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C O N T E N T S

神管ネットは6月19日の第12回通常総会を行
い、第5号議案において役員任期満了により役員の
選任案が出され、承認されました。
総会後に行われた新規理事会で新会長に浜管ネッ

トの山本育三会長、新副会長にかながわ県央ネット
の向井邦良会長が就任します。
過去5年にわたり精力的に務めた　尾勝彦前会長

は新設の専務理事に就任。塩澤進前副会長、今福毅
前事務局長が退任いたします。
今回選任役員の任期は平成22年7月1日から平成

24年6月30日までです。

このたび神管ネットの新会長に選任されました小職ほか、新副会長はじめ役
員一同、よろしくお願いします。
さて、本会は2つの特徴と使命があります。
1つは県内の各地域ネットワーク等7団体で構成することで全県を網羅し、

それぞれの地域ネットごとに地元の自治体と協働してマンションストックの管
理支援ができる体制になっていることです。この仕組みは、本会設立当初から
マンションに対する情報提供や管理支援策をする上で、地元自治体との連携、
協働が基本との認識に立ったもので、他県にはない独特な組織形態です。その
後マンション管理適正化法が制定され、国と各自治体がマンション支援策を努
力目標としていることでも、先駆的な活動目標が証明されたことになります。
もう1つは、全管連の一員であることです。ここでは1地域では得られない

全国レベルでのマンション管理の情報が得られること、単独では成果が得にく
い政策提言や活動が展開できることです。今回のマンション再生法の提言（本
紙2ページに掲載）に参加したのがその最たるものです。
このように、神管ネットは一方で地域との協働、他方で全国レベルの活動と

いう2つの使命を持つ組織であることを生かして今後とも活動を行っていく所
存です。
皆様のご理解とご支援をお願いします。（3ページに神管ネット新理事会の

役員構成を掲載）
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○目　的
既存マンションのより長寿命化、「省エネ」「改善による再生」

等による水準向上を第一義とする住宅政策の転換を目的とす
る。
○再生のレベル設定
再生の対象となる部位や再生レベルは、そのマンションの現

状、条件により段階があり、必ずしも一律の認定基準を前提と
せず、それぞれの対象ごとに、段階別に幅のある基準を設定す
る。
○議決の要件
①劣化対策
現行では出席半数、議決はその過半数なので、議決権総数の

4分の1を超えればよい条件とする
②共用部分を主とする再生のための議決要件
◆耐震化、設備の更新等を含む水準向上
区分所有者総数及び議決権総数の各4分の3以上（以下「4

分の3以上」という表現に省略）
◆可変化、バリアフリー化
構造躯体にまで及ぶ再生は4分の3以上、その他の軽微な場

合は議決権総数の過半数
◆省エネルギー化
一定の水準を満たす場合は4分の3以上、軽微な場合は議決

権総数の過半数
◆居住環境の改善
議決権総数の過半数

③専有部分に著しい影響を及ぼす再生の議決権
◆居住面積増
単棟型では4分の3以上、団地型では全体で4分の3以上か

つ当該棟で4分の3以上
◆その他の再生
単棟型では4分の3以上、団地型では全体で4分の3以上か

つ当該棟で4分の3以上。ただし、上下階、隣戸間の2戸1で
境界壁の一部開口の場合は、予めルールを管理規約で決めた上
で、理事会での承認事項の範囲とすることが可能
○合意形成
1） 管理運営上の措置
①原始規約を含む規約の改正による再生手続きの条項改正
②再生のための積極的な管理の誘導
③長期修繕計画に盛り込むべき事項
④再生のための情報の提供と支援

2）情報の共有と計画の進め方
①情報の共有
②計画への取組み

○財政上の措置
各種補助金、低利貸し付け、利子補給、税制上の減免措置等、

再生による長寿命化への促進、CO2排出量削減など、総合的
な住宅政策として展開
○省エネ・再生のための技術開発、専門家・企業の育成強化

1）区分所有法
例えば専有部分の増築や棟の減築に際して、少なくとも建替

えに必要な議決条件より緩い議決要件を揃え、条項の改正また
は新設する必要がある。
2）建替え円滑化法
今回、マンション再生法を制定するに際しては、マンション

建替え円滑化法と同様の行政的施策が可能な、また、それ以下
の議決要件で新設すべき。
3）長期優良住宅促進法
長期優良住宅促進法は、新築用の認定基準がガイドラインで、

ストックの再生にはなじまない。ストックの再生に際しては、
特にマンションに当てはまる条項を削除すべき。
4）マンション管理適正化法
ストックの管理を視野に入れた法なので、基本的には準用で

きると思われるが、なお、再生法、区分所有法改定に伴い、す
り合わせが必要。
5）その他、現行法の運用
建築基準法や消防法に抵触するものもあり、既存マンション

の再生に際しては、現行法の運用上の緩和策が必要。

1）部分的バリアフリー再生の取組み
①階段室対応の椅子式昇降機開発
階段室の手摺を兼ねた折り畳みの椅子を備えた昇降機

を地元中小企業に参加させるプロポーザル方式による開
発をし、合わせて設置への支援策を講ずることでかなり
の中層マンションの部分的バリアフリー化が進むことに
なる
②共用部分のスロープ化、廊下・階段室等の手摺設置
多くの高経年マンションですでに自力で設置済み

2）耐震性向上のためのメニュー方式による段階的補強
マンションに対する耐震診断・補強支援策は、一向に

普及しないのが現実。新耐震基準100％クリアを条件
とするからで、高額の費用を要すること、一部専有部分
に影響することもあり、合意形成しにくい。それぞれの
事情によって補助金額が決まるなど、様々な耐震メニュ
ーを可能とする
3）省エネのための様ざまな再生策
開口部の二重化、外断熱化、屋上緑化、屋上太陽光パ

ネル設置等、すでにある支援策を強化し、かつ税制上の
支援策を講ずることで、有効な手立てとする
4）専有部分の模様替え、増築等による再生
①50㎡未満の高経年マンションのリノベーション
高齢者居住では50㎡未満の専有部分でも十分な広さ

であり、内部の大幅なリノベーションも可能。専有部分
に対する支援策を優先的に講ずることで、建替えをせず
に居住水準の向上につながる
②増築による面積増
1990年代初頭に中層団地型マンションで、一部増

築により48㎡前後の専有部分を75㎡程度まで広げた
ところがある。取壊し・建替え、その間の一時住居等の
費用を考えれば、建替えずして面積増を図ることができ、
かつ建設時の緑環境と長年に亘って醸成されたコミュニ
ティを維持することができまる
5）利用目的の変更（コンバージョン）や減築
専有部分の一部を管理組合が買い上げて、高齢者専用

施設化、医療・福祉専門業による経営委託等を行う。更
に、大幅な空家発生を抱える地域での減築可能な手立て
も。民法の全員合意でない、区分所有法の範囲でこれを
可能にする法改正が必要
6）管理運営上の再生
①原始規約を含む規約の改正による再生手続きの条項付加
標準管理規約や現行規約を規制する上位法の区分所有

法改正により、規約上も再生のための議決事項の改正が
必要。この場合、建替え条項よりは緩い議決割合が肝要
②再生のための積極的な管理の誘導
これまでの長い管理慣習を脱却し、管理指針や標準管

理規約他で「守る管理から攻める管理」への誘導も必要

全管連が提案 『マンション再生法』骨子 『マンション再生法』骨子 『マンション再生法』骨子 

│現│行│法│と│の│整│合│性│へ│の│提│言│

再生事例と必要な施策事例
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香川泰男・川管ネット新会長

斎藤秀夫・よこ管ネット新会長

今年度も引き続きCPD研修セミナー開催します！今年度も引き続きCPD研修セミナー開催します！今年度も引き続きCPD研修セミナー開催します！今年度も引き続きCPD研修セミナー開催します！

2010年度も昨年度に引き続き、「神奈川県下マンション相
談員・アドバイザー等の継続的能力開発（CPD）事業」の研
修会を行います。
昨年度は国土交通省「マンション等安心居住推進事業（相談

体制の整備等に係る事業）」の「モデル事業」としての実施で
助成金を得ましたが、本年度はCPD事業事務局および各実施
団体等による自前経費で実施いたします。
つきましては経費節減のため、所々皆様にご協力いただくこ

ともあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。

研修期間：
2010年7月～2011年3月（年6、7回開催する予定）

講師：
弁護士、建築士、マンション管理士、管理組合役員経験者等
マンションの管理運営及び建築・設備に造詣の深い講師等

後援予定：
開催地の自治体（神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、相
模原市、藤沢市、大和市）及びかながわ住まい・まちづくり
協会、横浜市リフォーム促進協議会等に依頼予定

主催：
神奈川県下マンション管理アドバイザー等CPD委員会
（CPD委員会）

CPD事務局：
よこすかマンション管理組合ネットワーク
〒238-0011 横須賀市米が浜通1-5 YSビル301

蕁/蕭046-824-8133 E-mail：info@jinkan-net.com

CPD委員会事業の構成団体：
一般社団法人　神奈川県マンション管理士会
一般社団法人　首都圏マンション管理士会神奈川支部
特定非営利活動法人　建物ドクターズ横浜
特定非営利活動法人　かながわマンション管理組合ネットワーク（神管ネット）
特定非営利活動法人　横浜マンション管理組合ネットワーク（浜管ネット）
特定非営利活動法人　かわさきマンション管理組合ネットワーク（川管ネット）
特定非営利活動法人　よこすかマンション管理組合ネットワーク（よこ管ネット）
特定非営利活動法人　相模原マンション管理組合ネットワーク（相管ネット）
特定非営利活動法人　湘南マンション管理組合ネットワーク（湘管ネット）
特定非営利活動法人　かながわ県央マンション管理組合ネットワーク（県央ネット）
特定非営利活動法人　日本住宅管理組合協議会神奈川県支部（日住協神奈川支部）

平成22年度「マンション相談員等のCPD研修」セミナー

現在のスケジュール予定

第1回 7月4日（終了）
共催：川管ネット
内容：「電力費削減のためのLED電球の採用と電力契約の

見直し」＝9ページ参照
講師：相川洋明管理組合理事長、岩崎電気、渋谷電気商会等
会場：セソール川崎京町ハイライズ集会所

第2回 9月13日（月）18：30～20：30
共催：浜管ネット
内容：高経年マンションの設備管理（仮題）
講師：未定
会場：かながわ労働プラザ多目的ホールA

第3回 10月9日（土）13：30～16：40
共催：神奈川県マンション管理士会
内容：高経年マンションにおける大規模修繕工事について
講師：未定
会場：かながわ県民センター301

目的：
神奈川県下マンション相談員・アドバイザー等相談員の継続
的資質の向上、能力の開発並びに各ネットワーク地区マンシ
ョン管理組合役員のマンション管理についての知識習得

初回は７月川崎、続いて浜管、県士会が実施

6月19日開催のNPOかながわマンション管理組合ネットワーク（神管ネ
ット）第12回通常総会並びに理事会で、下記の通り新役員が選任されまし
た。 は新任。その他は再任です。
香川泰男理事は川管ネット新会長、斎藤秀夫理事は

よこ管ネット新会長です。

会　　長 山本育三　NPO横浜マンション管理組合ネットワーク会長
副 会 長 向井邦良　NPOかながわ県央マンション管理組合ネットワーク会長
専務理事 尾勝彦　個人正会員
理　　事 朝野浩行　NPO相模原マンション管理組合ネットワーク会長
理　　事 二宮博敏　NPO湘南マンション管理組合ネットワーク会長
理　　事 川上湛永　NPO日本住宅管理組合協議会神奈川県支部長
理　　事 香川泰男　NPOかわさきマンション管理組合ネットワーク会長
理　　事 斎藤秀夫　NPOよこすかマンション管理組合ネットワーク会長
理　　事 田邊邦男　個人正会員
理　　事 島村利彦　個人正会員
監　　事 三浦利彦　個人賛助会員

高

新

新

新

新

新

新

神管ネット神管ネット神管ネット
新 役 員
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（独）住宅金融支援機構が国の認可を受けて発行する「マン
ションすまい・る債」平成22年度積立管理組合の募集が今年
も実施される。昨年度の募集は8月28日～10月15日だった。
「マンションすまい・る債」は、元本保証、平成21年度発
行債券の年平均利率0.924％（満期時）、債券は機構が無料
で保護預りするなど、管理組合向けとして非常に利用しやす
い商品である。
問い合わせ：住宅債券専用ダイヤル 0570-0860-23

http://www.jhf.go.jp/customer/kanri/smile

「マンションすまい・る債」
積立管理組合の募集

浜管ネット、川管ネット賛助会員である㈱神奈川保健事業
社が5月19日、第19回BELCA賞（ベストリフォーム部門）
を受賞した。
BELCAとは公益社団法人ロングライフビル推進協会（旧

（社）建築・設備維持保全推進協会＝平成22年4月1日に改
称＝ Building and Equipment Long- l i fe Cycle
Association）。
受賞工事は「神奈川県立青少年センター改修工事（2005

年4月竣工）」。神奈川県が2002年に策定した「神奈川県県
有施設長寿命化指針」に基づき、県が県有施設整備の手法を
転換したことを象徴するプロジェクトとして実施された初の
モデルだった。同社の受賞は第14回（ベストリフォーム部門、
横浜情報文化センター等）以来2度目。

神奈川保健事業社
BELCA賞ベストリフォーム部門受賞

『狙われるマンション』
儲かるから建て替えを誘導する。住民が無関心だから第三

者が介入する。飢えた業界にとってマンションは標的であっ
て、無防備な狙いどころ。だからこそ、
大切なコミュニティー形成、住民自治を
喚起する一冊。

新刊

蜻山岡淳一郎／著
朝日新聞出版／発行
四六判並製・264ページ
定価1,575円（税込）
ISBN：9784022506801

『長期修繕計画　作成・見直しマニュアル』
平成20年6月に国土交通省が公表した「長期修繕計画標準

様式、長期修繕計画作成ガイドライン及びコメント」の中の
長期修繕計画作成の基本的な考え方と、
長期修繕計画と修繕積立金の見直しの手
順について、ポイントを紹介したもの。

蜻マンション管理センター／発行
A4判・33ページ
定価300円（会員240円）・送料80円

『新しいマンション標準管理委託契約書』
マンション標準管理委託契約書が全面的に改訂されたこと

を受け、その前提となっている改正マンション管理適正化法
施行規則の概要、改訂版マンション標準
管理委託契約書についての解説及びQ＆
Aを掲載した。

蜻マンション管理センター／発行
A4判・118ページ
定価1,000円（会員800円）・送料80円
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みなさん防犯はどうしていますか？みなさん防犯はどうしていますか？みなさん防犯はどうしていますか？
オートロックマンションの新聞配達

防犯はマンションの大きな課題のひとつです。そこで気になるの
が日本特有の新聞配達。各戸に配達するまでのサービスは諸外国で
はあまり見受けられません。マンションでは、防犯を目的にオート
ロックを導入していますが、オートロックと日本の新聞配達の習慣
はどうクリアされているのでしょうか？夕刊は集合ポストというマ
ンションが多いようなので、朝刊での事例を集めました。

世帯数：360戸

棟　数：1棟

オートロックエントランスの数：2

対　応：24時間体制の防災センターに、主要な大手新

聞の配達人の顔写真、氏名等を登録し、防災セ

ンターの番号を押せば、センターの警備員が確

認し入れるようにしている。

24h機能の防災センターあり

世帯数：206戸

棟　数：2棟

オートロックエントランスの数：2

対　応：管理組合の決めごとは1階のメールボックスへ

の投函のみ。各自宅まで希望する住戸へは各自

で新聞配達会社と契約してエントランスのイン

ターホンで部屋番号を押して建物内に入ること

にしている。5時配達ならば5時に起きていな

ければならない。

管理組合が「立ち入りダメ」

世帯数：30戸

棟　数：1棟

オートロックエントランスの数：1

対　応：主要な大手新聞配達会社の担当者へ暗証番号を

教えて、各戸への配達を可能に。不定期に暗証

番号は変更する。

不定期に暗証番号を変更

世帯数：100戸

棟　数：1棟

オートロックエントランスの数：1

対　応：後付けのオートロック。テンキータイプで解錠

できるようにした。外部の新聞配達会社に暗証

番号を知らせるのは防犯性が低くなるため、住

み込み管理員や配達会社との話し合いで解錠時

間を5時と定めた。同時にエントランスに防犯

カメラも増設した。

後付けオートロック…そして？

世帯数：1,600戸
棟　数：1棟
オートロックの数：

（正面玄関、１Ｆエレベーター、各階フロア入
り口＝1住戸に対して3か所）

対　応：契約している新聞販売店スタッフの顔写真を登
録し、24時間マンションに勤務している管理
会社が必ず本人と顔写真を照合し、全フロアの
セキュリティーパスを渡す。

超高層マンションは完全防備

世帯数：200戸
棟　数：4棟
オートロックの数：4
対　応：オートロックは住み込み管理員が早朝5時から

6時までを解錠。その間に新聞配達を促す。防
犯対策は防犯カメラの設置にて。

早朝1時間のみオートロック解錠

世帯数：100戸
棟　数：2棟
オートロックの数：2
対　応：契約している新聞販売店へ暗証番号を教えると

同時に、マンション内へ入館する際にはあらか
じめ渡している管理組合名の入った腕章をつけ
てもらう。

入館時は腕章巻いて

後付けは管理組合で話し合いを
今やエントランスのオートロックは新築ではついていて当

たり前の設備で、防犯やプライバシーの確立や資産価値を考
えると、既存マンションでも設置することが望ましいと考え
られ、また設置を希望するマンションも多くなってきている。
ただ、後付けで設置はしたものの、うまく機能できずに外

している管理組合もあるようだ。
事例でもあるように、新聞配達や宅配業者の問題や監視カ

メラとの連携、またはエントランスにオートロックをしても
駐車場から建物内に入れる構造など、オートロックの機能性
と利用の仕方がどこまでリンクするかが問題となってくる。
後付けの場合は設置する前に管理組合でよく話し合いをする
必要がありそうだ。

!
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近年、何度も口にしていることですが「マンシ
ョン管理組合が税務調査の対象に入ってきていま
すよ」ということは改めて声を大にして言いたい
ことです。
では、どういうマンションが選定対象とされる

のか。これは特に言わなくても税務署が勝手に決
めます。
ポツンと1棟だけのマンションより周辺にマン

ションが林立しているところのほうが、波及効果
というのでしょうか、選定されやすいです。大規
模マンション、法人格の管理組合も目をつけやす
い理由になります。

駐車場、集会所
もっと具体的にどういう管理組合が対象になる

かというと、大規模団地群が狙われやすいと言え
るかもしれません。携帯の基地局あり、自動販売
機あり、ひょっとすると外部に駐車場を貸してい
る可能性もあります。
みなさん、意外と見過ごしなのがこの外部への

駐車場の貸し出しです。
100％マンション居住者に貸している場合は問

題ないのですが、例えば100台分の駐車場で1台
でも外部に貸すと、他の99台分も課税対象にな
ってしまう可能性があります。外部に貸せる駐車
場であるという理由からです。
こうなると、来客者用の駐車場の料金収入はど

うなのか、という問題も出てきます。
空き駐車場が多くなって、外部に貸す場合は貸

すスペースだけでなく、駐車場全部が課税対象と
なる可能性も考えて検討したいところです。
集会所の使用については、管理組合や自治会の

利用、つまり理事会や各種サークルなど、居住者
が使用する分には無料で貸し出す場合もあるけれ
ども、マンション外の住民が加わるサークル、居
住者内でも授業料を取る子ども向けスクールにつ
いては、一定の金額を取っている場合があります。

それでも60％は手元に残る
ここでため息ばかりではしょうがないので、前

向きに考えてみましょう。税金と言うのは収益を
100％とられるわけではなく、約40％を税金と
して納付する訳ですから、逆にいえば60％は手
元に残るということです。
これからは高齢化マンションが増えていきま

す。
ですから、収益は収益としてちゃんと事前に申

告して、長期修繕計画などの長期的な展望に対し
て、将来資金が不足するような場合も想定して、
税金対策とともに「収益事業の検討もあり」だと
思うことも大切だと思います。
今後のマンションの維持費には管理費等以外の

収入に期待が求められるかもしれません。携帯基
地局や屋上看板など、多大な収入への期待は「あ
り」です。
しかし、そのためにも管理組合には税金の知識

を持っておいてほしいと思います。

3
●税理士・外部監査人　三浦　利彦氏

　　　　　　　　　　　　　（NPO神管ネット監事）

マンションへの法人税調査

今 回 の キ ー ワ ー ド

21

Tel.03-3474-1941　Fax.03-3474-1980営業本部
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マンション管理適正化法第2条で定め
られた基幹事務を受託していること

● 管理組合の会計の収入及び支出の調定
● 出納
● マンション（専有部分を除く）の維持又は修繕
の企画又は実施の調整

総合管理
とは・・・

順 位 組 合 数 棟 数 戸 数 加入ネット管 理 会 社

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

㈱大京アステージ
㈱東急コミュニティー
日本ハウズイング㈱
三井不動産住宅サービス㈱
JS日本総合住生活㈱
三菱地所藤和コミュニティ㈱
㈱長谷工コミュニティ
ナイスコミュニティー㈱
大和ライフネクスト㈱
住友不動産建物サービス㈱
明和管理㈱
コミュニティワン㈱
野村リビングサポート㈱
大成サービス㈱
伊藤忠アーバンコミュニティ㈱
㈱相鉄リビングサポート
㈱合人社計画研究所
丸紅コミュニティ㈱
長谷工スマイルコミュニティ㈱
㈱東京建物アメニティサポート
ホームライフ管理㈱
㈱ライフポート西洋
（財）若葉台管理センター
㈱ダイワサービス
ユニオン・シティサービス㈱
住商建物㈱
六華㈱
㈱セザールサポート
横浜サンユー㈱
㈱ハリマビステム
双日総合管理㈱
㈱菱サ・ビルウェア
横浜コミュニティ㈱
トーメン建物管理㈱
国土管理㈱
昭和管財㈱
東横ハウスサポート㈱
㈱ウィッツコミュニティ

―

―

―
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

合　　計 8,095 11,385 541,072

基幹事務

の 内 容

総合管理
とは・・・

1,093
853
750
542
120
415
235
546
378
269
387
275
208
171
133
102
155
153
116
76
57
111
15
98
121
26
93
111
55
68
22
52
60
23
32
12
19
143

1,188
1,200
944
708

1,573
573
312
565
434
346
398
279
221
298
173
192
194
205
119
95
160
111
66
98
129
47
119
114
60
71
27
61
60
33
32
16
21
143

55,963
54,481
44,119
44,074
34,217
33,401
29,840
26,490
23,892
21,559
18,868
13,292
12,470
12,340
11,725
11,400
10,057
9,725
7,415
6,593
6,298
5,470
5,195
5,016
4,862
4,363
3,715
3,518
2,970
2,865
2,829
2,499
1,730
1,680
1,073
580
579

3,909

……………… ランキングについて ………………
【概　　要】各管理会社が総合管理の業務受託をしている件数のう

ち、神奈川県内で受託している物件に限定して管理組
合数、棟数、戸数を調査した

【集計時点】平成22年3月31日現在
【調査対象】各地域ネットワークに賛助会員として加入している管

理会社を中心に、首都圏または全国的に活躍する管理
会社を編集部が選んで協力をいただいた

【調査方法】電話および電子メール

神 浜 川 よこ

神 浜 央 湘

浜 川

浜 川

浜

浜

浜

浜

浜

浜

浜

神

よこ

よこ

浜 川

浜 よこ

浜 よこ

浜 よこ

※長谷工スマイルコミュニティは4月1日付で、長谷工ニッケンコミュニティと統合したため、統合後のデータを採用
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浜管ネット浜管ネット

技術者部会と合同で各種セミナー、工事見学会等を実施し
ている専門業部会が5月13日、横浜・山下町のロイヤルホー
ルヨコハマで平成22年度全体会議を行い、新幹事会役員を
選定。専門業部会新部会長には建装工業㈱の井上幸雄氏が就
任した。
専門業部会活動の活性化のため、グループ企業を再編成。

建築分科会5グループ、設備分科会（イベント時のみ2グル
ープ）、管理分科会に分け、毎月1回を目安にイベント実施を
目標とする。
今年度の最初のイベントは7月17日の「電気設備の改修と

機械式駐車場のメンテナンス」セミナーから。詳細は15ペ
ージへ。

専門業部会、グループ再編成

5 13／

毎年の全体会議には専門業部会から
約60社に技術者部会のメンバーを
加え、約90人が集う

専門業部会・井上幸雄新幹事長の
あいさつ

5月15日、横浜・都筑のハウスクエア横浜で「みどりの維
持管理について」をテーマにセミナーを行った。牧野造園㈱
の楠井美寛氏と河島真樹子氏が「マンションの緑の維持管理」
と題して講演した。
セミナーではまずマンションに植わっている植物の種類、

特徴を説明。年間の作業工程表の策定と草刈や除草、土に空
気を入れるエアレーションなどの作業内容、病害虫対策の薬
剤散布事情、施肥についての解説を行った。
特に樹木や植栽の管理履歴がデータとして残せることから、

樹木マップとそれに伴う台帳の作成を奨めていた。10,11p
に関連記事。

「みどりの維持管理」テーマにセミナー

5 15／

セミナーの様子。左から牧野玲子専務、河島さん、楠井さん

6月12日、浜管ネット総会では基調講演の講師にNPO福
岡マンション管理組合連合会（福管連）の杉本典夫理事長を
招き、「マンション居住者の高年齢化に伴う諸課題」と題して、
福管連のこれまでの軌跡と活動状況を話していただいた。
福管連は1987年、福岡市内41管理組合で結成。以来、

マンション内の暴力団事務所の追い出し運動、専有部分の
90％近い買い占めによる地上げ対策などを取り組んできた。
その後もマンションの一連のサービスを一つの場所で提供

する「ワンストップサービス拠点」として、マンション管理
評価基準の作成、理事長等派遣
方式の実施、ADR（裁判外紛争
解決手続）実施事業者の認定を
受けマンション問題解決センタ
ーの開設等の活動を続ける。
現在、正会員数は約670管理

組合。毎年数十の管理組合の新
規加入があるという。

福管連・杉本氏が総会で基調講演

6 12／

通常総会の記念講演に福管連の
杉本理事長を招いた

川管ネット川管ネット

6月6日、川崎・幸区の川崎市産業振興会館で新任理事向
けマンション管理セミナーを開いた。
1部では川管ネット理事の板矢理事が管理組合の組織図か

ら役員の職務分担、管理会社との関係、日常の清掃業務、設
備点検など、基本的事項をマンション管理の初心者向けに解
説。2部は管理組合交流会として、ダイアパレス川崎グリー
ンポートが終わったばかりの大規模修繕工事への取り組み方、
野川住宅が給水・給湯、スラブ下排水管について築31年で
かかえる問題点、武蔵小杉マンションがこれから実施しよう
としている雑排水管の更生工事についてなどを披露し、参加
者からはさまざまな意見や質問があり、貴重な情報交換の場
となっていた。

新任理事向けマンション管理セミナー

6 6／

小規模セミナーのため、発言をしやすい管理組合交流会となった
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7月4日、川崎・川崎区のセソール川崎京町ハイライズ管
理組合（築23年・541戸）で、「電力費削減のためのLED電
球の採用と電力契約の見直し」と題し、神管ネットが事務局
となる平成22年度第1回マンション相談員等CPD研修セミ
ナーを行った。
第1部のセミナーではまず相川洋明理事長が同管理組合の

取り組みを説明。約10年前から共用部分の電力契約の見直
し、高効率蛍光灯への変換、省エネエアコンへの更新、給水
ポンプのインバーター制御への更新、LED電球の導入、照明
設備の更新など、いろいろな取り組みから、20年前の電気
量の半分まで削減させることに成功させている。第2部は実
際の現場見学。渋谷電気商会の社長などが説明に当たった。

共用部分の電気料金削減へ
事例管理組合見学会

7 4／

相川理事長が共用部
分の電力費の推移を
説明

6月20日、横須賀・汐入の横須賀市総合福祉会館で、浜管
ネット、川管ネットに続いてグッド保険サービスの伊藤昌弘
専務を講師に管理組合向け損害保険セミナーを行った。参加
者は30人。

管理組合向け損害保険セミナー

6 20／

よこ管ネットよこ管ネット

横須賀でも損保の関心は高い

6月13日、かながわ県央ネットでは総会の特別講演会の講
師に国土交通政策研究所の高橋正史主任研究官と福田裕恵研
究官を招き、「マンションの適正な維持管理に向けたコミュニ
ティ形成に関する研究報告」について特別講演会を開催した。
高齢化などにより理事のなり手がいない場合、自治会の祭

りやイベントで活躍していた人材に着目し、リーダーとして
スカウトした例など、1,094件からのアンケート・インタビ
ュー調査からの研究成果が報告された。
研究成果は下記URLで閲覧することができる。
http://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/kkk91.html

マンション問題はコミュニティー
形成が有効な手段

6 13／

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

研究報告を解説する高橋正史主任研究官

LED電球の導入の
自転車置き場

外灯も徐々にLED
化へ進めている

駐車場棟のLED電
球。利用時のみ点灯
するシステム



ワンポイント

管理組合基礎講座
第13回

植栽された樹木は10年経つとどのように変化していくの
か、また今現在どのような状況になっているでしょうか。
マンションの緑の価値が重要視される今、植えたままに

なっている緑を見直すことによってその価値をできるだけ引
き出してあげる事ができるかもしれません。
より良い緑への将来を見据えて毎年の管理を行っていくヒ

ントを提案します。

例：クス・イチョウ・ケヤキ・トチなど
夏涼しい木陰をつくり緑豊かな景観を作り出す目的で植栽

される緑陰樹ですが植栽から10年もたつと枝や伸び葉が茂
り、逆に陰気なイメージを与えかねません。
また、木の特性を考えず、大木になる木に間隔を開けずに

植栽してしまい、結果的に過密植栽になってしまう例もあり
ます。
今まで樹木が生長し、大きくなるのは良いとされてきまし

たが、本来の役割を果たしていなければマイナス効果です。

◆対策と管理方法
緑陰樹やシンボルツリーには主に大木になる木が使われる

ため、植栽をする時には10年、20年後にこの木がどういう
成長をとげるかという予測をする事が必要です。大きくなっ
てしまった木への対策は剪定や移植、伐採などがあげられま
す。

◆剪定
混み合っていて、日当たりや風通しが悪いなど支障のある

枝を剪定します。ただ、樹形を考えないぶつ切り剪定はか
えって景観や樹木の生育を妨げる可能性があります。

◆移植
支障となる木を敷地内の別の場所に移植するという方法で

す。緑の量を減らさず、抜いた樹木を再利用できる有意義な
方法ですが、大木となってしまった樹木を移植する事はとて
も難しく大掛かりな工事になります。

みどりの維持管理①
植栽から10年たった緑地管理への提案

―取材協力―

株式会社牧野造園
専務取締役

牧野玲子氏
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◆伐採
剪定や移植で対応できない場合は、間引き（伐採）を行う

というのも一つの手段です。植栽した当初は一本あたりの固
体が小さかったためそれなりの本数を植栽してバランスを
保っていた箇所も樹木が大きく成長すると年間管理の剪定費
もかさみます。
また、大きくなりすぎた樹木が電線などにかかってマン

ションの構造物そのものに影響してしまう場合もあります。
大きな樹木を伐採するときは住民から反対されるケースも考
えられます。その場合は住民と一緒に“生活や構造物に支障
がないか”“マンションにとって必要な緑であるか”など現状
の緑の診断を行い、理解を得てから対象となる樹木を選別し
て下さい。

例：ヒイラギモクセイ、レッドロビンなど
生垣はコンクリ－ト擁壁のように無機質ではなく、緑の壁

となりマンションの景観向上にも貢献しています。
しかし、樹種によっては非常に病害虫がつきやすく景観も

損なう上、維持管理にコストがかかってしまいます。
また、植栽時に樹木の生長を考えず間隔をあまり空けず列

植してしまい過密状態になっている例も見受けられます。

◆対策と管理方法
生垣によく用いられる樹種の一例として常緑であり可憐な

花が咲くサザンカ・ツバキなどが挙げられますが、チャドク
ガという非常に有害な害虫が発生しやすい樹種です。
生垣は病虫害が発生すると一気に広がりやすいので、樹種

の選定と定期的な管理以外にも見回りが必要になります。

◆病虫害対策
病虫害は、樹種の選択と効果的な管理により防ぐ事が出来

ます。もし、長い間病虫害が慢性化している場合は違う樹種
に植え替えても良いかもしれません。

◆過密植栽
マンションの生垣などは、仕上り時に生垣として完成され

ている必要があるためか、過密状態のところを多く見受けま
す。
樹木が成長し、根詰まりを起こして枯れてしまう前に間引

きを行い、樹形を整えていく必要があります。

10年たった樹木の根について考える上でも述べて参りま
したが、樹木は時と共に成長します。それは根も上部と共に
成長しているという事がいえます。
大きく成長した樹木の枝葉を見てその樹木の根の事を考え

ポイント1
大きくなってしまった緑陰樹や
シンボルツリーの見直し

ポイント2 生垣の見直し

ポイント3 10年たった樹木の根について考える



た事があるでしょうか。樹木の根は樹種により特徴が全く異
なります。

◆対策と管理方法
樹木の根は普段地中に潜っていて目にはなかなか見えづら

いものです。
植栽時には将来の根の張り方を予測しないといずれ道路舗

装やマンションの基礎に影響をあたえかねません。
樹木の根は、地中に深く伸びる事が出来なくなった時、長

く遠くに伸びると必然的に根元が太くなり、結果「根上がり」
を起こしてしまいます。
その結果、舗装を持ち上げてしまったり、根が地表に浮き

出して歩行や走行に支障をきたす原因にもなってしまいます。
根が埋設管に絡みついて管の亀裂、漏水事故等トラブルにな
るケースも非常に目立っています。
また、大きな頭のわりに根が小さすぎて強風で倒れてしま

うという可能性も考えられます。

◆根上がりによる根の対策
根上がりが発生した場合、樹木の根のまわりの舗装を撤去

して、根茎域を明らかにし、土壌を入れ替え、根を地中に向
かわせるなどの方法があります。
また、大きくなった樹木の抜根を行い以前より規模の小さ

い樹種の樹木を植栽しても良いと思います。

◆強風による倒木
樹木の生長に伴い、枝葉が繁ることによって風の抵抗を受

けやすくなります。
根鉢が浅く樹木が倒れてしまう場合は、支柱を施す事によ

り、強風に対抗することができます。
よくマンション植栽に使用されるゴールドクレストなどの

コニファー根は上部に比べて根の成長が遅いため、強風で倒
れやすい傾向にあります。
一部のコニファーは安価で植栽時に大量に使用されること

が多いですが、こういった傾向を踏まえて、もう一度植栽樹
種を見直す必要もあるのではないでしょうか。

…………………株式会社牧野造園の概要…………………
●本社所在地：〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町2257 ●蕁：045-941-4764 蕭：045-941-8774
●URL：http://makinozoen.co.jp ●E-mail：maki@makinozoen.co.jp
●加入ネット：浜管ネット
●特色：現在、弊社では17件のマンションにおいて、緑地管理業務を請け負っています。個々のマンションには、それ

ぞれのイメージや環境、住民の方々の緑地に対する想いや考え方が違います。それらを考慮し、本来の緑地のあ
るべき姿との共存を実現するため、各マンションに愛情を持ち、提案・管理をしております。
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みどりの管理をきちんとすると
植栽は生まれ変わる

高木

中木

低木

樹　名
サルスベリ
ナツツバキ
ハナミズキ
コブシ
ライラック
ウメ
ヒイラギモクセイ
レッドロビン
キンモクセイ
ヤマモモ
アジサイ
サザンカ
シャクナゲ
ジンチョウゲ
ツバキ
ウツギ
クチナシ
トキワマンサク
アオキ
アベリア
ツツジ類
サツキ類
ユキヤナギ
ラベンダー

樹　種
落葉広葉樹
落葉広葉樹
落葉広葉樹
落葉広葉樹
落葉広葉樹
落葉広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
落葉広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
落葉広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑広葉樹
常緑低木樹

花芽分化期
4月下旬
5月下旬～6月上旬
7月頃
6月下旬～7月上旬
6月下旬～7月中旬
7月上旬～8月上旬
5月中旬～6月中旬
8月頃
7月上旬～8月上旬
芽吹き4月　開花5月
6月下旬
6月中下旬
6月上中旬
7月上旬
6月下旬～7月上旬
7月中旬～8月上旬
7月下旬～9月上旬
7月中旬～8月上旬
4月
5月上旬～10月下旬
6月下旬～8月中旬
6月下旬～8月中旬
9月上旬～10月上旬
2月～3月

剪定時期
秋
冬季
冬季
春季
春季
秋～冬季
春季
秋～冬季
秋
秋
花後　6月
春季
花後　春
花後　春
3月
花後　6～7月
7月中旬
6月
3月
春・夏
6月上旬～7月下旬
6月上旬～7月下旬
花後
花後

特　　徴　　・　　用　　途
花は夏の間中楽しめる
6月下旬～7月上旬白い花咲かす　チャドクガが発生する
うどんこ病になりやすい為早目の薬散が必要
2～3年に1回は太枝をきり戻して大きさをコントロールすることが望ましい
花芽がついていても長すぎる枝は切り落として樹形を作ります
生命力が強く老木でも花を咲かせます
虫がつきやすい為早目の薬散が必要。中の透かされた葉を採ると新芽が出てくる
生垣　在来種のベニカナメは病気が出やすいが、この樹種はほとんど病害虫がでない
何年かに一度切り戻しをすると、樹形を保つことが出来ます
雄木と雌木があり、雌木に7～8月に実をつける。食べられる
短く剪定すると花芽がつかないが、3年に一回は切り戻したほうが株は大きくならない
チャドクガが発生する。枝を透かして内部からも薬散をしないと効果がでにくい
閉花後花殻摘みを行う
樹齢はあまり長くなく、大株の移植は困難
刈り込みに良く耐える。チャドクガに注意
切り戻しが必要です
花が咲き終わった後。強く刈り込むと花芽ができ難くなる
刈り込みに強く、病害虫はほとんど発生しない
芽吹きの前に行う
生育旺盛で春から秋まで枝が伸び続ける為、その期間中ならいつどこで切っても花をつける
花が咲き終わった後花芽分化が始まる為、剪定は遅くても7月で終わらせたい
花が咲き終わった後花芽分化が始まる為、剪定は遅くても7月で終わらせたい
強健で土壌を選ばない
花殻を刈り取る



大規模修繕

株式会社大和

横浜市南区高砂町2-19-5
蕁045-225-8200
蕭045-225-8201
info@daiwa-co.com
http://www.daiwa-co.com

地元神奈川で地道に積み上
げてきた実績をもとに、「環
境問題」「地域社会への貢献」
など、社会テーマを見据え
ながら着実に前進している
会社です。

央 湘よこ浜神
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大規模修繕

相鉄建設株式会社

建築事業本部　リニューアル部
横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816
蕭045-451-8967
daimon-akiko@sotetsu-const.co.jp

相鉄鉄道グループの中で、
地元に密着したセネコンと
して、建築・耐震・設備・
内装のリニューアルをお客
様の立場で、ご提案いたし
ます。

浜

大規模修繕

工藤建設株式会社

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

入念な下地補修と美しい仕
上がりをご提供いたします。
ドイツSto社の補修用各種製
品を取り扱いいたしており
ます。

浜

大規模修繕

株式会社サカクラ

横浜市磯子区岡村7-35-16
蕁045-753-5700（直）
蕭045-753-5835
k_yamamuro@sakakura-kk.co.jp
http://sakakura-kk.co.jp

豊富な経験と確かな知識を生か
し、集合住宅大規模修繕工事施
工28年間の歩み、1094管理組
合・5225棟・180610戸の施工実
績『不断の努力』を社訓に総合
仕上工事業を目指す企業です。

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
蕁046-830-5481
東京支店：
中央区銀座8-18-7 エイワビル6階
蕁03-3549-3131
fujibow@bird.ocn.ne.jp

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
蕁044-777-5158
蕭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
蕁044-366-4771
J-fukama@sinyo.com

創業以来80年超、地道に発
展を続け、平成18年度売上
実績で106億円、マンショ
ン改修実績で60億円を超す
までに成長致しました。

大規模修繕

株式会社　
ヨコソー

（本　　　社）蕁046-834-5191
（東 京 支 店）蕁03-3736-7751
（横 浜 支 店）蕁045-595-0601
（北関東営業所）蕁048-449-0091
http://www.yokosoh.co.jp

建物の修繕工事を手がけ
て100年。私達は経験と実
績をいかしより良い品質
をご提供する工事のプロ
フェッショナル集団です。

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

リニューアル工事によって
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

よこ

大規模修繕

建装工業株式会社

横浜支店
横浜市西区平沼1-11-12ＫＭＨビル6階
蕁045-290-6090
蕭045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp

弊社は、改修工事専業会社
として、30年近くにわたり、
確かな実績を持ち、業界の
トップクラスの実績を維持
させていただいております。

大規模修繕

ヤマギシリフォーム
工業株式会社

本社・営業部
東京都品川区南品川4-2-36
蕁03-3474-1041
蕭03-3474-1980
http:/www.ymgs.co.jp

弊社は塗装業として創業150年以上
の歴史を誇り、マンション大規模
修繕工事の実績は30年以上20万戸
数を超えました。その培った経験
とノウハウを皆様お住まいのマン
ションにお役立て致します。

大規模修繕

株式会社カシワバラ・
コーポレーション

川崎市川崎区大島3-36-7
蕁044-211-1596
蕭044-211-1597
薔0120-00-4095
http://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
蕁045-502-1604
蕭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。

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
蕁045-804-1834
http://www.ichinosekensou.co.jp
gaisou@ichinosekensou.co.jp
東京事務所蕁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。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
総合建設

マンション管理

日本ハウズイング
株式会社

横浜支店
横浜市中区本町4-43
セボン関内第2ビル
蕁045-661-2881

独立系最大手のマンショ
ン管理会社で、昨年度約
13,000戸受注の内、約6割が
管理組合様からの依頼に伴
う受注です。

よこ浜

マンション管理

野村リビングサポート
株式会社

【本社】
新宿区新宿5-14-6 長府新宿ビル
【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24 KYビル
蕁045-227-7710
http://www.nomura-ls.co.jp

野村リビングサポートは、
高品質なサービスとハー
トフルな対応で、ホスピ
タリティNo.1を目指しま
す。

浜

川 よこ浜マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

首都圏第三事業部
（神奈川エリア担当）
蕁045-910-1471
蕭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

住友不動産建物
サービス株式会社

横浜市港北区新横浜2-5-5
蕁045-752-7711
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

これまでの経験と実績に培
われたノウハウを生かし、
総合的なサポートでマンシ
ョン管理組合運営をお手伝
い致します。

浜

マンション管理

コミュニティワン
株式会社

横浜支店
横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1
相鉄岩崎学園ビル9階
蕁045-316-3939
http://www.community-one.jp

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

浜神

マンション管理

三井不動産住宅
サービス株式会社

本社
新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
横浜支店
横浜市神奈川区栄町5-1横浜クリエーションスクエア
薔0120-395-310
http://www.mitsui-kanri.co.jp

「安心・安全・信頼」と
「満足を超えた感動のサー
ビスを」。弊社は、皆様を
サポートし、信頼される
会社であり続けます。

マンション管理

明和管理株式会社

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8
第一安田ビル
蕁045-316-6846
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

央よこ川浜神

よこ川浜
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央浜

よこ浜

川浜

浜

●広告掲載のお問い合わせ●

蕁蕭 045-316-4505    E-mai  kitami@k-mansionlife.com
担当：㈲ライフデザイン・北見

神 川

相 湘

浜

よこ

神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット

よこ管ネット相管ネット 湘管ネット

央 県央ネット



金融

三菱電機クレジット
株式会社

東京都品川区西五反田1-3-8
蕁03-5496-9497
薔0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

大規模修繕から防犯カメラ
等設備工事まで、マンショ
ン管理組合様専用のトータ
ルファイナンスをご提案し
ます。

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
薔0120-77-8160
蕭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

防犯カメラ・防犯機器

株式会社日本ネット
ワークヴィジョン

セキュリティ事業部
東京都墨田区緑4-20-7 アステ21 2階
蕁03-5600-7352
蕭03-5600-7353
camera@nnv.co.jp
http://www.nnv.co.jp

防犯カメラの提案から設計、施工、
保守に至るまで、自社一貫体制で
地域の皆さまに貢献しておりま
す。防犯カメラ設置のご相談から
防犯相談まで、何でもお任せ下さ
い。日本防犯設備協会、神奈川県
防犯設備士協会会員

浜

企 業 名 所 在 地 P R
設備機器販売

よこ浜

湘よこ川浜
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企 業 名 所 在 地 P R
建材メーカー・販売

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

『水』の安全にこだわり50年、
誠実で確実な給排水設備改
修工事・維持管理会社です。
集合住宅の『水』の問題は、
全て当社にお任せください。

川浜

給・排水設備改修

株式会社
大神設備工業

横須賀市大矢部2-9-20
蕁046-835-0630
蕭046-835-1218
tokken@daijin.co.jp
http://www.daijin.co.jp

「より快適な環境の維持」を
テーマに、給排水各種設備
の調査診断、改修工事、メ
ンテナンスまで、確かな技
術と細やかな対応をお約束
します。

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
蕁045-662-2759
蕭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

企 業 名 所 在 地 P R
サッシ改修

塗料メーカー・販売

関西ペイント販売
株式会社

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

央よこ浜神

よこ浜

央 よこ浜

給・排水設備改修

京浜管鉄工業
株式会社

東京都新宿区若葉1-12-5
蕁03-3358-4873
蕭03-3358-4876
http://www.keihin-se.com
keihin-se@keihin-se.com

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 湘

給・排水設備改修

東洋住宅サービス
株式会社

横浜市神奈川区羽沢南
二丁目38番1号
蕁045-383-2221（代表）
http://www.toyogroup.co.jp
juutaku@toyogroup.co.jp

生きていく事とまわりを美
しくする事がひとつになっ
た仕事をさせて頂いており
ます。給排水設備でお困り
の際はぜひ当社へ。

浜

浜

サッシ改修

トステム株式会社

ビル改装事業部　改装神奈川営業所
横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー33Ｆ
蕁045-225-5083
蕭045-225-5084
http：//www.tostem.co.jp

トステム株式会社は、国内最大手のア
ルミサッシメーカーです。現在、お使
いの窓や玄関ドア、手摺を新築と同じ
性能へリニューアルし、資産価値向上
のお手伝いをさせていただております
ので、お気軽にご相談ください。

よこ浜

工事業者選定の相談・・・でも？
―あるネットワーク役員のひとりごと―

130戸、築12年目で初めて大規模修繕工事を実施する管理
組合から「どんな工事業者がよいのか」という相談を受けた。
設計監理方式を説明・紹介し、十数社にのぼる工事業者か

ら見積もりを取り、5社に絞ってプレゼン、ヒアリングを行っ
た。結果、理事12人の満票で改修専門業者のA社に決定。落
札価格は1億1,500万円。
A社と契約を結ぶにあたって、理事会は「もうちょっとなん

とか」と金額面の値下げを求めた。最安値であったゼネコン
のB社が1億円という数字を出していたからで、それをA社の
営業担当は後から知ったという。
でもとにかく満票で選定されて、A社の営業担当は職人の人

工数や数量の見直し、企業努力などによって1億300万円に
まで工事金額を下げ、管理組合に改めて見積書を提出した。
さて、その後、A社には管理組合から連絡はなし。そして2

週間後、営業担当に「今回はご縁がありませんでした…」と
いう手紙が1通。

最終的に施工業者に決まったのは、プレゼン、ヒアリング
で0票だった1億円のゼネコンB社。

◇
結局おカネの話だけで決まるのなら、プレゼン、ヒアリン

グをやる必要があるのだろうか？
プレゼンをした業者はみんな労力と時間をかけて来ている。

それを選定する管理組合のメンバーもせっかくの休日をプレ
ゼン、ヒアリング、結果を検討する会合に当てているのでは
ないか。そもそもサブコンよりゼネコンが最安値って…？
書類選考、見積もり合わせ、プレゼン、ヒアリングを行っ

た上で、なおかつそういう風に業者選定を進めていく管理組
合が施工中、施工後もあわせて、結果的に満足できるのだろ
うか。
工事業者をカネでしか判断しないのなら、工事の結果責任

については、管理組合は相談したネットワークに持ってこな
いでほしい。

建材メーカー・販売

タキロンマテックス
株式会社

東京都千代田区東神田2-5-12
龍角散ビル6Ｆ
蕁03-5835-3350
http://www.t-matex.co.jp

マンションの開放廊下や
共用階段用の床材に特に
力を入れております。詳
しくはホームページをご
覧ください。

浜

塗料メーカー・販売

日本ペイント
株式会社

日本ペイントお客様センター
蕁03-3740-1120
蕁06-6455-9113
http://www.nipponpaint.co.jp

絶えざる挑戦を通じて、
常に色彩とコーティング
技術の先端に。私たちが
めざすのは、『21世紀のグ
ローバルエクセレントカ
ンパニー』です。

よこ浜

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
蕁044-245-0822
蕭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

給・排水設備改修

文化興業株式会社

本社：横須賀市米が浜通2丁目4番地
蕁046-822-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
蕁045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

創業60周年。水漏れ、排水管詰まり
清掃、エアコン・給湯機の取替えか
ら給排水配管の全面改修工事まで、
何でもご相談に応じます。実績と経
験のもと、お客様のニーズにお応え
できる工事を提供していく所存です。

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

創業83年という長い歴史の
中で、地元神奈川で高い信
頼・実績を築いて参りまし
た、電気設備改修工事のプ
ロ集団です。お気軽にご相
談下さい。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
電気設備改修

よこ

神 川

相 湘

浜

よこ

神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット

よこ管ネット相管ネット 湘管ネット

央 県央ネット



サングレイス鎌倉笛田
管 理 組 合
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あくまで収納口座名義は「管理組合」で
マンション管理適正化法施行規則の一部改正が今年5月に

施行された。管理会社による管理組合財産の横領事件等が後
を絶たないことが背景にある。
改正後の施行規則第87条にある財産の分別管理について、

これまでの「原則、収納代行、支払一任」といった方式名を
やめて、「収納口座」「保管口座」の取り扱い方式を明記した。

DA T A

■マンションデータ

築7年・地上8階・1棟・61戸

建物構造……………………………………RC造
敷地面積……………………………………3,193.01㎡
建築面積……………………………………982.95㎡
管理費（月額）の㎡当たり単価…………200円
修繕積立金（月額）の㎡当たり単価……150円
駐車場使用料（月額）……………………3,000円～10,000円
駐車場の充足率（台数÷戸数）…………98.4％
駐輪場使用料（月額）……………………200円
建設業者……………………………………㈱白石
分譲業者……………………………………グレイス住販㈱
管理形態……………………………………全部委託
管理員の勤務形態…………………………通勤管理
理事会………………………………………月1回
メンバー構成………………………………理事7人
任期…………………………………………2年ごとの半数改選14

施行規則改正きっかけに
財産管理の勉強会

収納口座を管理会社名義にした場合の懸念事項
1．管理組合個別の通帳であればよいが、複数の管理物件の管
理費を扱う管理会社名義の収納口座であると月次報告書に
通帳コピーを添付させることができなくなる

2．毎月管理に要する費用を支払った後、修繕積立金と管理費
残金を保管口座に全て移すことになるが、収納口座がゼロ
になったかどうか通帳コピーがないため、確認できない

3．管理会社名義の通帳で、複数の管理物件を扱う口座の場合
は、総会の議案書に管理費会計の残高証明を添付すること
ができなくなる

4．管理会社名義の通帳であることから、管理組合側で随時、
残高証明が取れない

5．管理会社名義の通帳なので、過去の金銭の流れをチェック
するために使用済み通帳の提出を求められない

6．保管口座は毎月の一括入金と特別支出が記録されるだけだ
から、通帳コピーから、金銭の流れをチェックする際、今
まで以上に理事に時間と負担が掛かるようになる

7．法令では、収納口座のキャッシュカードの保有も許されて
いるため、管理会社がキャッシュカードを保有しないと約
束したとしても、通帳で確認することができない

8．事前承諾なしに、管理会社の判断で出金されてしまう可能
性がある

強会を開催した。その勉強会での検討された懸念事項が下記
である。

財産の分別管理（第87条第2項関係）
イ 区分所有者等から徴収された管理費・修繕積立金等金銭を
収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費・修繕積立金等
金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額
を、翌月末日までに、収納口座から保管口座（管理組合を名
義人とするものとする。以下同じ）に移し換える方法
ロ 区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入
し、預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金
銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から当該
月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日ま
でに収納口座から保管口座に移し換える方法
ハ 管理費・修繕積立金等を、管理組合等を名義とする収納・
保管口座において預貯金として管理する方法

サングレイス鎌倉笛田管理組合では今、収納・保管口座は
ともに「管理組合名義」で管理会社は通帳だけ預かっている。
しかし、管理会社は施行規則改正後のイの方式で、「管理会

社名義の収納口座」（管理物件全ての管理組合の管理費・修繕
積立金等が、管理会社名義の1つの収納口座に預入される）
と「管理組合名義の保管口座」の2つの口座を設ける金銭管
理を提案してきた。区分所有者の修繕積立金・管理費用をい
ったん「管理会社名義の収納口座」に入れ、管理事務に要し
た費用を差し引いて、翌月の末日までに修繕積立金と管理費
用の残額全てを「管理組合名義の保管口座」に移し替えると
いう流れになる。
管理会社としては集金代行会社が行う自動引き落とし等、

管理会社名義とするほうが事務作業の負担が減るという理由
がある。
そこで、理事会は管理会社の提案内容に関して、リスクは

ないか、金銭管理の推移が素人でも簡単にチェックできるも
のなのか等について、現理事以外の居住者にも呼びかけて勉

管理組合が出した結論は「管理の主体は管理組合であるの
だから、金銭管理の方式は管理組合で決める。金銭の流れが
不明確になることが懸念されるので、管理会社名義の収納口
座はつくらない」。
「明確にどのように金銭管理をして

くれているかわかることが大事だし、
不明になる部分がなく、みんなが一番
わかりやすく、安心できる方法で管理
してくれるところを当た
ってみるのがよいと判断
した」。
今後は、管理組合名義

で金銭管理することを大
前提に、住民の大事なお
カネの管理意識を高めて
いく。

▲7月4日、マンション内で行った七夕
祭りの様子



連絡先 連絡先氏名・所属事務所

石川裕子
Lapis建築工房 

吉岡誠
有限会社吉岡設計

福市博臣
株式会社建物保全センター

町田信男
有限会社トム設備設計

臼井貞雄
総合環境技術株式会社

伊藤和彦
FKコンサル

井田洋一郎
有限会社エルグ

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
 
長友秀信
企業組合創和設計
 
内田修司
デルフィ設計

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
 

東京都中央区日本橋堀留町1-9-6
蕁03-5623-3881
http://www.han-kenchiku.co.jp

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

横浜市南区高根町1-3-6F
蕁045-251-0691
http://homepage2.nifty.com/so_wa

横浜市鶴見区市場上町6-32
蕁０45-511-3998
derufi@clock.ocn.ne.jp

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

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

横浜市中区日本大通36-606
蕁045-651-3327
http://homepage3.nifty.com/moa_p

横浜市南区榎町1-18-202
蕁045-744-2711
lapis0103@yahoo.co.jp

横浜市西区南幸2-9-9-306
蕁045-311-6723
mktyoshi@cds.ne.jp

横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11-504
蕁045-324-6152
http://www.k-tateho.jp

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

横須賀市湘南鷹取2-13-4
蕁046-869-4767
skt-usui@beige.plala.or.jp

横浜市旭区中希望が丘176
蕁045-361-6046
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

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

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田辺邦男部会長・阿部一尋常務理事を中心に、マンショ
ン改修工事に豊富な経験を持つ一級建築士事務所等で構成しています。建物の現地相談から調査・
診断、工事の設計・監理まで、管理組合の視点でお手伝いいたします。

　【問い合わせ】 浜管ネット事務局  蕁045-911-6541

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
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イベント情報 ■■

浜管ネット 蕁045-911-6541

技術者部会・専門業者部会合同セミナー

～知って得するシリーズ～

日　　時：8月26日（木）18：30～20：30

場　　所：かながわ労働プラザ

（JR石川町駅徒歩5分）

テ ー マ：「マンション大規模修繕時のよくある質

問・要望」（仮題）

講　　師：未定

定　　員：50人

実施部隊：建築専門業部会Ａグループ、技術者部会

※神奈川県下マンション相談員等CPD研修セミナー
については3ページ参照

新 会 員 紹 介

菱 興 マ ン シ ョ ン
管 理 組 合

川管ネット 1 83 1973

シャンポール第一
川 崎 管 理 組 合

川管ネット 1 54 1980

サ ン ク レ イ ド ル
湘南池上管理組合

よこ管ネット 1 59 2008

サンノーマンション
管 理 組 合

よこ管ネット 2 87 1976

コーポラティブ大和
管 理 組 合

県央ネット １ 27 1985

名　称

◆ 正 会 員

加入ネット 棟数 戸数 竣工年

㈱ 大 和 ラ イ フ
ネ ク ス ト

よこ管ネット
マンション
管理

5億
1,990万
3千円

1976

コミュニティワン㈱ 県央ネット
マンション
管理

2億
8,567万
5千円

1975

コミュニティワン㈱ 湘管ネット
マンション
管理

2億
8,567万
5千円

1975

荏原テクノサーブ㈱ 湘管ネット
給・排水
設備改修

4億
5千万円 1964

㈱ シ ー ラ イ フ 浜管ネット
給・排水
設備改修

1,000
万円 2002

名　称

◆ 賛助会員

加入ネット 主な業種 資本金 設立年

総務省は7月1日、受信障害対策共聴施設の地上

デジタル放送対応を促進するため、デジタル化対

応の検討から完了までを総合的に支援する総合コ

ンサルティングの申し込みを同年8月31日（火）

まで、引き続き受け付けると発表した。

■地デジに関する問い合わせ　

デジサポ神奈川 蕁045-345-0110

総務省、地デジ促進で
総合コンサル支援を8/31まで延長

お 知 ら せ



編 集 後 記
NPO浜管ネット・山本育三会長は今年3

月、関東学院大学教授を定年退職され、今
後は同大名誉教授となられます。その「山
本育三教授ご退職記念会」が6月11日18
時より、東京・港区の日立金属「高輪和彊
館（たかなわわきょうかん）」で行われました。
発起人は折田泰宏・日本マンション学会

会長、穐山精吾・全管連会長、 尾勝彦・
神管ネット会長、山本研究室OBの面々など。

折田会長から祝辞、穐山会長から祝辞と乾
杯の音頭（＝写真・左に穐山会長、右に山
本先生と奥様）がありました。
今後、山本先生のライフワークとなった

マンション管理研究の中から、「ダイナミッ
クマネージメント」に関する提言、調査研
究分析、再生提案事例等をまとめ、関東学
院大学出版会から発行される予定です（Ｙ）。
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ＮＰＯよこすかマンション管理組合
ネットワーク（よこ管ネット）
http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133
定期無料相談：毎月第2土曜午後　ヴェルクよこすか

ＮＰＯかわさきマンション管理組合
ネットワーク（川管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp
蕁 044-222-5136
定期無料相談：
　　毎週木曜　まちづくり公社ハウジングサロン
　　毎月第1土曜（原則）　各区の市営公共施設

ＮＰＯ相模原マンション管理組合
ネットワーク（相管ネット）
http://www.so-kan.net
蕁 042-855-0555
無料相談：随時　事務局所在地

ＮＰＯかながわ県央マンション管理組合
ネットワーク（かながわ県央ネット）
http://kenou-net.jp
蕁 046-264-6054
定期無料相談：
　毎月第4月曜午後　秦野市役所東海大学前駅出張所
　毎月第4火曜午後　海老名市役所附属棟会議室
　毎月第4金曜午後　大和市役所市民相談課相談室
　毎月第3土曜午後　大和市民活動センター会議室

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
蕁 045-762-1795

ＮＰＯ湘南マンション管理組合
ネットワーク（湘管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp/syokan-net
蕁 0467-46-5571
定期無料相談：毎月第2土曜午後
　　　　　　　藤沢市市民活動推進センター

ＮＰＯ横浜マンション管理組合
ネットワーク（浜管ネット）
http://www.hamakan-net.com
蕁 045-911-6541
定期無料相談：毎週土曜午後　ハウスクエア横浜

神管ネット組織図

（1）マンションの適正な管理運営のための指導相談、支援
（2）マンション管理運営についての経験交流、情報交換、資料の提供
（3）セミナー、シンポジウム、工事見学会、各種相談会などの実施
（4）行政や他の公共団体との協働によるマンション施策の推進

それぞれのマンション管理組合ネットワークは、マンション管理適正化
と生活向上に寄与することを目的に、主に下記の事業を行っています。

事業内容

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359
横浜市中区弁天通3-48
譖かながわ住まい・まちづくり協会内

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

浜管ネット

129組合

26,716戸

川管ネット

32組合

4,566戸

よこ管ネット

52組合

9,366戸

相管ネット

29組合

1,657戸

湘管ネット

13組合

1,256戸

県央ネット

16組合

3,037戸

41組合

8,209戸

合　計

312組合

54,807戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成22年6月末日現在

日 住 協
神奈川県支部

●問い合わせ先：神奈川県統計センター人口統計課

●電話番号：045－210－3228･3230（直通）

国勢調査は
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人を対象とする
国の最も基本的な調査で、5年に1度、国内の人口や世帯の
実態を明らかにするために実施されます。

国勢調査は　みんなで描く　日本の自画像国勢調査は　みんなで描く　日本の自画像

高


