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「無関心」と「共助」の狭間
NPO浜管ネット
NPO
浜管ネ ト 副会長 ●吉村順一
吉村順
管理組合の活動に熱心に取り組んでいる組合員がいる一方、管理組合の活動
に距離を置く「無関心」といわれる方たちがいまだに多くいる。
輪番制の理事選任を行っている管理組合で、理事への就任を拒否する、また
は拒否できないとわかると理事就任は受け入れても理事会には一切出ない人が
いる。
高齢者からは「理事の定年制」という声が上がり、加えて現役世代が「時間
がない」という理由で理事就任を拒むと管理組合運営の行方は、もはや深刻で
ある。
配偶者や成人に達した子供が理事になれるよう管理規約を改正するとか、理
事就任を拒否する組合員には協力金と称して「罰金」を科している管理組合も
あるが、どれも決定的な解決策とはなっていない。
ところで、3.11東日本大震災以降、多くの管理組合がコミュニティー活動
に力を入れるようになった。「共同して住む」ことは「共に助け合う」ことで
あるという意味を、本能的に捉え直すきっかけになったからではないかと思う。
コミュニティーの良好なところでは、拍子抜けするほど上手くいっている管
理組合もある。
専門家といわれる第三者の活用について国土交通省などで議論されている
が、管理組合のコミュニティー活動の理解がなければ、いかなる問題の解決に
も至らないだろう。
コミュニティーづくりは、あいさつができる程度の関係でいいと気負わない
のが成功のコツだ。それができれば、少しずつではあるがイベントなどの参加
者も増える。
「無関心」を装う人が減り、結果として管理組合の活性化、「共助」につな
がる効果が生まれている。

居住者の高齢化について情報交換会
…川管ネット

尼崎市大量殺人事件と
マンションへの余波
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14p 会員マンション紹介

横須賀馬堀台住宅管理組合

国土交通省は10月1日、既存住宅流通・リフォーム推進事業の交付申請・
実績報告の受付期間を延長すると発表した。
交付申請（現行）平成24年10月19日→（今回変更）平成25年2月15日
完了実績報告（現行）平成25年1月31日→（今回変更）平成25年3月1日
同事業は住宅ストックの品質向上等を目的に住宅瑕疵担保責任保険法人によ
る検査、瑕疵保険への履歴情報の蓄積等を行う事業について、リフォーム工事
費用等の一部を助成するもの。
問い合わせ先 （般社）住宅瑕疵担保責任保険協会 蕁0570-550-757
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既存住宅流通･･リフォーム推進事業
既存住宅流通
助成申請を2
助成申請を
2月15
15日まで延長
日まで延長
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新会長に山本育三氏（神奈川）が決まる
事務局は京都から東京・日住協へ
第64回代表者会議開催

NPO
全管連

●於：東京・浜松町の産業貿易センター
●ホスト団体：NPO日住協

NPO全国マンション
管理組合連合会（全管
連）は10月15日、東
京・浜松町の産業貿易
センター会議室で第
64回全管連代表者会
議を行った。
2011年度の活動報
浜松町の産業貿易センターで行われた
告、収支決算報告など
代表者会議の様子
の議案の承認を得た後
の第5号議案で役員改選が行われ、穐山精吾会長（東京・日
住協）、鎌田担副会長（宮城・東北管連）の退任が決まり、そ
れに伴う交代で新たに2人の理事が加わる5人体制の新理事

会長就任コメント

山本育三新会長

新
理
事
会
体
制

良好な住環境構築へのキーワードは…
・マンションストックの長寿命化（時代のニーズに応えた再生） ・国による法改正や支援策
・総会、理事会による管理方式を追求
このたび、全管連会長職を引き受けることになりました。
現在約670万戸あるマンションストックの多くを、建替えずに長寿命化させられるかが住宅問題
の今日的課題です。同時に、その時代のニーズに応えていかに再生（改善）できるかは、管理組合の
直接的な取り組み課題であると同時に国による法改正や支援策が必要です。
全管連は、それらを長期的課題として取り組むと同時に、定着してきた区分所有者による管理組合
と、総会、理事会による管理方式を追求しつつ、日常起こる諸現象に正面から向き合い、国をはじめ
各自治体、関連諸機関と協働して、マンションを取り巻く良好な住環境の構築を進めていく所存です。

＜理 事＞
会
長：山本 育三（神管ネット会長）…新任
副 会 長：谷垣 千秋（管対協代表幹事）…新任（前事務局長）
事務局長：川上 湛永（日住協会長）………新任
理
事：石川 靖治（県福管連会長）……再任
理
事：瀬野尾嘉明（道管連会長）………再任
＜監 事＞
監
事：小林 二郎（中部管協会長）……再任

2012年度活動方針
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会が発足した。
また当日、新理事会内での互選により、新会長に山本育三
氏（神奈川・神管ネット）
、新副会長に谷垣千秋氏（京都・京
滋管対協）、事務局長に川上湛永氏（東京・日住協）が決まっ
た。これに伴い、京都・京滋管対協にあった事務局が東京・
日住協に移動する。
山本育三氏は関東学院大学名誉教授で、現在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横浜
マンション管理組合ネットワーク（浜管ネット）の会長を務
めている。
※全管連の会員数は2011年10月（第63回代表者会議）
現在、北海道から沖縄までの全18団体・2,515管理組
合・238,076戸

1．マンション再生法への取り組み／法務・政策専門委員会
①法制定に向けた制度内容及び技術項目の確立を進める
②全国レベルの集会の開催をはじめ会員各団体が所在する各
地方において、積極的に再生法制定に向けた取り組みを行
う
③関係団体及び各政党への働きかけを積極的に行っていく
2．管理組合の主体性確立への取り組み／
省エネ・再生問題専門委員会
①第三者管理方式に対しては、「区分所有者主権・管理組合主
体」の原則で対応し、現行理事会方式の持続的発展につな
がる形で活用する
②管理組合を主体とする管理を確立していくための取り組み
を法務・政策専門委員会を中心に行う
③区分所有者による管理組合の自立を一層支援していくよう、
行政に働きかける
3．耐震化助成・電力問題・固定資産税等への取り組み／
行政的課題専門委員会
①耐震化への取組みに関して、行政に実行可能な現実的支援
策を求めていく
②電力料金値上げに反対するとともに借室電気室有償化を積
極的に求めていく

退任のあいさつをする穐山精吾・前
会長（左）と鎌田担・前副会長

③不合理な評価に基づくマンションの固定資産税の引き下げ
を求めていく
④テレビの地デジ化に伴うケーブル撤去費用の国負担を求め
ていく
4．被災マンション復興支援への取組み／
行政的課題専門委員会
①管理組合を助成対象とする共用部分を含めた総合的なマン
ション支援制度の創設を国に働きかける
②被災マンション法改正に対し管理組合の立場から積極的に
発言していく
③マンションに対する長期的な助成制度の創設を要望してい
く
5．全管連活動の普及・拡充
①会員各団体の近隣地域において活動している管理組合団体
に積極的に働きかける
②全管連加盟団体がない地域への働きかけを積極的に行う
6．国や地方自治体への連携・協力
①国や地方自治体の委員会等に積極的に参加し、管理組合の
利益になる施策の実現をめざす
②地方自治体に対し、政策提言を行うとともに、調査事業や
研究事業を受託業務として積極的に受け入れ、地方自治体
との連携・協力体制の構築をはかる

NPO全管連 理事会および各専門委員会の開催状況
マンション再生法制定への取り組み
省エネ・再生委員会
マンション再生法制定への取り組みは、「省エネ・再生委員
会」を中心に取り組んできた。
2011年度は、マンション再生法の技術面を対象とした
「マンション再生法技術懇談会」を設置。マンション計画修繕
工事に関わる技術者団体など8団体が参加し、11年5月から
12年7月まで計5回の会合を持った。
マンション再生法技術懇談会では、マンション再生技術者の
養成や、その資格制度について検討を行った。
しかし当初考えていたマンション再生技術者の国家資格創
設、譛マンション管理センターなど国の外郭団体などが主宰し
て行う技術者養成機関の創設などが現実的には非常に難しいと
いう結論になった。
こうしたことから技術者の養成方法や国家資格の創設といっ
た問題については、当初の考え方を変更し、引き続き検討を行
っている。

第三者管理方式に対する全管連の見解
法務・政策専門委員会
国土交通省は2012年1月に「新たな管理ルールに関する検
討会」を設置。第三者管理方式のあり方について検討が行われ、
13年には標準管理規約の改定が予定されている。
このような状況下において、「法務・政策専門委員会」では
現行の標準管理規約にある理事会による管理方式を主張するこ
ととした。

固定資産税減額問題への取り組み
行政的課題専門委員会ワーキングチーム1

行政的課題専門委員会ワーキングチーム1
◎問題点の確認
①電気室はマンション所有者の物であるのに電力会社が独占的
地位を利用し無償利用している。
契約の標準となる電気供給約款において無償であることが記
載されている。しかし、供給の設備費用営業効果を考えると無
償であるべき合理的理由は存在しない。よって、電気供給約款
の変更を指導するよう国に対して指摘し改善すべきことを求め
ることを取り組むべきと提案することを確認した。
②使用貸借契約であるにもかかわらず公租公課、修繕費用を電
力会社が負担していない。
現行の約款からは民法の使用貸借契約以外に解釈しようがな
い。にもかかわらず公租公課、修繕費用を借主である電力会社
が負担していない。よって、現行の電気供給約款では使用貸借
契約であることの確認と適切な費用負担を指導するよう国に対
して指摘し求めることを取り組むべきと提案することを確認し
た。
③一括受電への切り替えの際の問題
管理組合が電力会社から一括して受電し、各戸に小売するこ
とが可能であるが、その際に、次のような社会経済的損失が発
生している。
既存変電設備を電力会社が管理組合に売却しない。そのこと
によって、既存設備の廃棄・撤去と新設備の作製・設置の問題
が生じる。

旧耐震マンションの耐震化の申し入れ
行政的課題専門委員会ワーキングチーム2
2012年6月21日、国土交通省に以下の通り、申し入れを
行った。マンション耐震化が非常に遅れている現状に際し、被
害想定される地域で町づくりに貢献しているマンションに対し
て、津波や、地震倒壊時の避難先として位置付けることにより、
地域の避難先の対象として優先的に耐震化をすべきと訴えるべ
きだというのが全管連の見解である。
今後は、避難先認定を受ける意味でも、耐震化助成基準とし
て段階的・部分的耐震補強工事も認めて地域行政に助成等を要
望する案を討議する。
◎要望事項
①旧耐震マンションの耐震化助成基準は、新耐震基準に準拠
しているが、新耐震基準への段階的、部分的耐震補強工事
にも助成してほしい
②「耐震診断」や「耐震補強工事の企画」の助成金に対して、
地域によって技術者が指定されている例があるが、競争原
理を導入し、地方自治体の指定技術者・指定業者以外も助
成対象としてほしい
③耐震化相談窓口には専門家を配置し、全国の自治体におい
て無料で相談や派遣相談員制度を利用できるよう対応して
ほしい

アナログケーブル施設の撤去費用の助成
理事会
アナログ放送時の受信障害対策施設について、総務省への申
し入れ時に「私有財産なので、助成の対象にならない」との回
答から変わりがないと、再度の訪問すら断られた。

被災マンション復興支援への取り組み
理事会
被災マンションへの義援金の募金が決議された。この決議に
基づき集められた義援金400万円を2011年10月16日、被
災マンション復興支援セミナーの場で東北管連に手渡した。
この義援金の募金は現在も続けられている。
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◎問題点の確認
①建物の評価において戸建住宅と比較して公平性がない
原因として、建物の原価償却期間が長いため税額の算定基準
となる評価額が下がっていかないことを指摘。評価額は実勢価
格から考えるとマンションは高止まりしている。
この問題は国全体の施策であることから、全管連として国に
対して指摘し改善すべきことを求めることを取り組むべきと提
案することを改めて確認する。
②小規模住宅用地の適用がないことが戸建住宅と比較して公平
性がない
小規模住宅用地（戸当たり200㎡まで）の場合、土地の評
価額を6分の1とする特例があるが、マンションにはその適用
がない。戸当たり200㎡までであれば適用されるよう全管連
として国に指摘し改善すべきであると求める。
③マンション共用部分への課税が戸建住宅と比較して公平性が
ない
建物共用部分への課税は専有部分に按分して課税される仕組
みとなっている。
しかし、共用部分の多くは所有者全員の共有物であり、そこ
に課税すること自体、戸建住宅と比較して公平性がない。
一例として集会室は戸建住宅における自治会館的な役割があ
り、これをマンション所有者に課税するのは公平性に欠ける。
ごみ置場は、多数の住戸のごみを集積し自治体の収集の合理化
のために必須なものであり、課税対象となっていることは問題
である。共用廊下についても道路と同じく、共用スペースであ
り課税されるべきでない。
共用部分への課税の減免を先進的に行っている自治体もあ
る。このような事例を収集し、他行政への働きかけの材料とす
べきであるとし、全管連として取り組むべきこととして提案す
ることとした。

借室電気室有償化への取り組み
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◆要望事項
①旧耐震マンションの耐震化助成基準は、新耐震基準に準拠
しているが、新耐震基準への段階的、部分的耐震補強工事
にも助成が必要
②「耐震診断」や「耐震補強工事の企画」の助成に対し、地
域によっては技術者が指定されている例があるが、競争原
理を導入し行政が指定する専門家や業者以外でも助成の対
象とする
③耐震化相談窓口には専門家を配置し、全国の自治体におい
て無料で相談や派遣相談員制度を設置する

全管連活動の普及
理事会
香川県高松市での団体結成への動き、大阪府枚方市での枚方
マンション管理組合連合会（枚管連・23管理組合加盟）の活
動に関わり、全管連加盟団体の増加や活動の普及に努めている。

国や地方自治体への連携・協力
理事会
法務省に設置された法制審議会被災関連借地借家・建物区分
所有法制部会の委員に東北マンション管理組合連合会の佐藤正
芳理事が就任した。同部会の内容は、被災地の借地・借家に関
する臨時措置法および被災マンション法に関することであり、
東北管連から被災マンションの事例等を報告した。
11月5日付で被災マンションの取り壊し決議等に関する中
間取りまとめが発表され、パブリックコメントの募集を開始し
た。5ページ参照。

その他、 全管連が提出した意見書や要望書
①前田武志国土交通大臣宛「管理規約の改正等に当たっての管
理組合財産保護に関する意見書」…2012年3月15日◆社
団法人高層住宅管理業協会と連名で提出

・専門家の役員等への活用は例外的措置であることの明確化
・専門家の役員活用を管理規約に明記する場合は専門家の要件
を厳しく限定・明確化すべき
・管理組合財産の保全措置と実務能力を担保する制度が必要
②西澤俊夫東京電力社長宛「マンション共用部分の電気料金値
上げに対する申入書」…2012年4月24日◆東京電力管内
の関東4団体（日住協、集住センター、神管ネット、埼管ネ
ット）が共同で提出
・高圧受電設備を持つマンションの共用部分電力料金を17％
値上げすることに対して、次のような理由で値上げ撤回の申
し入れを行った。
1．対象となっているのは住民の生活に不可欠な施設である
2．生活への打撃が大きい
3．高圧受電部分は政府への申請・認可を必要としない自由
化部門であり、消費者の立場を考慮しない電力会社の体質
を表している
③奥田建国土交通副大臣宛「マンションの新たな管理ルールに
関する検討会への要望」…2012年5月31日◆全管連が単
独で提出
1．管理組合を「財産管理団体」という一面的な位置づけに
基づいた検討会を行っていることは、良好な住環境の形成
やコミュニティー活動を無視している
2．社会資本整備審議会答申が提起している課題への対応
ａ．第三者管理者方式には専門家として区分所有者ではな
いこと等から区分所有者の意思を離れて不適切な管理等
が行われるデメリットがある。
ｂ．第三者管理者方式の場合、区分所有者が管理者となる
場合と比較して新たな管理コストが生じるなどコストの
上昇が想定される。
④羽田雄一郎国土交通大臣宛「マンションの耐震化に対する要
望書」…2012年6月21日◆全管連単独で提出

機械式駐車場での

事故に注意を！
国土交通省は8月23日、機械式立体駐車場の使用による相次ぐ子供の死亡事故から、より注意を喚起する周知文書を消
費者庁、公益社団法人立体駐車場工業会とともに公表した。
神管ネットが加入する全国マンション管理組合連合会等、マンション関連団体に対しても「機械式立体駐車場の適正利
用の周知及び安全対策の強化の呼びかけ」を同日付で行った。

消費者庁、国土交通省からの周知（8月23日付・抜粋）
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機械式立体駐車場での事故については、本年4月に発生した事故
を受け、5月2日に消費者庁と国土交通省が利用者に向けて注意喚
起を行ったところですが、7月にも機械式立体駐車場の利用時に事
故が発生いたしました。事故の再発防止のため、改めて注意してい
ただきたいことをお知らせいたします。
◇
本年7月23日に岩手県花巻市で、運転者が機械式立体駐車場に
自動車を入れた際に運転者のお子さん（4歳）が機械に身体を挟ま
れ死亡する事故が発生しました。
機械式立体駐車場での事故について、消費者庁と国土交通省では、
一般利用者が死亡・負傷したとの事故情報を、平成19年から本年
7月末日までの間に上記の事故を含め31件（うち、子どもが被害
を受けた事故が9件）把握しています。このうち死亡事故が5件
（うち、子どもの事故が3件）あります。
◇
これらの事故の中には、立体駐車場の中に人がいることを確認し
ないまま駐車装置を操作したため起きたと思われる事故や、子ども
の予期せぬ行動により起きたと思われる事故が見られます。
こうした事故の再発を防止するため、機械式立体駐車場を利用す
る際に注意いただきたいことをまとめましたので、機械式立体駐車
場を利用する際ご注意ください。

主な
事故

〇4月2日、大阪府茨木市で機械式立体駐車場の利用
者の子供がパレットと梁の間に身体を挟まれて死亡
〇7月23日、岩手県花巻市で利用者の子供が機械に
身体を挟まれて死亡

機械式駐車場で起こりうる事故と安全対策
機械式立体駐車場で起こる事故の多くは、パレットの中に
人がいることを確認しないまま駐車装置を操作したため起き
たと思われるものや、子どもの予期せぬ行動により起きたと
思われるものがある。
このため、事故が再び発生しないよう、機械式立体駐車場
を利用する際は、機械の使用方法を守るとともに、特に次の
ことに注意する必要がある。
盧機械式立体駐車場で自動車を入出庫する際は、運転者以
外は駐車場の外で乗降する
盪駐車装置を操作する際には、機械式立体駐車場の中に人
がいないことを十分確認した上で操作する
蘯駐車装置の操作中は装置から離れず、また、子どもが駐
車場内に近づかないよう注意する
盻駐車装置の操作ボタンを器具などで固定し押し続けた状
態にすることは絶対に行わない

!?
電気料金値上げに対抗
契約の見直しで管理費節約へ
管理組合が支払う共用部分電気料金の契約内容の見直しで
は、盧低圧高負荷契約 盪主開閉器契約 蘯高圧一括受電契
約が検討の対象となる。
前号で解説した低圧高負荷契約に続いて、今号では盪主開
閉器契約についてまとめた。戸数、棟数、動力設備の有無な

その
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ど、個々のマンションによって電気料金の節減ができるケー
ス、また負担増になってしまうケースもあるため、それぞれ
マンションの実態を把握し、情報収集・比較検討をして契約
内容の改善を行ってほしい。

主開閉器契約とは？
低圧で電気の供給を受けて動力を使用し、契約電力が
50kW未満の場合、契約電力の決定方法には「負荷設備契約」
と「主開閉器契約」の2種類がある。
低圧電力（動力）で負荷設備契約の場合、マンションに設
置されているエレベーターや機械式駐車場、給水ポンプなど
の動力機器の総容量によって電気料金が決まる。これに対し
て、主開閉器契約は主幹ブレーカーを設置することで使用し
た分の電流値から電気料金を計測するため、場所によっては
負荷設備契約の半分〜1／3まで基本料金を削減することがで
きたケースもある。

「負荷設備契約」
使用頻度にかかわらず、設置している機械（エレベーター
やポンプなど）の総容量を算定する方法。総容量に対して
25％加算されたものが基本契約となる。

「主開閉器契約」
機械（エレベーターやポンプなど）の総容量（合計kW）
や台数の関係なく、主幹のブレーカー容量（アンペア数）で
算出する方法。基本料金は使用する電流値（アンペア）を計
測して算出する。

「 主 開 閉 器 契 約 」 導 入 例
エレベーター
3.7kW

エレベーター
3.7kW

エレベーター
3.7kW

3.7kW＋3.7kW＋3.7kW＋2.2kW＋2.2kW＋7.5kW＝28kW
28kW×1,170 円×1.5（消費税別）×0.95（割引）

オイルポンプ
2.2kW

オイルポンプ
2.2kW

消火ポンプ
7.5kW

＝32,678円/１ヶ月

マンションの電力が最高で何アンペア流れているのかを測定し、
電子式ブレーカーの容量を決定する
仮に30アンペアとすると基本契約は10kW
10kW×1,170 円×1.5（消費税別）×0.95（割引）

＝11,670円/１ヶ月

1／3まで基本料金を削減することができた
参考：神管ネット賛助会員 株式会社エヌ・イー・ビー資料より

マンションによっては「負荷設備契約」から「主開閉器契
約」への切り替えで、年間10万円〜20万円の節約になる場
合もあるが、機器（電子ブレーカー）の設置に費用がかかる
ため投資資金の回収期間の考慮も必要。
また、メーカーによって安定性が欠けていたり、ブレーカ

被災マンション法改正

パブコメ募集

法務省10月26日、法制審議会被災関連借地借家・建物
区分所有法制部会の第3会会合で中間取りまとめを行い、
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（マンショ
ン法）の見直しに関するパブリックコメントを募集すると
発表した。
公 示 日 2012年11月5日
受付締切日 2012年12月4日
主な内容
（1）大規模一部滅失のマンションにおける4／5の多数

決による取り壊し決議
（2）滅失又は取壊し後の建物の敷地についての特例
（3）団地の再建を含む一括建替え決議
（問い合わせ先）
法務省民事局参事官室
TEL 03-3580-4111（内線5967）
パブリックコメントの詳細をホームページで知るには次
の順でクリックしてください。
法務省トップページ／メインメニュー→パブリックコメ
ント／意見公募案件一覧（e-Gov（「電子政府の総合窓口」）
へリンクしています）／公示日などを参考に選択する
◇
法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会に
は管理組合代表として唯一、東北マンション管理組合連合
会の佐藤正芳理事が委員に加わった。東北管連から被災マ
ンションの事例等を報告した。
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11／5〜12／4

ーの価格差が大きいといったデメリットがある。
一方で、電子ブレーカーを導入し、さらに東電の「おまと
めプラン（低圧高負荷契約）」に変更して電気料金の削減を図
った大型マンションの事例もあるので、検討材料には上げら
れるといえる。

5

神奈川県下マンション管理アドバイザー等CPD委員会主催

平成24年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催
マンション管理を対象とする相談員の継続的資質向上、能力開発ならびにマンション管理組合役員及び一般居住者
向けの知識習得を目的に平成24年度も「マンション相談員等のCPD研修セミナー」を行います。今年度の共通テー
マは「マンション管理の経営的視点からの取り組み」です。CPDとは「継続的能力開発=Continuing
Professional Development」の略。

10月16日 第3回

マンションの節電手法と課題
平成24年度 CPD研修セミナーの3回目は10月16日、横
浜・かながわ県民センターで行った。テーマは「マンション
の節電手法と課題」。講師にはマンション管理士事務所「マネ
ジメント・アシスト・オフィス」代表である祝（こおり）政
法氏がマンションの電力契約の仕組みや節電の手法について、
川管ネット副会長・セソール川崎京町ハイライズ管理組合理
事長の相川洋明氏が同管理組合で行っている節電のための取
り組み事例ついて講演した。
祝氏によると、一般的なマンション共用部分の受電は低圧
受電契約が多く、最も消費電力が多いのは夕方から朝にかけ
て使用する照明設備であるという。
低圧受電は（1）低圧電力（200v：動力用）（2）従量電
灯（100v：照明用）の受電方法があり、マンションでは動
力より電灯をよく使う傾向があるから（1）と（2）を合わ
せたおまとめプラン（低圧高負荷契約）に契約を変更する。
また、従量電灯契約では実際の負荷電流に見合った主開閉器
に変更し、適正な契約電力量に変更することにより、毎月の
基本料木の提言を図ることができるなど、マンション特有の
節電手法を解説してもらった。

11月4日 第4回

メンテナンスフリー化
工事現場見学会
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CPD研修セミナー4回目は11月4日、相模原・相模台ハイ
ツの「相模台ハイツ2012年度再生工事」の現場見学会を行
った。
工事概要：1971年竣工・RC造・5階建て・4棟・110戸
設計監理：NPO相管ネット、施工：㈱中島建設（外断熱改
修担当：東邦レオ㈱、屋上防水担当：カスタージャパン㈱）
、
工期：2012年8月〜
2013年2月、総工事
費：約2億6,000万
円
今回工事のテーマは
「メンテナンスフリー
化」。外断熱改修やドイ
ツ製の防水シートを取り
入るなど、住生活におけ
相模原・南区に立地する相模台ハイツ
る環境改善とともに12
年〜15年に行う大規模
修繕工事をスキップする
工法を選択した。
メンテナンスフリーの
課題はシールの劣化。い
くら外断熱や最前線の工
法を用いても、シーリン
グ工事を施せばその部分
左から伊藤英夫管理組合理事長、相
管ネット・朝野浩行会長、同・川端
からの劣化が否めない。
聰一級建築士

◇
相川氏のセソール川崎京町ハイライズ管理組合では早くか
らマンション共用部分の節電に取り組み、現在は取り組み当
初の約50％の電気料金となったという事例紹介。
平成15年に高圧電力を季節別2型契約とし、約7.3％の電
力費の削減となった。平成20年からの節電は（1）共用部分
60Wの白熱灯を省エネ型蛍光灯（8W、12W）へ、100W
水銀灯を22W省エネ型蛍光灯、LEDへ（2）自走式立体駐車
場の蛍光灯を省エネ型電球に置き換え、利用時のみ点灯へ
（3）玄関前、廊下、階段の照明器具569灯の省エネ化（4）
省エネ型電球をLED化など。
管理組合が電気使用量の推移などをデータ化して把握し、
できるところから改善していくというやり方で50％の節電
が可能になったという。

マネジメント・アシスト・オフ
ィス代表・祝（こおり）政法氏

川管ネット副会長、セソール川
崎京町ハイライズ管理組合理事
長・相川洋明氏

そこでほとんどをノーシー
ル工法で仕上げた。
工事に至る経緯を説明し
てくれた管理組合理事長は
「2回やる工事を1回で済
ませる、足場をかける工事
が30年40年先になる。
建て替えはハードルが高い
のだからおカネをかけて再
生工事を行い、将来的な効
果を選んだ」と話す。
「工事が終われば部屋の
室温に変化がなくなる。や
ってよかったといわれる工
外壁は湿式外断熱工法（エコサーム
事にしたい」。
工法）を採用。断熱材は50㎜

蜻外窓はアルミサッシの複層ガ
ラス（カバー工法）で改修

蜷25年無条件保証のポリフィ
ン防水シート。パラペットか
らシートを敷設する

再生可能エネルギー
固定価格買取制度スタート
太陽光など再生可能エネルギーで発電された電気について、
国が定める一定の価格・期間で電力会社が買い取ることを義
務付けた「固定価格買取制度」が7月からスタートしている。
太陽光発電の買取価格と期間は次のとおり。
区

分

買取価格

太

光

発

電

10kW以上

10kW未満

42円／kWh

42円／kWh

20年

10年

全量買取

余剰買取を継続

買取期間
備

陽

考

太陽光発電で利用できるマンション共用部分
・共用廊下の電灯

既存の屋上防水との兼ね合いについて
・太陽光発電設備を設置するためには基礎固定用アンカ
ーで防水層を貫通させ、躯体に固定する方法が一般的
・屋上防水は一般的に10年保証だが、防水層の上に太
陽光発電設備の架台等を設置すると保証は消滅する
・防水層に傷をつけずに専用のアンカーバーを接着剤で
固定して架台を取り付ける方法があるが、この場合も
防水の残存保証期間は消滅する
・太陽光発電設備の設置と防水工事を一緒に行う場合、
防水メーカーの指定した基礎工事を採用するなど防水
メーカー各社と協議する必要がある

神奈川県が推進

「屋根貸しマッチング事業」
屋根貸しマッチング事業とは、
「屋根貸し」を希望する民間
施設と「屋根借り」を希望する発電事業者が大陽光発電設備
の導入に向けて協議を促進する事業のこと。発電事業者が一
定の面積を有する屋根を借りて太陽光発電を設置し、民間施
設の建物所有者が屋根の賃料を得る新しいビジネスモデルと
して、東京都、神奈川県が推進している。
「屋根貸し」においては、売電や電気料金の節約効果ではな
く、屋根を貸し出すことによる賃料が経済的メリットとなる
ので、屋根借り事業者（発電事業者）との契約により設定し
た賃料により、経済的メリットが左右される。
なお、神奈川県が実施している県有施設の屋根貸しでは、
賃料に相当する使用料が年間200円/㎡〜300円/㎡。
「屋根貸し」希望施設の募集要件は、20年間貸付可能、太
陽光パネルを設置できる１棟の屋根の面積が500㎡以上、新
耐震基準を満たしている、日照条件が良好等。

10月18日、神管ネット役員などが神奈川県庁を訪ねて県職員
から太陽光発電の推進事業について話を聞いた

・エレベーター内照明
・オートロック
・ゴミ置き場の照明
・管理事務所・集会所の照明
・エントランスの照明、など

問い合わせ・相談

かながわソーラーセンター
藪0120-402-442
ホームページは かながわソーラーセンター で検索
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国（経済産業省資源エネルギー庁）では、太陽光発電など
の再生可能エネルギーを電力会社が買い取ることを義務化し
た「固定価格買取制度」を7月からスタートさせた。
マンションでは10kW以上のシステムを設置する場合、余
剰買取か全量買取のどちらかを選択することができます
（10kW未満は余剰買取のみ）。
※余剰買取とは、太陽光発電により得た電力から自分のマ
ンションで使った電力を引き、余った電気があればこれ
を売電する方法。全量買取は、自分で消費した電力とは
無関係に太陽光発電したすべての電力を売電する方式
2012年度の売電価格は余剰買取・全量買取ともに42
円／kWh（年度ごとに変動あり）。
売電収入
余剰買取制度の電気料金削減イメージは次のとおり。
9kWの太陽光発電設備を設置した場合、一般的な試算では、
年間発電量は約9,500ｋWとなり、これを4割自家消費し、
残りの6割を売電することとなります。したがって、売電収
入として年間約24万円、電気料金の節約効果として年間約
9.5万円のメリットとなり、固定価格買取制度における買取
期間（10年）では、約335万円のメリットが見込まれる。
・・・
全量買取制度利用による経済的メリットの概算は次のとおり。
20ｋWの太陽光発電設備を設置した場合、一般的な試算
では、年間発電量は約19,000kWhで、これを全量売電する
と、年間約80万円の収入となる。したがって、固定価格買
取制度における買取期間（20年）では、約1,600万円の売
電収入が見込まれる。
◇
国の太陽光発電システム設置に対する補助金対象では、太
陽光発電普及センター（J-PEC）に太陽電池モジュールが登
録されていることが条件になります。
太陽電池の最大出力の合計値が10kW未満のもので、1kW
当たり3万〜3.5万円の補助金が交付されます。24年度の募
集期間は来年2月28日まで。
国以外でも、各都道府県・市町村で補助金制度を設けてい
るところがあります。国の補助金に追加して交付を受けられ
るので、各自治体で確認してください。

導入時の注意事項
・10kW未満のシステムは余剰買取制度のみ
・10kW以上のシステムは設備設置の補助金対象外
・高圧一括受電の場合は自家消費量が大きく売電できない
ケースも
・東京電力との契約内容により、電気料金の削減額は変動
する
・余剰、全量どちらの制度を利用しても、収益事業となり
課税対象となる
・既存の屋上防水との兼ね合いについて十分な検討が必要
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川管ネット
9／8
居住者の高齢化について情報交換会
9月8日、川崎産業振興会館で管理組合情報交換会を開い
た。
第1部で会員管理組合（川崎河原町分譲共同ビル管理組合、
セソール川崎京町ハイライズ管理組合）による高齢化対策の
取り組み事例、さらに譖高層住宅管理業協会作成「マンショ
ン居住高齢者への支援マニュアル」を解説を行った。
第2部は参加者による意見交換会。「川崎市のマンション段
差解消工事等費用助成制度の申請手続で6度も住宅整備課に
通った」「住宅金融支援機構の借り入れ申請で苦労した」など
の意見が出た。
また災害が起きた時の要介護者への対応（民生員の活動、
居住者緊急時連絡先の作成と運用等）等についても、参加者
から多くの体験談や意見の情報交流があった。

9／30
震災体験から学ぶ防災とコミュニティ
9月30日、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
大会議室で譛川崎市まちづくり公社と共催でマンション管理
基礎セミナーを開いた。
講師は譛マンション管理センター企画部参与の廣田信子氏。
東日本大震災が発生した2011年3月11日、廣田氏も自身の
住む浦安市のマンションが液状化により約10日間の被災体
験をした。
その後、多数の被災にあった首都圏のマンション、東北の
マンションにヒアリングを行い、大地震発生時に本当に機能
する震災対策とは何か、マンション管理における防災とは何
かを発信し続けている。
今回のセミナーも大震災で何が起こったのかということに
基づく、管理組合の実情の把握・整理、今後の震災対策の啓
蒙を行った。当日参加者は88人。

今回は参加者が少なかったものの、各人からさまざまな質
疑が出て、貴重な意見交換・情報収集の場となった。
講師は、川管ネット理事・高橋秀行氏、NPO外断熱推進会
議・堀内正純氏、㈱アルテック・岡田敏央氏。
外断熱工法の工事は費用対効果の問題（事例：170万円／
戸）や、建物の省エネ・高寿命化への効果、バルコニー壁へ
の適用等、多くの質問が出た。外断熱改修のすすめとして、
NPO外断熱推進会議の実績より、北海道のマンション長期修
繕計画の新提案を参考に示してもらった。

かながわ県央ネット
9／15
エントランスのグレードアップ
9月15日、大和市民活動センター会議室で平成24年度か
ながわ県央ネット第6回役員研修会を行った。
講師はかながわ県央ネット理事でホーユウパレス大和管理
組合の相川正敏・元理事長。
エントランスのグレードアップ改修を行ったマンション
（築24年・RC造10階建て・41戸）の工事事例として、同
地区での犯罪発生率などセキュリティーシステムの導入に至
った背景、セキュリティーシステムおよび自動ドア新設の課
題と選択、管理組合執行部の活発なコミュニケーションなど、
改修工事完成までの多様な経験談を話してもらった。

10月〜
大和市「IKOZA」内、
無料相談コーナーの開設
平成24年10月から小田急電鉄江ノ
島線・高座渋谷駅「IKOZA」内1階市
民相談コーナーに分譲マンション無料
相談コーナーを開設した。
毎月の第1、第3火曜日の午後に事
前予約制。かながわ県央ネットが相談
員を毎回派遣する。
問い合わせ・申し込み
市民相談課 蕁046-260-5104
蜻「IKOZA」内1階市民相談コーナーに立つ
金野安孝・かながわ県央ネット理事

11／17
コーポ海老名大規模修繕工事見学会
講演後の質疑に応える廣田氏（こちら向き左から3番目）

10／6
建築物における断熱・遮熱と
工事の実施方法
8

10月6日、外断熱工法をテーマに川崎産業振興会館で川管
ネットセミナーを開いた。

見学会は10時からコーポ海老名集会室で実施した

11月17日、海
老名市のコーポ海老
名管理組合に協力し
てもらい、大規模修
繕工事見学会を行っ
た。コーポ海老名は
11階建て76戸、
築31年目で外壁が
全面塗装仕上げによ
る3回目の大規模修

繕である。設計・監
理は賛助会員の㈱建
物保全センター、施
工も賛助会員のシン
ヨー㈱。
4年ほど前から建
物妻側の壁から雨水
の漏水がみられたこ
当日は雨天にも関わらず、20人近い参加者があった
とから、昨年11月
より約6カ月の工事の検討・協議時間を設けて、今年9月末
から着工。竣工は来年2月予定だが、正月前の足場撤去を目
指して工事を進めている。

湘管ネット
9／29
東日本大震災から学ぶ
マンションの地震保険
9月29日、東日本大震災の被害とマンション地震保険との
関連をテーマに藤沢産業センター6階研修室でセミナーを行
った。共催は首都圏マンション管理士神奈川支部湘南地区部
会。講師には賛助会員の㈱グッド保険サービス・伊藤昌弘専
務取締役が務めた。
当日の講演内容は、下記のとおり。
1．地震保険の対象となるマンションの主要構造部
2．東日本大震災後に地震保険に関して改定された内容
3．宮城県が地震保険の加入率が被災他県に比べて高かっ
た理由
4．地震保険に関する正しい知識
また、あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動火災、損
保ジャパンなど、相次ぐ地震保険料の改定において、築年が
古く、大規模マンションほど値上げの対象となることを説明。
地震保険へ加入するべきかどうかなど基本的な管理組合の質
疑事項に応える講演となった。

よこ管ネット
8／25
自主管理マンション情報交換会
8月25日、大津シーハイツ団地管理組合管理棟で自主管理
マンションの情報交換会を行った。
横須賀には自主管理の大型団地マンションが多い。
「自分た
ちのマンションは自分たちで守る」を合い言葉にマンション
管理の究極の方式に取り組んでいる。しかし、そこにはさま
ざまな困難を伴うことも多い。

この日は横浜からのマンションも含め6管理組合26人が集
まり、不在組合員への対応、空き駐車場対策、役員手当など
について語りあった。さらに塗料メーカの方にも参加しても
らい塩害に強い塗料について学んだ。会費制の懇親会でも活
発な情報交換が引き続き行われた。

9／29
セミナー＆情報交換会
知って見直す！お得な管理費節減シリーズ
9月29日、横須賀・汐入の産業交流プラザ研修室で、9月
からの電気料金値上げに伴う負担軽減をテーマに、マンショ
ンにおける電気の供給方法と料金の仕組み、節電のための具
体的事例についてセミナーを開いた。
第1部は電気料金の値上げに伴い、複雑な料金形態の仕組
みについて東京電力湘南支社職員を講師に、ピークシフトプ
ランやおまとめプラン（低圧高負荷契約）などを解説。
第2部は10年間で共用部分の電気料金をほぼ半額にまで節
約した川崎のセソール川崎京町ハイライズの相川洋明理事長
に自走式駐車場の照明節約方法やLED化に伴う投資額と削減
費の対比など大変参考になる説明をしてもらった。

共用部分の電気料金を10年で半減させた理事長
のマンション事例を紹介

10／20
電気設備容量アップ工事見学会
10月20日、会員マンションの横須賀馬堀台住宅管理組合、
賛助会員の施工担当・㈱北斗に協力してもらい、電気容量ア
ップの工事見学会を行った。
工事による改善点は盧各戸の分電盤の漏電ブレーカー化

蜻引き込み幹線ケーブルの
説明を受ける見学者ら

当日は6管理組合26人が集まり、活発な情報交換を行った

Kanagawa Mansion Network 23

蜷東電から電力を引き込む
開閉器盤を更新
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盪電気容量を30Aから最大60Aへ 蘯分電盤3回路から8回
路へ。
横須賀馬堀台住宅は1976年竣工。電気系統の老朽化によ
る漏電の恐れがあり、電気設備改修を計画。この際、生活環
境の快適性、利便性、資産価値の向上を目的に電気容量アッ
プ工事を行った。

浜管ネット
工事見学会では、職人による作業を実際にみて、施工
の内容を知ることができる

9／25
マンションの開口部改修
9月25日、賛助会員の川本工業㈱8階研修室で技術者部
会・専門業部会合同セミナー「マンションの開口部改修につ
いて」を行った。
マンションの開口部は住戸内の窓、玄関ドアなどで共用部
分に属し、改修工事を行う場合には一般的に総会の普通決議
が必要となる。
とはいえ、築年数による劣化で遮断性能、防犯性、操作性、
意匠面の低下などの不具合が生じる
近年、窓や玄関ドアの交換によって省エネ化、グレードア
ップ化を図る管理組合も増えている。施工方法は「撤去工法」
「カバー工法」に分けられるが、窓サッシの改修では住民が居
ながら工事ができるカバー工法が多く採用されているようだ。
開口部についてはどのような工法で、どのような効果が得
られるかをポイントに選択するべきといえる。
講師はYKK AP㈱東京改装支店の長田克也氏が務めた。

10／27
若葉台第10住宅工事見学会
第２期大規模修繕の品質管理
10月27日、横浜・旭区の若葉台第10住宅管理組合の協
力により、第2期大規模修繕工事見学会を行った。設計・監
理は譛若葉台管理センター、施工は㈱サカクラ。
第10住宅は1985年竣工・SRC造・4棟・13、14階建
て・260戸。

若葉台第10住宅集会室で工事内容の説明を
行った様子

エレベーターホールの内装工事。近年ビデオカメ
ラ持参で撮影する参加者が増えている

10

今回の工事は主に、外壁塗装、バルコニー床防水、換気口
カバー等の交換、階段室床・共用廊下床のシート貼り替えな
ど。共用部分の照明器具のLED化、エントランスホールのグ
レードアップ（自動扉化、手すり設置など）も行った。
見学会では実際に施工する様子を職人に実践してもらい、
それを見学することができた。統一した作業内容を示すこと
によって、品質管理の偏りがなくなるよう努めていることが
わかる。

11／13
設備改修シリーズ第17回
給排水給湯設備・共用専有部分同時施工
11月13日、かながわ県民センター304号室で技術者部
会・専門業部会合同セミナー第17回を行った。今回のテー
マは「事例で学ぶ 給排水給湯設備（共用専有部分同時施工）
の仕組みと改修工事」。事例は横浜市金沢区・マリンハイツ住
宅（RC造3〜5階建て・9棟・162戸）。
主な工事内容は、給水方式を受水槽・加圧ポンプ方式から
直結給水へのシステム変更、屋内外共用給水管および専有住
戸内の給排水給湯管の更新工事。
セミナーでは設計・監理者（建物保全センター）が管理組
合の取り組みと設備の仕組みを説明し、施工担当の建装工業
が工事の流れ、材料メーカーを代表して積水化学工業が耐久
性・耐震性・性能向上材料について解説を行った。

修繕委員会等、管理組合のしっかりした組織があ
ってこそ難しい工事の合意形成ができると設計・
監理担当の㈱建物保全センター・福市博臣氏

共用・専有部分の同時施工とあって、工事の品質
管理に加え、居住者対応にも特別の配慮が必要と
なる。建装工業㈱の現場代理人・佐藤宏二氏

緊急レポート
尼崎市大量殺人事件と、マンションへの余波
― あるネットワーク役員のひとりごと ―
角田美代子被告の自宅は分譲マンション
管理費等滞納、クレーマー、他住民への威圧も
今秋、日本中を震撼させている兵庫県尼崎市の連続遺体
遺棄・行方不明事件だが、角田美代子被告（ドラム缶遺体
事件の傷害致死罪などで起訴）がつくった「監禁小屋」は、
同市内の8階建て分譲マンションの最上階にある角田被告
宅のバルコニーに設置されていたことがわかっている。
マンションでは角田被告らが集団生活を送っていたよう
で、管理費等の滞納もあったという。
管理員に対するものすごいクレーム、住民への威圧も多
かったらしく、住民間では目を合わせないようにするほど
の迷惑住民だったようだ。
さらに借金返済のために競売にかけられる予定だった角
田被告の住戸は「事故物件」であるとともに、今後も捜査
のための現場保全を目的に神戸地裁はマンションの売却取
り消しを決めた。
◇
角田被告に限らず、迷惑住民の入居を管理組合として阻
止しなければ、マンションの価値にも影響する。
角田被告の住戸は今後、競売にかかったとしても売却さ
れる保証はなく、管理組合の共用部分として購入するにも
気味が悪いといって合意形成に至らない可能性は大きい。
管理組合として迷惑住民への対応を行うことは、のちに
「自分の身に降りかかってくる災難」を未然に防ぐことで
もある。
今回の角田被告（迷惑住民）の事件は、「共同の利益
に反する行為」に対する「無関心」「無対応」が、まさに
当該マンションの住民にとって将来的に大きな問題となっ
てしまうことを示した事例である。自分たちのマンション
は自分たちで守るという意識をみんなで持つ必要があるの
だと改めて実感することが大事ではないだろうか。
◇
現在、暴力団等の迷惑住民に対する事前対応・その認識
などについて国土交通省が検討会を設け、今年1月には最
高裁が見解を出している。
また、NPO福岡マンション管理組合連合会が作成した
モデル規約のうち、該当する部分を抜粋して別枠に掲載し
た。

暴力団排除条項を規定に
国土交通省が管理規約見直しへ

迷惑行為の差し止め
最高裁が組合敗訴を差し戻し
2012年1月、最高裁では住民の迷惑行為に対して見解
を示す事案もある。
神奈川県藤沢市のマンション管理組合の代表者が区分所
有法6条「区分所有者の共同の利益に反する行為」を繰り
返す所有者に対し、同法57条に基づく行為の差し止めを
求めた訴訟の上告審で最高裁第3小法廷（那須弘平裁判長）
は1月17日、管理組合側が敗訴した2審判決を破棄し、
東京高裁に差し戻した。
◇
管理組合側が訴えた区分所有者の迷惑行為
① 理事長を誹謗・中傷するビラの配布
② 役員が管理組合資金を運用しているとする文書の配布
③ 工事業者の現場事務所での業務妨害
④ 理事長や役員に対する暴行など
参考１ 区分所有法関連条文
（区分所有者の権利義務等）
第6条第1項
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
（共同の利益に反する行為の停止等の請求）
第57条第1項
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその
行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又
は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行
為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防
するため必要な措置を執ることを請求することができる

参考2 福管連モデル規約
（専有部分の譲渡及び貸与）
第19条 区分所有者は、その専有部分を暴力団の構成員又はそ
の組織その他本区分所有者の共同利益に反する行為又は共同
生活の秩序を乱す行為をするおそれのある者に対して、譲渡
又は貸与してはならない。
２ 区分所有者は、その専有部分を第三者に譲渡又は貸与しよ
うとする場合は、その予定日の20日以前に、理事長に対して、
様式集（第1号様式）「譲渡・貸与予告届」を提出しなければ
ならない。
３ 管理組合は、前頁の予告届を検討し、必要に応じて調査を
行った結果、譲渡又は貸与の相手方が暴力団等、区分所有者
の共同の利益に反する行為又は共同生活の秩序を乱す行為を
するおそれがある者と判断した場合は、理事会の決議により
区分所有者に対し譲渡又は貸与の中止を勧告することができ
る。
４ 区分所有者が第2項に定める予告届を提出せず、若しくは事
実と異なる届出を行い、又は正当な理由が無く前項の勧告に
従わず譲渡又は貸与を行った場合において、譲渡又は貸与を
受けた者が法令、規約、決議等に違反し、区分所有者の共同
の利益に反し、又は生活秩序を乱す行為を行った場合は、当
該区分所有者は、次の各号の責任を負う。
一 賃貸借契約の解除
二 迷惑行為の排除並びに被害者への損害賠償及び慰謝料
の支払
三 管理組合が行った法的措置に要した費用（弁護士費用
を含む）の支払
（以下、略）
※NPO法人福岡マンション管理組合連合会発行「福管連モデル
規約（住居専用型）
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現在、国土交通省では「マンションの新たな管理ルール
に関する検討会」を設け、マンション標準管理規約におけ
る暴力団排除条項の規定について議論が行われている。
標準管理規約は第三者管理方式等とあわせて、2013
年に改正予定。
［論点］
・反社会的勢力が専用部分を①事務所として使用すること
を禁止すること②住居として平穏無事に使用するにも関
わらず譲渡・貸与を禁止すること
・平穏無事に暮らしているのに、共同利益違反といえるか
・規約により、区分所有者と第三者の契約内容を規定した
場合に実効性を確保できるか（不動産流通契約では当事

者間の契約のため問題とならず）
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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
企 業 名
浜湘
マンション管理

株式会社ジャパン・

改修一般
所 在 地
本社
新宿区新宿2-3-15大橋御苑ビル
つなぐ はぐくむ

リビング・コミュニティ

薔0120-279-896
http://www.j-lc.co.jp

マンション管理 神 浜 川 よこ 首都圏第三事業部
（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 神 浜 央 湘 横浜支店

コミュニティワン
株式会社
マンション管理

横浜市西区楠町4-7
ニッセイ横浜楠町ビル7階
蕁045-316-3939
http://www.community-one.jp

P R
おかげさまでマンション総合管理受
託戸数5万戸を達成しました。大京グ
ループの40万戸を超える管理実績と
経験を生かし、これからも「お客様
に身近な管理会社」として日々の暮
らしを全力でサポートいたします。
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。
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。

浜 横浜市港北区新横浜2-5-5
これまでの経験と実績に培

住友不動産建物
サービス株式会社
マンション管理

浜 よこ

大和ライフネクスト
株式会社
マンション管理

浜 よこ

日本ハウズイング
株式会社
マンション管理

蕁045-752-7711
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

われたノウハウを生かし、
総合的なサポートでマンシ
ョン管理組合運営をお手伝
い致します。

横浜市鶴屋町2-26-2
第4安田ビル6F 〒221-0835
蕁045-326-2350
http://www.daiwalifenext.co.jp

皆様のマンションの資産
価値を高め、住む人を、
ひいては街を元気にした
い…そんな管理サービス
を提供し続けています。

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 【本社】

野村リビングサポート
株式会社
マンション管理

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
サービス株式会社
マンション管理

浜 よこ

明和管理株式会社

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。

東京都渋谷区神泉町9-6
第2明和ビル
蕁03-5489-7805
http://www.meiwa-kanri.co.jp

私たちは「人に優しい住環
境」の創造を目指し、豊富
な経験とノウハウでご満足
のいく管理をご提供してお
ります。

企 業 名

所 在 地

グッド保険サービス

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

浜 よこ 東京都品川区大崎1-6-3

三菱電機クレジット
株式会社

アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

株式会社

日精ビル12F
蕁03-5496-9497
薔0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

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。

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 リニューアル事業部
横浜市泉区和泉町2794-9
蕁045-804-1834
http://www.ichinosekensou.co.jp
gaisou@ichinosekensou.co.jp
東京事務所蕁03-3261-5857

株式会社
一ノ瀬建創

大規模修繕 浜 川 よこ 央 川崎市幸区堀川町580番地

株式会社カシワバラ・
コーポレーション
大規模修繕

ソリッドスクエア西館10階
蕁044-540-1062
蕭044-540-1035
http://www.kashiwabara.co.jp

神 浜 よこ

株式会社サカクラ

横浜市磯子区岡村7-35-16
蕁045-753-5000
http://sakakura-kk.co.jp

大規模修繕 神 浜 よこ 央 湘 （本社）横浜市南区高砂町2-19-5
蕁045-225-8200
（東京支店）東京都港区三田3-2-8
（城東支店）東京都墨田区横川2-8-2
薔0120-040-011
http://www.daiwa-co.com

株式会社大和
大規模修繕

大規模修繕

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

ヨコソー

無料の調査・診断から弊社独自の技
術、工事期間中の皆様のコミュニケ
ーションを十分に行いながら30年以
上の実績を積んで参りました。豊富
な経験をもって最適な大規模修繕工
事の提案をご提案致します。
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！
豊富な経験と確かな知識を生か
し、集合住宅大規模修繕工事施
工65年以上の歩み、1730管理組
合・8220棟・27万戸超の施工実
績。『不断の努力』を社訓に総合
仕上工事業目指す企業です。
マンション大規模修繕工事の専
門業者として半世紀。 住み慣れ
た環境に時を取り戻す をスロ
ーガンに、常にお客様第一の姿
勢を貫き、質の高い技術とサー
ビスを提供いたします。

で多数の技術職人を有して
いる会社です。お客様のニ
ーズにお応え出来る技術・
品質・アフター・点検を提
供して参ります。
建物の修繕工事を手がけて
100余年。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。

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。

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

ラクシー

浜 川 よこ 横浜支店

建装工業株式会社
大規模修繕 神 浜 川 よこ 央

横浜市西区平沼2-2-7
蕁045-290-6090
蕭045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp
川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4795
J-fukama@sinyo.com
http://www.sinyo.com

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
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伊勝は専門知識をもとに、建物のライフサイク
ル・時代の変化に応じて、調査・診断を計画的に
提案し、施工を行います。私たちは、完成してか
らが長いおつきあいの始まりと考えています。ア
フターケアには、自信を持ってお応えできる品質
保証システムを実行しています。

浜 央 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

株式会社

株式会社

蕁046-830-5481
東京支店：
中央区銀座8-18-7 エイワビル6階
蕁03-3549-3131
fujibow@bird.ocn.ne.jp

浜 よこ 央 （本

株式会社
大規模修繕

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。

よこ 本社：横須賀市森崎1-19-18 改修工事専業として、自社

株式会社富士防

シンヨー
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。

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

浜 横浜市鶴見区生麦1-5-3

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

株式会社

大規模修繕

金融・保険
保険

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

央 県央ネット

業界トップクラスを誇る豊
富な改修工事実績と、大規
模修繕工事から設備改修、
内装リフォームまでトータ
ルに対応する総合リニュー
アルカンパニーです。
創業以来82年を迎え、完工
高130億円、そのうちマン
ション大規模修繕90億円を
超すまで成長して参りまし
た。アフターグループ6人が
工事後のケアを致します。

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

総合建設

電気設備改修

企 業 名
大規模修繕

神

株式会社紅梅組
大規模修繕

浜

工藤建設株式会社
大規模修繕

所 在 地

P R

横浜市西区戸部本町9番18号
蕁045-322-6106
蕭045-322-9093
http://tatemono-saisei.com

今までのお化粧直しとは異な
る大規模修繕。コンクリート
のポテンシャルを蘇らせま
す。快適、健康、省エネ、長
寿命を実現！弊社屋で実証
中。

リノベーション営業課
蕁045-911-5438
蕭045-911-5951
http://www.kudo.jp

大規模修繕工事もグレード
アップ工事もお任せくださ
い。またソーラーシステム、
LED電気工事等、省エネ対
策もお問い合わせください。

浜 建築事業本部 リニューアル営業部 相鉄鉄道グループの中で、

相鉄建設株式会社

横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816
蕭045-451-8967
daimon-akiko@sotetsu.co.jp

地元に密着したゼネコンと
して、建築・耐震・設備・
内装のリニューアルをお客
様の立場で、ご提案いたし
ます。

給・排水設備改修
企 業 名
所 在 地
給・排水設備改修 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 浜 川 よこ 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

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

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

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。
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。
集合住宅の給排水改修工事
の豊富な実績と経験を生か
し、皆様の豊かなマンショ
ンライフのお手伝いをいた
します。
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。

企 業 名
電気設備改修

所 在 地

P R

浜 横浜市西区戸部町4丁目158番地

三沢電機株式会社

蕁045-241-1621
蕭045-253-4744
business1@misawa-dk.co.jp
http://misawa-dk.co.jp

創業85年という長い歴史の
中で、地元神奈川で高い信
頼・実績を築いて参りまし
た、電気設備改修工事のプ
ロ集団です。お気軽にご相
談下さい。

建材メーカー・販売
企 業 名
塗料メーカー・販売 神 浜 川 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。

東京都港区港南2-15-1
品川インターシティA棟30階
蕁03-5781-8101
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
入れています。詳しくはホ
ームページをご覧ください。

サッシ改修
企 業 名
所 在 地
浜 よこ リフォーム特需東日本支店 神奈川営業所
サッシ改修
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
LIXIL（リクシル） http://www.lixil.co.jp

株式会社

P R
株式会社LIXIL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 神奈川事業部

株式会社日本ネット
ワークヴィジョン

P R

横浜市神奈川区神奈川
2-11-18 渡辺ビル6F
camera@nnv.co.jp
http://www.nnv.co.jp

防犯カメラ、インターホン、各種
防犯センサー、地デジ対策工事等、
通信施工全般を行っております。
通信施工のことなら何でもお任せ
下さい。日本防犯設備協会、神奈
川県防犯設備士協会 会員

●広告掲載のお問い合わせ●
蕁蕭 045-316-4505

E-mai kitami@k-mansionlife.com

担当：㈲ライフデザイン・北見

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

文化興業株式会社

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

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。
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Ｎ Ｐ
Ｐ Ｏ
Ｏ 浜
浜 管
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会
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者
部
会

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

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田邉邦男部会長を中心に、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

連絡先

氏名・所属事務所

連絡先

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所

東京都中央区日本橋小伝馬町6-13
蕁03-5623-3881
http://www.han-kenchiku.co.jp

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

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

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://www.k-tateho.jp

長友秀信
陸建築設計

藤沢市鵠沼海岸1-10-1-311
蕁0466-34-7535
hanagatomo@yahoo.co.jp

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

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

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

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

伊藤和彦
FKコンサル

横浜市旭区中希望が丘176
蕁045-361-6046
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

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

井田洋一郎
有限会社エルグ

横浜市港南区笹下6-23-27
蕁045-844-0844
erg@c3-net.ne.jp

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
尾崎京一郎
蕁045-532-9260
モア・プランニングオフィス

阿部一尋
蕁090-6001-5234
AB住計画一級建築士事務所 abe@abjukei.com

http://www5.ocn.ne.jp/˜ik-archi

okd-arc@mist.dti.ne.jp

http://homepage3.nifty.com/moa̲p
横浜市南区榎町1-18-202
蕁045-744-2711
lapis0103@yahoo.co.jp

横浜市青葉区すすき野1-4-3-405
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氏名・所属事務所

石川裕子
Lapis建築工房
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会員
ション
マン
紹介

横 須 賀 馬 堀 台
住 宅 管 理 組 合

直結給水へ更新、電気容量アップ
築10年目から自主管理で管理意識も高く
馬堀台の高台周辺はそもそも、山を切り崩して開拓し
たところだった。他所から移り住んできた人たちが地域
コミュニティー形成のため、意識的に集まる機会を作り、
積極的に参加して、初めてそこにコミュニティーができ
あがってきたという。
もとは知らないもの同士の寄せ集めの新興住宅地。だ
からこそコミュニティーが必要だった。
馬堀台住宅は分譲後の10年間は分譲した公社に管理
を任せていたが、１回目の大規模修繕の際に修繕積立金
の不足で一時金徴収を余儀なくされたことから、自主管
理に移行。
それまでコミュニティー活動も自治会組織に任せきり
だったが、管理組合での意思疎通が必要性を持ち、住民
間の管理意識が高くなったという。
2000年団地のシンボルであった給水塔を撤去し、給
水システムを増圧直結方式に変更。2011年行政指導が
変わり、増圧ポンプも撤去して水道本管からの直接給水
のみとした。
給水塔や受水槽、ポンプ等あらゆるメンテナンス費用、

よこ管ネットが馬堀台住宅で10月
20日に行った工事見学会の様子

子供たちの和太鼓な夏の納涼祭の
恒例イベント
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
よ こ 管 ネ ット
正
会
員

更新費用を削減したことになる。
2007年には3回目の大規模修繕で窓サッシ、玄関扉、
ベランダ手すり等を更新し、2012年は電気容量アップ
工事を行った。各戸に漏電ブレーカーを設置するともに、
分電盤の回路を8つに増やし、200V回路を導入し、電
流も現状30Aから最大60Aを可能とする。
総会では「節電という世の中の風潮に逆行しているの
では？」という質問もあったが、「電気回線経路の老朽
化などから工事の理解を求めた」と理事長。実際、工事
を終えて14件で漏電しているのがわかり事前に危険を
防止することができた。これで給排水、電気、ガスのラ
イフラインをすべて更新したことになる。
今後は集会所に太陽光発電を取り入れるか、検討中。
その必要性や税務関係など、住民の理解を得られるだけ
の説明ができる情報を収集しているところだ。
■マンションデータ
1976（昭和51）年竣工・5階建て・22棟・510戸
建物構造 ……………………………RC造
敷地面積 ……………………………約42,996㎡
建築面積 ……………………………約7,168㎡
管理費（月額）戸当たり …………5,200円（全戸一律）
修繕積立金（月額）戸当たり ……9,800円（全戸一律）
駐車場充足率（台数÷総戸数）……406台÷510戸＝79.6％
（平置きのみ）※現在37台
空きあり
駐車場使用料（月額）………………1台目6,500円、2台目8,000円
駐輪場使用料（月額）………………自転車200円、バイク600円
分譲業者 ……………………………神奈川県住宅供給公社
管理業者 ……………………………なし
管理形態 ……………………………自主管理
管理員の勤務形態 …………………住民から事務局員を募集。9
時〜17時。4人交代制
清掃員 ………………………………住民から募集。週3回。4人
体制。団地敷地内及びゴミ
集積所の清掃など
理事会 ………………………………月1回（理事22人、
監事2人）
任期 …………………………………2年（1年ごとに半数交代制）

DATA

引込開閉器盤はヒューズ式からブレー
カー式（写真）に更新

3回路の既存分電盤が改修後は漏電ブ
レーカー付き8回路（最大60A）に

芝刈り、低木の伐採、小修繕など管理組合の
頼みごとに応える頼もしいボランティア組織
「みどりの会」
（写真提供：柴原英雄さん）

標高約35mに位置する集会所は
横須賀市から「風水害時避難所」
に指定されている

イベント情報 ■■

浜管ネット

蕁045-911-6541

管理組合交流会
日 時：12月8日（土）13：30〜16：45
会 場：若葉台地域ケアプラザ多目的ホール
（相鉄線三ツ境駅、JR横浜線十日市場駅、田園
都市線青葉台駅よりバス）
テーマ：「高経年・団地型マンションの管理と再生につ
いて」
第1部 事例報告
①理事会運営の危機、なり手不足に解決策はあるの？
（若葉台住宅管理組合協議会）
②孤独死を防止するための取り組み、「安心カード」と緊
急時名簿の作成（左近山団地管理組合協議会）
③資金不足で計画的に修繕工事が行えない？（浜管ネッ
ト技術者部会）
④専有部・居住者サービスの提供／管理会社の取り組み
（若葉台管理センター）
⑤横浜市の大規模住宅団地の総合的再生への取り組み
（横浜市建築局住宅部住宅計画課）
第2部 交流会（円卓フリー討論）
参加費：無料
定 員：70人

川管ネット

蕁044-222-5136

日
会

時：12月8日（土）13：30〜16：00
場：多摩市民館 第１会議室
（JR南武線登戸駅徒歩10分／小田急線向ヶ丘
遊園駅北口徒歩5分）
テーマ：マンション共用部のバリアフリー化の問題
講 師：「バリアフリーの改修計画と事例」改修設計㈱
佐藤信久氏
「バリアフリーの具体的事例」エクシーズ㈱
廣田剛氏・栗原貴則氏
参加費：無料
定 員：45人

マンション 関 連

湘管ネット

蕁0466-50-4661

日
会

時：12月1日（土）13：30〜15：30
場：藤沢産業センター6階研修室3
（JR東海道線、小田急線、江ノ島電鉄藤沢駅北
口徒歩2分）
テーマ：「マンションの震災対策」のポイント
〜震災体験から学ぶ防災とコミュニティ〜
講 師：マンションコミュニティ研究会
代表 廣田信子氏
参加費：会員無料、会員以外1,000円

新 会 員 紹 介
◆正 会 員
名 称

加入ネット

棟数

戸数

竣工年

新山下ベイシティ
団 地 管 理 組 合

浜管ネット

1

174

1994

藤和ライブタウン
中 山 管 理 組 合

浜管ネット

8

185

1988

コスモ百合ヶ丘
パラシオ管理組合

川管ネット

1

57

1998

よこすか海辺ニュータウン
シーサイドスクエア管理組合

よこ管ネット

3

312

2001

主な業種

資本金

設立年

◆ 賛助会員
名 称

㈱ 日 本 昇 降 機
機械式駐車
浜管ネット
500万円
メ ン テ ナ ン ス
場保守管理
エクステ
リア関連

5,000
万円

1982

㈱ エ ス シ ー
プ ラ ン ニ ン グ

よこ管ネット

大規模修繕
工事

1,000
万円

2003

横浜サンユー㈱

かながわ マンション
県央ネット 管理

1,000
万円

1985

㈱ グ ッ ド 保 険 かながわ
損害保険
サ ー ビ ス 県央ネット

1,000
万円

2004

かながわ
ゴンドラ事業
県央ネット

1億
7,563
万円

1966

蜻『災害に負けないマンションライフ』
A5判25ページ

東急コミュニティー
震災対応支援を推進
㈱東急コミュニティー（神管ネット、浜管ネット、川管ネ
ット、よこ管ネット賛助会員）は全管理受託物件4,500管理
組合を対象に震災対応支援活動を推進する。
管理組合への具体的な支援活動の提案内容は、①「地震対
策マニュアル」の作成②「自主防災組織」の整備③「防災訓
練ガイド」を手引きとする防災訓練の実施④防災訓練の実施
を受け、地震対策マニュアルの更新や防災備品の整備を行う。
マンション内で助け合う「共助」の環境づくり、災害に対
応できる力（対災力）を備える防災活動支援を目指すとして
いる。
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㈱ライフポート西洋（浜管ネット賛助会員）は防災ハンド
ブック『災害に負けないマンションライフ』を作成し、全管
理受託物件の約3万7000戸に配布した。
マンション居住者向けの防災マニ
ュアルで、家具の配置の見直し、家
族との連絡方法の確認、ライフライ
ンが止まった場合の対処、備蓄品、
マンションでの避難生活などをまと
め、家族や近隣住民、管理組合で自
助・共助ができる仕組みづくりの一
助とする。

1984

エ ク シ ー ズ ㈱ 川管ネット

日 本 ビ ソ ー ㈱

ライフポート西洋
防災ハンドブックを作成

加入ネット
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編 集 後 記

東京・千代田区の「お茶
の水 ホテル ジュラク」で
懇親会を開催

全管連懇親会でへとへと
全国の管理組合の連合会の代表者が集まる、
文字通り「全国マンション管理組合連合会代
表者会議」が10月15日に行われた。
北は北海道、南は沖縄（今回は欠席）まで
18団体（約2,500管理組合）が参加する会
なので、まじめな会議の前日夕刻にざっくば
らんな懇親会を行うことが定例となっている。
ここでは少しお酒を入れながら、各地域の

情報交換・交流をする場なのだが、方言が飛
び交い、実際まったく言葉がわからないこと
が多々ある。
テレビの影響で若者の「なまり」はなくな
りつつあるが、この場はそんなことはない。
地方のおじさん方の言葉がまるでわかりませ
ん！目上の人に対して、話の意味もわからず
適当に相槌打つことの気まずさよ〜へとへと
です。
（Y.K）

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://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かながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）

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湘南マンション管理組合
ネットワーク（湘管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp/syokan-net
蕁 0466-50-4661

http://www.jinkan-net.com
蕁・蕭 045-620-6300

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 〜 4 火曜午後 川崎市住宅供給公社 NPO 住宅相談コーナー

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

〒 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

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）

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）

事務所移転しました！

http://kenou-net.com
蕁 046-264-6054

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

定期無料相談：
毎月第 4 月曜午後 秦野市役所東海大学前駅出張所
毎月第 4 火曜午後 海老名市役所 7 階会議室
毎月第 4 金曜午後 大和市役所市民相談課相談室
毎月第 3 土曜午後 大和市民活動センター会議室
毎月第 1、第 3 火曜午後 「IKOZA」内 1 階市民相談センター

定期無料相談：毎月第 4 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。

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部

（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

※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。

http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
蕁 045-762-1795

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

119組合

38組合

55組合

29組合

15組合

17組合

41組合

314組合

26,614戸

5,784戸

9,675戸

1,657戸

1,420戸

3,052戸

8,209戸

56,411戸

※平成24年11月現在
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