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かながわ県央ネット 会長 ●向井邦良
昨年、国土交通省に設置された、マンションの新たな管理ルールに関する検
討会の中で、外部の団体等から理事会に専門家を派遣する場合に、専門家の属
性、能力及び育成方策についての議論がされている。ここで危惧されるのは、

3p 電気料金見直し事例

おまとめ＋ピークシフト
年30万円以上節約の可能性も!?

マンションの管理の適正化に関する指針（平成13年8月1日）に明記されてい
る、下記の点が考慮されていないことである。
適正化指針では、「地方公共団体は、マンション管理士等専門的知識を有す
る者や経験豊かで地元の実情に精通し、マンションの区分所有者等から信頼さ

4p 消費税アップ

今秋から来春がピーク!?
大規模修繕工事駆け込み発注
5p マンション保険、冬の時代

築15年以上
損害保険料の値上げ改定続々

れる者等の協力を得て、マンションにかかる相談体制の充実を図るよう努める
必要がある」と規定している。つまり、マンション管理士等のみでなく、地域
のネットワークの協力を得て相談体制の充実を図ることとされている。
管理組合に派遣される専門家として、地域の管理組合の理事長等の経験者で
組織されている管理組合団体の人材は欠かせない存在であり、多様な価値観を
持つ区分所有者の合意形成には、理事長等の経験が何よりも必要である。終の
住処としてのマンションの行方を議論するための専門家は、区分所有者として

6p 第17回管理組合基礎講座

生活騒音トラブル、弁護士費用
等の負担先、積立金の取り扱い
8p 地域ネット活動状況

震災体験から学ぶ防災とコミ
ュニティー…湘管ネット

の視点が重要であることは言を待たない。
今、マンション管理組合団体は、地域ネットワーク、都道府県単位及び数県
のブロック単位の団体で、全国マンション管理組合連合会（3,200管理組合、
286,000戸）を組織している。これらの管理組合団体は、理事長等経験者で
組織し、区分所有者であるマンション管理士、一級建築士、弁護士及び税理士
等の参加を得て活動している。
検討会が構想している、新たな民間技能評価試験制度を構築しなくとも、既

管理業協会、マン管協へ名称変更
12p 賛助会員ガイド

業種別賛助企業の一覧表を掲載
14p 会員マンション紹介

レクセルガーデン大和管理組合

にNPO日住協が、国交省の後援を得て開催する「首都圏マンション管理大学」
は、20人の講師陣による30時間に及ぶ夏季集中講座を実施しており、各地の
管理組合団体も毎年セミナーや大規模修繕工事の見学会を開催している。また、
NPO神管ネットでは、マンション管理に関するCPD（継続的職能研修）制度
に取組んでいる。
これらを、全国的に展開することにより、管理組合団体は、名実ともに、マ
ンションにとっての専門家集団と認知される存在となろう。そして、それらを
支える地域ネットワークが、マンション管理士等と共に、地方公共団体が派遣

15p 総会案内

神管ネットは6月15日（土）

する、マンション管理の専門家として活躍することが期待されるところであ
る。

（次ページに全管連関連記事）
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11p What s New?

1

N P O 全 管 連 の 取 り 組 み
第三者管理に反対の意見書
3/21
太田昭宏国交大臣に申し入れ
3月21日、NPO全国マンション管理組合連合会（全
管連、山本育三会長）は、外部の専門家を活用した第三
者管理に反対の意見書を太田昭宏国土交通大臣に面会、
申し入れを行った。一般社団法人マンション計画修繕施
工協会（MKS）の坂倉徹会長、公明党・山下勇衆議院
議員（神奈川6区）が同席した。
問題は昨年1月から開始された国土交通省の「マンシ
ョンの新たな管理ルールに関する検討会」。公開された
資料や8回にわたる議事録等によると、「外部の専門家を
活用したマンション管理」という方向に議論が進み、当
の管理組合からみると混乱を導入しているかを思える内
容となっている。
山本会長は「管理ができない落ちこぼれのような管理
組合に対して『第三者管理』は例外的にありうるが、一
般的な管理組合には『第三者管理』、特に理事会を置か

借室譲渡など電力問題解決へ
4/2
茂木敏充経産相に要望書提出
4月2日、茂木敏充経済産業大臣と面会し、マンショ
ン共用部分の電気料金体系の不合理の是正、既存マンシ
ョンに一括高圧受電を導入する際にマンション借室内の
変電設備について、電力会社が管理組合などに適正な価
格で払い下げてほしい、などの要望を申し入れた。
これに対し、茂木経産相は「（借室の変電設備は）譲
渡は電力会社に指示してある。譲渡金額の問題はあるが
適正な価格になるようルールつくりをしたい」と前向き
な姿勢を示した。
マンションの開放廊下の電灯など共用部の電力料金に
ついて、専有部分のような夜間の優遇措置がとられてい
ないことの是正を要望書では求めているが、茂木大臣は
（問題の所在は）分かっていると理解を示した。
また、昨年の電力料金の値上げ以来、民間の一括受電

2

茂木経産相（左）に申し入れを行った、左から全管連の山本育三
会長、川上湛永事務局長、伊藤智恵子行政的課題専門委員長

ない管理方式を導入するのは、管理の現場が混乱する」
として反対を表明。
太田大臣からは、明確な回答はなかった。国土交通省
住宅局からは「マンションの新たな管理ルールに関する
検討会」に関して、大臣に詳しく説明していない様子が
みてとれた。

太田昭宏国土交通大臣に申し入れする山本会長（右）

会社に委託、一括高圧受電を導入してマンションの電力
料金の負担を5〜10%軽減する管理組合が増えている
が、その際、電力会社は借室（無償で電力会社が借りて
いるマンション敷地内の施設）内の変電設備を払い下げ
ないのが原則で、マンションによっては、2,000万円前
後の負担となっている。一括受電の普及を阻んでいる要
因のひとつだが、茂木経産相が、譲渡の方向を打ち出し
たことで、管理組合の負担軽減、変電設備の再活用が図
られることになる。譲渡について、東京電力は、撤去し
た変電設備は再利用している、払下げはできないと拒否
していた。
また、茂木経産相は、ビルや工場、家庭と同様、マン
ションのエネルギー使用の最適化をはかるマンション向
けMEMS（マンションエネルギーマネジメントシステム）
の推進を図ってゆく
と強調した。節電や
省エネにつながるシ
ステムだが、経産省
は、このシステムの
導入に、12年度補
正予算に130億円
の予算を要求してい
る。
既存マンションに
ついても、スマート
メーターの導入、一
括受電の導入などで
電力使用の最適化を
図るシステムの導入
が計画されている。
経産相あて電力問題に関する要望書

電気料金見直し事例

おまとめ＋ピークシフト
年30万円以上節約の可能性も!?

川崎市高津区の341戸のマンション管理組合が共用部
分の電気料金の節約手法について、東京電力にシミュレ
ーションを依頼した。
表1

結果として、おまとめプラン（低圧高負荷契約）と、
ピークシフトプラン＋低圧電力のシミュレーションをし
てもらい、おまとめ…が約27万円／年、ピーク…が約
30万円／年の節約になることがわかった（表2参照）。
ただし、電力会社にどんなメニューがあるかなど、素
人の管理組合役員にはわからない。
対象マンションの管理組合は昨年9月分から値上がり
した電気料について、とにかく電力会社へ問い合わせに
行ったことが新しい情報の取得につながったといえる。

対象マンション
川崎市高津区

昭和57（1982）年竣工
2棟・341戸＋管理員室・9階建て
エレベーター5基

平置き駐車場
表2

シミュレーション結果

電 気 料 金 メ ニ ュ ー を 変 更 し た 場 合
現在の契約メニュー
ピークシフトプラン＋低圧電力
おまとめプラン
従量電灯C＋低圧電力
（低圧高負荷契約） 現メニューとの差額
現メニューとの差額
年間電気料金
2,040,595円
1,771,248円
▲269,347円
1,739,069円
▲301,526円
（月額平均）
（170,050円）
（147,604円）
（▲22,446円）
（144,922円）
（▲25,128円）

おまとめプラン

ピークシフトプラン

（電灯＋動力＝低圧高負荷契約）
おまとめプラン（低圧高負荷契約）は、照明器具など
の電灯（従量電灯契約）と、エレベーター、水道用モー
ターなど動力（低圧電力契約）を合計した契約方法。従
量電灯の使用量が大きなマンションでは有効といえる。

電気の使用時間帯を、ピーク時間から昼間時間・夜間
時間に、または昼間時間から夜間時間に、電気使用量の
大きさによって電気をシフトして使う工夫で、電気料金
の低減の可能性がある。ただし、蓄電器などが必要な場
合がある。

対象マンション管理組合の電気料金の推移が表3。東
京電力は平成24年9月１日から平均8.46％の値上げを
実施し、10月の電気料金から反映されているのがわか
る。
管理組合が東京電力に問い合わせを行い、電気料金メ
ニュー変更シミュレーションの結果を出したのが平成
25年1月末。2月からメニュー変更を行い、その数字が
3月分で表れている。
メニュー変更は、契約数を7から6へ。またおまとめ
プランに１つ、ピークシフトプランに2つ変更した。
ピークシフトで必要な蓄電器は、マンション内にある
2台の自動販売機が役割を果たし、2契約についてピー

クシフトを利用することができた。
◇
表3をみると、メニュー変更をした3月分の電気料金
が前月分の約9万円マイナスになっていることがわかる。
当然季節によって、共用部分の電気使用量が違うので、
毎月9万円のマイナスになるわけではないが、他の管理
組合への参考になるだろう。
ただし、特定マンションの電気料金の節約手法が個々
のマンションに当てはまるとは限らない。
電気料金の節約を検討するためには、まず管理組合で
電力会社へ接触し、いろいろな情報を得ることからはじ
める必要がある。

表3
平成24年8月

契約①
契約②

契約④
契約⑤
契約⑥
契約⑦
電気代
合計

実際の使用量・料金の記録
平成24年11月

平成24年12月

平成25年1月

メニュー変更
平成25年2月
平成25年3月

使用量

電気代

使用量

電気代

使用量

電気代

使用量

電気代

使用量

電気代

使用量

電気代

使用量

62kwh

¥10,008

165kwh

¥11,529

63kwh

¥10,181

50kwh

¥9,879

85kwh

¥10,410

178kwh

¥11,422

177kwh

電気代

使用量

電気代

¥11,730 1825kwh ¥39,871

低圧電力9ＫＷ

低圧高負荷 8kw

2,155kwh ¥65,682 2,190kwh ¥66,439 1,988kwh ¥68,268 2,153kwh ¥67,611 2,172kwh ¥67,263 2,075kwh ¥64,158 2,071kwh ¥64,972 1,974kwh ¥64,499
低圧電力32KW

低圧電力32KW

3,310kwh ¥87,020 3,181kwh ¥99,797 3,415kwh ¥103,264 3,644kwh ¥109,500 3,828kwh ¥114,453 3,766kwh ¥111,532 3,687kwh ¥108,342 2,956kwh ¥66,406
ピークシフト13KVA

従量電灯Ｃ13KVA
1,469kwh ¥37,562 1,598kwh ¥41,135 1,580kwh ¥46,161 1,824kwh ¥53,136 2,008kwh ¥58,324 1,977kwh ¥56,836 1,935kwh ¥55,146
617kwh

¥28,232

―

―

契約解除

従量電灯Ｂ40Ａ
644kwh

¥28,698

601kwh

¥29,518

646kwh

¥29,243

641kwh

¥29,083

599kwh

¥28,262

599kwh

¥28,118

低圧電力18ＫＷ

577kwh

¥27,913

低圧電力17ＫＷ

1,662kwh ¥43,854 1,854kwh ¥49,092 1,682kwh ¥50,564 1,813kwh ¥54,174 2,016kwh ¥59,925 1,985kwh ¥58,436 1,956kwh ¥57,120 1,600kwh ¥36,095
従量電灯Ｃ9KVA
34kwh

¥15,062

ピークシフト9KVA
38kwh

¥15,123

32kwh

¥15,113

24kwh

¥14,973

3kwh

¥14,611

5kwh

¥14,641

5kwh

¥14,640

低圧電力13ＫＷ
¥287,420
30日間
¥9,581/day

6kwh

¥14,657

低圧電力13ＫＷ
¥311,813
32日間
¥9,984/day

¥323,069
29日間
¥11,140/day

¥338,516
31日間
¥10,920/day

¥354,069
32日間
¥11,064/day

¥345,287
31日間
¥11,138/day

¥340,068
31日間
¥10,970/day

¥249,441
30日間
¥8,314/day
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契約③

電気料値上げ
平成24年10月
平成24年9月

3

大規模修繕工事駆け込み

―消費税導入含み―

現 場 監 督 、 職 人 確 保 で 競 争 激 化 ？
つまり、自社の体力以上の契約をしてしまう会社もあ

消費税を2014年4月から8%、2015年10月から
10%に引き上げる「社会保障と税の一体改革関連法」

り、それがその後の工事の悲惨な結果を招くことにつな

が2012年8月22日付の官報に公布された。これによっ

がるというのだ。
良い工事を行うには良い現場代理人、良い職人に施工

て大規模修繕の駆け込み実施を考える管理組合が急増し

してほしいが、工事が集中すれば品質が落ちることも否

ているという。
このまま行けば、今年9月までの契約なら引き渡しが

めない。
これをどう考えるかは、管理組合次第である―。

来年4月以降でも消費税5％が適用されるが、9月以降の
契約は追加工事でさえ8%になる予定だ。
こうしたことから、大規模修繕工事が今秋から来春に

①2013年9月30日までの契約に関わる経過措置

かけてピークを迎えるというのが業界の抱える問題とな

2013年9月30日までに契約が締結され、その契

る。

約に基づいて2014年4月1日以後に課税資産等（完

問題のひとつは職人・資材不足で、工事が集中すれば

成引き渡し）が行われる場合には、改正前の税率5％

良質な職人確保がままならず、足場が足りなければ施工

が適用される。ただし、2013年10月1日以後に増

性が落ちるという結果を招く。また、需要が高ければ職

額された場合においても、適用は増額される前の対価

人も資材も同様に単価が上がることも懸念されている。

額に限られる＝追加工事は適用されない。

さらに大きな問題は、現場監督（現場代理人）が足り

②2013年10月1日〜2015年3月31日までの

なくなることだ。建設業法によれば、管理組合に対して

契約に関わる経過措置

4,500万円以上の建築工事業を元請けで契約し、さらに

2013年10月1日から、消費税率が10％に引き上

下請け会社と契約を締結して施工する場合、元請けは現

げられる2015年10月1日の「6か月前」の前日であ

場技術者として「監理技術者」を置かなければならない

る2015年3月31日までの間に請負契約を締結し、

ことになっている。

その契約の完成引き渡しが2015年10月1日以降に

ある改修業界関係者は「いくら駆け込みで管理組合か

なる場合、税率8％が適用される。ただし、2015年

ら発注の要請を受けても監理技術者の資格者が少ない会

4月1日以後の契約の取り扱いは上記と同様。

社はそれだけの仕事はできません」という。

●住宅等の請負契約に関する経過措置●
2013年
9.30

3.31

4.1

10.1

9.30

10.1

10％

完成引渡しまで8％（追加工事は除く）

請負契約の締結

足場の施工不良
コンクリート爆裂の危険も
TOPIC

大規模修繕

4

4.1

完成引渡しまで5％（追加工事は除く）

請負契約の締結

②

3.31

8％

5％

税率
①

10.1

2015年

2014年

大規模修繕工事の足場設置は、倒壊事故などが起こらないよ
うに躯体に穴を空けてアンカーピンを打ち込み、固定するのが
一般的。
このアンカーピンだが、実は大規模修繕工事終了後はそのま
ま躯体に埋め込み、後処理をしている。
つまり、コンクリートの躯体に金属の異物を残して工事は終
了ということになる。理由は簡単、ピンを抜くより施工性、経
済性が勝っているからだ。
しかし、金属を残していることから、アンカーピンの酸化に
よってコンクリートを中性化させ、爆裂などを引き起こす原因

にもなりかねない。
このため、現在の足場資材は「ステンレスのアンカーピン」
を使用することが条件となっている。
ところが、足場業者は工事費の値下げ競争によって一番しわ
寄せがくる下請け。粗悪な資材を使って利益を確保しようとす
ると、施工不良に陥ることに
なる。
管理組合としては、価格競
争だけの業者選定による落と
し穴も一考と、肝に銘じたい。
蜷アンカーピンを用いてコ
ンクリート躯体に足場を
固定している様子

マンション保険、冬の時代
築15年以上
損害保険料の値上げ改定続々
川崎市にある築28年・約400戸のマンションで共用部分
火災保険（長期5年一括契約）の満期日を迎えるにあたって、
管理会社に保険契約の更新と見積もりを依頼することになっ
た。
建物情報
これまで長期5
所
在
地
川崎市
年一括契約で約
建
築
年 昭和60（1985）年
770万円。理事長
建 築 構 造
SRC造
が手にした見積書
建 物 延 面 積
40,800.79裃
は約1,180万円と エレベーター数
なし
いう数字に変わっ
約400戸
戸
数
ていた。まさかの
満
期
日 平成25年7月末日
410万円値上が
り、1年当たり82万円の値上がりだ。
管理会社担当者の説明によると、大手損害保険会社が築年
数別の料金体系を導入し、築15年ないし20年以上の保険料
が大幅に値上げしたということであった。
理事長は早速、第三者として知り合いの保険代理店に他の
保険会社の見積もりを依頼した。その結果が下記表である。
◇
こうしてみると、引受不可を含めて大手全社の保険料が値

上げされているのがわかる。
保険会社によると、築年の浅い物件と比べ15年以上の物
件に保険事故が多いということが、築年数別の料金体系を導
入した理由である。
◇
事例マンションの満期日は7月末日。表には金額を記して
いないが、満期日で改定を実施していない保険会社はA社だ
けで、現契約と変わらない数字が出ている。
満期まであと数か月。理事長は管理組合の資産と相談して、
理事会で保険の掛け方の検討をして行かなければならないと
考えている。

地震保険、平均15.5％値上げへ
損害保険各社で構成する損害保険料率算出機構（損保料率
機構、理事長：森嶌昭夫名古屋大学名誉教授）は3月26日付
で、地震保険基準料率の変更を金融庁長官に届け出た。
今回の届出で地震保険基準料率を全国平均15.5％（神奈
川県は20％）引き上げるとともに、都道府県を地震の危険
度に応じてまとめた等地区分や建物の耐震性能に応じた割引
制度（割引率）を見直す。
東日本大震災で地震保険による保険金の支払いが約1兆
2,000億円に上った。料率の見直しはこれを受けたもの。平
成26年7月1日の保険契約より適用される。

表：現契約同補償での各社比較（対象マンションは築28年）
会社名
共用部分評価額
約定付保割合
保険金額
個人賠償包括
施設賠償特約
長期5年一括契約
1年当たり保険料
改定実施日

（現契約）
A 社
45億1,800万円
45億1,800万円
60%
60%
21億7,080万円
21億7,080万円
1億円
1億円
1億円
1億円
774万650円
1,013万5,820円
154万8,130円
202万7,164円
―
平成25年10月1日予定

1年のみの掛捨契約

―

長期10年一括契約
1年当たり保険料

─
─

B 社
45億1,800万円
60%
21億7,080万円
1億円
1億円
引受不可
引受不可
平成25年4月1日済

234万5,650円
引受不可
引受不可

引受不可
引受不可
引受不可

住 宅 あ ん し ん 保 証

大規模修繕瑕疵保険に続き、
工事完成保証も販売開始

C 社
45億1,800万円
60%
21億7,080万円
1億円
1億円
1,337万6,910円
267万5,382円
平成24年10月1日済

D 社
45億1,800万円
60%
21億7,080万円
1億円
1億円
1,392万2,640円
278万7,528円
平成24年10月1日済

E 社
45億1,800万円
60%
21億7,080万円
1億円
1億円
1,180万1,370円
236万274円
平成23年7月1日済

311万890円

323万8,090円

274万4,500円

引受不可
引受不可

引受不可
引受不可

2,250万4,970円
225万497円

②前払金、増高費用を保証する
③登録事業者（工事会社）の審査を行い、毎年の更新時に
も経営内容等を審査する
④万が一の場合は発注者（管理組合）の要望により、代替
履行業者を紹介し、工事完了まで支援する

前 払 金：発注者（管理組合）が工事会社に支払った金額
から出来高部分を差し引いた費用
増高費用：前工事会社の倒産により、引き継いだ工事会社
（代替履行業者）が引き継ぎの際に発生する追加
費用
※瑕疵保険料、完成保証料の実際の金額については、㈱住宅
あんしん保証に問い合わせてください。
大規模修繕保険事業課 蕁03-3562-8122
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マンション等の総合建設業・東海興業㈱（東京都中央区）
が4月2日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。マン
ション大規模修繕工事も手がけており、発注した管理組合に
対する影響も発生している。
こうした世の中の動向の中、浜管ネット賛助会員の住宅瑕
疵担保責任保険法人・㈱住宅あんしん保証は管理組合からの
要望に応えて、「あんしん大規模修繕工事瑕疵保険」に続き、
「大規模修繕工事完成保証制度」を開発・販売を開始した。
完成保証は、工事会社が倒産等により工事の続行ができな
い場合、引き継ぐ工事会社の紹介、前払金・増高費用等の管
理組合の金銭的負担や理事会・修繕委員会の精神的負担を軽
減するもの。
住宅あんしん保証「大規模修繕工事完成保証制度」の
メリット
①住宅瑕疵担保責任保険法人が第三者的な立場から管理組
合を倒産リスクから守る

※平成24年3月22日現在

5

ワンポイント

第 17 回

管理組合基礎講座

浜管ネット・相談研修会で上がった事例検証
1．生活騒音トラブル、2．弁護士費用等の負担先、3．共用・専有部分一体工事の積立金の取り扱い
2月16日、平成24年度浜管ネット相談員研修会を横浜・都
筑区のハウスクエア横浜4FセミナールームBで行いました。
当日の主な内容は下記の通り。
・趣旨説明及び、ここ3年間の相談内容・
星川晃二郎（相談室長）
・相談記録の改正（新書式・検索機能等）説明・
井上幸雄（専門業部会長）
・相談対応言説の問題点と適切な対応方法・
田邉邦男（技術者部会長）
・相談事例紹介
①運営問題の相談事例・吉村順一（管理運営部会長）
②診断・長計・大規模修繕問題の相談事例・
尾崎京一郎（技術者部会）
③その他諸問題の相談事例・
阿部一尋（管理運営部会・技術者部会）

研修会のはじめに、星川相談室長より相談員研修会の趣旨と、
ここ3年間の相談内容の傾向の説明があった

定期相談内容
やっぱり大規模修繕工事がトップ!?
ここ3年間の相談件数は約100件前後であるが、2011年
度は80件とさらに数値が下がった。ただしこれは東日本大震
災の影響が大きく、地震の心配・混乱からマンション管理等の
浜管ネットへの相談が減ったものだと考えられる。
ところが、昨年度でも最高値であった2002年度の301件
からみると3分の1に減少している。これはやはりインター
ネットなどによる情報を利用する傾向が影響しているものとい
えよう。
しかし、相談者が相談後に「相談員が話しやすい人でよかっ
た」と笑顔を見せるケースがある。相談者側としても相談前の
不安は大きい。相談員経験が豊富な人に話すことで、気が楽に
なることもある。インターネットで情報を得る＝それ以上の安
（図）2011年度浜管ネット相談内容
その他

24.9％

大規模修繕工事

13.7％

管理組合運営
12.9％
調査診断・長期修繕計画
6.5％
管理費・積立金の適正化
7.3％
管理規約・細則

10.5%

管理会社関係
12.1％
組合会計（滞納含む）12.1％
N=124（複数相談含む）
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定期相談では工事関係が主流だが、管理組合の法人化や
生活マナーの問題なども増えている

心感を求めて相談会に足を運ぶニーズはなくならないのではな
いか。
直接面談で言いたいことを言うだけでも16p組織図の中に
掲載した各地域ネットワークの相談コーナーを利用してもらい
たいものである。
…………………………………………………………………………
ここで、浜管ネット相談員研修会の最後に行った相談員間で
のフリートークで話題に上がった事例を紹介。判例をもとに事
例検証する。
管理組合の対応としては、管理規約等を見直し、整備するこ
とでトラブルを回避できるケースがある。
将来直面するかもしれないトラブルの事前対応として、事例
を検討材料として管理組合で話し合ってみる価値はありそう
だ。
事例検証

1. 生活騒音トラブル

◎フローリング騒音
＜トラブル事例＞
絨毯張りの床をフローリング床に張り替えたため、上階の生
活音が段階的に階下の室内に響くようになった。階下住民は慰
謝料と差し止め請求として原状回復工事を求めた。
＜判決例＞
平成8年7月30日 東京地裁八王子支判
＜判決要旨＞
地裁判断では慰謝料請求のみ認め、
差し止め請求を否定した。
①不法行為を構成するか否か
管理規約に違反する形でフローリングに変更したことなど
から、社会生活上の受忍限度を超える違法なものであると判
断した。慰謝料75万円。
②差し止め請求が認められるほどの違法性を有するか否か
差し止めによる原状回復については相応の費用と損害をも
たらすことから差し止め請求を是認するほどの違法性はない
と判断した。
◎住み方のマナーによる生活騒音
＜トラブル事例＞
引っ越してきた賃借人の子供（3〜4歳）の走り回る音が受
忍限度を超えるとして階下住民が訴えた事案
＜判決例＞
平成19年10月3日 東京地裁
＜判決要旨＞
○子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音は、かなり
大きく聞こえるレベルである50〜60dB程度のものが多く、
深夜にも及んだ
○被告が幼児をしつけるなど住まい方を工夫し、階下住民であ
る原告に対し、誠意ある対応を行うことは当然である
○被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかでは
なく、原告に対して乱暴な口調で突っぱねるなど、その対応
は極めて不誠実なものであった
○原告は、最後の手段である訴訟等に備えて騒音計を購入し、
精神的にも悩み、原告の妻は、咽喉頭異常感、不眠等の症状
も生じた
★以上の点から、裁判所は被告の住まい方や対応の不誠実さを
考慮し、子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音は、
一般社会生活上、原告が受忍すべき限度を超えるものと判断。
被告に36万円（慰謝料30万円、弁護士費用6万円）の支払い
を命じた。
※『かながわマンションネットワーク通信』第3号（2007年
11月発行）3pに掲載。浜管ネットhttp://www.hamakan-

net.comをはじめ、各地域ネットワークのホームページで
閲覧できます。
＜検証＞
上階の生活騒音が不法行為となるか否かは、受忍限度を超え
るかどうかの判断になる。
騒音に対する受け止め方が各人の感受性に左右されるもので
あり、階上、階下の住民の努力やコミュニケーション関係で解
決につながることもある。
法曹関係者の1人は、「まずは簡易裁判所における調停や
ADR（裁判外紛争解決手続き）による解決可能性の有無を検
討すべき」と述べている。
実は、騒音トラブルが深刻な訴訟に発展した場合、裁判所の
判断はこれまで、受忍限度は各人の受け止め方であることを理
由に「和解」を前提に原告の請求を退けるケースが多い。
被害を訴えた住民が勝訴したケースでは、騒音計を入手して
デシベル数を計る、管理組合を通して全戸に生活騒音に関する
書面を配布する、調停を申し立てたが相手に拒否された…など、
トラブル解決への努力を最大限行っても訴訟しなければ解決し
そうもない状態にあったことが勝訴の大きな要因になったよう
だ。
事例検証

2. 弁護士費用等の負担先

3. 共用・専有部分一体工事の積立金の取り扱い

＜判決例＞
平成12年3月21日 最高裁
＜判決要旨＞
排水管の横引管が床下コンクリートスラブを通過し、階下の
専有部分（天井裏）に配管されている構造（いわゆるスラブ下
配管）のマンションで、当該排水管は「専有部分に属しない建

第28条（修繕積立金）
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み
立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲
げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り
崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者
全体の利益のために特別に必要となる管理
・総会決議では…共用・専有部分一体工事について、これまで
の事例では、総会は普通決議（過半数）で通し、なおかつ全
戸に入る工事なので、全戸住民と打ち合わせを行うことによ
り、外部所有者も含め全戸から承諾を得たとしているケース
があるようだ。全戸と工事の打ち合わせを行い、工事内容の
了解を得ることで総会の普通決議よりも固い、自然と全員合
意という形を作ってしまっている。
ちなみに、管理規約を改正する場合には、総会で特別決議
（3／4以上）が必要となる。
●弁護士の話
管理組合で共用・専有部分一体工事を決めたマンションで、
特定の人がこのグレーゾーンをついて反対している事案を現在
担当している。反対者は単に自分の意見が受け入れられないこ
とが不満であり、工事の手法そのものが問題ではない。しかし、
こうした反対者が現状の法律等を根拠として反論している。管
理組合では、事前に管理規約に専有部分の配管についての記述
を盛り込むことで、こうしたトラブルをなくすことができたの
ではないか、と考える。
●設備専門の設計コンサルタントの話
共用、専有部分の引き合いがどうなっているのかという法律
的な問題はあると思うが、専有部分の配管改修を行わない住戸
は強制的にでもやらないと、ずっと行わない。つまり、漏水事
故の危険はずっとあり、事故が起こって困るのは当事者と階下
の住民ということになってしまう。劣化の進行は法律で止まる
ものでない。配管の維持管理をしなければ漏水事故は起こる。
問題は、各住戸に任せるだけで専有配管の維持管理ができるの
か、ということである。
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◎訴訟時の違約金の取り扱い
管理費等滞納を回収するための訴訟において、マンション標
準管理規約第60条では、遅延損害金や「弁護士費用並びに督
促及び徴収の諸費用」として違約金の規定がある。
ところがこの管理規約の効力について、裁判所がどのような
判断をしているのか異なるようで、
その実例が報告されている。
※『かながわマンションネットワーク通信』第4号（2008年
2月発行）5pを参照してください。浜管ネットhttp://www.
hamakan-net.comをはじめ、各地域ネットワークのホー
ムページで閲覧できます。
＜トラブル事例＞
未払管理費等を回収したが、遅延損害金（8,609円）及び
弁護士費用（26,250円）等の支払いを認めた事案
＜判決例＞
平成20年3月25日 東京簡裁
＜判決要旨＞
〇管理組合は区分所有者等が管理費等を納付しない場合、未払
管理費等に加えて、年14.6%以内の約定の遅延損害金及び
違約金としての弁護士費用を請求することができると記載さ
れている。
〇弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることにな
り、その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性
があり、区分所有法の趣旨に反するものではない
＜検証＞
これまでの裁判例では、管理組合側が勝訴していても弁護士
費用等に関して否認されることが多かった。現在では、管理規
約に定めがあれば、弁護士費用の請求は肯定されるという流れ
は定着している。
管理規約に基づく債務であることを確定していれば、当該区
分所有者に請求できる。規約に規定していない管理組合は規約
の整備・改正をする必要があるだろう。
また訴訟に関わる「督促及び徴収の諸費用」の具体例である
印紙代、郵券代（郵便切手）まで記載すべきである。
事例検証

物の付属物」であり、区分所有者全員の共用部分に当たるとし
た事案
＜スラブ下配管ではないマンションでの検証＞
◎給・排水・給湯設備、共用・専有部分の同時施工
メリット
・住戸内の配管形成・状態が統一できる（漏水事故の心配がな
くなる）
・住戸内への立ち入りが一度で終わり、住民の工事への精神的
負担が減る
・一括工事のため、費用面でのスケールメリットがある
デメリット
・ユニットバス、システムキッチンなど、すでにリフォームを
した住戸などもあり、合意形成が難しい
・住戸内の床や壁などをはがす作業が出る
・共用部分＋専有部分ということで総工事費が高額になる
＜検証＞
◎そもそも専有部分の配管工事について積立金を使って管理組
合主導で施工できるのか？
・マンション標準管理規約では…専有部分の改修工事に対して
修繕積立金の取り崩しを認めていない。
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浜管ネット
1／30
第２回専門業部会青年部研修会
1月30日貉、第2回浜管ネット専門業部会青年部研修会を
東京・南品川の日本ペイント㈱東京事務所で行った。
当日はペンキの歴史を学ぶことを目的に、日本ペイント㈱
東京事務所内に保存されている国指定重要文化財で、煉瓦造
（日本最古の油ワニス工場）の明治記念館や、日本ペイントの
ショールームを見学した。

浜・都筑区のハウスクエア横浜4FセミナールームBで行っ
た。
浜管ネットの相談員は建築士やマンション管理士、管理組
合役員経験者で構成されている。ただ、相談は順番制で個々
に対応するため、情報の共有は必要。浜管ネットでは相談事
例を完全フォーマット化し、記録の充実、統計によるデータ
化、相談員の回答例の共有など、浜管ネットとしての体制強
化につなげるシステムを構築し、4月1日から開始した。
＜6p-7pに関連記事＞

2／19
技術者部会・専門業部会合同セミナー
（建築分科会Dグループ）
「大規模修繕工事の見積書の読み方」

明治記念館での見学模様。当日は
約50人が参加した

明治記念館の外観。竣工1909
（明治42）年

2／2
北部地区管理組合交流・相談会
2月2日貍、「2回目の大規模修繕工事を成功させるコツと
駐車場問題」をテーマに横浜・都筑区の港北パークヒルズ
（築17年・2棟・283戸）集会室で2012年度北部地区管理
組合交流・相談会を開いた。
当日は浜管ネットスタッフを含め、管理組合関係者35人
が参加。講演の後の交流会でも多くの意見交換・情報交流が
行われた。
最初のテーマは「2回目の大規模修繕工事を成功させるコ
ツ」。講師は尾崎京一郎・建築士（浜管ネット技術者部会）。
2回目の修繕は、1回目の修正、次の3回目への対処策など、
「必ず前後の工事があることを考えて工事計画を立ててほし
い」と講演。
次いで「駐車場の改善例」と題して長友秀信・建築士（浜
管ネット技術者部会）が講演。自走式や機械式駐車場の運営、
メンテナンス、改善について、自身が建築士として携わった
事例の解説を行った。
その後は参加者とともに交流会（質疑応答）が行われ、参
加者からもいろいろな意見や質問が飛び交い、情報交換がで
きたようだった。

講演の後は参加者とともに交流
会・質疑応答を実施

さらにマンション内の交流スペー
スで懇親会も行った

2／16
相談員研修会
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2月16日貍、平成24年度浜管ネット相談員研修会を横

2月19日貂、浜管ネット技術者部会・専門業部会の建築分
科会Dグループがセミナー「大規模修繕工事の見積書の読み
方」を横浜・中区のかながわ労働プラザ（Lプラザ）4階第3
会議室で行った。
当日は浜管ネット技術者部会の尾崎京一郎氏が見積書の読
み方の総論を解説。次いで、共通仮設工事、足場仮設工事、
シーリング工事、躯体補修工事、内外壁塗装工事、鉄部塗装
工事を建装工業の角張潔氏、防水改修工事、建築改修工事、
諸経費を大和の竹尾淳氏が説明した。
見積書はどこ（施工個所）
、どのように（仕様材料・施工方
法・寸法）、いくら（金額＝単価×数量）でみていく。こうす
ることによって単に金額だけの比較でなく、さまざまな条件
や内訳も読み込んで
はじめて見積書の比
較ができる。
今回の説明では、
「㎡」とは？「ｍ」
とは？などの部位別
の計算方法、「一式」
の内容などについ
当日の参加者は50人超。見積書の読み
て、細かな解説があ
方は引き続きテーマのひとつとして扱っ
った。
ていく

3／19
第３回専門業部会青年部研修会
3月19日貂、第3
回浜管ネット専門業部
会青年部研修会を東
京・大田区の関西ペイ
ント㈱東京事務所でセ
ミナー勉強会を行っ
た。
今回は複数の塗料メ
ーカーの製品紹介、機
「現場代理人の苦労〜工事着工までの流れ〜」
械式駐車場のメンテナ
と題し、労働基準局、警察署、役所などへの
ンス、足場工法などに
官公庁手続き、住民説明会資料の作成など、
現場代理人の工事前の仕事内容を説明するカ
ついて各社による発表
シワバラ・コーポレーションのスタッフ
があった。
改修業界の若手が研鑽を積むことは各社にとって社員教育
の一つの手段となりえ、管理組合に対しても改修業界の地位
向上のアピールにつながるといえる。

3／20
第19回マンション設備改修シリーズ
実演で学ぶ排水管設備の仕組みと維持管理
3月20日（水・祝）、東洋グループ新横浜技術研修所で「講
演と実演で学ぶマンションの排水設備の仕組みと維持管理」
と題し、第19回マンション設備改修シリーズ企画のセミナ
ー・見学会を行った。参加者は約50人。
当日は、浜管ネット・技術者部会の町田信男氏がマンショ
ンの排水設備・通気方法などを説明。管の傷み方、最新資材
の紹介、一般的な改修事例を紹介した。
また日常の維持管理（保守点検や清掃）などについても、
最新の作業方法を解説。業者への見積もり依頼についても、
作業完了時の写真、清掃報告書など、管理組合として業者に
提出させるべき条件の数々の説明を行った。
第2部では、排水管洗浄を
手がける東洋住宅サービスの
藤田春正氏を講師に、東洋グ
ループ新横浜技術研修所内に
設置されている機器を利用し
た排水管洗浄の実演など、参
加者にはマンション設備の維
持管理に必要な知識を実際に
目の当たりにしてもらう体験 横浜市港北区新羽町にある東洋グ
ループ新横浜技術研修所。中央の
型勉強会となった。
車は、当日実演中の高圧洗浄車

第2部では研修所に常設してあ
る、受水槽、高架水槽、ポンプな
ど設備機器を説明

わかりやすいように透明な管で作
成した排水管洗浄の実演風景

4／16
技術者部会・専門業部会合同セミナー
（建築分科会Eグループ）
「資産価値向上を含めた工事内容を検討する」

エントランス内部のメールボックス、照明器具を更新。壁面に石調状
シートを採用して高級感を出した。また、メールボックスの下に荷物
置き場を新設して利便性アップの工夫を施した例

鉄骨階段に塩ビシートを張り、滑り止め性能や靴音の消音性能を
向上させた。屋外階段なので紫外線に強く耐候性に優れた商品を
採用した例

川管ネット
2／15
正会員と賛助会員との情報交換会
2月15日貊、高津市民館12階第6会議室で、川管ネット
正会員と賛助会員との情報交換会を行った。参加者は11管
理組合、19社、川管ネット役員を含む計56人。
当日は第1部で、関東電気保安協会が「電気工作の保安と
電気安全」と題して、電気の基礎知識、電気関連法令、電気
災害等の講演を行った。
第2部は、司会者の指名により団体賛助会員から順次会社
概要の紹介、正会員から工事予定やマンションの取り組み課
題等のコメントをもらい、その後自由討議に入った。
自由討議では、
WPC工法のマンシ
ョンでの耐震診断に
関する質問、最近の
エレベータ設置事
例、法定点検のやり
方・内容に関する質
問、最近実施した大
規模修繕の不具合例
会場は満員。司会は相川洋明・副会長が
等に関する質疑が行
担当した
われた。

2／23
平成24年度第２回マンション管理基礎セミナー
長寿命化のための大規模修繕４つのポイント
2月23日貍、川崎市総合福祉センター（旧エポックなかは
ら）7階大会議室で「長寿命化のための大規模修繕工事4つ
のポイント」をテーマに平成24年度第2回マンション管理基
礎セミナーを行った。
講師は田邉邦男・浜管ネット副会長、技術者部会長。当日
は135人が出席した。
田邊氏の講演に対する質疑では、小規模マンション向けの
設計監修・工事監修方式は川管ネットでも対応してもらえる
のか、コンクリート構造は実際にどのくらい保持できるのか
などの質問が相次ぎ、それぞれ必要に応じて相談に乗る、修
繕がきちんとされていればかなり長く保持ができるなどとい
う回答があった。

Kanagawa Mansion Network 25

4月16日貂、浜管ネット技術者部会・専門業部会の建築分
科会Eグループがセミナー「大規模修繕工事〜資産価値向上
を含めた工事内容を検討する〜」を横浜・中区のかながわ労
働プラザ（Lプラザ）4階第3会議室で行った。
まずは技術者部会の田邉邦男部会長が「これからのマンシ
ョン大規模修繕工事を考える」と題して、経年による老朽化
のほか、社会的陳腐化や居住者の高齢化への対応が課題にあ
がるとし、マンション全体のグレードアップの検討など、マ

ンション再生に向けた計画の立て方や考え方などを解説した。
次いで、専門業部会Eグループの工事会社が「資産価値の
向上を考える」と題して、エントランス内外改修、外壁仕上
げ材の変更など、最新の工事事例の紹介を行った。
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3／17

よこ管ネット

平成24年度第５回川管ネットセミナー
「100年マンションのつくり方」
「マンションを長持ちさせる設備改修の進め方」
3月17日豸、高津市民館第4会議室で平成24年度第5回川
管ネットセミナーを行った。
第1部は「100年マンションのつくり方」をテーマにNPO
相管ネットの朝野浩行会長が講演。躯体だけが100年持続す
ればいいのではなく、ひと・もの・かねのバランスが必要で
あり、自宅マンションで行った管理運営の成功例や外断熱改
修に取り組んだ成果などを話した。
第2部は「マンションを長持ちさせる給排水管設備改修工
事の進め方」と題して㈲マンションライフパートナーズの柳
下雅孝氏（設備設計１級建築士・マンション管理士）が講演
した。設備関係は壁や床の中に隠れているため居住者が劣化
を目で理解できるケースは少なく、工事をしても違いがわか
らないため喜ばれることも多くない。
管理組合が工事を理解しないと施工者視点の楽な工法を用
いることになり、
「長持ちさせる」という観点から外れてくる。
そうした現場をたくさん見てきたという講師は「楽な工法に
よる課題の積み残しはしない工事を行うことが、建物を100
年持たせるコツ」と、数々の現場事例写真を用いて解説して
くれた。

3／16
マンションなんでも相談
「マンション管理方法への一提言」
3月16日貍、逗子文化プラザ市民交流センターで「マンシ
ョンなんでも相談」とセミナー「マンション管理方法への一
提言」を行った。
セミナーの講師に立ったのは、国土交通省「マンションの
新たな管理のルールに関する検討会」専門委員である東 要氏
（よこ管ネット監事）。
東氏は、かねてより「駐車場の固定化」
「非居住区分所有者
の管理組合業務の無負担」
「管理組合役員の無償奉仕論」をマ
ンションの3大不公平といい、持論を展開してきた。
国土交通省の検討会でも、この持論をもとに発言している
が、「特に利益相反がまともにぶつかる管理会社による第三者
管理の一般化とコミュニティ機能排除には疑問を呈していく
つもり」と話した。

講演をする東 要・よこ管ネット
監事（国土交通省「マンションの
新たな管理のルールに関する検討
会」専門委員）

100年マンションを啓蒙する
NPO相管ネット・朝野会長

マンション設備改修の設計コンサ
ル実績が豊富な柳下1級建築士

かながわ県央ネット
1／19 2／16
第７回・第８回役員研修会
「議案書から見るマンションの１年」
「給水･給湯・排水設備の改修工事」
1月19日貍、定期的に行っているかながわ県央ネットの第
7回役員研修会を大和スカイビル5階第3教室で行った。
講師は前田映子副会長で、テーマは「議案書から見るマン
ション管理の1年〜新任役員の心得〜」。総会議案書の構成と
チェックポイントをメーンテーマに管理組合運営の在り方、
マンションを所有することの権利義務から共用部分の管理、
委託管理など、新任役員向けの基本的な解説を行った。
第8回は2月16日貍、大和市民活動センター会議室で「給
水･給湯・排水設備の改修工事」をテーマに福市博臣副会長が
講師となった。
マンションの設備やシステムの種類、管材など基本的な知
識を説明。後半では給水・給湯・排水の共用・専有部分一斉
更新工事をした横浜・金沢区のマリンハイツ住宅設備改修工
事の解説を行った。
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講演後の相談会でも多くの管理組
合が残って相談を行っていた

4／13
知って見直す！お得な管理シリーズ
「結露の発生メカニズムとその対策」
4月13日貍、ヴェルクよこすか4F会議室でよこ管ネット
セミナー＆情報交換会・知って見直す！お得な管理シリーズ
「マンションにおける結露の発生メカニズムとその対策」を行
った。
第1部は荻野化成㈱の眞田昌幸氏が結露の発生メカニズム
と内壁塗料による防止策について講演。第2部では㈱LIXILビ
ルリフォーム販売の東吉男氏がアルミサッシや複層ガラスで
の結露対策、第3部ではよこ管ネットの技術担当理事である
島村利彦氏が注目の外断熱メリット・デメリットの解説を行
った。
結露発生を防止するには、露天温度をコントロールできれ
ばよいわけだが、換
気や除湿、室内空気
の循環を調節し、室
内の温度を制御する
ことはたやすくな
い。特定住戸だけで
なく、マンション全
体で結露の問題が多
くあれば、専門家に
当日はよこ管ネットスタッフを含め約
相談して対策を練る
40人が参加
必要があるだろう。

マンション 関 連

管理業協会→マン管協
マンション管理会社を正会員として構成する譖高層住

軽ビル建材販売と組織統合を行い、「株式会社LIXILビル
リフォーム販売」を発足した。
これを機に神奈川支店も設置。4月15日付で営業を開

宅管理業協会（山根弘美理事長）は4月1日付で、一般

始した。

社団法人へ移行登記を完了した。

＜神奈川支店住所＞

これに伴い、「一般社団法人マンション管理業協会」

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央2-5-18
LIXIL港北ショールーム2階

（マン管協）に名称を変更した。
マン管協の主な事業は正会員に対し、マンション管理
の適正化に関する調査・研究・診断・指導および広報・
苦情相談など。管理業務主任者試験、管理費等保証制度
も実施している
4月1日現在、正会員389社。

大京アステージ
ジャパン・リビング・コミュニティを
吸収合併
浜管ネット賛助会員の株式会社大京アステージは4月
1日付で、同じく浜管ネット賛助会員で株式会社大京の
完全子会社の株式会社ジャパン・リビング・コミュニテ
ィを吸収合併した。ジャパン・リビング・コミュニティ
は消滅会社となる。
3月31日現在、マンション管理受託戸数は大京アステ

TEL 045-595-3791

日本ハウズイング横浜支店移転
浜管ネット、川管ネット、よこ管ネット賛助会員の日
本ハウズイング株式会社は5月1日付で、横浜支店を移
転する。
＜移転先住所＞
〒105-0003 横浜市西区北幸2-5-10
オーク横浜ビルディング5階
TEL 045-412-3800（代表）
FAX 045-412-3801

MKSは本部事務所移転
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）は4月22日付で、協会本部事務局を移転し

ージ356,377戸、ジャパン・リビング・コミュニティ

た。

51,807戸。

＜移転先住所＞

相鉄建設→NB建設
浜管ネット賛助会員の相鉄建設株式会社は2月1日付

FAX 045-593-8846

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目18−2
新橋NKKビル2階
TEL 03-5777-2521（代表）

で、持ち株会社相鉄ホールディングス株式会社が持つ全

FAX 03-5777-2522

株式を日成ビルド工業株式会社に譲渡した。

関西ペイント
マンチェスター・ユナイテッドとスポンサー契約

これに伴い、相鉄建設株式会社は名称を「株式会社
NB建設」へ変更した。
プレハブおよび立体駐車場等の大手総合メーカーであ

神、浜、川、よこ、県央の賛助会員である関西ペイン

る日成ビルドグループの一員として、NB建設は旧相鉄

ト株式会社は1月18日、イギリスのサッカークラブチー

建設の事業であるマンション大規模修繕工事等、これま

ム『Manchester United Football Club Limited』

住所変更なし。
TEL 045-451-8816（代表）
FAX 045-451-8919

LIXIL・リフォーム営業部→
LIXILビルリフォーム販売
浜管ネット、よこ管ネット賛助会員の株式会社
LIXIL・リフォーム営業部は4月1日付で、株式会社新日

（マンチェスター・ユナイテッド）と3年間の公式スポン
サーシップ契約を締結したと発表した。
マンチェスター・ユナイテッドには現在、日本代表の
香川真司選手が所属する世界でも有数の人気チーム。
関西ペイントは日本、アフリカで最大シェアを獲得す
る塗料メーカーで、主に自動車用塗料、工業用塗料、装
飾用塗料、船舶用塗料、保護塗料などを開発、販売。日
本、アフリカ、インド、中国、ヨーロッパに計18オフ
ィスを構えている。
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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
（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 横浜市西区南幸2-21-5

株式会社
ライフポート西洋

株式会社
マンション管理

ライフポート西洋は、常に

横浜市西区楠町4-7
ニッセイ横浜楠町ビル7階
蕁045-316-3939
http://www.community-one.jp

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

浜 横浜市港北区新横浜2-5-5
これまでの経験と実績に培

住友不動産建物
サービス株式会社
マンション管理

浜 よこ

大和ライフネクスト
株式会社
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。

「より多くのお客様に喜んで
蕁045-313-5435
いただきたい」という熱い思
蕭045-319-2632
いを胸に、情熱をもって「心
yokohama@lifeport-s.com のこもったサービス」を必ず
http://www.lifeport-s.com 提供することを誓います。

マンション管理 神 浜 央 湘 横浜支店

コミュニティワン

P R

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

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。

横浜市鶴屋町2-26-2
第4安田ビル6F 〒221-0835
蕁045-326-2350
http://www.daiwalifenext.co.jp

皆様のマンションの資産
価値を高め、住む人を、
ひいては街を元気にした
い…そんな管理サービス
を提供し続けています。

浜 川 よこ 横浜支店

日本ハウズイング
株式会社
マンション管理

浜 【本社】

野村リビングサポート
株式会社
マンション管理

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

浜 川 本社

三井不動産住宅
サービス株式会社
マンション管理

横浜市西区北幸2-5-10
オーク横浜ビルディング5階
蕁045-412-3800
蕭045-412-3801
http://www.e-kanri.info

浜 よこ

明和管理株式会社

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。

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。

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。

東京都渋谷区神泉町9-6
第2明和ビル
蕁03-5489-7803
http://www.meiwa-kanri.co.jp

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

企 業 名

所 在 地

グッド保険サービス

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

浜 よこ 東京都品川区大崎1-6-3

三菱電機クレジット
株式会社

アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

株式会社

日精ビル12F
蕁03-5496-9497
薔0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

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。

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 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

株式会社
一ノ瀬建創

大規模修繕 浜 川 よこ 央 川崎市幸区堀川町580番地

株式会社カシワバラ・
コーポレーション
大規模修繕

ソリッドスクエア西館10階
蕁044-540-1062
蕭044-540-1035
http://www.kashiwabara.co.jp

神 浜 よこ

株式会社サカクラ

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

大規模修繕 神 浜 よこ 央 湘 （本社）横浜市南区高砂町2-19-5
蕁045-225-8200
（東京支店）東京都港区三田3-2-8
（城東支店）東京都墨田区横川2-8-2
薔0120-040-011
http://www.daiwa-co.com

株式会社大和
大規模修繕

大規模修繕

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

ヨコソー

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。
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！
弊社では30年に及ぶ大規模修
繕工事の実績を通して各種技
術ノウハウを確立、改修専門
工事業として快適、利便性、
付加価値のあるグレードアッ
プ工事を提案しております。
マンション大規模修繕工事の専
門業者として半世紀。 住み慣れ
た環境に時を取り戻す をスロ
ーガンに、常にお客様第一の姿
勢を貫き、質の高い技術とサー
ビスを提供いたします。

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。
建物の修繕工事を手がけて100
余年。確かな経験と実績を活
かしながら、個々のお客様の
ニーズや時代の要請にもしな
やかに応えられる改修工事
No.1企業を目指しています。

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。

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
大規模修繕 神 浜 川 よこ 央

横浜市西区平沼2-2-7
蕁045-290-6090
蕭045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp
川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4795
J-fukama@sinyo.com
http://www.sinyo.com

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
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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 央 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

株式会社

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

浜 よこ 央 （本

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。

よこ 本社：横須賀市森崎1-19-18 改修工事専業として、自社

株式会社富士防

シンヨー
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。

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

浜 横浜市鶴見区生麦1-5-3

P R

浜 川 よこ 央 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

株式会社

大規模修繕

金融・保険
保険

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

央 県央ネット

業界トップクラスを誇る豊
富な改修工事実績と、大規
模修繕工事から設備改修、
内装リフォームまでトータ
ルに対応する総合リニュー
アルカンパニーです。
創業以来83年を迎え、完工
高140億円、そのうちマン
ション大規模修繕97億円を
超すまで成長して参りまし
た。アフターグループ6人が
工事後のケアを致します。

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

総合建設

建材メーカー・販売

企 業 名
大規模修繕

所 在 地
浜

工藤建設株式会社
大規模修繕

浜

株式会社NB建設
（旧相鉄建設株式会社）

P R

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

大規模修繕工事もグレード
アップ工事もお任せくださ
い。またソーラーシステム、
LED電気工事等、省エネ対
策もお問い合わせください。

横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816（代表）
蕭045-451-8919
daimon-akiko@nb-const.co.jp

地元に密着したゼネコンと
して、建築・設備・耐震・
内装などのリニューアルを
お客様の立場でご提案。地
域社会の安心と発展に貢献
します。

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

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 浜 川 よこ 央 リニューアル事業部

川本工業株式会社
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

浜 湘 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

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。
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。
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。

株式会社
建材メーカー・販売 浜

タキロンマテックス
株式会社

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。

東京都港区港南2-15-1
品川インターシティA棟30階
蕁03-5781-8101
http://www.t-matex.co.jp

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

企 業 名
所 在 地
浜 よこ 神奈川支店
サッシ改修

株式会社LIXIL
ビルリフォーム販売
外断熱メーカー

マンションの開放廊下や共
用階段用の床材に特に力を
入れています。詳しくはホ
ームページをご覧ください。

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。

P R

横浜市都筑区中川中央2-5-18
LIXIL港北ショールーム2階
蕁045-595-3791
蕭045-593-8846
http://shinnikkei.lixil.co.jp/sales̲b

川 東京都千代田区平河町2-11-1

Sto Japan
株式会社

平河町ロンステート1階
蕁03-5216-1530
info@stojapan.com
http://www.stojapan.com

当社は、LIXILグループ内で
唯一の窓や玄関ドア、手摺等
リフォーム専門の販売施工会
社です。迅速な対応とサービ
スを心がけておりますので、
お気軽にご相談ください。
ヨーロッパ最大手の外断熱メーカ
ーStoAGの日本総代理店です。日
本国内では北海道から沖縄まで施
工実績があり、近年では結露防止
工事・タイル剥離防止工事で弊社
工法が数多く採用されております。

設備機器販売
企 業 名
所 在 地
防犯カメラ・防犯機器 浜 神奈川事業部

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

文化興業株式会社

関西ペイント販売

所 在 地

外断熱・サッシ改修

給・排水設備改修

株式会社

企 業 名
塗料メーカー・販売 神 浜 川 よこ 央

ワークヴィジョン

P R

横浜市神奈川区神奈川
2-11-18 渡辺ビル6F
camera@nnv.co.jp
http://www.nnv.co.jp

防犯カメラ、インターホン、各種
防犯センサー、地デジ対策工事等、
通信施工全般を行っております。
通信施工のことなら何でもお任せ
下さい。日本防犯設備協会、神奈
川県防犯設備士協会 会員

機械設備メンテ
企 業 名
機械式駐車場メンテ 浜

株式会社日本昇降機
メンテナンス

所 在 地

P R

千葉県市川市貝塚3-31-4
蕁047-375-1015
jaem@kni.biglobe.ne.jp
http://www1a.biglobe.ne.jp

弊社は機械式駐車装置のメ
ーカーであり、現在では他
社メーカー様の機械式立体
駐車場の保守点検も行って
おります。

電気設備改修
企 業 名
電気設備改修

所 在 地
浜 横浜市西区戸部町4丁目158番地

三沢電機株式会社

蕁045-241-1621
蕭045-253-4744
business1@misawa-dk.co.jp
http://misawa-dk.co.jp

P R
創業85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。

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技
術
者
部
会

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

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

連絡先

氏名・所属事務所

連絡先

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所

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

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

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

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

長友秀信
陸建築設計

藤沢市鵠沼海岸1-10-1-311
蕁0466-34-7535
hanagatomo@yahoo.co.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://www.k-tateho.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

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

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

臼井貞雄／伊藤和彦
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
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

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

井田洋一郎
有限会社エルグ

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

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
尾崎京一郎
蕁045-532-9260
モア・プランニングオフィス

横浜市青葉区すすき野1-4-3-405
阿部一尋
蕁090-6001-5234
AB住計画一級建築士事務所 abe@abjukei.com

http://www5.ocn.ne.jp/˜ik-archi

okd-arc@mist.dti.ne.jp

http://homepage3.nifty.com/moa̲p
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氏名・所属事務所
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会員
ション
マン
紹介

レクセルガーデン大和
管
理
組
合

築６年、管理会社任せからの脱却へ
管理組合運営、基礎作りの途上

Ｎ
Ｐ
Ｏ
かながわ県央ネット
正
会
員

きっかけは一組合員が大和市のマンション無料相談に出向
いたものだった。「ペット可のマンションだけれど、ペット飼
育者のマナーがあまりよくない」「居住者名簿があったほうが
よいのではないか」。
こうした疑問にかながわ県央ネットの役員が対応したこと
で「私たちは何も知らず、知らないで損していることがたく
さんあるようだ」と目覚めたという。
昨年、居住者名簿を作成。ペットを含めた家族構成、緊急
連絡先を項目に入れた。
今後の課題は防災訓練などを通してコミュニティーの輪を
広めること。住民が楽しめるイベントを加えて参加しやすく、
住民間の風通しを良くして、管理組合運営への意識を高めて
いく。
築6年。この若いマンションに、濱 理事長のいう「基礎
的なもの」ができることを願いたい。

■マンションデータ

第1期：2007（平成19）年9月竣工・地上8階建て・1棟、
2007年の入居以来、49世帯で20人もの赤ちゃんが産ま
総戸数49戸
れたという。今も保育園児や小学校年少の児童が多く、若い
建物構造 ……………………………RC造
世帯で活気があるマンションである。
敷地面積 ……………………………1,983.59㎡
ただし、管理組合として管理運営して行こうという意識は
建築面積 ……………………………1,021.57㎡
あまり浸透していないようだ。いわゆる管理会社お任せ、玄
建築延床面積 ………………………4,407.33㎡
関のカギを閉めれば管理組合とは無関係…といった具合であ
管理費（月額）……13,780円〜18,580円（約212円／㎡）
った。
修繕積立金（月額）…6,760円〜10,100円（約104円／㎡）
そこで意識改革に踏み切ったのが現理事長の濱 宏治さん。
駐車場充足率（台数÷総戸数） …30台÷49戸＝61％
「70歳で仕事をリタイアしてね。はじめて仕事を持っていな
（機械式ピット3段）
駐車場使用料（月額） ……………4,000円〜10,000円
い住民が理事長になったということです」
。
駐輪場使用料 ………………………自転車無料（98台）
日中でも管理会社との打ち合わせができる。委託契約と実
分譲業者 ……………………………扶桑レクセル㈱
際の業務・作業を見ることができる。住民主導の議題で理事
建設業者 ……………………………木内建設㈱
会が運営できる。
管理業者 ……………………………㈱大京アステージ
「これまでは管理会社が用意してきた議題に対して管理会
管理形態 ……………………………全部委託
社の説明を聞くだけだった」
管理員の勤務形態…通勤管理（月〜土曜日、8時30分〜12時）
濱 さんが理事長になってからは、濱 さんが議題を考え
理事会 ………………………………2か月に1回（必要時にはそ
の都度開催、理事5人、監事
て理事会の10日前から議案書を回覧に出し、管理会社にもメ
1人）
ールで送る。管理会社も理事長の議案に有益な情報を添付し
任期
…………………………………2年
て当日の理事会資料とするなど、効率のよい理事会運営の手
助けはしっかりしてくれている。
さらに濱 さんは管理会社に作成して
もらう理事会議事録をもとに「理事会だ
より」を作成。全戸回覧するようにした。
「理事会で何をやっているのか。管理会社
任せのときは、理事会の情報は理事以外
の住民に伝わっていなかった」
。
濱 さんは「自分が理事長のうちに、
とにかく基礎的なものを作ろう、できる
ものはやろう」と話す。
NPOかながわ県央ネットの活用もしか
取材に協力してくれた濱 宏治理事長（左）と
ペット可で売り出したマンション。
向井邦良・かながわ県央ネット会長
飼育率は約30％
りだ。

DATA
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植栽管理を管理会社の委託契約から外し、管理
組合と地元専門業者の直接契約へ。業務費は約
半額になった

濱 理事長が作成して全戸回覧する
「理事会だより」

マンションには集会室がないため、理事会などの
会合は徒歩1分の自治会館を利用している

イベント情報 ■■

平成25年度定期総会の案内

湘管ネット

○神管ネット（蕁045-620-6300）
第14回
日
時：6月15日（土）14時〜
懇 親 会：15時10分〜
会
場：横浜・馬車道 相生本店
○浜管ネット（蕁045-911-6541）
第19回
日
時：6月2日（土）14時〜
記念講演：15時〜
テ ー マ：「これからのマンション施策」
（仮題）
講
師：国土交通省マンション政策室長 西海重和氏
交 流 会：16時30分〜
会
場：ハウスクエア横浜4Fセミナールーム
○川管ネット（蕁044-222-5136）
第13回
日
時：5月25日（土）13時30分〜
懇 親 会：総会終了後（14時30分〜）
会
場：川崎市総合福祉センター（エポックなかは
ら）大会議室
○よこ管ネット（蕁046-824-8133）
第11回
日
時：6月8日（土）13時30分〜
懇 親 会：15時〜
会
場：ヴェルクよこすかホール
○相管ネット（蕁042-855-0555）
第9回
日
時：6月15日（土）10時〜
会
場：相模原市民会館第3中会議室
○湘管ネット（蕁0466-50-4661）
第7回
日
時：5月18日（土）13時30分〜
会
場：藤沢産業センター6階研修室
○かながわ県央ネット（蕁046-264-6054）
第7回
日
時：6月22日（土）13時30分〜
会
場：大和市冨士見文化会館
特別講演会：総会終了後
テ ー マ：「震災時における地域防災力の強化方策ーマン
ション管理組合・自治会への首都圏調査から」
講
師：阪井暖子氏（国土交通省・国土交通政策研究所研究官）

管理組合会計セミナー
テーマ：「会計理事と監事の役割、区分経理とは？」
日 時：6月8日（土）13時30分〜16時
会 場：藤沢産業センター6階 研修室1
講 師：双日総合管理（湘管ネット賛助会員）
マンション業務部 間中孝氏・難波純一氏
参加費：会員無料（会員外1,000円）

蕁0466-50-4661

浜管ネット

蕁045-911-6541

マンション設備改修シリーズ 第20回
テーマ：「マンションの住戸内設備配管改修の留意
点と工事方法等」
日 時：5月21日（火）18時30分〜20時30分
会 場：かながわ県民センター301会議室
講 師：石川裕子氏（ラピス建築工房・技術者部会）
小岩井康裕氏（京浜管鉄工業㈱・専門業部会）
参加費：会員無料、その他1,000円

よこ管ネット

蕁046-824-8133

新任役員研修会
テーマ：「管理組合理事として知っておかなければ
ならないこと」（仮）
日 時：7月20日（土）
会 場：産業交流プラザ 第１研修室
（ベイスクエアよこすか一番館3階）
講 師：吉村順一氏
（浜管ネット副会長・マンション管理士）

新 会 員 紹 介
◆正 会 員
加入ネット

棟数

戸数

竣工年

ナイスパークステイツ
横浜岡野公園管理組合

浜管ネット

1

146

2000

アーバンパレス
横須賀管理組合

よこ管ネット

1

53

1998

鷺沼有馬スカイ
マンション管理組合

川管ネット

1

28

1980

レクセルガーデン
大 和 管 理 組 合

かながわ
県央ネット

1

8

2007

◆ 賛助会員

事

務

所

移

転

●川管ネット
〒211-0004 川崎市中原区新丸子東3-1100-12
公益財団法人 かわさき市民活動センター内（ブース番号1）
蕁044-379-5334
●湘管ネット
〒251-0052 藤沢市藤沢577番地 寿ビル301
蕁0466-50-4661

名 称

加入ネット

主な業種

資本金

設立年

1億円

1983

浜管ネット・かな マンション 5,000
万円
がわ県央ネット 管理

1991

大規模修繕 1,217億
2,400万円
工事

1922

大規模修繕
三 和 建 装 ㈱ 浜管ネット
工事
㈱ ウ ィ ッ ツ
コ ミ ュ ニ テ ィ

東 京 急 行 電 鉄 ㈱ 浜管ネット
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第11回

弁護士による

無料法律相談
かながわ労働プラザ（Lプラザ）

NPO神管ネットは傘下の地域ネットと共同で弁護士グループと連携し、
横浜弁護士会に所属するマンション問題に造詣の深い弁護士の協力を得
て、11回目の「無料法律相談会」を行います。
●日
時：7月27日 13：00〜16：00
●会
場：かながわ労働プラザ（Lプラザ）（JR根岸線「石川町駅」
北口徒歩3分）横浜市中区寿町1-4 蕁045-633-5413
●相談対応：3件
※無料法律相談を受けるには、各地域ネットの定期相談（下記参照）を
事前に受ける必要があります。

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://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かながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）

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 0466-50-4661

http://www.jinkan-net.com
蕁・蕭 045-620-6300

定期無料相談：
毎週木曜 まちづくり公社ハウジングサロン
毎月第 1 〜 4 火曜午後 川崎市住宅供給公社 NPO 住宅相談コーナー

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

〒 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

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）

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）

事務所移転しました！

http://kenou-net.com
蕁 046-264-6054

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

定期無料相談：
毎月第 4 月曜午後
毎月第 4 火曜午後
毎月第 4 金曜午後
毎月第 3 土曜午後
毎月第 1、第 3 火曜午後
毎月第 4 水曜午後

定期無料相談：毎月第 4 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

秦野市役所東海大学前駅出張所
海老名市役所 7 階会議室
大和市役所市民相談課相談室
大和市民活動センター会議室
「IKOZA」内 1 階市民相談センター
伊勢原市役所 1 階市民相談室

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部

※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。

http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
蕁 045-762-1795

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

119組合

39組合

57組合

29組合

15組合

18組合

41組合

318組合

26,666戸

6,569戸

9,871戸

1,657戸

1,420戸

3,101戸

8,209戸

57,493戸

※平成25年4月現在
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