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C O N T E N T S

人口の半分近くの約2,000万人が
ソウル・仁川を中心とした首都圏に住
むという韓国。大規模団地や超高層マ
ンションが多い。写真は昨年10月、
NPO浜管ネットの技術者部会・専門
業部会の有志メンバーが韓国のマンシ
ョン事情を視察に行った際のソウル市
内の超高層マンション群

神管ネットと各地域ネットの活動神管ネットと各地域ネットの活動神管ネ トと各地域ネ トの活動神管ネ トと各地域ネ トの活動神管ネットと各地域ネットの活動神管ネットと各地域ネットの活動神管ネットと各地域神管ネットと各地域
NPO神管ネット会長  ●山本育三

年頭の辞

韓国のマンション事情を視察韓国のマンション事情を視察韓国のマンション事情を視察韓国のマンション事情を視察

各地域管理組合ネットワークとそれらの会員管理組合の皆様には、昨年1年

間お世話になりました。本年も宜しくお願いします。

神管ネットでは、一昨年秋以来「管理組合相談員等に対するCPD委員会」

活動の一環として、県下の各自治体や諸団体のマンション相談員や管理組合役

員に対する、「継続的能力開発（CPD）」のためのセミナーや工事見学会を県

下の友誼団体ともに実施してきました。これまでCPD委員会が5年間続けて

来たCPD活動を、昨年度は国交省の安心居住推進事業の補助金により、本年

度は自前事業として神管ネットが事務局を引き受け進めているものです。本年

3月まで後数回予定しています。相談業務をしているマンション管理のさまざ

まな分野の専門家や管理組合のベテラン役員に対し深い知識と最新の情報を提

供することで、管理のノウハウを積むための研修活動です。

神管ネットではさらに昨年11月以来、弁護士による無料法律相談会を始め

ました。これは、神奈川県下でますます増えるマンション居住に伴う、あるい

は高経年化するマンションストックで起こりうる課題の中で、法律上の厄介な

問題に対して各地域ネットと共同して進める相談事業です。

いずれも、マンション管理問題がより複雑化、重層化することに対する解決

への糸口にしようとするものです。神管ネットは、県下の各地域ネットと共同

で本年も活動を展開します。宜しくご活用、ご鞭撻をお願いします。

※CPD活動、無料法律相談会については3ページに詳細を掲載しています。
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郊外立地で交通の便が悪く、専有面積約50㎡で22戸の小
規模マンションでは賃貸化が進んでいた。賃貸アパートが隣
接しており、所有者と賃借人の住まい方のマナーが違うこと
にある所有者住民が不安を感じた。
「このまま賃貸化が進めば、このマンションはどうなって

しまうのか」
ある理事会で「賃貸に出してほしくない憲章」を定めた。

同時に2住戸を合わせて1戸に改造する案（2戸１戸化）の検
討を開始。実際に「今の専有面積約50㎡を倍の100㎡とし
たい」と希望する所有者も複数いた。
次に取り組んだのが細則の作成。「狭小対策『2戸１戸化』

『3戸2戸化』に関する細則」を定めた。管理組合へ工事内容
の届け出をし、構造や躯体に対する不具合をチェック、承認
を経て着工する。
実際の事例はまだないが、建替えをせずに専有部分の床面

積を拡大し、生活空間を確保することでファミリー世帯が定
住できるようになるなど、賃貸化や空き家の減少にも期待が
寄せられる。
具体的な「2戸１戸化」は、左右隣戸との間の戸界壁の一

部を抜く、戸界壁を抜かずにバルコニーを屋内化して2戸を
つなぐ方法等がある。
ただ、耐力壁やスラブを抜くことは建物全体の構造計算な

どを確認しなければならない。法律や管理規約でも共用部分
となっているため、管理組合が細則などによって手続きを明
確にする必要がある。
全管連では、こうした狭小住戸における再生についての行

政の支援策をマンション再生法の提言に盛り込んでいる。

高経年マンションのより長寿命化や、建て替えずにずっ
と住み続けるためには、居住環境の向上が必要だ。今後
は修繕計画による維持管理だけではなく、「マンション再
生」がキーワードになってくる。全管連が提案する「マ
ンション再生法」をもとに、新しい取り組み例や行政の
支援策などを紹介する。（→第14号2ページに関連記事）

50㎡未満の２戸１化へ
建替えせずに居住空間を拡大

国土交通省と経済産業省は昨年12月、電気自動車（EV）
等の普及に備えて、充電設備を新たに設置しようとする際の
注意事項などをまとめた『電気自動車・プラグインハイブリ
ッド自動車のための充電設備設置にあたってのガイドブック』
を作成、発表した。
国土交通省の下記アドレスでも公表されている。
http://www.mlit.go.jp/common/000130718.pdf

◇　◇　◇

ガイドブックの概要
●充電設備の位置付け
・マンション標準管理規約では、建物外の駐車場は区分所
有法第21条の共用部分以外の付属施設として区分所有
者の共有としているため、充電設備も同様に区分所有者
の共有とする
・建物内の駐車場は標準管理規約第8条別表第2で、専有
部分に属しない建物の付属物として共用部分とされてお
り、充電設備も同様に共用部分とする

●共用部分の変更は総会決議が必要
共用部分等の変更や管理に関する事項は、管理組合の総

会決議が必要となる
●電気料金や工事費の負担

共用部分に設置された充電設備の電気料金や工事費の負
担は管理組合の負担とする
●利用者の課金方法

管理組合が充電設備の利用者から課金を行うことは可能
であり、①10分○○円や1回○○円などの課金②電気使用
量を考慮した上で駐車場使用料の値上げによる課金③コン
セント使用料の設定による課金などの方法が考えられる
●電気容量の確認

電気容量が不足したまま充電を行った場合、エレベータ
ーやエントランスのオートロック等が停止する危険性があ
るため、契約電力容量の変更、電気設備の増設を行う必要
があるのか確認する
●コンセントの設置位置

コンセントの設置位置は安全性・利便性を考えて、夜間
照明が届く位置や雨水のかからない位置が考えられる
●充電用コンセントの配線

電気自動車充電用のコンセントは1分岐回路に1受口の
コンセント1か所（専用回路）としなければならない

◇　◇　◇
電気自動車が満充電にかかる時間は電力量や設備の種類に

よって変わるが、総電力量9kWhの車で100Ｖ・8時間、
200V・5時間、同16kWhで100Ｖ・14時間、200V・7
時間。これだけ時間がかかると充電設備の設置場所を公共的
なスペースにしたり、利用のルールを作成しておかなければ
利用者の不公平感を招くことになりかねない。また工事費の
管理組合負担については利用者以外の合意形成も検討材料だ。
ガイドブックはあくまで充電設備の設置に関する手順が書

かれているに過ぎない。
ただし、次世代の自動車として電気自動車は注目されてお

り、我が国のエネルギー基本計画（平成22年6月18日閣議
決定）でも2020年までに200万基の普通充電器が設置目標
として示されている。
次世代に向け、管理組合や行政がどうような工夫をして、

今住んでいるマンションの居住水準を上げていくのか―電気
自動車もその検討材料のひとつと考えられるだろう。

マンションでのEV充電設備設置
国交省・経産省がガイドライン作成

◆受信障害対策共聴施設の改修経費に対する助成制度
（申請受付期間：平成23年1月5日から予算上限
に達するまで）
現在、保有・運営されている受信障害対策共聴施設
を下記の方法のいずれかで地上デジタル化を行う場
合、その一部を国が助成する制度
・ケーブルテレビやブロードバンドサービスによる
受信に移行
・現在の共聴施設をデジタル放送に対応する有線共
聴施設に改修、または無線共聴施設へ置換

助成金相談窓口 平日9：00～18：00
蕁0570-093-724

◆受信障害対策共聴施設への経費助成
（申請受付期間：平成23年1月5日～7月25日）
・国が改修等に要した経費と
認めた額の1／4
・共聴施設の施設管理者等に
助成
・助成は、同一施設に対して
１回限り
NHK技術局　助成制度窓口
平日9：30～17：30
蕁0570-014-814

総務省　助成制度再募集 NHKでも助成制度
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11／27弁護士による無料法律相談会スタート11／27弁護士による無料法律相談会スタート11／27弁護士による無料法律相談会スタート11／27弁護士による無料法律相談会スタート
内 容 は 管 理 費 等 滞 納 金 へ の 対 応 等

NPO神管ネットは11月27日、横浜石川町のかながわ労働
プラザ（Lプラザ）で第１回無料法律相談会を開いた。担当
弁護士は横浜弁護士会に所属する有志の弁護士4人。大変熱
心に相談に応じてもらった。
この日の相談内容は管理費等の滞納金に関する訴訟提起に

ついての相談が2件、分譲時に駐車場専用使用権を購入した
マンションでの問題点1件の合計3件。
この無料法律相談会は規約改正の問題点、管理費等の滞納

金、ペット問題、迷惑居住者のほか、最近みられる認知症関
連などの問題に関するもの
で、当面は建物・設備の瑕疵
問題は対象外とする。

なお、この無料法律相談会を利用するには神管ネット傘下
の5団体（浜管ネット、川管ネット、よこ管ネット、かなが
わ県央ネット、湘管ネット）のマンション定期相談会を事前
に受けることが前提で、ネットでの相談の枠を超え、弁護士
に相談することが必要と判断された場合に対応する。

協発行の手引書「コンサルタン
ト選定マニュアル」をもとにコ
ンサルの選定と役割について解
説。シンポジウムでは、管理組
合代表として霧が丘グリーンタ
ウン第一住宅管理組合から長期
的に建物維持管理に携わってき
た経験を披露していた。

第7回CPD、1月21日
超高層マンションの大規模修繕
日　時：1月21日（金）17：30～20：30
担　当：（般社）マンションリフォーム技術協会（MARTA）
テーマ：超高層マンションの大規模修繕工事

―長期修繕計画から工事事例まで―
講　師：田邉邦男氏（MARTA会長）等
テキスト：『超高層マンション改修小冊子』無料配布
会　場：かながわ労働プラザ（JR根岸線石川町駅徒歩3分）

第8回CPD、2月19日
判例に学ぶマンション管理
日　時：2月19日（土）13：30～16：00 
担　当：よこ管ネット・湘管ネット
テーマ：判例に学ぶマンション管理（仮題）
講　師：弁護士 小川敦司氏（相模原中央総合法律事務所）
会　場：横須賀市生涯学習センター

（JR横須賀駅・京浜急行逸見駅徒歩5分）

第9回CPD、3月26日
外断熱改修後1年間の軌跡
日　時：3月26日（土）13：30～
担　当：相管ネット
テーマ：外断熱改修後1年間の軌跡
講　師：外断熱改修を行った管理組合
会　場：相模原市民会館（JR横浜線相模原駅バス5分）
……………………………………………………………………
●主　催：神奈川県下マンション管理アドバイザーCPD委員会
●申込先：NPOかながわマンション管理組合ネットワーク
●電話／FAX：046-824-8133
●E-mail：info@jinkan-net.com

平成22年度「マンション相談員等のCPD研修」セミナーのご案内

11月13日、第4回CPD
第4回研修セミナーのテーマは『エコを考えた計画修

繕』。修繕工事においては機能更新、改良を目的とするこ
とはもちろん、省エネやCO2削減などエコを考えた計画
修繕を進める時代ということで、かながわ労働プラザ4階
第3会議室で行った。担当はNPO日住協。
外断熱改修事例報告、アスベスト除去工事、無電極ラン

プなどの内容の解説があった。

11月14日、第5回CPD
第5回は大和商工会議所で『マンションの危機管理と個

人情報保護』テーマに、居住者名簿と個人情報保護法につ
いて明治学院大学の竹田智志氏が、危機管理については神
奈川県県央地域県政総合センターの石　健氏が防災への行
政の取り組み、ざま災害ボランティアネットワーク・濱田
政宏氏が住民ボランティアの立場で行う自主的な減災活動
について講義を行った。

12月26日、第6回CPD
第6回は再び日住協が担当。テーマは「『大規模修繕工

事等コンサルタントの導入・役割』コンサルタントをどう
選ぶか、その役割は！手引書の説明会とシンポジウム」。
会場はかながわ労働プラザ4階5・6・7会議室。
島村利彦氏（マンション・ユニオン保全設計協同組合理

事長）と近藤武志氏（八生設計事務所代表）がNPO日住

第2回無料法律相談会
日　　時：2月26日（土）10時～
会　　場：横浜市開港記念館（地下鉄関内駅徒歩10

分、みなとみらい線日本大通り駅徒歩1分）
相談対応：3件
※各地域ネットの定期相談（16p参照）を事前に受け
る必要あり蜷横浜弁護士会から有志の弁

護士4人が対応してくれた

次回は2/26（土） 横浜開港記念館

アスベスト除去工事の解説をする
ヤシマ工業㈱

無電極ランプを販売する㈲オリ
エンタル（壇上左）。中央は日
住協の川上神奈川県支部長

第2部のシンポジウムでは、管
理組合の立場、管理組合から委
託を受けるコンサルタントの立
場からの意見交換が行われた

明治学院大学・法学博士の
竹田智志氏

ざま災害ボランティアネットワーク・濱
田政宏氏が紹介してくれたのは、高層階
からでも一人で楽にけが人を搬送できる
階段避難車。9.11同時多発テロ事件の
際には69階からの救助に活躍した

今後のスケジュール予定
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マンション関連

（般社）マンション管理員検定協会（東京・日本橋、日下部
理絵理事長）は10月30日、東京・春日の文京シビックホー
ル26階スカイホールで設立記念フォーラムを開いた。
試験の概要は下記の通り。

マンション管理員検定協会設立
公的資格目指し“管検”スタート

初回実施：平成23年7月31日
（年2回・1月と7月に実施）

検 定 料：8,900円
試験会場：全国主要都市

（札幌・仙台・東京・大阪・福岡）
問い合わせは　事務局：

蕁03-6231-1620 info@m-kanken.or.jp
http://www.m-kanken.or.jp

10月30日、設立記念フ
ォーラムの様子。検定試験
の合格者には成績順を3区
分し、協会認定の合格証が
発行される

前段左から日下部理絵理事
長、中山美穂理事。上段左
から宮田浩志理事、木村孝
理事、竹内敬雄理事。税理
士、司法書士、宅建主任者、
不動産鑑定士、マンション
管理士などの資格を持つ理
事で協会を構成している

本紙10号で紹介したマンションコミュニティ研究会（廣
田信子代表）がすすめる「カード de コミュニケーション運
動」の取り組みが昨年11月23日夕方のNHK首都圏ニュース、
28日午前6時からのNHKニュースに「年賀カードで近所づ
きあいを」というタイトルで取り上げられた。
コミュニティーの中で、ちょっとしたあいさつの言葉で、

気持ちを伝え合うコミュニティ・カード（＝写真）。普段はな
かなか話をする機会がない隣人や上下階に「カード」で気持
ちを伝えることができれば、良好なコミュニティーが生まれ、

カード de コミュニケーション
マンションコミュニティ研究会

（般社）マンション計画修繕施工協会（MKS・坂倉徹会長）
は今年度から、「Mansion Creative Reform賞」を創設する。
対　　象：修繕工事の施工者、現場担当者、設計・監理者、

管理組合
表彰内容：入賞3件（うち大賞1件）
募集期間：平成23年2月1日～2月25日
選定基準：①現場体制（作業員教育等）に関する新しい取

り組み
②工法、材料に関する新しい取り組み
③居住者対応に関する新しい取り組み
④長命化に寄与する取り組み

◇　◇
また、同協会は22年度事業の一環で、「マンション計画修

繕関係法令マニュアル」（＝写真）を作成、発行した。
法令尊守が当たり前のように求められるようになっている

状況で、さまざまな法律知識が必要とな
るマンション改修業界においても、修繕
工事の関係法令を整理し、まとめたもの。
建設業法から区分所有法まで、あらゆる
関係法を網羅している。
問い合わせは
事務局　蕁03-5512-2798
http://www.mks-as.net

修繕工事の表彰制度を創設
マンション計画修繕施工協会

「コンサルタント選定マニュアル」発行
NPO日住協
NPO日住協は国土交通省の平成22年度「マンション等安

心居住推進事業（相談体制整備に係る事業）」で採択された事
業の一環として昨年12月、「マンション大規模修繕　設計監
理方式の導入～コンサルタント選定マニュアル～」（＝写真）
を作成、発行した。編著者はNPO日住協のハード部門の相談
体制を支えるマンション・ユニオン保全設計協同組合。
内容は、マンションの維持管理や調査診断のあり方から、

コンサルタントの必要性、役割、条件、
選定のポイントなど。最後にはコンサル
タント導入に関する成功事例とともに問
題があった事例を紹介している。
問い合わせは
本部事務局　蕁03-5256-1241
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp

コミュニティ・カード（例）

会員管理組合の皆様

いつもお世話になっています。
マンション管理に関するあらゆるこ
とについて、お困りのことがありま
したら、本紙16ページ神管ネット組
織図にある各地域ネットワークの相
談事業をご利用ください。
神管ネット・各地域ネット 役員一同

近隣トラブルや近年では孤独死の問題などを未然に防いだり、
防犯に役立てることもできるかもしれない。
写真の「カード de コミュニケーション」の考え方や使い

方、コミュニティ・カードを盛り込んだ冊子は1部200円。
試してみたいという管理組合にはモニター制度もある。
詳しくはマンションコミュニティ研究会カード運動事務局
E-mail：mckhug@ mckhug.com 蕭044-752-8037

表 裏
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住民の高齢化と建物の高経年化という「2つの老い」が社
会的なマンション問題として多くのセミナー等でテーマにあ
がっているが、調査によると築20年未満が全体の66.7%と
7割弱を占めた。県北部は横浜や川崎などの大都市と比べる
と若いマンションが多いといえる。

神奈川県は平成22年10月、「神奈川県分譲マンショ
ン実態調査（県北部地域・調査数1,257マンション）」
を報告した。平成21年11月に神奈川県とNPO神管ネッ
トが業務委託契約を交わし、県内二つの管理士会と共同
で行った調査結果で、このページではその報告書の一部
データを掲載する。
詳しくは神奈川県HPをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/0720/jyuutakuHP/

motiie_mansyon/H21_manshon_chousa_hokubu.pdf

神奈川県分譲マンション実態調査（県北部地域）神奈川県分譲マンション実態調査（県北部地域）

10年未満
19.0％

10～19年
47.2％

20～29年
26.2％

30～39年
5.8％

40年以上
1.1％ 無回答 0.7％

58.5％と約6割が49戸以下のマンション。100戸以上は
1割強に過ぎない。市町村別で「49戸以下」の比率が高い順
は大和市67.3％、相模原市64.2％だった。

20戸未満12.6％

20～49戸
45.9％

50～99戸
26.5％

100～299戸 11.2％

300～499戸 1.3％

500戸以上 0.8％
無回答 1.8％

会計年度との関係で3～6月がそれぞれ10%台であり、こ
の4カ月間の合計が全体の約50％を占めた。とはいえ、販売
時期との関係からか定期総会の開催時期が極端に偏った傾向
にないこともわかった。

1月 3.8％

2月 8.5％

3月 10.6％

4月 12.4％

5月 15.4％6月 12.1％

7月 4.2％

8月 3.5％

9月 4.4％

10月 6.3％

11月 7.5％

12月 5.3％

無開催 1.1％

不明 0.6％ 無回答 4.4％

8割以上が管理会社への全面委託であり、一部委託を合わ
せると9割の管理組合が管理会社に業務委託をしている。戸
数別にみると、自主管理で多かったのは「20戸未満」の管理
組合。「20戸未満」総数の22.8%が自主管理の回答だった。

全面委託
82.3％

一部委託
7.3％

自主管理
6.3％

無回答 4.1％

・恒常的な情報提供の宛先
「管理組合」56.2%、「管理会社」14.7%、
「その他」3.7%、「無回答」25.4%

・マンション管理相談を利用したいと思うか
「利用したいと思う」25.5%、「思わない」30.0%、
「その他」33.1%、「無回答」11.4%

・マンション管理に関する神奈川県からの行政情報を希望す
るか
「希望する」43.0%、「希望しない」21.6%、
「その他」23.9%、「無回答」11.5%

・神奈川県にある地域の管理組合ネットワーク組織を知って
いるか
「知らない」74.5%、「知っている」9.4%、
「無回答」16.1％

・管理組合ネットワークへの加入について
「加入している」2.2%、「加入したい」3.6%、
「加入したくない」14.4%、「分からない」56.3%、
「無回答」23.5%

・マンション管理士を知っているか
「知っている」58.8%、「知らない」30.6%、
「無回答」10.6%

神奈川県分譲マンション実態調査の目的等

（1）目的
分譲マンションの抱えている課題への対応または課

題の把握、的確な情報提供を行い、円滑な再生につな
げていくための基礎資料として実態把握のための調査

（2）調査対象
平成20年12月末現在の1,785マンションが調査対

象。内訳は綾瀬市39、伊勢原市40、海老名市125、
厚木市165、座間市203、秦野市66、大和市375、
中井町0、大井町0、松田町0、山北町1、開成町4、
南足柄市0、相模原市767、愛川町0、清川村0

（3）回収率
データから賃貸、社宅、重複などを除いた実質調査

対象数1,648のうち、調査用紙の回収が1,257、調
査不能または調査拒否が391で回収率は76.3％

（4）調査期間
平成21年11月24日から平成22年3月30日

※昨年度の県北部に続き、神奈川県では現在、南部地域（横須賀、
鎌倉、逗子、三浦、葉山、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、中郡、
高座郡、足柄下郡の約1,700マンション）の実態調査を実施して
います。

●グラフ①　築年数

●グラフ②　戸数

●グラフ③　定期総会の開催月

●グラフ④　管理会社への業務委託

●その他、主な項目の調査結果
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「小規模マンション設計監修・工事監修業務」スタート「小規模マンション設計監修・工事監修業務」スタート
NPOとしての支援体制構築へNPOとしての支援体制構築へ

N P O 浜 管 ネ ッ ト

かねてより小規模マンション問題を研究してきた

NPO浜管ネットではこのたび、大規模修繕工事に設

計・監理方式でも責任施工方式でもない「小規模マンシ

ョン設計監修・工事監修業務」を新たな事業としてスタ

ートさせることになった。

小規模ゆえにスケールメリットがなく工事費も割高と

なるため、毎月集める修繕積立金の目標額が計画修繕費

用に足らないマンションは多い。また、高経年のマンシ

ョンの中には長期修繕計画もなく、これまで計画修繕の

経験がないどころか、修繕資金を全く蓄積していないも

のも少なくない。このようなマンションの老朽化が進行

した時、誰かが手を差し伸べなければ、スラム化の道を

歩むことになる。

そこで「小規模マンション設計監修・工事監修業務」

を利用し、少しでも建物の適正な維持管理に目を向けて

もらうことを目的としている。

・小規模マンション…ここでは30戸未満を想定。極小
規模のもので、建物の維持管理に行き詰っている市内
の高経年マンションを対象とする。
・設計・監理方式…1級建築士等のコンサルタントに、
建物診断や大規模修繕工事の仕様書の作成、業者選定
協力、工事監理等を委託する方式
・責任施工方式…特定の管理会社や工事業者1社に設計
から施工までを発注する方式

・監修業務…小規模マンションで、大規模修繕のた
めの設計・監理方式の費用の予算化が困難な場合
に、浜管ネット技術者部会の会員（マンション改
修専門の設計事務所）が第三者的立場で、その設
計・施工に対し「重点的なチェック・助言・協議
への参加等」を行うもの。
この方式により、費用は通常の設計・監理方式

よりできるだけ低廉なものとする。

浜管ネット
（技術者部会）

管理組合

責任施工業者がすでに
決まっている場合

施工者作成の設計図書・見積書等の検討を行い
「設計監修報告書」を作成。

組合、施工者、監修者で協議、工事内容を確定する。

●簡易診断
 ・浜管ネット事業の簡易診断を行う
●大規模修繕「基本計画書」を作成
 ・工事範囲、項目、基本工法・仕様、設計上の留意点、
　　全体スケジュ－ル

●プロポ－ザル方式による責任施工会社の選定
 ・「基本計画書」を基に、専門業部会員の中から参加
　　を募り必要書類を提出、組合・監修者がヒヤリング
　　の上選定する。

●設計図書・工事内容の確定
 ・選定された施工者、組合、監修者の3者協議により
　　工事内容を最終確定する。

責任施工業者が
決まっていない場合

○施工者が主催する工事説明会資料作成に協力、説明会へ
の立会
○工事実施に使用する施工図書の確認、検討、協議
○工事の主要工程において現場の施工品質状態の確認
○追加変更・工事費増減の確認、協議
○足場解体前の検査、組合との竣工検査
○竣工図書の確認
※組合、監修者、施工者の協議は定期的に適宜行う

工　事　監　修　①

設　計　監　修

○工事完成保証は専門業部会員の中から選定された施工会
社を保証人とする。

○監修者の検査の他に、専門業部会員の中から選出された
担当者により、足場解体前の適切な時期に、安全、品質
確認を行う。

工事監修②（①に追加される項目）

設計監修・工事監修業務委託契約

Aケース Bケース

◆本制度の意図するもの◆
大規模修繕工事は、本来、設計・監理方式で行うこと

が望まれるが、そのための費用が必要となる。しかし、
小規模では現実にその費用まで手が回らない状況、また、
工事内容にも問題が多い。今回の制度は小規模マンショ
ンへの支援事業の一環であり、工事の質を確保しながら、
できるだけ低廉な費用で行うことを目論んだもの。
NPOとして浜管ネットの技術者部会、専門業部会の協
力を得て制度の確立を目指したい。



神奈川県警が発表している平成21年のデータ「自動車
盗・車上ねらいの発生状況」によると、神奈川は自動車盗の
発生件数は年間1,450件で前年比25.4%減少し全国6位。
車上ねらいは5,383件で10.8%減の全国9位だった。

駐車場不足、空き駐車場の増加、迷惑駐車、機械式駐車場にか
かる高いメンテナンス費や修繕費など、駐車場問題はペット、騒
音とともにマンションの3大トラブルのひとつといわれてきた。ト
ラブルといわれるにはトラブルの根底に何があるのかを知らなけ
ればならない。2回に分けて駐車場問題の基本をまとめた後篇。

その

4 駐車場の防犯対策、「未然防止」を目的に

後篇
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●自動車盗発生件数
1位　愛　知 4,442件 ＋11.0
2位　千　葉 3,882件 ＋5.9
3位　大　阪 2,746件 －21.1
…
6位　神奈川 1,450件 －25.4

●車上ねらい発生件数
1位　大　阪 17,647件 －7.1
2位　愛　知 17,157件 ＋2.8
3位　埼　玉 9,584件 －2.4
…
9位　神奈川 5,383件 －10.8

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

4,529
24,932

28,312

28,210

24,714

20,216

11,390

9,456

6,361

6,035

5,383

4,719

4,359

5,329

6,163

3,321

2,885

2,954

1,944

1,450

神奈川県内の年別発生状況
（12年～21年）

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

自動車盗

車上ねらい

自動車盗・車上ねらいの発生件数は下降線の状態を保って
いる。
ただ、全国でも常にトップ10に入っている状況には違い

ない。神奈川は犯罪の発生件数が多いことを自覚し、自分た
ちで守っていくことを考える必要がある。
狙われにくいのは見通しが良く、明るい駐車場といわれる。

「安全・安心まちづくり推進要綱」によると、駐車スペースは
2ルクス以上、車路は10ルクス以上が明るさの基準とある。
塀などに設置するセンサー警報システムや人が近づくとライ
トが点灯するセンサー付ライトも、犯罪を未然に防ぐという
点で効果がある。

防犯カメラは単に設置しただけでは「事件の早期発見」が
目的になりがち。センサーと連動させて警備会社に連絡する
システムにするなど、「事件の未然防止」を目的にした設置を
考えるべきだろう。
駐車場の規模や形状などを考慮し、専門家などのアドバイ

スを受けて効率の良い防犯器具の選定・設置をすすめたい。

「マンションの駐車場がいっぱいで、外の民間駐車場を借
りている。順番待ちは20台とも言われている。しかし、そ
の駐車場の土地にビルが建設されるという。どこか他の遠い
場所を借り直すしかないのか」
順番待ちで駐車場を借りたい人が借りられない一方、ずっ

と敷地内の駐車場を使用し続ける人たちもいる。管理組合と
しては、そんな不公平感がトラブルに発展することを防ぐた
めの対策が必要といえるだろう。
1年ごとの登録制にして、毎年駐車場の場所を決めるため

のくじ引きをしている管理組合もある。公平性の確保のため
とはいえ毎年の苦労が思いやられたが、多くの居住者の関心
事であるため、この際に管理組合からの別のお知らせにも関
心を持ってもらえる大切なイベントになっているということ
だった。

一方、近年では空き駐車場も増えている。若者の車離れ、
高齢者の増加、車両規制（ワンボックスなどの大きな車両が
機械式に入らない）などから駐車場の借り手がなくなってい
るのである。
そこで、外部への貸し出しを検討する管理組合も増えてい

るが、気をつけたいのが管理組合の収入になるという点＝税
務対策である。
1台分の駐車スペースを他人に貸すと賃貸料は当然管理組

合の所得となる。100％マンション居住者に貸している場合
は問題ないが、例えば100台分の駐車場で1台でも外部に貸
すと、他の99台分も課税対象になってしまう可能性がある
のだ。
空き駐車場が多くなって、外部に貸す場合は貸すスペース

だけでなく、駐車場全部が課税対象となる可能性も考えて検
討したい。
機械式駐車場は月々の電気代や定期的なメンテナンス料、

将来にかかる修繕費など多額の費用が発生する。そんなこと
を考慮して、ある管理組合では、この際、駐車場をなくして
しまおうと機械式駐車場1ブロック（25台）分を撤去したと
いった事例も報告されている。

その

5 駐車場の不足への対応
公平性の確保が問題

その

6 空き駐車場への対応
貸し駐車場は税務対策を

駐車場使用料の決め方、駐車場収入の会計処理、迷惑駐車
対策、防犯対策、駐車場不足への対応、空き駐車場への対応
等…マンションの駐車場は問題となるいろいろな要素を持っ
ている。
まずは自分たちのマンションが何を求めているのかを把握

することが必要といえよう。

最後に
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浜管ネット浜管ネット

浜管ネットは国土交通省「マンション等安心居住推進事業」
に採択された補助事業の一環として、横浜市を4地区（中
央・南・西・北）に分けた管理組合地区別交流会の開催と、
約20管理組合を対象に訪問しヒアリング、現地相談を実施
した。
高経年化とともに居住者の高齢化が進み、理事会運営が難

しいマンションや小規模で計画修繕が行われにくい管理組合
等を対象に、第三者支援体制作りが主な目的だ。
交流会は主に2部構成で、第1部では管理組合活動の事例

報告、参加者が発言し合う交流会を第2部とした。

11／6 中央地区、11／14 南部、
11／28 西部、12／4 北部
浜管ネット地区別交流会を実施

地区別管理組合交流会
■中央地区（神奈川区、西区、南区、中区、鶴見区）
11月6日・かながわ県民センター
主なテーマ「マンションの活動に参加しよう」
講師　吉田郁夫氏

（グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ管理組合）
■南部地区（磯子区・戸塚区・港南区・栄区・金沢区）
11月14日・福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」
主なテーマ
「あなたのマンションで抱えている問題は何ですか」

講師　佐藤忠雄氏（金沢区六浦台住宅管理組合）
■西部地区（保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区・泉区）
11月28日・若葉台地域ケアプラザ
主なテーマ
「高経年マンションのより長寿命化と再生、活性化」

講師　柴田中夫氏（若葉台住宅管理組合協議会）

中央地区はビデオ
などを使い、コミ
ュニティー形成の
場である桜祭りな
どの管理組合活動
を紹介

■北部地区（青葉区・都筑区・港北区・緑区）
12月4日・ハウスクエア横浜
主なテーマ
「みんなで考えませんか、これからのマンション管理」

講師　有馬道郎氏（港北ニュータウンイオ管理組合）、
井上正和氏（鴨居第一ハイツ管理組合）

南部地区は上大岡
で実施。団地再生
と循環ミニバス開
設の取り組みの事
例報告がされた

西部は交流会を管
理分科会と再生分
科会の2つのグル
ープに分けて行っ
た。写真は管理分
科会の様子

北部では管理組合
のHP開設とコミ
ュニティー形成に
有効な利用例、直
結給水工事による
改善についての報
告がされた

高経年マンションの大規模修繕と
電気幹線改修工事見学会

11 23／

11月23日（火・祝）、横浜・港南区の野庭団地第十住宅
管理組合（1998年竣工・SRC造10階建・2棟・260戸）
が行っている築32年目の第3回大規模修繕工事と電気幹線改
修の工事見学会を開いた。
設計・監理：㈱岡田建築設計事務所
施工：（建築工事）建装工業㈱

（電気工事）パナソニック電材システム㈱
高経年マンションの機能向上の工事項目として一般的な大
規模修繕項目のほかに行った工事内容：
◆建築工事
①全戸玄関ドアの交換
②エントランス改修：段差解消、仕上げ改修、出入口
の自動ドア化、ひさし改修
③バリアフリー化工事：エントランス・ＥＶホール・
廊下・集会所の段差解消・スロープ設置等
④金物交換：廊下エキスパンションジョイントの交換

◆電気工事
①住戸電気容量アップ：最大30Ａを60Ａまで可能に
②照明器具交換：エントランスをLED化、外灯を省エ
ネ器具に交換

工事期間：2010年7月15日～2011年2月28日
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築年が古くなれば一
般的な大規模修繕の
項目だけでなく、電
気幹線など多くの項
目が改修対象になっ
てくる

11月27日貍、技術者部会と専門業部会Cグループはハウ
スクエア横浜4Fセミナールームで「どうなる！高経年マンシ
ョン」と題し、合同セミナーを行った。
平成21年度横浜市調査によると市内のマンションストッ

クのうち、築30年以上（1980年以前）の管理組合は全体
の約11%、戸数別では19%を占め、戸数別の全国データ
（14.8%）よりも高経年化の率が高いことがわかっている。
高経年化は居住者の高齢化から、役員の成り手不足、活

動・活力の低下、滞納の発生など、さまざまな課題が浮き彫
りになってきている。
さらに1980年代に大量供給されたマンションが高経年を

迎え、建物の維持管理が今後の大きな課題である。
当日セミナーは、第１部で浜管ネット常務理事の阿部一尋

氏が「高経年マンションの現状と課題」をテーマに基調講演
を行った。
第2部は、パネルディスカッション形式での管理組合・設

計事務所・管理会社・工事会社による組合員参加型の意見交
換を行った。

技術者・専門業部会合同セミナー
高経年・高齢化マンションの課題テーマに

11 27／

相管ネット相管ネット

11月23日、相模原市民会館で「マンションはスラム化す
るのか？」というテーマでセミナーを開いた。講師は、高崎
福祉大学元教授で地域再生研究所所長の松本恭治氏。
松本氏は「現在日本では地方都市や郊外のマンションがス

ラム化し始めている」とし、その理由として「住宅政策を市
場原理だけで行っていることの弊害」と指摘する。
「地方や郊外では公共交通機関が衰退し、車の運転ができ

ない、特に高齢者や身体に障害を負っている人にはやさしく
ない都市となっていしまっているのが現状だ」というのだ。
次に実際にスラム化したマンションの事例を紹介。40戸

のマンションで5年間で23件の競売が出たり、96戸のマン
ションで管理費の未納が3.3億円だったり、48戸のマンショ
ンでは居住者が3割でほとんど廃虚状態である等の事例紹介
があった。
スラム化対策として松本氏が上げたのは、マンションの流

通価格を低下させないこと。安く売買される場合、管理組合

「マンションはスラム化するのか？」
セミナー開催

11 23／

で購入して既存の区分所有者に購入を促したり、宿泊用に利
用するなどの対策を取っているリゾートマンションがあると
松本氏。
「スラム化対策は管理組合での工夫が大切だ」と結んだ。

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

足場の一部にゴンドラを採用した工事例を紹介
工事見学会

11 27／

11月27日、大和市・藤和シティホームズ大和管理組合
（1998年竣工・SRC造11階建・1棟・40戸）で大規模修
繕工事見学会を行った。
この事例の特徴は職人が作業をするために使う足場の確保

を一部ゴンドラにしたこと。理由は、1階部分に駐車場があ
る個所があり、固定する枠組み足場を設置してしまうと車両
の出し入れができなくなるからである。
作業性や費用の問題もあるが、物理的に枠組み足場の設置

が難しいマンションもある。ゴンドラは、そうした場合の選
択肢のひとつといえよう。
設計・監理：㈱岡田建築設計事務所
施　　工：シンヨー㈱
工事項目：下地補修・外壁塗装・タイルクリーニング・シ

ーリング打ち替え・鉄部塗装・屋上、バルコニ
ー防水等

工事期間：2010年9月1日～12月25日

1階部分が駐車場
のため枠組み足場
が設置できない

屋上から吊り下げ
られたゴンドラで
職人が作業する

工事見学会に参加
した人々。いろい
ろなところに興味
津々



ワンポイント

管理組合基礎講座
第15回

地球の温暖化現象に歯止めをかけようと、行政では様々な省
エネ対策が検討されている。
既存マンションにおける省エネ（エコ）改修には外断熱、太

陽光発電、屋上緑化、電灯のLED化など、いろいろ上げられ
るが、一般的な大規模修繕工事プラス省エネ改修となると、費
用的なものもあり、なかなか進んでいない。
その中で、みどりの維持管理3回目は屋上緑化をテーマに取

り上げるが、施工例としてはビル、商業施設、工場などが主で、
既存マンションの事例はほとんどないのが現状だ。
ただし、屋上緑化することによって、夏は土壌の断熱効果、

水撒きの気化熱効果で躯体温度が上がりにくく、冬は土壌の断
熱効果で躯体温度が下がりにくくなるメリットがある。
人目のつかない場所であれば、雑草でも建物の躯体温度の保

ち、CO2の削減効果がある。
人の出入りができるところであれば、子どもの遊び場など住

民だけの安全なコミュニティーの場にすることもできる。

建物の躯体温度の保つメリット

みどりの維持管理③
近未来は既存マンションでも屋上緑化へ

10

また重量制限のため、利用できる植物の選択肢がマット化さ
れた植物や芝生、3cm程度の土壌厚で生育が可能なセダム類
など、特定の植物に限られてしまうことも検討されにくい点で
ある。
ただ、業界では屋上緑化システムの技術開発が進み、東邦レ

オでも1㎡当たり60kg以下で多様な地被植物が導入でき、メ
ンテナンスを省力化したローコストな商品を提供している。シ
ステム価格は1㎡当たり16,500円より（見切り材、耐根シー
ト、自動灌水設備費を含まない植物込みの材工共価格）。
近未来には、既存マンションでも屋上緑化による省エネ改修

を行う管理組合が出てくることを期待したい。

川崎市の商業施設「ラ チッタデッラ」屋上貸し菜園

取材協力 相管ネット賛助会員 東邦レオ㈱

「みどりの維持管理」最終回は、屋上緑化について積極的な
事業を行っている東邦レオ㈱から屋上緑化の効果、工事仕様、
助成制度などについて取材した。屋上緑化は今後のマンション
改修の検討材料になるかもしれない。

屋上緑化のメリット
◆CO2の削減効果　◆建物の保護効果　◆雨水の流出緩和

◆大気の浄化　　　◆コミュニティーの場の創出

問題点は建物への荷重負担
建築基準法施工令によると、屋上全面に荷重を掛ける場合の

積載重量は1㎡当たり60kgと規定されている。
荷重負担は、建物構造のコストアップにつながるとともに新

築建築物だけでなく、既存の建物でも屋上緑化を導入するため
には、1㎡当たり60kg以下の緑化システムが求められる。

土留枠の設置

川崎・
ラ チッタ
デッラ

東京・有楽町の東京国フォーラム

施工前



…………………東邦レオ株式会社の概要…………………
●東京支社所在地：〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-5

●蕁：03-5907-5500㈹　蕭：03-5907-5510 ●URL：http://www.toho-leo.co.jp
●加入ネット：相管ネット
●特色：○建築関係の事業では、40年の施工技術を活かして、省エネ・健康・安全に関する事業を展開している。

（1）外断熱・内断熱　（2）耐火被覆・耐火塗料・アスベスト除去　（3）屋根下地　（4）エコ建材
○緑化事業では、樹木医の見識をもとに、環境改善・景観向上に貢献する都市緑化の技術開発に取り組んでいる。
（1）屋上緑化・壁面緑化　（2）街路樹診断　（3）マンション外構改修

11
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神奈川県内の緑化助成制度

※制度の内容は2008年5月時点にHP等で確認した内容。変更などがあるため、利用の際には必ず窓口にご確認ください。
※植栽前に申請が必要なものが多いのでご注意ください。

自治体・助成制度名称

横　浜　市

川　崎　市

藤　沢　市

部署・事業所（連絡先）

環境創造局
みどりアップ推進課
蕁045-671-3447

（財）川崎市公園緑地協会
蕁044-711-6631

公園みどり課
蕁0466-50-842

助　成　内　容

区で定めた標準施工単価（1万円～2万
円）×施工面積の額とし、助成対象工事の総
経費の1/2までの額とする。屋上・壁面、あ
わせて上限50万円

区で定めた標準施工単価（2万円）×施工面
積の額とし、助成対象工事の総経費の1/2ま
での額とする。
屋上：上限100万円　　壁面：上限50万円

工事費の1/2に相当する金額とする。
［個人］：屋上、ベランダ：上限20万円、壁

面：上限50万円
［事業用等］：屋上、ベランダ：上限100万

円、壁面：上限50万円

助成条件および対象

建築物の屋上の緑化と壁面の緑
化の合計が5㎡以上

3㎡以上の屋上緑化、壁面に
沿って幅5m以上を緑化

［個人］：3㎡以上の屋上緑化、
壁面に沿って幅5m以上を緑化
［事業用等］：3㎡以上の屋上緑
化、壁面に沿って幅5m以上を
緑化1

育成基盤の設置

施工
1年後

パシフィコ緑化部分の遠景 施工作業 メンテナンス作業

活用しよう！助成制度
近年、国の温暖化対策が後押しとなって、省エネ設備に関す

る助成金制度が多く誕生している。これらの助成金制度の大半
は一定の条件を満たせば、工事費の一部を返済不要で受給でき
るもの。

ただし、助成制度自体を知らない、情報が行き届いていない
ことから、あまり活用されていないのも事実である。
下記は神奈川県内の緑化に関する申請可能な助成金制度のリ

スト。緑化以外にも省エネに関する助成制度は数多くあるので、
お住まいの自治体に問い合わせてほしい。

みなとみらい・
パシフィコ横浜



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

建築事業本部　リニューアル部
横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816
蕭045-451-8967
daimon-akiko@sotetsu-const.co.jp

相鉄鉄道グループの中で、
地元に密着したセネコンと
して、建築・耐震・設備・
内装のリニューアルをお客
様の立場で、ご提案いたし
ます。

浜

大規模修繕

工藤建設株式会社

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

入念な下地補修と美しい仕
上がりをご提供いたします。
ドイツSto社の補修用各種製
品を取り扱いいたしており
ます。

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

本社：横須賀市森崎1-19-18
蕁046-830-5481
東京支店：
中央区銀座8-18-7 エイワビル6階
蕁03-3549-3131
fujibow@bird.ocn.ne.jp

改修工事専業として、自社
で多数の技術職人を有して
いる会社です。お客様のニ
ーズにお応え出来る技術・
品質・アフター・点検を提
供して参ります。

よこ

大規模修繕

株式会社　
アール・エヌ・ゴトー

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

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

大規模修繕

シンヨー
株式会社

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

創業以来80年超、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

本社・営業部
東京都品川区南品川4-2-36
蕁03-3474-1041
蕭03-3474-1980
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.kashiwabara.co.jp

5つの安心
1.業界トップクラスの売上及び営業網
2.万全の品質管理体制
3.充実したアフターサービス体制
4.豊富な実績と信頼
5.研究開発と社会貢献
よりよい住環境の実現を目指します！

央よこ川浜

大規模修繕

株式会社　伊勝

横浜市鶴見区生麦1-5-3
蕁045-502-1604
蕭045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

伊勝は専門知識をもとに、建物のライフサイク
ル・時代の変化に応じて、調査・診断を計画的に
提案し、施工を行います。私たちは、完成してか
らが長いおつきあいの始まりと考えています。ア
フターケアには、自信を持ってお応えできる品質
保証システムを実行しています。

浜

大規模修繕

株式会社
一ノ瀬建創

リニューアル事業部
横浜市泉区和泉町2794-9
蕁045-804-1834
http://www.ichinosekensou.co.jp
gaisou@ichinosekensou.co.jp
東京事務所蕁03-3261-5857

無料の調査・診断から弊社独自の技
術、工事期間中の皆様のコミュニケ
ーションを十分に行いながら30年以
上の実績を積んで参りました。豊富
な経験をもって最適な大規模修繕工
事の提案をご提案致します。

浜

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045-752-7711
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

これまでの経験と実績に培
われたノウハウを生かし、
総合的なサポートでマンシ
ョン管理組合運営をお手伝
い致します。

浜

マンション管理

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。

湘央浜神

マンション管理

三井不動産住宅
サービス株式会社

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

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

マンション管理

明和管理株式会社

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

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

よこ 央川浜

給・排水設備改修

京浜管鉄工業
株式会社

東京都新宿区若葉1-12-5
蕁03-3358-4873
蕭03-3358-4876
http://www.keihin-se.com
keihin-se@keihin-se.com

集合住宅の給排水改修工事
の豊富な実績と経験を生か
し、皆様の豊かなマンショ
ンライフのお手伝いをいた
します。

浜 湘

給・排水設備改修

東洋住宅サービス
株式会社

横浜市神奈川区羽沢南
二丁目38番1号
蕁045-383-2221（代表）
http://www.toyogroup.co.jp
juutaku@toyogroup.co.jp

生きていく事とまわりを美
しくする事がひとつになっ
た仕事をさせて頂いており
ます。給排水設備でお困り
の際はぜひ当社へ。

浜

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

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。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

電気設備改修

三沢電機株式会社

横浜市西区戸部町4丁目158番地
蕁045-241-1621
蕭045-253-4744
business1@misawa-dk.co.jp
http://misawa-dk.co.jp

創業83年という長い歴史の
中で、地元神奈川で高い信
頼・実績を築いて参りまし
た、電気設備改修工事のプ
ロ集団です。お気軽にご相
談下さい。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
電気設備改修

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

連絡先 連絡先氏名・所属事務所

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

伊藤和彦
FKコンサル

井田洋一郎
有限会社エルグ

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

尾崎京一郎
モア・プランニングオフィス
 

東京都中央区日本橋堀留町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

横浜市旭区中希望が丘176
蕁045-361-6046
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

横浜市港南区笹下6-23-27
蕁045-844-0844
erg@c3-net.ne.jp

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



蜷植樹は組合員参加のもと
団地内13か所に行った

磯子レインボーハイツ
団 地 管 理 組 合

会員

マンシ
ョン

紹介

Ｎ Ｐ Ｏ
浜 管 ネ ッ ト
正 会 員

漏水事故、火災警報器等にも管理組合が対応
世帯数が多く、合意形成が取りづらいことから、第三

者（専門家）の活用が必要であるという方針で平成20
年、マンション管理士であり、浜管ネットの事務局長を
務める井上光明氏と顧問契約を結んだ。それ以降管理組
合運営は「法律や規約をもとに第三者的な感覚で話して
もらうと話がまとまりやすくなりました」と大島芳博理
事長。
建物維持管理の面では、平成26年ころに3回目の大規

模修繕工事を実施する予定で、浜管ネット技術者部会の
島村利彦・一級建築士とともに劣化診断、修繕計画を検
討していく。
「理事会、管理会社、専門家が共同して管理組合運営
を行っていく必要性を感じる。現在はそれがうまく行っ
ていて、専門家との顧問契約の成果は確実に表れている
と言えます」。
直結給水工事により撤去した受水槽やポンプ室のスペ

DA T A

■マンションデータ

築31～27年・地上2、3、4、5階・27棟・381戸

建物構造……………………PC造（一部RC造）
敷地面積……………………56,544.62㎡
建築面積……………………31,832.14㎡
管理費（月額）の㎡当たり単価　約83円
修繕積立金（月額）の㎡当たり単価　約206円
駐車場充足率………………
（平置き191台＋民間より借り上げ69台）÷381戸＝68％

駐車場使用料（月額）……1万円
駐輪場使用料（年額）……自転車2,400円、バイク4,800円

（全部で292台が利用）
建設業者……………………安藤建設㈱
管理業者……………………アドテクノ㈱
管理形態……………………部分委託

（収納・会計業務、管理員業務）
管理員の勤務形態…………通勤管理（平日、隔週土曜9時～5

時、水・日曜休み）
理事会………………………月1回
メンバー構成………………理事24人、監事2人
任期…………………………1年。ただし再任を妨げない
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第三者の専門家の活用で
管理組合運営、合意形成が得やすく

ースに13台分、緑地整理により25台分、計38台分の
駐車場を増設。現在「空き待ち」は1台と激減した。
平成17年から数えた漏水事故が30件を超えたことか

ら、専有部分の給湯配管交換工事への奨励金制度を創設
した。専有部分での事故を未然に防ぐため、専有部分の
配管工事の実施率を高めるためで、管理組合が工事への
奨励金5万円を負担する。
また、正月明けからは、専有部分の住宅用火災警報器

の取り付けを管理費で賄う計画。各住戸に2、3個つけ
るため、費用は管理費会計から313万円をねん出する。
地デジ対応については、共聴アンテナや配線などの工

事はすでに平成15年に完了しているが、和室側のケー
ブル交換をしていないので2台目のテレビを置く場合の
配線工事等を22年12月から順次実施中。一斉交換によ
り安価になるため、管理組合で工事を主導。費用は棟別
修繕積立金からの支出で、全住戸で計700万円計上して
いる。
さらに高齢者の増加から屋外階段の手すりを12棟22

か所に設置。今後は階段室にも手すりの設置を検討して
いく。
住民のニーズや世の中の動きを察知し、上手に合意形

成に持って行くことが重要。管理組合運営の基本は住民
が快適に暮らすことにある。
第三者として専門家の意見を生かしていくことが住生

活環境に大きな影響を及ぼす好例のマンションといえよ
う。

蜻2010年6月、神奈川トラ
ストみどり財団から頂いた
苗木110本を植樹

蜷夏祭りでの子ども神輿の
様子

蜻大島芳博理事長（中央）と
打ち合わせをする、顧問の
井上光明・浜管ネット事務
局長（左）、浜管ネット技
術者部会の島村利彦・一級
建築士（右）
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イベント情報 ■■

浜管ネット 蕁045-911-6541

技術者部会・専門業部会合同セミナー
日　時：3月5日（土）13：30～16：00
会　場：かながわ県民活動サポートセンター

会議室305
テーマ：最近のマンションエコ改修の問題点と対策

結露対策、屋上緑化、太陽光発電の有効利用
など

講　師：デルフィ設計・内田修司氏、YKK AP㈱、
田島ルーフィング㈱

定　員：60人
参加費：1,000円（資料代）浜管ネット会員は無料

よこ管ネット 蕁046-824-8133

ミニセミナーと情報交換会
日　時：1月22日（土）13時30分～16時30分
会　場：ヴェルクよこすか
テーマ：「知って見直す、お得な管理費節減」

～共用部分の清掃と植栽整備～
講　師：シークリスタル管財・牧野造園
参加費：無料

相管ネット 蕁042-855-0555

マンション管理セミナー
日　時：1月29日（土）13時30分～
会　場：相模原市民館
テーマ：「マンションのスラム対策」
講　師：山岡淳一郎氏（ノンフィクション作家）
定　員：80人
参加費：無料

かながわ県央ネット 蕁046-264-6054

役員研修会―マンション保険の上手なかけ方
日　時：2月19日（土）15：00～
会　場：大和市民活動センター会議室
講　師：㈱グッド保険サービス・伊藤昌弘専務
テーマ：管理組合のリスクマネージメント

－マンション保険の上手なかけ方
参加費：無料
マンション管理セミナー
日　時：3月12日（土）13：30～
会　場：大和商工会議所　2階中会議室
テーマ：貴方の力でマンションが変わる―次年度役

員のための研修
講　師：マンション評論家・村井忠夫氏
参加費：無料（資料代A4・146頁　実費1,000円）
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Tel.03-3474-1941　Fax.03-3474-1980営業本部

新 会 員 紹 介

扶桑ハイツ野比海岸
管 理 組 合

よこ管ネット 1 30 1987

名　称

◆ 正 会 員

加入ネット 棟数 戸数 竣工年

㈱太平エンジニア
リ ン グ

浜管ネット
給排水・電気
等の設備工事

5億
2,000
万円

1949

AGCポリマー建材㈱ 浜管ネット
防水材・床材
の製造販売

2億円 1957

積水化学工業㈱ 浜管ネット
建材・配管資
材の製造販売

1,000
億円 1947

名　称

◆ 賛助会員

加入ネット 主な業種 資本金 設立年



編 集 後 記
9ページに掲載した相管ネット11月23日のセミナー

の中で、講師の松本恭治先生が地方都市や郊外型団地の
スラム化を憂慮し、最後に対策として「管理組合の工夫
が大切」と話をまとめた。
立地によるスラム化の問題にいち早く対応している埼

玉・狭山市の郊外型大規模団地（1973年竣工・770
戸）で12月5日、管理組合交流会が開かれたので見学に
行ってきた。
管理組合のリーダーは「郊外立地という弱みで流通価

格が下落するのは仕方がない。どうやって楽しく長く住
み続けられるかを考え、弱みを強みに変えるだけ」という。

丸太小屋やビオトープ、薪を作るかまど等の自力建設、
家庭菜園の場所の確保など、都心マンションではできな
いことができる魅力を住民にアピールし、コミュニティ
ーへの参加を呼びかける。そして、ついには団地の環境
保全や地域活性化を主な事業として2003年、NPOを
立ち上げてしまうほどになった。
今後は住民の老いへの対応のためのコミュニティー活

動も視野にいれ、「素敵に加齢するマンションを目指す」
そうだ。
「弱みを強みに変える」―それが松本先生のいう「工

夫」である。

16

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月曜午後　秦野市役所東海大学前駅出張所
　毎月第4火曜午後　海老名市役所附属棟会議室
　毎月第4金曜午後　大和市役所市民相談課相談室
　毎月第3土曜午後　大和市民活動センター会議室

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。

浜管ネット

134組合

29,527戸

川管ネット

32組合

4,566戸

よこ管ネット

52組合

9,366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

16組合

3,037戸

41組合

8,209戸

合　計

317組合

57,618戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成22年12月末日現在

日 住 協
神奈川県支部

自力建設の丸太小屋。見学に
来た他の管理組合の参加者た
ちも驚くばかり


