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情報収集
NPO川管ネット ●宮島茂副会長

4p 各ネットの総会報告

川管ネット設立から8年経過。この間私はどの程度

21年度の事業の基本方針と計画

自分の管理組合を含め、会員管理組合に寄与できたか
を考えさせられた。
9年前、神管ネットの意向で、川崎にも管理組合ネ

6p Research

ットワークを設立する動きがはじまり、設立準備会世

全国マンション総合調査＆

話人の募集に川崎市等が協力した。当時私は管理組合

コミュニティー形成の研究調査

の理事長で、20年目の大規模修繕工事対応に苦慮し
ていたところ、「情報収集ができるのでは」と参加し
たのがきっかけだった。そんな縁から、川管ネットの

8p 各地域ネットの活動報告

事務方として運営に携わり、他の管理組合の運営状況

賛助企業への会社訪問、工事

が見えてくると、自分の管理組合での不足事項がわか
ってきた。

見学会、組合運営についての
セミナー等

自分の住宅は築30年を迎える。マンション購入時は「一時の住まい」という人も
多かった時代だったが、国土交通省の平成20年度マンション総合調査をみると「い
ずれは住み替えるつもり」の19.4％に対し、
「永住するつもり」が49.9％で圧倒した。

10p Guarantee System

マンション改修業界で
工事保証制度がスタート

ただ、長く住み続けるためには、建物の機能改善を検討していく必要がある。高齢
化に向けたバリアフリー、オール電化に対応する電気容量アップ、CO2削減の省エネ
対策、情報提供の迅速化やコミュニケーションアップ等、課題は山積みだ。
こうした中、川管ネットでは会員管理組合のホームページの立ち上げをお手伝いす
る体制を整えた。ますます重要だと思うのは、やはり「情報収集」だ。少しでも管理

11p 恒例企画

管理受託戸数別
管理会社ランキング

業種別賛助企業の一覧表を掲載

けたいと考えている。

英訳文の使用細則を作成

ジュネス横須賀管理組合

NPOよこ管ネット会員のジュネス横須賀管理組合（築30年・91戸）はこのほど、
マンション住まいのための使用細則の英訳文を作成した。翻訳は理事長の篠塚利明さ
んが横須賀市の米軍基地対策課と作成。ジュネス横須
賀に住むにあたってのルールや約束事がメーンとなっ

14p 会員マンション紹介

サープラス柿生管理組合

ている。
ジュネス横須賀は不在区分所有者が約30％。賃貸
人はすべて米軍を通して入居する米軍人だ。「入居時
に住まい方を理解してもらって、借りてもらうことが

15p イベント紹介

7、8、9月のセミナー等の紹介

目的」と理事長。契約社会のアメリカ流らしく、表紙
に理事長のサイン、賃貸人は誓約書にサインを入れて
入居する。

日本語版と英語版の使用細則を
持つ篠塚理事長
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12p 賛助会員ガイド

組合の役に立つ情報提供とサポートを行い、10周年に向けて会員数の増強に結びつ
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◆電波障害対策施設の改修の実態
電波障害対策施設とは、マンション建設によって建物の陰に
なるなど、テレビの受信障害が生じる周辺の建物に対し、マン
ション建設前と同じテレビ電波を供給するために分譲業者が設
置した施設のこと。
マンション分譲後、施設管理者は管理組合に継承される。管
理組合はマンション建設による電波障害に対する責任を持つこ
とになるのだが、言い換えれば、建設による電波障害以外の理
由で責任を持つ必要はないということもできる。デジタル化に
よる電波障害も例外ではないといえよう。
ところが、デジタル化で受信障害を生じる近隣世帯が出る、
または電波障害が残る世帯があるという現実がある。こうした
場合、施設管理者である管理組合と受信障害のある世帯とを当
事者とし、デジタル化対応にかかる改修費用は当事者同士が話
し合って、応分に負担しなさいというのが総務省の基本的な考
え方だ。
しかし、全国マンション管理組合連合会（全管連）のアンケ
ート調査（下グラフ）では、近隣との協議を終えたところが
11.1％、これに近隣との協議実施の「予定あり」を加えても
22.8％にしかならない。これに対して実施の「予定不明」
「予定なし」「わからない」を合計すると69.0％となり約7割
のマンションが近隣との協議の見通しが立っていないという結
果となった。

◆総務省が助成金
アンケートの内容からも「民民」での協議は非常に困難であ
ることがわかる。
全管連は2011年7月のアナログ放送終了、デジタル放送へ
の完全移行という国の方針に対して、特にマンションに設置さ
れている受信障害対策共聴施設の改修に要する費用を「国の負
担で」と今まで強く要望してきた。
これにより、総務省は当事者の「自己負担で実施することが
基本」という前提ながら、電波障害対策施設の地デジ対応への
改修経費助成制度を決めた。受付期間は平成21年5月11日〜
12月28日（消印有効）
。
戸建て住宅の一般的なアンテナ交換等の工事費用が3.5万円
程度であることから、それをベースに、戸当たり3.5万円以上
の工事費の1/2を国が負担する。

なお、建物建設時に有線テレビジョン放送法または有線電気
通信法の規定による届出を必要としている。神奈川県内ではこ
の届出によって3700施設を把握しているが、届出が不明な
施設も約5％あり、届出がない場合は助成制度の申請前に手続
きをする必要がある。

◆デジサポ神奈川3700施設を回る
総務省が全国52カ所に設置したテレビ受信者支援センター
（通称デジサポ）が測定車で簡易的な個別可否調査を行ってい
る。通称「パパット調査」と呼ばれ、測定車を使って受信不良
地区の洗い出しを行うもの。
デジサポ神奈川では7月中に3700施設を回る予定。把握し
た受信不良情報は、各地のテレビ局などの放送事業者に提供し、
対策の検討を要請するほか、障害物による受信不良が判明した
場合には、該当する障害物の保守・管理者に情報を提供し、受
信環境の改善を支援する。
昨年12月に神管ネット加盟管理組合に対して行ったアンケ
ート調査の結果、回答のあった167組合中約半数の83組合で
電波障害対策施設が「ある」または「わからない」という回答
だった。
神管ネットは6月4日、デジサポ神奈川と協議し、上記83
組合を含め障害対策施設を持つマンションを対象に、デジサポ
担当者が訪問して助成金についての説明や電波障害地区の簡易
調査、アドバイスなどの実施について、協力し合うことを決めた。
問い合わせ：デジサポ神奈川
横浜市中区日本大通7 日本大通ビル5階
蕁045-633-9550
http://www.digisuppo.jp/index.php/
branch/kanagawa/18/

全管連地デジアンケート調査
近隣との協議状況
実施済み 11.1%

無回答 8.2%
わからない
10.7%

予定あり
11.7%

予定なし
16.8%
予定不明

41.5%

受信障害範囲の調査
無回答 8.8%

調査済み 20.4%

わからない
8.6%

※デジサポHPより
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〈例〉改修費用のかかる戸建て住宅が100世帯の場合
例1） 世帯数100戸で、改修工事費が350万円の場合
世帯当たり負担は3.5万円なので、助成金は0円
例2） 世帯数100戸で、改修工事費が700万円の場合
世帯当たり負担は7万円なので、助成金は1/2の総額
350万円（世帯当たり3.5万円）
例3） 世帯数100戸で、改修工事費が1000万円の場合
世帯当たり負担は10万円なので、助成金は1/2の総
額500万円（世帯当たり5万円）

予定なし
14.9%

予定あり
15.7%
予定不明
31.5%

◆調査実施時期：2008年12月 ◆調査対象地域：全国29都道府県
◆調査方法：会員マンション管理組合に調査票を送付し回答を得る方
法によって実施
◆有効回答数：1,459

度要望書を提出することを決定した。その内容は①受信

第58回 全管連代表者会議の報告
4月20日、全国マンション管理組合連合会（全管連）

障害範囲の調査を国が行うこと②近隣との協議に際して
の調停機関設置③改修工事費用・撤去費用の国負担など。
その後、5月末に成立した補正予算では調停体制の整備、

の第58回代表者会議が奈良市内の奈良県中小企業会館で

受信障害対策施設改修のために要する費用について一定

開催され、北海道から沖縄まで18の管理組合団体、43

額の補助が予算化された（この項前ページ参照）。このこ

人が集まった。神管ネットからは高尾会長、山本副会長

とは全管連の活動が国の施策に一定の効果をもたらした

が出席した。

ともいえるだろう。

中心となった議題は（1）国土交通省のマンション等安
心居住推進事業への対応（2）地デジ問題に対する行動計
画の2つで、これらについて討議の結果、次のように決議
した。
（1）マンション等安心居住推進事業
今年度3億円の予算が認められた国土交通省事業で、管
理組合対象と管理組合団体等を対象とした、2つの補助金
交付事業。全管連では、事業の理解と周知を図り、積極
的な利用を行うことを決めた。
①モデル支援に係る事業（2億円）
・管理がうまくいっていないマンション
・第三者管理方式に取り組むマンション

今回は奈良市に全国の管理組合団体が集合して討議を重ねた

・老朽マンション
・団地型マンションで建替え等の検討
②相談体制の整備に係わる事業（1億円）
地域レベルの相談体制の整備や、専門家のスキル
アップのための人材育成等を行う費用
今回は募集から応募締め切りまでの期間が短く、①7月

09日本マンション学会大阪大会の報告
日本マンション学会（折田泰宏会長）は4月17日〜19
日、大阪大学吹田キャンパスで2009年度大阪大会を開
催した。

13日②6月25日締め切りで、このネット通信が配布され

神奈川からは神管ネット会長、副会長のほか、相管ネ

るころには、マンションのモデル支援事業も既に締め切

ット会長、浜管ネット技術者部会・専門業部会のメンバ

り後となってしまうが、国土交通省によると来年度も予

ーなどが多数参加した。

算化される見通しのため、次年度の募集が公表されれば、
各ネットやネット通信を通して速やかに周知する。
なお、神管ネットとしては今年度、②相談体制の整備

今大会のメーンテーマは「社会的資本となるマンショ
ンを考える」。国交省マンション政策室山崎室長の「今後
のマンション政策の課題」と題した基調講演のほか、高

事業でCPD制度（継続的能力開発制度）についてアドバ

齢化問題、環境保全への取り組みなどについて、建築家、

イザー・相談員等のスキルアップを目的に応募した。

大学教授などによる熱心な討論が交わされた。

（2）地デジ問題に対する行動計画

最終日の19日は日本の大規模ニュータウンの草分け的

全管連が昨年12月、皆様の協力の下に実施した地デジ
アンケート調査結果に基づき総務省をはじめ各政党に再
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存在である千里ニュータウンの建替え状況などを見学し
た。

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田辺邦男部会長・阿部一尋常務理事を中心に、マンショ
ン改修工事に豊富な経験を持つ一級建築士事務所等で構成しています。建物の現地相談から調査・
診断、工事の設計・監理まで、管理組合の視点でお手伝いいたします。
【問い合わせ】 浜管ネット事務局 蕁045-911-6541

氏名・所属事務所

連絡先

氏名・所属事務所

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所

東京都中央区日本橋堀留町1-9-6
蕁03-5623-3881
http://www.han-kenchiku.co.jp

横浜市中区山手町27-5-203
尾崎京一郎
蕁045-651-3327
モア・プランニングオフィス

連絡先

島村利彦
株式会社英綜合企画設計

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

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

長友秀信
企業組合創和設計

横浜市南区高根町1-3-6F
蕁045-251-0691
http://homepage2.nifty.com/so̲wa

吉岡誠
有限会社吉岡設計

横浜市西区南幸2-9-9-306
蕁045-311-6723
mktyoshi@cds.ne.jp

内田修司
デルフィ設計

横浜市鶴見区市場上町6-32
蕁０45-511-3998
derufi@clock.ocn.ne.jp

横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11-504
福市博臣
蕁045-324-6152
株式会社建物保全センター

http://homepage3.nifty.com/moa̲p

町田信男
有限会社トム設備設計

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

横浜市港南区日野中央3-24-5
岡田英二
蕁045-836-1267
株式会社岡田建築設計事務所

臼井貞雄
総合環境技術株式会社

横須賀市湘南鷹取2-13-4
蕁046-869-4767
skt-usui@beige.plala.or.jp

okd-arc@mist.dti.ne.jp
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http://www.k-tateho.jp

東京都港区芝浦3-6-10-307
小島孝豊
蕁03-3457-6762
株式会社ＩＫ都市・建築企画研究所
http://www5.ocn.ne.jp/˜ik-archi
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各 ネ ット の 総 会 報 告

21年度事業の基本方針と計画
21
年度事業の基本方針と計画

神管ネット

湘管ネット
●6／21

横浜・馬車道

相生本店

マンション管理版CPD制度の活用拡大へ
住民の高齢化と建物・設備の高経年化、この
「二つの老い」にどう対処するか。永住意識を持
つ居住者にとって、管理組合運営はますます重
要となってくる。マンションの多岐にわたる諸
問題に対して、神管ネットは構成する各ネットワークの支援
組織となるべく活動していく。

基本
方針

主な事業計画
（1）マンション等安心居住推進事業への応募
今年度予算化された国土交通省のマンション等安心居住
推進事業にCPD制度を適用した相談員の資質向上のための
事業で応募する。
（2）行政との連携活動
平成17年、18年の2年間に行った県内マンション登録閲
覧システム事前調査をさらに発展させ、県内マンション実
態調査を実現できるよう、県土整備部との折衝を深めていく。
（3）かながわマンションネットワーク通信の充実
管理組合運営や建物・設備の維持保全等について、より
実践的な内容とし、管理組合役員または区分所有者、居住
者の役に立つ記事の掲載に配慮する。

●5／31

藤沢市役所新館

好評の管理基礎セミナー、300人以上の参加目指す
基本
方針

昨年度に引き続き、マンションに関わる管理
組合、関連諸団体、市民等に対して、ハード面
の支援事業、住民の高齢化に対処するなどソフ
ト面の支援事業を促進する。

主な事業計画
（1）会員マンションへの支援事業
湘管ネットの理事が現地のマンションに赴き、相談に応
じる。
（2）第4期マンション管理基礎セミナー
の開講
毎月第2・4土曜日18：30から行
っている管理基礎セミナーを開催。参
加者は延べ330人を予定している。
（3）会長交代
任期満了により垰下雅美会長が退任
二宮博敏 新会長
し、二宮博敏氏が会長に就任する。

浜管ネット
●6／6

ハウスクエア横浜

ハード・ソフト両面で管理組合支援を
管理運営部会による新任理事研修会、会員管
理組合理事長交流会・懇談会など、ソフト面に
も注力し、技術者部会の活動とともに、ハー
ド・ソフトの両面にわたって、管理組合の支援
を重点目標に置く。

基本
方針

主な事業計画
来賓あいさつでは神奈川県県土整備部住宅課の山本洋一主幹が中澤一夫課
長のあいさつを代読した

川管ネット
●5／23

川崎市産業振興会館

マンション訪問等、現地相談の充実へ
建物の老朽化に加え住民の高齢化によって管
理組合運営が難しくなっている管理組合を取り
巻く共通の問題解決を図り、マンション管理情
報の提供等の諸活動を通じて地域まちづくりの
推進に貢献していく。

基本
方針

（1）会員管理組合向けのより積極的な支援活動
会員管理組合を対象とした支援と交流を進める。新任理
事研修会、会員理事長の情報交換会等を実施する。
（2）支援事業のための検討と構築
建物の高経年化と居住者の高齢化が進む中で、行政でも
踏み込めない管理組合の個々のニーズに直接対応できる支
援事業の検討・構築を、理事会、各専門部会の総力をあげ
て推進する。
（3）組織・運営の強化
浜管ネット本体の会務、広報、各部会、相談業務他につい
て、全理事がそれぞれの役割分担し、
責任範囲を明確化する。

主な事業計画
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（1）相談アドバイザー事業の強化
川崎市内の市民館または市営公共施設を利用し、年8回
相談コーナーを設置。建物維持保全等の現地相談は通年を
通して行う。またFAXによる相談も受け付ける。年3回、
一般の管理組合を含めた情報交流・意見交換会も設ける。
（2）管理組合ホームページ作成の支援
管理組合のコミュニケーションツールとして、ホームペ
ージ作成を支援する。
（3）マンション訪問
年1回を限度に専門相談員を2名マンションの現地に派
遣し、情報交換、勉強会等に役立ててもらう

浜管ネットは総会後に記念講演として石川恵美子弁護士を招いた

（4）各部会・分科会等の活動の推進
技術者部会と専門業部会の建築分科会・設備分科会との
連携により、ほぼ毎月開催するセミナーや見学会をはじめ、
管理分科会との共同研究についてもさらに高め、その成果
をセミナー等で企画・実施する。

よこ管ネット
●6／13

ヴェルクよこすか

逗子、三浦、葉山地区への積極的なアプローチを

（2）マンション管理セミナーの開催
9月5日に大和市商工会議所で河住志保弁護士による管
理組合運営について、11月21日には同じく大和市商工会
議所で久保泰男・管理会社代表による管理費の削減等につ
いてセミナーを開く。また県央地区で実施中の大規模修繕
工事の見学会も予定している。
（3）会長交代
吉田博会長が退任し、向井邦良氏が
会長に就任する。吉田前会長は顧問に
就く。

三浦半島にある約500管理組合に対して52
管理組合（約10％）、同約36,000戸に対して
9,400戸（約26％）がよこ管ネットに加盟し
ている。今後も横須賀市内はもとより近隣地区
からの会員拡大に努める。また、ソフト、ハード面において
管理組合がマンションの将来を見据えた運営を考え、永住意
識も高まっていることから、これまで以上に管理組合のよき
相談相手、支援組織となるべく活動していく。

基本
方針

主な事業計画
（1）会員組織の拡充
横須賀市内および逗子、三浦、葉山地区への積極的なア
プローチと広報活動を行う
（2）管理組合運営のための細則集の発行
理事会運営やペット飼育、管理組合員名簿に関する細則
など、管理組合が新たに制定する際のモデルとなる細則集
を作成する。
（3）小規模マンション等実態調査
横須賀市から委託を受け、平成15年に市内分譲マンシ
ョンの実態調査、翌年に管理組合の意識調査を実施した。
しかし、その際は3階建て・20戸以上が対象だったため、
今回はこうした小規模マンションと、その後に新しく建て
られたマンション約80を対象に調査を開始する。

総会の後は情報交換を兼ねた交流会を実施

かながわ県央ネット
●6／14

プロミティあつぎ

相談体制の一層の充実を図る

主な事業計画
（1）無料相談会の開催
今年度より、秦野市役所で毎月第4月曜日に無料相談会
を開催。大和市（毎月第4金曜日、大和市役所内）、海老名
市（毎月第4火曜日、海老名市役所内）と合わせ、県央地
区8市のうち3市の行政との連携で無料相談会を開催する。

退任する吉田会長が議長を
務めた

相管ネット
●6／27

相模原市民会館

ADR認証を視野に活動を
基本的活動である各種相談事業・セミナー事
業・修繕支援事業・組合運営支援事業・規約細
則作成補助事業・各種研究視察研修等、今後更
なるマンションの適正化に寄与し、地域の発展
と共に既存マンションの発展できるよう、社会整備の一翼を
担えるよう努力していく。

基本
方針

主な事業計画
（1）マンション管理相談事業
20年度は累計1,114件の相談があった。前期と同様、
セミナー、ホームページ、広報等で呼びかけ、神奈川CPD
制度を利用し、相談員のスキルアップを行う。
（2）修繕支援事業
建物診断・修繕設計・工事監理業務について、相談事業
からの移行が多い。基本的には現況の更なるレベルアップ
を図り、時代ニーズに対応した実務を行っていく。
（3）組合運営支援事業
顧問弁護士、マンション管理士等、国家資格者との提携
を行い、現況の諸問題の解決の場となるよう、ADR認証を
視野に入れた活動を行う。
（4）規約細則作成補助事業
顧問弁護士を有効に活用し、その意見を取り入れながら、
先駆的な細則を協力者（国家資格者等）とともに考えてい
く。

ADR法…
平成19年4月、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進
に関する法律（Alternative Dispute Resolution＝
ADR法）」が施行された。法的なトラブルに巻き込まれ
たものが、その解決のために裁判だけではなく裁判以外
でのトラブル解決方法を選択できる制度。マンショント
ラブルでは管理組合内部の紛争、分譲会社や管理会社と
の紛争など、中には裁判ではなくネットワークの専門家
等により解決できる相談内容もある。
マンション管理組合団体としては、NPO福岡マンショ
ン管理組合連合会（福管連）が平成20年12月、法務大
臣からADR法に基づくマンション紛争解決業務実施の認
証を受けた。その後「マンション問題解決センター」を
開設し、21年4月からADR業務を開始している。
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かながわ県央ネットの存在を県央地区8市の
管理組合に周知し、会員拡大に努める。会員特
典として年2回程度の訪問相談会を実施。毎月
第3日曜日の相談会を含め、相談体制の一層の
充実を図る。

基本
方針

向井邦良 新会長
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調査
Research

居住マナーめぐるトラブル63.4%
──────────── 平成20年度全国マンション総合調査

国土交通省は約5年間隔で実施している平成20年度全国マ
ンション総合調査を行い、発表した。調査は世帯主の年齢から
永住意識、管理規約の改正状況、戸当たり管理費・修繕積立金、
管理状況の満足度、組合員名簿の作成・閲覧状況など、約40
項目。その中で、ここではマンション内のトラブルの発生状況
を取り上げた。

●トラブルの発生状況の内訳 （複数回答）
【居住者間の行為、マナー】

（％）
40
34.8

35
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31.2

30

・調査対象：譖高層住宅管理業協会、譛マンション管理センターを通
じ、無作為抽出した4,522管理組合、および前期管理
組合の理事長等9,322区分所有者
・調査時点：平成20年10月
・回 収 数：管理組合2,167（回収率47.9%）、区分所有者4,599
（回収率49.3%）

25

21.5
18.7

20
15.2

15
10

5.4

5
80

（％）

70

0

●トラブルの発生状況
63.4

違
法
駐
車

（複数回答）

60

ペ
ッ
ト
飼
育

違
法
駐
輪

使バ
用ル
方コ
法ニ
ー
の

生
活
音

50
40

36.8

25 （％）

32.0
30

【建物の不具合】

22.0

20
22.3

18.4

20
10

9.6

12.9

建
物
の
不
具
合

8.6

10

6.0

5.4

3.8
マ居
ナ住
ー者
間
の
行
為
︑

14.4

15
12.2

0

リ専
フ有
ォ部
ー分
ムの

私共
物用
の廊
放下
置等
へ
の

5

管マ
理ン
業シ
者ョ
ン

近
隣
関
係

管
理
組
合
の
運
営

費
用
負
担

管
理
規
約

そ
の
他

発特
生に
しト
てラ
いブ
なル
いは

不
明

3.9

3.0

0
雨
漏
り

水
漏
れ

外
壁
落
下

施そ
工の
不他
良の

関サア
すーフ
るビタ
もスー
のに

関責瑕
す任疵
るに担
保
も
の

集会室がコミュニティー形成の原点
──────────── 国土交通政策研究所アンケート調査結果
国土交通政策研究所では平成20年度「マンションの適正な
維持管理に向けたコミュニティ形成に関する研究」をみずほ情
報総研らとともに実施した。
調査は全国3,150管理組合をピックアップしてアンケート
を実施。その中から特に管理やコミュニティーに関して積極的
な取り組みを行っているマンションを25ほど取り上げ、関係
者にインタビュー調査した。神管ネット関連ではよこすか海辺
ニュータウンのソフィアステイシアが取材対象の25に入った。
調査結果からは、「集会室・会議室」等があると、コミュニ

ティー活動やサークル活動がある割合も高く、理事会の開催頻
度も多い傾向があることがわかった。
インタビュー調査は平成21年度末に研究報告書として取り
まとめる予定。
・調査対象：民間データベース（全国）から抽出した分譲マンション
3,150管理組合
・調査期間：平成20年11月28日〜平成21年2月1日
・回 収 数：1,094管理組合（回収率34.7%）

●集会室・会議室の有無とコミュニティー活動
①小規模型
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④超高層型
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マンション 関 連

よこ管ネット、事務所を移転
よこ管ネットは6月8日、事務所を移転した。
以前と比べて広くなり、駅からも徒歩6分程度と近く、相
談受け付けにも応じやすくなった。
【新住所】
〒238-0011 横須賀市米が浜通1-5
YSビル（富士電業社）301号室
蕁046-824-8133（変更なし）

▲YSビルの外観
▲事務所内の様子

マン管センター、無料登録キャンペーンを延長
譛マンション管理センターでは平成20年9月から開始した
登録料（年5,000円）の1年間無料キャンペーンを今年12
月31日まで延長する。
同センターに登録すると、「マンション管理センター通信」
の無料配布、管理組合活動に関する各種書式のダウンロード、
電話・面談相談、同センター発行出版物の割引購入等の特典
がある。
同センターでは、昭和60年から管理組合登録制度を実施。
現在は全国約8,000管理組合が登録している。
登録申込書書類の請求先：蕁03-3222-1518

埋設ガス管の交換工事に補助金

まち協、
『マンション管理ガイドブック』を改訂
譖かながわ住まい・まちづくり協会は
『改訂マンション管理ガイドブック』を発
行した。まち協は「平成14年に発行し
てから、区分所有法やマンション標準管
理規約の改正など、近年のマンションを
取り巻く情勢の変化等に対応するための
改訂」と説明。
「管理とは何か？」「マンション管理の

ニチモコミュニティから
長谷工スマイルコミュニティへ
浜管ネットの賛助会員であるニチモコミュニティ株式会社
（本社・東京千代田区、篠木利男社長）は6月1日付で、株式
会社長谷工スマイルコミュニティへ社名を変更した。
1月20日付でニチモ株式会社が全株式を譲渡し、長谷工グ
ループの一員となった。
横浜支店連絡先
横浜市西区平沼一丁目2番24号 横浜NTビル1階
蕁045-411-5220

川崎でマン管士会が連合会を発足
神奈川県マンション管理士会川崎支部と首都圏マンション
管理士会神奈川支部川崎部会は4月29日、「川崎」というス
テージで連携することを目的に、川崎市マンション管理士会
連合会の設立総会を開いた。行政との関係で窓口の一本化を
図る。
初代会長は、川管ネット理事の神品勝征氏。設立当初の主
な活動としては、偶数月の第2日曜日10時〜、武蔵小杉の中
原市民館で無料相談会を実施していく。
事務局：蕁044-511-8678

「マンションすまい・る債」
積立管理組合の募集
（独）
住宅金融支援機構が国の認可を受けて発行する「マン
ションすまい・る債」の平成21年度積立管理組合の募集が今
年も実施される。昨年度は8月28日〜10月14日だった。
「マンションすまい・る債」は、元本保証、平成20年度発
行債券の年平均利率0.954％（満期時）、債券は機構が無料
で保護預りするなど、管理組合向け商品として人気が高い。
問い合わせ：住宅債券募集センター
（ナビダイヤル）0570-0860-23
http://www.jhf.go.jp/customer/kanri/smile/index.html

● お 知 ら せ ●
賛助企業のＰＲ情報をお寄せください。掲載は無料で
す。ただし、誌面スペースに限りがあるため、掲載の
有無、内容については編集会議に諮ります。
お問い合わせは編集担当・北見
蕁蕭 045・316・4505
E-mail kitami@k-mansionlife.com
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経済産業省では現在、敷地内に設置してある埋設ガス管の
交換工事に対し、譖都市ガス振興センターを通して補助金の
交付を行っている。事業の正式名称は「経年埋設内管対策費
補助金」。補助率は工事費用の1/2（上限1000万円）。対象
は平成22年1月29日までの間に、工事の開始予定日が申請
日から3カ月以内の件名について。申請は原則として、工事
を行うガス事業者が手続きを代行する。
申請・資料請求・問合せ先：都市ガス振興センター
蕁03-3502-5597（一般・大口ガス事業用）
蕁03-3504-1909（簡易ガス事業用）
URL：http://www.gasproc.or.jp/keinen

ルール」などの基礎編から管理組合運営、長期修繕計画、大
規模修繕などについてわかりやすく解説されており、管理組
合役員初心者向けのガイドブックとなっている。
A4判146ページ。定価1,000円。
問い合わせ：まち協事務局 蕁045-664-6896
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相管ネット
5／9
通常総会と大規模修繕工事の
準備と対策
5月9日、相模原市市民会館で神奈川県マンション管理士
会とともに平成21年度第2回マンション管理セミナーを行っ
た。
「通常総会開催の準備と対策」については、塩畑安久・マン
ション管理士が「委任状や議決権行使書がないと総会が成立
しない」現状を含め、総会関連の正しい理解について解説。
大規模修繕工事については高橋勝治・マンション管理士／建
築設備士が、大規模修繕工事の計画から施工、完工までの流
れを説明した。

相管ネット・
朝野会長のあいさつ

浜管ネット
5／14

知っておくべき」とし、「管理業務主任
者の担当は20以下でないとダメ、緊
急時の対応ができるかどうか」が決め
手と話した。
一方、「緊急時であっても立ち入りを
させないという住民がいる。管理会社
は何やっているんだという理事も少な
くない。これではダメ」という指摘も
あった。管理組合にお任せで管理会社
横浜マリン法律事務所・ への文句ばかりでは「上手な付き合い
石川恵美子先生の講演
方」ができないということだ。

6／20
大規模修繕でのトラブル事例
6月20日、ハウスクエア横浜で「知って得するシーリーズ」
をテーマに技術者部会と専門業部会の合同セミナーを行った。
今回は大規模修繕工事のトラブル事例について、建装工業
の井上幸雄横浜支店長が実際の経験談をもとに話をした。
仮設トイレの位置が悪いから移動しろ、養生シートで風が
入らなくなった、防水施工後に水たまりができるようになっ
た等、数多くのトラブル事例を紹介。管理組合、居住者側の
誰が発注している工事かという理解ができていないレベルで
のトラブルが多いことがわかった。
第2部はデルフィー設計の内田修司・1級建築士による横
浜市のマンション支援事業の紹介。マンション・アドバイザ
ー派遣は2回目まで無料、3回目以降も１万円から8,000円
になるなど、行政の支援事業の風がマンションに向いてきて
いるようである。
蜻トラブル事例を紹介する建装
工業・井上幸雄横浜支店長

専門業部会全体会議
5月14日、横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズで浜管ネ
ット専門業部会（深間浄治会長・㈱シンヨー）全体会議を開
いた。専門業部会は賛助会員で構成し、建築分科会A〜Eグル
ープと設備分科会に分かれ、それぞれに技術者部会の1級建
築士等と合同でセミナーなどのイベントを展開している。当
日現在の賛助会員数は77社。
平成21年度も毎月、セミナー、工事見学会等のイベント
を行う活動計画が承認された。

蜷デルフィー設計の内田修司先
生が行政の支援事業を紹介。
PC等でサポートしているの
はSK化研の江向さん

6／27
今年は横浜ベイシェラトンホ
テルに専門業部会各社が集結
した

6／6
管理会社との上手な付き合い方とは

8

6月6日、浜管ネット総会の記念講演で横浜マリン法律事
務所の石川恵美子弁護士が「管理会社との上手な付き合い方」
をテーマに話をした。
石川弁護士は「基本は国の登録会社であること。直近3年
は黒字であること、親会社との資本関係も重要、財務状況を

管理運営ルールを考える
浜管ネット管理運営部会は6月27日、ハウスクエア横浜で
「管理運営のルール、規約・細則を考える」と題してマンショ
ン管理・運営基礎講座を行った。講師は、マンション管理士、
日本マンション学会東京支部監事の三井一征氏。
今回、三井氏は横浜市が浜管ネットの
協力を得て作成した「マンション管理規
約の手引き」をもとに管理規約や使用細
則、区分所有法、または自分が携わった
経験例と合わせながら解説した。
マンション管理士制度の成立前からマンショ
ン管理の専門コンサルタント業務を行ってい
た三井氏。講演内容はとても体系的だ

役員のなり手の確保策は、一定の条件化で規約を改正して
賃借人や外部の専門家も役員になれる方法や、役員への手当
の支給などについて説明。外部所有者から負担金を徴収する
場合、「通信費等」は徴収額でのトラブルのもと、「管理協力
費」としたほうが時間を割いて役員をやってもらっているた
め理解が得やすいなどとしていた。

川管ネット
5／18
管洗浄のフジクス会社訪問
5月18日、川管ネット賛助会員で排水管や外壁の高圧洗浄
を扱うフジクス㈱の会社見学を行った。参加したメンバーは
川管ネット役員ら。排水管洗浄の様子について、高圧の水の
感覚や管の分岐などを体験した。フジクスでは、管理組合や
管理会社社員などを対象に、随時体験学習を行っている。
問い合わせ：蕁044-245-0822 担当：高木

防水修繕、鉄部等塗装修繕など。このほか、劣化のみではな
く「住んでいて不便と感じるところ」
（管理組合理事）の補修
も行った。例としては、集会室へのインターホンの設置。こ
れまでは管理室にだれもいなくて理事会等を行ったとき、エ
ントランスでの対応ができなかった。集会室のシューズボッ
クスの更新。以前はシューズボックスがなく、新聞紙を広げ
て靴を置いていた。他にもエントランスにスロープを設置、
掲示板を既存より明るく住民が見やすいところへの移動など。
川管ネット理事等、約20人が参加した。

6／21
新任理事の管理セミナー
6月21日、川崎・高津市民館第6会議室で「新任理事のマ
ンション管理セミナー」と題して、熟練理事長経験者との交
流会を行った。川管ネットの初の試み。
「新しく理事長になったが何をしていいのかわからない」
「無関心の組合員への対応はどうすればいいのか」等、新任理
事からの問いかけに、「まずは過去の議事録を読むこと」「管
理費等の滞納者へは早めの手当てが必要」など意見交換が行
われた。滞納問題には実際の裁判例についての経験談をもと
に話があった。参加者にとって、こうした生の声を聞く機会
は貴重なものといえるだろう。

透明管を使って排水管洗浄の仕方を 高圧洗浄で汚れを削り落している様子
目で体感

今回は滞納問題の裁判例に
注目が集まった

かながわ県央ネット
高圧洗浄を実際に体感している神品 福本理事も体感。
「分岐が難しい」
理事

5／23
１回目の大規模修繕見学会
5月23日、ダイアパレス川崎パークサイド管理組合（築
13年61戸RC造）の大規模修繕工事見学会を行った。工事
内容は1回目ということもあり、外壁下地補修、仕上げ修繕、

集会室にはシューズボックス。外壁補修、防水な
どの大きな工事も肝心だが、普段の利便性なども
大規模修繕工事に取り入れて行うことも参考にし
たい

高齢化社会の管理組合運営のあり方
6月14日、かながわ県央ネットでは総会後に特別講演会を
開いた。1部は県土整備部住宅課の内倉一信主幹らが神奈川
のマンションを取り巻く状況等を、2部では譛マンション管
理センター総合研究所の廣田信子主席研究員が「高齢化社会
の管理組合運営のあり方」と題して講演した。
廣田氏は「あるマンションで真っ暗なお宅があった。お住
まいの高齢の女性がいうには『自分で電球を代えられないの
で、次に息子が来るまで待っている。夜は早く寝ればいいん
だし』。これはいけないと思って、そのマンションでは支援組
織を作ったという例がある」と紹介。
「管理会社でもそういう
サービスをやっているが、適切な対応をするには管理組合も
勉強する必要がある」と指摘。自治会や管理組合からのお知
らせ等は「紙を配れば済む、配ったから終わり」ではない。
大事なことは大きな字でA4の紙1枚で配布する。高齢者対応
はフォローが大事だという。孤独死についても「完全には防
げない。問題はいかに早く発見するかだ」と述べた。

わかりやすい話し方で今後の
マンション住民間の高齢者支
援体制を説く廣田氏
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工事見学会では普段見ぬ屋上へ上が エントランスにスロープ設置
って説明を聞くこともある

6／14

9

戦後の建設業界は新築が中心に発展してきた。「改修」という発想は日本住宅公団（現都市再生機構）が昭和30年代、
大量供給をはじめた集合住宅のメンテナンスに歴史がはじまる。その後の新築ラッシュと同時にストック数もどんどん増
え、外壁改修等に専業の塗装会社が実績をあげていくようになった。
しかし、高度成長期とともにマンション建設ラッシュは続き、現実的に社会的な位置づけとして改修専業はゼネコンの
下に置かれていた。さらにバブル崩壊後も改修専業会社の倒産が重なり、ゼネコンコンプレックスは拭いきれなかった。
とはいえ、マンション供給が満タン状態の悲鳴のなか、新築ではなく既存ストックのメンテナンスへと建築業界の視点
がシフトしていく。そこに居住しながらの工事についての専門的な知識を有する改修専業会社への期待が望まれるように
なった。
ここにきて改修業者131社で構成する譖マンション計画修繕施工協会（MKS）が工事完成保証制度を確立した。次い
でNPO全国建物調査診断センターも制度をスタートさせた。保険会社や保証機関を加えた制度の開拓である。「この10
〜15年の間に管理組合、設計者、改修専業会社を含めて業界全体の技術レベルが高くなり、体系化されてきたことのあ
らわれだろう」という専門家もいる。ここに改修業界の新しい1ページが刻まれていることを期待したい。

●一般社団法人マンション計画
修繕施工協会（MKS）
坂倉徹会長（㈱サカクラ社長）。2008年12月設立。マン
ションの大規模修繕から設備改修等を手がける全国の改修専
門工事業者で構成する。主な事業内容はマンション改修専門
工事業種の確立、改修施工の調査研究、行政施策の普及・啓
発など。今年5月1日、大規模修繕工事を対象とする工事完
成保証制度、長期間の瑕疵保証制度をスタートさせた。会員
社数は5月末日現在、正会員131社、賛助会員49社。
協会事務局：東京都港区西新橋2-13-5-2F
蕁03-5512-2798
◆保証制度の名称：「MKS完成保証・瑕疵保証制度」
制度の概要：
会員企業に事故（倒産・廃業等）が発生した時にその債
務を同協会が代行する。瑕疵保証制度では、外部機関によ
る品質検査を設け、会員外企業との差別化を図る。これに
より、会員企業は高品質の施工を心掛けなくてはならない
仕組みだ。
◇引受保険幹事会社：三井住友海上火災保険㈱
◇代理店：㈱ジャパン インシュアランス エージェント
㈱建設産業振興センター

6月22日、マンション計画修繕施工協会（MKS）は会員各社、建築専門
家や管理組合などの関係者を集めて保証制度の説明会を行った

◇これまでの工事完成保証とは

10

これまでは「資本金や売上高が元請け業者と同等規
模以上」の工事保証人（第三者である他の業者）の保
証を取り付けるよう管理組合側が元請け業者に要求し、
万一元請け業者が倒産した場合はその工事保証人に責
任を持って工事を完成させ、工事が途中で放置される
ような危機を回避しているケースが多かった。
ただし、保証人は必然的にライバル会社となり、談
合の温床につながるシステムだとする声が業界の内部
からも上がっている。

会 員
工事請負契約内定時
保証審査員

①保証申込書・契約書（案）の写し
誓約書を提出

着

工

品質管理チェックシートを
用いたプロセス管理

④
工
事
品
質
検
査
委
託

②審査を行い
その適否を判断し、
会員に通知

工事完了

⑥
検
査
・
手
直
し
完
了
の
報
告

③工事品質検査を依頼

品質検査を受ける
竣

工

顧客へ保証書提出

⑤品質検査を行い、
合格まで手直し
等を指示・確認

外部品質検査員

⑦保証書発行

（図）MKS瑕疵保証制度のフロー

●NPO全国建物調査診断センター
吉野笙一理事長。2003年11月設立。主な事業は工事完成
保証制度の運営、消費者からの相談対応活動、優良事業者の
斡旋・紹介、工事設計管理業務など。工事完成保証制度は、
保証機関である㈱ジェイ・モーゲージバンク（JMB）、譖建
物修繕技術協議会（建修会）との三者共同で今年6月、正式
にスタートした。
業務センター：東京都中央区銀座7-17-5-7F
蕁03-6278-0424
◆保証制度の名称：「マンション大規模修繕工事完成保証制度」
制度の概要：
請負工事業者が倒産などの事由により修繕工事が中断し、
継続の見込みが立たなくなった場合の①役務保証②金銭保
証を行う。
①役務保証：ジェイ・モーゲージバンク（JMB）と全国
建物調査診断センターが当該修繕工事の代替施工業者
などを手配し、工事の完成までを保証する。
②金銭保証：前払金を伴うエ事において、支払金額と出
来高に差異が生じ、発注者が損害をこうむる場合に、
NPO全国建物調査診断センターが工事の出来高の査定
を第三者機関に依頼・実施し、ジェイ・モーゲージバ
ンク（JMB）が支払金額と出来高の差額を支払う。
◇㈱ジェイ・モーゲージバンク（JMB）
住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン【フラット
35】を専門に取り扱う金融機関
◇譖建物修繕技術協議会（建修会）
マンションの大規模修繕工事を専門に手がける改修業者
12社で構成する社団法人

……………… 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21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

順位

管理会社

総
総合
合管
管理
理
とは・・・
とは・・・

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
基幹事務 ● 出納
の 内 容 ● 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

組合数

棟数

戸数

加入ネット

852

1,154

55,636

神 浜 川 よこ

1

㈱東急コミュニティー

2

㈱大京アステージ

1,085

1,180

55,473

浜 川

3

日本ハウズイング㈱

737

914

43,271

浜 よこ

4

三井不動産住宅サービス㈱

526

686

39,646

浜 川

5

JS日本総合住生活㈱

123

1,586

34,818

―

6

三菱地所藤和コミュニティ㈱

411

570

32,511

浜

7

㈱長谷工コミュニティ

225

271

27,667

―

8

ナイスコミュニティー㈱

545

564

26,099

浜 川

9

―

389

445

24,319

住友不動産建物サービス㈱

272

351

21,490

浜

11

明和管理㈱

388

397

18,691

浜 よこ

12

相鉄企業㈱

106

197

12,900

浜

13

大成サービス㈱

171

296

12,306

―

14

ダイアコミュニティサービス㈱

258

262

12,168

神 浜

15

野村リビングサポート㈱

201

214

11,964

―

16

伊藤忠アーバンコミュニティ㈱

138

169

11,516

―

17

丸紅コミュニティ㈱

148

201

9,743

―

18

㈱合人社計画研究所

125

164

8,180

―

19

㈱東京建物アメニティサポート

76

92

6,371

―

20

ホームライフ管理㈱

55

189

6,344

―

21

㈱ライフポート西洋

116

116

5,645

浜

22

㈱ハリマビステム

125

128

5,340

―

23

譛若葉台管理センター

15

66

5,195

浜

24

ユニオン・シティサービス㈱

109

117

4,583

―

25

㈱ダイワサービス

89

89

4,386

―

26

住商建物㈱

26

47

4,363

―

27

六華㈱

92

98

3,829

―

28

長谷工スマイルコミュニティ㈱

29

ジャパンコミュニティ㈱

30

51

72

3,518

浜

111

114

3,296

―

横浜サンユー㈱

48

57

2,830

神

31

双日総合管理㈱

21

26

2,580

―

32

㈱菱サ・ビルウェア

52

60

2,484

―

33

東横ハウスサポート㈱

20

22

690

よこ

34

昭和管財㈱

12

13

558

よこ

合

計

7,718

10,927

520,410

Kanagawa Mansion Network 10

㈱コスモスライフ
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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。

マンション管理

改修一般

企 業 名
所 在 地
マンション管理 神 浜 川 よこ 首都圏第三事業部

P R

（神奈川エリア担当）
蕁045-910-1471
蕭045-910-1472
東急コミュニティー http://www.tokyu-com.co.jp

株式会社

マンション管理

浜 横浜市港北区新横浜2-5-5
住友不動産建物サービスは、

住友不動産建物
サービス株式会社
マンション管理

サービス株式会社
浜 よこ

日本ハウズイング
株式会社
マンション管理

横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1
相鉄岩崎学園ビル9階
蕁045-316-3939
http://www.dia-kanri.jp

サービス株式会社
浜 よこ

明和管理株式会社

居住者の立場に立ったワン
ランク上の、充実した管理
サービスをご提供いたしま
す。

ダイアコミュニティサー
ビス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。

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。

横浜支店
横浜市中区本町4-43
セボン関内第2ビル
蕁045-661-2881

浜 川 本社

三井不動産住宅
マンション管理

蕁045-472-2501（代表）
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

神 浜 横浜支店

ダイアコミュニティ
マンション管理

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。

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。

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8
第一安田ビル
蕁045-316-6846
http://www.meiwa-kanri.co.jp

私たちは「人に優しい住環
境」の創造を目指し、豊富
な経験とノウハウでご満足
のいく管理をご提供してお
ります。

所 在 地
浜

工藤建設株式会社
大規模修繕

株式会社
アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

株式会社

P R

リノベーション営業課
蕁045-911-5438
蕭045-911-5951
http://www.kudo.jp

リニューアルに関する
お問い合わせは
リノベーション営業課まで
（東証２部上場）

浜 第二事業本部 リニューアル部
相模鉄道グループの中で地

相鉄建設株式会社

横浜市西区南幸2-1-22相鉄ムービル6Ｆ
蕁045-317-7314
蕭045-317-7313
daimon-2@sotetsu-renewal.com

域に密着したゼネコンとし
て、
「お客様」にパートナー
として信頼され、より良い
関係を継続できる企業です。

蕁044-777-5158
蕭044-777-5120
office1@rngoto.com
http://www.rngoto.com

神 浜 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

大規模修繕 浜 川 よこ 央 川崎市川崎区大島3-36-7

株式会社カシワバラ・
コーポレーション
大規模修繕

蕁044-211-1596
蕭044-211-1597
薔0120-00-4095
http://www.tosocio.com

蕁045-753-5700（直）
蕭045-753-5835
k̲yamamuro@sakakura-kk.co.jp
http://sakakura-kk.co.jp

大規模修繕 神 浜 よこ 央 横浜市南区高砂町2-19-5
蕁045-225-8200
蕭045-225-8201
info@daiwa-co.com
http://www.daiwa-co.com

株式会社大和
大規模修繕

よこ 横須賀市森崎1-19-18
蕁046-830-5481
蕭046-830-5482
fujibow@bird.ocn.ne.jp
http://www.fujibow.co.jp

株式会社富士防

浜 よこ 央 （本

社）蕁046-834-5191
（東 京 支 店）蕁03-3736-7751
（横 浜 支 店）蕁045-595-0601
（北関東営業所）蕁048-449-0091
http://www.yokosoh.co.jp

株式会社
ヨコソー
大規模修繕

蕁045-290-3222
蕭045-290-8363
sugimoto@ruxy.co.jp
http://www.ruxy.co.jp

ラクシー

浜 川 よこ 横浜支店

建装工業株式会社

横浜市西区平沼1-11-12ＫＭＨビル6階
蕁045-290-6090
蕭045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp

大規模修繕 神 浜 川 よこ 央
川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4771
J-fukama@sinyo.com

シンヨー
株式会社
大規模修繕
加入するネットワークの略号蜷 神

神管ネット

相 相管ネット

浜 浜管ネット

川 川管ネット

よこ よこ管ネット

湘 湘管ネット

央 県央ネット

●広告掲載のお問い合わせ●
蕁蕭 045-316-4505
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E-mai kitami@k-mansionlife.com

担当：㈲ライフデザイン・北見

建物診断は無料！建築及び
大規模修繕まで皆様の大切
な財産の維持向上の実現を
サポートさせていただきま
す。任せて安心IKATSU
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！
し、集合住宅大規模修繕工事施
工28年間の歩み、1094管理組
合・5225棟・180610戸の施工実
績『不断の努力』を社訓に総合
仕上工事業を目指す企業です。
地元神奈川で地道に積み上
げてきた実績をもとに、
「環
境問題」
「地域社会への貢献」
など、社会テーマを見据え
ながら着実に前進している
会社です。
当社は、ビル・マンション
の防水・改修工事のプロと
して常に皆様のニーズにお
応えできる技術と品質を提
供してまいります。

建物の修繕工事を手がけ
て100年。私達は経験と実
績をいかしより良い品質
をご提供する工事のプロ
フェッショナル集団です。

浜 横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所） リニューアル工事によって

株式会社
大規模修繕

P R
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。

神 浜 よこ 横浜市磯子区岡村7-35-16 豊富な経験と確かな知識を生か

株式会社サカクラ

大規模修繕

総合建設
企 業 名
大規模修繕

企 業 名
所 在 地
大規模修繕 神 浜 川 よこ 川崎市中原区新城中町16-10

浜 央 神奈川支店

ヤマギシリフォーム
工業株式会社

横浜市中区本町2-10横浜大栄ビル8階
蕁045-227-8231
蕭045-227-8232
http://www.ymgs.co.jp

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。
弊社は、改修工事専業会社
として、30年近くにわたり、
確かな実績を持ち、業界の
トップクラスの実績を維持
させていただいております。

創業以来76年、地道に発展
を続け、平成18年度売上実
績で106億円、マンション
改修実績で60億円を超すま
でに成長致しました。
弊社は塗装業として創業150年以上
の歴史を誇り、マンション大規模
修繕工事の実績は30年以上20万戸
数を超えました。その培った経験
とノウハウを皆様お住まいのマン
ションにお役立て致します。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

建材メーカー・販売

給・排水設備改修
企 業 名
所 在 地
給・排水設備改修 神 浜 川 横浜市金沢区鳥浜町4-18

株式会社
神奈川保健事業社

蕁045-772-1424
蕭045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

給・排水設備改修 神 浜 よこ 横須賀市大矢部2-9-20
蕁046-835-0630
蕭046-835-1218
tokken@daijin.co.jp
http://www.daijin.co.jp

株式会社
大神設備工業

給・排水設備改修 浜 央 よこ リニューアル事業部

川本工業株式会社
給・排水設備改修

浜 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

京浜管鉄工業
株式会社
給・排水設備改修

浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2
川

フジクス株式会社
給・排水設備改修

横浜市中区寿町2-5-1
蕁045-662-2759
蕭045-662-2780
http://www.kawamoto-ind.co.jp

蕁044-245-0822
蕭044-245-0824
jetmen@fujiks.com
http://www.fujiks.com

P R
『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。
「より快適な環境の維持」を
テーマに、給排水各種設備
の調査診断、改修工事、メ
ンテナンスまで、確かな技
術と細やかな対応をお約束
します。
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。
設備工事の55年にわたる経
験により培った技術力を生
かし、ご満足いただける工
事を提供させていただきま
す。

文化興業株式会社

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。

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。

株式会社
塗料メーカー・販売

所 在 地
浜 横浜市西区平沼2-2-7

藤澤電気株式会社

蕁045-312-2225
蕭045-312-2515
fdk@f-denki.jp
http://www.f-denki.jp

浜 よこ

日本ペイント
株式会社

P R
当社は提案・設計・施工・
管理までトータルに行って
いる電気設備工事の専門家
集団です。ホームページ
（http://www.f-denki.jp）にて
実績をご覧下さい。

東京都千代田区東神田2-5-12
龍角散ビル6Ｆ
蕁03-5835-3350
http://www.t-matex.co.jp

マンションの開放廊下や
共用階段用の床材に特に
力を入れております。詳
しくはホームページをご
覧ください。

日本ペイントお客様センター
蕁03-3740-1120
蕁06-6455-9113
http://www.nipponpaint.co.jp

絶えざる挑戦を通じて、
常に色彩とコーティング
技術の先端に。私たちが
めざすのは、『21世紀のグ
ローバルエクセレントカ
ンパニー』です。

サッシ改修
企 業 名
所 在 地
浜 よこ ビル改装事業部 改装神奈川営業所
サッシ改修

トステム株式会社

横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー33Ｆ
蕁045-225-5083
蕭045-225-5084
http：//www.tostem.co.jp

P R
トステム株式会社は、国内最大手のア
ルミサッシメーカーです。現在、お使
いの窓や玄関ドア、手摺を新築と同じ
性能へリニューアルし、資産価値向上
のお手伝いをさせていただております
ので、お気軽にご相談ください。

設備機器販売
企 業 名
所 在 地
防犯カメラ・防犯機器 浜 セキュリティ事業部

ワークヴィジョン

P R

東京都墨田区緑4-20-7 アステ21 2階
蕁03-5600-7352
蕭03-5600-7353
camera@nnv.co.jp
http://www.nnv.co.jp

防犯カメラの提案から設計、施工、
保守に至るまで、自社一貫体制で
地域の皆さまに貢献しておりま
す。防犯カメラ設置のご相談から
防犯相談まで、何でもお任せ下さ
い。日本防犯設備協会、神奈川県
防犯設備士協会 会員

金融・保険
企 業 名
保険

所 在 地

グッド保険サービス
浜 よこ

三菱電機クレジット
株式会社

P R

浜 川 よこ 湘 東京都渋谷区代々木1-57-2
取り扱い損保会社7社の比較

株式会社
金融

電気設備改修
企 業 名
電気設備改修

タキロンマテックス

株式会社日本ネット

よこ 本社：横須賀市米が浜通2丁目4番地 創業60周年。水漏れ、排水管詰まり
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

浜

ドルミ代々木408号
薔0120-77-8160
蕭03-5302-6054
ito@goodhoken.co.jp

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。

東京都品川区西五反田1-3-8
蕁03-5496-9497
薔0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

大規模修繕から防犯カメラ
等設備工事まで、マンショ
ン管理組合様専用のトータ
ルファイナンスをご提案し
ます。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

建材メーカー・販売
企 業 名
塗料メーカー・販売 神 浜 よこ 央

関西ペイント販売
株式会社

所 在 地

P R

当社は塗料の製造・販売を
東京都大田区南六郷3-12-1 している会社です。これか
らも管理組合の皆様に有益
蕁03-5711-8905
である「環境配慮形高性能
http://www.kansai.co.jp
塗料」を開発・提供するこ
とで貢献していきます。

加入するネットワークの略号蜷 神

神管ネット

相 相管ネット

浜 浜管ネット

川 川管ネット

よこ よこ管ネット

湘 湘管ネット

央 県央ネット

旧理事の総会議案を新理事が実行するのはおかしい…に対する回答
― あるネットワーク役員のひとりごと ―
避ける方法は1つ。役員の半数改選だ。2年任期の半数改選とすれ
ば、
半数の人は実際に事業計画と予算案を決めた理事になるわけで、
少なくとも計画者と実行者の半数が同じ人ということになり、冒頭
の質問の疑問はこれで解決する。
ただし、2年任期、半数改選にするためには管理規約改正など総
会決議を要する。簡単には実行できないが、管理運営が良好な管理
組合の多くで導入しているのも確かだ。
1年交代だけれども、輪番制で決まっている次期理事候補を3カ
月前くらいから実際の理事会にオブザーバーとして参加させ、意見
や感想のみを言えるようにする方法もある。しかし、総会前で正式
に選ばれていないのだから理事会での議決権はない。これでは「お
かしい」という疑問は解消できないままである。
◇
理事になるもの嫌！という人も多いだろうが、みなさんの財産は
専有部分だけではなく、マンション全体の共用部分も含まれる。よ
り多くの人が管理組合運営に興味を持つようになってもらいたいも
のだ。
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「うちの総会は、旧理事が考えた事業計画と予算案を新理事が実
行することになるんですが、なんかおかしい気がしています」。あ
るセミナーの質疑応答で、そんな声が上がった。
管理組合総会の平時の承認事項は、①前年度事業報告＆決算報告
②次年度事業計画＆予算案③新任役員の選任、が一般的だ。①②は
現役役員があらかじめ理事会で先議し、総会で承認を得る。そして
③の新任役員が②を実行する。
つまり、新たな理事は前任者が決めたことを実行するのみで、事
業計画や予算案への口出しは皆無。当然のことながら、これはおか
しいという声が少なくない。
あるマンションで。前年度理事会が管理棟の改修を決め、事業計
画も予算案も総会の承認を経たが、次年度理事会が「時期尚早」と
先延ばしにかかった。ところが、総会決議に反していると住民から
クレームがついて、あたふたと改修工事を実行しなければならなく
なった。このクレームは法律上も正当。次年度理事会、つまり現理
事会が自分たちで決めていないこととはいえ、総会決議に反するこ
とはできなかったという事例である。
こうした、前理事会と次年度理事会の意思の引き継ぎトラブルを
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会員
ション
マン
紹介

サープラス柿生
管 理 組 合

Ｎ
Ｐ
Ｏ
川 管 ネ ッ ト
正
会
員

は理事会に保全部を設けていることで対応する要素を作
っているのだ。日頃から役員がよく建物を管理している
結果である。
自らの財産を守るという点からも、ここは任せるより
「自分たちでやる」という管理組合の方向性を表してい
るように思う。
こうした方法で、大規模修繕はもちろん、全戸窓枠サ
ッシ交換、給水脱気装置の設置、エレベーター更新、地
デジ対応など、建物全体もしくは生活全体をみた建物管
理をしているのだ。

人材不足の悩みはこれから解決

任せるところは任せても
やるところは自分たちで
任せるところは任せる。自分たちでやるところはやる。
「管理組合運営がしっかりしている」というのはそうい
うことではないか。
サープラス柿生管理組合は、ビル管理会社として実績
のある管理会社に管理業務を委託しているものの、基幹
事務（11p「総合管理とは…」参照）、つまり会計の調
整、出納、建物の維持管理や修繕の調整については自分
たちで行い、管理員、清掃、建物・設備管理業務と基幹
事務以外の事務管理業務は管理会社に任せている。
今回取材にご協力いただいたのは、山際健一理事長と
岩田彰自治会長。岩田会長は管理組合の会計担当理事を
兼ねる。
通帳、印鑑は管理組合内の分別保管。小修繕や消耗品
の支払いはすべて管理組合が行っている。印鑑を持つ理
事長の承認がないと支出ができない仕組みで、金銭管理
は管理組合が自分たちで行っているのだ。

とはいえ、築35年も経てば住民の高齢化や賃貸化な
どから、役員の成り手が問題となっている。これまで通
り、居住する区分所有者だけでは役員候補が足りなくな
ってきているのだ。店舗はすべて東和開発に単独の所有
権があり、不在区分所有者が半分近くなっている。
こうなると、「今すぐではないが」と理事長。「遠い将
来には外部管理者なども視野に入れておかなければなら
ないのでは」と不安を口にする。
現在、管理組合はハード面、自治会はソフト面と割り
切って活動。それでも自治会には管理組合理事が常任。
目的は異なっても人材を補い合うことで、マンション全
体の連携を保っている。
夏の夕涼み会、全体清掃の美化運動、消防訓練、総会
後の懇親会など、コミュニケーションは重視していきた
いという。
65歳以上を対象とする敬老の日の記念品贈呈には、
「ほとんどの人が当てはまるようになっては困るんだけ
ど」と理事長は話す。
それでも新宿まで約30分、小田急線柿生駅の目の前、
病院・銀行はマンション内、閑静で大手スーパーもすぐ
そばという立地はまさしく好条件だ。貸すのにも好都合
といえるが、今後は立地条件だけでなく、管理組合活動
でも評価されるマンションという理解が周知されれば、
人材離れを解決できるのではないだろうか。
■マンションデータ

長期修繕計画も自前
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建物の修繕関係は専門家に頼らず、自分たちで掌握し
ながら実施する。
長期修繕計画も自前。工事金額等は過去の業者からの
見積りをもとにデータ化。20年の長計を自分たちで作
り、これを基本ベースに少しずつ手を加えて現状の計画
を維持している。
長計をもとに修繕計画を総会にかけるため、理事会役
員は毎年、次に何を修繕するのかを把握している。次の
修繕項目は大丈夫なのか、修繕しなければいけないのか
を管理組合で決めて、必要であれば業者に調査を依頼し、
修繕工事を発注する。
理事全員が唯一の専門委員会である大規模修繕委員会
に加入していること、日常の建物管理・小修繕に関して

築35年・1，2階店舗、住戸61戸・1棟・8階建て
建物構造 …………………………SRC造（1〜4階）、RC造（5〜8階）
敷地面積 …………………………1,351.67㎡
建築面積 …………………………1,154.78㎡
管理費の戸当たり㎡単価 ………約188円（住戸部）
修繕積立金の戸当たり㎡単価 …約188円（住戸部）
駐車場 ……………………………なし
駐輪場 ……………………………なし
分譲業者 …………………………㈱東和開発
建設業者 …………………………㈱フジタ
管理業者 …………………………㈱ヨコソー
管理形態 …………………………部分管理。出納・会計以外を管
理会社に委託
管理員の勤務形態 ………………常駐
理事会 ……………………………月1回
メンバー構成 ……………………理事7人・監事1人
任期 ………………………………2年

DATA

イベント情報 ■■

浜管ネット

蕁045-911-6541

かながわ県央ネット

蕁046-264-6054

技術者部会・専門業部会合同セミナー

第5回マンション管理セミナー

日

時：7月25日（土）9：30〜12：30

日

時：9月5日（土）13：30〜15：00

場

所：横浜近代美術館

場

所：大和市商工会議所

（みなとみらい線元町・中華街駅徒歩8分）
テーマ：「事例で学ぶ

テーマ：「管理組合運営のHOW TO」

給水・消火設備の仕組みと改修工事」
講

（小田急線、相鉄線大和駅徒歩3分）

師：町田信男氏（技術者部会）
、
建装工業㈱・新藤孝氏（専門業部会）

講

師：弁護士・河住志保氏（横浜開港法律事務所）

参加費：無料
定

員：40人

資料代：正会員無料、会員外1,000円
定

員：60人

新 会 員 紹 介
◆正 会 員

給水管改修工事見学会
日

時：8月9日（日）13：30〜16：30

場

所：サニーヒル今宿住宅サニーヒル会館

名 称
グリーンヒル武
管
理
組
合

加入ネット

棟数

戸数

竣工年

よこ管ネット

1

35

1983

（相鉄線鶴ヶ峰駅バス「今宿中学校」下車）

南林間パールハイツ
管
理
組
合

県央ネット

1

29

1975

テーマ：「給水システムの変換と埋設給水管の更新」
工事概要：サニーヒル今宿住宅管理組合（築26年・

金沢シーサイドタウン
並木2丁目第9住宅管理組合

浜管ネット

26

246

1983

236戸）、設計監理・㈲トム設備設計、施

サニーヒル今宿住宅・
団地管理組合法人

浜管ネット

40

236

1982

工業者・京浜管鉄工業㈱、直結給水方式
へのシステム変更、埋設給水管の更新
資料代：正会員無料、会員外1,000円
定

員：40人

川管ネット

蕁044-222-5136

◆ 賛助会員
名 称
クリーンホーム21

加入ネット

主な業種 資本金
共用部分・専有
よこ管ネット
500万円
部分清掃業務

設立年
1993

野 口 興 産 ㈱ 浜管ネット

建築資材
6,000万円
販売

1973

化研マテリアル㈱ 浜管ネット

建築資材
5,000万円
販売

1970

正会員対象のセミナー＆情報交換会
日

時：9月19日（土）13：30〜16：30

場

所：川崎市生活文化会館てくのかわさき
（JR武蔵溝ノ口駅、東急田園都市線溝の口駅徒歩5分）

テーマ、講師等、詳細は未定

よこ管ネット

【お詫びと訂正】
2009年4月発行の第9号13ページにおいて、「株式会社
トステム」とありますが、正しくは「トステム株式会社」
です。また、15ページ新会員紹介で「東逗子ハイツ団地
管理組合」とありますが、正しくは「東逗子団地管理組
合」です。関係各位にお詫びして訂正いたします。

蕁046-824-8133

新任役員基礎セミナー
日

時：7月25日（土）13：30〜

場

所：ヴェルクよこすか6階第1会議室

〜1年単位で役員の役割に
取り組むための考え方〜」
講

師：村井忠夫氏・マンション管理評論家
(前マンション管理センター主席研究員）

資料代：会員無料、会員外500円
定

員：60人

Kanagawa Mansion Network 10

（京急横須賀中央駅徒歩6分）
テーマ：「管理組合を動かしていくスケジュール
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編 集 後 記

新 会 員 募 集

大規模修繕工事を手掛ける㈱ヨコソーさん東京支店が
新社屋を建てたので訪問した。3階建てで屋上には立派
なソーラーパネルがある。上がってみると、高所が怖い
と感じる自分がいた。これまでは「バカと煙は高いとこ
ろが好き」などと自分を形容していたのに。ヨコソー専
務曰く「年をとると三半規管が弱くなるんだよ」。はしご
を降りるときには手の平が汗でびっしょり。40過ぎ。
こんなことで年を感じるのって、ものすごくショッ
ク…（Y）

各地域ネットでは、マンション管理組合の正会員
を随時募集しています。
管理組合の年会費は、各地域ネットによって異な
りますが、20戸で年間1万円、100戸で年間2万2
千円が目安です。
詳しくは、下記組織図を参照の上、各地域ネット
に直接お問い合わせください。
マンション関連企業の賛助会員も募集中です。

神管ネット組織図
ＮＰＯ横浜マンション管理組合
ネットワーク（浜管ネット）

ＮＰＯ相模原マンション管理組合
ネットワーク（相管ネット）

http://www.hamakan-net.com
蕁 045-911-6541

http://www.so-kan.net
蕁 042-855-0555

定期無料相談：毎週土曜午後 ハウスクエア横浜

無料相談：随時

ＮＰＯかわさきマンション管理組合
ネットワーク（川管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp
蕁 044-222-5136

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）

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.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359

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

定期無料相談：
毎週木曜 まちづくり公社ハウジングサロン
毎月第 1 土曜（原則） 各区の市営公共施設

横浜市中区弁天通 3-48
譖 かながわ住まい・まちづくり協会内

ＮＰＯ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.kawakan-net.or.jp/syokan-net
蕁 0467-46-5571

ＮＰＯかながわ県央マンション管理組合
ネットワーク（かながわ県央ネット）
http://kenou-net.jp
蕁 046-264-6054

http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133

定期無料相談：
毎月第 4 火曜午後 海老名市役所附属棟会議室
毎月第 4 金曜午後 大和市役所広聴相談室
毎月第 4 月曜午後 秦野市東海大学前出張所

定期無料相談：毎月第 2 土曜午後 ヴェルクよこすか

事業内容

事務局所在地

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。
（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

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

※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。

会員状況報告
日住協

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

県央ネット

神奈川県支部

合

計

129組合

30組合

52組合

29組合

13組合

15組合

41組合

309組合

26,740戸

4,635戸

9,369戸

1,657戸

1,393戸

3,010戸

8,209戸

55,013戸

※平成21年6月30日現在
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400

横浜市中区本町2-10 横浜大栄ビル8階 Tel.045-227-8231
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