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新年度に入れば、多くの管理組合で総会が開かれ、
同時に役員交代の時期ともなる。
管理組合の役員は、だれもがやりたがる役割ではな

い。しかし、マンションの区分所有者となった以上、
特別の理由がない限り、避けて通れない義務または責
任である。
価値観の異なる人が集まり住むマンションの役員

は、確かに気苦労が多い。ただ、逆に自分の住むマン
ションの実情を知る、大きなチャンスでもある。
役員になれば、普段目にしたことのない建物の状況

や設備はもちろん、組合の財政状態、管理会社との関
係などもよくわかる。その上で、「いつまでも住み続
けたい」と自分自身が思えるマンションを目指して活

動する場を与えられるのだ。日頃考えているマンションのことを理事会で話してみて
はどうだろうか。貴重な体験になるはずである。
「このマンションに住んでいてよかった」と思うためには、住民一人ひとりが、み

んなで、ひとつのコミュニティーを作り上げていく意識を持つことが必要だと思う。
他人任せでは、自身の描くマンション像ではなくなってしまうかもしれない。参加

して、発言して、はじめて「住み続けたいマンション」になっていくのだ。役員への
就任は、日頃の思いを実行に移す絶好の機会だと考えよう。
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神奈川大学工学部建築学科の荏本孝久
教授らのグループはこのほど、神奈川県
内を50ｍ四方に区切り、地盤などの違
いに応じて地震の揺れやすさを検証した
防災マップを開発した。揺れの評価は9
段階に色分け。埋め立て地や相模川、酒
匂川流域は地盤が軟弱な傾向にある、横
浜や川崎の市街地でも揺れが増幅しやす
い地域があるなど、自分の住む場所の危
険度が50ｍ間隔で知ることができる。
防災マップは、荏本研究室が運営する

ホームページ「防災フロンティア」で近日公開される予定。耐震改修工事を検討する
場合などで、参考になりそうだ。
アドレスはhttp://www.bousai-frontier.net
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耐震改修事業に着手
コンアルマーディオ横濱鶴見
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姉歯関与の耐震偽装被害マンション

姉歯秀次・元1級建築士が構造計算を手がけ、㈱ヒュ
ーザーが分譲した耐震偽装被害マンションで昨年、耐震
改修、建替え事業を行った2件のマンションが事業を完
了し、それぞれに竣工式を迎えた。神管ネットが所属す
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）では、被害物件への募金活動で集めた義援金
を贈呈するなど、交流を図っている。ここでは、早期に
事業が完了した2件のこれまでの経緯をまとめてみた。

耐震改修事業に着手
コンアルマーディオ横濱鶴見

コンアルマーディオ横濱鶴見管理組組合は昨年11月25
日、耐震改修事業竣工式を行った。事業には、NPO浜管ネッ
トの阿部一尋・専務理事がコーディネーターとして携わった。
同マンションの耐震強度は震度5強で倒壊の恐れがある

0.5未満の0.41だった。これを1.0以上にするよう耐震改修
を実施。耐震強度偽装の発覚から2年の時を経て、工事完了
後の11月22日、横浜市から建築基準法に基づく検査済証の
交付、使用禁止命令の解除を受けた。姉歯やヒューザーが関
与した物件で、事業が完了した第1号物件となる。
竣工式では、全管連の穐山会長が祝辞を述べ、管理組合か

ら感謝状を手渡される場面もみられた。

◆マンションデータ

竣工2005年6月、総戸数19戸、１棟10階建て、RC造

◆事業の流れ

2005年
7月 入居開始
11月17日 国土交通省が、構造計算書に偽装があった旨

を発表
11月18日 横浜市が当該マンション住民に説明会を開催
12月 2日 横浜市が住民に建築基準法に基づく使用禁止

命令を発令
2006年
4月19日 横浜市が住民全体説明会で、建替え案と耐震

改修案を提示
7月30日 マンション管理組合が「耐震改修の推進」を

決議
9月29日 横浜市会で、公的支援に関する補正予算を可決
10月 8日 マンション管理組合が「設計の発注」を決議
2007年
1月29日 横浜市公共建築物耐震工法検討委員会が設計

内容を了承
2月25日 マンション管理組合が「工事の発注」を決議
3月 5日 建築基準法に基づく確認済証を交付
3月26日 工事着工
11月22日 建築基準法に基づく検査済証を交付、使用禁

止命令を解除
11月25日 耐震改修工事竣工式

◆改修工事データ

発　注　者：コンアルマーディオ横濱鶴見管理組合
設計・監理：㈱KR建築研究所
施　　　工：㈱紅梅組
工 事 内 容：外付けフレーム工法による建物の耐震改修工事。

建物の外側にプレキャスト製の柱と梁を取り付
けて、耐震性の向上を図った

蜻耐震改修の主な内容は、外付けフレー
ム工法。建物の外側にプレキャスト製
の柱と梁を取り付けて耐震性を図る

蜻外付けフレームによって5階部分の建物
の角まで行く開放廊下ができた。建物
の耐震性に問題がないため、6階以上は
従来通り

▲竣工式では、管理組合理事長から、2年間の苦
労がにじんだ思い、そこから立ち上がった全住
民の気力を反映した挨拶があった

▲義援金を贈呈したNPO全管連の穐山精吾会長
に感謝状が贈られた

▲ベランダにあがれば、新たに柱と梁が取り付けられたことが
わかりやすい。外付け工法ため、従来のベランダより面積も
広くなった。共用部分であるため、専有面積に変更はない



建替え事業で再建へ
旧グランドステージ溝の口
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マンション管理士会の全国組織である「日本マンショ
ン管理士会連合会」（伊藤茂忠会長）は平成19年12月
10日、東京・千代田区の主婦会館プラザエフで設立総
会を開いた。
これまで、マンション管理士会の全国組織は、「全国都

道府県マンション管理士会協議会」と「日本マンション
管理士団体連合会」の2つ団体に所属していたが、当日
それぞれの総会において、解散を決議。その後に開いた
加盟全会員による設立総会で、１つの全国組織として日
本マンション管理士会連合会を設立した。
事務局：東京都中央区京橋2－5－3小森ビル内
ＴＥＬ：03-3538-6430
会員（全国のマンション管理士会）：42団体
構成員（マンション管理士）：約2,000人

管理士会、2つの全国組織を統一
日本マンション管理士会連合会が設立

建替え事業で再建へ
旧グランドステージ溝の口

アルクティア溝の口（旧グランドステージ溝の口）管理組
合は昨年12月13日、建替え事業による竣工式を終え、管理
組合代表らによる記者会見を式会場で行った。
同マンションの耐震強度は0.39だった。強度が0.5を下回

ったヒューザーの分譲マンション11棟のうち、建替え完了
第1号物件となった。
理事長をはじめとする代表らは、記者団の質問に対し、「と

にかく事業が完了して新年を迎えられることに安堵している」
としたものの、「2重ローンなど、今後個人にかかる負担を考
えると新たなスタートでもある」と口をそろえた。

主に住民の合意形成に向けたハード・ソフト両面でのアド
バイスを行った。ハード面でいうと、耐震補強に関する設計
内容の調整や既存する耐震補強建築物の見学会開催。ソフト
面では、融資や登記に関する調整や情報収集、手続き支援、工
事費負担割合の検討、管理組合運営のアドバイスなどである。
理事会、住民協議会、委員会、総会にも出席し、行政など

の関連機関との協議にも携わった。
外付けの耐震補強のためバルコニー面積が拡大するが、住

戸内の日照条件、眺望等が低下し、住戸ごとの工事費負担割
合にも差が生じる。苦労した点で印象深いのは、この問題を
住民協議会で議論したことであろうか。最終的には、各戸で
均等負担することに落ち着いたため、安心した。
全般的には、横浜市の支援がかなり事業達成に有効であっ

たと思う。国土交通省への助成費の拡充交渉は、最たるものだ。
管理組合においては、精神的な中心となった理事長、各種

会合の記録作成や情報提供を行った理事、耐震補強内容の検
討と同時に会計をこなした理事、金融関係を取りまとめた理
事など、担当者がそれぞれの力を発揮して事業を成し遂げら
れた事業であった。

●コーディネーターとして事業に携わった
浜管ネット　阿部一尋 専務理事

◆マンションデータ

・旧グランドステージ溝の口
竣工2004年1月、総戸数24戸、１棟7階建て、RC造

・建替え後名称「アルクティア溝の口」
総戸数24戸、１棟7階建て、RC造

◆事業の流れ

2005年
12月12日 川崎市が、所有者に対し、偽装物件である旨

を通知
12月16日 川崎市が、移転費助成と家賃助成についての

説明会を開催
12月20日 川崎市が、建築基準法に基づく使用禁止命令

を交付
2006年
2月12日 全員一致で建替え事業の推進を総会決議
3月10日 個人施行事業者を公募
8月11日 川崎市が、建築基準法に基づく建築物の除却

命令書を交付
8月11日 建替え事業の個人施行者を鹿島建設に決定

◆建替え工事データ

個人施行者：鹿島建設㈱
施　　　工：鹿島建設㈱
工　　　期：2006年10月～2007年12月（約1年2ヶ月）
総 事 業 費：約7億5千万円（助成額：約1億3千万円、住民

の平均負担額：約2千万円/戸当たり）
※川崎市記者発表資料をもとに内容を追加しました

●ポイント
マンション建替え円滑化法では、建替え事業を行う施行者

として、建替組合と個人施行者の二つを定めた。
個人施行とは、建替組合をつくらずに、区分所有者または

その同意を得た者（デベロッパーなど）が建替え事業を施行
すること。
建替組合と異なり、関係権利者全員の同意を必要とするが、

区分所有法の建替え
決議などに関する法
定手続きの簡素化が
図れる。関係権利者
の少ない小規模マン
ション等に適してい
るといえる。

工　　　期：2007年3月末～11月末（約8ヶ月）
総 事 業 費：約2億7千万円（助成額：約7千万円、住民の平

均負担額：約1千万円/戸当たり）
※横浜市記者発表資料をもとに内容を追加しました

8月17日 川崎市が、マンション建替え円滑化法に基づ
き、建替え事業の施行を認可

10月 2日 マンション除却工事に着手
12月20日 再建マンション起工式
2007年
12月13日 再建マンション竣工式

▲竣工式後に記者会見を開き、管理組合理事
長らが質疑を受けた

▲再建マンションは同じ
専有面積を確保。住民
らは竣工式後から順に
入居を開始した
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『見えなくなった花火の眺望』テーマに模擬裁判
07.11.27 第14回民事裁判説明会

東京地方裁判所は11月27日、103号法廷で第14回民事裁判説明会を開き、マンションの眺望をテーマ
に模擬裁判を行った。当日は一般参加者が、裁判官、弁護士、原告、被告などを実演。このページでは、演
者や傍聴席からの模擬裁判への感想などとともに、眺望や日照、通風などに関する実際の判例を取り上げた。

【模擬裁判の事案】
舞台は、原告となる定年前の夫婦が老後の楽しみに購入した、花
火の見える湖畔のマンション。ところが、その後すぐ、同じ建設業
者が目の前にマンションを建設し、原告の住戸から花火が見えなく
なってしまった。
原告は、マンション建設の予定がある説明をすべきであった義務
を怠った、と主張して建設業者に対し、500万円の慰謝料を請求
した。

【原告の主張】
○建設販売業者の話から、日当たりの良い南側ではなく、花火の見
える北側の10階建ての4階住戸を購入した
○販売パンフレットにも花火の写真が大きく掲載されており、業者
からも説明を受けた
○翌年、目の前に同じ業者が手がける10階建てマンションの建設
が開始され、花火が見えたのは購入年の夏とクリスマスの2回だ
けだった
○同じ業者のマンションであるため、購入前から建設予定を知って
いたはずである
○老後の楽しみに花火を見ることができる住戸を購入したため、花
火が見られない現在、当該マンションに住んでいない

【被告の主張】
●南側は日当たりがよく、値段が高い。原告は予算の都合で北側の
4階を買ったと記憶している
●近隣に高い建物が建つ可能性については、重要事項説明で話して
いる。花火のことを話した記憶はない
●他の住戸に対しては、見舞金10万円を支払い和解している。提
訴したのは原告のみ
●当該地域一帯は再開発が進んでおり、今後は周辺の住環境が良く
なる
●原告にマンション購入を勧めている際、再開発による目の前のマ
ンション建設を知っていたかどうかは、覚えていない

【傍聴席の感想】
実演後、司会者が演者や傍聴席から感想を聞いたところ、慰謝料
は「20万～50万円」の範囲だろうという意見が多かった。演壇
では、花火だけのためにマンションを購入するのか、値段で北側住
戸を購入したのではないか、など原告に不利な証言もあった。一方、
同じ業者による営業行為という見方もシナリオに組み入れられたた
め、おおむね原告に同情的な感想を持った人も多かったのではない
かと思う。それでも、請求額の1割にも満たないだろうというのが
大方の見方であった。
その理由は、「他の住戸が10万円で和解している」「花火は年に

数回しかない」「これから周辺環境がよくなることをわかっている」
などで、「本人の過失相殺もあるだろう」という声もあった。

【これまでの判例】
眼下の温泉街、遠方の山並みの眺望を阻害する
…リゾートマンション分譲業者に賠償命令

平成8年2月16日　横浜地裁
販売パンフレットには「温泉街を見下ろす高台に」「遥かに○○

火山を眺望し」などの宣伝文句を並べ、眺望の良さをセールスポイ
ントにしていたリゾートマンションの最上階にある8階Ａ号室を原
告が購入した3年後、同室からの眺望を阻害する11階建てマンシ
ョンが同じ業者によって、建設・分譲された。原告は、眺望を阻害

するマンションを建築した行為に対し、損害賠償を求めた。
裁判所は、原告が売買契約を結んだ当時、11階建てマンション

の建設計画があったことまでは認められないとしたが、原告・被告
がともに眺望の良好さを売買のポイントにしていたことなどから、
信義則上の義務に違反する不法行為と認めた。
原告が購入した8階住戸部分は、眺望が良いとはいえない1階部

分の販売価格より26％高く売買されており、裁判所はそのうちの
20％が損害金として相当であるとし、約700万円の支払いを建
設・分譲業者に命じた。

「窓から二条城」見えなかった
…青田売りマンション、説明義務違反で契約解除

平成11年9月17日　大阪高裁
原告は、京都・二条城の眺望と静寂性を大きなセールスポイント
として宣伝しているマンションが気に入り、モデルルームを見て、
販売員に居室窓から二条城が見えることを確認した上で、7階建て
の6階Ｂ号室の購入を申し込み、手付金約460万円を支払った。
ところが翌年、竣工後の内覧会で、隣接ビルの施設に眺望がさえぎ
られ、施設の騒音も大きいことがわかった。
原告は、眺望を重視することを伝えたのに対し、分譲業者等から
は何の説明もなかったとして、売買契約の解除、手付金の返還、損
害賠償を求めた。
大阪高裁は業者の虚偽説明を認定し、売買契約解除と約560万

円の支払いを命じた。分譲業者側は上告したが、最高裁は平成12
年9月26日、その申し立てを却下。高裁判決が確定している。

隅田川の花火が見えない
…隣接マンション建設で業者に慰謝料

平成18年12月8日　東京地裁
原告は会社の取引先の接待用にも使う目的で、室内から隅田川花
火大会の花火を鑑賞できるマンション6階Ｃ号室を購入した。その
点は分譲業者も十分承知していたにもかかわらず、近隣に別のマン
ションを建築し、これにより花火が見えなくなってしまったとして、
分譲業者に対し、不法行為に基づく損害賠償金約165万円と慰謝
料計100万円などを支払うよう求めた。
裁判所は、業者側の信義則上の義務違反を指摘。「原告に生じた

損害の賠償をしなければならない」としたが、財産上の損害として
は証明できていないとし、原告が受けた精神的苦痛により、慰謝料
計50万円の支払いを分譲業者に命じた。

実際は業者の責任問題より、
和解策提示でトラブルを回避
分譲会社がマンションを販売するに当たっ

て、眺望や日照・通風などの「将来的な環境」
についての説明責任に対し、債務不履行等が認定されるのは、
実際には多くない。掲載した事例は、業者側がある程度予見
できる要素が大きかったため、賠償責任を命じられることに
つながったのだろう。
実際の現場では、業者が管理組合に和解策を提示して、訴

訟などのトラブルに発展しないように努めているケースが多
い。和解策は、慰謝料、バス運行などの環境改善対策などと
いった案が提示されるという。

ひと
言

『見えなくなった花火の眺望』テーマに模擬裁判
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マンション問題に携わる弁護士や法学者で構成する、全国マンション問題研究会の10回大会が
昨年10月13・14日、仙台市で開かれた。当日は11人が事例を報告。ネットワーク通信では、
この中から堀之内和英弁護士による報告を紹介する。

弁護士らが集まり事例を報告

第10回全国マンション問題研究会

違約金規定の管理規約の効力
裁判官の見解で判断バラバラ

弁護士　堀之内和英氏による

「滞納マンション管理費等請求訴訟の実例報告」より

違約金として、「訴訟費用及び弁護士費用は当該区分
所有者の負担とする」などと規定した管理規約の効力に
ついて、裁判所がどのような判断をしているのか、実例
をもとに報告されている。管理組合の総意で決められた
管理規約だが、裁判官の見解で様々な捉え方となってい
るのがわかる。
遅延損害金は、管理規約に定めた割合と、消費者契約

法の年14.6％、民法上の法定利息である年5％との関係
が問題になるようだ。
管理組合としては、裁判官等によって見解が分かれる

という状況を知った上で、滞納者には訴訟前の段階で、
管理規約で規定された違約金等の説明をし、滞納者が返
済に協力的な解決策を見出せれば、遅延金は免除するな
どという対応ができるのではないだろうか。

マンション標準管理規約
第60条（管理費等の徴収）
2項　組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付
しない場合には、管理組合は、その未払金額について、
年利○％の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並
びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対
して請求することができる。
※督促及び徴収の諸費用とは、内容証明郵便の郵便代・
事務手数料、法的措置に伴う印紙代・予納切手代など

1. 訴訟費用等の負担
●横浜簡易裁判所
裁判官「弁護士費用はともかくとして、印紙代と郵券代
を請求してくる人ははじめてみた」
「弁護士費用は職権で削れるからそのままで結構です」

（その結果、弁護士費用は消費税分に当たる2,500円が
カットされた）
●横浜地方裁判所
書記官「印紙代と郵券代が本体請求に含まれていますが、
削除してください」
「これは訴訟費用確定処分で処理されるべきであり、こ
のままでは裁判官には記録を回せません」
●町田簡易裁判所（東京）
管理規約に「弁護士費用等」と規定されているというこ
とで、「管理会社に対する事務取次手数料」として2万
1,000円（税込み）を認めた
※民事訴訟法によると、訴訟費用は、原則敗訴者が負担
する。一部敗訴の場合は、裁判所の裁量で決められる。
裁判上の和解が成立したが、訴訟費用の負担までは決
めなかった場合も、裁判所が定める。当事者が負担額
の確定処分を申し立てた場合には、さらに必要な書面
の裁判所への提出、相手方への直送が求められ、再度
争わなければならないことになる

2. 遅延損害金
●市川簡易裁判所（千葉）
管理規約の規定18.25％について、「サラ金じゃあるま
いし…。こんな高金利は絶対に認めない。14.6％にし
ないのなら、訴えを取り下げてもらう」
●横須賀簡易裁判所
「原告は14.6％と主張し、被告は5％と主張するのなら、
足して2で割って10％にしたらいかがですか」
●川崎簡易裁判所
年25.55％を問題なく認定。弁護代理人から消費者契約
法との関係を確認したところ、「規約に決められている
のだから仕方ないのではないですか」

参考

裁判所

訴　額

種　類

終　結

弁護士
費　用

訴訟費用

遅延損害金
割　合

保土ヶ谷
簡　裁

355,960

少額訴訟

欠席判決

△

×

14.0%
○

東　京
簡　裁

590,400

支払督促

和　解

―

―

5.0%
○

横　浜
地　裁

608,130

通常訴訟

欠席判決

○

×

10.0%
○

町　田
簡　裁

746,930

通常訴訟

和　解

◎

×

18.25%
○

横　浜
地　裁

895,364

通常訴訟

和　解

○

―

18.25%
○

川　崎
簡　裁

963,554

通常訴訟

欠席判決

○

×

25.55%
○

横須賀
簡　裁

984,300

通常訴訟

和　解

□

×

14.6%
△

横　浜
地　裁

1,119,013

通常訴訟

和　解

○

―

18.25%
○

東　京
地　裁

1,195,400

通常訴訟

欠席判決

○

―

18.25%
○

市　川
簡　裁

1,277,557

通常訴訟

和　解

×

×

18.25%
×

横　浜
地　裁

1,310,948

通常訴訟

判　決

○

―

18.25%
○

横　浜
地　裁

1,509,930

通常訴訟

判　決

○

―

18.25%
○

訴 訟 実 例 一 覧 表
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横浜・磯子区の磯子センチュリーマンション管理組合（築31年373戸）
は昨年10月から、給水・給湯・排水管の全面交換工事を実施している。
共用部分はもとより、全戸の室内配管も新しい管材に交換する改修だ。さ
らに、受水槽から屋上の高架水槽を通り、各戸に流下させていた給水シス
テムを取りやめ、水道本管から直接各戸に配水する直結増圧方式へと切り
替える。受水槽は消火水槽として残し、高架水槽は次回の大規模修繕の際
に撤去する予定。システム変更も加えた大規模な一斉全面改修工事である。

◇　◇　◇
主な老朽個所は、台所系排水管の立て管やその接続部周辺、給水管のパ
イプスペース内のメーター回り、水栓器具の接続部等。給水管はカルシウ
ム防錆を施していたので、「一時的な劣化対策としては十分役割を果たし
た」（管理組合関係者）が、今回は専有部分の内装をはがして、住戸内給
水管をポリエチレンに交換するとともに、直結増圧への変更もあり、カル
シウム防錆装置を撤去した。
配管の専有と共用の線引きについて、管理規約ではどの線までという具
体的な表示はない。専有・共用管の一斉交換は、工事をしない住戸の配管
の老朽化で、漏水事故などが起こりやすい場所とそうでない場所の差をつ
くりたくない、ということが大きな理由だった。
問題は、事前に室内リフォームを施した住戸。特にシステムキッチンを
入れているところは、施工性のため、個人負担で移動してもらわねばなら
ず、「納得してもらうために苦労した」と役員。しかし、リフォームして
いない住戸が多く、リフォームした住戸の費用を管理組合で負担するわけ
にもいかない。積立金を利用する工事のため、重要なのは公平性を保つこ

修繕委員会より
管理組合修繕委員で、浜管ネット理事も務める　福市博臣さんの話

給・排水を同時にやると、当然大掛かりな工事になり、費用も膨れるため、ま
ずは予算の関係で、どちらか一方から取り組もうとするのが一般的だ。
だが、他のマンションで、私が設備改修の設計・監理業務を担当した経験から

いうと、数年のうちに「給水の次に排水」といって工事を進めた結果、「あのとき
一緒にやっておけばよかった」といわれることが非常に多い。1回で済ませたほう
が、費用負担も少なくなるし、何より居住者の精神的負担が全く違うからである。
今回、当マンションでは、幸いにも借り入れなしで、工事を実施できたが、予

算が足りないケースでも、借り入れも考慮して、費用的、精神的な負担削減を最
優先に検討をすべきだと思う。
ただ、何をやるにしても、合意形成を図るためには、住民の協力が一番大切。

その点、当マンションの住民は、管理組合の活動に理解のある人が多く、協力的
だ。こうした大きな工事計画を立てられたのも、当マンションの特長ではないか
と、修繕委員長をはじめ委員のみんなが自負している。

●工事名 磯子センチュリーマンション給排水設備他改修工事
●建物概要
○構造：SRC造　○階数：11階建て　○棟数：1棟
○総戸数：373戸（自治会館、集会所、管理員室含む） ○竣工年：1977年
●発注者 磯子センチュリーマンション管理組合
●設計・監理者 ㈲トム設備設計（浜管ネット、よこ管ネットの技術者部会に所属）
●施工者 川本工業㈱（浜管ネット、県央ネット会員）
●工事内容
（1）共用給水・給湯・排水管交換工事
（2）専有給水・給湯・排水管交換工事
（3）高架水槽方式から増圧直結へ給水システムの変更工事
（4）配管工事に伴う建築付帯工事
（5）その他
●工事期間 2007年10月～2008年3月（約6カ月間）
●工事費用 約2億5千万円

（借り入れ・一時金なし。オプション工事以外は、すべて管理組合負担）
●修繕履歴

水回り設備の大きな修繕では、10年前に給水管の延命を目的に、カルシウム防
錆工法を採用した。カルシウム防錆工法とは、水中に水道用消石灰を注入し、配
管内に炭酸カルシウムの膜を形成させる工法。給湯・排水管に関しては、今回が
初めての工事になる。

□改修工事データ………………………………………

1

2

3

5

6

4

と。各住戸の事情によっては、説得に時間がかかったこともあったという。
もちろん、住民の協力がないと工事はできない。在宅をお願いする時間
も長く、水栓、衛生器具の使用禁止の時間も長い。日頃から修繕委員長を
はじめ5人の修繕委員会が、地道に居住者に接して、様々な説明を繰り返
し、コミュニケーションを図っていることが、理解を得る一番のポイント
だった、と役員は話している。

□ 住戸内の工事工程

笊8年前の大規模修繕工事の際、約2億2500万円の借り入れ（5年返済）を行った。大規模修繕後の資金計画の見直しにより、今
回は全額組合資金でまかなうことができた
笆洗面所の床、シンダーコンクリートをはつり、配管を交換した後の状況。2、3日目の工程。写真では、明るくなっている部分
の先の壁に穴が開いているが、この穴の先がパイプスペースにつながる
笳トイレ床・壁の解体状況。粉塵や騒音、振動の発生が多いが、全戸共通の工事なので、住民も我慢しやすい
笘腐食が最も顕著だったのが、異種金属が接合するメーター回り。写真は、交換を終えた後、圧力検査をしているところ
笙本管からポンプ室へ通す配管を新設。道路の舗装が異なっていることから、地面を掘って新しい管を本管につなげたのだとわかる
笞本管からきた水を直接住戸に配水する増圧ポンプ。インバーター制御で省エネ、小型化、静かと技術進歩が目覚しい

373戸の給・排水の専有・共用管を一斉全面交換
給水システムも高架水槽方式から直結増圧へ

水回り改修工事事例紹介

作　業　項　目

作　業　内　容

器
具
の
使
用
禁
止
時
間
帯

キッチン、バス、
トイレ

9：00 ～　18：00

1日目9：00 ～　3日目18：00

1日目9：00 ～　5日目18：00

多　い

大きい

必　要

多　い

大きい

必　要

少ない

小さい

必　要

多　い

小さい

必　要

少ない

小さい

必　要

少ない

小さい

必　要

9：00～18：00

9：00 ～　18：00洗 濯 機

洗 面 化 粧 台

粉 塵 の 発 生 量

騒音・振動の発生音

在 宅 の 要 否

※器具の使用禁止時間帯以外は、仮復旧を行い、通常通りの生活を送ることができる

1 日　目

撤去工事

養生及びはつり個所の内装撤去

2 日　目

配管工事

給水・給湯・排水管交換工事

3 日　目

配管工事

給水・給湯・排水管交換工事

4 日　目

内装工事

内装解体部分の下地復旧

5 日　目

内装工事

内装材の仕上げ及び器具の取り付け

6 日　目

予備日
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国土交通省は昨年8月、（財）マンション管理センター
に「新たな管理方式検討委員会」（委員長・升田純中央
大大学院教授）を設置した。現在、（社）高層住宅管理
業協会の代表やＮＰＯ全国マンション管理組合連合会の
会長、法律学者ら有識者が集まって、「新管理方式」に
ついての検討を進めており、年度末に報告書をまとめる
予定である。

◇
「新管理方式」は、現在の一般的なマンションで行っ
ている管理者＝理事長（理事会方式）の組合運営とは別
に、管理者＝第三者の専門家（管理者管理方式）による
組合運営の考え方を取り入れようというもの。
具体的には、①理事会と第三者である管理者の併存②

第三者である管理者への全権委任③信託方式による全権
委任などの方法が考えられる。
住民の高齢化率や賃貸化率の増加によって、役員のな

り手がなく、理事会や総会がまともに開けないといった、
組合運営が困難な管理組合、特に、投資型ワンルームや
リゾートマンションなど、理事会主導の従来の管理方法
には不向きという管理組合への対策である。

◇
組合運営が困難なマンションに対する取り組みは、横

浜市が2002年、管理者＝第三者の専門家とする管理
規約の参考例（横浜市広報印刷物登録第140409号
『マンション管理規約の手引き』）を作成、一般に配布し
た。「特に小規模マンションでの課題に対応するために」
と銘打ち、役員のなり手不足への対処として、管理者を
専門家にすることで、組合運営の安定を図ろうという内
容だ。
専門家にお任せの管理方式ではなく、理事会運営など

は理事長の役割とし、管理者は収支予算案の提出や管理

委託契約内容のチェック、集会の召集など、組合運営を
フォローする役割で、理事長（理事会）と管理者が併存
するような形となっている（①）。
これに対して、同じく管理者となった専門家が年1回

の管理事務報告をするものの、実務を全面的に委任され
る管理方式が、その②である。第三者の専門家とは、弁
護士、建築士、マンション管理士のほか、管理会社も含
まれる。

◇
③の信託方式は、管理業協会が提唱している「信託の

仕組みを取り入れた組合運営方式」のこと。信託法・信
託業法の改正で、これまで銀行だけに認められてきた信
託業務が、銀行以外の信託会社でも営むことができるよ
うになり、マンションの所有権や敷地利用権を、例えば
管理会社が設立した「信託会社」に信託することが可能
になった。この方式によると、管理者＝信託会社（管理
会社）となり、区分所有者全員の所有権や敷地利用権を
信託財産として管理会社に引き渡し、引き受けた管理会
社が信託受益権として管理していく仕組みとなる。
しかし、区分所有法や信託法等からみても不明な点が

多く、現実的に実行は難しい状況だ。
◇

第三者の管理者を管理の中心とする方式については、
他にも資格要件、監督体制、権限委任の範囲など、様々
な課題をクリアする必要があるだろう。
ただ、自分たちの財産は自分たちの意志で決めるとい

う、現行の理事会方式が組合運営に一番適していること
は、疑いようもない。新管理方式の検討が煮詰まったと
ころで、一般的なマンションの管理運営に影響が出ると
は考えにくそうだ。

「役員のなり手がいない」「集会が開けない」
…そんな管理組合に対応する
「新管理方式」とは？

「役員のなり手がいない」「集会が開けない」
…そんな管理組合に対応する
「新管理方式」とは？

「役員のなり手がいない」「集会が開けない」
…そんな管理組合に対応する
「新管理方式」とは？



浜管ネットは昨年12月１日、神奈川県マンション管理士
会との共同企画であるマンション管理研修セミナー（CPD対
象）を横浜・寿町の神奈川労働プラザ（Ｌプラザ）で行った。
講演は「マンションの植栽管理」と「トラブルへの対応」の
2つに分けて行われ、浜管ネットからは新しく賛助会員とし
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よこ管ネットよこ管ネット
1 26／

よこ管ネットは1月26日、横須賀・日の出町のヴェルクよ
こすかで、第10回情報交換会を行った。1部では「マンショ
ンの保険料は安くなる」と題して、㈱グッド保険サービス・
専務の伊藤昌弘氏がミニセミナーを開催。2部では、役員報
酬の考え方などについて、「なんでも情報交換会」として、参
加者によるフリートーキングを行った。

◇
1部の講師である伊藤専務が話した最も大きなポイントは、

「保険内容を理解して保険会社と契約しているか」という点。
近年では、管理組合専用の商品が損保各社にラインナップさ
れている。その専用商品も、臨時費用保険や水災保険など管
理組合によっては必要のない項目があったり、割安な長期一
括契約にすることもできる。逆に費用が増えるが、保険の適
用例が多い破損・汚損特約の付保すれば、管理組合にとって
メリットの大きい商品設計もできる。
いずれにせよ、管理会社や保険代理店任せでは、保険料の

節約や効果的なかけ方はできない。「複数社から見積もりを取
れば、商品内容の比較、精査ができ、保険料も安くなる。大
規模修繕工事も保険も契約するまでの考え方は同じだという
ことをぜひ知ってほしい」と伊藤専務。
長期一括契約は、5年14％、10年17％の保険料が節約で

きる。伊藤専務は「商品の説明をしっかり受け、理解した上
で、長期と各社比較を併用して検討してはいかがだろうか」
と話している。

第10回情報交換会
ミニセミナー「マンションの保険料は安くなる」

12 6／

浜管ネットの専門業部会建築分科会と建築等専門技術者部
会は昨年12月6日、横浜・中区の横浜国際船員センター「ナ
ビオス横浜」で、合同研修会を行った。
テーマは、超高層マンション（高さ60ｍ以上または20階

以上）の大規模修繕について。
第1部では、技術者部会から副部会長である、㈱汎建築研

究所の星川晃二郎氏が講演。超高層という特殊な建築物であ
るのに、修繕積立金やバルコニーの床や手摺が一般のマンシ
ョンと変わらないこと、大規模修繕用のゴンドラ足場が常設
されておらず、仮設用の仕掛けもないこと等を取り上げ、今
後の維持管理に関して様々な問題が出てくるであろうことを
示唆した。
第2部では、ゴンドラの開発・製造等を手がけている、日

本ビソー㈱の小俣由紀夫氏が、超高層マンションの特性から
大規模修繕計画のポイントまでを解説。階下層は足場を組ん
で在来工法で行い、高層階はゴンドラによるプレキャスト工
法で行う、作業員がどこにいるのかわかりやすいように養生
シートの色に配慮する、塗装や洗浄時の落下・飛散対策とし

建築分科会・技術者部会合同研修会
超高層マンションの大規模修繕テーマに

当日は約20人が参加。グッド保険サービス・伊藤専務の話を熱
心に聞いていた

浜管ネット浜管ネット
12 1／
マンション管理研修セミナー
植栽から10年たった緑地管理への提案

て加入した㈱牧野造園のスタッフが、「植栽から10年たった
緑地管理への提案」をメインテーマに、植栽管理の大切さを
解説した。
トラブルへの対応は、ペットや迷惑駐車などの様々な生活

マナーの問題を事例とあわせて、マンション管理士の藤尾和
弘氏が講演した。

◇
新築時に植えてあった大木は10年後、枝や葉が成長し、

外灯や電柱に影響を及ぼす。狭い間隔で植えられている過密
植栽は、窮屈で陰湿なイメージになることもある。その他、病
害虫や鳥のフン害、値上がりの問題もある。
「樹木も柴も土も生きている。10年、20年後はどうなる

のかを専門業者と話し合いながら、剪定や伐採を考えたほう
がいいでしょう」とスタッフ。
生垣や花壇の植栽についても、場所と土と花の相性などか

ら、そのマンションに合った植栽管理が必要だという。「新築
時にはおざなりの植栽、数年後にはやっつけ管理の状態をよ
く目にする。一度荒れたものを立て直すのは、大きな費用が
かかる。少ない費用で繰り返すメンテナンスを考えるべき」。
「緑の台帳」などを作成し、樹木に対する愛情を持った接し方
をすることが、見栄えにもコストにも還元されると言えそう
だ。

質疑応答に答える牧野造園のスタッフ（右端は牧野玲子専務）。
木や花、葉に対しては知識だけではなく、愛情を持ちながら判
断することも大切だと感じた



ての養生方法に配慮する、バルコニーの形状に合わせたゴン
ドラを製作する、その他、超高層に適した改修材料の選定、
強風対策、電源の確保など、「超高層ならでは」の課題点を
次々と指摘した。
参加の多くが改修専門業者で、横浜や川崎に次々と建設さ

れている超高層マンションの大規模修繕対策のため、講師の
情報に耳を傾けていた。

講演する星川晃二郎先生。みなとみらい21地区や武蔵小杉周辺
には、超高層が林立するようになる。その修繕たるや今後の大
きな課題である

1 22／
設備分科会・技術者部会合同研修会
給・排水を全面交換！
設備の大規模修繕例を紹介
浜管ネットの専門業部会設備分科会と建築等専門技術者部

会は1月22日、横浜・寿町の神奈川労働プラザ（Ｌプラザ）
で、合同セミナーを行った。内容は「事例で学ぶ　マンショ
ンの共用と専有設備の大規模修繕例」。講師には、技術者部会
から㈱英綜合企画設計の島村利彦氏、㈲トム設備設計の町田
信男氏、専門業部会から㈱川本工業の富沢一則氏が担当し、
設計・監理者と施工者の立場から実際の工事の解説を行った。

◇
事例マンションは、横浜・港南区の港南住宅管理組合。

給・排水、ガスの専有、共用管をすべて交換し、なおかつ高
架水槽方式から直結増圧方式にシステム変更するという、ま
さに大規模修繕工事となった。
工事概要データは以下のとおり。

建 物 概 要：ＲＣ造、5階建て、4棟、60戸
竣　工　年：1980年。経年27年目に工事を実施
設計・監理：㈱英綜合企画設計
施　　　工：川本工業㈱
工 事 項 目：
①修繕積立金会計支出による管理組合負担工事
給水設備：給水システム変更、共用給水管交換
排水設備：共用雑排水管（台所系・浴室系）交換
ガス設備：屋外埋設ガス管交換

②各戸負担工事（内装解体復旧含む）
給水設備：専有給水管交換、専有給湯管交換
排水設備：専有雑排水管（台所系・浴室系）交換

※スラブ下配管を床下配管に変更
器具設備：ユニットバス交換、洗濯機パン交換

工 事 費 用：①は総額約1億円。②は戸当たり約80万円（オ
プション除く）

工 事 期 間：約8カ月間。住戸内への立ち入り工事はおおむ
ね7日間／戸

工事で最も苦労した点は、合意形成だったと設計者が説明
していた。管理費等の滞納住戸が80万円／戸負担の工事を
行えるのか。ユニットバスの交換済みやリフォーム済み住戸
の解体復旧はどうするのか。滞納者はまず滞納金をすべて返
済することが先決など、全戸が公平なスタートラインに立っ
て工事が行えるよう、基本計画をつめるだけで2年を要した
という。
結果として1戸の脱落者もなく、工事は終了。このような

大きな工事を終えたことで住民は、今後住戸内に立ち入る工
事は当分ないという安心感も得ることになった。

築25年を過ぎたマンションが増えてくると、水回り関係の修繕
が多くなってくる。当日は約50人が参加。会場の席は埋め尽く
された

『すぐに役立つマンション管理ガイド』第4弾。
入門編とあって、1、2章では、管理費や修繕積立金の目

的や内容から、組合運営を行う役員の役割、管理規約と現状
の整合、会計監査のポイントなどをわかりやすく解説。3章
は、ペット飼育や居住者交流、防犯・防災対策など、実例を
もとにしたトラブル回避術を記載。4章は、居住者の高齢化
と建物の老朽化という「二つの老い」について、対談を交え
ながら問題点を浮き彫りにしている。5章は、大規模修繕等

『すぐに役立つ
マンション管理ガイド　入門編』

のハード部門全般。
4章のケーススタディーでは、NPO川管ネット会員のセソ

ール川崎京町ハイライズ管理組合が記事になっている。

本 の紹介の紹介 A4変型判196ｐ
本体価格1,905円＋税
ISBN978-4-8222-0498-3
発行／日経ＢＰ社
編集／日経アーキテクチャ
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ワンポイント

管理組合基礎講座
第4回

10

■標準的な長期修繕計画の作成
前回は作成作業の全体の流れについて、ステップ1か

らステップ7までの段階があることを説明した。作成作
業はステップ1から7までに分けられるが、今回は、こ
れらの各段階での作業のポイントの解説を含め、前回記
述した「長期修繕計画を構成する4本の柱」の内容を具
体化する。当初は2回完結を予定していたが、紙面の都
合もあり、3回シリーズとして、次回を完結編とする。
さらに詳細な内容については、（財）マンション管理セ

ンタ－発行「長期修繕計画作成・見直しマニュアル」を
参照してほしい。

■「作成・見直し作業の流れと項目」
●ステップ－1：作業開始の準備段階、管理組合内での
組織づくりから始まる。長期修繕計画の策定には自分達
で決めることと、専門家の判断が必要な場合がある。特
に、ステップ2からステップ5までは技術的な内容が多
く専門家の協力が必要となる。浜管ネット、よこ管ネッ
トでは技術者グル－プの組織があり、これらの組織に協
力を得ることも考えられる。
●ステップ－2、ステップ－3：長期修繕計画の作成に
は、建物・設備の仕様、数量を把握するための竣工図が
不可欠である。管理組合はこれらをキチンと保管してお
く必要がある。また、過去にどのような修繕が行われた
か、建物の部位別に修繕履歴の一覧表をつくっておくと、
建物の問題点の傾向や特徴をつかむことができる。
☆修繕項目の洗い出しと修繕範囲の設定
管理組合にとっては「いつの時期に、何を修繕しなけ

ればならないか」を知ることが重要である。したがって、
「修繕項目の洗い出し」には見落としがないように全体
を網羅しておかなければならない。
「修繕項目分類表」に示すように、標準的な長期修繕

計画では5つの「大項目」と19の「中項目」に分類し、
また、「細項目」では大まかに該当する部位（場所）を
示している。ただし、これらの項目はマンションの建
物・設備の仕組みによって異なり、個々のマンションで
みると全てがあるわけではない。一般的には竣工図書な
どの図面により検討されるが、図面に記載されていない

長期修繕計画の問題点とチェックポイント②
─ 経年によるマンションの傷みへの対応 ─

一級建築士、浜管ネッ

ト常務理事・建築等技

術者部会長

―執筆者紹介―

田辺邦男氏

部分もあり、このため現場調査も必要となる。これらの
作業によって外壁等の大規模修繕の際に、工事範囲や関
連する工事が決められる。また、現場調査の際は併せて
建物の劣化状況を把握する「調査・診断」も同時に行う。
☆専有・共用区分の明確化
専有・共用の区分を明確化しておくことも重要であ

る。長期修繕計画の対象は原則として共用部分で管理規
約等に定められているが、詳細にその範囲まで触れてい
るものは少ない。したがって、修繕工事を実施する際に
は、建物・設備のどこまでが共用部分なのか、具体的に
確認しておくことが必要である（図－共用部分の明確
化－）。これらの内容はマンションによって異なり、そ
れぞれに適したシステムをつくることが大切である。

事例にみる問題点と見直しの
チェックポイント

＊修繕項目の分類と整理は周期の設定とも関連す
る。今までの事例の中には項目の洗い出しが不十
分なものもある。項目の設定をキチンと整理する
ことにより、関連する工事をまとめて行う「修繕
周期の集約」を図ることが可能となる
＊中項目と小項目（細目）が混在しているもの、小
項目がなく工事内容のわかり難いものがある。何
を修繕するのか、どのような部位（箇所）か、判
らないと修繕工事内容と範囲を具体化することが
できない。また、資金計画の根拠となる「工事費
の算出」作業にも影響する

■計画の基本となる修繕方針と修繕周期の検討
●ステップ－4：修繕方針と修繕周期の検討は、長期修
繕計画の策定に際して最重要項目といえる。「いつの時
期に（周期）、何を（修繕対象項目）、どのような方法で
（仕様・工法）修繕するのか」は、ここで検討される。
当然、技術的な内容となりステップ－2「調査・診断」
も必要となり、専門家の協力を得て進めていくことにな
る、修繕によりマンションの耐用年数をいかに延ばすか
を決めるのは管理組合である。どのような修繕を行うか、
修繕方法と工事費を勘案しながら修繕時期を設定する。
☆修繕方法の検討
今後、どのような方法で修繕を行っていくか、長期修

繕計画は、あくまで将来を予測したものであり、技術の
進歩により材料・仕様・工法も改良が加えられることが
多い。特に、設備関係では機能の陳腐化に対応させるた
め、システム（仕組み）そのものを変えるものも出てくる。
また、マンションの経年による傷みの状況により、部

分修繕とするか、改良・取り替えを含めた全面的な修繕
（改修・グレ－ドアップ）とするか、実施時期と併せ検
討する。
グレ－ドアップの考え方には、機能向上を目的とする

技術的な内容と、生活上の不便さからくる居住者のニ－

ここに
注意
ここに
注意



連絡先 連絡先氏名・所属事務所

尾崎京一郎
モア・プランニングオフィス

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

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
 

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

横浜市中区山手町27-5-203
蕁045-651-3327
http://homepage3.nifty.com/moa_p

横浜市南区榎町1-18-202
蕁045-744-2711
lapis@mx12.freecom.ne.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

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田辺邦男部会長・阿部一尋専務理事を中心に、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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ズ（バリアフリ－など）の二つがあげられる。特に、こ
れらは高経年マンションの住宅機能の陳腐化現象（現在
の生活水準に合わなくなったもの）として現れる。長期
修繕計画では修繕以外にこれらの「改善・グレ－ドアッ
プ」の要素を盛り込むことも必要で、アンケ－ト調査等
での検討が望まれる。
次回はステップ－4の修繕周期の部分と、ステップ－

5「工事費の算出」、ステップ－6「収支計画」までの内
容とポイントについて説明する。

大項目
建　築

設　備

外　溝
調査費

その他

中　　項　　目 当　　　該　　　個　　　所　　　の　　　例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

屋根防水
外壁等
床防水等
鉄部等塗装
建具・金物等
共用内部等
給水設備
排水設備
ガス設備等
空調・換気設備等
電気設備等
情報・通信設備
消防設備
昇降機設備
立体駐車場設備
外溝・附属施設
診断・設計・監理等費用
長期修繕計画作成費用
その他

防水材、瓦類、断熱材、パラペット、金物
コンクリート躯体、塗装、タイル、シーリング
共用廊下、階段、バルコニー床
各種扉、手すり、面格子、鉄骨階段、制御盤などの函（はこ）
玄関扉、サッシ、付属金物、面格子、排水金物
エントランスホール、管理室、集会室の内装
給水管、受水槽、高置水槽、ポンプ
雨水管、雑排水管、汚水管、排水桝
ガス管
管理室等のエアコン、換気扇、ダクト
幹線、照明器具、盤類、避雷針設備、自家発電設備
テレビ共聴設備、電話設備、オートロック設備
自動火災報知器、屋内消火栓、連結送水管
駆動装置、制御部分、かご内装、扉
自走式の構造体、機械式の駆動装置、本体、排水ポンプ
駐車場、路盤、歩道、自転車置場、公園遊具
建物診断、修繕設計、工事監理
長期修繕計画の作成と見直し
プール、温泉などの特殊施設など（マンションの実情にあわせて必要となる項目）

表と図は、（財）マンション管理センタ－発行の「長期修繕計画作成・見直しマニュアル」より

図─共用部分の明確化─

表─「標準的な長期修繕計画」の修繕対象項目─
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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

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



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。

企 業 名 所 在 地 P R

金融・保険

設備機器販売

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
東京都新宿区西新宿3-8-3
蕁03-5333-6570
蕭03-5333-6500
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

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。

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

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

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

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

よこ浜神

央浜

浜神

住民の無関心が招く！特定理事の職権乱用（相談事例より）
―あるネットワーク役員のひとりごと―

管理組合の状態がとてもひどいという、ある区分所有者か
ら相談を受けた。築20年・55戸のマンションにして、賃貸
化率60％超の物件である。

◇
相談は、管理規約によって常任と認められた理事数名が、

修繕積立金等の管理組合資金を自分たちの都合のいいように、
使っているという内容である。
具体的には、①食事代、事務代行費が修繕積立金より出費

されている ②会議費として、業者等に対しお茶代と食事代が
支出されている ③弁護士等に対して土産代が頻繁に支出され
ている ④交通費の支払いで、自家用車利用のガソリン代が必
要以上に支出されている ⑤管理組合会計決算において、１万
円合わないというだけのために、個人に事務代行を委託し、
その対価として30万円支払っている ⑥常任理事が年に150
万～200万円の報酬を受領している…さらにもっと、出てく

るわ、出てくるわ。
◇

こんなひどい話があるものなのかと思ったが、他の区分所
有者が無関心のために起こりうる、あるひとつの事例に過ぎ
ないのではないかとも感じた。
管理規約は、総会決議を通過している。所有者みんなが承

認したということだ。
相談の返答としては、管理規約の見直しを含め、新たな弁

護士やマンション管理士、税理士など、第三者の専門家に内
容を精査してもらうことを薦めた。
そして何より、まずは、個々が管理組合の活動に関心を持

つこと。広報活動などに力を入れ、皆が知りうる情報を的確
に伝えることが大切だ、とアドバイスした。
他人任せにして、マンションに何か良いことがあるのです

か？と所有者各々に尋ねてみたい相談内容だった。

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

開放廊下やバルコニーに
は完全屋外使用可能な滑
りにくい床材タキストロ
ン、階段にはタキステッ
プをご採用下さい。

浜

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。

よこ浜
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マンシ
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紹介介

Ｎ Ｐ Ｏ
浜 管 ネ ッ ト
正 会 員

若葉台第一住宅
管 理 組 合

1979年の分譲開始第一期の入居で、15管理組合約
6,000戸の大規模団地群の中に位置する。
近年の防災意識の高まりから、昨年11月、全戸に対し家

族構成等に関する住居者台帳の再提出をお願いした。その理
由を「入居時の住居者台帳には、これまで全く手をつけてな
く、現状を十分把握できていないから」と理事長。独居老人
が増えるなど、建物とともに住民も高齢化してきたため、大
きな災害が発生した場合の住民の安否確認など、住民台帳の
必要性が大きくなったのだという。

100年マンションへ
―建物も住民も
高齢化のテーマは“福祉と対震”―

DA T A

■マンションデータ

築29年・662戸・7棟・9～14階建て

建物構造 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥SRC造
敷地面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4万1000㎡
建築面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6751.614㎡
管理費の戸当たり㎡単価 ‥‥‥108円
修繕積立金の戸当たり㎡単価 ‥187円
駐車場充足率（総台数÷総戸数） ‥57.3%（ただし、分譲業

者に所有権）
駐車場の月額使用料 ‥‥‥‥‥平置き8,000円、機械式12,000円

（管理会社へ納金）
駐輪場の月額使用料 ‥‥‥‥‥自転車無料、バイク600～1,200円／年
分譲業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥神奈川県住宅供給公社
建設業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10社JV
管理会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（財）若葉台管理センター
管理員の勤務形態 ‥‥‥‥‥‥通勤・2人体制
理事会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥月１回
メンバー構成 ‥‥‥‥‥‥‥‥理事13人・監事2人
任期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2年交代・輪番制（半数改選）

▲管理組合が防災に関するポスターと、安否確認用のマグ
ネットプレートを全戸配布。マグネット式にしたのは、
有事の際に住民が無事避難したことを、玄関の外側に貼
れるようにするため

円グラフは、12月末現在の回収率91％での状況。圧倒的
に60歳代が多く、次点で50歳代。次いで第2世代と考えら
れる途中入居もしくは第1世代の子供家族の30歳代、20歳
代と続く。大局的に2つの世代構成と見て取れるが、肝心の
高齢者問題として、80歳代、90歳代だけの世帯が50戸を
超えているという事実も浮き彫りになった。
回収した住居者台帳は、災害発生時に管理組合と自治会の

合同防災組織で活用する予定。防災組織は区分所有者に限ら
ず、居住者全員で構成し、被災時の初期消火活動、救出、救
護、応急手当、病院との連携、避難場所への誘導、警護、備
蓄品・炊き出しなどの体制を整えている。
建物・設備については、建物の2回目の大規模修繕工事を

3年前に終え、故障が頻発するようになったエレベーターの
準リニューアル工事を1月から着工した。中途階で止まる、
ボタンの接触が悪い、かごの汚れが目立ってきたなどの改善
を施すほか、高齢者や子供にやさしい福祉対応型とし、地震
対策の感知器を設置し、地震の際には最寄り階に止まるよう
に改修する。
住民の高齢化も建物の老朽化も、常に念頭にあるのが「福

祉と地震対策」というわけだ。
地域の13管理組合で構成する若葉台連絡協議会のテーマ

の一つは、「緑のまち横浜若葉台『100年マンション憲章』」。
住民の高齢化問題と共に、「100年持たせるマンションにし
よう」という趣旨に賛同し、第一住宅の管理規約の理念に組
み込むことを理事会で検討しているところである。

0歳～ 3.2％

10歳～ 4.8％

20歳～
　10.9％

30歳～
　12.7％

70歳～ 10.5％

80歳～ 3.0％

90歳～ 0.3％

40歳～
　6.2％

60歳～
　29.7％

50歳～
18.6％

【年齢別構成比】

居住者台帳集計表
12月25日現在
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浜管ネット 蕁045-911-6541

川管ネット 蕁044-222-5136

イベント情報 ■■

技術者部会・専門業部会合同セミナー
Ⅰ部「事例で学ぶマンションの2年目点検」
Ⅱ部「マンションの大規模修繕工事の

工事保障を考える」
日　時：2月23日（土）14時～17時

場　所：ハウスクエア横浜4ＦセミナーＡ

（市営地下鉄中川駅徒歩2分）

Ⅰ　部：「事例で学ぶマンションの2年目点検」

入居開始から1、2年目の点検について、

相談に来た管理組合が、浜管ネットの専門

家の助言を得ながら施工会社等との交渉し

た事例を報告する

Ⅱ　部：「マンションの大規模修繕工事の工事保障

を考える」

大規模修繕工事の工事保証について、設

計事務所が提示する保証内容の部位と期間、

及び施工会社・メーカーの取り組み方、工

事後の対応を報告する

講　師：㈱IK都市・建築企画研究所・小島孝豊氏

柏原塗研工業㈱・大森勇氏

参加費：会員無料、非会員1,000円（資料代）

技術者部会・専門業部会合同セミナー
事例で学ぶ　マンションの給排水管更生工事
日　時：3月25日（火）18時30分～20：30

場　所：かながわ県民センター304号室

（JR横浜駅北口徒歩5分）

内　容：給・排水管の改修事例。更新工事の50％以

下の費用と短い工事日数を可能にした更生

工事について事例をもとに、設計・監理者、

施工者が解説する

講　師：㈱英綜合企画設計・島村利彦氏

総合環境技術㈱・臼井貞雄氏

京浜管鉄工業㈱・平松拓也氏

参加費：会員無料、非会員1,000円（資料代）

マンション管理基礎セミナー
日　時：3月1日（土）13時30分～16時15分

場　所：川崎市総合福祉センター（旧エポックなか

はら）大会議室（JR武蔵中原駅徒歩1分）

テーマ：マンションの大規模修繕工事～はじめての

大規模修繕

講　師：㈲共同設計・五月社一級建築士事務所

三木哲1級建築士

参加費：無料

新 会 員 紹 介

NICE URBAN STATES
綱 島 管 理 組 合 浜 管 ネ ッ ト 1 182 1995

名　称
◆ 正 会 員

加入ネット 棟数 戸数 竣工年

株 式 会 社
日本ネットワーク
ヴ ィ ジ ョ ン

浜 管
ネ ッ ト

防犯カメラ
販売、施工、
保守

1000
万円 2003

名　称
◆ 賛助会員

加入ネット 業種 資本金 設立年

よこ管ネット 蕁046-824-8133

マンション管理セミナー
弁護士による滞納管理費、生活騒音等のトラブル対策
日　時：3月29日（土）13時30分～16時30分
場　所：ヴェルクよこすか（勤労福祉会館）

（京急横須賀中央駅徒歩5分）
内　容：弁護士に相談する際にはどのような資料や

情報を用意すればいいのか、訴訟の前段階
ではどんな準備をしておけばいいのかなど
の基本的なことから、管理費等の滞納者へ
の対応として、給料の差し押さえや賃借人
の家賃からの取り立てなどについて、事例
をもとに説明。その他、生活騒音や共用部
分の使い方に関するトラブルなども、事例
をあげて紹介する

講　師：横浜開港法律事務所・河住志保弁護士
参加費：無料

湘管ネット 蕁0466-81-5949

マンション管理セミナー
第1部　マンション管理組合のための「よくわかる耐震改修」
第2部　マンションに関わる「裁判事例」
日　時：3月16日（土）13時30分～16時30分
場　所：藤沢産業センター8階情報ラウンジ

（展示ホール）（小田急藤沢駅徒歩5分）
第1部：マンション管理組合のための「よくわかる耐震改修」

国土交通省が作成した「マンション耐震
化マニュアル」（2007年6月発行）をもと
に、耐震性の把握の仕方、耐震改修の進め
方などを学ぶ

講　師：国土交通省国土技術政策綜合研究所
長谷川洋博士

第2部：マンションに関わる「裁判事例」
管理組合として居住者間の様々なトラブ

ルに対処するために必要な管理規約の整備
や理事会運営の強化について、様々な裁判
事例を交えながら解説する

講　師：横浜マリン法律事務所・石川恵美子弁護士
参加費：資料代500円
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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

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://www1.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

編 集 後 記
昨年末、耐震偽装被害マンションの竣工式（2,3ｐ参

照）を取材した。区分所有者のみなさんの苦労、心情は、
察するに余りある。鶴見の理事長は挨拶の中で、この竣
工を見る前に亡くなられた仲間がいると語った。霊前で
「絶対に事業を成功させる」と誓ったという。一方で、女
児の誕生という喜びもあった。壁を隔てた他人同士が感
情を共有し、絆の強い管理組合になっていく。これか
らも一枚岩となって、がんばってほしい（Ｙ）

浜管ネット

133組合

30,270戸

川管ネット

34組合

4,777戸

よこ管ネット

48組合

8,710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

312組合

56,859戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成20年1月20日現在

日 住 協
神奈川県支部

新 会 員 募 集

各地域ネットでは、マンション管理組合の正会員
を随時募集しています。
管理組合の年会費は、各地域ネットによって異な

りますが、20戸で年間7千円、100戸で年間2万円
が目安です。
詳しくは、下記組織図を参照の上、各地域ネット

に直接お問い合わせください。
マンション関連企業の賛助会員も募集中です。


