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国土交通省は3月14日、マンション管理適正化指針とマンション標準管理
規約・同コメントの一部を改正した。神管ネットをはじめ全国125の団体が
昨年来、標準管理規約の「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」条項を残すように意見を述べたが、コミュニティ条項は削除された
まま改正が発表された。
ただし、マンション管理適正化指針では「日常的なトラブルの防止や防災減
災、防犯など重要なものであるから良好なコミュニティの形成に積極的に取り
組むことが望ましい」としており、コミュニティ形成が管理組合として重要な
事柄であることには変わりない。
問題は当事者である管理組合役員が「マンションの新たな管理ルールに関す
る検討会」のメンバーに加わっていないことだ。これまでは「標準管理規約見
直しに関する検討会」という名で、全国マンション管理組合連合会の代表者が
委員に入っていた。マンション管理が何たるかを知らない方々が机上の論理で
決められたことがモデル規約となっていいものか甚だ疑問である。
一方、標準管理規約19条の専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁
止する規約を定める場合は、暴力団排除条項を加える場合のひな型が用意され
ているので利用するとよい。
全国的に高齢化が進み、役員のなり手不足に陥っている現状もあり、マンシ
ョン管理適正化指針では外部専門家の活用も条項として加えられた。このため、
外部専門家の利益相反等に注意するルールを整備するなど、管理規約に反映す
ることが必要だろう。
今回は特に入れられていないが民泊の問題もある。マンションで認めるか、
認めないか、はっきり規約に定めておくとよい。認める場合は住民とのトラブ
ルが発生しないような細かな取り決めをすること、認めない場合はサイトへの
登録禁止も盛り込むことをすすめる。

NPO神管ネット第16回定期総会のご案内
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
鎌倉ビューパレス管理組合

16p New Address
4/1 川管ネット新事務所開設

日
会

時：6月11日貍 14時〜15時
場：神奈川県立かながわ労働プラザ（Lプラザ）9F特別会議室
（JR京浜東北･根岸線「石川町駅」中華街口（北口）徒歩3分）
懇親会：15時〜16時30分
会 場：かながわ労働プラザ9Fレストラン「味彩（あじさい）
」
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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組合主導で59条競売へ
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N P O 全 管 連

マンション再生法成立に向け
4／6 東京・京橋でシンポジウム開催
NPO全国マンション管理組合連合会（全管連）は4月6日、
東京・京橋の㈱住宅あんしん保証の大会議室において、マン

《作成の経緯》

ション再生法成立に向けたシンポジウム「マンション再生法

○検討委員会
・2010年4月 「マンション再生法要綱案」を提言
・2014年12月 検討委員会を設置。
法案の検討を開始
・2015年9月
全管連総会で検討結果を承認
・2015年秋〜 運動化を開始
○検討委員会の構成
・外部委員：小林 秀樹（千葉大学大学院教授・検討委
員会委員長）
鎌野 邦樹（早稲田大学法科大学院教授）
篠原みち子（弁護士）
・内部委員：山本 育三（全管連会長・神管ネット理事）
川上 湛永（全管連事務局長・日住協会長）
西尾 弘之（全管連省エネ/再生委員・中部
管連会長）

の意義とありかた」を開いた。当日会場には管理組合関係者
約100人が集まった。
マンション再生法の正式名称は「マンションの改良による
再生を円滑に促進するための法律」
。既存マンションの建替え
については、区分所有法、マンション建替え円滑化法等が整
備されているが、改良によるマンション再生、長寿命化につ
いては、未だ体型だった法律が整備されていない。そこで改
良によるマンション再生を法律で担保しようというのがマン
ション再生法の目的である。
当日は全管連の川上湛永事務局長司会のもと、山本育三会
長がマンション再生法の解説を行い、外部委員として参加し
た小林秀樹・千葉大学大学院教授、篠原みち子・弁護士、鎌
野邦樹・早稲田大学法科大学院教授がパネリストを務めた。
全管連は2010年、マンション再生法要綱案を提言。関係
機関への働きかけをはじめ、今日のシンポジウム開催に至っ

社会の担い手として定着し、尊重されるべき居住形態である

た。

ことが見直される時代を迎えている。
ただし、マンションが大規模修繕工事によって永らえるの

マンション再生法の解説

みでは、時代のさまざまなニーズに応えられず、いずれスラ

全管連・山本育三会長
マンションが我が国の都市型居住形態として普及して50
年近くになる。

ム化しかねない危険をはらんでいるのも事実である。
提案の「改良によるマンション再生」を法律で担保するこ
とは、それぞれの管理組合が日常の管理努力の中で水準向上
を手がけるとともに、住宅政策として国家100年の計を実践

今日では既存マンションが全国で600万戸を優に超え、築

する一里塚である。

30年以上の戸数がすでに150万戸に達しようとしている。
それらの中で、建替えに至ったマンションは極めてわずかで
あり、利便性が高く、かつ多くの余剰床のある、限られた条

①既存マンションの改良による再生を円滑に行うことで、既

件でしか建て替えられないのが実態である。
全管連では2010年春、マンション再生法要綱案を19の
構成団体と連盟で提言し、関係各機関に働きかけた。改めて
ここに「マンションの改良による再生を円滑に促進するため

存マンションをより長寿命化させることに寄与できる。
②その間の全工事額による経済的効果は、数少ない建替えに
よる経済的効果より期待できる。
③既存マンションの空き家化や老朽化を防ぎ、ひいては我が

の法律」として提案するものである。
1960年代、区分所有法がはじめて施行された時点では、
マンションが建て替えにくい住戸形態で今日のように高経年

国の既存住宅の劣悪化を防ぐ一方、既存住宅水準の向上に
寄与できる。

化することを想定していなかったのではないかとさえ考えら

④それぞれのマンションでそれまで培われた持続的居住環境

れるが、実はマンションは、何ごとも区分所有者の合意によ

を存続し、居住者の住要求に応え、かつ一定の水準を維持

ってのみ大がかりな変更ができる仕組みであり、今や持続的

しながらより長寿命化を目指す必要がある。

マンション再生法の解説をする山本育三会長
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マンション再生法の趣旨

司会進行は全管連・川上湛永事務局長が務めた

シンポジウムのパネリスト。右から山本育三・全
管連会長、小林秀樹・千葉大大学院教授、篠原み
ち子弁護士、鎌野邦樹・早大法科大学院教授

4/23・24

千葉大学西千葉キャンパス

日本マンション学会 2016千葉大会開催
第25回日本マンション学会（梶浦恒男会長・大阪市立大学名誉教授）
2016千葉大会が4月23・24日、千葉市稲毛区の千葉大学西千葉キャンパス
で行われた。今回のメインシンポジウムのテーマは 『郊外団地型マンション
の現状と課題〜これからどうすればよいのか？』。賃貸化や空き家化の進行、
居住者の高齢化による役員のなり手不足、エレベーターがない団地型マンショ
ンのバリアフリー化、建替えや耐震補強など、郊外団地型ゆえに深刻な問題が
ある。一方、規模の効果が働く団地型マンションだからこそ問題解決方法もあ
る。メインシンポジウムでは、第１部では大規模郊外団地を抱える千葉市、多
摩ニュータウン、横浜市の現状と課題、対応策を報告。第2部では、地域貢献
型団地再生事業など団地再生の未来的考察の発表等があった。
この中から横浜市における団地再生の取り組みとして、横浜市建築局住宅再
生課の大友直樹課長の報告を取り上げる。

横浜市における団地再生の取り組み
横浜市建築局・住宅再生課 大友直樹課長
横浜市の住宅数は平成27年現在、約176万戸と世帯数を
超えた住宅ストックがあり、そのうちの約1割の18万戸弱が
空き家となっている。
また、居住世帯のある住宅ストックのうち、約6割を団地
等の共同住宅（非木造）が占めている。このうち、建築後
45年を経過した共同住宅は約4万5000戸あるが、10年後
には3倍（約15万戸）、40年後には15倍（約71万戸）に増
加することが予想される。
特にバス交通に依存する郊外部では、緑豊かで閑静な住環
境がある一方、エレベーターのない階段室型の住宅が多く、
設備水準の相対的な低下や建物の老朽化などが進んでいる。
このような背景のもと横浜市では「住生活基本計画（平成
23年度策定）」に団地再生を位置づけ、大規模団地の調査を
行い、現状の課題や行政として取り組むべき方向性を整理し
てきた。
具体的には平成26年度事業で、左近山団地中央地区管理
組合（6棟1,300戸）の取り組みをモデル事業として採用し
た。
同管理組合は下部組織として環境整備を目的とした「緑化
対策部会」、空き家対策を目的とした「空き家対策部会」を設
置し、横浜市の「マンション・団地再生コーディネート支援
事業」等を活用しながら活動を行っている。
実際に「外部環境の再整備」に関するコンペディションで
は全国から55団体がエント
リーし、24団体が提案書を
提出。2次審査に進んだ9団
体から最優秀提案を選定する
公開審査会（平成28年１月
24日）では、マスメディア
で取り上げられるなど団地内
外から大きな注目を集めた。
横浜市建築局・住宅再生課
横浜市では地域への影響の
大友直樹課長
大きい団地の衰退を未然に防

ぐとともに魅力と活力あふれる団地再生を目指し、積極的な
支援を推進していきたいと考えている。

プ ロ グ ラ ム
4／23
9:30 分科会
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：「マンション管理とコミュニティ」
（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」
13:15 会員総会
14:30 メインシンポジウム
「郊外団地型マンションの現状と課題〜これからど
うすればよいのか？」
4／24
9:30 分科会
第5分科会：「定期借地権付マンションの現状と課題」
（定期借地権付マンション研究委員会）
第6分科会：「管理組合と自治会・町内会の融合・連携
の新たな取り組み〜災害や超高齢化にどう
対処するか」（マンション行政課題研究委員
会）
第7分科会：「マンション解消制度の中間報告」
（解消特別研究委員会）
第8分科会：「現行法制度の中でマンション居住者はど
こまで守られるのか？〜傾斜マンション事
件を踏まえて」
（特別委員会）
13:30 見学会
稲毛ファミールハイツ（エレベーター増設事例）、
幕張ベイタウン（中庭囲み型マンション）

19の低層棟にエレベーターを新設した稲毛
ファミールハイツを見学

アメリカの建築家スティーブン・ホール氏
によってデザインされた幕張ベイタウン・
パティオス11番街
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第6分科会では山本育三神管ネット理事・全
管連会長（右端）が壇上でコメント

千葉大学けやき会館で行われた
メインシンポジウム
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マ ン ション 標 準 管 理 規 約 改 正

14 暴力団員の排除から理事議決権の代理行使まで
ポイントチェック

国土交通省・マンション政策室が3月14日、ついに
「マンションの管理の適正化に関する指針」（告示）、「マ
ンション標準管理規約」（局長通知）の改正を公表した。
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」
（福井秀夫座長）が設置されたのが平成24年１月。高齢
化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等
による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における
意思決定ルールの明確化など、様々な課題に対応した新
たなルールの整備・検討を行ってきた。実に3年あまり
の時間が経過した上での結果が出たといえる。
そこで、主な改正ポイントをピックアップし、そのコ
メントを簡単にまとめた。改正が良くも悪しくもあくま
で「標準―」であり、各マンションの管理規約は各管理
組合が独自で決めることが望ましい。

◆外部専門家の活用 ……………………………

◆暴力団等の排除 ………………………………

◆役員の責務 ……………………………………

・12条、19条の2に関する専有部分の貸与に関し、暴
力団員への貸与を禁止する規定
暴力団の排除のため、暴力団員を反復して出入りさせ
る等の行為について禁止する旨の規定を追加することも
考えられる。
区分所有者の解約権は、区分所有者と第三者との間の
契約における解除原因に係る特約を根拠とするものであ
る。管理組合の解約権の代理行使は、理事会決議事項と
することも考えられるが、理事会で決定することを躊躇
するケースもあり得ることから、総会決議によることが
望ましい。

・41条監事の責務の拡大について
4項「監事は、理事会に出席し、必要があると認める
ときは、意見を述べなければならない」とあり、これま
で「できる規定」として定めていたものであるが、監事
による監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課
すとともに、必要があるときは、意見を述べなければな
らないとした。

◆緊急時の理事長等の立ち入り ………………
・23条第4項で理事長等が専有部分等の立ち入りできる
規定
災害時等の緊急的な工事に伴ったり、大規模な水漏れ
をそのまま放置するなど、他の専有部分や共用部分に重
大な影響を与える場合に限られる。

◆コミュニティ条項の削除 ……………………
・27条、32条にあるコミュニティ条項の削除に関する
コメント
管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に
関わりのない活動を行うことは適切ではない。例えば、
一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動
経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マ
ンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資
産価値向上等に資するとは言い難いため、区分所有者全
員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てること
は適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直接の
支払や積立て等によって費用を賄うべきである。
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・35条、37条に関する外部専門家の選任
外部の専門家を役員として選任する場合には、その者
が期待された能力等を発揮して管理の適正化、財産的価
値の最大化を実現しているか監視・監督する仕組みが必
要である。
このための一方策として、法人・団体から外部の専門
家の派遣を受ける場合には、派遣元の法人・団体等によ
る報告聴取や業務監査又は外部監査が行われることを選
任の要件として、細則において定めることが考えられる。
外部専門家が役員となり、利益相反取引（直接取引又
は間接取引）を行おうとする場合には、理事会で当該取
引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければなら
ないことを定める。

◆価値割合 ………………………………………
・46条関係の議決権割合の設定方法に関するコメント
住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共
用部分の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の
階数（眺望、日照等）、方角（日照等）等を考慮した価
値の違いに基づく価値割合を基礎として、議決権の割合
を定めることも考えられる。
この価値は、必ずしも各戸の実際の販売価格に比例す
るものではなく、全戸の販売価格が決まっていなくても、
各戸の階数・方角（眺望、日照等）などにより、別途基
準となる価値を設定し、その価値を基にした議決権割合
を新築当初に設定することが想定される。

◆理事議決権の代理行使 ………………………
・53条関係で、理事が理事会に出席できない場合、配
偶者等の代理出席を認めない
理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその
職務を遂行するものとされている。このため、理事会に
は本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使するこ
とが求められる。
したがって、理事の代理出席（議決権の代理行使を含
む）を、規約において認める旨の明文の規定がない場合
に認めることは適当でない。
理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席による
のではなく、事前に議決権行使書または意見を記載した
書面を出せるようにすることが考えられる。

判例の
広場

損

害

賠

償

請

求

会計理事の横領 損害額を当時の役員に請求
理事長等に464万円の賠償責任命じる
【事件の概要】
長年、会計担当を務めた理事が着服横領を行ったため、管
理組合が理事長、会計監査役員、副理事長に対して善管注意
義務違反を主張し、損害賠償を請求した事件。
◆管理組合法人X
・昭和46（1971）年建設
・昭和51（1976）年ころ、39戸の区分所有者によって自
治会を結成。自主管理。
・平成20（2008）年、管理組合法人設立。自治会の権利
義務を継承する。
◆横領した人物A
Aは平成6年から平成19年11月まで、自治会の会計担当
理事を務め、自治会会計A名義の銀行預金口座の通帳・印
鑑・キャッシュカードを管理していた。
◆当時の理事長Y1、会計監査役員Y2、副理事長Y3
Y1は平成7年から平成19年11月まで自治会の理事長を務
めた。
Y2は平成7年から平成19年11月まで自治会の会計監査役
員を務めた。
Y3は平成6年から平成19年6月まで自治会の会計監査役
員を務めた。
◆事件の経緯
・Aは毎年、会計監査役員に収支決算報告書、偽造した残高
証明書を提示していた。
・収支決算報告書は、毎年の定期総会で承認を得ていた。
・横領発覚。平成21年、A逮捕（懲役3年の実刑判決）。
・管理組合法人XはAの着服横領を主張し、Aならびに理事長
Y1らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求を提起した。
・平 成 2 3 年 9 月 7 日 、 東 京 地 裁 は 領 得 残 元 本 5 , 4 8 9 万
6,617円と確定遅延損害金264万9,950円等の損害を認
めた（Aは実際には1億1,528万円余を横領したが、この
うち7,792万円余を返還している）。
・しかしながらAには返済資力がなかったため、Xは理事長Y
１らに対しても善管注意義務違反を理由に平成25年、民
事調停を申し立てた。
・民事調停が不調に終わったため、本件が提起された。
【領得】（りょうとく）自己または第三者のものにする目的で、
他人の財産を取得すること。※大辞林第三版より

・Aの着服横領の有無・額
・Y1らの善管注意義務違反の有無
・時効消滅の成否
・責任の減免自由の存否

【裁判所の判断】
・Xの主張による着服横領の損害を認める。
・Y1は収支決算報告の最終的責任者であり、会計業務の具
体的内容について十分な確認をしなかった善管注意義務違
反が認められる。
・Y2は会計監査役員として会計業務が適正に行われている

件

平成27年10月1日

東京高裁
〈判例時報2274号〉

ことを確認しなかった善管注意義務違反が認められる。
・Y3は、Aの犯行を予見して何らかの措置を講ずべきであっ
たとは言えないので、善管注意義務違反を否定する。
・Y1らは非専従であり、多額とは言えない謝礼のみであっ
た。
※理事長6万円／年、副理事長5万円／年、会計担当理事5万
円／年、会計監査役員5,000円／年
・区分所有者の管理運営への関心が高くなく、役員任せだっ
たことから、過失相殺としてY1らの責任を9割減ずること
が相当であり、Y3に対する請求は棄却する。

【結論】
Y1、Y2に対し、連帯して元本464万1,300円と遅延損
害金21万168円の合計485万1,468円（元本5,489万
6,617円から9割減した額）についてXの理由がある。
（判例時報2274号より）
【考察】
本件は、マンションの区分所有者らで構成される自治会
（管理組合）において、会計担当の理事が長年にわたり多額の
管理費、修繕積立金を着服横領したことから、自治会が管理
組合法人の組織変更した後、理事長、会計監査役員、副理事
長の法人に対する善管注意義務違反による損害賠償責任が問
われたものである。
従来、マンション管理の実務において不正な会計、支出が
問題になることがあり、実際に横領等の不正行為を行った理
事等の責任が問われる事例が見られたが、本件は着服横領し
た理事の監督者の責任が問われた興味深い事件であるところ
に特徴がある。
本判決は理事長等の善管注意義務違反を肯定し、副理事長
の注意義務違反を否定。会計の監督者の法的な責任を認めた
ものであり、マンション管理の実務に与える影響は少なくな
いと予想される。

【コメント】
横浜開港法律事務所 河住志保 弁護士
本件において裁判所は、当該管理組合の各役員の職務分担
や会計事務の運用等について詳細に認定した上、確認が容易
な預金通帳の残高確認がされていなかったことなどから、理
事長及び会計監査役員の善管注意義務違反を肯定した。
過失相殺により損害額の約１割に責任は制限されたが、そ
れでも理事長と会計監査役員は多額の賠償責任を負うことと
なった。
役員のなり手不足は多くの管理組合にとっての課題である
が、役員となった以上は事件が起これば損害賠償義務を負う
リスクもあり、自分の財産は自分で守るという意識を持つこ
とが大切である。どうしても役員のなり手不足であれば、外
部監査など管理組合として専門家の活用を導入するという方
法もある。
つまり、役員だけの問題ではなく、組合員全体で管理の意
識を高めていくことが必要だといえるのではないか。
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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27年度「マンション相談員等のCPD事業セミナー」
マンション管理を対象とする相談員の継続的資質向上、能力開発ならびにマンション管理組合役員及び一般居住者向
けの知識習得を目的に、神管ネットがまとめ役となって開催する「マンション相談員等のCPD事業セミナー」。CPD
とは「継続的能力開発=Continuing Professional Development」の略です。

平成27年度第4回「設備改修工事」
日 時：3月8日貍18：30〜20：30
会 場：かながわ県民センター304室
テーマ：「マンション設備改修工事のトレンド」
講 師：技術者部会・石川裕子氏（Lapis建築工房）、専門業
部会・山田雄大氏（積水科学工業㈱）／南恭司氏
（エトリ電設㈱）
共 催：浜管ネット
マンションに限らず、住宅設備の技術革新は顕著で、改修
工事にも大きな影響を与える。
そこでまず、技術者部会の石川裕子氏がセミナーの概要説
明として、給水方式は高架水槽方式から直結化、排水方式で
は集合継手による省スペース化、また電気容量のアップ、
LED化など、主な設備の変遷
を説明した。
次いで専門業部会のメンバー
が具体的なトレンド（流行）の
解説を行った。
積水科学工業の山田氏は給排
水設備を紹介。給水については、
使用管種が金属管から樹脂管へ
セミナーの概要説明で設備の変遷
という変革が大きく、樹脂管は
について話す技術者部会の石川氏
柔軟性があり、腐食しない、省

平成28年度第1回「管理費等の滞納問題」
日 時：4月17日豸13：30〜16：00
会 場：産業交流プラザ
テーマ：「管理費等の滞納問題について」
講 師：濱田・岡本法律事務所 弁護士 濱田卓氏
共 催：よこ管ネット
管理費等の滞納問題について、管理会社には法的な代理権
がない、氏名の公表やライフラインの停止は違法とされる、
賃料の差押えは判決の必要がなく、給与の差押えは判決が必
要など、多くの注意点や基本的な知識を説明した。
次いで回収実績の多い「特定承継人」からの回収では、近
年では中間承継人に対しても全額請求できる判例ができたと
解説。駐車場等使用料も「争いがあるが請求できる」とする
判例ができたと話した。
先取特権による競売請求での最大の壁は「無剰余取消」
（＝
管理組合が競売請求をしても住宅ローンなどの抵当権が優先
され、その最優先債権者（銀行等）の債権回収ができない価
格の場合、管理組合の競売申し立てが取り消されてしまうこ
と）。
こうしたリスクはあるが、抵当権が設定されていても、金
銭的なものではなく、迷惑行為（共同の利益に反する行為）

スペースでの施工が可能など、さまざまなメリットが伺える
と説明した。排水立て管は、一般的に専有部の壁裏に配管さ
れるため、防火性能が求められる。そこも耐火性のある樹脂
管に切り替わっており、施工性などのメリットが大きいと話
した。
電気はエトリ電設の南氏が説明。政府は2020年度をめど
に白熱灯と蛍光灯の製造と輸入の禁止を決め、LED化を促進
している。このためLED照明への更新がスタンダードになる
と説明した。また、テレビはハイビジョンから4K・8Kへの
拡大が進み、2020年東京五輪・パラリンピックで普及して
いる状態になると予測。これを踏まえてブースター、同軸ケ
ーブルなど、視聴するために必要な準備をしておかなければ
ならないと話した。

給排水設備の紹介をする専門業部
会の積水科学工業・山田氏

電気・情報・通信について説明す
るエトリ電設・南氏

に関する区分所有法59条競売は無剰余取消が適用されない
という判決例もあるとされる。
その他、今後起こりうる認知症が原因の滞納では成年後見
人など公的な財産管理人による任意売却、外部オーナーの賃
料債権と区分所有者の給与債権の差押えの違いなど、法律上
の解釈を細かく説明してくれた。
質疑応答ではたくさんの手が上がり、行方不明者に対する
対応はどうするのかという問に「公示送達（＝所在地の裁判
所に一定期間示すること）により、競売が可能となる」と回
答。ほかにも自身のマンションでの悩みとなっている滞納問
題についての質問が相次いだ。

滞納管理費等の回収方法について
説明する濱田卓弁護士

滞納に悩まされる管理組合は多
い。講演後、質疑の手が次々に上
がった

マンション相談員等向けのセミナーですが、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
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蕁・FAX

045-620-6300

E-mail：info@jinkan-net.com

東京ガス都市生活研究所 都市生活レポート
東京ガス都市生活研究所は都市生活レポート（2015年12月発行）で、「マンション管理組合の実態と居住者の意識」
について調査・発表した。
この調査は管理組合と管理会社との関係性を主眼に置いているが、管理組合役員経験者から、「管理組合役員を『やっ
て良かった』が半数以上」「居住者間で親密な付き合いがある人の方が、管理組合に対する満足度が高い」などのデータ
が含まれていることから、都市生活研究所の許可を得てレポートの一部を紹介する。

調 査 概 要
A インタビュー調査
調査時期：2014年9月
調査対象：集合住宅居住者
回答者数：25人

B インターネット調査
調査時期：2015年1月
調査対象：集合住宅居住者
回答者数：1,758人

体的に苦労した点では「理事会への出席」のほか、
「居住者の
意見をまとめる」「居住者からの苦情・トラブル処理」といっ
た居住者の意見調整などが多く上がっている。

●グラフ3. 役員時に苦労した点
※複数回答［ｎ＝993］
50

管理組合役員は「やって良かった」が半数以上
理由は「マンションの管理状況がわかる」
今回の調査で管理組合役員経験がある人は6割弱。役員経
験の感想としては、理事長・理事経験者ともに半数以上が、
役員を「やって良かった（「良かった」+「まあ良かった」）」
と回答。その理由については、理事長・理事経験者いずれも
「マンションの管理状況がわかる」が約7割と最も高かった。
一方、「良くなかった」と回答したのは1割未満。都市生活
研究所のコメントでは、
「役員経験後はその経験が前向きに捉
えられているようである」としている。
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［ｎ＝1,758］
■良かった ■まあ良かった ■どちらともいえない

理事長経験者
（382）
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●グラフ2. 役員を「やって良かった」理由
（％）
80
70

※複数回答［ｎ＝1,758］
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69.4

■理事長経験者（382） ■理事経験者（611）
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30

居住者間の付き合いの有無による管理組合満足度をみると、
日常の付き合いがある人は、付き合いがない人と比較して満
足度が高くなっている。マンション全体の居住者関係をみて
も、居住者同士の日常の関係性が管理組合への満足度に与え
る影響は大きいと考えられる。
また、マンション内での居住者イベントの有無や参加状況
による管理組合満足度をみると、
「イベント実施あり」の場合
の満足度は高く、特に「イベント参加あり」の場合は、管理
組合活動への満足度が7割を超え、イベント実施なしに比べ
て満足度が高いことがわかった。

●グラフ4. 管理組合満足度〈イベント実施・参加状況別〉
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管理組合役員が苦労した点は「理事会への出席」と
「居住者の意見をまとめる」こと

イベントを実施
10.2
している（1036）
0

イベントに参加した
4.1
ことはない（197）
イベントに参加した
11.7
ことがある（839）

管理組合役員時の苦労を尋ねると、理事長経験者の6割、
理事経験者の4割が「苦労した」「やや苦労した」と回答。具
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［イベントを実施しているマンションの居住者／ｎ＝1,036］

インタビュー調査における発言
●後の方になると揉めごとが増えたり、修繕とかおカネのこととかがあるから、なるべく最初の方でやっておこうと思った。私も5年目だからやろうかと立
候補でやった。【37歳男性会社員／主婦と子同居／居住5年】 ●最初は嫌だなと思ったけど、実際やってみると、駐車場の修繕をするのにメーカーと折衝
したりして、面白くなってきた。【49歳男性会社員／主婦と子同居／居住14年】 ●イベントは町内会の仕事じゃないかな。【70歳女性専業主婦／単身／
居住34年】 ●そんなにお付き合いがないので、強制的というかイベントがあれば参加してもいいかなと思う。【37歳男性会社員／主婦同居／居住4年】
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浜管ネット

のか、施工前から完了までの作業工程を見ることができるので、
工事見学会とはひと味違った体感型セミナーとなった。

2／29
３部会合同研修会
「マンション杭基礎不良問題を考える」
2月29日18時〜、かながわ県民センター304号室で管理
運営部会、技術者部会、専門業部会の3部会合同研修会を行っ
た。
今回は都筑区の横浜傾斜マンション騒動を捉え、「マンショ
ン杭基礎不良問題を考える」と題して、参加者で意見を出し合
った。
進行役は技術者部会の星川晃二郎部会長。当該マンションは
建物傾斜ではなく渡り廊下2.4cmの沈下（傾きは1000分の
0.4）が判明した。全体風景や傾斜していることがわかる個所、
エキスパンション部分の写真を映写して、
現実の状況を伝えた。
その上で9割という驚異的な賛意のもと、全棟建替えが決議
されたことから、ハード・ソフトの両面から参加者それぞれの
立場から意見交換を行った。
焦点は、①品確法による傾きの瑕疵の可能性があるとする
「1000分の3」に該当しない、②技術的に正規杭基礎に作り
直せるか、建替えせざるを得ないか、③なぜ1棟だけでなく全
棟建替えか、④最新設備も破棄
で、省エネ・省資源化はどうな
るのか、⑤建替えや住民への補
償費用300億円は実際にどこ
が払うのか、など。
建替えまでには数年の歳月が
かかると思われるが、どちらの
マンションも住民の建替え賛意
当該マンションの状況を説明する
が非常に高いといえる。
技術者部会の星川晃二郎部会長

4／13
映像で見る大規模修繕パートⅢ
施工前〜完了の作業工程を体感
4月13日18時00分〜、技術者部会・専門業部会建築Eグル
ープが「映像で見せる・聞かせる大規模修繕工事パートⅢ」と
題して、横浜・中区の川本工業㈱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。
まずは映像の前に技術者部会の内田修司氏が設計の立場から
「大規模修繕工事の流れ」を説明。工事検討のきっかけから修
繕内容の検討、施工者・工事費の決定を経て工事の実施にいた
るまで、管理組合の工事への取り組み方をステップごとに解説
した。
次いで実際の工事の上映会。仮設、下地補修、シーリングは
㈱櫻井の櫻井達野氏が、塗装、防水はエスケー化研㈱の江向隆
氏が、その他工事として玄関扉改修、手すり交換、自動ドア新
設、外構タイル・アスファルト舗装は㈱東急コミュニティーの
星英明氏がそれぞれ解説を加えながら約80分の映像を流し
た。
足場仮設で鋼材と壁をつなぐ際、外壁タイルを削る際、欠損
モルタルを斫る際の騒音や粉じんの飛散など、実際の映像と説
明で理解が早い。
いろいろな修繕種目において作業員がどんなことをしている
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上映前に工事の流れについて説明
する内田修司氏

今年は参加者が50人近くにふく
れ上がった

4／16
建築分科会Dグループセミナー
横浜パークタウン団地外構工事見学会
建築分科会Dグループは4月16日14時〜、横浜パークタウ
ン団地管理組合の協力を得て大規模外構工事見学会を行った。
横浜パークタウン団地は1976年10月〜1980年4月竣
工・複合型構造（RC造・PC造・壁式構造）・3〜11階建・
10棟・985戸の大規模団地。すでに3回の大規模修繕工事、
建物内の給排水管工事も実施済であるなど建物の修繕は定期的
に行ってきたが、外構工事ははじめての試み。主な工事は埋設
排水管更生、歩道や車道、駐車場、広場の舗装・整備、屋外照
明灯の更新、防犯カメラシステムネットワークの導入など。
「高齢化社会を前提としながら、子育て世代にも優しい校内環
境整備」をテーマに掲げ、「これからの30年を見据えたイン
フラ・環境づくりを行う」としている。
実際の工事ははじまったばかりだが、
工事説明では修繕部位、
工事工法、出来栄えを現状とCGによるイメージで資料として
配布。車道や歩道などを色分けして陳腐化を防ぐ、スロープの
傾斜を小さくして手すりをつけるなど、CGで改修後の様子が
理解できるよう工夫していた。
また、CM（コンストラクション・マネジメント）方式の採
用も大きな特徴。CM方式は欧米では標準的な施工体制であり、
発注者から委任されたCMr（コンストラクション・マネジャ
ー）が全体工事について、工期や予算、施工種別の分離発注等
を含めた計画・管理を行うもの。今回は東急コミュニティーが
CMrとして、管理組合が発注する4社のまとめ役になった。
目に見える修繕部位では舗装整備の色分け、インターロッキ
ング化などによる環境改善の期待は大きい。約5万㎡の敷地で
の大規模外構工事。来年7月、生まれ変わった横浜パークタウ
ン団地を見るのが楽しみである。

横浜パークタウン団地第3次大規
模修繕工事第Ⅱ期工事推進委員会
の委員長からのあいさつ

敷地は約5万㎡。工期は来年7月
までの約1年半。工費は約9億円
にのぼる

川管ネット
1／24
27年度第２回ミニセミナー
専有部分リフォームあれこれ
壁・床の仕組みを理解しよう
1月24日10時〜、かわさき市民活動センターA・B会議室
（中原市民館併合）で、川管ネットの斎藤眞弘理事が「専有部
分リフォームあれこれ」と題して、講演した。
まず斎藤氏は専有部分のリフォームだからといって勝手にで
きないと説明。期間に余裕を持った管理組合への届出、写真を
とりながら養生、近隣とのコミュニケーションなど、組合や居
住者、業者とトラブルを未然に防ぐ対策が必要だと説く。
次に自宅の壁はどうなっているのか、床はどうなっているの
かを理解することが大切だとする。壁にはコンクリートへの直
張り仕上げ、胴縁工法、GLボンド工法等がある。壁板とコン
クリートの間に空間があるマンションで、取り付けた収納棚が
落ちてしまった例もあるという。
リフォームを行う前に十分
な調査診断を行い、壁・床・
天井の下地の仕組み、配管・
配線の状況、機器の取り付け、
仕上げ方法を理解した上で、
希望するリフォームの選択を
すべきだとしている。
専門家としての経験から専有リフ
ォームを話す斎藤理事

2／13
27年度第２回マンション管理基礎セミナー
大規模耐震改修工事を経験して〜奮闘談〜

管理組合奮闘談を語る神品理事長

2／26
正・賛助会員の情報交換会
基調講演では市会議員が講演
2月26日18時00分〜、ミューザ川崎シンフォニーホール
研修室で正会員と団体賛助会員との情報交換会を行った。
基調講演では一級建築士でもある吉沢章子・川崎市会議員が
平成28年度からはじまる川崎市総合計画の基本構想、展望と
課題、また災害に強い「環境共生都市」の実現に向けた都市計
画などについて話した。
続いて多摩地区での高齢化・災害・地域包括ケア問題につい
て、正会員の管理組合理事から体験談を語ってもらった。川崎
市への要望もあり、高齢者や弱者への地域包括ケアについては
サポートセンターの配置や職員のマニュアル作成を行っている
という回答を得た。
さらに工場跡地で植栽が育たない、土壌汚染が疑わしいなど
立地に関する質問があり、川管
ネットにも同様の相談が寄せら
れていることから、行政と関係
するテーマとして今後セミナー
等で取り上げを検討していくこ
ととした。
最後は懇親会を開き、正会員
当日は正会員である管理組合、賛
である管理組合、賛助会員の企 助会員の企業から約60人が参加
した
業との情報交換を行った。

よこ管ネット
2／20
「映像で見る大規模修繕工事の流れ」
作業過程の騒音や粉じんを体感
2月20日13時30分〜、産業交流プラザで「映像で見る大
規模修繕工事の流れ」と題してマンション管理セミナーを行っ
た。工事の作業過程をDVD化し、その映像を見ながら解説す
るセミナーで、実際の作業の騒音や施工模様を体感することが
できる。
講師は、賛助会員の㈱ヨコソー・伊藤正氏、関西ペイント販
売の安藤博隆氏、小林茂樹氏が務めた。
映像によって、どのような工事に騒音や粉じんがでるの？音
の大きさはどの程度？ほこりやゴミ
は？など、実際に見て、聞いて、体感
できることが今回のセミナーの大きな
特徴であり、目的である。
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。
映像を流しながら解説し
ている様子
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2月13日13時30分〜、川崎市総合福祉センター（エポッ
クなかはら）7階大会議室で、平成27年度第2回マンション
管理基礎セミナーを行った。
第1部では公益財団法人マンション管理センター技術部長の
鈴木了史氏が「大規模修繕工事の進め方」〜注意するポイント
〜を講演。管理組合の発意から専門委員会の設置、調査・診断、
修繕設計、業者選定、総会決議、工事実施、竣工後の履歴情報
の整理・保管といった流れを説明し、その上でいくつかの注意
点を上げた。
鈴木部長は、理事会の諮問機関として専門委員会を設け、年
1回の自主点検をすることが望ましいとし、管理組合全体の合
意形成を得ていくプロセス、自分たちの財産は自分たちで守る
という意識の共有が重要であるとまとめた。
第2部では本紙で何度も紹介している河原町分譲共同ビル管
理組合法人による大規模耐震改修工事の奮闘談で、神品理事長
と長浦副理事長が平成21年5月の定時総会で耐震診断実施の
決議を得てから27年7月に耐震工事が竣工するまでの経緯に
苦労話を織り交ぜて話した。
〈工事概要〉
構造・規模／1975年竣工・SRC造15階建て・6棟693戸
+29店舗
管理形態／自主管理、コンサルタント／川崎設計、設計・施
工者／竹中工務店
工期／平成26年7月1日〜平成27年7月31日
耐震改修では川崎市からの助成金を受け、また竣工後は固定
資産税や所得税の減免措置など大きな特典があったと説明。既
存不適格建築物に係わる制限の緩和など、耐震改修計画に基づ
く認定手続きの効用を上げた。
工事を進めていく上での大きな特徴は・懸案事項・工事費の

増減状況・クレーム対応につい
てリストを作り、日付、内容、
対応策、発信者、対応者、金額
増減など、それを解決するまで
管理組合や施工者で確認を繰り
返したことが重要だったと長浦
副理事長は話していた。
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3／19
節電、騒音問題をテーマに
逗子でマンション管理セミナー
3月19日13：30〜、逗子文化プラザ市民交流センターで
「マンションライフを快適にするための身近な問題」と題し、
節電や騒音の問題についてマンション管理士でもある堀内敬之
理事が講演を行った。講演後は神奈川県マンション管理士会横
須賀支部逗子部会のメンバーによる無料相談会が行われた。
まず、はじめにマンションの節電手段として、堀内理事は①
LED照明（省エネ）②スマートメーター（電力使用量の見え
る化）③高圧一括受電（電気のまとめ買い）④電子ブレーカー
（契約電力の引き下げ）⑤小口電力自由化（価格競争）の概要
を説明。電力自由化について、「先行する欧米では多くの業者
が参入しても、結局は大手何社かに淘汰されていく傾向がみら
れる」「来年はガスが自由化される。また様相が変わる」とし、
現段階での早急な判断は見合わせたほうがよいのではないかと
解説した。
マンションの騒音問題では、壁（D値）と床（L値）の遮音
性能の指針を説明し、また、裁
判例で取り上げられる「受忍限
度」というキーワードをどのよ
うに位置づけるか＝それには居
住者間の信頼関係・連帯感が重
要だと話した。管理組合として
は細則類での定めや、その広報
よこ管ネットでは年1回、逗子
に努めることが大事だと話して エリアの管理組合にも参加して
もらえるようセミナーを実施し
いた。
ている

湘管ネット
3／12
マンション管理セミナー
長計の見直しと大規模修繕の成功に向けて
3月12日13時30分〜、藤沢商工会館ミナパーク505会議
室で計画修繕工事をテーマにマンション管理セミナーを行っ
た。
第1部では「長期修繕計画見直しのポイント」と題して、㈱
神奈川建物リサーチセンターの常務執行役員・丸山昭氏が講演
した。
マンションでは長期修繕計画を作成して、将来予想される修
繕工事等の時期と費用を推定し、必要な月々の修繕積立金の額
を設定する必要が求められる。
近年、問題になっているのが機械式駐車場の使用料を管理費
会計に充当している管理組合や、長計に修繕項目がないまま積
立金会計に充当している管理組合がある。機械式駐車場は修繕
や更新などで多額の費用を要する。
駐車場は使用者負担として、
別会計の区分経理をして長計に組み込むことが重要。
丸山氏は「どのような生活環境を望むのか、建替えなども視
野に入れてマンションのビジョンを検討した上で、長期修繕計
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長期修繕計画見直しについて語
る丸山昭氏

大規模修繕工事の成功について
は、高森慎司氏が講演

画を見直すことが望まれる」としている。
第2部は「大規模修繕工事の成功に向けて」と題して、㈱大
和の経営企画室長・高森慎司氏が講演を行った。
高森氏は大規模修繕工事を進める手順で「パートナー選び」
が最も重要なステップであると話す。パートナーとは設計コン
サルタント、管理会社、施工会社等であるが、ここの選定に
「成功のカギ」があると説明。
「理事会や専門委員会でじっくり
検討することが大切」とした。

1／23、2／27、3／26
研修交流会
１月度：会計処理や現金事故を防ぐポイント
２月度：管理会社に聞いてみたいこと
３月度：管理会社と上手に付き合う方法
毎月18時10分〜、藤沢市民活動推進センター実施してい
る研修交流会。
1月度は1月23日、賛助会員である双日総合管理のスタッ
フが管理組合会計におけるノウハウを披露した。
一般（管理費）会計の予備費は実績科目ではないため、設定
額の根拠はなく、おおむね総支出額の2〜3%が慣例とされて
いる。予備費は臨時の支出項目があった場合に予算超過を防ぐ
ための措置だが、「総会で承認を受けた予算と事業計画を逸脱
する目的への支出に予備費を充当することは予算制度そのもの
が破綻するので注意が必要」だと説明している。
2月度は2月27日、「管理会社に聞いてみたいこと・依頼し
たいこと、管理会社として依頼されては困ること」をテーマに、
賛助会員の双日総合管理、ウィッツコミュニティ、大京アステ
ージ、コミュニティワンの各社が経験談等を話し、参加者との
情報交換を行った。
管理会社からの発表は、（1）ゴミ屋敷化した住戸の区分所
有者への59条競売による提訴等、管理組合主体で解決した事
例、（2）一部店舗所有者の駐車場を管理組合が共用部分とし
て買い取った事例、（3）自助の意識が高い管理組合の事例、
（4）管理組合の内部分裂において、管理会社が調停役となり、
マンション内に平穏が戻った事例。発表後には参加者からの質
疑や、情報交換などが飛び交った。
3月度は3月26日、「管理会社と上手に付き合うポイント」
をテーマに杉本久美子理事が講師を務め、「マンション管理の
主体は管理組合」であることを前提に、また自身の管理組合役
員体験を含め、講演した。
チェックポイントは、管理会社とのやりとりは書面で行う、
業者支払い、出金伝票の押印は必ず理事会での承認後出金処理
する、小修繕等の工事を管理会
社に発注する場合は、発注書、
発注請書を交わすようにするな
ど、15項目。議事録（素案）
作成を管理会社に委ねる場合
は、管理委託契約書に具体的に
「議事録（素案）作成」と明記
することが必要だとした。
講師役として参加した双日総合
管理のスタッフ

コミュニティワン、大京アステー
ジ、ウィッツコミュニティ、双日
総合管理が事例説明を行った

研修交流会の企画担当である杉
本久美子理事が講師を務めた

ど う する ？

管 理 組 合

ゴミ屋敷の撤去
へ
組合主導で59条競売

室内に大量のゴミを溜め込んでいる住戸をゴミ屋敷と

管理組合は、①ゴミによる臭い被害認定②専有部分内
ゴミ処分命令③罰金④強制競売⑤強制執行、と数回の裁

呼ぶ。
戸建て住宅であれば近隣住戸からの苦情により、行政
等が強制代執行でゴミ処分という場合もある。また賃貸
物件であれば、契約違反を理由に立ち退きを要求するこ

判を重ねた。最終的には59条の強制競売により区分所
有権を奪うという決着の仕方になってしまった。
強制執行の際には、清掃業者に依頼したが、室内に自
転車があったことすらわからないほどゴミが堆積してい

とができる。
しかし、分譲マンションでは区分所有法や管理規約と

た。ゴミの搬出では臭いがひどくエレベーターも使えな

いう独自のルールがあるため、行政の介入は難しく、管

い状況（当該住戸は4階）だった。また、当事者が包丁

理組合が主体となって問題を解決していかなければなら

を持ち出して抵抗したため、警察沙汰となり、機動隊が

ない。

盾をもって理事長や管理会社社員を守るなど、異常な光
◇

事例マンションは、当事者の精神的な病が大きな要因
でゴミ屋敷化した住戸だった。当事者は元々、清掃局に

景となった。
それでも最後には自らマンションを退去し、マンショ
ンに平穏が戻ったという。
◇

勤める職員。良識のある一般的な住民であったが、病気
が進行するにつれてゴミ屋敷化がはじまり、近所の注意
に対してもゴミ撤去の約束日にも居留守を使ったりと、
約束はことごとく破られ続けた。
解決の糸口は、これまで輪番制であった役員選定で、
自治会の世話役が理事長に長期就任する意思を固めたこ

リーダーシップのある理事長がいたとはいえ、その他
の区分所有者の協力なしでは解決はできない。
さらに弁護士費用で数百万円、執行費用も百万円強か
かったという。こうした費用の捻出については管理組合
の合意が必要である。

とにある。その理事長がゴミ屋敷住民による被害を克明

一部の住民と管理会社社員や弁護士がやっているとい

に記録に残し、それが後の裁判で大きな証拠として役に

う考えを持つ人がいれば、解決の日が遠ざかり、時間と

立ったという。

費用の無駄が膨れ上がっていくといえるだろう。

本 の 紹介
『大規模修繕によるマンションの
『Q&A マンション管理紛争解決の手引』
グレードアップ事例集』

『大規模修繕によるマンションの
グレードアップ事例集』
梶浦恒男、NPO集合住宅維持管理機構／編
彰国者／発行
B5判・並製・210ページ
定価3,000円（税別）
2016年3月10日発売
ISBN978-4-395-32056-1

多様化するマンション内での住民間トラブル、参加率が低い
管理組合の運営上のトラブルなど、多くの裁判例を踏まえて紛
争解決の指針をわかりやすく解説した一冊。司法研究委員会マ
ンション管理紛争研究部会では平成25年4月から、従来型の
紛争から現代型の紛争まで多数の具体的設例を検討し、研究を
重ねてきた。
本書はこうした研究結果のうち、管理運営をテーマに絞った
約70問の設例をQ&A方式で掲載。専有部分と共用部分の区別
のおける紛争から、管理規約の設定・変更、義務違反者に対す
る措置など、質問に対する回答、紛争解決のポイントはどこに
あるか、参考裁判例、詳しい解説などを盛り込んでいる。

『Q&A マンション管理紛争解決の手引』
第一東京弁護士会 司法研究委員会／編
新日本法規出版／発行
A5判・並製・330 ページ
定価3,700円（税別）
2015年12月15日発売
ISBN978-4-7882-8079-3
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大阪市立大学名誉教授・梶浦恒男氏を理事長とするNPO集
合住宅維持管理機構の創立30年余の集大成として上梓された。
管理組合からの業務依頼3,000件のうち、改修工事によっ
てグレードアップした72事例を紹介している。
耐震改修など建物全体の環境改善事例のほか、給排水管と浴
室の改修、外壁タイルの剥落防止、バルコニーの排水改修、窓
サッシの更新、駐車場の整備・改善例など、分類・整理して細
かな解説を掲載した。
居住者や管理組合の対応の仕方、工事中のさまざまな取り組
みの実際も紹介しており、一般のマンションでの活用としても
非常に細かく解説された、参考書といえる。
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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

改修一般

企 業 名
所 在 地
マンション管理 浜 川 湘 【窓口】東京都新宿区新宿2-3-15
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

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

株式会社
日鉄コミュニティ
マンション管理

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

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

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
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

浜 横浜支店

株式会社
ライフポート西洋

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

P R
神奈川県内で約1,200管理組合（約
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。
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。
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。
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。

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。
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

住宅あんしん保証

バスターズ

株式会社
アルテック

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

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。

P R

マンション大規模修繕工事の、建
横浜市中区新山下2-12-43 築技術のプロ集団でございます。
１．安全第一 ２．品質管理
蕁045-621-3961
３．アフター点検
http://www.alteche.co.jp
優れた品質で、お客様に最高の満
ALL@alteche.co.jp
足を提供して参ります。

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

株式会社
一ノ瀬建創
大規模修繕

浜

株式会社
エヌ・ケー

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

大規模修繕 浜 川 よこ 央 （関東支社）

株式会社カシワバラ・
コーポレーション
大規模修繕

浜 川 よこ 横浜支店

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
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

シンヨー
株式会社

大規模修繕

株式会社富士防

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。

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。
「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。
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。

横浜市磯子区岡村7-35-16
蕁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。

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

大規模修繕 神 浜 よこ 央 湘 （本社）横浜市南区高砂町2-19-5

株式会社大和

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。

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

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。

よこ 本社：横須賀市森崎1-19-18 改修工事専業として、自社
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

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。

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

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。

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

浜 東京都中央区京橋1-6-1

株式会社

金融

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

所 在 地
浜

大規模修繕 神 浜 川 よこ 央

金融・保険
保険

企 業 名
大規模修繕

日精ビル12F
蕁03-5496-9497
薔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。

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
央 県央ネット

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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

改修一般

給・排水設備改修

企 業 名
浜 よこ 央 （本
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 支 店）蕁048-449-0091
http://www.yokosoh.co.jp

株式会社
ヨコソー
大規模修繕

所 在 地

P R
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

株式会社
ラクシー

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。

浜

株式会社NB建設
（旧相鉄建設株式会社）
大規模修繕

企 業 名
電気設備改修

所 在 地

株式会社
神奈川保健事業社

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

株式会社

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

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

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

浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2
川

フジクス株式会社

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

建材メーカー・販売

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

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

『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。
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。

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技
術
者
部
会

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。

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。

外断熱・サッシ改修
企 業 名
外断熱メーカー

P R

P R

浜 横浜市西区戸部町4丁目158番地

地元に密着したゼネコンと
して、建築・設備・耐震・
内装などのリニューアルを
お客様の立場でご提案。地
域社会の安心と発展に貢献
します。

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

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。

電気設備改修

横浜市神奈川区栄町5番地1
蕁045-451-8816（代表）
蕭045-451-8820
daimon-akiko@nb-const.co.jp

給・排水設備改修

給・排水設備改修

文化興業株式会社

P R

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

P R

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

所 在 地

浜 建設事業部

工藤建設株式会社

給・排水設備改修

所 在 地
よこ 本社：横須賀市内川1-7-23

三沢電機株式会社

総合建設
企 業 名
大規模修繕

企 業 名
給・排水設備改修

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
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。
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

KMPメンテナンス
株式会社

所 在 地

P R

千葉県市川市下貝塚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

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

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

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

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

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

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@mirai-mi.com

http://www5.ocn.ne.jp/˜ik-archi

okd-arc@mist.dti.ne.jp

http://homepage3.nifty.com/moa̲p
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氏名・所属事務所
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会員
ション
マン
紹介

鎌倉ビューパレス
管
理
組
合

Ｎ
Ｐ
Ｏ
湘 管 ネ ッ ト
正
会
員

■マンションデータ
所在地：鎌倉市坂ノ下
1968年（築47年）5月竣工・地上5階建て・1棟・総戸数68戸（管理員室1戸含む）

鎌倉の高経年リゾートマンション
湘管ネットとともに課題クリアへ
由比ガ浜が眼前に立地するリゾートマンション。とは
いえ、75%以上が定住で、外部区分所有者の25％以下
である。
平成8年、それまでの委託管理から自主管理へと移行。

DATA

維持管理における自主管理の要諦について「理事会・管

輪番制で毎年各フロアから１人ずつ計5人の新任理事と、

理員・メンテナンス業者の信頼関係の構築にあり」と話

留任理事5人の計10人が2年半数交代制で組合運営に当

す。

たり、住み込み管理員を管理部長として現在に至ってい

「今までの経験から、早期発見、早期補修が結局、建
物を長持ちさせることになると実感している」というの

る。
しかし、マンション管理についてこのまま自主管理で
行くのか、委託管理にするのか検討課題に上がっていた。

だ。
昨年度から、メンテナンスに関係する居住者からの要

さまざまな議論の末、昨年度の理事会では従来通り自主

望や質問は直接業者に言うのではなく、管理部長が一元

管理とし、問題に応じて湘南マンション管理組合ネット

管理し、問題があれば理事会がその責任で解決に当たる

ワークに相談することとし、定期総会に提案の上、決着

という役割分担を明確化した。この方法は順調で信頼関

をみた。

係の構築の構築が一層進んでいるという。

また、築48年目となり、「高経年化のため理事会の議

また、今年取り組んでいるのが「ペット問題」。もと

題はメンテナンス工事が

もとペット飼育は禁止事項であるが、居住者がペット飼

中心」という声もある。

育についてどう考えているのかアンケート調査するよう

昨年は屋上や外壁改修、

要望が前期総会に出た。そこでアンケートを実施するに

全戸のバルコニー防水を

あたり、どのような内容で行うのが適切なのかを検討す

実施した。今年はプール

ることになったのだ。

の改修工事の予定だとい
取材に協力してくれた京極高
藤理事長（左）と森管理員

毎年実施する懇親会。昨年はプー
ルサイドでバーベキュー
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建物構造 ……………………………RC造
敷地面積 ……………………………3,678.67㎡
建築面積 ……………………………1,525.23㎡
管理費の戸当たり（月額）…………530円／坪
修繕積立金の戸当たり（月額）……680円／坪
駐車場充足率（台数÷総戸数）……29.8%（20台÷67戸）
プラス来客用8台
駐車場使用料（月額）………………ガレージ付車庫14,500円
（ 1 7 台 ）、 屋 外 駐 車 場
12,000円（3台）
駐輪場使用料（年額）………………バイク6,000円／台、自転
車3,000円／台
分譲会社 ……………………………茅ヶ崎シーサイドパレス㈱
建設会社 ……………………………㈱藤田組
管理形態 ……………………………自主管理
管理員の勤務形態 …………………住 み 込 み 管 理 （ 日 曜 ・ 祝
日・水曜午後を除く週6日
制）
理事会 ………………………………月1回
任期 …………………………………2 年 、 １ 年 半 数 交 代 （ 理 事
10人、監事1人）

う。
京極理事長は、建物の

消防訓練や、津波に備えた自主避
難訓練も実施

京極理事長は「ペット問題や管理組合運営について、
湘管ネットのお知恵を借りながら、検討課題をクリアし
ていきたい」と結んでくれた。

鎌倉リゾートらしくプールが
完備されている

屋上では水中花火で有名な鎌倉
花火大会を目の前で楽しむこと
ができる

イベント情報 ■■

平成28年度定期総会の案内

川管ネット

○浜管ネット（蕁045-911-6541）
第22回
日
時：5月28日（土）14時〜
記念講演：15時〜
テ ー マ：「マンション管理入門 マンションって何？〜
マンションライフをエンジョイするために〜」
講
師：横浜市立大学教授・齊藤広子氏
懇 親 会：16時15分〜
会
場：ハウスクエア横浜
横浜市営地下鉄ブルーライン線「中川駅」徒歩2分

新任理事研修会＆役員奮闘記
日 時：6月18日（土）13：30〜16：00
講 師：相川洋明氏（川管ネット理事）、マンション
管理センター職員
会 場：高津市民館

○川管ネット（蕁044-380-7163）
第16回
日
時：5月21日（土）11時30分〜12時30分
懇 親 会：総会終了後（12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14回
日
時：6月4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

蕁046-264-6054

大規模修繕工事見学会
日 時：6月4日（土）9：30〜12：00
場 所：グランシーナ大和ステーションプレイス
2階コミュニティルーム
（小田急線・相鉄線「大和駅」徒歩2分）
2005年竣工・SRC14階建て・108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

湘管ネット

蕁0466-50-4661

ミニセミナー＆情報交換会（新企画）
日 時：6月19日（日） 13：10〜16：00
場 所：藤沢市市民活動推進センター A会議室
テーマ：「マンション防災対策のポイント」
講 師：高津篤理事（湘管ネット理事）

○湘管ネット（蕁0466-50-4661）
第10回
日
時：5月21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」北口徒歩3分
○かながわ県央ネット（蕁046-264-6054）
第10回
日 時：6月18日（土）13時30分〜14時30分
第5回特別講演会：15時〜
テーマ：「標準管理規約の改正と横浜傾斜マンション問題（仮）」
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：ユニコムプラザさがみはらセミナールーム
小田急線「相模大野駅」直結bono相模大野サウ
スモール3階

新 会 員 紹 介
◆正 会 員
加入ネット

棟数

戸数

竣工年

川管ネット

1

34

1990

主な業種

資本金

設立年

◆ 賛助会員
名 称

加入ネット

関西ペイント販売譁

湘管ネット

塗料の製
4億
造・販売 9,735万円

1989

㈱染めQテクノロジー

浜管ネット

塗料・防錆剤 5,000
万円
等製造・販売

2002

横浜サンユー㈱

浜管ネット

マ ン シ ョ 1,000
万円
ン管理

1985

㈱ 徳 馬 洗 管

浜管ネット

給排水管
工事

2016

研修交流会
テーマ：「管理組合と自治会について」
日 時：6月25日（土）18：10〜20：00
講 師：マンション管理士 須賀一朗（湘管ネット
理事）
会 場：藤沢市市民活動推進センター・Ａ会議室
（定員30人）
マンション管理セミナー
日 時：7月16日（土）13：30〜16：30
場 所：藤沢商工会館ミナパーク504会議室
テーマ：「改正標準管理規約について」
講 師： 須賀一郎氏（湘管ネット理事）、杉本久美子
氏（湘管ネット理事）

よこ管ネット

蕁046-824-8133

新任役員基礎セミナー
テーマ：「初めて役員になった方も、そしてベテラ
ンの方も」
日 時：7月16日（土）13：30〜16：00
講 師：廣田信子氏 マンション総合コンサルティ
ング譁代表 参加費無料
会 場：産業交流プラザ第2研修室
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名 称
コスモ武蔵中原
管
理
組
合

500
万円

かながわ県央ネット

蕁044-380-7163
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4/1、4/5 川管ネット新事務所開設 5日はハウジングサロン移転記念式典
川管ネットは4月1日、これまでのかわさき市民活動
センター（武蔵小杉）から移転し、川崎・溝口に新事務
所を開設した。
5日には同じビルの隣部屋に移設した公益社団法人川
崎市まちづくり公社ハウジングサロンの溝口移転記念式
典を行った。
新住所
〒213-0001
川崎市高津区溝口1-6-1 クレール溝口204
TEL／FAX 044-380-7163

新事務所。宮島会長（左）と
廣瀬専務理事

5日の川崎市まちづくり公社の
ハウジングサロン移転記念式典
の様子

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 044-380-7163
定期無料相談：
毎週火・木・土曜
まちづくり公社ハウジングサロン（クレール溝口）

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 4 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

112組合
26,437戸

43組合
8,129戸

63組合
10,668戸

11組合
876戸

20組合
4,610戸

41組合
8,209戸

合

計

290組合
58,929戸

※平成28年4月30日現在
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