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C O N T E N T S

　人類史上、これまで経験したことがない超高齢化・人口減少社会をわが国は
迎えようとしている。団塊ジュニアが後期高齢期を迎え終える2050年が最も
大きな社会的危機を迎えると予想されている。
　すでに居住者の高齢化がすすみ、理事のなり手がないなどマンション管理が
円滑に進まなくなっているマンションも出現している。特に、居住者の少ない
小・中規模のマンションに見られる。
　これらの対処には、第三者管理などの方法も提議されているが、そのシステ
ムさえ構築されていないし、現実的には、その人材を確保することも容易では
ない。
　さらに、マンションの寿命の問題もある。長寿命化マンションの検討はされ
ているが、技術的には可能域にきているものの残された課題は多い。
　さらに、独居高齢者などの増加を考えるとこれからのマンション管理運営が
極めて難しい局面に遭遇することが予想される。今後は、管理組合及び自治会
は協力してこれらの問題にあたるとともに、医療機関、地域包括支援センター
などの協力を得て、地域全体を巻き込んで大きな組織にして対処する必要があ
る。
　独居高齢者が多くなり、孤独死が急増しているマンションの対応をNHKス
ペシャル取材班&佐々木とく子氏編の「ひとり誰にも看取られず」で報告され
ている。
　この本は、あるマンションで孤独死が急増し、その予防対策の顛末記を記し
た本であるが、「崩壊したコミュニティの復活」、「「孤独死予防センターの設立」
などがキーワードになるが、本の中で「こうして住民たちは、孤独死を自分た
ちの問題として、真正面から立ち向かうことを決意し、団地自治会、団地地区
社会協議会、民生委員がいっしょになって、孤独死問題に対処した。」と記さ
れている。
　超高齢化時代を迎えるにあたり、今から課題を整理し、多くの人たちを巻き
込んでそれらに対処できるシステムの構築が急務と考える。

超高齢化時代を迎えるにあたり
NPO川管ネット　副会長 ●相川　洋明

NPO神管ネット第20回定期総会のご案内
日　時：6月9日（土） 11時～ 12時
会　場：神奈川県立かながわ労働プラザ9F特別会議室
　　　　（JR根岸線「石川町駅」徒歩3分）
懇親会：12時10分～ 14時
会　場：かながわ労働プラザ9F
　　　　レストラン「味彩」
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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新4K8K衛星放送は今の4Kテレビで見られるか？
　新4K8K衛星放送（BS・110度CSによる4K8K放送）

は2018年12月1日、現在の衛星放送とは異なる規格で

放送される。

　現在、使用されている放送は「右旋円偏波の電波」、

つまり右回りの電波で衛星から各家庭に提供されてい

る。

　しかし、新しい電波は「左旋円偏波」＝左回りで提供

されることになるため、右左ともに受信できる新4K8K

「新4K8K衛星放送」を受信するには…
受信システム設置と改修工事の必要性

2018年12月１日放送開始

電波と受信アンテナと視聴可能チャンネル

現在市販されている4K対応テレビを購入しても、テレビ単体では
4Kを受信できない。新4K8K受信システムに対応させるほか、今
後市販される4K8Kチューナー等の購入も必要となる。

管理組合で変更（改修）の必要がある主な機器

機　器 役　　　　割

アンテナ
（右左旋受信仕様）

放送衛星からの電波を受信し、同軸
ケーブルに伝送する。

ブースター
（3,224MHz仕様）

アンテナからのテレビ信号を増幅す
る。

分配器
（3,224MHz仕様）

テレビ信号を同軸ケーブルに分ける
ための機器。

壁面端子
（3,224MHz仕様）

テレビ信号を取り出す壁面のテレビ
端子。

分波器
（3,224MHz仕様）

衛星放送（BS・CS）と地上放送の
信号を分ける機器。テレビの入力端
子が衛生と地上で分かれているため
に必要。

同軸ケーブル
（3,224MHz仕様）

テレビ信号を伝送するためのケーブ
ル。一般的に周波数が高いほど多く
減衰する傾向がある。

※ 機器固有の特性、伝送距離によっては交換しなくても伝送
できる可能性のある機器もある。

対応のBSアンテナが必要となるのだ。

　また、現在市販されている4Kテレビや4K対応テレビ

には、新4K8K衛星放送の受信機能は搭載されていない

ため、新4K8K衛星放送をテレビ単体で視聴することは

できない。

　4Kテレビや4K対応テレビのほか、新4K8Kに対応し

たチューナーなどが必要だ。

　また、共同受信設備では新4K8K対応のBSアンテナ

のほか、ブースター、分配器などの機器や配線、テレビ

端子の交換が必要になるケースがある。

　マンションでは改修に必要な費用の確保、住民の合意

形成が求められるため、早めの検討が必要になるといえ

よう。

新4K8K受信システム

※DXアンテナ㈱ホームページより引用
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ベランダ受信者が増えてしまう前に
　管理組合にとっての問題は、新4K8K衛星放送対応へ

の合意形成である。

　新4K8K衛星放送が開始されても、現在の地上波と

BS放送は現在のテレビで視聴できるのである。現在の

画質で満足の住戸では費用のかかる改修工事は必要ない

と考える人は少なくないだろう。

　このため、新4K8K衛星放送を見たい住戸と、今のま

までよいという住戸が出てきて、管理組合で意思統一を

せず、工事の着手が遅れると、ベランダに新4K8K衛星

放送用受信アンテナを取り付ける住戸が増えてしまう可

能性が大きくなる。

　マンションでテレビ設備改修を行うためには工事提案

から完了まで長い時間を要する。さらに東京五輪・パラ

リンピック前など、工事が集中しそうな時期には費用や

工事面（人手不足）の問題も大きくなる。

　まず管理組合では新4K8K衛星放送対応受信システム

への改修工事を行うか、行わないかを検討し、一部の理

事会の責任にならぬよう、総会での合意事項として議事

録に残しておくべきだろう。

　改修工事を行う場合は、早急に工事計画にとりかかり

たい。

　また改修工事を行わない場合は、ベランダに取り付け

ケーブルテレビでの受信対応は？
　ケーブルテレビ各局では、新4K・8K衛星放送が視聴

できるように準備を進めている。

　一部のケーブルテレビでは現在、新4K・8K衛星放送

の試験放送が4K画質で視聴できる。ただし、テレビ単

体ではやはり視聴できないので、専用チューナーである

4K対応STB（セットトップボックス）が必要となる（有

料契約）。

　その他、パススルー伝送方式の場合は受信設備の改修

が必要となるなど、マンションによってシステムが異な

るケースがあるので、詳しくはケーブルテレビ各局に相

談してみるとよいだろう。

●相談窓口

一般社団法人 放送サービス高度化推進協会（A-PAB）新4K8K衛星放送コールセンター

ナビダイヤル 0570-048-001　　平日9：00 ～ 17：00（土日祝日休み）

改修工事の提案から完了までの流れ（例）

■30年度CPD事業セミナースケジュール
日　時 セ ミ ナ ー 等 名 称 ・ 講 師 会　　　場 問い合わせ先

4月14日㈯
13:30 ～ 16:30

「マンションで新4K・8Kテレビ放送を受信するためには
～いよいよ12月1日から実用放送開始～」

・一般社団法人 放送サービス高度化推進協会（A-PAB）
・㈱渋谷電気
・NHK横浜放送局
・DXアンテナ㈱

横須賀産業交流
プラザ3階第1研修室
（京急線「汐入駅」

徒歩2分）

☎045-620-6300

info@jinkan-net.com

た受信アンテナの安全管理責任がどこにあるのかなど、

法律の専門家等を活用して相談しておきたい。

　ともかく放送開始は今年12月。後のトラブルとなら

ないように早めの対処が必要である。

ケーブルテレビでの受信システム
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共用部分 専有部分&

　給排水管等設備改修に、専有部分の浴室、トイレ、給

湯器、洗濯パン、洗面化粧台なども加えた工事を行った

管理組合があり、これに対して「それはあまりにやりす

ぎだ」として、区分所有者2人が提訴した事案があった。

裁判は最高裁まで行き、結果的に上告不受理という形で、

平成29年9月14日に決着。管理組合側の主張が認めら

れた。

　近年、管理組合主導で、共用・専有部分の給排水管等

の改修工事を行うケースは増えているが、内装に関与す

るものまで実施するケースはほとんどないといってよ

い。

　浜管ネット賛助会員の佐々木好一弁護士により、判例

をひも解きながら、共用部分と専有部分の区分けを考え

たい。

　　　　　　＜監修：佐々木好一弁護士／

田中・石原・佐々木法律事務所＞

●事案の概要
　神奈川県藤沢市所在のマンション（昭和42年竣工・

RC造・5棟・175戸）の区分所有者である原告2人が、

被告である管理組合に対し、管理規約の改正（共用部分

等の管理、修繕積立金の取り崩し）、給排水管等設備改

修工事の請負契約の締結、借り入れおよび修繕積立金の

使用に関する総会決議の無効を求めた事案。

　工事対象には共用、専有部分に属する給排水管・ガス

管だけでなく、浴室、トイレ、給湯器、洗濯パン、洗面

化粧台などが含まれていたことから、専有部分の先行工

事をした者との不均衡、浴室やトイレなどの所有権は管

理組合にない点などが争われた。

　工事は原告の住戸がある棟の4戸を除く171戸で完了

し、管理組合は工事代金を支払っている。

【佐々木弁護士によるコメント】　

　主な争点は、「修繕積立金の目的外使用ではないか」「管

理組合の決議で専有部分の工事までしてしまってよいの

か」という点にある。

　そもそも修繕積立金は、共用部分の修繕等のために徴

収されているところ、これを「共用部分と構造上一体と

なった部分」だけではなく、「共用部分の管理上影響を

及ぼす部分」にまで広げることが、この修繕積立金の目

的の範囲外になるから、そのような対応をすることは無

効ではないかということだ。また、専有部分は、区分所

有者の所有であるから、これを管理組合の決議で工事し

てしまうことは区分所有法上問題ないのではないかとい

浴槽やトイレも修繕積立金で更新!?

専有部設備の一体改修を決議

うのが原告の主張である。

　さらに原告らは、「共用部分の管理上影響を及ぼす部

分」の修繕等にも修繕積立金を使うことができるという

規約が有効であるとしても、浴室、トイレ等はこれに当

たらないとして、規約違反の主張もしている。

　法的には様々な視点から主張されているが、原告側が

一番主張したかったことは「修繕積立金」という共用部

分の修繕のために徴収されているものが、どの範囲まで

使うことができるのか（専有部分にまで関与することが

できるのか）という点にあるといえる。

●原告の主な主張
・ 専有部分は区分所有者の所有に属するもので、使用や

管理は区分所有者が行うべきものである。

・ 管理組合は共用部分の管理を行うための団体であり、

修繕積立金も共用部分の修繕のために徴収されている。

・ 管理組合が管理する修繕積立金は区分所有者全員のも

の（総有）であり、全員の同意なく、個別の区分所有

者に配分されるような専有部分の工事に使うことがで

きない。

　　　　　　　　　　【佐々木弁護士】

　専有部分に修繕積立金を使うことは修繕積立金の目的

の範囲外であり、専有部分を管理組合の決議において工

事をするなどということは、違法ではないか。そうした

ことを原告は区分所有法の各条項やその原則などから主

張しているといえる。

　原告側の主張は、民法の共有法の特別法である区分所

有法の原理原則を強く押し出した主張であるといえる。

●被告の主な主張
・ 専有部分に属する給排水管、浴室、トイレ等の設備は

一体的かつ効率的な管理のために必要なものであり、

区分所有者の共同の利益に資するものである。

・  配管類の交換で、浴室の床をはつり、既存の浴室を再

設置するには、①多額な費用のかかる防水工事が必要

となる、②配管類のみ交換すると旧設備から漏水する

危険がある、③撤去したバランス釜・浴槽を再接続す

る部品の調達ができないおそれがある。このため共用

部分の工事とともにユニットバス化に更新する必要が

あった。

・ トイレ設備は共用部分の給排水管と物理的に接続され

ポイント

ポイント

〈次ページへつづく〉
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ていて、共用部分と物理的一体性を有する部分であり、

配管類のみ更新しても旧設備から漏水する可能性があ

る。

・ 既存設備を続けて使うことを希望した区分所有者に対

しては、標準品の価格相当額をオプション工事代金か

ら値引きすることによって実質的な補償をしている。

　　　　　　　　　　【佐々木弁護士】

　被告側の主張の前提は、集会の決議や管理規約の管理

の対象は共用部分のみに限られず、必要に応じて専有部

分であっても対象とすることができるというものであ

る。区分所有者の所有に属する専有部分についても、集

会の決議や管理規約によって、必要に応じて管理をする

ことができると主張している。

　また、原告側は、先行工事をしている区分所有者への

不都合という点を主張しているのに対し、被告側は、決

議が全体に効力を及ぼすものであり、先行工事を行って

いる者に対しても適切な対応を行っている点を主張して

いる。

　以上の通り、被告側の主張は、管理実務上の必要性と

いうことを強調しているように思われる。

●総括と管理組合への影響

　　　　　　　　　　【佐々木弁護士】

　裁判所の判断は、修繕積立金に関し、使途を共用部分

に限定する法令の定めがなく、本件マンションにおいて

共用部分のみならず、共用部分の管理上影響を及ぼす部

分についても使用できるとすることができると述べてい

る。

　その上で、本件マンションのこれまでの経緯や構造等

を踏まえ、ユニットバス化や洗濯パンの新設等をするこ

とが、共用部分の管理上影響を及ぼす部分の修繕に当た

るとして、被告側の主張を認めた。

　原告側が、自分で費用をかけて浴室やトイレ等の工事

をした者との不公平さを指摘しているが、これに対して

は、先行工事をした区分所有者について一定の減額措置

を講じていることなどを考慮して、不公平ではないとし

ている。

　裁判所の判断は、管理組合の管理実務上の必要性を重

視したものと考えられる。

◇　◇

　本判決は、あくまで共用部分の修繕に関して必要な工

事であるということを前提にして、ユニットバス化等が

できるとしているもので、決して管理組合で規約を変更

し、決議をすれば専有部分のどこまでも工事してよいと

判示しているものではない。

　このため、管理組合が給水管等の修繕をするに際して

は、給水管等を適切に修繕し、漏水等を防止するため、

どこまでの工事を行う必要があるのか、有益なのか、他

方で区分所有者がどの程度の先行工事をしているのかを

確認した上で、先行工事をしている場合には、その区分

所有者との公平のためにどの程度の措置を講じるべきか

を慎重に検討するべきである。

　そして、検討した結果を踏まえ、適切に規約を変更し

て（本件のように「共用部分の管理上影響を及ぼす部分」

に修繕積立金を使えるようにするなど）工事を進めなけ

ればならない。

　また、今回の判決は、反対者が2人に留まっているこ

とを重視しているので、これらの決議を取る際には、区

分所有者に丁寧に説明をし、賛同を得ることがとても重

要である。

日本マンション学会
2018北海道大会のお知らせ

○市民シンポジウム

　「欠陥マンションの事例と対策」

日時：5月18日㈮　18：30 ～ 20：30

会場：北海道大学学術交流会館

○メインシンポジウム

　「郊外型高経年団地の再生とストック活用」

日時：5月19日㈯　14：00 ～ 17：00

会場：北海道大学工学部オープンホール

○学術大会スケジュール

日時：5月19日㈯　9：30 ～ 12：00

第1分科会　マンションストック活用研究委員会

第2分科会　借地権マンション研究委員会

第3分科会　判例研究委員会

第4分科会　熊本地震復興特別研究委員会

日時：5月20日㈰　9：30 ～ 12：00

第5分科会　解消制度特別研究委員会

第6分科会　マンション住環境まちづくり研究委員会

第7分科会　外国のマンション法部会

第8分科会　一般報告／実務・管理報告

会場：北海道大学工学部

日時：5月20日㈰　13：30 ～ 17：00

見学会：札幌近郊の外断熱改修建物等

ポイント

ポイント

〈前ページのつづき〉
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　管理組合ネットワークでは定期的に相談会を設け、管理組合からの相談・悩みを受け付けている。その中か
ら、印象に残る相談事例を5つ選び、その回答例を掲載する。各地域ネットワークの相談会は16ページ（裏表紙）
の神管ネット組織図参照。要予約。

● マンション管理トラブル Q&A ●

各ネットワークに寄せられた相談事例を掲載

計画を立てはじめました。
　ところが、構造計算書をはじめ各種の図面がないこと
がわかりました。管理会社に問い合わせながら探してい
くうちに、倉庫の中から保証書や竣工図書のいくつかが
バラバラ出てきました。
　さらに管理事務所から「引き渡し書類一覧表」が出て
きて確かめていくと、チェックしてあるものとないもの
と…それはずさんな対応が見えてきました。
　管理会社に即、取り寄せるようにいうと、親会社の顔
色をうかがっているのか、書類の提出に１カ月以上かか
ります。
　こうした管理会社の対応に不満を持っています。管理
会社を変更したほうがいいのでしょうか？
A　まず、管理組合が当然持っておく資料はしっかり取
り寄せるべきです。
　マンション管理適正化法施行規則で定められた建物・
附属施設に関する図書は下記の通り。

 1．付近見取図
 2．配置図
 3．仕様書（仕上げ表を含む）
 4．各階平面図
 5．2面以上の立面図
 6． 断面図又は矩計図（かなばかりず＝建物の一部

を切断して、各部の寸法、仕上がり、部材の寸
法等を細かく記入した図面＊）

＊建築用語大辞典より
 7． 基礎伏図（ふせず＝一般の平面図では書き表せ

ない構造的な組みかたを表した平面図＊）
＊建築用語大辞典より

 8．各階床伏図
 9．小屋伏図
10．構造詳細図
11．構造計算書

　管理会社に対する不信については、管理組合が管理の
主導権を持って対応するのが一番です。
　管理会社があれをやってくれない、これをやってくれ
ない、という対応で、管理会社を変更しても、結局新し
い管理会社にいいように流されてしまうだけです。
　常に管理組合が主導権を持って管理会社を付き合うこ
とが望まれます。
　今回の「引き渡し書類」の件を良い肥やしにして、管
理会社を「使っている」というスタンスの管理運営を目
指してほしいものです。

【事例1】前所有者の漏水トラブル

共用部分等への損害賠償
現所有者に支払い義務は？

Q　中古マンションを買いましたが、前所有者は下階の
人と水漏れの問題があったのに、これを解決しないまま、
私に何も言わないで売りました。
　下階の人から、私に賠償するよう請求されているので
すが、支払いの責任があるでしょうか。
　ちなみに水漏れの原因は、排水管のうち、専有部分に
属する横枝管に穴が開いたのが原因のようです。瑕疵担
保機関やアフターサービスの期間は過ぎています。
A　この水漏れ個所は、専有部分に属するので、その住
戸の占有者（賃借人など）または区分所有者に責任が生
じ、この場合は前所有者に責任があることになります。
したがって、あなたの前所有者は、下階の人に対して、
過失の有無を問わず損害賠償責任を負っていることにな
ります。
　債権・債務は原則として新しい所有者には承継されま
せん。その賠償義務はあくまで前所有者と下階の住民の
両当事者間の問題にとどまるので、この義務を特定承継
人が負うことはありません。
　したがって、あなたが下階の住民に対して損害賠償の
責任を負うことは原則としてありません。
　ただし、その水漏れが廊下や階段などの共用部分や共
用施設に損害を与えた場合には、管理組合や管理者、あ
るいは他の区分所有者が、前所有者に補修や損害賠償を
請求することになります。
　この場合、債権者は債務者である区分所有者の区分所
有権に先取特権を有するとされ、補修費や損害賠償を未
払いのまま転売されれば、特定承継人である現所有者に
も支払い義務が及ぶとされています（区分所有法8条）。
　共用部分に損害を与えた場合には、その賠償義務をあ
なたが引き継ぐことになるので、仲介業者の仲介によっ
て購入した場合には、仲介業者はその賠償義務の存在を
重要事項として説明する義務があります。こうした説明
がない場合には、仲介業者の注意義務違反を問うことが
できる場合があります。
　　　〈引用：NPOマンション管理支援の関住協

『関住協だより』〉

【事例2】管理会社ともめています

常に管理組合が主導権を持ち
「管理会社を使っている」というスタンスで

Q　管理会社に不信を持っています。管理会社は一般的
に知られている大手です。築8年目で大規模修繕工事の
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【事例3】クレーム住民への対応は？

理事会でスクラムを組み
チーム意識を持って対応しよう

Q　私は今回輪番制で管理組合の理事になりました。
　そこではじめて、うちのマンションには交渉事を好み、
やりこめることを楽しむ60代後半のクレーマー（男性）
が住んでいることを知りました。
　「やりこめる」とは主に管理会社相手です。些細なこ
とを取り上げて「親会社に、国土交通省に、マスコミに
言う」と脅し、理事会は何も対策をしていないとクレー
ムをつけています。
　些細なこととは、「清掃員があいさつをしなかった」
「通路のコーンを片付けていなかった」など。このクレー
マー、私からみると単なる暇つぶしにしかみえませんが、
理事会で対処をどうすればいいのかわかりません。
A　まずは現理事会でスクラムを組み、理事長一人がや
り玉に上がらぬよう意思確認をしたうえで、理事会とし
て注意勧告をしてはいかがでしょうか。
　同じ住民同士でもめ事はやっかいで、やりこめられて
いるのが管理会社なら、なるべく触らずにしているほう
が無難と、避けたいところです。
　うちのマンションでは、大規模修繕工事のあとに工事
かしを訴える住民がいました。40代の独身女性です。
　管理組合が納得しているのに、１個人が共用部分に傷
がついている、汚れがひどい、職人の対応が悪かった…
と、理事会に訴え、行政に訴え、NPO団体に訴えと執拗
な攻撃をしていました。
　工事会社の担当者も悲鳴を上げて理事会に報告してき
ます。理事長の家にはその女性が１日何時間も苦情の電
話をかけてきます。
　何か金銭を巻き上げようとか、何かしてくれという要
望はありません。ただただクレームをあちらこちらに執
拗に投げ込むだけなのです。
　今では理事会のほか工事会社も管理会社も仲間に入れ
チーム意識を持って対応するようにしています。
　その上で、情報共有をし、クレーム等を証拠として蓄
積していき、最終的に区分所有法の「共同の利益に反す
る行為」をちらつかせていこうと思っています。
　管理組合としては、行うときに行うことをしなければ、
周辺に変な評判が立ち、資産価値に影響するとも限りま
せんから…。

【事例4】自宅で子ども向け英語塾を開きたい

個別事例の承認でなく
ルールを決めることが大切

Q　自宅で子ども向けに英語のホームティーチャーをし
たいと申し出たところ、管理組合の承認を得られません
でした。
　ホームオフィスとするわけでもなく、英語塾として看
板を出してまでやるつもりもありません。他のマンショ
ンでもホームティーチャーはできないのでしょうか？
A　個別事例の承認でなく、ルールを決めることが大切
です。
　国土交通省のマンション標準管理規約では専有部分の

用途を「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に
供してはならない」（第12条）と定めています。
　住居専用のマンションでは、全戸が住宅用として使用
することが想定されていて、使用方法を変えると区分所
有者の相互間に少なからず影響を及ぼすことが考えられ
るからです。
　そこで子ども向け英語塾が「専ら住宅として使用」に
当たるか否かですが、マンション管理センター発行の『マ
ンション標準管理規約の解説』に以下の使用方法の解説
がありました。
① 主婦が行う一般的な内職やインターネットを利用した

個人のサイドビジネスなどは、他の住戸に特に影響を
与えるものでなければ、認められる。

② 華道、茶道、書道等の伝授は、少人数のものを対象と
する場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏
さに問題があるとして、認められないケースもある。

③ 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や
人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断す
るほかないが、住宅地にあるマンションでは認められ
ない場合が出てくる。

　こうすると、相談事例は②か③に当てはまりそうです。
ただ、マンション標準管理規約はあくまで「標準」であり、
モデル規約です。用途制限などの判定基準を設け、個々
のマンションごとに判断できるルールを決めておくとよ
いでしょう。
　個別事例の承認は後のトラブルのもとになります。あく
まで管理組合で定めた管理規約・使用細則を尊守しましょう。

【事例5】ペット禁止、娘にねだられて

争いは不毛。対立せず、議論の限りを

Q　わが家は管理規約でペット飼育が禁止されています
（小鳥及び魚類を除く）。ところが座敷犬など小型のペッ
トを抱えている人も見かけることから、最近小学生の娘
にペットをねだられています。
　マンションのルールだから守らなければダメと諭して
いますが、マンション内のお友達の家でも飼っていたり
すると、答えに窮してしまいます。
　みなさんはどうお考えなのでしょうか。
A　マンションでのペット飼育の問題は後を引きませ
ん。マンションのルールを守ることは何か。そんな原点
を諭したところで、争いごとに発展するだけです。
　ペット訴訟は、密かに飼う人がいるために、管理組合
内部に深刻な対立を生み出し、訴訟に発展する流れとな
ります。ところが裁判になっても、裁判所に和解を勧め
られて終わることが多い。不毛な争いをするくらいなら、
管理組合がリードして、よくよく話し合って、多くの人
の納得が得られるようにすべきです。
　ペットが生活の支えという人もいるし、身体的に動物
アレルギーの人もいます。その中で、落としどころはど
こにあるのかを見つけるためには、言いたいことを言い
合うことが必要です。対立をせず、また会合が紛糾しな
いように議論の限りを尽くしてほしいと思います。
　自分たちのマンションにはどんなルールが必要なのか
を意見を出し合い、自分たちで考えて決め、決まったこ
とは守っていくことが肝心です。
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浜管ネット浜管ネット

川管ネット川管ネット

　2月7日18時30分～、浜管ネット総務委員会は石川町のか
ながわ労働プラザで「マンション改修業界をゆがめる不適切コ
ンサル」をテーマにマンション管理セミナーを行った。講師は
一般社団法人マンションリフォーム技術協会（marta）の柴田
幸夫氏が務めた。
　現在、大規模修繕工事でバックマージンを取ることに腐心す
る「不適切コンサルタント」の問題がマスコミ等に取り上げら
れている。
　柴田氏は「不適切コンサルの最大の問題は管理組合に割高な
工事費という実害を与えていること」とし、区分所有者が真の
被害者であると断言する。
　割高な工事費、過剰な工事内容、不明朗な工事発注、甘い工
事監理など、改修業界全体の信用が失われることに憂慮してい
るという。

　2月18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「マンション管理の基礎知識～マンシ
ョン管理の基礎から最近の情報までもう一度学んでみませんか

　3月13日18時30分～、技術者部会・専門業部会設備分科
会はかながわ県民センターで設備改修シリーズ第31回「設備
配管改修工事の事例と材料」と題して技術者部会・専門業部会
合同セミナーを行った。
　第1部は技術者部会の町田信男氏がマンション設備の基本的
な仕組みや改修方法・時期、設備改修工事の動向などについて
説明した。
　浜管ネットとマンションリフォーム技術協会が2008年か
ら2012年、会員施工会社を対象に、設備改修の実態調査を実
施した。共用部分と専有住戸内の設備配管を一体化した工事は
35%で、それが2014年から2016年の調査となると、共用・
専有部を合わせた工事は44%となった。設備改修では管理組
合が主導して共用・専有部一体工事が増えているのがわかる。
第2部は専門業部会から京浜管鉄工業㈱の小岩井康博氏が共
用・専有部一体工事の事例紹介を行った。
　事例１は500戸のマンションで、共用給水・排水管更新、
専有部分の給水給湯管更新（露出工法）工事を実施。費用はオ
プション希望以外、管理組合が負担した。
　事例2は548戸で、屋外給水・屋外ガス管更新、専有部分の
給水・給湯・ガス管更新。事例1，2とも配管ルート、工事の
やり方等を、写真等を使いながら説明。室内への入室工事の期
間や、断水・排水規制などの説明を行った。

　2月21日18時30分～、技術者部会・専門業部会建築分科
会Ｄグループは石川町のかながわ労働プラザで「マンションの
長寿命化を目指した大規模改修のポイント－最新の材料及び工
法－」と題してセミナーを行った。
　多くのマンションは資金や合意形成、容積率等、建替えが非
常に難しいため、できる限り長く使う考え方をする必要がある。
　セミナーでは、長寿命化の考え方を技術者部会で㈱みらいの
阿部一壽氏、ストレスフリーを目指す仮設足場の選び方を日本
ビソー㈱の飯島幸也氏、適切な下地補修工法を化研マテリアル
の㈱長谷部篤史氏、多機能型塗料やシート建材をエスケー化研
㈱の江向隆氏、環境対応型の防水材を㈱ダイフレックスの菊池

マンション管理セミナー
「マンション改修業界をゆがめる不適切コンサル」

マンション管理基礎セミナー
マンション管理の基礎知識

設備改修シリーズ第31回
「設備配管改修工事の事例と材料」

技術者・専門業部会合同セミナー
「マンションの長寿命化を目指した
大規模改修のポイント」

2 7／

2 18／

3 13／

2 21／

柴田幸夫氏

　とはいえ、工事には素人であ
る管理組合では不適切コンサル
か否かを見定めることは難し
い。第2部では意見交換会とし
て、参加者からコンサルタント
の選び方、設計監理の考え方、
管理組合の対応などが話し合わ
れた。

ワンタッチ継手のデモンストレ
ーションを行うオンダ製作所の
伊藤氏

技術者部会の町田氏

京浜管鉄工業の小岩井氏

当日の会場風景

施文氏が、それぞれ説明した。
　ヨーロッパでは100年以上
使用されている世界遺産の集合
住宅例もある。工法や材料の技
術向上とともに、どのように長
寿命化マンションとするのか、
情報収集することも重要なこと
といえる。

　第3部は専門業部会から㈱オ
ンダ製作所の伊藤慎英氏が給水
給湯更新部材のトレンドを紹
介。ワンタッチ継手の新製品で
は、従来製品の内径シール構造
を外径シール構造にすることに
よって、水圧を確保することが
できるとしている。
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よこ管ネットよこ管ネット

　3月10日13時30分～、横須賀・汐入の産業交流プラザ第
2研修室でよこ管ネットセミナーを行った。テーマは「あなた
のマンションは大丈夫ですか？」、講師はマンションコミュニ
ティ研究会の廣田信子氏が務めた。
　廣田氏は、管理組合にとって大事な合意形成は「人と人との
つながり、信頼関係、仲間意識を育てることからはじまる」と
し、「総会、理事会等、管理組合運営の仕組みだけではうまく
いかない」という。
　合意形成の力がないと、重要案件の決議ができない、住むの
に快適な環境ができない、関係者に付け込まれやすくなる等の
問題が生じやすくなる。管理組合運営にとっては日ごろの居住
者間のコミュニケーション環境が重要となるのである。
　こうした廣田氏の講演を受け、セミナー第2部では、参加者
によるワークショップ（自由な話し合いの場）を開催。約10
人ごと、3グループに分け、それぞれのマンションの悩み、苦
労話、普段から気になっていることなど、よこ管ネット理事を
進行役として、活発な意見交流を行った。
　初めて参加したという参加者からは「他のマンションではど
うしているのか知りたくて来た。いろいろな管理組合の人の話
が聞けて有意義だった」と述べていた。

　2月24日、川崎市産業振興会館で「マンションにおける新
4K・8K対応」をテーマに平成29年度 第3回マンション管理
セミナーを行った。
　講師とテーマは、「マンションで新4K・8K衛星放送を受信
するには」／一般財団法人放送サービス高度文化推進協会

（A-PAB）4K8K推進センター宇佐美雄司センター長、「4K8K
放送の対応について」／ YOUテレビ㈱集合導入グループ古泉
悟氏、「4K8Kに対する管理組合としての対応」／㈱渋谷電気
澁谷正人社長。
　マンションの共同受信システムついて、4K・8K衛星放送へ
の対応について紹介する。詳しくは2、3p参照。

　3月10日18時30分～、高津市民館第6会議室で「テーマ
のないミニセミナー」として29年度第5回ミニセミナーを行
った。
　セミナーの冒頭は高橋秀行理事により、マンション管理セン
ターに寄せられた平成28年度の相談内容について、集計結果
を紹介。全国的にどのような相談事例があるのか、相談の傾向
はどのようになっているかを説明した。
　次いで、参加者を「ハード部門」「ソフト部門」「その他」の
3グループに分け、グループディスカッションを行った。
　約1時間の意見交換の後、各グループの代表者がディスカッ

管理組合こそコミュニティが必要
第２部では参加者によるワークショップを開催

マンション管理セミナー
マンションにおける新4K・8K対応

ミニセミナー
ハード、ソフトに分けワークショップ開催

3 10／

2 24／

3 10／
廣田信子氏 ワークショップの様子

原昇氏。会場は約150人の
参加者で埋まった

グループディスカッションの
様子

中から、原氏がいくつかをピッ
クアップし、事例紹介を行った。
取り上げた相談事例は、外部専
門家を役員に選任する方法、理
事間での理事長等への委任、代
理出席の禁止、災害時の場合の
意思決定など。約150人の会
場参加者は熱心に聴講してい
た。

ションの内容を発表。ハード部
門は小修繕における修繕積立金
の非効率な使い方、ソフト部門
は住民間の世代間ギャップ、「そ
の他」のグループでは外国人の
入居、民泊、認知症対策などが
テーマに上がり、活発な意見交
換が行われた。

～」と題して、平成29年度第2回マンション管理基礎セミナ
ーを行った。講師はマンション管理センターの原昇・管理情報
部次長が務めた。
　平成28年度のマンション管理センターへの相談件数は
8,158件。内容としては区分所有法や管理規約の解釈が
1,129件、役員の資格、選任・解任、任期が411件、管理規
約の作成・改正が253件など、法律や規約関係の相談が多か
った。セミナーではこのマンション管理センターの相談業務の

　3月17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「管理会社と上手に付き合うポイント」
で、講師はマンション管理士の杉本久美子氏が務めた。
　杉本氏はマンション管理適正化指針をもと、マンション管理
の主体は管理組合にあることを前提に、管理会社に管理委託を
する際の注意点をまとめ、説明した。
　管理会社への委託については、特に管理費等の収納方式、ま
たは経理・会計業務について詳細な説明。・出金伝票の押印は

逗子でセミナー＆相談会	
管理会社と上手に付き合うポイント

3 17／

杉本久美子氏

必ず理事会で行い、承認後出金
処理しているか、・重要事項説
明書の金銭フロー図が実際の金
銭管理と同じであるか、・小口
現金の取り扱いについては領収
書を発行・口座振込の時期等の
ルールを決めているか、等の重
要ポイントを指摘した。
　さらに管理会社とのやり取り
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はすべて書面で行うべきと主張。管理会社と付き合っていく上
で、理事会議事録はたいへん重要となると話した。

演した。
　第1部では丸山氏がマンションの建物構造、地震と建築基準
法の変遷、耐震補強の方法等を説明。日本や世界で起こった過
去の大規模な地震被害の写真も紹介し、建物破壊の状況、なぜ
そのような被害になったかなどを説明した。
　一方、阪神・淡路大震災では家具の倒壊で被災にあった人が
多かったという。丸山氏は「建物を補強することは大切だが、
家の中のもの（冷蔵庫、テレビ、食器棚など）の倒壊を予防す
る対策も個人で行うことが大事だ」と話した。
　第2部は高森氏が大規模修繕工事の進め方として、1．責任
施工方式、2．設計・監理方式、3．プロポーザル方式の3方
式の説明を行った。
　工事を成功するためのポイントは、①修繕する部位やタイミ
ングを図るためにも必ず劣化診断を行う②説明会や書面などを
通して各戸の理解・協力を得てスムーズな工事進行につなげる
③施工会社は公平な判断のもので選定する④劣化の度合いや予
算に応じて修繕個所を選択し、効率よく工事を行うことも考慮
にいれる、など。
　高森氏は「何が正しいかという議論よりも、何を選ぶかを検
討することが大事」と話している。

湘管ネット湘管ネット

　毎月第4土曜日15時10分～、藤沢市民活動センター実施し
ている研修会。
1月27日： 「住宅宿泊事業法施行に伴う管理組合における当面

の対応について」
講師：湘管ネット理事・マンション管理士／須賀一朗氏
　住宅宿泊事業法が6月15日に施行され、住宅宿泊事業者の
届け出が3月15日に開始されることから、民泊の可否につい
て管理組合で決定することは喫緊の課題となっている。
　神奈川県下の各自治体は特定認定区域に指定されているが、
現在ところ各自治体においては条例制定までには至っていな
い。しかし、2020年のオリンピックが差し迫った段階でどう
方向転換するかもわからない状態でもある。
　これらを踏まえて、民泊は一切禁止する意思決定を明らかに
しておくことがマンションにとって有益であろう、と須賀氏は
話していた。
2月24日：「大規模修繕工事の工事費削減策について」
講師：シンヨー㈱／中畑慶一氏、上野翔平氏
　足場からの墜落防止対策での法改正や、作業員の社会保険加
入の義務化等があり、以前よりも大規模修繕工事にかかる費用
が高くなっている現実がある。
　そこで、工事費の削減は①工事を実施しない部位の特定（十
分な建物の劣化診断を行う）、②仕様変更、新しい材料の使用
③次回以降の費用を考慮したライフサイクルコストの検討等が
あげられる。
　足場がなくても実施できる部位は、劣化診断の結果で先延ば
しもできるが、工事を複数に分けたことで無駄な費用が発生す
ることもあるので、いつの段階で工事を実施していくのかなど、
長期修繕計画の見直しなどと合わせて実施することが望ましい
としている。

研修交流会
１月度：	住宅宿泊事業法施行に伴う管

理組合における当面の対応
２月度：大規模修繕工事の工事費削減策

1 27、／ 2 24／

講師はシンヨー㈱の中畑慶一氏
（中央）、上野翔平氏（左）。右は
会社概要を説明する田中正之氏湘管ネット・須賀一朗理事

大和の高森氏神奈川建物リサーチセンター
の丸山氏

　3月17日13時15分～、藤沢商工会館ミナパーク505会議
室で平成29年度第3回マンション管理セミナーを行った。第
1部は㈱神奈川建物リサーチセンターの丸山昭常務執行役員が

「地震と耐震対策」、第2部は㈱大和の高森慎司取締役が「大規
模修繕工事の進め方～ 3WAY FOR SUCCESS」と題して講

平成29年度第３回マンション管理セミナー
地震と耐震対策、大規模修繕工事の進め方

3 17／

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

　2月25日13時30分～、本厚木のプロミティあつぎ2階会
議室で、断熱省エネ改修セミナーを行った。
　近年、「古いけれど価値がある」といった意味でヴィンテー
ジマンションという言葉が使われている。今回のセミナーでは
ヴィンテージマンションに向け、資産価値の維持・向上を目指
すための玄関ドアとサッシ改修の提案を行った。講師はYKK 
AP㈱の林秀幸氏が務めた。
　玄関ドアの取り換え工事は20 ～ 45年、2、3回目の大規
模修繕工事の時期に行われることが多い。ドアには気密性や断
熱性、遮音性のほか、近年では耐震性、防犯性、バリアフリー
性、美装性なども求められるようになっている。
　サッシは戸車やクレセントなどの付属物が20 ～ 30年、2
回目の大規模修繕工事の時、サッシ本体は30 ～ 45年、3回
目の大規模修繕工事の際に取り換えるケースが多い。
　サッシの取り換えでは断熱性、遮音性のグレードアップを図
ることや、バリアフリー性、防犯性を高めることがポイントに
なる。
　講演は工法や商品の紹介、作業の手順、補助金の説明など。

断熱省エネ改修セミナー
ヴィンテージマンションに向け
玄関ドアとサッシ改修の提案

2 25／

質疑に答えるYKK AP㈱・
林秀幸氏

林氏は、玄関ドア、サッシの改
修について「直す」のではなく、

「良くする」工事という考え方
であると話した。
　また玄関ドアやサッシのサン
プルも展示し、実際の品質や操
作性などを実感することができ
た。
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●判決の要旨
　理事を組合員のうちから総会で選任し、理事の互選により理
事長を選任する定めのある管理規約を有する管理組合で、その
互選で選任された理事長職を、理事の過半数の一致により、解
任することができるとした事例。原審では、役員の解任は総会
の決議事項であるため、管理規約に違反している等、解任決議
の無効を認めていた。しかし、最高裁が一転、「理事長職を解き、
理事としたものであるから、この決議の内容が管理規約に違反
するとはいえない」として、管理組合側の主張を認める判断を
行った。

●事案の概要
　舞台は、福岡県久留米市のマンション（築4年・158戸＋店
舗１）。2013年１月、管理組合設立総会を開催し、役員を選出。
3月の理事会で互選により、Y氏を理事長に選出した。
　ところが同年10月、Y氏は理事会決議を経ないまま、他の
理事から反対されていた管理会社変更について、独断で臨時総
会の招集を通知した。
　こうしたY氏の行動に対し、10月20日の定時理事会（Y氏
欠席）で、出席した全理事の一致により、A氏を新理事長とし、
Y氏の役職を理事長から理事に変更する旨の決議を行った。
　また、Y氏は翌年の総会で理事も解任された。このため、Y
氏は管理組合に対し、総会決議の無効等を求めて提訴した。

●最高裁の判断
　役員の選任および解任については、総会決議を経なければな
らない。一方、理事の互選により選任された理事長については、
理事の過半数の一致で理事長の職を解任できると解釈するのが
相当である。
　よって、出席した理事の全員一致により、Y氏の理事長職を
解き、理事としたものであるから、このような決議の内容が本
件管理規約に違反するとはいえない。

●一審・二審は管理組合が敗訴
　平成28年3月の福岡地裁小倉支部の判決ではY氏の主張を
認め、Y氏の理事長職を解任した理事会決議を無効と判断。そ
の後に新理事長となったA氏が招集した総会も「権限がない者」
が招集したものであり、総会開催の手続きに瑕疵があったもの
だとして「無効」と判断。Y氏の理事長職解任を確認した総会
決議は無効とされていた。
　また、同年10月の福岡高裁判決も地裁判決を追認していた。

本件マンションの管理規約の条文
第40条　管理組合に次の役員を置く。

（1）理事長　　　　　（2）副理事長
（3）会計担当理事　　（4）書記担当理事
（5）理事　　　　　　（6）監事
2　 理事および監事は組合員のうちから、総会で選任する。

ただし、区分所有者が法人の場合は、所有する法人の
役員または従業員を代表者として届け出ることができ
るものとし、この場合は届け出された代表者を理事お
よび監事として選任できるものとする

3　 理事長、副理事長、会計担当理事および書記担当理事
は、理事の互選により選任する

判例の
広場
判例の
広場

平成29年12月18日
最高裁第一小法廷

総会決議無効確認等請求本訴、組合理事地位確認請求反訴事件

理 事 会 決 議 で 理 事 長 職 解 任
理事の過半数の一致で可能に
理 事 会 決 議 で 理 事 長 職 解 任
理事の過半数の一致で可能に

第41条　 役員の任期は、原則として2年とする。ただし、
再任を妨げない

2　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする
3　 任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任

の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う
4　 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその

地位を失う

第53条　 次の各号に掲げる事項については、総会の決議
を経なければならない

（１）～（12）　略
（13） 役員の選任および解任ならびに役員活動費の額およ

び支払い方法

●コメント
河住志保弁護士／横浜開港法律事務所

　本件最高裁判決は、理事会での理事長解任決議を有効と判断
した。
　ただしこれは、役員の解任を理事会決議でできるとしたもの
ではなく、理事長から理事への役職変更について理事会決議に
よることができるとしたものである。
　本件マンションの管理規約は、マンション標準管理規約と同
様、役員の選任および解任について総会の決議を要求しつつ、
総会で選任された理事の互選によって理事長を選任するとして
いる。
　しかし、理事長職からの解任（役職変更）については必ずし
も明確な規定がないので、役員解任と同様に総会決議が必要と
いう解釈も成り立ちうるところであった。
　本件最高裁判決は、この規約の解釈として、「理事の互選に
より選任された理事長について理事の過半数の一致により理事
長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任さ
れた理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所
有者の合理的意思に合致する」として理事会決議で足りるとし
た。
　多くのマンションで標準管理規約と同様の規定を置いている
ので、本判決は管理組合運営に大きな影響を及ぼす重要な判断
だと思われる。

●編集部より
　事案の背景には、理事会の他のメンバーと協調せず、独断的
に管理会社を変更しようとする理事長の横暴をどうやって止め
ることができるのか、ということがあった。
　理事長または一部理事（副理事長、会計担当等）に不適切な
行為があった場合を考え、「理事の互選による選任」と「役職
の解任」のあり方について管理規約または理事会運営使用細則
等でルールを決めておく必要がありそうだ。
　理事会内でこうした問題を解決できれば、総会マターなのか
理事会の話し合いで済むのかといった、今回のような訴訟トラ
ブルは避けられただろう。
　ただし、マンションにおけるトラブルはさまざまで、本判決
を都合よく「あの人を引きずり下ろそう」というような利用に
つながらないよう願いたい。
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保険

株式会社
グッド保険サービス

東京都渋谷区代々木1-57-2
ドルミ代々木408号

0120-77-8160
03-5302-6054 

ito@goodhoken.co.jp

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

企 業 名 所 在 地 P R
金融・保険

湘央よこ川浜

保険

株式会社
住宅あんしん保証

東京都中央区京橋1-6-1
三井住友海上テプコビル6階
☎03-6824-9440

03-3562-8031
t-shibuya@j-anshin.co.jp
http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo

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3,400棟で約
9割は管理組合様のリクエ
ストです。

よこ川浜

保険

マンション保険
バスターズ

東京都中央区東日本橋3-9-12
Ｊビル2階

0120-540-931
03-6800-1779

smile@ecrew.jp

マン管専門の保険代理店で
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。

川浜 大規模修繕

株式会社大和

（本社）横浜市南区高砂町2-19-5
☎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。

央 湘よこ川浜神

広告ページ

大規模修繕

株式会社サカクラ

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。

よこ浜神

大規模修繕

株式会社富士防

（本社）横須賀市森崎1-19-18
☎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

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

よこ

大規模修繕

株式会社　
アール・エヌ・ゴトー

川崎市中原区新城中町16-10
☎044-777-5158

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

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

大規模修繕

シンヨー
株式会社

川崎市川崎区大川町8-6
☎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

建装工業株式会社

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

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。

大規模修繕

株式会社カシワバラ・
コーポレーション

東京本社
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

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

央よこ川浜

大規模修繕

株式会社　伊勝

横浜市鶴見区生麦1-5-3
☎045-502-1604

045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

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

大規模修繕

株式会社
アルテック

横浜市中区新山下2-12-43
☎045-621-8917
http://www.alteche.co.jp
ALL@alteche.co.jp

マンション大規模修繕工事の、建
築技術のプロ集団でございます。
１．安全第一　２．品質管理
３．アフター点検
優れた品質で、お客様に最高の満
足を提供して参ります。

浜

浜

大規模修繕

株式会社
一ノ瀬建創

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

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

大規模修繕

株式会社
エヌ・ケー

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

「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。

浜

浜

マンション管理

日本ハウズイング
株式会社

横浜支店
横浜市西区北幸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。

マンション管理

大和ライフネクスト
株式会社

横浜支社
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

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。

よこ川浜

よこ浜

マンション管理

野村不動産パートナーズ
株式会社

横浜支店
横浜市中区住吉町2-24  KYビル
☎045-227-7710
武蔵小杉支店
川崎市中原区小杉町1-403
武蔵小杉タワープレイス3階
☎044-322-0912
http://www.nomura-pt.co.jp

野村不動産ホールディングス
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、
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
とをお約束します。

浜

川 よこ浜

マンション管理

株式会社
ライフポート西洋

横浜支店
横浜市西区南幸2-21-5
☎045-313-5435
yokohama@lifeport-s.com
http://www.lifeport-s.com

「もっと“ハートふる”な明日へ。」
を合言葉に皆様の大切なマン
ションを輝かせ続けます。「民泊
対応管理規約改訂」や「マンショ
ン規模に応じた防災（減災）」提
案を積極的に行っています。

浜

マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

マンション第二事業部
（神奈川エリア担当）
☎045-910-1471

045-910-1472
http://www.tokyu-com.co.jp

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

よこ川浜神

マンション管理

株式会社
日鉄コミュニティ

〒101-0032
東京都千代田区岩本町
3-2-4  岩本町ビル
☎03-6858-8555（大代表）
http://www.ns-community.jp

新日鉄興和不動産㈱グループ
の管理会社。安定した基盤を
もとにキメ細かい管理組合様
対応を行います。建替えや再
開発等マンション再生も親会
社とともにお手伝いします。

川

マンション管理

株式会社
大京アステージ

【窓口】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

神 奈 川 県 内 で 約1,280管 理 組 合（ 約
67,800戸）の管理実績があり、この
スケールメリットを活かしながら、「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。

湘

マンション管理

明和管理株式会社

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。

企 業 名 所 在 地 P R
 マンション管理

企 業 名 所 在 地 P R
 改修一般

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

神

央湘よこ川浜神

よこ川浜

よこ浜

設計・監理

株式会社神奈川建物
リサーチ・センター

横浜市中区山下町193-1
山下町コミュニティビル3階
☎045-227-8471
http://www.krcnet.jp
info@.krcnet.jp

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。

央湘よこ川浜神

企 業 名 所 在 地 P R
設計コンサルタント

金融

三菱電機クレジット
株式会社

東京都品川区大崎1-6-3
日精ビル12F
☎03-5496-9497

0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

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。

よこ川浜
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機械式駐車場メンテ

KMPメンテナンス
株式会社

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。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
機械設備メンテ

給・排水設備改修

株式会社
神奈川保健事業社

横浜市金沢区鳥浜町4-18
☎045-772-1424

045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

『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。

川浜

給・排水設備改修

川本工業株式会社

リニューアル事業部
横浜市中区寿町2-5-1
☎045-662-2759

045-662-2780
http://www.kawamoto-ind.co.jp

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

企 業 名 所 在 地 P R
 給・排水設備改修

よこ 央川浜

給・排水設備改修

京浜管鉄工業
株式会社

東京都豊島区目白2-1-1目白NTビル6F
☎03-6871-9961

03-6871-9962
http://www.keihin-se.com
keihin-se@keihin-se.com

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

浜

浜給・排水設備改修

フジクス株式会社

川崎市川崎区貝塚1-8-2
☎044-245-0822

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

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

川

大規模修繕

工藤建設株式会社

建設事業部
リノベーション営業課
横浜市青葉区新石川4-33-10
☎045-911-5438

045-911-5951
http://www.kudo.co.jp

当社は大規模修繕・耐震補強・
30年保証防水・エレベーター増
設工事等の企画・提案・施工ま
で、総合建設会社として高品質
な技術とサービスで皆様に必要
とされる企業を目指します。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
 総合建設

企 業 名 所 在 地 P R
建材メーカー・販売

企 業 名 所 在 地 P R
外断熱・サッシ改修

塗料メーカー・販売

防水・床材メーカー

関西ペイント販売
株式会社

田島ルーフィング
株式会社

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

横浜営業所
横浜市中区相生町6-113 
オーク桜木町ビル10F
☎045-212-4431（床材）
☎045-651-5245（屋根・屋上）
https://www.tajima.jp

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

1919年創業。総合防水材
メーカー、床材メーカーの
先駆けとして、お客様の建
物を風雨や熱から守り、安
心して快適に暮らせる生活
空間の創出を目指します。

央

央

湘

浜

よこ川浜神

サッシ改修

株式会社LIXIL
リニューアル

横浜市都筑区中川中央
2-5-18-3F
☎045-522-9517
http://www.lixil-renewal.co.jp

当社は、LIXILグループ内で
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。

湘よこ浜

外断熱メーカー

Sto Japan
株式会社

東京都千代田区平河町2-11-1
平河町ロンステート1階
☎03-5216-1530
info@stojapan.com
http://www.stojapan.com

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。

川

企 業 名 所 在 地 P R
 改修一般

連絡先 連絡先氏名・所属事務所

吉岡誠
有限会社吉岡設計

町田信男
有限会社トム設備設計

伊藤和彦
総合環境技術株式会社

阿部一尋
株式会社みらい

氏名・所属事務所

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所

島村利彦
株式会社英綜合企画設計

小島孝豊
株式会社ＩＫ都市・建築企画研究所

岡田英二
株式会社岡田建築設計事務所

尾崎京一郎
モア・プランニングオフィス

片山啓介
有限会社鹿窪建築設計

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

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

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

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

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
☎045-532-9260
http://moa-planning.jp

横浜市港北区綱島西6-13-40-204
☎045-546-9651
bzg16700@nifty.com

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

横浜市西区南幸2-9-9-306
☎045-311-6723
makoto70@yoshioka-sekkei.co.jp

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

横須賀市湘南鷹取2-13-4
☎046-869-4767
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

東京都文京区本郷1-18-5-802
☎03-3830-0988
abe@mirai-mi.com

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、島村利彦部会長を中心に、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

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

加入するネットワークの略号▶

神 神管ネット 浜 浜管ネット 川 川管ネット 相 相管ネット

よこ よこ管ネット 湘 湘管ネット 央 県央ネット

電気設備改修

三沢電機株式会社

横浜市西区戸部町4丁目158番地
☎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。

浜

電気設備改修

株式会社渋谷電気

川崎市幸区南幸町2-29
☎044-522-2551
info@shibuyadenki.co.jp
http://shibuyadenki.co.jp

ビル、マンションの各種リニューアル
電気工事、LED照明、省エネ診断、防
犯カメラ、4K・8Kテレビ共同受信、
集中インターホン、消防設備、空調、
排水ポンプ系など電気工事専門の会社
です。1950年創業、適正価格で、最適
化工事、クレームなしが自慢です。

川

企 業 名 所 在 地 P R
 電気設備改修

大規模修繕

株式会社　
ヨコソー

（本社）横須賀市森崎1-17-18
（横浜支店）横浜市都筑区早渕1-40-1

0120-34-5191
info@yokosoh.co.jp
https://www.yokosoh.co.jp

建物の修繕工事を手がけて110
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。

央

大規模修繕

株式会社
ラクシー

横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所）
☎045-290-3222

045-290-8363
zitsukawa@ruxy.co.jp
http://www.ruxy.co.jp

YKK APグループ内の総合大
規模修繕工事会社だからこ
その安心と信頼。そして技
術で「キレイ」と ｢快適｣
を実現します。

央浜

よこ浜

企 業 名 所 在 地 P R
 給・排水設備改修

給・排水設備改修

文化興業株式会社

（本社）横須賀市内川1-7-23
☎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。

よこ

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
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川 管 ネ ッ ト
正 会 員

　英国の首都・ロンドン都心部にあるメイフェア地区を
モチーフに設計され、25,000 ㎡の広大な敷地の中に6
棟548戸が建設されたビッグコミュニティ。ゲートから
住棟の中を通る道はプロムナード（散歩道）と呼ばれ、
きれいな植栽やイングリッシュガーデンなど、都会の喧
騒が嘘のようなたたずまいを醸し出している。
　最寄り駅の溝の口駅周辺は川崎市の副都心に指定さ
れ、駅前再開発とともに新しく住宅地が整備された。マ
ンションは駅から平坦な道のりで徒歩15分。「昔は渋谷
まで出て行ったけれど、今は溝の口でなんでもそろう」。
住民が語るように再開発によって住みやすい環境が生ま
れ、溝の口のイメージもずいぶんと変わったといえるだ
ろう。
　こうした住環境の中、よりよい管理組合運営に努めて
いるのが管理組合役員と理事会の諮問機関である分科会
の面々である。
　現理事長の丸山信一さんは「今年で18期になります
が、過去の理事がすばらしい人ばかりで、ずっと良好な
組合運営が行われています」と話す。
　分譲当初の管理会社は、施工不良等へのアフターサー
ビス対応や、契約通りに業務が行われていないなど委託
内容に不備があったことから、見積もり募集、ヒアリン
グを行い、現在の管理会社に変えた。
　管理組合では管理会社変更も、植栽管理業者を選定す
る際にも、相手の会社を訪問したそうだ。
　会社の本社さえも知らずに契約を結ぶ管理組合が多い
中、会社訪問で相手を知ることも非常に大事なことだと
いえる。

所在地：川崎市高津区
2000年（平成12年）7月～ 2002年（平成14年）3月竣工・地上9階
～ 20階建て・6棟＋管理棟・総戸数548戸

建物構造……………………………  SRC（鉄骨鉄筋コンクリー
ト）造、RC（鉄筋コンクリー
ト）造

敷地面積…………………………… 25,580.06㎡
建築面積…………………………… 6,848.39㎡
建築延床面積……………………… 52,021.2㎡
管理費（月額） …………………… 約135円／㎡
修繕積立金（月額） ………………  146円 ／ ㎡ ～ 171円 ／ ㎡

（棟別に設定）
駐車場充足率（台数÷総戸数） …  91%（機械式487台、平置

き14台＝専用庭付設専用駐
車場、計501台）

駐車場使用料（月額） …………… 14,000 ～ 17,000円
駐輪場使用料（月額） ……………  自転車：1台目無料、2台目

以 降500円 ／ 台、 バ イ ク
1,000円／台

分譲会社……………………………  大和土地建物㈱、東洋不動
産㈱、相鉄不動産㈱

建設会社……………………………  鹿島建設㈱、㈱長谷工コー
ポレーション

管理会社…………………………… ㈱東急コミュニティー
管理形態…………………………… 通勤管理
理事会………………………………  毎月1回、理事16人・監事

2人
任期………………………………… 2年（1年ごと半数交代制）

■マンションデータ
548戸のビッグコミュニティ
分科会が組合運営支える

る。この分科会にはテーマによって自治会役員も参加す
るなど、定期的な会合と作業を行い、理事会を支える大
きな力となっている。
　また、サマーフェスティバルや防災訓練等の各種イベ
ントでは、自治会『メイフェアクラブ』を中心に活発な
活動をみせる。広報紙『メイフェアクラブ通信』も発行。
住民間の情報の共有に重要なツールとなっている。
　管理組合は建物維持管理のハード面、住民間の交流等
のソフト面はメイフェアクラブが担い、管理会社のサ
ポートもあり、理想的な連携でコミュニティが形成され
ているマンションである。

丸山信一理事長（中央）と
理事長経験者

毎年7月に行われるサマーフェスティバル。模
擬店やステージイベントのほか、隣接する洗足
学園音楽大学の学生の演奏もあり盛り上がる

昨年10月8日、久本神社例大祭で
は、お神輿がマンション内のプロム
ナードを行進

昨年11月25日、マンション全体自
主防災訓練を実施。100人以上の
住民が参加し、避難訓練、救護実習
などを行った

1月28日、お餅つき大会。620
パックのお餅や豚汁が次々に振
る舞われた

　現在、組合運営を担って
いる実行部隊は、修繕・駐
車場・規約・植栽・防災の
5つの分科会と、今は試行
段階のホームページ専門委
員会。現理事会の担当理事
が参加し、元理事や会計士、
建築士など有識者で構成す
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イベント情報 ■■

平成30年度定期総会の案内

○湘管ネット（☎0466・50・4661）
第12回
日　時：5月19日（土）13：30
会　場：藤沢商工会館ミナパーク504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24回
日　　時：5月26日（土）13：30
記念講演：15：00
テ ー マ：高齢者施設・住まいの相談（仮）
講　　師：公益社団法人 横浜市福祉事業経営者会
　　　　　事務局長　甘粕弘志氏
懇 親 会：16：00
会　　場：ハウスクエア横浜4ＦセミナールームA
　　　　　横浜市営地下鉄ブルーライン線「中川駅」
　　　　　徒歩2分

○川管ネット（☎044・380・7163）
第18回
日　時：6月2日（土）11：30
懇親会：13：00
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

○よこ管ネット（☎046・824・8133）
第16回
日　時：6月3日（日）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・259・7399）
第12回
日　時：6月16日（土）13：30
会　場：冨士見文化会館
　　　　相鉄線・小田急線「大和駅」南口徒歩3分
記念講演の予定あり。講演テーマ、講師は未定

川管ネット　　　　　  　　☎044-380-7163

マンション管理セミナー
日　時：5月12日（土）13：00 ～
テーマ：管理組合役員の役割（仮）
講　師：川管ネット役員
会　場：産業振興会館第3研修室
参加費：資料代有り

賛助会員意見交換会
日　時：5月18日（金）18：30 ～
会　場：高津市民館第6会議室

平成30年度第1回地区セミナー
日　時：6月23日（土）18：00 ～
テーマ：未定　　講　師：未定
会　場：中原市民館第一会議室（武蔵小杉駅徒歩3分）
参加費：資料代有り

第1回基礎講座
日　時：7月7日（土）18：00 ～
テーマ：未定　講師：未定
会　場：てくのかわさき第1研修室（予定）

マンション管理基礎セミナー
日　時：7月22日（日）13：30 ～
テーマ： 長期修繕計画と大規模修繕工事
講　師：柴田幸夫氏
　　　　（マンションリフォーム技術協会前会長）
会　場：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
参加費：無料

湘管ネット　　　　　  　　☎0466-50-4661

研修交流会
会　場： 藤沢市市民活動推進センター（JR藤沢駅徒歩7分）
資料代：会員無料、一般500円
日　時：6月23日（土）15：10 ～ 17：00
テーマ：「理事会の運営方法」
講　師：須賀一朗理事

日　時：7月28日（土）15：10 ～ 17：00
テーマ：「管理組合による管理規約改正の留意点」
講　師：鈴木基之会員

マンション管理セミナー
日　時：7月14日（土）13：30 ～ 16：30
テーマ：第1部「専有部設備工事の方法」
　　　　第2部 「管理組合による大規模修繕工事の進め方」
講　師： 第1部／細井知英理事、第2部／藤木賢和理事長

（湘管ネット）
会　場：藤沢市商工会館ミナパーク502（ＪＲ藤沢駅徒歩5分）
参加費：会員無料、一般1,000円

よこ管ネット　　　　  　　☎046-824-8133

CPD事業セミナー
日　時：4月14日（土）13：30 ～ 16：30
テーマ： 「マンションで新4K・8Kテレビ放送を受信する

ためには」
講　師：・ 一般社団法人 放送サービス高度化推進協会

（A-PAB）宇佐美雄司氏
　　　　・㈱渋谷電気　澁谷正人氏
　　　　・NHK横浜放送局　岡部律子氏
　　　　・DXアンテナ㈱ 　鈴木和利氏
会　場：横須賀産業交流プラザ3階第1研修室
　　　　（京急線「汐入駅」徒歩2分）
会　費：無料

新任役員研修会
日　時：7月21日（土）13：30 ～ 16：00
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：未定 
会　場：よこすか産業交流プラザ（京急汐入駅徒歩2分）
参加費：無料

かながわ県央ネット　  　　☎046-259-7399

大規模修繕工事見学会
日　　時：4月15日（日）13：45 ～ 16：00
会　　場：ライオンズマンション平塚宝町
　　　　　（JR平塚駅北口徒歩3分）
建物概要：1993年竣工・RC造・14階建て・136戸
参 加 費：無料
共　　催：湘管ネット
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046-259-7399

045-902-4494

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成30年4月1日現在

浜管ネット

109組合
26,174戸

川管ネット

47組合
9,418戸

よこ管ネット

67組合
10,502戸

湘管ネット

11組合
876戸

県央ネット

21組合
4,323戸

日 住 協
神奈川県支部

41組合
8,209戸

合　計

296組合
59,502戸

◆正会員
名　称 加入ネット 棟数 戸数 竣工年

鷺 沼 ガ ー デ ニ ア
管 理 組 合 川管ネット 2 40 1976

ラインズマンション
北久里浜管理組合 よこ管ネット 1 28 1987

◆賛助会員
名　称 加入ネット 主な業種 資本金 竣工年

田島ルーフィング㈱ 県央ネット 防水・床材
メーカー

8,232
万円 1938

荻 野 化 成 ㈱ 県央ネット 塗 料・ 防
水材販売

5,000
万円 1981

タ キ ロ ン
マ テ ッ ク ス ㈱ 県央ネット 建築内装

資材販売
5,000
万円 1986


