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管理組合運営に大切なのは
公益性重視の 経営感覚
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してきて、やっと管理組合の本質がわかりかけて
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東急コミュニティー
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「住まいの相談会」受付中
8p 各地域ネットの活動報告

・浜管ネット、電気設備改修セミナー
・よこ管ネット、国交省研究官が
耐震改修を講演
10p 管理組合基礎講座

長期修繕計画の問題点と
チェックポイント①

大規模修繕工事の備えは十分であるか。長期修繕計画書はできているか。資金
計画に問題はないか。修繕積立金は計画に見合っているか。工事費の見積もり依
頼先、見積もり比較表等、専門家への相談を行っているか。
管理会社等への業務委託内容やコストの見直しなどを行っているか。管理費等
の滞納は、管理組合が主導して本人と交渉する仕組みができているか。組合運営
に協力的な後継者を育成しているか。建物の高経年と居住者の高齢化という『二
つの老い』にどう対応しているか…。
住戸数の大小に関わらず、輪番制の理事会がマンションの隅々まで見ること、
公益性のバランスをとることは難しい。組合員一人ひとりが資金計画等を理解し、
経営感覚を高めてこそ、管理組合の将来が見えてくるのではないかと考える。

第55回全管連代表者会議開催

2007・10・15

建物、住民の「二つの老い」支援へ
NPO全国マンション管理組合連合会（全管連）は10月15日、仙台市青葉区
の戦災復興記念館で第55回全管連代表者会議を行った。北海道から沖縄まで、
管理組合団体の代表者37人が参加。NPO神管ネットからは、高尾会長（よこ管
ネット会長）、柴田副会長（浜管ネット会長）、塩澤副会長（川管ネット会長）の
2007年度の活動方針として、①建物と住民の「二つの老い」を抱える管理組

12p 賛助企業ガイド

業種別賛助企業の一覧表を掲載

合への支援活動②第三者（管理会社・管理士）を管理者とする「新たな管理方式」
への対応③地上波デジタル放送化による共聴施設の改修・管理への対応、などに
重点を置いて、今後の活動を進めていくことを確認した。

14p 会員マンション紹介

武蔵小杉マンション管理組合

前日の14日は仙台市民会館で4分科会に分かれて専門員会を開催。神管ネット
が属する「事業問題専門委員会」では、「二つの老い」に全管連として今後どの
ように取り組んでいくかを討議した。

15p イベント情報

12、1、2月のセミナー等のご案内

全管連代表者会議は毎年、年度始めの春と秋の2回行っている。
〈2pに活動方針の詳細〉
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3人が出席した。
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NPO全管連
1 管理組合の自主・自立への支援
１）「二つの老い」を抱える管理組合に対して次のよう
な活動を行う
①管理・運営への対応…契約に基づく有償業務として
の取り組み
②建物老朽化への対応…計画的建物管理の推進
③高齢化への対応………孤独死、認知症など、これま
での管理組合活動にはなかっ
た分野への対応、管理会社依
存型からの脱却を支援
２）管理に関する点検・判断・決定を管理組合自身が行
うことができる条件整備の支援

2 「新たな管理方式」への対応

4 全管連活動の普及・拡充

①「新たな管理方式」に関する情報収集と、会員への

①会員各団体の近隣地域において活動している管理組

啓発

合団体に積極的に働きかける

②この方式の問題点に関する意見の集約
③マンションにとって、自立型管理の優位性、合理性

②管理組合団体設立手引書を区分所有法委員会で作成
し、普及・拡充に活用する

を啓発

5 国や地方自治体への連携・協力
3 地上波デジタル放送への移行に伴う受信障
害対策用共聴施設の改修・管理への対応

①国や地方自治体の委員会等に積極的に参加し、管理

①管理組合が受信障害対策用共聴施設の調査・改修・

②地方自治体に対し、政策提言等を行うとともに、調

②国会や地方自治体への積極的働きかけ

本 の 紹介
『ひとり 誰にも看取られず
―激増する孤独死とその防止策―』

査事業や研究事業を受託業務として積極的に受け入
れ、地方自治体との連携・協力体制の構築を図る

蜷

管理の費用負担することへの反対行動の展開

組合の利益になる施策の実現を目指す

四六判上製240ｐ
税込価格1,470円
ISBN978-4-484-07219-7
発行／阪急コミュニケーションズ
著／NHKスペシャル取材班＆
佐々木とく子

※全国マンション管理組合連合会推薦図書
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本書は、ＮＨＫスペシャル『ひとり 団地の一室で』をベー
スに大幅な追加取材を行って書籍化した。
「近所付き合いがま
ったくなく、一人暮らしの人が病気で倒れても誰も気づかず、
何日もたってから遺体で発見される」という、ある団地の事
件に衝撃を受けたNHK記者は、「孤独死」の問題に取り組む
千葉・松戸の常盤平団地に住み込み、行政の対応などとあわ
せて取材を開始。そして、孤独死が50歳代の若年でも起こ
ることであり、団地や地域で孤独死を受け入れなければなら
ないことを実感していく。番組は2006年、第26回「地方
の時代」映像祭グランプリを受賞。
マンションという集合住宅に住む以上、隣人の死、特に孤
独死は対岸の火事ではない。マンションの価値に影響を及ぼ

すこともあるからだ。
常盤平団地では孤独死への取り組みを公表して以降、逆に
入居希望者が増加したという。自治、あるいはコミュニティ
ー形成というワードの大切さを改めて痛感させられた一冊で
ある。
本書にはよこ管ネットから、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もコミュニティー形成への取り
組み事例として取材を受け、掲載されている。

判例の
広場

生

活

騒

音

・

損

害

賠

償

等

請

幼児の走り回る音、
受忍限度超える
幼児の走り回る音、
受忍限度超える
上階住民の
「不誠実な対応」
に賠償命令
上階住民の
「不誠実な対応」
に賠償命令
上階に住む幼児（当時3〜4歳）の走り回る音が受忍限度
を超えるとして階下住民（原告）が提訴していた件で東京地
裁（中村也寸志裁判官）は10月3日、被告である幼児の父親
の不誠実な対応や、騒音が「かなり大きく聞こえるレベル」
であることから、「一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超
えるもの」とし、被告に36万円（慰謝料30万円、弁護士費
用6万円）の支払いを命じた。請求は慰謝料200万円、弁護
士費用40万円だった。被告家族は住戸を賃借して04年2月
に入居、翌年11月に退去している。

【事件の要点】
●マンションは、88年竣工。床構造は、150mm厚のコン
クリートスラブ。LH60程度であり、日本建築学会の建築
物の遮音性能基準によれば、集合住宅3級、遮音性能上や
や劣る水準にある。当時、原告住戸の暗騒音 ※1 は27〜
29dB（デシベル）だった
●被告家族が2階住戸を賃借して入居した04年から、幼児が
いるときには、住戸内を走り回ったり、跳んだり跳ねたり
することが多くなり、階下への騒音を及ぼすようになった
●被告家族は入居する際、原告に挨拶をしておらず、近所づ
きあいはなかった
●原告が管理組合に訴え、子供の走り回る音などに注意を呼
びかける内容の書面を各戸に配布。この後も管理組合では、
日常の生活音について配慮することを求める書面を掲示し、
各戸にも配布した。原告は管理会社や警察にも相談したが、
解決には至らなかった
●原告が被告あてに、幼児の足音に配慮をお願いする手紙を
投函。被告から謝罪文言を記した返信が来たが、内容の大
半は天井を棒で突くななどという、原告への非難で占めた。
原告が訪ねた際には、被告は「これ以上静かにすることは
できない。文句があるなら建物に言ってくれ」と乱暴な口
調で突っぱねた
●原告は、客観的なデータを得るために騒音計を入手し、記
録を開始。結果は、子供の走り回る騒音50dB〜65dB程
度※2がほぼ毎日原告住戸に及び、時に深夜まで及んだ
●原告の妻が、精神的ストレスから来る、咽喉頭異常感、不
眠等のため、通院加療を受けた
●原告は被告に対し、騒音差止めと損害賠償による調停を求
めたが、被告が応じなかったため、調停不成立となった

【東京地裁の判断】
○子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音は、かな
り大きく聞こえるレベルである50〜60dB程度のものが多
く、深夜にも及んだ
○被告が幼児をしつけるなど住まい方を工夫し、階下住民で
ある原告に対し、誠意ある対応を行うことは当然である
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東京地裁

○被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかで
はなく、原告に対して乱暴な口調で突っぱねるなど、その
対応は極めて不誠実なものであった
○原告は、最後の手段である訴訟等に備えて騒音計を購入し、
精神的にも悩み、原告の妻は、咽喉頭異常感、不眠等の症
状も生じた
以上の点から、中村裁判官は、被告の住まい方や対応の不
誠実さを考慮し、子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたり
する音は、一般社会生活上、原告が受忍すべき限度を超える
ものであった、と結んでいる。

【識者のコメント】
立証難しい生活騒音問題
住み方のマナーの悪さが決め手
横浜開港法律事務所
弁護士 河住 志保 氏
マンションの生活騒音に関する問題は、感じ方に個人差が
あるので、立証が難しい面がある。それにも関わらず、賠償
まで認めた今回の判例は、受忍限度を決める要素として、よ
ほど住み方のマナーの悪さがあったのではないだろうか。
騒音被害を訴えた階下住民は、訴訟する前にあらゆる手段
を行っていた。騒音計を入手してデシベル数を計ることはも
ちろん、管理組合を通して全戸に生活騒音に関する書面を配
布した、管理会社や警察に相談した、被告住民に個人的にも
手紙を投函した、調停を申し立てたが被告に拒否された…裁
判官が弁護士費用を認めている点においても、原告はギリギ
リまで努力をして、訴訟しなければ解決しないだろう状態に
あったことがうかがえる。

請求賠償額の15％
紛争解決の実効性に疑問
中央大学法科大学院
教授 丸山 英気 氏
生活騒音について紛争では、これまで割合に被害者の訴え
が認められないことが多かった。感情の問題は和解になじま
ないし、解決も難しい。このため日本では「受忍限度」とい
う判断基準で、解決法を見出している。
今回の判例は、被害の状況、建物が立地する地域性、行政
の取り締まり規定、被告の態度によって、受忍限度を超えて
いるとし、被告の不法行為を認めたものだと思う。
しかし、調停にも応じず、弁護人も立てない被告の対応は、
ほぼ欠席裁判に近いものがあったにも関わらず、裁判所の判
断は原告の請求賠償額の15％を認めたに過ぎない。おそら
く弁護士費用にも不足する額だろう。賠償命令を下された被
告はもちろん、原告も不満ではないか。紛争解決にどれだけ
の実効性があったのか、疑問の残る判例だと感じる。
ただ、日照や臭気、騒音など、この種の都市公害は、裁判
のみで全面的な解決を求めることは困難で、行政的判断、取
り締まりなどが必要になってくるといえる。
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※1 暗騒音とは、対象とする騒音を除いた場合の、その環境にお
ける騒音のこと
※2 平成12年東京都条例第215号では、第１種中高層住居専用
地域において、音源の存在する敷地と隣地との間の音量を45
〜50dBと規制している

求
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●給水設備改修
災害時想定し、受水槽採用を継続

金沢シーサイドタウン並木2-1住宅
給排水・EV改修工事現場見学会
NPO日住協は9月29日、金沢シーサイドタウン並木2-1住
宅管理組合の協力を得て、給・排水設備、エレベーターの改修
工事見学会を行った。（共催：NPO神管ネット、神奈川県マ
ンション管理士会）。3年前の大規模修繕で行った抜管調査を
基に、その半年後にメンテナンス委員会が活動を再開。今回
の工事では、専有部分内の給・排水管を同時に改修し、入室
する回数を減らすなど、工事中の各戸への負担を少なくする
工夫が取られていた。

□ 改修工事データ ………………………

今回の工事計画を立てる際の、管理組合の最大のポイント
は、「現状の修繕積立金でできる範囲の改修を行う」こと。3
年前に大規模修繕工事を行ったばかりで、特に専有部分の配
管まで交換するとなると、各戸の床や天井を剥がすなど原状
復旧費用も含め、莫大な費用負担が必要となる。
このため、直結増圧方式への給水システム変更や、給・排
水管の交換なども検討したが、調査状況も踏まえた上で、で
きるだけ既存のものを生かした更生工事を選択した。
また、給水システムについては、現在の加圧給水方式（受
水槽＋加圧給水ポンプ装置：図参照）を継続することで、災
害時にライフラインが寸断されても、350裙貯水できるとい
うメリットが重要と判断した。代わりにポンプは最新のイン
バーター制御方式に変更し、省エネ化を図っている。

●工事名
並木二丁目第一住宅改修（給排水設備、エレベーター）工事
●建物概要
○構造：RC造 ○階数：8,11階建て ○棟数：10棟
○総戸数：554戸 ○竣工年：1980年 ○エレベーター：10基
●発注者
金沢シーサイドタウン並木二丁目第一住宅管理組合（NPO日住協会員）
●設計・監理者
㈱英綜合企画設計（NPO神管ネット、浜管ネット、川管ネット、よこ管ネット、
湘管ネット、日住協会員）
●施工者
京浜管鉄工業㈱（NPO浜管ネット、日住協会員）
三菱電機ビルテクノサービス㈱（NPO浜管ネット、よこ管ネット、日住協会員）
●工事項目
給排水設備
（１）共用・専有部給水管更生（ライニング）工事、一部更新工事
（２）共用・専有部雑排水管更生（ライニング）工事
（３）加圧給水ポンプ更新工事
（４）受水槽内面更生（ライニング）工事
（５）その他
エレベーター
（１）制御盤更新（インバーター制御に変更）等、制御改修工事
（２）地震管制運転装置、防犯カメラの設置等安全対策工事
（３）主ロープの外れ止め等、耐震対策（法令化対策）工事
（４）天井意匠の更新、インテリアフィルムの取り付け等、意匠改修工事
（５）その他
●工事費用
未公表。ただし共用、専有部とも全額管理組合負担。一時金、借り入れなし
●工事期間
平成19年8月〜平成20年1月（予定）
●マンションの修繕履歴
築10年目、22年目に大規模修繕工事。22年目には電気容量のアップ、光ケー
ブルの導入も行った。給・排水設備等、ライフラインの改修は今回が初。

給水システム図

受水層＝更生ライニング
受水層
P

埋没管・1階床下配管＝交換
水道本管

蜷パイプスペース内のメーター回り
については、異種金属接触による
劣化が早いため、ステンレス管へ
の交換を行った

蜻受水槽は内面防水改修。ポンプは
大型の旧設備を廃棄し、小型の最
新機種へと変更。室内のスペース
がこれまでより、広く使えること
になる。とはいえ、機械設備が置
いてあるので、自由な出入りはで
きないが、管理組合としてどう利
用できるのか検討する余地はある

配管内部のサビを研磨材で吹き付けて落とし、その後内部を洗浄、乾燥させて
から樹脂で防錆被膜を作り、管の寿命を延ばす工事。管の交換が不要なため、
配管されている専有部の床や天井を剥がす必要がなくなり、その分費用負担が
少なくなるというメリットがある。

定期検査
●腐食・漏水箇所の確認
●内視鏡による目視検査
●アンケート調査などに基づく各種検査

・専有部分＝更生ライニング
・メーター回り＝交換

加圧ポンプ＝交換

⇒ライニング工事とは

工事が完了してからが
本当のお付き合い

・
共
用
た
て
管
＝
更
生
ラ
イ
ニ
ン
グ

リフォーム工事の万全を期して、弊社では「工事完了後の定期検査」を実施してい
ます。また、緊急時の24時間対応や、様々なご相談への対応など・・・
「工事が完了
してからが本当のお付き合いの始まり」と考えております。

保

証

24時間緊急対応

工事完了後引渡しの際に、工事請負契約
書に基づく保証内容による保証書を発行
いたします。

不測のトラブルにいつでも対応できるように、
専門のスタッフが24時間体制で待機・出
動し、
トラブルの処理・復旧をいたします。

今までも、
そしてこれからも続く ISO9001認証取得
創業以来培われた実績とノウハウを基盤として独自の『品質管理システム』を構築。
「 高 度 な 品 質 保 証 」へ の 努 力！ 2002年12月、品質保証の国際規格ISO9001の認証を取得しました。
本社
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●排水設備改修

●エレベーター改修

スラブ下配管も配慮し、更生選択

重点は耐震性、安全性、省エネ化

今回は、専有部分の給・排水管工事を同時に行った。1日
目給水、2日目排水・通水の工程である。これは、大型作業
車が停められる、配管ルートが統一している、といった団地
型マンションの環境によるものが大きい。
ただ、いずれにしても554戸で、排水の専有管ルートはス
ラブ下の階下を通過。共用管ルートは住戸内を通り、1階か
ら8階、あるいは11階までの各住戸の在宅協力がなければ、
1系統の配管ルートの作業が困難である。施工業者サイドか
らも、「管理組合側から各戸に声をかけてもらうなど、協力体
制があればこそできる工事」と話す。
ポンプと住棟バルブの切り替えを同時に行うなど、断水回
数を減らす工夫も行い、各戸への負担を減らす努力を、管理
組合、設計事務所、施工業者の3者で連携して行っているこ
とが印象深い現場である。

保安関連部品の交換と、安全性・耐震性に配慮した設備改
修を行った。
主な改修個所はエレベーター機械室の巻き上げ機と電気制
御盤。かご内の意匠関係は必要最小限度にとどめている。
巻き上げ機はモーターを交換したほか、耐震設計型に交換。
制御盤も省電力のインバーター電子制御盤に交換した。
これまでエレベーターのメンテナンスは月2回、技術者が
点検に来ていた。今後はリモート点検システム（遠隔点検・
遠隔診断）の導入により、24時間常時メンテナンスが可能
となった。技術者がエレベーターを止めて点検するのは、お
よそ3ケ月に1回。機械部品の点検・調整・清掃といった保
全作業が主体となる。
蜻制御盤を更新、インバーター
制御方式に変更した。これに
より、消費電力の低減、遠隔
監視機能の装備、遠隔点検
(24時間点検）と遠隔診断
（自動精密診断）による高密
度のメンテナンス導入。閉じ
込め時は、情報センターから
の遠隔操作で乗客救出（遠隔
閉込め救出）が可能となる

蜻ライニング工事には、研磨
する機器、樹脂を塗布する
機器、乾燥させる機器など、
多くの作業車が並ぶ。こう
した作業車の停車場所によ
っても、施工性が左右され
るわけだ

蜷巻上モーターの取り替えとともに、メ
インロープの外れ止め・振れ止めなど、
法令に順ずる耐震対策を実施した

排水システム図
汚水管（施工対象外）
上階住居の配管は
勾配をつけるため、
下階住戸の天井裏
を通っている

マス

洗濯機 風呂

浴
室
系
共
用
た
て
管

台所

台
所
系
共
用
た
て
管

蜻かご内の防犯カメラを交換し、１階ロビーにはモニタ
ーを設置。天井（意匠部）の交換やフィルムの貼替な
ど、インテリア改修も行った。かご内手摺や鏡、副操
作盤等はバリアフリー化。インバーター制御により、
乗り心地も数段アップした

蜻地震時管制運転装置。地震の際、発生
する初期微動（P波）、本震（S波）を
感知するセンサーを設置。P波を感知
した時点で、最寄階まで自動運転する

Kanagawa Mansion Network
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ヴィルヌーヴ鷺沼１番館
大規模修繕工事現場見学会

NPO浜管ネットは11月17日、ヴィルヌーヴ鷺沼１番館管
理組合協力のもと、NPO川管ネットとの共催で、工事見学会
を開いた。当工事は、マンション1回目の大規模修繕工事と
いうこともあり、タイル・外壁補修、防水補修、鉄部塗装な
ど、修繕工事のベースが積み込まれている。ここでは、その
ベースとなる補修個所を何点かピックアップし、建物劣化の
基本をみてみる。約45人が参加した。

□ 改修工事データ ………………………
●工事名
ヴィルヌーヴ鷺沼１番館大規模修繕工事
●建物概要
○構造：RC造 ○階数：5階（地下1階）建て ○棟数：1棟
○総戸数：75戸 ○竣工年：1996年
●発注者
ヴィルヌーヴ鷺沼１番館管理組合
●設計・監理者
㈱ライフポート西洋（NPO浜管ネット会員）
●施工者
相鉄建設㈱（NPO浜管ネット会員）
●工事項目
タイル外壁補修、シーリング補修、バルコニー、屋根防水改修、機械式駐車場
の鉄部塗装など（コンクリート打ち放し部分は化粧打ち放し仕上げ再生工事、
ガラスブロック面のシーリング打ち替え工事、各所外壁汚染対策工事を実施し
ている。機能向上では、地下駐車場入り口電動リングシャッターの設置、駐輪
場自動ドア設置など、見学会以降に行うものもある）
●工事費用
未公表。一時金、借り入れなし
●工事期間
平成19年9月〜平成20年1月（予定）

長期修繕検討委員長のコメント
設計・監理は、結果的に日常管理を委託する管理会社に任せたが、特命
ではなく、公示による競合で決めた。普段から管理員、フロント、技術陣
と密接なコミュニケーションがあり、気心が知れている点、雁行する特殊
な建物形状を日常点検などからよく知っている点が、選考で管理会社に有
利に働いたと思う。
施工業者については、15社の応募があり、最後に絞った4社の過去の実
績現場を回って、管理組合役員の感想などを聞いた。魅力的な価格から1度
決めかけた業者が「現場代理人の変更」を持ちかけてきたことで、再選考。
最終的に、組織体制がしっかりし会社を挙げて誠実に自分たちの物件と向
き合ってくれる会社かどうか、プレゼンでは皆うまく言うが、実際はどう
なのかを重点に決めた。
工事がはじまってからは、現場代理人以下の誠実な対応に加え、次にど
こで何をやるのかについて小まめに掲示板やエレベーターでお知らせした
り、現場事務所に女性の担当を置いたりして、日中に在宅する主婦からの
評判も良いことで満足している。
メール等での依頼・照会への対応も早く、当初は頻繁な打合せが必要と
覚悟していたが、「安心して任せられるパートナーだなあ」というのが大概
の感想である。
1
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笊足場
作業するために必要な仮設設備を単に「足場」と呼んでいる。当マンションは、雁行した複雑な
建物形状のため、他のマンション以上に足場の組み立てが困難だった

笆鉄筋の錆によるコンクリートの爆裂
階段室の柱で、コンクリート内の鉄筋の錆びが出てきてしまっている。建設時の施工不良でコン
クリートの厚みのない部分ができてしまい、爆裂したと考えられる。鉄筋に錆止め処理をし、エ
ポキシ樹脂モルタルを充填する方法で施工する

笳タイルのはく離
2

6

タイルのひび割れ・はく離は、張り替え、目地の補修、タイル面の洗浄を施す。当マンションで
は、建設会社が当時のタイルを1万枚ストックしており、無償現物支給という契約をしていたた
め、新しくタイルを作る必要がなかった。費用的な面よりも、同じ色を作ることが難しいといっ
た点で、よい環境にあったといえる

笘タイルの洗浄
タイルの薬品洗浄の工程。工事見学会のため、施工業者の配慮により、洗浄前と洗浄後の違いを
みてとれた

笙コンクリートのひび割れ
3

7

ひび割れの大きさが0.3mmを基準に、エポキシ樹脂を注入するなどの工法で施す。構造部、非
構造部などでも使用工法を変える

笞防水の膨れ、破れ
3階屋上のウレタン塗布防水部分の膨れや破れは、劣化部分を補修・清掃し、保護塗料を塗布する

笵ガラスブロックのシーリング改修
中庭側はすべてガラスブロックといっていいほど、大量なガラスブロックを使用している。この
ガラスブロックの目地には、防水性の良いシリコンシーリングが用いられていたが、汚れに弱い
という弱点もある

笨掲示板の活用

6
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管理組合の実行委員が特に気にしていたのが、日中在宅する主婦への情報提供など、小まめな対
応が、現場代理人の評価を高めているようである

マンション 関 連

国土交通省、年内開始めどに
築30年以上のマンション建て替え調査へ
国土交通省マンション政策室は年内をめどに、築30年
以上のマンションを対象に建て替えに関する調査を開始す
る。調査は（財）マンション管理センターの登録管理組合を
中心に、「これまで建て替えを検討したか」「建て替え検討
は今どの段階にあるか」「検討をやめた場合はその理由は
何か」など、建て替えを促進する上で、どんな問題がある
のかを調べ、今後の支援政策に生かす方針だ。
管理組合や、神管ネットなどの管理組合団体への協力要
請については現在、マン管センターと協議中である。

11/17
川崎・宮前区で
管理業協会、地域防災訓練を実施

会場で行われた講演、情報交換会では、耐震診断、耐震
補強を中心に、大学教授、行政担当者等の専門家を招き、
災害への備えなどについて4講演を行った。

10/13,14
第25回よこはま住宅フェア
浜管ネットはマンション相談で出展
毎年恒例のよこはま住宅フェアが10月13、14日の2日
間、ＭＭ21地区の赤レンガ倉庫広場で行われた。今回の
テーマは「始めよう！ECO LIFE、つくろう安全な住まい、
あなたから」。出展は31団体、2日間で3万1000人を超
える来場者があった。
浜管ネットは、NPO日住協、神奈川県マンション管理士
会、首都圏マンション管理士会の4団体で、共同ブースを
設置。瑕疵、管理会社とのつきあい方、大規模修繕や水回
り設備工事などの相談を各団体の担当者が受け付けた。

16管理組合、周辺住民400人超が参加
（社）
高層住宅管理業協会（黒住昌昭理事長）は11月17
日、川崎市宮前区の宮前平小学校で、「地域・マンション
合同消防・防災訓練」と題し、防災イベントを実施した。
当日は、花の台町内会と近隣16管理組合など、周辺住民
400人超が参加。午前9時過ぎから、それぞれのマンショ
ンで避難訓練を行った後、地域一帯の避難場所である宮前
平小学校へ集合し、10時からは全体防災訓練として、宮
前消防署の指導の下、消火器、煙、起震車などの体験訓練
を行った。
管理業協会は、全国の管理会社431社で構成する業界団
体。今回のイベントは、内容・規模ともに、協会としては
じめての取り組みであり、マンションの「共同の利益」の
実現は、周辺の地域コミュニティーが大切であるととらえ、
今後も、継続的な実施・展開を考えていくとしている。

実際に災害が起これ
ば、
単一管理組合だけ、
ひとつのマンションだ
けの問題ではないのは
明らか。協会が音頭を
とり、こうしたイベン
トを開いたことは、大
きな意味があるのでは
ないだろうか

日住協主催、46団体出展620人来場
NPO日住協は11月2、3日の2日間、東京・浜松町の東
京都立産業貿易センターで第13回マンション管理フェア
「マンション快適ライフ2007」を行った。
マンション管理に特化した情報提供、啓発、相談を目的
とするフェアは、今年で13回目。今回の出展企業・団体
は46団体、2日間の来場者は620人だった。

東急コミュニティー
マンション集会所等での「住まいの相談会」受付中
東急コミュニティーは「住まいの相談会」として、専有
部分のあらゆるニーズに応える相談会を受け付けている。
システムキッチン、ユニットバス、洗面台、トイレ等のリ
フォームのほか、室内や浴室の清掃、収納・間取り変更など、
管理物件内外を問わず、希望する管理組合があれば担当者
を現地に派遣し、マンションの集会所等で相談会を開く。
相談は、老朽化したコンセントの取替えなども含め、室
内のあらゆることに対応。マンション全戸に呼びかけ、希
望者から相談を受けることによって、管理組合としてもス
ケールメリットを生かしたコストパフォーマンス効果を狙
えるという。
問い合わせは下記の通り。
神奈川支店 蕁045-682-4600 担当 佐々木

● お 知 ら せ ●
賛助企業のＰＲ情報をお寄せください。掲載は無料で
す。ただし、誌面スペースに限りがあるため、掲載の
有無、内容については編集会議に諮ります。
お問い合わせは編集担当・北見
蕁蕭 045-316-4505
E-mail kitami@k-mansionlife.com

Kanagawa Mansion Network

11/2,3
第13回マンション管理フェア

「マンション管理なん
でも相談コーナー」の
ブースを設置。4団体
が立ち上げた「横浜市
マンション管理組合サ
ポートセンター」担当
者らが相談員を務めた
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浜管ネット
10／23
電気設備改修セミナー

また、後半では、よこ管ネット技術担当理事の島村利
彦1級建築士が、管理組合による自主点検について、
（財）
マンション管理センターが発行したマニュアルをもとに
解説。住民による住民による建物の維持保全の大切さを
説いた。

浜管ネットは10月23日、かながわ県民センターで、
建築等専門技術者部会と専門業部会の合同セミナー「事
例で学ぶマンションの電気設備改修」を行った。当日は
事例マンションの設計・監理を担当した技術者部会の岡
田英二・1級建築士、施工を担当した藤澤電気㈱の藤澤
達男常務が講師となり、マンションの電気設備一般につ
いての講義と電気幹線改修事例の報告を行った。
事例マンションは築36年39棟696戸の大型団地。今
回の改修工事では幹線ケーブルの交換とともに、単相2
線式から単相3線式へ、各住戸の電灯容量を30Ａから
60Ａへ、漏電ブレーカー付の分電盤へ交換して回路の
増設も行った。

台風による大雨の中、約60人のマンション住民が参加。熱心に
耳を傾けている人が多かった。写真の講師は国交省・長谷川洋
博士

セミナー後半の質疑応答では、参加した管理組合から、
自らのマンションに重ねた具体的な質問が多くあがり、
電気設備改修への関心の高い様子がうかがえた。

9／29
会員管理組合相互の情報交換会
よこ管ネットは9月29日、ヴェルクよこすかで第9回
情報交換会を開催した。参加者は21管理組合25人。事
前に会員管理組合にアンケート調査を行い、「いま、あ
なたの組合が一番悩んでいることは？」を尋ね、回答の
多かった次の3つをテーマに取り上げた。
1．滞納金対策・法的措置も含む
2．ペット問題

設計・監理を担当した岡田英二氏の説明。電化製品の多様化で
電気容量のアップは、今や不可避だ

3．理事のなり手・理事選任の名案について
特に滞納金問題では、苦慮している組合からは深刻な

よこ管ネット
10／27
耐震診断・改修セミナー
よこ管ネットは10月27日、国土交通省国土技術政策
総合研究所室長の長谷川洋博士を講師に招き、「マンシ
ョン耐震化のすすめ」と題して、講演を行った。内容は、
耐震診断を受けるための手続き、合意形成の図り方、耐
震改修工法と特徴など。旧耐震の壁式構造、構造バラン
スの悪いマンション、下階がピロティ形式のマンション
など、阪神・淡路大震災での事例などをもとに、留意点
を説明した。

8

事例が紹介され、熱気あふれる討議が行われた。理事の
なり手については決定的な打開策を見いだすのは大変難
しいが、このところ話題になっている「新管理者方式」に
ついてはいずれの管理組合も否定的な意見が多かった。

かながわ県央ネット
10／28
大規模修繕セミナー
計画修繕の第一歩は大規模修繕工事から
かながわ県央ネットは10月28日、同ネットの理事を
務める柴田建築設計事務所所長・柴田幸夫１級建築士を

講師に招き、「大規模修繕工事の1・2・3―計画修繕の

管理組合の組織体制、活動などをもとに講演した。また、

第一歩は大規模修繕工事から―」と題したセミナーを開

川崎市の職員がマンション登録制度等、市の施策につい

いた。築12年程度をめどに行われる１回目の大規模修

て説明を行った。

繕工事について、事例写真などから標準的、基礎的な内

当日は、71人が参加。後半の無料相談会でも、管理
規約の改正、管理費の問題、大規模修繕、ペット問題な

容を説明した。
工事以前に、参考図書として必要なものは以下の通り。

ど、あらゆる相談が寄せられた。

耐震偽装問題などの確認の際にも大切なので、保管して
あるかどうかチェックしておきたい。近年ではデジタル
データでの保存も増えている。修繕工事も竣工検査等を
終了して問題がなければ、竣工図書書類とともに施工会
社から管理組合に引き渡されているはずだ。
① 工事完了引渡し・引受書

② 保証書

③ アフター連絡・緊急時通報連絡表
④ 計画・実施工程表
⑥ 仮説計画図

⑤ 工事日報

⑦ 打合せ議事録

⑧ 検査結果記録・手直し記録・居住者アンケート記録

講師は川管ネットの理事で、管理組合の現役理事長が務めた

⑨ 工事施工計画書・要領書
⑩ 使用材料一覧表・出荷証明書
⑪ 使用材料型録・色彩表

⑫ 官公署届出書類

⑬ 居住者説明会資料・配布物等
⑭ 工事施工・竣工写真

⑮ 劣化調査・補修図

湘管ネット
恒例！マンション管理基礎セミナー
毎月２回、１年間連続の公開講座
湘管ネットは8月25日から来年7月まで毎月第2、4
土曜日の2回、藤沢市役所の会議室などを利用して、マ
ンション管理基礎セミナーを行っている。
写真は11月10日のセミナーの様子。当日はマンショ
ン管理士の杉本久美子氏が、区分所有法をテーマに、約
1時間半の講義を行い、その後参加者のフリートークで
情報交換を1時間程度行った。
参加者は13人。フリートークでは、窓枠サッシの取
り替えを戸別に認めていいのかという件、駐車場の専用

工事の具体例を示しながら、講演する柴田幸夫氏

利用権の問題など、参加者それぞれに意見を出し合って
いた。

川管ネット
11／11

神奈川県マンション管理士会と首都圏マンション管理
士会神奈川支部は11月11日、ミューザ川崎研修室で、
無料セミナーと相談会を行った。川管ネットは後援とし
て参加。
セミナーでは、管理組合の役割や役員の業務について
川管ネット理事の相川洋明氏が、自身が理事長を務める

「こういう席に出てはじめて知ったことが多い」という参加者の
発言が印象的だった

Kanagawa Mansion Network

セミナーと相談会
管理組合の役割、役員の業務とは？
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ワンポイント

第3 回

管理組合基礎講座

長期修繕計画の問題点とチェックポイント①
─ 経年によるマンションの傷みへの対応 ─
前述のマンション実態調査は東京都の区部でも行われ
ている。その一部をみると全体での策定率は74%を占
めているが、その中で見直しを行ったものは約半数の
―執筆者紹介―

田辺邦男氏

34%、他でも同様な結果が出ている。この実態をみて
も、長期計画「有り」の回答が高いとはいえ、その運用

一級建築士、浜管ネッ

にはかなり問題がある。また、別の調査項目で修繕積立

ト常務理事・建築等技

金の設定根拠をみると、「長期修繕計画に基づいたもの」

術者部会長

は半数弱、中には「管理費の何%」といったものが未だ
にある。
●大規模修繕工事に際しての資金計画状況
長期修繕計画と修繕積立金の連動は周知の通り、十数

■ はじめに

年に1回の大規模修繕に備え資金を蓄えておくことが本

長期修繕計画は、マンションの長命化を計るためには

来の目的である。しかし、現状は計画とかなり異なるも

不可欠なものであることは、現在十分認識されている。

のも多いようで、これも調査結果に現れている。工事費

しかし、現実には建物の実態に即していないものや、内

の全てを積立金で賄ったものは全体の半数強、長期修繕

容が不十分なものもかなり見受けられる。ここに記載す

計画「あり」でも約6割といった状況である。昨年の大

るものは、本年7月に行われた横浜市マンション管理組

手新聞社の調査でも、修繕積立金が計画より「かなり不

合サポートセンター合同研修会「マンション管理基礎講

足している」が43%という結果。以上のことから、長

座」での長期修繕計画に関する講演部分を要約したもの

期修繕計画があっても見直しがされていない、また、大

で、2回にわたり、現状の問題点と注意すべきポイント

規模修繕時の資金不足の実態が明らかになっており、こ

について解説する。

のことは結果的に「長期修繕計画が未だ十分機能してい

●長期修繕計画「有り」のマンションの割合

ない」ことを物語っている。

近年、首都圏の自冶体で行われた調査結果をみても、
マンションの規模・築後の経過年数によってその実態は
さまざまな状況である。
例えば、東京都が行った「築30年以上のマンション」

建物も使っているうちに、また、風雨に曝されている
ため各所に傷みや不具合が出てくる。これらは手遅れに

調査では、長期計画の「有り」は全体で57%、30戸未

ならない適切な時期に「手当て」しておくことが大切で、

満では41%。これらの調査はマンションの実態調査の

これが「計画修繕」といわれるもので、この計画修繕を

ごく一部であるが、他の調査結果をみても策定率は全体

一定の時期に集約したものが「大規模修繕」となる。

で50〜70%台、特に小規模のもので高経年のものの策

長期修繕計画は、今後、計画的な修繕が予想される全

定率は半数に満たない状況にある。都市部の市街地１棟

てのものが対象で、その目的は老朽化・機能低下を防ぐ

型マンションの特徴の一つといえる。

ために「いつ、どのような修繕を行う必要があるのか」

●長期修繕計画の「見直し」の状況

の目安を立てること、さらに、これらの修繕を行うため

長期修繕計画は、策定時点でマンションの将来20数
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■ 長期修繕計画に求められる内容

に「どの程度の費用を必要とするのか」を知って、修繕

年間を予測し修繕・改良を含めた計画を策定するもの。

積立金との関係を明らかにする。

しかし、予測ができないものもあり、また、その後の状

●標準的な長期修繕計画、作成の流れ

況により、当然計画の変更を迫られることも往々にして

長期修繕計画は最小限どのような内容を提案する必要

ある。したがって、定期的に内容の見直しが必要で、修

があるのか、ここでは（財）マンション管理センタ−が提

繕積立金を含めた資金計画の再検討も見直しの重要なポ

案したものを「標準的な長期修繕計画」として位置づけ

イントとなっている。

解説する。

長期修繕計画を構成する

4本の柱

1．計画期間の設定と修繕工事項目の洗い出し
☆計画期間：一般的に25〜30年、但し、一定

ステップ１．組織づくり
☆管理組合での組織づくり、専門家への依頼を検討
する。総会での必要経費の承認

ステップ2．建物を知る

時期に繰り返し見直しが必要
☆修繕対象項目：何を修繕するのか、項目を設定
2．修繕周期の設定、部材の耐用年数と関係する
☆「いつの時期に行うのか」、修繕の周期を決める
☆短期周期で繰り返し行うもの、中期的周期、
長期的（20〜30年に一度）に行うものがある
3．修繕工事費の算出、
「どの程度の費用を要する
のか」
☆修繕項目ごとに概算工事費を算出する
4．修繕費収支計画、修繕積立金額を検討する
☆計画期間内で修繕費の総額を把握する。
「いつ
の時期に、どの程度の額を要するか」を把握

※1〜4までの計画内容を、右表のステップ1からステップ7
までの策定手順で作業を行う。長期修繕計画作成の具体的
内容は、
（ 財）マンション管理センタ−発行「長期修繕計画
作成・見直しマニュアル」参照

Ｎ Ｐ Ｏ 浜 管 ネ ッ ト
技
術
者
部
会

標準的な長期修繕計画作成、全体の流れ

☆建物の調査・診断、現状を知る。過去の修繕歴、
維持管理状況の確認

ステップ3．修繕工事項目の整理・確認
☆修繕の必要な部位の整理・確認、全ての対象項目を
網羅することが重要。現場と修繕範囲を確認する

ステップ4．修繕方針と周期の設定
☆項目別に修繕周期を設定する。現状の仕組み・材
料を把握、修繕仕様を決める。改良・グレ−ドア
ップも検討することが重要

ステップ5．修繕工事費の算出
☆修繕項目・部位別に数量を把握、概算工事費を算
出する。工事の見積りと異なり、全体把握が必要

ステップ6．修繕工事費の資金計画
☆「修繕部位・工事項目別」に年度ごとに算出、累
計が計画期間内の「総修繕費」となる。
「総修繕費」
により将来の「資金計画」積立額を検討する。

ステップ7．長期修繕計画の承認
※これらの各ステップでの主要部分とチェックポイントについて
は、次号で解説します。

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田辺邦男部会長・阿部一尋専務理事を中心に、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

氏名・所属事務所

連絡先

氏名・所属事務所

星川晃二郎
株式会社汎建築研究所

東京都中央区日本橋堀留町1-9-6
蕁03-5623-3881
http://www.han-kenchiku.co.jp

横浜市中区山手町27-5-203
尾崎京一郎
蕁045-651-3327
モア・プランニングオフィス

連絡先

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

石川裕子
Lapis建築工房

横浜市南区榎町1-18-202
蕁045-744-2711
lapis@mx12.freecom.ne.jp

長友秀信
企業組合創和設計

横浜市南区高根町1-3-6F
蕁045-251-0691
http://homepage2.nifty.com/so̲wa

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

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

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://homepage3.nifty.com/moa̲p

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

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

okada-arc@hill.dti.ne.jp

Kanagawa Mansion Network

http://www.k-tateho.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
http://www5.ocn.ne.jp/˜ik-archi
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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

外壁・防水改修

企 業 名
所 在 地
マンション管理 神 浜 川 よこ 田園都市支店

株式会社
東急コミュニティー
マンション管理

サービス株式会社
神浜

ダイア管理
株式会社
マンション管理

首都圏事業本部横浜支店
浜 よこ

日本ハウズイング
株式会社
マンション管理

居住者の立場に立ったワン
ランク上の、充実した管理
サービスをご提供いたしま
す。

ダイア管理はマンションの
横浜支店
横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 管理会社として、一歩踏み
込んだ提案力で、お客様の
相鉄岩崎学園ビル9階
「琴線にふれる」サービスの
蕁045-316-3939
提供を目指しています。

臼井ビル2階
蕁045-474-2601
蕭045-474-2641
http://www.nichimo.community.co.jp

マンション管理部門、賃貸
管理部門及び不動産仲介部
門による「総合力」でお応
え致します。

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 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

蕁045-472-2501（代表）
蕭045-472-9585
soumuho@sumitate.co.jp
http://www.sumitate.co.jp

浜 横浜市港北区新横浜2-5-14
創業30年。リフォーム部門、

ニチモコミュニティ
株式会社
マンション管理

蕁045-682-4600

浜 横浜市港北区新横浜2-5-5
住友不動産建物サービスは、

住友不動産建物
マンション管理

P R

横浜市都筑区中川1-4-1（ハウスクエア横浜） マンション・ビルの管理運
営を基盤に、賃貸業、工事
蕁045-910-1690
業などを融合させ、
「総合生
神奈川支店
活サービス業」を展開して
横浜市西区みなとみらい2-3-5（クイーンズタワーC棟） おります。

浜 よこ

明和管理株式会社

新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビルディング
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

確かな管理と真心で、管理
組合様のよきパートナーと
なりたい。弊社は皆様の大
切な資産をしっかりと守り
ます。

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8
第一安田ビル
蕁045-316-6846
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
外壁・防水改修 浜 川 よこ 央

柏原塗研工業
株式会社

所 在 地
川崎市川崎区大島3-36-7
蕁044-211-1596
薔0120-00-4095
http://www.tosocio.com

外壁・防水改修 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
外壁・防水改修

株式会社

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

神 浜 横浜市鶴見区生麦1-5-28
蕁045-502-1604
蕭045-521-0287
office@ikatsu.co.jp
http://www.ikatsu.co.jp

伊勝

外壁・防水改修

P R
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！
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。
建物診断は無料！建築及び
大規模修繕まで皆様の大切
な財産の維持向上の実現を
サポートさせていただきま
す。任せて安心IKATSU

神 浜 横浜市磯子区岡村7-35-16 豊富な経験と確かな知識を生か

株式会社サカクラ
外壁・防水改修

し、集合住宅大規模修繕工事施
蕁045-753-5700（直）
工27年間の歩み、898管理組合・
蕭045-753-5835
4935棟・155610戸の施工実績
k̲yamamuro@sakakura-kk.co.jp 『不断の努力』を社訓に総合仕上
http://sakakura-kk.co.jp
工事業を目指す企業です。

よこ

株式会社神和美装

横須賀市平作7-14-8
蕁046-853-1881
sinwabis@maple.ocn.ne.jp

外壁・防水改修 神 浜 よこ 央 横浜市南区高砂町2-19-5
蕁045-225-8200
蕭045-225-8201
info@daiwa-co.com
http://www.daiwa-co.com

株式会社大和
外壁・防水改修

よこ 横須賀市森崎1-19-18
蕁046-830-5481
蕭046-830-5482
fujibow@bird.ocn.ne.jp
http://www.fujibow.co.jp

株式会社
富士防水工業

建物の小さな営繕工事か
ら大規模修繕工事まで、
長年の実績を持つ改修の
専門業者『神和美装』が、
必ず皆様のお役に立ちま
す。
地元神奈川で地道に積み上
げてきた実績をもとに、
「環
境問題」
「地域社会への貢献」
など、社会テーマを見据え
ながら着実に前進している
会社です。
当社は、ビル・マンション
の防水・改修工事のプロと
して常に皆様のニーズにお
応えできる技術と品質を提
供してまいります。

外壁・防水改修 浜 川 よこ 央 横須賀市森崎1-17-18（本社） 集合住宅修繕工事全般。品

総合建設
企 業 名
総合建設

所 在 地
浜

工藤建設株式会社
総合建設

（本
社）蕁046-834-5191
（東 京 支 店）蕁03-3736-7751
（横浜営業所）蕁045-595-0601
http://www.yokosoh.co.jp

株式会社
P R

外壁・防水改修

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

リニューアルに関する
お問い合わせは
リノベーション営業課まで
（東証２部上場）

浜 第二事業本部 リニューアル部
相模鉄道グループの中で地

相鉄建設株式会社

ヨコソー

横浜市西区南幸2-1-22相鉄ムービル6Ｆ
蕁045-317-7314
蕭045-317-7313
daimon-2@sotetsu-renewal.com

域に密着したゼネコンとし
て、
「お客様」にパートナー
として信頼され、より良い
関係を継続できる企業です。

浜 川 よこ 横浜支店

建装工業株式会社
外壁・防水改修 神 浜 川 よこ 央

川崎市川崎区大川町8-6
蕁044-366-4771
J-fukama@sinyo.com

シンヨー
株式会社
外壁・防水改修

浜 央 神奈川支店

ヤマギシリフォーム
工業株式会社
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加入するネットワークの略号蜷

神 神管ネット

浜 浜管ネット 川 川管ネット

横浜市西区平沼1-11-12ＫＭＨビル6階
蕁045-290-6090
蕭045-290-6097
yokohama@kenso.co.jp
http://www.kenso.co.jp

相 相管ネット

よこ よこ管ネット

横浜市中区本町2-10横浜大栄ビル8階
蕁045-227-8231
蕭045-227-8232
http://www.ymgs.co.jp

湘 湘管ネット

質・環境・安全マネジメント
システム認証取得。
創業明治41年、着実な歩みと共
に培われた確かな技術で皆様の
ご期待にお応えいたします。
弊社は、改修工事専業会社
として、30年近くにわたり、
確かな実績を持ち、業界の
トップクラスの実績を維持
させていただいております。

創業以来76年、地道に発展
を続け、平成18年度売上実
績で106億円、マンション
改修実績で60億円を超すま
でに成長致しました。
弊社は塗装業として創業150年以上
の歴史を誇り、マンション大規模
修繕工事の実績は30年以上182000
戸数を超えました。その培った経
験とノウハウを皆様お住まいのマ
ンションにお役立て致します。

央 県央ネット

建材メーカー・販売

給・排水設備改修

タキロンマテックス

企 業 名
所 在 地
給・排水設備改修 神 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
給・排水設備改修 神 浜 よこ

株式会社
大神設備工業
給・排水設備改修 浜 央

川本工業株式会社

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

『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。

リニューアル事業部
横浜市中区寿町2-5-1
蕁045-662-2759
蕭045-662-2780
http://www.kawamoto-ind.co.jp
横浜市中区尾上町4-47リスト関内ビル
蕁045-227-5280
蕭045-227-5283
yokohama@nipponreform.co.jp
http://www.nipponreform.co.jp

株式会社

P R

「より快適な環境の維持」を
テーマに、給排水各種設備
の調査診断、改修工事、メ
ンテナンスまで、確かな技
術と細やかな対応をお約束
します。

横須賀市大矢部2-9-20
蕁046-835-3000
蕭046-835-5344
http://www.daijin.co.jp

給・排水設備改修 浜 川 よこ 央 横浜支店

日本リフォーム

ライフライン確保と資産
価値向上を目指し、調査
診断から設計・施工・ア
フターサービスまで、「総
合力」でお客様の信頼に
お応えします。

株式会社
建材メーカー・販売

所 在 地

P R

浜 横浜市西区平沼2-2-7

藤澤電気株式会社

開放廊下やバルコニーに
は完全屋外使用可能な滑
りにくい床材タキストロ
ン、階段にはタキステッ
プをご採用下さい。

お客様センター 蕁03-3740-1120
蕁06-6455-9113
http://www.nipponpaint.co.jp

私たち日本ペイントは創業
以来、約125年にわたって社
会資産を守り続けています。
自動車や建築物、携帯電話
など…。日本ペイントはいつ
も皆様のすぐ近くにいます。

浜 よこ

日本ペイント
株式会社

サッシ改修
企 業 名
サッシ改修

所 在 地
よこ

美装ビルサッシ
株式会社
サッシ改修

横須賀市森崎1-15-16
蕁046-834-0601
蕭046-834-8131
http://www.bisobill.co.jp

P R
アルミサッシ及び玄関ドア
の販売取付工事等、地域密
着で活動。耐震・防犯ドア、
アルミサッシの更新工事を
担っています。

神 浜 東京都千代田区神田和泉町1-1-1日通商事 お気軽にご相談ください！
秋葉原ビル9階 ビル第二事業部 改装営業部
（ご相談窓口）
蕁03-3864-2191
蕭03-3864-2413

YKK AP
株式会社

当社は提案・設計・施工・
管理までトータルに行って
いる電気設備工事の専門家
集団です。ホームページ
（http://www.f-denki.jp）にて
実績をご覧下さい。

アルミサッシ・玄関ドア・アル
ミ手摺等リフォーム工事の提
案・設計・施工メーカーです。
（防衛省・住宅防音工事の相談
もお受けします）

蕁045-312-2225
蕭045-312-2515
fdk@f-denki.jp
http://www.f-denki.jp

企 業 名
所 在 地
浜 よこ 湘 新横浜事業部
金融・保険

株式会社
グッド保険サービス
金融・保険

建材メーカー・販売
企 業 名
建材メーカー・販売 神 浜 よこ 央

関西ペイント販売
株式会社

東京都千代田区東神田2-5-12
龍角散ビル6Ｆ
蕁03-5835-3350
http://www.t-matex.co.jp

金融・保険

電気設備改修
企 業 名
電気設備改修

浜

三菱電機クレジット
所 在 地

P R

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

当社は塗料の製造・販売を
している会社です。これか
らも管理組合の皆様に有益
である「環境配慮形高性能
塗料」を開発・提供するこ
とで貢献していきます。

加入するネットワークの略号蜷

浜 よこ

神 神管ネット

浜 浜管ネット 川 川管ネット

株式会社

P R

取り扱い損保会社7社の比較
横浜市港北区新横浜3-24-5ユニオンビルアネックス1Ｆ 見積もりで、共用部分の最
適な火災保険をご提案いた
薔0120-72-9611
します。管理費節減にお役
蕭045-473-9610
立てください。
m-ito@goodwill.com

東京都品川区西五反田1-3-8
蕁03-5496-9497
薔0120-585-366
http://www.credit.co.jp/mansion-reform

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。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
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
相 相管ネット

よこ よこ管ネット

湘 湘管ネット

央 県央ネット

理事会の諮問機関に管理運営専門委員会を！
―あるネットワーク役員のひとりごと―
回せる」という逃げ道を持っていることだ。修繕委員会は、
そうした欠点を補うために、その存在が広がったといえる。
一方、管理運営においても、中長期的で、継続的な視野を
持つ委員会の存在は必要だ。平成16年1月に国土交通省がマ
ンション標準管理規約を発表しても、いまだに照合を行わず、
不具合の多い、従来の管理規約のまま使用している管理組合
はたくさんある。
前記した管理規約や管理費の見直しは5年ごとに検討（変
更せずとも、時代の流れを考慮）すべきだし、他にも、生活
騒音、ペット、コミュニティー形成など、短期間の職務であ
る理事会メンバーの発想では、問題提起すらできないことも
ある。
◇
「次期理事会に回そう」では、時代の住環境に置いていか
れてしまう。修繕委員会と同様、
「管理運営専門委員会」を設
置する管理組合が、もっとどんどん増えていっても、いいの
ではないだろうか。

Kanagawa Mansion Network

「修繕委員会」といえば、理事会の諮問機関である専門委
員会として、もはや市民権を得た感がある。マンションの一
大イベントである大規模修繕工事の実施を主軸に、日常の維
持管理から小修繕の実施、長期修繕計画の見直しなど、建物
の状況を中長期にわたって把握し、新任理事などに、わかり
やすく説明できるよう勉強や検討をする委員会である。
理事会のメンバーは、輪番制で1年あるいは2年交代の管
理組合が多く、運営上の継続性は保たれにくい。そこで、理
事会の諮問機関として、専門委員会の設置をマンション標準
管理規約第55条で定めている。
◇
修繕委員会が一般的に認知されてきたことは良いことだが、
一方で、管理規約の改正、管理費・駐車場使用料の見直し、
滞納問題など、管理運営に関する専門委員会を設けている管
理組合は、少ない。管理運営は「理事会で行うもの」という
認識でいるのが大半だろう。
ところが、輪番制の理事会の最大の欠点は、
「次期理事会に
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会員
ション
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武蔵小杉マンション
管 理 組 合

Ｎ
Ｐ
Ｏ
川 管 ネ ッ ト
正
会
員

■マンションデータ
築32年・84戸＋管理室1戸・2棟・7階建て

制度を利用し、耐震２次診断を実施
―建物を知って、修繕計画に生かす―
武蔵小杉マンション管理組合は10月初旬の3日間、川崎市
の「マンション耐震診断費用補助事業制度」を利用し、第2
次耐震診断を実施した。診断費用約800万円のうち、市の助
成を約250万円受ける予定だ。
2年前に1次診断をしたが、結果は単に「2次診断をしたほ

建物構造 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥SRC造
敷地面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3887.3㎡
建築面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1254.173㎡
管理費の戸当たり㎡単価 ‥‥‥160円
修繕積立金の戸当たり㎡単価 ‥128円
駐車場充足率（台数÷戸数）‥‥36.9%
駐車場の月額使用料 ‥‥‥‥‥平置きのみ
屋外12,000円、屋内17,600円
駐輪場の月額使用料 ‥‥‥‥‥自転車1,500円／年
バイク3,000〜6,000円／年
分譲業者名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥日商岩井㈱
建設業者名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥㈱長谷工コーポレーション
管理形態 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥自主管理
管理員の勤務形態 ‥‥‥‥‥‥常駐（住み込み）
理事会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥月１回
メンバー構成 ‥‥‥‥‥‥‥‥理事8人・監事2人
任期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2年交代・輪番制（半数改選）

DATA

蜻コンクリートを抜き出す際の妨げ
にならないよう、鉄筋の位置を確
認する作業

うがいい」という、あまり意味を持たないものだった。マン
ションは昭和56年以前の旧耐震基準の建設で、1階の屋内駐
車場部分はピロティ形式である。耐震性に問題があることは、
すでに修繕委員会で認識していた。つまり、「1次診断じゃ、
実際は何もわからない」というのが理事会、修繕委員会の率
直な感想だったのである。

削孔機をセットしている状況蜷

それから2年、2次診断を行うのかどうかで、話し合った。
診断によって耐震改修が必要だと指摘されても、すぐに工事
ができるわけではない。何のためにやるのか、管理組合にと
ってどんなメリットがあるのか―。

蜻大きな口径のコンクリートコア抜き
作業

今回、2次診断に踏み切った理由を理事長が説明してくれ
た。「震度5でダメなのか、6なのか、7まで大丈夫なのか。
まずは、建物のことを知る、知ってこそ

次

に進むことが

できる」。コンクリートの劣化を調べるコア抜き検査は、全部
で42個所。コンクリート圧縮強度試験や中性化試験を行う。
次 の第一優先が、耐震改修になるのか、給・排水、電気、

小径のコア抜き作業蜷

エレベーターのいずれかになるのか。経年が進んだマンショ
ンは、建物維持の課題が山積みだ。
診断結果は来年初め。結果によって、今後の修繕計画の道
筋が見えてくる。「どういう答えが出るか、楽しみだね」と理
事長。

蜻抜き取ったコアは、コンクリート圧縮
強度試験へ

マンション内は近所づきあいが良く、管理費等の滞納も過
去30年ゼロという。住民の意識が高い自主管理マンション
である。
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1次診断…図面確認や現地目視調査などで、2次診断の必要
性の有無を判断する
2次診断…構造計算書の確認から、柱や壁の強度、建物の形
状、経年による材料劣化などを調査・診断する

▲コアの穴を補修している作業と補修後の様子

イベント情報 ■■
浜管ネット

蕁045-911-6541

マンション管理研修セミナー（CPD対象）
日 時：12月1日（土）10時〜12時30分
場 所：神奈川労働プラザ（Ｌプラザ）
（JR石川町駅北口徒歩3分）
第１部：｢マンションの植栽管理｣
（実際のマンションの造園植栽管理）
剪定・害虫駆除等の植栽管理の基礎知識、建
物・設備と植栽の関係、居住者の植栽につい
ての考え方、造園改修手法など
第2部：｢トラブルへの対応｣
（生活ルールとマナー：ある管理組合でのケ
ーススタディ）
居住者間でおこるトラブル、ペット問題、迷
惑駐車・駐輪など、事例管理組合の対応を紹
介する
参加費：2,000円（資料代）

川管ネット

セミナー＆全会員による情報交換会
日 時：2月2日（土）13時30分〜16時30分
場 所：ミューザ川崎（JR川崎駅西口徒歩1分）
テーマ：マンションの防災・防犯（予定）
内 容：賛助会員の管理会社から講師を招き、管理会社
が提供・実行している防災・防犯に関する最先
端のサービスについて、講演してもらう
参加費：無料
マンション管理基礎セミナー
日 時：3月1日（土）13時30分〜16時30分
場 所：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
（JR武蔵中原駅徒歩1分）
テーマ：大規模修繕工事について
講 師：三木哲1級建築士
（㈲共同設計・五月社一級建築士事務所）
参加費：無料

よこ管ネット
技術者部会・専門業部会合同セミナー（CPD対象）
事例で学ぶ「共用と専有設備の大規模修繕」
日 時：1月22日（火）18時30分〜20時30分
場 所：神奈川労働プラザ（Ｌプラザ）
（JR石川町駅北口徒歩3分）
内 容：給水設備のシステム変換、共用部分の給・排
水、ガス設備の改修、専有部分の給・排水、
給湯設備の改修工事について、横浜・港南区
の野庭団地第15住宅管理組合の取り組みを事
例にあげ、解説する
参加費：会員無料、非会員1,000円（資料代）
大規模修繕工事見学会
2回目の外壁・屋根全面改修
日 時：2月9日（土）14時〜17時
場 所：パークシティ金沢八景
（横浜市金沢区泥亀1−28、京急金沢八景駅徒歩5分）
建物概要：築22年757戸6棟
工事内容：全棟勾配屋根アスファルトシングル防水の全
面改修、バルコニードレインの全面更新、外
壁塗装他
参加費：会員無料、非会員1,000円（資料代）

蕁044-222-5136

蕁046-824-8133

大規模修繕工事見学会
玄関ドア・窓サッシ交換工事含む3回目の大規模修繕
日 時：2月16日（土）13時30分〜16時
場 所：横須賀馬堀台住宅
（横須賀市桜ケ丘2−20、京急馬堀海岸下車徒歩10分）
建物概要：築32年510戸22棟
工事内容：外壁・防水・鉄部の各補修、玄関ドア・窓サッ
シの交換等
参加費：無料

湘管ネット

蕁0466-81-5949

藤沢市マンション月例相談会（無料）
日 時：12月8日（土）13時〜16時
1月12日（土）13時〜16時
場 所：藤沢市市民活動推進センター

かながわ県央ネット

蕁046-233-3844

大和市マンション無料相談会
日 時：1月25日（金）13時30分〜16時
2月22日（金）13時30分〜16時
場 所：大和市役所広聴相談課相談室

Kanagawa Mansion Network

15

編 集 後 記

新 会 員 紹 介

マンションの大規模修繕工事は、春か秋、と相場が決まって
いる。暑い夏やせっかくの正月に養生シートでマンションを覆
いたくないからだ。春か秋かでは、圧倒的に秋。5、6月の定期
総会で決議をとる管理組合が多いためで、今秋も、足場や職人
が足りない〜という声を業者からたくさん聞いている。でもホ
ントにそうなら、春のほうが、業者もじっくり取り組めて良い
工事ができるんじゃないのか！？建物全体をシートで覆うから
花粉症が止まったという話も聞くし…。自分のマンションだけ
じゃなく、周りを見渡せば、よりベターな選択肢が見えてく
るかもしれない（Ｙ）

棟数

戸数

竣工年

よこすか海辺ニュータウン
よこ管ネット
かがやきの街管理組合

名

称

加入ネット

2

201

1999

シーフロントハイツ
よこ管ネット
管
理
組
合

1

76

1978

港北ニュータウン・ヒルトップコート
浜管ネット
き ら め き の 街 管 理 組 合

6

320

1997

ふれあいの街団地
浜管ネット
管
理
組
合

6

287

1992

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

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.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359

http://www.kawakan-net.or.jp
蕁 044-222-5136

横浜市中区弁天通 3-48
譖 かながわ住まい・まちづくり協会内

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.so-kan.net
薔 0120-055-540

ＮＰＯ湘南マンション
管理組合ネットワーク
（湘管ネット）
http://www1.odn.ne.jp/shoukan-net
蕁 0466-81-5949

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://www.yokokan-net.jp
蕁 046-824-8133

http://kenou-net.jp
蕁 046-233-3844

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。

事業内容

（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

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

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

132組合

34組合

48組合

37組合

11組合

9組合

41組合

312組合

30,088戸

4,777戸

8,710戸

1,961戸

1,256戸

1,858戸

8,209戸

56,859戸

※平成19年10月31日現在

18 2300

横浜市中区本町2-10 横浜大栄ビル8階 Tel.045-227-8231
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