C O N T E N T S
●今号の目次
2p アンケート

議決権行使、どうしてる？
145管理組合の集計結果発表

「国家百年の計」は
既存マンションの長寿命化にあり
NPO浜管ネット ●山本育三会長

4p Suggestion

昨年秋、新たに「長期優良住宅促進法」が制定

行政を利用して

された。簡単に言うと、わが国も欧米並みに

管理組合活動を活性化させよう

100年〜200年寿命の住宅を供給していこうと
いうことである。

6p 各地域ネットの活動報告

一方、既存マンションは528万戸に達し、か

居住高齢者への支援、
組合会計の注意点などの

つ、都市部ではこれからもマンション供給が続き、

セミナーを開催

それらが既存マンションとなって都市型住宅の典
型になろうとしている。

8p What s New?

県央ネット、無料相談会新設
海老名、秦野でも
9p Topic

共用灯をLEDに変更、
省エネ化図る管理組合

しかも、これまでの木造戸建住宅とは異なり、
好むと好まざるとに係わらず長寿命化を選択せざるを得ないだろう。なぜなら、
マンションの建替えは区分所有法が改正されたり、建替え円滑化法が制定され
ても、当該マンションの区分所有者の合意が得られない限りできる話ではない
からである。このようなマンションの仕組みについて、もっと建替えやすくす
るための更なる法改正をすべきとか、強制的に建替えられる行政法を整備すべ
きという議論がある。

10p 管理組合基礎講座

損害保険の上手な利用法②

しかし、横浜市を例にすれば、郊外団地型のマンション群で、極端に老朽化
したり、区分所有者による管理がどうにもならないほど行き詰っているところ
があるだろうか。また、かつて国は、住宅建設5期5ヵ年計画で、4人家族で

12p 賛助会員ガイド

専有面積50㎡未満を狭小住宅と位置づけし建替えの対象にした経緯があるが、

高齢者のための部分的なバリアフリーや省CO2化のための措置）を射程に入れ
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業種別賛助企業の一覧表を掲載

た支援策を国や自治体が講ずることが「国家百年の計」というべきであろう。

1

これさえも子供達が巣立ちし、夫婦や1人住まいになっていることを見れば、
決して狭小住宅とは言えないのではなかろうか。まして省CO2時代を迎えよう

14p 会員マンション紹介

ファーストクラス厚木
管理組合法人

としている今日、必ずしも建替えだけが再生の目標ではないのである。
長期優良住宅促進法はむしろ既存住宅の保全、改良にこそ、その目的を準用
すべきである。これまで良好に維持管理されてきた多くのマンションをさらに

15p イベント紹介

定期総会＆セミナーのご案内

より長寿命化する技術開発と住生活のニーズに応えるさまざまな改良（例えば、

アンケート

これから多くの管理組合が定時総会を行うシーズンが訪れる。年度末（3月31日）で会計年度を終了し、5、6月に総
会を開催する管理組合が多いからだ。かくいう地域ネットワークも総会シーズンを迎える（15ｐ参照）
。
そこで、総会に実際に出席する組合員（区分所有者）はどれぐらいなのか、また、欠席する場合の議決権行使の仕方は
各管理組合によって異なるようだが、実態は果たしてどうなのかを調査した。
今回の調査は『かながわマンションネットワーク通信』がランダムに抽出した管理組合を対象に独自にアンケートを取
り、総会出席状況についての集計結果をまとめた。
ご協力いただいた145管理組合の皆様、ありがとうございました。

◆総会への実際の出席率 ……………
総会とは、マンションという自分の資産を守るための事業
報告、決算報告、事業計画、年度予算、役員などを決める大
切な場所である。
グラフ①は、この総会に実際に出席するおおよその人数を
回答してもらい、その人数を単純に総戸数で割って「出席率」
を算出した。「21〜30%」がトップの24.1%で、「51%以
上」が22.8%、「11〜20%」が20.7%で続いた。
「自分の資産を守るため」である総会なのだから、本来区分
所有者全員が出席するのが当然のように思われるが、当日会
場に実際に足を運んだ人の数は半数以上の組合で30％に満
たなかった。

N＝145

「10％以下」7.6％
「51％以上」
22.8％
「11〜20％」
20.7％
「41〜50％」
11.7％
「21〜30％」
24.1％

◆総会出席者と認められる範囲 ……

2

その他 15.7％

N＝145

区分所有者以外は
認めない
21.4％

第1親等まで
認めている
30.0％

配偶者のみ
認めている
32.9％

◆欠席者の議決権行使の方法 ………

●グラフ① 実際の出席率

「31〜40％」13.1％

●グラフ② 出席者の範囲

区分所有者とは区分所有権を有する人のことをいい、住戸
によっては世帯主が区分所有者であったり、夫婦で区分所有
権を共有している場合もある。共有している場合は、誰が議
決権を行使するために総会に出席するのかを届け出ればいい
のだが、世帯主が区分所有者でありながら、
「家のことは家内
に任せきり」「仕事で長期出張に出かけている」などと配偶者
が世帯の中心になっているケースは少なくない。
総会は全区分所有者の決めごとなので、できるだけ実際に
当日足を運んで出席する出席率を上げたい。そこで総会出席
者の範囲はどの程度まで認められるのかを聞いてみたのが、
グラフ②である。
集計結果は「配偶者のみ認めている」
「第１親等まで認めて
いる」がそれぞれ約3割で多くを占めた。その他の回答は、
「特に決めていない」「区分所有者が法人の場合はその社員ま
で認める」「組合員のほか、理事会が必要と認めた者」「区分
所有者の承諾を得た占有者（賃貸人等）で本人の利害の生ず
るケースは認める」など。ただし、出席が認められ意見を言
うことができても、占有者（賃貸人等）などには議決権はな
いケースが多かった。

区分所有法第39条2項では、議決権は書面または代理人に
よって行使することができるとしている。またマンション標
準管理規約第46条4項にも同様の記載がある。この「書面」
とは議決権行使書のことで、「代理人」は規約第46条6項に
より委任状のことと考えてよい。
実際の出席者に議決権行使書、委任状を加えた数が議決権
総数の半数以上になれば、総会の成立要件を満たすことにな
る（規約第47条1項、同条5項）
。
グラフ③では欠席者が議決権を行使する方法を聞いた。結
果は「委任状」が51.7%で圧倒的に多く、次いで「委任状、
議決権行使書のどちらか選択」が31.7%だった。
区分所有法第39条2項では、議決権は書面と代理人、その
両方で行使できると規定されている。このため、委任状、議
決権行使書のどちらか一方だけを配布する方法はあまり評価
できるやり方ではないといえる。
また、委任状、議決権行使書をどちらも提出しない区分所
有者の議決権について、賛成票に組み込むことはできない。
法39条2項以外の方法は認められないのだ。
総会運営については、管理会社や管理組合ネットワークな
どに相談しながら、適正な方法を知っておきたい。

●グラフ③ 議決権行使の方法
N＝145

その他 6.2％
特に定めていない
0.7％
どちらか選択
31.7％

議決権行使書
9.7％

委任状 51.7％

蜷区分所有法

蜷マンション標準管理規約コメント

第39条2項 議決権は、書面で、又は代理人によって行
使することができる

第46条関係4 書面による議決権の行使とは、総会には
出席しないで、総会の開催前に議案についての賛否を記載
した書面を総会の招集者に提出することである。他方、代
理人による議決権の行使とは、組合員本人から授権を受け
た代理人が総会に出席して議決権を行使することである。
なお、組合員は、代理人により議決権を行使する場合は、
第46条第5項に規定する者の中で、誰を代理人とするか
について主体的に決定することが望まれる。

蜷マンション標準管理規約
第46条4項 組合員は、書面又は代理人によって議決権
を行使することができる
同条5項 組合員が代理人により議決権を行使しようとす
る場合において、その代理人は、その組合員と同居する者
若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合
員若しくはその組合員と同居する者でなければならない
同条6項 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出
しなければならない
第47条1項 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総
数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない
同条5項 書面又は代理人によって議決権を行使する者
は、出席組合員とみなす

議決権…総会の議案について賛否の意思表示をする権
利。総会の決議は多数決によって行われるため、区分所
有者は自分の意思を他の区分所有者に表示する必要があ
る。規約で1戸につき1議決権とするような特別の定め
をしない場合は、専有部分の床面積の割合によって議決
権の割合が決まっている。

議決権行使書（例）

◆誰を代理人とするか ………………
規約第46条関係コメントに「誰を代理人とするかについ
て主体的に決定することが望まれる」とある。
「主体的」とは、
○号室○氏を代理人として議決権の行使を委任することを総
会欠席者が自分で決めることである。グラフ④の回答で最も
多かったのが「議長」で56組合。次に「理事長」
「○号室○氏」
の順。「主体的」という観点から、回答の中には「理事長また
は議長への委任状は原則認めていない」というものもあった。
その他では、「特に決めていない」「自由」「○号室○氏また
は理事長」などの回答が多かった。

●グラフ④ 代理人の種類
N＝178
（複数回答あり）

（組合）
60
50
40
30
20
10
0

46

49

56

25
2

○号室
○氏

理事長

議長

その他

無回答

◆まとめ ………………………………

●アンケートに協力いただいた管理組合の概要
●棟数 N＝145

●戸数 N＝145
300戸以上
18.6％

11棟以上
12.4％
4〜10棟
15.9％
3棟2.1％
2棟11.0％

1棟
58.6％

201〜300戸
11.0％
101〜200戸
17.9％
76〜100戸8.3％

●建築年 N＝145
25戸以下13.1％

2000年以降
11.3％

26〜50戸
18.6％
51〜75戸
12.4％

1990〜1999年
34.4％

●役員数 N＝145
1969年以前5.3％

21人以上9.0％

1970〜1979年 16〜20人
9.6％
19.2％

1980〜1989年
29.8％

11〜15人
22.1％

1人0.7％
2〜5人
26.9％

6〜10人
31.7％
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※マンション管理センター資料より

総会は、区分所有者全員で意見を出し合って、みんなで年
度の事業計画等を決めるのが理想的である。ただし、そんな
理想通りにはならないし、区分所有者全員が出席するとほと
んどのマンションが「そんな広い会場はない」という現実も
ある。
とはいえ、欠席の場合でも自分の財産なのだから他人任せ
にせず、議案に対する自分の意思を表明してほしい。法第
39条2項で「―できる」としていることから、議決権行使書
や委任状の提出、つまりは議決権の行使自体を強要すること
はできないが、どちらも提出しない数が増えると、総会の成
立さえ危うくなる。理事が手分けをして頭を下げて委任状を
集めて、やっとのことで総会の成立要件を満たす管理組合も
あると聞く。
日ごろのコミュニティー形成、管理組合活動への理解を得
ることこそが、年1回の総会イベントを毎年スムーズに実施
する重要な要素だと言えるだろう。

3

「くらし安全指導員制度」
県 安 全 防 災 局
防犯寸劇で講師を無料派遣

気をつけて！犯人の特徴はここ！
●不安にさせる

主防犯意識を持つことによって、地域の犯罪発生を抑え

・他物件の住戸の写真を見せ「外はきれいでしょ
う。でも中はこんなにひどいのですよ」
・「どこのお宅もやっています。やっていないの
はお宅だけです。近隣に迷惑をかけることにも
なりますよ」
・「このままでは後で多額の修理費がかかりますよ」
・「建築基準法が変わり、火災警報器が義務付け
になりました」

ることが目的だ。

●もったいないと思わせる

神奈川県安全防災局は平成16年度から、管理組合や
自治会、学校などを対象に、「くらし安全指導員」派遣
制度を行っている。オレオレ詐欺や悪質商法など、身近
な暮らしの中の犯罪被害にあわないよう、わかりやすい
寸劇を交えながらの防犯講話で、住民の一人ひとりが自

「くらし安全指導員」は、警察等で防犯研修を受けた県
の職員で、県内8地域に配置。平日、休日、昼夜を問わ
ず、無料で指導員派遣を依頼できる。
寸劇を交えることで、なじみやすく、楽しめるため、
管理組合や自治会などが催すマンション内のイベントに
も利用しやすい。１つの寸劇と講話で30〜40分。写真
で演じているのはすべて県職員。

・「今日までのキャンペーンです」
・「モデルケースなら半額にします」
・「キャンペーンは過ぎましたが、会社に連絡し
たらお宅だけ特別だということです」

●あきらめさせる
・契約書に印鑑を押させてしまう
・機器を設置してしまう
・工事を始めてしまう

蜻オレオレ詐欺の寸劇。犯人の3種の神器は携帯電話、個人情報データ、そして台本のマ
ニュアル。個人情報は売買されていて、家族構成、息子の職業、勤め先などから相手の
利用しやすい状況をピックアップして台本マニュアルに当てはめ、電話口では台本を手
にしながら話を進めるという（2008.3.9）

蜷寸劇はわかりやすく、ところどころでユーモアを交えながら、会場には笑いが起きる。
ただし、現実は被害者が後をたたない。笑っているだけでなく、くらし安全指導員の話
をきちんと理解して実践する必要がある（2009.3.5）

蜻近所でシロアリ駆除をするためあいさつに回っているという業者に対応する主婦。業者
は近所なので特別に無料点検サービスをしているという。結局主婦は玄関にあげてしま
った。あとはいつどこで撮ったのかもわからないシロアリに食われた写真を見せられ、
今なら特別キャンペーンだといってリフォーム契約書に印鑑を押させてしまう。今がお
得だ、どうせやるなら早いほうがいいという主婦の思いを手玉にとるのだ
（2009.3.5）

蜷水道水の水質チェックをしているといって、ここでも無料点検を口にする業者。薬品や
浄化機器を売りつけたり、配管の修理を促す。塩素に反応する科学物質を入れ、
「ほら、
こんなに変ったでしょう」と危機感をあおる。水道水に塩素は必ず入っているので、当
然変化するのだが、何が何だかわからない住民は水道水の色が変わること自体に驚いて
相手の術中にはまってしまうのだ（2008.3.9）

4

交通安全講話テーマの派遣も
くらし安全指導員制度では防犯のほか、高齢者対象の

◆県内8地域の問い合わせ先
横

浜

川

崎

交通安全教室も行っている。内容は講話形式の座学や体
験学習で、（1）歩行中に注意すること（2）自転車の交通
ルール（3）交差点での危険予測など。体験学習では参加
者が視覚・聴覚チェック、歩行速度チェックなどにチャ

横須賀・
三

浦

県

央

レンジ。自分が考えている視力、聴力等と実際の感覚が
どれだけ違うかを理解して交通事故を防ぐのが目的だ。
築年が古いマンションでは住民の高齢者率も高くな
る。高齢者間のコミュニケーション、管理組合や自治会

相模原

と高齢者との関わりになどに無料のこうした制度を利用
してもよいだろう。座学は20〜30分、体験学習は人数
にもよるが同じく20〜30分。

湘

南

安全・安心まちづくり推進課
蕁045-210-3520（直）
安全・安心まちづくり推進課川崎分室
蕁044-822-5744（直）
安全防災課（横須賀三浦地域県政総合センター）
蕁046-823-0210（代）
安全防災課（県央地域県政総合センター）
蕁046-224-1111（代）
安全防災課相模原分室（県北地域県政総合センター）
蕁042-755-1121（代）
安全防災課（湘南地域県政総合センター）
蕁0463-22-2711（代）

安全防災課（西湘地域県政総合センター）
西 湘
蕁0465-32-8902（直）
蜻「じゃんけんぽん！画面の
手が出したものに勝つよう
安全防災課（足柄上地域県政総合センター）
にすぐに自分の手を変えて
足 柄
蕁0465-83-5111（代）
ください」。視覚から動作
への反応を確かめる。この
ほか、参加者に目を閉じてもらい、教室の四
隅にいる指導員の一人が笛を吹いてどこから
音が聞こえたかを確かめ合う内容などがある
（2008.7.12）

定額給付金の
詐欺に注意！

蜻視覚チェックは機械が示す赤、青、黄色にど
れだけ早く反応できるかを確認する。歩行チ
ェックは外に出て、自分が10ｍをどのくら
いの秒数で歩いているのかをチェック。参加
者は概ね10ｍを7〜9秒。車は時速30km
でも、25ｍ先から3秒でついてしまう。こ
の差を理解してもらう（2008.7.12）

「認知症サポーター養成講座」
厚 生 労 働 省

公的機関から電話でおカネの話
をすることは絶対ありません！電
話でおカネの話が出たら100％
詐欺です。役所、税務署、社会保
険庁等からはすべて書面にて送付
しています。

となる。
認知症サポーターは昨年12月10日現在で約61.5万
人。神奈川県は1.8万人で人口に占める割合は全国平均

マンション用VTRあり、利用度大
厚生労働省は「認知症サポーター100万人キャラバン」

より少なめだ。
マンション住民が認知症で、街を徘徊して警察の世話
になったり、管理費が払われなくなる問題も、管理組合
の問題として実際に出ているマンションもある。講座は

知症サポーター養成講座」を開催している。認知症サポ

無料なので、コミュニティーを図る材料としても利用す

ーターとは、「認知症サポーター養成講座」を受け、認

る価値は大きいといえる。

知症を正しく理解して認知症の人や家族を温かく見守る

※問い合わせは、自治体や企業など様々な個所で養成講

人のこと。養成講座に参加すると手首につけるオレンジ

座の開催事務局を受け持っているため、住まいの市町

リングが渡される。認知症を理解しているという「目印」

村や職場の認知症対策の窓口に連絡してください。

蜻認知症になると、買い物をしても細かい金額がわからないので大きなお札を出してしま
う、帰り道がわからなくなるなど、さまざまな問題が出てくるが、それを頭ごなしに責
めたり、早口で詰問口調になると、余計に混乱を招くことになる。認知症者への理解を
多くの人に広げることはこれから重要になってくることであろう。写真は横須賀市健康
福祉部長寿社会課の職員（2008.11.29）
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と銘打ち、都道府県、市区町村など自治体と協働で「認

5

湘管ネット
2／7
マンション管理セミナー
大規模修繕工事の進め方、
設備の仕組みと傷み
2月7日、藤沢市役所新館7階第3会議室でマンション管理
セミナーを行った。プログラム第1部は㈱岡田建築設計事務
所の岡田英二氏（浜管ネット技術者部会）が「大規模修繕工
事の進め方」、第2部は㈲トム設備設計の町田信男氏（浜管ネ
ット技術者部会）が「マンション設備のしくみと傷み」と題
して講演を行った。
岡田氏は工事予定の2,3年前からの準備段階、資金や発注
方法で合意形成を図る計画段階、施工業者選定や工事説明会
から工事中の対応などの実施段階、工事完了後の整理段階に
分け、長期修繕計画や大規模修繕工事の重要性を解説。
町田氏は配管がどのように傷むのかを写真で説明するほか、
直結増圧給水を中心にマンションの給水方式、電気融着で接
合する最新のポリエチレン管など改修用に適した管材、排水
管更新では通気、汚水、浴室系配管の3本を1本にする工法
などを解説した。

どで、金額は毎年ほぼ決まっている。この決まった金額以上
の支出がある場合に前期繰越金を混ぜてしまうと当期が赤字
であることが見えなくなってしまうというのだ。また、駐車
場使用料を管理費会計の収入として組み込むケースも、特に
機械式駐車場は修繕の必要もあるので、別会計にすべきだと
している。

3／15
第12回情報交換会
自治会と管理組合の役割を中心に
3月15日、ヴェルクよこすかで第12回情報交換会を行っ
た。参加は19管理組合23人。
参加者をマンション独自で自治会を結成しているグループ
と独自の自治会は持たないが町内会に加盟しているグループ
の2つに分け、個人情報保護法との関連からの名簿作成の問
題点などについて話し合った。
よこ管ネットへの要望は、給排水管清掃など設備関係、省
エネ改修、管理会社委託に関する問題点、管理組合会計セミ
ナー、各種細則集の発行、ＨＰ上でのセミナーレジュメ等情
報の公開などの意見があった。

相談員レベルアップ研修会

岡田英二氏

町田信男氏

マンション相談会を担当する相談員のレベルアップを目的
に、浜管ネット技術者部会の協力のもとに下記内容の研修会
を行った。参加相談担当員20人。
①窓、玄関扉など開口部の改修（2月3日）
②共用部と専有部の大規模修繕例（2月17日）
③排水管の設備と維持管理（3月3日）

よこ管ネット
2／28
よこ管セミナー
組合会計の留意点とは

6

2月28日、ヴェルクよこすかで管理組合の会計についての
セミナーを行った。講師は大田区マンション管理士会の大島
邦造会長で、テーマは「マンション管理組合会計の留意点に
ついて」。組合会計の制度や形式から年度・月次・日常の運用
における問題点・
留意点を解説した。
大島氏は、一般
的な組合会計では
前期繰越金を当期
の収入としている
ケースが目立つが、
当期は当期の収入
だけで収支を計算
する表記が望まし
いとする。管理組
合の収入は管理費
大島邦造氏
や駐車場使用料な

3月3日の研修会の様子

川管ネット
2／28
マンション管理基礎セミナー
地上デジタル放送への完全移行に向けて
2月28日、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）大
会議室で、「地上デジタル放送への完全移行に向けて」と題し
てセミナーを行った。講師は、総務省関東総合通信局上席企
画監理官の山本英博氏、譖日本CATV技術協会関東支部の加
藤重信氏、㈱テレビ神奈川放送センター技術部長の関英夫氏。

2011年7月に
完全にデジタル化
するテレビ放送に
ついて管理組合が
行う対応は、映る
のか映らないのか
をまず調査するの
が基本で、その後
に改修方法はどう
したらよいのか、
改修費がどれだけ
総務省・山本英博氏
かかるかを検討す
るべきである。問
題は受信障害対策施設について。デジタル化でこれまでの受
信障害は改善されるが、完全に解消されるわけではない。総
務省では「当事者同士の話し合いで解決してもらうしかない」
と話す。
また、総務省の山本氏が強調していたのは地上デジタル放
送化に便乗した悪質商法。
「デジタル化へご理解いただくこと
に不十分なところもあるが、悪徳商法の被害が出ることが国
として最も不本意なこと」と注意を呼び掛けていた。

常業務に支障が出るなどといったこと、また高齢者は災害弱
者になりやすいといったことをあげ「今どういう問題があっ
て今後どう取り組んでいくのかを管理会社も含んで管理組合
が把握しておくことが大事」と話した。
第2部は「マンションストックの長寿命化と再生（改良）
への方策と提言」と題し、山本育三・浜管ネット会長が講演。
補強工事のレベルを管理組合ごとに選択できるメニュー方式
による耐震補強策を提案。高齢居住者のための施設改善指針
を作成した管理組合
の事例、部分的バリ
アフリー化の具体策
として「いす式昇降
機」の導入、外断熱
方式やペアガラス化
による省エネ化等、
既存マンションが長
期優良住宅促進法の
求める住宅に少しで
も近付けるための紹
中野谷昌司氏
介・提案を行った。

3／14

3／7
セミナー＆情報交換会
相談経験から学ぶ管理運営
3月7日、ミューザ川崎シンフォニーホールで正会員、賛
助会員対象の第13回全会員情報交換会を行った。第1部は川
管ネット監事で、マンション管理アドバイザーの中村隆一氏
が「相談経験から学ぶマンション管理組合運営」と題して、
譛川崎市まちづくり公社ハウジングサロン「相談コーナー」
での相談業務のまとめを報告。平成20年の1年間の相談件数
は管理規約や組合運営などのソフト関係が51件、建物診断
や大規模修繕の進め方などのハード関係が39件、合計90件
だった。
情報交換会では
参加した管理組合、
賛助企業らが活動
状況などを報告し
合った。また管理
組合側から耐震対
策への質疑があり、
建築士が説明する
など情報交換も盛
んだった。
中村隆一氏

浜管ネット
管理運営分科会セミナー
「高齢化に備える」
2月14日、ハウスクエア横浜セミナールームＡで浜管ネッ
ト管理運営部会のセミナーを行った。第1部は譖高層住宅管
理業協会研修部の中野谷昌司次長が「管理組合ができる居住
高齢者への支援」と題して講演。高齢者トラブルの例として、
認知症や孤独死のほか、杖の音がうるさい、耳が遠いのでテ
レビのボリュームが大きい、長時間の話し相手で管理員の通

3月14日、ハウスクエア横浜セミナールームＡで技術者部
会・専門業部会合同の防犯セミナーを行った。当日は神奈川
県警本部生活安全総務課の伊藤博之警部が神奈川県の犯罪発
生状況、格子外しやガラス焼き被り、ガラス2点割り、ドア
錠こじ被りなどの侵入犯罪手口などを説明した。続いて㈱日
本ネットワークヴィ
ジョン（浜管ネット
会員）の荒田貴行氏、
アイホン㈱（浜管ネ
ット会員）の野末晴
久氏が防犯カメラ、
インターホンなどの
設備面からマンショ
ンの防犯対策を解説。
住民の合意による計
画的な防犯設計が大
切だとしていた。
伊藤博之警部

相管ネット
3／7
管理セミナー及び相談会
管理費削減事例を紹介
3月7日、相模原市民会館で「これからのマンション管理」
と題し、神奈川県マンション管理士会の田中理久雄氏が講演
を行った。内容は①現在のマンションの姿と課題の紹介②電
気契約を低圧高負荷に変更し電気代削減実現させた管理組合
の紹介について。①ではマンションストック数の現状やその
中で空き室が増えている状況を説明。今後のマンション管理
の課題とした。②では低圧高負荷契約と電子ブレーカーの導
入で年間約50％電気代を削減した管理組合の紹介を行った。
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防犯対策セミナー
「防犯カメラ設置・運営に関する留意点」

7

マンション 関 連

【無料相談会新設】
県央ネット、海老名・秦野でも
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・吉田博会長）と神奈川マンション管理士会
は4月から、毎月定期無料相談会をこれまでの大和市に加え、
海老名市と秦野市でも実施する。
・毎月第4火曜午後 海老名市役所附属棟会議室
・毎月第4金曜午後 大和市役所広聴相談室
・毎月第4月曜午後 秦野市東海大学前出張所
相談内容はハードからソフトまでマンション管理全般。事
前に相談内容の連絡が必要。
連絡先 事務局 蕁046-233-3844
※その他のネットワーク定期相談会は16pの神管ネット組
織図参照

【社名変更・支店移転】
柏研→カシワバラ・コーポレーション
柏原塗研工業株式会社は3月1日、株
式会社カシワバラ・コーポレーション
（関東支社川崎市川崎区、柏原伸二社長）
へ社名を変更した。浜管ネット、川管
ネット、よこ管ネット、かながわ県央
ネット会員。
「塗装」という仕事で培ったノウハウから、今では街や暮ら
しをリノベーションする分野にまで事業を広げ、
「資産を守る」
「資産価値を高める」ための新たなスタートと位置づける。関
東支社の住所・連絡先は変更なし（12p賛助会員ガイド参照）。

ヨコソー、東京支店を移転
2008年10月に創業100年を迎えた改修専業の株式会社
ヨコソー（本社横須賀市、島田力社長）は3月9日、東京支店
を移転した。浜管ネット、よこ管ネット、かながわ県央ネッ
ト会員。
新住所・連絡先
〒114-0046 東京都大田区東六郷1-3-10
（開発営業部）
蕁03-3736-7751 蕭03-3736-2209
東京支店長 豊田康男

伊勝、本社移転
マンション改修工事を手がける株式会社伊勝（伊藤勝美社
長）は12月に本社所在地を移転し、1月7日から業務を開始
した。神管ネット、浜管ネット会員。
新住所
〒230-0052 横浜市鶴見区生麦1-5-3
連絡先は変更なし（12p参照）

シンヨー、横浜支店開設

8

大規模修繕工事のシンヨー株式会社（林節夫社長、本社川
崎市）は横浜支店を開設し、4月1日から業務を開始した。神
管ネット、浜管ネット、川管ネット、よこ管ネット、かなが
わ県央ネット会員。

住所
〒224-0065
横浜市都筑区高山1-45 沖商事ビル201号室
蕁045-949-3891 蕭045-511-7281
横浜支店長 田中正之

【イベント】
横浜市サポートセンター
21年度全体会議を開催
横浜市マンション管理組合サポートセンター事業の平成21
年度発足全体会議が3月21日、かながわ県民センター301
号室で開かれた。サポートセンターは横浜市まちづくり調整
局と下記6団体が協働して推進する事業で、市内18区に交流
会を設置し、情報交換や相談活動等を行っている。
サポートセンター事務局によると、20年度の交流会への参
加管理組合は延べ1,214組合で19年度比113％、18年度
比126％。参加相談員も18年度813人、19年度841人、
20年度885人と着実に増加している。
・NPO横浜マンション管理組合ネットワーク
・譖神奈川県マンション管理士会
・譖首都圏マンション管理士会神奈川支部
・NPO日本住宅管理組合協議会神奈川県支部
・NPO建物ドクターズ横浜
・よこはま建築監理協同組合
連絡先 本部事務局 蕁045-663-5459

4/18〜20
09年度日本マンション学会
第58回全管連代表者会議
日本マンション学会（折田泰宏会長）は4月18、19日、
大阪・吹田市の大阪大学吹田キャンパス銀杏会館で2009年
度大阪大会を開く。メインシンポジウムのテーマは「社会的
資本となるマンションを考える―超長寿命（200年）マンシ
ョンへの展望―」。山崎房長・国土交通省マンション政策室長
が基調講演を行い、小林秀樹・千葉大学教授、鎌野邦樹・早
稲田大学教授らがパネルディスカッションを行う。
NPO全国マンション管理組合連合会（全管連・穐山精吾会
長）は4月20日、各地域の管理組合連合会代表が集い、奈良
市の春日ホテルで第58回全管連代表者会議を開く。
いずれも詳細については第10号に掲載する。

● 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

セソ ー ル 川 崎 京 町
ハイライズ管理組合
セソール川崎京町ハイライズ管理組合（川管ネット会

相川洋明理事長は「今は試験的な要素もあるが、将来

員・築21年・541戸）は昨年5月から、共用部分の照

的にはすべての共用灯をLEDに変更しようと思ってい

明を水銀灯や蛍光灯から発光ダイオード（LED）への変

る。光が冷たい感じなので居住棟では使いにくいが、そ

更を徐々に開始し、省エネ化を図っている。

のうちにやわらかい色が開発されるだろうし、価格も安

現時点での主な変更場所は自走式立体駐車場の屋上や

くなるだろう。うちの管理組合はいいものがあればどん

車両専用通路など。駐車場の屋上は16基の水銀灯を

どん取り組んでいける人材や仕組みがあるのです」と話

LEDに変えた。

している。
管理組合が作成したLEDの特徴

LEDは寿命が長く、省エネで、点滅回数が寿命に影響
しないなどのメリットがある（表参照）。初期導入費用
が高くても5,6年で減価償却の目安とされ、10年以上の

利

トータルコストでは大きな電気代の経費節減が期待できる。
今回の駐車場での初期費用は48万円。駐車場は利用
時のみ点灯するシステムとなり、より寿命が延びて電気

点

代も抑えることができる。管理組合調べによると、共用
部分照明見直しによる消費電力は昨年1月、2月、3月の
同時期と比べ、それぞれ約25％減少した。

欠
点

・点滅回数が寿命に影響しない
・寿命が長く（蛍光灯の約5倍）、交換の手間が省ける
・省エネ効果（20〜60%）
・資金回収年限は約5年
・外灯に使用した場合「光害」が少ない（乱反射が少
ない）
・見た目がスマート
・廃棄を考えると環境への負担が少ない
・器具の価格が高い
・光の感じが「冷たい」

LED（Light Emitting Diode：発光ダイオード）とは、光を放出する半導体（ダイオード）の一種のこと。携帯電話やデジカメなどのバック
ライト、道路表示器などで普及。最近は信号機にLEDを導入する自治体が増え、長寿命、省エネなどの観点から次世代の「明かり」として注目さ
れている。またLEDの光りは紫外線や赤外線をほとんど含まないので、虫を寄せつける光の波長がなく、防虫効果にも期待が持てる。

立体駐車場屋上に設置したLED。見た目もカッコ良い
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ＮＰ
ＰＯ
Ｏ浜
浜管
管ネ
ネッ
ット
ト
技
術
者
部
会
技
術
者
部
会

車両専用通路に取り付けたLEDは車両通行時のみ30秒点灯。
これまでは24時間常時点灯だった

NPO浜管ネット建築等専門技術者部会は、田辺邦男部会長・阿部一尋常務理事を中心に、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
lapis0103@yahoo.co.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

okd-arc@mist.dti.ne.jp
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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

9

ワンポイント

第9 回

管理組合基礎講座
損害保険の上手な利用法②
ない臨時費用を保険にあてる必要はない。それならば、そも
そも支払っている保険料から臨時費用の項目を外したほうが

―執筆者紹介―

無駄な出費がなくなるといえる。
臨時費用保険金は従来、住宅総合保険などにセットで組み
込まれていたのだが、管理組合専用の保険商品では「不担保」

株式会社
グッド保険サービス

として契約から外せるようになった。
過去の保険をそのまま継続していると、無駄な支払いをず
っと払い続けているケースになることもあるのだ。

専務取締役

伊藤昌弘

氏

事例検証
A管理組合

引受保険会社B社

1986年竣工・200戸・延べ床面積20,000㎡
現行の年間保険料1,194,290円

共用部分火災保険契約の見直しポイント

臨時費用保険金不担保の年間保険料1,119,220円（6.3％減）

管理費が高い！といって管理会社への委託業務費用を見直
す管理組合は少なくない。ところが、意外に見落としがちで、
最も節約しやすいのが共用部分の損害保険料である。

見直しポイント①
【複数社から見積もりを取る】

見直しポイント③
【水災保険金の不担保を検討】
水災保険金とは、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超
える浸水を被った場合または損害割合30％以上の場合に損

現在加入している共用部分の火災保険契約内容と同一の補
償内容で、複数の損害保険会社から見積もりを入手し、最も
保険料の安い保険会社を選定することを考えたい。
損害保険は分譲当初から加入している設定のまま、見直し

害保険金が支払われる。
地盤面より45cmを超える浸水を被った場合に保険金が支
払われるということは、高台に立地するマンションでは、ほ
とんど水災による保険金の支払いはないと考えたほうがよい。

もせずに契約を継続しているマンションは少なくない。そう

臨時費用保険金と同様、水災保険金も従来の火災保険には

したマンションに限って、保険適用される事故を管理費内で

組み込まれているが、管理組合専用の保険商品であれば不担

処理していたりする。要は

保にすることができる。自分のマンションに必要ある保険な

かけっぱなし

で、無駄な支出

をしているのだ。

のかどうかを考えて保険契約の見直しをお薦めする。

近年損保各社の管理組合専用の保険商品は設計（補償）内
容に差異が生じていることから、設計の仕方で保険料も異な

事例検証

る。まずは現行の保険契約に基づいて複数社から見積もりを

A管理組合 引受保険会社B社
現行の年間保険料1,194,290円
水災保険金不担保の年間保険料969,080円（18.9％減）

取り、次いでマンションに適した保険商品の組み立てを行っ
てみてはいかがだろうか。
保険内容の知識や保険会社から見積もりを取ること自体に
不安があるなら、各地域の管理組合ネットワークで専門家を
紹介してもらうことができる。

見直しポイント②
【臨時費用保険金の不担保を検討】
従来の火災保険では自動的に組み込まれていた「臨時費用
保険金」を不担保にすることで保険料の節約をする。

マンションは不燃構造ということから、建物全焼の懸念が
少ないので保険金額の範囲内で損害保険金が満額支払われる
（比例てん補が適用されない）価格協定を検討する。
価格協定100％は、建物（共用部分）の再調達価格に対し

「臨時費用保険金」とは、損害保険金が支払われる場合、1

100％の割合で保険金額を保険会社と協定すること。同様に

事故100万円を限度に損害保険金の30％が保険金として支

価格協定60％は、建物（共用部分）の再調達価格に対し

払われるもの。

60％の割合で保険金額を保険会社と協定する。一般的な管

個人のお宅で火災が起きた場合、ホテルに泊まらなければ

理組合の共用部分の火災保険は60％が多く採用されている。

ならないなどの臨時費用が発生するので臨時費用保険金をか

建物の全焼がないのなら、100％をつける必要性の見直し

けておく必要性は高いといえる。ただ管理組合が共用部分に

をしたらよいのではないか。マンションの火災で60％以上

かける保険商品としては、優先順位の高いものではない。共

の損害を想像することは難しい。このため価格協定が100％

用部分の火災等によって管理組合にどんな臨時費用がかかる

という契約内容であれば見直しをお薦めしたい。

だろうか。管理組合は壊れたり焼けたりした共有財産が元通
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見直しポイント④
【価格協定の導入を検討】

りになる保険に入っていればよく、何のために使うかわから

円・個人賠償包括１戸3000万円

事例検証
C管理組合

保険金額（価格協定100％）9億6,840万円

引受保険会社D社

現行の保険金額

年間保険料

4億5,217万円（価格協定100％）

①

→年間保険料324,450円
保険金額

3億6,180万円
2億7,140万円

現在の保険＋臨時費用保険金の不担保＝
年間保険料493,790円

(価格協定80％)

→年間保険料315,550円（2.7％減）
保険金額

532,020円

(価格協定60％)

→年間保険料302,130円（6.9％減）

②

①＋水災保険金の不担保＝
年間保険料

③

年間保険料
④

見直しポイント⑤
【長期一括払いを検討】

400,430円

②＋価格協定を60％にする＝
364,670円（保険金額5億8,104万円）

③＋5年長期一括契約＝
5年分保険料1,568,060円（1年当たり313,610円）

⑤

現行の年間保険料532,020円−④313,610円＝

長期一括払いとは、契約期間分の保険料を契約時に一括し
て支払うことで長期一括割引が適用される契約方式のこと。
5年一括契約では、5年間で支払う保険料が現在は4.3年分程
度で済む。10年一括契約ではおよそ8.2年分支払えばよく、
年間保険料は5年で約14％、10年で約18％の節約ができる

218,410円
★218,410円（約41%）節約となった！

見直しポイント⑥
【破損・汚損特約付帯のススメ】
保険代理店の立場から実際のマンションの事故で、保険が

ことになる。

適用される事例で目立つのが破損・汚損事故。今までは管理
◆例1

費から支出していた破損・汚損の損害も「破損・汚損特約」

★5年契約で年間保険料10万円の場合

を付帯すれば保険金が支払われる。従来の火災保険では補償
されなかった事故にも保険金が支払われることもあるのだ。

毎年継続手続きをした場合の5年間保険料総額

ポイント①〜⑤では保険料の節約ポイントを記述したが、

100,000円×5年間＝500,000円

ポイント⑥は現在の保険料にプラスとなる。しかし、保険料

★5年長期一括契約（契約時一括払い）にすると
年間保険料100,000円×4.3＝430,000円で

が高くなっても、マンションの事故でよくあるので付保して

70,000円の節約

おいたほうがよい商品として「破損・汚損特約」をお薦めし
たい。

◆例2
★10年契約で年間保険料10万円の場合
毎年継続手続きをした場合の10年間保険料総額

破損・汚損事故例

100,000円×10年間＝1,000,000円
★10年長期一括契約（契約時一括払い）にすると

蘆何者かにエントランスのガラスを割られてしまっ
た

年間保険料100,000円×8.2＝820,000円で
180,000円の節約

蘆共用廊下で清掃中に清掃器具を落としてしまい、
廊下のコンクリートを損壊してしまった
蘆建物の外壁を何者かにスプレーでいたずら書きを
された

【大幅な保険料節減を実現した事例】
Eマンション2005年8月竣工・70戸
引き受け保険会社

蘆管理組合のイベントの最中、玄関ホールのドアに
机をぶつけてしまい、ガラスを破損してしまった

F社

臨時費用保険金担保・水災保険金担保・施設賠償特約3億

●所在地：東京都中央区日本橋室町2-3-14 古河ビル5F
●URL：http://www.radiaholdings.com/hoken/

藪0120-77-8160
●Eメール：itou.masahiro@radiaholdings.com

●加入ネット：浜管ネット、川管ネット、よこ管ネット、湘管ネット
●特色：管理組合が契約する共用部分の火災保険は、損害保険各社の保険料が違うため、複数の取扱保険会社の比較表で最適
な保険会社・商品の選定。また、各種特約の契約方法（補償の削除による保険料削減、リスクに合った補償の追加な
ど）による保険料比較もご案内しています。
※浜管ネット、川管ネット、よこ管ネット、湘管ネットで「共用部分の火災保険 保険料削減」をテーマにセミナーを実施しました。

●取扱保険会社：［損害保険］東京海上日動火災保険・損害保険ジャパン・三井住友海上火災保険・日本興亜損害保険・あい
おい損害保険・ニッセイ同和損害保険・そんぽ24

Kanagawa Mansion Network 9

………………… 株式会社グッド保険サービスの概要 …………………

11

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

マンション管理

改修一般

企 業 名
所 在 地
マンション管理 神 浜 川 よこ 首都圏第三事業部

P R

（神奈川エリア担当）
蕁045-910-1471
蕭045-910-1472
東急コミュニティー http://www.tokyu-com.co.jp

株式会社

マンション管理

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
サービス株式会社
マンション管理

サービス株式会社
浜 よこ

日本ハウズイング
株式会社
マンション管理

横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1
相鉄岩崎学園ビル9階
蕁045-316-3939
http://www.dia-kanri.jp

サービス株式会社
浜 よこ

明和管理株式会社

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。

ダイアコミュニティサー
ビス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。

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。

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

浜 川 本社

三井不動産住宅
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

神 浜 横浜支店

ダイアコミュニティ
マンション管理

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。

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

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

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。

所 在 地
浜

工藤建設株式会社
大規模修繕

株式会社
アール・エヌ・ゴトー
大規模修繕

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

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

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。

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1-5-3
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 川 よこ 央 川崎市川崎区大島3-36-7

株式会社カシワバラ・
コーポレーション
大規模修繕

蕁044-211-1596
蕭044-211-1597
薔0120-00-4095
http://www.tosocio.com

蕁045-753-5700（直）
蕭045-753-5835
k̲yamamuro@sakakura-kk.co.jp
http://sakakura-kk.co.jp

大規模修繕 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
大規模修繕

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

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
（北関東営業所）蕁048-449-0091
http://www.yokosoh.co.jp

株式会社
ヨコソー
大規模修繕

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

ラクシー

浜 川 よこ 横浜支店

建装工業株式会社

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

大規模修繕 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
大規模修繕
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

●広告掲載のお問い合わせ●
蕁蕭 045-316-4505
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E-mai kitami@k-mansionlife.com

担当：㈲ライフデザイン・北見

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
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！
し、集合住宅大規模修繕工事施
工28年間の歩み、1094管理組
合・5225棟・180610戸の施工実
績『不断の努力』を社訓に総合
仕上工事業を目指す企業です。
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。

建物の修繕工事を手がけ
て100年。私達は経験と実
績をいかしより良い品質
をご提供する工事のプロ
フェッショナル集団です。

浜 横浜市西区楠町10-8（神奈川営業所） リニューアル工事によって

株式会社
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。

神 浜 よこ 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

大規模修繕

総合建設
企 業 名
大規模修繕

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

浜 央 神奈川支店

ヤマギシリフォーム
工業株式会社

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

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。
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200000
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。

企
業
名
は
五
十
音
順
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

建材メーカー・販売

給・排水設備改修
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

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

給・排水設備改修 神 浜 よこ 横須賀市大矢部2-9-20
蕁046-835-0630
蕭046-835-1218
tokken@daijin.co.jp
http://www.daijin.co.jp

株式会社
大神設備工業
給・排水設備改修

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

京浜管鉄工業
株式会社
給・排水設備改修

浜 川崎市川崎区貝塚1-8-2
川

フジクス株式会社
給・排水設備改修

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

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

P R
『水』の安全にこだわり50年、
誠実で確実な給排水設備改
修工事・維持管理会社です。
集合住宅の『水』の問題は、
全て当社にお任せください。
「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。
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。
設備工事の55年にわたる経
験により培った技術力を生
かし、ご満足いただける工
事を提供させていただきま
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。

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

文化興業株式会社

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

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

企 業 名
電気設備改修

所 在 地
浜 横浜市西区平沼2-2-7

藤澤電気株式会社

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

P R
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。

建材メーカー・販売
企 業 名
塗料メーカー・販売 神 浜 よこ 央

関西ペイント販売
株式会社

タキロンマテックス
株式会社
塗料メーカー・販売

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。

浜 よこ

日本ペイント
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

マンションの開放廊下や
共用階段用の床材に特に
力を入れております。詳
しくはホームページをご
覧ください。

日本ペイントお客様センター
蕁03-3740-1120
蕁06-6455-9113
http://www.nipponpaint.co.jp

絶えざる挑戦を通じて、
常に色彩とコーティング
技術の先端に。私たちが
めざすのは、『21世紀のグ
ローバルエクセレントカ
ンパニー』です。

所 在 地

P R

サッシ改修
企 業 名
サッシ改修

浜 ビル改装事業部 改装神奈川営業所 トステム株式会社は、国内最大手のア

株式会社トステム
サッシ改修

浜 よこ

日軽アーバンビルド
株式会社

横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー33Ｆ
蕁045-225-5083
蕭045-225-5084
http：//www.tostem.co.jp

ルミサッシメーカーです。現在、お使
いの窓や玄関ドア、手摺を新築と同じ
性能へリニューアルし、資産価値向上
のお手伝いをさせていただております
ので、お気軽にご相談ください。

横浜市中区尾上町3-35
有楽ビル7F新日軽㈱内
蕁045-641-2132
蕭045-662-8029

マンションの窓・手摺・ドアを
グレードアップ！ ビル改装・
集合住宅改装のエンジニアリン
グ会社として、修繕計画から施
工までをお手伝いをさせていた
だきます。どんなご相談でもお
受けしております。

設備機器販売
企 業 名
所 在 地
防犯カメラ・防犯機器 浜 セキュリティ事業部

株式会社日本ネット
ワークヴィジョン

P R

東京都墨田区緑4-20-7 アステ21 2階
蕁03-5600-7352
蕭03-5600-7353
camera@nnv.co.jp
http://www.nnv.co.jp

防犯カメラの提案から設計、施工、
保守に至るまで、自社一貫体制で
地域の皆さまに貢献しておりま
す。防犯カメラ設置のご相談から
防犯相談まで、何でもお任せ下さ
い。日本防犯設備協会、神奈川県
防犯設備士協会 会員

金融・保険
企 業 名
保険

電気設備改修

浜

所 在 地

株式会社
グッド保険サービス
金融

浜 よこ

三菱電機クレジット
株式会社

P R

浜 川 よこ 湘 新横浜事業部
横浜市港北区新横浜3-24-5ユニオンビルアネックス1Ｆ
薔0120-77-8160
蕭045-473-9610
http://www.radiaholdings.com/hoken/
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

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

取り扱い損保会社7社の比較
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。

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。

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

央 県央ネット

耐震改修の問題点は資金と…住環境の公平性
― あるネットワーク役員のひとりごと ―
する部分に該当する住戸か否かによって住環境が全然変わっ
てしまう。
綱島豊栄マンションは、カネはかかっても全世帯の公平性
が保てるように、建
物全体にブレースを
かけた。合意形成は、
やはり徹底して「公
平性」に基づいた発
想ができなければで
きないのかもしれな
い。綱島豊栄マンシ
ョンを見ていると、
とにかく敬服したい
気持ちになった。
公平性のため全戸に耐震補強したマンション

Kanagawa Mansion Network 9

今年1月友人の家に向かう際、耐震改修で建物全体を鉄骨
ブレース補強したマンションを見た。すぐに持っていたデジ
カメに写真を残した。家に帰ってインターネットで調べると、
横浜・港北区の綱島豊栄マンション（築35年・8階建て・
169戸）であることがわかった。
インターネットによると、横浜市の補助制度を活用した初
のケースであるらしい。改修費3憶9000万円のうち、約1
億3000万円を市からの補助金で賄ったという。耐震改修で
住民の所得税や固定資産税が減額される優遇措置も受けられ
るとあった。
耐震改修を進めるにあたって、資金以外の合意形成で一番
問題になるのは、住環境の公平性である。建物構造の補強を
診断すると、例えば103号室と108号室など特定の住戸に
ブレースをかければ、隣や上階の住戸は問題ないなど、補強
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会員
ション
マン
紹介

ファーストクラス
厚木管理組合法人

Ｎ
Ｐ
Ｏ
かながわ県央ネット
正
会
員

分譲業者が駐車場を所有権登記
知識を広げて、裁判で取り返す
今回は、敷地内駐車場の所有権をめぐって分譲業者と対立し
た事案がテレビでも紹介された管理組合の、その奮闘の様子で
ある。
ファーストクラス厚木は平成6年分譲。駐車場使用していた
地下1階のスペースは分譲後1年半以上経ってから、分譲業者
が所有権を登記した。一般的にマンションを購入するというこ
とは専有部分と共有持分割合による敷地を購入することであ
り、これによって共有する敷地内の駐車スペースは管理組合が
管理するのが普通だ。
区分所有者全員の共有であれば管理組合が管理して使用料は
建物の修繕金など区分所有者全員の共同の利益に充てることが
できるが、分譲業者に所有権があれば駐車場使用料は業者の営
業利益と化してしまう。
このマンションは当初から管理組合もなく分譲業者が実質的
な管理者となっていた。駐車場使用料14台分14万円（当時）
は誰からの指摘も受けることなく分譲業者の毎月の収益となっ
ていたのである。

駐車場使用料の返還等を求めて訴訟を起こした。
結果的には19年3月、管理組合が和解金1000万円で買い
取ることで、所有権移転に折り合いをつけた。
ただ、分譲業者とは現在も竣工当初の図面等の書類の引き渡
しや耐火被覆の不備などについての話し合いが続いている。

初の総会開催で住民の意識に変化

本当の意味での管理組合活動へ

平成14年3月、初めての管理組合総会を分譲業者が招集し
た。同3月に設立した子会社との管理委託契約を結ばせるため
である。
「それまで住民は区分所有者というより、賃借人のような感
覚でマンションに居住していた」と理事長は振り返る。
ところがこの初めての総会で、「何かおかしくないか？」と
思っていた住民同士が集まるきっかけになった。
駐車場は分譲業者の所有だというのに、補修や清掃は住民任
せ。大雨による冠水によるトラブルがあれば住民が協力して復
旧作業をし、費用の負担まで行っていた。
今度はいきなり設立した子会社との管理委託契約の話。新規
契約なら1社に限らず、複数社から見積もりを取って管理会社
を選定することもできたはずだ。
「分譲業者の一方的な話ばかりじゃないかと思った」。そし
て疑問を持った4人の有志が集まった。県の相談窓口に行った
際にたまたま担当だった浜管ネットの相談員から親身なアドバ
イスを受け、各地の勉強会やセミナー等に参加して少しずつマ
ンション管理の知識を広げていった。
平成15年10月管理組合法人を設立。16年4月から自主管
理に変更。18年2月、分譲業者らに対し駐車場所有権の抹消、

裁判は一応決着し、これからは管理組合がどうまとまってい
くかが最大の関心事になっている。自分たちの資産としてのマ
ンション管理や当事者意識の自覚がないと自主管理は難しい。
まずは建物の維持管理。今までは鉄部塗装、開放廊下の防水
シートの張替えを1回行っただけ。外壁の一部でタイルの浮き
が多いところがあり、初の本格的な大規模修繕工事に取り組む。
日常管理では、共用部分を区分けして希望者を募って自主清
掃を行っている。「自主管理だから、マンション全体への興味
をもってもらうことが本来の目的だったけど、みなさん協力的
で本当にきれいにしてもらっている」と理事長。
6月にはみんなで草刈り、年末には植木の剪定、大掃除をみ
んなでやる。
裁判で区切りをつけて、少しずつ自分たちのカラーを作って
いるようだ。本当の意味での管理組合活動をはじめたマンショ
ンだといえよう。

蜻問 題 と な っ た 地 下 駐 車
場。住民たちにマンショ
ン管理の自覚がないと、
プロの業者から理不尽な
行為をされることもある

■マンションデータ
築15年・23戸・1棟・3階建て
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建物構造………RC造
敷地面積………666㎡
建築面積………364㎡
管理費…………約4,000円
修繕積立金……………………………約10,000円
駐車場充足率（総台数÷総戸数）…61%（14台分）
駐車場の月額使用料…………………普通車12,600円、軽自動車10,500円
駐輪場の月額使用料…………………自転車300円、バイク2,100円
管理形態………………………………自主管理。ただし会計のみ㈱
横浜サンユー（神管ネット会
員）に委託
管理員の勤務形態……………………管理員不在
理事会…………………………………月1回
メンバー構成…………………………理事3人・監事1人
任期……………………………………2年交代（1年ごと半数改選）

DATA

蜷総会後の懇親会。コミュ
ニティー形成は欠かせな
い。会場は近隣の自治会
館を利用している

イベント情報 ■■

定期総会案内

セミナー案内

○神管ネット（蕁045・201・2422）
第11回
日
時：6月21日（日）14時〜
懇 親 会：15時〜
会
場：相生本店
○浜管ネット（蕁045・911・6541）
第15回
日
時：6月6日（土）14時〜
記念講演：15時〜
テ ー マ：管理会社との上手な付き合い方
講
師：石川恵美子弁護士（横浜マリン法律事務所）
懇 親 会：16時〜
場
所：ハウスクエア横浜4Ｆセミナールーム
○川管ネット（蕁044・222・5136）
第9回
日
時：5月23日（土）13時30分〜
懇 親 会：15時〜
場
所：川崎市産業振興会館第3研修室
○よこ管ネット（蕁046・824・8133）
第7回
日
時：6月13日（土）13時30分〜
懇 親 会：15時〜
会
場：ヴェルクよこすか第1会議室
○相管ネット（蕁042・855・0555）
第5回
日
時：6月27日（土）13時30分〜
会
場：相模原市民会館
○湘管ネット（蕁0466・81・5949）
第3回
日
時：5月31日（日）13時30分〜
交 流 会：14時40分〜
場
所：藤沢市役所新館
○かながわ県央ネット（蕁046・233・3844）
第3回
日
時：6月14日（日）13時30分〜
場
所：プロミティあつぎ8階ＡＢ会議室
特別講演：15時〜
テ ー マ：高齢化社会の管理組合運営のあり方
講
師：廣田信子氏（譛マンション管理センター総合
研究所主席研究員）

○浜管ネット
6月20日（土）14時〜 ハウスクエア横浜4F
工事のトラブル事例や行政の支援事業について
講師は会員施工会社と建築士
6月27日（土）13時〜ハウスクエア横浜4F
新任理事向けマンション管理基礎講座
講師：三井一征氏（マンション管理士）
○川管ネット
6月21日（日）13時30分〜 高津市民館第6会議室
新任役員の役割について
講師は川管ネット役員のマンション管理士
7月11日（土）13時30分〜
川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）7F
長期修繕計画について
講師はマンション管理センター職員
○相管ネット
5月9日（土）9時〜 相模原市民会館第2大会議室
不動産価値のアップ、防犯対策等の成功事例
講師はマンション管理士

新 会 員 紹 介
◆正 会 員
名 称
東逗子ハイツ団地
管
理
組
合

加入ネット

棟数

戸数

竣工年

よこ管ネット

7

184

1969

アパガーデンコート
海老名管理組合

県央ネット

1

88

2000

油壺マリナテラス
管
理
組
合

よこ管ネット

１

57

2004

◆ 賛助会員
名 称

加入ネット

主な業種 資本金
給・排水
4億
荏原テクノサーブ㈱ 浜管ネット
設備改修 5,000万円

設立年
1964

日 新 工 業 ㈱ 浜管ネット

防水関連資材
8,800万円
メーカー

1943

タ マ ガ ワ ㈱ 浜管ネット

給水管電気
3,000万円
防食工事

1934

㈲シー・クリスタル管財

清掃・設備・
植栽管理

2002

よこ管ネット

300万円
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編 集 後 記

新 会 員 募 集

アンケートは設問がわかりやすくないとだめだと思う。
発信者が何を知りたいのかを明確に意図していないと、
回答も百人百様の答えが返ってきて、結局「その他」ば
かりで収集がつかないものになってしまうからだ。AかB
かCか。はっきり回答を出せる設問が大切。ペット飼育
についてどう思いますか？という設問はありえない。A
ペット飼育に賛成するB反対する、どちらですか？ただ
し書き欄を設ければ、これだけで住民の総意をつかめ
ると言っていいだろう（Y）

各地域ネットでは、マンション管理組合の正会員
を随時募集しています。
管理組合の年会費は、各地域ネットによって異な
りますが、20戸で年間1万円、100戸で年間2万2
千円が目安です。
詳しくは、下記組織図を参照の上、各地域ネット
に直接お問い合わせください。
マンション関連企業の賛助会員も募集中です。

神管ネット組織図
ＮＰＯ横浜マンション管理組合
ネットワーク（浜管ネット）

ＮＰＯ相模原マンション管理組合
ネットワーク（相管ネット）

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

http://www.so-kan.net
蕁 042-855-0555

定期無料相談：毎週土曜午後 ハウスクエア横浜

無料相談：随時

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

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湘南マンション管理組合
ネットワーク（湘管ネット）

http://www.jinkan-net.com
蕁 045-201-2422
蕭 045-664-9359

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

定期無料相談：
毎週木曜 まちづくり公社ハウジングサロン
毎月第 1 土曜（原則） 各区の市営公共施設

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://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://kenou-net.jp
蕁 046-233-3844

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

定期無料相談：
毎月第 4 火曜午後 海老名市役所附属棟会議室
毎月第 4 金曜午後 大和市役所広聴相談室
毎月第 4 月曜午後 秦野市東海大学前出張所

定期無料相談：毎月第 2 土曜午後 ヴェルクよこすか

事業内容

事務局所在地

それぞれのマンション管理組合ネットワークは、マンション管理適正化
と生活向上に寄与することを目的に、主に下記の事業を行っています。
（1）マンションの適正な管理運営のための指導相談、支援
（2）マンション管理運営についての経験交流、情報交換、資料の提供
（3）セミナー、シンポジウム、工事見学会、各種相談会などの実施
（4）行政や他の公共団体との協働によるマンション施策の推進

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会
（日住協）
神奈川県支部
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
蕁 045-762-1795

※定期相談以外の無料相談も随時、電話やメール等で行っています。詳細は各ネットワークへお問い合わせ下さい。

会員状況報告
日住協

浜管ネット

川管ネット

よこ管ネット

相管ネット

湘管ネット

県央ネット

神奈川県支部

合

計

132組合

30組合

51組合

29組合

13組合

14組合

41組合

310組合

28,381戸

4,635戸

9,334戸

1,657戸

1,393戸

2,981戸

8,209戸

56,590戸

※平成21年3月31日現在
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