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そして私たちが開催するセミナーや情報交換の場に積極的に参加する、そのよ
うな情報網を張り巡らせることが今後ますます大切になってくる。
神管ネットは県内各地に地域ネットを構築し、それがお互いに連携し共同作
業を行い、情報交換をすることによって管理組合運営についての技術や知識を
高める努力をしている。会員管理組合のサポート組織としての活動だけでなく、
全管連に加入する他府県の管理組合団体との連携を保ち国や地方行政に対し、
組合運営についての意見書や要望書を提出する活動も続けている。
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適正化法施行規則、年内改正へ
国土交通省不動産業課はマンション管理適正化法施行規則（省令）の一部改
正を年内に行う。改正点は主に財産の分別管理方式に関する条項で、管理会社
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による管理組合資産の横領等を防ぐ狙いがある。省令第87条にある「収納代
行方式」
「支払一任代行方式」をなくし、組合の財産を「収納口座」
「保管口座」
に分けて管理する2種類の方法を定める。その他、保証契約の締結、印鑑等の
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2、3月のセミナー等のご案内

管理の禁止、管理組合への月次報告、別記様式の改正、の合計5つが項目にあ
がっている。
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12p 賛助会員ガイド

こうした活動を通し今年は、管理組合のサポート組織としてより強固なネッ
トワークの構築に励んでいく年にしたいと考えている。
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全管連代表者会議報告

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）が加盟する全国マンション管理組合連合会
（全管連）の第57回代表者会議が昨年10月12日〜13
日、鹿児島市内の県民交流センターで開催された。この
会議には神管ネットを代表して高尾勝彦会長、浜管ネッ
トの山本育三会長が出席。全国からも16団体36名の加
盟管理組合団体が参加し、住みよいマンション作りに向
けて熱心な議論を交わした。会議の主な内容は次の通り。

活 動 方 針
笊管理組合の自主・自立への支援
「二つの老い（建物・設備と居住者の高齢化）」の課
題についての取り組み。孤独死、認知症などこれまで
の管理組合活動になく、今後必要とされる分野への対
応方針の検討を開始。また、管理に関する点検・判
断・決定を管理組合自身が行うことができる条件整備
を支援していく。
笆コミュニティー活動活性化への取り組み
今後ますます重要になるマンションにおけるコミュ
ニティー活動について全管連内に「コミュニティー委
員会」を立ち上げ、コミュニティー活動活性化に取り
組む。
笳地デジ放送への移行に伴う受信障害対策用共聴施設の
調査・改修費用の国庫負担を引き続き求めていく。
そのために、会員管理組に対して共聴施設の改修等
の実態アンケート調査を行いその結果を総務省に提示
し、要望実現に向けて活動していく。
笘国や地方自治体との連携・協力（継続）

マンション相談員

神奈川県内のマンション管理組合ネットワーク、マン
ション管理士会等では、組織に登録するマンション管理
アドバイザーや相談員を対象に、継続的能力開発（CPD）
制度（＝Continuing Professional Development）を
実施している。
管理組合や区分所有者などが相談依頼する場合に、相
談員の評価基準としてCPDポイントを参考に、継続的に
努力してスキルアップにつなげている人かどうかを判断
できる仕組みだ。
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全管連代表者会議は年2回。今回は鹿児島に集結した

全管連とは…
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、全国各地の管理組合団体を会
員とする組織で1986年設立。現在、北は北海道
から南は沖縄まで、18団体30万7,000戸で構成
される日本で唯一の管理組合の全国組織である。
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）は2006年に準会員として加盟。全
管連の活動内容は各団体間の経験交流、情報交換
などを通じて管理組合の活性化を図ると同時に国
や地方自治体に対する政策提言、意見表明、要望
書提出など幅広い活動を行っている。

CPD制度の概要
CPD制度は、マンションに関わる様々な問題の相談ア
ドバイザーのレベル維持、新たな課題への対応など、その
能力を向上させるため平成16年からスタートした。
神奈川県内では、多くの団体でマンション問題の相談ア
ドバイザーを活用しているが、その資格維持・向上への関
わりは各人・各団体によるところが大きく、また各人の専
門性において、相談への対応力が偏りがちになることは避
けられない。マンションに関する相談事は非常に幅が広く、
これまでなかった新たな問題も増えてきており、相談員の
専門知識だけでは対応しきれないことがある。
そこで、各団体が実施するセミナーや勉強会、見学会へ
の参加をポイント制にして、県内共通の「継続的能力開発
（CPD）制度」を設置することで、県内の団体における、
アドバイザー登録の更新などを評価する仕組み作りを目的
とする。

識者に訊く

山本育三氏

浜管ネット会長・関東学院大学教授

長期優良住宅促進法は私たちのマンションを変えるか
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案（長期優良住宅促進法案）
」が昨年11月28日、先の臨
時国会で成立し、2009年度4月からの施行を目指している。
同法は自民党提言「200年住宅ビジョン」を基にしたもので、耐久性や耐震性、省エネ性など一定
以上の住宅性能のある建築計画、維持保全計画に対し、所管行政庁が「長期優良住宅」と認定する条
項が柱。認定を受けると、固定資産税の軽減、超長期の住宅ローンが組めるなどの優遇措置がある。
では、この長期優良住宅促進法は私たちの住む既存マンションにどう関わるのか。長年、国や横浜
市の行政施策に携わってきた山本育三氏（浜管ネット会長、関東学院大学教授）に話を聞いた。

既存マンションの研究開発の
ほうが必要ではないか
―長期優良住宅促進法の趣旨を簡単に教えてください
蜷約30年でスクラップ＆ビルドを繰り返してきたわが
国の建築文化を見直し、「いいものをつくってきちん
と手入れして長く大切に使う」というストック重視を
背景に、長期的に使用できる良質な住宅を普及してい
こうというもの。環境への負荷低減も目的のひとつだ。
今後「長期優良住宅」は、分譲会社や建設会社に住
宅性能の認定基準を設けて、所管行政庁が管理し、住
宅設備の定期点検や必要な補修等を含めた住宅履歴書
を作成・保存する。
―本当に200年持つ住宅が作れるのでしょうか
蜷「200年」というのは、自民党の政策提言「200年
住宅ビジョン」に由来するもので、法律で定義している
わけではない。200年住宅とは「数世代にわたって住
むことができる品質のよい住宅」の意。ヨーロッパ諸
国の100年、200年以上の住宅では内部の大幅なリ
ニューアルや現代の住生活に合った改善が行われてい
る。長期住宅を保つためには、その時代のニーズに応

えられる建築計画の研究・開発が必要となってくる。
―既存マンションも認定の対象になりますか
蜷国の政策による「ストック重視」はこれから建築する
建物のストックの重視であり、法律も現在の既存スト
ックをどう長期優良住宅にしていくかという点にはま
ったく触れていない。
―既存マンションの行方は…
蜷既存マンションは現在500万戸のストックがあるとい
われている。「長期優良住宅」に少しでも近づこうと
する既存マンションの部分的な改良による「長寿命化」
も、同法の範囲に入れるべきだろう。今あるマンショ
ンストックの多くを建替えることなく、いかに長寿命
化させられるか−それが本来ストック重視の目標では
ないかと思う。新築の優等生だけでなく、既存ストッ
クの良質化への努力も同法に準じていくようにすべき
なのだ。建替えは、それこそCO2の排出量や廃材が膨
大な量になり、環境への負荷が増大するのだから。
まずは、既存マンションが少しでも長期に使用でき
るような建築技術の進歩、支援制度、優遇措置など、
既存住宅社会システムの研究開発のほうが必要ではな
いかと思う。

◆対象となるアドバイザー、相談員
・マンション管理アドバイザー（社団法人かながわ住まい・まちづくり協会主宰）
・マンション相談員（NPO横浜市住宅リフォーム促進協議会主宰）
・横浜市マンション・アドバイザー派遣相談員（横浜市主宰）
・譛川崎市まちづくり公社相談員（川崎市まちづくり公社主宰）
・横須賀市マンション相談員（横須賀市主宰）

CPD認定のセミナーに参加した相談員には、
受講時間に応じたスタンプが与えられる

◆CPD制度への参加団体
・NPOかながわマンション管理組合ネットワーク
・NPO横浜マンション管理組合ネットワーク
・NPOかわさきマンション管理組合ネットワーク
・NPOよこすかマンション管理組合ネットワーク
・NPO相模原マンション管理組合ネットワーク
・NPO湘南マンション管理組合ネットワーク
※オブザーバーとして神奈川県と横浜市が制度に参加している

・NPOかながわ県央マンション管理組合ネットワーク
・NPO日本住宅管理組合協議会神奈川県支部
・社団法人かながわ住まい・まちづくり協会
・NPO横浜市住宅リフォーム促進協議会
・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神奈川支部
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※新年度からは上記資格者以外にも、県下各管理組合ネットワークでマンション相
談体制を構築し、その相談員予定者がマンション管理の知識や実務について向上
するよう、かながわCPD制度の認定対象を広げる方向である
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「同じ建物に住むもの同士、顔や名前くらいは知っておくのは当然」といっ
て居住者名簿を作成する管理組合がある一方、「プライバシーに関することだ
から」と情報の提供にまったく協力しない住民もいる。管理組合を形成する
ための組合員名簿は当然必要で、どのマンションでも作成している。しかし、
それ以上の目的での名簿作成となると、
「個人情報の保護」や「プライバシー」
などの言葉から各戸の受け止め方が違い、誤った解釈も見受けられる。そこ
で、名簿の種類や目的から、法的問題までを整理してみた。
名

種
別
組 合 員 名 簿
居 住 者 名 簿 Ａ
居 住 者 名 簿 Ｂ

簿

目
的
総会召集等
コミュニティー形成
災害などの有事対策

の
種
対
象
所有者のみ
同居人含む
同居人含む

マンション標準管理規約
第64条（帳簿類の作成、保管）
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその
他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理
由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧さ
せなければならない

川崎市・Ｄ管理組合−（災害などの有事対策）
きっかけ…防火管理者を選任し消防計画の見直しを行ったとこ
ろ、建物の収容人数（居住者数）を把握しなければ
ならないことがわかったため
目
的…災害時の救助、安否確認
記入内容…部屋番号、居住者家族の氏名、性別、年齢、緊急連
絡先。備考欄として、要介護などの救助判断に必要
と思われる事項は任意で記入する
取
得…管理委託契約に基づき、区分所有者の変更、入居者
の変更時など、管理会社や管理員がその情報を得た
ときには、管理員を通じて入居者名簿の提出を求め
る。取得した名簿原本を理事長に手渡す。管理会社
は写しを一部作成して支店で保管する
保
管…号室順にファイル綴じにしたものを事務用封筒に入
れ封印。封印には、理事長、防火管理者の2名が署
名、捺印する。ファイル管理事務上の開封、封印は
必ず理事長と防火管理者の2名で行う
更
新…防火管理者の任期2年に合わせる。災害等、名簿の
利用がなければ開封せずに焼却し、新たな名簿を作
成する
閲
覧…防災対策目的なので、一般的な閲覧には対応しない

マンション標準管理委託契約
第12条（通知義務）
2 甲（管理組合）及び乙（管理会社）は、次の各号に掲
げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手
方に通知しなければならない。
一 甲の役員又は組合員が変更したとき
二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与した
とき

08/11/7

マンション管理センター主催特別セミナー
松田弘弁護士（東京弁護士会所属）講演録より

個人情報保護法、管理組合は対象外
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年
月日等、特定の個人を識別することのできるものをいう。こ
うした個人情報の集合物を事業に利用しているものが「個人
情報取扱事業者」で、個人情報の利用目的の特定、第三者へ
の提供の制限などが義務付けられている。
管理組合がこの「個人情報取扱事業者」に含まれているの
かというと、一般的には対象外といえる。法律で該当する事
業者は5,000件以上の個人情報を扱うものを言い、一般の管
理組合で5,000件以上のデータを持つことは考えられないた
め、ほとんど法律に該当しないと考えていい。
ただし、個人情報を知りえる立場の役員がその情報を不用
意に利用した場合、民法709条で不法行為責任を問われるこ
とがあるので、管理組合も個人情報取扱事業者と同様の意識
を持ったほうが良いといえる。

※管理会社保管分は災害等により、管理員室保管分が滅失した場合の予備と
して別保管してもらっている。管理会社がそれ以外の目的で単独に利用す
ることは認めていない

ひと
こと

◆一緒に住んでいる人同士、
最低限の自己紹介くらい当然じゃないか
●横浜市・元理事長Ａさん
うちのマンションでは、世帯主の名前、電話番号、駐車場番号
くらいは一緒に住んでいる人同士で共有しようと、データを
全戸に配布している。まったく管理会社にお任せで、同じ屋
根の下に住む人のことは何も知りませんということはないだ
ろう。家族の個人情報などは別のルールで扱うべきだが、世
帯主の最低限の自己紹介ぐらいを共有するのは当然だと思う。

◆認知症の人を見捨てる形になった、
理事長として情けなかった
●横須賀市・現理事長Ｄさん
理事長になりたてのとき、認知症で一人暮らしのおばあさ
んが警察官に連れられてきた。私は、おばあさんがうちのマ
ンションの住民かどうか、住民であれば何号室なのかを確認
するデータを持ち合わせていなかった。結果、おばあさんは
警察に一晩泊まってもらうことになった。理事長として、ま
ったく情けない話だと、その後も悔いとして心に残っている。
その反省から今では詳細な名簿を作成している。

マンションの居住者名簿は、まず個人情報保護法に当てはまらないのだと理解してほしい。ただ、個人のプライ
バシーに関係する場合、管理組合は法律を意識して取り扱う配慮が必要だ。今は防犯・防災面での居住者同士の連
携が大切な世の中になってきている。事故が起きれば、そのマンションの評価価値は下がる。近隣に気づかれなか
った孤独死でその後その部屋に買い手がつかなかったなどは典型的な例だ。不動産売却においては、重要事項説明で過去にあった
事故等を伝えなければならない。他の住民のことなど関係ない、何も知らないでは、コミュニティーのないマンションとして不動
産価値の評価が下がる可能性もある。居住者名簿の作成をきっかけに、コミュニティー形成を考え直してみてはいかがだろうか。

まとめ
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記 載 内 容
部屋番号、氏名、連絡先
部屋番号、居住する家族構成、連絡先
居住する家族構成、生年月日、緊急連絡先

居住者名簿を作成した目的と保管方法、
私たちはこうしました！

………… 参 考 法 規 …………

・区分所有者や居住者から氏名、部屋番号、電話番号を提供し
てもらうことは、書面でも口頭でも「個人情報の取得」にあ
たる
・標準管理規約第64条に組合員名簿に関する記載があるもの
の、個人情報の提供は強制できるものではない。非協力者に
は説得努力が必要となる
・管理会社保管の名簿でも、閲覧の自由は管理組合にある。受
託者（管理会社）が、委託者（管理組合）に構成員リストを
提供することは「第三者提供」には当たらない

類

判例の
広場

建物区分所有法59条に基づく競売等請求事件

EV内で小便、他住民への怒声・傷害、管理費未納
「共同生活上の障害回避、競売以外に方法ない」
区分所有者の一人（60歳代・男）が他の所有者らの共同

2008・11・25

仙台地裁

【結論】

の利益に反する行為を行ったなどとして、管理組合が

蘆管理組合の請求はいずれも理由があるので、認容する

59条に基づく競売を求め提訴していた件で仙台地裁は

蘆管理組合は、被告の有する物件の区分所有権、敷地利

昨年11月25日、被告の迷惑行為などから管理組合の請

用権について、競売を申し立てることができる

求を全面的に認める判決を下した。管理費等の未納金約

蘆管理費等の支払請求には理由がある

180万円や訴訟費用も全額被告が支払うよう命じている。

蘆訴訟費用は、被告の負担とする

【事件の概要】
（被告の具体的態様）
蘆平成11年4月以降、管理費等を支払っていない
蘆エレベーター内に複数回にわたって小便をし、管理員
にその清掃や消臭を余儀なくさせた

関連条文（区分所有法より抜粋）
第59条（区分所有権の競売の請求）
第57条第１項に規定する場合において、第6条
第１項に規定する行為による区分所有者の共同生

蘆数回にわたり、ベランダからビン類を投げ落とした

活上の障害が著しく、他の方法によってはその障

蘆数年間、複数回にわたって、住民に対して大声で「出

害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分

て来い」等叫び、玄関ドアを蹴って大きな音を立てた

所有者の共同生活の維持を図ることが困難である

蘆15年7月、被告とのトラブルで暴力団関係者と思われ

ときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人

る人物がマンションに乗り込み、被告住戸の前で大き

は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行

な怒声をあげて、ドアを激しく殴打するなどしたこと

為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権

があった

の競売を請求することができる

蘆18年10月、エントランスロビーに無断で絵画を展示。
これを注意した理事長の首を突くなどの暴力で傷害を
負わせた
蘆以上の行為により、住民に著しい不快感、不安、恐怖感、
マンション管理に重大な支障のおそれを生じさせた

【地裁の判断】
蘆管理組合は、被告の行為を原因として、区分所有権等
の競売請求を求めている
蘆被告に対する畏怖困惑を訴える住民が増えたため20

第6条（区分所有者の権利義務等）
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建
物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益
に反する行為をしてはならない

【解説】
強制的な所有権等の剥奪の重み
59条は、6条に規定する「区分所有者の共同の利益」

年4月、被告への59条競売請求に対する弁明書面の提

に反する行為を行った区分所有者の区分所有権と敷地利

出を通知したが、被告は通知の受領を拒否した

用権を強制的に競売できると定めた条項。伊沢文子裁判

蘆20年6月、総会で競売請求の申立てが特別決議により
可決した
危険な行為と解される
蘆被告には、自己の行為を真摯に反省したり、問題解決
のために原告と話し合おうという姿勢がなく、将来同
種のトラブルを引き起こす可能性がないとはいえない
蘆共同生活上の障害を回避するために（競売の）他に相
当な方法があると解されない
蘆管理費等の支払い請求についても、支払わなければな
らないのに履行していないものであると認められる

とから、判断は十分慎重になされるべきだが、共同生活
上の障害を回避するために他に相当の方法があるとは解
されないから、競売請求を認めることもやむを得ない」
としている。
報道によると、被告は他の傷害事件で現在服役中。
59条競売による所有権等の剥奪については近年、「他
に方法がない」という判断以外は認められていない（東
京地裁平成18年6月27日判決、東京地裁平成20年6月
20日判決）が、よほどの迷惑行為と認められれば所有
権の剥奪は可能だといえる判例となった。

Kanagawa Mansion Network

蘆被告の行為はマンションの価値、評判をも低下させる

官は「区分所有権の剥奪という厳しい効果をもたらすこ
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かながわ県央ネット
10
／11
マンション設備改修工事見学会
ドリーム工法による排水管更生
10月11日、海老名みずほハイツ住宅で、ドリーム工法に
よる排水管更生工事の現場見学会を行った。当日は、現場見
学の他に3年前に実施した直結増圧給水方式への改修工事の
説明も行った。
見学会当日の工事概要は以下の通り。
工 事 名：共用部洗面系統雑排水管更生工事
建 物 概 要：SR造5階建・7棟・240戸・築31年
設計・監理：㈱建物保全センター（浜管ネット、よこ管ネ
ット、県央ネット会員）
施
工：川本工業㈱（浜管ネット、県央ネット会員）
工 事 項 目：①流し系共用排水管更生②洗面系共用排水管
更生、一部更新
工 事 期 間：平成20年8月中旬〜10月下旬

設計事務所の立場で工事を解説する福市氏（写真左）と工事担当者

11
／25
分譲マンション管理無料セミナー
プロから見た「大規模修繕工事の進め方」
11月25日、海老名市役所Ｄ会議室でかながわ県央ネット
は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、平成20年度第3回海老名市分譲マンション管理無
料セミナーを行った。今回は15管理組合26人が参加。テー
マは「大規模修繕工事の進め方」で、マンション管理士、１
級建築士の石黒義章氏が担当した。
アンケートの結果からも、長期修繕計画の見直し・修繕積
立金の算出・設備の維持管理といった項目に関心があり、個
別相談でもハードに関する案件が増える傾向にあった。

浜管ネット
10
／13
技術者部会・専門業部会合同セミナー
給排水設備の調査診断と改修工事例
10月13日、ハウスクエア横浜セミナールームで、給排水
設備改修をテーマにセミナーを行った。
当日は第1部で、㈲トム設備設計の町田信男氏（浜管ネッ

6

ト、よこ管ネット会員）が、
「給排水設備の仕組みと着工まで
の手順」と題して、工事を成功させるための設備診断、的確
な工事計画の立て方を
解説。
第2部では、㈱スタ
ーテックの星野隆之氏
（浜管ネット、かなが
わ県央ネット会員）が
診断から工事完了まで
を、事例を交えて説明
設計監理者の立場から、設備の改修を解説
した。
する町田信男氏

11
／30
技術者部会・専門業部会合同セミナー
タイル貼りの大規模修繕工事の注意点を解説
11月30日、ハウスクエア横浜4Fセミナールームで、タイ
ル貼りマンションの大規模修繕についてセミナーを行った。
報告者は、設計事務所から讌創和設計の長友秀信氏（浜管ネ
ット会員）、施工会社から㈱ヨコソーの松本直仁氏（浜管ネッ
ト、よこ管ネット、かながわ県央ネット会員）
、足場仮設専門
会社から㈱サーブの高田充氏（浜管ネット会員）
、材料メーカ
ーから㈱ダイフレックスの柿崎順一氏（浜管ネット、よこ管
ネット会員）。
タイルの浮きやひびは足場をかけないと数がわからないの
で、目視調査で出した見積数量に1割程度の前後を考慮して
施工後に実数清算する方法と、施工した数が増減しようが契
約した金額を変更しない責任施工の方法がある。実際の施工
例から、タイルの貼り替えとエポキシ樹脂注入の見積数と実
施数を比較。貼り替えで実施数が増加しても樹脂注入が減る
など、金額的な変動はさほど大きくならないようだ。
このセミナーでは、映像も加えて施工の様子を紹介。音や
映像によって、音やほこりが大きいことがわかり、どんな騒
音のする工事かを住民に知らせ対応が大切だということが理
解しやすかった。

12
／4
技術者部会・専門業部会合同セミナー
地上デジタル、BS、CS放送対応設備について
12月4日、かなが
わ県民センター305
号室で、技術者部会・
専門業部会合同セミナ
ーを行った。当日は、
Lapis建築工房の石川
裕子氏（浜管ネット会
員）が地上デジタル放
送の現状を報告。その
質疑応答に応える八木アンテナの担当者
後、八木アンテナ㈱の
小雀慎示氏が共同受信設備で地上デジタル放送を受信するた
め、受信機器の調整や交換が必要になるケースなどを説明。
浜管ネット会員の藤澤電気㈱とともに、設備のリニューアル
に関する質疑に応えていた。

川管ネット
10
／18
賛助会員との情報交換会
10月18日、て
くのかわさき（川崎
市生活文化会館）会
議室で、川管ネット
役員と賛助会員を中
心に情報交換会を行
った。
円卓で顔を向き合わせて話すことで、内容の濃
い情報交換ができた

10
／25
河原町分譲共同ビル排水管改修工事見学会
トルネード工法、透明配管で実演
川管ネット正会員の川崎河原町分譲共同ビル管理組合は
10月25日、排水管改修工事における排水管ライニングを主
なテーマに工事見学会を行った。
工 事 名：川崎河原町分譲共同ビル排水管改修工事
建 物 概 要：SRC造14階建・6棟・693戸（1階店舗含
めると719戸）・築33年
設計・監理：㈱改修設計
施
工：㈱西原衛生工業所
工 事 項 目：①雑排水縦・横引き管更生工事②汚水縦・横
引き管更生工事③通気縦、横引き管更生工事
工 事 期 間：平成20年7月中旬〜12月下旬

透明管を使った実演の様子

よこ管ネット
10
／19
マンション管理運営セミナー
マンション管理の現状と今後の課題

10
／25
逗子・葉山地区セミナー＆相談会
「役員の心得」
「新管理者管理方式」テーマに
10月25日、逗子市地域活動センター第1集会室で、首都
圏マンション管理士会神奈川支部とともにセミナーと相談会
を行った。
セミナーは管理士会の鈴木基之氏が担当し、管理組合の運
営の中でも「役員の心得」と「新管理者管理方式」をテーマ
に講演した。
後半は個別相談会。逗子地区で行うこうしたマンション管
理セミナーははじめてで、よこ管ネット等はニーズに応じて
開催回数を増やしていく考えだ。

11
／29
認知症サポーター養成講座
「正しい理解と支援を」
11月29日、ヴェルクよこすか6階第1会議室で、認知症
サポーター養成講座と第11回情報交換会を開いた。養成講
座は横須賀市健康福祉部長寿社会課の介護予防担当を講師に
招いた。厚生労働省では「認知症サポーター100万人キャラ
バン」を行っているが、これは認知症について正しく理解し、
認知症の人やその家族を見守り、支援する認知症サポーター
を増やそうという試み。よこ管ネットはこの趣旨に賛同し、
今回の養成講座を開催した。当日はいつものセミナーとは違
って女性の参加者が多く盛況だった。
情報交換会はマンションでの高齢者対策について話し合っ
たが、居住者名簿の作成に関して個人情報保護法との関係な
ど活発な意見交換があった。参加者から出された自治会と管
理組合の関係についてなどは、残念ながら時間の関係で討議
できなかったが、次の機会に意見交換したいと考えている。

講師は横須賀市職員。講座終了後は、参加者全員に
認知症サポーターであるオレンジの腕輪が配られた

Kanagawa Mansion Network

10月19日、ヴェルクよこすか6階第1会議室で、譛マン
ション管理センター総合研究所の主席研究員・廣田信子氏を
講師に迎え、「マンション管理の現状と今後の課題」と題し、
管理運営セミナーを行った。
平成19年度マンション管理センターアンケート調査によ
ると、高齢化率21％のマンションは約4割。マンションを終
の棲家にする、暮らしやすさから高齢になってマンションに
移り住むパターンが増加している。このため、廣田氏は独居
高齢者の見守り、認知症対策、引きこもり防止など、コミュ

ニティー作りが生活の質に
重要な要素となってくると
いう。
高齢化による役員のなり
手不足もあり、管理組合の
業務にも支障が出ることも
考えられる。これまでのや
り方とは別の角度からみ
て、外部の力を借りること
も必要だろう。ただ、チェ 頼りになるのはやはりコミュニティー
ックする体制ができていな であると廣田氏
ければならない。管理会社
との関係も、対等に、何をどこまでやってくれるのかを明確
にしておかないといい関係はできないと話している。
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横浜・野毛山住宅の軌跡

④ 最終回

とりあえずの船出
昨年11月29日、建替え後初の管理組合設立総会を開いた。
ところが、管理規約の内容でつまずいた。建替え後は142戸。
旧所有者65戸に対して、77戸が新規所有者となる。理事会メン
バーには旧所有者から選んだほうが経験的にもよいだろうというこ
とで、特にこれまで尽力してきた1人を理事候補に上げたのだが、
この人は住戸を賃貸にするという。しかし、規約で「役員は居住す
るものに限る」と明記してあるのだ。
このため、第1期理事会は1人欠員という形をとり、理事候補は
オブザーバーとして参加してもらうことで落着した。
建替組合の副理事長だった江波戸さんは、ここでアトラス野毛山
管理組合理事長に就任することになる。「やっぱり、マンションを
わかっている人じゃないと」という前所有者の思いがあるのだ。
「産みっぱなしじゃダメということ。新しい人たちにマンション
管理をどう伝えて育てていくかが問題だ」
組合運営の予算計画の承認、役員選定の承認、最低でもこのくら
いはスムーズに執り行わないと…。
「とりあえずは船出しました」−現状はそのレベルだと、江波戸
さん。
12月17日に初の理事会を開いた。印鑑は理事長、通帳は管理

耐震関連補助事業の実施状況
横浜市は平成10年に予備診断の補助事業を開始、翌11年に本
診断まで枠を広げた。対象となるマンションは、「旧耐震基準」と
いわれる旧建築基準法の昭和56年5月末日以前に建築確認を得て
着工したもの。横浜市に次いで、川崎、横須賀、相模原でも耐震に
関する補助事業を制度化している。平成19年度末までの実施状況
をまとめてみた。
●横浜市
□予備診断
管理組合数
441

平成14年、120戸のうち居住区分所有者
は20数戸。建替えアンケートを北は北海
道、南はオーストラリアまで郵送した。
17年12月建替え決議が行われ、野毛山
住宅は20年12月「アトラス野毛山」と
して生まれ変わった

会社（東急コミュニティー）保管、会計担当や自治会などへの渉外
担当を決めた。これからの理事会では、基本的なルールをいろいろ
決めて行きたいという。
新規所有者の中から、副理事長を選んだ。新旧の壁を作らぬよう、
どんどん管理組合情報を流して、「私たちのマンション」を構築し
ていく予定だ。決算月は4月。そのときに理事会メンバーを再度固
めていくという。
（終わり）
（取材協力：浜管ネット監事・アトラス野毛山管理組合理事長／江波戸威津雄氏）

アトラス野毛山は全142戸。亀甲石積擁壁とレンガ塀は
「横浜市歴史的建造物」の認定を受け、残存。その他、灯篭
や石橋など野毛山住宅時代の面影を数多く残している
●川崎市
□予備診断の実施状況
管理組合数 診断棟数
22
57
□本診断の実施状況
管理組合数 診断棟数
24
27

戸数
2,399

診断費用（棟）
平均9.3万円

補助金額（棟）
平均6万円

戸数
1,447

診断費用（棟）
平均276.1万円

補助金額（棟）
平均150.1万円

※耐震改修工事等事業助成制度は19年度までの実績なし

●横須賀市
□予備診断の実施状況
管理組合数 診断棟数
8
27

戸数
1,102

診断費用（棟）
平均18万円

補助金額（棟）
平均12万円

●相模原市
診断棟数
1,681

戸数
60,225
※予備診断費用は横浜市が全額負担

□予備診断の結果
本診断が必要
330管理組合35,078戸
562棟（33％）
□本診断の実施状況
管理組合数 診断棟数
戸数
44
80
5,878
□耐震改修促進事業の実績
管理組合数 診断棟数
戸数
4
6
504

本診断が不要
111管理組合25,147戸
1,119棟（67％）
診断費用（棟）
平均362.6万円

補助金額（棟）
平均149.1万円

改修費用（棟）
平均11,691.9万円

補助金額（棟）
平均3,787.8万円

□予備診断（無料巡回相談）の実施状況
管理組合数
診断棟数
10
73
□本診断の実施状況
管理組合数 診断棟数
戸数
診断費用（棟）
1
1
40
平均200万円
□改修計画作成の実施状況
管理組合数 診断棟数
戸数
診断費用（棟）
1
1
40
平均80万円

戸数
2,934
補助金額（棟）
平均100万円
補助金額（棟）
平均53万円

※耐震改修補助制度の改修工事費用の補助は19年度までの実績なし

・予備診断：図面確認や現地調査などで耐震性を判定し、精密診断の概算費
用を提示する
・本 診 断：予備診断の結果、本診断が必要と判定されたマンションについ
て診断し、耐震改修の方法、改修費用の概算などを提示する

◆行政の補助事業
予

備

診

断

本
診
断
担 当 部 署
横浜市が費用の50％（3万円／1戸
限度）を負担
まちづくり調整局住宅部住宅計画課
横 浜 市
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 蕁045・671・2943
マンション耐震改修促進事業
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
マンション耐震診断支援事業 横浜市が全額負担

川 崎 市

横須賀市

マンション耐震診断費用
補助事業制度
マンション耐震改修工事等
事業助成制度

川崎市が3万円／1戸を負担

まちづくり局市街地開発部住宅整備課
建築計画設計費の3分の2以下、耐震改修工事費の15.2％以下かつ戸当たり 蕁044・200・2997
30万円以下を助成

横須賀市が2／3（12万円／１棟限
マンション耐震診断費用
──
度）を負担
補助事業制度
マンション耐震診断補助制度 無料巡回相談で対応
相模原市が2／3（3万円／戸限度）を負担

相模原市 分譲マンション耐震改修
補助制度
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川崎市が6万円／1棟を負担

都市部建築指導課
蕁046・822・8319

①耐震改修計画作成費用の補助 作成費用の2／3とし、延べ面積によって 建築指導課
限度額を設けている
蕁042・769・8252
②耐 震 改 修 工 事 費 用 の 補 助 改 修 工 事 費 の 1 5 . 2 ％ ま た は 延 べ 面 積 に
47,300円を乗じた額の15.2％のいずれか低い額

非賛成理由「費用負担の問題」が55.9%
非賛成者の理由は、
「費用負担の問題」が55.9%（38件）で最
も多く、次いで「引っ越し、仮移転先に対する不満」が35.3%
（24件）、
「修繕や改修で十分だから」が27.9%（19件）、
「住環
境の変化への不安」が19.1％（13件）であった。
合意形成上の問題では、
「高齢居住者や低所得者などへの配
慮」が22.1％（15件）
、
「建替えと修繕・改修で意見が対立」
が11.8％（8件）という結果だった。
調査は、老朽化マンションの建替えの阻害要因を明らかに
する目的で実施した。

国土交通省と内閣府、法務省は共同で、分譲マンションの
建替え等の検討状況に関するアンケート調査を行い、その調
査結果を昨年11月21日に発表した。調査対象は、（A）築後
30年超のマンション管理組合（B）建替え事業が実施済また
は実施中であるマンションの事業担当者（C）マンション管理
業者（D）コンサルタント、住宅関連事業関係者等。アンケー
トは昨年4月に配布し、5月に回収した。
調査結果の中で、
「建替え検討中」または「以前検討したが今
は行っていない」と回答した管理組合（有効回答数68件）内の

建替え検討中及び以前検討したマンションの非賛成者の理由
0

10

（複数回答）

20

30

40

50

60％
55.9

費用負担の問題
引越しを伴うことや仮移転先に対する不満
修繕や改修で十分だから
建替えで住環境が変化することへの不安
建替え事業がうまくいくかへの不安
建替え計画に対する不満
その他
無回答

35.3
27.9
19.1
17.6
11.8
26.5
23.5

建替えを具体的に進めるに当たっての合意形成上の問題
0

10

（複数回答）
20

高齢居住者や低所得者など個別の事情に配慮する
必要があるが、対応が難しかった

30

40

50

22.1
11.8

建替え派と修繕・改修派とで意見が対立した
建替えの決議要件を満たすのが難しかった

5.9

団地の建替えとなるが、各棟の意向に差があり、
団地全体での調整が難しかった

4.4

残債を抱えた区分所有者から合意を得るのが難しかった

4.4

区分所有者のなかで推進役となるリーダーがいなかった

4.4

借家人の協力を得ることが難しかった

2.9

売却や相続等により権利者が入れ替わり、
円滑な合意形成が難しかった
建替え事業に賛成でない区分所有者は
1/5以下だが、強硬な反対者がいた

2.9
1.5
19.1

その他

52.9

無回答

調査結果の概要は右記アドレスより

Ｎ
ＮＰ
ＰＯ
Ｏ浜
浜管
管ネ
ネッ
ット
ト
技
術
者
部
会
技
術
者
部
会

60％

http://www.mlit.go.jp/common/000027312.pdf

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田辺邦男部会長・阿部一尋常務理事を中心に、マンショ
ン改修工事に豊富な経験を持つ一級建築士事務所等で構成しています。建物の現地相談から調査・
診断、工事の設計・監理まで、管理組合の視点でお手伝いいたします。
【問い合わせ】 浜管ネット事務局 蕁045-911-6541

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

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

連絡先

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
lapis0103@yahoo.co.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

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

Kanagawa Mansion Network

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
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管理組合基礎講座
損害保険の上手な利用法①
80％未満の場合は保険金が満額支払われない。このように
満額支払われないケースを「一部保険」という。

―執筆者紹介―

例えば、専有部分の建物評価額を1,000万円として、火災
保険契約金額を600万円、つまり60％とした場合で、火災
などがあって損害額は500万円に上ったとする。

株式会社
グッド保険サービス

満額支払われる80％に対して60％、つまり60／80＝
3／4しかつけていないのだから、損害額500万円×3／4＝
375万円となり、損害額のうちの375万円しか保険金が支

専務取締役

伊藤昌弘

払われないことになるのだ。

氏

どうしてこういうことが起こるのかというと、専有部分の
建物の評価額を知らないで契約しているケースが多いからで
ある。いざ災害にあってから保険内容を知るのでは遅い。超

専有部分の火災保険における建物評価
損害保険各社は2007年4月度から、保険契約の適正化に

過保険と同様、まずは表①を参考に自宅の保険証券をみて確
認したい。

基づく契約是正活動に取り組んできた。しかしながら特に火
災保険は、掛けすぎの「超過保険」
、逆に保険金が満額支払わ

【契約の見直し】

れない「一部保険」が数多く存在している。本編では、区分

毎年更新する1年契約であれば、契約を取り扱う保険代理

所有者が専有部分の火災保険を契約する際、適正な保険金額

店に専有部分の建物のみの評価額を提示してもらい、見直し

（専有部分の建物評価額）について検証してみようと思う。

の必要があれば手続きをしてもらうことができる。

【超過保険】

文書が送付されているはずである。覚えがなければ契約して

長期の保険契約は、既に契約している保険会社から確認の
例えばマンションを5,000万円で購入する際、専有部分の
火災保険の保険金設定を5,000万円で契約する区分所有者が

いる保険会社に問い合わせて、契約の内容を確認したい。
ここで知っておきたいのは、保険金額の超過が判明した場

多い。しかし、マンションの購入額には「専有部分の建物」

合、最大7年間さかのぼって超過部分の保険料の返還を請求

と持分割合に応じた「土地」と「共用部分（建物、設備）
」が

できるということ。
これを機会にご自分の保険証券を出して、契約内容を確認

含まれている。
管理組合が共用部分の火災保険を契約していれば、当然
「土地」「共用部分」にかかる火災保険が「超過保険」となり、

してみてはいかがだろうか。見方がわからなければ、保険代
理店などの専門家に相談してみるのもよいだろう。

超過部分は無駄な保険料といえる。しかも、購入時に長期火
災保険に加入するため、契約内容を見直すことなく今日まで
無駄な保険料を支払っているケースは少なくない。
表①は、
「 専有部分の建物」のみ火災保険契約をする場合、

マンションの事故例と対応する保険の種類
保険をかけただけで補償内容などに関心を持たない区分所
有者は多い。ましてや管理組合が契約する保険については、

ある保険会社が目安としている価格表。例では、専有部分面

どんな事故に保険金が支払われるか全く知らない所有者もい

積72㎡の保険金額は1,072.8万円となっている。自宅の保険

るだろう。以下に、保険代理店の仕事をしている中で経験上

証券と見比べて参考にしてほしい。

多いマンションでの事故例と、それに対応する保険をあげた。
事故例1

【一部保険】
契約した保険金額が保険を付けた対象の再調達価格または
時価の80％以上であれば、保険金は満額支払われるが、

・洗濯機のホースが外れ、階下の住戸に水漏れし、損害が発
生した
・団地構内で区分所有者の子どもがボール遊びをしていて集

表①専有部分のみ契約する場合（上塗り基準）の価格表
単価：万円／裃（専有面積）

区分評価
A
B
C

10

主
階

層

構

造
外

壁

5階建以下

モルタル系

5階建以下

タイル系

6階建以上

モルタル系

6階建以上

タイル系

裃単価（標準）

会室のガラスを割ってしまった
・区分所有者が通勤途上に自転車で他人にぶつかり負傷させ
た
◎対応する保険
1）個人賠償保険（ファミリー賠償保険）

10.1

2）団地保険の個人賠償特約付帯

13.7

3）各種傷害保険の個人賠償特約付帯
4）管理組合が契約している共用部分火災保険の個人賠償

14.9

（例）地上10階建 外壁タイル系共同住宅 専有部分面積72裃
＠14.9万円／裃×72裃＝1,072.8万円

包括特約
※個人賠償保険は単独商品と各種保険商品への特約がある。
以上の保険に加入していれば保険金が出る。4）に加入

していて、さらに各所有者が1）〜3）に重複してかけ

◎対応する保険

ている場合もあるため、保険内容の確認が必要

1）団地保険
2）住宅総合保険

事故例2

3）保険会社各社オリジナルの火災保険（各社によって名

・各戸の窓ガラスに何者かが石を投げ、ガラスが破損した

称が異なる）

◎対応する保険

※以上の保険商品で、保険目的に「家財道具」があれば保

1）管理組合が契約している共用部分火災保険の「破損・

険金が出る。「住宅火災保険」は上記事故例での保険金は

汚損」特約付帯

支払われない

※住戸の窓ガラスはマンション標準管理規約第7条に「専

〔付録〕専有部分の家財道具の評価表

有部分に含まれない」とある。しかし保険の対象は偶然
の事故であることが前提のため、住戸内から物を投げた

専有部分の建物にかける保険とは別に、家財道具にもつけ

りしてガラスが割れた場合は対象外。管理組合の保険が

る世帯がある。保険会社では表②のような数字で、家財道具

「破損・汚損事故」を補償内容に入れているかどうか確認

につける金額の基準を設けている。どのくらいの金額に設定
したらいいのか検討する際の参考にしてほしい。

したい

なお、項目の中に3段数字が入っているが、中央の（
事故例3

）

内が標準基準。家財道具は人によって変わってくるので、上
段にプラス30％、下にマイナス30％の金額を掲載した。

・住戸に空き巣が入り、家財道具が盗難に遭った
・落雷で過電流が流れ、パソコンやFAXが壊れた

表②家財簡易評価表（新価用）
家
世

族
帯

30

35

40

45

構
主

歳

歳

歳

歳

2

成
年

前

前

前

前

齢

後

後

後

後

50歳前後（含以上）

人

3

人

4

単位：万円/小人は18歳未満

人

5

人

夫婦のみ

夫婦

夫婦

夫婦

夫婦

夫婦

夫婦

―

小人1人

―

小人2人

小人1人

小人3人

小人2人

―

―

大人1人

―

大人1人

―

大人1人

940

1,050

1,120

1,160

1,220

1,260

1,330

（720）

（810）

（860）

（890）

（940）

（970）

（1020）

500

570

600

620

660

680

710

1,340

1,440

1,510

1,550

1,610

1,650

1,730

（1030）

（1110）

（1160）

（1190）

（1240）

（1270）

（1330）

720

780

810

830

870

890

930

1,630

1,740

1,810

1,850

1,910

1,950

2,020

（1250）

（1340）

（1390）

（1420）

（1470）

（1500）

（1550）

880

940

970

990

1,030

1,050

1,090

1,860

1,960

2,030

2,070

2,130

2,170

2,240

（1430）

（1510）

（1560）

（1590）

（1640）

（1670）

（1720）

1,000

1,060

1,090

1,110

1,150

1,170

1,200

1,960

2,070

2,130

2,170

2,240

2,280

2,340

（1510）

（1590）

（1640）

（1670）

（1720）

（1750）

（1800）

1,060

1,110

1,150

1,170

1,200

1,230

1,260

（例）世帯主年齢が46歳、家族構成が配偶者、20歳大学生、16歳高校生の4人家族の場合、簡易表を参照すると「45歳前後、4
人家族（夫婦以外、大人1人、小人1人）」で、家財道具の保険金額の設定基準は、標準で1,640万円となる

………………… 株式会社グッド保険サービスの概要 …………………

※浜管ネット、よこ管ネット、湘管ネットで「共用部分の火災保険 保険料削減」をテーマにセミナーを実施しました

●取扱保険会社：［損害保険］東京海上日動火災保険・損害保険ジャパン・三井住友海上火災保険・日本興亜損害保険・あい
おい損害保険・ニッセイ同和損害保険・そんぽ24
［生命保険］東京海上日動あんしん生命・損保ジャパンひまわり生命・三井住友きらめき生命・日本興亜生
命・あいおい生命・アリコジャパン・アイエヌジー生命

Kanagawa Mansion Network

●所在地：東京都中央区日本橋室町2-3-14 古河ビル5F
●URL：http://www.radiaholdings.com/hoken/
●加入ネット：浜管ネット、川管ネット、よこ管ネット、湘管ネット
●特色：管理組合が契約する共有部分の火災保険は、損害保険各社の保険料が違うため、複数の取扱保険会社の比較表で最適
な保険会社・商品の選定を紹介。また、各種特約の契約方法（補償の削除による保険料削減、リスクに合った補償の
追加など）による保険料比較も提案している。
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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

改修一般

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

サービス株式会社

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
マンション管理

ダイアコミュニティサービ
ス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。

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

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

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 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

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

ダイアコミュニティ
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
大規模修繕

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

大規模修繕 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
大規模修繕

株式会社
大規模修繕

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

伊勝

大規模修繕

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
大規模修繕

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

大規模修繕 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。

大規模修繕 神 浜 よこ 央 横浜市南区高砂町2-19-5

大規模修繕
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

大規模修繕

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

大規模修繕

総合建設
企 業 名
大規模修繕

企 業 名
所 在 地
大規模修繕 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。

塗料メーカー・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

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 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

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
塗料メーカー・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
所 在 地
防犯カメラ・防犯機器 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

P R

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
保険

所 在 地

株式会社
グッド保険サービス
金融

浜 よこ

三菱電機クレジット
株式会社

P R

浜 川 よこ 湘 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0120-77-8160
蕭045-473-9610
http://www.radiaholdings.com/hoken/
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

会員数約600、福岡の管理組合連合会を訪ねて
― 浜管ネット常務理事・吉村順一 ―
◇ ◇
福管連の理事長である杉本典夫さんは、管理組合支援の基
本を「ワンストップサービス」の実現においているという。
一連のサービスをひとつの場所で提供するという意味である。
マンション関連は、福管連に来ればすべて解決に結びつく回
答を得られるように努めるというわけだ。
サービスは前述の役員派遣をはじめとして、総会の議案書
作成、規約・細則改正の手伝い、管理委託費等が適正かどう
かの経営・財務診断、決算書作成などの会計業務、管理会社
や工事会社選定の支援等。
浜管ネット加入は130組合を前後しており、ここ数年大き
な増減もない。何とか福管連の活気に追いつけるようがんば
りたいものだ。福管連に学ぶべき点は多いと感じた旅だった。

Kanagawa Mansion Network

NPO福岡マンション管理組合連合会（福管連）を訪ねてき
た。会員数約600管理組合、年間の相談件数約2,000件。
毎年60組合の会員増があるという。
「理事長レンタルします」と全国紙に取り上げられたことも
ある。役員のなり手がいない…高齢化や賃貸化、無関心層の
拡大等が原因といわれているが、今後ますます増えるだろう。
国も対策を考えてはじめている。
◇
さて、役員派遣のニーズはどこにあるのか。
管理組合内部の対立が目立ってきた、大規模修繕工事を進
めていく自信がないなどという理事会の例は少なくない。
このような場合、外部の第三者なら利害の調整もやりやす
いだろう。また大規模修繕工事の間だけ役員を外部から派遣
してもらおう、と考えるのは合理的ではないか。
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十年もやる必要ない状態に持っていきたいというのだ。
今回の工事は外壁改修工事だけではなく、機能改善やグレー
ドアップを鑑み、資産価値向上を目指し、今後おこりうる人口
減少にも耐える建物造を目標に置く。工事は設計監理方式を採
用し、次期総会後1年間で設計を行う。基本工事は以下の通り。
①外断熱改修 ②オートロックシステムの導入 ③二重サッ
シの導入 ④段差の解消（エントランスから公道までの階段・
エレベーター室への階段） ⑤宅配ボックスの新設 ⑥駐輪ラ
ックの設置 ⑦ゴミ置場改修 ⑧防犯優良マンション標準認定
基準に則った防犯カメラの新設
この工事以降20年間は外壁改修を行わないことを目的とす
る。設計段階で全てを網羅した予算作成を行い、工事のための
借入れも視野に入れる。ただし、修繕積立金の値上げ、及び修
繕一時金の徴収は行わない予定だ。

目指すはオートマチック管理
駅遠・狭小・小規模のマイナス要素を一蹴

建物と住民の高齢化を視野に
がんばる管理組合
JR相模原駅、南橋本駅、上溝駅から歩いて30分、バス便も
決してよくない立地で、専有面積約50㎡で22戸の小規模マ
ンション。今回は、最寄り駅から遠い・専有面積が小さい・小
規模である、といったマイナス要素をクリアしつつ、住み心地
のよいマンションを目指す管理組合にスポットを当てた。

賃貸化ストップへのお願い
交通の便が悪く、専有面積が小さいということから、賃貸に
出す住戸が6件になった。全22戸の割合からすると30％に近
くなる。賃貸アパートが隣接していることもあり、所有者と賃
借人の住まい方のマナーが違うことは歴然としている。
「このまま賃貸化が進めば、このマンションはどうなってし
まうのか」
不安に感じた所有者住民の提案が理事会を通り、『賃貸に出
してほしくない憲章』を定めた。同時に2住戸を合わせて1戸
に改造する案（2戸１化）の検討を開始。実際に「今の専有面
積50㎡を倍の100㎡にしたい」と希望する所有者もいる。
そうなれば、今の所有権の売却を希望する人、購入を希望す
る人によって、賃貸住戸は1件だけに減る予定だ。ただ、今後
はその「2戸１化」をどう実現させていくのかという問題が出
てくる。マンションでの問題はすべて「問題委員会」で検討し
ていく。

将来ビジョンのため工事を前倒し

14

「問題委員会」はゴミ出しから共用部分の変更まで、ありと
あらゆる問題をテーマに検討しあう理事会の諮問機関である。
ただし、誰が委員ということはなく、出られる人は誰でも参加
できる委員会として機能している。会合は理事会の前の時間を
設定。常時6、7人が参加。委員を特に決めないというのは、
小規模マンションのなせるワザといってもいいだろう。マンシ
ョンの決め事は理事会だけじゃなく、みんなの関心ごとなのだ。
この理事会プラス問題委員会では、今後30年以上、日常の
メンテ以外は何もしなくていい状態にするための検討を行って
いる。借り入れも視野に入れながら30年、40年、もしくは
50年先まで建物の価値を維持するようなビジョンを計画して
いる。
着工予定は来年。大規模修繕としては2回目。実は前回から
5年しか経っていない。今やるだけやっておいて、3回目は何

ソフト面では、15の使用細則を作成。リフォームは届出の
様式から処理の仕方、理事会運営は選任・解任・業務内容、事
務局設置は任命・業務内容など、将来的に誰が理事長等になっ
ても説明しやすい、オートマチック（自動的な）管理を目指す
という。
「小規模マンションというのは、実は居住者の距離が近い分、
スピード感があって、わかりやすい。決まったことをそのまま
やればいいという、簡単で安心できるマンション管理を目指せ
ば、当然他のマンションとの差別化ができると思っている」と
理事長。
工事も先を読んだ計画を立てて実施へと向かっている。地域
のリーディング（先進的）管理組合になる素質は十分にある。

作成している細則類
縡エクセル横山台使用細則 縒駐輪場使用細則 縱共
用部分使用細則 縟モラル細則 縉賃貸に関する細則
縋理事会運営細則 縢事務局設置に関する細則 繆管
理費収納に関する細則 繦共用部分改修に関する細則
縻美化に関する細則 縵照明器具等消耗品に関する細
則 縹専用使用権のある共用部分に関する細則 繃修
繕委員会設置に関する細則

縷狭小対策『2戸1戸化』

『3戸2戸化』に関する細則

縲バリアフリー化に関す

る細則

■マンションデータ
築16年・22戸・1棟・4階建て
建物構造………RC造
敷地面積………581.59㎡
建築面積………339.34㎡
管理費…………約8,900円
修繕積立金……………………………約12,800円
駐車場充足率（総台数÷総戸数）…55%（12台分）
駐車場の月額使用料…………………10,000円
駐輪場の年額使用料…………………自転車1,000円、バイク5,000円
分譲業者………………………………セイワリアルエステート㈱
建設業者………………………………セイワ建設㈱
管理形態………………………………自主管理
管理員の勤務形態……………………管理員不在
理事会…………………………………年7回
メンバー構成…………………………理事2人・監事1人
任期……………………………………2年交代（1年ごと半数改選）

DATA

イベント情報 ■■

浜管ネット

蕁045-911-6541

マンション管理・運営セミナー
日 時：2月14日（土）13：30〜16：40
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①：管理組合ができる居住高齢者への支援
講 師：中野谷昌司氏（譖高層住宅管理業協会研修部次長）
テーマ②：マンション長命化のための方策と提言
講 師：山本育三氏（浜管ネット会長、関東学院大学教授）
資料代：正会員無料、その他の会員・会員外1,000円
技術者部会・専門業部会合同セミナー
日 時：3月14日（土）13：30〜
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：「工事保証を考える」（仮称）
講師、参加費：未定

川管ネット

蕁044-222-5136

マンション管理基礎セミナー
日 時：2月28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：地上デジタル放送に対応するための改修
講 師：未定
参加費：無料
定 員：150人
正・賛助会員による情報交換会
日 時：3月7日（土）13時30分〜16時30分
場 所：ミューザ川崎（JR川崎駅西口徒歩1分）
内 容：未定
参加費：無料

よこ管ネット

蕁046-824-8133

管理組合会計セミナー
日 時：2月28日（土）13：30〜16：00
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：管理組合会計の留意点について
講 師：大島邦造氏（大田区マンション管理士会会長）
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
日 時：2月7日（土）13：30〜
場 所：藤沢市役所新館7階会議室（JR藤沢駅北口徒歩5分）
テーマ①：大規模修繕工事の進め方
講 師：岡田英二氏（浜管ネット技術者部会）
テーマ②：マンション設備のしくみと傷み
講 師：町田信男氏（浜管ネット技術者部会）
資料代：600円

新 会 員 紹 介
◆正 会 員
名 称
NICハイムシルハイム
三ツ沢桜台管理組合法人

加入ネット

棟数

戸数

竣工年

浜管ネット

2

50

1987

チェリスガーデン
湘南野比管理組合

よこ管ネット

15

410

1991〜
2007

藤和シティホームズ大和
パークサイドビュー管理組合

県央ネット

2

67

1999

◆ 賛助会員
名 称

加入ネット

主な業種 資本金
工機材製品 208億
東 亞 合 成 ㈱ 浜管ネット
メーカー
8,600万円

設立年
1942

マンション 関 連

東急コミュニティー
会員制専有部分サービスを開始

日本マンション計画修繕施工協会
工事の保証制度の構築目指す
全国の改修専門工事業者約100社で構成する一般社団法人
日本マンション計画修繕施工協会（坂倉徹会長＝㈱サカクラ

● 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
蕁蕭 045・316・4505
E-mail kitami@k-mansionlife.com

Kanagawa Mansion Network

㈱東急コミュニティー（浜管ネット、川管ネット、よこ管
ネット会員）は１月１日、有料会員制のマンション専有部分
サービス「家族力＋（かぞくりょくプラス）」の提供を開始した。
水回りトラブルやかぎの紛失、ガラスの破損などの緊急ト
ラブルへの対応、または照明管球の交換や家具の移動、高所
清掃などのお手伝い、不用品回収やふとん丸洗いサービス、
居宅介護支援の相談窓口などのサポートなど、暮らしの中で
必要なサービスメニューを用意。サービスは有料会員制で、
各世帯と個別契約をする。一世帯当たりの年会費は1,800円。
平成23年度末までに会員数8,000世帯超を目指す。

社長）が昨年12月15日、東京・グランドプリンスホテル新
高輪で設立総会を開いた。
協会の主な設立目的は、マンション改修専門工事業種の確
立、改修施工の調査研究、行政施策の普及・啓発など。設立
後は初の事業として、大規模修繕工事を対象とする長期間の
性能保証・完成保証制度を構築していく。
問い合わせは協会事務局 蕁03・5512・2798
◇
坂倉社長が黄綬褒章
2008年秋の褒章が昨年11月3日内閣府から発表され、㈱
サカクラ（神管ネット、浜管ネット、よこ管ネット会員）の
坂倉徹社長が多年にわたる建設業関係の功績により黄綬褒章
を受章した。授賞式は11月18日、皇居で行われた。
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編 集 後 記

新 会 員 募 集

父は定年後、2,400世帯の町内会役員になった。そして、
今年度いっぱいでやめると言い出した。活動したのは13年。
主に街路灯管理の役を担った。父は役員の仲良しぶりが嫌に
なったと言った。70過ぎの人たちが「○○ちゃん」と呼び合
って、会合＝飲み会はよいとしても、仲良し以外は全く受け
入れないのだ。父はずっと疑問を抱いていた。皆の住環境を
一部だけで握っているのはおかしいと。これが管理組合にな
ると、町内会と比べて「利権」という2文字の影響が大きく
なる。
「嫌だからやめる」わけにもいかなくなるのです（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

133組合

30組合

49組合

29組合

13組合

13組合

41組合

308組合

28,399戸

4,635戸

9,093戸

1,657戸

1,393戸

2,893戸

8,209戸

56,279戸

※平成20年12月31日現在
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