 5,886 ―
25 ㈶若葉台まちづくりセンター 15 66 5,195 浜

26 ユニオン・シティサービス㈱ 116 126 4,743 ―
27 住商建物㈱ 29 50 4,368 ―
28 六華㈱ 88 116 3,486 ―
29 双日総合管理㈱ 32 37 3,445 川 湘

30 東京互光㈱ 44 94 2,877 ―
31 横浜サンユー㈱ 53 53 2,703 神 浜 よこ 央

32 ㈱ハリマビステム 65 68 2,649 ―
33 ㈱穴吹コミュニティ 57 57 2,642 ―
34 ㈱菱サ・ビルウェア 54 63 2,501 ―
35 横浜コミュニティ㈱ 59 59 1,700 ―
36 国土管理㈱ 32 32 1,170 ―
37 ㈱ビルシステム 27 27 756 ―
38 東横ハウスサポート㈱ 19 21 579 よこ

39 昭和管財㈱ 11 15 555 よこ
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浜管ネット

川管ネット

浜管ネット

川管ネット

　5月16日17時～、メルパルク横浜で平成29年度専門
業部会全体会議を開いた。
　技術者部会・専門業部会では建築A、B、C、D、E、設
備A、Bの7グループを構成し、それぞれ年1回、セミナ
ーや現場見学会を実施している。
　平成29年度の構成員は、建築グループは技術者部会7
人・専門業部会53社、設備グループは技術者部会3人・
専門業部会23社。28年度の新規加入会員は㈱染めＱテ
クノロジィ、カスタージャパン㈱、㈱ティーエスケーの3
社だった。全体会議後は懇親会を開き、建築、設備の枠
を外して情報交換を行った。

　5月20日13時30分～、鷺沼ライラック集会所で屋上
防水工事見学会を行った。
鷺沼ライラック管理組合：1980年3月竣工・壁式PC造・
地上5階建て・2棟・90戸
　管理組合側から大規模修繕委員会の林康之委員長が屋
上防水工事について説明した。工事については工法や費
用等の検討を行い、工事中にビスの打撃音が発生する難
点があるものの、最終的に保証期間が25年で「ポリオレ

　5月27日15時～、第23回通常総会後、NPO全国マン
ション管理組合連合会の川上湛永会長を招き、「熊本地震
1年、不適切設計コンサル、マンションの認知症―マンシ
ョン住民は逃げられない―」と題して記念講演を行った。
　川上会長は、熊本地震では1年後も復旧の遅れが深刻で、
不適切コンサル問題は8千億円市場といわれる修繕積立金
が狙われていると述べた。認知症問題も含め、管理組合

　技術者部会・専門業部会建築Aグループは6月29日13
時30分～、平塚市の関西ペイント㈱平塚開発センターで
見学会を開いた。
　平塚開発センターでは建築・工業用塗料の展示、光源
と色の見え方・汎用塗料の展示、塗料の耐久性試験の方
法を見学した。また併設する平塚事業所では塗料の製造
工程を見学し、樹脂、顔料、溶剤等の混合、調合、調色
などの工程について説明を受けた。
　一般の管理組合にとって、普段目にすることができな
い塗材の多様な種類、その製造方法やその機能、特徴を
学ぶことができるよい機会となった。

専門業部会全体会議
建築・設備７グループでセミナー等を実施

屋上防水工事見学会
25年保証、LCC視野で工法採用

総会後の記念講演
地震、不適切コンサル、認知症
―マンション住民は逃げられない―

技術者・専門業部会建築Ａグループ
関西ペイント平塚開発センター見学会

5 16／

5 20／
5 27／

6 29／

28年度の新規加入会員
3社の紹介

総会後にマンション問題について
講演する川上湛永・全管連会長 大規模修繕委員会・林康之委員長

建築、設備の各グループ長が
あいさつを行った

塗料展示場のある開発センター見学を前に開発センターにつ
いて説明する関西ペイント販
売・安藤博隆氏

やマンション住民はきちん
と向き合わなければならな
いものがあり、講演はそれ
らのことについて「マンシ
ョン住民は逃げてはいられ
ない」と強く実感させられ
るものとなった。

フィンシート工法」を採用。
ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト

（LCC）の視野に立ち、費用
対効果を優先させた結果と
している。
　また、今回の工事では設
計コンサルタントを活用せ
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よこ管ネットよこ管ネット

　7月15日14時～、横須賀・汐入の産業交流プラザ第2
研修室で新任役員研修会を行った。講師はマンション管
理士、東京都マンション管理アドバイザーの日下部理絵
氏が務めた。
　対象が新任役員あることから、「管理組合」「総会」「理
事会」「管理会社」とはどういうもので、どのような決ま
りごとがあるのか、マンション管理の基本をわかりやす
く解説。後半は「大規模修繕工事」「長期修繕計画」「修
繕積立金」とは何か、またマンション管理に関わる法令

　7月8日13時30分～、川崎市産業振興会館で29年度
新任役員研修会を行った。
　「管理」については、杉本久美子理事がマンションの定
義、区分所有の意味、区分所有法と管理規約の関係、総
会の位置づけ、理事会運営など、新任役員にもわかりや
すい基礎を解説。ハード面では高橋秀行理事がマンショ
ンには給排水・ガス・電気・消防・空調・通信等、どの
ような設備があり、メンテナンスや点検の必要性を説い
た。
　最後はコミュニティの必要性について。相川洋明副会
長は自身のマンション（1988年竣工・541戸）を例に
あげて説明。自治会は夏祭り、子供会、各サークル活動

　7月23日13時30分～、川崎市総合福祉センター（エ
ポックなかはら）大会議室で「高経年マンションにおけ
る給排水設備の改修方法～マンションを100年以上使っ
ていくための直し方～」と題して、マンション管理基礎
セミナーを行った。講師は日本建築家協会（JIA）メンテ
ナンス部会の柳下雅孝副部会長（設備一級建築士）が務
めた。
　柳下氏は100年マンションの視点として、管を更新す
る場合は耐久性や耐震性の向上は当然であり、その上で
リフォームの自由度、利便性を向上に配慮することが必
要と述べる。リフォームが行いやすくなればライフサイ
クルコストの低減が可能となり、水回りのレイアウトが
自由になれば売り値のアップも期待できる。抽象的な「資

　6月10日18時15分～、高津区溝口の川崎市生活文化
会館てくのかわさき第5研修室で「認知症予防について」
をテーマに第1回ミニセミナーを行った。
　講師は特別養護老人ホーム「恒春園」の稲生美佐子氏（看
護師）。認知症は約50%がアルツハイマー型とされてい
る。稲生氏は「認知症は治らないものもあるが、治るも
のもある」とし、今回は認知症予防に重点を置いて講演

新任役員研修会
マンション管理の基本を解説

新任役員研修会
管理の基礎から設備、コミュニティまで

マンション管理基礎セミナー
100年マンションの視点で考える
給排水設備の改修方法とは第１回ミニセミナー

認知症予防に重要な４点とは

7 15／

7 8／

7 23／

6 10／

マンション管理の基礎を学ぶ
新任役員研修会

講演する柳下氏。当日は150人
超の参加があった

稲生美佐子氏

日下部理絵氏

等を主体的に行い、管理組
合とは福祉、防犯・防災な
どにおいて協働で行ってい
る。「快適に暮らしたい」「自
分たちの地域をよくしたい」
といった共同管理コミュニ
ティの意識が大切だと話し
た。

産価値」ではなく、実質的
な価値向上となる。
　世代をつなぎ、使い続け
られるマンションの室内イ
ンフラを整備することが最
良の設計コンセプトである
と指摘している。

を行った。
　認知症予防には、⑴有酸
素運動⑵口腔ケア（歯を含
めた口の中を清潔に保つこ
と）⑶栄養の摂取⑷社会活
動（人との会話等）の4点の
重要性を説いた。

について説明も行った。
　新任役員だけでなく、役
員経験者にとっても改めて
役員の業務の内容や意味の
見直し、再確認することに
役立つ研修会となった。

ず、川管ネットにコーディネーター役を依頼し、管理組
合主導で工事を進めた。
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　毎月18時10分～、藤沢市民活動センターで実施して
いる研修交流会。
　6月度は6月24日。「理事会の運営について」をテーマ
に湘管ネット理事の須賀一朗氏（マンション管理士）が
講演した。
　須賀氏は、役員の守秘義務規定、利益相反行為の防止
規定を盛り込むべきとし、管理組合の利益を犠牲にして
自己または第三者の利益を図ることがあってはならない
などと説明。「役員のなり手不足」の解消策としては、①
役員範囲の拡大②輪番制ないし順番制に加え、立候補制・
推薦制を採用して役員の適格性の確保を図ること③役員
の報酬制を導入し、組合業務に選任できる人材の発掘に

研修交流会
６月度：理事会の運営について
７月度：建具リニューアルについて

6 24、／ 7 22／

LIXILリフォームでは商品サ
ンプルによる説明も行った

L・ヴィアーレシティ管理組合
元理事長・師岡英裕氏

須賀一朗理事

税理士・行政書士の本郷順子氏

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

　6月17日15時40分～、大和市文化創造拠点シリウス
6Fで、通常総会後に第7回特別講演会を行った。
　第1部は税理士・行政書士の本郷順子氏がNPO法人制
度と社会貢献について講演。神管ネットをはじめとする
地域ネットはNPOの認証を受けて設立しているが、資金
調達面で利益を得ることを直接の活動目的としていない。
協賛金や寄付金が集めやすく、地域社会や企業らと共存
共栄しやすい認定NPOは、一般NPOよりも要件が厳しい
ものの、認定取得に大きなメリットがあるのではないか
と話した。
　第2部は1回目の大規模修繕工事とともに共用部分外灯
のLED化を実施した事例の紹介。L・ヴィアーレシティ管
理組合（2001年竣工・168戸）の師岡英裕・元理事長
が東京電力との契約種別の変更も併せ、LED化により年
間約14万円の削減効果があったと説明した。

総会後の第７回特別講演会
要件厳しい認定NPOにもメリットあり

6 17／

双日総合管理の難波氏（左）と
管理部の間中孝氏

民との接し方は「平等が第1」
である⑥住民の積極参加に
努める⑦個人情報には注意
⑧管理会社とは緊張関係を
保つ⑨管理費等は１円も無
駄にしない⑩価値の維持に
メンテナンスは欠かさせな
い、を上げた。

努めることをあげた。
　7月度は7月22日。㈱LIXILリフォーム神奈川支店の石
田博也支店長が建具のリニューアルについて動画やサン
プルなどを用いて商品や工法の説明を行った。
　建具（アルミサッシ、玄関ドアなど）の寿命は25年～
40年が目安。サッシ、玄関ドアともに最新商品への交換
で操作性、気密性、断熱性、遮音性、防犯性などに優れ、
住生活上のさまざまな問題の解決につながるメリットが
生じる。
　さらに国や自治体が実施している省エネリフォーム等
への助成制度は、年度ごとに制度の内容が変わることが
あるため、補助制度のスケジュールなどの情報も早めに
得ておく必要があるといえる。

湘管ネット湘管ネット

　7月15日13時30分～、藤沢商工会館（ミナパーク）
でマンション管理セミナーを行った。
　第1部は賛助会員である双日総合管理㈱マンション会計
課の難波純一氏が「実践的な会計監査手法」について説明。
昨年3月の標準管理規約改正により監事の責務が強化さ
れ、その重要性が高まった。監事は「業務の執行」「財産
の状況」について監査するが、その曖昧な表現からどの
ような職責があるかわかりづらい。
　双日総合管理では、管理物件の監事向けに会計監査チ
ェックリストを作成している。その監事向けのリストを
今回のセミナー資料として紹介。収支報告書、支払明細
書など書類、貸借対照表、総勘定元帳等の確認について、
会計監査の手順どおりに説明した。
　第2部は「新任役員の心得」を湘管ネット・須賀一朗理
事が講演。心得10項目として①積極的に仕事に取り組む
②すべては話し合いによって決める③管理規約に則った
行動をする④住民の代表としてトラブルを解決する⑤住

会計監査チェックリスト
＆「役員の心得」10項目

7 15／
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6・18　横浜・左近山団地6・18　横浜・左近山団地

パークフェスティバルを開催パークフェスティバルを開催
団 地 再 生 プ ロ ジ ェ ク ト 完 成

左近山団地中央地区管理組合
所 在 地：横浜市旭区左近山
竣 工 年：1968年（昭和43年）1月竣工
建物概要：RC造5階建て・62棟・1,300戸
管理形態：自主管理

オープニングセレモニーで挨拶
する村上欽也理事長

ピザ釜でピザ作りも！

住民みんなで育てる
「みちばた花壇」

近隣の小学生が描いたベンチ

中央地区集会所前のプールは、ウッドデッキのステージへ

小中学生が芝を張り替え、「あたらしい広場」に生まれ変わった

　横浜市旭区の左近山団地中央管理組合は6月18日、「左
近山団地パークフェスティバルを開いた。管理組合では
平成26年度より横浜市団地再生支援事業のもと、全国
初の団地再生コンペティションなども行い、進めてきた

『左近山ダンチパーク プロジェクト』が完成。村上欽也
理事長の発声により、オープニングセレモニーを行った。
　今回の広場の工事では、中央地区集会所前のプールに

　昨年、国土交通省住宅局で、管理組合は財産管理が目
的なので、その財産を親睦活動とかコミュニティ活動に

木の板を張りウッドデッキ
の交流スペースにし、交通
公園に芝生を敷き、「あた
らしい広場」をつくった。
　当日は、多数の住民が参
加し、数々のイベントを楽
しんだ。

コンペ審査員と
設計者による

トークイベント

コミュニティ活動は団地の価値を高める
東京大学大学院・大月敏雄教授

使わないようにしろ、というように標準管理規約が改定
された。
　私はこれにはかなり反対で、なぜかというと、コミュ
ニティ活動は、ひいては団地の価値を高める活動になる
と思っている。是非この（左近山の）活動を通じ、この
団地の資産価値が上がり、その証拠を持って、国につき
つけて、この標準管理規約を変えたほうがいいぞという
ふうに乗り込んでいきたいと思っている。

　左近山でワークショップに参加した子供たちはこのこ
とを絶対忘れないと思う。最終的には自分が育ったこの
街に帰ってこよう、やっぱりこの街がいいよねって、一
回出て行っても戻ってくるというような、そういうサイ
クルは必ず起こる。
　戻ってきて、またそこで子供を育てる。こういうサイ
クルは長い時間がかかるけれども、子供たちが育ってい
くことがムーブメントになると、左近山団地は選ばれて
いくことになるんじゃないのかなという風に感じてい
る。

　設計のときにすごく考えたのは、みなさんのおカネで
広場ができている、補助金もほとんど入っていない（※
アドバイザー派遣は横浜市の事業により無料）ので、み
なさんにとってやりたいことができる場所にしたい、そ
のための場所作りに徹しようということだった。
　僕らは設計したというよりはみなさんの気持ちを整理
したというだけなのかなと思っている。

子供が戻り子を育てるムーブメント
横浜市立大学・三輪律江准教授

この場所に来ると楽しいという場所に
設計者・熊谷玄氏

　これからはコーラス部、
卓球部、料理部、ヨガ部と
か、いっぱい部活みたいな
活動を作っていって、この
場所に来るとなんか楽しい
という場所にしていけたら
いいと思う。
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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

0120-77-8160
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

保険

株式会社
住宅あんしん保証

東京都中央区京橋1-6-1
三井住友海上テプコビル6階
☎03-3562-8122

03-3562-8031
t-shibuya@j-anshin.co.jp
http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo

管理組合様を守る「大規模
修繕工事瑕疵（かし）保険」
を取り扱っております。累
計申し込み数は1,700棟で約
9割は管理組合様のリクエ
ストです。

よこ川浜

保険

マンション保険
バスターズ

東京都中央区東日本橋3-9-12
Ｊビル2階

0120-540-931
03-6800-1779

smile@ecrew.jp

マン管専門の保険代理店で
す。特徴は、①保険金請求
にこだわり②比較見積りに
こだわり（取扱い損保10社）
驚異の契約継続率が顧客満
足度の証です。

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
☎045-225-8200

（東京支店）東京都港区芝浦1-14-5
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55年。“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

広告ページ

大規模修繕

株式会社サカクラ

横浜市磯子区岡村7-35-16
☎045-753-5000
http://sakakura-kk.co.jp

昭和15年創業・昭和53年には業界草分
けとしてマンション大規模修繕工事に
着手、以来37年間豊富な経験・実績を
通じて、各種技術のノウハウを確立し、
改修専門業者として付加価値のあるグ
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
☎046-830-5481
東京支店：
中央区銀座8-18-7 エイワビル6階
☎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
☎044-777-5158

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
☎044-366-4840
re-eigyo@sinyo.com
http://www.sinyo.com

創業86年を迎え、大規模修繕
工事を中心に売上100億を超
える企業に成長してまいりま
した。居住者に笑顔をいただ
けるような仕事を全国でご提
供し続けています。

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
☎045-290-6090

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

東京本社
リフォーム事業部
東京都港区港南1丁目8番27号
日新ビル9階
☎03-5479-1402
https://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
☎045-502-1604

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。

大規模修繕

株式会社
アルテック

横浜市中区新山下2-12-43
☎045-621-3961
http://www.alteche.co.jp
ALL@alteche.co.jp

マンション大規模修繕工事の、建
築技術のプロ集団でございます。
１．安全第一　２．品質管理
３．アフター点検
優れた品質で、お客様に最高の満
足を提供して参ります。

浜

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
☎045-804-1834
http://www.ichinosekensou.co.jp
gaisou@ichinosekensou.co.jp
東京事務所☎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。

大規模修繕

株式会社
エヌ・ケー

横浜市旭区市沢町262-11
N・Kビル
☎045-372-5900
http://www.nk-inc.co.jp
info@nk-inc.co.jp

「信頼を何よりも大切に。」─これま
での培ってきた技術力と経験をもと
に安全・安心・満足をお客さまに御
提供いたします。大規模改修工事、
修繕工事、建物調査診断は横浜のエ
ヌ・ケーをご利用ください。

浜

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2-15-10
オーク横浜ビルディング5階
☎045-412-3800
yokohama@housing.co.jp
http://www.housing.co.jp

私たちが大切にしているのは「現場第一主
義」の姿勢です。この「現場第一主義」の
積み重ねから得たノウハウの数々は、マン
ションの規模の特性、管理組合様の個性に
合わせた柔軟な対応と、適正な価格による
高品質な管理提案を可能にします。

マンション管理

大和ライフネクスト
株式会社

【横浜支社】
横浜市西区みなとみらい3-6-1
みなとみらいセンタービル17階
〒220-0012
☎045-277-8731
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

野村不動産パートナーズ
株式会社

【本社】
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル

【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24  KYビル
☎045-227-7710
http://www.nomura-pt.co.jp

野村不動産ホールディングス
の運営管理事業を担う会社で
す。技術力と提案力を活かし、
人と建物の両方にとって最良
のパートナーであり続けるこ
とをお約束します。

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
☎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、創業30年を過ぎ、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

首都圏第二事業部
（神奈川エリア担当）
☎045-910-1471

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

株式会社
日鉄コミュニティ

〒101-0032
東京都千代田区岩本町
3-2-4  岩本町ビル
☎03-6858-8555（大代表）
http://www.ns-community.jp

新日鉄興和不動産㈱グループ
の管理会社。安定した基盤を
もとにキメ細かい管理組合様
対応を行います。建替えや再
開発等マンション再生も親会
社とともにお手伝いします。

川

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

0120-264-406
dk-jtksuisin@grp.daikyo.co.jp
http://www.daikyo-astage.co.jp

神 奈 川 県 内 で 約1,280管 理 組 合（ 約
67,800戸）の管理実績があり、この
スケールメリットを活かしながら、「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

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
☎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

央湘よこ川浜神

よこ川浜

よこ浜

設計・監理

株式会社神奈川建物
リサーチ・センター

横浜市中区山下町193-1
山下町コミュニティビル3階
☎045-227-8471
http://www.krcnet.jp
info@.krcnet.jp

神奈川県内に特化した大規
模修繕・設備改修・耐震改
修工事の設計コンサルタン
トです。

央湘よこ川浜神

企 業 名 所 在 地 P R
設計コンサルタント

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
☎03-5496-9497

0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

大規模修繕工事から防犯カ
メラ等の設備工事まで、マ
ンション管理組合様を幅広
くサポートさせて頂きます。

よこ川浜
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機械式駐車場メンテ

KMPメンテナンス
株式会社

千葉県市川市下貝塚3-31-4
☎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
☎045-772-1424

045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

『水』にこだわり60年、誠
実で質の高い給排水設備改
修工事・維持管理会社です。
集合住宅の『水』の問題は、
何でも当社にご相談下さい。

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
☎045-662-2759

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

東京都豊島区目白2-1-1目白NTビル6F
☎03-6871-9961

03-6871-9962
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

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
☎044-245-0822

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

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
☎045-451-8816（代表）

045-451-8820
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

建設事業部
リノベーション営業課
☎045-911-5438

045-911-5951
http://www.kudo.jp

おかげさまで創業50周年。
これからも皆様に求めら
れる技術とサービスを提
供してまいります。

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
☎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。

央湘よこ川浜神

サッシ改修

株式会社LIXIL
リニューアル

横浜市西区みなとみらい
4-3-6-2F
☎045-330-1064
https://www.lixil-br.co.jp

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
☎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 Sto社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 所 在 地 P R
 改修一般

連絡先 連絡先氏名・所属事務所

吉岡誠
有限会社吉岡設計

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

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

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

片山啓介
有限会社鹿窪建築設計

東京都中央区日本橋小伝馬町6-13
☎03-5623-3881
http://www.han-kenchiku.co.jp

横須賀市小川町25-5-203
☎046-825-8575
http://www.hanabusa.e-arc.jp

東京都港区芝浦3-6-10-307
☎03-3457-6762
http://www5.ocn.ne.jp/̃ik-archi

横浜市港南区日野中央3-24-5
☎045-836-1267
okd-arc@mist.dti.ne.jp

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
☎045-532-9260
http://moa-planning.jp

横浜市港北区綱島西6-13-40-204
☎045-546-9651
bzg16700@nifty.com

石川裕子
Lapis建築工房

横浜市南区榎町1-18-202
☎045-744-2711
lapis0103@yahoo.co.jp

横浜市西区南幸2-9-9-306
☎045-311-6723
makoto70@yoshioka-sekkei.co.jp

横浜市南区榎町1-18-202
☎045-744-2711
http://www.tm-sethubi.com

横須賀市湘南鷹取2-13-4
☎046-869-4767
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

東京都文京区本郷1-18-5-802
☎03-3830-0988
abe@mirai-mi.com

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、島村利彦部会長を中心に、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  ☎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

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▶ 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
☎045-241-1621

045-253-4744
j-okamoto@misawa-dk.co.jp
http://misawa-dk.co.jp

創業89年、地元神奈川で高
い信頼と実績を築いて参り
ました。電灯幹線改修・弱
電改修・省エネ改修（LED
等）、お気軽にご相談くださ
い。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
 電気設備改修

大規模修繕

株式会社　
ヨコソー

（本　　　社）☎046-834-5191
（東 京 支 店）☎03-3736-7751
（横 浜 支 店）☎045-595-0601
（北 関 東 支 店）☎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）
☎045-290-3222

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

よこ浜

企 業 名 所 在 地 P R
 給・排水設備改修

給・排水設備改修

文化興業株式会社

本社：横須賀市内川1-7-23
☎046-837-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
☎045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

創立1946年。水漏れ、排水管詰ま
り清掃、エアコン・給湯器取り替え、
給排水管の改修工事、保守点検…
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
応えできる工事をご提案します。

よこ

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
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　管理組合理事長によると、恒陽藤沢マンションの敷地
内に江ノ電片瀬発電所のレンガが出てきたという。
　江ノ電は鉄道を敷設するため、1902（明治35）年、
片瀬発電所を着工。1908年からは家庭用電力の供給も
行われたという記録がある。このことから、「この一帯
に電気が通るのも早かったのでは」と理事長。ところが
片瀬発電所は関東大震災で倒壊、レンガ造りの建物は震
災後の混乱の中、地中に埋没してしまった。その一部が
マンションの下に埋まっていたのだろう。
　また、マンションに隣接してある大源太公園には、藤
沢市の重要指定文化財である「江の島弁財天道標」の石
柱が設置されている。江戸時代、藤沢宿から江の島へ参
詣する人々のために立てられた道標だ。
　公園の名の「大源太」とは、境川（片瀬川）左岸を中
心とした砂丘地の旧地名。この周辺は縄文時代の遺物、
古墳時代に集落がみられ、大源太遺跡と名付けられてい
る。資料では「大源太に集落を形成した人々は、海上交
通と陸上交通の結節点にあって、流通に関する仕事で経
済的に潤った生活を送ることができたに違いない」とあ
る。古代から近代まで、歴史探訪を楽しめる地域である。

◇
　湘管ネットと管理組合の関係は6年前。当時の理事会
が「管理会社任せの長期修繕計画でよいの？」と、まず
は浜管ネットに相談したことがきっかけだ。
　その後、湘管ネットを紹介されてネットに加入。所属

所在地：藤沢市片瀬
1977年（昭和52年）竣工・地上5階建て・2棟＋管理棟・総戸数120戸

建物構造…………………………… PC造
敷地面積…………………………… 6,268.52㎡
建築面積…………………………… 1,922.64㎡
建築延床面積……………………… 9,198.7㎡
管理費（月額） …………………… 6,000円～ 7,000円
修繕積立金（月額） ……………… 11,000円（一律）
駐車場充足率（台数÷総戸数） … 54％（平置き65台）
駐車場使用料（月額） ……………  普通車8,000円、軽自動車

6,000円
駐輪場使用料（月額） ……………  自転車100円、
 バイク200円（50㏄未満）、
 500円（50㏄以上）
分譲会社…………………………… ㈱恒陽
建設会社…………………………… ㈱大林組
管理会社…………………………… 日本ハウズイング㈱
管理形態……………………………  2人シフト体制での通勤管

理。祝日は休み
理事会……………………………… 毎月1回、理事8人・監事2人
任期…………………………………  輪番制2年交代（顧問会議推

薦による）監事1年

■マンションデータ

歴史探訪を楽しめる片瀬に立地
住民交流の環境づくりも目指す

する技術者のアドバイスで長期修繕計画委員会を立ち上
げ、初めて管理組合主導による工事計画で2013年、3
回目の大規模修繕工事を実施した。
　それ以降、長期修繕計画委員会が取り扱い範囲を広げ、
施設計画委員会を設置。2014年には国土交通省の補助
事業を受け、窓サッシの交換を行った。施設管理委員会
は、管理運営を継続的にするための対策という。また、
理事長等経験者からなる顧問会議を発足させ、理事は顧
問会議からの推薦とした。
　また、自主防災会も設置。取材当日の6月11日には藤
沢消防署の協力を得て防災訓練（心臓マッサージ、AED
使用方法）を行っていた。
　こうした委員会の立ち上げにより、住民の横の関係も
出来てきた。有志が集まる「住民代表会」を作り、「美
化活動」「みんなのガーデン」「お茶の会」「麻雀サークル」
などの活動を行う。
　通勤管理に変更した住み込み管理員の元住居のリ
フォームも完成した。小集会所（第二集会室）とし、住
民交流の場に活用してもらう予定だ。
　給排水設備関係の工事も済んでおり、今後ともコミュ
ニティ形成、つまり住民の楽しみをつくれる環境づくり
に注力できる組合運営を目指している。

住民代表会による植裁は、藤沢市の「緑と花
のまちづくり」建物緑化賞で賞を得ている

住み込みだった管理員を通勤に変更。その住
居を小集会室にリフォームした

大源太公園にある江の島弁財天道標
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イベント情報 ■■

浜管ネット　　　　　  　　☎045-911-6541

川管ネット　　　　　  　　☎044-380-7163

技術者部会・専門業部会合同セミナー
テーマ： 「ヴンテージマンションという考え方」
　　　　「付加価値のある大規模改修工事の成功例」
日　時：9月29日（金）18：30 ～ 20：00
会　場：かながわ労働プラザ8階
　　　　（JR石川町駅徒歩5分）
講　師：浜管ネット建築Bグループ
資料代：会員無料、一般1,000円

29年度ミニセミナー
日　時：8月12日（土）18：30 ～ 20：20
会　場：高津市民館第5会議室
　　　　（JR武蔵溝ノ口駅徒歩2分）
テーマ：管理会社に聞いてみたい
日　時：10月14日（土）18：30 ～ 20：20
会　場：高津市民館第1会議室
テーマ：民泊新法について
資料代：会員無料、一般1,000円／回

よこ管ネット　　　　  　　☎046-824-8133

マンション防災セミナー
テーマ： 横須賀市の専門家による「マンションの危

機管理対策」
日　時：9月9日（土）13：30 ～ 16：30
会　場：産業交流プラザ（京急汐入駅徒歩2分）
講　師： 横須賀市市民安全部・鈴木宏史係長、横須

賀市消防局・友松豊係長
参加費：会員無料

湘管ネット　　　　　  　　☎0466-50-4661

研修交流会
会　場：藤沢市市民活動推進センター
　　　　（JR藤沢駅徒歩7分）
資料代：会員無料、一般500円
日　時：8月26日（土）18：10 ～ 20：00
テーマ：大規模修繕工事の進め方
講　師：藤木賢和・湘管ネット会長
日　時：9月23日（土）18：10 ～ 20：00
テーマ：給水管の全面更新工事を回避するご提案
　　　　～ＮＭＲ工法
講　師：出原繁氏（日本システム企画㈱）
日　時：10月28日（土）18：10 ～ 20：00
テーマ：塗装現場でのクレーム事例
講　師：森田勝利氏（関西ペイント販売㈱）

◆正会員
名　称 加入ネット 棟数 戸数 竣工年

浅田ビル管理組合 川管ネット 1 20 1975

葉 桜 マ ン シ ョ ン
管 理 組 合 よこ管ネット 1 28 1974

◆賛助会員
名　称 加入ネット 主な業種 資本金 設立年

㈱住宅あんしん保証 川管ネット
よこ管ネット

住宅関連
保証業

4億
6,550
万円

1999

イデアシステム㈱ 川管ネット 防犯システ
ム販売等

7,500
万円 1987

㈱ オ ン ダ 製 作 所 浜管ネット 住宅関連部材
開発・販売

9,000
万円 1963

国 土 交 通 省

『外部専門家の
活用ガイドライン』発表

　国土交通省は6月、『外部専門家の活用ガイドライン』を発
表した。
　ガイドラインはマンション管理士等、管理組合員（区分所有
者）以外の外部専門家を「理事長」や「管理者」として活用す
る場合（マンション標準管理規約第35条）、実務的な留意点や
想定される運用例をまとめたもので、外部専門家の導入手続き
や選定基準、業務・契約内容、管理組合財産保護のための措置
などで構成。管理規約や細則の条文例、契約書の例も提示して
いる。

外部専門家活用の主な規定と留意点
　外部専門家である役員の権限・責任や区分所有者との関係に
ついての基本的な内容は、区分所有法や管理規約、細則等で定
められるが、これらで定められた内容やその詳細について、書
面で契約として締結して明確化しておくことが有効。ガイドラ
インの詳細は国土交通省のホームページで閲覧できる。

主な規定と留意点
○契約当事者
・ 「理事長＝管理者」を外部専門家とする場合、管理組合と外

部専門家の間の契約を継続するケースでは「管理組合と理事
長の利益が相反する事項」なので、管理組合側を代表して本
契約を締結する者は、監事または理事長以外の理事である区
分所有者の中から選任する。

○業務内容
・ 金銭事故の防止等の観点等から、出納業務を対象外として管

理業者への委託を義務付け、印鑑保管業務を対象外とする。
○報告・通知義務
・ 監視・チェック体制の実効性の観点から、業務執行状況や収

支の状況について、書面で定期的かつ詳細に報告する義務を
課す。

○ 守秘義務等・業務を通じて知り得た個人情報等の管理組合の
情報について、契約終了後も他に漏洩しない旨等を規定する。

○誠実義務・利益相反関係
・ 管理組合から委託されている業務に関し、管理組合の承諾し

ていない紹介料等の収受の禁止、利益相反取引の制限、これ
に違反した時は契約解除すること、管理組合に損害を与えた
ことが明らかな場合は損害賠償の責任を負うこと等、また違
約金について定めておく。
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046-259-7399

045-902-4494

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成29年7月31日現在

浜管ネット

105組合
25,885戸

川管ネット

45組合
8,670戸

よこ管ネット

66組合
10,474戸

湘管ネット

12組合
909戸

県央ネット

22組合
4,563戸

日 住 協
神奈川県支部

41組合
8,209戸

合　計

291組合
58,710戸

　一般社団法人マンションリフォーム技術協会（marta）は7
月1日、関連3団体とともに会報紙『marta』第26号にて、ク
リーンコンサルタント宣言を発表した。連名にて宣言をした4
団体は今後、マンション改修設計コンサルタントの新たな組織
を設立すべく、準備を行っている。

クリーンコンサルタント宣言
　マンション管理組合の正当な権利を守り、改修業界の適正な
発展のために、私たちはクリーンなコンサルタント（設計事務
所）である事を宣言いたします。

　管理組合に不利益となる行為（不合理な業者指定や談合幇助
など）を行い、関係者から見返り（バックマージン等）を受け
るような、コンサルタントとして倫理に反する行為は一切行い
ません。
　■ 一般社団法人マンションリフォーム技術協会（marta）個

人会員コンサルタント
　■ 公益社団法人日本建築家協会（JIA）関東甲信越支部メン

テナンス部会
　■マンション・ユニオン保全設計協同組合（MU）
　■建築再生総合設計協同組合（URD）


