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１．第 15 回通常総会の報告
とき：平成 29 年 6 月 3 日(土)13 時 30 分～14 時 30 分
会場：ヴェルクよこすか ホール
6 月時点での正会員数は管理組合 65＋個人正会員 9 名の
合計 74 のうち、当日の出席者は 54（議決権行使書及び委
任状提出者含む）で定刻に開催され、1 号議案の 28 年度
事業報告から 6 号議案の 29 年度予算案まで全員の賛成で
議決されました（詳しくは同封の議事録を参照下さい）。
なお、今年はよこ管ネット設立 15 周年に当たるので、出
席者の皆様に記念品として名入れボールペンをお渡しし
ました。欠席された方には本日同封いたしました。
総会終了後の懇親会は賛助会員を含む 62 名の方の参加で
終始和やかな雰囲気で親交を深めました。

来賓で祝辞を述べられる横須賀
市都市部都市計画課住まい活用
促進担当 島 憲之課長

２．よこ管ネット おかげさまで設立 15 周年
皆様のご支援のもとによこ管ネットは設立後今年で 15 年になります。平成 14 年 11 月 23 日
に逸見のウェルシティで設立総会が開かれ、国土交通省のマンション対策室長を始め多数の来
賓のご出席を頂きました。
設立当初の会員数は 18 管理組合、賛助会員 11 でスタートし、翌年 NPO 法人としての認証
を受け、横須賀市からマンション実態調査やマンション相談会などの業務委託を受け、活動の
輪を広げて参りました。
現在の会員数は 66 管理組合（7 月現在）、団体賛助会員 35 社､個人の正会員や賛助会員を合
わせて 119 の会員で組織されています。民間の調査会社のデータでは横須賀、逗子、三浦、葉
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山の分譲マンション数は 511(2016 年 11 月現在)ですので、約 13％の管理組合が入会している
ことになります。これは県内のネットワークではいちばん加盟率は高く、また、全国的に見て
も高い比率と思われ、このことは皆様方のマンション管理に対する認識度が高いことの表れで
はないでしょうか。
特に設立 15 周年の記念行事は行いませんが、ささやかではありますが、設立 15 周年のネー
ム入りボールペンをお送りいたします。

３．あなたのマンションは民泊についてどのように考えますか？
国交省民泊可否の条文例示…標準管理規約改正案を公表
国交省は 6 月 19 日、住宅宿泊事業法（民泊新法）の改正に伴い民泊の可否について定めた条
項を盛り込んだ標準管理規約の改正案を公表し意見募集(パブリックコメント)を始めました。
締切は 7 月 19 日で、その後夏頃をメドに改正を決定するようです。
改正案では民泊を認める場合と禁止する場合の規約条例文案を次のように提示されています。
この 12 条についてのコメントも公表されていますが、紙面の関係で省略します。
詳しくは http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000143.html をご覧下さい。
新法民泊を可能とする場合

新法民法を禁止する場合

第 12 条 区分所有者は､その専有部分を専ら 第 12 条 区分所有者は､その専有部分を専ら
住宅として使用するものとし、他の用
住宅として使用するものとし、他の用途
途に供してはならない。
に供してはならない。
２ 区分所有者は､その専有部分を住宅宿
２ 区分所有者は､その専有部分を住宅宿
泊事業法第３条第１項(下記参照)の届出
泊事業法第３条第１項の届出を行って
を行って営む同法第２条第３項(下記参
営む同法第２条第３項の住宅宿泊事業
照) の住宅事業に使用することができ
に使用してはならない。
る。
法律の条文は分かりにくいですが、ご参考までに関係する条文を下記に示します。
★住宅宿泊事業法 第３条第１項
都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区（以下「保健所設置市等」という。
）であっ
て、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を
処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項を除き、以下同じ。
）に住
宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿
泊事業を営むことができる。
★住宅宿泊事業法 第２条第３項
この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第三
条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊される事業であっ
て、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した
日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

４．外部専門家の活用ガイドライン…国交省 昨成・公表しました
マンション管理士などを管理者(理事長)に選任する場合の実務的な留意点や運用例
このガイドラインはかなり詳細な内容になっていますが、作成にあたり国交省が念頭に置い
ているのは「管理不全になることも懸念される既存のマンション」であって、しっかりした
管理をしている当ネットワークに加盟する皆様のマンションには直接関係することではあり
ませんがご参考のためにガイドラインの要点だけをご紹介します。
詳しくは http://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf
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１．外部専門家役員の導入までのプロセスの全体像
①候補者の選定、住民説明会、総会における導入決議 ほか
２．外部専門家の業務内容、契約書等
３，外部専門家の適正な業務遂行の担保、組合財産の保護のための措置
①独断専横的行為・利益相反等の防止 ②監事による監視 ほか
４．資料として、外部専門家と管理組合の契約書の例

５．横須賀市 マンションの 電気自動車用 充電器設置に補助金
補助上限額を 50 万円 ⇒150 万円に引き上げ
横須賀市では市内の日産自動車で電気自動車（EV）が生産されていることから平成 22 年度
から EV 普及事業に取り組んでいますが、平成 27 年度には日産自動
車と連携協定を結び、一層の普及を目指すことになりました。
最近は､国内外のメーカーから多くの EV 車が発売されたり、充電
可能なプラグインハイブリッド車も普及しているなど､マンション
への充電器設置の要望が多くなると横須賀市では考えています。
◆蓄電池充電器を設置すれば、停電時の非常用電源として活用
一方、マンションへの充電器設置は住民の合意形成や費用負担など
課題が多いのも現実ですが、横須賀市では充電器設置にあたり、補
助金制度を設けており、さまざまな相談にも対応しています。これまでに市内の 3 つのマンシ
ョンで充電器が設置されました。もっとも EV 車の利用者はまだまだ少数ですが、非常時には
管理事務所や集会室などの共用部分の電源として蓄電池を活用することが考えられます。
今年度の補助金については､最大で 150 万円（補助率 5 分の 4）が交付されます（国の補助金
と併用可能）
。但し、予算がなくなり次第受け付けは終了します。
例えば、設置費を 170 万円と仮定した場合､補助金を利用すれば次のように自己負担額は７万
円です。
① 設置費（本体＋工事費）

170 万円（本体 50 万円、 －
設置費 120 万円と仮定）

② 国の補助金（最大）

135 万円

市の補助金（最大）

－

28 万円

◆お問い合わせは
横須賀市経済部企業誘致・工業振興課 EV 担当

＝
＝

自己負担額

7 万円

①-②×4/5
上限 150 万円

TEL 046-822-8290 FAX 046-823-0164

６．管理組合も個人情報保護法の対象に
改正された個人情報保護法が 5 月 30 日から施行
これまで個人情報保護業者の適用から除外されていた管理組合ですが、この改正によって、
従来あった 5,000 人分以下の個人情報を取り扱う事業者についても新たに本法が適用される
ことになりました。法人に限定されず、営利か非営利かも問われないので、居住者名簿を作
成・保管しているすべてのマンション管理組合も含まれることになりました。
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マンションでは入居時には氏名や年齢、電話番号、家族構成などを記した入居届を提出し
ます。また、入居時に限らず居住者名簿や要援護者名簿などを作成することもあるでしょう。
これらはすべて対象となります。
管理組合にとっては、正確な名簿作成は、どうしても必要な業務です。理事会は住民のプラ
イバシー保護には十分な留意をしながら住民の理解を得て、個人情報保護法の趣旨に沿った
名簿を作成しましょう。
◆個人情報とは？
生存する個人に関する情報で、住所、氏名、生年月日など特定個人を識別できる情報
◆法改正で新しく導入された「要配慮個人情報」とは？
人種、信条、社会的身分、病歴、身体障害や知的障害、精神障害、犯罪の経歴、犯罪被害
の事実 といった極めてデリケートな情報を指します。
本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう､このような「配慮個人情報」は本人の同
意を得て取得することを原則義務化されました。
◆管理組合が守るべきルール
下記のようなルールについて､管理組合としては、トラブル回避のためにも「個人情報保
護細則」などを定めることが望ましいでしょう。
①個人情報を取得・利用するときのルール
個人情報を取得する場合は､その利用目的を本人に通知、または公表すること
②個人情報を保管するときのルール
情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること（例えば鍵付きキャビネットなど）
③個人情報を第三者に渡すときのルール
個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得る
こと
④本人から個人情報の開示を求められたときのルール
このように、取得するに当たっては「居住者名簿を作成するため」
「災害発生時の安全確認
のため」
「一人暮らし高齢者の安否確認のため」等、何のために取得するのか目的をはっきり
させなければなりません。
◆個人情報保護法質問ダイヤル
個人情報保護法について分からないことなどは個人情報保護委員会の「個人情報保護法質問
ダイヤル」03－6457－9849 にご相談下さい。

７．ロンドンの共同住宅火災から学ぶ
高層マンションにおける防火管理の重要性
6 月 14 日未明英国ロンドン西部にある 24 階建ての高層共同住宅で、建物全体に延焼する火
災が発生したことは皆様ご存じの通りです。
この火災では多数の死傷者が出ましたが、建物下層階に位置する住戸部分から出火し、短時
間のうちに建物全体へ被害が拡大したものと報道されています。ロンドン警察は火元は冷蔵庫
だったとの見方を明らかにしました。
火災の被害がなぜ拡大したのか、この火災は私たちマンションに住む者達にとってもひとご
とではありません。ただ日本国内においても高層マンソンの火災事故が発生しているものの、
大半の火災は出火元の住戸で被害がとどまっています。
今回のロンドンの火災について（株）インターリスク総研から当ネットワークの賛助会員で
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ある（株）住宅あんしん保証を通じて「被害拡大の要因（推定）」「マンションにおける防火
管理の留意点」が送られてきましたので、要点を抜粋し、ご参考までにお知らせいたします。
１．被害拡大の要因（推定）
観点

被害拡大の要因

１．初期消火

①使用期限が切れた消火器が設置されていたことから､消火設備（消火器）
の定期点検が不十分だった可能性がある。
②スプリンクラー設備が設置されたいなかった可能性がある。
(1974 年竣工の当該建物は設置適用外であったと報じられている)

２．延焼

①防火扉などにより適切に防火区画されていなかった可能性がある。
建物中央にエレベーターや階段室が位置している。これらの箇所が防火区
画されていなかったことにより炎や煙が広がり、被害が拡大したと考えら
れる。
②修繕工事に使用された外壁材が燃え易い材質であった可能性がある。
外装材はアルミニウム複合板(芯材：樹脂)が使用されていた可能性がある。
豪州でも同タイプの外装材が使用された高層の共同住宅で複数層に延焼す
る火災が発生している。

３．避難

①未明の出火であったことに加え、警報設備（自動火災報知設備）が作動し
なかったことにより、住民が火災発生に気づくのが遅れた可能性がある。
②管理側より「自室や直近の廊下で発生した火災でない場合は、室内にとど
まるよう」指示されていた可能性がある。

２．高層の住宅における防火管理
１．初期消火
消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備などに管理不備が見られた場合や、使用
方法を周知できていなかった場合、初期消火の可能性が低くなる。
①法令に従い、消防用設備等の点検を実施する。
②使用期限が切れたもの、老朽化が進み交換を要するものなどはすぐに更新する。
③消火器や屋内消火栓の使用を妨げる位置に物品等を保管しない。
④住民を対象に防災に関する情報発信を行う。
⑤住民参加の消火訓練を実施する。
⑥消火設備の使用方法に関する掲示を行う。
２．延焼
①防火設備を定期的に点検し、火災発生時に防火扉や、防火シャッターが適切に作動する
ことを確認する。
②バルコニーに可燃物を保管しないよう住民への周知
３．避難
①法令に従い、消防用設備等点検(機器点検、総合点検)を実施する。
②警報設備の発信器の位置及び使用方法を確認する(関係者に周知)。
③避難経路上に物品を保管しない。
（いずれも当たり前のことですが、ついおろそかになりがちなことが多い）
(株)インターリスク総研の報告書は、結論として次のように結んでいます。
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「今回の火災はその被害の大きさから、数多く報道されており、
「高層の共同住宅における火
災」の恐ろしさを再認識した。本稿で述べた対策のポイントは、建物や設備の維持管理や適切
な使用の徹底と、住民の防災に関する意識や知識を高めることに集約できる。いずれの取組み
も建物の管理者や住民が主体的に防災活動に取り組むか否かで成果に大きく差が出る。今回の
火災事例を受け、いま一度、各施設の防火管理状況について見直していただければ何よりであ
る。
」

８．図面の電子化 竣工図や建築図面の劣化対策
マンションの竣工図や建築図面は青焼きで印刷されていることが多く、長期間保管している
と感光紙が劣化し、読めなくなってしまう恐れがあります。大規模修繕や改修を行う場面を考
慮すると､図面自体を適切な保管環境に置くことはもちろん、劣化しにくい媒体で保管するこ
とを考えてみませんか。
マンション管理センターでもみらいネット会員向けの電子化のサービスを行っていますが、
横須賀市で長年図面の電子化に取り組んでいる(有)湘南写真工芸社から案内チラシが送られて
きたので、ご参考までに同封しました。

９．災害対応自販機の無料設置・貸与のご案内･･･もしもに備えて
災害対応自販機は普段は通常の自販機として利用し、災害などで電気・水道などが遮断され
た際に､自販機内のペットボトルなどが無料で提供される仕組みを持った自販機です。また、
災害用備蓄水が無償で貸与（1 名あたり 500ml×2 本）され､これは 1 年ごとに無償で交換して
くれます。
マンションの住戸数が100世帯以上や設置期間が5年間などの申込条件がありますが､関心の
ある方は同封の案内チラシをご覧下さい。

１０．参考図書の紹介
・マンション管理の知識 平成 29 年度版
発行 （公財)マンション管理センター
発売 住宅新報社 定価 3,780 円（税込）

・マンション地震対策モデル事例集
経済調査会発行 定価 980 円(税込)
被災マンションを復
興するための法的な
手続きについて解説
するほか、専門家イン
タビュー、マンション
の基礎知識や地震対
策モデル事例などを
収録。マンション地震
対策に取り組む企業
も紹介。

マンション管理に関
する法令及び実務､管
理組合の運営、建物・
付属施設の構造及び
設備などを詳細に説
明。
マンション管理にか
かわるすべての人に
必携の書。

6

