C O N T E N T S
●今号の目次
2p Report

電気料金値上げ、これでいいのか
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関西電力管内で、7月2日から計画停電の準備体制に入った。昨年の3.11、
東電福島第一原発事故では、首都圏でも計画停電が広範囲に実施され、日常生
活が分断され、混乱した。東電は今年5月、家庭用電気料金の10.28％値上げ
を申請していたが、7月25日に経産省が8.46％に圧縮、ようやく認可された。
一方で、一部地域が計画避難地区に指定されるなどで、原発事故の被害を受
けた福島県の数万世帯が故郷にもどれないまま。一貫して見えるのは、政府と
東電には、何より住民の生活、安全を毅然として守る姿勢が劣化していること
だ。
「去年の首都圏の計画停電、日常生活にどう影響したのですか」。7月3日、
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6／23 パネルディスカッション
「管理組合の駐車場運営」

突然、大阪の新聞社から、電話取材を受けた。計画停電の予定を、ネットやテ
レビで確認し、早朝から食事の準備をしたり、仕事の手順を組みかえたりと、
緊張と憤懣の念を思い出した。あの計画停電は、東電の常套句「電力の安定供
給」を体感させる策略だったのかもしれない、と思ったりした。

6p マンションの節電①

自由化部門とされる高圧受電施設を持つ大規模マンション共用部の平均

電気料金値上げに対抗!?

17％の電気料金値上げで、日住協、神管ネットなど4団体で、4月末、東電本

契約の見直しで管理費節約へ

社に値上げ撤回を申し入れに行ったが、その時も、その後の文書回答も、経営
努力で企業再建に努力したい、とひたすら値上げ容認を求める姿勢だった。

7p 2012年神奈川県版

管理会社戸数ランキング
8p 地域ネットの総会報告

24年度事業の基本方針等
10p Insurance

が保険料改定

抱える反消費者体質が見えてきた。東電の利益の9割は家庭用から得ている、
つまり企業、産業に奉仕してもうけは消費者からいただく、ということだ。
8月2日、日住協，神管ネットなどの代表者が、東電本社と今回の値上げに
ついて交渉したが、その際、マンション共用部分の電灯とエレベーターなど低
圧電力を一本化した電気料金メニュー「おまとめプラン」の説明を受けたが、
居住に欠かせない共用部分の位置づけを十分理解していない東電の体質が見え
た。都市居住での重要性を増しているマンションを、東電は、どう考えている
のだろうか。
東電は、柏崎刈羽原発の再稼働が認められない場合は、さらに値上げを求め
るとしている。福井・大飯原発の再稼働を認めた経産省は、新潟県など地元が

11p What s New?

反発している柏崎・刈羽原発も、再稼働を認めるのだろうか。6月末に就任し

国土交通省

た下河辺和彦東電会長は、「新生東電の根幹のひとつ。原発に頼らない東電は、

大規模修繕工事に補助金

電気の安定供給の面から考えらない」と記者会見で述べ、来年4月以降、順次
稼働させる考えを示した。

14p 会員マンション紹介

野川住宅管理組合

地元、住民の反対で、再稼働が遅れれば、再び、電気料金値上げが必至で、
マンション住民にも打撃となる。
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東京海上日動、損保ジャパン

そして、家庭用、つまりマンション専有部分の値上げでも、東電が内在的に
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被災マンションの復旧・復興に向け政策提言を発表
〜東日本大震災を踏まえて〜
東日本大震災で被災したマンションの復旧・復興について、
災害救助法に基づく「応急修理制度」や地震保険の制度・仕
組み等、様々な支援制度が実態に合っていないことなどから
一般社団法人日本マンション学会は7月3日、改善策をまと
めて国土交通省や内閣府などに提言を行った。
提言の主な内容は次のとおり。全文は国土交通省ホームペ
ージからでも閲覧できる。
URL：http://www.jicl.org/pdf/teigen2012.pdf

マンションは一戸建てと異なり、自治体と各世帯の間に、
管理組合および管理組合が復旧を担う共用部分があるため、
現行のように各世帯を単位とする支援制度の仕組みではマン
ションの生活再建が進みにくいという問題がある。管理組合
（および共用部分）の位置づけを明確にすることを踏まえて政
策提言を行う。
提言縡 マンション管理組合が応急修理を迅速に実施できる制度
─災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の改善─
被災したマンションの管理組合が、日常生活に必要欠くこ
とのできない「共用部分」等の応急修理を迅速かつ円滑に実
施できるようにマンション応急修理制度を整備する。
制度の申請は世帯ごと、賃貸住戸は対象外などで、共
用部分の修理は管理組合が行っているマンションの実態に合
っていない
提言縒 敷地内ライフライン被害に対する支援制度
─マンション応急修理制度等の対象に敷地被害を含める─
マンション敷地内のライフライン（通路、上下水道、ガス
等）が、相当の被害を受けた場合は、提言１のマンション応
急修理制度等の対象として、修理費用の一部を補助する。
制度では、液状化等による敷地被害は罹災証明が「一
部損壊」にとどまったため、
「半壊」以上を条件とする応急修
理制度の対象外となった
提言縱 マンションの復旧等に対する専門家の派遣制度
─応急修理制度及び優良建築物等整備事業において専門家派遣を位置づける─
マンションの円滑な復旧に向けた合意形成を支援するため、
マンション応急修理制度を活用する管理組合向けの専門家派

遣制度、及び優良建築物等整備事業（マンション改修タイプ）
の創設による専門家派遣制度を整備する。
復旧（補修）か再建（建替え）かの判断、復旧工事の
内容等については、専門技術的な知見が必要となる。再建に
関する支援制度（例：優良建築物等整備事業マンション建替
えタイプ）はあるが、復旧に関わる国の支援制度は未整備で
ある
提言縟 管理組合が被災者生活再建支援制度を活用できるよう改正
─被災者生活再建支援法を改正しマンション管理組合向け支援制度を創設─
被災したマンション管理組合が、共用部分の復旧費用等に
被災者生活再建支援制度を活用できるよう、加算支援金を管
理組合が申請し受給できる制度を創設する。
現行の加算支援金の支給対象は世帯単位であり、受給
状況も異なる（世帯の被害判定、居住か非居住か、世帯人数
等）ため、被災マンションの速やかな復旧の支援策としては
効果的でない
提言縉 地震保険を被災マンションの実態に合わせて改善
─地震保険法における損害認定基準等の改正─
地震保険の損害認定方法等を見直し、①損害認定対象をマ
ンション生活に必須の非構造壁や共用設備等に拡大したタイ
プを設ける②専有部分の損害認定基準を作成する。
受水槽やエレベーター等の共用設備の被害、建物の外
壁や隔壁（非構造壁）の被害、地震による上階からの水漏れ
の被害、敷地内のライフライン被害等は、被害認定の対象外
であったり、被害認定への反映が不十分という問題が顕在化
した
提言縋 被災マンションにおいて区分所有関係を解消する制度
─被災マンション法等の改正─
震災等により建物が大規模滅失した場合に、特別多数決に
より建物の解体や敷地の売却ができる区分所有関係の解消の
制度を創設する。
費用負担の面で復旧や建替えが困難なケースでは被災
マンションをそのままの状態にしておくことなく、全員合意
でない、多数決議による区分所有関係の解消ができる制度の
創設が必要である
提言縢 マンションを地域の防災資源として活用
─地域防災計画においてマンションを避難所に準じる施設として指定─
自治体の防災計画において、管理組合の同意に基づいてマ
ンションを避難所に準じる施設や津波避難ビル等として位置
づける一方で、防災備蓄品等に対する支援を行う。
マンション屋上が津波の避難場所となった、集会所が
避難所として有効活用できた、貯水槽が災害時の給水施設に
なったなど、マンションは救援活動等の行政負担の軽減に大
きく寄与したことから、マンションを地域の防災資源として
国および各自治体の防災対策に位置づけることが望ましい
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被災マンション復興支援のための
於：北海道大学工学部
法制度改革を巡って

一般社団法人日本マンション学会は5月26日27日、札幌
市の北海道大学工学部で2012北海道大会を行った。メイン
シンポジウムのテーマは「被災マンション復興支援のための
法制度改革を巡って」。大会には200人以上が参加した。
今大会には神管ネット役員である山本育三氏、田邉邦男氏、
朝野浩行氏の3人が各分科会で講演を行った。
◇
26日の第1分科会では、浜管ネット・田邉邦男副会長（神

管ネット理事）が「神奈川地区の被害実態と補修取組み状況
―横浜市を中心として、被害実態と今後の震災に対する取組
み―」と題して昨年浜管ネットで行ったマンション被害調査、
「浜管ネット震災フォーラム」等の取り組みを報告した。
翌27日の第7分科会「超高層マンションの維持管理」で田
邉氏は、マンション改修に特化した1級建築士という技術者
の立場から超高層マンションの長期修繕計画と修繕積立金の
考察を説明した。

26日今大会メインシンポジウムでの
パネルディスカッション

26日第1分科会、27日第7分科会で報告する
田邉邦男・浜管ネット副会長
（神管ネット理事）

同日第8分科会「住宅施策の行政取組みアンケート結果」
には浜管ネット・山本育三会長（神管ネット会長）が政令指
定都市におけるマンション施策について、行政へのアンケー
ト結果をもとに報告を行った。
また同日第10分
科会「実務・管理
報告」において、
相管ネット・朝野
浩行会長（神管ネ
ット理事）が「外
断熱改修導入の難
しさと解決法」と
題して報告した。
外断熱改修導入の難しさを語る朝野浩行・
外断熱改修の効
相管ネット会長（神管ネット理事）
果は断熱性能の向
上のほか、コンクリート保護効果による修繕スパンの長期化、
それに伴う計画修繕資金の圧縮と修繕積立金不足の解消、長
寿命化による建て替えリスクの回避などの利点があると説明
した。
◇
その他の分科会で勉強になったのは、26日の第4分科会。
マンショントラブルの解決策のひとつとして、ADR（裁判外
民事紛争解決手続き）をいかに活用していくかという報告が
行われた。議論は「マンション問題に特化したADR」の概念
および用語の定義づけをするための①紛争当事者の関係性②
紛争事例の類型化③紛争解決方法の最適選択にポイントを絞
って展開した。
●NPO福岡マンション管理組合連合会
＜AORによる解決事例＞
・13年前に実施した大規模修繕工事について、不具合があ
るため「施工業者に修理費を負担せよ」という区分所有者

27日第8分科会で報告する山本育三・
浜管ネット会長（神管ネット会長）

の言い分に対して、管理組合から福管連にADRによる調停
申し立てが行われた
・申立人の主張：大規模修繕工事完了13年後に施工不良に
より、追加した工事費用を払えとの調停を申し立てた
・被申立人の反論：工事引き渡し後13年経過していて、当
時の資料はなく、担当者は退職していて事実確認は困難で
ある
・結果：追加工事費用240万円のうち非申立人が解決金
130万円を支払い、これ以外に債権債務は存在しないとい
うことで和解が成立した
◎和解が成立した理由：
・現場写真の添付など詳細な資料作成により事実確認の議論
が少なくて済んだ
・互いにADRを利用して常識的に通用する結論を導き出そう
とする基本姿勢があった
・調停員は弁護士と1級建築士で構成されていたが、和解に
結びつきやすいように整理を図っていた
◎結論：本件は双方が納得して、迅速に、安く、専門家の知
恵を生かした解決ができた。ADRのメリットを利用した解
決事例といえるのではないか
◇
神管ネット傘下
の各地域ネットワ
ークもマンション
管理専門のNPOと
して、将来的には
マンション紛争に
ADRを取り入れた
仕組みづくりを考
えていかなければ
26日第4分科会。今後は管理組合団体な
ならないだろう。
どを通じて、ADRがいかにマンションに
活用されていくかがポイントとなる

（社）道管連探訪
公益社団法人化で信頼性に重み
行政との連携で活動規模も拡大

公益社団法人化を目指す瀬野尾嘉明会長
（左）と松本浩常務理事

道管連の事務所は札幌駅徒歩5分の
北海道通信ビル3F

入り口には北海道警察と協働する暴対の
印が置かれている
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譖北海道マンション管理組合連合会は平成4年設立。会員
は382管理組合29,761戸。
これまでも社団法人として北海道や札幌市からの委託を受
け、全道7地区での管理組合向けセミナー、シニア支援プロ
グラム「管理員講習会」などの活動を行ってきた。

また5月11日、町内会・自治会等の地域のまちづくり活動
団体の支援について札幌市と協定を結んだ。マンションなく
して町内会が成り立たないことから、東日本大震災以降の防
災意識の向上を高めることが大きな狙いだ。
道管連は社団法人から官庁の認可が必要な公益社団法人へ
申請中。瀬野尾嘉明会長は「マンション管理組合の社会的地
位の向上、道管連の認知度の拡大、なにより道民に道管連の
信頼性に重みをもたせることで、さらに活動を広げていきた
い」と話している。

3

神奈川県下マンション管理アドバイザー等CPD委員会主催

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

6月23日 第1回

パネルディスカッション
「管理組合の駐車場運営」
平成24年度CPDセミナーの1回目は6月23日、横浜・か
ながわ県民センターで「管理組合の駐車場運営」をテーマに
行った。当日は管理組合役員、マンション管理士、建築士等
約50人が参加した。
第1部の基調報告は山本育三氏（神管ネット会長、浜管ネ
ット会長）が講師を務め、マンション駐車場の設置状況と運
営の歴史的経緯にはじまり、駐車場設置率と利用者の決め方、
空き問題、機械式のメンテナンス費用、駐車場収入の使い道
などをまとめて解説。
また直近の国税庁の見解についても説明。第三者への賃貸
契約は区分すればその分だけ課税対象、区分しなければ全収
入が課税対象、一時的な第三者への賃貸は非課税となってい
る旨を説明した。
第2部はパネルディスカッション。まずパネリストが順番
に、順番性から抽選制にして合理的な使用料に改定した例、
機械式駐車場を撤廃した例、駐車場運営専門会社に一括貸出

国税庁の見解概要

（サブリース契約）しようと検討中の例などを紹介した。パネ
リストは横須賀のマンション管理組合理事長の東要氏（よこ
管ネット監事）や川崎のマンション修繕委員の山口和夫氏
（川管ネット理事）、管理会社スタッフとして浜管ネット賛助
会員の㈱ライフポート西洋横浜支店秋元政志支店長。
続いては会場からの質疑にパネリストが応答するディスカ
ッション形式で進行。今回は、外部貸し駐車場が課税対象に
なるかどうか国税庁の見解が出たことから、税金関係の質疑
が多かった。
また、当日のパネルディスカッションの資料として県内ネ
ットワークの会員数管理組合からアンケートを実施。27管
理組合の回答を集計して配布した。主なアンケート結果は抜
粋して掲載した。
◇
今回配布した資料は基調報告や各パネリストのレジュメ、
アンケートまとめのほか、①2月に発表された国税庁の見解
の概要、②機械式駐車場のメンテナンス費用・長期的な修繕
費用、③機械式駐車場を更新する際の機械式駐車場と自走式
駐車場の比較表（事例報告）、④裁判例の紹介、⑤マンション
標準管理規約と駐車場使用細則モデルなど、多数にわたり相
談員のテキストになるように努めた。

マンション駐車場の外部使用の課税・非課税（イメージ）

前提
・マンションの管理規約が区分所有者以外の者（賃貸
人など非区分所有者）に対して駐車場の外部使用を
行うことが可能となっている
・駐車場収益はマンション管理費または修繕積立金に
充当し、区分所有者へは配分しない
・個々の具体的事例については所轄の税務署等への問
い合わせが必要

内部

外部 内部

外部

内部

内部

外部

内部

内部

内部

外部

内部

外部

区分所有者の使用希望がない場合にのみ、申し込みが
あれば非区分所有者への貸し出しを許可している
⇒一部収益事業として一部課税（区分経理が必要）

内部

ケース1

内部
ケース2

内部

内部

内部

内部

内部

内部

内部

内部

内部

外部

ケース3
外部

内部

外部

内部

外部

駐車場使用料金、使用期間など貸し出し条件において
区分所有者と非区分所有者との差異がない
⇒全部収益事業として課税

区分所有者の使用希望がない場合であっても非区分所
有者に対する積極的な募集は行わないが、空き駐車場
があれば短期的な貸し出しのみ許可する
⇒全部非収益事業として非課税

※図の 内部 は区分所有者の使用、 外部 は非区分所有者の使用

■平成24年度 今後のCPDセミナー予告
日

4

時

テ

ー

マ

会

場

講

師

第3回

10／16（火）
18：00〜

マンション共用部分の節電の手法

かながわ県民センター301号室

祝 達次氏
相川洋明氏

第4回

11月上旬
13：30〜

外断熱改修工事見学会

相模原市のマンション
（築40年・110戸）

相管ネットほか

●駐車場アンケートまとめ（抜粋）

（アンケートを依頼した管理組合数は27で、集計時点は2012年6月13日現在）

② 竣工年

① マンションの総戸数

③ 駐車場充足率（駐車可能台数／戸数）

21〜50戸
3組合

20％台2組合

501戸〜
4組合

2000年代
6組合

1970年代
7組合

301〜500戸
3組合
51〜100戸
9組合

1990年代
6組合

100％
7組合

50％台2組合
1980年代
8組合

201〜300戸
4組合

90％台
4組合

101〜200戸
4組合
※最小規模は27戸、最大1,000戸

④ 駐車場の空きの有無

30％台
4組合

60％台3組合

70％台
5組合
※最も古いマンションは1974年の2組合、
新しいものは2006年の1組合

⑤ 月額駐車場使用料（平置き）

⑥ 月額駐車場使用料（機械式）

（重複回答）
〜5,000円
無し
8組合

有り
19組合

〜5,000円

2組合

5,001〜
7,000円
7,001〜
10,000円
10,001〜
12,000円
12,001〜
15,000円

6組合
3組合
4組合

1

3組合
5組合
3組合
3組合
3組合

15,000円〜

1組合
0

1組合

5,001〜
7,000円
7,001〜
10,000円
10,001〜
12,000円
12,001〜
15,000円

7組合

15,000円〜

⑦ 会計処理（駐車場使用料の繰入先）

（重複回答）

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

⑧ 現在の課題 （重複回答）
利用者の減少 4組合
管理費または積立金会計への繰入額の減少 3組合
空き区画の有効利用の検討（貸出含む） 5組合

駐車場専用会計で処理
6組合

1組合

駐車場減設の検討

全部管理費会計へ
10組合
管理費会計と
積立金会計の両方へ
5組合

メンテナンス費用の見直し 3組合
機械式駐車場更新時の財源確保

1組合

機械式から自走式駐車場への検討

1組合

空き待ち問題 2組合

全部積立金会計へ
6組合

駐車場用地として隣地の買収 3組合
1組合

違法駐車トラブル

特になし 4組合
0

7月14日 第2回

「コミュニティはマンション
維持管理の基礎体力」

2

3

4

5

う結果が出た。
第2部の講演は、セントラル警備保障㈱・岩谷康之氏によ
る「知られざる犯罪の実態と防犯理論」
。この中で岩谷氏はま
ちづくりモデルの防犯事例を上げ、防犯パトロール、防犯灯
の照度の向上（20w→80w）、公開空地・公園・道路等の清
掃活動、花壇づくりと維持管理、敷地内の点検・見回り、公
園・駐車場の安全点検と改善、防犯関連情報の提供、防犯講
和会等のイベント開催、子供たちの見守り活動など、自治会
や小学校、PTA等との共同による取り組みが犯罪発生の大幅
な減少につながるとしている。

国土交通政策研究所の阪井暖子・研究官
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2回目は7月14日、川崎市総合福祉センター（エポックな
かはら）で講師に国土交通省 国土交通政策研究所の阪井暖
子・研究官を講師に迎え、
「コミュニティはマンション維持管
理の基礎体力」をテーマに講演を行った。
国土交通政策研究所では22年5月、マンション生活の質を
向上する上で居住者間の良好なコミュニティーの「基礎体力」
の重要性を提示する報告書「マンションの適正な維持管理に
向けたコミュニティ形成に関する研究」を作成している。
阪井研究官はこの報告書をベースに、住民間の「顔がわか
る」といったコミュニケーションが高いとイベント活動など
が活発になる傾向、トラブルが少ない傾向があると指摘。
集会室などがある施設では理事会の開催頻度も高く、共用
施設の有無でイベント活動のしやすさもわかった。
他のマンションとの連携、管理組合ネットワークへの加入
などについても、熱心なマンションほど管理意識が高いとい

1

パネリストは右から山本育三氏、秋元政志氏、
山口和夫氏、東要氏。左から司会の吉村順一
氏、コーディネーターの北見義紀氏

5

!?
電気料金値上げに対抗
契約の見直しで管理費節約へ
東京電力は7月25日、家庭用電気料金の平均値上げ率
8.46%を経済産業大臣より認可された。これに伴い、マン
ション共用部分などが対象となる自由化部門の業務用電気料
金の平均値上げ率は14.9%となった。実施日は9月1日。4
月にさかのぼって適用される。
◇
管理組合が支払う共用部分の電気料金は、電灯用のものと、
水道用モーターやエレベーターなどの動力設備に使われるも
のがある。支出は管理費会計から。経費節減を行いたい管理

組合にとって外部（東電）からの値上げは好ましいものでは
ないといえるだろう。
そこで検討したいのが契約内容の見直し。（1）低圧高負荷
契約（2）主開閉器契約（3）高圧一括受電契約が検討対象
となる。
ただ、戸数、棟数、動力設備の有無など、個々のマンショ
ンによって電気料金の節減ができるケース、また負担増にな
ってしまうケースもある。自分たちのマンションを把握し、
情報収集・比較検討をして契約内容の改善を行いたいものだ。

低圧高負荷契約のイメージ

電灯＋動力＝低圧高負荷契約
低圧高負荷契約（おまとめプラン）は、照明器具などの電
灯（従量電灯契約）と、モーターなど動力（低圧電力契約）
を合計した契約方法で（図1参照）、15kW以上で、かつ
50kW未満のマンションで適用が可能になる。
「電灯の使用量が月平均1,000kWh以上におすすめ」（東
電）とされるが、適用されるかどうかはマンションによって
異なる。基本は照明器具などで電気を使う「従量電灯B、C」
は基本料金が273円、使用量によって単価が変化する電力量
料金は最初の120kWhまでが17円87銭、120kWh〜
300kWhが22円86銭、300kWh超が24円13銭。
エレベーター、水道用モーター等を動かす「低圧電力」は
基本料金が1,071円、電力量料金（1kWh当たり）は夏季で
13円20銭（その他の季節は12円16銭）となっている。
この契約をひとつにまとめて低圧高負荷契約（おまとめプ
ラン）に変更すると、基本料金は1,260円と割高になるが、
電力量料金（1kWh当たり）は夏季17円90銭、その他の季
節16円28銭となり、従量電灯の使用量が大きなマンション
では有効といえる。
全体的な電気料金の節減が可能になるかどうかは、戸数、
棟数、動力設備などマンションの形態によって異なる。また、
例えば8階建て・50戸・ポンプ室、エレベーター有りであれ
ば適用可能だが、10数棟で階段室の電灯だけで、直結給水、
エレベーターなし（動力は使用しない）の団地型マンション
では適用できないというケースも出てくる。
◇

1

その

＜契約種別変更前＞
従量電灯10kVA

＋

低圧電力5kW

＜契約種別変更後＞
「おまとめプラン」
低圧高負荷契約15kW

図1
東電では、料金請求が送付されてくる近くのカスタマーセ
ンターに、請求書に記載されているお客様番号と契約名義、
建物所在地の住所を知らせると、低圧高負荷契約に変更可能
かどうか、年間の電気料金について、①値上げ前の現行契約
のままの料金②値上げ前の低圧高負荷契約に変更した場合の
料金③値上げ申請認可後の現行契約のままの料金④値上げ申
請後で低圧高負荷契約に変更した場合の料金、この4パター
ンの試算を根拠資料とともに回答している。

●低圧高負荷契約の料金単価
基本料金（1kW）
―
電力量料金（1kWh） 夏季
その他の季節

改定料金（税込）
1,260円00銭
17円90銭
16円28銭

※平成24年9月1日改定料金表より

東電から神管ネットへの報告（抜粋）

6

本年5月11日に電気料金の値上げに関わる電気供給約款
（規制部門）の変更について経済産業大臣に申請をし、7月
25日に認可を頂きました。
規制部門の認可を踏まえ、自由化部門の電気料金につきま
しても、その内容を反映し、見直しをいたしましたので、概
要についてご連絡いたします。
＜自由化分野の見直し概要＞
4月よりお願いさせていただいた値上げ幅を圧縮（▲25
銭／kWh）します。
〇実施日：平成24年9月1日（規制部門と同日）
〇値上げ幅
・特別高圧：＋2.58円／kWh → ＋2.33円／kWh
・高
圧：＋2.61円／kWh → ＋2.36円／kWh
〇8月31日以前の電気料金との差額を10月分の電気料金に
てお返しします。
8月31日以前より4月からの値上げ料金でご契約いただい
ているお客さまにつきましては、今回の見直しによる差額相
当分（▲25銭/kWh）に加え、早期にご契約いただいている
ことを踏まえた割引単価（▲26銭/kWh）により、平成24

年10月分の電気料金にて割引額としてお返しいたします。
※電気料金値上げの概要につきましては、弊社ホームページ
をご参照下さい。自由化部門につきましては、「5．自由化
部門の電気料金の見直しについて」に記載しております。
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2012/
1206853̲1834.html

おまとめプランの試算コンサルトのご案内
おまとめプランの詳しい内容やメニューの試算、加
入の申し込みについては、東京電力へ問い合わせてく
ださい。
電気料金お問い合わせダイヤル

0120-993-052

月曜日〜金曜日（休・祝日を除く）9：00〜19：00
土曜日（休・祝日を除く）9：00〜17：00
http://www.tepco.co.jp/

……………… 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24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

順位

㈱東急コミュニティー
㈱大京アステージ
三井不動産住宅サービス㈱
日本ハウズイング㈱
三菱地所コミュニティ㈱
㈱長谷工コミュニティ
JS日本総合住生活㈱
ナイスコミュニティー㈱
大和ライフネクスト㈱
住友不動産建物サービス㈱
明和管理㈱
コミュニティワン㈱
野村リビングサポート㈱
大成有楽不動産㈱
㈱相鉄リビングサポート
伊藤忠アーバンコミュニティ㈱
丸紅コミュニティ㈱
㈱合人社計画研究所
ホームライフ管理㈱
長谷工スマイルコミュニティ㈱
㈱ジャパン・リビング・コミュニティ
㈱東京建物アメニティサポート
総合ハウジングサービス㈱
㈱ライフポート西洋
㈱ダイワサービス
譛若葉台管理センター
ユニオン・シティサービス㈱
住商建物㈱
㈱陽光ビルシステム
六華㈱
㈱ウィッツコミュニティ
双日総合管理㈱
㈱ハリマビステム
興和不動産レジデンスサービス㈱
横浜サンユー㈱
㈱菱サ・ビルウェア
横浜コミュニティ㈱
トーメン建物管理㈱
国土管理㈱
昭和管財㈱
東横ハウスサポート㈱
三笠管財㈱

合

計

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
基幹事務 ● 出納
の 内 容 ● 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

組合数

棟数

戸数

加入ネット

880
1,103
565
797
431
268
118
578
394
265
399
319
233
173
105
135
157
174
148
120
105
79
57
120
109
15
110
26
96
89
141
23
68
21
53
55
59
23
34
12
19
7

1,319
1,139
734
1,028
586
390
1,517
598
449
346
409
354
248
303
195
189
224
214
257
123
106
96
72
120
109
66
123
47
96
115
141
28
72
25
53
64
59
33
34
16
22
7

57,116
55,847
46,939
46,709
36,871
33,713
32,849
29,534
24,736
22,190
20,061
15,688
14,145
12,290
11,923
11,881
10,946
10,740
9,273
7,662
7,199
7,031
6,418
6,266
5,563
5,195
4,767
4,303
4,233
3,638
3,448
2,890
2,842
2,757
2,700
2,563
1,694
1,680
1,267
580
579
234

神 浜 川 よこ

8,657

12,097

588,147

浜 川
浜 川
浜 よこ
浜

─
浜
浜 川
浜 よこ
浜
浜 よこ
神 浜 央 湘
浜

─
浜

─
─
─
─
─
浜 湘

─
─
浜
浜
浜

─
─
─
─
川
湘

─
川
神 よこ

─
─
─
─
よこ
よこ
よこ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

管理会社

総
総合
合管
管理
理
とは・・・
とは・・・

7

地域ネットの総会報告

24
4年度事業の基本方針等
年度事業の基本方針等

神管ネット（第14回）

・神管ネットを事務局とする無料法律相談会やCPD事業な
ど、他の団体・機関との共同・協働による連携活動を行う

6月16日かながわ労働プラザ

総会で事業報告と事業計画案について説明する山本育三会長
各ネット会長を中心に構成する神管ネットは今年初めて
かながわ労働プラザで総会を行った

基本方針等：昨年度実施した事業を継続し、さらに発展させ
る。特に住宅ストック重視の時代に入った今日、必要な国や
自治体の諸施策の実態に合わせ、あるいは積極的な施策の実
現に向けた運動を神奈川県下のマンション関連諸団体、全国
マンション管理組合連合会等とともに展開していく。
マンション相談員や管理組合役員を対象とするCPDセミナ
ーは年4回実施の予定。神管ネット総会後の6月23日、7月
14日に横浜と川崎で実施済み（4p参照）。

かながわ県央ネット（第6回）
6月9日大和市冨士見文化会館

川管ネット（第12回）
5月21日川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
大和市の冨士見文化会館で行った総会の様子

基本方針等：
・「かながわ県央ネットだより」を毎月発行し、会員へ送付
する
・相談会、セミナー、工事見学会の充実を図る
・役員研修会を開き、役員の資質向上を目指す
・かながわ県央ネットマンション管理相談員登録事業につい
て、相談員の登録数を増やす

よこ管ネット（第10回）
総会後、来賓や出席した正会員などとともに懇親会を開いた

6月10日ヴェルクよこすか第1会議室

基本方針等：昨年度に開設した北部マンション管理相談事業
の相談機会の増加をはじめ、適宜な内容のセミナー開催など
を通じて多くのマンション管理等の支援・助言を行う活動計
画を立案する。また、受託事業として、川崎市まちづくり公
社が実施した川崎市内マンションの「旧耐震基準マンション
の調査」の未回答マンションの「調査票」回収作業を12月
までに行う。

湘管ネット（第6回）
5月26日藤沢市労働会館
基本方針等：湘南地域の行政へのマンション施策の提言、首
都圏マンション管理士会湘南地区部会との共催事業、さらに
湘南地域のより多くの管理組合に湘管ネットを知っていただ
くための広報活動、入会のための勧誘活動・情報交換会、賛
助会員との交流会の開催等を積極的に行っていく。

浜管ネット（第18回）
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6月2日ハウスクエア横浜
基本方針等：
・情報交流会、コンサルタント派遣制度など、会員管理組合
向けにより積極的な支援活動を行う
・組織運営、事務局体制、財務等の検証のためのワーキング
チームを立ち上げる
・管理運営部会、技術者部会、専門業部会の活動、相談業務
等の推進を図る
・広報委員会とホームページ担当WGを昨年度に引き続き理
事会の下に設置し、浜管ネットの活動を広く情宣する活動
を展開する

総会後、役員が一同にあいさつ。新会長に出澤貞行氏（右端）が選ばれた

基本方針等：
・昨年度第9回通常総会で議決された「ソフト部会」の発足
に向け、活動実施要項案を可決した
・逗子市・葉山地区や三浦市でマンション管理セミナーを首
都圏マンション管理士会との共催で実施し、会員拡充を目
指す
・設立10周年記念式典の開催（11月10日：セントラルホ
テルにて）

相管ネット（第8回）
6月16日相模原市民会館
基本方針等：電話・メール・来訪・出張等、顧問弁護士や国
家資格者と連携して相談事業を発展させていく。
設計事務所として適正な建物診断と大規模修繕の設計・監
理を行い、長寿命化や再生を意識した修繕支援事業を行う。
管理組合の会計委託についても外部監査的な役割を果たして
いる。

浜管ネット
6／2
総会記念講演「長く住み続けられる
マンションと団地を目指して」
6月2日、第18回通常総会で日本マンション学会会長の小
林秀樹氏が記念講演を行った。テーマは「長く住み続けられ
るマンションと団地を目指して」
。建て替えは困難な状況があ
り、今後は「改修と運営の工夫によって住み続けられるマン
ションにしていく必要がある」
と小林氏。提案として、管理
組合とは別組織の有限責任事
業組合（LLP）を組織し、空
き家を借り上げてルームシェ
アに提供する、共用施設を活
用して本格的な地域の福祉拠
多様な世代が住みやすい工夫な
点を実現するなど、「暮らしの
どについて話す小林秀樹・日本
再生」の具体例等を紹介した。
マンション学会会長

川管ネット
6／3
役員研修会兼交流会
管理組合組織と理事の役割とは？
6月3日、川崎市産業振興会館第2研修室で役員研修会兼交
流会を行った。研修会では相川洋明副会長が講師を務め、理
事の役割、管理委託業務費用
の内訳の確認、省エネ対策、
自治会との協力体制などにつ
いて解説。続いて交流会では、
出席管理組合15の内、自主管
理が6、委託が9と自主管理組
合が多かった。今回は従来と
趣向を変えて、司会より問題
理事長経験を踏まえ、理事の役
提起し意見交換するやり方で
割などを話す相川洋明・川管ネ
ット副会長
進めた。

かながわ県央ネット
6／9

6月9日、第6回通常総会後の理事長懇談会。「東日本大震
災とマンションの地震保険」
をテーマにグッド保険サービ
スの伊藤昌弘専務が、「首都直
下地震とマンションの防災対
策」をテーマに向井邦良会長
が講演を行った。
首都直下M7級地震の発生
地震保険の査定の状況について
話す伊藤昌弘氏
確率4年以内70％、30年以

7／21
役員研修会
テーマ「管理組合と自治会」

講師を務めた永田康
幸理事（左）。右は
竹石英監事

7月21日、かながわ県央ネットの役
員を対象に行う研修会。今回は理事の
永田康幸氏（鳶尾住宅第二管理組合）
が講師となり、鳶尾住宅第二の組合活
動や自治会の運営、広報紙の作成を紹
介。また無関心化の居住者に対して自
治会・管理組合協議会「自管連協議会」
を立ち上げ、地元消防団への後援費を
管理組合で払うこと、ごみ置き場の管
理を管理組合の管轄とすると決めた例
などを紹介した。

湘管ネット
7／21
耐震診断・耐震改修のすすめ
「あなたのマンションは地震に大丈夫ですか？」
7月21日、藤沢産業センター8階情報ラウンジで湘管ネッ
トセミナー。講師は賛助会員である譖神奈川県建築士事務所
協会鎌倉支部の福田亮一支部
長、鈴木康三・耐震委員長が
務めた。
内容はマンションの構造、
耐震診断・耐震改修の概要、
行政の補助金について。セミ
ナー後は地震保険の相談ブー
7月21日に行われた湘管
スを設け、対応に当たった。
ネットセミナーの様子

よこ管ネット
7／21
新任役員基礎セミナー
「理事をするなら気持ちよく」
7月21日、汐入の産業交流プラザで新任役員基礎セミナー
を行った。講師はよこ管ネット理事の堀内敬之氏（マンショ
ン管理士）。新任役員となった際は、理事会運営の準備運動と
して自分のマンションの見学会
をしたほうがよいとアドバイス。
また「正しい」「ベスト」「絶対」
といった物差しを持ち込まない、
理事会会議時間はエンドレスと
しない、広報やコミュニケーシ
マンション管理の基礎につ
ョンを大事にするなどという心
いて話す堀内敬之・よこ管
ネット理事
得を話した。
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理事長懇談会
マンションの地震保険と防災対策

内98％という東大地震研究所・酒井准教授の発表があった。
講演では高層階からの避難、高層階への配水システムなど、
来るべき「震度7」に備える防災対策を行っている管理組合
の紹介等が行われた。
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東京海上日動、損保ジャパンが保険料改定
築15年以上・大規模マンションは値上げ対象

10／1 築年別料金体系導入 昨年7月あいおい…次は三井住友海上も？
昨年7月のあいおいニッセイ同和損保に続き、東京海
上日動火災が今年10月1日からマンション管理組合向け
保険の保険料見直しを行うと4月に発表した。さらに、
それに追随するかのように損保ジャパンも10月1日の保
険契約開始より、マンション総合保険の保険料を改定す
るという発表を行った。
改定理由は築年数が古いマンションほど、漏水事故を
中心とした事故が増加しているため。築年数と同様に、
物件の規模別にも主契約及び個賠について損害率較差が
顕著であり、小規模な物件ほど損害率が高い状況にある。
東京海上日動は築年別・物件の規模別に新たな料率の
導入を、損保ジャパンは①水濡れ原因調査費用補償特約
②施設賠償責任特約について、築年数別の保険料体系を
導入する。
また、三井住友海上は来年1月1日、大規模物件のみ
の小改定を実施し、同10月に築年数別保険料体系の導
入を検討しているなど、大手損保各社では今後も軒並み
保険料の見直しを行う状況が続くとみられる。
◇
マンション管理組合の対応としては、契約満期が近づ
いている場合、現在の保険契約を期限前でも解約し、保
険料が値上がりする改正前に新たに現状の保険料で長期

契約を結ぶなど、何が賢明な方法なのかを模索して選択
する必要がある。
築15年以上または大規模マンションは、まず保険約
款を確認して損をしない契約方法を検討するべきであろ
う。
東京電力による電気料金の値上げや消費税の増税など
と同じように管理費の値上げは、簡単にはできない。保
険料は管理費会計から支払われているため、保険料の見
直しは重要課題といえるのではないだろうか。
■ 個賠の規模別損害率較差
規模別の較差（200戸室以上を100％とした場合）
140％
130％

139％

119％

120％
110％

100％

100％
90％
80％
50戸室未満

50戸室以上

200戸室以上
居住戸室数

※東京海上日動資料より

■ 築年数10年未満の損害率を1とした場合の
■ 主契約の規模別損害率較差

各損害率の割合

規模別の較差（10,000㎡以上を100％とした場合）

3.5

200％

3

180％

2.5

160％

208％

172％

2

140％

1.5

135％

1

120％
100％

100％

0.5
0
10年未満

80％
2,000㎡未満

2,000㎡以上

5,000㎡以上

10,000㎡以上

10年以上
15年未満

延床面積

15年以上
20年未満

20年以上

※損保ジャパン資料より
マンション総合保険・積立マンション総合保
険合算 平成23年度支払実績から集計

※東京海上日動資料より

契約条件（損保ジャパン例）
セットする特約：水濡れ損害補償特約・破損・汚損損害等補償特約（電気的・機械的事故対象外、自己負担額
5,000円）・臨時費用補償特約・失火見舞費用補償特約・水道管修理費用補償特約・個人賠
償責任特約包括契約に関する特約（保険金額：3,000万円）
物件情報：評価額および保険金額4億5,000万円、面積4,500㎡、住宅戸室数50戸、エレベーター１基

セットする特約および築年数ごとの保険料の改定率
築年数
上記契約条件に追加してセットする特約
水濡れ原因調査費用補償特約＋施設賠償責任特約
（保険金額：1億円）
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水濡れ原因調査費用補償特約のみ
施設賠償責任特約（保険金額：１億円）のみ
なし

20年以上

15年以上
20年未満

10年以上
15年未満

10年未満

43.3%

24.2%

▲5.5%

▲17.4%

47.7%
5.3%
変更なし

27.6%
2.1%
変更なし

4.2%
▲9.5％
変更なし

▲4.6％
▲14.7％
変更なし

※損保ジャパン資料より

マンション 関 連

国土交通省
大規模修繕工事に補助金
瑕疵保険への加入条件
平成24年度「既存住宅流通・リフォーム推進事業」
国土交通省は7月2日、分譲マンションの大規模修繕工事
等に際して、マンション大規模修繕工事瑕疵保険などへの加
入を条件に、その工事費用の一部を補助する平成24年度
「既存住宅流通・リフォーム推進事業（大規模修繕タイプ）」
の概要を発表した。
補助事業の目的は、住宅ストックの品質向上および既存住
宅の流通の活性化を図ることで、大規模修繕工事の実施時に
下記を行う事業を対象に公募する。
①住宅瑕疵担保責任保険法人（保険法人）による検査
②大規模修繕工事瑕疵保険の保険契約締結
③住宅履歴情報の蓄積、等
補助限度額は1管理組合当たり2,000万円または総戸数×
25万円のいずれか小さい額。応募は10月19日まで。大規
模修繕工事を完了後、平成25年2月20日までに工事完了実
績報告が出す必要がある。
国土交通省ホームページの検索方法
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/
kashitanpocorner/hojyo24-index.html

国土交通省
マンションの新たな管理ルールに関する検討会
パブリックコメント募集へ最終段階
7月31日、霞が関の国土交通省幹部会議室で第8回マンシ
ョンの新たな管理ルールに関する検討会が開かれた。
現在新たなマンションの管理方式として検討されているの
は、
通常の理事会方式以外で①役員を外部から招く① 理事長
を外部から招く②管理者を外部の専門家に委託し、理事会を
監督する③理事会を置かず外部管理者が総会を監督する方式。
理事会方式の標準管理規約以外に別の標準管理規約を設け
るという形で、8月中にもパブリックコメントの募集を行う
予定だ。
同検討会では「新
たな管理ルール」以
外にも「反社会的勢
力の排除に係る管理
規 約 」「 災 害 時 の 緊
急対応に係る管理規
約」についても規約
7月31日の検討会の様子。管理組合側
改正の意見交換が行
の委員はよこ管ネットの東委員のみ
われている。

（般社）マンション計画修繕施工協会（MKS：坂倉徹会長）
は6月5日、東京・大手町サンケイプラザにて第4回定時総会
と、併せて懇親パーティーを行った。
懇親会の席上では、同協会が創設した第2回マンション・
クリエイティブリフォーム賞の表彰式が行われ、受賞者とし
て工事を発注した管理組合と、浜管ネットから技術者部会の
町田信男氏（トム設備設計）
、専門業部会の建装工業㈱の社長
ほか現場スタッフらが表彰された。

マンション・クリエイ
ティブリフォーム賞の
授与式

賞状を受けるトム設備
設計の町田信男氏（浜
管ネット技術者部会）

大和ライフネクスト
管理組合向け防災セミナー
浜管ネット、よこ管ネット賛助会員の大和ライフネクスト
㈱は7月28日、東京・赤坂の本社研修会議室で管理組合役員
または一般の区分所有者を集めたワークショップ形式の防災
セミナーを行った。
ワークショップ形式での参加者の作業は、講師が提示した
事例マンションをもとに、立地環境や建物構造・設備の種類、
住民層などからマンションの特性を参加者それぞれが意見を
出し合い、大地震によって受ける影響の想定についても参加
者でまとめていくというもの。声に出して話し合うことで、
このマンションでは何を優先順位とするべきかが見えてくる
仕組みとなる。
参加者がこうしたワークグループ形式による考え方を理解
した上で、自分のマンションに持ち帰り、自分のマンション
の特性（備えと対処）を改めて把握し、固有の防災マニュア
ルの策定を最終目的
とする。
講師を呼んで聞く
だけではなく、作業
することによってコ
ミュニケーションが
生まれるため、参加
者同士も時間が経つ
今回のワークショップ形式のセミナーに
につれて仲が良くな
は10管理組合の人々が集まった
っていた。
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MKSマンション・クリエイティブリフォーム賞
給・排水管工事で浜管ネットから受賞者

◇
第2回マンション・クリエイティブリフォーム賞
なぎさ団地住宅（神奈川県・横浜市）
工事名：なぎさ団地住宅住戸内給排水・給湯管その他工事
発注者：なぎさ団地住宅管理組合
設計者：有限会社トム設備設計（浜管ネット技術者部会）
施工者：建装工業株式会社（浜管ネット専門業部会）
【評価のポイント】
給・排水管の改修工事において、下階天井裏に上階の排水管
が敷設される配管径路を専有部分内で完結させる床転がしに
変更する工事と合わせて、高層階の配管更新工事で断水時
間・工事期間を短縮させるため1系統について3グループ同
時に施工するという方式が評価された。
詳しくは下記MKSホームページ参照。
http://www.mks-as.net/upload/news/2012-5-9/nagisa.pdf

11

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

マンション管理
企 業 名
浜湘
マンション管理

株式会社ジャパン・

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

リビング・コミュニティ

薔0120-279-896
http://www.j-lc.co.jp

マンション管理 神 浜 川 よこ 首都圏第三事業部
（神奈川エリア担当）
株式会社
蕁045-910-1471
蕭045-910-1472
東急コミュニティー http://www.tokyu-com.co.jp

マンション管理 神 浜 央 湘 横浜支店

コミュニティワン
株式会社
マンション管理

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

P R
おかげさまでマンション総合管理受
託戸数5万戸を達成しました。大京グ
ループの40万戸を超える管理実績と
経験を生かし、これからも「お客様
に身近な管理会社」として日々の暮
らしを全力でサポートいたします。
マンション・ビルの管理運
営を基盤に、賃貸業、工事
業などを融合させ、資産価
値向上に向けたサービスを
提供しております。
コミュニティワンは心豊
かなマンション生活サポ
ートを通しすべてのお客
様に生活感動を創造し続
けます。

浜 横浜市港北区新横浜2-5-5
これまでの経験と実績に培

住友不動産建物
サービス株式会社
マンション管理

浜 よこ

大和ライフネクスト
株式会社
マンション管理

浜 よこ

日本ハウズイング
株式会社
マンション管理

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

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

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

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

横浜支店
横浜市中区本町4-43
セボン関内第2ビル
蕁045-661-2881

独立系最大手のマンショ
ン 管理会社で、昨年度約
13,000戸受注の内、約6割が
管理組合様からの依頼に伴
う受注です。

浜 【本社】

野村リビングサポート
株式会社
マンション管理

新宿区新宿5-14-6 長府新宿ビル
【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24 KYビル
蕁045-227-7710
http://www.nomura-ls.co.jp

浜 川 本社

三井不動産住宅
サービス株式会社
マンション管理

浜 よこ

明和管理株式会社

野村リビングサポートは、
高品質なサービスとハー
トフルな対応で、ホスピ
タリティNo.1を目指しま
す。

新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
横浜支店
横浜市神奈川区栄町5-1横浜クリエーションスクエア
薔0120-395-310
http://www.mitsui-kanri.co.jp

「安心・安全・信頼」と
「満足を超えた感動のサー
ビスを」。弊社は、皆様を
サポートし、信頼される
会社であり続けます。

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

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

企 業 名

所 在 地

グッド保険サービス

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

浜 よこ 東京都品川区大崎1-6-3

三菱電機クレジット
株式会社

アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

株式会社

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

見積もりで、共用部分の最
適な火災保険をご提案いた
します。管理費節減にお役
立てください。

蕁045-502-1604
蕭045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

伊勝

大規模修繕

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

株式会社
一ノ瀬建創

大規模修繕 浜 川 よこ 央 川崎市幸区堀川町580番地

株式会社カシワバラ・
コーポレーション
大規模修繕

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

神 浜 よこ

株式会社サカクラ

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

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

株式会社大和
大規模修繕

大規模修繕

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

ヨコソー

無料の調査・診断から弊社独自の技
術、工事期間中の皆様のコミュニケ
ーションを十分に行いながら30年以
上の実績を積んで参りました。豊富
な経験をもって最適な大規模修繕工
事の提案をご提案致します。
5つの安心
1.業界トップクラスの売上及び営業網
2.万全の品質管理体制
3.充実したアフターサービス体制
4.豊富な実績と信頼
5.研究開発と社会貢献
よりよい住環境の実現を目指します！
豊富な経験と確かな知識を生か
し、集合住宅大規模修繕工事施
工65年以上の歩み、1730管理組
合・8220棟・27万戸超の施工実
績。『不断の努力』を社訓に総合
仕上工事業目指す企業です。
マンション大規模修繕工事の専
門業者として半世紀。 住み慣れ
た環境に時を取り戻す をスロ
ーガンに、常にお客様第一の姿
勢を貫き、質の高い技術とサー
ビスを提供いたします。

で多数の技術職人を有して
いる会社です。お客様のニ
ーズにお応え出来る技術・
品質・アフター・点検を提
供して参ります。
建物の修繕工事を手がけて
100余年。私達は経験と実
績をいかしより良い品質を
ご提供する工事のプロフェ
ッショナル集団です。

生まれる、新しいゆとりの
空間をご提供できるよう、
建物調査診断、施工、アフ
ター点検まで一貫したサー
ビスを提供しております。

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

ラクシー

浜 川 よこ 横浜支店

建装工業株式会社
大規模修繕 神 浜 川 よこ 央

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

加入するネットワークの略号蜷 神

神管ネット

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

浜 央 横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所） リニューアル工事によって

株式会社

株式会社

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

浜 よこ 央 （本

株式会社
大規模修繕

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

よこ 本社：横須賀市森崎1-19-18 改修工事専業として、自社

株式会社富士防

シンヨー
大規模修繕から防犯カメラ
等設備工事まで、マンショ
ン管理組合様専用のトータ
ルファイナンスをご提案し
ます。

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

浜 横浜市鶴見区生麦1-5-3

P R

浜 川 よこ 湘 東京都渋谷区代々木1-57-2
取り扱い損保会社7社の比較

株式会社
金融

株式会社

大規模修繕

金融・保険
保険

企 業 名
所 在 地
大規模修繕 神 浜 川 よこ 川崎市中原区新城中町16-10

央 県央ネット

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

浜 浜管ネット

川 川管ネット

よこ よこ管ネット

湘 湘管ネット

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

総合建設

電気設備改修

企 業 名
大規模修繕

神

株式会社紅梅組
大規模修繕

浜

工藤建設株式会社
大規模修繕

所 在 地

P R

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

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

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

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

浜 建築事業本部 リニューアル営業部 相鉄鉄道グループの中で、

相鉄建設株式会社

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

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

給・排水設備改修
企 業 名
所 在 地
給・排水設備改修 浜 川 横浜市金沢区鳥浜町4-18

株式会社
神奈川保健事業社

蕁045-772-1424
蕭045-778-1024
eigyou@khj.co.jp
http://www.khj.co.jp

給・排水設備改修 浜 川 よこ 央 リニューアル事業部

川本工業株式会社
給・排水設備改修

浜 湘 東京都新宿区若葉1-12-5
蕁03-3358-4873
蕭03-3358-4876
http://www.keihin-se.com
keihin-se@keihin-se.com

京浜管鉄工業
株式会社
給・排水設備改修

浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2
川

フジクス株式会社
給・排水設備改修

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

蕁044-245-0822
蕭044-245-0824
jetmen@fujiks.com
http://www.fujiks.com

P R
『水』の安全にこだわり50年、
誠実で確実な給排水設備改
修工事・維持管理会社です。
集合住宅の『水』の問題は、
全て当社にお任せください。
弊社は集合住宅の改修実績
が年間約5000戸ございま
す。設計・施工・改修後の
アフターフォローまで、実
績と経験をいかし適切なサ
ポートをさせて頂きます。

企 業 名
電気設備改修

所 在 地

P R

浜 横浜市西区戸部町4丁目158番地

三沢電機株式会社

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

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

建材メーカー・販売
企 業 名
塗料メーカー・販売 神 浜 川 よこ 央

関西ペイント販売
株式会社

所 在 地

P R

当社は塗料の製造・販売を
東京都大田区南六郷3-12-1 している会社です。これか
らも管理組合の皆様に有益
蕁03-5711-8905
である「環境配慮形高性能
http://www.kansai.co.jp
塗料」を開発・提供するこ
とで貢献していきます。

サッシ改修
企 業 名
所 在 地
浜 よこ リフォーム特需東日本支店 神奈川営業所
サッシ改修
横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー33Ｆ
蕁045-225-5083
蕭045-225-5084
LIXIL（リクシル） http://www.lixil.co.jp

株式会社

P R
株式会社LIXILは、国内最大手のアル
ミサッシメーカーです。現在、お使い
の窓や玄関ドア、手摺を新築と同じ性
能へリニューアルし、資産価値向上の
お手伝いをさせていただておりますの
で、お気軽にご相談ください。

設備機器販売
企 業 名
所 在 地
防犯カメラ・防犯機器 浜 神奈川事業部

株式会社日本ネット
ワークヴィジョン

P R

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

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

集合住宅の給排水改修工事
の豊富な実績と経験を生か
し、皆様の豊かなマンショ
ンライフのお手伝いをいた
します。
年間30万世帯もの実績を
持つ、排水管洗浄の専門
業者です。建物ごとに綿
密な事前調査を行い、洗
浄計画をご提案します。

●広告掲載のお問い合わせ●
蕁蕭 045-316-4505

E-mai kitami@k-mansionlife.com

担当：㈲ライフデザイン・北見

よこ 本社：横須賀市米が浜通2丁目4番地 創業60周年。水漏れ、排水管詰まり

文化興業株式会社

蕁046-822-2261
横浜営業所：横浜市金沢区寺前1-7-14
蕁045-781-3245
eigyo2@bunka-kogyo.co.jp
http://bunka-kogyo.jp

清掃、エアコン・給湯機の取替えか
ら給排水配管の全面改修工事まで、
何でもご相談に応じます。実績と経
験のもと、お客様のニーズにお応え
できる工事を提供していく所存です。
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Ｐ Ｏ
Ｏ 浜
浜 管
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加入するネットワークの略号蜷 神

神管ネット

相 相管ネット

浜 浜管ネット

川 川管ネット

よこ よこ管ネット

湘 湘管ネット

央 県央ネット

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田邉邦男部会長を中心に、マンション改修工事に豊富な
経験を持つ一級建築士事務所等で構成しています。建物の現地相談から調査・診断、工事の設計・
監理まで、管理組合の視点でお手伝いいたします。
【問い合わせ】 浜管ネット事務局 蕁045-911-6541

連絡先

氏名・所属事務所

連絡先

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所

東京都中央区日本橋小伝馬町6-13-3F
蕁03-5623-3881
http://www.han-kenchiku.co.jp

吉岡誠
有限会社吉岡設計

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

島村利彦
株式会社英綜合企画設計

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

横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11-504
福市博臣
蕁045-324-6152
株式会社建物保全センター http://www.k-tateho.jp

長友秀信
陸建築設計

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

町田信男
有限会社トム設備設計

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

内田修司
デルフィ設計

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

臼井貞雄
総合環境技術株式会社

横須賀市湘南鷹取2-13-4
蕁046-869-4767
skt-usui@beige.plala.or.jp

東京都港区芝浦3-6-10-307
小島孝豊
蕁03-3457-6762
株式会社ＩＫ都市・建築企画研究所

伊藤和彦
FKコンサル

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

横浜市港南区日野中央3-24-5
岡田英二
蕁045-836-1267
株式会社岡田建築設計事務所

井田洋一郎
有限会社エルグ

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

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

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

http://www5.ocn.ne.jp/˜ik-archi

okd-arc@mist.dti.ne.jp

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

横浜市青葉区すすき野1-4-3-405

Kanagawa Mansion Network 22

氏名・所属事務所

石川裕子
Lapis建築工房
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階段室の蛍光灯80本をCCFLランプへ
節電と電灯交換の手間省けるメリットも
建物の劣化対策については川管ネット理事である鈴木義
昭・1級建築士を管理組合顧問とし、長期修繕計画委員会が
毎年、修繕項目を理事会に答申して、理事会で優先順位をつ
けて対応していく流れが定着している。
近年では共用部分の節電についての話が上がっていた。「昨
年度の防犯灯改修（補助金対象）に続いて今年一気にやって
しまおうと、5月下旬の総会で決まった新理事会に代わって
すぐに手をつけました」と森戸義忠理事長。
階段室の20Wの蛍光灯80本をCCFLランプへ変更。設置
費用は、LEDと比較検討し、CCFLのランプのみの交換で、
コストを抑えることができる。防犯灯の設置費用と合わせて
約170万円は、月々の電気代、蛍光灯の交換費用などでシミ
ュレーションしたところ、6年で回収できるという。
これまで階段室の蛍光灯が切れるペースは年間約50本。階
段室ごとに決められた理事が担当して交換を行っていたが、
CCFLランプは5〜6年間の寿命があり、交換の手間がなくな
った。費用だけではないメリットも生じることになる。
また、川崎市防犯灯設置補助金制度を利用し、防犯灯8台
を水銀灯からインバータ方式へ変更。防犯灯工事実施後、階
段灯と防犯灯に供給している電力計器の基本容量を30A×3
台を15A×3台に変更して、電気基本料金を削減した。これ
により、平成23年12月以降、通年の電気代（月額）と比べ
て１台当たり2〜3,000円、全体で6,000〜10,000円の削
減につながった。
さらに分譲当初から伸びていた高木を1階軒下まで伐採。
年2回全戸参加で行う大掃除（今年度前半は6月10日）の前
に思い切って行ったという。
以前は昼間でも暗かったという1階の部屋が「明るくなっ
て、電気をつけなくてもよくなった」と住民も声をそろえる。
3年後の平成27年には屋上防水や外壁（2回目）の修繕な
どの大規模修繕工事を予定している。「今年の理事会は修繕積
立金をなるべく蓄えるようにするのが仕事だと思っています」
と森戸理事長。

取材に協力してくれた森戸義忠理事長
（左）と枝川憲二監事
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「今回の理事会メンバーはもう旧知の仲だから意思疎通や
コミュニケーションがとりやすい。だから決め事も早く、や
ることを一気に進めることができてやりやすい」
ただ理事会は輪番制で、住民の高齢化に伴い、役員の対応
に年齢制限等の対応を迫られているという課題もある。その
検討が前年度からはじまっている。

■マンションデータ
1979（昭和54）年竣工・5階建て・2棟・78戸
建物構造 ……………………………RC構造壁式5階建
敷地面積 ……………………………約3,500㎡
延床面積 ……………………………1号棟2,294㎡
2号棟3,970㎡
管理費（月額）戸当たり …………4,000円
修繕積立金（月額）戸当たり ……平均16,100円
駐車場充足率（台数÷総戸数）……20台÷78戸＝25.6％
（平置きのみ）
駐車場使用料（月額）………………10,000円
駐輪場使用料（月額）………………自転車200円、スクーター
500円、バイク1,000円
分譲業者 ……………………………川崎市住宅供給公社
管理業者 ……………………………なし
管理形態 ……………………………自主管理
管理員の勤務形態 …………………なし
理事会 ………………………………月1回（理事7人、監事1人）
任期 …………………………………1年

DATA

直結給水化で受水槽、
ポンプ室を撤去。
跡地に集会所を新設した

環境美化やカラス対策を目的に後付け
で柵を設置したごみ置き場

30年たった高木を1階軒下まで剪定。
室内が明るくなったと好評を得ている

7月21日に行った住民清掃の様子。清掃後は参加者とコミュニケーション
をとるためのミーティングを行う

イベント情報 ■■

浜管ネット

蕁045-911-6541

日 時：9月25日（火）18：00〜19：00
テーマ：マンションの開口部（窓や玄関ドア）改修
について
講 師：浜管ネット建築専門業部会Bグループ
会 場：川本工業㈱8階研修室
参加費：1,000円（浜管ネット会員無料）
定 員：50人

よこ管ネット

蕁046-824-8133

日 時：8月25日（土）16：00〜18：00
テーマ：自主管理組合情報交換会
講 師：相川洋明川管ネット副会長ほか
会 場：大津シーハイツ団地管理組合 管理棟
参加費：無料、セミナー後の懇親会費2,000円
日 時：9月29日（土）13：30〜16：00
テーマ：共用部電力費削減セミナー
会 場：産業交流プラザ 第1研修室
参加費：無料

湘管ネット

相管ネット

蕁042-855-0555

日 時：10月6日（土）13：30〜16：30
テーマ：外断熱改修を行った管理組合の取り組み事例
講 師：相管ネットスタッフ、施工者、改修管理組合
会 場：相模原市民館
参加費：無料

かながわ県央ネット

蕁046-264-6054

日 時：9月15日（土）15：30〜17：00
テーマ：エントランスのグレードアップ改修
講 師：相川正敏・かながわ県央ネット理事
（ホーユウパレス大和管理組合元理事長）
会 場：大和市民活動センター会議室
参加費：無料

新 会 員 紹 介
◆正 会 員
名 称

加入ネット

棟数

戸数

竣工年

久保田ビル管理組合

よこ管ネット

1

17

1973

グレーシアパーク
彩の丘管理組合

よこ管ネット

1

164

1999

ポ ー ト ハ イ ム
第2吉野町管理組合

浜管ネット

1

51

1985

主な業種

資本金

設立年

3,000
万円

1997

1,000
万円

1985

1,000
万円

2004

蕁0466-50-4661

日 時：9月29日（土）13：30〜15：30
テーマ：東日本大震災から学ぶマンションの地震保険
講 師：㈱グッド保険サービス
伊藤昌弘専務取締役
（湘管ネット、浜管ネット、川管ネット、
よこ管ネット賛助会員）
会 場：藤沢産業センター6階研修室3
参加費：会員無料、会員以外1,000円

本 の 紹介

◆ 賛助会員
名 称

加入ネット

共立防災サービス㈱ 川管ネット 防災関連

㈱横浜サンユー

よこ管ネット

マンション
管理

㈱エヌ・イー・ビー 神管ネット 電気工事

『マンションを長持ちさせる
設備改修ノウハウ』
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著者：柳下雅孝
発行：㈱エクスナレッジ
B5判159ページ
定価：2,625円（税込）
ISBN：978-4-7678-1408-7

分譲マンションの維持管理は、今や「2回目の設備改修」の時期が始まったといえる。
しかしその一方で、2回目のために配管経路をたどってみると、1回目の残念な「片手落
ち改修」や「やり残し改修」が顕著になってしまうマンションも少なくない。
給排水設備は普段は目に見えないところにあるため、修繕工事が行われても居住者には
いったいどのような工事を行ったのかわからない。漏水に気づくまでずさんな施工のまま
の事例も多数存在する。
本書はマンション改修専門の設備設計一級建築士である著者が、その実績と経験から得
た数々の問題点を列挙し、マンション設備改修にとって適切な問題解決方法を解説した。
技術的な知識部分だけでなく、専有部分を管理組合で行う場合のメリット、専門家の説
明責任など、マンション管理士の資格を持つ著者ならではの住民目線に配慮した書き方も
随所に見られており、管理組合役員から実務者まであらゆるマンション関係者の参考にな
るノウハウ本となっている。
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編 集 後 記
7月24日、横浜駅西口のかながわ県
民センターで、譖高層住宅管理業協会の
新理事長・山根弘美氏（㈱ダイワサービ
ス社長）による講演会が開かれた。
大地震等の災害対策で「自助」「共助」
「公助」という言葉が今、盛んに使われ
ているが、「自助なくして共助はない」
という言葉が印象に残った。「確かに助
け合うという文化を作っていくことは大

山根弘美理事長

事だが」と前置きしながら、「いざとい
った時には『自助』の力をいかに強くす
るかがキーワードになる」と。それを理
解した上でのマンションの防災である。
「『困った！』といったとき、例えばう
ちに余分の食料があるなどといった、そ
ういう自助の力がどれだけあるかが共助
力のパワーになる」と山根理事長。確か
に
（Y.K）

神管ネット組織図
ＮＰＯ横浜マンション管理組合
ネットワーク（浜管ネット）

ＮＰＯ相模原マンション管理組合
ネットワーク（相管ネット）

http://www.hamakan-net.com
蕁 045-911-6541

http://so-kan.net
蕁 042-855-0555

定期無料相談：毎週土曜午後 ハウスクエア横浜

無料相談：随時

ＮＰＯかながわマンション
管理組合ネットワーク
（神管ネット）

ＮＰＯかわさきマンション管理組合
ネットワーク（川管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp
蕁 044-222-5136

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

定期無料相談：
毎週木曜 まちづくり公社ハウジングサロン
毎月第 1 〜 4 火曜午後 川崎市住宅供給公社 NPO 住宅相談コーナー

〒 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-216

ＮＰＯよこすかマンション管理組合
ネットワーク（よこ管ネット）

事務所移転しました！

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

ＮＰＯ湘南マンション管理組合
ネットワーク（湘管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp/syokan-net
蕁 0466-50-4661
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
毎月第 4 火曜午後
毎月第 4 金曜午後
毎月第 3 土曜午後

定期無料相談：毎月第 4 土曜午後 ヴェルクよこすか

事業内容

事務局所在地

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

秦野市役所東海大学前駅出張所
海老名市役所 7 階会議室
大和市役所市民相談課相談室
大和市民活動センター会議室

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

※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。

会員状況報告
日住協

浜管ネット

川管ネット

よこ管ネット

相管ネット

湘管ネット

県央ネット

神奈川県支部

合

計

121組合

36組合

54組合

29組合

15組合

17組合

41組合

313組合

26,466戸

5,762戸

9,363戸

1,657戸

1,420戸

3,052戸

8,209戸

55,929戸

※平成24年6月末現在
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