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　築40年以上経過するマンション数は平成27年、全国で51万戸、平成37年には
151万戸になると言われており、多くのマンションが築40年50年の高経年化を迎
えます。
　建て替えるマンションもありますが、その数は極めてわずかであり、最近ではマン
ションの長寿命化、再生取り組みが強く言われるようになってきました。
マンションは個体差もありますが、定期的にしっかりと補修・修繕していけば100
年近くは持つとも言われています。
　そのためには長寿命化のための大規模修繕工事は必須であり、第4次・第5次大規
模修繕工事が現実のものとなってきました。1世紀にもおよぶ長スパンになります。
居住者も変わり、時代、技術、環境も変化する中で建物の改修を確実に実施・継承し
ていくことが必要です。
　マンション標準管理規約第32条、管理組合業務には、長期修繕計画の作成または
変更に関する業務および長期修繕計画書の管理、設計図書の管理、修繕等の履歴情報
の整理および管理等、が定められています（下記、コメント要約参照）。各管理組合
では規約化しこれらの業務に取り組んでいると思われますが、大規模修繕全体の取り
組み期間が長期化し、1回毎の間隔が10年以上と長い中で修繕履歴、工事内容、引
継要旨等が正確に継承されるようにしなくてはなりません。
　大規模修繕工事の回数が増えることにより、関連する資料も多大となり且つ担当理
事も変わります。修繕関連資料の保管・管理は問題ないか、ルールはあるか、次回有
効活用、利用ができるように記録・整理されているか等再度点検してみてはいかがで
しょうか。
　最近は資料の電子化も進んでいます。建物の高経年化が進むに従い修繕履歴情報の
必要性が一層増大し、また費用の有効活用の面からも管理組合の主体的な取り組みの
重要性がますます増大してきています。

マンション標準管理規約コメント第32条関係（抜粋）
○長期修繕計画の期間は25年程度、5年程度ごとに見直しする必要あり
○管理組合が管理すべき設計図書（マンション管理適正化法103条に基づく）
 ・ 竣工時の付近見取図、配置図、仕様書（仕上げ表を含む）、各階平面図、2面

以上の立面図、断面図または矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構
造詳細図及び構造計算書

○建物の修繕に有用な書類
 ・ 設計関係書類（数量調書、竣工地積測量図等）、特定行政庁関係書類（建築

確認通知書、日影協定書等）、消防関係書類、機械関係設備施設の関係書類、
売買契約書関係書類等

○修繕等の履歴情報
 ・ 大規模修繕工事、計画修繕工事及び設備改修工事等の修繕の時期、箇所、費

用および工事施工者等や、設備の保守点検、特殊建築物等の定期調査報告、
建築設備の定期検査報告など

マンションの長寿命化に向けて
修繕関連各種資料の管理・保管の再点検を !!

浜管ネット 副会長 ●鈴木　治

C O N T E N T S
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拡大する認知症問題
　総務省統計局によると、平成29年9月15日現在の人

口統計では、総人口1億2,671万人のうち、65歳以上

が約3,514万人（人口比27.7%）、75 歳以上が1,747

万人（人口比13.8%）。この割合は今後も上昇し、高齢

化による認知症問題は今後拡大していくと考えられてい

る。

　認知症と思われるマンション住民に対して、本人に親

族がいる場合は、まず親族に連絡して、対処を依頼する

方法が最初の対応として多く取られているが、単身で親

族がいない、もしくは親族の連絡先がわからないことも

多く、手詰まりとなるケースがある。

　また、親族に連絡がついたとしても対処に非協力であ

ることも少なくないようだ。

　介護の専門職によると、ある程度症状が進行し、認知

症に伴う困った行動が見られるようになっても、適切に

介護の専門職につなぐことによって症状が安定し、困っ

た行動が落ち着く場合もあるという。

　問題となるのは、孤立した認知症高齢者である。理解・

判断力の低下、徘徊、記憶障害、不潔行為など、管理組

合運営にも負担がかかるケースが出てくるといえよう。

認知症高齢者の対応はだれがするか
　では、マンションでのこうした認知症高齢者への対応

はだれが行うのか。自治体か、自治会か、管理組合か、

管理会社か、民間事業者か―。

　認知症高齢者を第一に考え、認知高齢者に悪影響を与

えないよう、見守りシステムを基盤とした地域支援と

いった考え方は当然、自治体から民間事業者まで多数の

地域社会の対応が必要となる。

　しかし、少なくとも管理費等の滞納のほか、区分所有

法による共同の利益に反するような行動（暴言を吐きな

がら徘徊したり、ゴミ屋敷化など）がある場合は、当事

者である管理組合が解決しなければならない問題とな

る。

　管理会社に頼ったところで、「認知症高齢者への対応

にフロントマンや管理員等の現場職員がかかりきりにな

ると、現場の業務に支障が出る」という回答が返ってく

ると想定される。

　マンションにおいてはどのような対策が今後必要にな

るのか、管理組合にとっての将来の課題といえそうだ。

成年後見制度を利用する

まずは情報の共有が肝心

住民共通の課題として捉えていく

成年後見制度について
　そこで、大きなトラブルになる前に、情報として共有

しておきたいのが「成年後見制度」である。

　成年後見制度は「法定後見」「任意後見」の2種類。「法

定後見」は認知症や知的障害など判断能力が不十分また

はまったくない人が対象で親族か、親族がいない場合は

市町村長などが裁判所に申し立てるもの。一方、「任意

後見」は判断力があるうちに自分で後見人と契約するも

の。ただ、判断力があるのに後見人を選定するという行

為は、まだ日本の社会にはなじみにくい状況にあるよう

だ。

○成年後見制度で受けられるサービス
「財産管理」

　不動産などの管理・保存・処分

　金融機関との取引

　 年金や不動産の賃料など定期的な収入の管理やローン

返済、家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金など

の支払い

　生活費の送金や日用品の買い物

　生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受け取り

　権利証や通帳などの保管

　遺産相続などの協議、手続きなど

「身上監護」

　本人の住まいの契約締結・費用の支払い

　健康診断などの受診・治療・入院費用の支払いなど

　医師から病気やケガなどの説明に同席する

　介護保険などの利用手続き

　 リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支

払い

　 老人ホームなど施設の入退所、介護サービスなどの情

報収集、本人との話し合い、費用の支払いなど

　介護サービスや施設のチェック、異議申し立てなど

※ 後見人は、賃貸借契約の保証人、入院などの保証人、

手術の同意などはできない。毎日の買い物、掃除、食

事の準備、身体介護なども行わない。

◇

　利用できる制度は何があるのか、その内容はどのよう

なものなのか。まずは情報の収集からはじめることが肝

心だと考えられる。自治会が対応するのか、管理組合が

やるのかではなく、住民同士の共通の課題として捉えて

いく必要があるといえるだろう。
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　旅館業でなくとも届出等を行えば、空き部屋や空き家

を有料で貸し出すことが可能となる住宅宿泊事業法（民

泊新法）が2018年6月15日に施行することが閣議決定

された。

　これにより、住宅宿泊事業者（民泊ホスト）の都道府

県知事への届出開始も同法施行3カ月前の3月15日から

開始される。

　マンションでは住んでいる人たちの住環境確保から居

住者以外の立ち入りを認めていないケースが多い。この

ため、管理規約で民泊を禁止する場合は、その旨を早急

に条文に盛り込まなければならない。最早そういう時期

に来ているのだ。

　管理規約改正は総会で3 ／ 4決議を通す必要がある。

規約改正を行っている管理組合は増えているが、3月の

届出開始までに管理規約改正が間に合わないマンション

で、民泊ホストに興味を持っている区分所有者が住宅宿

泊事業者として届出してしまったらどうするのか。

　届出をした後に管理規約で禁止条項を定めた場合、後

のトラブルで規約の有効性が争点となり、管理組合が負

けてしまうことは十分に考えられる。

　定期総会まで間に合わない場合には臨時総会を開き、

民泊を禁止する条文を盛り込んだ規約に改正する必要が

ある。

　また、臨時総会もできない場合は、理事会で民泊禁止

決議を行い、全区分所有者に周知を徹底し、なるべく早

い段階で規約改正を行うべきだろう。

民泊に関する調査事業
全管連、国交省から採択を受ける

事業者届出開始は来年3月15日
禁止規約は早めの作成を

　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連）は10

月10日、民泊に関する調査事業が国土交通省の平成29

年度住宅市場整備推進等事業に採択された。

　全管連は民泊問題において、かねてから国土交通省へ

の意見・要望を行ってきた。ただし、地域的な関心度の

違いなど全国レベルの認識がつかめていない。このため、

8月から大阪の摂南大学・平田研究室と共同で、全国、

特に都市部での民泊問題への関心度アンケート調査を開

始してきた。

　こうした民泊に関する調査事業が国土交通省の補助事

業に採択された。集計・分析は今後となるが、分析結果

に注目したい。

各地域管理組合ネットワーク・
会員管理組合の皆様へ

「民泊」アンケート調査のお願い
　全管連（略称）では、このたび国土交通省の助成金を得て、
マンションの「民泊」に対する対応について、構成管理組合
団体を通じて調査を実施することになりました。
　神菅ネットでも、各地域ネットワークの皆様に調査へのご
協力をお願いする次第です。アンケート用紙は、11月下旬に
各管理組合に届く予定ですので、ぜひ調査にご協力をお願い
します。

NPO全国マンション管理組合連合会

民泊
問題

居住者名簿作り
管理組合自身で作成するべき

　管理会社が持っている区分所有者名簿は、分譲会

社が分譲時に作成した購入者名簿が基礎となって、

その後に分譲会社または管理会社が管理費等徴収の

ために活用しているものと思われる。そうすると、

分譲会社または管理会社は管理組合に対して、「購

入者リストを第三者に提供することはできない」こ

とになる。

　とはいえ、災害に備えて居住者名簿は必要である。

しかし、それは管理組合が自身で作成するべきもの

と思われる。居住者名簿の作成をきっかけに、コミ

ュニティー形成を考え直す効果にもつながるといえ

よう。

　ただし、管理組合が個人情報データを収集する場

合、その保管、開示、訂正などの管理方法において

利用細則を定めておくことも必要。この名簿を管理

会社も取り扱うことになることもあり、管理会社と

の間で名簿の取扱規則などのルールを決めたり、管

理員やフロントマンからの誓約書を求めることも必

要となる。
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　2018年12月から始まる4K・8K実用放送は現行の衛星
放送とは異なる仕組みで放送される（42号2p参照）。現在販
売されている4Kテレビや4K対応テレビにはBS、110度CS
による4K・8K実用放送の受信機能は搭載されていない。
　このため、マンション共聴設備の改修や専用の受信器等の
設置が必要となり、今のまま4K対応テレビを購入しても、画
像は4Kとはならないのだ。
　では、実際、マンションではどのような改修が必要となる
のだろうか。実際に工事を行っている、川管ネット賛助会員
の渋谷電気の澁谷正人社長に協力を得て、ページを構成した。
※ このページはテレビ共聴アンテナシステムの場合の対応で

す。ケーブルテレビシステムについては管理組合が契約し
ている各社にお問い合わせください。

●テレビの受信システムと器材
　現行、テレビの受信システムは住戸内のテレビを除き、マ
ンションの共用部分と専有部分にまたがって設置されている。
4K・8Kを受信するためには、このシステムを改修しなけれ
ばならない。

●共用部分の器材
　①電波を受信するアンテナ
　②受信した弱い電波を大きくする増幅器
　③増幅器で大きくなった電波を各世帯に分ける分配器
　④上記機器を結ぶケーブル
　⑤上記分配器から専有部分に電波を運ぶケーブル
　※ これらが４K・8K電波に対応する性能を有していなけれ

ばならない。周波数では約3,224MHz（メガヘルツ）で
動作し性能機能を有する必要がある。

●専有部分の器材
　⑥共用部分からの連続しているケーブル
　⑦ケーブルから電波を取り出すユニット
　※ ユニットのその他の役割は、ユニットにテレビを接続し

ていても接続してなくとも、テレビ増幅器から見たら電
波回路的にはテレビが接続されていると思わせて、系統
に乱れを生じさせない役目があるため、ユニットの代わ
りに勝手に分配器などを接続してはならない。

●4K・8K受信への対応工事
　共用部分に設置されている機材については上記の①～⑤を
4K・8K対応器材に交換する必要がある。
　ただし、共用部分の機器交換に際しての困難さはほとんど
ないが、まれに共用部分のケーブルが交換できないことがあ
る。
　改修工事をする上で、特に注意したいことは下記の3点。
1） ケーブルが各階に跨っているために１世帯単独で工事が

できない

マンションで4K・8Kを受信するためには？
〈テレビ共聴アンテナシステムの場合〉

2018年12月から実用放送開始 part2

 　 　昭和時代のマンションは上の階から下の階まで１本で
接続されている。仮に5階建てであれば、縦方向5世帯が
同時に入室作業となり、日程調整ができないと工事がで
きないこともある。

2） 平成以降のマンションであれば、共用部分から１本の専
用ケーブルが各戸に導入されている。だが、高経年マン
ションでは、専有部投入の3ｍ程度の所に分配器が設置さ
れていて、ここから各部屋にテレビのケーブルが複数施
工されているため、交換ができないケースが多い。

3） 最大の問題は、4K・8KはBS1の2倍の周波数があるた
めにBSで何とか受信できていても、仮にマンションの規
模が大きい場合、末端まで電波が受信できる大きさで届
けることができないという点である。

 　 　現状の2倍の周波数を受信しても、上図のように、共用
から分配器より下流の専有部分までいくと周波数が減衰
され、4K・8K用のケーブルに交換しても映らない可能
性があるのだ。

 　 　まずは自分のマンションのテレビ配線の現状を確認す
ることが必要であろう。

●まずは専門家へ相談を
　現在の2Kで十分、という家庭もあると思うが、マンション
という集合住宅では全戸対象にものごとを考えなければなら
ない。東京五輪・パラリンピックを前に4K・8Kを見るため
の対応は社会的劣化から脱するひとつのマンションの付加価
値となる。
　とはいえ、渋谷電気・澁谷社長によると、改修が簡単では
ないマンションも少なくないようだ。
　まずは専門家へ相談をして、なるべく早く4K・8K対応へ
のマンション内での合意を得たい。東京五輪・パラリンピッ
ク前、マンションでの改修がスムーズに行われるように。

ブースター

直列ユニット

※DXアンテナ技術講習会展示商品より

60形BS・110度CSアンテナ

分配器
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共用部分 専有部分&

　なぜ、専有部分の工事を管理組合が行うのか？
　集合住宅では、共用部分の適切な維持管理を管理組合の業
務としてマンション標準管理規約で定めている。一方、専有
部分においては区分所有者が自分の責任で管理するとある。
　しかし、工事の部位によっては管理組合が共用部分と同時
に行ったほうがよい場合がある。
　その例が設備関係。配管等が共用部分と専有部分にまたが
り、構造上一体になっているからである。
　ほとんどの設備は床下や天井裏に設置されているため、点
検が難しく、漏水事故などがあった時には階下に被害がおよ
び、隣人関係が壊れてしまうことも起こってしまう。
　さらに専有部分の設備改修をそれぞれの住戸任せで行うと、
別々な業者が別々の修理を行い、その差が共用部分にもたら
す影響は計り知れない。
　このため、設備関係で一体となった工事は同時に行ったほ
うが合理的だといえる。
　このページでは管理組合が行った共用部分と専有部分の工
事への取り組みを2事例紹介する。2例ともNPO日住協会員
の団地型マンションである。

＜資料提供：かながわ県央ネット・永田康幸理事＞

専有部分工事は規約改正とともに
長期修繕計画にも明記、積立金の取り崩しの容認も
鳶尾第二住宅管理組合：厚木市鳶尾・1977年竣工・RC造5
階建て10棟・250戸・旧日本住宅公団分譲
　専有部分からの漏水事故が多発（9カ月で16件）したこと
が要因で工事の検討を開始。これまで漏水事故の対応は管理
組合が加入するマンション総合保険で補てんし、その都度工
事はしたが、抜本的な補修をすることはなかった。その理由は、
設備配管が天井裏や床下にあり、自己点検ができなかったこ
とだった。
　隠蔽された設備での事故はどの住戸が加害者で被害者かな
どと分けられるものではなく、双方とも被害者であると判断。
今後も漏水事故の増加が懸念されるとして工事の実施を決断
した。
　このため長期修繕計画に共用部分の設備工事とともに専有
部分も行うことを明記。管理規約を改正し、費用も修繕積立
金の取り崩しを容認するようにした。
　総会時に工事への反対者が6人あったが、最終的に専有部
分の工事を行わない2戸からは念書（単独でリフォームを実
施しても工事代金の充当はない等）をとるなど、工事計画か
ら4年10カ月をかけてすべての工事が完了した。
＜主な工事内容＞工事内容
　○ 給水設備については受水槽方式から、県水道直結給水方

式へ変更
　○給水・給湯設備は給水栓を除き全部更新（給湯器を除く）
　○ 管種については県水道局指定部分を除き水道用高性能ポ

リエチレン管に全面更新
　○ 排水設備については浴室・洗面・洗濯排水系統が工事対象。

汚水系統・台所排水系統は計画外とした
　○ 管種は耐久性能硬質ポリ塩化ビニール管に全面更新（改

修範囲は専有部分から棟外第一枡まで）
　工事実施について施工計画上、住戸内に立ち入る工程もあ
るので十分理解を得るため、3回にわたる総会を経たという。
　第１回はこの工事計画の組織としての基本計画の承認。2
回目は工事設計にもとづく実施計画、そして業者の選定方針
等の承認。さらに、関連して多額の借入金計画の承認、管理
規約の一部改正についての承認を求めた臨時総会。3回目は
以上の経過の仕上げとして関係事項の執行に関する承認を求
めた。

専有部分内での工程

作業日 1日目 2日目 3日目

作業内容 内装解体 排水管更新 給水管更新

制限事項 排水禁止 排水禁止 断水

4日目 5日目 6日目 7日目

内装下地復旧 内装仕上げ 内装仕上げ 予備日

トイレ使用不可 トイレ使用不可 トイレ使用不可

※ 工事は9時～ 17時まで。夜間は仮復旧するため、給排水設備の
使用は可能。敷地内にトイレ・洗濯場を2カ所に設置

　当時の理事長は「もっとも不安だったのは250戸全戸施工
完遂できるかということ。心配だったのは工程上、各戸入室
の一週間が避けられないことでした」と話す。
　「この苦痛の工程が10月～ 12月。みんなでやり遂げて、
正月を迎え『新春を寿く会』で談笑しながら苦労を語り合い
ましょうと、言い合いました」。
　工期：2012年5月～ 2013年2月
　工費：3億1,500万円（専有部分の復旧費7,300万円含む）

仮設プレハブで憩いの場設置、工事中全戸に声かけ運動で
居住者ストレス軽減
霧が丘グリーンタウン第一住宅管理組合： 横浜市緑区・
1979年竣工・ＰＣ・RC造5階建て16棟、テラス2階建て2
棟・408戸・旧日本住宅公団分譲
　築30年を過ぎた頃から、配管の老朽化により上階から階下
の住戸への漏水事故が多発。築34年経過した平成2013年6
月から設計事務所による実施設計を開始した。
　およそ１年の設計期間を経て、公募で工事会社を選定し、
平成26年10月には工事を発注。その１年後に無事工事が完
了した。
　工事のコンセプトは、⑴水まわりリフォームの可変性・拡
張性を新たに装備する、⑵健全な水回りリフォームが行える
ための仕組みを装備する、⑶耐久性・耐震性などの基本的安
全性能を格段に向上させること。
　工事内容は共用部分・専有部分の給水・給湯・排水・ガス
管の更新。専有部分の工事費用についても修繕積立金の取り
崩しを容認するよう、管理規約の改正を行った。
　この工事が成功した最大の要因は、「工事の発注者である管
理組合の見事な組織体制と、事細かなところまで行き届いた
実行委員会の居住者への気遣いだ」と設計・監理を担当した
コンサルタントは話す。
　敷地内に仮設のプレハブを建て、休憩や洗濯、事務作業等
できる憩いの場を設けた。工事中の作業員の立ち入り、騒音
振動、粉塵、防犯のほか、買い物、ペットや赤ん坊の世話等
居住者のストレスについて検討すべき不安材料を上げれば切
りがない。
　結果、仮設の憩いの場（通称：レインボールーム・延べ
907人が利用）のほかにも、隣のUR賃貸住戸を6戸借り上げ、

（682人）住民に利用してもらった。
　また、高齢者の住まいも少なくない。委員会有志による「見
回り隊」（434人）を結成し、敷地内のパトロールはもちろん、
住戸内での工事・騒音等に耐えている居住者に声を掛けた。「お
加減はいかがですかぁ」―この団地ならではのコミュニティ
がそこにあった。
　工期：2014年10月～ 2015年9月
　工費：約5億円（専有部分の復旧費4,700万円含む）

管理組合主導の専有部配管更新

事　例　紹　介
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平成29年度第2回「マンション相談員等のCPD事業セミナー」平成29年度第2回「マンション相談員等のCPD事業セミナー」
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29年度第2回「管理組合会計と税務」

日　時：9月9日㈯　13：30 ～ 16：00
会　場： 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）第1

～ 3会議室
テーマ： 「マンション管理組合会計と税務について～区分経理

と収益事業～」
講　師：税理士・原淳子氏
主　催：神管ネット、川管ネット

1．管理組合の会計
  　貸借対照表は会計ごとに作成を！
　区分経理は基本的に、管
理費会計と積立金会計とい
う箱がある。
　イメージとしては、2つ
の箱、例えばAという箱が
管理費会計、Bという箱が
積立金会計、それぞれA箱
も決算をして申告。B箱も
決算をして申告をする。
　それ以外に機械式駐車場などがあるところは、駐車場使用
会計というさらに特別会計を設けている場合も同じく、C箱
の決算となる。
　注意事項として、そもそも区分経理はまず収支計算書と、
そして貸借対照表それぞれが各区分で行わなければならない。
　管理費会計に収支計算書と貸借対照表があれば。積立金会
計にも収支計算書と貸借対照表がある。それができていて初
めて区分経理ということになる。
　区分経理していて、収支計算書はそれぞれ作っているけれ
ど貸借対照表はひとつしか作ってない、もしくは作っていな
いという管理組合は少なくない。区分経理というのは完全に、
さきほどいったA箱、B箱みたいな感じでそれぞれ独立したも
のなので、そこまで分けてはじめて区分経理ができていると
いうことになる。
　貸借対照表を2つ作るということなので、預貯金口座が関

係してくる。預貯金口座もそれぞれ管理費会計と、積立金会計、
別々に分けておカネの管理をしていくべきだろう。

2．管理組合と税務
  　収益事業は必ず申告を！

　収益事業について、いくら税金がか
かるか、イメージのために計算例を用
意してみた。
　駐車場の外部貸し、携帯電話基地局
その他、収益事業の売上が500万円。
かかる経費が100万円あって、差し引
きの所得が400万円ということを前提
とする。
　まず、国税の法人税（税率的に時限

立法である租税特別措置法で現在15％に軽減されている）は
400万円×15％＝60万円。地方法人税の60万円×4.4％
＝26,400円。合計626,400円をまず税務署に納めること
になる。
　県税事務所に納めるものは、事業税として、所得の400万
円×3.4％＝136,000円。地方法人特別税は136,000円×
43.2％＝58,200円。それ以外に法人税割60万円×3.2％
＝19,200円。それから均等割という税金が2万円。
　法人市民税は、国税の法人税の60万円×9.7％＝58,200
円、プラス均等割で5万円。
　これをすべて合わせて法人税、事業税合計で、968,500
円となる。
　500万円の売上で経費が100万円、実際の収益が400万
円だとすると、約100万円が税金となる。
　申告せず、税務署が来て指摘されれば、無申告加算税、さ
らに納期が遅れたっていうことの延滞税がかかる。
　日本国の所得税関係は申告納税主義なので、申告していな
い方が悪いことになるので、該当するものがあるマンション
は気をつけてほしいと思う。
※ 法人化していない管理組合も「みなし法人」として法人税

の対象となる。

税理士・原淳子氏

　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　TEL/FAX：045-620-6300　E-mail：info@jinkan-net.com

　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、神管ネットがまとめ役となって開催する「マンション相談員等のCPD事業セミ
ナー」。CPDとは「継続的能力開発=Continuing Professional Development」の略です。

CPD事業セミナー会場の様子

ex) 収益事業に係る収益500万円－経費100万円＝所得400万円

国税 法人税 地方法人税
税務署 400万円×15％＝60万円 60万円×4.4％＝26,400円

県税 事業税 地方法人特別税 法人県民税

県税事務所
400万円×3.4％
＝136,000円

13.6万円×43.2％
＝58,700円

法人税割
60万円×3.2％＝19,200円　均等割2万円

市税 法人市民税
市税事務所 法人税割60万円×9.7％＝58,200円　均等割5万円

法人税等合計税額 968,500円

※前提所在地：神奈川県川崎市従業者数50人以下　　平成29年9月現在の法令に基づきます。
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　神管ネットが構成団体と
して加入するNPO全国マン
ション管理組合連合会（全
管連・川上湛永会長）は9
月25日、名古屋市中区の
日本特殊陶業市民会館2階
会議室で平成29年度通常
総会を開催した。
　平成29年6月30日現在、全管連の構成団体は北海道
から沖縄まで18団体（2,206管理組合・213,803戸）。
　総会当日は各地域の管理組合団体の代表が名古屋に集
まり、平成28年度の活動報告および収支決算・監査結
果報告、平成29年度の活動方針および予算案等の議案
について、全会一致で決議した。

平成28年度の主な活動
・マンション再生法の制定運動の継続
　2年前にマンション再生法を公表、シンポジウム
などを開催してきた。平成28年度は国土交通省の
補助事業に採択され、首都圏、関西圏、北海道など
の管理組合の主に給排水管等更新事例を集めて調査
した。調査・分析結果は関係団体に配布した。
・被災マンション情報センターの設立
　阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震から
被災・復旧データ収集の必要性から、被災マンショ
ン情報センター設立の今後に期待する。熊本地震の
地元・熊管連では震災関連の支援活動で17管理組
合が加入した。

平成29年度の主な活動方針
1．マンション再生法の制定運動の継続
　マンション再生法第5条で、共用部分と一体になった専
有部分改修の議決権を3分の2にする提案をしているが、
区分所有法との関係で、国土交通省の同意が得られない
壁をどう突破するかに注力し、マンション標準管理規約
の改正等、各方面と交渉する。
2．ブロック会議の継続
　地域ブロックごとの問題点・意見を集約する。熊本地
震での被災マンションへの支援等、ブロック会議の役割
を今後とも深めていく
3． 法務・政策専門委員会、行政的課題専門委員会の取り

組み
　マンションの抱える問題は多岐にわたり、それぞれ年1
回は会合を持ち、問題点を集約して提起する活動を行う。
4．被災マンション情報センターの継続
　昨年発足後、25タイトルの報告書等が集まった。今年
度は個々の被災マンションの復旧の記録を中心に集めた
い。

……（略）……
8．民泊への取り組み
　住宅宿泊事業法が来年6月に施行される前に全管連で
は、摂南大学・平田研究室と共同で、都市部を中心に民
泊問題へのアンケートを実施。集計・結果は今後、国交
省との事業と関連して発表する。
9．情報保護規程
　全管連の定款（目的）第4条における「必要な情報の提
供」および（事業）第6条におえる「情報の提供」につい
て、情報管理の規定を新たに設ける。この規定は、いわ
ば盲点だったと認めざるを得ない。
　今年、個人情報保護法が改定されたことから、全国団
体である全管連でも情報保護規定を設けることにする。

全管連総会報告

NPO全管連　平成29年度通常総会開催
9/25　於：名古屋市　日本特殊陶業市民会館

マンション管理における素人と専門家
— あるネットワーク役員のひとりごと —

　先日、ある管理組合役員を対象にした講習会で、マ
ンション管理士が「管理組合の役員は素人なので、マ
ンション管理士などの専門家の助けを得る必要がある」
との発言をしていた。
　だが、こうした主張は「素人」と「専門家」をまっ
たく対立する概念のように捉えすぎているように思わ
れる。そこでは、「素人」もまた、一人の「専門家」で
あることが忘れられているのではないか。
　そもそも管理組合運営における「専門家」なるもの
が存在するであろうか。
　マンション管理士と言えば、それはマンション管理
士資格に合格した者というだけである。その位置づけ
も、管理組合等への助言・アドバイザーというもので
あり、組合運営の専門家というわけでもない。

　かくて、マンション管理組合運営は「素人」である
組合員が担うしかない。しかし、「素人」という言葉を
私たちは何も否定的にのみ受け取るべきではないだろ
う。素人には素人としての「常識」において、専門家
とは独立した原理があり、その上に適切な「叡智（え
いち）」が働くと考えることができる。
　それこそが管理組合運営を公正・合理・民主的に運
営させていくものである。
　組合運営における素人の「（健全な）常識」を洗練させ、

「良識」としていくためには、他の管理組合をも含めた
組合運営の諸経験を学び、それを共有・蓄積していく
ことが大事であるといえるであろう。

（NPO 日住協論説委員会）

29年度通常総会の様子
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浜管ネット浜管ネット

川管ネット川管ネット

　8月28日17時～、かながわ県民センター 1501号室
で浜管ネット相談員研修を行った。対象は浜管ネットに
属している相談員で、20人が参加した。
　第1部は「高齢化に伴う成年後見人制度について」。実
際にこれまで約30件の後見人を務めた司法書士の今戸晴
美氏（個人賛助会員）が制度の概要、問題点を説明した。
　成年後見制度は「法定後見」「任意後見」の2種類。「法
定後見」は認知症や知的障害など判断能力が不十分また
はまったくない人が対象で親族か、親族がいない場合は
市町村長などが裁判所に申し立てるもの。一方、「任意後
見」は判断力があるうちに自分で後見人と行う契約とな
る。
　契約内容は財産管理や身上監護（介護契約等について
の代理権など）で、介護保険制度との違いの説明もあった。
　第2部は、熊本地震等で実際の現場で建物の損害認定を
経験した宮井直哉理事が「地震保険」について説明した。
　実際、損害調査は主要構造部だが、保険金の使途には
制限はない。元通りにするための復旧費用ではない代わ
りに、どの部位の復旧に保険金を使ってもよいことにな
る。
　宮井氏は最後に「熊本では地震保険に入っていてよか
ったという声が多かった」と言及。被災からの復旧に、
保険金があるとないとでは合意形成にも影響するといえ
る。

　8月12日18時30分～、高津市民館第6会議室で「管
理会社に聞いてみよう！」をテーマに29年度第2回ミニ
セミナーを行った。管理会社に聞きたい業務として、今
回取り上げるポイントは「会計システム」について。講
師には賛助会員の東急コミュニティー、日本ハウズイン
グが当たった。
　まずは川管ネット・杉本久美子理事が管理組合財産の
分別管理等について、復習的な説明を行った。支払伝票

相談員研修
成年後見人制度、地震保険テーマに

ミニセミナー
第２回：管理会社に聞く「会計システム」
第３回：民泊新法＆個人情報保護法

8 28／

8 12、／ 10 14／

宮井直哉理事司法書士の今戸晴美氏

　9月29日18時30分～、かながわ労働プラザで「ヴィ
ンテージマンションという考え方」をテーマに技術者部

技術者部会・専門業部会建築Bグループ
「ヴィンテージマンションという考え方」

9 29／

会・専門業部会合同セミナーを行った。
　第1部は技術者部会の片山啓介・1級建築士が「ヴィン
テージマンションとは？」への答えとして、「築年数が経
っても味わい深い雰囲気を醸し出している」「管理組合が
しっかり機能し、メンテンナンスや修繕工事も実施」な
どを上げた。このヴィンテージマンションを目指すには、
意匠性、機能性の向上、居住者のライフスタイルの変化
に対応することが大切だとした。
　そして、「古き良きもの」だけでなく、新しい機能を備
えた「ハイブリッドなマンション」をヴィンテージマン
ションとし、将来のマンション像の考え方と提案したい
と話した。
　第2部は建装工業の井上幸雄氏（浜管ネット理事）が「付
加価値のある大規模改修工事の成功例」として、①サッシ・
玄関扉交換②外壁・屋根外断熱改修③エレベーター新設・
改修④エントランスグレードアップ、外構まわり改修⑤
給排水、ガス、電気設備の耐久性向上⑥駐車場改修⑦耐
震改修を説明。ヴィンテージマンションが中古市場への
成熟に影響することになっていくと述べた。
　最後に塗料・日本ペイント、床材・タキロンマテックス、
建築材料・アロン化成、K.Cアスカが、各社の商品説明を
行った。

井上幸雄・浜管ネット理事技術者部会の片山啓介・
1級建築士
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湘管ネット湘管ネット

　毎月18時10分～、藤沢市民活動センター実施してい
る研修会。
　8月度は8月26日。「大規模修繕事業の進め方～パート

研修交流会
８月度：大規模修繕事業の進め方
９月度： 給水管延命工法

8 26、／ 9 23／

◇
　10月14日18時30分～、高津市民館第1会議室で平成
29年度第3回ミニセミナーを行った。今回のテーマは住
宅宿泊事業法（民泊新法）と個人情報保護法の改正に伴
う管理組合の対応について。
　民泊新法に関しては川管ネットの高橋秀行理事（マン
ション管理士）が講師を務めた。住宅宿泊事業者の届け
出が平成30年3月15日開始予定であることから、民泊を
禁止する場合は、その前に管理規約の改正が必要であり、
間にあわない場合でも総会あるいは理事会決議をとり、
議事録にきちんと残しておくことが重要であることを強
調した。
　個人情報保護法については湘管ネットから須賀一朗理
事（マンション管理士）が講演。近年、区分所有者、居
住者の中には個人情報管理への関心度が高く、管理組合
のこれに対する個人情報の管理体制や安全管理措置の不

日本ハウズイング

横須賀市消防局・友松係長

東急コミュニティー

横須賀市市民安全部・
鈴木係長

杉本久美子理事

ことが可能となる。
　大手管理会社では会計業
務における新規サービスの
供給が盛ん。安全性の確保、
透明性の向上、利便性の向
上等、システムのバージョ
ンアップがされているよう
だ。

湘管ネット・須賀理事が講演川管ネットの高橋秀行理事

よこ管ネットよこ管ネット

　9月9日13時30分～、横須賀・汐入の産業交流プラザ
で、「マンションの危機管理対策」をテーマに防災セミナ
ーを行った。今回は行政の取り組みから、講師は横須賀
市市民安全部・鈴木宏史係長、横須賀市消防局・友松豊
係長が務めた。
　半島の先端で三方が海の横須賀市の立地は、防災の観
点から条件的には不利で、三浦半島断層群における直下
型地震も想定される。行政の「公助」は時間的な限界が
あるため、「自助」や地域の「共助」による支援体制の充
実が求められている。
　火災対策では消防法に則った防火管理の重要性を説明
した。マンション住民全員が火災の発生を防ぐとともに、
万一火災が発生してしまった場合でも被害の拡大を防止
することが肝要で、消防訓練、消防設備の点検等、いざ
というときに適切な行動がとれるように訓練しておくこ
とが必要不可欠であるとする説明があった。

防災セミナー
マンションの危機管理対策

9 9／

や残高証明書の改ざん、通帳・印鑑同時保管による不正
支払等、現金事故が後を絶たない現状を紹介した。
　東急コミュニティーは、収納、支払いともに、三菱東
京UFJ銀行と提携して構築したロックアカウント口座が
入出金管理を行い、目的外の引き出しができないシステ
ムなどを導入。支払いについては「承認ナビ」（WEB上
で管理組合が支払承認するシステム）を通して三菱東京
UFJ銀行の振込サービスから諸費用を支払う。
　日本ハウズイングでは、三井住友銀行と共同開発した

「スマート承認サービス」を実施。一連の送金作業は管理
会社口座を経ることなく支払い項目ごとに決裁が可能、
WEBサービスを通じて支払い内容を確認の上、決裁する

備を指摘し、管理組合理事らの善管注意義務違反を問う
ケースも考えられる。
　そこで法律に則って、個人情報保護に関する基本方針
や個人情報の取り扱い細則等を策定・整備し、「不要なク
レームに対応しておくことが望ましい」としている。
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かながわ県央ネットかながわ県央ネット

　10月21日14時～、相模原市の東急ドエル・アルス小
田急相模原管理組合の協力を得て、大規模修繕工事見学
会を行った。
　工事概要は下記のとおり。
○ 1997年（平成9年）竣工・RC造・6階建て・1棟・

36戸
○ 仮設、下地・躯体補修、シーリング、外壁等塗装、防水、

サッシ・ガラス外面クリーニング等
○設計・監理：日本住宅管理㈱
○施工：㈱ラクシー（賛助会員）
　築20年目で初めての大規模修繕工事を実施した。マン
ションの大きな特徴は開放廊下の住戸側も壁面もタイル
貼りであること、開放廊下と住戸の間に吹き抜けがある
ため、足場の設置が必要なこと。
　一般的なマンションより多いタイル数と、築年が進ん
だ大規模修繕工事のため、タイルの焼き直しが通常より
多く、36戸のマンションで1万枚に至った等が今回工事
の苦労した、最も大きなポイントであった。

築20年目で初の大規模修繕工事
ポイントはタイル修繕の多さ

10 21／

現場事務所での概要説明

開放廊下と住戸の間に吹き抜
けがあり、住戸側もタイル貼
りでできている

見学会は台風前とあって、養生シ
ートのトップを折りたたんでいる

現場代理人による
現場作業の説明

浜管ネット技術者部会の
町田信男氏

　10月7日13時30分 ～、
藤 沢 商 工 会 館 ミ ナ パ ー ク
505会議室で給排水設備の
工事をテーマに平成29年度
第2回マンション管理セミナ
ーを行った。
　第1部は浜管ネット技術者
部会の町田信男氏が講演。
給排水設備の社会的劣化を

平成29年度第２回マンション管理セミナー
給排水設備更新工事の留意点と排水管更生

10 7／

改良・改善していくためには管材等の新商品の採用、シ
ステム変更等を計画修繕の中で検討することが大事だと
述べた。また、漏水問題などから、専有部分を含めたマ
ンション全体のグレードアップについて管理組合が主導
して対応を行う検討が必要であると話した。
　例えば、浴室のアスファルト防水層まわり、防水パン
まわりは共用・専有部分の維持管理区分が難しい。この
ため各戸任せにするのではなく、管理組合で対応したほ
うが漏水など後のトラブルを避けられると説明していた。
　第2部は㈱Ｐ・Ｃ・Ｇテクニカの排水管更生工法の紹介。

ナーの選定～」と題して湘管ネットの藤木賢和会長（1級
建築士・マンション管理士）が講演した。
　どんな事業でも成功させるためには、目的を明確にし、
具体的な計画や手順を決定し、さらに実施のプロセスを
管理することが重要である。大規模修繕事業においても、
計画、実行、点検、改善（PDCA）のサイクルを管理す
るというセオリーを確実に行うことにより、目標の品質
が確保される。
　管理組合の技術的・労力的な負担を軽減し、事業を円
滑に進めていくため、専門的な知識と経験を持ったパー
トナーの必要性を説いた。
　9月度は9月23日。日本システム企画㈱が給水管の赤
錆防止・更生装置である「ＮＭＲパイプテクター」のシ
ステム紹介を行った。
　ＮＭＲパイプテクターによる配管防錆工法は、給水管
内に電子を発生させて、既存の赤錆を不働態の硬い黒錆
に変え、給水管を更生させるもの。外部腐食がない限り、
給水管の長期延命を可能にするという。

日本システム企画㈱担当者藤木賢和・湘管ネット会長

この工法は老朽化した排水管の中に繊維強化プラスチッ
ク（ＦＲＰ）管を作るもので、穴の開いた管でも更生と
同時に耐震強化ができるとしている。また立て管から枝
管分岐部へも管内部よりロボット施工が可能で、建築工
事がないことから更新工事と比べて少ない費用で工事が
完了できるとしている。
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　犬猫等のペット飼育禁止マンションにおいて、管理組合は
隠れてペットを飼っていた飼育者に対し、現在のペットを登
録し、1代限りという条件で飼育を認めることにした。それ
にも関わらず2代目も購入した、賃借人と区分所有者に対し
て管理組合が訴訟を起こした事案。管理組合は弁護士費用も
求めていたが…。

事件の要点
原告＝管理組合
被告A＝ペット飼育をする賃借人
被告B＝本件住戸の区分所有者
　東京都中央区の15階建てのマンション。当初の管理規約で
は、小鳥および魚類以外の動物の飼育禁止について定義。平
成2年10月の管理組合総会で、規約違反の犬猫等のペットも
登録すれば、そのペット一代限りの飼育につき認めることに
した。
　被告Aは登録した小型犬が死亡した後、平成17年10月、
新たな犬を購入し、飼育を始めた。
　このため、管理組合は管理規約において犬の飼育が禁止し
ていることを理由に平成18年3月ころから飼育の中止を文書
で申し入れた。
　また、管理組合は区分所有者である被告Bにも管理規約違
反であることから、被告Aへの対処について申し入れを行っ
た。
　改善の様子がみられなかった管理組合は平成27年1月、弁
護士を通じて被告A Bに対し、ペット飼育の中止を申し入れ
た。
　被告A はこれに対し、管理組合に現在飼育の犬（2代目）
の１代限り引き続き飼育を認めてくれるよう協議を申し入れ
た。
　しかし、管理組合はこれを認めず、被告Bに対してもペッ
ト飼育を継続するのであれば被告Aとの賃貸借契約解除、建
物明け渡しを求めるよう調停を申し立てたが、合意に至らず、
不成立に終わった。管理組合は平成27年5月、訴訟を提起し
た。

●管理組合（原告）の主張
・ 被告Aに対し、管理規約に基づき、現在飼育中の犬の飼育の

中止を求める
・ 被告Bに対し、自身の管理規約の順守義務、また被告Aへの

管理規約順守義務があるとして、犬の飼育の中止を求める
・被告A Bに対し、本訴訟の弁護士費用を求める

●被告Aの主張
・ 多くの居住者が管理規約に違反してペットを飼育している
・ 管理組合は20年以上の間、ペット飼育禁止の警告や注意を

しておらず、管理規約は形骸化、管理組合はペット飼育を
黙認していた

・ ペット飼育を黙認していたにもかかわらず、他の飼育者に
は訴訟提起をせず、被告Aのみに対する訴訟は権利濫用であ
る

・ 理事から犬の声帯を除去すれば飼育を継続してもよい提案
を受けた

・ 被告Aは身体障がい者1級の認定を受けており、盲導犬同様
の補助犬の役割を担っている

判例の
広場

判例の
広場

2016・3・18
東京地裁

ペ ッ ト 禁 止 等 請 求 事 件

ペ ッ ト 禁 止 マ ン シ ョ ン
２代目飼育の賃借人と所有者を提訴
ペ ッ ト 禁 止 マ ン シ ョ ン
２代目飼育の賃借人と所有者を提訴

●被告Bの主張
・ 被告Bは実際にペットを飼育しているわけではなく、被告A

の飼育についても何ら法的責任を持たない
・ 賃借人に対して管理規約等を順守させる義務は努力義務に

すぎない
・ 被告Bは平成16年4月に前区分所有者から本件住戸を購入

し、賃貸人の地位を継承した。引き継いだ賃貸借契約には
ペット禁止の規定はなかったため、賃貸借契約の解除は困
難である

・ 責任を負わない被告Bへの訴訟は不当な訴訟であり、精神的
な苦痛、名誉・社会的信用の毀損だとして管理組合に対し
て慰謝料等の支払いを求める（反訴）

裁判所の判断
●被告Aに対し…
・ 管理組合がペット飼育の禁止に関する警告や注意をしてい

なかったとしても、黙認・許可したとまでは認められない
・ 総会で被告Aの犬の飼育が問題となったり、鳴き声について

苦情が寄せられていることから、犬の無駄吠え防止をすれ
ば飼育を継続してよいかのような発言をしたとしても、飼
育を容認したとまでは言えない

・ 被告Aが飼育中の犬との生活を継続したいのであれば、本件
マンションからの転居等により実現可能であるので、過酷
な請求とまではいえない

　以上から、裁判所は被告Aに対し、マンションの居室内で
犬の飼育禁止を命ずる判断を下した。

●被告Bに対し…
・管理規約の順守義務は借家人に対しても義務・責任がある
・ 前区分所有者からの継承だとしても、被告Aに対し、賃貸借

契約を解除することも十分可能である

弁護士費用の請求
●管理組合（原告）の主張
・ 被告Aが飼育を中止しなかった、被告Bが被告Aに管理規約

を順守させなかったことから、本件訴訟の提起を強いられ
たとして、弁護士費用の支払いを求めた

●被告ABの主張
・ 管理組合に対し、話し合いによる解決を望んでいたが、管

理組合が一方的に訴訟を提起した
・ ペット飼育と、訴訟提起による弁護士費用との間に相当の

因果関係はない

裁判所の判断
　被告ABが訴訟提起前の段階で管理組合のペット飼育禁止
を受け入れなかった行為と管理組合の本件訴訟について、支
出した弁護士費用との間には相当の因果関係がないと判断。
弁護士費用の請求は却下した。

◇
　濱田・岡本法律事務所の濱田卓弁護士によると、弁護士費
用の支払請求が否定された理由は、請求の根拠が不法行為（民
法703条）に基づくものであったためであり、管理規約上の
違約金規定に基づくものであれば（無ければ新設する）、結論
は異なった可能性があっただろうとしている。
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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

0120-77-8160
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

保険

株式会社
住宅あんしん保証

東京都中央区京橋1-6-1
三井住友海上テプコビル6階
☎03-3562-8122

03-3562-8031
t-shibuya@j-anshin.co.jp
http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo

管理組合様を守る「大規模
修繕工事瑕疵（かし）保険」
を取り扱っております。累
計申し込み数は1,700棟で約
9割は管理組合様のリクエ
ストです。

よこ川浜

保険

マンション保険
バスターズ

東京都中央区東日本橋3-9-12
Ｊビル2階

0120-540-931
03-6800-1779

smile@ecrew.jp

マン管専門の保険代理店で
す。特徴は、①保険金請求
にこだわり②比較見積りに
こだわり（取扱い損保10社）
驚異の契約継続率が顧客満
足度の証です。

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
☎045-225-8200

（東京支店）東京都港区芝浦1-14-5
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55年。“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 湘よこ川浜神

広告ページ

大規模修繕

株式会社サカクラ

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

昭和15年創業・昭和53年には業界草分
けとしてマンション大規模修繕工事に
着手、以来37年間豊富な経験・実績を
通じて、各種技術のノウハウを確立し、
改修専門業者として付加価値のあるグ
レードアップ工事の提案を致します。

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
☎046-830-5481
東京支店：
中央区銀座8-18-7 エイワビル6階
☎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
☎044-777-5158

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
☎044-366-4840
re-eigyo@sinyo.com
http://www.sinyo.com

創業86年を迎え、大規模修繕
工事を中心に売上100億を超
える企業に成長してまいりま
した。居住者に笑顔をいただ
けるような仕事を全国でご提
供し続けています。

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
☎045-290-6090

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

東京本社
リフォーム事業部
東京都港区港南1丁目8番27号
日新ビル9階
☎03-5479-1402
https://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
☎045-502-1604

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。

大規模修繕

株式会社
アルテック

横浜市中区新山下2-12-43
☎045-621-8917
http://www.alteche.co.jp
ALL@alteche.co.jp

マンション大規模修繕工事の、建
築技術のプロ集団でございます。
１．安全第一　２．品質管理
３．アフター点検
優れた品質で、お客様に最高の満
足を提供して参ります。

浜

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
☎045-804-1834
http://www.ichinosekensou.co.jp
gaisou@ichinosekensou.co.jp
東京事務所☎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。

大規模修繕

株式会社
エヌ・ケー

横浜市旭区市沢町262-11
N・Kビル
☎045-372-5900
http://www.nk-inc.co.jp
info@nk-inc.co.jp

「信頼を何よりも大切に。」─これま
での培ってきた技術力と経験をもと
に安全・安心・満足をお客さまに御
提供いたします。大規模改修工事、
修繕工事、建物調査診断は横浜のエ
ヌ・ケーをご利用ください。

浜

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2-15-10
オーク横浜ビルディング5階
☎045-412-3800
yokohama@housing.co.jp
http://www.housing.co.jp

私たちが大切にしているのは「現場第一主
義」の姿勢です。この「現場第一主義」の
積み重ねから得たノウハウの数々は、マン
ションの規模の特性、管理組合様の個性に
合わせた柔軟な対応と、適正な価格による
高品質な管理提案を可能にします。

マンション管理

大和ライフネクスト
株式会社

【横浜支社】
横浜市西区みなとみらい3-6-1
みなとみらいセンタービル17階
〒220-0012
☎045-277-8731
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

野村不動産パートナーズ
株式会社

【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24  KYビル
☎045-227-7710

【武蔵小杉支店】
川崎市中原区小杉町1-403
武蔵小杉タワープレイス3階
☎044-322-0912
http://www.nomura-pt.co.jp

野村不動産ホールディングス
の運営管理事業を担う会社で
す。技術力と提案力を活かし、
人と建物の両方にとって最良
のパートナーであり続けるこ
とをお約束します。

浜

川 よこ浜

マンション管理

株式会社
ライフポート西洋

横浜支店
横浜市西区南幸2-21-5
☎045-313-5435
yokohama@lifeport-s.com
http://www.lifeport-s.com
https://www.facebook.com/lifeportseiyo

もっと“ハートふる”な明日へ。
おかげさまでライフポート西洋
は、創業30年を過ぎ、これか
らも、まごころ込めて、手をか
けて、お客様の大切なマンショ
ンを輝かせ続けます。

浜

マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

首都圏第二事業部
（神奈川エリア担当）
☎045-910-1471

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

株式会社
日鉄コミュニティ

〒101-0032
東京都千代田区岩本町
3-2-4  岩本町ビル
☎03-6858-8555（大代表）
http://www.ns-community.jp

新日鉄興和不動産㈱グループ
の管理会社。安定した基盤を
もとにキメ細かい管理組合様
対応を行います。建替えや再
開発等マンション再生も親会
社とともにお手伝いします。

川

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

0120-264-406
dk-jtksuisin@grp.daikyo.co.jp
http://www.daikyo-astage.co.jp

神 奈 川 県 内 で 約1,280管 理 組 合（ 約
67,800戸）の管理実績があり、この
スケールメリットを活かしながら、「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

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
☎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

央湘よこ川浜神

よこ川浜

よこ浜

設計・監理

株式会社神奈川建物
リサーチ・センター

横浜市中区山下町193-1
山下町コミュニティビル3階
☎045-227-8471
http://www.krcnet.jp
info@.krcnet.jp

神奈川県内に特化した大規
模修繕・設備改修・耐震改
修工事の設計コンサルタン
トです。

央湘よこ川浜神

企 業 名 所 在 地 P R
設計コンサルタント

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
☎03-5496-9497

0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

大規模修繕工事から防犯カ
メラ等の設備工事まで、マ
ンション管理組合様を幅広
くサポートさせて頂きます。

よこ川浜
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機械式駐車場メンテ

KMPメンテナンス
株式会社

千葉県市川市下貝塚3-31-4
☎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
☎045-772-1424

045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

『水』にこだわり60年、誠
実で質の高い給排水設備改
修工事・維持管理会社です。
集合住宅の『水』の問題は、
何でも当社にご相談下さい。

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
☎045-662-2759

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

東京都豊島区目白2-1-1目白NTビル6F
☎03-6871-9961

03-6871-9962
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

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
☎044-245-0822

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

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
☎045-451-8816（代表）

045-451-8820
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

建設事業部
リノベーション営業課
☎045-911-5438

045-911-5951
http://www.kudo.jp

おかげさまで創業50周年。
これからも皆様に求めら
れる技術とサービスを提
供してまいります。

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
☎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。

央湘よこ川浜神

サッシ改修

株式会社LIXIL
リニューアル

横浜市西区みなとみらい
4-3-6-2F
☎045-330-1064
https://www.lixil-br.co.jp

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。

湘よこ浜

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
☎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 Sto社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 所 在 地 P R
 改修一般

連絡先 連絡先氏名・所属事務所

吉岡誠
有限会社吉岡設計

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

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

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

片山啓介
有限会社鹿窪建築設計

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

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

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

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

横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-5-503
☎045-532-9260
http://moa-planning.jp

横浜市港北区綱島西6-13-40-204
☎045-546-9651
bzg16700@nifty.com

石川裕子
Lapis建築工房

横浜市南区榎町1-18-202
☎045-744-2711
lapis0103@yahoo.co.jp

横浜市西区南幸2-9-9-306
☎045-311-6723
makoto70@yoshioka-sekkei.co.jp

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

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

東京都文京区本郷1-18-5-802
☎03-3830-0988
abe@mirai-mi.com

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、島村利彦部会長を中心に、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  ☎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

神 神管ネット加入するネットワークの略号▶ 浜 浜管ネット 川 川管ネット よこ よこ管ネット相 相管ネット 湘 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
☎045-241-1621

045-253-4744
j-okamoto@misawa-dk.co.jp
http://misawa-dk.co.jp

創業89年、地元神奈川で高
い信頼と実績を築いて参り
ました。電灯幹線改修・弱
電改修・省エネ改修（LED
等）、お気軽にご相談くださ
い。

浜

電気設備改修

株式会社渋谷電気

川崎市幸区南幸町2-29
☎044-522-2551
info@shibuyadenki.co.jp
http://shibuyadenki.co.jp

ビル、マンションの各種リニューアル
電気工事、LED照明、省エネ診断、防
犯カメラ、4K・8Kテレビ共同受信、
集中インターホン、消防設備、空調、
排水ポンプ系など電気工事専門の会社
です。1950年創業、適正価格で、最適
化工事、クレームなしが自慢です。

川

企 業 名 所 在 地 P R
 電気設備改修

大規模修繕

株式会社　
ヨコソー

（本　　　社）☎046-834-5191
（東 京 支 店）☎03-3736-7751
（横 浜 支 店）☎045-595-0601
（北 関 東 支 店）☎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）
☎045-290-3222

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

よこ浜

企 業 名 所 在 地 P R
 給・排水設備改修

給・排水設備改修

文化興業株式会社

本社：横須賀市内川1-7-23
☎046-837-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
☎045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

創立1946年。水漏れ、排水管詰ま
り清掃、エアコン・給湯器取り替え、
給排水管の改修工事、保守点検…
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
応えできる工事をご提案します。

よこ

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
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かながわ県央ネット
正 会 員

　小田急江ノ島線・東林間駅から徒歩約12分。近隣に

は昭和6年に9ホールが仮開場した名門・相模カンツリー

倶楽部があり、戸建てが立ち並ぶ静かな住宅街に立地す

るのが、重厚なブラウン系低層3階建てタイル貼りのド

ラゴンマンション中央林間壱番館である。

　現理事長の齋藤詮さんは地域自治会の防災副部長を務

め、災害対策に重点を置く。その災害対策で最重要と考

えているのが「有事（広域災害）の際、マンションに籠

城できるようにすること」という。

　そこで平成26年2月、敷地内を掘削し、表層水を組み

上げる井戸の導入を開始した。システムの内容は深さ約

20ｍの井戸を掘削、地下水を組み上げるポンプと貯水

槽を設置。災害時の停電を考えて、太陽光発電システム

を採用している。

　貯水槽には常時、１世帯最低30リットルの生活用水

を確保。「阪神・淡路大震災にあった親戚が、とにかく

水をもらいにいくのが大変だったと聞いた」と齋藤理事

長。

所在地：相模原市南区
1997年（平成9年）竣工・地上3階建て・1棟・総戸数27戸

建物構造…………………………… RC造
敷地面積…………………………… 2031.53㎡
建築面積…………………………… 789.47㎡
建築延床面積……………………… 2211.03㎡
管理費（月額） …………………… 平均14,000円
修繕積立金（月額） ……………… 平均15,000円
駐車場充足率（台数÷総戸数） … 78%
 （機械式ピット3段式21台）
駐車場使用料（月額） …………… 10,000円
駐輪場使用料（月額） ……………  自転車100円（ラック式）、

500円（平置き）
分譲会社…………………………… ㈱大地住販
建設会社…………………………… 大日本土木㈱
管理会社…………………………… ㈱ライフポート西洋
管理形態…………………………… 通勤管理
理事会………………………………  毎月1回、理事5人
任期…………………………………  適宜相談して交代（総会承

認にて決定）

■マンションデータ

災害時用の井戸システムを設置
マンションで自立することが目的

せずにマンションで自立する、マンション生活を維持す

る」ことが井戸設置の最大の目的という。

　システムは毎分16Lを貯水槽に貯めるもので、設置費

用は約150万円、点検や清掃などのランニングコストは

年3万～ 5万円（太陽光発電のため、電気代除く）。給水

ポンプから配管し、各階共用部分に蛇口を配置、常時利

用できる仕組みとなっている。

　日頃は洗車、共用廊下の清掃水、植栽への散水、散歩

ペットの帰宅時の足洗い等に使用している。

　そのほか、管理組合の特徴としては、支出の節約のた

め、築5年目で高木を早々に切り倒し、根は薬品処理した。

このため植栽は住民有志で実施。植栽時に出る伐採した

木々、雑草類は、敷地内のデットスペースに穴を掘って

埋めている。これは「自然物を還元する事とともに、ご

み捨ての負担が特定の人に偏らないため」という。

　 ま た、 携 帯 電 話 基 地 局 もauが1年 前 か ら 設 置。

docomoも来年設置予定で、収益はすべて積立金会計へ

回し、組合会計における各戸の負担減につながるよう尽

力している。

　小規模マンションでありながら、「マンションで自立」

がうかがえる管理組合である。

井戸の深さは約20ｍ

井戸から組み上げる蓄電装置と
貯水槽

揚水ポンプと給水栓 各フロアにも供給する配管 auの携帯電話基地局。来年は
docomoのアンテナも設置予定

　「食料や飲み水は各戸の

責任で用意してもらうにし

ても、排水用の生活用水を

管理組合で確保すること

で、避難所での仮設生活で

はなく、自宅で籠城できる

ようにする」「避難所生活
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『震災経験から学ぶ
　　　災害時のトイレ』
　日本トイレ研究所が発行した

「東日本大震災3.11のトイレ―
現場の声から学ぶ―」の続編。
阪神・淡路大震災、新潟県中越
地震、東日本大震災での被災後
のトイレ対策、熊本地震でのト
イレ対応について紹介している。
　●企画・編集：
　　NPO日本トイレ研究所
　　〒105-0004 東京都港区新橋5-5-1 IMCビル新橋9F
　　TEL：03-6809-1308
　　https://www.toilet.or.jp

イベント情報 ■■

浜管ネット　　　　　   　　☎045-911-6541

マンション設備改修シリーズ第30回
テーマ： 事例で学ぶ電気設備改修工事と機械式駐車

場メンテナンス 
日　時：11月29日（水）18：30 ～ 20：30
会　場：かながわ県民センター 304会議室
　　　　（横浜駅きた西口徒歩5分）
講　師：浜管ネット設備グループ
資料代：会員無料、一般1,000円　定員：60人

川管ネット　　　　　   　　☎044-380-7163

正会員と賛助会員の情報交換会
日　時：11月25日（土）14：00 ～ 18：30
会　場： 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）

7階大会議室（JR武蔵中原駅徒歩1分）
第1部：「金融機関から資金借入れを行うには」
　　　　講師：三菱電機クレジット㈱・佐藤永進氏
第2部：「中原区の住宅政策について」
　　　　講師：川崎市中原区長・向坂光浩氏
第3部：懇親会
懇親会費用： 正会員は1管理組合2人まで無料。その

他5,000円／人

平成29年度第4回ミニセミナー
テーマ：マンションの植栽
日　時：12月9日（土）18：30 ～ 20：30
会　場：テクノかわさき第1・2研修室
　　　　（JR武蔵溝口駅徒歩7分）
講　師： セソール川崎京町ハイライズ管理組合役員、

ベルドリーの小さな緑社
資料代：会員無料、一般1,000円

よこ管ネット　　　　   　　☎046-824-8133

よこ管ネットセミナー
テーマ：マンションこれからの課題・今の話題
日　時：11月18日（土）13：30 ～ 16：30
会　場：産業交流プラザ第2研修室
　　　　（京急汐入駅徒歩2分）
講　師： 大和ライフネクスト㈱・丸山肇氏、よこ管

ネット理事・堀内敬之氏
参加費：無料、定員50人

湘管ネット　　　　　   　　☎0466-50-4661

研修交流会
会　場：藤沢市市民活動推進センター
　　　　（JR藤沢駅徒歩7分）
資料代：会員無料、一般500円
日　時：11月25日（土）18：10 ～ 20：00
テーマ：高騰するマンション総合保険の自己防衛策
講　師：㈱グッド保険サービス・伊藤昌弘氏
日　時：12月17日（日）15：00 ～ 17：00
テーマ：管理委託契約締結時における留意点について
講　師：コミュニティワン㈱・相川浩一氏
日　時：1月27日（土）15：00 ～ 17：00
テーマ：マンション管理に係る基礎用語の解説
講　師：湘管ネット・須賀一朗理事

かながわ県央ネット　   　　☎046-259-7399

大規模修繕改修セミナー
テーマ：事例に伴う設備改修の進め方
日　時：11月25日13：00 ～ 17：00
会　場：プロミティあつぎ8階D会議室
　　　　（小田急線本厚木駅北口徒歩4分）
講　師：川本工業㈱・堀金俊介氏
参加費：無料　定員：先着30人

◆正会員
名　称 加入ネット 棟数 戸数 竣工年

パークシティ武蔵小杉ステーショ
ン フ ォ レ ス ト タ ワ ー 管 理 組 合 川管ネット 1 643 2008

ハ イ ツ 保 土 ヶ 谷
管 理 組 合 浜管ネット 1 27 1981

横浜三ツ池公園パー
ク・ホームズ管理組合 浜管ネット 2 94 1999

◆賛助会員
名　称 加入ネット 主な業種 資本金 設立年

㈱大和 川管ネット 大規模
修繕工事 1億円 1960

㈱ オ ン ダ 製 作 所 浜管ネット 住宅関連部材
の製造・販売

9,000
万円 1972

冊 子 の 紹 介
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046-259-7399

045-902-4494

会員状況報告会員状況報告

※平成29年10月31日現在

浜管ネット

107組合
26,013戸

川管ネット

46組合
9,313戸

よこ管ネット

66組合
10,474戸

湘管ネット

12組合
909戸

県央ネット

22組合
4,563戸

日 住 協
神奈川県支部

41組合
8,209戸

合　計

294組合
59,481戸

編 集 後 記
　10月19日、NHKの番組「クローズアップ現代＋」で「追跡！マ
ンション修繕工事の闇　狙われるあなたの積立金」と題して、大規模
修繕工事のウラ側で設計コンサルタントが工事業者に巨額のバック
マージンを要求しているといった内容が放映されました。
　コメンテーターとして出演したノンフィクション作家の山岡淳一郎
氏は「マンションに住んでいる方々の無関心・無知。情報共有という
のがなされていない。これが大きいんじゃないか」と述べています。
　やはり管理組合間の情報共有が大切なのです。管理組合団体である
我々ネットワークのセミナー、工事見学会、相談会などをぜひとも利用して、情報交換を行い、無関心・無知から脱却して
ほしいと思います。
　※番組の詳しい内容はNHK「クローズアップ現代＋」の下記ホームページから。
　　http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4049/index.html

解説する山岡淳一郎氏NHK「クローズアップ
現代＋」より


