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No.

C O N T E N T S

●今号の目次
2p 日本マンション学会
メインシンポジウム
「マンションにおいて認知症と
どう付き合うのか」

名古屋大会の会場となった
椙山女学園大学

3p 国土交通省が指摘
設計コンサル、管理組合の利益に相反
バックマージンへ不適切な工作
4p 全管連
専有部配管更新の再生事例調査結果発表
管理組合による一斉更新の条件整備へ提言
5p 改正個人情報保護法施行
「5,000件基準」撤廃、管理組合も対象へ
6p CPD事業セミナー
平成28年度第3回「大規模修繕周期」
7p 判例の広場
「違約金としての弁護士費用」の解釈

11p 浜管ネット見学会
UR都市機構・集合住宅歴史館
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
よこすか海辺ニュータウン
ザ・タワーハウス管理組合

NPO 湘管ネット 監事 ●二宮

博敏

近年、ペットを「コンパニオン・アニマル（伴侶動物）」とよぶことが多く
なりました。
ともに生きていく家族の一員を指す言葉のようです。確かに、心を豊かにし
てくれる犬や猫などの存在は、人々の生活に欠かせないものになってきている
のでしょう。
一方、総理府「動物愛護に関する世論調査」では、依然としてペット飼育に
関するトラブルがマンションの三大トラブルの一つだと言っています。
ペットの飼育禁止（ペット不可）にもかかわらずその6 ～ 7割のマンション
でペットがこっそり飼われているという調査結果もあります。また近年のペッ
トブームを反映してかペット・コンセプション・マンションが首都圏での新築
マンションの8割を超えているそうです。これからペットとの共生型マンショ
ンへのニーズがさらに高まってくるものと思われます。
これらのニーズに十分こたえ、マンションの管理を適正にするためにも、た
とえペット不可のマンションであっても適正なペット飼育が可能となるように
環境を整備（管理規約・飼育細則等の整備）し、マンション居住者の多くがペッ
ト飼育への理解を深め、新たなコミュニティ形成を図り、そのことが結果とし
てマンションの資産価値向上につなげていく仕組みを作っていくことが望まし
いのではないでしょうか？
湘管ネットでは今年1月28日、藤沢市市民活動推進センターにおいて「ペッ
ト飼育」をテーマにセミナーを開催しました。セミナー終了後は引き続き「マ
ンションでのペット飼育問題」を取り上げてほしいという要望が多くありまし
た。
これらの要望をふまえ、今後標題に関する相談会の開催や会員管理組合との
勉強会（飼い主のマナー、ペットのしつけ方、飼い主の会の立ち上げ方）等を
通して、マンションでのペットの飼育管理をしっかりとサポートしてまいりた
いと考えでおります。

NPO神管ネット第19回定期総会のご案内
日
会

時：6月10日㈯ 11時～ 12時
場：横浜市社会福祉センター 9階904号室
（横浜市健康福祉総合センター内／ JR根岸線「桜木町駅」徒歩2分）
懇親会：12時10分～ 14時
会 場：横浜市社会福祉センター 10階
ふれあいショップ＆レストラン Ｈ×3（エイチバイスリー）
会 費：5,000円
※各地域ネットの総会案内は15ページに掲載しています。
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8p 地域ネット活動状況
管理組合による専有部に係る工事
積立金制度の創設事例の紹介など

マンションでペット（犬や猫）と
上手に暮らそう！

1

日本マンション学会名古屋大会

4/22 ～ 23 椙山女学園大で開催
メインシンポジウム

マンションにおいて認知症とどう付き合うのか

メインシンポジウム会場の様子

一般社団法人日本マンション学会は4月22 ～ 23日、名古
屋市千種区の椙山女学園大学・星が丘キャンパスで名古屋大
会（第26回）を開催した。
今大会のメインシンポジウムは「マンションにおいて認知
症とどう付き合うのか」をテーマに開催。その他「マンショ
ンにおける人の高齢化への取り組み事例」「最近のマンション
紛争と裁判」
「マンションと費用負担から考察する」など7つ
の分科会報告を行った。
23日午後からは築40年超で自主管理をしている2つのマ
ンションを見学。ともに中部マンション管理組合協議会（中
部管協・西尾弘之会長）、マンション
維持管理機構等をコンサルタントと
し、耐震補強工事の実施を予定して
いる。現在、29年度から新たに名古
屋市で制度化された耐震工事補助事
業に申請手続きのため、着工を見合
わせている状況であった。
また、今回の定時総会では役員改
選があり、梶浦恒男会長が退任。新
会長には鎌野邦樹氏（早稲田大学法 日本マンション学会新会長
鎌野邦樹・
科大学院教授）が就任した。
早稲田大学法科大学院教授

■人の高齢化による問題とは―

2

齊藤広子・横浜市大教授
今回のメインシンポジウムのテーマは「マンションにおい
て認知症とどう付き合うのか」。みなさんも驚かれたのではな
いだろうか。学会としても割とチャレンジングなテーマに取
り組もうということである。
「取り組みはじめ」ということから、今日で全てを結論付け
るわけではなく、今日すべての答えを出すわけではなく、む
しろ今起こっている問題をみなさんと共有して、この問題を
取り組んでいくためには、今何をしっかり考えなければいけ
ないのかを共有する第一歩にしたいと思う。
◇

マンションにおける「2つの老い（建物の老いと人の老い）」
と言われてかなり経つが、この問題を「解決できた」と言え
るだろうか。むしろ問題が深刻になってきていると考えられ
る。
国土交通省の平成25年度「住宅・土地統計調査」では、
「60歳以上のみの世帯」
、つまり高齢世帯は全国平均で26％
という結果が出た。しかし、項目別にみると、1970年以前
に供給されたマンションで「60歳以上のみの世帯」は52％、
「1970年～ 1980年」で48％となっていた。築年が古いマ
ンションでは約半数が高齢者世帯となっており、全国平均よ
りも深刻な状態になっている。
日本の社会全体が高齢化し
ていくという、避けて通れな
い問題となっている。では高
齢化で、マンションでは具体
的にはどんな問題が起こって
いるのかということを下記に
メインシンポジウムのコーディ
抜粋した。
ネーターを務めた齊藤広子・横
浜市立大学教授

マンションにおける人の高齢化による
管理組合からみた問題事例（抜粋）
・役員のなり手が不足する
・区 分所有者が高齢となり、収入が減り、管理費の滞納
が増える
・認知症等の人への意思の確認が必要となる
・共用部分工事時に専有部分への立ち入りを拒否される
・建替えも大規模改修も必要ないと考える人が増える
・年金暮らしなどで、修繕積立金の値上げが困難になる
・緊急時の連絡体制の整備が必要になる
・単身の孤独死があり、死後の発見が遅れる
・ごみ出しが困難な人がいる
・認知症者の共用部分の徘徊や個別訪問がある
今日のメインシンポジウムでは人の高齢化、特に難しかっ
た「認知症」という問題にしっかり焦点を当て、管理組合、
管理会社はどうすればいいのか、関与すべきか、関与すべき
ではないのか、あるいは関与せざるを得ないところまで来て
いるのか、それを取り巻く、社会の仕組みを考えていきたい。

■認知症問題、どこまで踏み込めるか
川上湛永・NPO全管連会長
日住協で会員に対し、団地・マンションで認知症の方はど
のくらいいるかをアンケートしたところ、38組合から回答を
得た。
これによると、認知症の方が数名いるが13組合、数十名が
3組合だった。
認知症の方の存在に気づいた時期については、数年前から
が12組合、15年前からというのも１組合あった。公的機関
の地域包括支援センターなどが開いているサポーター養成講

座を受けたことがあるか質問したところ、受けたことがない
が19組合。受けた場合の主催はマンション内のボランティア
グループが8組合、自治会が6組合に対し、管理組合主催は1
組合しかなかった。

いかということが結論だった。
日住協だけではなく、全管連でもこのことは共有したいと
思っている。

とはいえ、多くのマンションでは管理組合や自治会が取り

マンションにおける認知症への取り組み事例

上げるテーマなのか戸惑っていることも確認できた。自由回
答では「認知症は個人の問題であり、どこまで踏み込んで対
応できるのか難しい」という書面もあった。
日住協では今年1月、幹部役員が「管理組合役員に認知症
の方の順番が回ってきたらどうするか」という設問を立て、
議論した。理事としての役割を果たせない、本人も拒むので
はという声もあったが、結論
は「受け入れてもよいのでは
ないか」だった。
認知症になると社会参加の
機会もどんどん失われるので、
それもやっぱり認知症の進行
を進めるかもしれない。だっ
パネリストとして報告する川上
たら迎え入れてやろうじゃな 湛永・NPO全管連会長

・給 排水管更新工事の際、工事業者が個々の室内に立ち
入るため在宅する必要があった。そこで住民の安全を
見守る見回り隊を編成。このとき、認知症と疑われる
住民の存在を確認して管理組合が中心となり、認知症
対策を進めることにした
・70歳以上の単身高齢者から部屋のかぎを預かる制度を
はじめた。有事の際、あらかじめかぎがあれば安否の
確認ができる
・認 知症対策は自治会と民生委員が行っているが、水漏
れ事故があったケースでは管理組合も協力して対応した
・管 理組合が得た情報を自治会や民生委員、包括支援セ
ンターに伝えているが、逆からの情報が個人情報との
関係で入りにくい状況にある

第1分科会「最近のマンションの紛争と
裁判」で報告する佐々木好一弁護士（浜
管ネット個人賛助会員）

国土交通省が
指 摘

第5分科会「マンション再生施策と行政
のかかわりについて」報告する山本育三
氏（神管ネット理事）

永年賛助会員として感謝状を受ける建装
工業㈱・井上幸雄氏（左）

設計コンサル、管理組合の利益に相反
バックマージンへ不適切な工作

①最も安価な見積金額を提示したコンサルタントに業
務を依頼したが、実際に調査診断・設計等を行っていた
のは同コンサルタントの職員ではなく、施工会社の社員
であったことが発覚した。コンサルタント（実際には施
工会社の社員）の施工会社選定支援により同施工会社が
内定していたが、発覚が契約前だったため、契約は見送
られた。なお、同コンサルタントのパンフレットには技
術者が多数所属していると書かれていたが、実質的には
技術者でない社長と事務員一人だけの会社であった。

マンション計画修繕施工協会（MKS）の事務局で4月25日、
マンション大規模修繕コンサル適正化委員会の発足会が開か
れた。委員会はMKSのほか、国土交通省、全管連、マンショ
ン管理業協会、マンション管理センターで構成。9月までに
数回の会合を開き、利益相反、バックマージン等の不適切行
為について規制を設けるなど、一定の方向性を出す予定とし
ている。
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利益相反を指摘されている例

②設計会社が、施工会社の候補5社のうち特定の1社の
見積金額が低くなるよう、同社にだけ少ない数量の工事
内容を伝え、当該1社が施工会社として内定したが、契
約前に当該事実が発覚したため、管理組合が同設計会社
に説明を求めると、当該設計会社は業務の辞退を申し出
た。このため、別の設計事務所と契約し直したところ、
辞退した設計会社の作成していた工事項目や仕様書に多
数の問題点が発覚し、全ての書類を作り直すこととなっ
た。
③一部のコンサルタントが、自社にバックマージンを
支払う施工会社が受注できるように不適切な工作を行い、
割高な工事費や、過剰な工事項目・仕様の設定等に基づ
く発注等を誘導するため、格安のコンサルタント料金で
受託し、結果として、管理組合に経済的な損失を及ぼす
事態が発生している。

国土交通省は1月27日、大規模修繕工事で診断、設計、工
事監理等を担う設計コンサルタントについて、管理組合の利
益と相反する立場の存在もあると指摘し、各関係団体に工事
の発注等の適正化に向け、相談窓口の活用等について通知し
た。
管理組合の利益に相反する設計コンサルタントの例として
は、①実際に調査診断・設計等を行っていたのは設計コンサ
ルタントの職員ではなく、施工会社の社員であった②設計会
社が特定の施工会社1社の見積金額が低くなるよう、同社に
だけ少ない数量の工事内容を伝えていた③自社にバックマー
ジンを支払う施工会社が受注できるように不適切な工作を
行っていた等の指摘をしている。

3

専有部配管更新の再生事例調査結果発表
管理組合による一斉更新の条件整備へ提言

全 管 連

全国マンション管理組合連合会（全管連）は2月、平成28
年度国土交通省の補助事業として進めていた「マンション専
有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」をまとめ、
発表した。
全管連は2015年からマンション再生法の制定を提唱し、
運動を展開している。その中に、高経年化するマンションが
さらなる長寿命化を目指すとき、「専有部分配管類の管理組合
による更新」がしやすい条件を国が整備すべきという提言が
含まれている。
このことから、全管連のネットワークを生かし、首都圏、
中部、関西、北海道などの連合会の協力を得て、32事例の実
態調査を実施、報告書を国土交通省に提出した。
表1

【調査概要】
調査方法：全管連の構成管理組合団体であらかじめ得
ている情報を基に、
共通の調査シートに沿っ
て管理組合へヒアリング
調査期間：2016年10月～ 12月
調査対象：32事例（30管理組合）
（専有配管類30例、専有部分内の共用管2例）

更新工事別項目
同

時

工

事

項

目

①共用雑排水管のみ
②共用～分電盤配線、分電盤
③TVアンテナ
④給湯管のみ
⑤雑排水管のみ
⑥雑排水管＋汚水管
⑦給水管＋給湯管
⑧給水管＋雑排水管
⑨給水管+給湯管+雑排水管
⑩給水管＋雑排水管＋汚水管
⑪給水管＋給湯管＋雑排水管＋汚水管
⑫給水管＋給湯管＋雑排水管＋汚水管＋ガス管
計
◆給水管＋給湯管更新
専有部分で計7例あり、全調査事例中2番目に多い。
従前の配管類の仕様は、給水管が白ガス管か塩ビライニン
グ鋼管であった。給湯管については7例とも従前・更新仕様
の記載はないので、確定できない。
給湯管の漏水事故、あるいはその兆し、給水菅の劣化調査
等で漏水の恐れがみえた段階で検討したケースが多かった。
床仕上げ下配管の工事では、給湯管（または給水管）工事
も実施している。更新時の管材の仕様は、給水管がポリエチ
レン樹脂管。敷設位置で在来の床仕上げ下では漏水発見が遅
れること、工事のしやすさ（特に費用低廉さ）等から天井裏
に切り替えるものもみられた。
◆給水管＋給湯管＋雑排水管
専有部分の同時工事項目としては最多の8例。しかもうち7
例は専有・共用部分の同時工事であった。
すべての事例が、更新項目のどれか、あるいは複数の配管
からの漏水をきっかけに取り組んでいた。
建築時の配管方式により工法は様々であるが、その中の一
つ、5階建て階段室型の事例によれば、給水管の更新、給湯
管の更新は当該室の天井裏に配管し、所定の流し前で壁に接
続設置。さらにカバーを施しカランに接続した。
雑排水管類は、仕上げ床下方式は床を一部はがし、スラブ
下方式は階下の給水管更新に伴う天井内工事で行うという、
最小限の建築工事に徹した。
同時工事項目が2以上、特に3、4、5項目になるケースでは、
建築工事の取り壊し・復旧費用がかかることから、近辺の配
管類を一緒に更新する工法を採用したとする理由が目立った。

更新工事費用
4

全管連としては、この報告書を関係各方面に配布し、でき
るだけ配管更新工事に際し、トラブルが起きないよう、管理
規約の整備や合意形成などの観点をもって啓発運動を展開し
ていくとしている。

建物や従前配管類の形状、更新工事の仕様内容等で同じ項
目でもかなり工事額に幅がみられるが、概して同時更新項目

専有
2
1
1
2
2
7
2
8
1
2
2
30

共用

工事費（戸当たり）

2
2
1

11.7万円～ 41万円/戸
29.6万円～ 33万円/戸
3.6万円/戸
27万円/戸
35.2万円～ 36万円/戸

2
2
4
2
7
1
2
2
27

46.2万円～ 59.4万円/戸
49万円～ 90万円/戸
36.8万円～ 70万円/戸
35.7万円～ 174万円/戸
70万円/戸
116万円～ 174万円/戸
122.5万円～ 154万円/戸

平均額
（戸当たり）
26万円
31.3万円

35.6万円
52.8万円
64.6万円
53.4万円
111万円
145万円
138.3万円

が増えるほど工事費も増え、3項目同時更新以上になると、
総額100万円以上にもなる場合がある。こうなると、中には、
修繕積立金だけではカバーできず、専有部分の更新だけに一
部各戸負担にしたり、管理組合が借り入れをする例も散見さ
れるが、多く（計27例中21例、約80％）は修繕積立金か
らの取り崩しのみで行われていた。合意を得やすくするため
には、ある程度潤沢な修繕積立金のあることが肝要である。

管理規約の改正
多くの調査事例では、規約改定まで行かずに総会決議だけ
で実行していた。調査には出てこなかったが、規約を一部変
更し、同意書を取ることで工事を進めたにもかかわらず、非
同意者が居て、訴訟になり、一審で管理組合側が敗訴した事
例も聞く。
上級審でどうなるか分からないが、あらかじめ専有部分の
配管類更新が管理組合できるよう、手続きを怠らないことが
必要である。
規約を改定するに当たってのポイントは①専有部分の配管
類を管理組合で一斉に更新できること②修繕積立金取り崩し
項目に専有部分の配管類更新も使用できると明記すること③
正当な理由なくして居住者が拒否できなくすること④拒否で
きる正当な理由として直近に同等以上の更新工事を済ませて
いること⑤その場合、一定額の返金も可能な条項を入れてお
くこと、などである。

マンション再生法の検討を！
全管連が目指す「マンション再生法」制定の趣旨は、①マ
ンションの長寿命化を目標とした「改良による再生」を円滑
に進める②専有部分の配管類の管理組合による一斉更新が可
能なための諸条件整備、である。ここに改めて早急な検討を
行うべきと提唱したい。

5/30

改正個人情報保護法施行

「5,000件基準」撤廃、管理組合も対象へ
個人情報保護基本方針、取扱細則の策定が必要
平成27年9月に公布された改正個人情報保護法が平成29
年5月30日、全面施行となる。
この施行により、
「5,000件基準」が撤廃され、その性格上、
すべてのマンション管理組合が「個人情報取扱事業者」
となり、
「名簿の管理」などについて安全管理措置の実施義務が発生す
ることになった。
では一体、管理組合は具体的に何の準備をしたらよいのだ
ろうか？
個人情報保護委員会は昨年11月、個人情報保護法ガイドラ

イン（通則編）で、安全管理措置を講ずるための具体的な手
法の例示を公表した。
管理組合も今後、
個人情報保護法に則った「基本方針」と「個
人情報取扱規定（細則）
」を策定する必要があり、適切な「個
人情報の取得」
（組合員名簿等の作成）が求められることにな
る。
これらが行われない場合、罰則規定を定めていることから、
理事長含む役員がその責任を問われる可能性もある。

（図）管理組合が行うべき個人情報保護の実施フロー

＜作成：松本英章マンション管理士＞

①基本方針「個人情報保護指針」の策定
個人データの適正な取り扱いの確保について組織として取
り組むために、指針を作成する。具体的に記述する項目例は
「事
業者の名称（管理組合名）」、「関係法令・ガイドライン等の遵
守」、
「利用目的」
「安全管理措置（具体的な内容は別途定める）
」
、
「質問及び苦情処理の窓口（管理事務所等）」など。

②「個人情報取扱細則」の整備

③利用目的の明示
個人データの取得に際し、その利用目的を本人に通知、ま
たは公表する。「公表」とは、不特定多数の人々が知ることが
できるように発表することをいい、マンションではエントラ
ンス等への掲示や管理組合HPへの掲載など。

分譲会社が分譲時に作成した購入者名簿が組合員名簿の基
礎になっている場合、管理会社に名簿の提供を求めることは
難しい。組合員名簿および居住者名簿は管理組合が自身で作
成し、個人情報保護法に則った利用、保存等を行う。

⑤事務担当者・管理委託先の監督
個人データを取り扱う担当理事や事務員などに対し、個人
データの安全管理が図られるよう、適切な監督をする。また、
管理会社に対しても、管理委託に伴う個人情報の取り扱いを
委託契約に盛り込むなど、
「個人情報取扱細則」の整備の一環
として行う。その上で定期的に監査を行い、委託内容等の見
直しを検討することを含め、適切に評価することが望ましい。
………………………………………………………………………
＜参考＞
改正個人情報保護法についての詳細はこちらから
個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/personal/preparation
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個人データの漏えい等の防止、その他の個人データの安全
管理のために、具体的な取り扱い（個人データの取得、利用、
保存等）に係る規律を整備する。

④名簿の作成

5

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28年度第3回「マンション相談員等のCPD事業セミナー」
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、神管ネットがまとめ役となって開催する「マンション相談員等のCPD事業セミ
ナー」
。CPDとは「継続的能力開発=Continuing Professional Development」の略です。

平成28年度第3回「大規模修繕周期」
日 時：3月11日㈯18：20 ～ 20：30
会 場：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
テーマ：「大規模修繕工事における修繕周期について」
講 師：高橋秀行氏、高橋健治氏、相川洋明氏（以上、川管ネッ
ト理事）、尾崎晴彦氏（カスタージャパン㈱）、堀金
俊介氏（川本工業㈱）、鈴木浩之氏（STOジャパン㈱）
主 催：神管ネット、川管ネット

12年～ 15年 周期で実施される大規模修繕工事。こ
の「修繕周期」ついては建設時に使用される材料や工法、改
修材料等の変遷により、色々な見解が出ている。今回はコン
クリート躯体・防水の基礎知識、排水設備および外断熱工法
の最新情報について、専門家に話しても
らった。
前段は高橋秀行氏。1回の工事の高い
安いではなく、60年先まで含めたライフ
サイクルコスト（LCC）で考えてほしい
という。LCCの概念を取り入れることに
よって修繕積立金の資金計画、修繕周期
高橋秀行氏
に大きな影響を及ぼすという。
高耐久材料 の採用については高橋健治氏が担当した。
マニュアル通り、およそ12年ごとに修繕
を重ねていくだけでなく、時代にあった
改修方法を取り入れることも大事だとい
う。高経年マンションほど積立金値上げ
はハードルが高い。高耐久性材料を採用
することで修繕周期を延ばし、管理組合
の支出を減らす検討が必要だと説いた。
コンクリートの性質、鉄筋コンク
リートの構成、コンクリートのひび割れ・
中性化と鉄筋の発錆については相川洋明
氏が基礎知識を説明。その上で歴史的建
造物を例にあげ、20年程度ごとに耐久性
や耐震性の調査試験を行い、それに見合っ
た補修や補強を施すなど維持保全に努め
ていくことで長寿命を保っていると話し
た。

高橋健治氏

相川洋明氏

屋上防水 に関してはカスタージャパンの尾崎晴彦氏が
25年の品質保証をつけられる自社商品
について説明した。防水材には弾性（伸
びる性質）が不可欠で、そのために可塑
剤を必要とするが、経年によってこの可
塑剤の弾性が低下していき、クラックや
剥離の原因になるという。可塑剤を含ま
ないものが同社の商品で、
「工事費の単価
尾崎晴彦氏
は高いが長期的にみると費用の低下につ
ながる」と話した。
排水管ついては川本工業リニューアル事業部の堀金俊介
氏が担当。マンションの排水設備、排水管の変遷、管材の種
類などを説明した。現在は金属管よりも
軽くて作業性のより樹脂管の採用が増え
ているが、防火性能が求められる排水立
て管などは金属管が多く使われている。
最新トレンドでは樹脂管でも火災時に熱
膨張材が管内を閉塞し、上階への炎の侵
入を遮断するといった延焼防止機能の管
堀金俊介氏
材も発売されているという。
外断熱改修についての提案はSTOジャパンの鈴木浩之
氏。外断熱改修は現在の性能にさらに断熱材を付加するため、
建物躯体が蓄熱体となり、機密性が向上、
省エネルギー効果を発揮するという。さ
らに断熱材で外壁を覆うため、
コンクリー
トやシーリングの長寿命化、タイル補修
がなくなり、大規模修繕工事の周期が延
びることにつながる。工事費用は一般と
比べて割高ではあるが、LCCの観点でみ
鈴木浩之氏
れば、支出の削減につながるとも考えら
れる。
◇
質疑応答では参加者から「自分のマンションの設備の仕組
みはどうなっているのか、どのような工事をいつやるのが適
しているのか判断するには？」
という質問に対し、
堀金氏が「特
に設備に関しては、建物の仕組み、構造を知ることが大事。
ただし組合の方が竣工図をみてもわかりづらく、理解に時間
がかかる。専門家を入れることでスムーズで適切な判断がで
きると思う」と回答していた。

■29年度CPD事業セミナースケジュール
日

時

7月12日㈬
18:15 ～ 20:45
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テ ー マ ・ 講 師
健康といのちに直結する災害時のトイレ事情を考える
講演1：「横浜市の下水道について」横浜市環境創造局
講演2：「災害時のトイレは命に関わる！」
NPO日本トイレ研究所
講演3：「災害目線の大規模修繕」浜管ネット技術者部会

会

場

かながわ労働プラザ
（Lプラザ）3階
（JR根岸線「石川町駅」
徒歩5分）

共

催

浜管ネット

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 TEL/FAX：045-620-6300 E-mail：info@jinkan-net.com

判例の
広場

管

理

費

等

請

求

争点は「違約金としての弁護士費用」の解釈
東京高裁が「制裁金」が相当と判断
裁判所の認定額50万円から実費102万円へ
滞納管理費等の回収において、管理組合側の弁護士費
用は滞納者と管理組合のどちらが負担するのか―そもそ
も滞納がなければ訴訟費用は不要なはずで、
管理組合（き
ちんと納めている他の区分所有者）が負担するのは釈然
としない。こうした不公平感を払拭した判決例を紹介す
る。

【事案の概要】
●管理組合の請求は、①平成22年9月～ 25年8月（36
カ 月 分 ） の 管 理 費、 修 繕 積 立 金、 駐 車 場 使 用 料、
CATV回線使用料、インターネット使用料、ホームセ
キュリティー料、トランクルーム使用料の滞納合計
459万5,360円 お よ び 確 定 遅 延 損 害 金（ 年18 %）
129万6,899円②弁護士費用102万5,965円。
●管 理規約には弁護士費用につき、
「違約金としての弁
護士費用を加算して請求することができる」と定めて
いる。
●原審は、弁護士費用について、管理規約に基づく実費
相当額ではなく、裁判所が相当と認める額（50万円）
のみを認容した。
●控訴審における争点は、管理規約の「違約金としての
弁護士費用」の解釈。当該マンションの管理規約は国
土交通省が作成した標準管理規約に基づいている。

【東京高裁の判断】

件

2014・4・16

東 京 高裁
〈判例時報2226号〉

が弁護士に支払い義務を負う一切の費用と解される。
○滞納者は、違反者に過度な負担を強いると主張したが、
自らの不払いに起因することであり、自ら回避するこ
とができるものであるから、不合理ではないと判断し
ている。
マンション標準管理規約
（管理費等の徴収）
第60条
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納
付しない場合には、管理組合は、その未払金額に
ついて、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算
して、その組合員に対して請求することができる。
60条関係コメント
⑥ 第2項では、遅延損害金と、違約金としての弁護
士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、そ
の組合員に対して請求することが「できる」と規定
しているが、これらについては、請求しないことに
ついて合理的事情がある場合を除き、請求すべきも
のと考えられる。

【識者のコメント】
「違約金」の性格は制裁金
管理規約に明文化することが重要
横浜開港法律事務所 弁護士 河住志保 氏
違約金の性格は違約罰（制裁金）である。このため「違
約金として」をきちんと管理規約に明文化することが重
要となる。
これまでの判決例では、弁護士費用は実費相当額とし
たもの（本判決＝控訴審と同じ）
、裁判所の認定する相
当額であるとしたもの（原審と同じ）と両方あった。
本判決では、きちんと「違約金としての弁護士費用」
の法的性格を違約罰（債務不履行による損害賠償とは別
に請求することができる制裁金）と判断したうえで、金
額が不合理でなければ全額の支払義務を負うとした。今
後、判断基準になる判決例だといえるのではないだろう
か。
もちろん金額が不合理ではないことも指摘されている
ので、あまりにも高額な弁護士費用だったら認められな
い余地もある。
今回は東京弁護士会の旧報酬基準に基づく算出金額で
あったようだ。
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管理組合側が請求する附帯控訴のみ原審の判決を変更
した。
◎弁護士費用の考え方
原 審…違約金としての弁護士費用の性格を論じるこ
となく、裁判所の認定（滞納管理費等額、滞
納者の対応などを考慮）する相当額50万円
控訴審…違約金の性格は違約罰（制裁金）と解した上
で、弁護士費用一切の実費相当額102万円
○滞納管理費等の請求が認められた場合でも、管理組合
にとって、所要の弁護士費用や手続き費用が持ち出し
になってしまう事態が生じるが、滞納者は当然に負担
すべき管理費等の支払い義務を怠っている。一方、管
理組合はその当然の義務の履行を求めているに過ぎな
い。
○管理規約により弁護士費用を違約金として請求するこ
とができるようにする定めは合理的であり、違約金の
性格は違約罰（制裁金）と解するのが相当である。
○したがって、違約金としての弁護士費用は、管理組合

事
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浜管ネット
2／21
2016年度三部会合同研修会
標準管理規約改正とマンションに関する近時の諸問題
2月21日18時30分～、浜管ネットを構成する三部会（管
理運営部会・技術者部会・専門業部会）が石川町のかながわ労
働プラザで「標準管理規約改正とマンションに関する近時の諸
問題」をテーマに、合同研修会を行った。講師は個人賛助会員
の佐々木好一弁護士が務めた。
近時の諸問題では、訴訟時の弁護士費用等が「違約金」とし
て規約に規定しておくことで認められた例（東京高裁判決）
「理
、
事会の互選により選任する」という規約のマンションで、理事
会で理事長を解任（解職）することはできないとした例（上告
中）
、シェアハウスについて規
約に区画数などを特定して禁止
したことが認められた例（東京
地裁判決）などを紹介。さらに
民泊の管理規約記載例や個人情
報保護法改正による管理組合の
管理体制などについても説明を
加えてもらった。
佐々木好一弁護士

3／15
建築分科会Dグループ
UR集合住宅歴史館見学会
浜管ネット建築分科会Dグループは3月15日、東京・八王
子の独立行政法人都市再生機構が公開する集合住宅歴史館の見
学会を行った。集合住宅歴史館は昭和30年代の「公団住宅」
のほか、建築史的に価値の高い住戸等を移築復元し、集合住宅
技術の変遷をたどる展示公開を行っている＜11pに詳細記事
あり＞。

独立行政法人都市再生機構が公開
する集合住宅歴史館は東京・八王
子にある

の伊藤和彦氏。
管理組合主導で専有部分の工事費用を捻出した例としては、
①工事の5年前から5年間に限り特別修繕積立金として1万円
を徴収した②費用を長期修繕計画に計上し、リフォーム済の区
分所有者には仕様等を確認後、一部を返金した③平均5,000
円×15年間を積立金会計から立て替え払いをし、15年間で分
割返済した事例等を上げて説明を行った。
次いで川本工業の堀金俊介氏が具体例として、築40年のと
きに専有・共用部給排水管更新工事を行った事例（1974年竣
工・4、5階建て・16棟・404戸）を紹介した。
堀金氏は、専有部分工事のポイントとして、施工前の「全住
戸内調査」重要性を説く。事例物件でも全戸調査の際に、各戸
から内装やトイレ、浴室等の希
望を聞いたり、工事の注意点な
どを説明したり、
「この時点で
コミュニケーションをとれれば
工事はうまくいく」と確信した
という。
最後にメーカーであるクボタ
ケミックスの小竹英夫氏が給排
技術者部会の伊藤和彦氏
水管新製品の紹介を行った。

4／19
大規模修繕工事 見積書の読み方
下地補修の実費精算の内訳を解説
4月19日18時30分～、建築分科会Eグループが石川町の川
本工業㈱8階会議室でセミナー「大規模修繕工事 見積書の読
み方part3」を行った。今回は、下地補修工事に特化し、実費
精算とは何か、見積もり内訳の説明、下地補修工事動画の視聴、
肌合わせ・タイル色合わせ不良の事例紹介、実費精算の集計方
法などについて、技術者部会の尾崎京一郎氏、専門業部会の高
木正彦氏が講演を行った。
実費精算とは見積もり依頼時の想定数量と、工事開始後、足
場がかかってから行う全数調査との差を精算すること。下地補
修の実費精算方式は金額が変動することが前提になるため、実
費精算という仕組みを十分管理組合に理解してもらわないとク
レームの原因となる。
管理組合としては増額した場合を想定し、
予備予算を確保しておく必要がある。
肌合わせの不良事例は写真で紹介。きちんとした補修工事が
行われないとどのような不具合が起こるかを紹介した。1色系
のタイルは、新しく張り付けるタイルの精度のより高い調色が
求められる。

集合住宅歴史館に入り、まずは集
合住宅の歴史を学ぶ。

3／23
マンション設備改修シリーズ第29回
「住戸内設備改修の計画と実例」
3月23日18時30分～、技術者部会・専門業部会設備分科
会が石川町の川本工業㈱8階会議室で「住戸内設備改修の計画
と実例」をテーマに、合同セミナーを行った。
最初に住戸内設備改修の概要の説明を行ったのは技術者部会
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技術者部会の尾崎京一郎氏

専門業部会の高木正彦氏

川管ネット
2／4
第５回ミニセミナー
改正標準管理規約のポイント
2月4日18時15分～、高津市民館第4会議室で平成28年度
第5回ミニセミナーを行った。テーマは改正標準管理規約のポ
イントについて。講師は高橋秀行理事が務めた。
改正の主要項目は①外部の専門家の活用②駐車場の使用方法
③専有部分の修繕等④暴力団等の排除規定⑤災害時の管理組合
の意思決定⑥緊急時の理事等の立ち入り⑦コミュニティ条項等
の再整理⑧議決権割合⑨管理費等の滞納に対する措置⑩マンシ
ョンの管理状況等の情報開示など。高橋氏は各項目を細かく説
明しつつ、今回の改正の大きなポイントは「危機管理にある」
と話す。
国土交通省でも事故やトラブルになる前に、「マンションの
規模や居住形態等それぞれのマンションの事情を考慮して、必
要に応じて、合理的に修正することが望ましい」としている。

2／5
マンション管理基礎セミナー
管理費の滞納問題
2月5日13時30分～、川崎市総合福祉センター（エポック
なかはら）大会議室で「マンショントラブルの対処法～管理費
の滞納問題～」と題して、マンション管理基礎セミナーを行っ
た。講師は横浜開港法律事務所の河住志保弁護士が務めた。
最初に管理費の徴収に対する法的な保護として、特定承継に
ついて説明。管理費・修繕積立金・専用庭使用料等は認められ
るが、駐車場使用料は保護の対象にならないケースもあるので
注意が必要だ。
管理費の消滅時効は5年。中断するためには裁判手続きをす
る必要がある。判決が確定すればその時点から10年間の時効
となるが、内容証明郵便等による催告は6カ月間に限っての暫
定的な時効中断であり、この間
に裁判手続きをする必要があ
る。催告による延長は1回のみ。
滞納額が増えると回収もしにく
くなるので、「早期の対策が一
番。金額が少ないうちに裁判手
続きの対応すべき」などと話し
た。
河住志保弁護士

よこ管ネット
2／18
2月18日13時30分～、汐入の産業交流プラザで「長期修
繕計画と大規模修繕の基礎知識」をテーマに、マンション管理
セミナーを行った。不動産コンサルティング会社のCFネッツ
グループである㈱銀座トレーディングの黒川浩道氏が講師を務
めた。
長期修繕計画は、①建物および設備の劣化②社会的環境およ
び生活様式の変化③新たな材料、工法等の開発およびそれによ
る修繕周期、単価等の変動④修繕積立金の運用益、借入金の金

黒川浩道氏

3／18
逗子でセミナー＆相談会
管理組合の総会運営について
3月18日13時30分～、逗子文化プラザ市民交流センター
で、神奈川県マンション管理士会横須賀市部との共催によるマ
ンション管理セミナー＆無料相談会を行った。
セミナーのテーマは「マンション管理組合の総会運営につい
て」で、講師は神奈川県マンション管理士会に所属する須賀一
朗氏（湘管ネット理事）が務めた。
内容は総会運営の基礎知識の解説。議事運営の原則から、議
長の資格・権限・義務・議決権行使、動議の提出と取り扱い、
議案の採決、組合員の議決権行使・委任状、区分所有者の数え
方など、留意すべき一連のポイントについて説明を行った。
議長の議決権行使について
は、公平性や行使する方法で誤
解を招くケースが多いことか
ら、平成16年の管理規約改正
で議長も最初から採決に加わ
り、可否同数の場合は否決扱い
とした。須賀氏は「改正前のま
まの管理組合は現行規定にする
須賀一朗理事
ことが望ましい」と話した。

4／15
事例で学ぶ給排水設備の仕組みと改修工事
専有・共用管更新、在来浴室改修・ユニット導入
4月15日13時30分～、横須賀・汐入の産業交流プラザ第
2研修室で「マンション給排水設備改修工事の基礎知識」をテ
ーマによこ管セミナーを行った。講師は賛助会員の建装工業㈱
から新藤孝氏、佐藤宏二氏、笹木豊氏が務めた。
事例としてあげたのは横浜市金沢区のMハイツ住宅設備改修
工事（施工時築29年、RC造3階～ 5階・9棟・162戸）。工
事概要は給水方式の変更（受水槽による加圧給水方式→直結方
式）
、共用部分の埋設給水管、排水管の更新、専有部分の給水・
給湯・排水管の更新など。
実際、専有部分内に立ち入る期間は各戸5日間で、修繕委員
会では「1週間の辛抱で安心・安全と美味しい水の供給を」を
キャッチフレーズに住民の協力
を仰いだという。
在来浴室改修については、浴
室排水金物の交換に伴うＦＲＰ
防水施工の事例（東京・多摩市
のマンション・築39年・220
戸）を紹介。改修前の浴室の床
はアスファルト防水で、立ち上
管材の説明をする建装工業㈱
がり防水の目地をカットし、は （右から）新藤孝氏、笹木豊氏、
佐藤宏二氏
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長期修繕計画と大規模修繕の基礎知識

利、物価、消費税率等の変動などの不確定事項を含んでいる。
このため5年程度ごとに建物の調査・診断等に基づいて、修繕
積立金や資金計画の見直しを必
要とする。
その上で、他のマンションと
差別化するためにはどうすれば
よいか、コストやグレードアッ
プなど、CFネッツグループが
提案する材料や工法等を紹介し
た。
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つり作業を行い、ＦＲＰ防水を施工。排水トラップは最新の材
料を使用して更新した。

湘管ネット
3／11
平成28年度第３回マンション管理セミナー
給排水設備の改修工事と長期修繕計画の見直し
3月11日13時30分～、藤沢商工会館ミナパーク505会議
室で「給排水設備の改修工事と長期修繕計画の見直し」をテー
マに平成28年度第3回マンション管理セミナーを行った。講
師は湘管ネット賛助会員の神奈川建物リサーチセンターの丸山
昭氏（1級建築士）と湘管ネット理事の細井知英氏（マンショ
ン管理士、1級施工管理技士）。
給排水設備改修工事は日常生
活に直接的な影響（断水、排水
制限、入室工事、在宅、騒音等）
を及ぼす。さらに修繕積立金の
取り崩しに関する管理規約の改
正も必要となる。このため丸山
氏は、「工事の有効な進め方は、
あくまで事前の十分な協議、検
神奈川建物リサーチセンターの
討が重要になる」などと話した。 丸山氏

県央ネット

1／28、2／25、3／25

1／21、2／18

研修交流会
１月度：マンション管理組合とペット問題
２月度：発災前から建物復旧までの管理会社としての関わり
３月度：管理組合が管理する専有部分の工事

交流会＆勉強会
１月度：管理組合が行った専有部分の工事例
２月度：専有部の工事積立金制度創設

毎月18時10分～、藤沢市民活動センターで実施している研
修会。
1月度は1月28日。「マンション管理組合とペット問題」を
テーマに湘管ネット理事の高津篤氏（マンション管理士）が講
演した。
ペットを全面的に禁止のマンションでは一部で飼育している
ことが判明しても放置することが多く、結果として黙認した形
になっているケースも少なくない。
高津氏は「ペットクラブ等を設立させ、管理組合と連携して
みんなで解決していく姿勢が必
要」とし、「ペット飼育に関す
るペット飼育細則を作成し、ペ
ット飼育マナーを向上させる必
要がある。マナー向上でわだか
まりが少しずつ解決の方向へ進
むのではないか」と話した。
◇
高津篤理事

大京アステージの井川貴充氏
（左）
、鈴木健太郎氏
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2月度は2月25日。
「発災前から建物復旧までの管理会社と
しての関わり」と題し、賛助会員である㈱大京アステージの井
川貴充氏、鈴木健太郎氏がマンション内での連携で相互に助け
合う体制（共助）のポイントなどについて、管理会社としての
対応も含めて説明を行った。
共助を行うためには「人のつながりこそ最大の強み」という
ことから、日頃の防災訓練、炊き出し活動、お祭り、フリーマ
ーケットなどのコミュニティイベントを勧めているという。
熊本地震での管理会社の対応としては、大京グループの全国
の支店から東日本大震災の経験のある役職員が現地支援の人員
を配置。給水設備に損傷があったマンション11棟に給水車を
出動、簡易トイレや食料など物資の配布を行った。
◇
3月度は3月25日。専有部分の工事を各戸の区分所有者が行
う場合の管理組合の管理の方法について、湘管ネット理事の細
井知英氏（マンション管理士）がマンション標準管理規約に基
づいて解説した。
専有部分の修繕等の管理に関する理事長の承認は理事会の決
議によるが、専門的知識を有する者の意見を聞くことが望まし
い。施工状況の確認を必要とするものは、工事業者に写真等の
記録を撮らせて報告を求めることも大切。承認した工事であっ
ても事後的な影響については工事を発注した区分所有者の責任
や負担があることも周知し、理解を得ておくことが大切だとし
ている。

細井知英理事

定期的に大和市民活動センターで13時30分から実施して
いる管理組合相互の交流会および勉強会。
1月度は1月21日。勉強会は「管理組合が行った専有部分の
工事例」と題して永田康幸理事が自宅マンションの事例、また
永田理事が情報収集した7件の事例を紹介した。
自宅マンション（1977年竣工・10棟・250戸）の例では、
専有部分からの漏水事故が多発したため、長期修繕計画に共用
部分の設備工事とともに専有部分も行うことを明記。管理規約
を改正し、費用も修繕積立金の取
り崩しを容認するようにした。
総会時に工事への反対者が6人
あったが、専有部分の工事を行わ
ない住戸からは念書をとるなど、
工事計画から4年10カ月をかけ
てすべての工事が完了した。
◇
永田康幸理事
2月度は2月18日。勉強会では
「管理組合による専有部に係る工事積立金制度の創設」と題し
て、
家護谷正晴氏が自宅マンションでの取り組み例を紹介した。
家護谷氏のマンション（1986年竣工・１棟・42戸）では、
専有部の給水・給湯・排水管の修繕を目的として2016年11
月、臨時総会を開き、特別修繕積立金制度を創設。10年後に
共用・専有部の配管の一括工事を目指すという。
徴収額は、各戸のタイプの区別なく、一律戸当たり5,000
円／月。金額設定は複数の工事会社への概算見積もりにより算
出した。住民説明会では、10年という時間設定について、状
況により積立期間の延長または短縮の可能性があると説明。年
金生活者の増加等、一時金徴収は避け、必要な仕様で最小の費
用に抑えるための設定金額としたとしている。

3/15

浜管ネット見学会

集合住宅の復元展示で、歴史を実感
先人の取り組みを知り、大満足！
UR都市機構・集合住宅歴史館
浜管ネット建築分科会Dグループは3月15日、独立行政法
人都市再生機構が公開する集合住宅歴史館の見学会を行った。
集合住宅歴史館はUR都市再生機構・技術管理分室に属して
おり、昭和30年代の「公団住宅」のほか、建築史的に価値の
高い同潤会アパートの住戸等を移築復元し、集合住宅技術の
変遷をたどる展示公開を行っ
ている。展示移築建築物は、
代官山アパート、蓮根団地、
多摩平団地、晴海高層アパー
トなど。
近代的な集合住宅の先駆け
となった同潤会からは代官山
アパートの復元展示で、その
1927年（昭和2年）に入居がはじ 様子を実感した。世帯向けで
まった同潤会代官山アパートの復 も28㎡とあってとても狭く
元。30㎡と狭いながらもガスや水
感じたが、それでも、当時は

珍しかった水洗便所や水道、ガス設備などもあり、超高額所
得者の住宅だったようだ。
また、同潤会は関東大震災の復興を目的としていたため、
避難用の縄梯子を設置したり、玄関扉は鉄板を巻いて防火性
能を持たせるなど、災害対策がとられていたという。
高層マンションの先駆けは東京・中央区の晴海高層アパー
ト（1958年 竣 工・SRC造10階 建 て・168戸・ 約30 ～
39㎡／戸）で、設計は日本を代表する建築家・前川國男氏。
エレベーターは3、6、9階のみ停まる仕組みで、他の階に
は階段で移動するスキップアクセスを採用している。その他、
3層6戸を1単位とするメガストラクシャー方式など、現代の
SI（スケルトン・インフィル）住宅に通じるものがみてとれた。
日本のRC集合住宅の歴史は100年を超えている。先人が
取り組んできた歴史の、
その一端に触れた気がした見学会だっ
た。

道、水洗便所を備えていた

多摩平団地テラスハウス（1958年
＝昭和33年）は低層で構造上の制
約が少ないため、躯体の各種工法の
模索が行われた

晴海高層アパート（1958年＝昭和
33年）は、日本を代表する建築家・
前川國男氏が設計。従来の寸法にと
らわれない畳形状などを採用した。
外観はフランス建築家のル・コルビ
ジェに影響を受けている

公団住宅初のエレベーター（晴海高
層アパート）。昭和40年代からエレ
ベーター付きの公団住宅の建設が本
格的になるが、その基礎的研究がこ
のエレベーターで行われた

玄関扉の変遷。左奥から木製框扉（東京
市 営 古 石 場 住 宅1923年 ＝ 大 正12年 ）、
鋼製框扉8同潤会鶯谷アパート1929年＝
昭和4年）、鋼製フラッシュ扉（公団蓮根
団地1957年＝昭和32年）、鋼製プレス
扉（公団滝ノ上団地1958年＝昭和33年）

本 の 紹介
『管理組合・理事のためのマンション管理実務必携』

マンションの排水管枝管の帰属とその費用負担、不在区分所
有者に対する住民活動協力金支払いを求める規約の有効性、管
理費等滞納者が支払う「違約金としての弁護士費用」の意義な
ど、マンションをめぐる重要な判決例を100件厳選して収録
した。
それぞれの判決例は事実関係、判旨、解説（判決の分析、判
決の評価、実務指針）をもとにまとめられている。執筆は編者
を含め、30人以上の法曹界の学者・弁護士が手がけた。
区分所有法の制定から50年以上が経過し、その間のマンショ
ンの増加に伴って紛争・判決例は多種多様化している。本書は、
今後のトラブルの未然防止のためにも
指針となる判例集といえる。

マンションの維持管理の総合的なサポートを行う弁護士、建
築士、税理士、マンション管理士らで構成するマンション維持
管理支援・専門家ネットワークがマンション管理全般の必須知
識をまとめた概説書。理事として知っておきたいマンションの
建築・設備、法律や管理規約、マンション管理と税務など、多
岐に亘るマンションライフでの問題や悩みについて、解決の道
筋をつける内容となっている。
また最近の問題においても、
「民泊」とマンションについて
は禁止の規約例、定義規定、さらに規約の実効性を確保する手
続き規定例などを記載。改正個人情報保護法では、管理組合の
義務や留意事項などわかりやすく説明
している。

『マンション法の判例解説』
編者／鎌野邦樹、花房博文、山野目章夫
発行／勁草書房
B5判・205ページ
定価／ 3,500円+税
2017年2月22日発売
ISBN 978-4-326-40331-8

『管理組合・理事のためのマンション管理実務必携』
編者／マンション維持管理支援・専門家ネットワーク
発行／民事法研究会
A5判・288ページ
定価／ 2,500円+税
2017年3月25日発売
ISBN 978-4-86556-145-6
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広告ページ

マンション管理
企 業 名
マンション管理

マンション管理

設計コンサルタント
所 在 地
くらしサポートデスク
0120-264-406
dk-jtksuisin@grp.daikyo.co.jp
http://www.daikyo-astage.co.jp

浜 よこ 【横浜支社】

大和ライフネクスト
株式会社

横浜市西区みなとみらい3-6-1
みなとみらいセンタービル17階
〒220-0012
☎045-277-8731
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

株式会社
東急コミュニティー
マンション管理

（神奈川エリア担当）
☎045-910-1471
045-910-1472
http://www.tokyu-com.co.jp

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。
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。
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。

川 〒101-0032

新日鉄興和不動産㈱グループ
の管理会社。安定した基盤を
東京都千代田区岩本町
もとにキメ細かい管理組合様
3-2-4  岩本町ビル
対応を行います。建替えや再
☎03-6858-8555（大代表） 開発等マンション再生も親会
http://www.ns-community.jp 社とともにお手伝いします。

株式会社
日鉄コミュニティ
マンション管理

P R

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

株式会社
大京アステージ

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

横浜市西区北幸2-15-10
オーク横浜ビルディング5階
☎045-412-3800
yokohama@housing.co.jp
http://www.housing.co.jp

私たちが大切にしているのは「現場第一主
義」の姿勢です。この「現場第一主義」の
積み重ねから得たノウハウの数々は、マン
ションの規模の特性、管理組合様の個性に
合わせた柔軟な対応と、適正な価格による
高品質な管理提案を可能にします。

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

浜 よこ

明和管理株式会社
マンション管理

野村不動産ホールディングス
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル の運営管理事業を担う会社で
す。技術力と提案力を活かし、
【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24  KYビル 人と建物の両方にとって最良
のパートナーであり続けるこ
☎045-227-7710
http://www.nomura-pt.co.jp とをお約束します。

東京都渋谷区神泉町9-6
第2明和ビル
☎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。

浜 横浜支店

株式会社
ライフポート西洋

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
横浜市西区南幸2-21-5
は、創業30年を過ぎ、これか
☎045-313-5435
yokohama@lifeport-s.com らも、まごころ込めて、手をか
http://www.lifeport-s.com けて、お客様の大切なマンショ
https://www.facebook.com/lifeportseiyo ンを輝かせ続けます。

企 業 名

所 在 地

保険

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

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。
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1,700棟で約
9割は管理組合様のリクエ
ストです。

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

マンション保険
バスターズ
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ドルミ代々木408号
0120-77-8160
03-5302-6054
ito@goodhoken.co.jp

浜 東京都中央区京橋1-6-1

株式会社
住宅あんしん保証

金融

昭和シェル山下町ビル3階
☎045-227-8471
http://www.krcnet.jp
info@.krcnet.jp

株式会社神奈川建物
リサーチ・センター

Ｊビル2階
0120-540-931
03-6800-1779
smile@ecrew.jp

浜 川 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

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

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10社）
驚異の契約継続率が顧客満
足度の証です。

企 業 名
大規模修繕

所 在 地
浜

株式会社
アルテック

神奈川県内に特化した大規
模修繕・設備改修・耐震改
修工事の設計コンサルタン
トです。

株式会社
アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

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

浜 横浜市鶴見区生麦1-5-3

株式会社

☎045-502-1604
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
☎045-804-1834
http://www.ichinosekensou.co.jp
gaisou@ichinosekensou.co.jp
東京事務所☎03-3261-5857

株式会社
一ノ瀬建創
大規模修繕

N・Kビル
☎045-372-5900
http://www.nk-inc.co.jp
info@nk-inc.co.jp

大規模修繕 浜 川 よこ 央 東京本社

株式会社カシワバラ・
コーポレーション

大規模修繕

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。

浜 横浜市旭区市沢町262-11 「信頼を何よりも大切に。」─これま

株式会社
エヌ・ケー

大規模修繕

P R

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。
☎045-621-3961
１．安全第一 ２．品質管理
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

リフォーム事業部
東京都港区港南1丁目8番27号
日新ビル9階
☎03-5479-1402
https://www.kashiwabara.co.jp

浜 川 よこ 横浜支店

横浜市西区平沼2-2-7
☎045-290-6090
045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp

神 浜 よこ

株式会社サカクラ
大規模修繕 神 浜 川 よこ 湘 央

シンヨー
株式会社

株式会社大和

株式会社富士防

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。

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

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
☎044-366-4840
re-eigyo@sinyo.com
http://www.sinyo.com

創業86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

大規模修繕
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。

P R

改修一般

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

株式会社
グッド保険サービス

保険

企 業 名
所 在 地
設計・監理 神 浜 川 よこ 湘 央 横浜市中区山下町193-1

建装工業株式会社

金融・保険
保険

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。

☎045-225-8200
（東京支店）東京都港区芝浦1-14-5
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55年。“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
☎046-830-5481
東京支店：
中央区銀座8-18-7 エイワビル6階
☎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。

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）☎046-834-5191
（東 京 支 店）☎03-3736-7751
（横 浜 支 店）☎045-595-0601
（北関東支店）☎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
☎045-290-3222
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
☎045-451-8816（代表）
045-451-8820
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
☎045-911-5438
045-911-5951
http://www.kudo.jp

おかげさまで創業50周年。
これからも皆様に求めら
れる技術とサービスを提
供してまいります。

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

☎045-772-1424
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

浜 東京都新宿区若葉1-12-5
☎03-3358-4873
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

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

浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2
川

フジクス株式会社

☎044-245-0822
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

文化興業株式会社

☎046-837-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
☎045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

創立1946年。水漏れ、排水管詰ま
り清掃、エアコン・給湯器取り替え、
給排水管の改修工事、保守点検…
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
応えできる工事をご提案します。

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

創業89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 湘 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
☎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

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
☎03-5216-1530
info@stojapan.com
http://www.stojapan.com

サッシ改修

所 在 地

浜 よこ

株式会社LIXIL
リニューアル

P R

横浜市西区みなとみらい
4-3-6-2F
☎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 Sto社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
☎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▶ 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

企業名は五十音順に掲載しております

川本工業株式会社
給・排水設備改修

所 在 地
よこ 本社：横須賀市内川1-7-23

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

央 県央ネット

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 ☎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
☎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
☎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
☎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
☎045-311-6723
mktyoshi@cds.ne.jp

東京都港区芝浦3-6-10-307
小島孝豊
☎03-3457-6762
株式会社ＩＫ都市・建築企画研究所

町田信男
有限会社トム設備設計

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

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

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
☎046-869-4767
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
尾崎京一郎
☎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
☎03-3830-0988
abe@mirai-mi.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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委託費36%減、長計30年作成
毎年の理事会は「ダイヤ改正」!?
平成15年入居。その第1期理事会で管理組合運営の基
盤を築いたというが前川誠さん（第1期理事長・現在は
理事顧問）
。まずは管理委託費の値下げを手がけた。
入居当初より「管理会社を私たち管理組合で選んでい
ない」ましてや「入居当時の委託管理費4,200万円／年
は私たち管理組合で決めたものではなく、押し付けられ
たもの」という認識が第1期理事会にあった。
そこで他社から見積もりをとって管理会社に価格折衝
を行った。この結果29％減、委託費は3,000万円まで
下がった。
ところが5年後、管理会社から年間1,000万円値上げ
の 申 し 出 が 出 て き た。
「 こ れ で は 第1期 に 値 下 げ し た
1,200万円が無になってしまう」
。第6期理事会は7人体
制の専門委員会を設け、14社から見積もりをとるなど8
カ月かけて議論し、候補を3社に絞ってヒヤリング、最
終的に管理会社変更を行った。
これによって7期目からは、現在の管理会社と入居当
時の36%減の2,700万円で委託契約を結んでいる（委
託管理業務の仕様は変更なし）
。
前川さんは「この値下げ分1,500万円が修繕積立金に
繰り込むことができ、資金基盤になっていることが管理
組合の大きな利点です」と話す。
次の管理組合の特徴は平成20年～ 50年まで30年間
の長期修繕計画を作り上げたこと。平成20年、11人の
専門委員会を立ち上げた。メンバーはマンション内で公
募し、１級建築士と銀行員経験者を中心に、
「自前」で
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第1期理事長で管理組合の基盤を
作って以来、理事相談役、理事顧
問などで組合運営に携わる前川さ
ん（右）
。管理事務所で撮影

Ｎ
Ｐ
Ｏ
よこ管ネット
正
会
員

よこすか海辺ニュータウン
ザ・タワーハウス管理組合

メインエントランス。ロビーの床
タイルは瑕疵により、全面張替え
を行った

長期修繕計画の作成に取り掛かっていく。
この長計では3回の大規模修繕工事と給排水管設備改
修工事、その他工事を合わせて30年間で約20億円の支
出があると試算。当初の修繕積立金では30年間で約4億
円近く不足する計算だったが、委託費削減分により20
億円をカバーできる目処がたったという。
管理組合の大きな特徴は、委託費削減と30年間の長
計作成―「新幹線で言えばね、すでに車両と線路を作り
上げた。それから毎期の理事会でダイヤ改正をやっても
らっているというイメージですね」と前川さん。
その他、最上階の共用スペース「タワーラウンジ」の
床衝撃音の防音補修、店舗用駐車場上にアルミメッシュ
の天井新設、建物まわりの池の水がメインエントランス
に浸水し、そこからロビーの床にシミをつくったことに
よる全面張替えなど、分譲会社に対し、瑕疵担保責任を
認めさせた。
床衝撃音の際にはじめてよこ管ネットの存在を知った
という。前川さんは「管理組合役員は毎年交代し、素人
が多いので、よこ管ネットに知恵を借りようと思ったの
が加入した理由です」と話している。
■マンションデータ
所在地：横須賀市安浦町
2003年（平成15年）竣工・20階建て・3棟・総戸数318戸＋4店舗
建物構造………………………………
敷地面積………………………………
建築面積………………………………
建築延床面積…………………………
管理費（月額）…………………………
修繕積立金（月額）……………………
駐車場充足率（台数÷総戸数）………

駐車場使用料（月額）……
駐輪場使用料（年額）……
分譲会社…………………
建設会社…………………
管理会社…………………
管理形態…………………

SRC造
9,458.81㎡
5,373.98㎡
37,188.51㎡
155円／㎡
140円／㎡
100 ％（ 自 走 式268台 ＋
機械式50台）、その他来客
者用8台（平置き）
自 走 式3,000円 ～ 6,000円、 機 械
式1,500円～ 2,000円
自転車（529台）3,000円（平置き）、
バイク（74台）12,000円（中型）
㈱リクルートコスモス
㈱トーメン
㈱ライフポート西洋
4人シフト体制での通勤管理。休みは
年末年始のみ
毎月1回、理事24人・監事2人
輪番制1年交代（前回理事の中から理
事相談役、理事顧問7人を選び、翌1
年を留任。再任は妨げない）

DATA
理事会……………………
任期………………………

地下受水槽に蛇口を取り付け、災
害時の居住者用の飲み水を確保

自治会が中心となり、本格的な
「秋
祭り」を毎年開催

イベント情報 ■■

平成29年度定期総会の案内

浜管ネット

○川管ネット（☎044・380・7163）
第17回
日 時：5月13日（土）11：30
懇親会：12：30
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
JR南武線「武蔵中原駅」徒歩1分

技術者部会・専門業部会合同セミナー
日 時：6月29日（木）13：30 ～ 16：00
テーマ：塗 料ってどうやって出来ているか気になりませ
んか？
講 師：浜管ネット建築専門業部会Aグループ
会 場：関西ペイント㈱平塚開発センター
参加費：1,000円（浜管ネット会員無料）
定 員：15人（申し込みは5月31日締切）

○湘管ネット（☎0466・50・4661）
第11回
日 時：5月20日（土）13：30
会 場：藤沢商工会館ミナパーク5F 501会議室
JR東海道線「藤沢駅」北口徒歩3分
○浜管ネット（☎045・911・6541）
第23回
日
時：5月27日（土）14：00
記念講演：15：00
テ ー マ：マンションでの認知症問題ほか
講
師：川上湛永氏（NPO全管連会長）
懇 親 会：16：00
会
場：ハウスクエア横浜4Ｆセミナールーム
横浜市営地下鉄ブルーライン線「中川駅」徒歩2分
○よこ管ネット（☎046・824・8133）
第15回
日 時：6月3日（土）13：30
懇親会：15：00
会 場：ヴェルクよこすかホール
京浜急行線「横須賀中央駅」徒歩5分
○かながわ県央ネット（☎046・264・6054）
第11回
日
時：6月17日（土）14：00
特別講演：15：00
テ ー マ：指 定・認定NPO法人制度とマンション関連企
業の社会貢献について（仮）
講
師：本郷順子氏（税理士）
会
場：大和市文化創造拠点シリウス6階610号
小田急江ノ島線・相鉄本線「大和駅」徒歩3分

☎046-824-8133

新任役員研修会
日 時：7月15日（土）14：00 ～ 16：30
テーマ：マンション理事になった人のための基礎講座
（仮）
講 師：日下部理絵氏
（オフイス・日下部、マンション管理士）
会 場：産業交流プラザ

川管ネット

☎044-380-7163

屋上防水工事見学会
日 時：5月20日（土）13：30 ～ 15：30
会 場：鷺沼ライラック
東急田園都市線鷺沼駅徒歩13分
中原区マンション第1回ミニセミナー＆交流会
日 時：5月27日（土）13：30 ～ 15：45
テーマ：総会・理事会運営のポイントについて
講 師：川管ネット役員
会 場：かわさき市民活動センター
新任役員研修会
日 時：7月8日（土）13：30 ～ 16：30
テーマ：マンションの管理：杉本久美子氏
マンションの設備：高橋秀行氏
マンションのコミュニティー：相川洋明氏
会 場：産業振興会館第3研修室
マンション管理基礎セミナー
日 時：7月23日（日）13：30 ～ 16：30
テーマ：マンションの設備改修（仮）
講 師：柳下雅孝氏（JIAメンテナンス部会・副部会長）
会 場：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）

◆正会員
名

よこ管ネット

☎045-911-6541

棟数

戸数

竣工年

藤和シティーコープ
川管ネット
宮崎台管理組合

称

加入ネット

1

36

1986

湘管ネット

パ ー ク ピ ア
川管ネット
大 師 管 理 組 合

1

45

1983

マンション管理セミナー
日 時：7月15日（土）13：30 ～ 16：30
テーマ：①「新任役員の心得」須賀一朗氏
②「管理組合会計について」双日総合管理㈱
会 場：藤沢商工会館ミナパーク501号会議室

名

称

加入ネット 主な業種

資本金

竣工年

止水、防水 1,000
カスタージャパン㈱ 川管ネット
専門施工
万円

2006

㈱フォーエステック 川管ネット

防 犯 カ メ ラ 保 1,000
守・設計・施工
万円

2007

㈱ テ ィ エ ス ケ ー 川管ネット

大規模修繕・
1億円
設備改修

1945

㈱ デ ィ ー・
4,000
川管ネット 設計・監理
ア ー ル・ シ ー
万円

1986

研修交流会
日 時：6月24日（土）18：10 ～ 20：00
テーマ：理事会の円滑な運営のために
日 時：7月22日（土）18：10 ～ 20：00
テーマ：最新の建材事情とグレードアップ工事について
会 場：藤沢市市民活動推進センター
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◆賛助会員

☎0466-50-4661
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編集後記
東京ガス・都市計画研究所では2016年4月に発生した熊本地震後の7月、首都圏の生活者（東京・埼玉・千葉・
神奈川在住、男女20 ～ 69歳、回答者数1,153人）の地震防災意識の変化等を調査し、その結果を2017年3
月に発表した。熊本地震後、身の回りの地震対策がさらに必要だと思った人は7割超（思った＋やや思った）
。
属性別にみると、男性よりも女性のほうが、単身世帯よりも2人以上世帯のほうが、地震対策がさらに必要だと
思った割合が高かった。
「大地震を想定し、不安に思うこと」では、
「家族への心配」が最も高く、次いで「トイレ」「避難所での生活」
の不安が続いた。ひとり暮らしの女性に限った回答では、特に「近隣の知人がいない」ことへの不安が目立った。
地域住民との関係性作りは重要であると考えられる。（Y.K）

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

107組合
26,191戸

44組合
8,652戸

65組合
10,446戸

12組合
909戸

20組合
4,503戸

41組合
8,209戸

合

計

289組合
58,910戸

※平成29年4月28日現在
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