
理事会決議を経た案件につき、理事会で反対した
理事は総会でも反対できるのか―。
マンション標準管理規約第37条（役員の誠実義

務等）には「役員は（中略）総会及び理事会の決議
に従い、」とある。仮に当該案件に理事会で反対し
た理事も総会では理事会決議に従い、少なくとも反
対はできないのではないかと思うのだが、実際はそ
う簡単ではないようだ。
ある人が「反対の意思を認めることも民主主義の

原則であり、理事会で反対し、総会でも反対する権
利は、その理事の固有の自由意志の権利で認めざる

を得ない」と助言をくれた。
わかったようでわからず「理事の固有の自由意志の権利とは？」「規約37条

の『理事会の決議に従い』に想定された具体例は？」「多数決に従うことも民
主主義の原則であり最大の要請ではないか？」等々、疑問は尽きない。
そもそも理事会の中に異を唱える役員を公認していては、閣内不一致で組合

員に無用な不安を与え事業遂行の妨げにしかならないのではないか。どうして
も反対ならば理事を辞任して一区分所有者としてすればよいのだ。いつでもど
こでも自由勝手に何でも言えることが民主主義とは思えない。
とはいえ、個人の自由意志の表現と理事としての業務執行義務とは、本来別

のことで、業務執行義務さえ果たせば総会で理事会決議に反対の表明は許され
ると言えそうな気もする。皆さんはどう考えますか？

前号で紹介した電障施設の改修費助成（受付期間5月11日～12月28日）
に加え、「集合住宅の改修」、条件によっては「ケーブルテレビ加入・移行」も
助成制度の対象となった。申請受付は8月17日～来年1月15日。助成額は戸
当たり3.5万円以上の工事費の1/2。
また、受信障害紛争処理事業として、受信者や受信障害施設の管理者等との

間に発生する民事的な紛争を対象に、法律専門家による相談、調停を行う。神
奈川県内からの受付は11月以降。
デジサポ神奈川　蕁045-633-9570 1
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●今号の目次

全管連代表者会議

2009年度活動方針

全国マンション問題研究会

10月17、18日横浜大会開催

バリアフリー

若葉台住宅の取り組みと
行政の補助制度

大規模災害対策

大規模団地の消防訓練、
火災警報器の設置義務など

What’s New?

マボリシーハイツ、国交省・
住生活月間功労賞

神管ネットCPD事業の案内

1／31まで全12回
セミナー&見学会

各地域ネットの活動報告

相模原で防災セミナー等

管理組合基礎講座

マンション防犯化への取り組み①

賛助会員ガイド

野村リビングサポートを新掲載

会員マンション紹介

金沢シーサイドタウン並木
2丁目第9住宅管理組合

イベント紹介

定期総会＆セミナーのご案内

2p

3p

4p

5p

6p

7p

8p

10p

12p

14p

15p

C O N T E N T S

役員の誠実義務とは…役員の誠実義務とは…役員の誠実義務とは…役員の誠実義務とは…
理事会決議を反対できるか理事会決議を反対できるか理事会決議を反対できるか理事会決議を反対できるか理事会決議を反対できる理事会決議を反対できる理事会決議を反対できるか理事会決議を反対できるか

NPOよこ管ネット  ●東　要 理事

地デジ改修、最大半額補助地デジ改修、最大半額補助地デジ改修、最大半額補助地デジ改修、最大半額補助
総務省が申請受付中総務省が申請受付中総務省が申請受付中総務省が申請受付中
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連絡先 連絡先氏名・所属事務所

尾崎京一郎
モア・プランニングオフィス

石川裕子
Lapis建築工房 

吉岡誠
有限会社吉岡設計

福市博臣
株式会社建物保全センター

町田信男
有限会社トム設備設計

臼井貞雄
総合環境技術株式会社

氏名・所属事務所

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所
 
島村利彦
株式会社英綜合企画設計
 
長友秀信
企業組合創和設計
 
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
 

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

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

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

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

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

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

横浜市中区日本大通36-606
蕁045-651-3327
http://homepage3.nifty.com/moa_p

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

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

横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11-504
蕁045-324-6152
http://www.k-tateho.jp

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

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

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

　【問い合わせ】 浜管ネット事務局  蕁045-911-6541

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技 術 者 部 会
Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技 術 者 部 会

（1）管理組合の主体性確立への支援
①全管連主催のマンション管理セミナー「やってみよ
う自分たちのマンション管理」を通じて管理組合の
主体性確立を進める
②「二つの老い」を抱える管理組合への直接的な支援
活動の展開
③建物管理に関する点検・判断・決定を管理組合自身
が行うことができる条件を整備していくことを支援

（2）マンションにおけるコミュニティー活動活性化への
取り組み

①マンションにおけるコミュニティー活動の活性化促
進をはかる
②コミュニティー委員会の活動を通じて、全国のコミ
ュニティー活動の情報を収集し、優れた事例を参考
にしてコミュニティー活動活性化を進める

（3）地上デジタル放送への移行に伴う受信障害対策用共
聴施設の改修・管理への対応

①管理組合が受信障害対策用共聴施設の調査・改修・
管理の費用負担することへの反対行動の展開
②アナログ波の継続を強く要求していく
③国会で積極的にこの問題を取り上げるよう各政党へ
の働きかけを行う

（4）省エネ・再生への取り組み
①地球温暖化の現実を直視し、建物管理の面で積極的
な省エネ策に取り組む
②脱スクラップアンドビルドを目指す住生活基本法に
沿って、マンションの再生に取り組む

今回の会議の舞台は横浜。全国から集まる人のためにも歴史的情緒が残る
開港記念館を会場とした

2009 年 度 活 動 方 針

10月19日、全国マンション管理組合連合会（全管連）の第59回代表者会議が横浜市開港記念会館で開催した。
全管連会員は北海道から沖縄まで19団体・3,216組合・293,000戸。
神管ネットからは、地元神奈川での開催とあり、高尾会長、山本副会長、塩沢副会長ほか会議に7人、懇親会に9

人が出席した。
※鹿児島県マンション管理組合連合会は4月20日に奈良の第58回代表者会議で入会を承認。全管連加盟団体数が19団体となった

③省エネ・再生に積極的に取り組むために、省エネ・
再生問題専門委員会を設立する

（5）全管連活動の普及・拡充
①会員各団体の近隣地域において活動している管理組
合団体に積極的に働きかける
②管理組合団体設立手引書を法務・政策専門委員会で
作成し普及・拡充に活用する
③全管連加盟団体がない地域への働きかけを行う

（6）国や地方自治体への連携・協力
①国や地方自治体の委員会等に積極的に参加し、管理
組合の利益になる施策の実現をめざす
②地方自治体に対し、政策提言等を行うとともに、調
査事業や研究事業を受託業務として積極的に受け入
れ地方自治体との連携・協力体制の構築をはかる
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マンション問題に携わる弁護士や法学者等で構成する全国マンション問題研究会の21年度横浜大会が
10月17、18日、横浜市中区尾上町の譛神奈川産業振興センター会議室で行われた。当日は14の判例や
事例報告があった。この中から、監視カメラの映像を無断で閲覧されたことに対する損害賠償請求が認め
られた事案を紹介する。

全国マンション問題研究会
平成21年度 横浜大会

監視カメラの映像を無断で閲覧
被告職員は不法行為に該当

【事件の概要】
住宅部会と店舗・施設部会が対立している昭和62年

建設の再開発型マンションで、理事の選任をめぐる住宅
部会の会合に参加したメンバーの確認を目的に、管理組
合事務所の監視カメラの映像を区分所有者の同意なく閲
覧したとして、事務局職員2人を相手に住宅部会の委員
5人が肖像権等侵害の不法行為による損害賠償を求めた
事例。
全体共用部分は管理組合による管理運営がなされてい

るが、別に施設共用部分等は施設部会が、住宅共用部分
等は住宅部会が管理に関する業務を行っている。被告は
当時、施設部会に雇用されていた。
マンションは48か所に監視カメラを設置。中央監視

室モニターで、施設部会及び住宅部会とそれぞれ契約し
ている警備会社が監視している。被告は警備会社社員に
対し、住宅部会の会合の時の映像を区分所有者に無断で
閲覧させるよう申し向け、閲覧した。

【映像の閲覧権限】
マンションには監視カメラに関する規則・規約なし。

5年前に警備員が区分所有者から頼まれて映像をプリン
トアウトしたものを交付する事件があり、それ以降「防
犯VTR閲覧申請書」に記入して理事長の承認を得て閲覧
する運用になった。

【大阪地裁の判断（抜粋）】

①監視カメラの映像は区分所有者の肖像権やプライバシ
ー権等の人格権ないし人格的利益に直接関わるもので

あることから、管理組合に雇用されている事務局の職
員にすぎない被告が区分所有者の承諾なくして自由に
監視カメラの映像を閲覧する権限はない
②日々の管理業務を行っていたとしても、事務的な補助
業務にすぎず、法律上、管理を行う権限があったとは
いえない。まして、映像は区分所有者の肖像権やプラ
イバシー権に関わるものであり、監視カメラの運営管
理について被告に権限があるとはいえない
③これまで不審者や不法投棄者を発見した場合、映像を
閲覧し対応してきており、原告ら理事から異議がなか
ったという被告の主張について、不審者や不法投棄者
でなく区分所有者と認識して閲覧していることから不
審者とは事案が異なる

④理事長名を利用した管理規約違反の文書を出したもの
が誰であるのか事実関係を確認するための正当行為で
あるという被告の主張について、本件は内部対立を発
端とすることであり、職員が「犯人探し」をするべき
ではなく、防犯行為も認められないことから違法性は
阻却されない
⑤第三者に公表したわけではないとする主張について、
肖像権には自己の肖像をみだりに閲覧されないという
人格的利益も存在する
⑥マンション住民は日々監視カメラに撮影される状況に
あり、原告は自己の肖像が映っている映像を閲覧され
たことに恐怖感を覚え、その後も不安感が継続してお
り、原告の精神的損害は軽微なものといえないから、
損害賠償を発生させるような違法性がなかったとはい
えない
以上のことから、本件映像を閲覧した行為は不法行為を
構成し、被告両名が支払うべき損害賠償額は、原告1人
につき5万円、弁護士費用1万円とするのが相当である。

（大阪地裁平成21年9月16日判決）

【報告者】

弁護士　浅井 亮氏
（京都弁護士会所属）

争点１ 被告の閲覧権限

争点2 違法性

全国マンション問題研究会には130以上の会員が在籍する
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若葉台住宅の取り組みと行政の支援制度
高齢者に優しいマンションへ

浜管ネットに13管理組合・51棟・3,471戸が加入する若葉台住宅管理組合協議会の中の一
番古くは1797年に入居が開始された。以降毎年のように建設が進み、一大団地を形成する。
こうして新旧の棟が混ざり合って林立していく過程の1994年、同協議会では高齢者社会の

到来と居住者の将来を見越して早くも「高齢者居住のための施設改善指針」をまとめた。
「若葉台団地が開発された時期は高齢者居住を想定した住居や設備の計画をしていない。このまま何もせずにいれば高齢者社会
に対応できない住宅になる」と当時協議会会長だった山本育三・現NPO浜管ネット会長は同指針のはじめに記している。
同指針の目的は、共用部分や専有部分、各施設の改善対象の整理と改善内容、手法、費用等の提案。さらに改善する主体はだれ

かということの整理として、共用部分は管理組合、専有部分は各戸が対応すること。ただし、専有部分内であるが管理組合の許可
が必要なケースもある。こうした仕分けや改善の手法を指針としているのだ。
協議会を構成する各管理組合は、この指針をもとにさまざまな改善工事に着手している。

施設改善を実現するための道程一覧表（抜粋）

段差解消
（滑り止め、スロープ等）

・住居内和洋室間の軽微な床の
段差解消
・浴室内滑り止めマット、浴槽
内マット、椅子設置等

・浴室ユニットバス（手摺、マ
ット付）の交換
・下地を含む床改造
・バルコニーすのこ敷き

・共用階段、共用廊下床のスロ
ープ取り付け
・集会所玄関、便所等のスロー
プ取り付け

手摺設置 ・住居内廊下、便所、洗面、浴室
等で既存壁への手摺取り付け

・バルコニー外壁への手摺取り
付け
・住居内構造壁への手摺取り付け

・共用階段、共用廊下、エレベー
ターホール壁の手摺取り付け
・集会所内の手摺取り付け

アラーム ・玄関防犯ベルの露出配線によ
る浴室、便所等のベル押ボタ
ン取り付け
・セキュリティーサービスへの
契約

・住居壁面内配管配線を伴うベ
ル設置
・外部バルコニーのアンテナ取
り付けを伴うセキュリティー
契約

・集会所便所内アラーム、押し
ボタン
・一部CATVとの連係によるア
ラームベル取り付け

手続きの方法等 ・不要（ただし指針、手法を組
合で提示）

・あらかじめ管理組合で指針を
配布
・個別申請に対し妥当性、適性チ
ェック（許可または報告指導）

・仕様と予算計上（PR、総会
決議（3/4以上））

実行主体
改善項目

① 個人が改善するもの ② 個人が改善し、管理組合が
取り付けまたは関与するもの ③ 管理組合が改善するもの

作／若葉台住宅管理組合協議会・同高齢者居住専門委員会

行政の支援制度参考

事　　業　　名 内　　　容 助　　成　　等 担　　　当

横浜市マンション・バリ
アフリー化等支援事業

居住者の高齢化が進むマンションにつ
いて、廊下や階段など共用部分の段差
解消や傾斜路、手すり、エレベーター
を新たに設置するバリアフリー整備費
用の一部を補助する

バリアフリー化等工事に要する費用（消費税及
び地方消費税相当額を含む）の3分の1
ただし、1棟当たり100万円を限度とする（手
すり設置工事の場合は1棟当たり100万円また
は1戸当たり8,000円のいずれか低い額）

横浜市まちづくり調整局住宅計画課
蕁045-671-3975

川崎市マンション段差解
消工事等費用助成制度

敷地内通路、外部出入口、廊下、階段
において、傾斜路、手すり等の段差解
消工事等を実施する場合に、その工事
等に要する費用の一部を助成する

段差解消工事等に要する費用（消費税及び地方
消費税相当額を除く）の3分の1
ただし、戸当たり1万円及び予算の範囲内を限
度とする

川崎市まちづくり局住宅整備課
蕁044-200-2997 

──────────────共用階段部分の折りたたみスロープ────────────── 共用階段の手すり設置

共用廊下の滑り止めシート 集会所前のスロープ設置。傾斜角度
が決まっている

集会所内もスロープに改善し、廊下
は土足で入れるようにした

集会所の出入り口は引き戸に改善
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●港北区の大規模マンションで消防訓練を実施
港北センタープレイス管理組合（浜管ネット正会員・

築4年・7棟・728戸）は毎年7月、管理組合が主導し

て消防訓練を行っている。

今年は7月19日、住戸からの火災発生で火災感知器が

作動し、管理事務所の集合監視盤に反応。各棟のエレベ

ーターを停止させ、住民は外階段を使って避難する訓練

を行った。

避難後は都筑消防署の職員の指導により、消火器訓練、

AED訓練など。これまでも煙ハウス体験、防災用品ビデ

オ観賞など、住民向けのイベント企画を用意し、住民の

参加を促している。

今年の参加者は約150人。管理組合の福市博臣理事長

は「防災は住民同士のコミュニティーが一番大切。もっ

と多くの住民の参加を願っている」と話している。

の18時で死者数4,350人、経済被害額40.4兆円。また

「③神奈川県西部地震」は津波被害の影響が大きく、死

者数2,610人のうち2,460人が津波によるものと想定

している。

こうした調査を踏まえ神奈川県は今年度、「神奈川県

地震防災戦略（仮）」を策定し、いっそうの地震防災対

策を推進していく。

●火災警報器の設置義務付け
神奈川県は23年6月1日
平成16年、消防法改正により、神奈川県では23年6

月1日からすべての住宅に火災警報器の設置が義務付け

られた。設置個所はマンションでは主に寝室（和室、子

ども部屋など就寝する居室を含む）で、横浜、川崎、横

須賀、鎌倉、逗子、相模原、三浦、秦野、葉山では台所

への設置も義務付ける。

火災警報器はホームセンター等で購入

可能。日本消防検定協会のNSマークが

品質の目安。

住宅内火災警報器相談室

薔0120-565-911

●管理組合主導で設置例も
NPO川管ネット会員のマンション（220戸）では、

住戸内の火災警報器を管理組合主導で行った。警報器に

も種類があり、各部屋には煙用、台所には感熱用を取り

付けた。

サッシの戸車交換、網戸の交換、玄関ドアの改修と同

時に共用部分扱いにした。警報器の電池交換も組合が行

えるようルールを定めている。

住戸内の火災警報器は専有部分だが、火災などの災害

は個人の意思を尊重する時間はない。できない住戸をそ

のまま放っておかずに組合全体の事業とすれば、近隣住

戸への不安解消となるといえるだろう。

●神奈川県地震被害想定調査
三浦半島地震で被害額40兆円超
神奈川県は8月、平成19年度から20年度にかけて10

年ぶりに行った地震被害想定調査（委員長・吉井博明東

京経済大学教授）の結果を発表した。

想定地震については、これまでの①東海地震②南関東

地震③神奈川県西部地震④神奈川県東部地震⑤神縄・国

府津－松田断層帯地震に、今回新たに⑥三浦半島断層群

地震⑦東京湾北部地震を追加した。

調査結果の特徴として、新たに加わった「⑥三浦半島

断層群地震」は他の地震より大きな被害が想定され、冬

蜻消防署員によるAED
の指導。マンションで
はどことどこ○個所に
AEDを設置している

蜷水消火器による体感訓
練。子どもには防災意
識の植え付け、大人は
有事の際にあわてない
使い方の訓練になる

蜻クレーン車も出動。
実際の救助活動の体験
ができた

NSマーク

蜻ホームセンターの売り場。
商品はおよそ3,000～
6,000円。取り付け方法
は係員に相談を

▲台所は天井に感熱用（写真左）、寝室等には梁に煙用（例）



マンション関連

（独）住宅金融支援機構すまい・るホールで10月1日、
第21回住生活月間記念式典が行われ、省エネ改修工事
で環境省から1.4億円の補助金を得た横須賀・マボリシ
ーハイツ第三期管理組合（築32年・596戸・22棟＝弊
誌2008年10月発行・第7号4pに掲載）が国土交通大
臣表彰を受けた。同表彰10団体のうち、マボリシーハ
イツ以外はすべて行政で、民間事業から唯一選ばれた。
功績概要ではサッシ・ガラス交換改修工事について、

「マンション省エネ改修工事としては過去最大級」「先進
的な地球温暖化対策の取り組み」「神奈川県及び横須賀
市のホームページで紹介される」などの評価を得た。
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● 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

マボリシーハイツに国交相表彰

国土交通省は不動産業課長名で9月9日、都道府県あ
てにマンション管理適正化法施行規則を改正する省令を
平成22年5月1日から施行する通達を行った。
主な改正点は①財産の分別管理（第87条第2項）②保

証契約の締結（同条第3項）③印鑑等の管理の禁止（同
条第4項）④会計の収支状況に関する書面の交付等（同
条第5項）⑤立入検査の際の身分証および業者標識の表
記事項（別記様式）。
管理組合財産の分別管理方法は、来年5月1日以降に

管理委託契約を締結するものから適用される。
管理委託契約については10月2日、国交省建設流通政

策審議官名で都道府県知事、政令指定都市の長あてに
「マンション標準管理委託契約書の改訂について」の通
達があった。

管理適正化法省令改正
来年5月1日から施行

NPO川管ネット賛助会員の川崎住宅管理保全建築共同
組合（川管保全協）が8月28日、川崎建設業会館で第8
回通常総会を開いた。

川管保全協、設計事業を主目的に

▲前原誠司国土交通大臣から表
彰を受ける岸川英俊理事長。
後方は高円宮妃久子殿下

実物の表彰状蜷

▲組織改革の説明をする後藤龍彦前理事長

山本鉄太郎さん（やまもと・てつたろう＝NPO神管ネッ
ト、NPO浜管ネット理事）8月10日逝去。75歳。ここに
故人の管理組合ネットワークへのご尽力に対し、感謝を
申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。

【訃報】

ダイアコミュニティサービス㈱（神管ネット、浜管ネ
ット会員）は10月1日付で、コミュニティワン㈱（本
社・東京新宿、河野由紀社長）へ社名を変更した。
ダイア建設から独立し、その子会社であったダイア管

理からダイアコミュニティサービスへ。今後は「ダイア
パレスと名の付くマンション以外からも管理の受注を増
やしていきたい」という理由から、心機一転、コミュニ
ティワンへ商号変更を行った。
平成21年8月現在、総合管理棟数2,105棟・

106,577戸。
横浜支店の連絡先の変更はなし。12p参照。
HPアドレスは変更。http://www.community-one.jp

【社名変更】

ダイア→コミュニティワン

総会では事業
報告・決算諸表
の議案等を承認
した上で、今後
川管保全協は施
工の請負主体か
ら設計コンサル
タントを主体と
した業務展開へ
移行することを

事業計画・予算案の中で決めた。
こうした事業内容の移行に伴い、㈱アール・エヌ・ゴ

トーなどの施工請負会社が正会員から賛助会員となり、
同時に同社長の後藤龍彦理事長が退任。㈱神奈川商会の
丸島勝昭社長が新理事長に、㈱改修設計の伊藤佳比古社
長が副理事長に就任した。
問い合わせ：事務局　蕁044-230-3873 
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神管ネットCPD事業の案内

【目　的】
相談員の継続的資質の向上、能力の開発並びにマンション

管理組合役員及び一般居住者向けのマンション管理について
の知識習得
【対　象】
・譖かながわ住まい・まちづくり協会主宰「マンション管理
アドバイザー」
・NPO横浜市住宅リフォーム促進協議会主宰「マンション相
談員」
・横浜市主宰「横浜市マンション・アドバイザー」
・各地域ネット相談員及び管理組合役員
【目　標】
参加者には「CPD制度参加者手帳」を配布し、参加ごとに

捺印。セミナーは概ね1回2時間を基準に2ポイントで、計
12ポイント以上の修得を目標とする。全研修を修得した人と
ともに、最終回（1月31日）終了時にそれぞれ修了証を発行
する予定

【問い合わせ】
蕁／蕭 046-824-8133
電子メール：info@jinkan-net.com
ホームページ：http://www.jinkan-net.com

平成21年度国土交通省「マンション等安心居住推進事業（相談体制の整備等に係る事業）」に7月30日、NPO神管ネットの
CPD対象事業が採択された。CPDとは「継続的能力開発制度＝Continuing Professional Development」の略。

CPD研修セミナー2009年度スケジュール
9/24豺1 18：30～ タイトル 長期修繕計画の考え方と見直しのポイント

講師等 田辺邦男氏・NPO浜管ネット常務理事
主催団体 神管ネット 会場 かながわ県民センター（横浜駅きた西口徒歩5分） ポイント数 2 備考 終了

10/2貊2 18：30～ タイトル 建替え事業の進め方と権利変換のしくみ
講師等 堀口浩一氏・㈱環境企画設計代表取締役、二宮博敏氏・NPO湘管ネット会長
主催団体 湘管ネット 会場 ポイント数 2 備考 終了

10/13貂3 18：30～ タイトル 大規模修繕工事における紛争と対策
講師等 星川晃二郎氏・NPO浜管ネット副会長
主催団体 浜管ネット 会場 かながわ県民センター（横浜駅きた西口徒歩5分） ポイント数 2 備考 終了

10/31貍4 13：30～ タイトル 窓枠サッシ改修工事見学会
講師等 湘南鷹取台管理組合、㈲八生設計事務所、トステム㈱
主催団体 よこ管ネット 会場 西武郊外マンション湘南鷹取台（京急線追浜駅徒歩25分） ポイント数 2 備考

11/7貍5 18：30～ タイトル 管理会社との上手なつきあい方～管理委託契約書
講師等 大島邦造氏・大田区マンション管理士会会長
主催団体 よこ管ネット 会場 ヴェルクよこすか（横須賀中央駅徒歩7分） ポイント数 2 備考

11/14貍6 13：30～ タイトル 管理費削減と滞納問題
講師等 石川恵美子氏・弁護士、久保康男氏・日本高層管財㈱社長
主催団体 かながわ県央ネット 会場 大和市商工会議所（大和駅徒歩3分） ポイント数 3 備考

11/21貍7 13：30～ タイトル 外断熱改修セミナー
講師等 堀内正純氏・NPO外断熱推進会議理事
主催団体 相管ネット 会場 相模原市民会館（相模原駅南口バス5分） ポイント数 2 備考

12/2貉8 18：30～ タイトル 居住者の高齢化と建物・設備の高経年化
講師等 村井忠夫氏・マンション管理評論家
主催団体 川管ネット 会場 エポックなかはら（武蔵中原駅徒歩1分） ポイント数 2 備考

12/5貍9 10：00、13：00、15：00 タイトル 外断熱改修工事見学会
講師等 エクセル横山台管理組合、緒方聡氏・NPO相管ネット理事、東邦レオ㈱
主催団体 相管ネット 会場 エクセル横山台（相模線上溝駅徒歩18分） ポイント数 2 備考 1日3回開講

12/11貊10 16：30～ タイトル 初の自主建て替えの成功例～町田山崎団地から学ぶ
講師等 西木實氏・㈱都市開発研究所所長
主催団体 日住協神奈川県支部 会場 かながわ労働プラザ（石川町駅徒歩3分） ポイント数 2 備考

1/16貍11 18：30～ タイトル マンションの三大トラブル
講師等 中原茂氏・弁護士
主催団体 相管ネット・神管ネット 会場 かながわ県民センター（横浜駅きた西口徒歩5分） ポイント数 2 備考

1/31豸12 13：30～ タイトル シンポジウム～相談員の心構え
講師等 ネット役員等6人
主催団体 神管ネット 会場 ハウスクエア横浜（市営地下鉄中川駅徒歩2分） ポイント数 4 備考

※セミナー＆見学会は一般の参加申し込みも可

蜻9月24日の初回は応募が定員オ
ーバー。90席が満杯になった

蜷2回目の藤沢も多数の参加者があ
った。相談員向けでレベルが少し
高いことも魅力

藤沢産業センター（藤沢駅北口徒歩3分）
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浜管ネット浜管ネット
8 9／

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

8月9日、浜管ネット会員のサニーヒル今宿住宅・団
地管理組合法人で給水設備改修工事現場見学会を行っ
た。
建物概要：RC2～3階建て・住棟タイプとテラスハウ

スタイプの計40棟236戸・築27年
工事概要：加圧給水方式から直結給水方式へのシステ

ム変更
敷地内水道本管、引込埋設管、住棟共用管、
テラスハウス埋設管の更新
ポンプ室内機器の撤去

設計監理：㈲トム設備設計（浜管ネット技術者部会）
施　　工：京浜管鉄工業㈱（浜管ネット・湘管ネット会員）
工事期間：平成21年6月1日～9月30日

給水改修工事見学会
～サニーヒル今宿住宅～

9 5／

9月5日、大和商工会議所で第5回マンション管理セミ
ナーを行った。
第1部はかながわ県央ネットの向井邦良会長「マンシ

ョンのペット飼育・生活騒音」、第2部は横浜開港法律事
務所の河住志保弁護士「管理組合運営のHOW TO」。向
井会長からは「マンション管理とペット問題年表」等、
豊富な資料の提供があり、河住弁護士からは実体験に基
づいた総会運営に関する相談、これまでの判例について
話があった。
判例は、滞納管理費等の回収方法における水道や電気

の供給停止、居室の使用禁止、賃借人からの直接取り立
て等で、それぞれの対応についての解説があった。

大和で第５回マンションセミナー

埋設も含め共用部更新には高密度ポリエチレン管を使用。金属ではないの
で錆びず、柔軟性があって地震に強く、電気融着で管と継ぎ手を一体化する

10 17／

10月17日、ハウスクエア横浜4階セミナールームB
で「マンション管理Q&A vol.1～理事長交流会～」を開
いた。

第１回理事長交流会

勉強会などという堅いイメージにしないよう、この日はビール等
を用意。気軽に情報交換を行い合えるように配慮した。こうした
雰囲気から連絡を取り合うネットワークづくりを期待したい

ペット問題について話をする向
井会長。資料も充実している

湘管ネット湘管ネット
9 19／

9月19日、藤沢産業センターで「新任役員のためのマ
ンション管理セミナー」を行った。セミナーのサブタイ
トルは「マンションの住みよさを支える主役・管理組合
を理解する～頼りにできるガイドブックを手がかりにし
ながら確かめるポイント～」。譖かながわ住まい・まち
づくり協会が発行する『マンション管理ガイドブック』

新任役員向け、管理セミナー

第1部では金沢シーサイドタウン並木二丁目第九住宅
管理組合の岡本　二理事長が「私のマンションであった
問題と解決法の数々～組合運営のウラ技～」をテーマに
経験談を披露。第2部はグループに分かれての自己紹介
やフリートーキングで盛り上がった。
各グループのトークテーマに上がったのは役員の成り

手不足、瑕疵問題、高齢者対応など築年によってさまざ
ま。参加管理組合は13組合約25人。コミュニティワン、
野村リビングサポート、三井不動産住宅サービス、若葉
台管理センターの管理会社スタッフも参加した。
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川管ネット川管ネット
9 19／
高齢化社会と管理組合運営のあり方
9月19日、溝の口の川崎市生活文化会館てくのかわさ

きで、管理組合役員等との情報交換会およびセミナーを
行った。セミナー講師は廣田信子氏（譛マンション管理
センター総合研究所 主席研究員）。テーマは「高齢化社
会と管理組合運営のあり方」。廣田氏は平成20年度マン
ション総合調査等の資料をもとに高齢化マンションの問
題・課題について解説した。

マンションの高齢化問題を語る
廣田信子氏

10 16／

10月16日、溝口の川崎市生活文化会館てくのかわさ
きで、正会員・賛助会員情報交換会を行った。内容は、
川管ネットの21年度上半期事業報告のほか、出席した
会員各自が約3分程度で自己紹介や川管ネットに対する
意見を話した。多くの会員が「もっと正会員を増やそう」
と話し、そのためにはどうするか、また賛助会員が活性
化するためにはどうするのか、といった検討課題を話し
合った。

正会員・賛助会員情報交換会

てくのかわさきでの報告会の後は、場所を移して歓談会。正・賛
助会員が交流を深めた

よこ管ネットよこ管ネット
10 4／

10月4日、ベイスクエアよこすかの産業交流プラザで、
総務省神奈川県テレビ受信者支援センター（通称：デジ
サポ神奈川）の外塚英明部長が地上デジタル放送にかん
する「デジサポのインフラ整備活動とデジタル化移行に
対する助成制度について」と題して講演を行った。
集合住宅のデジタル移行に関する主な助成制度一覧
① 受信障害共聴施設の改修
② 受信障害共聴施設のケーブル移行
③ 集合住宅施設の改修
④ 集合住宅施設のケーブル接続

総務省デジサポ助成金相談ナビダイヤル 0570-09-3724
デジサポ神奈川　蕁045-633-9570

デジタル化移行への助成制度について

地デジについて説明するデジサ
ポ神奈川の外塚氏

相管ネット相管ネット
9 19／
マンションと災害について
9月19日、相模原市民会館で「マンションと災害につ

いて」をテーマにセミナー行った。講師はNHK防災特
番「ためしてガッテン」「おはよう日本」等テレビにも
多数出演している防災システム研究所所長の山村武彦
氏。
当日は阪神・淡路大震災の当時のコンビニ防犯カメラ

の映像や、中国四川省地震、中南米の自然災害の事故か
ら命の尊さを発信する講演を行った。
どんな時もやはり大切なのはコミュニティー。災害対

策を通してのコミュニティー形成は絶対重要。記者とし
ても山村氏に感情移入するほど、すばらしい講演だった。

防災システム研究所・山村所長
の話には感動を受けた

をもとに、同ガイドの原稿を執筆した村井忠夫氏・マン
ション管理問題評論家と田辺邦男氏・（般社）マンショ
ンリフォーム技術協会会長が講師を務めた。
村井氏は「ガイドブックはすべてのマンションに共通

する土台部分を説明している。マンションで起こる問題
の本当の答えは、基本的なことをガイドブックで理解し
た人が自分のマンションの実情を照らし合わせることに
よって見つけられる」。



ワンポイント

管理組合基礎講座
第10回

防犯優良マンションとは
◆制度の構築
平成17年6月、犯罪対策閣僚会議は「防犯優良マンション

認定制度」の全国展開を図ることを決めた。全国公益法人が
定める「防犯優良マンション標準認定事業支援要項」に各都
道府県の条例などを踏まえ、各地独自の認定基準の策定を推
進していく。
神奈川県では平成20年8月、譖神奈川県防犯協会連合会、

譖神奈川県建築安全協会、NPO神奈川県防犯設備士協会の3
団体を認定機関とし、「神奈川県防犯優良マンション認定評価
基準」を制定した。
◆対象
防犯優良マンション認定制度は、新築、既存を問わずすべ

てのマンションが対象。認定評価基準には、必ず当てはまら
なければならない認定規格事項、より防犯性を高めるために
対策を講じることが望ましい推奨事項の2つがあり、認定規
格にはすべて適合しなければ、「防犯優良マンション」として
認定することはできない。
◆認定までの流れ
既存の場合は竣工後申請を経た後、認定機関による審査を

受ける。審査は建築と防犯の2分野の専門家がそれぞれ審査
員を務める。竣工後審査に適合し、認定委員会を通過すれば
認定証と認定プレート等が交付される。認定後は5年ごとの
更新審査を受けることで継続が可能となる。
※制度の詳細は譖神奈川県防犯協会連合会のHP参照
http://www.kanagawa-kenbouren.or.jp/

◆認定評価個所
共用玄関の扉の構造、共用メールコーナーの配置、共用

メールコーナーの照明設備、駐輪場の盗難防止措置、塀・柵
又は垣の配置、防犯カメラの設置、専有部分の玄関扉やイン
ターホーンなど55の認定規格がある。
ただし「すべて適合しなければ認定することはできない」

ことから、既存マンション管理組合では、相当の改善費用、
審査費用をかけてまで認定を受ける必要があるものとは言い
難い、というのが現状である。
◆制度の利用
防犯優良マンション認定が既存マンションでは難しいとは

いえ、マンションの防犯を考える上で参考として認定基準を
利用することはできる。
弊社でも防犯カメラの導入を検討されている管理組合に対

し、現場の状況を把握した上で、認定評価基準を踏まえた防
犯設計の提案をさせていただいている。

マンション防犯化への取り組み①
―防犯に役立つ設備の上手な運用方法―

防犯カメラ導入の留意点
では、防犯カメラ導入する場合、具体的に認定評価基準は

どんなところが参考になるのか、ポイントを抜粋して紹介す
る。
◆設置位置
基本的に「死角を作らないこと」がポイントとなっており、

認定評価基準には設置の必須位置・推奨位置がある。
必須項目は、全ての共用出入口・共用玄関ホール・エレ

ベーターかご内へのカメラ設置、管理員室への録画装置設置、
エレベーターかご内状況を外部で見られるモニターの設置な
ど。推奨項目は、非常階段出入口外側、メールコーナー、各
階エレベーターホールへのカメラ設置や、インターホーン設
備との連動などがある。
◆画角
防犯カメラの画像は、設置個所ごとに認定評価基準が設け

られ、下記がその例である。
ただし、認定評価基準の画像条件を満たすためには、共用

玄関に2台配置するなど、相当のカメラ台数が必要となるた
め、実際には基準画角の一段階下程度の画角を採用するケー
スが多い。

―執筆者紹介―

株式会社
日本ネットワークヴィジョン

防犯設備士

荒 田 貴 行 氏
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画角C（バストショット） 画角B（全身） 画角A 画角AA

（注意）防犯カメラの画角
①画角Ｃ：人物の胸部から上が画面全体を占める大きさで、人物の
　　　　　目鼻が見え、人相が認識できる。
②画角Ｂ：画面全体に人物の全身が写る大きさで、人物の特徴がわかる。
③画角Ａ：画面のほぼ1/2の高さに人物の全身が写る大きさで、
　　　　　男女の区別がつく。
④画角AA：画面のほぼ1/3の高さに人物の全身が写る大きさで、
　　　　　人の数がわかる。

◆保存期間
カメラ１台あたり１秒間に1コマ以上の録画で１週間以上

保存可能なものとする。
ただし、人の動きを考えた場合、１秒あれば上記画角（C

～Aの場合）を横切ることは容易であるため、一秒間に3コ
マ程度は録画できるよう設定することが多い。
また、事件発生から警察等の捜査機関による画像確認、複

製作成までに要する期間が1週間以上となることもあるため、
保存期間は2週間程度が望ましい。

東京都内Lマンション　7階建て・約70戸
【従来の設備状況】
・設置後5年経過
・エントランスホールのカメラは画角AAすら満たしておら
ず逆光の影響も受けておりよく見えない
・エレベーターかご内のカメラは画角Cを満たしているが、
かご内に死角が多くなっている
・ハードディスクレコーダーの画像保存期間は7日間で、以
前問題があった際に確認したときには消えてしまっていた

リニューアル例①



【依頼内容】
・居住者以外の人物が夜間建物に入ってきているので抑止し
たい
・不法投棄などのごみ問題を抑止したいなど
【主な提案内容】
①エントランスホールカメラの逆光補正機能付に変更し人の
動きが解るよう画角AA未満から画角Bへ変更
②エレベーターかご内カメラの画角は極力死角をなくし、さら
に人相などがわかるように画角Cから画角B～C間への変更
③エントランスホールにオートロック操作盤（テンキー）の
操作状況や来訪者の人相などがある程度わかるようカメラ
を画角Bで増設
④外階段の出入口ではある程度の人相がわかるよう画角B、ご
み置き場では使用状況がわかるよう画角Aでカメラを増設
⑤各階エレベーターホールでは画角A、共用廊下では人の動
きがわかる程度の画角AAでカメラを計6台増設
⑥本体装置はハードディスクレコーダーを各カメラ1秒間に
3コマ記録で2週間以上保存可能な大容量な機器に変更

【リニューアル費用】
カメラ2台交換・8台増設（計10台）、本体装置・エレベー
ター用モニター交換　約340万円

神奈川県内Rマション　6階建て・約200戸
【従来の設備状況】
・設置後約2年経過
・カメラは、共用玄関外側、エントランスホール、メール
コーナー、駐車場入口、駐車場内部、通用口、集会所前
ホール、ごみ置き場にそれぞれ設置
・各カメラとも周辺状況の確認に重きを置き、画角B～AAに
て設置。全カメラ画像をエントランスホールモニターに映
している

【依頼内容】
・部外者が頻繁に侵入するので抑止したい
・エントランスホールカメラを悪戯でピンボケにされてしま
うので抑止したい
・駐輪場で車に悪戯をされることが多いので抑止したい
【主な提案内容】
①カメラを画角調整（出入口は画角B～A間とし、状況監視
用のカメラ画角も極力画角AAを保てるようにする）
②エントランスホールと集会所前ホールのカメラを箱型（露
出）から非破壊ドーム型に変更
③エレベーター2機、各階EVホール、共用廊下にカメラ（5
台）を増設
④本体装置はエントランスホールモニターに映す画像を制限
（エントランス前、エントランスホール、ごみ置き場、集会
所前の問題の多い4ヶ所のみ映像をモニターに表示、その
他は録画するがモニター表示させない）
⑤エレベーターかご内映像用モニターを１Fエレベーター
ホールに増設

【リニューアル費用】
カメラ調整5台・増設7台、エレベーター用モニター2台・本
体装置増設　約280万円

神奈川県内Kマンション　4階、3階建て・2棟・約70戸
【従来の設備状況】
インターホーン設置後約18年経過、カメラ未設置
【依頼内容】
・部外者が頻繁に侵入するので抑止したい
・駐車禁止区域に駐車することを抑止したい
・来訪者の確認をしたい
【提案内容】
・エントランスホール、通用口に画角Bカメラを、駐車場、
駐輪場、各階共用廊下に画角A～AAカメラを、緑地入口に
画角Aカメラを2棟計14台新設
・2棟カメラ映像を管理室にて一括管理できるハードディス
クレコーダー・カメラドライブユニット・液晶モニターを
各棟分設置
・インターホーンは、各住戸の子機で映像確認可能な機器に
変更

【リニューアル費用】
カメラ14台・本体装置、インターホーン設備（集合玄関
機・子機約70台） 約1,600万円

…………………株式会社日本ネットワークヴィジョンの概要…………………
●所在地：東京都新宿区西新宿3-8-3 新都心丸善ビル4F フリーコール 0800-900-8414
●部署所在地：東京都墨田区緑4-20-7 アステ21-2F ●部署蕁：03-5600-7352
●URL：http://www.nnv.co.jp ●Eメール：arata@nnv.co.jp ●加入ネット：浜管ネット
●特色：防犯カメラ・インターホーン・アンテナ設備など、マンションの弱電設備や通信設備の新設・改修を行っております。

各々、ご要望や建物の状況により、望ましい機器・施工方法が異なりますので現地調査の上、ご提案させていただき
ます。

●取扱カメラメーカー：Panasonic、TOA、Victor、TAKEX、Samsung、CNB、MOBOTIX 他、国内外の主要メー
カーの機器をご提案いたしております。
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リニューアル例②

リニューアル例③

平成20年8月「神奈川県防犯優良マンション認定評価基準」
の制定以降、登録は未だ0件。ちなみに東京都12件、千葉県3
件が登録済み。埼玉県は不明（0件？）。
認定手数料は表の通り。分譲時にうたいやすい「防犯優良マン
ション」という宣伝文句も、手数料と手間の天秤に乗せると優先
順位は最後になる。新築で認定がないものを、認定評価基準に達
することがほぼ不可能な既存マンションで、防犯機器設置費用に
加えての高い手数料ではチャレンジするわけがない。あくまで認
定評価基準は参考にするだけのものだといえよう。
こうした制度は誰のための構築だろうか？業者やメーカーのた
めか、認定機関のためか、本当にマンション住民のためを思って
のことか…。
登録がなければ制度の意味はない。特に既存マンションでは評
価基準項目をクリアすること自体が困難であり、現実味はほとん
どないといえる。
現実的でない制度なら、「NSマークより猛犬注意シールのほ

うがわかりやすい」と言われても仕方ないだろう。
（編集部：北見ヨシキ）

神奈川版の認定手数料（消費税込み・単位：円）

702,500

58,700

新築マンション

414,900

58,700

既存マンション

58,700

5年ごとの更新料規　　　模

法定延べ床面積
5,000裃未満

法定延べ床面積5,000裃以上
1,000裃毎の加算額

防犯優良マンション制度は誰のため？
編集部
コメント



大規模修繕

株式会社大和

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

地元神奈川で地道に積み上
げてきた実績をもとに、「環
境問題」「地域社会への貢献」
など、社会テーマを見据え
ながら着実に前進している
会社です。

央 湘よこ浜神
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大規模修繕

相鉄建設株式会社

第二事業本部　リニューアル部
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

相模鉄道グループの中で地
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。

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

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

大規模修繕

株式会社サカクラ

横浜市磯子区岡村7-35-16
蕁045-753-5700（直）
蕭045-753-5835
k_yamamuro@sakakura-kk.co.jp
http://sakakura-kk.co.jp

豊富な経験と確かな知識を生か
し、集合住宅大規模修繕工事施
工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。

よこ浜神

大規模修繕

株式会社富士防

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

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。

よこ

大規模修繕

株式会社　
アール・エヌ・ゴトー

川崎市中原区新城中町16-10
蕁044-777-5158
蕭044-777-5120
office1@rngoto.com
http://www.rngoto.com

創立以来、改修工事専業者と
して外壁の塗り替えから内装
工事、給排水設備工事に至る
までお客様のニーズにお応え
するべくトータルな改修工事
をご提案申し上げております。

大規模修繕

シンヨー
株式会社

川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4771
J-fukama@sinyo.com

創業以来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。

大規模修繕

株式会社　
ヨコソー

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

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

央

大規模修繕

株式会社
ラクシー

横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所）
蕁045-290-3222
蕭045-290-8363
sugimoto@ruxy.co.jp
http://www.ruxy.co.jp

リニューアル工事によって
生まれる、新しいゆとりの
空間をご提供できるよう、
建物調査診断、施工、アフ
ター点検まで一貫したサー
ビスを提供しております。

浜

よこ

大規模修繕

建装工業株式会社

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

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。

大規模修繕

ヤマギシリフォーム
工業株式会社

神奈川支店
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

弊社は塗装業として創業150年以上
の歴史を誇り、マンション大規模
修繕工事の実績は30年以上20万戸
数を超えました。その培った経験
とノウハウを皆様お住まいのマン
ションにお役立て致します。

大規模修繕

株式会社カシワバラ・
コーポレーション

川崎市川崎区大島3-36-7
蕁044-211-1596
蕭044-211-1597
薔0120-00-4095
http://www.tosocio.com

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

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

浜神

企 業 名 所 在 地 P R
総合建設

マンション管理

日本ハウズイング
株式会社

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

独立系最大手のマンショ
ン管理会社で、昨年度約
13,000戸受注の内、約6割が
管理組合様からの依頼に伴
う受注です。

よこ浜

マンション管理

野村リビングサポート
株式会社

【本社】
新宿区新宿5-14-6 長府新宿ビル
【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24 KYビル
蕁045-227-7710
http://www.nomura-ls.co.jp

野村リビングサポートは、
高品質なサービスとハー
トフルな対応で、ホスピ
タリティNo.1を目指しま
す。

浜

川 よこ浜マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

首都圏第三事業部
（神奈川エリア担当）
蕁045-910-1471
蕭045-910-1472
http://www.tokyu-com.co.jp

マンション・ビルの管理運
営を基盤に、賃貸業、工事
業などを融合させ、資産価
値向上に向けたサービスを
提供しております。

よこ川浜神

マンション管理

住友不動産建物
サービス株式会社

横浜市港北区新横浜2-5-5
蕁045-472-2501（代表）
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

住友不動産建物サービスは、
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。

浜

マンション管理

コミュニティワン
株式会社

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

コミュニティワンは心豊
かなマンション生活サポ
ートを通しすべてのお客
様に生活感動を創造し続
けます。

浜神

マンション管理

三井不動産住宅
サービス株式会社

本社
新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
横浜支店
横浜市神奈川区栄町5-1横浜クリエーションスクエア
薔0120-395-310
http://www.mitsui-kanri.co.jp

「安心・安全・信頼」と
「満足を超えた感動のサー
ビスを」。弊社は、皆様を
サポートし、信頼される
会社であり続けます。

マンション管理

明和管理株式会社

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

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

企 業 名 所 在 地 P R
マンション管理

企 業 名 所 在 地 P R
改修一般

分譲マンションには、特有の法律やルール、さらには管
理組合特有の性格があります。マンションという居住形態
にどれだけ理解があるのかが、業者選定の大きなポイント
になることに間違いはありません。ここでは、各地域の管
理組合ネットワークに加盟する賛助会員から広告を募集し、
有志の企業を掲載しています。参考の一助としてください。

神

央よこ川浜神

よこ川浜
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央浜

よこ浜

川浜

浜

●広告掲載のお問い合わせ●

蕁蕭 045-316-4505    E-mai  kitami@k-mansionlife.com
担当：㈲ライフデザイン・北見

神 川

相 湘

浜

よこ

神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット

よこ管ネット相管ネット 湘管ネット

央 県央ネット



金融

三菱電機クレジット
株式会社

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

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

保険

株式会社
グッド保険サービス

東京都渋谷区代々木1-57-2
ドルミ代々木408号
薔0120-77-8160
蕭03-5302-6054 
ito@goodhoken.co.jp

取り扱い損保会社7社の比較
見積もりで、共用部分の最
適な火災保険をご提案いた
します。管理費節減にお役
立てください。

企 業 名 所 在 地 P R
金融・保険

防犯カメラ・防犯機器

株式会社日本ネット
ワークヴィジョン

セキュリティ事業部
東京都墨田区緑4-20-7 アステ21 2階
蕁03-5600-7352
蕭03-5600-7353
camera@nnv.co.jp
http://www.nnv.co.jp

防犯カメラの提案から設計、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

浜

企 業 名 所 在 地 P R
設備機器販売

よこ浜

湘よこ川浜
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企 業 名 所 在 地 P R
建材メーカー・販売

給・排水設備改修

株式会社
神奈川保健事業社

横浜市金沢区鳥浜町4-18
蕁045-772-1424
蕭045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

『水』の安全にこだわり50年、
誠実で確実な給排水設備改
修工事・維持管理会社です。
集合住宅の『水』の問題は、
全て当社にお任せください。

川浜神

給・排水設備改修

株式会社
大神設備工業

横須賀市大矢部2-9-20
蕁046-835-0630
蕭046-835-1218
tokken@daijin.co.jp
http://www.daijin.co.jp

「より快適な環境の維持」を
テーマに、給排水各種設備
の調査診断、改修工事、メ
ンテナンスまで、確かな技
術と細やかな対応をお約束
します。

給・排水設備改修

川本工業株式会社

リニューアル事業部
横浜市中区寿町2-5-1
蕁045-662-2759
蕭045-662-2780
http://www.kawamoto-ind.co.jp

弊社は集合住宅の改修実績
が年間約5000戸ございま
す。設計・施工・改修後の
アフターフォローまで、実
績と経験をいかし適切なサ
ポートをさせて頂きます。

企 業 名 所 在 地 P R
給・排水設備改修

企 業 名 所 在 地 P R
サッシ改修

塗料メーカー・販売

関西ペイント販売
株式会社

東京都大田区南六郷3-12-1
蕁03-5711-8905
http://www.kansai.co.jp

当社は塗料の製造・販売を
している会社です。これか
らも管理組合の皆様に有益
である「環境配慮形高性能
塗料」を開発・提供するこ
とで貢献していきます。

央よこ浜神

よこ浜神

央 よこ浜

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

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。

浜 湘

浜

サッシ改修

トステム株式会社

ビル改装事業部　改装神奈川営業所
横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー33Ｆ
蕁045-225-5083
蕭045-225-5084
http：//www.tostem.co.jp

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。

よこ浜

不況理由に積立金なしを総会で可決…管理者責任は大丈夫？
―あるネットワーク役員のひとりごと―

最近の相談事例で「不景気が続く社会情勢から、理事会が今後の
修繕積立金の徴収は景気が上向くまで停止すると言っているが…」
というものがあった。
相談員としては当然このような理事会案を推奨できるはずもない
と助言したが、総会で原案通り可決に至ったと聞かされた。
基本的には、私有財産であるマンション内での決めごとは、所有
者同士の合意による。外部が口出しするにも限りがある。しょせん
他人様のうちのことだから。

◇
2年前の8月、京都でビルの外壁タイルが剥落した事故があった。
落下したタイルの破片が散乱し、さらに落下する危険から前面道路
が通行止めになった。この件で通行人等に被害はなかったが、中原
総合法律事務所・中原茂弁護士によると「もしも被害が出ていれば
最終的には所有者責任の問題が発生する」。マンションの場合は、
まず管理組合の管理責任が問われるが、たとえ落ち度がなくても
「民法第717条（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任）が問
われるだろう」という。

マンションの場合、所有者責任となれば最後は所有者である区分
所有者全員が責任を負うことになり、実際の費用負担は管理組合と
なる。管理組合の代表は理事長。区分所有法でいえば管理者。マン
ション標準管理規約第38条2項で「理事長は、区分所有法に定め
る管理者とする」とあるので、一般的なマンションは「理事長＝管
理者」。
「必要な修繕が行われない状態が続き、マンションの物理的劣化
に起因する事故によって住民や第三者にケガをさせるような事態が
起こらないとはだれもいえない。多大な損害が管理組合に発生する
恐れもある」と中原弁護士。

◇　◇
「修繕積立金なし」を決めた上記の相談事例マンションで万一の
ことがあったら、管理組合は区分所有者から賠償金や当座の修繕費
用を徴収することができるのだろうか。
そもそも将来的にそんなマンションの理事長に就く勇気のある人
はいるのだろうか。

建材メーカー・販売

タキロンマテックス
株式会社

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

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

浜

塗料メーカー・販売

日本ペイント
株式会社

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

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

よこ浜

給・排水設備改修

フジクス株式会社

川崎市川崎区貝塚1-8-2
蕁044-245-0822
蕭044-245-0824
jetmen@fujiks.com
http://www.fujiks.com

年間30万世帯もの実績を
持つ、排水管洗浄の専門
業者です。建物ごとに綿
密な事前調査を行い、洗
浄計画をご提案します。

川

給・排水設備改修

文化興業株式会社

本社：横須賀市米が浜通2丁目4番地
蕁046-822-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
蕁045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

創業60周年。水漏れ、排水管詰まり
清掃、エアコン・給湯機の取替えか
ら給排水配管の全面改修工事まで、
何でもご相談に応じます。実績と経
験のもと、お客様のニーズにお応え
できる工事を提供していく所存です。
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電気設備改修

藤澤電気株式会社

横浜市西区平沼2-2-7
蕁045-312-2225
蕭045-312-2515
fdk@f-denki.jp
http://www.f-denki.jp

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。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
電気設備改修

よこ

神 川

相 湘

浜

よこ

神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット

よこ管ネット相管ネット 湘管ネット

央 県央ネット



金 沢 シ ー サ イ ド タ ウ ン
並木2丁目第9住宅管理組合

会員

マンシ
ョン

紹介

Ｎ Ｐ Ｏ
浜 管 ネ ッ ト
正 会 員

管理組合は36件採用
国土交通省のマンション等安心居住推進事業は今年度初め

て創設され、NPO神管ネットが「相談体制の整備等に係る事
業」として採択された（7p参照）。
事業主体が管理組合となる「モデル支援に係る事業」には

76件が応募申請、36件が採択され、この中に金沢シーサイ
ドタウン並木2丁目第9住宅管理組合も含まれた。
今年度の応募期間は5月26日～7月13日。来年度は未定。
同管理組合が採択された内容は①高齢化に向けた組合規約

の見直し作業②在宅介護のためのバリアフリー改修モデルの
策定③省エネ・耐震対策、高齢化に伴う電気容量、緊急警報
の検討。提案申請の総額は545万円。このうち採択補助交付
金は約420万円。補助金に含まれない消費税分を入れて
120万～130万円が組合負担となる。
この負担金をめぐって「今やらなくてもいいことじゃない

のか」という声も上がったが、9月13日の臨時総会で事業の
実施議案が通過。事業にかかる管理組合の負担金（支出）を
減額するよう努めることで合意を得た。
国からの補助金を受け、審査委員からも期待される高齢化

対応のモデルマンションを目指す。

補助金は改修モデル策定等に利用
築27年目の現在、世帯主の平均年齢が61.4歳。経年劣化

とともに在宅介護のためのバリアフリーに考慮した専有部分
の改修に着手する住戸が増えている。
26棟に部屋のタイプは11。住戸内の段差の解消、車いす

で利用できる浴室、扉を引き戸にするなど、11タイプの建築
仕様用にそって改修モデルの策定を専門家へ依頼する。
こうしたルールも含め、高齢化によって生じる理事のなり

手不足などの決めごとを団地型の規約に精通している管理会

DA T A

■マンションデータ

築27年・2～5階建て・26棟・246戸
住所　横浜市金沢区並木2-9-6 蕁045-785-2518

建物構造…………………………RC造
敷地面積…………………………27,833.11㎡
建築面積…………………………8,699.81㎡
管理費（月額）の戸当たり㎡単価……約59円（一律6,200円）
修繕積立金（月額）の戸当たり㎡単価
5階建て団地型 ……………約129円（月額11,700円）
3階建て団地型 ……………約154円（月額14,400円）
3階建てメゾネット ………約100円（月額13,100円）
2階建てタウンハウス（A）…約151円（月額17,000円）
2階建てタウンハウス（B）…約197円（月額22,000円）

駐車場使用料（月額）…………9,500円（116台、充足率47.2%）
駐輪場使用料……………………150円（年間シール代、自転車518台・バイク26台）
分譲業者…………………………日本住宅公団（現（独）都市再生機構＝ＵＲ都市機構）
住宅設計…………………………内井昭蔵（9街区）、宮脇檀（10,11街区）
建設業者…………………………㈱不動建設、戸田・石原ＪＶ、東海興業㈱
管理業者…………………………JS日本総合住生活㈱
管理形態…………………………一部委託（組合費収納、窓口業務）
管理員の勤務形態………………週3.5日（21時間）
理事会……………………………月1回
メンバー構成……………………理事10人、監事2人
任期………………………………1年

社やマンション管理士に依頼し、最後は弁護士に監修しても
らうなどして、規約も改訂する。
3つ目は、マンションの省エネ化、耐震化への検証。
開口部を断熱2重サッシへ交換すると？玄関扉を耐震扉に

すると？台所をIH化にすると電気容量は？など、改修すれば
どれだけ効果があり、どれだけ費用がかかるのか、過去実績
のデータまとめを、これも専門家に依頼する。

専門家の力と国の補助と
情報は無料ではない。情報をもとにしたルールの策定や検

証後の結果報告は費用をかけたい。かけたいが普段の管理組
合運営にそんな費用はない。
専有部分の改修なども、管理組合でマニュアルを作ること

はベターだ。こうしたものを専門家の力を借り、構築していく
ためには、今回の国の補助事業を利用しない手はないだろう。
理事長は言う。「長年、みんなで住宅環境を作ってきたから

だと思うけど、並木地区の他の住宅から移ってくる人が多く
てね。空き部屋はすぐに売れます」。

14

高齢化対応のモデルマンションへ
「安心居住推進事業」で420万円補助

9月13日臨時総会の様子蜷

蜷2階の受水槽も不用にして管理組合
と自治会の倉庫にした

蜻2002年直結給水に改修。給水施
設の1階は大型ポンプを撤去して
物置に
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イベント情報 ■■

新 会 員 紹 介

モアクレスト宮前平
管 理 組 合 川管ネット 1 37 1992

ライオンズマンション
久 末 管 理 組 合 川管ネット 1 62 1984

サングレイス鎌倉笛田
管 理 組 合 湘管ネット 1 61 2002

名　称
◆ 正 会 員

加入ネット 棟数 戸数 竣工年

三 沢 電 機 ㈱ 浜管ネット 電気設備、給排水
等機械設備工事 6,350万円 1927

野 村 リ ビ ン グ
サ ポ ー ト ㈱ 浜管ネット マンション

管理
1億

2,750万円 1991

京浜管鉄工業㈱ 湘管ネット 給排水管
設備改修 5,000万円 1952

㈱大　　　　和 湘管ネット 大規模修繕
工事 5,000万円 1961

譖神奈川県建築士
事務所協会鎌倉支部 湘管ネット 設計・監理 ── 1996

名　称
◆ 賛助会員

加入ネット 主な業種 資本金 設立年

浜管ネット 蕁045-911-6541

管理士会、浜管ネット合同研修セミナー
日　時：11月14日（土）13：30～
場　所：かながわ県民センター（横浜駅きた西口徒歩5分）
テーマ：「マンション耐震問題」「マンションの長寿命化」
講　師：蘆日熊憲嗣氏（経計建築研究所代表）

蘆山森芳郎氏（たまプラーザ住宅管理組合前理事長）
参加費：2,000円（資料代）
技術者部会・専門業部会合同セミナー
日　時：11月21日（土）13：30～
場　所：ハウスクエア横浜4Ｆ（市営地下鉄中川駅徒歩2分）
テーマ：玄関ドアやサッシ等、開口部回りの大規模修繕工事

①玄関ドアやサッシの歴史・構造②管理組合規約の扱いと
工事費用負担の事例③劣化と改修工事の実際④改修用製品
等、最新工法の紹介、他

講　師：蘆内田修司氏（デルフィ設計代表）
蘆戸田明雄氏（相鉄建設㈱）
蘆柳原優一氏、江取良枝氏（YKK AP㈱）
蘆長谷川雅一氏（㈱ピーテック）

参加費：管理組合正会員無料、その他1,000円
技術者部会・専門業部会合同セミナー
日　時：11月24日（火）18：30～
場　所：かながわ県民センター（横浜駅きた西口徒歩5分）
テーマ：事例で学ぶ 給水設備直結化改修工事の設計責任方式

の流れ
講　師：蘆石川裕子（Lapis建築工房）

蘆加藤清久（㈱大神設備工業）他
参加費：管理組合正会員無料、その他1,000円
技術者部会・専門業部会合同セミナー
日　時：12月5日（土）13：30～
場　所：ハウスクエア横浜4Ｆ（市営地下鉄中川駅徒歩2分）
テーマ：ほんとにいいのか!? 他人任せの大規模修繕工事
【プロからの失敗ゼロのアドバイス】
第1部「自分たちのマンションは自分たちで守る）」
・誰でもできる自主点検・自分たちがどこまでできるか？
第2部「快適な環境維持のための大規模修繕工事」
・サッシ、玄関扉、金物類、防水、機能性能塗料等々、事
例を交えて解説

講　師：蘆島村利彦氏（㈱英綜合企画設計）
蘆小島孝豊氏（㈱ＩＫ都市・建築企画研究所）他

参加費：管理組合正会員無料、その他1,000円
横浜市マンション管理組合サポートセンター事業特別企画
日　時：12月12日（土）9：00～17：00
場　所：横浜市開港記念会館（みなとみらい線日本大通り駅徒歩1分）
テーマ：マンション管理基礎セミナーNo.2：ハード部門
テーマと講師：
1. 長期修繕計画標準様式（マンション管理センター）
2. 大規模修繕工事の設計・業者選定（割田浩氏・マンション管理士）
3. 大規模修繕工事仕様（根岸光司氏・マンションドクターズ）
4. 給排水管工事仕様（町田信男氏・浜管ネット技術者部会）

かながわ県央ネット 蕁046-264-6054

大規模工事見学会
日　時：12月12日（土）13：30～
場　所：ファーストクラス厚木管理組合法人

（相鉄線・小田急線海老名駅徒歩20 分）
内　容：23戸マンションでの分譲業者との係争、直結給水方

式への変更申請、大規模修繕工事計画、住宅金融支援
機構への借り入れ申請手続き等

定　員：30人（要予約、先着順）
講　師：蘆福市博臣氏（㈱建物保全センター）

蘆㈱ヨコソー、㈱スターテック（施工会社）
参加費：無料

川管ネット 蕁044-222-5136

管理組合交流会
日　時：11月8日（日）13：30～
場　所：ミューザ川崎第2会議室（JR川崎駅西口徒歩1分）
内　容：未定

5. 住宅金融支援機構の融資について（住宅金融支援機構ま
ちづくり推進部）

参加費：無料
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ＮＰＯよこすかマンション管理組合
ネットワーク（よこ管ネット）
http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133
定期無料相談：毎月第2土曜午後　ヴェルクよこすか

ＮＰＯかわさきマンション管理組合
ネットワーク（川管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp
蕁 044-222-5136
定期無料相談：
　　毎週木曜　まちづくり公社ハウジングサロン
　　毎月第1土曜（原則）　各区の市営公共施設

ＮＰＯ相模原マンション管理組合
ネットワーク（相管ネット）
http://www.so-kan.net
蕁 042-855-0555
無料相談：随時　事務局所在地

ＮＰＯかながわ県央マンション管理組合
ネットワーク（かながわ県央ネット）
http://kenou-net.jp
蕁 046-264-6054
定期無料相談：
　毎月第4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

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
蕁 045-762-1795

ＮＰＯ湘南マンション管理組合
ネットワーク（湘管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp/syokan-net
蕁 0467-46-5571
定期無料相談：毎月第2土曜午後
　　　　　　　藤沢市市民活動推進センター

ＮＰＯ横浜マンション管理組合
ネットワーク（浜管ネット）
http://www.hamakan-net.com
蕁 045-911-6541
定期無料相談：毎週土曜午後　ハウスクエア横浜

神管ネット組織図

（1）マンションの適正な管理運営のための指導相談、支援
（2）マンション管理運営についての経験交流、情報交換、資料の提供
（3）セミナー、シンポジウム、工事見学会、各種相談会などの実施
（4）行政や他の公共団体との協働によるマンション施策の推進

それぞれのマンション管理組合ネットワークは、マンション管理適正化
と生活向上に寄与することを目的に、主に下記の事業を行っています。

事業内容

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

※定期相談以外の無料相談も随時、電話やメール等で行っています。詳細は各ネットワークへお問い合わせ下さい。

編 集 後 記
国交省の補助事業としてのCPD研修セミナーは予想を

はるかに超える参加者の殺到で、かなり注目が集まって
いる。今後はこの制度をより充実させるためにも、いろ
いろな角度から昇華を目指さなくてはならない。とはい
え政権が民主党に交代。財源の見直しが続いている。来
年度の予算は確保できるのだろうか。初年度の今は高尾
会長、山本先生の労力たるや筆舌に尽くしがたい。せっ
かくのこの尽力、この努力を来年度につなげて制度を
軌道に乗せたいと思う（Y）

浜管ネット

129組合

26, 716戸

川管ネット

32組合

4,734戸

よこ管ネット

52組合

9,357戸

相管ネット

29組合

1,657戸

湘管ネット

13組合

1,256戸

県央ネット

15組合

3,010戸

41組合

8,209戸

合　計

311組合

54,939戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成21年9月30日現在

日 住 協
神奈川県支部

新 会 員 募 集

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。


