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ユニテ・ダビタシオン
フランス・マルセイユ、1952年竣工・18階建て・337戸
世界的建築家ル・コルビジェの初期の作品で、
1棟の中に集合住宅、ホテル、マーケット、レス
トランの他、1階が巨大なピロティー空間、屋上
にプール、集会所、教会等を配置し、都市の中の
主要な機能が詰められていることから、直訳する
と「都市の単位」と命名された。住戸の専有部分
はメゾネット（1住戸2階建て）を活かし、リビ
ングは2階まで一部吹き抜けになっている。
1977年に見学した時には鉄筋の赤錆によるだれやコンクリートの爆裂などが散見
されたが、97年再訪した際は大規模修繕直後で建設時の姿が再現されただけでなく、
専有部分が大幅にリニューアルされ、半世紀経った今もその時々のニーズに合わせて
再生されていた。修繕費用の約3分の1を国が補助し、歴史的な建築物として認定さ
れている。
（文・写真：山本育三・浜管ネット会長、1997年撮影）
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14p 会員マンション紹介

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく
お願いいたします。
永住志向が50％に及ぶ現在のマンションにおいて、
管理組合運営に携わる私たちが考えなくてはいけないこ
と、それは長期的な展望を持ったマンション管理ではな
いだろうか。
役員同士、あるいは区分所有者も含めて10年先、20
年先には自分たちのマンションがどのようになっている
のか、いや、どのようにすれば住む喜びが伝わる幸せな
マンションライフを満喫できるのか、ソフト、ハードの
両面で話し合う機会を持つことが必要であろう。
高齢化、高経年化は当然のこととして受け止め、お年
寄りも若い人も一緒に楽しめる場を組合主導で考える、
そしてハード面においては若い世代が進んで入居してくるマンションを目指すことが
必要だろう。例えばインターネットの導入は多くのマンションで進んでいるが、築年
数の経過したマンションでは電気容量のアップはお金もかかることもあってまだまだ
進んでいない。次世代の人たちにしてみれば30アンペア程度では満足できないだろ
う。これでは若い世代の人たちが進んで入居するとはいえない。
少子高齢化の今、自分たちのマンションをどういう住環境にしていくのが良いか、
このことについて組合内でじっくり話し合う場を持ちたい。
古いマンションに限らず、新しいマンションにも将来を見据えたマンション管理を
考えてもらいたい。住民たちからいろいろな案や企画が自由に提案できる場を作り出
すことこそ豊かなマンションライフのために管理組合が果たすべき役割と考える。
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新春
特別企画

快適で住みよいマンション作りへ
私たちにできることは・・・

快適で住みよいマンションを作るために私たちにできることはどんなことでしょうか。他人にお任せではな
く、自分の意見や要望、夢を発言することで生活環境は変わってきます。積極的な姿勢から、さまざまな取り
組みを実践している管理組合もたくさんあります。自分たち住まいの明るい未来へ、ヒントにしてみましょう。

『100年マンション憲章』

外断熱改修

若葉台住宅管理組合協議会（柴田中夫会長）は13管理組

外断熱とは建物を外側からすっぽり断熱材で覆う方法。日

合・51棟・3,670戸が加入する横浜・若葉台地区の管理組

本の建築物のほとんどがコンクリートの内側に断熱材を施す

合協議会で、各管理組合の共通の問題を協議し、生活環境の

内断熱工法を用いている。

改善、組合運営の向上を図る目的で組織化している。
「100年マンション憲章」は、日常を含め長期にわたって

外断熱のメリット

建物の維持保全をして「長命化」を目指し、その時代の居住

蘆外断熱は断熱材により外壁を保護するため、コンクリー
トの中性化を防ぐことができる

ニーズに沿ってできるだけの施設の改善・改良による「再生」

蘆高気密化住宅においても結露の発生を防ぐことができる

で、居住者の活性化を促すことなどを目的に制定した。

蘆室温が外気温に影響されず、小さな
エネルギーで効率よく冷暖房できる

管理規約等が居住ニーズにそぐわない場合、それらを改正
してでもニーズを取り込む「攻める管理」も掲げている。
緑のまち横浜若葉台「100年マンション憲章」（2007年度制定）
1. 管理組合は、マンションの「長寿命化・再生」を目指し、様々な
施策と活動を行っていきます。
2. 管理組合は、
「守る管理」から「攻める管理」を実践していきます。
3. 管理組合は、この素晴らしい「住・緑環境」を守り、積極的かつ
広域的に協調して管理していきます。
4. 管理組合は、世代間の平準化を積極的に図り、「世代循環型団地」
の創出を目指します。
5. 管理組合は、オール若葉台組織の一員として、魅力ある100年
タウンを目指し、
「緑のまち横浜若葉台」を創造します。

ため、室内温度が安定し、快適な温
熱環境を維持することができる
外断熱のデメリット

外断熱はドイツや
スウェーデンなどでは
盛んだけど、
日本の外断熱マンションは
1%程度なんだって。

蘆コストがかかる
蘆壁厚が増え、開放廊下が狭くなる場
合は消防法に抵触する場合がある
蘆断熱材の耐震性、耐火性、強度に不安がある

協議会の会長は
「100年」というのは
単なる数字で、
100年でも200年でも
という意味だと言って。
すごいね。

若葉台100年マンションのもっとも象徴する
ものは「緑のまち」の創造である

『マンション・モットー』
NPO相管ネット（朝野浩行会長）も、管理組合の基礎とな

ホームタウン南大沢・築24年・174戸。国土交通省「省エネ改修緊急促
進事業」に採択され、5,000万円の工事補助金が交付される

る考え方や方向性等を書面化する「マンション・モットー
（管理組合憲章）」をすすめている。
朝野会長より。「このモットーを制定しておくと、そのマン
ションが例えば住居専用とあれば事務所などを置くことがで
きないし、他にも『この建物は借地権なのでその借地権が切
れる40年目まで建物を良好に保つことを目指す』とあれば
大規模修繕に必要以上の工事は必要なくなる」
「このモットーを合意文章として制定すれば同じ趣味嗜好の

サッシ回りの様子。壁厚が50ｍｍ エクセル横山台・築17年・22戸
増える
の施工の様子。燃えにくい特殊な発
泡スチロールが断熱材

方が集まり、管理組合にとって無用なトラブルが少なくなり、
総会でも将来のビジョンが明確に示される可能性も高くなる。
私たちがさまざまなマンションを見てきて、本当に素晴ら
しい管理組合には合意文章として制定してなくともモットー
のようなものが存在し、ダメな管理組合には全くないのが現
状だった。しかしながら居住者の高齢化が顕著になるとその
制定もままならなくなってくるので、なるべく築年数が浅い
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うちに制定することが必要かもしれない」

インターホーンや排気口などは断熱 スカイハイツヴィラ横山台・築22年・
材の分浮かせて設置する必要がある 36戸はすでに施工済み。玄関扉も変え
た。奥のPSを見ると壁厚がわかる

建替え
横浜市初の認定

緑 化

野毛山住宅

写真は駐車場の屋上緑化の様子。屋上緑化が難しいのは、

建替え決議が成立したのは2005年12月。前年に旭化成

設置の問題だ。下記の注意点ができていなければ、根腐れを

ホームズが建替え事業のパートナーに選ばれた。2006年、

起こし、雨水が住居へ漏水することにもつながる。防根（敷

横浜市で初の建替え円滑化法の建替組合が認可された。

地内の配管等への根の侵入、基礎壁、コンクリート等への根

建替え前：野毛山住宅
1956年竣工
5棟・5階建て・120戸
建築延床面積 5,207㎡
専有面積 39〜48㎡
自主管理

建替え後：アトラス野毛山
2008年竣工
1棟・6階建て地下1階・142戸
建築延床面積 9,204㎡
専有面積 30〜82㎡
全面委託管理

の進入防止）を施すことも肝心である。
注意点
（１）防水

（２）防根

（４）手入れの簡便化

（３）排水性と通気性の確保
（５）重量

（６）土壌

お花を楽しみにする
住民は多いね。
同好会を作って、
マンション内で花の
講座を開く人もいるよ。

管理組合では「花工房」という有志
のメンバーを集めて、花を育ててい
る。住民同士のコミュニティーへの
一つのツールともなる

カーシェアリング

旧野毛山住宅

カーシェアリングは、1台の自動車を複数の会員が共同で、
時間単位で利用するもの。新築マンションでは100戸程度で
1台のシェアが効率よく、30〜40％の世帯で子どもの塾や
保育園の送迎、買い物、病院への行き来など、1時間以内で
の利用が盛んだという。
導入の多くは軽自動車で、利用料金は15分200円（ガソ
旧地権者は65戸を取得し、77戸を 「横浜市歴史的建造物」に認定され
一般販売した。亀甲石積擁壁（よう たこともあり、建替え後も当初から
へき）とレンガ塀を残している
ある灯篭や石橋などを残した

リン代含む）
。ただし既存の管理組合が導入する場合は、この
ほかに車代（保険、車検代金等含む）のリース契約が必要で
月々の支払いが発生する。ペットクラブなどと同様に有志に

全国初の自主建替え

町田山崎団地

元の敷地の約30%を町田市とデベロッパーに売却して建

よる会員制度（受益者負担）で運用することが望ましいかも
しれない。

替え事業に繰りこんだ。また町田市からの補助金、建替えを
既存マンションでは
導入は難しいかもしれないけど、
うまく利用すれば
管理組合にメリットが
あるかもしれないよ。

見越していた修繕積立金、保留床40戸の売却金額により、
戸当たりの自己負担は平均約900万円となった。
建替え前：町田山崎団地
1968年竣工
9棟・5階建て・300戸
敷地面積 27,700㎡
延床面積 5,207㎡
専有面積 48㎡
自主管理

建替え後：サンヒルズ町田山崎
2008年竣工
2棟・10階建て・305戸
敷地面積 14,887.48㎡
延床面積 20,845.03㎡
専有面積 30〜80㎡
自主管理

キーは車中。ドアロックは登録した
ICカードや携帯電話などで開閉し、
利用時間に応じて差し引かれる仕組み
（写真提供：㈱アスク）

イベント企画
マンション内のコミュニティー作りは有志が集まる同好会、
ボランティア、防災訓練など。夏祭りや冬の餅つき大会など
は自治会と管理組合が共同で行っているケースも少なくない。
住民同士が挨拶をかわすコミュニティー形成ができている
を守るためにも必要なことだ。
旧町田山崎団地
建替えは合意形成が大変。
野毛山は、利益が出ると計算して
名乗り上げてくれたデベロッパー
がいてよかったね。
デベが現れなかった町田山崎は
売却できる敷地に
恵まれたね。

権利放棄した35戸と新規5戸を合
わせて保留床戸数は40戸。権利放
棄への売り渡し請求額は700万円

マンションの行事に
参加することで
いろんな情報が
入ってくるのよね。

住民有志が集って農業体験。春に田
植えをし、秋には稲刈り。イベント
に参加することで顔見知りを作るこ
とができる
（写真提供：㈱アスク）
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ことが一番の防犯になるともいわれている。犯罪から子ども
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今年5月、出納業務は新たな分別管理方式へ
国土交通省不動産業課は平成19年より「マンション
管理業の適正化の推進に関する制度委員会」を設け、

から組合名義の保管口座へ移し替えるか、③組合名義の
収納口座から保管口座へ移し替えるかという管理方式を
取っていた。
保管口座の場合の通帳と印鑑の同時保管禁止（現行第

21年9月、管理業者が管理組合から委託を受けて行う出

87条第4項）、収納口座を管理業者が預かる場合の保証

納業務など、適正化施行規則に定める分別管理の手法等

措置など一定のルールを設けていたが、一部管理業者の

の改正を行う通達をした。22年5月1日から施行される。

横領事件が続いたことから、今回省令の改正により、分

現行の分別方式は3つ。①原則方式（現行第87条第2
項）②収納代行方式（同第3項）③支払一任代行方式

別管理の手法の見直しを行った。
ただし、横領は管理業者のみの事件ではなく、理事長
や会計担当理事など、管理組合内部の犯行も目立ってい

（同第5項）。
区分所有者から徴収する管理費用（管理費や専用使用

る。大切なのは、自分が支出する管理費等のおカネの流

料など）と修繕積立金を①管理組合名義の収納・保管口

れがどうなっているのかを区分所有者のみんなが知って

座で処理するか、②管理業者名義の収納口座で処理して

おくことである。

改正後のマンション管理適正化法施行規則
第87条（財産の分別管理）
第2項第1号
イ

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分とし

て徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに
収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

ロ

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金（金銭に限る。以下この条において同じ。）を保管

口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴
収された前項に規定する財産（金銭に限る。以下この条において同じ。）を収納口座に預入し、毎月、その
月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月
末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
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ハ

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保

管口座において預貯金として管理する方法

※国土交通省不動産業課資料より引用

適正化法省令の改正で標準管理委託契約書も改訂になった。ほとんどの管理組合は管理会社に

ポイント
ポイント

管理を委託しているので、各管理会社も5月に向けて調整を行っている。こうした機会に自分の
マンションはどの分別管理方法に当てはまるのかを知っておきたいものだ。
省令改正が施行されるのは今年5月1日。
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●税理士・外部監査人

三浦

利彦氏

（NPO神管ネット監事）

今 回 の キ ー ワ ー ド
縡 管理組合への税務調査
縒 期限後申告

れば、いろいろと助力もできたのに。
管理組合の収入で税務調査の対象に当てはまる
のは、看板広告や携帯電話の基地アンテナの設置、
駐車場の第三者貸し出しなど。進行中の事案につ
いては、追って紹介する。

縡 管理組合への税務調査
数年前から講演などがあるたびに警鐘を鳴らし
てきたが、とうとう管理組合にも税務調査が入る
時代になった。
私が管理組合から相談を受けたもので現在1件
が終了。1件進行中の事案を抱えている。終了事
案は東京・お茶の水のマンションで、過去4年間
分の税金で約160万円を納付した。
進行中の物件は大和市の20数戸の小規模マン
円の税金を納めなければならなくなりそうであ
る。

税務調査は、事前に申告している年分について
は過去3年分が調査の対象になるが、申告する必
要があることを知らずに申告していない法人
（NPOや管理組合、ボランティア団体等を含む）
には過去5年分が調査の対象となる。
このように期限内に申告をせず、後に申告期限
が終了してからさかのぼって申告することを期限
後申告という。
申告漏れなどが見つかることで5年分の申告と
なれば、その間の税金を納付することになり、さ

残念なことは、どちらのマンションも税務調査

らに加算税（罰金）、延帯税（利息）も同時に発

が入った後に私のところに「どうしたらよいでし

生する。このため期限後申告は納付金がかなり多

ょう」と駆け込んできたもので、その段階では税

額になることが予想され、負担が大きくなる。管

務当局から過去何年分の申告をしなさいというこ

理組合に収入がある場合は、早めに専門家に相談

とがほぼ決まっていることだ。調査前に相談があ

してほしい。
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ションだが、見込みでは過去5年間分で約800万

縒 期限後申告
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役員輪番制の問題、役員にならない不在者への対応どうする！
？
管理組合役員の成り手不足の問題

「マンション管
協 力
理の手引き」を
●
作成。その中に
三井一征氏
参考として小規
●
模マンション対
応型モデル管理
マンション評論家
規約を盛り込ん
マンション管理士
でいる。その中
で、国土交通省のマンション標準管理規約が触れていない
「通信費等」を盛り込んだ。
しかし長年マンション問題に関わってきた三井一征氏は、
「通信費」という名目より「管理協力費」という呼び名を定着
させて、管理組合業務に携わることができない不在区分所有
者からは相当の費用を徴収するべきだと提案する。
理事は、自分の時間を割いてマンションの業務を行ってい
る。理事の成り手不足にも関わらず、そのマンションから遠
方に住んでいることを理由に理事の仕事と責任を負わないの
は不公平ではないか。
通信費は切手代、電話代など微々たるもの。役員の成り手
不足が問題化するほど、実際は役員になることのほうがはる
かに必要なことであるといえる。

高経年化マンションでは、理事長、理事などの管理組合の
役員の成り手が不足するマンションが増えつつある。理事会
のメンバーは、マンションを購入した区分所有者が輪番制や
立候補制で構成するのが一般的。理事会の人数は管理規約で
決まっている。しかし、それでは居住より投資や賃貸収入を
目的とする不在区分所有者が役員になる負担がないことから
不公平感を持つ人も増えてきている。

「通信費」より「管理協力費」の呼び名を
平成16年1月に国土交通省が発表したマンション標準管理
規約第35条第2項には、「理事及び監事は、○○マンション
に現に居住する組合員のうちから、総会で選任する」とある。
そのマンションに住んでいない区分所有者は理事等になる
ことができないことになる。
ところが、そうした不在区分所有者に対しては、最低でも
総会や理事会の議案書、議事録等の送付は必要であり、
「現に
居住する組合員」より 手間 がかかる。このため「通信費」
として管理費とは別に徴収する管理組合がある。
「通信費」は
切手代、つまり送料の実費がいくらという計算である。
横浜市では平成14年10月、NPO浜管ネット協力のもと、

──── 横浜市作成「マンション管理規約の手引き」より抜粋 ────
小規模マンション対応型モデル管理規約（平成16年2月修正版）
第19条（専有部分の貸与）
第3項 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、
別に定める通信費等を管理組合に納入しなければならない
第4項 前項の通信費等は、第27条第十一号に定める費用に充当
する
第27条（管理費）
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に
充当する
十一 管理組合の運営に要する費用

第19条コメント
第3項は、区分所有者が第三者に貸与した場合に
要する通信費等の費用の負担についての規定がない
ために追加したものです。
第4項は、通信費等の充当先を規定したものです。
編集部注）実際のモデル管理規約第19条第4項には「第26
条第九号」とありますが、「第27条第十一号」
が正解です。

不在区分所有者への対応例
名

横浜市作成
「マンション管理規約の手引き」

判例１
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平成17年5月13日

目

金

Aマンション

通信費

600円／月

Bマンション

外部協力費

1,000円／月

Cマンション

不在区分所有者管理費

管理費の5％

Dマンション

通信費

2,000円／年

Eマンション

文書配布に関わる費用

2,000円／月

Fマンション

通信費

2,000円／年

Gマンション

通信費

2,000円／年

東京簡裁

少額訴訟判決

区分所有者本人が居住せずに賃貸していることを理由と
して、管理費とは別に総会決議に基づき定めた組合協賛金
（月額6,000円）11カ月分の未納額66,000円と滞納管理
費54,870円の合計120,870円の支払いを管理組合が求
めた事例。
裁判所は、組合協賛金は総会決議によって徴収する根拠
があるとし、管理は実際に居住する組合員によって分担さ
れており、金銭によってそれを補う義務を課せられたとし
ても、「公平の見地」から受け入れるべきであるという考え
方があるものと認めた。月額6,000円という金額も本件マ
ンションの規模から考慮すると合理性があるとし、原告の
主張を認めている。

判例2

（2009.11 神管ネット調べ）

額

備

考

裃数によって各戸異なる
役員になれないためを含む

平成18年9月15日

大阪地裁

総会決議において、3/4以上の多数で管理規約を改正し、
不在区分所有者に対して5,000円／月の協力金を組合費（管
理組合費）とともに納入する決議をしたが、これを不満に思
った不在区分所有者が支払いを拒否した事案。裁判所は「年
間6万円の協力金を負担させることは、当該区分所有者が受
忍すべき限度を超えているとまではいえない」として、平成
16年8月〜17年12月分までの17カ月分85,000円の支払
いと訴訟費用等を不在区分所有者に命じた。
新たに「管理協力費」を設けるためには総会で

ポイント の普通決議（1/2）以上が必要。協力費がどの会
計に入るのかについてなども明確にしておきたい。

マンション 関 連

神奈川県、横浜市がマンション実態調査を開始
県は相模原、海老名、厚木など
県央から北部

横浜市は平成15年以降の
新規マンション対象

神奈川県は平成21年度内に県内分譲マンションの実

NPO横浜マンション管理組合ネットワークは前回の

態を把握し、適正な維持管理や円滑な再生へつなげてい

平成14・15年度に引き続き、21年度の調査を受託し

くことを目的に「神奈川県分譲マンション実態調査（県

た。調査対象は平成15〜20年の6年間に新規分譲され

北部地域＝相模原、綾瀬、伊勢原、海老名、厚木、座間、

たマンション。調査目的は横浜市の今後のマンション施

秦野、大和等の分譲マンション）」を実施する。NPOか

策の基礎資料とするため。

ながわマンション管理組合ネットワークが事業の委託を
受けた。

調査内容はマンションの建築概要（所在・戸数・階
数・構造等）、建物・設備概要（建物形状・共用施設・

推計調査対象は約1,800件。最新のデータをもとに調
査する。

給水設備）、管理・修繕概要（管理委託内容・長期修繕
計画・外観目視状況等）。

調査員は4人1班で7班編成。各班には、1人以上のマ
ンション管理士を入れる。

緊急雇用創出事業の一環
どちらも厚生労働省がすすめる緊急雇用創出事業の一
環であり、ハローワークに求人登録をし、調査員を雇用
して実施する。マンションを訪問して聞き取り調査を行
うため、管理組合などの協力を得て進める。

神管ネット、浜管ネットが受託
神管ネット、浜管ネットでは神奈川県、横浜市の
事業としてマンション実態調査の委託を受けまし
た。調査員が訪問した際には、ご協力をお願いいた
します。
●調査に関するお問い合わせ
NPO神管ネットマンション調査チーム：
蕁045-681-1870
NPO浜管ネット：

● お 知 ら せ ●

▲神奈川県の調査票

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
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蕁045-911-6574
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12／5
ほんとにいいのか!?
他人任せの大規模修繕工事

浜管ネット
11／21
開口部回りの大規模修繕工事
11月21日貍、ハウスクエア横浜セミナールームBでマン
ション管理セミナー「開口部回りの大規模修繕工事」を開い
た。
玄関扉や窓枠サッシなどの「開口部」改修は、外壁や防水、
鉄部または給排水設備と比べて取り残されている感が強い。
しかし築30年も過ぎると、隙間風、雨が吹き込む（気密
性、水密性）、外部の音が聞こえる（遮音性）、結露が生じる
（断熱性）、窓が重くて開閉しづらい、戸車の滑りが悪い（操
作性）、クレセントのかかりがゆるい（防犯性）など、性能の
低下が目立つようになってくる。
セミナーではデルフィ設計（設計）、相鉄建設、ピーテック
（施工）、YKK AP（メーカー）の各社が開口部改修について、
「快適性」だけでなく地球環境問題に配慮した省エネルギー化
などを話した。
複層ガラス化・二重サッシへの断熱改修工事には「所得税
控除」「固定資産税減額」の省エネ改修減税制度がスタートし
ている。

セミナーはデルフィ設
計・内田修司氏による
「サッシの歴史」からは
じまった

11／24
事例で学ぶ〜給水設備直結化改修
11月24日貂、かながわ県民センター403号室で「事例で
学ぶマンションの給水設備直結化改修工事」を開いた。
当日は大神設備工業が直結増圧工事の着工から完工までを、
事例を用いて解説。診断会社のジャスコが配管調査診断の方
法や内容を紹介した。
配管内調査は非破壊検査が主で、X線配管劣化診断、超音
波肉厚測定調査、内視鏡調査などがある。X線は配管以外に
もコンクリート内部調査で使われ、コンクリート改修（穴を
あけるなど）の際に鉄筋や電配管等の確認に利用されるとい
う。

給水管改修では直結化
へのシステム変更が多
くなっていきている。
写真は講師を務めた大
神設備工業
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12月5日貍、ハウスクエア横浜セミナールームで、「ほん
とにいいのか！？ 他人任せの大規模修繕工事〜プロからの失
敗ゼロのアドバイス」と題するセミナーを行った。
当日は島村利彦氏、小島孝豊氏（ともに浜管ネット技術者
部会）と専門業部会のメンバーが建物の維持管理するために
日常誰にでもできる自主点検、大規模修繕工事の長期にわた
り計画を立てる際のポイントをもとに、大規模修繕工事成功
への道のりについて設計・監理者と施工者の立場からそれぞ
れ事例を交えながら解説した。
第2部ではサッシ、玄関扉、金物類、防水、機能性塗料
等々、各種工事内容のポイントの説明を行った。

自分たちで行うことによ
って工事の成功があると
話す設計・監理者の島村
利彦氏

12／12
横浜市サポートセンター
「建物の維持保全研修会」
12月12日貍、平成21年度横浜市マンション管理組合サ
ポートセンター特別企画としてマンション管理基礎セミナー
No.2「建物の維持保全研修会」を横浜市開港記念会館で行っ
た。
講師陣は以下の通り。「国交省・長期修繕計画標準様式」奥
西幸夫氏（マンション管理センター技術部）、「大規模修繕と
設計・施工業者選考」割田浩氏（マンション管理士）、「大規
模修繕の建築工事仕様」根岸光司氏（建物ドクターズ横浜）、
「給水管・排水管の改修工事仕様」町田信男氏（浜管ネット技
術者部会）。
当日は約100人が参加。長期修繕計画から業者選定、建築
仕様、給・排水管の改修仕様まで1日がかりのプログラムで、
「具体的な話が多く参考になった」「管理組合の理事だけでな
く区分所有者が勉強するのは当然」と感想を述べる人もあっ
た。
サポートセンター交流会は毎月第1日曜日、横浜市の各区
（18区）で行っている。

サポートセンターには熱
心な人々が集まっている
ことが伺える

かながわ県央ネット
12／12
大規模修繕工事見学会
〜ファーストクラス厚木管理組合法人〜
12月12日貍、かながわ県央ネット会員のファーストクラ
ス厚木管理組合法人で大規模修繕工事見学会を行った。
建物概要：鉄骨造3階建て/半地下1階駐車場・1棟23戸・
築15年
工事概要：外壁補修、防水、半地下駐車場天井耐被覆工事
設計監理：㈱建物保全センター（浜管ネット技術者部会）
施
工：㈱ヨコソー（浜管ネット・よこ管ネット、かな
がわ県央ネット会員）
当日は最初に河原口自治会館で見学前の工事概要を説明。
まず管理組合法人の山下裕輔理事長がデベロッパーとの係争
から修繕工事に辿りつくまでを話した（※ネットワーク通信
第9号14p参照）。
建物保全センター・福市博臣社長は山下理事長の話を踏ま
え、管理組合が置かれた資金難の状況の下、修繕計画の作成、
住宅金融支援機構への借り入れ手続きでの苦労話を語った。
施工会社のヨコソーは小規模物件工事の難しさを話すととも
に、今回外壁タイル面への防水施工で採用した仕上げ材のコ
ーティング工法「クリアウォール」を説明。その後は参加者
全員で現地に移り、実際の施工状況を確認した。

見学前は河原口自治会館を借りて工 現地ではタイル面の防水コーティン
事内容の説明。管理組合と試行錯誤 グ施工状況などを確認した
してきたことを話す福市博臣氏

国土交通省事業・マンション等
安心居住推進事業
神管ネットCPD研修セミナー12月

12／2
第７回 共催：川管ネット

居住者の高齢化と建物・設備の高経年化

12／5
第２回見学会 共催：相管ネット

国交省から補助金を受けた外断熱工事見学会
12月5日貍、相模原のエクセル横山台管理組合で10時、
13時、15時の3回に分けて外断熱工事見学会を行った。
建物概要：RC造地下1階4階建て・1棟22戸・築16年
工事概要：外壁外断熱、断熱サッシ、断熱玄関ドアへの改
修工事
工 事 費：約3,450万円
補助事業：国土交通省『住宅・建築物省エネ改修推進事業』
①躯体（外皮）の省エネ改修を行うもの
②エネルギーの消費量が、改修前に比較して建物全体で
概ね10％以上削減されるとみなされる改修
補助限度額：１事業あたり5,000万円または対象工事費の
1／3のどちらか低い額
施
工：東邦レオ㈱（相管ネット賛助会員）
工事期間：平成21年10月〜平成22年2月

写真左上は見学前の現地説明会の
様子。写真上は共用廊下の壁に断
熱材施工中。写真下は、壁に断熱
材を施工する前に設置した断熱玄
関ドア。壁より前に出ているのが
わかる

12／11
第８回 共催：日住協神奈川県支部

自前建替え町田山崎団地の成功例から学ぶ
12月11日貊、横浜・石川町のかながわ労働プラザで第8
回CPD研修セミナーを行った。タイトルを「自前建替え町田
山崎団地の成功例から学ぶ」とし、町田山崎団地再開発コン
サルタントの西木實氏を講師に迎えた。
町田山崎地区一帯は賃貸を含む公団、公社住宅約9,000戸
を一団地の住宅施設として開発されており、その中にあった
分譲団地の建替えが可能になったの
は、行政の都市計画変更による「一団
地」からの区域除外。ところが建替え
のために建替え事業に参加するデベロ
ッパーが見当たらなかった。マンショ
ン建替え円滑化法の事業協力者がいな
くても自主建替えを成功させたのは、
「建替えありき」を前提に無用な修繕
を行わず積立金を蓄え続けたことにあ
建替えをコンサルティン
ると西木氏は話した。
グした都市研究所代表の
施行マンションの概要は3p参照。
西木實氏
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12月2日貉、川崎市総合福祉センター（旧エポックなかは
ら）で第7回CPD研修セミナーを行った。タイトルは「居住
者の高齢化と建物・設備の高経年化〜相談する人と相談され
る人とを結ぶ視点〜」。講師は村井忠
夫氏・マンション管理問題評論家。
村井氏は高齢化や高経年化について
の相談に臨むとき、高齢者を「65歳
以上なら70歳も90歳も同じ」と考
えない、健康な人と病気の人を区別し
て考える、一人暮らしか仕事を続けて
いるかということも念頭に入れるなど
を考え方のポイントとしてあげる。
村井先生の講演はいつも
70歳前後の人たちが管理組合活動を
高齢化を感じさせないパ
活発に行っているケースでは、数年後
ワフルなもの

に体力が衰えてくるとともに組合活動も弱体化することも高
齢化問題となる。
また、質問事項を確認するために回答者である相談員が逆
に質問することが肝心だとも。高齢化や高経年化の相談では
相談事項の個別性が強いだけに、確認のための逆質問が多く
なって、この展開の重要性が特に大きくなると話していた。
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ワンポイント

第 11 回

管理組合基礎講座
マンション防犯化への取り組み②
― 防 犯 設 備 改 修 事 例 ―
―執筆者紹介―

Aマンション・築20年・2棟・73戸
防犯対策経緯：
これまでのセキュリティー設備は塀などの上に先端の

株式会社
日本ネットワークヴィジョン

美濃本宗明氏

とがった鉄棒などを並べ立てたもの程度だった。空き
巣や車上荒らし、排水桝のふたの窃盗などが発生して
いたことから「設備の不足は入居者に対する不安感を
招く」と専門委員会で検討を行った。①インターホン
設備をカメラ付に更新してセキュリティー性を高め、

一言に「防犯設備」と括っているが、集合住宅の防犯

その後②防犯カメラを設置した。
工事内容：

設備には様々なものがある。
共用部分では、集合住宅での導入が標準化してきてい

①インターホン設備設置及び設置に伴う配管・配線工事

る「防犯カメラ」や共用玄関の「オートロック」設備の

インターホンの機能概要：テレビ付きインターホ

他、
「カメラ付インターホンシステム」
、
「センサライト」、

ン、ハンズフリー通話、管理事務室通話、非常ボタ

雨水縦配管への「忍び返し」などの新設や更新が多く

ン通報、ガス・火災検知器の機能を有する。共用玄

なっている。

関のあるB棟のみテレビで確認できるオートロック

専有部分では、住戸玄関への防犯性能の高い「錠シリ
ンダー」や窓の「防犯ガラス」の他、「防犯フィルム」、
「各種センサー」などの新設や更新が多くなっている。
本編では、集合住宅での導入が多い「防犯カメラ」、
「カメラ付インターホンシステム」、防犯性能の高い「錠
シリンダー」の新設・更新の事例を紹介する。
①カメラ取り付け位置

→

カメラ映像

機能が装備される。
設置費用：1,090万円
②防犯カメラ（11台・本体装置1台）設置工事（A･B
棟を一括管理するため、大容量HDDを搭載した1台
のデジタルレコーダーでシステムを構成、容量は１
TB）
設置費用：防犯カメラシステム設計・施工・動産保
険を含めて月額7万円のリース契約（5年間）
導入後の定期点検：
1,000円／カメラ・モニター機器1台（計13台×年2
回）＝26,000円／年、出張費12,000円／回
全体工期：平成21年5月中旬より約4カ月間
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②カメラ取り付け位置

→

カメラ映像

④カメラ取り付け位置

→

③カメラ取り付け位置

→

カメラ映像

⑤管理事務所に設置した監視モニターの分割映像

カメラ映像

防犯カメラ機器選択のポイント
・0.3ルクス以上あればカラーで撮れる性能を持つ
・物が動いたときに録画を行うモーションディテクト機

更新（カメラ付へ）に加え、各戸・共用部分の錠変更、共
用玄関オートロックの非接触化を図ることとなった。
工事内容：
①インターホン設備設置及び設置に伴う配管・配線工事

能を持つ
・撮影したくないエリアにマスキング（プライベート個
所など塗潰し）ができる
・集合住宅で推奨される1秒3コマの録画で約10日間以
上は記録可能なHDD容量を選択
・記録はMPEG方式で、有事の際にはUSBメモリーに
よって警察への手渡しが可能
・HDDの耐用年数は連続2万時間であり、約3年で交換
が必要

インターホンの機能概要：テレビ付きインターホ
ン、ハンズフリー通話、管理事務室通話、非常ボタ
ン通報、ガス・火災検知器の機能を有する。
設置費用：950万円
②共用部・各住戸の錠シリンダー交換、共用玄関の非
接触化及び非接触化に伴う配線工事
設備費用：300万円（オプションでの各住戸非接触
化･補助錠設置費別）

・カメラ保障期間は1年だが概ね5〜10年程度は使用可能

全体工期：平成21年11月より約1カ月間

※専門委員会のシステム設置実施案より

Bマンション

築15年・1棟・80戸

防犯対策経緯：
従来設備の共用玄関オートロック・インターホンをカ
メラ付インターホンへ更新することにあわせて、共用
玄関オートロックキーシリンダー部へ異物を差し込ま
れるなどの悪戯が頻発していたため、キーシリンダー
部を悪戯のされにくい非接触タイプへの変更を検討。
弊社では共用玄関部だけではなくその他の共用部・各
住戸の錠自体も防犯性の高い製品に変更することを提

住戸玄関ドアの内側。シリンダー交換（オプションで住戸非接触キーシス
テム・補助錠追加）

案した。協議を重ねた結果、インターホン設備の全面
入居者向けキーキャップ式
非接触タグ。キーキャップ
にICチップが内蔵されて
おり受信機に近づけると
オートロックが開錠する

管理会社用ICカード。入
居者向けキーキャップタグ
同様、受信器に近づけると
オートロックが開錠する
更新した住戸カメラ付きインターホン子機と
住戸非接触キーシステム（オプション）

●本社所在地：東京都新宿区西新宿3-8-3 新都心丸善ビル4F
●フリーコール 0800-900-8414
●部署所在地：東京都墨田区緑4-20-7 アステ21-2F
●部署蕁：03-5600-7352
●URL：http://www.nnv.co.jp
●E-mail：arata@nnv.co.jp
●加入ネット：浜管ネット
●特色：防犯カメラ・インターホン・アンテナ設備など、マンションの弱電設備や通信設備の新設・改修を行っておりま
す。各々、ご要望や建物の状況により、望ましい機器・施工方法が異なりますので現地調査の上、ご提案させて
いただきます。
●取扱防犯機器メーカー：
【カメラ】-Panasonic、TOA、Victor、TAKEX、Samsung、CNB、MOBOTIXなど、
【インターホン】-アイホン、
Panasonicなど、【鍵】-MIWA、GOAL、KABAなど、国内外の主要メーカーの機器をご提案いたしております。

Kanagawa Mansion Network 12
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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）
蕁045-910-1471
蕭045-910-1472
東急コミュニティー http://www.tokyu-com.co.jp

株式会社

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

株式会社
浜 よこ

日本ハウズイング
株式会社
マンション管理

株式会社

サービス株式会社
浜 よこ

明和管理株式会社

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。

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

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。

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

新宿区新宿5-14-6 長府新宿ビル
【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24 KYビル
蕁045-227-7710
http://www.nomura-ls.co.jp

浜 川 本社

三井不動産住宅
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.community-one.jp

浜 【本社】

野村リビングサポート
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

コミュニティワン
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。

野村リビングサポートは、
高品質なサービスとハー
トフルな対応で、ホスピ
タリティNo.1を目指しま
す。

新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
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

「安心・安全・信頼」と
「満足を超えた感動のサー
ビスを」。弊社は、皆様を
サポートし、信頼される
会社であり続けます。

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

株式会社
アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

株式会社

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

伊勝

大規模修繕 浜 川 よこ 央 川崎市川崎区大島3-36-7

株式会社カシワバラ・
コーポレーション
大規模修繕

株式会社サカクラ

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

株式会社富士防
大規模修繕

浜 よこ 央 （本

社）蕁046-834-5191
（東 京 支 店）蕁03-3736-7751
（横 浜 支 店）蕁045-595-0601
（北関東営業所）蕁048-449-0091
http://www.yokosoh.co.jp

株式会社
ヨコソー

蕁045-290-3222
蕭045-290-8363
sugimoto@ruxy.co.jp
http://www.ruxy.co.jp

株式会社
ラクシー
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

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
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！
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。
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。

建物の修繕工事を手がけ
て100年。私達は経験と実
績をいかしより良い品質
をご提供する工事のプロ
フェッショナル集団です。

浜 横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所） リニューアル工事によって

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

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

大規模修繕 神 浜 よこ 央 湘 横浜市南区高砂町2-19-5

大規模修繕
神管ネット

蕁044-211-1596
蕭044-211-1597
薔0120-00-4095
http://www.kashiwabara.co.jp

P R
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。

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1-5-3

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 神 浜 川 よこ 川崎市中原区新城中町16-10

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

生まれる、新しいゆとりの
空間をご提供できるよう、
建物調査診断、施工、アフ
ター点検まで一貫したサー
ビスを提供しております。
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20万戸
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。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
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

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

給・排水設備改修 神 浜 よこ 横須賀市大矢部2-9-20
蕁046-835-0630
蕭046-835-1218
tokken@daijin.co.jp
http://www.daijin.co.jp

株式会社
大神設備工業

給・排水設備改修 浜 央 よこ 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 湘 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

浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2
川

フジクス株式会社
給・排水設備改修

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。

文化興業株式会社

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。

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

株式会社
塗料メーカー・販売

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

浜 よこ

日本ペイント
株式会社

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。

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

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。

日本ペイントお客様センター
蕁03-3740-1120
蕁06-6455-9113
http://www.nipponpaint.co.jp

絶えざる挑戦を通じて、
常に色彩とコーティング
技術の先端に。私たちが
めざすのは、『21世紀のグ
ローバルエクセレントカ
ンパニー』です。

サッシ改修
企 業 名
所 在 地
浜 よこ ビル改装事業部 改装神奈川営業所
サッシ改修

トステム株式会社

横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー33Ｆ
蕁045-225-5083
蕭045-225-5084
http：//www.tostem.co.jp

P R
トステム株式会社は、国内最大手のア
ルミサッシメーカーです。現在、お使
いの窓や玄関ドア、手摺を新築と同じ
性能へリニューアルし、資産価値向上
のお手伝いをさせていただております
ので、お気軽にご相談ください。

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

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

グッド保険サービス
浜 よこ

三菱電機クレジット
株式会社

P R

浜 川 よこ 湘 東京都渋谷区代々木1-57-2
取り扱い損保会社7社の比較

株式会社
金融

電気設備改修
企 業 名
電気設備改修

タキロンマテックス

株式会社日本ネット

よこ 本社：横須賀市米が浜通2丁目4番地 創業60周年。水漏れ、排水管詰まり
蕁046-822-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
蕁045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

浜

ドルミ代々木408号
薔0120-77-8160
蕭03-5302-6054
ito@goodhoken.co.jp

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。

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。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

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

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。

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

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

１月１日から火災保険が大幅改定！？更新の検討は早めに
― あるネットワーク役員のひとりごと ―
しかし、今年は保険の改定から同じ保険内容でも保険
料が値上がりしてしまうケースが多くなるから大変だ。
満期を迎える管理組合は例年より早めに保険内容や継
続保険料を確認し、他保険会社の見積もり等も調べる必
要があるだろう。
前述の代理店は言う。「現在の契約補償内容と同じ条
件で大手6社比較をすると、どこかで安くなることもあ
る。複数社の見積もりを一覧で比較のできる保険代理店
で相談してはいかがでしょうか」
。
各社保険商品は1円たりとも同じにはならない。今年
契約の更新がある管理組合は、早めに検討をはじめる必
要があるのではないだろうか。

Kanagawa Mansion Network 12

マンションに詳しい保険代理店によると、マンション
管理組合向けに商品化された火災保険が１月１日から大
幅に改定され、同じ商品で前年より保険料が20％以上
も値上がりしてしまうケースもあるという。
管理組合商品を扱う大手6社の中で、最大手損保会社
が昨年8月に料率を改定。1月１日から4社が改定を実施
し、残り1社も追随する。
理由は「管理組合の保険は損害率が高く、料率体系を
変更するようです」と前述の保険代理店。
一般的なマンションでの保険の更新は、管理会社等の
保険代理店が満期時に継続申込書を持参して、言われた
個所にこれまで通りに印鑑を押して手続きする場合が多
い。
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会員
ション
マン
紹介

湘南鷹取台マンション
管
理
組
合

Ｎ
Ｐ
Ｏ
よ こ 管 ネ ット
正
会
員

マンションならではの工事項目が上がってくる。
22年度からは長期修繕計画の検討に着手し、まだ手をつけ
ていない専有部分の水回り、高齢者対策のバリアフリーにつ
いて考えていきたいという。
ただし、なによりも「無借金」が前提の組合運営が魅力。
理事長が言う「安全・安心・快適な暮らし」も無借金運営で
目指しているところが最大の魅力である。

「団地型」規約への全面的改正

サッシ改修で省エネ化
国交省が5000万円補助
組合の無借金運営が最大の魅力
昨年10月31日、神奈川県下マンション管理アドバイザ
ー・相談員等CPD委員会に協力して工事見学会を行った。テ
ーマは高経年マンションの3回目の大規模修繕と省エネに配
慮したアルミサッシ窓改修工事について。参加者は約80人。
メーンは国土交通省の補助事業を受けたサッシ改修。総額
約3億7,500万円のうち、約5,000万円を補助で賄う。サッ
シ改修による年間CO2の排出量は67.1t削減する見込みとな
る。省エネ改修とあって各戸の固定資産税も1/3減額される
予定だ。
また3回目の大規模修繕ということで、設計・監理を受託
した建築士も「工事項目が増える」と指摘。塩ビではあるが
劣化が激しい雨どいの取り替え、設備ではあるが足場がある
ときに施工しやすい屋外露出排水管の取り替え、バルコニー
スチール手すりの腐食部補修、プランターボックスの取り替
えなど、3回目ということもあって、取り替え工事や、その

19棟あるマンションも管理規約のあり方からみれば、単棟
型マンションの管理規約がベースとなっていた。このままで
は団地全体の建物を含めた管理ができない。これまでは、そ
の管理の必要性から、管理規約を補足・カバーする存在とし
て「管理組合協約」という他のマンションでは見られないル
ールを用いてきた。
今回の規約改正作業では、現在の法体制に基づき、管理規
約を「団地管理組合」型にすることで、管理組合協約を廃止。
不足部分を「管理組合使用細則」と「専有部分の修繕等に関
する細則」の2細則に置き換えることで、規約関係の一体化
を図る。
今年4月の総会で承認を得る。
こうした規約関係の整備によって定められる細則等は下記
の通り。
1）「管理組合規約」 2）「管理組合使用細則」 3）「専有
部分の修繕等に関する細則」4）「共同施設使用細則」 5）
「管理組合役員選挙細則」 6）「管理費等の滞納の事務処理
に関する細則」
理事長はいう。「3回目の大規模修繕、サッシの取り換え、
規約等ルールの改正と大きな出来事が3つも重なった。組合
員が一丸となってそれぞれの仕事に取り組み、特筆すべき年
であったのではないかと思う」
。

蜷10月31日、よこ管ネット主催
で工事見学会を実施。写真は実
際に窓枠改修を行っているシー
ンの見学

■マンションデータ
築36年・5階建て・19棟・470戸
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建物構造……………………PC造
敷地面積……………………53,797.62㎡
建築面積……………………42,581㎡
管理費（月額）……………一律5,000円
修繕積立金（月額）の㎡当たり単価
3DK ……約226円（月額13,000円）
3LDK……約238円（月額18,700円）
4LDK……約249円（月額24,400円）
駐車場使用料（月額）……5,000円（424台・充足率90.2%）
駐輪場………………………なし
分譲業者……………………西武不動産㈱
管理業者……………………三興管理㈱
管理形態……………………全部委託
管理員の勤務形態…………通勤管理、3人体制
理事会………………………月1回
メンバー構成………………理事11人、監事2人
任期…………………………2年ごとの半数改選

DATA

蜻ウクレレ教室「マウナ タカト
リ ハワイアンズ」のメンバー

蜷夏祭りは湘南鷹取地区8自治会
が協賛で毎年、小学校の校庭を
借りて開催。地域とのコミュニ
ケーションを図っている

イベント情報 ■■
神管ネット

蕁045-201-2422

CPD研修セミナー
日 時：1月31日（日）13時30分〜16時30分
場 所：ハウスクエア横浜4Ｆ（地下鉄中川駅2分）
シンポジウム「相談員等の心構え」
コーディネーター：山本育三（浜管ネット会長）
パネリスト：三井一征氏（三井一征事務所代表）・山上紀
美子氏（全国消費生活相談員協会理事長）・
阿部一尋氏（浜管ネット常務理事）・高 尾勝
彦氏（神管ネット会長）
※9月から始まったCPD研修会のまとめとして、最後に
12ポイント以上の取得者、皆勤者等への表彰のための
修了式を行います。

浜管ネット

蕁045-911-6541

技術者部会・専門業者部会合同セミナー
日 時：2月27日（土）14：00〜
場 所：ハウスクエア横浜4Ｆ（地下鉄中川駅2分）
テーマ：「2,3回目の大規模修繕時に必要な工事項目につ
いて」（仮題）
講 師：田辺邦男氏・浜管ネット技術者部会部会長、そ
の他専門業部会の改修専門業者、防水材料メー
カー、建具メーカー
管理運営部会セミナー
日 時：3月15日（月）18：00〜21：00
場 所：かながわ県民センター305会議室
テーマ：「マンションの損害保険を見直してみよう」（仮題）
講 師：グッド保険サービス・伊藤昌弘氏

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27日（土）13：30〜16：00
場 所：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
大会議室（JR南武線武蔵中原駅1分）
第1部：「マンションの防火について〜火災から生命・財
産を守る〜」
講 師：川崎市消防局予防部予防課 金子智哉氏

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

第2部：「マンションの防犯について〜犯罪の手口と対策〜」
講 師：神奈川県川崎警察署生活安全課 佐藤拓哉氏
全体会議＆セミナー
日 時：3月27日（土）13：30〜
場 所：ミューザ川崎第1,2,3会議室（JR川崎駅1分）
テーマ：「大手損保6社比較！マンション保険は安くなる」
講 師：グッド保険サービス・伊藤昌弘氏

よこ管ネット

蕁046-824-8133

工事見学会
日 時：3月13日（土）13：30〜
協 力：コーエイマンション久里浜管理組合法人
場 所：横須賀市舟倉1-32-1（JR久里浜駅徒歩6分）
工事概要：共用給水設備（直結増圧給水）・消火設備改修
設計監理：英綜合企画設計
工事業者：建装工業㈱
マンション管理セミナー
日 時：3月28日(日) 13時30分〜
場 所：逗子文化プラザ市民交流センター
（JR逗子駅徒歩5分）
テーマ：建物設備の維持保全（仮題）及び無料相談会
講 師：マンション管理士・細井知英氏

新 会 員 紹 介
◆正 会 員
名 称
逗子ビューハイツ
管
理
組
合

加入ネット

棟数

戸数

竣工年

よこ管ネット

1

24

1982

アトラス野毛山
管
理
組
合

浜管ネット

1

142

2008

パークサイド武蔵小杉
管
理
組
合

川管ネット

1

66

1981

◆ 賛助会員
名 称
㈱ 阿 部 倉 電 気
㈱ 改 修 設 計

加入ネット

主な業種 資本金
電気工事
よこ管ネット
1,000万円
の請負等

設立年

川管ネット 設計・監理 2,500万円

1994

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

横浜市中区日本大通36-606
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
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

連絡先

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

Kanagawa Mansion Network 12

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

okd-arc@mist.dti.ne.jp

1972
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編 集 後 記
最近、FMヨコハマに会社のCMをしている賛助会員のシンヨー㈱。平日の午前中流れてくる北島美
穂さんDJの「THE BREEZE」にある番組コーナー「街角レポート」に11月2日12時30分〜、シ
ンヨー㈱の深間浄治常務取締役と安念忠夫取締役が出演した。「ふじたクーン」の愛称で知られるリポ
ーター藤田優一さんの質問を受ける形で約5分間、とても緊張している様子だった。
当日の街角レポートは桜木町周辺。シンヨーは改修工事現場からで、2人の取締役は会社の紹介、
実際の工事の説明を局の段取り通り行い、ふじたクンからは「こうした改修をすることで建物をより
長持ちさせることができる、ということなんですねえ〜」という感想をもらっていた。
マンション改修業界の会社が一般マスメディアに出演するのは珍しい。常務といえども緊張するの
も無理はないかな？ちなみに曲のリクエストは同社現場代理人の近藤さんからで、チャック・ベリー
の「ジョニー・B.グッド」
。渋い！（Y）

11月2日FMヨコハマの取材風景。
右から深間さん、安念さん、局の
女性スタッフを挟んで左端がふじ
たクン。中区西戸部のシャリエ横
浜ベイグランデ現場事務所にて

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://www.kawakan-net.or.jp/syokan-net
蕁 0467-46-5571

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 046-264-6054

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

定期無料相談：
毎月第 4 火曜午後 海老名市役所附属棟会議室
毎月第 4 金曜午後 大和市役所広聴相談室
毎月第 4 月曜午後 秦野市東海大学駅前連絡所

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

127組合

33組合

52組合

29組合

13組合

15組合

41組合

310組合

26,816戸

4,800戸

9,357戸

1,657戸

1,256戸

3,010戸

8,209戸

55,105戸

※平成21年12月末日現在
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400

横浜市中区本町2-10 横浜大栄ビル8階 Tel.045-227-8231
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