C O N T E N T S
●今号の目次
2p 地域ネットの総会報告

20年度事業の基本方針と計画
4p Report

第56回
全管連代表者会議の報告
5p 各地域ネットの活動報告

マン管センターの
廣田氏らが講演
6p What s New?

国交省
標準 長期修繕計画を策定
7p 建替えルポ

横浜・野毛山住宅の軌跡②
8p 恒例企画

管理受託戸数別
管理会社ランキング
9p 判例の広場

ペット訴訟・現在の判例の
到達点は…？
10p 管理組合基礎講座

マンション管理組合の
会計監査について

業種別賛助企業の一覧表を掲載
14p 会員マンション紹介

中銀ライフケア横浜
〔港北〕管理組合
15p イベント紹介

7、8、9月のセミナー等のご案内

かながわ県央ネット ●吉田 博会長
分譲マンションは、全国で500万戸を超えたとい
われている。神奈川県央地域も急増しており、私の居
住している海老名市では世帯数の20％強が分譲マン
ションに居住する。
こうしたマンションの住居環境の維持やコミュニテ
ィー形成には、居住者みんなの取り組みが必要だ。特
に築20年以上では、建物の経年化と居住者の高齢化
の「二つの老い」を抱えている。ある新聞社の調査に
よると、築20年以上では60歳以上の世帯が40％を
占めた。「建替え問題」「修繕積立金の不足」「1人住
まいの孤独死」など、高経年マンションは問題点が山
積みである。
私はこれらの解決策として、新しい若い世代をいかに取り込んでいくかが大事なこ
とだと思う。
生活スタイルの変化、プライバシーの尊重などによって、かつての「ご近所の絆」も
すっかり弱くなった。しかしながら、マンション居住者個々人が、協力し合ってコミ
ュニティーをつくり、居住者の意思疎通を図ることが重要であることには変わらない。
自治会の行事（草取り、夏祭り）など、若い世代が参加しやすいものにし、「住み
心地の良さ」「住みたいと思わせる魅力」のあるマンションにしていくことが必要だ。
若い世代を取り込んだ住民一人ひとり、自らの資産であるマンションの価値の維持向
上について真剣に考えることが、問題解決の第一歩であるのではないだろうか。

川管ネット 管理組合専用
管理組合専用HP
HP
P作成を支援
作成を支援
川管ネットは20年度事業として、
管理組合専用のホームページ（HP）
提供サービスを開始する。初期費用、
月額費用とも無料。
管理組合専用HP作成のメリットは、
理事会からの連絡事項や組合員間の意
見交換、サークル活動等が、インター
ネットを通じて容易にコミュニケーシ
ョンできること、管理規約、議事録等
の文書を電子化できること、など。ID、
正会員であるダイアパレス川崎グリーンポート管理組 パスワードによってセキュリティーを
合で現在試行中
確保するため、部外者からのアクセス
拒否もできる。
川管ネットが現在運用しているサーバーの一部を提供し、HP作成もサポートする
ため、特別なソフトウェアの購入や労力等、管理組合の負担はほとんどない。
問い合わせ info@kawakan-net.or.jp
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「二つの老い」を乗り越えるためには
二つの老い」を乗り越えるためには
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地域ネットの総会報告

20年度事業の基本方針と計画
20
年度事業の基本方針と計画
主な事業計画

神管ネット
●6／22

横浜・馬車道

相生本店

第一に組織強化を
「住生活基本法」の制定に基づき、神奈川県
は「神奈川県住生活基本計画」を策定した。内
容のひとつに「分譲マンションの適正な維持管
理への支援」があり、「マンション管理情報の登
録・閲覧システムの検討結果を踏まえ、マンションの適正な
維持管理のための支援体制強化をＮＰＯなどと連携して実施
していく」と記されている。
この受け皿となるべき神管ネットは、県内一円に管理組合
のネットワーク網を張り巡らしているが、私たちNPOはまだ
まだ認知度も低く、管理組合の加入状況も停滞している。
そこで、本年度の活動方針の第一に組織強化を掲げ、加入
した組合へ適切な情報発信をするとともに、管理組合運営の
よき相談相手、よき支援組織となるべく活動する。

基本
方針

（1）管理組合HPの作成サポート
現在業者と契約している川管ネットの空きサーバーを利
用し、希望する管理組合のホームページを作成しようとい
うもの。作成費無料。住民間のコミュニティー形成に役立
ててもらうことを目的とする
（2）相談アドバイザー事業
毎月第1土曜、川崎市内の市民館や市営の公共施設で行
っている無料相談会、建物現況調査・改修・維持保全等の
相談業務、毎週木曜に行っているハウジングサロン内での
相談業務の拡充を図る

主な事業計画
（1）各組織の認知度アップと会員組織の拡充
ある民間調査会社によると、平成19年末現在、神奈川
県内には12,204マンション、751,763戸ある。これと
比較すると私たちの組織は、組合数で2.6%、戸数では
7.7%となる。会員数は残念ながらここ数年ほとんど増加
していない。認知度を高めるためにも、普段からマスコミ
への働きかけを行うなど、今年度は現在の会員数315を少
なくとも350になるよう拡充策を図る
（2）神管ネット傘下組織間の連携強化と全管連など他団体と
の交流推進
神管ネットを構成する7団体間の連携と経験交流、情報
交換を通じて、各団体の効果的、積極的な事業の推進を支
援する。地デジ移行に伴う電波障害問題や新管理者方式な
ど全国レベルで検討すべき事柄については全国マンション
管理組合連合会（全管連）と歩調を合わせ活動していく
（3）自治体との協同事業の推進
平成17,18年度の2年にわたり、神管ネットは2つのマ
ンション管理士会と協力して県との協同事業「神奈川県マ
ンション管理情報登録・閲覧システム構築のための事前調
査」を実施した。21年度にはシステム構築に向けての計
画立案するための要請を行っていく
（4）的確な情報の伝達…かながわマンションネットワーク通信
昨年6月に創刊した「かながわマンションネットワーク
通信」（発行部数18,000）は、充実した内容と紙面構成
でいまや管理組合のよき情報源となっている。管理組合役
員や役員以外の住民など、読者層は広範囲であることを想
定し、今後もわかりやすい記述と親しみやすい紙面作りを
念頭に置いて編集していく

川管ネットの会長が開催の挨拶を述べ、各ネットのトップを切って、通常
総会がはじまった

浜管ネット
●6／7

ハウスクエア横浜

組織運営の強化、財務の健全化をテーマに
設立から13年を経過した浜管ネットは、管
理組合で例えると、中期計画を実践する時期と
なる。そこで、ますますの管理組合支援のため、
組織運営の強化、財務の健全化、管理運営部
会・技術者部会・専門業部会の行うイベントのよりいっそう
の活性化、全管連や管理士会などの友好団体・機関とのより
強い連携活動を展開することにする。
特にマンションストックの高経年化や居住者の高齢化が現
実になってきたことから、それらを管理運営部会の研究会で
取り上げるほか、管理支援や再生支援を浜管ネットのこれか
らの活動目標とする。

基本
方針

主な事業計画
（1）組織運営の強化
浜管ネット本体の会務、広報、各部会・相談業務につい
て、全理事が役割分担をし、責任範囲を明確化する
（2）財務の健全化と運営の効率化
今年度から、事務局を専従1人体制とし、上記役割分担
した担当部門責任者理事と連携しながら、業務を行う
（3）各部会・相談業務のよりいっそうの活性化

川管ネット
●5／31

川崎国際交流センター

「二つの老い」に対する対応を
築30年以上のマンションが全国で100万戸
を超え、建物の老朽化と住民の高齢化に象徴さ
れる「二つの老い」が問題視されている。川崎も
例外ではなく、このような管理組合を取り巻く
共通の問題解決や情報提供等を念頭に20年度の活動を行う。

基本
方針
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一番大きな浜管ネットは、総会後に記念講演を行い（5p参照）、最後に懇親
会で締める。写真は懇親会で、20年度の活躍を祈念して行った乾杯の様子

特に昨年度から始まった技術者部会と専門業部会建築･設
備分科会との共同活動に続いて本年度から管理運営部会と
専門業管理分科会とも共同し、それぞれセミナーや研修会
等を企画・実施する
（4）管理士会等との協働による連帯活動
今年度も、横浜市、各管理士会他との協働による横浜市
マンション管理組合サポートセンター事業に積極的に取り
組む他、「よこはま住宅フェア2008」などへの出展を予
定している

2,5,8,11月の第4火曜日13時から、セミナー及び無料相
談会を開く
（2）経験交流・情報交換会の実施
厚木と大和地区で、マンションに関わる経験交流・情報
交換会を実施。また大規模修繕の事例報告会や見学会、新
任役員セミナーなども行う

湘管ネット
●6／21

ネット活動の周知と定着化を目標に

よこ管ネット
●6／8

ヴェルクよこすか

住んで良かったと思えるマンションへ
今現在、自分の管理組合が直面している問題
点だけでなく、5年先、10年先といった長期的
な展望にたったときの管理組合のあり方を住民、
区分所有者に知らせることが重要である。マン
ションの未来像を語ることは、つまりは、
「このマンションに
住んでいて良かった」と思えるマンションにしていかなけれ
ばならない。このような考えを根底に置き、今年度の活動を
行う。

基本
方針

主な事業計画
（1）会員組織の拡充
横須賀市内はもとより、三浦・逗子・葉山地区の未加入
管理組合へ、広報紙の配布などによる積極的なアプローチ
を図る
（2）無料相談会の実施
毎月第2土曜の定期相談会、随時可能な出張相談会のほ
か、メール相談を受け付ける
（3）技術者部会活動の活性化
廉価な費用で建物・設備の維持保全や修繕等のアドバイ
スを行う、個人会員の建築士等による「建物・設備簡易診
断制度」を広く周知し、普及を図る
（4）メール配信による情報提供
広報紙で配信する情報以上に、よりきめ細かな情報をメ
ールにて提供していく

総会終了後、今期の役員16人が前段に出て、会員管理組合等に挨拶して
いる様子

かながわ県央ネット
●6／15

プロミティあつぎ

昨年4月にNPO法人化が認証され、組織の基
盤作りを行った。今年度は、積極的な広報、
PR活動を行うことや、賛助会員各社の協力を
得て、何よりもまず会員拡大に努める。

主な事業計画
（1）管理運営のアドバイス、相談会開催
大和市役所では毎月第4金曜日13時30分から相談会を
開催し、海老名市役所ではマンション管理士会と共催で、

基本
方針

各種無料相談会や、恒例となっているマンシ
ョン管理基礎セミナー等の開催を通して、湘管
ネット活動の周知と定着化を進め、会員数の増
加に努める。

主な事業計画
（1）管理運営、建物・設備等の維持保全等に関する支援
首都圏マンション管理士会と共催で、無料相談会を毎月
第2土曜に開催する。また必要に応じて、出張相談も行う
（2）管理運営、建物・設備等の維持保全、建替え等に関する啓発
湘管ネット設立時から継続している月2回のマンション
管理基礎セミナーを連続開講する。毎月第2・4土曜、藤
沢市役所、市民活動推進センターで行う

相管ネット
●6／30

相模原市民会館

各事業の更なるレベルアップを目指す
法人認証4年目を迎え、相模原地区のマンシ
ョン管理組合適正化への支援を中心に、各種相
談・セミナー、修繕支援、組合運営支援、規約
細則作成補助等の事業を行っている。今年度は、
各事業の更なるレベルアップを目指して、活動に励む。

基本
方針

主な事業計画
（1）マンション管理相談事業
出張相談会を行っているが、相談申込が少なかった。事
務局での電話・電子メール・来訪による相談に起因すると
考えられるが、出張相談は20年度も引き続き開催する予
定で、様々な方法で広報し、参加を呼びかけていく
（2）修繕支援事業
建物診断・修繕設計・工事監理業務のニーズは高く、常
に修繕支援事業を抱えている状態である。多くは相談事業
からの移行が多く、それらの事業の受益を元にした入会も
多い。今後は現況のレベルアップと、時代のニーズに対応
した実務、的確な提案を行っていく
（3）組合運営支援事業
管理組合の複雑な問題は、弁護士等から電子メール等の
助言をもらい、それを発信することで解決の道筋をつけて
いるが、弁護士等のできる範囲は限られており、最終的に
は管理組合内部での話し合いが重要である。こうした現況
に対し、NPOとしての経験を通じ、諸問題の解決の場とな
るよう、更なる支援を行っていく
（4）規約細則作成補助事業
管理組合の規約及び細則作りの補助を行っているが、今
後も弁護士の意見を取り入れ、時代ニーズに対応した細則
案を提案していく
（5）電子化事業
図面・規約・細則・議事録等、長期保存書物の電子化事
業を進めている。運用次第で、組合員と理事会の意思疎通
が図りやすくなっている。今年度はさらに電子化事業を確
立し、詳細を打ち出していく

Kanagawa Mansion Network

会員拡大を最優先課題として
基本
方針

藤沢産業センター
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第56回 全管連代表者会議の報告
NPO法人全国マンション管理組合連合会（全管連）

本法（仮称）」を国会に提案する予定。しかし、こ

は4月21、22日、三浦市の「マホロバ・マインズ三

の法案の中では管理組合のコミュニティー活動に

浦」で、全国から18団体40人の役員が参加し、全

は全く触れられていない。国土交通省が平成16年

管連代表者会議を開いた。今回は地元・神奈川での

に発表したマンション標準管理規約では、第32条

開催のため、神管ネットからは高尾会長ほか7人が参

の管理組合の業務として新たに「居住者間のコミ

加した。

ュニティ形成」を加えている。全管連としては、

全管連代表者会議には8つの議案が提案された。こ
のうち主な議案は次の2つ。

1

管理組合におけるコミュニティー活動の重要性を
訴え、法案に盛り込むよう、今後も要望していく。

地上デジタル化に伴う電波障害対策施設改善
費用の国庫負担等について

※先に閉会した第169回国会では成立しておらず、審議もど
こまで進んだのかも定かではないが、秋の臨時国会で成立す
る可能性がある

全管連では総務省等に再三要望書を出している
が、はかばかしい回答が得られないため、民主党
議員を通じて国会に質問主意書を出した。それに
対する政府からの回答書が代表者会議中に届いた。
しかし、その内容は、「マンションサイドと近隣住
民の話し合いで解決するのが基本」といった従来
の姿勢と全く変わっていない。全関連としてはと
ても納得できる回答ではないので、今後も国会で
の質問等を通じ、この問題に引き続き取り組んで
いくことを決定した。

2

マンションのコミュニティー活動の活性化強
化に対する要望書
自民党は議員立法として「コミュニティ活動基

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技
術
者
部
会
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全国の団体役員が三浦に集まり、神奈川のマンション管理組合事情を
知ってもらった

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

氏名・所属事務所

連絡先

氏名・所属事務所

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所

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

連絡先

横浜市中区山手町27-5-203
尾崎京一郎
蕁045-651-3327
モア・プランニングオフィス

島村利彦
株式会社英綜合企画設計

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

石川裕子
Lapis建築工房

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

長友秀信
企業組合創和設計

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

吉岡誠
有限会社吉岡設計

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

内田修司
デルフィ設計

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

横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11-504
福市博臣
蕁045-324-6152
株式会社建物保全センター

http://homepage3.nifty.com/moa̲p

http://www.k-tateho.jp

東京都港区芝浦3-6-10-307
小島孝豊
蕁03-3457-6762
株式会社ＩＫ都市・建築企画研究所
http://www5.ocn.ne.jp/˜ik-archi

町田信男
有限会社トム設備設計

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

横浜市港南区日野中央3-24-5
岡田英二
蕁045-836-1267
株式会社岡田建築設計事務所

臼井貞雄
総合環境技術株式会社

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

okd-arc@mist.dti.ne.jp

浜管ネット
6／7
第14回通常総会記念講演
「マンション管理の現状と今後の課題」
浜管ネットは6月7日、ハウスクエア横浜で、第14回通常
総会の一環として、（財）マンション管理センター主任研究員
の廣田信子氏を講師に招き、記念講演を行った。
テーマは「マンション管理の現状と今後の課題」
。氏による
と、神奈川県内のマンション化率（現在あるマンションの住
戸数÷戸建やマンション、賃貸アパートなどすべての住宅を
含めた全世帯数）は2割を超え、特に横浜の西区や中区では
4割程度になるという。
2006年6月に施行した住生活基本法は、耐震性など、住
宅の物理的な「質」だけではなく、居住環境、コミュニティ
ーなどの快適性も含めた「質」の向上も課題としている。
廣田氏は、マンションでは「扉の外も自分の住まい」と思
えるような工夫を行い、日頃から「自分の住まい」を自分たち
で快適にすることに取り組むよう呼びかける。例えば、建物
点検は子どもを巻き込んだ「マンション探検団」とする、低
木の剪定、小修繕を日曜大工の感覚でクラブ活動にするなど。
そして最後
は、「無理をせ
ず、できるとこ
ろから始める。
あくまでも楽し
んで」と結んだ。

みらいネット登録管理組合では、マンション管理士
等の専門家と顧問契約を結んでいる例が約17％。
専門家の活用も進んでいるという

5／24
技術者部会・専門業部会合同セミナー
「プロから学ぶマンション大規模修繕工事」

工事の基本から細部にわたって解説する
建装工業・井上幸雄支店長

技術者部会・専門業部会合同セミナー
「マンションの排水設備の仕組みと維持管理」
浜管ネットの技術者部会・専門業部会の設備分科会は6月
21日、横浜・新羽の東洋グループ新横浜技術研修所で、「講
演と実演で学ぶ」をサブタイトルに「マンションの排水設備
の仕組みと維持管理」セミナーを行った。
第１部は、専有部分内から共用部分に至る排水経路の仕組
みと劣化について、トム設備設計の町田信男氏が説明。第2
部では、東洋グループ・東洋住宅サービスの三浦正法氏が排
水管洗浄の様子を、研修設備の透明管で実演しながら解説し
た。維持管理を怠ると、漏水やつまり、異臭の原因となり、
管の寿命にも関
係してくる。こ
うした点を実際
の目でみること
ができる研修所
での講義は、有
意義であった。

研修所には、透明の配管経路があり、管洗浄の様子
を目で見て実感することができる

かながわ県央ネット
5／27
海老名市マンション管理セミナー
「管理組合による自主点検マニュアル」
かながわ県央ネットは5月27日、海老名市、神奈川県マン
ション管理士会、首都圏マンション管理士会と共催で、海老
名市役所会議室においてマンション管理セミナーと無料相談
会を行った。
セミナー講師は、モア・プランニングオフィス１級建築士
事務所の尾崎京一郎氏。テーマは「マンション管理組合によ
る−自主点検マニュアル−」。当日は参加管理組合18組合、
参加者23人と盛況だった。
セミナー後は、無料相談会を実施。3件の相談があった。
内容はそれぞれ、長期修繕計画の見直し、耐震診断・建物診
断の進め方、管理規約改正の進め方・ペット問題についてで
あった。

管理組合による自主点検を勧める尾崎京一郎１級建築士

Kanagawa Mansion Network

浜管ネットの技術者部会・専門業部会の建築分科会Aグル
ープは5月24日、ハウスクエア横浜でセミナー「プロから学
ぶマンション大規模修繕工事」を行った。
第1部工事編の講師は、建装工業横浜支店の井上幸雄支店
長。安全祈願祭の実施や仮設工事から外壁補修、防水、鉄部
工事などに至る細部までの流れを解説。工事中のトラブル対
応事例では、バルコニーの荷物移動をしない、シンナーや樹
脂の臭いで気分が悪いのでホテル代を請求するなど、理事会
が苦慮する住民に対する工事会社の対応について、興味深い
話があった。
第2部塗料編
は、エスケー化
研の小野寺努氏
が直近の塗材に
ついての説明を
行った。

6／21
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マンション 関 連

国交省 標準 長期修繕計画を策定
推定工事項目、積立金額の設定方法等も

新刊『マンション学事典』
日本マンション学会／編

国土交通省マンション政策室は6月17日、分譲マンショ
ン長期修繕計画（長計）の標準様式、作成ガイドライン、同コ
メントを策定、発表した。標準的な様式、標準的な推定修
繕工事項目、修繕積立金額の設定方法等が示されている。
標準様式は①マンションの建物・設備の概要等②調査・
診断の概要③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定
の考え方など、9種類。ガイドラインは、各種様式の作成方
法を表したもので、コメントは内容の解説文となっている。
長期修繕計画標準様式、作成ガイドライン、同コメント
資料は国土交通省のホームページでみることができる。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
mansei/manseikanri.htm

本書は長年マンションに関わってきた学者、弁護士、建
築士など、マンション学会を構成するメンバーが、法律か
ら建物の維持管理、流通、紛争、コミュニティー行政の対
応など、マンションを取り巻く過去の経緯、現在の状況・
課題、将来への展望を紹介したもの。用語の解説を超え、
その背景から論じる内容となっている。諸外国のマンショ
ンの管理形態なども盛り込まれており、興味深い。

日本マンション学会
2008年度東京大会を開催
日本マンション学会（山本育三会長・関東学院大学工学
部教授）は4月19,20日、東京・八王子の創価大学で
2008年度東京大会を開催した。
メーンシンポジウムでは、国土交通省の和泉洋人住宅局
長が、住生活基本法をもとにストック重視の住宅施策につ
いて基調講演を行った。続くシンポは「マンションにおけ
るリスクマネージメント」をテーマに、シックハウス、カ
ビなどの健康の問題、地震対策、滞納管理費等の経済的リ
スク、建替えができない問題など、各方面の大学教授らが
専門家の視点で、現在のマンションが抱える種々のリスク
を取り上げた。

A5判520ページ
定価4,305円
日本マンション学会／編
民事法研究会／発行

東急コミュニティー
20年度からの管轄エリア図
東急コミュニティーは平成20年度から、新組織に移行
し、支店による管轄エリアを変更した（図参照）。管轄エ
リアは行政単位ではなく、支店の対応できるエリアを範囲
としているため、横浜市内でも全支店が分割して部分的に
担当する。詳しくは各支店まで。
田園都市東支店 蕁045-910-1434
田園都市西支店 蕁045-910-1690
神 奈 川 支 店 蕁045-682-4600
湘 南 支 店 蕁0466-26-1105

■田園都市東支店
■田園都市西支店

メーンシンポジウムの様子。次年度は熊本大会を予定している

■神奈川支店
■湘南支店

【社名変更】
富士防水工業から富士防へ

6

㈱富士防水工業は4月1日から、
㈱富士防へと社名を変更した。これ
までも「フジボー」の愛称で親しま
れてきたが、防水工事が占める工事
高の割合が小さくなり、外壁補修、
鉄部塗装等を含む大規模修繕工事の
一括請負が多くなったことから、防水専門業者のイメージ
を一新、来年創業20年を迎えるにあたり、ビル・マンシ
ョンの総合改修会社として『富士防』と社名を改めた。

● お 知 ら せ ●
賛助企業の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

建替え2004年当時の
居住状況

横浜・野毛山住宅の軌跡

②

区分所有者の居住
賃借人の居住

39戸

空家状態

57戸

合計

全4回

２度目の建替え委員会発足
阪神・淡路大震災を境に、マンションの法律が動き出

24戸

120戸

化成ホームズが事業協力者として、組合員が取得する以
外の住戸を取得することで参加組合員となり、建替組合
に参加した。

した。
2002年、マンション建替え円滑化法施行。管理組合
では6月の総会で再度、建替え準備会発足が決まった。
翌年4月、建替えについての地権者アンケートを実施。
賛成110、反対1、無回答9。

こうした協力者の有無によって、建替えの方向性の向
きが左右されるといえるだろう。
（つづく）
（取材協力：浜管ネット監事・野毛山住宅マンション建替組合副理
事長／江波戸威津雄氏）

2004年の総会で、「野毛山住宅建替え委員会」を組
織した。江波戸さんはいう。「空家状態が多いけど、み
んなきれいになったら、住みたい気持ちが強いんだよ」
。
2006年8月、横浜市で初めて、建替え円滑化法を適
用した建替組合が認可され、9月に設立総会を開催した。
「リーダーがいてくれたからできた」。江波戸さんの言
葉だ。法律であれ、業者の協力であれ、住民のリーダー
シップは欠かせない。そして続けた。「今度は本当に建
替えができると思った」。
売り渡し請求は2戸。建替え反対者ではなく、状況を
理解した上で、住戸の明け渡しに同意した人たちだった。
2007年3月、着工記念パーティー、安全祈願祭。旭

本 の 紹介

解体中の旧野毛山住宅。当時の管理費は、修繕積立金と合わせても、わず
か3千円だった
（写真提供：旭化成ホームズ㈱）

『野毛山住宅建替えに伴う
緊急調査報告書』

『マンション維持修繕技術ハンドブック』

横浜市でマンション建替え円滑化法の適用第1号となった
野毛山住宅。昭和31年竣工から50年余年、補修・改修がほ

マンション建築の歴史から建物、設備の基本知識、実践に

とんど行われずに解体されることになった。そこで、NPO日

活用できる専門的知識まで、マンション維持・修繕に関する

住協では、マンション建築初期時代の外壁や防水の状況、電

ノウハウの集大成と呼べる、専門家向きのハンドブックであ

気・給排水設備の状態などについて、管理組合の了解を得て

る。編集のバックボーンには、協会の内部組織であるマンシ

緊急調査を行った。その調査結果をまとめたものが本書である。

ョン保全診断センターが実施してきた約2000件の調査診

調査参加者、執筆者はNPO日住協、（社）日本建築家協会

断、修繕設計業務の経験があり、管理業界で協会が担ってき

（JIA）の屋台骨である改修業界で著名な建築士等。コンクリ

た役割の大きさを物語っている。

ートの物性試験、外壁仕上げ材の付着強度試験、防水のサン
プリング調査など、専門家の参
されている。

A3判78ページ蜷
定価1,000円
藤木良明／編
NPO日本住宅管理組合協議会／発行
※一般書店での取り扱いはありません。
お求めの場合はNPO日住協まで。
【問い合わせ】蕁03-5256-1241

Kanagawa Mansion Network

考となる、貴重なデータが掲載
B5判775ページ
定価10,500円
高層住宅管理業協会／編
オーム社／発行
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蜷

総
総合
合管
管理
理
とは・・・
とは・・・

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 内 容
の企画又は実施の調整
基幹事務

順位
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

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）

マンション管理適正化法第2条で定め

管理会社
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
野村リビングサポート
大成サービス
ダイア管理
相鉄企業
伊藤忠アーバンコミュニティ
丸紅コミュニティ
合人社計画研究所
日神管理
東京建物アメニティサポート
ホームライフ管理
（財）若葉台管理センター
ライフポート西洋
ユニオン・シティサービス
ダイワサービス
ハリマビステム
住商建物
六華
ニチモコミュニティ
ジャパンコミュニティ
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
東横コミュニティ
昭和管財

合

計

10,439管理組合

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。
19年度の集計が間に合わなかったので、参考として昨年と同じ数字を入
れました。

組合数

棟数

戸数

組合数順位

1,079
845
726
513
124
401
530
213
383
323
378
205
169
251
96
130
145
108
128
79
52
15
97
107
83
90
24
48
47
110
46
19
48
28
20
12

1,173
1,144
890
669
1,592
555
548
259
432
376
388
233
295
254
183
161
204
147
128
96
153
66
97
115
83
93
45
54
47
110
55
23
52
29
22
14

55,104
54,408
42,895
37,385
35,105
31,263
24,980
24,167
23,614
22,363
18,070
13,772
12,136
11,883
10,631
10,437
9,487
7,375
7,044
6,636
6,311
5,195
4,890
4,387
4,050
3,787
3,767
3,516
3,326
3,109
2,745
2,200
2,082
1,163
691
581

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

7,672

10,785

510,555

※平成20年3月31日現在
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13,947棟

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。

判例の
広場

ペット訴訟・現在の判例の到達点は…？

石川恵美子弁護士
横浜マリン法律事務所主宰

ペット問題はマンショ
ンで起こるトラブルの筆
頭に上げられ、管理組合
にとって頭痛のタネのひ
とつだ。今回の「判例の
広場」コーナーでは、裁
判所の判断基準となりえ
る代表的な判例を取り上
げながら、横浜マリン法
律事務所の石川恵美子弁
護士に、ペット訴訟にお
ける現在の判例の到達点
をまとめてもらった。

「一代限り」決議以降の飼育に差止命令
1998・3・26

最高裁

（判例要旨）
飼育中の犬、猫一代限り、その飼育を認める旨を決議
し、管理組合の指導のもとにペットクラブを設立したマ
ンションで、それ以降に犬の飼育を開始した区分所有者
に対して行った犬飼育の差止請求が認められた事例。飼
い主の行為が管理組合に訴訟提起を余儀なくさせたこと
は不法行為を構成するとして、弁護士費用の一部も支払
いを認めた

【裁判所はなぜこのように考えるのか】

【一般的なペット訴訟の争点】
ペット飼育禁止規定のあるマンションで、禁止規定を
優先させるか、あるいは飼育の実態を優先させるか

【裁判所の代表的な判断】
１）全面的にペット飼育を禁止する規定を設けている管
理規約も、有効である
２）ペット飼育禁止規定があるにもかかわらず、ペット
飼育をしている飼い主が「具体的な被害が発生してい
ない（共同の利益に反していない）」などという抗弁
は、認められない
３）盲導犬など、動物の飼育が飼い主の日常生活・生存
に関して不可欠な意味を有すると客観性をもって認め
られる場合は、ペット飼育禁止規定があっても、ペッ
トの飼育は認められる

判例①

禁止規定優先、飼育者への承諾不要
1994・8・4

判例②

東京高裁

ルールは住民の生活があってこそ
自分たちで決めていくことが肝心
【コメント】
ペット訴訟は、密かに飼う人がいるために、管理組合
内部に深刻な対立を生み出し、訴訟に発展する流れとな
る。ところが裁判になっても、裁判所に和解を勧められ
て終わることが多い。不毛な争いをするくらいなら、よ
くよく話し合って、多くの人の納得が得られるようにす
べきだ。
ペットが生活の支えという人もいる。動物アレルギー
の人もいる。その中で、落としどころはどこにあるのか
を見つけるためには、言いたいことを言い合うことが必
要である。対立はダメ。紛糾しないように議論の限りを
尽くしてほしい。
規定やルールは住民の生活があってこそ。ペット飼育
を解禁するに当たっても、住民の合意が絶対条件だ。仲
良くやっていくためには、どんなルールが必要なのかを、
自分たちで考えて決めていくことが肝心である。

Kanagawa Mansion Network

（判例要旨）
ペット飼育について、「一律に禁止する」という規約
改定が、「当然のように無効である」とは言えないとし
た事例。飼い主は規約改定前からペットを飼っており、
具体的な被害が発生していないことから「一律に共同の
利益に反する行為ではない」などと抗弁していた。だが
裁判所は、具体的に他の居住者に迷惑をかけたかどうか
にかかわらず、飼育自体が管理規約に違反する行為で、
区分所有者の共同の利益に反する行為に当たると判断し
た。また、飼い主は当該規約の改定が「特別の影響を及
ぼす」から飼い主の承諾が必要であると主張したが、飼
い主の生活・生存に不可欠のものではないため、「当て
はまらない」とされた

１）マンションは、隣近所の住居が密接しており、騒ぎ
のない共同生活を前提としている
２）ペットの対象は、飼い主の主観によって多様で、必ず
しも一般的に愛玩するべき対象といえない動物もある
３）ペットへのしつけの程度は、飼い主によって千差万
別である
４）生態や習性、そのペットの存在自体が、他の入居者
に不快感を与えることがある
５）ペットの糞尿による汚染や臭気、病気の伝染や衛生
上の問題、鳴き声の騒音、かみ傷事故など、無形の影
響を及ぼす
６）ペットによる具体的な被害とは何かという判断は極
めて相対的なもので、「無形の影響」を考えると、実
害の有無を表現することは現実的でない（例えば、存
在自体に嫌悪感を持つ人もいる）
７）上記のような禁止規定の理由から、禁止規定がある
以上、飼育方法を工夫したとしても限界がある
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ワンポイント

第6 回

管理組合基礎講座

マンション管理組合の会計監査について
―執筆者紹介―

監査法人フィールズ
代表社員

公認会計士

河野幸久 氏
代表社員

公認会計士

深野一朗 氏
■会計監査の現状と問題点
マンション管理組合専門の公認会計士事務所として設
立以降、管理組合に対する外部監査を定着させるべく活
動を行ってきた経験から、管理組合の会計監査について
2回に渡って解説する。第1回は、会計監査の現状と問
題点。第2回は、実際に外部監査を導入している事例紹
介とともに、監事による会計監査のポイントを解説する。
一般的に管理組合では、組合員の中から選ばれた監事
が監査を実施している。監事の実施する監査には、理事
の業務執行状況を監査する「業務監査」と、決算書が適
正に作成されているかを監査する「会計監査」とがある。
管理組合の大半は管理会社に管理を委託しているた
め、図1のように管理会社が作成した決算書
（収支計算書、
貸借対照表など）を監事が監査し、監査報告書に署名・
捺印したうえで、総会で承認を受けることになっている。
最近はマンションの大規模化に伴い、管理組合の経済
規模も非常に大きくなるケースも増えている。数百戸の
規模ともなれば、年間の管理費は1億円を超え、修繕積
立金は毎年数億円ずつ積み上がっていく。ところが、マ
ンション管理組合では依然として組織の構成員自身によ
る監査が実施されている。

管理業務
の委託

管理組合

管理業務
の委託

業務監査

監事

理事会

会計
監査

理事

形骸化

管理組合
業務監査

監事

管理費等

理事

決算書
作成代行

会計監査

金融機関等

管理会社等
決算書
作成代行

総

公認会計士
監査法人等
独立公正な
立場の第三者

理事会

金融機関等

管理会社等

会
組合員

図1：マンション管理組合の会計監査の現状
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本来は、経済実態に応じて会計監査の仕
組も変えていくべきであるが、分譲会社、
管理会社とも、「私的財産の管理方法は管
理組合自身で決定すべき」とのスタンスを
取り続けているため、数億円の金銭が出入
りし、数十億円もの財産が記録された決算
書を相変わらず持ち回りの監事が監査する
というアンバランスな事態が生じている。
会計監査の専門家でもない輪番制の監事
が、自身の貴重な時間を費やし、かつ、自
身の責任で、こうした巨額の決算書に監査
意見を表明することにどれだけの意味があるだろう。多
くの場合、持ち回りの監事による監査は形骸化し、決算
書の信頼性は、管理会社のブランドに依拠する以外にな
いのが現実である。
次ページの表のとおり、マンション管理組合は、投資
ファンド（任意組合型）と同様の経済実態を有するが、
会計監査の仕組だけは、PTAや町内会と同じになってし
まっている。
管理組合で動く金額は、とても個人が責任を負えるレ
ベルのものではない。何か不祥事が起きたとき、それが
管理会社側に起因する問題であれば、最終的に管理会社
が補償することもあり得るが、だからと言って監査意見
を表明した個人の責任が問われない保証はどこにもな
い。
監査意見を表明する責任は同様の経済規模を有する投
資ファンドと何ら変わらない。それならば、会計監査の
仕組も同様とすべきなのである。
投資ファンドの場合は、一般に、ファンド運営会社
（GP）と組合員との契約書の中で、「GPは公認会計士又
は監査法人の監査報告書を入手したうえで、決算書を組
合員に提出する」ことが決められている。
投資ファンドが専門家による会計監査を導入している

総

会

管理費等

組合員

図2：第三者を交えた会計監査の流れ

様々な組織の会計監査の仕組み
PTA・町内会

管理組合（全部委託）

投資ファンド
（任意組合型）

株式会社（大会社）

取引規模（年間取引額）

数万円〜数百万円

数千万円〜数億円

数千万円〜数億円

数億〜

財産規模（純資産）

数万円〜数百万円

数千万円〜数十億円

数千万円〜数十億円

資本金5億円以上

取引の内容

単

純

単

純

単

純

複

雑

出納業務（お金の出入）
実施者

会計担当理事

管理会社に委託

ファンド運営会社
（GP）に委託

経営者に委託

記帳業務（会計処理）
実施者

会計担当理事

管理会社に委託

ファンド運営会社
（GP）に委託

経営者に委託

出納・記帳実施者の
経理能力
会計監査の性格

普

通

任意監査

高

い

高

任意監査

会計監査実施者

監

事

監

事

会計監査実施者の能力

普

通

普

通

い

い

任意監査

法定監査

公認会計士又は
監査法人

監査役及び公認会計士
又は監査法人

高

い

業務受託者の責任

該当なし

損害賠償責任あり

損害賠償責任あり

業務受託者の
損害賠償能力

該当なし

一般に高い

一般に高い

理由は、決してGPに対する不信感などからではない。
専門家ではない組合員自らが手間をかけ、監査意見を表
明するというコストとリスクを鑑みて、より経済合理性
のある方法を選択しているだけである。
管理組合の場合も、管理委託契約書で「管理会社は公
認会計士又は監査法人の監査報告書を入手したうえで、
決算書を組合員に提出する」と定めればよいだけなので
ある。
そもそも管理組合の組合員は、出来るだけ組合の活動
に煩わされたくないから、委託料を支払って管理会社に
業務委託している。多少のコストで済むならば、形骸化
した監査というリスクを負うよりも、外部の専門家に委
託したいと考えるのは当然であろう。
このように経済合理性がある選択と分かっていても、
会計監査を導入するまでのハードルは高いといわざるを

高

高

い

損害賠償責任あり
普

通

得ない。「出来るだけ組合の活動に煩わされたくない」
という組合員が多数を占める管理組合では、合理的な意
思決定さえ容易に出来ないという事実は、役員経験者で
あれば誰でも痛感するところだろう。強烈なリーダーシ
ップを持った役員でない限り、従来の仕組を変えること
は難しい。
これがマンション管理組合という組織が抱える問題の
本質である。会計監査に限らず、マンション管理組合が
抱える問題の多くの原因はここにある。
こうした環境の中、500組合以上のマンション管理組
合が弊社と監査契約を締結している。日本のマンション
管理組合全体からみれば、ごく少数ではあるが、マンシ
ョン管理組合の意識が少しずつ変化しているようであ
る。
（つづく）

●所在地：東京都中央区日本橋2−1−21 第2東洋ビル
●URL：www.fields.ac
●沿 革：2004年10月 フィールズ共同公認会計士事務所（現 監査法人フィールズ）設立
●主な講演、セミナー、寄稿等：
2005年 3月：『管理組合の会計とペイオフ対策』をテーマにセミナーを実施（主催：東急コミュニティー）
2005年 9月：『マンション情報BOX』
（住宅金融公庫）に「管理組合の資産の守り方」を寄稿
2006年10月：『マンション管理組合の財産管理』をテーマに全国7都市でセミナーを実施（主催：住宅金融公庫）
2007年 7月：『管理組合会計監査の現状と問題点』をテーマに東京（主催：株式会社 エヌジェーケー）及び大阪
（主催：東芝関西情報システム株式会社）でセミナーを実施
2007年12月：『すぐに役立つマンション管理ガイド 入門編』（日経BP社）に「会計監査の問題と対策」を寄稿

Kanagawa Mansion Network

………………… 監査法人フィールズの概要 …………………
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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。

マンション管理

外壁・防水改修

企 業 名
所 在 地
マンション管理 神 浜 川 よこ 首都圏第三事業部

P R

（神奈川エリア担当）
株式会社
蕁045-910-1471
蕭045-910-1472
東急コミュニティー http://www.tokyu-com.co.jp

マンション管理

浜 横浜市港北区新横浜2-5-5
住友不動産建物サービスは、

住友不動産建物
サービス株式会社
マンション管理

首都圏事業本部横浜支店
浜 よこ

日本ハウズイング
株式会社

臼井ビル2階
蕁045-474-2601
蕭045-474-2641
http://www.nichimo.community.co.jp

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。

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。

浜 川 本社

三井不動産住宅
サービス株式会社
マンション管理

ダイア管理はマンションの

浜 横浜市港北区新横浜2-5-14
創業30年。リフォーム部門、

ニチモコミュニティ
株式会社

マンション管理

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。

横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 管理会社として、一歩踏み
込んだ提案力で、お客様の
相鉄岩崎学園ビル9階
「琴線にふれる」サービスの
蕁045-316-3939
提供を目指しています。
http://www.dia-kanri.jp

株式会社

マンション管理

蕁045-472-2501（代表）
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

神 浜 横浜支店

ダイア管理
マンション管理

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。

浜 よこ

明和管理株式会社

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。

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。

所 在 地
浜

工藤建設株式会社
総合建設

P R

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 第二事業本部 リニューアル部
相模鉄道グループの中で地

相鉄建設株式会社

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

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。

蕁044-211-1596
蕭044-211-1597
薔0120-00-4095
http://www.tosocio.com

柏原塗研工業
株式会社

外壁・防水改修 神 浜 川 よこ 川崎市中原区新城中町16-10

株式会社
アール・エヌ・ゴトー
外壁・防水改修

株式会社
外壁・防水改修

蕁045-502-1604
蕭045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

伊勝

外壁・防水改修

相 相管ネット

川 川管ネット

よこ よこ管ネット

湘 湘管ネット

央 県央ネット

●広告掲載のお問い合わせ●
蕁蕭 045-316-4505
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E-mai kitami@k-mansionlife.com

担当：㈲ライフデザイン・北見

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。

蕁045-225-8200
蕭045-225-8201
info@daiwa-co.com
http://www.daiwa-co.com

株式会社大和
外壁・防水改修

よこ 横須賀市森崎1-19-18

株式会社富士防

蕁046-830-5481
蕭046-830-5482
fujibow@bird.ocn.ne.jp
http://www.fujibow.co.jp

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。
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。

浜 よこ 央 横須賀市森崎1-17-18（本社） 集合住宅修繕工事全般。品
（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

株式会社
ヨコソー

浜 川 よこ 横浜支店

建装工業株式会社

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

外壁・防水改修 神 浜 川 よこ 央
川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4771
J-fukama@sinyo.com

シンヨー

浜 浜管ネット

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

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

外壁・防水改修 神 浜 よこ 央 横浜市南区高砂町2-19-5

外壁・防水改修
神管ネット

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。

蕁045-753-5700（直）
蕭045-753-5835
k̲yamamuro@sakakura-kk.co.jp
http://sakakura-kk.co.jp

よこ

株式会社神和美装

外壁・防水改修

P R
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！

神 浜 よこ 横浜市磯子区岡村7-35-16 豊富な経験と確かな知識を生か

株式会社
加入するネットワークの略号蜷 神

蕁044-777-5158
蕭044-777-5120
office1@rngoto.com
http://www.rngoto.com

神 浜 横浜市鶴見区生麦1-5-28

株式会社サカクラ

外壁・防水改修

総合建設
企 業 名
総合建設

企 業 名
所 在 地
外壁・防水改修 浜 川 よこ 央 川崎市川崎区大島3-36-7

浜 央 神奈川支店

ヤマギシリフォーム
工業株式会社

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

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。
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。

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。
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。

建材メーカー・販売

給・排水設備改修
企 業 名
所 在 地
給・排水設備改修 神 浜 川 横浜市金沢区鳥浜町4-18

株式会社
神奈川保健事業社
給・排水設備改修 神 浜 よこ

株式会社
大神設備工業
給・排水設備改修

横浜市中区寿町2-5-1
蕁045-662-2759
蕭045-662-2780
http://www.kawamoto-ind.co.jp

浜 よこ 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

京浜管鉄工業
株式会社
給・排水設備改修

横須賀市大矢部2-9-20
蕁046-835-3000
蕭046-835-5344
http://www.daijin.co.jp

浜 央 リニューアル事業部

川本工業株式会社
給・排水設備改修

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

央川
浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2

フジクス株式会社

蕁044-245-0822
蕭044-245-0824
jetmen@fujiks.com
http://www.fujiks.com

P R
『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。
「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。
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。
設備工事の55年にわたる経
験により培った技術力を生
かし、ご満足いただける工
事を提供させていただきま
す。

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。

所 在 地
浜 横浜市西区平沼2-2-7

藤澤電気株式会社

蕁045-312-2225
蕭045-312-2515
fdk@f-denki.jp
http://www.f-denki.jp

P R
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。

建材メーカー・販売
企 業 名
建材メーカー・販売 神 浜 よこ 央

関西ペイント販売
株式会社
建材メーカー・販売

浜

タキロンマテックス
株式会社

所 在 地

P R

当社は塗料の製造・販売を
東京都大田区南六郷3-12-1 している会社です。これか
らも管理組合の皆様に有益
蕁03-5711-8905
である「環境配慮形高性能
http://www.kansai.co.jp
塗料」を開発・提供するこ
とで貢献していきます。

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

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

日本ペイント
株式会社

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

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。

サッシ改修
企 業 名
浜 よこ
サッシ改修

日軽アーバンビルド
株式会社
サッシ改修

よこ

美装ビルサッシ
株式会社
サッシ改修

所 在 地

P R

横浜市中区尾上町3-35
有楽ビル7F新日軽㈱内
蕁045-641-2132
蕭045-662-8029

マンションの窓・手摺・ドアを
グレードアップ！ ビル改装・
集合住宅改装のエンジニアリン
グ会社として、修繕計画から施
工までをお手伝いをさせていた
だきます。どんなご相談でもお
受けしております。

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。

神 浜 東京都千代田区神田和泉町1-1-1日通商事 お気軽にご相談ください！
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

YKK AP
株式会社

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）

設備機器販売
企 業 名
設備機器販売

所 在 地

P R

浜 セキュリティ事業部

株式会社日本ネット

電気設備改修
企 業 名
電気設備改修

浜 よこ

ワークヴィジョン

東京都墨田区緑4-20-7 アステ21 2階
蕁03-5600-7352
蕭03-5600-7353
camera@nnv.co.jp
http://www.nnv.co.jp

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

金融・保険
企 業 名
所 在 地
金融・保険 浜 川 よこ 湘 新横浜事業部

株式会社
グッド保険サービス
金融・保険

浜 よこ

三菱電機クレジット
株式会社

P R

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
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

加入するネットワークの略号蜷 神

神管ネット

相 相管ネット

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。

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。

浜 浜管ネット

川 川管ネット

よこ よこ管ネット

湘 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

ペットの飼い方、子どものしつけ、どっちも節度を守れ！
―あるネットワーク役員のひとりごと―
思う。
幼い子どもの走り回る音に悩まされるケースが目立つが、
少し大きくなれば、オーディオから流れる音楽やテレビの音、
仲間とのマージャンの音、非常階段や屋上でたむろする学生
のタバコや飲食のごみなど、近所迷惑を顧みない子どもの素
行の苦情が増えている。
◇ ◇
ペットと違って、子どもの行動にはルールがないからと放
置するのであれば、親の資格はないといえるだろう。ペット
のルールを設けているマンションでは、
「ペットのほうがまだ
まし」といえる惨状もあるようだ。
ペットも子どもも、ルールという以前に、共同生活という
ことを考え、節度を守って、きちっとしつけることこそが肝
心なのだ。

Kanagawa Mansion Network

近年、ペット飼育可というマンションが増えている。
高齢化社会の問題も含め、マンション住民の生活スタイル
が変化している。それに適したルールを守れば、そうしたマ
ンションがあってもいいと思う。
ペットに関しては、住民同士の合意形成に努めた上で、ペ
ットクラブを設け、飼育者自身がきちんとしたルールを作り、
守る。それができればトラブルはそう多くはないと思える。
しかし、そもそも、ペット飼育でのトラブルは、飼い方の
問題が原因であることが多い。
鳴き声、エレベーター内での糞尿などなど、要は、ペット
に対するしつけの概念が乏しい人が多いから、トラブルが起
きるのだ。
◇ ◇
共同生活のルールにおいては、子どものしつけも同じだと
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会員
ション
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中銀ライフケア横浜
〔 港 北 〕管 理 組 合

Ｎ
Ｐ
Ｏ
浜 管 ネ ッ ト
正
会
員

形をとる。金額は、単身者50万円、夫婦など1住戸2人
の場合は80万円。「身の回りの世話が自分でできる」と
いうことを入居資格としているが、年数が経てば、入居
当初と身体の変化も起こってくる。築20年。分譲当初
から住んでいる人は3分の1。管理費等の滞納について、
認知症など、高齢者ゆえの原因が出てくる。こうしたこ
とを予測して、運営保証金制度を設け、滞納があれば、
そこから取り崩して対応する。身元引受人に連絡し、今
後の対応を委ねるが、身元引受人当人も年齢が上がり、
面倒をみられないと言われるケースも出ている。これま
でも、滞納に関し、弁護士に相談するなど、完全解決に
10年の歳月を要したこともあったという。
運営保証金はもちろん、未払いなどが何もないままマ
ンションを売却すれば、退去時に返還される仕組みであ
る。

今後は組合運営のパートナーを求めて

平均年齢79歳
高齢者専用マンションが取り組む
住民の高齢化対策とは？
中銀ライフケア横浜〔港北〕は、55歳以上の健常者
に入居資格がある高齢者専用分譲マンション。現在、居
住者の7割は女性で、平均年齢は約79歳である。
住民のほとんどは、食堂や診療所など、高齢者向けの
施設を理由に購入した。当然ながら、区分所有法に基づ
くマンションという意識は薄く、管理運営は、およそ他
人任せとなる。
住民の多くが高齢者のための主な問題点は、役員のな
り手不足や認知症の住民への対応。こうした問題に対し、
管理組合は、選挙制度、身元引受人、管理組合への運営
保証金等で対応している。

役員のなり手不足は選挙制度で解消
役員は9人。常任理事を除く8人に対し、1年おきに半
数の4人を選挙で選んでいる。次期理事の対象は、現理
事以外の全区分所有者。このうち、病気を持っている、
現職で勤務しているなどの理由による辞退届けを受け付
け、残った人全員が無条件に候補者となる。
年齢制限は、81歳まで。辞退届けを出さない人が毎
回30人ほどになり、その中から前任役員の欠員補充と
いう感覚で、投票を行う。
この選挙制度は、約10年前から実施。辞退届けを出
していない分、消極的であったとしても「やってもいい」
という人が選ばれる仕組みだ。

身元引受人の設定と運営保証金の供託
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マンション購入に際しては、身元引受人の存在を条件
としている。
同時に、「運営保証金」も入居時に管理組合が預かる

このマンション独特の高齢者対策を紹介したが、結果
的には住民の高齢化に対応しきれず、管理組合としては、
マンション管理士など、管理組合運営を代行してくれる
人を求めている。区分所有法の「管理者」を外部に求め
る方式で、組合運営を模索していくという。
今後は、ヘルパーなど外部業者の出入りも増え、バリ
アフリー対応も必要だ。長期修繕計画は浜管ネットに依
頼したが、これからもどんどん高齢化する住民たちで組
合運営をやっていけるかという不安要素は大きい。
このため現在は、組合運営を第三者に依頼していく方
向で、パートナー選びを検討している最中である。
■マンションデータ
築20年・443戸・3棟・14階建て
建物構造…………………………ＲＣ造（共用棟一部SRC造）
敷地面積…………………………20,108.75裃
建築面積…………………………4,819.21裃
管理費……………………………51,000円〜60,900円
（1室1人居住の場合）
追加管理費………………………24,300円／1人（夫婦など2人居
住の場合、上記管理費に1人当た
り24,300円が追加される）
修繕積立金の戸当たり裃単価…210円
駐車場充足率（総台数÷総戸数）…13.5%（60台分）
※その他、来客用14台、診療所用5台、管理用
6台の全体で計85台分の駐車スペースあり
駐車場の月額使用料……………5,000円
駐輪場の月額使用料……………無料（66台）
分譲業者…………………………中銀マンシオン㈱
建設業者…………………………フジタ工業㈱
管理会社…………………………中銀インテグレーション㈱
理事会……………………………月１回（管理組合、町内会、管理
会社等で構成される合同役員会も
月１回実施）
メンバー構成……………………理事7人・監事2人
任期………………………………1年交代（実際は、常任理事1人を
除き、1年おきに半数改選してい
る）

DATA

イベント情報 ■■
浜管ネット

蕁045-911-6541

技術者部会・専門業部会合同セミナー
日 時：9月27日（土）14時〜16時30分
場 所：ハウスクエア横浜4F
（市営地下鉄中川駅徒歩2分）
テーマ：アルミサッシの改修工事について
講 師：尾崎京一郎氏
モア・プランニングオフィス・1級建築士、
YKK AP㈱改装営業部スタッフ
参加費：会員無料、非会員1,000円（資料代）

川管ネット

蕁044-222-5136

マンション管理基礎セミナー
日 時：9月6日（土）13時30分〜16時10分
場 所：川崎市総合福祉センター
（エポックなかはら）
（JR武蔵中原駅徒歩1分）
テーマ：相談事例からみる管理組合のあり方について
講 師：喜早文彦氏
（財）マンション管理センター管理情報部参与
参加費：無 料
定 員：150人
正会員との情報交換会＆セミナー
日 時：9月20日（土）13時30分〜16時30分
場 所：川崎市生活文化会館（てくのかわさき）
（JR武蔵溝ノ口駅／東急溝の口駅徒歩5分）
テーマ・講師：未定

8／23 管理組合の会計・税務（Ⅰ）
講師・三浦利彦氏
9／13 管理組合の会計・税務（Ⅱ）
講師・三浦利彦氏
9／27 管理組合の保険（Ⅰ）
講師・金子慶一氏
10／11 管理組合の保険（Ⅱ）
講師・伊藤昌弘氏
※各講義の概要は、1ヶ月ほど前にHPでご案内します。
http://www1.odn.ne.jp/shoukan-net

かながわ県央ネット

蕁046-233-3844

20年度第2回セミナー
日 時：8月2日（土）13時30分〜16時30分
場 所：大和商工会議所
（小田急、相鉄大和駅徒歩3分）
テーマ：「大規模修繕工事のノウハウ」
内 容：工事計画から施工までのパートナーの選び
方、施工業者とのつき合い方など
講 師：管理組合修繕実行委員長
1級建築士事務所代表
参加費：無料
定 員：50人

新 会 員 紹 介
◆正 会 員

よこ管ネット

蕁046-824-8133

湘管ネット

蕁0466-81-5949

第3期マンション管理基礎セミナー
日 時：20年8月〜21年7月の毎月第2・4（土）
18時30分〜21時
場 所：藤沢市役所新館7階／
藤沢市民活動推進センター

棟数

戸数

竣工年

1

64

2005

パークナード平塚
代官町管理組合

湘

1

43

2006

鵠沼スカイマンション
管
理
組
合

湘

1

94

1970

グリーンコーポ東戸塚
管
理
組
合

浜

2

141

1983

コ ス モ 大 倉 山
管
理
組
合

浜

2

103

1987

資本金
8,232
万円

設立年

田島ルーフィング㈱ 浜

主な業種
防水
メーカー

ト ス テ ム ㈱ 浜

住宅用建材
メーカー

364
億円

2001

二 浜

外壁・防水
改修

─

─

◆ 賛助会員
名 称

㈱

不

加入ネット

1919

㈱キョーワナスタ 浜

1億
住宅用建材
2,800万円
メーカー

1947

㈱スターテック 浜 央

給・排水
設備改修

5,000
万円

1989

㈱ サ カ ク ラ 神 浜 よこ

外壁・防水
1億円
改修

1940

加入ネットの略号蜷 神

神管ネット

浜 浜管ネット

川 川管ネット

相 相管ネット よこ よこ管ネット 湘 湘管ネット
央 かながわ県央ネット

Kanagawa Mansion Network

新任役員基礎セミナー
日 時：7月26日（土）13時30分〜
場 所：ヴェルクよこすか6階第1会議室
（京急横須賀中央駅徒歩6分）
テーマ：管理組合の役員になったら・・・
〜 1年間のスケジュールを考えましょう〜
講 師：三井一征氏
㈲三井一征事務所代表・マンション管理評論家
参加費：資料代500円
（よこ管ネット編集／横須賀市発行『マン
ション管理の手引き』持参者は無料）
定 員：70人

名 称
加入ネット
日神パレステージ横須賀
よこ
マリンスクエア管理組合
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新 会 員 募 集

編 集 後 記
原油価格の高騰で、ガソリン、食料品などの値上がり
がとまらない。必然的に、住民の生活だけでなく、管理
組合にも影響が出てくるだろう。改修工事は材料、運搬
費、下請け人件費の値上げが予想される。見積もりは精
査が必要だが、納得した数字が出たら、早めに契約した
ほうがよいかもしれない。相場が値上がりしてから
「去年の見積もりで…」なんて言えるわけないし（Y）

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1万円、100戸で年間2万2
千円が目安です。
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。

神管ネット組織図
ＮＰＯ横浜マンション管理組合
ネットワーク（浜管ネット）

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.hamakan-net.com
蕁 045-911-6541

http://www.so-kan.net
蕁 042-855-0555

定期無料相談：毎週土曜午後 ハウスクエア横浜

無料相談：随時

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かながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）

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.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359

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

定期無料相談：
毎週木曜 まちづくり公社ハウジングサロン
毎月第 1 土曜（原則） 各区の市営公共施設

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://www1.odn.ne.jp/shoukan-net
蕁 0466-81-5949

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

http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133

定期無料相談：
毎月第 4 金曜午後 大和市役所広聴相談課
2、5、8、11月の第4火曜午後 海老名市役所会議室

定期無料相談：毎月第 2 土曜午後 ヴェルクよこすか

事業内容

事務局所在地

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。
（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

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

※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
日住協

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

県央ネット

神奈川県支部

合

計

130組合

34組合

49組合

37組合

13組合

11組合

41組合

315組合

28,225戸

4,777戸

8,774戸

1,961戸

1,393戸

2,586戸

8,209戸

55,925戸

※平成20年6月30日現在
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