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C O N T E N T S

あるマンションの理事長のコメントを掲載します。
「マンションに住み続けて40年、40戸の規模の建物も住人も高齢化してき

ました。そして当マンションも役員のなり手不足の問題が話題になり対応策を
講じることになりました。私たちが入居したときは、皆30歳代と若く、高齢
の方はいませんでした。当時は夫婦共稼ぎの方も少なく、ご主人が働きに出て
いるケースが多かったため、理事会はほとんど奥様方が出席し、それなりに運
営ができていました。
40年経ったいま、今まで主導的な立場で組合を引っ張ってこられた役員経

験者、特に理事長職の経験のある方々が高齢・病気を理由に役員を辞退してい
ます。当初はこれが高齢化問題ということかと思いました。ところが居住者の
実情を調べてみますと、当マンションでは組合員の住み替えも進み、若い方も
少しずつ増えてきており、定年を過ぎた熟年の元気な組合員も結構住んでいる
ことが分かりました。役員のなり手不足の原因は高齢化といわれていますが、
実際は、どうも役員になって組合のために働こうと思う人が少ないということ
が原因のように思われ、このことが、なり手不足で問題視すべき最大の原因で
はないかと思っています。
幸い当マンションでは、理事長になっても良いという方が数名おられ、その

方が毎年交代で理事長職を行うことになりました。役員は各階ごとに輪番制で
選任されますが、輪番制と併用で理事長が決まっていきます。役員のなり手不
足の問題はこうして解決しました。
ところが、管理運営の仕方については、40年前と違い標準管理規約が整備

され、管理運営のレベルも向上してきています。そのため、役員のなり手不足
が解消されたとしても、それだけでは適正な管理運営が難しいことが分かりま
した。実際の運営は管理に対する専門性が望まれ、1年毎の輪番制では適正な
管理運営が難しいのです。そうかといって同じ人が何年も理事長を続けると別
の弊害が出てくることもありうるため難しいところです。
結局、自主性をもって管理運営をしていくには、専門的な知識を持った第三

者に顧問として依頼するか、理事会を決定機関にして、実務の執行を第三者に
依頼するという方法が最良の方法ではないかと考えるようになり、現在検討を
始めたところです」
適正な管理運営を行うにはどうしたらよいか試行錯誤しながら苦労されてい

る実態がよくわかります。最後は、管理組合の自主性を保ちながら必要な知識
を第三者から得て管理運営をしていく方法が最良と考え、今後検討していくこ
とになりました。

役員のなり手不足への対応の一例役員のなり手不足への対応の一例役員のなり手不足への対応の一例役員のなり手不足への対応の一例
適正な管理運営を行うにはどうしたらよいか適正な管理運営を行うにはどうしたらよいか適正な管理運営を行うにはどうしたらよいか適正な管理運営を行うにはどうしたらよいかを行うにはどうしたらよいかを行うにはどうしたらよいか適正な管理運営を行うにはどうしたらよい適正な管理運営を行うにはどうしたらよい

NPONPO湘管ネット　会長湘管ネ ト 会長  ●●藤木賢和藤木賢和
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給排水管の更新工事において、共用部分の配管と専有
部分の配管を一体工事とし、その費用のすべてを修繕積
立金で賄う工事例が増えてきている。
しかし、そもそも専有部分の配管工事について修繕積

立金を使って管理組合主導で施工できるのだろうか？
実は、マンション標準管理規約では、専有部分の改修

工事に対して修繕積立金の取り崩しを認めていない。た
だし、共用・専有一体工事のメリットもある。
この点については、給排水管の帰属の問題（専有部分

か共用部分か）の問題と、その管理の問題（費用負担、
漏水時の責任負担等）の問題が交錯し、管理組合の権限
の限界の議論とも相まって、理論的にも実務的にも検討
すべき論点が多数含まれていると考えられる。
昨年9月、法学者や弁護士などで構成する第16回全国

マンション問題研究会が北海道函館市で行われた際、横
浜マリン法律事務所の石川恵美子弁護士、濱田卓弁護士
が研究材料としてこの問題を取り上げた。
実務上の問題も含め、共用・専有一体工事を行う場合

の問題点と打開策を探る。

床をはつって作業を行う
（洗面所）

パイプスペースの壁を取
り壊すといった大がかり
な作業も

マンション標準管理規約第28条において、修繕積立
金は敷地および共用部分等の特別の管理に要する経費に
充当するために納入が義務付けられている。
このため、このままでは共用・専有一体工事だからと

いって、管理組合の負担として専有部分の工事費を修繕
積立金から取り崩すことはできない。
しかし、マンション内の配管類は共用も専有も構造上

一体となっており、その管理も管理組合が一体として行
ったほうが効率的であるともいえる。特に高経年マンシ
ョンでは漏水事故によるトラブルも多くなるため、一体
工事に対するニーズは高くなる。
そこで打開策として考えられるのが、管理規約の改正

ではないだろうか。
①共用配管と専有配管の一体工事に際し、専有配管工
事費用を修繕積立金の取り崩し事由とする
②一体工事のための専有配管工事費用に充当するため
の修繕積立金取り崩しを総会の決議事項とする、
以上の2点を管理規約に明記し、長期修繕計画にも専

有配管工事を位置づけ、その上で総会決議を経れば、修
繕積立金の取り崩しは可能であることいえるだろう。
不用意な修繕積立金の取り崩しは、のちのトラブルに

つながりかねない。きちっと手順を踏むと同時に、事前
の周知などにも配慮する必要がある。
なお、管理規約改正は総会で4分の3以上の決議が必

要となる。

注意！
「専有管の更新についても修繕積立金の支出はできる」
とする管理規約について、「区分所有法30条1項の限界
を超えており無効だ」という見解を持っている法曹関係
者がいることも留意しておきたい。訴訟問題になるほど
のトラブルになった場合、規約が絶対だとは言い切れな
いというわけだ。
一方、「法律の先生がなんと言おうとも配管の老朽化

は待ってくれない。漏水事故のトラブルを未然に防ぐ意
味でも全戸一体工事の必要性は高い」という設備設計の
専門家もいる。
管理組合では、合意形成や決議に瑕疵がないよう注意

しながら、最善策を検討してもらいたい。

共用・専有部分の同時施工の
メリット・デメリット

メリット
・住戸内の配管形成・状態が統一できる（戸別の漏水事
故の心配がなくなる）
・全戸統一工事のため、各戸での配管劣化や工事の検討
などの精神的負担が減る
・一体工事のため、費用面でのスケールメリットがある
デメリット
・ユニットバス、システムキッチンなど、すでにリフォ
ームをした住戸などもあり、合意形成が難しい
・住戸内の床や壁などをはがす作業による騒音
・共用部分＋専有部分のため総工事費が高額になる

＜コメント＞
裁判例等からすると、いわゆるスラブ上配管（床転が

し配管）部分は専有部分であること、また、規約によっ
てこれを共用部分化することはできないことを実務上は
前提とせざるを得ない。そうすると、いわゆるスラブ上
配管部分については、前掲の規約改正による修繕積立金
の支出を正面から検討することになる。
このような規約の有効性について正面から判断した裁

判例は見当たらないが、給排水管の機能上の一体性等を
考慮すれば、このような規約も「区分所有者相互間の事
項」（区分所有法30条1項）に該当し有効であるという
べきであろう。
なお、かかる規約の有効性の問題とは別に、更新工事

の実施決議そのものの適法性・公平性（決議直前に自費
で専有管を更新していた場合など）の確保の問題につい
ても、ケースごとに検討する必要がある。

横浜マリン法律事務所：濱田 卓弁護士

専有配管工事、修繕積立金の取り崩しはできるか？専有配管工事、修繕積立金の取り崩しはできるか？専有配管工事、修繕積立金の取り崩しはできるか？専有配管工事、修繕積立金の取り崩しはできるか？検証!
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昨今の経済事情により社会的ニーズに受け入れられていま
すが、防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある「違法
貸しルーム＝脱法ハウス」などの問題も広がっています。
こうしたことから平成25年9月6日、国土交通省の不動産

業課長、建築指導課長、市街地建築課長名で、マンションに
おける「違法貸しルーム」への対応について、「専有部分の改
修を行おうとする場合は、関係法令に違反しない」などを周
知するよう一般社団法人マンション管理業協会、公益財団法
人マンション管理センター宛に通知が出されました。

シェアルームは違法貸し!? それと
も？

シェアルームは違法貸し!? それと
も？シェアルームは違法貸し!? それと
も？

シェアルームは違法貸し!? それと
も？

マンション1室を7部屋に改修
　　　　　　　　管理組合の禁止申し立て
マンション1室を7部屋に改修
　　　　　　　　管理組合の禁止申し立て

東　京　地　裁　は　却　下

国土交通省からの通知
「マンションにおける「違法貸しルーム」への対応について」

一般社団法人マンション管理業協会、
公益財団法人マンション管理センター宛

～居住者－区分所有者－管理組合のみなさまへ～

①違法貸しルーム問題とは
マンションの一住戸を簡単な壁で小さな空間等に区切って

多人数に貸し出す物件については、火災等安全面で大きな問
題のある事例が多く見受けられる
②行政の対応（情報提供のお願い）
建築基準法の疑いのある物件についての情報を国土交通省

又は特定行政庁に提供していただきたい等
③マンションの区分所有者のみなさまへ
専有部分の改修を行おうとする場合は、関係法令に違反し

ないよう留意していただきたい等
④管理組合の皆様へ
・違法貸しルームへの改修の疑いのある物件を把握した場合
等は、管理会社等と相談のうえ、特定行政庁まで相談して
いただきたい
・特定行政庁は、相談案件について、違反の有無に係る情報
を適宜提供することとしている
・建築基準法違反である旨の情報が、特定行政庁から提供さ
れた場合には、専有部分の改修を不承認として差し支えな
い
⑤管理規約などの規定について
・管理規約に専有部分の改修についての承認規定を定めるこ
とや、承認規定について法令違反を不承認事由に定めるこ
とは、今後のトラブル防止に役立つこととなる

ひとつの住居を複数人で
共有・共同使用する「シェアルーム」

【専門家のコメント】
東京地裁の事案は、もともと事務所使用が認められるマン

ションであったこと、最大7人が居住するに過ぎない使用方
法であった等の事情に加え、シェアハウスへの改修が判明し
た後に管理組合がこれを禁じる規約改正をしたことから、裁
判所は規約変更の必要性・合理性に一定の理解を示しつつも、
業者の経済的不利益が相当大きく「特別の影響」があるとし
て、規約変更を無効としたということです。
同判決における区分所有者の共同の利益に反するか否かの

判断（否定）には疑問もあり、これによりマンションにおけ
るシェアハウスが一般的に認められたというものではないと
考えられます。
もっとも、管理組合としては、問題が起こる前に管理規約

を整備しておくことが望ましいと言えるでしょう。
横浜開港法律事務所：河住志保弁護士

【解　説】
築年が古く地方の団地再生の一環として、NPO住民団体等

が団地の空き家を取得し、近隣の大学と連携して学生に団地
の1室をシェアして入居してもらい、地元商店会などを拠点
に多世代コミュニティーを育むことで、地域活動の活性化を
図るという検討が国土交通省、日本マンション学会などで行
われています。
地域の過疎化、団地のスラム化に対する解決策の検討であ

って、営業用の思考ではありません。
都市部の分譲マンションで住居用の専有部分を区切ってシ

ェアすることを肯定すれば、区分所有法等の法律を無視した
トラブルが起こることが目に見えていると考えていいでしょ
う。
トラブル例でいえば、火災等安全面での法律違反のほか、

勝手な増改築により、のちのち原状回復にしなければならな
くなることが「できる、できない」といった争いになること
です。
そうした争いを避けたければ、専有部分の使用、専有部分

の修繕等に関するルールをきちっと決めておくことが大切で
す。
今回の東京地裁の判決例は、シェアルームのあり方を肯定

したのではなく、後から管理規約を変更したことが争点とな
りました。シェアルームでのトラブルとしては「レアケース」
といえそうです。（編集部）

東京都港区麻布十番の分譲マンション7階の1室107.85
㎡を7部屋のシェアハウスに改造して貸し出した不動産業者
に対し、「区分所有者の共同の利益に反する」として、同不動

10月24日東京地裁
シェアハウスに改造はOK!?

産業者を相手取り使用禁止を求めた仮処分申請を管理組合が
出しました。
これに対して東京地裁は平成25年10月24日、管理組合

の申し立てを却下する決定を下しました。
地裁の判断は「トラブルが著しく増加するとは認め難い」

とし、シェアハウス転用を禁止した管理規約の変更は無効と
しました。組合側は即時抗告をしています。
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NPO日住協内に設置したマンション管理総合研究所では、
「2戸1住宅化による狭さの解消」について、平成20年から国
土交通省・国土技術政策総合研究所との共同研究により進めて
きた。
これにより平成22年12月、研究報告のシリーズ＜Ⅰ＞と

して『バルコニー通行方式による複数住戸の一体的利用・導入
ガイド』を刊行。本書はシリーズ＜Ⅱ＞として、戸境壁の開口
方式に焦点をあて研究報告をまとめた。
戸境壁の開口について、構造強度の研究に基づく標準施工仕

様、さらには2戸1住宅化する場合の
管理規約等の手当て（改正条文例）
の研究成果が掲載されている。

『戸境壁開口方式による
２住戸の一体的利用・導入ガイド』

本 の紹介の紹介

『戸境壁開口方式による
2住戸の一体的利用導入ガイド』

NPO日本住宅管理組合協議会／編集・発行
A4判・66ページ

頒布価格3,000円 (税込)
問い合わせ

NPO日住協 蕁03-5256-1241
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp

住宅政策等に関わってきた工学研究者・実務家（弁護士）・
法学研究者が上梓したマンション管理の入門書。
第1部では基礎用語を図解で説明しながら、マンション管理

の基礎的事項を網羅。第2部は判決例を交えながら最新のマン
ショントラブルの予防策と解決策を解説している。
第3部は耐震改修促進法や被災マンション法の改正を含めた

現行法を踏まえて、これから起こるであろうさまざまな問題点、
新たなスキームと課題を法的観点から考察している。

『新・マンション管理の実務と法律』

『新・マンション管理の実務と法律』
齊藤広子・篠原みち子・鎌野邦樹／著

日本加除出版／発行
A5判316ページ

定価 2,940円 (税込) 
ISBN 978-4-8178-4125-4

全国書店で発売中

国交省、全管連へヒアリング　マンション敷地売却制度について
国土交通省マンション政策室は1月7日付で、NPO全国

マンション管理組合連合会（全管連）あてに、マンション
の敷地売却制度についてどう考えるか等のヒアリング資料
を送付した。
マンションの敷地売却の論点は下記の通り。

①決議要件はどの程度が妥当か
②管理組合があらかじめ定められた基準で補償金の額を算
定し、都道府県知事等の認可を受けて借家権者に補償金
を支払うことで、借家権が消滅することを法律で定めら
れるか
③管理組合が分配金を供託し、担保権者はその分配金に対
して権利を行使できる（＝物上代位）こととした場合、
担保権の消滅を法律で定められるか
国交省が敷地売却制度について議論を進める背景には、

旧耐震基準で建設されたマンションが約106万戸あるにも
関わらず、建替え実績は約1万4000戸に過ぎないことか
ら、耐震性が不足している老朽化マンションの再生が「喫
緊の課題」として取り上げられていることがある。
敷地を売却して区分所有権の解消を図りやすくし、建替

えを選択する以外にも、老朽化マンションの再生を促すこ
とができる法整備を整えたい考えだ。
これに対して、全管連は「これまで区分所有法に規定の

ない事項については民法に戻り、全員の合意が必要であっ
たものを旧耐震建物とはいえ、区分所有者の多数決による
合意が可能になることについて賛意を表明する。同時に、
現場で混乱のおきないよう、旧耐震建物の程度の内容説明
や管理組合への相談体制等を整えるべき」と回答。
その上で、下記の意見を提出した。

①決議要件：4/5以上の議決は、建替えや震災指定の敷地
売却制度と同様、権利処分に該当する重要な案件なので、
多数決制度の導入と同時に、乱用を防ぐ観点から妥当で
ある。
②借家人に対する保証：区分所有者の合意形成のために
も、区分所有者の負担にも配慮すべきである。
③担保金を供託し、担保権者の権利行使と担保権の消滅す
ること：法の中で規定する必要はある。
ただし、「内容についてはこれらは合意形成しやすい方

向で検討すべき」と加えている。

国交省、全管連へヒアリング　マンション敷地売却制度について

国交省　管理ルール検討会　６月まで開催未定
「マンションの新たな管理ルール検討会」は2012年8

月の第9回を最後に休会状態にあるが、国土交通省による
と今年6月ころまで会合を開かない考えだという。
NPO全管連は昨年10月、国土交通大臣あてに検討会の

解散や仕切り直しの要望書を提出し、マンション政策室か
ら「解散は考えていない」という返事を受けた。

検討会の主要テーマは、外部専門家の活用、反社会的勢
力対策、災害時緊急対応等。議論の中で、マンション標準
管理規約のコミュニティー条項等の取り扱いをめぐり、意
見が分かれてこう着状態が続いている。

（マンション管理新聞1月15日付928号より）

国交省　管理ルール検討会　６月まで開催未定
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マンション保険、冬の時代マンション保険、冬の時代マンション保険、冬の時代マンション保険、冬の時代マンション保険、冬の時代マンション保険、冬の時代

損害保険各社、「築年数別料率体系」取り入れ
料率変更前の契約更新相次ぐ

損害保険各社、「築年数別料率体系」取り入れ
料率変更前の契約更新相次ぐ

損害保険各社、「築年数別料率体系」取り入れ
料率変更前の契約更新相次ぐ

Part.2

保険会社各社の現況
損害保険各社はマンション管理組合向けの総合保険に関し

て、恒常的な損害率悪化を理由に「築年数別料率体系」を取
り入れ、管理組合との間では大きな契約変更となる更新が相
次いでいる。
平成25年10月1日、三井住友海上が大手損害保険会社と

しては最後に築年数別の料率体系を実施した。
保険料が大幅にアップしてしまう築年数が15年以上マン

ションは、料率改定前9月30日までに三井住友海上で長期契
約を行い、大幅な保険料アップを回避する駆け込み契約が殺
到したという。
東京海上日動は平成24年10月1日の築年数別料率実施以

後１年間で高経年マンションの契約の多くが他の保険会社へ
流出したが、同保険の収支は大幅に改善し前年より30億円
超の利益が出たといわれている。
マーケットシェアの大きさにもよるが、高経年マンション

の損害率がいかに高いかがわかる話といえるだろう。
同社は今年4月1日より料率体系を現行の4区分から7区分

に細分化して、さらに収支の改善を図る予定だ。
管理組合によっては保険証券をみたこともないケースもあ

るようだが、自分のマンションの保険契約がどうなっている
かを把握することによって、無駄な支出を抑えることができ
るかもしない。
もし保険証券が眠っているのであれば、取り出して確認し

てみる価値はあるはずだろう。

「築15年」「築20年」前には
契約の確認を

※三井住友海上は築年の1年ごとに保険料が異なります。日本興亜損保は
来年10月、損害保険ジャパンに合併される予定です。

表1表2は事例として取り上げる物件の情報。これをもと
に、表3で、今後予想される損保大手各社の年間保険料を比
較してみた。現在の保険料は366,520円。
事例マンションは建築年が平成12年3月なので、現在築

14年。
表でみると「10年以上15年未満」なので次の満期日であ

る今年4月の時点では、A社、C社、E社の保険料が現在より
安くなる。

保険料アップを回避するポイント
現在、既に大手損害保険各社は築年数別料率を実施してい

るが、保険料アップを回避するポイントをいくつか上げてみ
た。「マンション保険、冬の時代」であることは事実。各管理
組合の検討材料として参考にしてほしい。
①現契約の満期時または2年後に築15年、築20年、築25
年を迎えるマンションは現契約を解約して料率が上がる
前の料率区分で長期契約（最長5年）をして保険料アッ
プを回避する（現契約の解約保険料は月割りにつき、ほ
とんど無駄がありません）。
②①を検討する際、保険会社各社の保険料を比較して最も
安い保険会社を選択する（築15年以上は免責金額がア
ップする保険会社があるので要注意）。
③保険料の割引制度がある保険会社は割引の申請をする
（ヒアリングにより事故例が少ないマンションでは割引で
きる場合がある）。
④補償内容の削減を検討する（約定付保割合を検討、臨時
費用・設備損害・水災の不担保を検討）。

取材協力：㈱グッド保険サービス

ところが、ここで1年契約を更新すると、来年は「15年以
上20年未満」に入り、保険料は軒並み上がってしまう。
このため、現在の築14年で5年長期契約を行い、築15年

以降の4年分も現在の保険料のまま、という手段を取ってい
る管理組合もある。
建築年が事例マンションより1年早い平成11年3月の場

合、平成26年4月が満期日だとすると「築15年」になり保
険料アップは確実となる。現在の契約を解約してでも築15
年になる前の「築14年」と数えられる時点で契約更新、さ
らには長期契約をして保険料の値上げを回避するなど、前も
って対策を立てる必要はあるだろう。
築14年と15年の1年違うだけで、B社などは10万円以上

保険料が値上がりするのだ。後手後手に回らぬよう、保険契
約の確認、保険会社の事情の把握しておきたい。
建築区分は5年ごとに設定している保険会社が多いので、

築20年を迎える前のマンションも契約の確認・検討が必要
といえよう。

所 在 地
築 年 数
建 物 構 造
建 物 延 面 積
戸 数
エ レ ベ ー タ ー 数
現 在 の 保 険 契 約 の 満 期 日

建　　物　　の　　情　　報
表1 事例物件の内容

神奈川県
平成12年3月
鉄筋コンクリート
6,500㎡
69戸
2基

平成26年4月

表2 現在の保険契約の内容
補 償 内 容
共 用 部 分 評 価 額
付 保 割 合
保 険 金 額
施 設 賠 償 特 約
個 人 賠 償 包 括
年 間 保 険 料

○○保険会社
7億1,500万円

60%
4億2,900万円

1億円
3,000万円
366,520円

表3 事例物件を基準とした、今後予想される各社の年間保険料

築　年
10年未満
10年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上
26年以上
30年以上

A 社
324,720
364,540
439,870

458,160
（築20年以上は
同一料金）

570,360
（築20年以上は
同一料金）

B 社
335,250
381,790
496,870

C 社
318,300
365,300
401,070

519,890

D 社
382,590
382,590

引受不可

E 社
316,250
324,230
368,360
489,800

646,050（築26
年以上は同一料金）

478,020（築20年以上
30年未満は同一料金）
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平成25年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催平成25年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催平成25年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催平成25年度「マンション相談員等のCPD研修セミナー」開催
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

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25年度は4回、こうした「マンション相談員等のCPD研修セミナー」を計画しました。
CPDとは「継続的能力開発=Continuing Professional Development」の略です。マンション管理の専門家として、

継続的にその能力を研鑽（けんさん）する意思がある人に向けての講習会システムです。
ただし、一般の管理組合役員も興味があるテーマがあれば参加を受け付けています。多くの人々とともに、マンション

管理の知識や情報を享受し、社会的認知の向上に努めたいと考えています。

第3回

回数

■25年度CPD研修セミナースケジュール

2月21日（金）
18:00～20:30

限界への挑戦「精度の限界Ⅱ」
講師：1）水白靖之氏（水白建築設計室）

2）尾崎京一郎氏（モア・プランニングオフィス）
3）鈴木和弘氏（㈲八生設計事務所）

かながわ労働プラザ
（Lプラザ）

日　時 セ ミ ナ ー 等 名 称 ・ 講 師 会　　　場 共　　催

一般社団法人
マンション

リフォーム技術協会
（MARTA）

第4回
3月29日（土）
13:30～16:30

大規模修繕工事
～今何が問題になっているか、管理組合が知っておくべ
き問題点を探る～
講師：未定

かながわ労働プラザ
（Lプラザ）

NPO浜管ネット

マンション相談員等向けの研修ですが、一般の管理組合の方の参加も歓迎します。
参加希望者は、氏名（複数の場合は代表者）、所属組織名（管理組合、マンション管理士会、企業等）、参加人数、住所、

電話番号、メールアドレスを記入の上、下記まで。
●神管ネット事務局　蕁・FAX：046-824-8133 E-mail：info@jinkan-net.com

第1回　11月17日豸 13:30～16:30
会　場：横須賀産業交流プラザ
共　催：よこ管ネット
テーマ：「専有部分と共用部分～この悩ましきもの 境界は？

改修方法は？ そして事例～」
講　師：1）中島悦朗氏（首都圏マンション管理士会）

2）伊藤和彦氏（NPO浜管ネット技術者部会）
3）松井勝郎氏（三浦海岸三壁芙蓉ハイツ管理組合）

第1部はマンション管理士である中島氏による「専有部分
と共用部分の整理」。民法での工作物責任、区分所有法での共
用部分の維持管理、「特別の影響」、管理規約での衡平性など
の解説があり、マンション標準管理指針の「マンション専
有・共用区分図の例」を用いて説明がされた。
2部では設備改修の設計を手がける伊藤氏が「給排水設備

の改修」について講演。スラブ下配管のマンションでユニッ
トバスを導入する際、将来管理組合が全体排水管改修工事を
しやすいように配管した良い例や、現在主流の専有部分の施
工例なども話した。
3部は実際の管理組合の工事例で、三浦海岸三壁芙蓉ハイ

ツが行った「給水方式変更及び共用部専有部給水管等更新工
事」について、「給水管・給湯管・雑排水管系統更新工事専門
委員会」の委員長である松井氏が管理組合の苦労話を含め、
活動内容を話してくれた。
マンションは、1982（昭和57）年竣工（築31年）、壁

式PC造・5階建て・2棟・75戸。
給水は圧送ポンプ方式から直結方式へシステム変更。これ

を機に共用部分のみならず専有部分の配管更新に踏み切った。
工期は平成25年7月～11月。工費は共用・専有部分を合わ
せて約8,500万円（戸当たり110万円強）だった。

会場には70人を超える人
が参加した

管理組合の工事までの活動を報
告する三浦海岸三壁芙蓉ハイツ
の松井修繕委員長

第2回　12月14日貍 13:30～16:30
会　場：川崎市産業振興会館
共　催：川管ネット
テーマ：「防災に関する取り組み」
講　師：1）神谷昌志氏（川崎市総務局危機管理室）

2）神品勝征氏
（川崎河原町分譲共同ビル管理組合法人理事長）

3）三崎泰助氏
（ミオカステーロ新百合ヶ丘Ⅰ管理組合理事長）

1部は「突然の災害に備える！」をテーマに、川崎市・危
機管理室の神谷氏による「突然の災害に備える」。川崎市発行
の冊子『備える。かわさき』をもとに防災、避難時の対応、
耐震化支援制度等を説明。大地震だけでなく、台風、集中豪
雨、雷、河川の増水氾濫など風水害時の予備知識を周知した。
2部では神品氏が自身の管理組合が来年7月から耐震改修

工事に着工する予定であることなどを話し、3部は最近川管
ネットが取り入れている「理事長・役員体験記」としてミオ
カステーロ新百合ヶ丘Ⅰ管理組合の三
崎氏が、住民とのコミュニケーション
からマンション管理に関心を持っても
らい、管理費の支出の削減、管理会社
変更、これから迎える大規模修繕工事
への苦労話を話してくれた。

当日参加者は約50人 講師を務める川崎市総務局危機
管理室・神谷昌志氏

『備える。かわさき』
A4判・24ページ

企画・編集／川崎市総務局危機管理室
発行／川崎市

発行日／平成25年8月27日
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浜管ネット浜管ネット

11月16日貍13：30～、「大規模修繕工事と合わせてマ
ンションの住環境を考える～省エネ化・外断熱・開口部改善
等、生活環境改善工事のメリット・デメリット～」と題し、
浜管ネット建築分科会Cグループがハウスクエア横浜4Fでセ
ミナーを行った。
発表内容と発表者は下記の通り。
外断熱についての概論（メリット・デメリット）：デルフ

ィ設計・内田修司氏。
複層ガラスを使用した断熱型サッシの説明：㈱LIXILビル

リフォーム販売・東 吉男氏。
共用部分のLED照明導入に関するメリットや導入事例：㈱

ラクシー・杉本直樹氏。
省エネ推進等行政の支援事業の紹介：㈱英綜合企画設計・

島村利彦氏。
窓ガラス遮熱コーティング

商品、路面用遮熱塗材等の説
明：竹内化成㈱・庄司和弘氏。
耐候性・低汚染の遮熱塗料

の商品説明：㈱ダイフレック
ス・向 康久氏。
プロジェクターによる説明

だけでなく、サンプルや模型
などもあり、「見て、触れて」
を実際に体感できるセミナー
となった。

生活環境改善工事セミナー
「見て、触れて」を実際に体感

11 16／

複層ガラスはサンプルで紹介。
休憩時間には参加者が実際に
「見て、触れて」を体感できた
ようであった

会場は浜管ネット事務局もあるブ
ルーライン中川駅徒歩3分のハウ
スクエア横浜。30人近い人が集
まった

省エネとはテーマが異なるが、
最後には災害時用のワンタッチ
携帯トイレの実物紹介も行った

マンション管理Q&A
大規模修繕工事瑕疵保険を知っていますか？

12 3／

12月3日貂18：00～、管理運営部会はかながわ県民セン
ター305号室で「今まで補えなかった部分をカバーする大規
模修繕工事瑕疵（かし）保険」をテーマに、賛助会員である
㈱住宅あんしん保証の渋谷貴博氏が講演を行った。
大規模修繕工事瑕疵保険は工事後に発生した欠陥・不具合

を補修する費用が支払われるもので、工事前と工事完了後に
第三者の検査委員（一級建築士）が入り、瑕疵が発見された
場合にも保険会社の調査員が鑑定するなど、管理組合へのメ

リットは少なくない。
ところが、保険加入者が工事会社であることなど、わかり

にくい部分もある。
瑕疵保険制度の成り立ちは平成17年に起きた構造計算書

偽装事件に端を発する。平成12年、「住宅の品質確保の促進
等に関する法律（品確法）」が施行されたが、上記偽装事件で
はデベロッパーの倒産によって瑕疵責任への追及が不可能に
なり、被害にあったマンション所有者が2重ローンなどの負
担をして建替えまたは改修を行うことになった。
こうした経緯から平成21年、新築住宅建設に瑕疵保険へ

の加入が工事会社に義務付けられた。既存マンションに対す
る大規模修繕工事瑕疵担保責任は翌年スタートするが、工事
会社の加入は義務ではなく、保険料も工事費用に組み込まれ
て結果的に管理組合負担になるのではないか？などというわ
かりにくさから、瑕疵保険への認識が進んでいない。
施工瑕疵があった場合に工事会社がそれを認めるかどうか

の保証は、工事契約でのアフターサービスの対象ではない。
このため、工事会社との瑕疵トラブルになれば、管理組合の
負担で修理するか、解決できず原因個所が放置されてしまう
ケースが多い。
保険料は工事費の0.3％～0.6％。渋谷氏は「管理組合か

ら工事会社に保険加入をリクエストされることをおすすめし
ています」と話している。

管理運営部会の吉村順一部会長
が工事会社との瑕疵トラブルで
原因個所が放置されているマン
ション事例を紹介

住宅あんしん保証の渋谷貴博
氏。講演後の質疑応答は予定時
間を大幅に過ぎるなど、さまざ
まな意見交換・質疑が盛んに行
われた

マンション設備改修シリーズ 第21回
他のマンションは、どんな設備工事をいつ行ったの？

12 6／

12月6日貊18：30～、専門業部会設備分科会Ａグループ
はかながわ県民センター304号室で「マンション設備改修の
実施は！～他のマンションは、どんな設備工事をいつ行った
の？～」と題するセミナーを行った。
当日は技術者部会の町田信男氏が「給排水設備の仕組み」

をテーマにマンションの水回り設備の概要を説明。次に設備
分科会が調査・集計した工事データの解説を行った。
【調査概要】
平成20年～24年の5年間に設備改修工事を行った実績を

内容別にまとめている。
調査報告件数は428管理組合。そのうち、セミナーでの発

表は横浜市内121管理組合のデータを採用した。
調査対象工事は、浜管ネット賛助会員で設備改修を行って

いる会社のうちの9社の協力で集計を行った。
【協力会社】
㈱NB建設、㈱神奈川保健事業社、川本工業㈱、京浜管鉄

㈱、建装工業㈱、㈱康栄社、㈱太平エンジニアリング、日本
設備工業㈱、㈱ミナト
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調査結果から、管理組合として共用部分と専有部分の配管
を同時に改修するケースが増えてきていることがわかった。
報告者は「住戸内の漏水への対応を管理組合が検討する方向
がみえてきた」とまとめている。
水回り設備改修データ解説の後、機械式駐車場の維持管理、

改修工事、使用料の会計処理、業界の動向、空き対策などに
ついて、㈱日本昇降機メンテナンスが説明した。

はじめに給排水設備の仕組みを
説明する町田信男氏

データのまとめを解説する川本
工業㈱の堀金俊介氏

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

11月16日貍10：00～、座間市のセレナハイム相武台管
理組合の協力を得て、第7回工事見学会を行った。
＜工事概要＞
【建物概要】RC造・7階建て（地下1階）・1棟・34戸・
1996年竣工（築17年）
【工事内容】仮設／躯体補修／内外壁塗装／屋上・バルコニー
床・共用廊下等防水／鉄部等塗装／サッシ回り、外壁誘発目
地等シーリング／その他エレベーター扉補修・擁壁洗浄等
【工事期間】平成25年9月2日～12月25日（予定）
●設計・監理者：㈱建物保全センター、施工者：シンヨー㈱
築17年目で初めての大規模修繕工事であったが、外壁タ

イル部分の爆裂やはがれなどは多くみられず、既存タイルの
ストックのみで補修を賄うことができた。
問題点として顕著だった劣化はエフロレッセンス（白華現

象）。コンクリートのひび割れ
から雨水が入り、コンクリー
トのアルカリ成分が水に溶け
て白華している個所がみられ
た。劣化が進むと、コンクリ
ートの中性化とともに、鉄筋
が錆びて爆裂などにつながる。
その他、メーターボックス

扉、パーテーション、外構回
り鉄部等、鉄部に関しては全
体的に補修・塗装を行った。

第７回工事見学会
築17年目の第１回大規模修繕工事

11 16／

内装タイルの劣化は思ったほど
ひどくなかったものの、部分的
には目地にエポキシ樹脂を注入
し、浮き等の劣化補修を行った

大規模修繕工事現場での実際の
感触を得ながら、設計・監理者、
施工者からの説明を聞くとより
理解度が高まるようである

バルコニーは、モルタル打ち放し
だった既存床のクラック補修、側
溝の防水、塩ビシート張り、天井
の高圧洗浄・保護塗装、パーテー
ションの鉄部塗装を行った

川管ネット川管ネット

第２回ミニセミナー＆個別相談会
マンション外断熱工法の紹介

11 17／

11月17日豸10：00～、川崎市まちづくり公社ハウジン
グサロンで第2回ミニセミナー＆個別相談会を行った。
テーマは「断熱・遮熱と建築物の外断熱について」。講師は

川管ネットの高橋秀行理事と賛助会員Sto Japan㈱の鈴木浩
之氏。
まずは高橋氏が「熱の伝わり方」「断熱・遮熱」についての

基本を説明。その上で断熱材とは何か、断熱性能は何かを解
説した。最も重要なことは「熱伝導率を下げ、なおかつ環境
に配慮できる工法で建物を守ること」。しかし、マンションで
は合意形成において大規模修繕工事での検討材料に外断熱が
あまり入って来ないのが実情だ。
高橋理事は「外断熱は話題として取り上げてほしい」と話

す。大規模修繕工事と合わせて外断熱工事を行う場合、①外
壁の耐久性②省エネ性③室内の快適性（夏涼しく、冬暖かい）
④結露防止⑤大規模修繕周期の延長⑥資産価値の上昇などを
あげ、そのメリットを解説し
た。
Sto Japan㈱の鈴木氏は実

際に外断熱を取り込んでいる
海外や日本の事例を紹介。ド
イツでは住宅の転売や賃貸時
にエネルギーパスを掲示しな
ければいけないことや、チェ
コでは既存マンションの外断
熱改修専門会社の工事事例な
どを紹介した。

会場となった川崎市まちづくり公
社ハウジングサロンは今年から所
在地を移転した。
川崎市川崎区宮本町3-4電公ビル
4階（京急川崎駅徒歩7分）
蕁044-211-7851（直通）

第３回ミニセミナー＆個別相談会
小規模マンションの管理運営について

1 19／

1月19日豸10：00～、11月に引き続き、川崎市まちづ
くり公社ハウジングサロンで第3回ミニセミナー＆個別相談
会を行った。
今回は、「長期修繕計画の作成と見直し」川管ネットの板谷

金平理事、「管理組合の会計の仕組みとポイント」㈱マンショ
ンアシストラボの平田英雄氏、「小規模マンションの委託契約
について」㈱ウィッツコミュニティの生井伸幸氏が、それぞ
れのテーマに沿って約30分ずつ講演を行った。
参加者からは、短い講演ながらも「長期修繕計画書や会計

報告、委託契約書のポイントの見方や意味がよくわかった」
「管理会社との付き合い方につ
いて、契約書を確認しながら
提案するなど、具体的なアプ
ローチがわかった」等といっ
た感想があがった。
講演後は、交流会を30分

程度行った。ミニセミナーと
いうこともあり、少ない人数
の中で質問等が多く出て、有
意義な交流会となった。
また、午後からは個別相談

11月に引き続くミニセミナー。
この日も寒い中、20人を超える
参加者があった。中央はセミナー
冒頭であいさつする相川洋明・川
管ネット会長



有名タレント夫妻が飼育していたドーベルマンが同じ

マンションの住民に噛みつき、それが原因で住民が転居

したとして不動産会社が夫妻に賠償を求めた訴訟の控訴

審で10月10日、東京高裁が1審の賠償命令額385万円

を大幅に増やし、1,725万円の支払いを命じた。

マンションの専有部分の賃借人側の居住者がマンショ

ン内を通行中、他の専有部分の賃借人側の居住者の飼育

に係るドーベルマンに咬まれ、負傷し、賃借人が退去し

た場合において、飼育者の被害者側の賃借人に対する間

接損害である賃料収入の逸失利益につき、損害賠償責任

が肯定された事例＜判例時報2197号＞

【事件の概要】
・マンションは全7戸。全戸が投資目的の分譲マンショ

ンで、賃貸料は175万円

・タレント夫妻と同じフロアに住んでいた住民の妻が

2011年5月、マンション内で夫妻が飼育していたド

ーベルマンに咬まれ、全治11日間のケガを負った

・マンションの規則では室内で飼える小動物以外の飼育

を禁止している

・夫妻と住民との間では示談が成立したが、その後も現

場を通るたびに気分が悪くなるため、住民は転居した

・住民の転居により、途中解約された不動産会社が今後

発生したであろう賃料5,225万円を損害として求めた

・1審の東京地裁は5月14日、夫妻に385万円の賠償を

命じる判決を下した（転居した住民に不動産会社が求

めなかった、途中解約の賃料2カ月分の違約金350万

円と弁護士費用）

【高裁の判断】
賃借人の自己都合による解約と同視することは相当で

はなく、本件事故により通常生ずべき通常賃料相当額の

損害が生じたものと解することが公平の理念にかなうと

いうべきであるとして、原審判決の賠償命令額385万円

を1,725万円とした

【解説】
実際ドーベルマンに咬まれた住民とは示談が成立し、

訴えを起こした不動産会社は『間接的な被害者』である。

このため訴えた理由は、当然発生するであろう賃料が

事件によって被害者が転居したために入って来なかった

損害賠償額の請求であった。

一般のマンション管理組合がこの判例を参考にするケ

ースはあまり考えられないが、「室内で飼える小動物以

外の飼育を禁止している」というマンションの規則を守

らないで起こった大型犬による事件として、ペット飼育

に関するルールの徹底化を考えさせられる。

「ペット飼育禁止」というルールがあるマンションで

も約10％の住戸でこっそり飼っているといわれている。

ペット問題に関しては「犬の咬みつき」以外にも、エ

レベーター内やベランダに犬猫の毛がつく、臭いがする、

動物アレルギーがあるなどの苦情がある。マンションは

共同住宅。住民同士が上手に付き合っていくためにもル

ールの意識づけが必要ではないだろうか。

ペットにドーベルマン!?
住民に咬みついた事件のその後は？

T O P I C
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会を実施。管理組合内のクレーマー対策における法的措置の
検討と今後の方向性についての相談があった。

湘管ネット湘管ネット

マンション管理セミナー
「大規模修繕工事の円滑な進め方」

10 26／

10月26日貍17：30～、藤沢産業センター6階・第一研
修室で、浜管ネット技術者部会で湘管ネット個人賛助会員の
岡田英二氏（1級建築士）を講師に、マンション管理セミナ
ー「大規模修繕工事の円滑な進め方」を行った。
当日は台風27号の影響もあったが23人もの参加者があっ

た。講演内容は、（1）大規模修繕工事における基礎的な知識
等（2）高経年マンションの大規模修繕工事の実例（3）大
規模修繕工事に見落しがちな外構工事について。

一般的な大規模修繕工事までの流れを説明した後、築30
年超・260戸の3回目の大規模修繕工事を紹介。建物補修の
ほかにエントランス改修、玄関扉交換、電気幹線改修工事な
ども行った。また、岡田氏は「建物・設備の改修の次に、外
構改修が控えています」として、屋外排水管・桝等改修、ア
スファルト舗装表層換え（車路・駐車場）、歩道インターロッ
キング舗装、バリアフリー化工事（スロープ）、緑地帯の化粧
土留め新設、フェンス等改修、マンホール蓋交換（浮上り防
止）などの例を紹介した。

屋外排水管の詰まり、曲がり、
勾配不良等調査。高圧洗浄にて
調査を行うこともある

屋外排水桝・配管の内視鏡調査
で用いる機器。樹根の侵入（詰
まり）などは大きなトラブル要
因となりやすい



ワンポイント

管理組合基礎講座
第20回

大規模修繕工事に関する知識と情報を得るために…
『精度の限界』から『限界への挑戦』へ part.2

10

一般社団法人　マンションリフォーム技術協会

神管ネットは2月21日、一般社団法人マンションリ
フォーム技術協会と共同でCPDセミナーを開く（6ペー
ジ参照）。
大規模修繕工事は住まいながら作業を行うため、騒音、

臭気、粉じん、毒性の高い材料の使用等に限界があり、
さらに短工期で仕上げまでを求められるが、必ずしも
100％完璧な工事は不可能と言っても過言ではない。
このページでは「限界への挑戦」をテーマに開催する

CPDセミナーの前段階として、「精度の限界」の復習の意
味を込めて一部事例を掲載する、part.2をまとめた。

事例⑥
「精度の限界」 10p
廊下・ベランダ床の水はけ勾配の限界

１）廊下・ベランダの仕上げ目的
もともとの下地コンクリート面に十分な水勾配がとれ

ていない場合、ウレタン塗膜防水等を施工しコンクリー
ト表面を覆うと、防水が水をはじいて、水たまりが生じ

やすくなる。
この水たまりをなくす

ためには事前に水勾配の
処置が必要となるが、修
繕で勾配をつけるにも限
界がある。床ウレタン塗
膜の表面の水は乾燥しや
すいので、日光が当たれ
ばなくなる傾向があるた
め、仕上げ材は躯体への
水の染み込みに対する保
護を優先に考えていきた
い。
2）廊下・ベランダの勾
配
廊下・ベランダの床勾

配は、幅1.5mで15㎜
程度が設計図で多く描か
れている。すなわち1／
100勾配程度が標準と
いわれている。
この床勾配に対してた

まり水がどれだけスムー
ズに流れるか、仕上げ材
に防滑性ビニル床シート
を用いて実験を行った。

事例⑦
「精度の限界」 20p
シール上の塗材ひび割れ剥がれ防止の限界

シール上の塗材ひび割れ
シーリング材の機能は水密・気密・追従性。そのため、

目地シールの伸縮に対して
シール上に施された塗材に
ひび割れが生じるのは止む
を得ない。
塗材がシーリング材の弾

性率・伸縮率を超えた場
合、割れ・剥離を起こす可
能性は十分にあるといえ
る。

事例⑧
「精度の限界」 44p
鉄部塗装の剥離・防錆処理の限界

1）改修塗材の剥離
鉄部改修での塗材は近年、ウレタン樹脂系塗材が多く、

新築時に使われている塗材よりもグレードが高くなって
いる。ただしグレードが高い材料でも、大規模修繕工事
後数カ月で剥離したというクレームが起こるケースがあ
る。
修繕の際はコスト面から旧塗材の全面剥離を行わず、

重ね塗りの部分も多い。この影響で下に隠ぺいされた旧
塗材が侵され・引っ張られ・剥がれることがまれに起こ

る。
塗り替え塗材の剥離は

あってならないが、旧塗
材の劣化度の判定にも限
界があり、旧塗材から剥
がれが生じるリスクもあ
る。
2）改修塗材からの錆汁
鉄部塗装後数カ月で錆

シール上の塗材のひび割れの例

傾斜角1度：液体の動きなし

傾斜角2度：液体はわずかに動く程度

傾斜角3～4度：液体は下に向かう
が途中で止まることもある

扉と枠が重なる個所には刷毛が入らない

この結果から表面張力を考慮した場合、完全に水はけ
が良好な傾斜角は3度以上が必要と思われる。しかし、こ
の傾斜角度は集合住宅ではほとんど採用されていない。
大規模修繕工事において第一に優先されるのは、コン

クリート構造体への雨水浸入の防止であり、防水材を施
工したあとのわずかな水たまりはある程度やむを得ない
といえる。
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事例⑨
「精度の限界」 50p
その他塗装仕上げの限界

1）下地補修の平滑性
新築時のコンクリート打設における壁面段差修正は、

塗装前に段差際を樹脂モルタル等で緩和させているケー
スがほとんど。この部分の改修は再塗装仕上げ後も段差
はある程度残る。新築時以上の修正には限界がある。
2）塗装のカタログと現地塗装の差異
既存塗膜の凹凸模様により、カタログ見本のような仕

上がりにはならない（カタログはフラットな面に施工さ
れている）。現況に合った塗装方法・塗装仕様を提示し、
カタログとは差異があることを理解してもらう。
3）衝撃を受ける塗装保証
自転車のラックやエレベーター扉のコーナー部分等、

日常の利用で摩耗・衝撃を受ける塗装部位は施工完了後、
短期間で塗装の剥がれが生じ、剥がれ部分から発錆する

が発生したというケー
ス。
修繕時には錆びた部分

の下地処理のためにペー
パー掛けやサンダー掛け
など工具を使いながら処
理を行い、塗装を行う。
この場合、躯体と鉄部

との隙間がなくて手が入
らない個所もあり、錆の
上から錆転換材で既存の
錆を封じ込めるなどの工
夫をすることがある。ま
た完璧な塗材の厚みを確
保すると扉の開閉ができ
なくなることもある。

『精度の限界』
大規模修繕工事の出来栄え・保証・精度
に関して事前に知っていただくために　

2011年8月1日発行
A5判・全52ページ ・1,200円（税込）

一般社団法人マンションリフォーム技術協会発行

書 籍 の 紹 介

『限界への挑戦～精度の限界Ⅱ～』
大規模修繕工事の精度の限界を
打破していくには…
2013年9月10日発行
A5判・全88ページ ・1,260円（税込）

マンションリフォーム技術協会（MARTA）

一般社団法人マンションリフォーム技術協会は日
本建築家協会の旧マンションリフォーム技術研究会
を発展するかたちで平成15年2月に設立。マンショ
ンの「長命化のための良質な設計及び工法の検討」
「適正工事価格の問題」「品質保証のあり方」、そして
近年急増している「超高層マンションの大規模修繕
工事への取組みと問題点」等をテーマとして研鑚を
重ね、セミナー、書籍の上梓等を通じて広く啓蒙活
動を展開している。

●問い合わせ先
事務局 蕁03-5289-8641
mansion@marta.jp http://www.marta.jp

扉と枠の間が乾燥しづらい個所で塗
装に厚みを取ると、扉が開閉しにく
くなるという問題が出てくる

鉄骨階段と躯体の隙間が少ないと鉄
部の下地処理ができない

ことがある。
摩耗・衝撃に対しての性能保証には限界があるといえ

る。
4）窓建具リニューアル後の結露
アルミ窓建具をカバー工法で改修するケースで、断熱

性の高いペアガラス等の利用が多くなっている。しかし、
一般的にはアルミ窓枠までは断熱処理を行っていない。
また、窓建具改修を行うことにより、気密性が高くな

る（隙間風が少なくなる）ことから湿気が溜まりやすく
なり、室内換気が悪いと窓面以外の壁面等に室内結露が
生じやすくなる。



保険

株式会社
グッド保険サービス

東京都渋谷区代々木1-57-2
ドルミ代々木408号
薔0120-77-8160
蕭03-5302-6054 
ito@goodhoken.co.jp

取り扱い損保会社7社の比較
見積もりで、共用部分の最
適な火災保険をご提案いた
します。管理費節減にお役
立てください。

企 業 名 所 在 地 P R
金融・保険

湘央よこ川浜

大規模修繕

株式会社大和

（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

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。

央 湘よこ浜神
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大規模修繕

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

弊社では30年に及ぶ大規模修
繕工事の実績を通して各種技
術ノウハウを確立、改修専門
工事業として快適、利便性、
付加価値のあるグレードアッ
プ工事を提案しております。

よこ浜神

大規模修繕

株式会社富士防

本社：横須賀市森崎1-19-18
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

改修工事専業として、自社
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。

よこ

大規模修繕

株式会社　
アール・エヌ・ゴトー

川崎市中原区新城中町16-10
蕁044-777-5158
蕭044-777-5120
office1@rngoto.com
http://www.rngoto.com

創立以来、改修工事専業者と
して外壁の塗り替えから内装
工事、給排水設備工事に至る
までお客様のニーズにお応え
するべくトータルな改修工事
をご提案申し上げております。

大規模修繕

シンヨー
株式会社

川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4795
J-fukama@sinyo.com
http://www.sinyo.com

創業以来83年を迎え、完工
高140億円、そのうちマン
ション大規模修繕97億円を
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。

大規模修繕

株式会社　
ヨコソー

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

建物の修繕工事を手がけて100
余年。確かな経験と実績を活
かしながら、個々のお客様の
ニーズや時代の要請にもしな
やかに応えられる改修工事
No.1企業を目指しています。

央

大規模修繕

株式会社
ラクシー

横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所）
蕁045-290-3222
蕭045-290-8363
sugimoto@ruxy.co.jp
http://www.ruxy.co.jp

リニューアル工事によって
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。

央浜

よこ

大規模修繕

建装工業株式会社

横浜支店
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

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。

大規模修繕

株式会社カシワバラ・
コーポレーション

川崎市幸区堀川町580番地
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

5つの安心
1.業界トップクラスの売上及び営業網
2.万全の品質管理体制
3.充実したアフターサービス体制
4.豊富な実績と信頼
5.研究開発と社会貢献
よりよい住環境の実現を目指します！

央よこ川浜

大規模修繕

株式会社　伊勝

横浜市鶴見区生麦1-5-3
蕁045-502-1604
蕭045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

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

大規模修繕

株式会社
一ノ瀬建創

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

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。

浜

マンション管理

日本ハウズイング
株式会社

横浜支店
横浜市西区北幸2-5-10
オーク横浜ビルディング5階
蕁045-412-3800
蕭045-412-3801
http://www.e-kanri.info

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。

マンション管理

大和ライフネクスト
株式会社

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。

よこ川浜

よこ浜

マンション管理

野村リビングサポート
株式会社

【本社】
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

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。

浜

川 よこ浜

マンション管理

株式会社
ライフポート西洋

横浜市西区南幸2-21-5
蕁045-313-5435
蕭045-319-2632
yokohama@lifeport-s.com
http://www.lifeport-s.com

ライフポート西洋は、常に
「より多くのお客様に喜んで
いただきたい」という熱い思
いを胸に、情熱をもって「心
のこもったサービス」を必ず
提供することを誓います。

浜

マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

首都圏第三事業部
（神奈川エリア担当）
蕁045-910-1471
蕭045-910-1472
http://www.tokyu-com.co.jp

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。

よこ川浜神

マンション管理

住友不動産建物
サービス株式会社

横浜市港北区新横浜2-5-5
蕁045-752-7711
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

これまでの経験と実績に培
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。

浜

マンション管理

株式会社
大京アステージ

【窓口】東京都新宿区新宿2-3-15
くらしサポートデスク
薔0120-264-406
dk-jtksuisin@grp.daikyo.co.jp
http://www.daikyo-astage.co.jp

神奈川県内で約1,200管理組合（約
65,000戸）の管理実績があり、このスケ
ールメリットを生かしながら、「横浜」
「町田」「湘南」を3拠点に支店を配置し、
地域に密着した管理運営サポートを行
っている管理会社です。

湘川浜

マンション管理

コミュニティワン
株式会社

横浜支店
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

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。

湘央浜神

マンション管理

三井不動産住宅
サービス株式会社

本社
新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
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。

マンション管理

明和管理株式会社

東京都渋谷区神泉町9-6
第2明和ビル
蕁03-5489-7803
http://www.meiwa-kanri.co.jp

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

企 業 名 所 在 地 P R
マンション管理

企 業 名 所 在 地 P R
改修一般

分譲マンションには、特有の法律やルール、さらには管
理組合特有の性格があります。マンションという居住形態
にどれだけ理解があるのかが、業者選定の大きなポイント
になることに間違いはありません。ここでは、各地域の管
理組合ネットワークに加盟する賛助会員から広告を募集し、
有志の企業を掲載しています。参考の一助としてください。

神

央よこ川浜神

よこ川浜

企
業
名
は
五
十
音
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に
掲
載
し
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お
り
ま
す

よこ浜

浜

浜

金融

三菱電機クレジット
株式会社

東京都品川区大崎1-6-3
日精ビル12F
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 所 在 地 P R
金融・保険

よこ浜

神 川

相 湘

浜

よこ

神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット

よこ管ネット相管ネット 湘管ネット

央 県央ネット



機械式駐車場メンテ

株式会社日本昇降機
メンテナンス

千葉県市川市貝塚3-31-4
蕁047-375-1015
jaem@kni.biglobe.ne.jp
http://www1a.biglobe.ne.jp

弊社は機械式駐車装置のメ
ーカーであり、現在では他
社メーカー様の機械式立体
駐車場の保守点検も行って
おります。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
機械設備メンテ

給・排水設備改修

株式会社
神奈川保健事業社

横浜市金沢区鳥浜町4-18
蕁045-772-1424
蕭045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

『水』の安全にこだわり50年、
誠実で確実な給排水設備改
修工事・維持管理会社です。
集合住宅の『水』の問題は、
全て当社にお任せください。

川浜

給・排水設備改修

川本工業株式会社

リニューアル事業部
横浜市中区寿町2-5-1
蕁045-662-2759
蕭045-662-2780
http://www.kawamoto-ind.co.jp

弊社は集合住宅の改修実績
が年間約5000戸ございま
す。設計・施工・改修後の
アフターフォローまで、実
績と経験をいかし適切なサ
ポートをさせて頂きます。

企 業 名 所 在 地 P R
給・排水設備改修

よこ 央川浜

給・排水設備改修

京浜管鉄工業
株式会社

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

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。

浜 湘

浜給・排水設備改修

フジクス株式会社

川崎市川崎区貝塚1-8-2
蕁044-245-0822
蕭044-245-0824
jetmen@fujiks.com
http://www.fujiks.com

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。

川

給・排水設備改修

文化興業株式会社

本社：横須賀市米が浜通2丁目4番地
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

創業60周年。水漏れ、排水管詰まり
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。

よこ
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大規模修繕

株式会社NB建設
（旧相鉄建設株式会社）

横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816（代表）
蕭045-451-8919
daimon-akiko@nb-const.co.jp

地元に密着したゼネコンと
して、建築・設備・耐震・
内装などのリニューアルを
お客様の立場でご提案。地
域社会の安心と発展に貢献
します。

浜

大規模修繕

工藤建設株式会社

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

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

耐震補強、大規模修繕

東京急行電鉄
株式会社

東急電鉄「ア・ラ・イエ」センター
横浜市青葉区美しが丘2-23-3
0800-888-0109

http://www.a-la-ie.com

マンションの耐震診断・設
計・補強工事までを一貫し
てお手伝い。まずは、無料
の簡易耐震診断で建物の強
度をチェック。概算工事費
までお伝えします。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
総合建設

企 業 名 所 在 地 P R
建材メーカー・販売

企 業 名 所 在 地 P R
外断熱・サッシ改修

塗料メーカー・販売

関西ペイント販売
株式会社

東京都大田区南六郷3-12-1
蕁03-5711-8905
http://www.kansai.co.jp

当社は塗料の製造・販売を
している会社です。これか
らも管理組合の皆様に有益
である「環境配慮形高性能
塗料」を開発・提供するこ
とで貢献していきます。

央よこ川浜神

建材メーカー・販売

タキロンマテックス
株式会社

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。

浜

サッシ改修

株式会社LIXIL
ビルリフォーム販売

神奈川支店
横浜市都筑区中川中央2-5-18
LIXIL港北ショールーム2階
蕁045-595-3791
蕭045-593-8846
http://shinnikkei.lixil.co.jp/sales_b

当社は、LIXILグループ内で
唯一の窓や玄関ドア、手摺等
リフォーム専門の販売施工会
社です。迅速な対応とサービ
スを心がけておりますので、
お気軽にご相談ください。

よこ浜

外断熱メーカー

Sto Japan
株式会社

東京都千代田区平河町2-11-1
平河町ロンステート1階
蕁03-5216-1530
info@stojapan.com
http://www.stojapan.com

ヨーロッパ最大手の外断熱メーカ
ーStoAGの日本総代理店です。日
本国内では北海道から沖縄まで施
工実績があり、近年では結露防止
工事・タイル剥離防止工事で弊社
工法が数多く採用されております。

川

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

連絡先 連絡先氏名・所属事務所

吉岡誠
有限会社吉岡設計

福市博臣
株式会社建物保全センター

町田信男
有限会社トム設備設計

伊藤和彦
総合環境技術株式会社

井田洋一郎
有限会社エルグ

阿部一尋
株式会社みらい

氏名・所属事務所

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所
 
島村利彦
株式会社英綜合企画設計
 

　

 
内田修司
デルフィ設計

小島孝豊
株式会社ＩＫ都市・建築企画研究所
 
岡田英二
株式会社岡田建築設計事務所

尾崎京一郎
モア・プランニングオフィス

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

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

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

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

東京都港区芝浦3-6-10-307
蕁03-3457-6762
http://www5.ocn.ne.jp/̃ik-archi

横浜市港南区日野中央3-24-5
蕁045-836-1267
okd-arc@mist.dti.ne.jp

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
蕁045-532-9260
http://homepage3.nifty.com/moa_p

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

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

横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11-504
蕁045-324-6152
http://www.k-tateho.jp

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

横須賀市湘南鷹取2-13-4
蕁046-869-4767
sp3r2c49@true.ocn.ne.jp

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

東京都文京区本郷1-18-5-802
蕁03-3830-0988
abe@abjukei.com

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、星川晃二郎部会長を中心に、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

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技 術 者 部 会
Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技 術 者 部 会

長友秀信
陸建築設計

神 川

相 湘

浜

よこ

神管ネット加入するネットワークの略号蜷 浜管ネット 川管ネット

よこ管ネット相管ネット 湘管ネット

央 県央ネット

電気設備改修

三沢電機株式会社

横浜市西区戸部町4丁目158番地
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。

浜

企 業 名 所 在 地 P R
電気設備改修



中央三丁目自治会
会員

マンシ
ョン

紹介

Ｎ Ｐ Ｏ
かながわ県央ネット
正 会 員

1990年代初頭、海老名駅周辺に商業施設やマンション群の建設
がはじまった。2002年、駅前の海老名中央公園を取り囲むように
大型複合型商業施設『ViNA WALK』（ビナウォーク）がオープン。
周辺地域の住宅化も進んでいった。
中央三丁目自治会の発足は1993年。当時、戸建ても含んだ広範
囲な自治会に属していたが、中央三丁目地域にはマンションしかな
く、戸建て住民との活動目的の違いなどから、自然と「独立」した
形になった。
2013年4月現在、同地区23マンション1691戸のうち20マン

ション1425戸が加入している（表参照）。自治会費は戸当たり月
額300円。
新たに2つのマンションが建設中で、今では海老名市との協定によ
り分譲会社が自治会加入を促しているため、これから建設されるマ
ンションはもれなく中央三丁目自治会の傘下に入る予定だという。

◇
一般的に管理組合への行政の対応は、「建物の維持管理を行う団

体」であり、コミュニティー活動については自治会の領域であると
いう「区分け」意識が根強い。
ところが、管理組合が建物の維持管理で必要とする合意形成はコ

ミュニティーがなければ進まず、建物の維持管理以外にも防災・防

14

20マンションが自治会を組織
海老名市への要望で公園設置も

合には情報すら届かない仕組みになっている。自治会の加入率が下
がっている昨今、この「区分け」はどこまで必要なのだろうか。

◇
中央三丁目自治会の集会所には海老名市の消防本部、市民協働部、
保健福祉部などから回覧・配布物が送られてきており、それらを月
一回のマンション代表者（町会長）との定例会議の場で、連絡事項
を伝達し、各マンションへ配布・掲示している。
中央三丁目自治会として海老名市へ要望を出し、小宝公園ができ

た経緯もある。
自治会の活動は夏祭りや防災訓練などの行事の実施、行政や地域

（近隣自治会、小中学校）との交流、美化清掃などの街づくり、パ
トロールなど防災・防犯活動等。
「コミュニティーは自然発生的にできるもの。自治会としてはや

れるが、管理組合としてはやれない、やってはいけないととらえる
必要はないのではないか」と役員のひとりが話してくれた。

敬老のつどいは今年度から他の3自治会と
合同でウイング（総合式場）にて開催。
170人以上が参加と好評だった

自主防災訓練は毎年1月、市危機管理課の
要請の下、消防署や海老名市赤十字奉仕団
の協力により実施している

自治会の定例会とは別に行う理事長会では、
管理運営面の情報交換も行っている

餅つき大会には300人以上が参加。スタッフ
はおそろいのジャケットを着用

昨年12月15日に小宝公園
で行った餅つき大会

自治会役員のみなさん。左端
は県央ネット・向井会長

夏祭りも盛況。夏休みにはラジオ体操も自治会
主導で実施している

犯活動などについ
ては管理組合・自
治会といった区分
けなしに取り組ま
なければならない
ことだってある。
しかし実際は、

自治会へは行政情
報の配布作業に対
価を出し、防災関
連の補助等も行っ
ているが、管理組

中央三丁目自治会一覧（平成25年4月現在）
自治会集会所：海老名市中央区三丁目3-18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

マンション名（町内会名）
ライオンズマンション海老名
ライオンズマンション海老名第2
ライオンズマンション海老名第3
ライオンズプラザ海老名
グリーンコート海老名
グリーンコート海老名Ⅱ番館
グリーンコート海老名Ⅲ番館
日神パレステージ海老名
C&Cハイツ海老名
レクセル海老名
グランドール海老名
サーパス海老名第3
ダイアパレス海老名
城南建設ビルディング
ロイヤルステージ海老名Ⅲ
ヴィザージュ海老名
クリオ海老名伍番館
クリオ海老名六番館
ベルドゥムール海老名
ミオカステーロ海老名
Angelソルスイート海老名
CITY STYLE
ABITARE EBINA

世帯数（戸数）
77
100
169
116
61
59
99
79
38
66
32
49
99
18
60
54
59
97
68
53
149
30
59
1,691

加入数（戸数）
77
未加入
169
90
61
59
99
79
21
66
15
49
98
未加入
60
5
59
97
68
53
145
未加入
55
1,425合　　　計
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イベント情報 ■■

よこ管ネット 蕁046-824-8133

マンション管理セミナー
日　時：2月15日（土）13：30～16：30
会　場：横須賀商工会議所301研修室

（京急線県立大学駅徒歩10分）
テーマ：「プロが教える　新たなマンション資産価

値とは！」
・マンションの資産価値を下げる要因とは
・ここでは書けない業界の裏話

講　師：倉橋隆行氏（不動産経営管理士）
定　員：98人　参加費：無料

マンションなんでも相談
日　時：3月15日（土）13：30～17：00
会　場：逗子文化プラザ市民交流センター

（京急線新逗子駅徒歩5分）
テーマ：「マンショ管理組合運営のための勉学のス

スメ」
講　師：吉野酉蔵氏（マンション管理士）
定　員：30人　参加費：無料

セミナー＆パネルディスカッション
日　時：4月26日（土）13：30～
会　場：産業交流プラザ（京急汐入駅徒歩1分）
テーマ：「大規模修繕を成功させるために」（仮題）
講　師：未定　参加費：無料

浜管ネット 蕁045-911-6541

技術者部会・専門業部会合同セミナー
日　時：2月18日（土）18：30～22：20
会　場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）第3会議室

（JR石川町駅徒歩5分）
テーマ：「大規模修繕工事 見積書の読み方part2」

見積書にある工事部位、工事仕様、数量の
見方等を発注者側の目線で解説！

講　師：浜管ネット専門業部会建築分科会Dグループ
参加費：会員無料、その他は1,000円（資料代）

湘管ネット 蕁0466-50-4661

技術者部会・専門業部会合同セミナー
日　時：2月15日（土）17：30～19：30
会　場：藤沢産業センター7階・ミーティングルーム

2番（JR藤沢駅徒歩5分）
テーマ：「マンションの給排水設備改修工事・失敗

しないように進める方法」
講　師：町田信男氏（トム設備設計代表）
定　員：30人
参加費：会員無料、その他は1,000円（資料代）

＜ホームページ更新＞
湘管ネットはホームページをリニューアルしました！
http://syokan-net.jimdo.com/

かながわ県央ネット 蕁046-264-6054

第10回マンション管理セミナー
日　時：4月19日（土）15：00～16：30
会　場：大和市・冨士見文化会館2階第2会議室

（相鉄線・小田急線大和駅南口徒歩3分）
テーマ：管理組合会計と収益事業課税―外部監査制

度の導入に向けて
①収益事業の税務対策
②組合資産運用に外部専門家の活用
③理事・監事の外部からの人材登用

講　師：本郷順子・税理士
（一般社団法人公益アシストかながわ）

定　員：30名　参加費：無料

新 会 員 紹 介

桜山ハイツ管理組合 よこ管ネット 1 18 1975

マ イ キ ャ ッ ス ル
センター北2管理組合 浜管ネット 1 68 1998

鷺 沼 ラ イ ラ ッ ク
管 理 組 合 川管ネット 2 90 1980

グリーンシア川崎
京 町 管 理 組 合 川管ネット 1 15 2012

名　称
◆ 正 会 員

加入ネット 棟数 戸数 竣工年

㈱ウイッツコミュニティ 湘管ネット
マンション
総合管理

5,000
万円 1991

㈲ か も め 電 気 湘管ネット 電気工事
一般

300
万円 1997

名　称
◆ 賛助会員

加入ネット 主な業種 資本金 設立年
区分所有者でないことによって、役員資格がない女性（妻）

は少なくない。そこで、「女性理事を増やす環境整備」に関し、
「管理規約の改正を勧める必要性」を考えてみたい。
マンションの登記は「夫名義」になっているケースが圧倒

的に多い。中には共働きで半分ずつ資金を出しているにもに
もかかわらず、共有ではなく夫単独の名義のところさえある。
しかし、マンションにいる時間は、働いている女性の場合

も含めて、妻の方が夫より長い。マンション内の知り合いも
妻のほうがはるかに多い。
最近の知事や市長への女性の進出などにみられるように、

女性理事長というポストもニーズが高まっている。
理事会業務を家事とすれば、家事の範囲での家計の支出は

妻に実権のあるほうが多い。
管理規約で役員の範囲を「（そのマンションに住む）区分所

有者の配偶者と一親等以内の親族」と規定し、役員のなり手

不足の打開策として用いているマンションが増えている。
金銭事故などが起きた場合に区分所有者でなければ責任が

とれないではないかとの主張も聞かれる。しかし、区分所有
者だから責任がとれるなどという主張に根拠はない。金銭事
故を起こす人は、住戸などに抵当があって資産はマイナスが
ほとんどなのだから…。
NPO日本住宅管理組合協議会／集合住宅管理新聞『アメニティ』2014年1月5日付第376号「論談」より

規約改め、女性理事を増やす環境整備を
論談
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ＮＰＯよこすかマンション管理組合
ネットワーク（よこ管ネット）
http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133
定期無料相談：毎月第4土曜午後　ヴェルクよこすか

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 044-379-5334
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

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://so-kan.net
蕁 042-855-0555
無料相談：随時　事務局所在地

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.com
蕁 046-264-6054
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階市民相談コーナー
 　毎月第4水曜午後　伊勢原市役所1階市民相談室

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
蕁 045-762-1795

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

ＮＰＯ横浜マンション管理組合
ネットワーク（浜管ネット）
http://www.hamakan-net.com
蕁 045-911-6541
定期無料相談：毎週土曜午後　ハウスクエア横浜

神管ネット組織図

（1）マンションの適正な管理運営のための指導相談、支援
（2）マンション管理運営についての経験交流、情報交換、資料の提供
（3）セミナー、シンポジウム、工事見学会、各種相談会などの実施
（4）行政や他の公共団体との協働によるマンション施策の推進

それぞれのマンション管理組合ネットワークは、マンション管理適正化
と生活向上に寄与することを目的に、主に下記の事業を行っています。

事業内容

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁・蕭 045-620-6300
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）
http://www.jinkan-net.com
蕁・蕭 045-620-6300
〒221-0835
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※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。

浜管ネット

118組合

25,996戸

川管ネット

41組合

6,651戸

よこ管ネット

59組合

9,908戸

相管ネット

29組合

1,657戸

湘管ネット

15組合

1,420戸

県央ネット

22組合

4,701戸

41組合

8,209戸

合　計

325組合

58,542戸

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成26年1月現在

日 住 協
神奈川県支部

編 集 後 記

今日もお犬様の落し物が…!?

マンションのペット飼育禁止は果たして守られるの
か。飼育不可でも隠れ飼育（堂々と連れまわしてい
る！）が横行し、一代限り飼育可となると、これはも
う限りなく飼育可と同様の結果となる。そもそも禁止
なのだから管理組合からは注意喚起はできないわけで、
行き着くところ法的措置も辞さず的な文章を出さざる

得なくなる。
ギクシャクすることが避けられない状態となり、つ

いには転居者も現れ、お咎めのない飼い主（確証が得
られない）とやり玉にあがった飼い主に対する扱いの
不公平に不満も出てくる。
結局のところ歴代の理事長は手を付けることなく問

題が先送りされ、今日もお犬様の落し物が共用廊下に
鎮座することになる。（ワンちゃん大好き派M.M.）


