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新たな管理ルール検討会
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よこ管ネット 副会長 ●渡辺 征一郎
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私は、横須賀市の北部に位置する湘南鷹取台マンション（総戸数470戸）
に昭和53年から住んでおります。よこ管ネットとの出会いは大規模修繕工
事・サッシュ改修工事を実施した際、国土交通省の補助金制度について会員管
理組合からいろいろとアドバイスをいただいたことがきっけです。結果的に
5,000万円の補助金をいただくことが出来ました。その時によこ管ネットの
役員就任の要請を受け、引き受けることになったのです。
湘南鷹取台マンションも築後40年に手が届く古い建物になってきていると
同時に、ここに住む区分所有者も高齢化が進み、その結果、管理組合の役員選
出にも支障が生じている状況にあります。

広島・厳島神社の鳥居

4p 新たな管理ルール検討会

パブリックコメント素案
（規約改正案）

居住者の高齢化、また、建物の高経年化が進行する中で、管理組合としては
管理規約の変更を行い、役員の任期や選出方法等に柔軟に対応することも可能
ですが、さらにこの高齢化と高経年化が進行していくと、一部が若年層に入れ
替えがあったとしてもいずれは手詰まりの状態となることが予想され、老朽化
が進むマンションの維持・管理といった問題に支障を来すことは明らかです。
この状態を救う対策として神管ネットならびに傘下の各地域ネットワークの

6p CPDセミナー

テーマは耐震補強、住戸設備
改修、太陽光発電
7p 神奈川県

マンションサポートシステム始動
8p 地域ネット活動状況

支援活動があるのではないかと私は考えています。
国交省においても、こうした高経年マンション問題への解決策の検討を行っ
ていると聞きますが、果たして心の通った支援が実現可能なのか疑問の声もあ
ります。
頼りは身近な存在である神管ネットを中心とした管理組合への支援活動で
す。当事者である管理組合団体の活動が有効な手段になってくると確信してい
ます。早期にその体制を確立し、機能することを望んでやみません。

浜管ネット・マンション『再生』という考
え方、映像で見せる大規模修繕工事など

かながわマンション支援団体
登録制度発足
12p 賛助会員ガイド

業種別賛助企業の一覧表を掲載
14p 会員マンション紹介

県ドリームハイツ住宅管理組合

日
会

時：6月13日貍 11時〜12時
場：横浜市社会福祉センター9階904号室
（横浜市健康福祉総合センター内／JR根岸線「桜木町駅」徒
歩2分）
懇親会：12時10分〜14時
会 場：横浜市社会福祉センター内10階
ふれあいショップ＆レストラン HX3（エイチバイスリー）
会 費：5,000円
※各地域ネットの総会案内は15ページに掲載しています。
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10p 神奈川県

NPO神管ネット第16回定期総会のご案内
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国 交 省 ・ 新管 理ル ール 検討 会

今 夏 、標 準 管 理 規 約 改 定 へ
報 告 書 作 成 、5 月 パ ブ コ メ 募 集
当事者不在、標準管理規約改正の焦点は…
第三者管理方式、コミュニティ条項の削除、
価値割合による総会議決権の設定

第三者管理者の一般化、管理組合からの
コミュニティ機能排除論に反対します！
よこ管ネット

国土交通省は3月27日、第11回「マンションの新たな管
理ルールに関する検討会」
（座長：福井秀夫・政策研究大学院
大学教授）を開き、最終報告書案が了承された。この報告書
をもとに5月から、マンション標準管理規約改正に関するパ
ブリックコメントを募集。今夏には規約改正を発表する予定
としている。
同検討会は、役員のなり手不足による（区分所有者のみで
適正な管理・修繕を行うことができない）
「管理不全マンショ
ン」の業務体制・運営のあり方への対応を大前提として議事
が進行していった経緯がある。
専門家を活用した「第三者管理方式」を中心とした議論を
はじめ、「管理組合は財産管理団体」であることから現標準管
理規約の「コミュニティ」条項の削除、価値割合（間取りや階
数など）による総会議決権の設定などの話し合いに終始した。
このため、検討会の開催は第9回（2012年8月）から、
第10回（2015年2月）まで2年6カ月のブランクが生じる
結果となった。当事者である管理組合の団体（神管ネットが
所属する全国マンション管理組合連合会）や管理会社の業界
団体、日本マンション学会などから各方面から批判的な意見
があり、その影響が少なからずあったとも考えられる。
また、再開された第10回、11回は見事にメンバーも縮小
された。専門委員として召集され、9回までメンバーだった
東 要さん（よこ管ネット監事＝当時）は理由もないまま解任
となった。東さんは「第三者管理者の一般化と管理組合から
のコミュニティ機能排除論に合意できないことなどの質問文
書を提出したこと、更には委員の人選にまで疑問を呈したこ
となどで、排除されたのかと思っている」としているが、質
問文書に対する国交省からの明確な回答はないという。
折しも総務省は5月12日、地縁団体を対象に各種の連絡・
支援を行う際には、「管理組合」に対しても同様の取り扱いを
行うこと等、各都道府県総務担当部局長あてに通知した。
「都
市部におけるコミュニティの発展方策に関する研究会」の提
言を踏まえたもので、コミュニティ条項を排除する国交省と
真逆の議論が展開されている。今後の行政のあり方も問われ
ることとなりそうだ。

東

要（あずま・かなめ）

（1回〜9回の検討会・専門委員）
マンション管理について、外部者の指導助言を活用す
ることは場合によってはすすめたい。しかし、外部者を
管理組合役員に入れて管理を執行させることは、リゾー
トや投資、小規模等の実態をみるとき、全く不可とする
ことは現実的でないと思うが、これを一般化することに
ついては疑問がある。
マンション管理について外部者を管理者とすることは、
司令塔の役割を放棄するものであり、印鑑も通帳も預け
ることに等しい。外部者に頼らずどんなマンションであ
れ、できる限り司令塔の役割を放棄しないように指導す
ることが行政の役割であり、マンション管理士の役割で
もあると思う。
外部管理者は、標準管理規約に一般化を盛込む必要は
全くなく、例外的な扱いに限定されるべき性質のものだ。
コミュニティ、防犯、防災…それらは自治会の範囲で、
管理組合の義務業務ではないとして峻別することが、コ
ミュニティ条項の削除につながった。
自治会費を含めた管理費の徴収方法等に問題があると
しているが、会費の徴収・支払いは運用方法で問題を回
避できることもあり、最終的には管理費と分別すればよ
く、個々の管理組合に任せておけば落ち着く問題であり、
マンションの「管理不全」に直接つながる事柄ではない。
管理費の使途については、親睦行事や懇親費用に使用
できないとする法や規則があるならその方を改正すべき
で、不備不十分な区分所有法を金科玉条としていては問
題を複雑化させるだけで解決にはならない。
検討会は、その目的が何であったのかはっきりしない
ままの第三者管理者の一般化と管理組合からのコミュニ
ティ機能排除論となった。まさかこれが検討会の最終目
的とは思えないが、現場責任者としての経験から強い違
和感を覚えずにはいられない。
この2点については是非とも再考をお願いしたいと強
く要望したい。

◇
報告書では標準管理規約の改定対象となる14項目をあげ、
考え方の方向性、問題意識、パブリックコメントの素案等を
まとめた。
主な改定点は、外部の専門家を活用した管理方式3ペター
ンの提示、同時に役員の資格要件・欠格要件、役員等に就任
した外部専門家の監督、利益相反取引の防止等の規定の整備、
理事会の議決権代理行使（出席）の規約への明文化、総会議
決権割合における階数や方角等の価値割合の選択肢の提示、
コミュニティ条項の排除、等。
※4pに概要掲載。詳しくはパブリックコメント募集後の国交
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省のホームページで確認してください。

3月27日経済産業省別館で開かれた検討会の様子

4/25・26

広島工業大学五日市キャンパス

日本マンション学会 広島大会2015開催
第24回日本マンション学会広島大会2015が4月25・26日、広島
市佐伯区の広島工業大学五日市キャンパス三宅の森NEXUS21で行わ
れた。今回のメインシンポジウムのテーマは 『人口減少とマンション
の未来像』。人口減少社会の到来をマンションに引き直して、マンショ
ン居住の将来について識者による発表・議論を行った。
また、25日13時から行った定時会員総会で役員改選があり、小林秀
樹会長（千葉大学教授）が退任、新会長に梶浦恒男・大阪市立大学名誉
教授が就任した。
広島工業大学五日市キャンパス
三宅の森NEXUS21

マンションが人口減少社会に向かうには
分譲マンションにおいて人口減少社会の問題は、建物
の老朽化や居住者の高齢化が相まって「限界マンション」
を生み出すと指摘されている。
地域再生研究所の松本恭治氏は空き家の活用として、
「2戸1化」の水準向上、空き家税を課す（仏）、行政が
管理権を持ち短期貸出しを行う（英）、業者がウィーク
リーハウスとして営業する、などの対策例をあげた。
一方、千葉大学の小林秀樹氏は「人口ではなく世帯数
の減少が重要」として、中心市街地にあるマンションは
「比較的元気」と指摘。郊外型についても、団地型マン
ションが生活拠点として位置づけられるケースがあり、
福祉施設やサービス等の導入により、多極的コンパクト
シティの中心的な住まいとして期待されるという。
人口減少の影響は郊外の一戸建て等に顕在化しつつあ
り、一般の分譲マンションに及ぶのは「まだ先」と捉え
られている。小林教授は、当面は高齢者を中心とした少
人数世帯にとって暮らしやすい維持管理・改修・コミュ
ニティ形成などを適切に行い、マンションの居住価値を
高める努力が大切だと話している。
※限界マンション＝過疎化などで人口の50%以上が65
歳以上の高齢者になり、社会的共同生活の維持が困難
な集落を「限界集落」という。それになぞらえて高経
年化で空き家の急増や賃貸化により、建物の老朽化の
放置など、合意形成が難しく維持管理ができなくなる
マンションをいう。
◇
神奈川からは第7分科会の「設備総合改修」において、
田邉邦男・浜管ネット会長、町田信男氏（浜管ネット技
術者部会）が報告者として工事内容や費用について説明
した。共用部分と専有部分の維持管理区分の明確化、専

プログラム
メインシンポジウム：
「人口減少とマンションの未来像」
第1分科会：「最近のマンション紛争と裁判」（マンショ
ン判例研究委員会）
第2分科会：「マンションと地域・行政との連携」（マン
ション住環境まちづくり研究委員会）
第3分科会：「マンション再生を考える」（マンションス
トック活用研究委員会）
第4分科会：「一般報告、実務・管理報告」
第5分科会：「外国のマンション法と管理の実態」（比較
区分所有法制研究会）
第6分科会：「被災マンションの敷地売却における諸問
題」（東北支部）
第7分科会：「高経年マンションの設備総合改修―共
用・専有部分の設備改修工事内容と工事費
用―」（マンション再生技術研究委員会）

26日の第7分科会で、高経年マンションの
設備総合改修について発表する田邉邦男・
浜管ネット会長

梶浦恒男（かじうら・つねお）新会長
京都大学卒。工学博士。専門分野は住居学、
都市計画。大阪市立大学名誉教授、平安女
学院大学名誉教授。現在、NPO法人集合住
宅維持管理機構理事長。

設備総合改修の質疑に答える町田信男氏
（浜管ネット技術者部会）
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4月25日午後からはメインシンポジウム。
今大会は「人口減少とマンションの未来像」
をテーマとした

有部分の工事に積立金を取り崩す場合の管理規約の確
認、専有部分にかかる管理組合の計画修繕の工事内容の
周知徹底など、注意するポイントを上げた。また、共
用・専有部分の設備改修工事を行った10事例から工事
内容や工事費用の考察も行った。
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マンションの新たな管理ルールに関する検討会

報告書・パブリックコメント素案
（マンション標準管理規約改正案）

4

１．外部の専門家の活用など管理組合の業務体制・運営のあり方
1-1．専門家活用のパターンとそれぞれの必要性
＜従来どおり理事会を中心に管理組合の運営を行う中で、外部
の専門家が管理組合の役員に就任するパターン＞
①理事・監事外部専門家型または理事長外部専門家型
・役員のなり手不足等で適任者がいない問題に直面した場
合、外部の専門家が役員に就任する管理方式
＜外部の専門家が区分所有法上の管理者となって管理を執行
し、理事会または総会がその執行を監視・監督するパターン＞
②外部管理者理事会監督型
・区分所有者に管理意識があるマンションで、専門家に執行
権限と責任を持たせる一方、理事会が執行状況を監視・監
督する管理方式
③外部管理者総会監督型
・小規模な管理不全マンションなど、専門家に執行権限と責
任を持たせる代わりに、理事会ではなく、意識の高い区分
所有者が専門家を直接監督する管理方式
1-2．役員の資格要件及び欠格要件
○第35条2項改正…「専門知識を有する者を役員等として
活用できるようにする」
○専門家や法人組織から役員を派遣する場合、役員の欠格要
件を新たに盛り込む
○役員に就任する外部専門家への監督強化のため…①理事会
の権限として理事の職務執行の監督等の位置づけ ②理事
長の職務執行状況の定期報告義務 ③理事による理事会の
招集請求 ④監事の理事等に対する調査権 ⑤組合に著し
い損害を及ぼす恐れのある事実の理事から監事への報告義
務 ⑥監事による理事会の招集請求 ⑦監事の理事会への
出席・意見陳述義務 ⑧監事による理事の不正行為等の報
告義務 ⑨監事による総会提出議案の調査・報告義務
○「②外部管理者理事会監督型」「③外部管理者総会監督型」
を採用する場合…①第38条2項「理事長は、区分所有法
に定める管理者とする」を撤廃 ②理事長・理事会、管理
者の業務・権限の整理 ③外部管理者の選任・解任を総会
決議とする ④外部管理者・役員の欠格要件
1-3．役員が利益相反取引を行う場合又は理事会決議に特別な
利害関係を有する場合の措置、発注の適正化等
○第37条前後の解説コメントとして、①区分所有者の代表
者に求められる責務と、②利益相反取引の定義やケースに
ついて、具体的な解説を新たに記載する
○第37条を（役員の誠実義務及び利益相反取引の防止等）
とするか、第37条の後に（利益相反の防止）を新たに設
けるか
○個人・法人から派遣されるマンション管理の専門家が管理
者や役員に就任する場合の「発注・選定ガイドライン」策
定を解説（コメント）に加え、考え方・概要は適正化指針
に追加する
○同ガイドラインは、管理業者にも適用されることが望まし
いことを解説（コメント）や適正化指針に基本的考え方と
して記載する
1-4．外部の専門家が役員就任する場合の適格性の担保、利益
相反取引の防止、業務執行のチェック体制の充実、補償
能力の充実等
○規約には、役員の欠格要件、利益相反取引の防止、外部管
理者等に対する派遣元団体等による報告徴収や外部機関に
よる調査、財産毀損の防止の誠実義務等を新たに規定する
○規約のほか、解説（コメント）にも上記を新たに加える
○適正化指針には、「発注・選定ガイドライン」、財産毀損の
予防措置の推奨、外部監査の方法等を記載する
1-5．法人の意向を踏まえた者が役員に就任する場合の考え方
（特に、法人が区分所有者である場合）

○理事等に法人がなれない理由、法人が理事等に就任すると
いう誤った運用に対する注意喚起
○法人が区分所有者の場合、法人が指定した役職員等が就任
できる旨を解説（コメント）に追加
○区分所有者でない法人が管理の専門家として組合を支援す
るために役員を派遣する場合においても、総会承認を得て
就任できることを解説（コメント）に記載する
1-6．理事会における議決権の代理行使
○標準管理規約コメント第53条関係の「理事に事故があり
理事会に出席できない場合には、その配偶者または一親等
の親族に限り、代理出席を認める旨を規約にも定めること
もできる」について、会社法等の代理行使制限の解釈・権
利権の濫用・弊害事例等を踏まえ、次のような内容に改め
る
・理事は当人の資質、能力等に着目して総会で選任されるも
のであり、本人が理事会に出席するのは当然
・欠席する理事が事前に議決権行使書を出せるよう、書面を
もって表決することを認める旨を規約で定めることも考え
られる
・配偶者、一親等の親族、他の理事による代理出席は、規約
で認める旨の名分規定がない場合は認められない。代理出
席を規約で定めるのも望ましくない〈素案のママ〉
○運用面で理事会の開催頻度に影響が出る懸念等を考慮し、
代理出席を認める旨を規約に定めることもできる案につい
ても記載する
○解説（コメント）に、選択肢として、インターネット技術
によるテレビ会議等での理事会参加、議決権行使を認める
規定をおくことも新たに記述する
1-7．役員の補欠ルール
○補欠役員の選任方法は、現行第36条コメントのほか、あ
らかじめ補欠を定めておくか、総会決議で選任することが
できることを明示する
○解説（コメント）に補欠ルールの整備の重要性などを記載
する
1-8．役員の報酬
○第37条2項の解説を下記のとおり新たに設ける
①マンション管理上の環境変化等、役員報酬の支払いにつ
いて積極的に考えるべき背景 ②役員報酬の性格 ③役員
等業務の状況を的確に把握・評価できるよう、理事会の議
事録の区分所有者への開示等の必要性 ④報酬で期待され
る効果と報酬と法的責任の関係
1-9．専門家の能力向上・供給の方策
解説（コメント）に、専門家の能力等の例示、能力向上のた
めの取り組み・考え方を新たに盛り込む
2．総会の議決権割合等
2-1．総会の議決権割合、敷地の持分割合に対する考え方
○価値割合（間取りの多様化や仕様・階層による眺望等）で
総会議決権を設定する
○価値割合による議決権の設定により建替えの意思決定等の
合意形成を円滑化させることが期待できる
○第46条関係コメントに価値割合によって総会議決権を配
分することができるという選択肢を追加する
○「価値割合」という呼称による誤解のないよう、「専有部
分の大きさ・立地からくる効用の違い」、階数（眺望・日
照等）、方角（日照等）など、基準価値を設定する
○価値割合に基づく議決権割合は実際の販売価格とは比例す
るものではない
○分譲契約によって定められる土地持分割合も同様に、価値
割合に連動して設定することが考えられる
2-2．管理費、修繕積立金設定の考え方
○管理費、修繕積立金設定は価値割合ではなく負荷に連動す

8．駐車場の使用方法
○分譲時の既得権に関し、公平を確保することから選択肢を
示す
○駐車場が全戸分ない場合…①駐車場使用契約に試用期間を
設け、入れ替えを行う（定期的な入れ替え制） ②使用料
を高くしても特定の位置にしたい等、柔軟な料金設定で所
要の入れ替えを行う（料金差額方式） ③使用期間①と料
金格差②を組み合わせて入れ替えを行う
○駐車場が全戸ある場合も平置きか機械式か、屋根付きの区
画かなどにより入れ替えを行う
○近傍同種の駐車場使用料との均衡について、利便性の差異
も加味すべきものであることも解説する
○入れ替えの実施日は、あらかじめ外部の民間駐車場等に車
を移動させておく等の対策を解説（コメント）に記載して
おく
○空き駐車場は、財産の有効利用、財務基盤の強化の観点か
ら、組合員以外のものに使用させることも考えられる
○その場合、外部貸しのみ課税対象であるという内容を解説
（コメント）に記載する
9．専有部分の修繕及び専用使用権のある共用部分の修繕に係
る理事会決議を経た理事長承認
○第17条を「共用部分または他の専有部分の影響を与える
おそれのある専有部分の修善、模様替えまたは建物に定着
する部権の取付けもしくは取替え」と改正。また理事会決
議等、手続きに係る規定を改正する
○解説（コメント）で理事会承認対象を列挙する
○窓枠、窓ガラス、玄関扉、その他開口部について、管理組
合が計画修繕を実施できない場合、第22条2項を理事会
承認とする規定に改正する
○専有部分等の修繕工事が共用部分や他の専有部分に影響を
与えないことを担保するため、解説（コメント）に申請時
に提出させる資料および仕様、モデルを工事別に記載する
○専有リフォームについては流通のトラブル防止、流通促進
のため、適正化指針や新たなガイドラインで示す
10．共用部分に係る保存行為及び管理行為の取扱い
○「保存行為」において、定義（共用部分の現状を維持する
行為）を示し、具体的な範囲を例示する
11．災害等の場合の管理組合の意思決定手続き等
○管理者が「保存行為」として行える緊急工事の範囲を具体
的に列挙する
12．緊急時における専有部分等への立ち入り
○災害や事故が発生した場合の緊急避難措置としての専有部
分への立ち入り規定を設ける
13．新年度予算成立までの経常的な支出に関する整理
○新年度予算成立までの経常的な経費については、公益法人
における実務運用例を参考とし、理事会の承認で支出する
ことができるとし、事務処理の明確化を図る
14．暴力団等の反社会勢力の排除に関する規定
○組合員が区分所有権を暴力団関係者に賃貸した場合、その
賃貸契約の民事上の効力を否定することができるような実
効性のある規約とする
①組合員が住戸を賃貸する場合には、組合員（貸主）と借
主の間で締結する賃貸契約の中に、以下の条項を入れるこ
とを組合員の義務とする
衢 賃借人が暴力団関係者であることが判明した場合に
は、賃貸人は当該賃貸契約を解除することができる
衫 賃貸人が上記解約権を行使しないときは、管理組合は、
賃貸人に代わって解約権を行使することができる
②組合員が、①のような暴力団排除条項を入れない賃貸契
約を締結し、賃借人が暴力団関係者であることが明らかに
なったときは、管理組合は賃貸人に対して、違約金を請求
ことができる
○暴力団事務所としての住戸の使用等の事実行為に対して、
使用禁止を請求することができる旨の新設する
○暴力団等関係者への譲渡についても、上記賃貸契約に係る
ものと同様であること等、解説（コメント）に記載する
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るもので、従来と同様に専有部分の床面積を基にした設定
方式でよい旨を解説（コメント）に記す
3．マンション管理組合と自治会の関係、コミュニティ活動
3-1．マンション管理と自治会費の徴収・支払い
○自治会費の望ましい徴収方法
①自治会への加入強制化の防止の徹底 ②自治会退会希望
者からの徴収回避に方法 ③自治会費の経費区分 ④管理
組合による自治会費の代行徴収負担の整理を27条関係コ
メントに記載する
○費用徴収方法等の峻別さえすればよく、自治会活動を積極
的に進めれば良い旨を、適正化指針で補足する
3-2．標準管理規約「地域コミュニティに配慮した居住者間コ
ミュニティの形成」の取扱いと管理費からの支出
○管理費からの支出等をめぐり、マンション内の内紛、訴訟
リスク等の発生をできるだけ回避することが望ましい旨を
示しつつ、第27条・第32条から「地域コミュニティに
も配慮した居住者間のコミュニティ形成」を削除する
○第27条・第32条コメントにおいて、管理業務と認めら
れ、管理費から支出しても問題ない活動についての考え方
を示す
○解説（コメント）・適正化指針で、今回の改正は合意形成
の支障や訴訟リスク回避のためであり、コミュニティ活動
は資産価値の向上にも効果があり得る場合も想定されるた
め、積極的な展開の旨も記載する
4．総会における議決権の代理行使の範囲に対する考え方
○代理行使者の範囲について、財産権の保護の観点から組合
員と利害関係の一致するものとして、①他の組合員 ②配
偶者または一親等親族に限定する
5．総会における白紙委任状の取扱い
○総会における白紙委任状の取り扱いについて解説（コメン
ト）に記載する
・組合員は、自らの総会に出席して議案の賛否を直接意思表
示することが望ましい
・組合員は、やむを得ず出席できない場合には、議決権行使
か代理人を記載した委任状を用いることが重要である
○解説（コメント）には上記2点（区分所有者の責務・白紙
委任状によらない賛否の表明の例示）を記載する
6．会計情報や管理に関する情報の開示
○マンション市場に広く開示されることで役員の適正な業務
執行の促進が図られる
○既存マンション購入希望者や代理・仲介業者には情報開示
がより求められる
・例えば修繕積立金の積立状況、管理費等の滞納の状況、修
繕履歴や長期修繕計画の内容等について、外部開示の規
定・理事長の責任を明確化する
・電磁的な記録で保管する文書として、現行規約、総会議事
録、会計帳簿、組合員名簿等、管理主体を「管理組合」か
ら「理事長」に統一して整理する
7．管理費等の滞納に対する措置
○解説（コメント）に、管理費等の滞納への対策の重要性等
を明記する
○第25条に管理組合の財産調査に応じる義務を追加。解説
（コメント）に区分所有法30条により、財産調査のため
の同意書は要しない等を記載する
○第26条で、駐車場使用料も特定承継人に対しても行うこ
とができる旨規定する
○第60条コメントに、管理組合が財産調査を行うことがで
きる旨を新たに規定する
○第60条コメントに、競売物件について区分所有法59条
関係を詳しく解説する
○第60条コメントに、遅延損害金を解説する
○第60条コメントに、弁護士費用の徴収について解説する
○第60条に、管理費等の徴収日を前月の○日までにと規定
している部分について、徴収日は別途定めると改正する
（管理業者・金融機関の納付期日の変更に円滑に対応でき
るようにするため＝コメントで解説する）
○管理費等の滞納対策フローチャートを新たに作成する
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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26年度＆27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、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研修セミナー」。
CPDとは「継続的能力開発=Continuing Professional Development」の略です。
平成26年度は5回の研修セミナー・工事見学会を開催。平成27年度も3、4回の実施を予定しています。

平成26年度第4回 2月15日豸10：00〜11：30
テーマ：「大規模な耐震改修工事見学会」
〜震度7に耐えられるマンションに！722戸の大規
模団地〜
協 力：河原町分譲共同ビル管理組合法人／発注者、㈱川崎
設計／コンサルタント・監理、㈱竹中工務店／設
計・施工
会 場：河原町分譲共同ビルクロスハート大会議室（川崎市
幸区）
共 催：川管ネット
当日は3部の入れ替え制で、近隣の町内会やマンション自
治会、東京大学や日本大学、東洋大学の研究室、建築業者、
マンション管理組合ネットワーク、マンション管理士会など、
計193人が参加した。工事期間は平成26年7月から今年7月
末までの約13カ月間。現在は中庭側に杭工事から新設する
鉄骨ブレースの組み立てが完成する段階で、今夏までに完成
を目指す。
耐震改修への取り組みは平成21年から開始。平成25年5
月の定期総会において、設計費4,000万円、工事費10億
5,000万円、監理費1,700万円（消費税は別途5%）で承認
された。
平成26年、「川崎市マンション耐震改修工事等事業助成制

中庭側に設置する増設壁補強

工事見学会の進捗状況を説明する
神品勝征理事長

平成26年度第5回 3月14日貍17：30〜20：30
テーマ：「マンション内住戸設備改修」
〜やってはいけないこと〜
講 師：京浜管鉄工業㈱・崎山隆一氏、川本工業㈱・堀金俊
介氏、㈲エルグ（電気設備設計）・井田洋一郎氏、
四季の香弐番街団地修繕委員長・松尾義一氏
会 場：かながわ労働プラザ（Lプラザ）ホールA（横浜市中区）
共 催：一般社団法人マンションリフォーム技術協会（marta）
マンションへの永住意識が高まる中、リフォームを行う住
戸が増えているが、マンションのルールも知らない業者に任
せっぱなしで、後のトラブルにつながるケースも絶えない。
そこでマンションリフォーム技術協会（Marta）が専有部
分リフォームに関する基本的な注意点について、給排水、空
調、電気設備、建築工事など項目ごとに整理・上梓した『マ
ンション住戸内設備改修〜やってはいけないこと〜』をテキ
ストに、Marta設備部会のメンバーを講師としてセミナーを
行った。
リフォームの際に不要な配管を撤去しなければ水質に悪影
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度」（工事費用の15.2%かつ戸当たり30万円以下）を利用。
工事が2年にかかるため、工事費用は年度ごとに分けて申請
することができた。神品勝征理事長は、「やはり費用が出なけ
れば工事はできない。川崎市への交渉、調整に時間を費やし
ました」と語る。
今回の大規模な耐震改修プロジェクトの特徴について、工
事監理を担当した川崎設計の坂東保則・一級建築士が1．共
用部分のみの補強（バルコニーを含む専有部分には変更を加
えない）、2．「住みながら」を意識した工事の実現（騒音や
日常動線など工事に伴う住環境への影響を最小限に抑える）、
3．設計・施工の一貫体制（工事技術のほかにも、工期、工
費〈＝助成制度の利用、消費税値上がり等〉）で最適化を図る、
を心がけたと説明した。
座学のあとは設計・施工者である竹中工務店の担当者の説
明のもと、現場見学を行った。
＜建物概要＞
構造・規模／昭和50年（1975年）竣工・SRC造15階建
て・6棟693戸＋店舗29戸
分譲業者／神奈川県住宅供給公社、川崎市住宅供給公社
管理形態／自主管理
工
期／平成26年7月1日〜平成27年7月31日（予定）

耐震工事を見学する参加者ら

養生の内側（共用廊下）から見た
鉄骨ブレース

響が出る、縦管接続部まで確実に交換しなければ漏水の危険
があるなど、
「住戸内のリフォームやってはいけないことは何
か」をテーマに数多くの注意ポイントを上げた。
また、工事内容の是非のよりどころとなる「住戸内リフォ
ームガイドライン」（モデル）も提示。マンション内での専有
部分のリフォーム工事が適正かつ円滑に行われるための手引
きとして、各管理組合がそれぞれのガイドラインを作成する
ことが望まれる。

当日の参加者は約100人。一般
管理組合の参加も多かった

「住宅内リフォーム工事ガイドラ
イン」（モデル）を解説する松尾
義一氏

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 蕁・FAX：045-620-6300 E-mail：info@jinkan-net.com

平成27年度第1回 4月18日貍13：30〜16：30
テーマ：「マンションの太陽光発電について考える」
講 師：神奈川県産業労働局地域エネルギー課・山田健司氏、
三菱電機クレジット㈱・佐藤永進氏、㈱京セラソー
ラーコーポレーション・松野義弘氏
会 場：よこすか産業交流プラザ第2研修室（横須賀市本町）
共 催：よこ管ネット
神奈川県が進める「かながわスマートエネルギー構想」。
（1）原子力に過度に依存しない（2）環境に配慮する（3）
地産地消を推進する、を「3つの原則」としている。
中でも再生可能エネルギーとして、県が期待しているのが
太陽光発電のポテンシャル。特に経済産業省調査では、棟数
や屋根に活用可能範囲から「共同住宅」部門で神奈川県が全
国2位の評価を受けた。
27年度太陽光発電における売電は、共用部分10kW未満
が33円（余剰売電・10年）、10kW以上27円（全量売電・
20年）。導入費用の回収から何年後に管理組合の収益となる
のかはマンションの形状や立地によって異なる。

三菱電機クレジットではリース方式を推進。管理組合にと
って初期投資は不要で、約10年目までに設備投資費が回収
されることで、11年、12年後から収益に転じる計算式が一
般的な説明のようだ。リース料金から売電収入、節約した電
気使用料の差額が管理組合の収支になり、導入費回収と収入
が同時に行われることになるという。また、メンテナンス費
等、契約期間中も三菱電機クレジットの負担となる。将来的
なものだとしても、管理組合が視野に入れておくべき課題で
ある。

神奈川県・地域エネルギー課の
山田健司課長

リース式の太陽光発電導入を進め
る三菱電機クレジット・佐藤永進
営業部長

神奈川県「マンションサポートシステム」開始

県と管理組合支援団体が連携、維持管理・再生をサポート

◆神奈川県マンションサポートシステムとは…
神奈川県とマンション管理組合に対する支援を目的とする
団体が連携し、管理組合に対し、マンションの適正な維持管
理や円滑な再生をサポートするシステムの構築を目指す。
具体的には、既存のマンション関係のネットワークを対象
としたヒアリング調査やマンション管理に関するセミナーの
開催、本年度本格的に運用を予定しているマンション関連団
体登録制度などを行う。

セミナー後は見学会。写真は免
震装置について説明を受けてい
る様子

大きな自家発電装置。他にも
1980褄の燃料槽がある
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神奈川県では、マンション問題は行政やNPO等が一体となって管理組合を支援していくことが重要だとして、「マ
ンションサポートシステム」開始した。
同システムはマンションの適正な維持管理や円滑な再生の支援が目的で、システム稼働第１弾は「マンション大規
模修繕工事と長期修繕計画」をテーマとした連続セミナー。メインテーマの講師には浜管ネットの田邉邦男会長（一
級建築士・マンションリフォーム技術協会）が担当した。
第2回は3月1日、JR橋本駅近くの超高層マンション・オラ
2/28藤沢、3/1相模原、3/15横浜でセミナー
リオンサイト管理組合（2003〜04年竣工・RC造・4棟・
今回のマンションサポートシ
18〜32階建て・878戸）共用棟のコミュニティーホールで、
ステム事業は、県内3地域（藤
かながわ県央ネットの向井邦良会長が「永住できるマンション
沢、相模原、横浜）で公益社団
の条件」と題して、災害時におけるコミュニティー形成の重要
法人かながわ住まい・まちづく
性を語った。また、オラリオンサイト管理組合の協力を得て、
り協会が県から受託して実施し
同管理組合共用棟の給水設備や免震装置などの見学会も併せて
た「マンション管理セミナー」
。
行った。
2月28日藤沢市労働会館、3
3回目は3月15日、横浜市開港記念会館で神奈川マンショ
藤沢、相模原、横浜の3会場で、メ 月1日オラリオンサイト管理組
ン管理士会・横山修三副会長が、
「管理組合の運営」と題して、
イン講演を務めた田邉・浜管ネット
理事会の運営、管理組合の会計業務、管理業務委託、長期修繕
合共用棟コミュニティーホー
会長（写真は藤沢市労働会館にて）
計画、総会の運営など管理組合の代表的なテーマについて講演
ル、3月15日横浜市開港記念
会館で、3回行った。
を行った。
3回ともメインテーマは、マンションの建物や設備の維持保
3会場を合わせた受講者は54人。今後は、県内各地で地元
全の視点から「マンションの大規模修繕工事と長期修繕計画」
自治体などの後援や協力を得ながら、さらに掘り下げたテーマ
で、講師は浜管ネット・田邉会長が務めた。
を設定し、管理組合にとって役に立つセミナーを開催していく
田邉会長は講演で、長期修繕計画とその内容、大規模修繕工
予定としている。
事の進め方、専有部分の設備改修、マンションの長命化・再生
の財源と資金計画等について、マンション管理初心者にもわか
りやすい口調で解説した。
メイン講演のほかは、各開催場所が担当となり、講師を務め
た。
2月28日（藤沢）は湘管ネットの藤木賢和会長が「マンシ
ョンの管理不全に立ち向かう事例と提案」をテーマに、管理組
合の運営を活性化するための具体的な方策を説明。（1）役員
超高層マンション・
オラリオンサイト共用棟コミュニ
資格者を拡大する（2）組合活動の労働を金額換算する（3）
オラリオンサイト
ティーホール
第三者の専門家を顧問にする…。管理運営の不全化を未然に防
ぐことの重要性を話した。
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浜管ネット
2／25
知って得する！シリーズ
高経年マンションの大規模改修ビフォー・アフター
技術者部会・専門業部会建築分科会Dグループは2月25日
貉18時から、かながわ労働プラザ（Lプラザ）5・6会議室で
「高経年マンションの大規模改修ビフォー・アフター」をテー
マにセミナーを行った。
第１部は技術者部会の岡田英二・一級建築士、専門業部会の
リノ・ハピア㈱・天田裕之氏が大規模改修計画、劣化と対策に
ついて解説した。建設後30年、40年経過したマンションで
は、修繕範囲や修繕項目が増える。（1）物理的な老朽化＝経
年劣化、（2）居住者の生活の変化＝家族構成の変化、デザイ
ンの陳腐化、性能向上（耐震化、省エネ化）などについての説
明があった。
第2部は三和建装㈱・野本弘之氏が具体的な事例を紹介。建
具・金物工事（玄関扉、手すり、面格子、サッシ）、エントラ
ンス工事（インターホン、集合ポスト、スロープ、段差解消、
自動ドア、インターロッキング、意匠改修）、外構工事（駐車
場、擁壁、植栽、アスファルト舗装、ゴミ置き場）、その他工
事の事例を解説した。
心地よく、機能的で末永く住まい続けるためには適切で的確
な改修工事計画が必要となる。増えてくる高経年マンションの
管理組合にとって貴重な内容のセミナーとなった。

高経年マンションの改修計画を説
明する技術者部会・岡田英二氏

専門業部会からはリノ・ハピア
㈱・天田裕之氏、三和建装㈱・野
本弘之氏が事例紹介等を行った

・主要な工事周期ごとに施設・設備の向上を図り、新規供給マ
ンションの水準に近づける
・修繕積立金にある程度の余剰積み立てをしておく
・耐震補強や外断熱工事などの特定の目的のためには特別修繕
積立金方式も射程に入れる
・専有部分まで踏み込み、「共同管理」と「個別（私的）管理」
の概念の導入も視野に入れる
さらに山本教授自身が住む若葉台住宅管理組合協議会が
2007年に制定した「100年マンション憲章」を紹介。関東
学院大学山本研究室の調査研究から、専有部分の改善事例や増
築の傾向・課題など研究結果を報告した。
若葉台住宅管理組合協議会では2013年度国土交通省の助
成金を得て「若葉台100年プロジェクト」ワーキンググルー
プで検討を開始した。具体的には①大規模修繕工事の周期延長
②階段室いす式昇降機設置の検討③転出入バンクと世代循環型
団地形成への条件の検討となっている。
全管連は2010年、特に省エネ・再生を射程に入れた「マ
ンション再生法」の制定を提言した。「建て替えないで『マン
ション再生』を提起する」ことが着眼点であり、そのためにも
「動的管理」が欠かせないことになる。
第2部は参加者によるフリーディスカッション。最初に参加
者全員の自己紹介を行い、それぞれのマンションの住環境を簡
単に述べることからはじめた。
最初の議題テーマは、修繕積立金取り崩しによる専有部分の
設備配管の修繕工事について。まずは2年前に管理組合による
共用・専有部分一括工事を行った事例を紹介。このマンション
では合意形成に問題がなく、規約改正もなく工事を実施した。
一方、漏水事故があっても専有配管であるという意識のない
住民もいることから、部分的修繕のしようがないという事例も
あった。
100年プロジェクトの検討事項で、専有部分の管理組合に
よる共同管理・修繕積立金取り崩しによる修繕工事について規
約改定案のポイント説明も行った。
損害保険の値上げや新規引き受け不可などについて討論とな
った。参加者は高経年マンションが多く、昨今の保険会社への
対応の厳しさを訴えていた。

3／18
2014年度第２回研究会
マンション『再生』という考え方
3月18日、「マンション『再生』という考え方」と題して、
関東学院大学名誉教授で全管連会長の山本育三氏（浜管ネット
監事）を講師に石川町のかながわ労働プラザ（Lプラザ）で、
2014年度第2回浜管ネット研究会を行った。
研究会は会員対象で、参加者は約20人。第1部は山本教授
による講演で、山本教授が2013年に上梓した『マンション
の動的管理』をもとに「マンション再生―長寿命化と改良によ
る再生―」について説明が行われた。
山本教授があげる「マンションの動的管理」の具体的な取り
組みは下記の通り。
・管理開始時の管理規約等を時代の変化にそって流動的に改
正・運用を図る
・長寿命化を射程に入れた長期修繕計画を立て着実に実施する
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講師を務めた関東学院大学名誉教
授・全管連会長・浜管ネット監事
の山本育三氏

研究会は会員限定。少人数制で活
発な意見交換が行われた

4／15
技術者・専門業合同建築分科会Eグループ
映像で見せる・聞かせる大規模修繕工事
建築分科会Eグループは4月15日貂18時から、川本工業㈱
本社8階会議室で技術者部会・専門業部会合同セミナーを行っ
た。
今回のEグループのセミナーは、昨年につづきメンバー各社
が撮影した工事の具体的な作業状況を編集してDVD化。映像

をもとに工法、工程、作業時の音などを解説した。
映像に先立ち、技術者部会の阿部一尋・一級建築士が大規模
修繕工事の流れを「検討のきっかけ」「体制づくりとパートナ
ー選び」〜「工事完了」まで10ステップで紹介した。
映像の具体的な作業内容は、仮設事務所・倉庫等の設置、足
場の搬入・仮設作業、外壁タイルの薬品洗浄・高圧水洗浄、外
壁・天井・鉄部の塗装、屋上・バルコニー床・廊下階段床の防
水工事、玄関ドア更新・手摺交換・サッシ交換など。
映像によって、足場固定でアンカーを打ち込む際のドリルの
音、タイルの打鍵診断での音の違い、高圧洗浄の水しぶき、3
度塗りする塗装材料の違い、防水シートの溶着の様子など、管
理組合の理解や住民への協力があった方が、どれほど工事がス
ムーズに進むかがわかった。
途中、休憩を入れながら映像を流したが、トータル約1時間
30分。参加管理組合も飽きることなく、あっという間に時間
が過ぎた印象だった。

映像に先立ち、技術者部会の阿部
一尋・一級建築士が大規模修繕工
事の流れを説明

会場は川本工業㈱本社8階会議
室。30人超の参加者があった

考えることが大切」。震災では停電、給水ストップ、携帯電話
の使用不能、地盤沈下等、マンションに何が起こるかを想定し、
とにかく生き延びるために何が必要かを知ることだという。
東日本大震災で被害を受けた浦安地区の状況について、建物
と道路の段差、幅1m以上の地割れ、貯水槽の破断などを写真
で紹介。次に仙台での被害…壁の剪断破壊やひび割れ、受水槽
の破断、または復旧で力を合わせるマンション住民たちの様子
を写真とともに説明した。
阪神・淡路大震災の被害状況も写真で説明。過去の被災事例
を忘れずに震災対策をすることをすすめた。
テキストはマンション管理センター発行の冊子「マンション
管理組合のための震災対策チェックリスト」。1．命を守り、
被災後の生活を維持するために必要な備え、2．できるだけ早
い復旧のために必要な備え、3．建物・設備の被害を最小限に
するための備え、の3つの備えから重要な20項目をピックア
ップし、リストにした。

講演するマンション管理センター
の廣田信子参与

基礎セミナーは毎回100人超が
参加する

2／21
平成26年度 第４回セミナー
大規模修繕工事とライフサイクルコスト（LCC）
映像での取り組みは昨年につづき
2回目

施工に伴う音、作業員の動作など
が非常にわかりやすい

川管ネット
2／8
平成26年度第２回基礎セミナー
「マンションの震災対策チェックリスト」

当日は約40人が参加。1部では
㈱改修設計・佐藤信久氏が大規模
修繕とLCCについて講演

2部では高橋秀行理事がLCC的考
察から給・排水管工事の費用節減
について話した
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2月8日、川崎市総合福祉センター大会議室（エポックなか
はら）で平成26年度第2回マンション管理基礎セミナーを行
った。「マンションの震災対策チェックリスト〜マンション防
災の重要ポイント〜」と題して公益財団法人マンション管理セ
ンターの廣田信子参与が講演した。参加者は約120人。主催
は一般社団法人川崎市まちづくり公社で、川管ネットは共催で
ある。
現在、行政は自治会、町内会単位で防災を講じているが、管
理組合にしかできない対策もあり、「どっちが何をやるべき論
ではない」と廣田氏。建物の復旧というもっとも重たい問題は
管理組合の仕事であり、できるだけ早い復旧のために必要な備
えは震災対策チェックリストの中でも大きな問題といえる。
ただし、すべてのマンションですぐに震災対策ができるわけ
ではなく、廣田氏は「今できることからはじめて、はじめたこ
とを積み重ねてマンション独自のマニュアルとなる」
と述べた。
「まずは発災後3日間、マンションの中で生き延びる方法を

2月21日、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
第三会議室で平成26年度第4回川管ネット管理セミナーを行
った。
マンションを長く維持するためには、トータル的にどのよう
な考えで工事を行えば費用が最小にできるのか。つまりはライ
フサイクルコスト（LCC）を理解することが必要となる。そ
の点を㈱改修設計の佐藤信久・南関東支店長、川管ネットの高
橋秀行理事が解説した。
改修設計の佐藤氏は、補修とバリューアップする改良の総合
的な考え方のもと、1 回目より2 回目、2 回目より3 回目の
ほうがかかる工事費の意味を説明し、それゆえライフサイクル
コスト（LCC）を前提に資金計画・工事計画の検討を行うべ
きとした。
高橋理事は給排水管工事におけるトータルコストを検討。最
終的には普段の維持管理からライフサイクルコスト（LCC）
的な考え方（天ぷら油を台所排水に流すな！）等、生活におけ
る建物・設備への影響を和らげることが重要だと説いた。
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3／6
正会員＆賛助会員の情報交換会
新規加入の紹介、懇親会を実施
3月6日貊18時から、川崎産業振興会館9階第3研修室で
2014年度第1回「正会員と賛助会員との情報交換会」を行っ
た。昨年度は例年にない大雪より懇親会を中止したが、今年度
は12管理組合・13社、川管ネット理事等を含め50人超が集
まり、交流を深めた。
当日は相川洋明会長が体調不良のため、高橋秀行理事の講演
｢最近のマンション相談窓口での動向について｣ から開始。新
規加入の管理組合・団体賛助会員の紹介を行った。
意見交換では、管理組合から「管理会社が重要事項の説明を
する場合、理事会に諮らなくても総会で説明・承認されれば有
効か」という質問があり、管理会社から「権限の点では、総会
が最高議決機関で、理事会は執行機関なので、最上位の総会で
承認されれば有効である。ただし、手続き上は理事会に諮り、
理事会で承認された議題が総会で決議されるのが通常の流れで
あるので理事会をきちんと機能
させることが望ましい」とする
アドバイスがあった。
19時30分からはJR川崎駅
前の居酒屋で懇親会を実施。宴
席ではいつもと違った交流がで
き、参加者の満足を得られたよ
賛助会員がそれぞれ会社紹介する
うだった。
コーナーも設けた

よこ管ネット
2／14
よこ管ネットセミナー
「大規模修繕工事費を削減する方法」
2月14日、ヴェルクよこすかで「大規模修繕工事費を削減
する方法」をテーマによこ管ネットセミナーを行った。
講師はすべてよこ管ネット理事の村松修氏、斎藤秀人氏、唐
鎌智氏。村松氏は屋上、外壁、給排水設備の修繕項目の部位別
修繕耐用年数の目安を列記し、説明を行った。特に海に囲まれ
た三浦半島では海岸近くに立地するマンションが多く、金属製
品の劣化が早く、耐用年数が短いものもある。
こうしたことから足場がなくてもできる個所は大規模修繕工
事に合わせず、早い対応をとることで延命につながることもあ
ると説明。それが大規模修繕工事時の費用負担の軽減につなが
り、なおかつ、きれいな環境で快適な生活を過ごすのに工夫が
必要となるとした。
斎藤氏は、共通仮設では現場事務所の集会所利用、作業用駐
車場の確保の仕方などで削減余地があること、シート防水では
撤去費用が高いのでカバー工法を用いて撤去は3回目まで行わ
ない、内壁塗装は足場が必要ないので先延ばしにする、塗料そ
のものは安いので良いもので耐候性、耐用性の高いものを使用
することで修繕周期を延ばすなど、長期的な視野で工事費の削
減を講じることも方法のひとつとした。
タイルは焼き直しに費用がかかるので、販売しているときに
買いだめをするなど在庫の確保が重要だという説明を行った。
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唐鎌氏は共用スペースにおけ
る外観の管理状況が大切だと説
いた。必要な修繕は紙の上での
削減ではなく、管理組合が描く
ビジョンやライフサイクルコス
トに則ったものであることが必
要で、資産を守りたければ外観
に気を使うことが大切だと話し
た。

斎藤秀人理事は施工方法による工
事費削減を解説した

修繕項目の適時期を説明する村松
修理事

管理組合が描くビジョンやライフ
サイクルコストの必要性を説く唐
鎌智理事

湘管ネット
3／28
「小規模マンションの管理委託契約」
適正診断のチェック、見直し手順等を説明
3月28日、藤沢市の藤沢商工会館で「小規模マンションの
管理委託契約」をテーマにセミナーを開いた。講師は賛助会員
である管理会社㈱ウィッツコミュニティの生井伸幸氏（管理業
務主任者）が務めた。
20〜30戸のマンション80棟以上管理してきた実績がある
という生井氏は、小規模マンションほど、管理に無関心なケー
スが少なくないとした上で、適正診断のチェック盛り込みなが
ら基本的な管理委託契約書の概要を説明した。
委託契約書の確認方法、注意事項、見直しの手順などについ
てもわかりやすく解説を行った。
質疑応答では、参加者からの「小修繕の金額が適正かどうか
わからない」という問いに対して、「管理会社の協力会社以外
から見積もりを取ってみる方法もある」と回答。
一方で、「管理会社の提案は地場の業者より高くなってしま
うこともあるが、それはマンションに精通している、工事監理
も含んでいるなどの要因がある。不具合があった場合も逃げら
れない、といったメリットもある」という説明もした。
その他「遅延損害金はいくら
の設定がよいか」「弁護士費用
は規約に盛り込んでおいたほう
がよいか」「管理費と駐車場使
用料を一緒にしているが…」
「通帳と印鑑の保管方法は？」
など参加者からの情報交換も活
委託契約に基づくマンション管理
発で、交流会のように意見が飛 について解説する㈱ウィッツコミ
ュニティの生井伸幸氏
び交うセミナーとなった。

お 知 ら せ
新 会 員 紹 介

かながわマンション支援団体登録制度発足
神奈川県は平成27年5月1日、分譲マンション管理
組合の活動を支援する環境の整備を図り、県のマンシ
ョン施策の推進に資することを目的に「かながわマン
ション支援団体登録制度」を発足しました。
管理組合の支援を主な事業としている団体が対象で、
その活動をさらに積極的に展開できるような体制が整
備されることになります。
神管ネットおよび傘下の各地域ネットワークはまさ
に制度上の「管理組合支援団体」であり、制度への登
録後、今後も地域における市町村やマンション管理組
合との交流促進を目指していきます。
また、本誌6,7ページに掲載したCPD制度（マンシ
ョン派遣アドバイザーに対するポイントシステムの措
置など）、マンションサポートシステム事業にも関連し
ます。
神管ネットおよび傘下の各地域ネットワークがマン
ション支援を行う上で、さらに活動しやすくなるとと
もに、全国でトップのマンション行政が行われること
が期待されます。

◆正 会 員
名 称

加入ネット

棟数

戸数

竣工年

ソフィア・ガーデンズ
川 崎 管 理 組 合

川管ネット

1

166

1999

相 模 台 ハ イ ツ
管
理
組
合

かながわ県央ネット

3

110

1971

グランシーナ大和ステイ
ションプレイス管理組合

かながわ県央ネット

1

108

2005

グレーシアブランシェ
横浜山手管理組合

浜管ネット

1

54

2005

団 地 管 理 組 合 法 人
若葉台東マンション管理組合

浜管ネット

5

642

1979

主な業種

◆ 賛助会員
名 称
㈱櫻

加入ネット
井

資本金

設立年

大 規 模 修 7,000
浜管ネット
万円
繕工事

1967

クボタシーアイ㈱

浜管ネット

設備・管材
30億円
メーカー

2005

双日総合管理㈱

川管ネット

マンショ
3億
2,400円
ン管理

1989

㈱ 翔 榮 建 設

川管ネット

マ ン シ ョ 1,000
万円
ン改修

1992

㈱クローバー管理

川管ネット

マンショ
ン管理

700
万円

2003

㈱ 神 奈 川 建 物
リサーチセンター

よこ管ネット

設計・
監理

8,000
万円

2014

シ ン ヨ ー ㈱

湘管ネット

大規模修
繕工事

5億円

1952

神奈川県庁

NPO広管連探訪

シルバー人材センターと連携
マンション管理員講習を実施

左から長宏行理事長、小林利生理事、江上
八十一理事、清水郁雄理事、吉本清理事

NPO広島県マンション管理組合連合会
〒732-0807
広島市南区荒神町5-5 ライブタウン荒神町2
蕁082-568-8752

事務所は路面電車の広電・猿猴橋町（えんこ
うばしちょう）駅から徒歩3分

事務所は平日10時〜17時、常時2、3人が
詰めており、マンション相談を受けることが
できる

Kanagawa Mansion Network 33

日本マンション学会が広島工業大学で行われるということ
から、学会翌日の4月27日、NPO広島県マンション管理組
合連合会（広管連）の事務所にお邪魔してきました！
広管連は1986（昭和61）年、当時におけるマンション
関連の情報不足、組合運営のノウハウ・経験不足、トラブル
等の解決窓口がなかったことから、交流の場がほしいという
願いで設立しました。現在、会員は116管理組合7,014戸
（平成27年1月現在）です。
設立当初、洗浄不足の海砂を使用したコンクリートの多用
が原因で鉄筋の腐食から発生し、コンクリートが剥落すると
いう事態が社会問題となっていたといいます。
広管連発足に参加した15管理組合はNHK広島放送局に全
面協力し、当時放送されたドキュメンタリー番組「マンショ

ンの壁が落ちる・検証コンクリート劣化」の制作にかかわっ
たそうです。
これにより、広管連は広島を中心とした中国地方のマンシ
ョン問題の駆け込み寺として周知されていきました。
以来30年。各種セミナーや工事見学会、相談会のほか、
広島県シルバー人材センター連合会の委託を受け、
「マンショ
ン管理員講習」等を行っています。
長（おさ）宏行理事長は「各地域の管理組合団体が情報交
換をし合って、もっと会員管理組合を増やしていきたい」と
話します。マンション問題の当事者団体として存在感を行政
に示していく役割は、全管連メンバー全団体が担っていると
いえるでしょう。（kitami）
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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

金融・保険

企 業 名
所 在 地
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

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 川 湘 【窓口】東京都新宿区新宿2-3-15 神奈川県内で約1,200管理組合（約
くらしサポートデスク
薔0120-264-406
dk-jtksuisin@grp.daikyo.co.jp
http://www.daikyo-astage.co.jp

株式会社
大京アステージ
マンション管理

浜 よこ 【横浜支社】

大和ライフネクスト
株式会社

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

マンション管理 神 浜 川 よこ 首都圏第二事業部
（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

P R

浜 川 よこ 横浜支店

日本ハウズイング
株式会社
マンション管理

浜 【本社】

野村不動産パートナーズ
株式会社
マンション管理

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル
【横浜支店】
横浜市中区住吉町2-24 KYビル
蕁045-227-7710
http://www.nomura-pt.co.jp

浜 本社

三井不動産レジデンシ
ャルサービス株式会社
マンション管理

横浜市西区北幸2-15-10
オーク横浜ビルディング5階
蕁045-412-3800
蕭045-412-3801
http://www.e-kanri.info

浜 よこ

明和管理株式会社
マンション管理

ライフポート西洋

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。

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。

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

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

企 業 名

所 在 地

株式会社
グッド保険サービス
保険

浜 東京都中央区京橋1-6-1

株式会社
住宅あんしん保証

バスターズ

三井住友海上テプコビル6階
蕁03-3562-8122
蕭03-3562-8031
t-shibuya@j-anshin.co.jp
http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo

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。
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1,400棟で約
9割は管理組合様のリクエス
トです。

浜 川 東京都中央区東日本橋3-9-12 マン管専門の保険代理店で

マンション保険
12

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

Ｊビル2階
薔0120-540-931
蕭03-6800-1779
smile@ecrew.jp

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9社）
驚異の契約継続率が顧客満
足度の証です。

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

P R
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。

改修一般
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

株式会社
アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

株式会社

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
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

一ノ瀬建創

大規模修繕 浜 川 よこ 央 （関東支社）

コーポレーション
大規模修繕

建装工業株式会社
大規模修繕

東京都港区港南1丁目8番27号
日新ビル9階
蕁03-5479-1400
https://www.kashiwabara.co.jp

浜 川 よこ 横浜支店
横浜市西区平沼2-2-7
蕁045-290-6090
蕭045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp

神 浜 よこ

株式会社サカクラ
大規模修繕 神 浜 川 よこ 央

シンヨー
株式会社

株式会社
ヨコソー
大規模修繕

株式会社
ラクシー

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！
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。

川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4840
re-eigyo@sinyo.com
http://www.sinyo.com

創業85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。
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。

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
大規模修繕

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。

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。

蕁045-225-8200
（東京支店）東京都港区芝浦1-14-5
薔0120-040-011
http://www.daiwa-co.com

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。

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

P R

浜 川 よこ 央 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

保険

株式会社

株式会社大和

金融・保険
保険

三菱電機クレジット

株式会社カシワバラ・
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。
『くらしを見つめて、私たち
にしかできないことを。』と
いう企業ステートメントのも
と、お客様のニーズと時代の
トレンドに合った質の高いサ
ービスをご提供いたします。

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

所 在 地
浜 よこ 東京都品川区大崎1-6-3

株式会社
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。

東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
横浜支店
神奈川県横浜市西区高島1-1-2横浜三井ビル
薔0120-395-310
http://www.mitsui-kanri.co.jp

浜 横浜支店

株式会社

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

企 業 名
金融

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

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

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。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。

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

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。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

総合建設
企 業 名
大規模修繕

電気設備改修
所 在 地
浜

株式会社NB建設
（旧相鉄建設株式会社）
大規模修繕

地元に密着したゼネコンと
横浜市神奈川区栄町5番地1 して、建築・設備・耐震・
蕁045-451-8816（代表） 内装などのリニューアルを
お客様の立場でご提案。地
蕭045-451-8919
daimon-akiko@nb-const.co.jp 域社会の安心と発展に貢献
します。

浜 建設事業部

工藤建設株式会社

P R

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

おかげさまで地域の皆様よ
り活躍の場をいただいてお
ります。大規模修繕、耐震
補強、省エネ化等、建物に
かかわるご相談を承ります。
お問い合わせくださいませ。

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

よこ 本社：横須賀市内川1-7-23

文化興業株式会社

蕁046-837-2261
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

P R
『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。
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。
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。

企 業 名
電気設備改修

所 在 地

三沢電機株式会社

創業68周年、水漏れ、排水管詰まり
清掃、エアコン・給湯機の取替えか
ら給排水配管の全面改修工事まで、
何でもご相談に応じます。実績と経
験のもと、お客様のニーズにお応え
できる工事を提供していく所存です。

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

創業88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。

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
建材メーカー・販売 浜

タキロンマテックス
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。

東京都港区港南2-15-1
品川インターシティA棟30階
蕁03-5781-8101
http://www.t-matex.co.jp

マンションの開放廊下や共
用階段用の床材に特に力を
入れています。詳しくはホ
ームページをご覧ください。

外断熱・サッシ改修
企 業 名
外断熱メーカー

所 在 地
平河町ロンステート1階
蕁03-5216-1530
info@stojapan.com
http://www.stojapan.com

Sto Japan
株式会社
サッシ改修

P R

川 東京都千代田区平河町2-11-1

浜 よこ

株式会社LIXIL
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。

P R

浜 横浜市西区戸部町4丁目158番地

リニューアル

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

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

機械設備メンテ
企 業 名
機械式駐車場メンテ 浜

株式会社日本昇降機
メンテナンス

所 在 地

P R

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

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

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

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技
術
者
部
会

企
業
名
は
五
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順
に
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NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、星川晃二郎部会長を中心に、マンション改修工事に豊富
な経験を持つ一級建築士事務所等で構成しています。建物の現地相談から調査・診断、工事の設計・
監理まで、管理組合の視点でお手伝いいたします。
【問い合わせ】 浜管ネット事務局 蕁045-911-6541

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
蕁03-5623-3881
http://www.han-kenchiku.co.jp

石川裕子
Lapis建築工房

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

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

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

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

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

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

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

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
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
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
株式会社みらい

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

http://www5.ocn.ne.jp/˜ik-archi

okd-arc@mist.dti.ne.jp

http://homepage3.nifty.com/moa̲p

Kanagawa Mansion Network 33

氏名・所属事務所
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ション
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県ドリームハイツ
住 宅 管 理 組 合

Ｎ
Ｐ
Ｏ
浜 管 ネ ッ ト
正
会
員

■マンションデータ
所在地：横浜市戸塚区俣野町
1971〜1973年（昭和46〜48年）年竣工・地上8〜14階建て・19棟・総戸数1,506戸

「陸の孤島」と呼ばれた郊外型マンション
地域活性化への大きな展開はじまる

建物構造 ……………………………SRC造＋軽量コンクリート
（LC）造
敷地面積 ……………………………90,023.15㎡
建築延床面積 ………………………126,558.94㎡
管理費（月額） ……………………一律5,000円（専有面積は
62〜72㎡〈4タイプ〉
）
修繕費積立金（月額） ……………12,500円〜14,000円
駐車場充足率（台数÷総戸数） …49.8％（750台・平置き）
駐車場使用料（月額） ……………一律7,000円
駐輪場使用料（月額） ……………1,000円（バイク）、100円
（自転車）
分譲業会社 …………………………神奈川県住宅供給公社
管理会社 ……………………………神奈川県住宅保全協会→自主
管理（1981年に完全移行）
管理形態 ……………………………事務所7人（9時〜17時）、
園芸班5人、施設班2人、清
掃班4人
事務所時間外受付窓口 ……………2人交代制（21時〜翌7時は
セコム㈱に警備を委託）
理事会 ………………………………月1回
任期 …………………………………2年（理事19人、監事3人）、
輪番制毎年半数交代

今年20周年記念式典を計画している浜管ネットの創設時、
県ドリームハイツ住宅管理組合からは専務理事をはじめ、多
くのメンバーがその活動の主要な役割を担っていただいた。
当時、県ドリームハイツ住宅管理組合は1981年から確立
した完全自主管理体制が定着して10年を超え、総会準備、規
約・使用細則の制定、業務委託契約の締結など、豊富な知識
者が増えているという。
と人材が揃っていた。
また、県ドリームハイツが立地する一帯で住民主体のまち
2005年発行の「県ドリームハイツ30年史」によると、
づくりがはじまり、「深谷台地域運営協議会」が発足。以前は
神奈川県住宅保全協会に委託していた業務は、給水施設維持
「陸の孤島」と呼ばれた郊外型の県ドリームハイツ周辺も住民
管理・火災報知器保守点検・屋内外排水管清掃・園芸植栽管
同士が力を合わせてまちづくりに尽力する。
理・事務管理等。その業務費における管理組合の支出割合は
県ドリームハイツの有志がそれぞれ行っていた高齢者介護
1974年が約60％、76年には約30％に低下している。記
の「ふれあいドリーム」や「ドリーム地域給食の会」、「いこ
述には「保全協会に支払う委託費をいかに少なくするかが課
いの家 夢みん」、子供保育の「すぎのこ会」や「学童保育ク
題であった」とも。各階段にある78台のエレベーターメンテ
ラブ」、震災対策の「県ハイツ防災隊」等が、地域の高齢者・
ナンス費への充当も大きな問題だった。
障害者支援、子育て支援・まちづくり推進に生まれ変わり、
その後の会計報告で委託費の割合が年々少なくなり、81年
地域活性化への大きな展開がはじまっているのだ。
についに自主管理に完全移行した。ただ、自主管理が可能と
鈴木治理事長は「緑が多く、こんな自然環境で生活できる
なった原動力は居住者間の協力のほかならないだろう。理事
ことは他では味わえないと思う。地域の人々と良い関係を築
会のほか、事務員、園芸班、施設班、清掃班など、居住者有
き、守っていくことが大事です」と話している。
志がそれぞれの役割を担う体制が整ったからできたことなの
だ。
以来34年。竣工からは40年を超えた。
自主管理を進める上での運営は、今も県ド
リームハイツ居住者から募る。しかし建物
の高経年と居住者の高齢化は否めない―人
員確保がこれからの問題であること自体、
検討課題に上がっているのだ。
ただし、遊園地・横浜ドリームランドは
2002年に閉園したものの、その跡地に
06年に横浜薬科大学、08年に俣野公園 施設班による鉄部塗装。劣化が進む前に対処す
清掃も居住者の協力で業務をこなしている
ができ、大学関係者など老若を問わず入居 ることで修繕期間も伸びる

DATA
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各階段前はそれぞれの居住者の手で色とりどり
の草花が植えられている

防災訓練は毎年春と秋の2回実施。2年前、有
事に際に井戸水を汲み上げる発電機や飲料水に
するための浄化装置を導入した

夏祭りは毎年7月。山車や神輿の巡行でス
タート

イベント情報 ■■

平成27年度定期総会の案内

よこ管ネット

○浜管ネット（蕁045-911-6541）
第21回
日
時：5月30日（土）13時30分〜14時30分
記念講演：14時40分〜15時40分
テ ー マ：「100年住みつなぐ管理組合運営とコミ
ュニティ」
講
師：マンションコミュニティ研究会
代表 廣田信子氏
20周年記念式典：16時00分〜
会
場：メルパルク横浜2F
みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩1分

大規模修繕工事見学会
日 時：6月7日（日）10時〜
協力・会場：よこすか海辺ニュータウンソフィアス
テイシア管理組合
横須賀市平成町／2003年竣工・RC
造・14階建て・309戸
設計・監理：㈱英綜合企画設計
施 工：建裝工業㈱

○川管ネット（蕁044-379-5334）
第15回
日 時：5月16日（土）13時30分〜14時30分
懇親会：総会終了後（14時30分〜）
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南武線「武蔵中原駅」徒歩1分
○よこ管ネット（蕁046-824-8133）
第13回
日 時：6月6日（土）13時30分〜
懇親会：15時〜
会 場：ヴェルクよこすかホール
京急線「横須賀中央駅」徒歩5分
○湘管ネット（蕁0466-50-4661）
第9回
日 時：5月23日（土）13時30分〜
会 場：藤沢商工会館ミナパーク5F
JR東海道線「藤沢駅」徒歩3分

新任役員研修会
日 時：7月11日（土）
講 師：マンションコミュニティ研究会
代表 廣田信子氏
会 場：産業交流プラザ 第１研修室

湘管ネット

蕁0466-50-4661

マンション管理セミナー
テーマ：①「藤沢市の分譲マンション耐震診断補助
金制度について」
②「新任役員様研修のための理事会運営基
礎知識について」
日 時：7月4日（土）13：30〜
講 師：①藤沢市建築指導課職員
②マンション管理士
会 場：藤沢商工会館 会議室501号

かながわ県央ネット

蕁046-264-6054

第8回大規模修繕工事見学会
日 時：6月7日（日）10時〜
協力・会場：ディナ・スカーラ南橋本管理組合
相模原市中央区／2003年竣工・RC
造・8階建て・91戸
設計・監理：㈱建物保全センター
施 工：㈱カシワバラコーポレーション

浜管ネット

蕁045-911-6541

建築分科会Ａグループセミナー
テーマ：「大規模修繕工事の保証を考える」
日 時：7月11日（土）13：30〜15：00
内 容：
①「コンサルからみた大規模修繕工事の保証」
②「施工者からみた保証の問題点／躯体・外壁」
③「材料メーカーからみた保証の問題点／防水」
会 場：ハウスクエア横浜 セミナールームB
2015年度第１回研究会
テーマ：「自分たちでできる規約改正のポイント」
日 時：7月22日（水）12：30〜16：00
講 師：三井一征氏（マンション管理士）
会 場：かながわ労働プラザ 特別会議室

Kanagawa Mansion Network 33

○かながわ県央ネット（蕁046-264-6054）
第9回
日 時：6月20日（土）13時30分〜14時30分
理事長交流会：15時〜
参加管理組合を単棟型・団地型・複合用途型等に分
けたフリーディスカッションを行います。
会 場：冨士見文化会館
小田急線・相鉄線「大和駅」徒歩4分

蕁046-824-8133
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編 集 後 記
広島平和記念公園を訪れて
日本マンション学会広島大会の帰り道。人生で初めて広島平和記念公園を訪
れ、原爆ドームや平和記念資料館を見学した。遺品や被爆資料を通して、「あ
の日」ヒロシマに何が起こったのかをつぶさに感じることができた。放射能、
熱線、爆風…核兵器の存在や原子力発電の議論においても、決して忘れてはい
けないこと、伝え続けなければならないことがある。それは平和や命の尊さだ
けじゃなく、悲しみや怒りなんだと思った。
（Y.K）
「原爆の子の像」の前で平和を祈る小学生たち蜷

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湘南マンション管理組合
ネットワーク（湘管ネット）

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

http://syokan-net.jimdo.com
蕁 0466-50-4661

定期無料相談：毎週土曜午後 ハウスクエア横浜

ＮＰＯかわさきマンション管理組合
ネットワーク（川管ネット）
http://www.kawakan-net.or.jp
蕁 044-379-5334
定期無料相談：
毎週木曜 まちづくり公社ハウジングサロン（川崎）
毎月第 2、第 4 火曜 住まいの情報サロン（溝口）
毎月第 1、第 3 土曜 かわさき市民活動センター（武蔵小杉）

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

ＮＰＯよこすかマンション管理組合
ネットワーク（よこ管ネット）
http://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133

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
毎月第 1 火曜午後
毎月第 4 水曜午後

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
「IKOZA」内 1 階市民相談コーナー
伊勢原市役所 1 階市民相談室

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部

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

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

http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
蕁 045-762-1795

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

※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

湘管ネット

県央ネット

神奈川県支部

115組合
27,596戸

47組合
8,095戸

61組合
10,091戸

11組合
920戸

20組合
4,503戸

41組合
8,209戸

合

計

295組合
59,414戸

※平成27年5月9日現在
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