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平成27年度総会報告

さらなる地域ネットワーク会員増

強運動を目指す！

Anniversary

浜管ネット20周年記念式典

5月30日、於：メルパルク横浜

6管理組合に永年会員表彰

社会保障・ 税番号

マイナンバー制度、管理組合への

影響は？

税申告の有無がキーポイント

無料法律相談会

次回開催は9月5日

Insurance

再来！マンション総合保険、秋の嵐

10月1日以降契約は3倍、4倍…

6倍超も

アンケート

神奈川県限定　管理受託戸数

管理会社戸数ランキング

賛助会員ガイド

業種別賛助企業の一覧表を掲載

会員マンション紹介

相模台ハイツ管理組合
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C O N T E N T S

国土交通省は平成23年に修繕積立金ガイドラインを発表していますが、こ
れは新規マンションへの対応策であり、30年以上経過したマンションの長期
修繕計画による不足資金の調達について等、具体的解決策が見えてこない現実
があります。
実際、私が仕事で直面した管理組合の事例を紹介すると、築40年の単棟型

マンションで長い間「自主管理」により、修繕金を積み立てていたものの大規
模修繕工事の都度、各戸数十万円の一時金を徴収していたとのことです。最近、
配管工事を行うことになり、共用部分と同時に専有部分の工事が不可欠である
ことが分かりました。そこで、専有部分は各区分所有者負担となる旨、総会に
諮ったところ、経済的な事情によりその修繕費用が出せないという住戸が出て
きました。お節介にも本人に代わって各金融機関にリフォームローンは組めな
いものか聞いて回りましたが、どの銀行も解決の糸口になる回答すら貰えませ
んでした。結果として臨時総会を開催し、一部の住戸に対し「管理組合から貸
し付ける」という承諾得て、工事にこぎつけたのです。
また、国の調査でマンションへの永住意識が増加していますが、建物の修繕

工事と同時に管理組合のキャッシュフローにも万全な準備をする必要がありま
す。管理組合の資金計画と、個人のキャッシュフロー管理も同様です。そして
いつ起こるか分からない自然災害に対する準備にも気を配らなくてはなりませ
ん。このあたりの意識を広く皆さまと共有して、色々な問題解決を探っていく
のが、マンションを愛して住み続ける人達と地域ネットワークとの大きなテー
マだと思います。
私が所属する「湘南マンション管理組合ネットワーク」は、発足して9年に

なる組織ですが、まだまだ地域に浸透していません。もっと広くこの活動を知
って頂くためにセミナーや広報活動に力を入れて頑張っているところです。

かながわマンション支援団体登録制度
神管ネット、傘下地域ネットが認定受ける

神奈川県は平成27年5月1日、「かながわマンションサポートシステム事業」
の一環として、分譲マンション管理組合の活動を支援する環境の整備を図り、
県のマンション施策の推進に資することを目的に「かながわマンション支援団
体登録制度」を発足した。
これにより神管ネット、浜管ネット、川管ネット、よこ管ネット、湘管ネッ

トが6月2日、かながわ県央ネットが6月10日にマンション支援団体として登録
認定を受けた。
登録団体は7月21日現在、神管ネットおよび傘下の各地域ネットワーク6団

体のみ。今後は県が登録団体の概要、活動実績等をホームページで公開するな
ど、事業に関する情報提供を行っていく。

必要なのは修繕工事と資金計画、必要なのは修繕工事と資金計画、必要なのは修繕工事と資金必要なのは修繕工事と資金必要なのは修繕工事と資金計画、必要なのは修繕工事と資金計画、なのは修繕工事と資金なのは修繕工事と資金
管理組合のキャッシュフロー管理組合のキャッシュフロー管理組合のキャッシュフロー管理組合のキャッシュフロー

NPONPO湘管ネット湘管ネット 副会長副会長  ●●松川知恵子松川知恵子

神管ネット総会後の懇親会であい
さつする割田浩・神奈川県マンシ
ョン管理士会会長
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平成平成平成平成27272727年度の活動計画年度の活動計画年度の活動計画年度の活動計画地域ネットの総会報告

主な基本方針：今年は住生活基本計画の見直しの年にあたり、
神奈川県では「マンションサポートシステム」の構築を目指
している。神管ネットではその一環である「かながわマンシ
ョン支援団体登録制度」の認定を受け、さらなる地域ネット
ワークの会員増強運動を展開していく。また、10月には住
生活月間関連イベント「神奈川・横浜住まいみらい展」が開
催される予定で、神管ネットも積極的に関わっていく。
神管ネットが代表となって行うCPDセミナーは今年度は3

～4回程度実施する予定。

6月13日　横浜市社会福祉センター

神管ネット（第17回）

神管ネットの理事は各地域ネットの代表者を中心に構成している

5月16日　川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）

川管ネット（第15回）

会場は中原区の川崎市総合福祉センター。川
崎市まちづくり局の竹田勇三・住宅担当部長
が来賓あいさつを行った

新会長に就任した
宮島茂氏

主な基本方針：事業内容は昨年度の継続が主だが、川管ネッ
ト専用ブースを市民活動センターに開設したことにより、相
談件数が飛躍的に増加したため、相談日も増やすことにした。
これで相談窓口は毎週木曜、第2・第4火曜、第1・第3土曜
となった。マンション管理セミナーは従来通り年4回、ミニ
セミナーは年2回開催予定。昨年から実施した「マンション
基礎講座（5回連続）」は、今年はハード編として5回開催す
る予定。
また、新会長に宮島茂・前専務理事が就任。相川洋明前会

長は理事として残る。

主な基本方針：定期相談、出張相談、セミナー、マンション
管理に関するサポート業務の委託先紹介等を通し、組織活動
基盤の充実化・強化を図る。また、今年度からは毎月第2土
曜日18時～、マンション管理運営に関する知識の向上及び
身近な諸問題の解決策の討議する研修交流会を開催する。内
容は総会運営、損害保険、耐震商品、専有リフォームの説明
など多様なテーマを予定している。

5月23日　藤沢商工会館

湘管ネット（第9回）

総会後は参加した会員らの近況報告などで交流を図った

主な基本方針：本年度の理事会には4人の新理事が加わり、
16人の理事と2人の監事により、総務委員会、管理運営・技
術者・専門業の3部会の運営に携わっていく。市内では、高
経年マンションが増え続け、建物の老朽化と住民の高齢化の
2つの大きな問題を抱えている。管理組合向け支援事業とし
ては、本年度も現地相談・簡易診断制度を利用し、管理運営
や保全計画等についてのアドバイスを行う。同時に浜管ネッ
トの支援事業である理事会・専門委員会等へのコンサルタン
ト派遣や、長期修繕計画の作成、大規模修繕工事実施のため
のアドバイス等、各部会の活動をもとに管理組合のニーズに
応える。
また、ホームページの充実や支援事業のパンフレットの作

成など、浜管ネットの活動を広く情宣していく。

5月30日　メルパルク横浜 kohaku

浜管ネット（第21回）

議事に入る前にあいさつする田邉邦男会長

主な基本方針：“マンション力”を高める活動をテーマに今
年も定期的な相談会、セミナー、工事見学会の実施、あるい
は防災対策や共用部分と専有部分の問題追求等についての勉
強会を行う。また、管理規約改正や、建物・設備の簡易診断
など、低廉な料金で行うよこ管ネット独自の管理組合支援業
務についても活性化を図る。

6月6日　ヴェルクよこすかホール

よこ管ネット（第13回）

懇親会の席上では、新しく加入した管理組合らの紹介も

主な基本方針：大和市、海老名市、秦野市、伊勢原市に加え、
今年度から相模原市においてもマンション無料相談を開催し、
理事等を派遣する。かながわ県央ネット独自の無料相談も継
続実施中。新規事業としては、高齢化・高経年化時代の管理
組合運営の適正化に関する研究（管理組合会計と収益事業課
税および外部監査制度導入について）を実施する。

6月20日　冨士見文化会館

かながわ県央ネット（第9回）

総会後の理事長交流会を実施。日頃の悩みごとや課題について話
し合いを行い、賛助会員との情報交換も行った



本 の紹介の紹介 『マンション住戸内設備改修
～やってはいけないこと～』

マンションリフォーム技術協会（marta）／発行
A5判全82ページ
本書の問い合わせ

事務局蕁03-5289-8641

「マンションを購入する前に」「役員になる前に」と題して、
知っておきたい管理組合の役割・運営・仕事について、初心者
にもわかりやすく解説した管理組合入門書。
著者はNPO全国マンション管理組合連合会の川上湛永事務

局長。マンションは購入してからの価値の維持のため、建物や
敷地、外構の管理が大切だとしている。
内容は初心者向けで、「女性理事長の時代へ」「会計担当理事

をどうするか」など随所に身近なコラムが挿入していて、とて
も読みやすく仕上がっている。

築工事に整理・分類した1冊。
「住戸内のリフォームやってはいけないことは何か」「工事

のよりどころとなる住戸内リフォームガイドライン示す」をテ
ーマに作り上げた。区分所有者が専有リフォームをする際の事
前知識として、区分所有者からリフォーム届を受理して承認す
る理事会のための見やすくわかりやすい小冊子といえる。
発行元のマンションリフォーム技術協会では好評につき

1,000部増刷。管理組合向けには低廉な価格で提供するとし
ている。

専有リフォームに関する基本的な注
意点を給排水から空調、電気設備、建

『運営からトラブル解決まで
マンション管理組合お役立ちハンドブック』

川上湛永（かわかみ・やすひさ）／著
実業之日本社／発行
四六判208ページ

2015年3月28日発売
本体価格 1400円+税

ISBN 978-4-408-59426-2
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浜管ネットは1995年6月の設立以来20年を迎え、5月30
日第21回通常総会後の15時30分から、同じホテルメルパル
ク横浜で設立20周年記念式典を行った。
式典は田邉邦男会長の主催者挨拶からはじまり、田邉会長は

「設立時の41管理組合から現在は117組合と、ほぼ3倍の会
員規模に、また賛助会員を入れると5倍の組織になり、感慨深
い」と参加者に謝辞を表した。
次いで横浜市建築局住宅部の大塚宏部長、神奈川県県土整備

部住宅計画課の庄司博之課長からは「共同住宅はもはや横浜市
民のライフスタイルとして定着している。市民と行政が補完し
合って、まちづくりを進めていきたい」と祝辞をいただいた。
浜管ネットが所属する神管ネットの香川泰男会長からは「迷

える子羊ともいえる管理組合に的確なアドバイス、指導をする
存在としてこれからもリードしていってほしい」と述べられた。

吉村順一副会長が音頭をとり乾杯 余興では、篠田三枝さんらが舞踏・
フラメンコを実演

参加者も舞台にあがり、フラメンコを習う
シーンも

主催者挨拶をする田邉邦男会長 祝辞をいただいた横浜市建築局住宅部
の大塚宏部長

永年会員表彰として6組合に記念の盾を贈呈

◇
祝辞に続いて、1995年の設立当初以来、継続して会員で

ある6管理組合の永年会員表彰を行い、代表者に記念の盾を田
邉会長から贈呈した。
表彰を受けたのは、左近山団地管理組合協議会、若葉台住宅

管理組合協議会、パークシティ金沢八景管理組合、県ドリーム
ハイツ住宅管理組合、鴨居駅前住宅管理組合、サンハイツ新井
町住宅管理組合の各代表者ら。
当日は140名超が参加。吉村順一副会長が乾杯の音頭をと

り、歓談となった。
パーティーの余興では、篠田三枝さんが代表を務めるグルー

プの舞踏・フラメンコの実演も。最後には参加者も舞台に上が
って、フラメンコを習うシーンもあり、20周年にふさわしい、
賑やかな楽しい式典となった。

浜管ネット設立20周年記念式典開催浜管ネット設立20周年記念式典開催
6 管 理 組 合 に 永 年 会 員 表 彰

2 0 1 5 . 5 . 3 0

好評既刊
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マイナンバー制度、管理組合への影響は？マイナンバー制度、管理組合への影響は？マイナンバー制度、管理組合への影響は？マイナンバー制度、管理組合への影響は？
税申告の有無がキーポイント マンション管理士　松　本　英　章

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法の公布によって平
成27年10月から、個人は12桁、法人は13桁の番号を与え
られることが制度化された。
このマイナンバー制度は、「住民票を有する全ての方に１人

１つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的
に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の
情報であることを確認するために活用されるもの」（内閣府
HPより）である。
期待できる効果として内閣府は次の3つを上げている。
・所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなる
・添付書類の削減など、行政手続が簡素化される
・行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、
入力などに要している時間や労力が大幅に削減される

◇
では、マイナンバー制度の導入は管理組合にも影響があるの

だろうか。
前述したように「法人は13桁の番号を与えられる」ため、

登記済みの管理組合法人は10月から、登記された本店所在地
あてに法人番号の通知書が届く。
一般の管理組合については、規約を定め、多数決の原則によ

って運営されていることから、税法上「人格なき社団等」とし
て法人とみなされる。
ただし、この場合、何らかの税申告等を行っているかがキー

ポイントとなり、税申告のある管理組合の場合は所轄庁から法
人番号が付与される予定となっている。

管理組合もマイナン
バー制度の影響を受
ける可能性がある

※税申告例
・外部貸し駐車場収入等の収益事業がある場合
・弁護士、税理士、建築士等の専門家（個人）への報酬の支払
いにより、源泉徴収義務が発生する場合
・理事役員への報酬の支払いにより、源泉徴収義務が発生する
場合
・管理員や清掃員等を管理組合が直接雇用し、給与等の支払い
により、源泉徴収義務が発生する場合

◇
税務署への法定調書（支払調書・源泉徴収票）の提出がある

場合、提出時に支払者（管理組合）の法人番号と支払を受ける
者（建築士等の専門家、理事役員、雇用管理員等）の個人番号
を記載するため、あらかじめ支払を受ける者の個人番号の提供
を受ける必要がある。
さらに重要なのは、この場合、個人情

報保護法の適用外であり、特定個人情報
の取扱者は取り扱い規模に関わらず、マ
イナンバー法の制限を受けることだ、こ
のため管理組合が個人のマイナンバーの
取り扱う場合には、適切な安全管理措置
を講じることが求められる。
詳しくは内閣府のホームページ参照。
http://www.cas.go.jp/jp/

seisaku/bangoseido

総務省が各都道府県あてに通知
管理組合ターゲットに「コミュニティの発展」への取り組み検討を

総務省が各都道府県あてに通知
管理組合ターゲットに「コミュニティの発展」への取り組み検討を

総務省が各都道府県あてに通知
管理組合ターゲットに「コミュニティの発展」への取り組み検討を

総務省が各都道府県あてに通知
管理組合ターゲットに「コミュニティの発展」への取り組み検討を
「コミュニティ条項削除」への反発から、なかなか進捗しな

い国土交通省のマンション標準管理規約「改正」？「改悪」？
であるが、一方、総務省では5月12日、自治行政局住民制度
課長名で各都道府県あてに「マンション住民の地域とのつなが
り」から管理組合をターゲットに「コミュニティの発展」につ
いて取り組むべき等、各市区町村に周知するよう通知が出され
た。
この通知は、総務省が昨年設置した「都市部におけるコミュ

ニティの発展方策に関する研究会（座長：河合克義 明治学院
大学社会学部教授）」の報告書をまとめたもので、災害時また
は防災面でのコミュニティの役割について、都市部ではマンシ
ョンの「コミュニティの発展」が課題解決に資する方策である
等、検討が行われた。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/

toshi_community_hatten/index.html 参照
国交省がマンション管理組合を財産管理団体と決めつけて反

発されている傍らで、総務省は「国土交通省住宅局市街地建築
課マンション政策室と協議済み」との文言を添えながら、各地
方公共団体に自治会・町内会と同様の取扱いを管理組合にも認
めるというのだ。
総務省の通知は、主に①地方公共団体が地縁団体を対象に各

種の連絡・支援を行う際には、コミュニティ活動を行っている
と認められる管理組合等に対しても同様の取扱いを行う②地方
公共団体による部局横断的な支援体制の構築に加え、自治会・
町内会や管理組合の活動をワンストップで支援する組織の設置
について検討を行う、等を求めている。
＜具体的取組みの例＞
・管理組合等に対するまちづくりの専門人材派遣や講習

・マンション同士の情報交換の場の創出
・マンションと地域のコーディネーターとしての役割を果たす
コミュニティ相談員の設置
・まちづくり支援センターなど、自治会・町内会や管理組合と
いった各種主体の活動をワンストップで支援する組織の設置
・マンション共用部分におけるコミュニティスペースの設置に
対するインセンティブの付与
・望ましいコミュニティのあり方に関する民間事業者との共同
研究
・管理組合等を自主防災組織や災害弱者等の名簿情報の提供先
として位置付けるなど、防災面における役割の明確化
・避難行動要支援者のうち、名簿情報の提供に拒否の意思表示
をした対象者を除いた分の名簿情報を提供する方式の採用
・関係部局によるプロジェクトチームの設置
・自治会・町内会や管理組合といった各種主体と、民生委員や
社会福祉協議会、地域包括支援センター等との連携支援

写真は、毎年恒例の団地祭り。自治
会、管理組合、近隣町内会が合同で
行っている

子ども対象のビンゴ大会。子どもを
通したコミュニティ形成は重要、価
値アリ
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神管ネットでは傘下の浜管ネット、川管ネット、よこ

管ネット、湘管ネットの4地域ネットワークと共同で年

間3回の無料法律相談会を行っている。

この相談会は横浜弁護士会に所属する弁護士、浜管ネ

ット・技術者部会の協力を得て、2010年11月から行

っているもので、管理規約に関する問題や、滞納金、生

活騒音、また建築・設備のハード面に関する瑕疵問題な

ど、管理組合を悩ませるさまざま問題に対し、専門家か

らのアドバイスを無料で受けることができる。

昨年度の主な相談内容：

●総会に区分所有者の配偶者の代理出席の可否

●ケーブルTV利用料を管理費からの一括支払いは可

能か

●滞納金、支払督促後仮執行、しかし以後連絡が取れ

ない

●共用廊下手摺り階段灯の施工不良、瑕疵問題

なお、この無料法律相談会を利用するには神管ネット

傘下の4地域ネットワーク（浜管ネット、川管ネット、

湘管ネット）のマンション定期相談会を事前に受けるこ

とが前提で、ネットでの相談の枠を超え、弁護士や建築

士等に相談することが必要と判断された場合に対応す

る。

通常、横浜弁護士会から有志の弁護士
が4人程度参加してくれている

無料法律相談会のご案内 ●次回開催は9月5日

第19回無料法律相談会
日　　時：9月5日貍13時～16時
会　　場：かながわ労働プラザ（JR石川町徒歩3分）

第8会議室
相談対応：3件（1管理組合につき50分）
※各地域ネットの定期相談（16p参照）を事前に受
ける必要あり

次回は9／5（土）
かながわ労働プラザ

マンションすまい・る債マンションすまい・る債マンションすまい・る債 平成27年度受付は9月17日まで平成27年度受付は9月17日まで

1 0年満期時平均利率は 0 . 3 1 3 %

住宅金融支援機構が発行する修繕積立金預かり「マン

ションすまい・る債（利付10年債）」の平成27年度募

集要項を発表した。今年度の募集期間は4月28日から9

月17日まで。

「マンションすまい・る債」はマンション管理組合が、

住宅金融支援機構が発行する債券を定期的（年1回。最

高10年間）に購入することで、修繕積立金の計画的な

積み立てと適切な管理をサポートするもの。10年満期

時の年平均利率（税引前）は0.313%。

利付10年債。利息は毎年1回支払われる。1口50万

円で、複数口の申し込みが可能。毎年1回、同一口数で

継続して積み立てる場合、最大10回連続して行うこと

ができる。修繕のための中途換金は1年経過すれば可能

で、買入手数料はかからない。債券は住宅金融支援機構

が保管する。

管理組合の資産運用または保全に対し、国が認可する

債券として、マンションすまい・る債は有益な商品とい

える。

＜問い合わせ・資料請求先＞

住宅金融支援機構お客様コールセンター

住宅債券専用ダイヤル

フリーダイヤル　0120-0860-23
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昨今の損害保険会社各社の頻繁な保険料改定に伴い、築年数
の経過したマンション（築20年超）は特に大幅に保険料がア
ップしている。さらに今年10月1日、マンション総合保険を
扱う大手3社が保険料をさらに引き上げた。残り大手1社も来
年4月1日に追随する予定。10月1日以降は保険料をこれまで
の3倍、4倍…6倍超の契約を余儀なくされることになる。
〈表〉は横浜市の築42年・40戸のマンションの事例。現

契約は5年一括契約で保険料は約51万円（5年分）。これが
10月1日以降、S社は約228万円、M社は約330万円、I社は
約187万円。T社は来年4月以降の改定だが、現時点でも約
123.6万円となり、さらに4月以降は値上がりが必須といえ
る。
なぜ、近年保険料の値上がりが頻繁なのか。それは「保険

学生は、マンション敷地内に設置
した現場事務所に2週間通う

現場は6棟287戸の大規模修繕
工事

右奥の学生2人に話を聞く、 橋
宏樹教授（右から3番目）、田中
実氏・㈱改修設計（左奥）

料＜保険金請求」がマンションで続いてきたからだと、ある保
険代理店は話す。自動車と同じで、事故を起こしやすい年代か
らは保険料を高くとらなければ、マンションの保険商品が赤字
になってしまうからである。マンションでは高経年の、特に漏
水事故が保険対象とされてきた。
とはいえ、保険料の節減は管理組合にとって大きな重要検討

事項である。値上げ回避は、例えば9月30日までに現契約を
解約して新たに値上げ前の保険料で5年一括の再契約をするこ
となど方法はある。中途解約による損失はない。マンションに
詳しい保険代理店等に相談するなど、早めの対応をしないとす
でに間に合わない時期に来ていると言えるのではないだろう
か。

再来！マンション総合保険、秋の嵐再来！マンション総合保険、秋の嵐再来！マンション総合保険、秋の嵐再来！マンション総合保険、秋の嵐
10月1日以降契約は3倍、4倍…6倍超も10月1日以降契約は3倍、4倍…6倍超も

値上げ回避は9月30日までの契約切り替えを！！値上げ回避は9月30日までの契約切り替えを！！

事例

物件概要 補償内容1 補償内容2
横浜市 共用部分評価額 2億150万円

損害保険金
水災不担保

築42年 付保割合 60% 設備不担保
40戸 保険金額 1億2,090万円 破汚損担保

延床面積2,045㎡ 施設賠償 1億円
費用保険金

失火見舞い担保
エレベーター1基 個人賠償 1億円 修理付帯担保

臨時費用不担保

現契約（S社）
保険期間  5年一括

保険料（5年一括） 511,790円
満期日 H28.02.26

現契約（511,790円）をもとに大手損保4社を比較すると…

S社 M社 I社 T社

H27.9.30以前 保険料（5年一括） 997,490円 引受不可 1,545,170円 1,235,990円
築20年超
新規個賠
引受不可

H27.10.1以降 保険料（5年一括） 2,280,180円 3,299,440円 1,870,660円 H28.4.1改定予定

免　責 ─ 0円
1万円

（賠償は0円）
5万円 5万円

H27.10.1以降
　現契約との差

保険料（5年一括） 約4.5倍 約6.4倍 約3.4倍 約2.4倍（ただしH28.4.1以降未定）

ものつくり大学2学生
大規模修繕の工事監理を就業体験
ものつくり大学2学生

大規模修繕の工事監理を就業体験
㈱改修設計　社会貢献の一環

川管ネット賛助会員の一級建築士事務所㈱改修設計は社会貢
献の一環として、ものつくり大学（埼玉・行田市）の学生（2

週間、施工者である㈱アール・エヌ・ゴトーの協力を得ながら、
現場での工事監理の実際を体感する。他の6週間は本社や他の
物件で改修分野の設計・監理を学ぶ。
㈱改修設計では、「彼らが将来、新築建設の道を選んでも、

建設後の、居住者のいる建物メンテナンスを覚えていてくれる
ことを望んでいる」と話す。

橋教授も「学校では学べない就業体験は貴重で、この就業
先での体験が生きて、就職先に選ぶ学生もいるほどです」と話
している。

年生2人）を8週40日の間、
「就業体験」として受け入れを
行っている。
現場は横浜市都筑区のマンシ

ョン6棟287戸の大規模修繕
工事。7月16日は指導教員で
ある、ものつくり大学の　橋宏
樹教授が就業体験の様子を視察
した。
2人の学生は8週のうちの2
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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
39
40
41
42

㈱大京アステージ
㈱東急コミュニティー
日本ハウズイング㈱
三井不動産レジデンシャルサービス㈱
三菱地所コミュニティ㈱
大和ライフネクスト㈱
㈱長谷工コミュニティ
ナイスコミュニティー㈱
JS日本総合住生活㈱
住友不動産建物サービス㈱
野村不動産パートナーズ㈱
明和管理㈱
コミュニティワン㈱
㈱合人社計画研究所（関連会社管理物件含む）
大成有楽不動産㈱
㈱相鉄リビングサポート
伊藤忠アーバンコミュニティ㈱
三菱地所丸紅コミュニティ㈱
㈱東京建物アメニティサポート
ホームライフ管理㈱
長谷工スマイルコミュニティ㈱
㈱日鉄コミュニティ
総合ハウジングサービス㈱
㈱ライフポート西洋
譛若葉台まちづくりセンター
ユニオン・シティサービス㈱
㈱陽光ビルシステム
㈱あなぶきセザールサポート
住商建物㈱
㈱ウィッツコミュニティ
六華㈱
東京互光㈱
双日総合管理㈱
㈱ハリマビステム
横浜サンユー㈱
㈱菱サ・ビルウェア
横浜コミュニティ㈱
㈱ビルシステム
国土管理㈱
東横ハウスサポート㈱
昭和管財㈱
三笠管財㈱

─

─

─
─

─
─
─
─
─

─

─
─
─
─

─
─

─

─
─
─
─

合　　計 9,570 13,106 651,600

基幹事務

の 内 容

総合管理
とは・・・

1,237
918
889
589
454
649
299
613
116
276
283
491
360
226
181
109
132
159
85
145
143
75
64
131
15
116
101
129
28
162
89
46
28
66
53
54
59
54
33
19
11
12

1,286
1,362
1,168
770
612
724
433
641

1,452
358
312
421
381
294
307
204
192
226
120
254
148
102
78
131
66
125
101
136
49
162
117
97
33
69
53
63
59
54
33
21
15
12

65,604
61,437
51,504
49,248
40,998
39,604
37,007
32,283
32,062
23,590
21,066
19,472
18,153
14,676
13,452
12,450
12,119
11,051
9,999
9,170
8,238
7,744
7,224
6,786
5,195
4,783
4,402
4,369
4,349
3,839
3,547
3,307
3,183
2,712
2,700
2,545
1,732
1,419
1,121
578
555
393

……………… 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27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 央

川 湘

湘

浜 川 湘

浜 川

浜

浜

浜

浜

浜

浜

川

浜

浜

神 よこ 央

よこ

よこ

よこ

浜 よこ

浜 よこ

よこ
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浜管ネット浜管ネット

5月30日の第21回定期総会後、マンションコミュニティ研
究会代表の廣田信子氏による記念講演『100年住みつなぐ管
理組合運営とコミュニティ』を行った。
廣田先生は、「終の棲家を次世代に住みつなぐためには、

100年後をイメージしなければ実現できない」という。その
上で「100年住みつなぐ管理組合運営」はルールの整備と柔
軟な対応、歴史・文化と未来ビジョン、自分たちで決める覚悟、
評価と自信、周囲の力を引きつける運営などをキーワードに上
げた。
具体的には西京極大門ハイツ（190戸、築38年）の取り組

みを紹介。「まちづくりマスタープラン」の作成、隣地を買い
取りコミュニティセンターの建設、近隣住民（子育て世代等）
を含めた交流の場の設置、組合員に対するリバースモーゲージ
制度、住戸を買い取り管理組合によるシェアハウスの運営など。

20周年記念講演
100年住みつなぐ管理組合運営とコミュニティ

5 30／

今年の総会記念講演はマンション
コミュニティ研究会の廣田信子代
表に依頼した

廣田先生は、「自分たちでも
こんなことができる、集まって
いるから生み出せる価値という
ものをもとに、居住環境の豊か
さを求めることが大事。それが
100年マンションとして住み
つないでいくことにつながる」
と話した。

建築分科会Ａグループセミナー
工事保証を考える

7 11／

7月11日、ハウスクエア横浜セミナールームBで専門業部
会建築分科会Ａグループが「大規模修繕工事の保証を考える」
と題して、セミナーを実施。１部は設計コンサルタントからみ
た保証（技術者部会・小島孝豊氏）、2部では施工者（専門業
部会・㈱ヨコソー・伊藤正氏）・材料メーカー（専門業部会・
田島ルーフィングﾞ㈱・向茂晴氏）からみた保証について、そ
れぞれの内容の一端を解説した。
大規模修繕工事に関わる保証・保険は、①請負賠償責任保険

②生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）③工事性能保証④工事完成
保証⑤瑕疵保険。労災事故、賠償事故、工事対象物の損害、工
事会社倒産等の保証する制度である。特に、工事業者が倒産し

講師を担当したメンバー。右から
小島孝豊氏、荻野化成㈱・池田大
輔氏、㈱ヨコソー・伊藤正氏、田
島ルーフィング㈱・向茂晴氏

セミナー風景。工事保証・保険は
今後、「保証人」より、「制度」の
利用が広がっていくと考えられる

た場合などに関する保証の理解が管理組合に進んでいない傾向
がある。
これまで、工事保証・瑕疵保険は「保証人（会社）」を立て

ることが一般的であったが、談合の温床となりうること、万が
一の際のスムーズな対応などから、今後は「保証・保険制度」
の利用が広がっていくと考えられる。

会員対象2015年度第１回研究会
実情に合った規約改正をしてみよう！

7 22／

7月11日、石川町のかながわ労働プラザ（Lプラザ）で、会
員対象の2015年度第1回研究会を行った。
テーマは「自分たちでできる規約改正のポイント」。第1部

では「自分たちのマンションの実情に合った規約改正をしてみ
よう！」と題して、浜管ネット賛助会員のマンション管理士・
三井一征氏が講演を行った。
三井氏は駐車場の使用（収益事業と納税）、専有部分の修繕

（違法貸しルームへの対応）、専有部分の貸与（賃借人の義務違
反行為）、専有配管工事における積立金の取り崩し、外部居住
の区分所有者に対する住民活動協力金の設定など、マンション
個々の実情によって定めることができる多くの項目について説

当日は、三井一征氏を中心に車座
で研究会を行った

明した。
第2部のフリーディスカッシ

ョンでは、ペット飼育、高木の
剪定、管理組合による全戸のサ
ッシ交換などについて、それぞ
れのマンションの悩み、課題解
決についての意見交流を行うと
同時に、三井氏からのアドバイ
スを受けた。

川管ネット川管ネット

平成27年度　新任理事研修会
理事長体験談…自治会との関係等

6 14／

6月14日、川崎市産業振興会館で平成27年度新任理事研修
会を行った。参加者は9管理組合で、川管ネット含め合計17
人。
第1部は、香川泰男副会長が管理組合の業務、重要な法令等

の紹介、国交省が行っている「マンションの新たな管理ルール
に関する検討会」の動向などを説明。第2部では、オーベルグ
ランディオ川崎管理組合（2005年竣工・11階建て・5棟・
430戸）の理事長が管理組合と自治会の混同によるトラブル、
役割の違いなどについて苦心されている様子を紹介してくれ
た。
その後は予定時間になっても質疑応答が続き、活発な意見交

流が行われた。
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平成27年度 マンション管理基礎講座開設
大規模修繕工事のポイントについて

7 4／

7月4日18時30分から、中原市民館（バークシティ武蔵小
杉ミッドスカイタワー2階）で平成27年度 マンション管理基
礎講座を開いた。今回は一級建築士の鈴木義昭氏が小規模マン
ションでの大規模修繕事例をもとに、工事のポイントについて
解説を行った。
鈴木氏への質疑では、「低いところでのタイルの浮きは補修

しなくてもよいか」との質問に対し、「通常、目より下という
ことで1.2m以下におけるタイルの剥落危害の可能性は小さい
と思われがちだが、子供の遊び場でタイルが落ちた」と指摘。

大規模修繕工事のポイントについ
て話す、鈴木義昭・一級建築士

高さにこだわるべきではないな
どと説明した。
昨年度の基礎講座はソフトを

テーマに取り上げたため、今年
度はハードに中心に5回行う。
3回目の管理基礎講座は9月5
日、排水設備、電気設備を取り
上げて、専門家に話を聞く。

第１回中原区マンション管理組合交流会
どうする？
管理組合の自主防災組織、コミュニティ形成

7 11／

7月11日13時30分から、中原区役所501会議室で第1回
中原区マンション管理組合交流会を行った。
超高層タワーマンションの林立など、武蔵小杉駅周辺を中心

に開発が進む中原区では、マンションセミナーなど管理組合対
応に前向きで、川管ネット主催での管理組合交流会となった。
交流会は第1部で川管ネットの　橋秀行理事が、マンション

行政の動向、マンション管理の基礎知識を解説。次いで第2部
ではフリーディスカッションとして、マンション独自に自治会
を持たない管理組合の自主防災組織、川崎市の防災関連支援制
度、民生委員の人材確保、超高齢化におけるコミュニティ形成
などの問題が話し合われた。
自治会と管理組合がしっかりしている大規模マンションもあ

るが、世帯の少ない小規模マンションでは自治会も理事会も役
員のなり手がいないなど、多数の意見が出て、川管ネット理事
らがとりまとめを行った。

超高層タワーマンションなど開発
が進む中原区では、マンションセ
ミナーなど管理組合対応に前向き
な姿勢がわかる

第1部で講演する　橋秀行理事

平成27年度第１回マンション管理基礎セミナー
管理組合会計等、相談事例を紹介

7 25／

7月25日、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）

講師を務めたのはマンション管理
センター管理情報部の原昇次長

条）②管理費の余剰は翌年度の
管理費に充てる（標準管理規約
61条）③管理費に余剰がある
場合は管理費を減額し、その分
修繕積立金を増額する方法があ
る④使用細則でその管理組合に
適した会計方法を決めておくこ
となどと説明していた。

よこ管ネットよこ管ネット

大規模修繕工事見学会
歴代理事長全員が就任する
大規模修繕委員会を設置

6 7／

6月7日、よこすか海辺ニュータウン ソフィアステイシア管
理組合の協力を得て、大規模修繕工事見学会を行った。
管理組合が大規模修繕を行うにあたって取り組んだポイント

は4つ。
盧長期修繕委員会の常設盪歴代理事長の大規模修繕委員会全員
参加蘯設計コンサル、施工会社、設備会社、管理会社等への委
託に際し、分離・分割方式を採用盻プロポーザル（提案型）コ
ンペ方式の採用。
特に歴代理事長全員が就任する大規模修繕委員会を設置し、

工事の方向性、居住者への周知等コミュニティ形成は有効だっ
た。工事の作業自体は、マンションを構成する4棟の構造がそ
れぞれ異なり、足場を組み立ててからわかった修繕項目も少な
くなかったという。
塩害と強風にあおられる地域で、鉄部などの錆がひどく、1

回目の大規模修繕工事で玄関扉の全戸交換も行った。
○建物概要／2003（平成15）年竣工・RC造地上8～14階

海辺に立地するため、工事は塩害
や強風による影響が大きい

参加者に外壁の色について説明
する、建裝工業の鈴木雅博現場
代理人

工事への取り組みを説明する管理
組合理事長

建・4棟・309戸・自走式駐
車場1棟　○発注者／よこすか
海辺ニュータウン ソフィアス
テイシア管理組合　○設計・監
理／㈱英綜合企画設計　○施工
者／建装工業㈱　○工事期間／
2015年1月5日～2015年8
月22日（予定）

で、平成27年度第1回マンション管理基礎セミナーを行った。
今回、講師を務めたのはマンション管理センター管理情報部の
原昇次長。平成25年度マンション総合調査結果の概要や、管
理組合会計に対する相談事例を中心に講演を行った。
相談事例では、管理費会計の余剰を次期修繕積立金会計に充

当できるか、など。この事例への回答としては、①管理費と修
繕積立金会計は区分経理をする必要がある（標準管理規約28
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27年度新任役員基礎セミナー
キーワードは「100年マンションのシナリオ」

7 11／

7月11日 産業交流プラザで27年度新任役員基礎セミナー
を行った。横須賀市からの委託事業で、今年は44人が参加者
した。
講師はマンションコミュニティ研究会の廣田信子氏。現在マ

ンションを取り巻く環境、高齢化に組合がどう向き合っていく
か、専有部分のリノベーションと共用部分との関係などについ
て具体的な説明を交え説明を行った。
今回のセミナーでキーワードになったのは、「100年マンシ

ョンのシナリオ」で、建替え幻想から頭を切り離して、早い段
階から自分たちのマンションはどういうことを目指していくの
か、組合役員だけではなく居住者全員でそのための戦略をどう
考えるか等が大切であると説いた。
最後に、先駆的な取り組みを行っている京都の「西京極大門

ハイツ」の事例を紹介し、高齢者と近隣住民も加わっての子育

講師はマンションコミュニティ研
究会の廣田信子氏

て世代の交流の場「日曜サロン」
や生活に便利なように店舗や
ATMを誘致するなど周辺環境
を含めた「まちづくりマスター
プラン」を持つ同ハイツの取組
みは今後マンションのひとつの
方向性を示すものになるのでは
なかろうか。

湘管ネット湘管ネット

マンション管理セミナー
理事長体験談…自治会との関係等

7 4／

7月4日、藤沢商工会館ミナパーク5階でマンション管理セ
ミナーを行った。
第1部では藤沢市建築指導課の職員が耐震診断など、行政の

補助制度を説明。平成22年度から開始された耐震診断支援補
助金制度について、管理組合への周知を図った。
第2部は、須賀一朗理事が理事会運営の基礎知識を解説。参

加者からの理事は妻でもなれるかという問いに対して、須賀氏
がとりまとめながら、1親等までは認める、代理は認めない、
資格の拡大と代理出席は別に考えたほうがよい、理事に事故が
あった場合の代理出席は認められるとすることを規約に盛り込
んでおくとよいなど、参加マンションの意見交流を誘導。その
他、理事会議事録は全戸配布の必要があるか、役員の守秘義務
はどこまで必要か、公開理事会を行う場合に滞納等の個人に関
わる事項の問題など、参加者らによって活発な話し合いが持た
れた。

第1部では藤沢市建築指導課の職
員が耐震診断など、行政の補助制
度を説明

第2部は須賀一朗理事が理事会運
営の基礎を話した

研修交流会
マンション保険高騰に対する自己防衛策

7 25／

7月25日、藤沢市市民活動推進センターで研修交流会を開
いた。研修交流会は毎月1回第4土曜日に開催予定。今後は貯
水タンクの地震対策、サッシ・玄関ドアのリニューアルなどを
企画している。
この日はマンション管理組合総合保険がテーマ。㈱グッド保

険サービスの伊藤昌弘専務が講師を務めた。
マンション保険は今年10月1日、大手損保会社が軒並み保

険料率を改定し、築年の古いマンションほど、3倍～6倍値上
がりする（6pに関連記事）。漏水事故などにより損保会社が支
払っている保険金が、徴収する保険料より大幅に上回っている
ことが、その理由という。
さらに平成29年以降、地震保険も都道府県別に決める上げ

幅50％を上限に、値上げすることが有力だ。伊藤氏によると、

参加者からは急激な保険の高騰に
驚きの声も（中央がグッド保険サ
ービスの伊藤専務）

その根拠は東日本大震災で1兆
2,000億円が支払われ、今後
想定される大都市部の直下型地
震の備えに対し、ファンドの確
保が目的だと話す。
いずれにしても、管理費会計

からの支出の増加は否めない。
管理組合で早急に検討すること
がマンション保険高騰に対する
自己防衛策といえるだろう。

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

大規模修繕工事見学会
共通仮設費の節減、除外修善項目の選択

6 6／

6月6日、ディナ・スカーラ南橋本管理組合の協力を得て、
大規模修繕工事見学会を行った。
管理組合の努力は、大規模修繕工事計画当初の管理組合資産

に対し、仮設現場事務所は集会所を使い、作業員詰所や倉庫も
1階のフロアを使うなど共通仮設を節減したこと。また足場仮
設がなくても施工できる共用廊下の塩ビシートの張り替えなど
を修繕項目から除外するなど、施工する場所、しない場所の大
規模修繕工事の方針を決めて行ったことだと感じました。
マンションはバルコニー幅が2mと広いので塗装面積が多い

こと、開放廊下に吹き抜けがあって足場仮設が割高になるなど
の条件がありました。
○建物概要／2003（平成15）年竣工・RC造地上8階建・1
棟・90戸　○発注者／ディナ・スカーラ南橋本管理組合　○
設計・監理／㈱建物保全センター　○施工者／㈱カシワバラ・
コーポレーション　○工事期間／2015年3月1日～2015年
7月30日

写真左に建物保全センター・福市
博臣社長、中央で説明しているの
が石　潤次・管理組合役員

屋上防水の現場を見学している
様子



11

K
an
ag
aw
a M
an
sion
 N
etw
ork
 34

避難階段にルミセーフステップを設置

政府の地震調査委員会が発表した2014年版の「地震動予
測地図」によると、今後30年以内に震度6弱以上の地震が起
こる確率は横浜市が78％であるとしている。この2014年版
「地震動予測地図」は、相模湾から房総沖にかけた相模トラフ
沿いで発生する地震の発生確率などを盛り込み、首都圏の地下
にあるフィリピン海プレートの深さを従来よりも浅く設定した
もの。この結果、首都圏での地震発生確率は格段に跳ね上がり、

東京・新宿区46％（13年版26％）、さいたま市51％（同
30％）、横浜市78％（同66％）となった。
このページでは、防災関連商品として、蓄光材料の避難誘導

商品や階段昇降機、貯水槽の破損を防ぐ制振装置等を紹介する。
自治体によっては自主防災組織に対する防災資機材の購入費

を助成する制度もある。住まいの自治体に問い合わせるなど、
助成制度を上手に使って有事の際に備えてほしい。

蓄光材料の避難誘導商品

防　災　関　連　商　品　紹　介

床材等を手がけるタキロンマテックス（浜管ネット賛助会員）
の蓄光材料を使った避難誘導商品「ルミセーフシリーズ」は、
日中の太陽光や蛍光灯などに中に含まれる紫外線を吸収し、蓄
え、夜間など暗いところで自己発光する蓄光材料を使用したも
ので、日没の12時間後も暗闇で視認できる高輝度（3mcd/㎡）
を維持する。
素材が柔軟でサイズ調整も可能なため、R曲げ、直下曲げな

どの施工が自由にでき、階段段鼻、手すり、コーナーなどにも
スピード施工ができる。

暗闇で視認できる残光機能

非常用階段避難車、階段昇降機、
簡易救助リュック型

エレベーターが使えない非常時に、上層階の要援護者や負傷

5階建て階段室型構造でエレベー
ターがない海老名みずほハイツ住
宅では、階段昇降機の設置を検討。
メーカーに説明を受けている様子

者を階段で避難させる階段避難車。折り
たたみ式で一人の操作者で150kgの人
まで運べる。1台17万～20万円。
担架に関しては、マンションでは階段

で下りることが前提となるので、踊り場
などスペースの問題があり棒付きの担架

神管ネット平成22年度CPDセミ
ナーで、ざま災害ボランティアネ
ットワーク・濱田政宏氏が紹介し
てくれたのは、高層階からでも一
人で楽にけが人を搬送できる階段
避難車。9.11同時多発テロ事件
の際には69階からの救助に活躍
した

棒付きの担架は階段の踊り場など
で使用できないケースがある。こ
ういう事態を考慮し、布製担架も
検討項目のひとつである

簡易トイレ
浜管ネット賛助会員の竹内化成は販売するのは、ワンタッチ

ワンタッチで組み立てられる簡易
な携帯テント・トイレ

で組み立てられる簡易な携帯テ
ント・トイレ。テントとイスの
組み立ては約1分で完了する。
費用はテント（9,000円）、ト
イレ（3万円）、使い捨てパッ
ク10枚セット（2,800円）を
つけて、合計4万円ほど（すべ
て税抜き価格）。

貯水槽の破損を防ぐ制振装置
タンクセイバー「波平さん」導入

座間市の東建座間ハイツ3号棟管理組合（1977年竣工・
153戸）は4月、貯水槽の破損を防ぐ制振装置であるタンク
セイバー「波平さん」を導入した。
タンク内の水に浮かせるだけで、地震で発生する液面揺動に

よる波高を大きく減衰（1／3以下）し、タンクの損壊を防ぐ。
施工は横須賀管工事協同組合で、東建座間ハイツ3号棟での

施工費は１基約50万円。昨年8月の横須賀市民病院のケース
では約35万円（材料・工事含む・税別）だった。※施工費は
貯水槽の面積や水深によって異なる。

貯水槽内に制振装置（波平さん）
が浮遊していることを確認

東建座間ハイツ3号棟では4基の
貯水槽に設置

は使用できないことが多い。このため非常用階段避難車の他に
は布製担架が必要となるケースもある（約3万円）。

震度6以上発生率　30年以内に横浜市で78％震度6以上発生率　30年以内に横浜市で78％震度6以上発生率　30年以内に横浜市で78％震度6以上発生率　30年以内に横浜市で78％



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

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
蕁03-3562-8122
蕭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1,400棟で約
9割は管理組合様のリクエス
トです。

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
薔0120-540-931
蕭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9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
蕁045-225-8200
（東京支店）東京都港区芝浦1-14-5
薔0120-040-011
http://www.daiwa-co.com

マンション大規模修繕工事の専
門業者として半世紀。“住み慣れ
た環境に時を取り戻す”をスロ
ーガンに、常にお客様第一の姿
勢を貫き、質の高い技術とサー
ビスを提供いたします。

央 湘よこ浜神
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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045-753-5000
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
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044-366-4840
re-eigyo@sinyo.com
http://www.sinyo.com

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

大規模修繕

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
（北関東支店）蕁048-449-0091
http://www.yokosoh.co.jp

建物の修繕工事を手がけて100
余年。確かな経験と実績を活
かしながら、個々のお客様の
ニーズや時代の要請にもしな
やかに応えられる改修工事
No.1企業を目指しています。

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。

央浜

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2-2-7
蕁045-290-6090
蕭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

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

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

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
蕁045-412-3800
蕭045-412-3801
http://www.e-kanri.info

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。

マンション管理

大和ライフネクスト
株式会社

【横浜支社】
横浜市鶴屋町2-26-2
第4安田ビル6F 〒221-0835
蕁045-326-2350
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

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

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
ライフポート西洋

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

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

浜

マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

首都圏第二事業部
（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

株式会社
大京アステージ

【窓口】東京都新宿区新宿2-3-15
くらしサポートデスク
薔0120-264-406
dk-jtksuisin@grp.daikyo.co.jp
http://www.daikyo-astage.co.jp

神奈川県内で約1,200管理組合（約
65,000戸）の管理実績があり、このスケ
ールメリットを生かしながら、「横浜」
「町田」「湘南」を3拠点に支店を配置し、
地域に密着した管理運営サポートを行
っている管理会社です。

湘川浜

マンション管理

コミュニティワン
株式会社

横浜支店
横浜市西区楠町4-7
ニッセイ横浜楠町ビル7階
蕁045-316-3939
http://www.community-one.jp

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

湘央浜神

マンション管理

三井不動産レジデンシ
ャルサービス株式会社

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

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

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
蕁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

央よこ川浜神

よこ川浜
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よこ浜

浜

浜

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
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。

企 業 名 所 在 地 P R
金融・保険

よこ浜



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
蕁047-375-1015
jaem@kni.biglobe.ne.jp
http://www1a.biglobe.ne.jp

弊社は機械式駐車装置のメ
ーカーであり、現在では他
社メーカー様の機械式立体
駐車場の保守点検も行って
おります。

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
蕁045-772-1424
蕭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
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

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

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：横須賀市内川1-7-23
蕁046-837-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
蕁045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

創業68周年、水漏れ、排水管詰まり
清掃、エアコン・給湯機の取替えか
ら給排水配管の全面改修工事まで、
何でもご相談に応じます。実績と経
験のもと、お客様のニーズにお応え
できる工事を提供していく所存です。

よこ
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大規模修繕

株式会社NB建設
（旧相鉄建設株式会社）

横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816（代表）
蕭045-451-8919
daimon-akiko@nb-const.co.jp

地元に密着したゼネコンと
して、建築・設備・耐震・
内装などのリニューアルを
お客様の立場でご提案。地
域社会の安心と発展に貢献
します。

浜

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
蕁045-911-5438
蕭045-911-5951
http://www.kudo.jp

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

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

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。

央よこ川浜神

サッシ改修

株式会社LIXIL
リニューアル

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

当社は、LIXILグループ内で
唯一の窓や玄関ドア、手摺等
リフォーム専門の販売施工会
社です。迅速な対応とサービ
スを心がけておりますので、
お気軽にご相談ください。

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
蕁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StoAGの日本総代理店です。日
本国内では北海道から沖縄まで施
工実績があり、近年では結露防止
工事・タイル剥離防止工事で弊社
工法が数多く採用されております。

川

企
業
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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

井田洋一郎
有限会社エルグ

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
 
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小伝馬町6-13
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

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
蕁045-532-9260
http://homepage3.nifty.com/moa_p

石川裕子
Lapis建築工房

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

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

東京都文京区本郷1-18-5-802
蕁03-3830-0988
abe@abjukei.com

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、星川晃二郎部会長を中心に、マンション改修工事に豊富
な経験を持つ一級建築士事務所等で構成しています。建物の現地相談から調査・診断、工事の設計・
監理まで、管理組合の視点でお手伝いいたします。

　【問い合わせ】 浜管ネット事務局  蕁045-911-6541

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

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

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
j-okamoto@misawa-dk.co.jp
http://misawa-dk.co.jp

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

浜

企 業 名 所 在 地 P R
電気設備改修

毎日暑い日が続き、各地で熱中症や熱射病、脱水症状への注意喚起が行われています。総務省の発表では
平成26年6月～9月で熱中症により救急搬送された人は全国で約4万人。中でも高齢者が最も多く、

18,468人で全体の46.1％を占めました。またこれからは台風や大雨、雷、洪水などの自然災害もきをつけなければなり
ませんね。自身で気をつけることは「予防と準備」。気象庁などのホームページ等を利用して、注意を怠らないよう気をつ
けて夏を過ごしてください。（編集部）

ひとこと



相模台ハイツ管理組合
会員

マンシ
ョン

紹介

Ｎ Ｐ Ｏ
かながわ県央ネット
正 会 員

相模台ハイツでは過去何度も外壁等の防水改修を行ったが、
補償期間内に一部の外壁からの浸水による室内漏水が起こっ
た。管理組合では専門委員会を設置し検討を開始。太陽の直
射や寒暖の差で構造強度の低下が起こることがわかった。そ
れを防ぐには「外断熱化により“温度サイクル”を緩和する
ことが大切」などの情報を得て、開眼したという。
また屋上スラブからの浸水による漏水事故を防ぐため、コ

ストは高いけれど長期間にわたる防水性能をうたうドイツ製
の屋上防水シートを採用した。
外壁に断熱材を設置した後は足場を固定する穴を開けたく

ないので、外窓の交換を同時期に施工する必要があると考え、
窓サッシをカバー工法で更新。「省エネの暮らし」を念頭に、
窓は複層ガラスの断熱効果を期待し、サッシも高気密な仕様
を採用した。
省エネが前提なら、ドアポストや扉まわりの隙間風の解消

も検討し、玄関ドア更新も行った。
こうした一連の工事を管理組合では、大規模修繕工事では

なく「第2次再生工事」と位置付けた。マンションの用途地
域が第１種住宅専用であるため、高さ制限によって建替えが
できないことから、単なる修繕ではなく「当初入居者の方の
曾孫までも住み継ぐ再生工事にしたかった」としている。
この再生工事から3年。生活環境は明らかに向上し、冷暖

房の電気使用量は半分近くに減った住戸もあるという。真夏
は暑くて眠れなかった最上階の5階住民は「昔のようにムッ
とすることがなくなった」といい、真冬は床が冷たくて夜中
にトイレに行きづらかったという1階住民も「冬の夜の悩み
がなくなった」と話す。
外断熱等の再生工事で、真夏は27～8℃、真冬でも17～

8℃という住環境を得た。
しかし、初めから維持管理に熱心で管理運営が活発だった

というわけではない。歴史を遡ると、相模台ハイツは1971
年竣工。以後73年結成の自治会が販売会社と委託契約をし、

DA T A

■マンションデータ

所在地：相模原市南区
1971年（昭和46年）6月竣工・地上5階建て・4棟・総戸数110戸

建物構造……………………………RC造
敷地面積……………………………6,288㎡
建築面積……………………………2,230.23㎡
管理費（月額）……………………4,000円～6,400円

（専有面積3タイプ）
修繕費積立金（月額）……………13,200円～21,400円
駐車場充足率（台数÷総戸数）…38.2％（平置き42台）
駐車場使用料（月額）……………（なし＝分譲駐車場）
駐輪場使用料（月額）……………無料（約150台）
分譲会社……………………………有楽土地㈱
建設会社……………………………大成建設㈱
管理会社……………………………ユニオン・シティサービス㈱
管理形態……………………………部分委託（管理員、管理費等の収納）
管理員の勤務形態…………………平日のみ通勤管理1人
理事会………………………………月1回（事業計画により検討

委員会設置）
任期…………………………………2年（理事9人、監事2人）、

輪番制毎年半数交代

14

「建物を守る」外断熱等で住環境を改善
「終の棲家から住み継ぐマンションへ」

建物と設備の維持保全は建築補修委員を中心に行っていた。
とはいえ管理会社は管理報酬を得るだけで業務は下請けに

丸投げ。84年ようやく管理組合を設立したものの、やはり主
導権は管理会社にあり、修繕工事は管理会社の意向に沿って
実施されていた。
「これでは住民が積み立てている特別修繕費は有効に使わ

れないおそれがあった」
96年、「自分たちで管理しなければ」と気がついた理事が、

「自主的に管理する」ことを目指す管理組合団体の啓蒙を受け
て、翌97年、築26年目にして第一次再生工事を実施。内容
は①地下受水槽の廃止、高架水槽の撤去、地上設置の受水槽
による加圧給水への切り替え）、②外壁や屋上防水更新、③外
構・花壇の新設の3本立て。
同時に区分所有者のための管理組合づくりに取り組みつつ、

必要資金の計画的蓄積を目指す修繕積立金増額と併せて、管
理会社の変更に取り組んだ。
さらに相模原市の制度を使って耐震設計のチェックや耐震

診断を実施してIs値0.8以上の評価を得た。

外壁は湿式外断熱工法（エコサーム工法）を採
用。断熱材は50㎜

左から前理事長で今期から計画修繕委員等を務め
る伊藤英夫さん、会計担当理事・小美野耿尋さん、
理事長・澁谷仁さん、最後にかながわ県央ネット
の向井会長

外窓はアルミサッシの複層ガラス（カバー工法）
で改修

25年無条件保証のポリフィン防水シート。パ
ラペットからシートを敷設する

また、住民組織
は管理組合、自治
会、自主防災隊に
分けて確立し、桜
まつり・夏祭り、
春の防災セミナ
ー・秋の防災訓
練、などを通じて
コミュニティー形
成にも尽力してい
る。
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イベント情報 ■■

湘管ネット 蕁0466-50-4661

研修交流会
（8月度）8月22日（土）18：10～20：00
①「貯水タンクの浮体式波動抑制装置（波平さん）」
②「家庭用備蓄品・非常持出品・日常携帯品チェッ
クリストの紹介」
講　師：横須賀管工事協同組合／佐々木一春氏
（9月度）9月26日（土）18：10～20：00
「アルミサッシ・玄関ドアのリフォームで快適なマン
ションライフを！」
講　師：㈱LIXILリニューアル／中島純氏
（10月度）10月24日（土）18：10～20：00
「長期修繕計画作成の留意点」
講　師：細井知英理事
（11月度）11月28日（土）18：10～20：00
「藤沢市のマンション防災に対する施策」
講　師：藤沢市防災危機管理室／北村氏

浜管ネット 蕁045-911-6541

防災セミナー
テーマ：「大地震が発生したら管理組合はどうす

る？」
日　時：10月17日（土）14時～17時
講　師：NPO法人東北マンション管理組合連合会

横浜市危機管理室（いずれも予定）
会　場：ハウスクエア横浜セミナールームA

よこ管ネット 蕁046-824-8133

防災セミナー　
テーマ：①巨大災害から生き延びるマンションの危

機管理
②災害時の簡易トイレの設置
③給水タンク制震装置の展示

日　時：9月26日（土）13時30分～16時30分
講　師：安部俊一氏（防災士）
会　場：よこすか産業交流プラザ

新 会 員 紹 介

レ ジ デ ン ス ・ ザ
武蔵小杉管理組合 川管ネット 1 390 2007

日神パレステージ
横 須 賀 中 央 よこ管ネット 1 53 2002

鎌倉ビューパレス
管 理 組 合 湘管ネット 1 67 1968

ハ イ マ ー ト 横 浜
管 理 組 合 浜管ネット 2 87 1985

ヒルズ横浜南ガーデニア
管 理 組 合 浜管ネット 6 127 1984

名　称
◆ 正 会 員

加入ネット 棟数 戸数 竣工年

㈱ゴ　　ー　　ル 浜管ネット セキュリティ
機器製造販売 3億円 1957

㈱ 翔 榮 建 設 浜管ネット マンション
改修

1,000
万円 1992

㈱ 神 奈 川 建 物
リサーチセンター

神管ネット・
湘管ネット・
かながわ県央ネット

設計・
監理

8,000
万円 2014

㈱櫻　　　　　井 湘管ネット 大規模修
繕工事

7,000
万円 1967

名　称
◆ 賛助会員

加入ネット 主な業種 資本金 設立年

〒108-0075 東京都港区港南１丁目８番27号
日新ビル９階
TEL：03-5479-1400　FAX：03-5479-1401
http://www.kashiwabara.co.jp

かながわ県央ネット 蕁046-264-6054

第11回マンション管理セミナー
テーマ：緊急セミナー・マンション総合保険

～大幅値上げにどう対処するか
日　時：8月15日（土）15：30～17：00
講　師：㈱グッド保険サービス／伊藤昌弘氏
会　場：大和市民活動センター会議室
参加費：会員無料、一般1,000円　定員：20人
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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4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 044-379-5334
定期無料相談：
　毎週木曜　まちづくり公社ハウジングサロン（川崎）
 毎月第2、第4火曜　住まいの情報サロン（溝口）
 毎月第1、第3土曜　かわさき市民活動センター（武蔵小杉）

ＮＰＯかながわ県央マンション管理組合
ネットワーク（かながわ県央ネット）
http://kenou-net.com
蕁 046-264-6054
定期無料相談：
　毎月第4月曜午後　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 7 階会議室
　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
　毎月第1火曜午後　「IKOZA」内1階市民相談コーナー
 　毎月第4水曜午後　伊勢原市役所1階市民相談室

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部
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://syokan-net.jimdo.com
蕁 0466-50-4661
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・蕭 045-620-6300
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁・蕭 045-620-6300
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁・蕭 045-620-6300
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

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

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成27年7月30日現在

編 集 後 記
あるセミナーで、会場からの質疑応答の時間。驚くことにあまりにも低レベルな質問が出た。そのまま書くと悪口になっ

てしまうのでデフォルメするが、笑い話だと思って読んでください。
質問「人がいないから、管理会社から理事長が監事を兼務するよう言われて、そうしているのですが、これは正しいので

すか？」…。こういう質問をする60歳代中盤のおじさま。しかもマイクを使っているので、会場に響き渡っている。参加
者の苦笑が大きくなっているのに、それに気づいているのか、いないのか。
続いて別の人が質問「監事が理事会の業務執行状況を監査する場合、それは年間活動が終わったときですか？途中でもい

いのですか？」…。こちらは70歳代のおじさま。
この程度の質問をわざわざセミナーでするくらいなら、地域の管理組合ネットワークがいつでも対応するのに。

もっと私たちの団体を活用してもらいたいものだ。（Y.K）

浜管ネット

117組合
27,690戸

川管ネット

43組合
8,022戸

よこ管ネット

61組合
10,110戸

湘管ネット

12組合
987戸

県央ネット

20組合
4,503戸

日 住 協
神奈川県支部

41組合
8,209戸

合　計

298組合
59,652戸


