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分譲マンション管理組合を対象に情報発信や支援などを行う、ＮＰＯかなが

わマンション管理組合ネットワーク（略称：神管ネット）は、6つの地域ネッ

トワークと日住協神奈川県支部を傘下に、会員管理組合数309組合約

55,000戸、それを支援する賛助会員100（企業および個人）以上で構成さ

れています。

これまで横浜、川崎、横須賀の3ネットワークでは会員管理組合向けに独自

の広報紙を発行してきましたが、これらと神管ネット監修の『かながわマンシ

ョンライフ』を統一し、新たに全地域向けに『かながわマンションネットワー

ク通信』を発行することになりました。

マンション管理組合が広く県内他地域の情報を共有することは、円滑な管理

組合運営には欠かせません。6つの地域ネットワークが共同編集・発行する

『かながわマンションネットワーク通信』が、皆様のよりよいマンション暮ら

しに大いに役立つことを願っております。

神管ネットが準会員として所属する、ＮＰＯ全国マンション管理組合連合会

（全管連・穐山精吾会長）は5月13日、東京・墨田区の墨田中小企業センター

で、姉歯元建築士等の耐震強度偽装に

よって被害を受けた11管理組合に対

し、募金活動で集めた義援金約440万

円を贈呈した。

募金活動は昨年7月に開始。神管ネ

ットは、全管連加入17団体中、2番目

に多い約94万円を集めた。
被害管理組合に義援金目録を渡す穐山会長（右）
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グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ管理組合と同自治会

は4月1日、毎年恒例の第4回桜祭りを行った。

マンション前の約500ｍの区間に200本のソメイヨ

シノの花びらが舞う戸塚・八幡山。この花見の名所を自

分たちで守り続けていこうという目的で開始したのが、

グランフォーレ桜祭りである。

「八幡山の桜」は身近な名所で、分譲時のキャッチコ

ピーでもあった。ところが、その分譲会社が隣接マンシ

ョン建設のため、桜並木を伐採すると言い出した。早速、

管理組合で抗議を開始。また、桜の木もテングス病にか

かり、保存・管理の必要性から、周辺住民全体の問題へ

と広がっていった。

桜祭りは、こうした背景から、周辺住民との交流も含

める恒例のイベントとなる。そして、結果的に桜の伐採

は避けられ、その後の桜の保護、保存のための「桜募金」

も始まった。

マンションから桜並木の再生へ
―4月1日、グランフォーレ桜祭り―

住民有志による模擬店は、
おにぎり、焼きそば、生ビ
ール、豚汁、カレーライス
の販売、花の絵額作り、春
のお花や野菜販売など、色
とりどり。どれも行列を作
るほど人が集り、にぎわっ
ていた

毎回、人気を集める明治学院
大学スカーレッツのチアリー
ディング。横浜キャンパスが
近くにあるという環境から、
参加・協力してもらっている

近隣中学校の協力で、ブラスバ
ンド部の発表会の場を設けた。
マンション以外の住民が参加し
やすくなる企画としても好評。
何より演奏している子の親はビ
デオ撮影に忙しい

■マンションデータ

築6年・206戸・2棟（管理棟別）10Ｆ建て

管理費の戸当たり㎡単価 170円

修繕積立金の戸当たり㎡単価 団地管理組合33円、

棟別42円（改定予定）

駐車場の月額使用料 ピット式3段機械式駐車場

・下段7000円

・中段10000円

・上段14000円

管理形態 全面委託管理・東急コミ

ュニティー

管理員の勤務形態 通勤管理2人体制

（祝日以外は土日も在勤）

理事会 月１回

メンバー構成 団地型管理組合

（理事8人・監事2人）

任　期 内規で半数改選の2年

◆ 管 理 組 合 に つ い て ◆

桜の木を伐採すると言い出した分譲業者に対抗するこ

とがきっかけで共有意識が芽生え、マンション管理への

関心が高まった。ＩＴシステム環境の整備やアフター対

応、植栽管理、管理会社への委託費用に関するそれぞれ

の委員会は、すべて立候補で成り立つ。植栽が150万円

の節約、管理委託費用は2割削減するなどの成果を上げ

た。理事会ではパソコンを利用し、決まったことを書記

がその場でどんどん文字化していくシステムで議題を進

行させる。話し合いと同時に議事録が作成され、理事会

の終了時に理事長が押印。数日後にはマンション内のＬ

ＡＮケーブルにより各戸のパソコンで議事録が閲覧でき

るしくみを取る、最新鋭の管理組合である。

大きなイベントはコミュニティーを形成する場で

す。マンション単体ではなく、周辺住民との協調も

大事だと考えます。幸い、私たちには「八幡山の桜

を守ろう」という共通の思いがありました。

ひとつのマンションで行う「桜祭り」によって、

演奏する地元中学のブラスバンド部の父兄も参加し

てくれています。それが地域の防犯・防災への好影

響につながるという、2次的な効果をもたらせば、そ

れに越したことはないでしょう。

‥‥

‥

‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第1,2期管理組合理事長、現自治会副会長・桜祭り実行委員長の話
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住宅金融公庫が住宅金融支援機構へ
住宅金融公庫は4月1日、独立行政法人住宅金融支援

機構に生まれ変わった。

住宅金融公庫の権利・義務は、住宅金融支援機構に引

き継がれ、マンションすまい・る債の元本・利息の支払

いは今までどおり取り扱われる。今年度の募集は、昨年

と同じく8月下旬から10月上旬ころの予定。詳細は8月

上旬に発表される。

共用部分リフォーム融資についても、制度の利用はこ

れまでと同様。

【問い合わせ】

住宅債券募集センター

ナビダイヤル 0570-0860-23（すまい・る債）

首都圏支店事業審査グループ

蕁 03-5800-9366（リフォーム融資）

大京アステージへ社名変更
大京管理㈱は4月1日付で、大京グループ成長戦略の

一環として、㈱大京アステージへ社名変更した。社名の

語源は、Asset（資産）、Stage（舞台）、Assist（支

援）、Prestige（信望）に「明日」を加えた造語。

神奈川県内の事業所は、以下の通り。

盧 横浜支店　横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2

ＴＳプラザビル7階

盪 湘南支店　藤沢市鵠沼石上2-6-1 ＮＳＤ藤沢ビル5階

保険代理店・グッド保険サービス誕生
浜管ネットに加入していた損害保険・生命保険代理店

の㈲クリップスが7月1日付で、㈱グッド保険サービス

に生まれ変わる。管理組合の損害保険はこれまでと同様、

損保大手7社の保険商品の比較検討をもとに保険料の提

案を行っていく。

神奈川県内の事業所は、以下の通り。

新横浜事業部

横浜市港北区新横浜3-24-5

ユニオンビルアネックス1Ｆ

薔 0120-72-9611

東急、戸塚駅再開発事業で特定建築者に
東急不動産㈱と㈱東急コミュニティーは5月30日、

横浜市の「戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業」

で、施行者（横浜市）に代わり再開発ビルの建設を行い、

ビルの保留床の一部を取得する「特定建築者」の承認を

神奈川県知事より受けた。戸塚駅前の商業を先導する、

大型複合商業施設を目指す。

着工は平成19年10月、開業は22年4月予定。写真は

完成予想図。

地上波デジタル化で、
管理組合に思わぬ負担？
テレビ放送の地上波デジタル化で、管理組合が関係す

る費用負担は、次の3つ。

盧 デジタル化仕様への調査費用、必要に応じてアンテナ

等の施工費用

盪 近隣住民のデジタル化へ対応するための電波障害施設

の設置費用

蘯 既存（アナログ対応）の電波障害施設の撤去費用

マンションの立地条件等によって、実際に関係するか

どうかはさまざまだが、地上波デジタル化という国の施

策で思わぬ負担を強いられる管理組合が出てくるのも事

実。自分のマンションへの影響による負担ならまだしも、

国の方針であるにも関わらず、近隣への影響負担も受け

なければならないのだろうか。

全管連は、近隣住民へ影響を与える原因は誰にあるか

によって負担を考えるべき、と原因者による費用負担を

国に求めている。

※費用負担の実際など、詳細は次号で特集します。

業 界

● お 知 ら せ ●

賛助企業からのＰＲ情報をお寄せください。掲載は

無料です。ただし、誌面スペースに限りがあるため、

掲載の有無、内容については編集会議に諮ります。

お問い合わせは編集担当・北見まで。

蕁蕭 045-316-4505

E-mail  kitami@k-mansionlife.com



川崎市は4月1日、マンション管理組合登録制度を開

始した。行政が管理組合からの情報を得ることによって、

マンション関連の支援策へ反映する。一方で、法改正な

どの管理組合に役立つ最新情報などの提供を行い、マン

ション住民がより適正なマンション管理へと意識を向け

られるような支援事業とする。行政と管理組合が相互に

情報交換ができる体制を作り、今後のまちづくり施策に

生かそうというわけだ。

事業名

マンション登録制度

マンション再生支援事業

マンション・アドバ

イザー派遣事業

マンション管理組合

サポーター事業

マンション耐震診断

支援事業

マンション耐震改修

促進事業

内　容

マンションの状況を横浜市に登録する

ことで、市が今後のマンション関連の

支援策を拡充し、管理組合に役立つ各

種情報を提供していく

大規模改修や建替え等、マンション再

生に関する検討費用の一部を横浜市が

補助する。再生活動の内容について総

会で議決していること、横浜市マンシ

ョン登録制度へ登録することが条件

窓口相談に加え、 休日・夜間にも、

専門家をマンション管理組合へ派遣

し、相談に応じる。マンション・アド

バイザーには、専門家150人が登録

区単位で定期的に「交流会」（管理組

合サポートセンター事業）を開催し、

マンション管理士等による相談・アド

バイス、管理組合相互の情報交換など

を行う

旧耐震基準で建設したマンションの耐

震診断費用の一部助成

耐震改修の促進のため、耐震改修を実

施する管理組合に対し、設計費及び工

事費用の一部助成

助成金等

検討活動費用の1／2以

内、かつ30万円を上限と

する

〈維持管理に関する相談料金〉

初回の派遣は無料。2回目

以降は1回当たり1万円

〈改修、建替えに関する相談料金〉

初回・2回目の派遣は無料。

3回目以降は1回当たり1万円

1次診断費用を全額助成

2次診断費用の50％（3

万円／１戸限度）を助成

国土交通省の「優良建築物等整

備事業（耐震型）」制度を採用し、

調査設計計画費の1／3、耐震改

修工事費用の約13.2％（国

6.6％・横浜市6.6％）を助成

担　当

NPO横浜市住宅リフ

ォーム促進協議会

蕁045-912-7434

まちづくり調整局住

宅部住宅計画課

蕁045-671-2943

まちづくり調整局住

宅部住宅計画課

蕁045-671-2943

横浜市マンション管

理組合サポートセン

ター事務局

蕁045-663-5459

まちづくり調整局住

宅部住宅計画課

蕁045-671-2943

まちづくり調整局住

宅部住宅計画課

蕁045-671-2943

横浜市では15年度からマンション登録制度を実施し

ており、神奈川県でも現在検討中である。国では、（財）

マンション管理センターが登録制度「マンションみらい

ネット」を創設している。

そこで、ここでは、神奈川県内の地域行政で行われて

いるマンション関連事業にはどういったものがあるのか

について、まとめてみた。

神奈川県内のマンション支援事業一覧

横

浜

市

川崎市、4月1日から
登録制度を開始
川崎市、4月1日から
登録制度を開始

県内自治体の主なマンション支援制度
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内　容

・マンションの共用部分の維持管理に

関する相談

・マンション管理組合の運営等に関す

る相談

住宅金融支援機構の「マンション共用

部分リフォーム融資」を受ける場合に、

返済する利息相当額の一部助成

管理組合が市に登録し、マンション管

理情報などのアンケート調査等の協力

を行うことで、市では法改正などの最

新情報や講習会、情報提供を行い、管

理組合をサポートする

旧耐震基準で建設したマンションの耐

震診断費用の一部助成

耐震改修促進法の認定に基づく耐震改

修設計、耐震改修費用の一部助成

窓口相談は毎週木曜。現地相談は相互

調整で決定。土・日曜も可。予約制

管理組合の役員などを対象に、管理運

営や大規模修繕工事の進め方などをテ

ーマに､マンション管理基礎セミナー

を年2回実施

市と契約を結んでいる取扱金融機関が

低利の資金を融資する

旧耐震基準で建設したマンションの耐

震診断費用の一部助成

新任役員をはじめ管理組合役員を対象

としたセミナー

毎月第2土曜日13：30～16：30ヴ

ェルクよこすか。その他、移動、出張

相談も実施している。予約制

旧耐震基準で建設したマンションの耐

震診断費用の一部助成

大和市役所での窓口相談。毎月第4金

曜日13：30～16：00（予約不要）

年4回開催

助成金等

利子補給対象額は、①②

のいずれか少ない額を限

度とする

①150万円／戸

②工事費の80％

・1次診断費用の6万円／

1棟を助成

・2次診断費用の3万円／

1戸を助成

・建築計画設計費用の2／3以下

・耐震改修工事費用の15.2％

以下、かつ、30万円／1戸

を限度とする

融資限度額は、300万円以

上１億円以内。融資利率は、

長期プライムレートに0.9％

を加えた利率の固定金利

1次診断費用の2／3（12

万円／１棟が限度）を助成

費用の2／3以下、かつ、3

万円／1戸を限度とする

担　当

〈「ハウスクエア横浜」住

まいの相談カウンター〉

蕁045-912-7474

毎週土曜日（予約制）

〈市庁舎市民相談室〉

蕁045-671-2306

毎週火曜日（予約制）

横浜市住宅供給公社

管理第2課

蕁045-451-7780

まちづくり局住宅整備課

蕁044-200-2997

まちづくり局住宅整備課

蕁044-200-2997

まちづくり局住宅整備課

蕁044-200-2997

まちづくり公社ハウ

ジングサロン

蕁044-211-7851

まちづくり局住宅整備課

蕁044-200-2997

まちづくり局住宅整備課

蕁044-200-2997

都市部建築指導課

蕁046-822-8319

都市部住宅政策課

蕁046-822-9604

都市部住宅政策課

蕁046-822-9604

建築審査課

蕁042-769-8254

広聴相談課相談室

蕁046-260-5129

都市整備課

蕁046-235-9606

事業名

マンション管理相談事業

横浜市住宅リフォーム

等支援事業

マンション管理組合

登録制度

マンション耐震診断

費用補助事業

マンション耐震改修

工事等事業

マンション無料相談会

マンション管理基礎

セミナー

マンション共用部分

リフォーム資金融資

マンション耐震診断

助成事業

新任役員研修セミナー

マンション相談会

耐震診断事業

マンション無料相談会

分譲マンション管理

無料相談会

横

須

賀

市

川

崎

市

横

浜

市

大
和
市

相
模
原
市

海
老
名
市 5
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管理士会との合同研修会
相談事例から…
迷惑賃借人の退去訴訟で組合勝利

浜管ネットは神奈川県マンション管理士会と共同で、

3回連続のマンション管理研修セミナーを神奈川県民セ

ンターで実施した。この中で、3月21日、「相談経験か

ら学ぶマンション管理運営」と題した中村隆一理事の講

演から、生活騒音による賃借人Ｘ（迷惑行為者）と賃貸

人である区分所有者Ｙに対して管理組合が訴訟を起こし

た事例を紹介する。

【事件の概要】

賃借人Ｘは平成10年ごろより、日中から飲酒し、怒

鳴り声、奇声、壁を叩くなどの迷惑行為を始めた。管理

組合から区分所有者Ｙに改善を求め、Ｙも仲介の不動産

会社を通じてＸに対し、迷惑行為を強く注意したが、一

向に止まらなかった。

賃貸契約は10年9月終了で、ＹはＸに退出勧告を出し

たにもかかわらず、結局17年にいたっても居住を続け、

迷惑行為を繰り返した。

このため、管理組合は臨時総会で、ＸとＹに対し、区

分所有法第60条により、賃貸借契約の解除と専用部分

の引渡し請求訴訟を簡易裁判所に提起することを決議。

弁護士には頼らず、司法書士の指導で管理組合が訴状を

作成した。

【現場調停】

第4回調停は現場（Ｘの居室等）で行われた。裁判所

からは裁判官、書記官、調停員2人の計4人が出席。室

内は新聞・雑誌の山積み、かびがひどく、裁判官からも

「原状回復しないとマンションのイメージダウン」と指

摘を受ける。さらに周辺住民から裁判官に一人ずつ、迷

惑行為についての苦情の申し入れがあった。

【最終調停】

18年6月、第5回調停において、①10月末までに建

物明け渡し②明け渡ししない場合は強制執行などが取り

決められた。

その後、Ｘは期日までに退去したが、室内の原状回復

までは望めず、Ｙの全額負担でリフォームを行い、再度

賃貸に出している。

【相談にあたった中村氏のコメント】

結果的に迷惑行為者に出て行ってもらったのはいい

が、それまでに被害をこうむった周辺住民、予期せず被

告となった賃貸人の区分所有者のことを考えると、身元

のしっかりした人と賃貸契約をしないと大変なことにな

ると思った。今回のケースは、管理費等の滞納はなかっ

た。弁護士によると、騒音だけで退去を迫るのは裁判で

は難しいと言われていた。トラブルになれば、住民同士

での解決は困難だ。専門家のケアがますます必要になる

といえる。

専門業部会
排水管洗浄実演研修会を実施

浜管ネット専門業部会は3月24日、横浜・新羽の東洋

グループ新横浜研修センターで、排水管の維持管理につ

いての実演講習会を開いた。

東洋グループの研修センターには、受水槽や配管など

の模型があり、実際に洗浄したり、水の流れる仕組みが

わかるつくりになっている。社内の研修だけでなく、管

理会社の技術スタッフなどの実演講習にも利用されてい

る。管理組合の役員も希望があれば、無料で給・排水シ

ステムの基本を学ぶことができる。

事例の内容を解説する中村理事

研修センターの実演説明を聞く参加者6

浜管ネット浜管ネット
3 21／

3 24／



ＮＰＯ法人登記完了

今年1月21日の臨時総会でＮＰＯ法人の設立を議決・

申請し、約2ヵ月半後の4月5日、神奈川県から正式にＮ

ＰＯ法人の認証を受けた。神管ネットのＮＰＯ法人化は

6番目となり、これで神奈川県下のネットワーク網のＮ

ＰＯ法人化がすべて整ったことになる。

吉田博会長は「管理組合ネットワークの目的は、各管

理組合相互の情報交換を主体とした受け皿。今後とも地

元に密着し、多くの管理組合との連携を図りながら、サ

ポートを行っていきたい」と抱負を語っている。

大和市で4月から定期相談会を開始

大和市の市民相談の一環として、マンション管理無料

相談会が毎月第4金曜日13：30から16：00まで、市

役所内の広聴相談課相談室で、受け付けることになった。

相談員はかながわ県央ネットから派遣する。

第1回は4月27日に行われ、給水管の洗浄、管の交換

工事についての相談などがあった。

総会運営テーマに弁護士が講演

よこ管ネットは3月24日、ヴェルクよこすかで、よこ

管セミナー「マンション管理組合　総会運営のＨＯＷ

ＴＯ」を開いた。講師は横浜マリン法律事務所の河住志

保弁護士。参加者は33管理組合、49人。

主な内容は、総会の意義から決議の効力まで、区分所

有者の数え方、書面や代理人による議決権の行使などの

細かな注意点について、判例を交えての講義となった。

住民間で意見の食い違いのある管理組合では、総会決

議をめぐるトラブルは少なくない。理事会側の総会に対

する安易な理解が妨げになり、手続きミスをしてしまう

からだ。そんな実情を踏まえ、河住弁護士は講演を次の

ように結んだ。

【河住弁護士のコメント】

総会運営のミスは、後から問題になってトラブルにな

ることがある。

私の事務所にも「総会決議の無効を主張したい」「理

事会として無効を言われたがどう対応すればよいのか」

等、総会に絡む相談は多い。そもそも、その「無効」理

由もないのでは？というケースが大半だが、総会運営の

手続きミスがあれば、決議が無効になるというケースも

ある。

手続きミスは、理事会側のミスが「重大」か「軽微」

かによって大きく違う。しかし、その場合も訴訟で白黒

つけることより、再度臨時総会を開催して、決議事項の

手順をミスのないものにし、追認してもらうのが合理的

だと思う。単純な反対派に対しても手続き上の不備がな

ければ、「決議無効訴訟」の理由がないといえるからだ。

相模原市民若葉まつりに参加

相管ネットは5月12、13日、恒例の第34回相模原市

民若葉まつりに参加。マンション管理の相談ブースを開

設した。2日間の相談件数は約30件。大規模修繕工事の

進め方や瑕
か

疵
し

問題、漏水事故などの相談が多かった。

市役所さくら通りをメーンに、市民による催し物やパレー
ドで多くの人が集まる。

講演する河住志保弁護士

かながわ県央ネット

よこ管ネット

相管ネット
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大和市役所に置かれた管理相談の看板

よこ管ネット

かながわ県央ネット

相管ネット

3 24／

5 12・13／
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川管ネット（第7回）
日時：5月19日11時～

会場：川崎市産業振興会館

■19年度の主な事業テーマ

川崎市が推進する登録制度普及に協力し、行政と管

理組合の情報ルートの確立に努める。

また、今回の総会では、設立より会長を務めた緒賀

博氏の後任として、新会長に塩澤進氏を選出した。緒

賀氏は顧問として、川管ネットに

携わる。

かながわ県央ネット（第1回）
日時：5月27日10時～

会場：プロミティあつぎ

■19年度の主な事業テーマ

大和市から海老名、厚木へ、相談会開催を重点に、

正会員拡大を目指す。

浜管ネット（第13回）
日時：6月2日14時～

会場：ハウスクエア横浜

〈特別記念講演〉

「小規模マンションの事例を中心とした管理運営の現状と課題」

講師：住宅金融支援機構主席研究員・冨田路易氏

■19年度の主な事業テーマ

マンション管理士会等との協働事業の推進と、セミ

ナー等の実施主体である専門部会の体制強化を図る。

よこ管ネット（第5回）
日時：6月10日13時30分～

会場：ヴェルクよこすか

■19年度の主な事業テーマ

建物の老朽化と住民の高年齢化という「2つの老い」

にどう対処していくのかを、大きなテーマとして、

19年度事業に取り組んでいく。

湘管ネット（第1回）
日時：6月16日14時～

会場：藤沢市民活動センター

■19年度の主な事業テーマ

1年間の連続講座「マンション管理基礎セミナー」

（月2回計24回）のさらなる充実とともに、正会員・

賛助会員の拡大を目指す。

神管ネット（第9回）
日時：6月17日14時～

会場：関内・相生本店

■19年度の主な事業テーマ

各地域ネットワークへの積極的な協力と、統一広

報誌『かながわマンションネットワーク通信』の発

行を2大テーマとする。

相管ネット（第3回）
日時：6月24日14時～

会場：相模原市民会館

■19年度の主な事業テーマ　　

管理組合の書類等の電子化について推進していく。

各地域ネットワークの開催内容と19年度の主な事業テーマ

今年も総会シーズンがやってきた！

緒賀前会長に謝辞を述べる塩澤新会長

塩澤新会長

事業内容の説明をする吉田会長。かながわ県央ネ
ットでは、18年度収支・事業報告、19年度予
算・事業計画を役員が担当を決め、手分けして説
明した

小規模マンションの問題点に、事例をあげて説明する
冨田氏

今年も総会シーズンがやってきた！
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管理組合基礎講座
第1回
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もう古典的ともいえる管理組合の頭痛の種が、役員選

び。この難題の一端を語るものが、国土交通省の平成

15年度マンション総合調査で「管理組合の役員をたの

まれたらどうしますか」と聞かれた区分所有者の回答。

2.5％が「引き受けない」と答えている（表参照）。いわ

ば確信犯的な非協力者で、これこそまさに管理組合の頭

痛の種の原因だ。では、なぜ非協力なのか。すぐ後の

「引き受けない理由」が、それを考える手がかりになる。

データで、最も多いのは「仕事が忙しい‥‥」という

30％あまりの人。次が「高齢」をあげた約25％。ヒマ

で若い人が多い管理組合なら役員選びに苦労しなくてす

むというわけだ。ところで、この「役員を頼まれた人が

引き受けない理由」は以前のこの調査になかった調査項

目だが、その項目に平成15年度調査では「多忙」と

「高齢」が増設された。結果的には、その増設された項

目が半分以上の高率を示すこととなった。

で、何がいえるか。「多忙」でもなく「高齢」でもな

いのに引き受けなかった人は半分にもならなかったわけ

だが、これをどう考えたらいいか。「その他」を除けば

「よくわからない」人がせいぜい1割ちょっとで大した割

合ではない‥‥、ように見える。が、一桁レベルの数字

だから非常に少ないといえるのか、どうか。

数が少ないから、逆に目立つ。だから、かえって影響

力が大きくなるということもある。99％が賛成して特

別決議を実現した大規模修繕工事も、たった一人がドア

を開けずに協力しなかったらたちまち工程に影響が生ま

れるといったことが、ザラに起こる。

マンションは近所付き合い意識が暗黙の原理となって

働く同質生活感覚の世界だ。要するに「みんな同じ」な

のだから、共通感覚に根ざすことがすぐ起こる。7割近

い人が「順番なら」と答えた背景に「あまりやりたくな

いが」という意識があるかもしれないと考えると、引き

受けない理由の数字の意味はそれほど小さくないような

気がする。 ※平成15年度マンション総合調査より

そんなのでいいの？
理事会の役員を引き受けない理由
「忙しい」「高齢」「面倒」「関心ない」「損だから」・・・

マンション管理問題評論

家。住宅金融公庫、三井

住友海上火災保険顧問、

（財）マンション管理セ

ンター主任研究員を経て

現職。

管理組合役員就任への対応

役員就任要請に対し「引き受けない」と回答した112件の理由

回答数 ％■

快く引き受ける 836 18.4 

順番が回ってきたら引き受ける 3,091 67.9

他になり手がいなければ引き受ける 510 11.2 

引き受けない 112 2.5

わからない ― ―

合計 4,549 100

（複数回答有り）

回答数 ％■

面倒くさいから 10 7.5

何をしたらよいかわからないから 15 11.3

あまり関心がないから 5 3.8

引き受けない人と比べて損だから 1 0.8

仕事が忙しく時間的に無理だから 43 32.3

本人・家族等に病人がいる等の事情 8 6.0

高齢のため 33 24.8

その他 18 13.5

合計 133 100

（複数回答有り）

―執筆者紹介―

村井忠夫氏
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浜管ネット相談実績

浜管ネットの平成18年度定期相談は91件、その他区

役所巡回相談15件、横浜市のマンション・アドバイザ

ー派遣事業による相談24件、総数は130件だった。

定期相談91件の内訳を下表にまとめた。定期相談は

毎週土曜日午後に浜管ネット事務局で相談を受け付けて

いる。予約制。また、マンション管理士会やＮＰＯ日住

協と協働で行っている横浜市マンション管理組合サポー

トセンターでは、毎月第１日曜日に各区で情報交換会を

行っており、相談会に相当する機能を果たしている。

川崎まち公「相談コーナー」実績

譛川崎市まちづくり公社ハウジングサロン「相談コー

ナー」は、川管ネット役員が相談員となり、毎週木曜日

10～16時まで相談を受け付けている。下表は、18年2

月から19年1月まで（12ヶ月）の相談94件の内訳。内

容的には、大規模修繕工事の進め方、漏水、放置自転車

と防犯対策、管理規約の改正などが目立った。

中には、隣室の換気扇の排気臭に困っている、植栽の

除草剤で起こった薬害への対策は？などといった相談も

あった。また、マンションの防犯問題について新聞社か

ら、公的機関の耐震事業について管理会社からの問い合

わせもあった。

①平成18年度浜管ネット定期相談の内容と件数

ソフト関係45件 ハード関係46件
内　容
組合運営

規約・細則

会計

管理費・積立金

専有・共用

滞納

法人化

保険

訴訟問題

駐車場

駐輪場

大規模修繕関係

その他

不満

変更

委託費

委託契約

その他

騒音

ペット

防犯

アフターサービス

その他

14

9

1

4

2

1

1

1

7

3

8

3

3

4

2

1

2

3

1

1

2

4

1

調査・診断

長期修繕計画

見積書チェック

大規模修繕工事

耐震対策

給・排水管

漏水

電気・通信

業者問題

コンサルタント紹介

その他

8

5

2

19

3

6

3

1

2

8

11

法規

訴訟

組合運営

管理費

管理委託

防災

騒音

防犯

駐車場

避難路

ペット

保険

その他

件数

23

3

3

2

4

2

3

3

3

2

1

1

2

長期修繕計画

大規模修繕工事

建物診断

工事発注関係

漏水

防水

クラック

エレベーター

耐震

結露

その他

件数

2

8

8

2

8

5

1

4

2

1

2

※1回の相談であった複数の相談内容も件数としてカウント
している

②（財）川崎市まちづくり公社

最近1年間相談件数総括表（平成18年2月～19年1月）

ソフト関係51件

管理運営

管理会社

生活

その他

件数 内　容 件数

ハード関係43件

ここでは、浜管ネットの平成18年度定期相談と、

川管ネットの役員が担当している譛川崎市まちづく

り公社「相談コーナー」の内容を集計しました。

内　容 内　容
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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及び出納
● 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

※平成19年3月31日現在
ランキング表は、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にも協力をいただいて、作成しました。

総合管理
とは・・・

順 位 組 合 数 棟 数 戸 数 組合数順位管 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

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

日本総合住生活（ＪＳ）

三菱地所藤和コミュニティ

ナイスコミュニティー

長谷工コミュニティ

コスモスライフ

住友不動産建物サービス

明和管理

ダイア管理

野村リビングサポート

相鉄企業

伊藤忠アーバンコミュニティ

ベニーエステートサービス

合人社計画研究所

東京建物アメニティサポート

日鉄コミュニティー

ライフポート西洋

ユニオン・シティサービス

ニチモコミュニティ

ジャパンコミュニティ

ハリマビステム

横浜サンユー

双日総合管理

菱サ・ビルウェア

日立ビルシステム

東海ビルメンテナンス

東横コミュニティ

昭和管材

1

2

3

5

14

6

4

11

7

9

8

10

12

20

16

13

18

22

15

20

19

24

17

23

26

30

25

28

27

29

31

合　　計 7,080 9,822 453,378

基幹事務

の 内 容

総合管理
とは・・・

1,075

826

704

509

124

385

516

210

373

320

371

247

185

91

108

137

106

71

115

91

104

48

107

63

42

19

47

26

28

20

12

1,169

1,134

854

658

1,592

531

534

256

418

373

381

250

203

179

144

196

109

89

115

91

110

48

107

66

50

23

51

27

28

22

14

54,505

53,787

41,102

35,567

35,105

29,740

24,118

23,249

21,486

20,670

17,582

11,770

10,739

10,321

9,929

9,019

6,996

5,272

4,500

4,484

4,305

3,342

3,111

2,608

2,496

2,341

2,040

1,017

975

691

581

譖高層住宅管理業協会の会員管理会社
429社の総数（県内のみ）

10,439管理組合 13,947棟 640,734戸

※平成19年3月末現在。会員435社のうち、回答のあった429社より集計
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総合建設

相鉄建設株式会社

第二事業本部　リニューアル部
横浜市西区南幸2-1-22相鉄ムービル6Ｆ
蕁045-317-7314
蕭045-317-7313
daimon-2@sotetsu-renewal.com

相模鉄道グループの中で地
域に密着したゼネコンとし
て、「お客様」にパートナー
として信頼され、より良い
関係を継続できる企業です。

浜

総合建設

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

リニューアルに関する
お問い合わせは
リノベーション営業課まで
（東証２部上場）

浜

外壁・防水改修

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。

外壁・防水改修

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27年間の歩み、898管理組合・
4935棟・155610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。

浜神

外壁・防水改修

株式会社神和美装

横須賀市平作7-14-8
蕁046-853-1881
sinwabis@maple.ocn.ne.jp

建物の小さな営繕工事か
ら大規模修繕工事まで、
長年の実績を持つ改修の
専門業者『神和美装』が、
必ず皆様のお役に立ちま
す。

よこ

外壁・防水改修

株式会社　
富士防水工業

横須賀市森崎1-19-18
蕁046-830-5481
蕭046-830-5482
fujibow@bird.ocn.ne.jp
http://www.fujibow.co.jp

当社は、ビル・マンション
の防水・改修工事のプロと
して常に皆様のニーズにお
応えできる技術と品質を提
供してまいります。

よこ

外壁・防水改修

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。

外壁・防水改修

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76年、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。

外壁・防水改修

株式会社　
ヨコソー

横須賀市森崎1-17-18（本社）
（本　　　社）蕁046-834-5191
（東 京 支 店）蕁03-3736-7751
（横浜営業所）蕁045-595-0601
http://www.yokosoh.co.jp

集合住宅修繕工事全般。品
質・環境・安全マネジメント
システム認証取得。
創業明治41年、着実な歩みと共
に培われた確かな技術で皆様の
ご期待にお応えいたします。

央よこ川

外壁・防水改修

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。

外壁・防水改修

ヤマギシリフォーム
工業株式会社

神奈川支店
横浜市中区本町2-10横浜大栄ビル8階
蕁045-227-8231
蕭045-227-8232
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182000
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。

外壁・防水改修

柏原塗研工業
株式会社

川崎市川崎区大島3-36-7
蕁044-211-1596
薔0120-00-4095
http://www.tosocio.com

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

外壁・防水改修

株式会社　伊勝

横浜市鶴見区生麦1-5-28
蕁045-502-1604
蕭045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

建物診断は無料！建築及び
大規模修繕まで皆様の大切
な財産の維持向上の実現を
サポートさせていただきま
す。任せて安心IKATSU

浜神

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

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

川 よこ浜

マンション管理

ニチモコミュニティ
株式会社
首都圏事業本部横浜支店

横浜市港北区新横浜2-5-14
臼井ビル2階
蕁045-474-2601
蕭045-474-2641
http://www.nichimo.community.co.jp

創業30年。リフォーム部門、
マンション管理部門、賃貸
管理部門及び不動産仲介部
門による「総合力」でお応
え致します。

浜

マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

田園都市支店
横浜市都筑区中川1-4-1（ハウスクエア横浜）
蕁045-910-1690

神奈川支店
横浜市西区みなとみらい2-3-5（クイーンズタワーC棟）
蕁045-682-4600

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、「総合生
活サービス業」を展開して
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045-472-2501（代表）
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

住友不動産建物サービスは、
居住者の立場に立ったワン
ランク上の、充実した管理
サービスをご提供いたしま
す。

浜

マンション管理

ダイア管理
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

ダイア管理はマンションの
管理会社として、一歩踏み
込んだ提案力で、お客様の
「琴線にふれる」サービスの
提供を目指しています。

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西新宿木村屋ビルディング
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

確かな管理と真心で、管理
組合様のよきパートナーと
なりたい。弊社は皆様の大
切な資産をしっかりと守り
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

外壁・防水改修

央 県央ネット

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

央よこ浜神

央浜

よこ浜

川浜

浜
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金融・保険

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。

金融・保険

株式会社
グッド保険サービス

新横浜事業部
横浜市港北区新横浜3-24-5ユニオンビルアネックス1Ｆ
薔0120-72-9611
蕭045-473-9610
m-ito@goodwill.com

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。

建材メーカー・販売

日本ペイント
株式会社

お客様センター蕁03-3740-1120
蕁06-6455-9113
http://www.nipponpaint.co.jp

私たち日本ペイントは創業
以来、約125年にわたって社
会資産を守り続けています。
自動車や建築物、携帯電話
など…。日本ペイントはいつ
も皆様のすぐ近くにいます。

企 業 名 所 在 地 P R

建材メーカー・販売

電気設備改修

藤澤電気株式会社

横浜市西区平沼2-2-7
蕁045-312-2225
蕭045-312-2515
fdk@f-denki.jp
http://www.f-denki.jp

当社は提案・設計・施工・
管理までトータルに行って
いる電気設備工事の専門家
集団です。ホームページ
（http://www.f-denki.jp）にて
実績をご覧下さい。

浜

企 業 名 所 在 地 P R

電気設備改修

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。

川浜神

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046-835-3000
蕭046-835-5344
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。

企 業 名 所 在 地 P R

給・排水設備改修

企 業 名 所 在 地 P R

金融・保険

サッシ改修

美装ビルサッシ
株式会社

横須賀市森崎1-15-16
蕁046-834-0601
蕭046-834-8131
http://www.bisobill.co.jp

アルミサッシ及び玄関ドア
の販売取付工事等、地域密
着で活動。耐震・防犯ドア、
アルミサッシの更新工事を
担っています。

よこ

サッシ改修

YKK AP
株式会社

東京都千代田区神田和泉町1-1-1日通商事
秋葉原ビル9階 ビル第二事業部 改装営業部
（ご相談窓口）
蕁03-3864-2191
蕭03-3864-2413

お気軽にご相談ください！
アルミサッシ・玄関ドア・アル
ミ手摺等リフォーム工事の提
案・設計・施工メーカーです。
（防衛省・住宅防音工事の相談
もお受けします）

企 業 名 所 在 地 P R

サッシ改修

建材メーカー・販売

荻野化成株式会社

横須賀市佐原4-9-2
蕁046-834-1611
http://www.oginokasei.co.jp

私たちは塗料の販売と色彩
による美しい環境づくりを
通してお客様と地域の発展
に貢献してまいります。

よこ浜

建材メーカー・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
●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

『小規模マンション　困ったときの処方箋
管理と運営の事例108』
本書で仮に定義した40戸以下の「小規模マンション」は神

奈川県下でも多数にあり、そのような小規模マンションならで
はの問題点は数知れない。分譲時の権利関係、役員のなり手不
足、理事会会合場所の確保、スケールメリットの欠如、長期修
繕計画の未作成、修繕積立金の不足、工事業者選定の方法
etc.・・・こうした108の事例を交えながら問題の解決策を探
っていく。
だが、本書を読み進めていくにつれ、事例にみられる問題の

多くが管理運営の機能不全にあり、計画修繕の進め方などに至
っても、規模の大小が問題のすべてではないことに気づく。高
齢化マンションやリゾートマンションなどにも同じような問題
は山積みなのだ。あらゆるマンションの共通した問題が小規模
マンションに凝縮されている。「大世帯だから関係ない」とは言
えなくなってしまう一冊である。
執筆者は、浜管ネット常務理事や各ネットの建築技術的な相

談役等を務める関東学院大学の田辺邦男氏など。横浜市では平
成14年、浜管ネットの編集により小規模マンションの課題に対
応するための管理規約の手引きを発行した。手引きの内容は、
横浜市のＨＰからもダウンロードすることができる。

『安全・安心な暮らしのための防犯読本
あなたのマンションは狙われている！』
マンション防犯の極意は・・・？
本書は、マンションの犯罪対策の事例紹介、学者等のフィー

ルドワークからの研究成果、マンション管理士や弁護士、建築
士等、専門家の実例による防犯の方策などで構成される。
犯罪者が犯罪の原因というより、犯罪のチャンスを生み出す

場所・環境が犯罪の原因だとする立正大学・小宮信夫教授の説
は、マンションの防犯のあり方を基本から見直すきっかけにな
るだろう。建築学的見地からは、明治大学・山本俊哉准教授が
マンション防犯の最新動向を述べている。
日本テレビ『世界一受けたい授業』にも講師として出演した

小宮教授、マンション管理問題評論家の村井忠夫氏、マンショ
ン管理士の飯田太郎氏、その他マンション問題最新鋭13人の執
筆者が各論を展開する。

よこ浜

本 の紹介の紹介

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

Ａ5判240ｐ
価本体1900円＋税
発行／同友館
編著／神園良輔

Ａ5判240ｐ
価本体2400円＋税
発行／学芸出版社
編著／
譛住宅総合研究財団
小規模マンション研究委員会

蜷

蜷

よこ浜神

湘よこ浜

浜神

よこ浜
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築32年を迎えた横浜・港南区の野庭団地第四管理組合
で、平成18年8月～19年5月まで、3回目の大規模修繕
工事を行いました。ここでは、その中でも電気工事を取
り上げ、幹線ケーブルの取り替え、電気容量のアップに
ついて、紹介します。

管理組合が電気系統の調査を行ったのは、平成16年8月。

このとき、幹線ケーブルや共用分電盤の老朽化・絶縁劣化

などが判明し、漏電によって人身事故や火災等の発生原因

につながるという結果が出た。また、家電製品の多様化・

大型化により、30年前の電気容量（30Ａ）に対する不満

が、住民の声として多く聞かれるようになってきた。

しかし、配線ルートに問題が生じた。電気容量のアップ

に伴い幹線を太くする必要が生じ、既存ルートが使えない

状態になっていたのである。

そこで、各階の廊下天井に通っていた配管ルートを縦系

統にし、玄関横に新規にダクトを取り付けて、新規ケーブ

ルを配線した（写真）。この建物には、パイプスペースが

なく、新規ダクトの取り付けでの解決に至ったわけである。

〈理事長のコメント〉

工事中は、修繕委員などが住民から直接意見を聞き、

「見た目がよくない」などという理由でダクトの仕様変更

も行った。その後、住民交流がよくなった。すべてコンサ

ルタントに任せるのではなく、私たち自らが動いた結果だ

と思う。

ただ、契約アンペアの更新については、各戸で判断して

もらわなくてはならないが、専有部分の配線も老朽化して

いるという問題も残っている。

工事会社については、住民からの苦情が一切なかった。

住民対応、作業態度など、業者が非常に注意を払っている

のがよくわかった。生活圏の中での工事なので、マンショ

ン改修工事に豊富な実績のある業者を選択することが、重

要なことだと感じた。

電気幹線ケーブル改修で
30Ａ→60Ａに容量アップ

新規ダクト工事前 工事中 工事後工事前と後の違いについて

工 事 の 概 要
○工事名

電灯幹線改修工事

○建物概要

築32年・5棟410戸プラス管理棟、ポンプ室棟など5棟

○工事の内容

・新設配線ダクトの取り付け・幹線ケーブルの取り替え

・各住戸の分電盤の取り替え

・電気容量のアップ（30Ａ→60Ａ）等

○工事期間

平成18年8月～19年1月（電気関係工事のみ）

施工会社プロフィール
【藤澤電気株式会社】

昭和10年創業。建物および施設の提案・設計・施工・管

理までトータルに行っている電気設備工事の専門家集団。

電気容量アップを始めとするマンションの改修工事では、

横浜を中心に約6000戸の工事実績がある。平成16年、

ISO9001：2000を認証取得。ＮＰＯ浜管ネット賛助会員。

横浜市西区平沼2-2-7

TEL.045-312-2225 FAX.045-312-2229

URL.http://www.f-denki.jp

Mail.fdk@f-denki.jp

メ リ ッ ト
・単相200Ｖが切り替えで使用できる
・200Ｖのコンセントが増設できる

・最大60Ａまで容量がアップできる

・漏電時にブレーカーが下がる
・予備回路で回路分けが可能になる
・予備回路でコンセント増設が可能になる
・ケーブルの許容電流がアップする
・ケーブルの劣化がなくなる
・供給容量がアップする
・ノンヒューズのため、保守が楽になる

工 事 内 容
東京電力
電気供給方式の変更
１住戸の最大電気
契約容量の変更

住戸分電盤の交換

幹線ケーブルの交換

引込開閉基盤の交換

【工事前と後の比較表】
工 事 前

単相2線式

最大30Ａ

漏電遮断器なし
小ブレーカー3回路
小ブレーカー4回路
経年数による
ケーブルの劣化

ヒューズ付きスイッチ

工 事 後

単相3線式

最大60Ａ

漏電遮断器付き
小ブレーカー8回路

新設ケーブルによる劣化改修
ケーブルのサイズアップ
ノンヒューズブレーカー
容量変更

蜷 蜷

設計・施工　　藤 澤 電 気
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横浜市中区本町2-10 横浜大栄ビル8階  Tel.045-227-8231

浜管ネット 蕁045-911-6541

川管ネット 蕁044-222-5136

よこ管ネット 蕁046-824-8133

相管ネット 薔0120-055-540

湘管ネット 蕁0466-81-5949

かながわ県央ネット 蕁046-233-3844

イベント情報 ■■

横浜市マンション管理組合サポートセンター

合同研修会

◆新任役員のためのマンション管理基礎講座

日　時：7月15日（日）10時～17時

会　場：横浜市開港記念会館

住所　横浜市中区本町 1-6

テーマ：法規から地上波デジダル、横浜市のマンシ

ョン施策、長期修繕計画など

講　師：管理士会会長、浜管ネット理事、横浜市・Ｎ

ＨＫ・マン管センターの職員等

参加費：無料

無料相談会

日　時：7月7日（土）13時30分～

会　場：中原市民館第2会議室

川崎まちづくり公社と共催セミナー

日　時：7月28日（土）13時30分～

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

テーマ：「マンションと住む人が迎えている高齢化

時代」

講　師：村井忠夫氏（マンション管理問題評論家）

参加費：無料

新任役員基礎セミナー

日　時：7月22日（日）13時30分～

会　場：ヴェルクよこすか6階

テーマ：「あっという間に過ぎてしまう管理組合の1

年間」

～新しい理事のためのスケジュール立案法～

講　師：村井忠夫氏（マンション管理問題評論家）

参加費：無料

マンション管理セミナー

日　時：7月14日（土）13時30分～

会　場：相模原市民会館

テーマ：地上波デジタル放送について

参加費：無料

無料相談会

日　時：7月14日（土）、8月11日（土）、9月8日（土）

13時～16時

会　場：藤沢市市民活動推進センター

（交流スペース）

共　催：首都圏マンション管理士会

マンションみらいネットの説明会と無料相談会

日　時：7月29日（日）13時30分～16時30分

会　場：鎌倉生涯学習センター第5会議室

共　催：首都圏マンション管理士会

参加費：無料

ＮＰＯ法人設立記念セミナー

日　時：8月5日（日）14時～

会　場：大和市商工会議所

テーマ：「マンション管理組合のトラブル」

講　師：河住志保氏（弁護士）

参加費：無料
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浜管ネット

131組合

29,337戸

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

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

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
薔 0120-055-540

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 046-233-3844

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.1.odn.ne.jp/shoukan-net
蕁 0466-81-5949

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

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

川管ネット

34組合

4,777戸

よこ管ネット

46組合

8,356戸

相管ネット

37組合

1,961戸

湘管ネット

11組合

1,256戸

県央ネット

9組合

1,858戸

41組合

8,209戸

合　計

309組合

55,754戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

新 会 員 紹 介

ココタウン・ヒルトップ
マリーナ管理組合

アドヴァンススクェア
武蔵新城管理組合

ルネ・エアズヒル
管理組合

港北センタープレイス
管理組合

湘管ネット

川管ネット

浜管ネット

1

2

5

7

299

72

593

728

2006年

1997年

2003年

2006年

名　称 加入ネット 棟数 戸数 竣工年

編 集 後 記
南の島の、エメラルドグリーンの海を背景に、純白の

ウエディングドレスをまとった新婦が新郎に抱き上げら
れているポストカードが届いた。新婦は、最近メキメキ
とマンション問題で頭角を現している弁護士Kさん。マ
ンション問題に積極的に関わる弁護士が少ない現実の中、
とっても貴重で心強い存在だ。結婚しても、トラブルに
悩んでいる人をどんどん助けてあげてねー。
お幸せに～！（Ｙ）

かながわ
県央ネット

浴槽下側・裏側クリーニング
～見えない部分の汚れ落とし・高圧洗浄ですっきり～

浴槽下側・裏側クリーニング

※ユニットバスでない場合やタイプ
によっては施工できません。

パネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外し 洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前 洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中パネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外しパネル外し 洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前洗浄前 洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中洗浄中

特許出願中！

※平成19年6月17日現在

日 住 協
神奈川県支部


