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C O N T E N T S

　ほとんどの管理組合では、理事会の役員も入れ替り新しい年度に入ったと思
われます。
　理事になったら毎月の理事会に出席は勿論のこと、理事さんは次のことを実
行しましょう。
　まず自分の住んでいる棟の階段を歩いてみる。高層の場合はエレベーターで
最上階に行き、そこから階段を1階まで歩いて降ります。きっと何か発見があ
るはずです。
　階段や開放廊下に許可なく物が置かれ、非常時の避難の妨げになることも事
前に発見できます。
　通路に異常な汚れ、壁のひび割れ、プランターの草ぼうぼうなど下からでは
発見できないことが多くあります。
　棟の外周も歩き、育ちすぎた樹木、植栽の枯れを見つけたり、普段気づかな
い発見があり、早めの対策をとることができ、管理が確実に行われることにな
ります。
　「いやいや私のところは管理会社に任せて管理員さんが見ているので大丈夫」
と思われる方もいるかも知れませんが、人には見落としすることや大目で見る
ことが多々あります。大勢の目で見ると、客観的に観察でき、見落としがなく
なります。
　あなたのマンションの管理責任は管理会社ではなく管理組合であること、そ
れを実行することが理事会とあなたたち理事の役目であることを忘れてはなり
ません。

新しく理事になられたあなたへ
NPO神管ネット　新会長 ●加藤　壽六

各ネット、全管連、行政、弁護士等との連携強化
基本方針：神奈川県住生活基本計画を踏まえ、国や自治体の諸施策の実施、あ
るいは施策の実現に向けた運動を全管連やマンション管理組合諸団体とともに
展開していく。
主な事業計画：⑴マンション相談員や管理組合役員を対象としたCPDセミナ
ー等の実施、⑵弁護士、建築士との連携による無料法律相談会の実施、⑶各地
域ネットワーク相互の連携、⑷全管連、行政との連携活動、⑸『かながわマン
ションネットワーク通信』の充実
新会長に加藤・浜管ネット会長
　NPO神管ネットでは役員改選により平成30年7月1日か
ら、浜管ネットの加藤壽六会長が神管ネットの新会長に就
任しました。香川前会長は副会長として引き続き神管ネッ
トの運営に携わります。

（各地域ネットの総会報告は2ページに掲載）

6/9　かながわ労働プラザ特別会議室

神管ネット第20回総会報告

加藤壽六新会長
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30年度事業の基本方針と計画30年度事業の基本方針と計画地域ネットの総会報告

マンション管理関連情報の発信に努める
基本方針：横須賀市からの受託事業（相談会、新任役員研修会）

管理組合交流部会新設、体制を強化
基本方針：より積極的に会員管理組合への支援を行い、横浜
市や神奈川県と連携して、新たな事業の展開やこれまでの事
業を継続。そのために各部会の活性化、さらに友好団体・機
関との強い連携活動を展開する。近年マンションを取り巻く
管理の状況は困難さを増しており、特に、高経年マンション
への支援事業への取り組みを喫緊の課題として取り上げてい
く。
主な事業計画：
⑴総務委員会
　事務局業務の中心として各部会・委員会の運営を補助。横
浜市および各団体との連携を通じて市内マンション管理組合
支援事業のとりまとめを推進する。
⑵管理運営部会
　研究会・セミナーで取り上げるテーマは、認知症、成年後
見制度、空き家・賃貸化の増加、管理が行き届かないマンシ
ョン、防災等。参加者の意見交換等を含め、理事会・総務委
員会にフィードバックしていく。
⑶技術者部会
　前年度に引き続き、相談事業への協力や長期修繕計画策定
業務、小規模マンションへのアドバイザー業務等を行う。
⑷専門業部会
　技術者部会・専門業部会を建築・設備の7グループに分け、

各種セミナー、見学会、相談事業を充実
基本方針：今年度もセミナー事業を拡大し、会員と共にスキ
ルアップに努め、タイムリーな情報発信を行っていく。また
今年度は南部地区・北部地区にも相談会場を設置し、市内各
区のマンション住民への要望に沿った活動を展開していく。
主な事業計画：
⑴セミナー事業の充実
　マンション管理に関する最新の話題から、マンション管理
セミナー年4回、管理基礎セミナー年3回、地区セミナー年2
回、工事見学会年2回のほか、川崎市まちづくり公社との共
催で年2回セミナーを行う。

各地区相談会プラス独自の相談会実施へ
基本方針：昨年度に引き続き、大和市・海老名市・秦野市・
伊勢原市・相模原市での無料相談会開催。また平日に各市役
所に出向けない管理組合のために毎月第3土曜にかながわ県
央ネット独自の相談会を実施していく。
主な事業計画：
⑴管理運営のアドバイス、相談会開催
　大和市は毎月第4金曜13時30分～（市役所）、毎月第1火
曜13時30分～（高座渋谷駅前複合ビル）、海老名市は毎月第
4火曜13時～（市役所）、秦野市は毎月第4月曜13時～（市

6/3　ヴェルクよこすか

5/26　 ハウスクエア横浜セミナールーム

6/2　川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）

6/16　大和市富士見文化会館2階

3重点活動項目を設定、さらなる充実化へ
基本方針：前年度の実績を踏まえ、各事業の継続的な実行の
充実化を通して、①新規の団体正会員の増加②会員との連携
強化③運営基盤の安定化という3点の重点活動項目を設定し、
管理組合の管理運営のさらなる充実化に貢献していく。
主な事業計画：
⑴一般マンションへの周知活動
　ホームページや『湘管ネット通信』、セミナー・研修会等の
イベント開催チラシによる入会数増加活動を実施する。
⑵マンション管理運営に関する支援活動
　定期相談会、個別・出張相談、無料法律相談を実施。その他、
管理適正化診断、管理記録作成、保管資料整理等のサポート
業務を行っていく。

5/19　藤沢商工会館（ミナパーク）

湘管ネット（第12回）

よこ管ネット（第16回）

浜管ネット（第24回）

川管ネット（第18回）

かながわ県央ネット（第12回）

任期満了で退任する前川氏に感謝状を授与よこ管ネット総会会場の様子

総会後の懇親会の様子

浜管ネット役員一同

県央ネット総会会場の様子

の広報活動として、市内約380の分譲マンションに案内状を
送付。よこ管ネットの基幹事業以外にもマンションを取り巻
く環境の中で、特に法令関係や国を含めた各行政機関から発
せられる情報の発信に努める。
主な事業計画：
⑴セミナー等
　相談会は毎月第4土曜13時30分～（ヴェルクよこすか）、
新任役員研修会、セミナーは7月、9月、11月、2月を予定。
3月には逗子・葉山地区のマンションを対象としたセミナー
を予定している。
⑵ソフト部会と技術者部会の活性化
　規約改正や、建物・設備の簡易診断などを低廉な料金で行
う管理組合支援業務。特に、原始規約のまま運用し、運営上
支障を来たしているマンションなど、それぞれのマンション
の実情に応じた規約改正の支援に取り組んでいく。

⑵相談業務の拡大
　相談コーナーが溝の口に移
転して以来、トータルの相談
件数は増加したが、川崎区や
幸区の南部地区からの相談が
減少傾向にある。このため、
南部地区および麻生区や多摩
区の北部地区にも会場を設
け、相談業務の拡大していく。

それぞれ年1回のセミナー・
工事見学会を企画・実施する。
⑸管理組合交流部会
　今年度から新設。管理組合
の交流・情報交換を行い、管
理組合のニーズの的確な把握
と調査・研究に基づく交流会
やセミナー等を企画・実施し
ていく。

役所東海大学前駅連絡相談
室）、伊勢原市は毎月第4水
曜13時～（市役所）、相模原
市は毎月2回予定（bono相
模大野サウスモール）、かな
がわ県央ネット事務所は毎月
第3土曜13時～等、各地で
定期的な無料相談会を行う。
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北海道大学工学部校舎

メインシンポジウム会場の様子

カルム円山

イトーピア旭町

サーム千歳ドミニオWing3

1,2階は石目塗材で断熱材を塗装

EPS断熱材75mmを使用

完成時の北側外観 ガルバニュウム鋼板

第3分科会「最近のマンション
の紛争と裁判」で報告する佐々
木好一弁護士（浜管ネット個人
賛助会員）

日本マンション学会北海道大会

メインシンポジウム 郊外型高経年団地の再生とストック活用

5/19、20　北 海 道 大 学 工 学 部 で 開 催

　一般社団法人日本マンショ
ン学会は5月19、20日、北
海道大学工学部で北海道大会

（第27回）を開催した。
　今大会のメインシンポジウ
ムは「郊外型高経年団地の再
生とストック活用」をテーマ
に開催。その他「借地権付マ
ンションの法的諸問題」「最
近のマンション紛争と裁判」

「熊本地震被災マンション復
興の課題」「外国のマンショ
ン法から考える」な8つの分
科会報告を行った。
　20日午後からは外断熱改
修を実施した3つのマンショ
ンを見学。その様子をレポー
トする。

活性化するかを課題にあげ
た。
　具体的には、各団地がおか
れた状況を踏まえ、団地全体
の再開発という観点と、団地
内の既存ストックの有効活用
という観点から、団地の再活
性化のための手法と、その当
否について検討を行う。

○工事名／カルム円山外断
熱改修工事　○建物概要／
2001（平成13）年6月竣工・
SRC造・地上14階建て・1
棟・26戸
○主な工事内容
　・屋上／ アスファルト防水

断熱、断熱材（硬
質ウレタンボード

○工事名／イトーピア旭町外
断熱改修工事　○建物概要／
1974（昭和49）年6月竣工・
SRC造（一部RC造）・地上
11階建て・1棟・60戸
○主な工事内容
　・屋上／ 既 存FRP防 水 剥

離、断熱材（硬質
ウ レ タ ン ボ ー ド
50mm）等

　・外壁／ 湿 式 外 断 熱 工
法EPS断 熱 材
75mm＋ メ ッ
シュ入り高耐久塗
材仕上げ

　・建具／ 専有部分、カバー
工法によるアルミ
サッシ交換

○工事名／サーム千歳ドミニ
オWing3外断熱改修工事　
○建物概要／ 1992（平成4）
年11月竣工・RC造・地上5
階建て・1棟・118戸
○主な工事内容
　・屋上／ 既存防水層を残し

て、断熱材（硬質
ウ レ タ ン ボ ー ド
50mm）等

　・外壁／ 湿 式 外 断 熱 工
法EPS断 熱 材
75mm＋ メ ッ
シュ入り高耐久塗
材仕上げ

　・建具／ 専有部分、共用部
分 と も にLow-E
ガラスに交換

●メインシンポジウム
　趣旨説明

明治学院大学教授　大野 武 氏
　高度経済成長期、郊外住宅団地が数多く供給された。それ
から数十年を経た今日、多くの団地で住民の高齢化の問題が
進み、街としての活力の低下、住宅市街地の規模の維持の困
難さといった課題が指摘されている。
　また、さまざまな指摘を踏まえて、持続的居住を目指す団
地を選択し、コントロールする施策が必要とも考えられてい
る。
　住宅地としての持続可能性の問題は、住民の高齢化だけで
なく、住棟の老朽化、空き住戸の増加などの要因によって、
維持管理ができないという形となって顕在化する。
　メインシンポジウムでは、少子高齢化や都心回帰という社
会構造の変化に対して、郊外の分譲集合住宅団地がいかに再

●外断熱改修マンション見学会
・カルム円山外断熱改修（2016年）
・イトーピア旭町外断熱改修（2017年）
・サーム千歳ドミニオWing3外断熱改修（2012年）
　20日午後、2018北海道大会実行委員長を務めた羽山広
文・北大教授が区分所有するカルム円山をはじめに、3件の
マンションをバス移動で見学した。
　3件とも外断熱改修工事を実施したマンションで、設計は
㈲大橋建築設計室の大橋周二氏が担当。断熱改修施工者は、
川管ネット賛助会員であるSto Japan㈱が請け負った。
　羽山教授は外断熱改修により、「省エネルギー性能と室内温
熱環境の向上に期待。実測評価の結果が楽しみだ」と述べ、
一方大橋氏は「まずは外断熱が躯体を守る改修であることに
関東の人も気づいてほしい」と話していた。

50mm）
　・外壁／ 東西面：乾式工法XPS断熱材75mm＋ガルバニュ

ウム鋼板t0.4貼り
　　　　　 湿式工法EPS断熱材75mm＋メッシュ入り高耐

久塗材仕上げ
　・バルコニー／ 湿式工法EPS断熱材75mm＋メッシュ入

り高耐久塗材仕上げ
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　旅館業でない一般住宅に旅行者を有料で泊めることが
できる住宅宿泊事業法（民泊新法）が2018年6月15日
施行され、事業者による届け出がスタートした。
　国としては2020年東京五輪・パラリンピックに向け、
急増する訪日外国人客の宿泊需要に応える狙いがある
が、21日時点での全国の届け出数は3,728件で、一般
報道機関では「滑り出しは低調」とアナウンスしている。
そもそも共同住宅であるマンションにおいて民泊が実施
されることになれば、①ルールを無視したゴミ出し②夜
間の騒音（パーティーなど）③共用設備の破損④警報装
置の頻繁な発報⑤オートロックの解除キー等の不適切な
受け渡しによる防犯性能への影響⑥エレベーター（密室）
内での居住者に対する執拗な声かけ（要するにナンパ）
など、多種多様なトラブルが想像できるため、民泊をど
うやって禁止するかが課題となっている。
　ここでは浜管ネット賛助会員の濱田卓弁護士が、神奈
川県弁護士会の『専門実務研究』第12号に発表した文
献を参考引用して、ページを構成した。

　こうしたことから、管理規約に「民泊禁止」を明記（規
約を改正）して、対策を講じている管理組合は多い。
　管理規約について、参考にしたい主な改正例は下記の
とおり。その上で、さらに助言したいポイント（ア）～（ウ）
を上げる。
・ 日本マンション学会／改良版マンション標準管理規約
（平成28年9月）

・ 国土交通省／マンション標準管理規約（平成29年8月
29日）

・ 内閣府地方創生推進事務局／マンション管理規約改正
例（平成29年10月26日）

　（ア）「いかに適法な民泊であろうと、およそ民泊は許
さない」という点を明確にし、さらなる新法ができるこ
とも考慮して包括的に禁じておく必要がある。
　（イ）規約違反に対する是正請求に要する弁護士費用
について、違約金として違反者に対して請求することが
できる旨を規定する。
　（ウ）民泊を実施したい人の動機は「儲かる（儲かり
そうだ）から」という点であることから、「民泊を行っ
た区分所有者または占有者は、管理組合に対し違約金と
して1,000万円払わなければならない。ただし、情状に
より、理事会の決議に基づき、その額を50万円まで減
じることができる」などという規定も検討に値する。
　この定めは売買の仲介を行う宅地建物取引業者（不動
産会社）にも説明することによって、民泊対策の予防効
果を高めることができる。

　マンションでの民泊対策は、事前であれば管理規約や
総会決議によって完全に禁止することができる。
　問題は、適法な民泊が実施されるに至った「事後」に、
管理規約改正等によってこれを禁止することができるか
という点である。

区分所有法第31条第1項
　規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び
議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に
よってする。この場合において、規約の設定、変更
又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

　もし、民泊実施後に、他の区分所有者が「民泊は問題だ」
として規約の改正を総会の議案にあげた場合、区分所有
法第31条第1項の後段「一部の区分所有者の権利に特別
の影響を及ぼすべきとき」に該当するかが問題となる。
　ただし「特別の影響」に該当するとしても、規約改正
がその者との関係で無効であると判断される例は端的に
言って少ない。弁護士の私見としても事後的な禁止も可
能と考える。
　これは管理組合の大原則が多数決であって、「特別の
影響」による少数者の保護は例外（最後の砦）といえる
からである。
・ 民泊実施者は「事後」の管理規約改正で民泊を禁止さ

れたとしても、通常の賃貸借によって収益を上げること
ができる。

・  民泊実施者が民泊のために多額の投資を行った事実・
投資した金額について、通常の賃貸借のためにも効果
的なものである。

　民泊のための収益や投資が通常の賃貸借に転用が可能
であることから、民泊実施者が民泊を禁止されることに
よって受ける不利益は絶対的評価として、そう大きいと
はいえない。
　つまり、事後に禁止する規約改正が、民泊実施者の「受
忍限度」を超えることはないと考えるべきといえるであ
ろう。

◇
　とはいえ、民泊の収益性を考えると、民泊実施者に対
する説得は容易ではないことが予想される。
　いずれにせよ管理組合としては、早めに民泊対策の意
思確定と意思表示を行っておくことは必要だろう。

＜参考引用文献＞
　 神奈川県弁護士会『専門実務研究』第12号（2018年2月発行）
　「マンションにおける民泊に関する諸問題」
　水野博之（アレイナ横浜法律事務所）
　 濱田　卓（濱田・岡本法律事務所）※浜管ネット個人賛助会員
　 https://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/torikumi/

study/index.html

民泊対策していない管理組合、どうしますか？

6/15　住宅宿泊事業法（民泊新法）施行

6月15日届け出スタート
全国で3,728件、「滑り出しは低調」

民泊「事後」の禁止はどうするか
法31条「特別の影響」に該当？

規約で「禁止」が主流
違約金設定も予防効果あり
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全管連総会、9月に横浜で実施
　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）では平成30年度の通
常総会を横浜で開くことになりました。
　日時は9月25日㈫9時～、横浜駅きた西口徒歩5分の

かながわ県民センターで行います。
　全管連の構成団体は北海道から沖縄までの18管理組
合団体。当日は前年度の活動報告・収支決算報告、今年
度の活動方針・予算案を中心に議論を行う予定です。

全管連、民泊新法に伴う
マンションアンケート調査結果を発表

　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連、川上湛永
会長）は平成30年2月、「住宅宿泊事業法の施行に伴う自
主管理組合を主対象とするマンションアンケート調査報告
書」まとめ、発表した。
　この調査は国土交通省の平成29年度住宅市場整備推進
事業（マンション管理適正化・再生推進事業）に採択され、
国交省の助成を得て実施した。
　今回のアンケートでは民泊へのスタンスを確認すること
に重点をおいているが、総会・理事会の管理運営や管理会
社への委託、大規模修繕工事等についての設問も設けた。
その中から、民泊へのあり方について、一部回答結果を紹
介する。

【調査概要】
調査対象： 北海道から九州まで点在する全管連の構成管理組合団

体の会員管理組合
調査方法：アンケートによる回答
調査期間：平成29年11月20日～平成29年12月13日
配布数： 2,851管理組合　回収数：1,147　回収率：40.2%
※ 配布する会員管理組合について、当初「自主管理」を行ってい

る約500組合を対象としたが、自主管理の定義が各管理組合
でまちまちであったため、自主管理に限定せず、会員管理組合
すべてに調査の協力依頼を行った。

はい
1,092件　95.2％

いいえ45件 3.9％ 無回答10件 0.9％

禁止する
1,050件 91.5％

許容する3件0.3％

どちらともいえない66件5.8％
無回答28件 2.4％

現在行われている18件1.6％

わからない97件8.5％

無回答2件0.2％

過去に行われていた
21件1.8％

行われていない
1,009件 88.0％

774件 73.7％

817件 77.8％

172件 16.4％

72件 6.9％

29件 2.8％

73件 7.0％

騒音、ゴミ出し等の
迷惑行為の懸念

共用部分の管理・維持
修繕等のコスト増加の懸念

民泊の使用細則等の
新たなルールの整備の手間

その他

無回答

不特定の人の出入り、
暗証番号の流出等の安全面の懸念

0 200 400 600 800 1000
（件）

図-1　 別紙「民泊新法の施行に向け、規約改正の必要性につ
いて」の内容は理解できたか。

図-3　今後民泊を禁止しようと思っていますか。

図-2　あなたのマンションでは民泊が行われていますか。

図-4　 「禁止する」と回答した理由は何ですか（当てはまる
もの2つまで選択可）。

　アンケートでは別紙で「住宅宿泊事業法（民泊新法）の施
行に向けた管理規約改正の必要性について」の解説文を付け
たが、ほとんど（95.2%）の管理組合がその内容を理解でき
たと回答した。

　「禁止する」が大多数となっているが、「どちらともいえない」
も66件あり、民泊を認めるかどうか決めかねているマンショ
ンが20件に1件程度あることがわかった。空き室の対策とし
て賃貸・民泊が課題となっている。

　民泊が、「現在も行われている」「過去に行われていた」と
いう回答が39件あった。このうち、36件が明確に違法であ
ると答えていることから、民泊新法施行前から違法・ヤミ民
泊が横行している実態が垣間見られる。

　騒音・ゴミ出し・不特定多数の人の出入り懸念が7割を超
えており、三大理由となっている。特にセキュリティが破られ、
見知らぬ人がマンション内に入ってくることへの不安がみて
とれる。静かな環境でマンション生活を送りたいとの希望が
表れている。
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平成30年度第1回「マンション相談員等のCPD事業セミナー」平成30年度第1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30年度第1回「新4K・8K衛星放送について」
日　時：4月14日㈯  13：30 ～ 16：30
会　場：横須賀産業交流プラザ第1研修室
テーマ：「マンションで新4K・8K衛星放送を受信するには」
講　師：・ 一般社団法人 放送サービス高度化推進協会（A-PAB）　宇佐美雄司氏
　　　　・㈱渋谷電気　澁谷正人社長
　　　　・NHK横浜放送局技術部　岡部律子氏
　　　　・DXアンテナ㈱横浜営業所　鈴木和利所長
主　催：神管ネット、よこ管ネット

　新4K8K衛星放送（BS・110度CSに
よ る4K8K放 送 ） は2018年12月1日、
現在の衛星放送とは異なる規格で放送され
る。
　現在、使用されている放送は「右旋円偏
波の電波」、つまり右回りの電波で衛星か
ら各家庭に提供されている。
　しかし、新しい電波は「左旋円偏波」＝
左回りで提供されることになるため、右左
ともに受信できる新4K8K対応のBSアンテナが必要となる。
　また、現在市販されている4Kテレビや4K対応テレビには、
新4K8K衛星放送の受信機能は搭載されていないため、新
4K8K衛星放送をテレビ単体で視聴することはできない。
　4Kテレビや4K対応テレビのほか、新4K8Kに対応した
チューナーなどが必要となる。
　また、共同受信設備では新4K8K対応のBSアンテナのほか、
ブースター、分配器などの機器や配線、テレビ端子の交換が必
要になるケースがある。
　マンションでは改修に必要な費用の確保、住民の合意形成が

産業交流プラザの会場の様子

求められるため、早めの検討が必要になる
といえる。
　共用部分に設置されている機材について
は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。
 　 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、専有部分に設置された分配器から、さらに各部屋
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のではないかと考えられる。

3） 最大の問題は、4K・8KはBS1より非常に大きな周波数
であるために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。

　たとえ現状の2倍の周波数を受信できたとしても、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。

放送サービス高度化
推進協会（A-PAB）・

宇佐美雄司氏

㈱渋谷電気・
澁谷正人氏

DXアンテナ㈱
横浜営業所・鈴木和利氏

NHK横浜放送局・
岡部律子氏

電波と受信アンテナと視聴可能チャンネル

　神奈川県が主催する「マンション管理、再生・建替えセミ
ナー」について、平成30年度の開催実務を神管ネットが受託
しました。
　このセミナーはマンション管理組合役員、区分所有者を対
象に、マンションの管理運営から大規模修繕工事、再生・建
替えまで、快適なマンション生活のために役立つ情報をわか

りやすく解説するものです。受講料無料。
　セミナーの実施は年度内3回。県内3地域（3会場）に分散
して行うことになります。開催は10月から3月までで、日時・
会場・講師陣は決まり次第、ホームページ等で広報していき
ます。

マンション管理、再生・建替えセミナー神奈川県から受託
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マンション管理適正化法第2条で定め
られた基幹事務を受託していること

● 管理組合の会計の収入及び支出の調定
● 出納
●  マンション（専有部分を除く）の維持又は修繕

の企画又は実施の調整

20182018

総合管理
とは・・・

順 位 組 合 数 棟 数 戸 数 加入ネット管 理 会 社

合　　計 9,864 13,392 674,396

基幹事務

の 内 容

総合管理
とは・・・

……………… ランキングについて ………………
【概　　要】 各管理会社が総合管理の業務受託をしている件数のう

ち、神奈川県内で受託している物件に限定して管理組
合数、棟数、戸数を調査した

【集計時点】平成30年3月31日現在
【調査対象】 各地域ネットワークに賛助会員として加入している管

理会社を中心に、首都圏または全国的に活躍する管理
会社を編集部が選んで協力をいただいた

【調査方法】電話および電子メール

 1 ㈱東急コミュニティー 1,007 1,473 70,504 神 浜 川 よこ

 2 ㈱大京アステージ 1,233 1,285 65,321 湘

 3 日本ハウズイング㈱ 985 1,293 56,270 浜 川 よこ

 4 三菱地所コミュニティ㈱ 607 809 50,185 浜

 5 三井不動産レジデンシャルサービス㈱ 598 753 49,091 浜

 6 ㈱長谷工コミュニティ 310 447 37,874 ―
 7 大和ライフネクスト㈱ 552 637 35,445 浜 よこ

 8 ナイスコミュニティー㈱ 623 653 33,930 浜

 9 JS日本総合住生活㈱ 117 1,451 32,067 浜

10 住友不動産建物サービス㈱ 282 365 26,394 ―
11 コミュニティワン㈱ 528 555 23,988 央 湘

12 野村不動産パートナーズ㈱ 299 334 23,181 浜

13 明和管理㈱ 440 449 20,723 浜 よこ

14 ㈱合人社計画研究所（関連会社管理物件含む） 257 320 15,854 ―
15 ㈱相鉄リビングサポート 122 233 14,122 浜

16 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ 138 202 12,637 ―
17 大成有楽不動産㈱ 177 299 12,574 ―
18 ㈱東京建物アメニティサポート 97 114 10,135 ―
19 長谷工スマイルコミュニティ㈱ 172 177 9,423 ―
20 ㈱日鉄コミュニティ 72 99 7,439 川

21 ㈱レーベンコミュニティ 99 99 7,251 ―
22 ㈱ライフポート西洋 135 137 7,177 浜

23 ㈱ウィッツコミュニティ 293 293 6,968 浜 川 央 湘

24 総合ハウジングサービス㈱ 59 74 6,525 ―
25 ㈶若葉台まちづくりセンター 15 66 5,195 浜

26 ユニオン・シティサービス㈱ 121 131 5,191 ―
27 住商建物㈱ 30 51 4,592 ―
28 六華㈱ 88 116 3,486 ―
29 双日総合管理㈱ 32 36 3,445 川 湘

30 東京互光㈱ 44 94 2,877 ―
31 横浜サンユー㈱ 52 52 2,663 神 浜 よこ 央

32 ㈱ハリマビステム 64 64 2,625 ―
33 ㈱穴吹コミュニティ 54 54 2,595 ―
34 ㈱菱サ・ビルウェア 54 63 2,501 ―
35 国土管理㈱ 35 35 1,225 ―
36 セントラルライフ㈱ 15 15 983 ―
37 ㈱ビルシステム 28 28 791 ―
38 東横ハウスサポート㈱ 19 21 594 よこ

39 昭和管財㈱ 11 15 555 よこ



8

浜管ネット浜管ネット

　3月28日18時30分～、建築分科会Eグループが石川町の川
本工業㈱8階会議室でセミナー「大規模修繕工事　見積書の読
み方part4」を行った。実費精算の解説と、予算超過の可能性
の検証として想定外工事の発生の要因・対策等について、技術
者部会の尾崎京一郎氏、専門業部会の南新氏（㈱長谷工リフォ
ーム）、大島氏（㈱伊勝）が講演を行った。
　足場をかけて劣化数量が確定すると実数精算を行うことにな
るが、実数が想定値より多ければ当然工事代金が増加する。こ
のため、尾崎氏は「本来必要な工事費であると管理組合側の理
解が必要」と述べる。
　見積もり依頼時に正確な劣化数量で工事の内訳明細書の数量
を設定することは極めて困難である。建物調査の範囲内で確認
した不良個所から建物全体の劣化数量を推測し、改修対象とな
る想定数量を設定しなければならない。
　このため、施工会社への見積もり依頼の際、実費精算項目が
必要となるわけだ。
　セミナーでは次に実際の施工状況を動画で視聴。下地補修、
タイル工事、塗装工事、高圧洗浄の作業風景をビデオ放映した。
　想定外工事が発生する要因は、普段立ち入ることができない
部分、足場がかかるまで事前調査ができない部分にある。
　対策としては工事項目に優先順位をつけ、除外や延期ができ
る部位は次回の工事に回す、タイルなどが剥落しても被害の少
ない個所は除外するなど、予算を超過した場合の工事内容の見
直しで適正な減額提案を選択することがあげられる。

　浜管ネット技術者部会・専門業部会が5月8日、メルパルク
横浜で平成30年度全体会議を開いた。 
　技術者部会・専門業部会では建築Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、設備
Ａ、Ｂの7グループを構成し、それぞれ年1回、セミナーや現
場見学会を実施している。
　また専門業部会では毎月1回、定例幹事会を開催し、各グル
ープの活動を報告・確認しながら、部会全体としての方針等を

大規模修繕工事　見積書の読み方part4
実費精算の解説、想定外工事への対策

平成30年度技術者・専門業部会全体会議
29年度に３社が新規加入

3 28／

5 8／

ビデオ放映による
作業風景の説明

尾崎京一郎氏

各グループ長の紹介と挨拶

　平成30年度の構成員は、建
築グループは技術者部会7人・
専門業部会53社、設備グルー
プは技術者部会3人・専門業部
会23社。29年度に新規加入し
た会員は㈱オンダ製作所、㈱フ
ォルス、㈲バンガードの3社。

　5月26日15時～、第24回通常総会後、公益社団法人横浜
市福祉事業経営者会「高齢者施設・住まいの相談センター」の
甘粕弘志事務局長による記念講演を行った。
　高齢者施設・住まいの相談センターは、介護保険施設等への
入所の相談、空き状況や費用負担等の情報提供を行う窓口。上
大岡オフィスタワーに位置する。
　平成30年4月、市内すべての特別養護老人ホーム（153施
設）の入所申し込み者に対して個別にアプローチを行い、要介
護度、入所施設の希望等、個々の状況に適したサービスの選択
につなげることができる体制を整備した。この業務は横浜市の

総会記念講演
高齢者施設・住まいの相談

5 26／

甘粕弘志氏に講師を依頼した
総会後の記念講演

補助事業として実施している。
　甘粕氏は「平成15年のセン
ター開設当時には見向きもされ
なかった事業が認知されてき
た。特養入所相談室として公益
目的事業となっている」と話し
ている。

川管ネット川管ネット

　5月12日13時30分～、川崎市産業振興会館第3研修室で
平成30年度第1回川管ネット管理セミナーを行った。講師は
川管ネット副会長の相川洋明氏、賛助会員の㈱神奈川建物リサ
ーチ・センターの丸山昭氏が務めた。
　相川副会長は法律や標準管理規約、また自身のマンション

（541戸・理事24人・監事5人）を例に、役員の役割につい
て説明。「居住者間のトラブル（騒音問題など）は可能な限り
理事会が仲介する」とし、居住環境を良くするためには、「人

第１回管理セミナー
役員の役割、修繕工事のポイント

5 12／

活発に議論している。 
　全体会議では平成29年度の活動報告、平成30年度の活動計
画、専門業部会幹事会の役員構成を説明。今年度から㈱エヌ・
ケーの井川博雄氏が専門業部会長に就いた。
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丸山昭氏

丸山昭氏

相川洋明副会長

杉本久美子氏

　5月18日18時～、溝の口の高津市民館第6会議室で団体賛
助会員との意見交流会を行った。
　第1部は川管ネット理事会から30年度の活動内容について、
賛助会員への報告を行った。
　理事会では溝の口で対応している管理組合からの相談事業に

団体賛助会員との意見交流会

5 18／

意見交流会会場の様子

ついて、相談回数の増加と内容
の概略を説明。今後、管理組合
会員拡大への取り組みとして、
川管ネット活動を紹介するパン
フレットの作成を提案し、参加
者との意見交換を行った。
　交流会後は懇親会を開催し
た。

　6月23日13時30分～、武蔵小杉の中原市民館第１会議室
で平成30年度第1回川管ネット中原地区セミナーを行った。
講師は川管ネット理事でマンション管理士の杉本久美子氏、賛
助会員の㈱神奈川建物リサーチ・センターの丸山昭氏が務めた。
　第1部は杉本氏の「管理会社と上手に付き合うポイント」。
　管理会社が適正に委託業務を行っているかを確認するのは理
事会の場であり、このため杉本氏は「管理会社と付き合ってい
く上で理事会議事録はたいへん重要」と述べる。この議事録作
成については、平成30年3月9日の標準委託契約書の改訂で、
これまでの理事会支援業務・総会支援業務（別表第1）の記述が、

「求めに応じた助言・議事録作成」から「協力を必要とすると
きの助言・議事録」に変更しているので注意が必要としている。
　第2部は丸山氏の「超高層マンション大規模修繕工事」。
　丸山氏は「超高層マンションの大規模修繕工事は課題点が多
く、関係者による検討・研究が望まれる」と話す。仮設計画で
は、足場の選択肢の制限、作業員の迅速移動の困難さ、強風に
よる施工性の問題、飛散防止や安全対策等々。

　毎月第4土曜日15時10分～、藤沢市民活動センター実施し
ている研修会。
　3月24日：「管理組合総会運営について」
　講師：湘管ネット理事でマンション管理士の須賀一朗氏
　区分所有者全員による会議であり、管理組合における最高の
意思決定機関である「総会」において、合理的で円滑な議事運
営をするにはどうしたらよいか、須賀氏はポイントをまとめで
説明した。
　議長の議決権行使については、平成16年のマンション標準
管理規約で、議長は最初から採決に加わることとし、その結果、
可否同数の場合は否決扱いとしている（47条2項）。
　白紙委任状は議案の提案者である理事長（規約では議長）あ
てに提出されるもので、議場に対して提出されるものではない。
判決例でもこうした白紙委任状の取扱いが認められている。
　一度決定した議案は同一総会で再度取り上げることはできな
い「一時不再議の原則」という考え方がある。管理組合の総会
は、（1）単体の会議体である（2）最高の意思決定機関である

（3）この原則を認めないと総会運営が混乱し、不安定化する
恐れが大きいこと等から、須賀氏は「一時不再議の原則を堅持
する必要がある」としている。
　6月23日：「理事会の運営方法について」
　講師：湘管ネット理事でマンション管理士の織茂広氏
　織茂氏ははじめに「区分所有者全員の所有物を誰かが管理す
るとなるとどうしても甘えが生じる。自分の資産は自分で守り、
他人任せにはしないという意識が重要」と言及。その上で管理
組合」の社会的な位置づけ・団体的性格、どのような場合に理
事長職は解任できるのか、利益相反取引は理事会の承認を得な
ければならない、管理者の善管注意義務責任等について説明し
た。
　管理費等の管理会社社員による横領着服事件では、管理会社
に支払い能力があればよいが加害者も使用者も破産倒産でそれ
ができなければ、理事会が責任追及されることになりかねない。

川管ネット中原地区セミナー
マンション管理の基礎知識

研修交流会
３月度：管理組合総会運営について
６月度：理事会の運営方法について

6 23／

3 24、／ 6 23／

と人との交流により、相互が理解し、協力し合える関係を作
るコミュニティ活動が大切」と話した。
　丸山氏は、大規模修繕工事実施に際し、当初からの準備（調
査診断等）や資金計画、工事会社選定、工事日程や規模、安全・
近隣対策等、大規模修繕工事に長く従事した専門家の立場と
しての体験を含めて説明を行った。

湘管ネット湘管ネット

　事前調査においても、地上から確認が困難な場所が多く、で
きる限り多くの住戸に立ち入り、バルコニーからの調査を実施
し、調査漏れのないよう注意が必要である。
　また特に複合施設マンションの場合は管理組合内部で施設所
有者との事前の十分な協議が重要となる。
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　織茂氏は「いつも誰かにやってもらおうとする人は甘えその
もの。引き受けてやってくれる人、管理会社に丸投げであれば、
何かあったときに責任を減ずる事由はない」としている。

かながわ県央ネットかながわ県央ネット

　3月27日13時30分～、関西ペイント㈱平塚事業所、開発
センターで工場見学セミナーを行った。
　当日ははじめに平塚事業所の工場内で塗料の製造を見学。内
容は塗料の原材料の説明、その調合、缶詰にする工程など。
　開発センターでは、光源と色の見え方、色彩・塗料開発など
の研究開発部門や、自動車、建築物の各種塗料の展示場を見学
した。

　4月15日13時45分～、ライオンズマンション平塚宝町現
場事務所で大規模修繕工事見学会を行った。主催かながわ県央
ネット、共催湘管ネット。

【工事内容】
　1993年（平成5年）竣工・RC造・14階建て・136戸
　 仮設・タイル補修・外壁塗装・鉄部塗装・屋上防水・その他

工事
　施工者：㈱カシワバラ・コーポレーション（責任施工方式）
　工期：平成30年1月～ 7月（予定）
　東日本大震災でエクスパンションのずれなどの影響を受けた
が、住居内では被害はよくわからなかったと理事長。ところが
建物調査のため、足場をかけてタイルの剥落や浮きなどが多い
ことがわかったという。

　6月16日15時～、大和市の富士見文化会館2階で総会を行
い、その後「安全な建物とは何か―なぜマンションは傾いたの
か―」と題し、東京大学名誉教授、日本大学客員教授の神田順
氏の特別講演を行った。
　神田氏は、地震などの自然や人的瑕疵（構造設計が問われた
事件）、現行法の役割と限界など、建築物の安全性への不確実
なものにどう対応するかという点を踏まえ、新たな「建築基本
法」制定に向けた準備会会長を務めている。
　現行の建築基準法は建物を建設する際に最低限守らなければ

関西ペイント工場見学セミナー
平塚・開発センターを視察

大規模修繕工事見学会
ライオンズマンション平塚宝町

総会特別講演
「安全な建物とは何か」

3 27／

4 15／

6 16／

工場施設内に赴く参加者

現場事務所にて工事内容の説明 屋上に上がり、現場見学を
する参加者

工場見学に当たって施設の紹
介をする関西ペイント販売㈱
の安藤氏

ライオンズマンション平塚宝町

神田順氏

　施工会社選定では、理事会で
近隣マンションを見学し、責任
施工方式を選択し、8社から見
積もり・ヒアリングを行った。
　タイルの大幅な追加注文で工
期は延びる予定だが、理事長を
中心に居住者の理解を得て工事
が進んでいる。

ならないルールの設定である
が、神田氏らが掲げる建築基本
法は「持続可能社会」へ向けて
建築主の社会的責任を認識しよ
うというもの。つまり、ストッ
ク活用とその価値評価の制度整
備が期待されている。

織茂広理事須賀一朗理事

◆正会員
名　称 加入ネット 棟数 戸数 竣工年

ライオンズマンション
溝 の 口 管 理 組 合 川管ネット 1 142 1986

コモンヒルズ安針台
（海の手）管理組合 よこ管ネット 3 150 1993

ラ ン ド シ テ ィ 玉 川 学 園
ロ イ ヤ ル テ ラ ス 管 理 組 合 浜管ネット 1 62 2005

す す き 野
住 宅 管 理 組 合 浜管ネット 37 820 1974

◆賛助会員
名　称 加入ネット 主な業種 資本金 竣工年

ア ワ ー ブ レ ー ン
環 境 設 計 ㈱ 川管ネット 設計事務所 1,000

万円 1984

Y K K  A P ㈱ かながわ
県央ネット

窓、サッシ等
の製造、施工

100
億円 1957
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大規模修繕工事1回目100万円、3回目80万円？

国交省の調査にハテナ…

①大規模修繕工事回数と築年数

大規模修繕工事回数
築　　　年　　　数

下位25% 中　央　値 上位25% 平　　均

1回目（n=473） 13.0年 14.0年 16.0年 16.3年

2回目（n=249） 26.0年 28.0年 33.0年 29.5年

3回目（n=151） 37.0年 40.0年 45.0年 40.7年

②大規模修繕工事回数と戸当たり金額

大規模修繕工事回数
戸　　当　　た　　り　　金　　額

下位25% 中　央　値 上位25% 平　　均

1回目（n=367） 73.5万円／戸 98.7万円／戸 117.9万円／戸 100.0万円／戸

2回目（n=201） 76.2万円／戸 95.6万円／戸 119.8万円／戸  97.9万円／戸

3回目（n=126） 55.1万円／戸 77.3万円／戸 105.7万円／戸  80.9万円／戸

③大規模修繕工事回数と㎡当たり金額

大規模修繕工事回数
㎡　　当　　た　　り　　金　　額

下位25% 中　央　値 上位25% 平　　均

1回目（n=437） 8,483.7円／㎡ 10,647.9円／㎡ 13,426.4円／㎡ 13,095.9円／㎡

2回目（n=249） 9,144.7円／㎡ 11,752.4円／㎡ 15,538.8円／㎡ 14,634.9円／㎡

3回目（n=151） 7,530.8円／㎡ 10,626.4円／㎡ 13,523.3円／㎡ 11,931.0円／㎡

調査対象： 直近3年間に受注したマンション大規模修繕工事に関する設計
コンサルタント業務の実績を有する企業

実施期間：平成29年5月～ 7月
主な調査項目　・対象マンションの概要　・大規模修繕工事の工事金額
　　　　　　　・大規模修繕工事の工事内訳
　　　　　　　・設計コンサルタント業務実施内容および実施期間
回収状況　・（配布）2,352社　・（回収）134社944サンプル
http://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf

　この調査結果から、1回目の大規模修繕工事の平均が戸当
たり73.5万円～ 117.9万円、2回目が76.2万円～ 119,8
万円、3回目が55.1万円～ 105.7万円となった。
　ところが業界関係者ではこの結果に疑問符をつけている人
が多い。この調査目的は管理組合が契約する際のトラブル防
止を想定したものというが、高経年の3回目より、築浅の1回
目の大規模修繕工事のほうが、戸当たり金額が高いためだ。
　通常、高経年マンションのほうが玄関扉、窓サッシの更新、

エントランス回りの改修、バリアフリー改修等のグレードア
ップ工事、さらに外構関係工事等が含まれ、工事費用は膨れ
上がることになる。
　今回の調査よりも、国土交通省が2011年4月に公表した

『マンションの修繕積立金に関するガイドライン』などを参考
に、管理組合が個々に独自の長期修繕計画や資金計画を進め
た方がよさそうである。

　一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が3月、平成29年
度第15回 住宅リフォーム実例調査を公表した。http://
www.j-reform.com/publish/pdf/jitsurei-H29.pdf
　この調査結果によると、マンションでのリフォーム（専有
部分）は、修繕・模様替えが中心で、「嗜好対応」、「老朽化対
応」を要因・目的としたリフォームが多いことがわかった。
工事内容は、「設備・内装の変更」、「収納スペースの改善」、「室
内建具の変更」、「間取りの変更」などが上位にあがった。
　平均契約金額は720.2万円（中央値555万円）で、100
万～ 1,000万円超まで幅広く分布していた。

世代によるマンションリフォームの特徴

・30代以下では、中古購入によるリフォームが約6割
・ 40代以下の若年層では、中古購入で入手した住宅の比率が

高く（30代以下では約6割）、使い勝手の改善・老朽化へ
の対応、省エネ対応を目的としたリフォーム工事が多い。
また、インターネットを活用して事業者を選択する割合が
他の年代に比べて高い。

・ 50代では、使い勝手の改善を目的とする工事の占める比率
が高く、住宅設備の変更は約9割が実施している。

・ 60代以上では、工事規模が他の年代よりやや小さくなり、
高齢化対応の比率が高くなる

平均契約金額は720.2万円専有部分リフォーム

　国土交通省住宅局マンション政策室は5

月11日、マンション大規模修繕工事につ

いて行った実態調査を公表した。不適切コ

ンサルタントの問題や、割高な工事代金で

契約させられるなどのトラブルが問題とな

っていることから、適正な発注等に活用さ

れることを目的としている。
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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
☎03-6824-9440

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3,400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88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

「もっと“ハートふる”な明日へ。」
を合言葉に皆様の大切なマン
ションを輝かせ続けます。「民泊
対応管理規約改訂」や「マンショ
ン規模に応じた防災（減災）」提
案を積極的に行っています。

浜

マンション管理

株式会社
東急コミュニティー

マンション第二事業部
（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】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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給・排水設備改修

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

工藤建設株式会社

建設事業部
リノベーション営業課
横浜市青葉区新石川4-33-10
☎045-911-5438

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

当社は大規模修繕・耐震補強・
30年保証防水・エレベーター増
設工事等の企画・提案・施工ま
で、総合建設会社として高品質
な技術とサービスで皆様に必要
とされる企業を目指します。

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

防水・床材メーカー

関西ペイント販売
株式会社

田島ルーフィング
株式会社

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

横浜営業所
横浜市中区相生町6-113 
オーク桜木町ビル10F
☎045-212-4431（床材）
☎045-651-5245（屋根・屋上）
https://www.tajima.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。

1919年創業。総合防水材
メーカー、床材メーカーの
先駆けとして、お客様の建
物を風雨や熱から守り、安
心して快適に暮らせる生活
空間の創出を目指します。

央

央

湘

浜

よこ川浜神

サッシ改修

株式会社LIXIL
リニューアル

横浜市都筑区中川中央
2-5-18-3F
☎045-522-9517
http://www.lixil-renewal.co.jp

当社は、LIXILグループ内で
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

加入するネットワークの略号▶

神 神管ネット 浜 浜管ネット 川 川管ネット 相 相管ネット

よこ よこ管ネット 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。

よこ浜

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）横須賀市森崎1-17-18
（横浜支店）横浜市都筑区早渕1-40-1

0120-34-5191
info@yokosoh.co.jp
https://www.yokosoh.co.jp

建物の修繕工事を手がけて110
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
zitsukawa@ruxy.co.jp
http://www.ruxy.co.jp

YKK APグループ内の総合大
規模修繕工事会社だからこ
その安心と信頼。そして技
術で「キレイ」と ｢快適｣
を実現します。

央浜

よこ浜

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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　「かながわ花の名所100選」に選ばれた梅の名所・田
浦梅の里。展望台からは梅の向こうに東京湾が望める。
　そんなJR田浦駅に隣接するマンションで、長年理事長
を務める堀内敬之さんは、「納得しない人が少ないよう
に」する目的で、多くの議案に解説やコメントを付ける
など、丁寧な組合運営を心掛けているという。
　10年前から、他のマンションに先駆けて共用部分照
明のLED化、給水システムの直結化を実施。電気料は
25%～ 30%節約できた。直結化では不要になった受水
槽撤去後に防災倉庫と駐車場2台分を設置。電力の節約
と駐車場使用料のアップにつなげた。
　そもそも100台の駐車場はすべて平置き。使用料の
80%は修繕積立金に組み込まれる。また、5年前に近隣
マンションや国土交通省のガイドラインを参考に修繕積
立金の見直しを行っており、組合資金は潤沢だ。
　今年度は2回目の大規模修繕工事を企画中。前回は平
成14年も実施し、今回は長期修繕計画の予定より2年遅
れてしまったが、その分、予算を工事に回せることとな
る。
　とはいえ、こうした大規模修繕工事の企画も各区分所
有者に基本の基本から周知（今回は総会議案書の補足事
項）して、理解を求めるという。
　・大規模修繕工事とは何か
　・工事の手順はどうするのか

所在地：横須賀市田浦町
1990年（平成2年）3月竣工・地上14階建て・1棟・総戸数
136戸＋住み込み管理員住戸

建物構造…………………………… RC（鉄筋コンクリート）造
敷地面積…………………………… 5,521.10㎡
建築面積…………………………… 1,083.74㎡
建築延床面積……………………… 11,250.81㎡
管理費（月額） …………………… 約146円／㎡
修繕積立金（月額） ……………… 約117円／㎡
駐車場充足率（台数÷総戸数） … 74%（平置き100台）
駐車場使用料（月額） …………… 1万円～ 1万5千円
駐輪場使用料（月額） ……………  自 転 車：100円、 バ イ ク

300円／台
分譲会社…………………………… 丸紅㈱
建設会社…………………………… 戸田建設㈱
管理会社…………………………… 三菱地所コミュニティ㈱
管理形態…………………………… 住み込み管理
理事会………………………………  毎月1回、理事7 ～ 13人・

監事1 ～ 2人
任期…………………………………  自薦・他薦制2年（1年ごと

半数交代制）

■マンションデータ組合活動は基本の基本から周知
納得しない人がいないよう準備

　実は堀内理事長自身、管理組合運営に参加するまでは
「まったくのお任せ」だったという。
　ところが生来の研究者。やるからには極めなければ気
が済まない。「ちょっとやって放り出すのは嫌だ」とい
うことで、定年し理事に就いてからはマンション管理士
の資格を取得。現在はよこ管ネット理事のほか、神奈川
県マンション管理士会の会長も務める。
　一般の管理組合に対しても、「管理組合の活動につい
て、理事会として一定の品質が確保できるかは輪番制よ
り、自薦他薦で理事を選んだほうがいいのでは」と助言
する。「やはり自分の所有物は自己責任だから。それで
もできないようであれば、よこ管ネットに相談しに来て
ほしい」としている。

町内会主催の夏祭り 子ども神輿の立ち寄り場所とし
て、スイカやアイスを用意する

いち早く行った直結給水の
増圧ポンプ

受水槽撤去後に防災倉庫、
駐車場2台分を確保

駐車場はすべて平置き。敷地の
隣接はJR横須賀線の線路

　・ 工事内容はどのような
やり方をするのか

　・ 工法のメリット・デメ
リット

　「誰もが納得したという
事実の上で組合運営を進め
たい。納得していないとい
う人がいないよう準備をす
る」と堀内理事長。
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イベント情報 ■■

川管ネット　　　　　  　　☎044-380-7163

マンション管理基礎セミナー
日　時：7月22日（日）13：00 ～
テーマ： 大規模修繕工事実施のポイント
　　　　～マンションの長寿命化時代に対応する～
講　師：柴田幸夫氏
　　　　（マンションリフォーム技術協会前会長）
会　場： 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）

大会議室（JR武蔵中原駅徒歩1分）
参加費：無料

マンション基礎講座
（第2回）日時：8月4日（土）18：00 ～
テーマ&講師：
　第1部「標準管理委託契約書のポイント」
　　　　　日野邦男氏（個人賛助会員）
　第2部「長期修繕計画」高橋健治理事

（第3回）日時：9月1日（土）18：00 ～
テーマ&講師：
　第1部「改正標準管理規約のポイント」高橋秀行理事
　第2部「給排水管更新工事」講師未定
会　場：てくのかわさき
　　　　（JR武蔵溝ノ口駅、東急線「溝の口駅」徒歩5分）
参加費：会員無料、一般1,000円

第2回マンション管理セミナー
日　時：8月18日（土）13：00 ～
テーマ：判例紹介 
講　師：弁護士（未定）
会　場：高津市民館第六会議室（武蔵小杉駅徒歩3分）
参加費：会員無料、一般1,000円

浜管ネット　　　　　  　　☎045-911-6541

技術者部会・専門業部会合同セミナー
日　時：7月26日（木）13：30 ～
テーマ：日本最古！！塗料の歴史探訪！
講　師：浜管ネット建築専門業部会Aグループ
会　場：日本ペイント㈱東京事業所
　　　　（京急新馬場駅南口徒歩5分）
参加費：会員無料、一般1,000円

管理組合役員研修・交流会
日　時：7月31日（火）18：00 ～
テーマ&講師：
　第1部「最近の裁判例から」佐々木好一弁護士
　第2部「 アドバイザーとともに取り組んだ大規模修繕」

宮井直哉理事、星川晃二郎理事
　第3部「交流会参加者による意見交換会」
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）
参加費：会員無料、一般1,000円

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）
日　時：7月28日（土）15：10 ～ 17：00
テーマ：予算の限られた管理組合の大規模修繕対策
講　師：北村拓氏（マンション管理士）
日　時：8月25日（土）15：10 ～ 17：00
テーマ：マンション居住者の高齢化対策
講　師：高津篤理事
参加費：会員無料、一般500円

第1回マンション管理セミナー
日　時：7月14日（土）13：30 ～
テーマ&講師：
　第1部「専有部設備工事の方法」細井知英理事
　第2部「管理組合による大規模修繕事業の進め方」
　　　　　藤木賢和会長
会　場：藤沢商工会館みなパーク502会議室
　　　　（JR藤沢駅徒歩5分）
参加費：会員無料、一般1,000円

よこ管ネット　　　　  　　☎046-824-8133

新任理事のための基礎講座
日　時：7月21日（土）13：30 ～
テーマ： 管理規約、管理組合運営の仕組みと役員の役割

など
講　師：榎本明弘氏（マンション管理士）
会　場： 生涯学習センターまなび館（ウェルシティ市民

プラザ内）（京急逸見駅徒歩5分）
参加費：無料

マンション管理セミナー
日　時：9月1日（土）13：30 ～
テーマ： 「基礎を学べば簡単！楽しく作れるマンションの

震災マニュアル」
講　師： 丸山　肇氏・大和ライフネクスト㈱、マンショ

ン管理士
会　場：横須賀産業交流プラザ第１研修室
　　　　（京急汐入駅徒歩2分）
参加費：無料

かながわ県央ネット　  　　☎046-259-7399

防水改修セミナー
日　時：8月25日（土）13：00 ～
テーマ：防水改修の基礎知識、防水改修のポイント 
講　師：田島ルーフィング㈱ 
会　場：プロミティあつぎ2階A会議室 
　　　　（JR本厚木駅徒歩4分）
参加費：無料

大規模修繕工事セミナー
日　時：9月29日（土）13：00 ～
テーマ：着工前のポイント、2回目以降で必要な工事項目
講　師：㈱ヨコソー 
会　場：プロミティあつぎ2階A会議室 
　　　　（JR本厚木駅徒歩4分）
参加費：無料
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046-259-7399

045-902-4494

会 員 状 況 報 告会 員 状 況 報 告

※平成30年6月30日現在

浜管ネット

111組合
27,056戸

川管ネット

48組合
9,536戸

よこ管ネット

68組合
10,802戸

湘管ネット

11組合
876戸

県央ネット

21組合
4,323戸

日 住 協
神奈川県支部

41組合
8,209戸

合　計

300組合
60,598戸

　弁護士によるマンション管理運営問題、建築士等によ
る建物維持管理問題について、毎年無料相談会を実施し
ています。次回は11月、3月に開催。この相談会は各地
域ネットワークの事前相談を経て実施しているため、ま
ずは各ネットの事務局にお問い合わせください。

無料法律相談 実 中会 施 ！
昨年度の相談概要（例）
・共用施設の使用目的の変更
・高圧一括受電への反対者への対応
・ 管理費等の滞納者が死亡し、相続人が相続放棄した場合

の対応
・ 隣接するマンション同士で樹木の落ち葉の清掃や、擁壁

の崩落に関する争い
・理事長と監事との関係性


