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27年度の活動メインテーマは
「マンション再生法」制定

NPOかながわ県央ネット
NPO
かながわ県央ネット 会長 ●向井 邦良
現行の監査制度では、管理組合の自浄作用は機能しない。
管理組合は毎月の管理費以外に修繕積立金を徴収しているが、管理組合の役員は輪
番制の1年任期が大半であり、専門的知識がないまま、多額の資金を管理していると
ころから、管理会社のフロントマンや管理員、時には管理組合の理事長等による不祥
事も業界紙には毎号出ているのが実情だ。
このような事態に陥らないため、マンション標準管理規約第41条第1項、同第2
項、同第3項、さらに第59条第1項で監事に関する規定が設けられている。
監事の役割は重要であり、大きな権限を持っているのだ。

大阪・通天閣南本通からの風景

4p 第22回管理組合基礎講座

しかし、不祥事が絶えないということは、管理組合内部における自浄作用が働く仕
組みにはなっているとは言えない。輪番制1年任期の問題、区分所有者の高齢化や無

滞納管理費等の回収方法の解説

関心の問題以外に、これらの不祥事を未然に防止する新たな仕組み作りが必要ではな

・・・濱田卓・弁護士

いだろうか。
そこで、監事の報酬とその業務の独立性の観点から検討してみると、その方策が見

6p CPD研修セミナー

えてくる。その第一点は「外部監査制度の導入により専門性を担保すること」で、第

・11／14 川崎「外断熱改修」

二点は「管理組合専門の監査人を派遣する組織の新設とその財源の手当て」だと言え

・12／19 相模大野「コミュニ

る。

ティ発展方策」

外部監査人の報酬は全て所属する「マンション外部監査機構」が支払うこととし、
監査をする管理組合からは一切の報酬を受け取らない。財源は、マンションを供給し

7p 追悼
田邉会長お別れ会
10／8 ロイヤルホールヨコハマ

8p 地域ネット活動状況
浜管、よこ管で地震対策セミナー
実施、他

ているデべロッパーが社会的責任として、分譲戸数の数％を外部監査機構の基金に拠
出する。
第三点は「マンション管理組合専門の監査人の養成」。監査人としての専門性とマ
ンションの管理や建物の劣化状況等に対する専門性の観点から、分譲マンションの役
員経験がある公認会計士・税理士等をベースとし、さらに養成機関としてはNPO日
住協の「首都圏マンション管理大学」のマスターコースとてマンション監査人養成コ
ースを開設する方法も考えられる。
「マンション管理組合外部監査機構」構想は単なる私案であるが、議論を重ねるこ
とで不祥事の撲滅を図る一助になれば幸いである。

マンションリフォーム推進協議会
専有リフォームのルール調査発表

12p 賛助会員ガイド

浜管ネット 加藤新会長が就任
浜管ネットは田邉邦男会長の急逝により、9月12日の理

業種別賛助企業の一覧表を掲載

事会で副理事長の加藤壽六（かとう・ひさろく）氏が新会長

アルテック、エヌ・ケーを新掲載

に就任した。副会長は現状、吉村順一氏の一人体制とする。
加藤新会長は若葉台住宅管理組合連絡協議会所属。今回の

14p 会員マンション紹介
ソフィア・ガーデンズ川崎管理組合

役員任期は平成29年6月5日まで。
また、加藤新会長は9月25日の神管ネット臨時総会にて、
新たに理事に選任された。
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「マンション再生法」制定を活動のメインテーマに
「マンション再生法」制定を活動のメインテーマに
NPO全管連 平成27年度通常総会開催
9／28

於：大阪・中央区

集合住宅維持管理機構会議室

神管ネットが構成団体として加入する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9月28日、大

（5）MKSとの共同事業
マンション計画修繕施工協会（MKS）との共同事業で、今
年で4年目を迎える。国交省の補助事業のもと、大規模修繕
セミナーを全国7都市で開催する予定。

阪・中央区の集合住宅維持管理機構会議室で平成27年度通
常総会を行った。
平成27年6月30日現在、全管連構成団体は北海道から沖
縄までの全18管理組合団体（2,259管理組合・218,612
戸）。
総会当日は全国から各構成団体の代表者が大阪に集まり、
平成26年度の活動報告および収支決算・監査結果報告、平
成27年度の活動方針および予算案等の決議を行った。
平成27年度の主な活動方針は下記のとおり。
最も注視すべき活動の主力は「マンションの改良による再
生等を円滑に促進するための法律（マンション再生法）
」制定
東日本ブロック会議の様子。NPO日住協会議室にて

への取り組み。全管連では平成22年4月からマンション再生
（改善）法要綱案を作成し、制定運動を開始した。今年度はマ
ンション再生法案が総会で承認されたことから、さらに国土
交通省、政党等に法制化を働きかけていく。

マンション再生法制定の提案
平成27年10月10日

NPO全国マンション管理組合連合会
9月28日の通常総会における「マンション再生法」の承認
を受け、今後、全国的に制定を目指す運動を展開することに
なった。マンション管理組合団体が、単独で法案成立を目指
すにはハードルが高いことは覚悟の上で、マンション住民の
居住環境の維持、建替えによる経済的ロスを防ぎ、コミュニ
ティを継続させながら、建替えではない、既存マンションの
長寿命化とその間のニーズに対応した改良による再生を目指
す。
◇再生法案提出の理由
9月28日、大阪で開いた27年度通常総会の様子

１．背景
①今日マンションは、住宅供給の中で相当の比率を占めてお

………平成27年度の主な活動方針………
（1）「マンション再生法」制定運動の展開

共財的位置づけの対象である。

再生法制定を期し、国交省、マンション関連団体、各政党

②既存マンションの建替えは、合意形成の難しさ、建替えに

などへ訴え、制定運動を展開する。再生法案の理解を求める

よる既存建築物の取り壊しや建替え建設等によるエネルギ

パンフレット、チラシなども作成、ＰＲ展開していく。

ー消費量の増加、建替え工事期間の住み替えの煩雑さ等が

（2）ブロック会議の継続

あり、実現は極めて難しい。

全管連の構成団体を東日本、西日本、九州の3ブロックに

③国全体で既存住宅が世帯数を上回る今日、既存マンション

分け、それぞれのブロックでの課題、問題点を探り、全管連

を大規模修繕工事等でより長寿命化させ、その間に改良に

全体の連携に役立てる。
①非会員である各地域での活動団体との交流を推進し、構
成団体数増大による組織強化の一助とする
②地域特有の課題から全国的に共通の課題を掘り起し、行
政課題専門委員会等での取り組みにつなげる
（3）マンション固定資産税軽減の国への要請
1戸建て比べて高いマンション固定資産税について、国交
省、総務省、自民党税調などに対し、粘り強く軽減運動を継
続していく。
（4）賛助会員制度の創設

2

り、地域への影響も大きく、私有財産であっても、半ば公

よる再生を実施することが現実的である。
④既存マンションの建替えについては、すでに区分所有法、
建て替え円滑化法等の諸法が整備されているが、改良によ
る再生については、未だ体系だった法律は整備されていな
い。
2．趣旨
①既存マンションの改良による再生を円滑に行うことで、既
存マンションンをより長寿命化させることに寄与できる。
②その間の全工事額による経済的効果は、数少ない建替えに
よる経済的効果より期待できる。

全管連活動への協賛の意義を理解してくれる企業を主な対

③既存マンションの空き家化や老朽化を防ぎ、我が国の既存

象に賛助会員制度の創設を目指し、具体的な条件等、細部を

住宅の劣悪化を防ぐ一方、既存住宅の水準向上に寄与でき

詰める必要があり、来年度総会への継続審議となった。

る。
④それぞれのマンションでそれまで培われた持続的居住環境

を存続し、かつ一定の水準を維持しながらより長寿命化を
目指すことが必要である。

NPO神管ネットが出展
10／17・18 横浜産貿ホール

＜註＞区分所有法及び標準管理規約等の範囲
現行の区分所有法は、約20年ごとに大改正されてはいる
が、総じて、今日始まっている築40年以上、まして100年
以上の長寿命化を射程に入れた時、現実が法の枠を超え始め

『神奈川・横浜 住まいみらい展』
神奈川県は10月17日・18日、横浜産貿ホールで、横浜

ている。具体的な課題は下記の通りである。

市や住宅関係団体とともに実行委員会を立ち上げ、ブース展

１）「共用部分の維持管理を目的とする管理組合に限定した管

示やセミナー、アトラクションなど住生活に役立つ情報を提

理」を、一部専有部分まで射程に入れた長寿命化と改良
による再生ができる法をもたないと、これまでの通常の
維持保全しかできない。
2）結果として、不良住宅化を招き、社会的損失を招くこと

供するイベント『神奈川・横浜住まいみらい展』を開催した。
神管ネットも神奈川マンション管理士会と共同で出展ブー
スを設置。来場者向けにマンション管理相談を行った。
17日11時からは、神管ネット理事で、全国マンション管
理組合連合会（全管連）会長の山本育三氏（関東学院大学名

になる。
3）管理組合が「共用部分の管理」を前提にしつつも、「規約
によって一部専有部分を共同管理できる仕組み」の構築

誉教授）が「マンション長寿命化への指針」をテーマに講演
した。
山本理事はマンション再生を、全管連の立場から「建て替

が急がれる。
4）その際、非同意者に対する扱いをどこまで規制できるか

えることなしに長寿命化すること」とし、マンションは「居

について、「私有財産権と公権との相克」が、管理組合と

住運命共同体」で「共有」
「集住」をマンションの特徴と解説。

いう組織の中でも必要になっているのではないか。直接

その上で、直接民主主義（総会での合意と多数決）の実践の

民主主義実践の場である管理組合が社会実験の場でもあ

場であり、建て替えにくい居住形態であることから、
「ストッ

る。

ク尊重」への価値観の転換が重要と説いた。

◇マンション再生法検討委員会の構成

また、神管ネットが2013年度に行った「マンション再生
（改善）事例調査・分析」

外部委員：小林秀樹
（千葉大学大学院教授・検討委員会委員長）
鎌野邦樹（早稲田大学法科大学院教授）
篠原みち子（弁護士）
内部委員：山本育三（全管連会長）

（126事例）の概要の説明も
行った。
こうした調査などの結果な
どから、全管連では「マンシ

川上湛永（全管連事務局長・記録担当）

ョン再生法」
（案）を作成し、

西尾弘之（全管連省エネ・再生委員会委員）

国や議会などへ提案すること

◇「マンション再生法」
（案）の全文は全管連ホームページ参照。
http://www.zenkanren.org

としている。
＜2ページ参照＞

神管ネットの出展ブース。神奈川
マンション管理士会と共同で設置
した
マンション再生法検討委員会の様子

講演会コーナーで17日11時か
ら講師を務めた山本育三・全管連
会長、神管ネット理事。テーマは
「マンション長寿命化への指針」

マンション標準管理規約改正へ
パブリックコメントを募集

11月
19日貅
まで

国土交通省・マンション政策室は10月21日、「マン

等（理事会の承認等を得て実施可能とする）、暴力団等

ションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション

の排除規定、災害等の場合の管理組合の意思決定（緊急

標準管理規約」の改正（案）について、パブリックコメ

時の応急修繕は理事会で決定すること等）、コミュニテ

ント（意見公募）を開始すると発表した。意見募集の期

ィ条項等の再整理、議決権割合（住戸の価値割合に連動

間は10月21日貉から平成27年11月19日貅まで（必

した設定も考えられる旨の解説を追加）、理事会の代理

着）。

出席（理事会の議決有効性を巡るトラブルを防止）など。

主な改正案は、外部専門家の活用（理事・監事につい
て、外部の専門家も就任可とする）、専有部分等の修繕

パブリックコメント募集の詳細は、以下を参照。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
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国 土
交通省

『神奈川・横浜 住まいみらい展』
がオープンした17日10時のエ
ントランスの様子。外は雨模様だ
った

3

ワンポイント

第 22回

管理組合基礎講座
滞納管理費等の回収方法・事例紹介

〜滞納の本質を理解し、無駄のない滞納金の回収方法とは〜
滞納金の回収のための手段として社会的相当性を逸脱して
いると判断されるリスクがあるため、可能な限り避けるべき

―執筆者紹介―

である。裁判例においても、滞納者による管理組合に対する
慰謝料請求を認容した事例がある。

【2】滞納者から強制的に回収する
濱田・岡本法律事務所
弁護士・浜管ネット個人賛助会員

濱田

卓

氏

●前提となる知識
・区分所有権の競売、滞納物件の賃料債権の差押え→判決等
を取らなくても、先取特権という担保権により、直ちに可
能
・それ以外の強制執行（給与や預金の差押えなど）→まずは

管理費等の滞納問題について、一般的な管理組合において

判決等を取る必要がある

は、心情的に組合員同士での対応を避けたがる傾向があり、
そのため、管理会社任せの対応となっているケースが多い。
しかしながら、管理会社の対応には限界があるため（後述）、

●代表的な債務名義の取得方法
（1）支払督促

結局、型どおりの対応（訪問督促→書面督促→支払督促や少

審理なし、証拠不要、印紙が訴訟の半額（例：滞納元金

額訴訟）に終始し、時間や費用を無駄にしている管理組合が

100万円を請求する場合→訴訟（少額訴訟も）は１万円、支

少なくない。

払督促は5000円）で、裁判所に支払うトータル費用は印紙

そこで、ここでは、滞納管理費等の回収について、①滞納

代＋数千円程度となることが特徴である。

者本人から任意に回収する、②滞納者本人から強制的に回収

一方、デメリット、注意点は、公示送達不可（行方不明者

する、③滞納者以外の者から回収するという3つの視点にて

の場合は利用できない）
、管轄は債務者の住所地で、督促異議

整理し、効率的な回収方法について検討する。
※11／26かながわ労働プラザにて同テーマのセミナーあ
り。15ページおよび浜管ネットHPを参照してください。

後の訴訟が遠方になることもあるということ。
（2）少額訴訟
特徴は、訴額が60万円以下（遅延損害金を除く）の金銭
の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続きで、１

【１】滞納者から任意に回収する
滞納者の多くは、支払原資（現金）を持っていない。よっ
て、このことを前提とした対応が必要となる。
●管理会社がやってくれること
一般的な管理委託契約では、①滞納状況の月次報告と、②
最初の滞納期限から○月間（6カ月が多い）の間における電
話若しくは自宅訪問又は督促状の送付にとどまる。実際問題、
これ以上の対応は、非弁行為に当たる可能性があり、できな
い（弁護士法72条）。

回で結審、和解が多い。費用は通常訴訟と同じである。
デメリット、注意点は、元金減額を含めた和解を迫られる
ことが少なくない、第1回期日において全ての証拠を提出す
る必要があることなど。
（3）通常訴訟
訴額が140万円以下（遅延損害金を除く）は簡易裁判所、
それ以上は地方裁判所に訴えることになる。
訴状に添付する証拠は、①管理規約、②管理費等を定めた
総会議事録、③滞納者の登記事項証明書、④滞納管理費等の
一覧、⑤内容証明郵便による請求書、⑥当事者資格として理

●管理組合がやってよいこと
上記以外の業務は、全て管理組合が行う必要がある。具体

事長選任の議事録、⑦訴訟提起を決議した議事録など。弁護
士に相談する際に必要となる。

的には、①電話、自宅訪問（必ず複数で行う）
、督促状の投函
や面談要請、②面談の実施、③支払督促や訴訟等の法的措置
の実施へと段階的に検討する。
一般に、滞納期間が長くなればなるほど、弁護士や司法書
士等の専門家の活用が必要となることが多い。

●判決等を取らなくても可能な強制執行
（1）区分所有権の競売
①管理組合が申し立てた場合
管理組合が区分所有権の競売を申し立てる場合（区分所有
法59条）、予納金として60万円強を要する（競落価格に

●管理組合がやってはいけないこと
①氏名の公表

注意点は「無剰余取消」
。住宅ローンの完済前における抵当

近時、裁判所はプライバシー侵害に対して非常に厳しい判
断を下す傾向がある。
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よっては手続内で回収可能）
。

見せしめ的な氏名の公表は、滞納者

権者など、管理組合に優先する債権者が存在する場合、競売
手続における物件の評価額が住宅ローンの残高等に満たない

から慰謝料を請求されるリスクがある。

ときは、抵当権者の競売申立時期を選択する利益を保護する

②ライフラインの停止

ため、競売手続が取り消されてしまう（無剰余取消制度：民

事執行法63条）。
管理組合による債権回収の最大の壁がこの無剰余取消制度

判の申立権がないため、親族や行政との協議が必要となる。
（2）相続財産管理人

であると言っても過言ではない。

相続人のあることが明らかでない場合（相続人全員が放棄

②第三者が競売を申し立てた場合

した場合を含む。）に、申立てにより、家庭裁判所が選任する。

管理組合は配当要求をすることができる。競落価格によっ
ては、配当を受けられる可能性がある。
仮に配当を受けられなくても、配当要求には時効中断効が
あるため、積極的に行うべきである。
（2）賃料の差押え
賃借人（「第三債務者」）が、賃貸人（＝滞納者、
「債務者」）
ではなく、管理組合（「債権者」）に対して、賃料を支払うこ
とにより、債権の回収を図ることができる
・裁判所に納める申立手数料は、１申し立てあたり4,000円
・最低限、賃借人の氏名が分かっている必要がある（法人の
場合は登記事項証明書）
・回収できる滞納管理費等の範囲は、区分所有権の競売の場
合と同じ

管理組合のような債権者にも申立権があるが、予納金とし
て100万円程度を求められることがあるため、費用対効果の
検討が不可欠である。
成年後見人とは異なり、積極的に物件を処分し換価すべき
地位にあるため、選任された場合には、区分所有権が任意売
却される可能性は高い。
（3）破産による交代
破産管財人が就任し、区分所有権が任意売却される場合が
ある。
なお、破産手続が終結し、滞納者に対して免責決定がなさ
れたとしても、任意売却の買受人に対しては免責の効力は及
ばないと解されているため、免責決定の対象となった破産手
続開始決定前の滞納管理費等であっても、買受人に対しては
その支払を請求することができると解される。

●判決等をとらなければできない強制執行
（１）給料の差押え
・勤務先の把握、特定は管理組合が行わなければならない

（4）法59条競売による交代
区分所有法57条から59条に規定されている義務違反者
（迷惑居住者）に対する措置の中で、最終手段とされているの

・費用は、賃料債権の差押えの場合と同じ

が59条競売請求であり、当然、認容されるための要件も厳

・回収できる滞納管理費等の範囲

格である。

滞納者の生活も考慮し、原則として給与（※）の4分の1。

しかし、近年、裁判所において、長期間の管理費等の滞納

給与が44万円を超える場合は33万円を超える部分について

を理由として59条競売請求を認容する事例が増えてきてい

差押えが可能。

ることや、何よりも、59条競売の場合には、管理組合によ

※給与から所得税、住民税および社会保険料を控除した残
金
（2）預金の差押え

る債権回収の最大の壁である無剰余取消の適用がないと解さ
れていることから（東京高裁：平成16年5月20日）、悪質で
解決困難な事案の場合、積極的に活用を検討するべきである。

・費用等は給料差押えの場合と基本的に同じ
・原則として、金融機関とその支店を債権者（管理組合）に
おいて特定する必要がある。

●死亡による交代（相続）
特定承継ではないが、滞納者が死亡した場合、相続人は滞
納者の地位を承継するので、請求が可能となる。

【3】滞納者以外の者からの回収
実務上、最も現実的なのは、滞納者以外の者、すなわち、

具体的には、①死亡前の滞納分については当然に分割とな
るため、各相続人に対してはその法定相続分に従った割合で

次の区分所有者からの回収である。管理費等は、滞納者本人

しか請求できないが、②他方、死亡後の滞納分については、

のみならず、その特定承継人（＝次の区分所有者）に対して

各相続人に対してその滞納分全額の支払を請求できると解さ

も請求することができるからである（区分所有法8条）
。

れている。

そのため、どのような場合に区分所有者が交代するのか、
整理しておく必要がある。

【4】まとめ
管理費等の効果的な回収のためには、滞納者の財産状況を

●任意売却による交代
滞納者本人による売却のみならず、その適法な財産管理人
による売却の可能性も検討すべきである。代表的なものを以

適切に把握した上で、費用対効果を検討しつつ、最適な回収
手段を選択することが必要となる。
本稿がその一助となれば幸いである。

下に紹介する。
滞納者本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を
欠く常況にある」場合に、申立てにより、家庭裁判所が選任
する。
選任された成年後見人が、本人（滞納者）の財産管理の一

………… 濱田・岡本法律事務所 …………
〒231-0002
横浜市中区海岸通一丁目3番地

海事ビル5階

環として、区分所有権を任意売却する場合がある（売却代金

TEL. 045-254-9811

によって施設へ入居する費用を賄う場合など。
）

URL：http://mansion-bengoshi.jp

ただし、管理組合をはじめとする債権者には、後見開始審

FAX. 045-264-9812
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（1）成年後見人
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神奈川県下マンション管理アドバイザー等CPD委員会主催

平成27年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催
マンション管理を対象とする相談員の継続的資質向上、能力開発ならびにマンション管理組合役員及び
一般居住者向けの知識習得を目的に平成27年度も「マンション相談員等のCPD研修セミナー」を行います。
CPDとは「継続的能力開発=Continuing Professional Development」の略です。

■27年度CPD研修セミナースケジュール
回数
第2回

日

時

セ ミ ナ ー 等 名 称 ・ 講 師

「外断熱工法の紹介」「欧州での外断熱情報」
11月14日（土）
講師：川管ネット理事 高橋秀行氏
13:30〜16:00
Sto社（独） 海外担当部長 ミハイル・キム氏

12月19日（土）「マンションコミュニティの発展方策に関する研究発表」
第3回
18:30〜20:00 講師：（前）国土交通政策研究所 研究官 阪井暖子氏

会

場

共

催

川崎市産業振興会館
第三研修室

川管ネット

ユニコムプラザ
さがみはら
（Bono相模大野
サウスモール3階）

かながわ県央
ネット

マンション相談員等向けの研修ですが、一般の管理組合の方の参加も歓迎します。
参加希望者は、氏名（複数の場合は代表者）
、所属組織名（管理組合、マンション管理士会、企業等）、参加人数、
住所、電話番号、メールアドレスを記入の上、下記まで。
●神管ネット事務局 蕁・FAX：045-620-6300 E-mail：info@jinkan-net.com

除草に子ヤギをレンタル

コミュニティ向上での活躍も期待
アーバンコンフォート横浜和田町管理組合
横浜・保土ケ谷区のアーバンコンフォート横浜和
田町管理組合では7月19日から、3カ月契約で長野
県伊那市のグリーンファームより、今年4月生まれ
の子ヤギ「ルル（オス）」「モモ（メス）」（名前は居
住者による公募で決定）の2頭を除草対策、コミュ
ニティ向上を目的にレンタルしている。
管理組合では「子ヤギの話題から居住者同士が顔
を合わせる機会が増えた。夏休み期間中なので、特
に子供たちが喜んでいるし、高齢者と子供の接点も
生まれています」という。
子ヤギの放牧場所は急勾
配の法面約730㎡。この
一帯は入居以来14年間、
管理会社による除草につき
年１回23万円を植栽管理
費として支払ってきた。
子ヤギのレンタル料は１
頭につき半年間で3,000
円×2、プラス小屋代１基
長野県伊那市のグリーンフ
5,000円で、合計１万
ァームにて、子ヤギを受け
1,000円。１頭当たり月
取りに行った理事長と副理
事長（左から2人）
に100㎡は食べるという
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ことから、うまくいけば十分な節約効果が期待でき
そうだ。
組合ではボランティアによる「ヤギをお世話し隊」
を設置し、飼育のサポート（水の入れ替え・小屋の
清掃等）を行ってい
る。動物や家畜が苦
手な居住者もいるの
で、特に匂いや鳴き
声には気を使ってい
るという。
ただ近隣住戸を含
子ヤギは、
暑い真夏は日差しを避け、
む地域の自治会に報
夕方から夜にかけて活発に活動して
いた
告したところ、拍手
で歓迎された。
居住者間では「試
行錯誤を繰り返しな
がら、来年以降も続
けられれば良いので
は」という話が持ち
上がっている。
放し飼いにする法面は約730㎡で、
50〜60度の急勾配。子どもたち
が人参などで手なずけている

田邉邦男・浜管ネット会長
田邉邦男・浜管ネット会長

「
「お
お別
別れ
れの
の会
会」
」
10月8日 於：ロイヤルホールヨコハマ

今年5月30日、浜管ネット20
周年記念式典での会長あいさつ
時の写真

浜管ネット会長、神管ネ
ット理事の田邉邦男さんが
肝臓がんのため9月4日に亡
くなった。71歳。
葬儀は近親者で行い、10
月8日に浜管ネット、神管ネ
ット、日本マンション学会、
マンションリフォーム技術
協会、マンション・ユニオ
ン保全協同組合を実行委員
会として、ロイヤルホール
ヨコハマで「お別れの会」
を開いた。喪主は妻・田邉

惠津子さん。
田邉邦男さんは1級建築士、関東学院大学技師として、
マンション管理の黎明期から集合住宅に関する調査・研
究に携わり、マンションの維持管理等の手法や考え方を
広めるなど、業界に大きな功績を残した。

弔辞

田邉さんを偲んで
浜管ネット理事・技術者部会部会長

星 川 晃二郎
7月の初め、横浜市住宅
リフォーム促進協議会が
主催する恒例のスキルア
ップ見学会で田邉夫妻と
ご一緒しましたが、わず
か3カ月後に田邉さんの弔
辞を読むとは思いもより
弔辞を読む星川理事
ませんでした。
私がはじめて田邉さんにお会いしたのは、35年ほど
前の1980年ごろで、日本建築学会集合住宅管理小委員
会でのことです。

本 の 紹介

そのころ田邉さんは関東学院大学で長期修繕計画と修
繕積立金など、分譲集合住宅の維持管理に関する研究に
携わっていました。
同時に三木哲さん、今井俊一さんとともに日本住宅管
理組合協議会の中で止水・防水研究など、修繕工事の標
準仕様書作りを試みていました。
当時、修繕工事の標準仕様書というものはどこにもあ
りませんでした。このお三方は、三羽烏と謳われ、現在
の最大課題であるマンション改修・再生分野の開拓者で
あり、今日の基礎を築かれて来られました。
そののちは日本建築家協会メンテナンス部会、横浜マ
ンション管理組合ネットワーク、日本マンション学会、
マンションリフォーム技術協会、かながわマンション管
理組合ネットワークなどの立ち上げから運営に至るまで
尽力され、幅広い分野で活動を展開されました。
私たち2人が生まれたのは昭和19年1月ですが、田邉
さんのほうが2週間ほど早く生まれ、私の兄貴分です。
気性や考え方はかなり違い、ときに衝突することもあり
ましたが、酒好きの点では同じで、一緒の席は数知れず、
関連団体での旅行もほとんど一緒でした。
検査入院の前にノンアルコールのビールやワインを家
に準備していたとお聞きしましたが、私以上に酒を嗜ま
れた方でした。
長患いされることもなく、アッという間に逝かれまし
たのは、ご家族や私どもにとっては取り返しがつかず、
誠に残念で信じがたいことです。
田邉さんもさぞかし無念だったことと思いますが、運
命に真正面から立ち向かい、ダンディーなご自身の生き
方を通されたのではないでしょうか。
安らかにおやすみください。さようなら。

NPO日住協の新刊

『マンション管理の「なぜ？」がよくわかる本』
―管理組合運営読本―
して発行。執筆・編集はNPO日住協の下部組織であるマ
ンション管理総合研究所の担当理事が携わった。

『マンション管理の「なぜ？」がよくわかる本』
NPO日本住宅管理組合協議会
マンション管理総合研究所／編著
㈱住宅新報社／発行
A5判・225ページ・定価1500円（税抜き）
ISBN 978-4-7892-3735-2
※NPO日住協では、出版元から本書を
一括購入し、廉価で販売しています。
【問い合わせ】事務局蕁03-5256-1241
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本書はマンション管理組合の運営について、「なぜそう
なのか」など、誰でもわかるように体系的にまとめた。
内容は管理運営の基礎知識から管理規約、総会運営、
理事会の業務、大規模修繕工事の準備と実施、管理会社
との付き合い方、マンション内のトラブル対応など。巻
末には「マンションのコミュニティー」「理事会・理事長
方式と第三者管理」についてNPO日住協役員による対談
ページを設け、これからの管理組合運営について話し合
われている。
本書発行はNPO日住協設立45周年記念事業の一環と
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浜管ネット
9／29
第25回マンション設備改修シリーズセミナー
専有部工事の問題点と水回り工事の事例
〜やってはいけないこと〜
9月29日18時〜、横浜・神奈川区のタカラスタンダード㈱
横浜支店で、設備分科会グループによる「専有部工事の問題点
と水回り工事の事例」についてのセミナーを行った。
第1部は技術者部会から伊藤和彦氏が講演。長期修繕計画に
ある共用部分の配管工事と、同じ時期に劣化している専有部分
の設備配管が、管理組合の悩みのタネになっていると指摘。専
有部分の工事費捻出例として、①特別修繕積立金として5年間
に限り月1万円アップした、②専有部分も含めて長期修繕計画
を計上した、③専有部分の費用を修繕積立金からの立替払いと
し、15年の分割返済とした、等の管理組合の事例を紹介した。
問題はリフォーム済み住戸への不公平感の回避で、各管理組
合ではこの調整に苦慮しながら、最善策を講じたとしている。
賛助会員・㈱太平エンジニアリングの泉谷賢司氏はマンショ
ンリフォーム技術協会が発行した冊子「マンション住戸内設備
改修〜やってはいけないこと〜」をもとに、区分所有者が勝手
にできない工事を説明。専有リフォームの際、届け出など決め
られた手続きを厳守すること、「住戸内リフォーム工事ガイド
ライン」を管理組合で協議・策定するなど、予めトラブルへの
対応方法を決めておくことを勧めていた。
タカラスタンダード㈱の冨岡祐嗣氏は、主に水回り工事に使
用する材料の紹介を行った。タカラスタンダードでは従来より
「ホーロー」製品の販売が特徴
とされている。冨岡氏は、「ホ
ーロー」の品質について、モデ
ルを用いて油性マジックの使用
や実際に火を燃やすなど、「鉄
の強さとガラスの美しさを併せ
持つ、高品位ホーロー」を実践
しながら説明した。
技術者部会の伊藤和彦氏

マンションリフォーム技術協会が
発行した冊子をもとに説明する泉
谷賢司氏

「ホーロー」の品質を実践しなが
ら説明する冨岡祐嗣氏

10／17
防災セミナー
東北の事例から学ぶ
大地震発生後、管理組合の対応は!?
10月17日14時〜、横浜・都筑区のハウスクエア横浜4階
セミナールームで、防災セミナー「大地震が発生したらどうす
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る？」を行った。
昨年の防災セミナーでは震災に対する備えをテーマに実施。
今回、「備え」は横浜市職員が担当し、第2部で「地震発生後」
の管理組合としての対応を学ぶため、東日本大震災の被災を経
験した東北管連の会長を招いた。
第1部は横浜市総務局危機管理室の大矢直担当係長が、横浜
市発信の「わが家の防災対策」を説明。実践的な自主防災活動
をしているマンション自治会の事例を紹介した。
続いてNPO東北管連・紺野智博会長。テーマは「3.11東日
本大震災でマンションが直面したこと〜発災時の初期行動〜」
。
紺野会長には自宅マンションをもとに被災体験を話していた
だいた。マンションは当時、築23年で、2年前に大規模修繕
工事を完了したばかりだったという。
被災状況は受水槽の破壊、内壁のせん断、共用廊下のエキス
パンション部分の床の落下など、罹災証明は全壊の認定を受け
た（管理組合として申請のほか、
各居住者も個々に申請を実施）
。
発災後はすぐに震災対策本部を設置。住民の安否確認、支援
物資の受け入れ、炊き出し、生活情報のコントロールを行った。
ライフラインの回復は、電気が3月15日夜、ガスが4月4日午
後、水道が3月18日など。
紺野会長は被災体験から、地域社会の一員であると実感し、
地域の防災・防犯力が高まったと話してくれた。

「自助・共助」について説明する
横浜市・危機管理室の大矢直氏

東日本大震災の体験を話に仙台か
ら来ていただいた東北管連・紺野
智博会長

川管ネット
9／13
ミニセミナー
建築基準法、消防法に基づく
マンションの法定点検について
9月13日10時〜、かわさき市民活動センターB会議室（中
原市民館併合）で、㈱日鉄コミュニティの執行役員・守屋誠氏
が「マンションにおける法定点検について」と題して、約1時
間講演し、同テーマを基にして「マンションにおける管理組合
運営」についての意見交流会を行った。
守屋氏は管理会社の立場から、設備管理業務において、マン
ションにおける主な法定点検をリストアップ。建築基準法に基
づく建築設備（昇降機等）定期検査は１年ごと、消防法に基づ
く消防用設備等点検は、消火器などの機器の適正な配置・損傷
の確認は6カ月ごと、連結消火栓などの設備を作動させるなど
の総合な確認は１年ごとに行うなど、法定点検の種別や期間を
説明した。
また防火管理者の選任や責務、防火管理点検内容などの説明
を行った。

10／3
第４回マンション管理勉強会
屋上防水改修、給水設備のポイント
10月3日18時30分〜、中原市民館第3・4会議室で、第4
回マンション管理勉強会を行った。内容は①「屋上防水改修に
ついて」㈱改修設計南関東支店・佐藤信久氏、②「給水設備の
ポイントについて」高橋秀行・川管ネット理事。
佐藤氏は、防水は「水の浸入から建物を守る」「建物構造
（鉄筋コンクリート）の劣化を防ぐ」ことから「資産を守るキ
ーワード」と説明。漏水の3要素「水がある、水路がある、水
を動かす力（風力・重力）がある」を防止する理論のもと、マ
ンションで採用されている屋上防水工法（アスファルト系、シ
ート防水、塗膜防水）の説明を行った。
高橋理事は、給水方式から使用する管材・継手の種類、改修
工法を説明。ライフラインである給排水設備の劣化対策は、単
年度的な考察ではなく、工事の前に専門委員会を立ち上げるな
ど、準備に時間をかけ、LCC
（ライフサイクルコスト）的考
察で検討する必要があると説い
た。
また、専有部分の対応まで考
えると、工事区分や費用負担の
合意形成も必要がある。非常に
費用がかかることを理解し、で
きるだけ長持ちするよう普段の 講師を務めた高橋秀行理事と賛助
会員・㈱改修設計の佐藤信久氏
維持管理も重要だと話した。

よこ管ネット
9／26
防災セミナー
巨大災害から生き延びる
マンションの危機管理

マンション地区防災計画を解説す
る安部俊一氏

タンクセイバー「波平さん」のミ
ニチュア版を展示しながら参加者
に説明する横須賀管工事協同組合
のメンバー（右）

災害対策用簡易トイレの現物を展
示・説明する㈱木村技研スタッフ

湘管ネット
8／22、9／26
研修交流会
8月度：地震対策にタンクセイバー
9月度：アルミサッシと玄関ドア改修
毎月18時10分〜、藤沢市市民活動推進センター実施して
いる研修会。8月度は8月22日、横須賀管工事協同組合を講
師に、貯水タンクの浮体式波動抑制装置（タンクセイバー）
「波平さん」の説明を行った（よこ管ネット9月26日参照）。
9月度は「アルミサッシ・玄関ドアのリフォームで快適なマ
ンションライフを！」をテーマに㈱LIXILリニューアル神奈川
支店の井口雄一支店長、中島純氏が講演を行った。
サッシの修繕やリニューアルは、部品の交換、内窓の新設、
ガラスの交換、窓枠の交換があげられる。近年では耐候性、断
熱性、遮音性など商品の性能・機能が向上しており、間口も広
くとれるカバー工法等、工法も進化し続けているという。
玄関ドアについても防犯性、耐震性、換気性などが向上し、
住環境の安全性・快適性が望めるとしている。
また講演では、省エネ改修工
事における国からの補助事業も
説明。窓サッシやガラス、玄関
ドアの外側部分は共用部分であ
るという点からも、管理組合の
問題として理事会で検討する高
経年のマンションが増えそう
だ。
新型サッシのミニチュアをもとに
説明する㈱LIXILリニューアルの
中島氏と井口・神奈川支店長
（右）
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9月26日13時30分〜、産業交流プラザ第2 研修室で「巨
大災害から生き延びるマンションの危機管理」をテーマに防災
セミナーを行った。
第1部の講師は、よこすか海辺ニュータウン連合自治会長で
あり、危機管理コンサルタントの安部俊一氏。
内閣府は平成26年度地区防災計画制度において、マンショ
ンの住民全体で防災活動に取り組んでいる「よこすか海辺ニュ
ータウン ソフィアステイシア自主防災会」（全国15地区）を
採択した。ソフィアステイシアは埋立地にあるマンション
（2003年竣工・RC造・8〜14階建・4棟・309戸）。安倍氏
らは2005年に自主防災会を設立し、地区防災計画のほか、
住民共助の防災読本の作成、災害対策本部の班編成、避難誘導
班ごとの住民交流会の開催、
居住者台帳の作成等を行ってきた。
また、管理規約を見直し、目的に「防災・減災に努め居住者
の生命と財産を守る」と明記した。以上の説明をしつつ、安倍
氏はまとめとして「安全と安心の暮らしは自ら努力して、皆で
力を合わせてつかみ取るもの」とした。
第2部では㈱木村技研が、最大約1万人のし尿処理能力のあ
る災害対策用簡易トイレ「ベンクイック」を紹介。2015年9
月、日本トイレ大賞において、設営の容易さ、使い易さ、排泄
物の集中管理さらに後始末が合理的に行える災害用トイレの開
発が認められ、山谷内閣府特命担当大臣（防災）賞を授与され

た。
第3部は、ネット通信で何度か取り上げている横須賀管工事
協同組合が開発協力をした、貯水タンクの浮体式波動抑制装置
（タンクセイバー）「波平さん」の紹介。タンクを強化するので
はなく、地震による波動を抑制
することでタンクへの負荷を半
減させるシステムで、その他、
災害時に排水管が破損していな
いかをチェックする「通る君」
、
水に5秒〜10秒浸すと発電す
る水電池使用商品「最後の砦」
の紹介を行った。
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平成26年度 マンション専有部分リフォームに係る
管理規約・細則に関する基礎調査
マ ン シ ョ ン リ フ ォ ー ム 推 進 協 議 会（ R E P C O ）
一般社団法人マンションリフォーム推進協議会（REPCO）は平成27年4月、『平成26年度 マンション専有部分リフ
ォームに係る管理規約・細則に関する基礎調査』を発表した。
調査から、専有部分リフォームのルールは現状、マンション標準管理規約の影響を受け、届け出や添付書類の規程が中
心となって整備されているが、一方で65％以上の管理組合が将来の改訂を必要と考えていることが分かった。
同調査結果の中から、リフォーム細則等の作成の目安となる情報を整理した、いくつかの項目をピックアップして数回
に分けて掲載する。

て記載）」と続く。
築後40年以上の古いマンションでは、「届出用紙」が
83.3%と高いのに対し、「リフォーム細則または専有部
修繕規則等」が29.2%と比率が低かった。

報告書
A4判・96ページ
一般価格5,000円（税抜き）
【問い合わせ】
協議会事務局
蕁03-3265-4899
http://www.repco.gr.jp

〈グラフ2〉リフォームに関する制度や規制の有無

調 査 概 要
・期間／2014年11月〜2015年3月
・対象／REPCO会員の管理会社にアンケートを依
頼し、具体的なリフォームルールについて
個別のマンション担当者から回答を得た
561管理組合（調査票A）、管理会社とし
ての取り組みについて各社代表者から回答
を得た10社（調査票B）

工事時間の規制

37.6％

62.4％

工事禁止日の指定

35.1％

64.9％

工事内容の規制 6.5％

93.5％

近隣説明等の指定

58.7％

届出のルール

〈グラフ1〉管理規約以外でリフォームに関する記載があ
る文書

不適格工事等の
現状復旧等のルール

リフォーム細則または
専有部修繕規則等

61.9％

完了申請のルール

届出用紙

59.9％

フローリングの種類

使用規則

38.5％

0

23.4％

専有部分使用規則等

18.2％
9.2％

その他の文書
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70

※無回答を除く
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工事期間中の
検査等のルール

管理規約以外の文書としては、「リフォーム細則また
は専有部修繕規則等で、専有部分リフォームに関する取
り決めをしている」「届出用紙（届出用紙に承諾住戸の
範囲や工事時間の規制等のルールが記載されている）」
が約6割、次いで「使用規則（リフォーム以外のことも
含めてマンションの利用規則の一部として記載してい
る）」「個別規則（フローリング規則等、特定のリフォー
ム工事のみの取り決めがある）」「専有部分使用規則等
（窓等の共用部分になるもので、専有部分使用規則とし

41.3％

8.1％

91.9％

添付書類の規定

個別規則

指定なし

指定あり

81.3％

22.0％

18.7％

78.0％

48.9％

51.1％

24.4％

75.6％
74.3％

20

40

25.7％

60

80

100

工事時間の規制…
9時〜17時が多い。新しいマンションほど規定がある
（築後10年未満53.6%が規定あり）
。
工事禁止日の指定…
日曜祝日不可が67.2%、土日祝日禁止が26.1%
工事内容の規制…
制限工事の内容は、「音の出る工事」等
近隣説明等の指定…
「 近 隣 承 諾 が 必 要 」 3 4 . 5 % 、「 近 隣 説 明 の み 」
24.2%。説明が必要な住戸は直下、左右、直上がほぼ
100％、斜め上下が3割強
届出のルール…
届出期間は「1カ月前」56.1%、
「3週間前」18.2%。
掲示期間は「2週間」67.3%
添付書類の規定…
「工程表」69.4%、「建築図面」58.9%、「承諾書」
43.9%、「仕上げ表」33.8%等

工事期間中の検査等のルール…
文言は標準管理規約第17条の5に準じたものが多い
不適格工事等の現状復旧等のルール…
新しいマンション、規模の大きなマンションで比率が
高い

完了申請のルール…
「完了報告書」92.1%、「工事写真」7.9%等
フローリングの種類…
「LHで指定」69.8%（LH45が67.7%）、「LLで指
定」35.5%（LL45が70.2%）。築後10年未満のマン
ションでは「LHで指定」が98.8%と比率が高い

〈表1〉リフォームについての禁止事項、承認工事
1）共用部分改変について

・主要構造部の改変：建物の主要構造部に影響を及ぼす穿孔（せんこう）、切り欠き
等の行為
・増築（出窓を含む）、バルコニーへの物置の設置など
・専用庭内の物置の設置・増築、専有住戸内に著しい重量物・危険物の搬入
・外観の変更、玄関・面格子ルーバーの取り替え
・共同の利益に反する行為

2）専有部分改変について

・シェアハウス
・専有部分修繕工事実施時期を規定（電話回線の増加、電気設備・テレビ設備の床
下・壁内の配管の取り替え、枝管取り付け）、窓ガラス等改良工事に関する細則を
規定、床暖房の仕様、給湯方式の改変、浴室の改変…ユニットバス以外への変更、
ジェットバス、ディスポーザー、アンテナジャックなど
・騒音・悪臭を発するものや設備の設置、重量物の設置、消防用設備の機能に係る
もの

1）共用部分改変について

・住宅の増築（出窓の新設含む）
、バルコニー及びアルコーブの改築・物置の設置
・共用部分のうち、各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉、その他の開口部に
係る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上等に資する
もの
・テレビ共聴設備等の移設または増設工事、通信衛星放送等の個別パラボラアンテ
ナ設置工事、その他共用部分または他の住戸に影響を及ぼす恐れのある工事
・玄関ドアの交換、玄関扉その他開口部に係る改良（凹版・防音・断熱性能向上）
工事、アンテナの設置

禁
止
事
項

承
認
工
事

禁止事項は躯体への影響や違法となる改修（消防法等
の法令に抵触する可能性のある工事）があがった。また、
承認工事では、他の居住者への影響の大きさが主眼とな

り、設備工事や共用部分と関係が深い玄関扉などが例示
としてあげられている。

〈表2〉リフォーム細則がないことでトラブルになった事例（抜粋）

今回のアンケートでは、全体の26.4%が、「リフォー
ム規則がないことでトラブルになった事例があった」と

回答している。具体的な内容は、ルールが整っていれば
回避できるトラブルが多いと考えられる。
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【ルール・基準面】
・給湯器交換時にMB扉の排気口のサイズを大きくする必要が出た際に取り決めがなかった。
・インターホンの所有区分があいまいで、共用部分でありながら、区分所有者が交換してしまった。
・IHの追加が全戸可能でない。
【運用面】
・細則はあるが、理事会が承認しないため所有者とトラブルになったケースがある。
・電気容量を上げる申請書順に容量増加を容認していたので、遅れて申請した人が容量を上げられずにトラブル
になった。
【施工面】
・近隣住宅から工事時に発生する騒音の苦情。
・間仕切りの変更により、感知器等の消防設備の設置義務の確認が漏れ、違法状態になった。
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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

金融・保険

企 業 名
所 在 地
マンション管理 神 浜 央 湘 横浜支店

コミュニティワン
株式会社
マンション管理

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 川 湘 【窓口】東京都新宿区新宿2-3-15 神奈川県内で約1,200管理組合（約
くらしサポートデスク
薔0120-264-406
dk-jtksuisin@grp.daikyo.co.jp
http://www.daikyo-astage.co.jp

株式会社
大京アステージ
マンション管理

浜 よこ 【横浜支社】

大和ライフネクスト
株式会社

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

マンション管理 神 浜 川 よこ 首都圏第二事業部
（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

P R

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】

野村不動産パートナーズ
株式会社
マンション管理

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル
【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24 KYビル
蕁045-227-7710
http://www.nomura-pt.co.jp

浜 本社

三井不動産レジデンシ
ャルサービス株式会社
マンション管理

横浜市西区北幸2-15-10
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
マンション管理

ライフポート西洋

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。

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。

株式会社
アルテック

アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

株式会社

グッド保険サービス
保険

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

一ノ瀬建創
大規模修繕

浜

株式会社

もっと ハートふる な明日へ。
おかげさまでライフポート西洋
は、創業30年を過ぎ、これか
らも、まごころ込めて、手をか
けて、お客様の大切なマンショ
ンを輝かせ続けます。

建装工業株式会社

浜 東京都中央区京橋1-6-1

株式会社
住宅あんしん保証

三井住友海上テプコビル6階
蕁03-3562-8122
蕭03-3562-8031
t-shibuya@j-anshin.co.jp
http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo

エヌ・ケー

マンション保険

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

大規模修繕 浜 川 よこ 央 （関東支社）

株式会社カシワバラ・
大規模修繕

大規模修繕

東京都港区港南1丁目8番27号
日新ビル9階
蕁03-5479-1400
https://www.kashiwabara.co.jp

浜 川 よこ 横浜支店
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

神 浜 よこ

管理組合様を守る「大規模
修繕工事瑕疵（かし）保険」
を取り扱っております。累
計申し込み数は1,400棟で約
9割は管理組合様のリクエス
トです。

す。特徴は、①保険金請求
にこだわり②比較見積りに
こだわり（取扱い損保9社）
驚異の契約継続率が顧客満
足度の証です。

大規模修繕 神 浜 川 よこ 央

シンヨー
株式会社

大規模修繕

株式会社富士防

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。
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。

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。
「信頼を何よりも大切に。」―これま
での培ってきた技術力と経験をもと
に安全・安心・満足をお客さまに御
提供いたします。大規模改修工事、
修繕工事、建物調査診断は横浜のエ
ヌ・ケーをご利用ください。
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！
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。
昭和15年創業・昭和53年には業界草分
けとしてマンション大規模修繕工事に
着手、以来37年間豊富な経験・実績を
通じて、各種技術のノウハウを確立し、
改修専門業者として付加価値のあるグ
レードアップ工事の提案を致します。

川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4840
re-eigyo@sinyo.com
http://www.sinyo.com

創業85年を迎え、大規模修繕
工事を中心に売上100億を超
える企業に成長してまいりま
した。居住者に笑顔をいただ
けるような仕事を全国でご提
供し続けています。

大規模修繕 神 浜 よこ 央 湘 （本社）横浜市南区高砂町2-19-5

株式会社大和

P R

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

P R

浜 川 東京都中央区東日本橋3-9-12 マン管専門の保険代理店で
Ｊビル2階
薔0120-540-931
蕭03-6800-1779
smile@ecrew.jp

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

コーポレーション

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。

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

マンション大規模修繕工事の、建
横浜市中区新山下2-12-43 築技術のプロ集団でございます。
１．安全第一 ２．品質管理
蕁045-621-3961
３．アフター点検
http://www.alteche.co.jp
優れた品質で、お客様に最高の満
ALL@alteche.co.jp
足を提供して参ります。

大規模修繕 神 浜 川 よこ 川崎市中原区新城中町16-10

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。

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

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

所 在 地
浜

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

所 在 地

株式会社

12

企 業 名
大規模修繕

『くらしを見つめて、私たち
にしかできないことを。』と
いう企業ステートメントのも
と、お客様のニーズと時代の
トレンドに合った質の高いサ
ービスをご提供いたします。

横浜市西区南幸2-21-5
蕁045-313-5435
yokohama@lifeport-s.com
http://www.lifeport-s.com
https://www.facebook.com/lifeportseiyo

P R

改修一般

株式会社
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 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

バスターズ

株式会社

株式会社サカクラ

企 業 名

保険

三菱電機クレジット

株式会社
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。

金融・保険
保険

所 在 地
浜 よこ 東京都品川区大崎1-6-3

東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
横浜支店
神奈川県横浜市西区高島1-1-2横浜三井ビル
薔0120-395-310
http://www.mitsui-kanri.co.jp

浜 横浜支店

株式会社

65,000戸）の管理実績があり、このスケ
ールメリットを生かしながら、「横浜」
「町田」「湘南」を3拠点に支店を配置し、
地域に密着した管理運営サポートを行
っている管理会社です。

企 業 名
金融

蕁045-225-8200
（東京支店）東京都港区芝浦1-14-5
薔0120-040-011
http://www.daiwa-co.com

マンション大規模修繕工事の専
門業者として半世紀。 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。

よこ 本社：横須賀市森崎1-19-18 改修工事専業として、自社
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

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。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

改修一般

給・排水設備改修

企 業 名
浜 よこ 央 （本
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

株式会社
ヨコソー
大規模修繕

所 在 地

P R
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。

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

株式会社
ラクシー

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

株式会社NB建設
（旧相鉄建設株式会社）
大規模修繕

所 在 地

P R

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。

浜 建設事業部

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

おかげさまで地域の皆様よ
り活躍の場をいただいてお
ります。大規模修繕、耐震
補強、省エネ化等、建物に
かかわるご相談を承ります。
お問い合わせくださいませ。

給・排水設備改修
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

株式会社
神奈川保健事業社

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

給・排水設備改修 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

所 在 地

浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2
川

フジクス株式会社

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

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

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技
術
者
部
会

P R

よこ 本社：横須賀市内川1-7-23

文化興業株式会社

蕁046-837-2261
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68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。

電気設備改修
企 業 名
電気設備改修

所 在 地

P R

浜 横浜市西区戸部町4丁目158番地

三沢電機株式会社

総合建設
企 業 名
大規模修繕

企 業 名
給・排水設備改修

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

創業88年、地元神奈川で高
い信頼と実績を築いて参り
ました。電灯幹線改修・弱
電改修・省エネ改修（LED
等）
、お気軽にご相談くださ
い。

建材メーカー・販売
企 業 名
塗料メーカー・販売 神 浜 川 よこ 央

関西ペイント販売
株式会社

所 在 地

P R

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

外断熱・サッシ改修
企 業 名
外断熱メーカー

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

Sto Japan
株式会社
サッシ改修

P R

川 東京都千代田区平河町2-11-1

浜 よこ

株式会社LIXIL
リニューアル

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

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。
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。

機械設備メンテ
企 業 名
機械式駐車場メンテ 浜

KMPメンテナンス
株式会社

所 在 地

P R

千葉県市川市下貝塚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。

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、星川晃二郎部会長を中心に、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

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

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

阿部一尋
株式会社みらい

東京都文京区本郷1-18-5-802
蕁03-3830-0988
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

ソフィア・ガーデンズ
川 崎 管 理 組 合

Ｎ
Ｐ
Ｏ
川 管 ネ ッ ト
正
会
員

■マンションデータ
所在地：川崎市幸区
1999年（平成11年）2月年竣工・地上14階建て・1棟・総戸数166戸

専門委員会を立ち上げ３課題を検討
よりよい管理運営を目指す
JR矢向駅、幸区役所、市のスポーツセンター・文化セ
ンター、小学校、公園、スーパーマーケットなどが平坦
な徒歩圏内にあり、利便性のよい立地環境にある。さら
に同時期に分譲された隣接する4つのマンションの敷地
の中央には約3,000㎡のプレイロット「ハートランドパ
ーク」があり、採光・通風、開放感にあふれたマンショ
ンだ。
これまでの管理組合活動は、管理会社変更、第1回大
規模修繕工事の実施、またコミュニティルームの利用規
定や駐輪場の有料化といった「ソフィア・ガーデンズ川
崎使用細則」の見直しなど。
築16年目である今年4月、管理規約改正、ケーブルテ
レビ導入、共用部照明のLED化の3つの課題を検討する
専門委員会を立ち上げた。
委員は理事長経験者を中心に、電気関係など専門知識
のある住民など、6人で構成。月1回の会合で、取材時
の10月の会合では理事会への答申がまとまりつつある
段階にあるとしていた。
管理規約改正については、分譲当初の原始規約を見直
すことを大きな目的とし、マンション標準管理規約など
に照らし合わせ、ソフィア・ガーデンズ川崎管理組合に
合った管理規約の改正を目指している。福岡市のNPO団
体が発表している「福管連モデル管理規約」を参考に、
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専門委員会の様子。管理規約改正、ケーブ
ルテレビ導入、共用部分のLED化の3つを
検討している

建物構造 ……………………………SRC造
敷地面積 ……………………………6730.43㎡
建築面積 ……………………………1599.56㎡
管理費の戸当たり㎡単価（月額）…約115円
修繕積立金の戸当たり㎡単価 ……約40円
駐車場充足率（台数÷総戸数） …78%（130台÷166戸）
駐車場使用料（月額） ……………平置き17,000円
機械式下段13,000円
機械式上段15,000円
駐輪場使用料（月額） ……………200円／台
分譲会社 ……………………………日商岩井㈱
建設会社 ……………………………㈱長谷工コーポレーション
管理会社 ……………………………コミュニティワン㈱
管理形態 ……………………………全面管理
管理員の勤務形態 …………………通勤管理1人
理事会 ………………………………月1回（8月は無し）
任期 …………………………………1年（理事12人、監事2人）

DATA

暴力団排除規定等も盛り込むという。
ケーブルテレビの導入については共聴設備を共用部分
に設置することから、その是非を検討。LED化について
も共用廊下、階段、エントランス、駐車場等、共用部分
全体を変更するため、費用的な問題等が検討テーマにな
ったようだ。
この専門委員会は課題とするテーマがあれば期限を決
めずに立ち上げ、１年交代の理事会の諮問機関として今
後も継続していく。
こうした取り組みの中で、管理組合は川管ネットに相
談し、アドバイスを受けている。さらに川管ネット理事
を講師に招き、勉強会を開いたこともある。こうしたこ
とが川管ネット加入のきっかけとなったという。
情報を得る手
段として、管理
組合間の交流は
欠かせない。情
報交流を上手に
利用し、よりよ
い管理運営を目
指してほしいも
理事会は12人で構成される。11月上旬には専
のだ。
門委員会の答申を受け、管理規約改正についての
住民説明会を開く予定

同時期に分譲された4つのマンションの中央にあるプレイロット（幼児用の遊び場）。
4マンションで構成する全体利用施設協議会が管理している

イベント情報 ■■
浜管ネット

蕁045-911-6541

2015年度第2回研究会
テーマ：「納管理費等の回収方法・事例紹介」
日 時：11月26日（木）18：30〜20：30
講 師：濱田卓・弁護士（浜管ネット個人賛助会員）
会 場：かながわ労働プラザ 第3会議室
資料代：浜管ネット会員無料、非会員1,000円
建築分科会Ｂグループセミナー
テーマ：「どうする！？機械式駐車場」
日 時：11月28日（土）13：15〜16：30
講 師：建築分科会Ｂグループメンバー
会 場：ハウスクエア横浜4階セミナールームＡ
資料代：浜管ネット会員無料、非会員1,000円

川管ネット

蕁044-379-5334

平成27年度第3回マンション管理セミナー
テーマ：「建物まるごと30年耐久防水について」「植栽
について」「28台機械式駐車場を平置き駐車場
へ変更」（理事長体験談）
日 時：12月19日（土）13：30〜16：00
講 師：旭化成リフォーム㈱など
会 場：高津市民館第5会議室
参加費：無料

かながわ県央ネット

蕁046-264-6054

第12回マンション管理セミナー
テーマ：「超高層マンションの維持管理と大規模修繕工
事の考え方」
日 時：11月8日（土）18：30〜20：00
講 師：丸山昭氏（一級建築士）、永井香織氏（日本大学
准教授）
会 場：ユニコムプラザさがみはらセミナールーム

よこ管ネット

平成27年度管理組合情報交換会
テーマ：「専有部分と共有部分・この悩ましきもの」
日 時：11月14日（土）13：30〜16：30
講 師：堀内敬之氏（理事・マンション管理士）
会 場：産業交流プラザ3階第2研修室
参加費：無料

湘管ネット

研修交流会
会 場：藤沢市市民活動推進センター
参加費：無料
（11月度）11月28日（土）18：10〜20：00
「自助・共助について、巨大地震に備えて、藤沢市の
被害想定」
講師：藤沢市防災危機管理室 北村守良氏
（12月度）12月19日（土）18：10〜20：00
「プロから学ぶ大規模修繕工事」
（大規模修繕工事までのステップ、工事項目等）
講師：㈱大和 高森慎司氏

新 会 員 紹 介
◆正 会 員
名 称

加入ネット

棟数

戸数

竣工年

ルネ追浜管理組合

よこ管ネット

2

313

2012

プリンスハイツ
ガーデン湘南船越

よこ管ネット

7

257

1997

ハ ン ド ブ ッ ク 紹 介

『東日本大震災3.11のトイレ

NPO日本トイレ研究所

─現場からの声から学ぶ─

』

日」28%。
「1カ月以上」14%であった。
仮設トイレはトラック等で搬送されるが、交通渋滞
や道路の寸断によって、すぐに調達できないのが実情
である。
こうした東日本大震災の記憶を風化させないため、
このハンドブックが発行された。
巻末には「今、トイレ衛生対策
に本気で取り組まなければならな
い」と記してある。

A4判・16p
冊子のダウンロードは
NPO日本トイレ研究所のHPより
http://www.toilet.or.jp/
toilet-guide/pdf/311.pdf

〒105-0004 東京都港区新橋5-5-1 IMCビル新橋9F
TEL:03-6809-1308 FAX:03-6809-1412 http://www.toilet.or.jp
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問い合わせ

蕁0466-50-4661

マンション管理セミナー
テーマ：「マンションの太陽光発電について考える」
日 時：11月14日（土）12：30〜16：00
第１部：「かながわスマートエネルギー計画」の推進
第２部：管理組合の太陽光発電設備導入について
会 場：藤沢商工会館ミナパーク505会議室
参加費：無料

NPO日本トイレ研究所発行

10月17日の浜管ネット防災セミナー「大地震が発
生したらどうする？」で、NPO日本トイレ研究所が企
画・編集・発行した『東日本大震災3.11のトイレ−現
場からの声から学ぶ−』を参加者に配布した。
大震災後の避難所の生活をみるとき、食べるときも
寝るときも共同生活になる。トイレは唯一のプライベ
ート空間だ。
しかし、トイレの衛生対策が不十分であれば、健康
被害を招く。東日本大震災では、トイレに行くのが嫌
で、水分や食事の摂取を控え、その結果、体力低下に
よってインフルエンザ等の呼吸器感染症となったり、
脱水症状、エコノミー症候群になることも危惧された。
さらに名古屋大学の調査によると、東日本大震災で
仮設トイレが避難所に行き渡るまでの日数を「3日以内」
と回答した自治体は34%、「4〜7日」17%、「8〜14

蕁046-824-8133
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マ ン シ ョ ン 傾 斜 問 題

全管連が国交省に申し入れ

全国マンション管理組合連合会（全管連）はこのほど、横
浜・都筑区のマンションが施工不良で傾いた問題で国土交通
省に対し、申し入れを行うこととした。
申し入れの内容は、現在のマンション住民の、また今後の
マンション購入者の不安を払拭するよう、マンション開発業
者、施工業者に対して監理・監督を徹底することを要望する
ものだ。
神奈川では今回の三井不動産の物件以前に、横浜・西区で

も昨年、住友不動産が分譲したマンションの傾斜が問題にな
った。
神管ネット・香川泰男会長は、全管連の申し入れの中で
「このマンション傾斜問題は、まずは住民の権利を最優先で
進めなくてはいけないが、
それとは別にいかに再発を防ぐか、
検査方法、許認可のあり方、ペナルティー問題等国交省を中
心に進めて行ってもらいたい」とコメントしている。

【お詫び】2015年8月発行の第34号16ページ編集後記にて、一部ご批判等のご指摘いただく内容の記述がありました。お
詫びするとともに、今後とも管理組合ネットワークに対する信頼を高めるための機関紙作りに努めてまいります。
（編集部）

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湘南マンション管理組合
ネットワーク（湘管ネット）

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

http://syokan-net.jimdo.com
蕁 0466-50-4661

定期無料相談：毎週土曜午後 ハウスクエア横浜

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 044-379-5334
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（川崎）
毎月第 2、第 4 火曜 住まいの情報サロン（溝口）
毎月第 1、第 3 土曜 かわさき市民活動センター（武蔵小杉）

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・蕭 045-620-6300
〒 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）
http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133

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.com
蕁 046-264-6054
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 火曜午後
毎月第 4 水曜午後

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 階市民相談コーナー
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

定期無料相談：毎月第 4 土曜午後 ヴェルクよこすか

事業内容

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

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

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

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

会員状況報告
日住協

浜管ネット

川管ネット

よこ管ネット

湘管ネット

県央ネット

神奈川県支部

117組合
27,690戸

43組合
8,022戸

62組合
10,652戸

12組合
987戸

20組合
4,503戸

41組合
8,209戸

合

計

295組合
60,063戸

※平成27年10月31日現在
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