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C O N T E N T S

●今号の目次
2p 全管連総会開催
『100年マンションを目指す』
9/25 at YOKOHAMA

会場は、かながわ県民センター

3p よこ管ネットワークショップ
震災マニュアルの進め方
「狙い」は住民全体の防災力の向上
4p TOPIC
既存の団地型マンション向け
後付けエレベーター「みらい再生工法」
6p 空き駐車場問題
機械式撤去費用、外部への
貸し出し、税金 どうなってる？
8p 地域ネット活動状況
塗料の歴史記念館探訪、
防水ショールーム見学、
体験型学習など

12p 賛助会員ガイド広告
業種別賛助企業の一覧表を掲載
社名変更、㈱大神設備工業→㈱大神
14p 会員マンション紹介
鴨居駅前住宅管理組合

NPO よこ管ネット

理事 ●田部

政伯

あるラジオ放送でニュースキャスターが「マンションに住んでいるが、管理
組合理事の当番が回ってきた、役員をアミダくじで決めるのだが当たらないこ
とを願っている。一般の役員ならまだしも理事長にでもなったら煩雑な作業が
多くなり大変だ」と放送していました。
どこのマンションでも役員の成り手不足は、こんな意識の人が多いからだと
思います。
しかし、ひとたび自宅で雨もりが発生したら大方は管理組合に苦情を持ち込
むことになります。
マンションの維持管理は自分たちでやるべきこと、自分の財産であるマン
ションの資産価値を維持向上するのは他人でなく自分自身であるとの認識が不
足しているからではないでしょうか。
よこ管ネットが実施しているマンション管理の相談会に来られる役員さんか
らは役員の成り手不足解消の手立てを問われることがあります。
このとき、管理組合の「お知らせ」の内容に住民意識の向上を図る内容を盛
り込んだり、ある程度理解する人には分かりやすく説明して同志を増やす努力
をすること、やる気のある人には委員会を作って任期に関係なくメンバーに加
えること、管理費の余裕があれば報酬を払ってもよいのではないか等とアドバ
イスしています。
マンションに暮らす人々には「自分は年寄りだから…」とか「私なんか能力
がないから」等と謙遜する人がいますが、役員になることは義務でなく権利で、
誰でも遠慮せず参加してほしいと思います。
役員の大変なことは変わらないがそんなに難しいことではありません。
人生、同じ時間を過ごすなら義務的な行動より、誰に評価・称賛されなくて
も積極的に取り組むことのほうが自分自身の充実した生活が過ごせるのだから
…。
居住者の皆様が、自分たちの財産を自分たちで納得できるよう管理されるこ
とを願う昨今であります。

9/24、25 全管連総会、横浜で実施
20管理組合団体で組織する全国マンション管理組合連合会（全管連・川上
湛永会長）の平成30年度通常総会を9月25日、かながわ県民センターで開催
しました。
専門委員会：9月24日12時～（かながわ県民センター 705号）
懇 親 会：9月24日18時～（中華街・中国飯店）
通 常 総 会：9月25日10時～（かながわ県民センター 304号）
＜詳細は2ページへ＞
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11p Seminar
神奈川県主催（神管ネット受託）
マンション再生・管理セミナー開催

役員になることは義務でなく権利
積極的に取り組めば充実した生活が過ごせる
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全国マンション管理組合連合会

平成30年度通常総会開催
『100年マンションを目指す』
9/25

at YOKOHAMA

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・川上湛永会長）は9月25日、かながわ県民センターで平成30年度
通常総会を開催した。全管連の構成団体は北海道から沖縄まで20団体（2,854
管理組合・264,335戸

※6月から加入した北陸マンション管理組合連合会

の組合数、戸数は含まれていません。）。
総会当日は各地域の管理組合団体の代表が横浜に集まり、平成29年度の活
動報告および収支決算・監査結果報告、平成30年度の事業計画および活動予
総会当日の様子

算案等の議案について、全会一致で決議した。

平成29年度の主な活動
・マンション再生法の制定運動の継続
高経年マンションが増える中、専有部分の配管類
に関する修繕工事が急増しており、その法的裏づけ、
工事費用負担に関心が寄せられた。
・被災マンション情報センターの継続
東北管連から仙台市発行の報告書など、25タイ
トルの報告書等が集まった。
・不適切コンサルタント問題
悪質なコンサルタント・施工業者・管理会社を見
抜く管理組合の自立の必要性を説き、注意喚起を
図った。
・民泊問題への取り組み
摂南大学・平田研究室と共同で都市部での民泊問
題への関心度等のアンケート調査を実施した。
・その他
熊管連では熊本地震関係の取り組みから、会員マ
ンション管理組合が21組合増加した。また、全管
連に福岡マンション管理組合連合会が再加入、北陸
マンション管理組合連合会が新規加入した。

平成30年度の主な事業計画
1．長寿命化（100年マンション）を目指して
マンション再生法制定を踏まえ、100年を目指し
た大規模修繕のあり方、取り組み事例を全国から集
め、情報化していく。
2．居住者の高齢化と認知症への対応
居住者の高齢化で発生する問題（管理組合役員不
足・認知症・相続人不在・孤独死など）について、
事例をもとに研究を深め、適正な対応を探っていく。
3．「地震対応箱」の普及
地震で被災した場合の対応経験を集積し、マニュ
アル化した熊管連の「地震対応箱」の普及を図る。
4．被災マンション復旧技術の伝承
官民による「被災マンション復旧技術維持セン
ター」の設立を訴え、実現を目指す。
5．大規模修繕工事の適正化とアスベスト問題
3，4回目の外壁改修では塗料等の全面剥離作業
など、膨大な費用が予測され、管理組合では負担で
きない恐れがある。全管連として国、自治体に対し、
補助金制度の整備を求めていく。
6．違法民泊への働きかけ
マンション内での違法民泊の実態を各加入団体の
相談事例などから集約し、違法民泊をやめさせるよ
う、国、行政などに働きかける。
7．管理不全マンションの救済策
管理不全に陥ったマンションについて、その原因

総会前日の24日に行われた専門委員会
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を取り除くよう各加入団体で援助する。全管連では、
その事例をホームページなどで紹介していく。
8．マンション税制に関する要望
管理組合への法人税やマンション各戸への固定資
産税の実態調査を続け、全管連として要望を取りま
とめ、マンション管理業協会とともに国土交通省等
に要望書を提出していく。

マンション防災とコミュニティー
震災マニュアルの進め方 ─「狙い」は住民全体の防災力の向上
〈協力：大和ライフネクスト㈱・丸山肇氏（マンション管理士）〉
災害時、マンションはコンクリートの堅牢さ、助け合
いのコミュニティーの存在が「強み」といえる。一方、
マンションは電力（給水ポンプ、エレベーター等）で高
さを克服して生活する場所のため、停電によって使えな
い「弱み」がある。
では、どうやって「強み」を活かすか、どうやって「弱
み」を克服するか。

マンションを取り巻く「将来リスク」震災対策編
マンションだから地震に強くなれる本
発行：大和ライフネクスト㈱事業開発部

堅牢なマンションでは命を落とすような事態には、ま
ず至らない。しかし、その後の被災生活期での病気や以
前の生活を取り戻すための復興のほうが大切となる。
このため、一人ひとりの行動、行動のための訓練、訓
練のためのマニュアルが必要となる。このマニュアルは
管理組合単位で行うことが肝心だ。
なぜ、管理組合という単位で必要なのか？
●マンションは住まいであり、かけがえのない財産。
生活復興の原点ともいえる建物の復旧のために
は、みんながケガをせず、病気にならず、復興の
ために力を合わせる必要がある。
●仮に中破、小破でも数千万～億万円単位の費用が
発生する。被災証明書の取得・補助金や支援金の
申請、復旧の決議など、管理組合が行わなければ
ならない。
●地震保険申請や応急修理補助金申請も、区分所有
者全員で協力して行ったほうが効果的である。

●震災マニュアル作成の流れ
Step1
マニュアル作成組織の設置

Step2
マニュアル作成の進め方を検討

Step3
地域・建物・住民特性の把握

Step4
被害想定と対策の検討

Step5

Step6
マニュアルの検証―防災訓練

Step7
コミュニティーの活性化

・
「ゴール」を押さえる
・
「プロセス」を設計する
・
「狙い」は住民全体の防災力の向上

・地域・建物・住民の3つの特性を整理する
・災害時の強みと弱みなどの特徴をつかむ

・マンションの特徴から被害想定を行う
・被害を少なくするための「事前の備え」「事後の対処」を検討する

・発災期・被災生活期・復旧期の3つの期に分けて考える
・個人で行うべきこととコミュニティー全体で行うべきことを整理する

・訓練で体験し、体で覚える
・作成したマニュアルの「検証」を行う

・住民間の連携作り
・一緒に楽しむ・価値観を共有できるイベント
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マニュアルの作成

・専門委員会（震災マニュアル作成委員など）を組織する
・マニュアル作成を事業計画に盛り込む
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既存の団地型マンション向け

後付けエレベーター「みらい再生工法」
4階建て、5階建ての、いわゆる団地型マンションで

せることができる。

はエレベーターのないケースがほとんど。住民の高齢

また、耐火構造の大臣認定を受けることにより耐火被

化が進めば、4階、5階の住戸は住みにくく、真剣に住

覆を撤廃し、低コストにより完全バリアフリー化改修を

み替えを考えなければならない人がとても増えていると

達成するものである。

いっても過言ではない。
しかし、高齢者にとって、他の土地へ引っ越すことへ

〈平

面

図〉

エレベーター

サポート・フレーム

のストレスは非常に大きい。
このため同じ団地内の低層階に住み替える移動居住対

新設廊下、
階段

策など、日本マンション学会などが提案している。

既存の建物

とはいえ、エレベーターを設置すれば居住を移動する
こともなく、現在の住戸に住み続けることができること
になる。
またエレベーター設置によって4階、5階の住戸の売
買価格が上がることも考えられる。

＜みらい再生工法資料より＞

「みらい再生工法」は建物本体とは別構造の鉄骨フレー
ムを設置し、エレベーターや共用廊下等を新設するバリ

◆改修事例：長浜ミラクルステアーズ

アフリー改修工法。工法の試算は、5階建て30戸の団地
型マンションで総工事費9,000万円（戸当たり300万
円）という。
マンションでは合意形成等の問題から建替えは難し
く、今後の高齢者問題の対策としてエレベーターの設置
はひとつの検討材料として考えられるのではないだろう
か。
〈断

面

図〉

サポート・
フレーム

既存建物に外付けの鉄骨フレーム
で共用廊下、階段室部分を設置。
施工中の様子

完成後の写真。エレベーター、共
用廊下の新設で各戸玄関までのバ
リアフリーが完成

新設した共用廊下

新設した階段室部分

長浜ミラクルステアーズ（賃貸マンション）
所 在 地：滋賀県長浜市
建物概要：1972年竣工・RC造・5階建て・30戸
既存の建物

新設廊下、階段

○技術の概要説明

用途地域：市街化区域、近隣商業地域、防火指定なし
容積率・建ぺい率：200%・80%

5階建て中層階段室型住棟のバリアフリー化は喫緊の
課題となっている。実施例がいまだに非常に少ない要因
のひとつとして、建築基準法改正以降の構造設計におけ
るアスペクト比（塔状建築物の規準）の問題がある。
本体と別構造の鉄骨フレームを住棟北側に置き、さら
に「サポート・フレーム」を添えることにより、合理的
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かつ効率的にアスペクト比をクリアする構造体を成立さ

●問い合わせ

㈱みらい東京事務所（1級建築士事務所）
〒113-0033
東京都文京区本郷1-18-5 朋和ビル802
☎03-3830-0988

FAX. 03-3830-0567

http://www.mirai-mi.com

● 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
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ます。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。予約が必要です。
【事例1】管理規約改正

理事会や委員会設置で検討
慌てず1 ～ 2年かけて慎重に

管理組合主導が前提を原則に
「第三者管理方式」の活用も
Q 私のマンションでは管理会社に一切お任せで、管理
組合の活動はまったくありません。役員も輪番制で1年
ごとに全部代わってしまうので、「1年間だけ役員を務め
ていれば仕事は管理会社がやってくれる」という風潮で
ここまできました。
近年、管理会社スタッフや理事長の横領事件が相次い
でいると聞きます。
管理組合活動が盛んでなくても、
「適正に管理が行わ
れているから安心だ」といえる仕組みはないのでしょう
か？
A 貴管理組合では、役員は輪番制で「1年間だけ役員
を務めていれば仕事は管理会社がやってくれる」という
風潮があるそうですね。一概には言えませんが、公平性
を重視した輪番制は毎年役員が代わるため管理組合運営
の継続性が保たれにくくなります。またそうした中で役
員の順番が回ってきても無関心が関心あることへと変化
することは難しいといえます。
役員のやる気と責任を知ってもらうということを目的
に、役員の手当ての支給をしている管理組合があります。
電話代や交通費などの必要経費を受け取るほか、報酬
を受け取ることにより、役員の業務をきちんと評価する
のです。役員は貴重な時間を割くわけですから、その分
の「手当て」を支払うことが考えられます。
そのほかの手段として外部の専門家の活用がありま
す。
マンション管理は、大規模修繕工事といった建物や設
備の維持管理、管理費や修繕積立金の出納会計、管理費
滞納への対応など、さまざまな専門的知識を必要としま
す。そのため、建築士や会計士、弁護士、マンション管
理士等の専門家をその都度、上手に活用することで役員
の負担を軽減することが考えれらます。
第三者が入ることで、
「管理会社に任せっきり」にな
らないことも「適正な管理」に向けた1歩といえるでしょ
う。
外部の専門家を役員として理事会に組み込む「第三者
管理方式」というやり方もありますが、あくまで管理組
合主導であることが前提です。
専門家は「サポーター」といった認識で活用しないと
いけません。
いずれにせよ、マンションは自分の財産であり、生活
の場ですから、住民のみなさんでよりよい住環境にして
いくのが必然のことだといえるでしょう。
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Q 築25年、分譲会社が作成した管理規約を全く見直
していません。知り合いの建築士から、現在の区分所有
法と矛盾する条項、現在の生活環境に合わない条項があ
れば、それが原因でトラブルになる可能性が出てくると
指摘されています。
管理規約はどのようにみなおしたらよいのでしょう
か？
A ほとんどのマンションでは、分譲会社が規約案を用
意し、購入者が購入時点で印鑑を押す書類で「書面によ
る承認」を得て運用されています。この規約を「原始管
理規約」と呼びます。
原始管理規約は分譲会社のマニュアルを元に作られて
いるため、区分所有者間で不公平な取り扱いの条項が定
められているなど、個々のマンション居住者の生活の実
情とは合わないものがあります。区分所有法の改正に合
わせていなければ、管理規約として無効な条文になって
いる場合もあります。
不要なトラブルや紛争を避けるためにも原始管理規約
の見直しは必要です。
管理規約を見直すためには、理事会による規約変更案
の作成、総会決議、規約原本の作成、区分所有者への広
報等の手順を踏んで進めていきます。
①管理規約改正検討委員会等を理事会の諮問機関として
設置して検討を開始する
②マンション標準管理規約などと規約の内容を照合・比
較し、現在の管理運営の実態に見合った管理規約案を
作成していく
③管 理規約の変更は総会での特別決議が必要であるた
め、区分所有者に対して広報や説明会等で理解を深め
る
④一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合（区分所
有法第17条）
、その区分所有者の承認を得る
⑤総 会における規約変更には特別決議（区分所有者の
3/4以上かつ議決権の3/4以上の賛成）が必要である
⑥決議を経た管理規約は規約事項に従って署名・捺印し、
規約原本を作成して保管する。その保管場所を掲示す
るとともに、各区分所有者に写しを配布する
理事会や検討委員会で検討する場合、委託管理会社の
協力を得たり、マンション管理士などの専門家を活用し
ながら、1年～ 2年かけて慎重に検討する管理組合が多
いようです。
管理規約はマンションで暮らす際の最も重要なルール
であり、変更するには総会での特別決議が必要となるか
らです。

【事例2】組合活動と組合運営
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事例紹介

マンションを取り巻く空き駐車場問題

機械式撤去費用、外部への貸し出し、税金

どうなってる？
居住者の高齢化、若者の車離れによってマイカー所有
率が減少している。また、機械式駐車場にはハイルーフ
車両の高さ制限があるなど、マンションでの駐車場の空
きスペースが問題となっている。
空き駐車場が増えると管理費や修繕積立金等、管理組
合の収入が見込めなくなり、メンテナンス費などの支出
費用をどこかで捻出しなければならない状況となる傾向
＝たとえば管理費等の値上げが必要となる。
このため空き駐車場問題への対策として以下のことが
考えられる。

事例①

・機械式駐車場の撤去（駐車場以外の用途変更含む）
・外部の第三者への貸し出し
・コインパーキング業者またはサブリース業者への貸し
出し
・カーシェアリング業者への貸し出し
とはいえ、機械式駐車場の撤去ではどのくらいの費用
がかかるのか、外部への貸し出し方法や税金はどうなの
かといったことがよくわからない。そこで、空き駐車場
対策を施した2つの管理組合の事例を紹介する。

駐車場の故障多発から機械式撤去
20年2,900万円分の支出軽減に成功
川崎市高津区・1983年竣工・84戸

既存は機械2段式20台、平置き8台の計28台で駐車
場管理を行ってきた。
2008年ころから駐車場に空きがでて、機械式の故障
が多く発生。そこで駐車場問題対策プロジェクト会議を
立ち上げ、次に修繕委員会に議題を移し、駐車場改修を
具体化していった。駐車場の「空き」は常時5台分であっ
た。
工事の実施は2015年。機械式駐車場を全面撤去、平
置きとし（20台→10台）
、
従来の平置きの場所を増設（8
台→11台）
、さらに平置きを2台新設し、結果として5

従前の駐車場の様子撤去している状況

事例②

台減少の23台、全て平置きの駐車場が完成した。
これまでの20年間で、長期修繕計画費用の合計約
1,800万円、メンテナンス費用約1,100万円、合計約
2,900万円が機械式駐車場にかかった実績という。
工事を終えて管理組合では、
「すべて平置きとしたこ
とで駐車場が使用しやすくなった、開放感が増したなど、
多くのメリットがあった。今後、機械式の更新なども考
えるとかなり大きな支出削減になったと思う」と工事実
施に満足している。

重機を使って機械式駐車場を解体施工中の地下部分

工事後は平置きとし、「開放感が増した」との声も

投資用ワンルームマンションで借り手少なく
コインパーキングで定額使用料を確保
東京都大田区・2009年竣工・82戸
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管理会社に貸与して設置した
コインパーキング

投資用ワンルームマ
ンション。駐車場台数
は機械式が9台、平置
き1台 の 計10車 両 分
があった。
駐車場への貸し出し
は居住者に限定してい
たが、空き状況が続い

ていた。駐車場使用料は月額3万円。空き駐車場は管理
費収入への影響があり、収支改善を検討せざるを得なく
なった。
外部への貸し出しについて、機械式駐車場は事故等の
リスクを考え、平置き1台分のみ、管理会社からの提案
でサブリース契約を結んだ。
契約は管理会社が管理組合から月額2万円で借り受け、
管理会社がコインパーキングとして活用するというも

の。1台分とはいえ、
「少額でも空きスペースから定額使
用料の確保が見込める」と管理組合として満足している
という。
【総会決議事項】
時間貸し駐車場を本マンションに設置することを目的
とする賃貸借契約を管理会社と締結し、管理会社に貸与
する。なお、賃料収入は、管理費会計の収入として充当
する。
○賃貸借期間：2年
○賃 料：月額20,000円 年額240,000円
○電気料：電源引き込みは管理会社にて直接行うため、
管理組合の負担なし
○設置物：コイン式無人時間貸し駐車機器（1台分）
・パーキング看板 ・発券機 ・精算機
・案内看板 ・フラップ ・約款看板
・防犯カメラ ・角バリカー等
○工事費用：無償
○その他：① 一時使用契約のため、借地権・地上権・
営業権などは一切発生せず、いつでも解約
が可能②施設設置費用について管理組合の
負担なく、解約についても違約金等なし

管理会社への
サブリース契約による収支（年額）
（収入①）
管理会社からの賃料収入

240,000円

（支出②）
税理士への委託費用
法人税等

54,000円
104,800円

（収支差額）
（収入①）−（支出②）＝ 81,200円（実利益）
※事 例物件は1台のみの契約。台数が増えれば、
支出額より収入額が上回り実利益の金額も増え
る計算になる。
※駐車場の一部でも外部使用を行う場合、駐車場
すべてが収益事業に該当する場合があるため、
税金対策は要注意。事例とは別に、各マンショ
ンで税理士等、専門家に相談する必要がある。

〈取材協力：㈱ライフポート西洋『SEIYO PARK』
〉

本 の 紹介
『パリのガルディアンものがたり
『四谷コーポラス
～フランス首都圏の共同住宅マネジメント～』
日本初の民間分譲マンション1956−2017』

『パリのガルディアンものがたり
～フランス首都圏の共同住宅マネジメント～』
著者／関川 華
発行／西山記念すまい・まちづくり文庫
A4判48ページ・定価1,080円（税・送料込み）
2017年11月7日発売
ISBN-13：978-4909395009
購入希望は西山文庫あてに必要事項を
記入し、メールで申し込む。
npo@n-bunko.org

日本初の民間分譲マンションである四谷コーポラス
（1956年 竣 工・28戸 ） が2017年、 建 替 え が 決 ま り、
解体されることとなった。このマンションの歴史ととも
に、今ある多くのマンションの将来を見て取れるといえ
る一冊である。
⑴区分所有法制定前に行われていた所有関係の整理⑵
今では当たり前の管理組合の立ち上げ、管理規約の作成
⑶専有部分と共用部分の概念の設定⑷全員同意による建
替え…どれをとっても現在のマンションの参考となる先
輩マンションの生き様が見て取れる。
模索しながら作り上げられた管理方式が、その後のマ
ンション管理のスタンダードを形作っていたといっても
過言ではない。インタビューでは住民、分譲会社（管理
会社）、建設会社等から、分譲当時の話も満載されている。
竣工当時のパンフレット写真、解体前の取り下ろしの
写真等も収録されており、記録書としても価値が高いと
いえる。
竣工後60年、建替え完了とともにマンション再生の未
来にも期待したい。

『四谷コーポラス
日本初の民間分譲マンション1956-2017』
編者／志岐祐一、松本真澄、大月敏雄
発行／四谷コーポラス建替え推進委員会
発売／鹿島出版社
A4判209ページ・定価1800円＋税
2018年7月5日発売
ISBN-13: 978-4306085633
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本書は、居住者管理の重要性を理解しながら、その限
界にも目を向け、管理会社等による第三者管理の可能性
を探ることを目的に、
フランスの共同住宅（アパルトマン）
の管理員（カルディアン）という職業を通して、住宅を
長期間にわたり管理する手法、その背景にある考え方等
を紹介している。
著者がフランスの共同住宅に着目した理由は2つ。
1つは、有資格であるカルディアン制度の導入が大衆化
し、共同住宅の管理体制に伝統的に組み込まれていると
いう点。もう1つは、団地の管理が都市計画と一体的に着
手されており、住宅、住宅地、都市という空間的広がり
に持続性のある管理を実現しようとしている点である。
本書より…「経済性や効率性に偏重した物理的な維持
管理だけでは住宅や都市は持続しない。そこには必ず住
み手がいる。住宅とそれを包含するコミュニティが、持
続的な都市居住を実現することを目指しつつ、共同住宅
とコミュニティとを持続的・広域的にマネジメントする
ための管理体制を我々は考え出さねばならない」
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8／6

浜管ネット
7／26
建築Ａグループセミナー
「塗料の歴史探訪！」
7月26日13時30分～、技術者部会・専門業部会建築Ａグ
ループが東京・南品川の日本ペイント㈱東京事務所で「塗料の
歴史探訪！」と題し、セミナーを行った。
当日は研修室にて動画による塗料の歴史鑑賞、また日本ペイ
ント137年の歴史を通して塗料の歴史も学んだ。
次いで敷地内にある『明治記念館』を見学。同館は1909年
に建設された日本最古のれんが建てワニス工場で、館内には明
治から大正にかけての製造用具、設備、塗料の缶などが展示さ
れている。
その後は現在の各種塗装見本が並ぶ近代的なショールームへ
移動。現場目線の製造改良、技術研究等の説明を受けた。

中層共同住宅向けエレベーター設置
「みらい再生工法」紹介
8月6日17時 ～、 管 理 運 営 部 会 は か な が わ 県 民 セ ン タ ー
710号室で部会内の研修会を実施。第１部は中層階段室型の
共同住宅向けエレベーター設置工法である「みらい再生工法」
の解説（阿部一壽理事）
、第2部は団地再生ワーキンググルー
プで、横浜市の調査データ等をもとに団地が抱える問題につい
て議論を行った。
「みらい再生工法」は建物本体とは別構造の鉄骨フレームを
設置し、エレベーターや共用廊
下等を新設するバリアフリー改
修工法。マンションでは合意形
成等の問題から建替えは難し
く、今後の高齢者問題の対策と
してエレベーターの設置はひと
つの検討材料として考えられ
る。＜4pに関連記事＞
阿部一尋理事

9／20
『明治記念館』の中の様子

各種塗装見本が並ぶショールーム

7／31
2018年度管理組合役員研修・交流会
最新の判例、大規模修繕の事例紹介
7月31日18時～、今年から浜管ネット内に新設した交流部
会が2018年度管理組合役員研修・交流会をかながわ県民セン
ター 304号室で行った。今回の研修・交流会は3部制で、第
1部で佐々木好一弁護士が「最新の判例からみる管理組合運
営」
、
第2部で浜管ネットの宮井直哉理事、星川晃二郎顧問が「ア
ドバイザーとともに取り組んだ大規模修繕」と題して講演。第
3部で参加者を交えて意見交流会を行った。当日は22管理組
合47人が参加した。
第1部で佐々木弁護士が取り上げたのは⑴共用部分と専有部
分の一体改修（2017・9・14最高裁）⑵会計書類の閲覧謄
写請求（2016・12・大阪高裁）⑶理事会決議による理事長
職解任（2017・12・18最高裁）の3つの判決例。
第2部は、宮井理事の住居マンションである鴨居駅前住宅管
理組合において、一級建築士である星川顧問をアドバイザーに
迎え、大規模修繕工事を行った事例として紹介した。

知っておきたい
防水改修の基礎知識２
at田島ルーフィング東京ショールーム「Blab（ブラボ）」
9月20日18時～、技術者部会・専門業部会建築Bグループ
が東京・岩本町の田島ルーフィング㈱東京ショールーム「Blab
（ブラボ）
」で「知っておきたい 防水改修の基礎知識Part2」
と題し、セミナーを行った。
第1部では専門業部会の下村洋平氏（日新工業㈱）
、技術者
部会の尾崎京一郎氏が防水工法の種類、必要性と、どのような
防水材があって、どこに施工されているか等を説明。また、防
水層の不具合では笠木の裏側、植物の根、水たまりの原因など
を説明した。
第2部は田島ルーフィング東京ショールームを見学。床材の
展示や工法の内容を体感した。
また、塩ビシート防水の機械固定工法やアスファルト防水の
作業方法など、実体験もでき、施工の良・不良の差がどうして
できるのかが見て取れた。

東京ショールームでの
見学会の様子

佐々木好一弁護士
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宮井直哉理事（左）と
星川晃二郎顧問

塩ビシート防水の仕組み体験

川管ネット
7／7、8／4、9／1
夏季マンション基礎講座
7月～ 9月の18時15分～、溝口のてくのかわさきで実施し
た夏季マンション基礎講座。
7月7日：管理標準指針、長期修繕計画について
講師：藤木賢和氏（湘管ネット会長）、高橋健治氏（川管ネ
ット理事）
第1部は藤木氏の「マンション管理標準指針について」
。
藤木氏は本指針をもとに作成した管理運営診断票で自分のマ
ンションを点検し、満たせない項目があれば、その要因は何か
を把握し、対策を立てて改善していく等、診断票の活用を促し
た。
第2部は高橋氏の「長期修繕計画の考え方～過去と将来の見
極め～」。
高橋氏は「過去の修繕履歴を共有するため、工事を年表化し
たり、設備は簡易図で部位ごとに表記すべき」と提案していた。
8月4日： 区分所有法、委託契約書について
講師：日野邦男氏（マンション管理士）、雨宮和人氏（㈱日
鉄コミュニティ）
第1部は日野氏の「区分所有法のポイント」。
区分所有法における所有区分、共用部分の管理、費用負担割
合、共同の利益に反する行為などについて説明した。
第2部は、賛助会員である㈱日鉄コミュニティの雨宮氏によ
る「マンション標準管理委託契約書について」。
国土交通省は今年3月、標準委託契約書の改訂を発表。改正
個人情報保護法への対応、反社会的勢力の排除に関する条項の
追加、管理組合とマンション管理業者間のトラブルを防止する
観点から理事会・総会支援業務の記載の明確化等を改訂した。
9月1日：管理規約、大規模修繕工事について
講師：高橋秀行氏（川管ネット理事）、細井知英氏（湘管ネ
ット理事）
第1部は高橋氏の「標準管理規約のポイント」。
国土交通省が発表しているマンション標準管理規約はあくま
で「標準」のため、まずは自宅マンションがどの時期の標準管
理規約に該当しているのかを確認し、現在の住環境に合わせる
必要があるとしている。
第2部は湘管ネット理事で、設計コンサルタントでもある細
井氏の「大規模修繕工事の進め方」。
細井氏は大規模修繕工事の周期が延びていると指摘。管理組
合の中で修繕委員会を作り、設計コンサルタントの選定や、施
工会社への見積もり参加依頼・金額比較検討からの選定を行っ
ていくことを重点に説明した。

7／22

7月22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「大規
模修繕工事実施のポイント～マ
ンションの長寿命化時代に対応
する～」と題して、平成30年
度第1回マンション管理基礎セ
ミナーを行った。講師はマンシ

marta前会長・柴田幸夫氏

8／18
第２回管理セミナー
会計処理のポイント、最新の判例を紹介
8月18日13時30分～、高津市民館第6会議室で30年度第
2回管理セミナーを行った。講師は双日総合管理㈱の難波純一
氏、佐々木好一弁護士が務めた。
第1部は難波氏の「ちょっと気になる会計処理や現金事故を
防ぐポイント」
。
管理組合財産で起きた既存事故10事例を取り上げ、その再
発防止策について紹介した。管理会社の会計担当者が通帳・銀
行残高証明書を改ざんしたり、フロントマン、管理員による横
領に対して、マンション管理業
界では現金事故防止、リスク低
減策等の整備をしている内容が
語られた。
第2部は佐々木弁護士の「最
新の判例から見る管理組合運
営」で、3つの判決例を取り上
げて紹介した。
双日総合管理の難波氏

よこ管ネット
7／21
新任理事のための基礎講座
管理規約、組合運営の仕組み、役員の役割等
7月21日14時～、横須賀・逸見の生涯学習センターまなび
館（ウェルシティ市民プラザ内）で新任理事のための基礎講座
を行った。講師はマンションコミュニティ研究会副代表の榎本
明弘氏が務めた。
第1部で管理の基本について講演。管理の良いマンションと
は何か―大多数の区分所有者、住民が組合業務の内容をよく理
解した上で賛成していて、強硬な反対者がいない状況をつくる
ことである、と榎本氏。
反対者も自分の考えを聞いてもらう機会があり、他の意見も
聞き、最後多数決なら仕方がないと思う状況をつくることが、
本当の合意形成であるといえるとしている。
第2部はマンションと防災について。榎本氏は、防災マニュ
アルの作成、マニュアルに基づ
いた訓練の実施、さらには有事
の際に状況に応じた判断の必要
性から災害イマジネーションに
ついても考慮しておくべきだと
する。
また個人の備え、管理組合の
業務や自治会との連携など、自
榎本明弘氏
主防災組織の必要性も説いた。
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マンション管理基礎セミナー
大規模修繕工事実施のポイント

ョンリフォーム技術協会（marta）前会長の柴田幸夫氏が務め
た。
今日のマンション事情から一般的な大規模修繕工事の流れ、
工事発注方式など、
現在の大規模修繕工事のポイントについて、
コンサルタントの選定から施工までを解説。また、marta前会
長の立場から、管理組合に割高な工事費という実害を与え、社
会的な問題となっている不適切コンサルタントについて、参加
者に注意喚起を呼びかけた。
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9／1

8／25、9／22

よこ管ネットセミナー
ワークショップ型体現学習
マンション防災とコミュニティ

研修交流会

9月1日13時30分～、汐入の横須賀産業交流プラザでワー
クショップ型体現学習セミナーを行った。講師は大和ライフネ
クスト㈱の丸山肇氏で、テーマは「基礎を学べば簡単！楽しく
作れるマンションの震災マニュアル」。
マンションの特徴である、コンクリートは堅牢である強みと
停電では動けない「高さ」の弱み等を説明。しかし、助け合え
るコミュニティをどうやって活かすかを各グループで話し合っ
てもらった。
丸山氏は「既存の震災マニュアルが正しいとも限らない」と
し、意見を出し合うことで各マンションに合った震災マニュア
ルが作れると説明。
他にも被災後の被災生活期の過ごし方、復興のためのマニュ
アルについても、マンションに合わせたカスタマイズについて
討論の場を設けた。＜3ページに震災マニュアル作成の流れ＞

丸山氏の説明を聞きながら
グループで討論

討論の結果をそれぞれ発表した

毎月15時10分～、藤沢市民活動センター実施している研修
会。
8月25日：マンション居住者の高齢化対策について
講師：湘管ネット理事の高津篤氏（マンション管理士）
湘管ネット理事の高津氏が自宅マンションを例とし、・居住
者名簿の作成・スロープや手すり等のバリアフリー化・コミュ
ニティ活動を紹介した。
高齢者見守り体制としては、管理員が週1回自宅訪問する、
新聞販売店と協定を結び異常を見つけたときに通報する、警備
会社と24時間遠隔監視システムを採用する、高齢者は同居の
配偶者・親族も理事になれるようにする等、規約などを変更し
た例を話した。
9月22日：
「これからのタイル貼り外壁のリニューアルにつ
いて」
講師：㈱櫻井の小野豪朗氏
「これからの工法」として、タイル剥落防止性能の高いＪＫ
セライダー工法を紹介した。同工法は特殊アンカーピンとエポ
キシ樹脂でタイル浮き等を補修
し、短繊維を混入した特殊アク
リル樹脂「ＪＫセライダー」を
塗布することで防水性、遮熱性
を発揮し、外壁の劣化を防止す
るというもの。日本樹脂施工協
同組合との責任施工により、保
証が最長10年付く。
9月22日 ㈱ 櫻 井 の
小野豪朗氏（左）

湘管ネット
7／14

かながわ県央ネット

平成30年度第１回マンション管理セミナー
専有部設備工事と大規模修繕事業の進め方
7月14日13時15分～、藤沢商工会館ミナパーク502会議
室で平成29年度第2回マンション管理セミナーを行った。講
師は湘管ネットの細井知英理事（マンション管理士）、藤木賢
和会長（マンション管理士）が務めた。
第1部は細井氏の「専有部設備の工事の方法」。
細井氏は最初に給排水管、電気、ガス通信設備の共用・専有
部分の区分を説明。次いで現在の設備改修のあり方、材料の説
明等ハード面について述べた。
その上で、管理組合が専有部分の工事を主導する際の注意点
として、①長期修繕計画の見直し②修繕積立金の使途の変更③
リフォーム済の住戸の対応④工事不実施住戸への対応をあげ、
十分な前提条件の調整を行っておくべきとした。
第2部は藤木氏の「管理組合による大規模修繕事業の進め
方」
。
設計・監理方式で、設計コン
サルタントをパートナーとして
選定するときは見積金額の高低
よりも、担当者の事業に対する
態度や人柄及び管理組合との相
性などの面を判断して決定する
ことが事業の成功にとって重要
な要素だと話した。
湘管ネット・細井知英理事
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8／25
防水改修セミナー
各種防水工法と現地調査から工法選定まで
8月25日13時30分～、プロミティあつぎ8Fで、防水改修
セミナーを行った。講師は田島ルーフィング㈱の向茂晴氏が務
めた。
代表的な工法は、大きく分けて塗膜防水、アスファルト防水、
シート防水の3種類。アスファルト系は最も寿命が長いが、溶
融時の火と臭い、煙が課題となる。塩ビシートは、初期に専用
トップコートを塗ることで収縮・汚れの防止効果が期待できる。
ウレタン防水もトップコートが重要で、向氏は「10年塗り替
え不要のシリコントップコートを推奨する」と説明した。
また、どんなに優れた防水層を作っても、防水の裏側に水が
回ればすぐに漏水してしまう。
このため、防水の裏側に水が回
らない仕組み＝「納まり」の大
切さを説き、改修工事では今あ
る条件で最適な納まりを考えな
くてはならないと話した。言い
換えると、次回の改修工事を視
野に入れた防水改修設計が重要
田島ルーフィング㈱の
であると説明していた。
向茂晴氏

参加費 神奈川県主催（神管ネット受託）
無 料 マンション再生・管理セミナー開催
開

催

日

平成30年12月2日㈰
第1回
13：15 ～ 16：45

平成31年1月19日㈯
第2回
13：15 ～ 16：45

第3回

平成31年2月9日㈯
13：15 ～ 16：45

会

場

横浜市技能文化会館802号
（定員96名）
横浜市中区万代町2-4-7
JR関内駅徒歩5分

テ ー マ ＆ 講 師
1.「管理費等の滞納問題に対する措置について」
弁護士・濱田卓氏
2.「最近のマンション判例から考える管理実務」
弁護士・佐々木好一氏

ユニコムプラザさがみはら
セミナールーム
相模原市南区相模大野3-3-2
bono相模大野サウスモール3階
小田急線相模大野駅徒歩3分

1.「給排水管等の設備改修」
浜管ネット技術者部会・町田信男氏
2.「大規模修繕工事の見積書の読み方」
浜管ネット技術者部会・尾崎京一郎氏

かながわ県民センター 305会議室
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
JR横浜駅徒歩5分

1.「｢改良｣ 再生による長寿命化 ｢100年マン
ション｣ への取組み手法」
関東学院大学名誉教授・山本育三氏
2.「マンション建替えの核心と建替えの今後」
東京造形大学非常勤講師・鈴木実氏

【申し込み】下記のいずれかの方法で神管ネット宛にお申し込みください。
電話・FAX ／ 045-620-6300 メール／ info@ jinkan-net.com
希望会場、氏名、管理組合名、電話・FAX番号、役職等を明記の上、お送りください。

かながわマンション支援団体登録制度
神奈川県では、NPO等と連携して、マンション管理組合の活動を支援するため、マンション管理の支援団体
を登録する制度を実施している。この制度には神管ネットを筆頭に、横浜、川崎、横須賀、湘南、県央の各地域ネッ
トワークすべてが登録している。
今後は本誌「かながわマンションネットワーク通信」やセミナー活動等も神奈川県のホームページに公開し、
制度の活用を県内マンションに広めていくことについて、県と協議する。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/mansion/touroku.html#dantai

平成30年度マンションアドバイザー派遣事業
神奈川県では、マンション管理等に関する専門家をマンションアドバイザーとして現地に派遣して支援を行
う事業を行っている。
派遣対象は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く神奈川県内に所在する分譲マンションの管理組合等。
申し込み期間は平成30年7月23日から平成31年3月1日まで。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/mansion/adviser.html

■神管ネット主催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

川崎市多摩市民館
（小田急線向ヶ丘遊園駅徒歩5分）

「熊本地震の被害と復旧に学ぶ」
11月15日㈭
地震時にマンションはどのような被害をうけるの？
18：15 ～20：50
講師：古賀一八氏（福岡大学工学部教授）

かながわ県民センター 301会議室
（JR横浜駅徒歩5分）

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
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「100年マンションに挑戦しよう」
講師：中野屋昌司氏（マンション計画修繕施工協会常務理事）
10月13日㈯
湯谷龍一氏（関西ペイント販売㈱）
13：30 ～16：30
鈴木浩之氏（Stoジャパン㈱）
菅原秀幸氏（川崎市環境局地球環境推進室）
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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

株式会社
大京アステージ
マンション管理

設計コンサルタント
所 在 地

湘

【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

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 マンション第二事業部

株式会社
東急コミュニティー
マンション管理

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

P R
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。
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

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

浜 横浜支店

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

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。

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。

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。」
を合言葉に皆様の大切なマン
横浜市西区南幸2-21-5
ションを輝かせ続けます。「民泊
☎045-313-5435
対応管理規約改訂」や「マンショ
yokohama@lifeport-s.com ン規模に応じた防災（減災）」提
http://www.lifeport-s.com 案を積極的に行っています。

企 業 名

所 在 地
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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

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3,400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
金融

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

浜 川 よこ 東京都中央区京橋1-6-1

株式会社
住宅あんしん保証
保険

山下町コミュニティビル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。
公益社団法人BELCA正会員。

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。
☎045-621-8917
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

統括営業本部 第2営業部
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88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 川 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

電気設備改修

企 業 名
所 在 地
浜 よこ 央 （本社）横須賀市森崎1-17-18
大規模修繕
（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

株式会社
ヨコソー
大規模修繕

P R
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。

浜 央 横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所） YKK APグループ内の総合大
☎045-290-3222
045-290-8363
zitsukawa@ruxy.co.jp
http://www.ruxy.co.jp

株式会社
ラクシー

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。

総合建設
企 業 名
大規模修繕

P R

浜 建設事業部

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
リノベーション営業課
横浜市青葉区新石川4-33-10 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
☎045-911-5438
な技術とサービスで皆様に必要
045-911-5951
とされる企業を目指します。
http://www.kudo.co.jp

給・排水設備改修
☎045-772-1424
045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

株式会社
神奈川保健事業社

給・排水設備改修 浜 川 よこ 央 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

川本工業株式会社

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。

☎03-6871-9961
03-6871-9962
http://www.keihin-se.com
keihin-se@keihin-se.com

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 横須賀：横須賀市大矢部2-9-20 『感謝の心で50年』
よこ

☎046-835-0630
「より快適な環境の維持」をテー
町田：町田市小川7-9-19 マに各種設備のリニﾕーアル工事
や排水管洗浄等、お客様の要望
☎042-850-6250
株式会社大神
に添った工事をご提案致します。
tokken-info@daijin.co.jp
施工エリアは神奈川県全域です。
（旧：株式会社大神設備工業） http://www.daijin.co.jp
平成30年7月30日より
社名変更致しました。

浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2
川
☎044-245-0822
044-245-0824
jetmen@fujiks.com
http://www.fujiks.com

フジクス株式会社
給・排水設備改修

電気設備改修

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。

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

浜 よこ 横浜市西区戸部町4丁目158番地

三沢電機株式会社

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。

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

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

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。

田島ルーフィング
株式会社

P R

当社は塗料の製造・販売を
東京都大田区南六郷3-12-1 している会社です。これか
らも管理組合の皆様に有益
☎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。

☎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

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

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。

所 在 地

浜 よこ 湘

株式会社LIXIL
リニューアル

P R

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

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。

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

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

外断熱・サッシ改修

よこ （本社）横須賀市内川1-7-23 創立1946年。水漏れ、排水管詰ま

文化興業株式会社

所 在 地

よこ よこ管ネット

浜 浜管ネット
湘 湘管ネット

川 川管ネット

相 相管ネット

央 県央ネット

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

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
makoto70@yoshioka-sekkei.co.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://moa-planning.jp

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

Kanagawa Mansion Network 47

氏名・所属事務所

片山啓介
有限会社鹿窪建築設計

企業名は五十音順に掲載しております

浜 東京都豊島区目白2-1-1目白NTビル6F
集合住宅の給排水改修工事

京浜管鉄工業
株式会社

給・排水設備改修

株式会社渋谷電気

P R

防水・床材メーカー 浜 央 横浜営業所

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

給・排水設備改修

所 在 地
川

建材メーカー・販売
所 在 地

工藤建設株式会社

給・排水設備改修

企 業 名
電気設備改修
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会員
ョン
ショ
マンシ
紹介

鴨 居 駅 前 住 宅
管
理
組
合

立地条件、建物構造良好
理事会を支える
「住宅を考える会」
浜管ネット会員の中でも築年数の古い1970年竣工。
マンション名の通りJR横浜線の鴨居駅前に立地する。今
では大きな住宅街、立体道路、さらには巨大商業施設「ら
らぽーと横浜」で賑わう土地柄となった。だが、分譲時
から住民は「住まいから見渡すものがすべて見える静か
な風景があった」と当時を振り返る。
2017年、横浜国立大学等の依頼で「高経年マンショ
ンの管理とコミュニティに関する実態調査」に協力した。
全40戸のうち、不在区分所有者11戸。単身者の住戸も
11戸。居住者の平均年齢50.6歳、65歳以上は41%。
分譲時以来からの区分所有者は5戸だった。
調査の報告では「建物の耐震性など災害対策の考え方
や判断は、コミュニティ活動の充実度がプラスの影響を
及ぼす」などとしている。
同マンションは駅近で緑が多い利点があり、柱や梁を
使用せず、
床と壁を接合していく「壁式構造」建設のため、
居住空間が広く、地震に強く、冷暖房が室内に渡りやす
く、防音効果も高い。
一方、建物と住民の高齢化や賃貸化、交通量の増加に
よる騒音など「将来は明るくない」という声もあがって
いる。
こうした住環境の下、管理運営の基盤を支えているの
が理事会の下部組織である「住宅を考える会」である。
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取材を受けていただいた（右から）
村田理事長、狩野さん、山田さん、
宮井さん

2016年11月の大規模修繕
工事セミナー

Ｎ
Ｐ
Ｏ
浜 管 ネ ッ ト
正
会
員

1995年の阪神・淡路大地震後、建替えの話題から発
足。当時の規約では建替えは4/5の賛成ではなく全員合
意が必要だったため、若干名の反対者がいて「今後10
年は再検討しない」とされた。その後、住宅を考える会
は理事長経験者を中心に10人程度の人数で、直面する
課題や長期的課題に対して理事会に具申する活動をして
いる。
管理形態は自主管理。昨年、浜管ネットとともに取り
組んだ大規模修繕工事のほか、通常の立会業務、事務業
務、植栽業務、さらに会計業務を住民自らで行っている。
業務の活動には「熱心な人が多く、理事会や住宅を考
える会をサポートしてくださる」と中心メンバーは話す。
5月の草刈り、8月の納涼会、11月の大掃除など、定
期的なコミュニティ活動は住宅自治会（鴨居第4地区自
治会に加入）と連携しきめ細やかに行っている。「何よ
り気持ちよく生活すること」が大切だという。
「自主管理の良さは住戸間で意見が出しやすく、行動
も早いことではないでしょうか」
今後の課題は立体道路ができたことによる車の騒音問
題から、サッシの取り替えを検討。また、ソフト面では
単棟型の管理規約から、2棟のため団地型への改正を検
討中。専門家を招き、毎月会合を開いている。
■マンションデータ
所在地：横浜市緑区
1970年（昭和45年）7月竣工・地上4階建て・2棟・総戸数
40戸
建物構造……………………………
敷地面積……………………………
建築面積……………………………
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（月額）………………

壁式構造
2,783.42㎡
699.89㎡
全戸一律5,000円（約79円／㎡）
全戸一律10,000円（約158円／㎡）
42.5%（平置き17台）
9,000円
自 転 車400円 ／ 台、1種 原
付500円 ／ 台、2種 原 付
600円 ／ 台、 自 動2輪800
円／台
横浜市住宅供給公社
自主管理
毎月1回、理事5人・
監事2人
1年

DATA
分譲会社……………………………
管理形態……………………………
理事会………………………………
任期…………………………………

現在行っている管理規約改正
のための専門委員会

8月26日、自治会主催の納涼会
の打ち上げ風景

イベント情報 ■■

浜管ネット

☎045-911-6541

技術者部会・専門業部会合同セミナー
日 時：11月8日（木）18：30 ～
テーマ：大規模修繕工事のわかりやすい全体の流れ
～委員会立ち上げから修繕基本計画まで～
講 師：浜管ネット建築専門業部会建築Cグループ
会 場：かながわ労働プラザ（Lプラザ）4階第6会議室
（JR石川町駅北口徒歩5分）
参加費：会員無料、一般1,000円
技術者部会・専門業部会合同セミナー
日 時：11月13日（火）18：30 ～
テーマ：マンション給排水設備の仕組みと施工事例
～ どうするの専有部？（給排水改修と換気ダク
トメンテナンス）～
講 師：浜管ネット建築専門業部会設備分科会
伊藤和彦氏（総合環境技術㈱）、村田貴浩氏（㈱
スターテック）、青木大輔氏（日本ウイントン㈱）
会 場：かながわ県民センター 305会議室
（横浜駅きた西口徒歩5分）
参加費：会員無料、一般1,000円
CPD事業セミナー
日 時：11月15日（木）18：15 ～
テーマ：「熊本地震の被害と復旧に学ぶ」
地 震時にマンションはどのような被害をうける
の？
講 師：古賀一八氏（福岡大学工学部教授）
会 場：かながわ県民センター 301会議室
（横浜駅きた西口徒歩5分）
参加費：無料

よこ管ネット

☎046-824-8133

新任理事のための基礎講座
日 時：11月17日（土）13：30 ～
第1部「マ ンションのADR（裁判外紛争解決手続き）
について」
日本マンション管理士連合会 重森一郎氏
第2部「マンション管理に関わる情報の管理」
よこ管ネット理事、マンション管理士
堀内敬之氏
会 場：横須賀産業交流プラザ第１研修室
（京急汐入駅徒歩2分）
参加費：無料

☎046-259-7399

防水改修セミナー
日 時：9月20日（土）13：30 ～
テーマ＆講師：
第1部「設計予算書作成の考え方」
（㈱スターテック・梅田英世氏）
第2部「こんなに違う！配管の裏側」
会 場：プロミティあつぎ8階D会議室
（JR本厚木駅徒歩4分）
参加費：無料

☎044-380-7163

CPD事業セミナー
日 時：10月13日（土）13：45 ～
テーマ：
「100年マンションに挑戦しよう」
講 師：中野屋昌司氏（マンション計画修繕施工協会常務理事）
湯谷龍一氏（関西ペイント販売㈱）
鈴木浩之氏（Stoジャパン㈱）
菅原秀幸氏（川崎市環境局地球環境推進室）
会 場：川崎市多摩市民館
（JR登戸駅徒歩10分、小田急線向ヶ丘遊園駅徒歩5分）
参加費：無料
北部地区マンション出前相談会
日 時：11月10日（土）13：15 ～
会 場：川崎市多摩市民館第5会議室
（JR登戸駅徒歩10分、小田急線向ヶ丘遊園駅徒歩5分）
講演会・交流会
日 時：12月1日（土）13：30 ～
テーマ&講師：未定
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武蔵中原駅徒歩1分）
セミナー終了後、正会員と賛助会員との交流会を予定
防災セミナー
日 時：1月19日（土）
テーマ&講師&会場：未定
※高津区役所と共催予定

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）
日 時：10月27日（土）15：10 ～ 17：00
テーマ：管理組合のための給排水設備改修の留意点
講 師：湘管ネット理事、マンション管理士
細井知英氏
日 時：11月24日（土）15：10 ～ 17：00
テーマ：「終の棲家」づくりと「減災」
講 師：茅ヶ崎グリーンハイツ団地管理組合
中田安麿氏
日 時：12月22日（土）15：10 ～ 17：00
テー＆講師：未定
日 時：1月26日（土）15：10 ～ 17：00
テーマ：マンションの成年後見制度
講 師：湘管ネット会員 渡辺和彦氏
参加費：会員無料、一般500円
第2回マンション管理セミナー
日 時：10月6日（土）13：30 ～
テーマ&講師：
第1部「標準管理委託契約書」
梶ヶ谷学氏（㈱大京アステージ）
第2部「最新判例（管理組合はどう対応すべきか）」
土屋賢司氏（弁護士）
会 場：藤沢商工会館みなパーク503会議室
（JR藤沢駅徒歩5分）
参加費：会員無料、一般1,000円

Kanagawa Mansion Network 47

かながわ県央ネット

川管ネット
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昨年度の相談概要（例）

無料法律相談会実施中！

・共用施設の使用目的の変更
・高圧一括受電への反対者への対応

弁護士によるマンション管理運営問題、建築士等によ

・管理費等の滞納者が死亡し、相続人が相続放棄した場合

る建物維持管理問題について、毎年無料相談会を実施し
ています。次回は11月、3月に開催。この相談会は各地
域ネットワークの事前相談を経て実施しているため、ま
ずは各ネットの事務局にお問い合わせください。
※次回日程

11月10日（土）10：00 ～ 13：00

の対応
・隣接するマンション同士で樹木の落ち葉の清掃や、擁壁
の崩落に関する争い
・理事と監事との関係性

かながわ県民センター 603号室（JR横浜駅きた西口徒歩5分）

046-259-7399

045-902-4494

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

113組合
27,046戸

46組合
9,497戸

68組合
10,802戸

11組合
876戸

21組合
4,323戸

41組合
8,209戸

合

計

300組合
60,753戸

※平成30年9月30日現在
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