
管理組合セミナー（2015年7月4日）「藤沢市・分譲マンション耐電診断櫛的金銅度lこついて」、

「新任役器機研修のための『躍審金運菖』基礎和露lこついて」開催

本年度、鵜苫ネットのマンション管理セミナ一・第一回セ

ミナーを7月4日（土）13：30より、藤沢市商工会館ミナ

パーク501会議室にて開催しました。参加者は16名。

セミナーは、二部制で、第一割を「藤沢市における分譲

マンション耐震診断支援補助金制度」、第二割を「理事会

運営の基礎知識」とし、講師は、第一割を藤沢市建築指

導課、第二部を湘管ネット須賀理事（マンション管理士）が

担当しました。

第一部では、資料として、国土交通省の「マンション耐

震化マニュアル」、「藤沢市分譲マンション耐震診断補助
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金交付制度事業案内」、マンションの耐震改修パンフレット等が

格」
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策一部韻語　藤沢商連薬指劇陳

会場風景

配布され、1981年（昭和56年）5月31日以前に建築され

た共同住宅で非木造2階建て以上の建物を対象としたマ

ンション耐震診断支援補助金制度について、国土交通省

の「マンション耐震化マニュアル」の内容説明の他、相談窓

口の紹介、藤沢市の「分譲マンション耐震診断補助金交付

制度事業案内」などにより、詳しく解説されました。

なお、藤沢市建築指導課より、藤沢市内全域の適合マン

ションへの同制度の周知を依頗されました。

ご希望の管理 �組合様 �には、予備の資料の用 �意がございますので、湘管ネットまで、遠 �慮なくお問い合わせ、ご希望を 

お寄せください。 � � � � 

第二割では、須賀講師から、前段の解説のなかで、区分所有法は、管理者制度

を採用しているが、区分所有者の団体である管理組合は、実務的には理事および

理事会という機関を創設し、理事長を法的な意味での管理者と位電づけ、理事と

理事会が管理の実務にあたるという体制を構築しているとの説明があり、最近、

理事会を構成する理事のなり手不足が問題になっていることから、その解消策と

して、役員の範囲の拡大、役員報酬制を取り入れること、役員選任方法として輪番

制＋立候補。推薦制を加え、対策を譜ずること、等の策を検討するなどの必要性

を強調し、そのうえで、管理業務において、専門的知識を要求される場面において

は、専門家の活用を取り入れ、組合運営の適正化に努めることが管理組合に求

められていると説明しました。

続いて、マンション管理センターの「管理組合理事会運営細則」の考察及び

その問題点につき、項目ごとに講師の「見解」も加えながら、詳細に解説しました。
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第二部繍師　須闘聖書

「管理組合理事会運営細則」の主な項目として、役員の選任等、役員の補充、

理事会の運営、理事会決議事項、理事会議事録、役員報酬等の支給等につき、詳細な解説が加えられました。
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マンション管理に役立つ情報提供・管理組合間の情報交換の塚として活用頂けるよう、新しく

研修交清会を企画しました。

6－－7月研修交流会報告

第1回研修交流会（6月13日（土）開催）

テーマ：「総会運営のポイント」

講師：須賀一朗理事（マンション管理士）

参加者：13名
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会暢国策

第1部では、講師の須賀理事が、総会の議事運営に関し、議事運営の原則、

議長の権限・義務、議決権行使者、議決権行使書による議決権行使、修正動議の

提出とその審議方法、一時不再議の原則に分け、各の項目に付き、総会運営にお

いて問題となった様々な事項に付き、判例を交え、普段は気づかないような、どこ

の管理組合でも起こりうるような細部の問題までを、分かりやすく解説しました。

第2部の質疑応答、参加者による情報交換の場においても、活発な質疑と意見等

が交わされました。

〇第2回研修交流会（7月25日開催）

テーマ：「マンション総合保険保険料高騰に対する自己防衛策」

※誤解だらけ、マンションの地震保険！

講師：（株）グッド保険サービス伊藤昌弘氏

参加者：16名

今年の10月1日から、損害保険会社各社は、一斉にマンシ

総合保険の保険料値上げを予定しており、その値上げ轄確定

最新情報をご提供頂きました。築年数40年を超えるマンショ

ンを例とするならば、現在の保険料の2倍以上の値上げが予
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定されています。その上、一部特約の保険を掛けられないケ
ースもあります。　東日本大震災以降、保険料は、毎年のように値

上がる傾向にあり、ここにきて一挙に倍額以上の値上げとなる模様。

その背景には、マンションの経年劣化による水漏れ事故等が多発し

ており、各保険会社の保険金支払いが増大し、採算が取れなくなって

きていることも要因の1つに挙げられると説明されました。

講師である伊藤氏からは、自己防衛策として、まず現在の保険の満

期を確認し、満期までの期間が短い場合は、9月中に解約し、解約返

戻金（月割りで戻る）を受けること、そして、改定される前に現行保険

料金で新たに5年という長期保険契約を締結することで10月1日以降

の大幅値上げ改定に備えることができるとご教示頂きました。

さらには、マンション保険の値上げに対抗する掛け方について分か

りやすく解説頂き、参加者のほとんどの方から「大変参考になった」と

いう感想を頂きました。
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※　pR文を依頼し、お送り頂いた企業の原稿を掲載しております

マンション管理 

企業名 �所　在　地 ��P　R 

株式会社 大京アステージ 湘南支店 �藤沢市鶴沼花沢町1－17 ��すべてはありがとうのために。大京アステージは宗族の幸せを第一に考える 
藤沢朝日生命唐租実業ビル6階 ��お客さまのために、「居心地のよい住まい」と感じていただけるサービスを 

くらしサポートデスク ��追求しています。　湘南支店（弱毒沢に拠点を轟き、湘南エリアを中心に、絢 

寄　0120－264－406 ��21．000戸を箇哩しております。東海地震の被災予想エリアという地域柄、 

E－maii：dkjtkSuisin＠grp，daikyo．∞jp ��防災簡竃品の整備、防災マニュアルの作成提案等、防災対策の提案に力を入 

URL：h吋）〟www．dakyo－aStage．CO．jp ��れ、お客さまに安心と笑顔を提供していきます。 

双日総合管理 �東京部活区台場2－3－1 ��当社は、商社系（双日（株）100％）のマンション管理会社です。 【当社の主な常数】 

株式会社 �℡　03－3570－9107 ��○フロンH堅築iの担当物件数が少ない（10物件平均） 
mX　O3づ570－1081 ��⇒轡配合に遺した細やかな応接が可能 

2－maiI鳴kaslli．Inanaka＠sqjitz－Sogokan正∞m ��0億紅事l網諜2コンサルとして対応 

URL：h坤：〟www．spJitz－SOgOkanh．com／ ��⇒「工事全舷をお任せ下さい。」という会社で（ありません。 ○会計は商社レ′VLの監査 ⇒金銭富国秘密柳生をモットーとしているので、安心 ○管理賃は自社採用 ⇒日々教育・研修・綬纏の御玉を図っています 管理賃用の適正、管理業韻の適正等疑問がございましたら、こ相鼓お待ちしてい ます。 

コミュニティワン �藤沢市藤沢223番地2　藤沢ビル15階 ��築きあげてきた技術やノウハウを基盤にサービスの質をさらに高め、お客様 

株式会社 �80466－24一朗0　mX：Ol統一24－9961 ��の様々なニースにひとつひとつ丁寧にお応えするとともに、安心と快適のク 

藤沢支店 � �E－maiI旬jisawa＠Cαmmunity－one．eo．jp URL：http：〟www．Community－ene．jp �オリティに、より一掃の磨きをかけてまいります。 

株式会社 �梱樹京市中央区相関京4－7－10 ��私たちウイツツコミュニティは、相関京、横浜、東京（劃暁をおき活動する 

ウイツツコミュ＝ �エス・ブラザビルlF ��マンション管理会社です。『スピード』と、お客様の困ったに駆けつける 

ティ �19　m2－758－9123　　m×：042－758－8123 ��幅制を通して、地域の「町医者」のようなマンション管理を目指しま 
URL：http：／／www．Wits・COm．net ��す。お客様のご要望（こあわせたオーダーメイドの管理のご提案、『顔の見え 

2－ma晒nfb－hm＠wits－Ct着11．net ��る管理』をとおした誠実で信頼のある対応を常に心がけています。 

保　険 

企業名 ��所　在　地 ��P　R 

株式会社 ��東京都渋谷区代々木1－57－2 ��取り扱い損保会社6社の比較見積で、共用部分の最適な火 

グッド保険 ��ドルミ代々木408 

サービス ��℡0120－77－8100孤×：03づ302－00翰 E－mail：ito＠goodhoken．cojp URL：www．g00dhoken－kar涌kumiai．co．jp／ ��災保険をご提案いたします。 

改　修　一　般 

企業名 ��所　在　地 ��P　R 

株式会社大和 ��横浜市南図割抄町2－19－5 ��マンション大規模距紅事の専「嚇諸として、横浜の地軸副業して半世紀。”住 

1回045－225－8200 ��棚境に、時を取りもどす，をスローガンに、いつまでも快適に暮らせる 

陣lX：的5－225－8201 2－maiI：takamcMj．S＠daiwa－Co．COm URL：http：〟www．daiwa－CO．COm ��よう、お客棟の蔓豊にいち早く対応しながら、高い技緬でお答えしてきました。 大和はこれからも常に　置き、質の接片tLビスを提供して参 ります。 IS014001／！SO9001認証取得 
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改　修　一　般 

企業名 �所　在　地 �P　R 

シショー �川崎市川崎医大Iii町8－6 �創業以来83年を迎え、完工高140億円、そのうちマンション大 筋操修繕97億円を超すまで成長して参りました。 

株式会社 �魯iO44－：糞胸一4795 FAX：044－366－7091 

E－ma噂一山kama＠sinYo．Cαll URL：http：〝www．sinYO．COm �アフターグループ6人が工事後のケアを致します。 

株式会社 �横浜市港南区野庭町361－3（本社） aO45－286－1116 �創業は、禦永七年（18弾年）。ペリー率いる黒船が日 為に来航の隙、建設された応接所のペンキ塗装を禦府より命じられたのが 当社初代の町田辰五郎です。以来、五代100年にわたり、永大概日本銀行 や鹿鳴館などさまざまな歴史的建造物の塗装・改惨工事に携わってきまし た。現在は、マンションやヒルなどの改修・リフォーム事業を中心に、 今まで培った施工技術と誇りを柵（こ新しい時代に挑戦し続けております。 

櫻井 �［AX：045－286－1611 E－mail：Sakura主p＠ac，auOne－net．jp URL：http：〟www．sakurai－P．COm 

◆湘管ネット協力建築設計事務所

事　務　所　名 �連　絡　先 �主　要　業　務 

株式会社 �横浜市港南区日野中央3－24－5 �建物の調査・診断 改修工事の調査・設計・監理（建築・機械設備・電気設備） 新築工事の設計・監理 

岡田建築設計事務所 �禽045－836－1267 mX：045－836－1268 2－maiI：okd－arC＠mist．dti．ne．jp 

代表者：岡田英二 ��マンション　‾両 コンサルタント業務 

Q＆Aコーナー

Q：暴力団等反社会的勢力の入居に対抗する策としてどんな方法がありますか？ 

A：①　予防措轟として、　　　　　　　・暴力団等反社会的勢力の入居の排除を図るための条項を制定するこ 

とが必要であると考える。 

②　例えば管理規約の中に、区分所有権の「暴力団構成員等に対する譲渡、賃貸の禁止」条項を設けるとか、 

専有部分を賃貸する場合に、当該区分所有者から誓約書（暴力団綿成員等への賃貸禁止）を徴求することなど 

が効果的な方法と思われる。 

③　なお、各地の弁護士会では、暴力団による民事介入に対処するため（民事介入暴力被害者救済センター」 

という組織を設覆し、市民からの相談を受けたり、事件を処理しているので、暴力団がらみの相談はここに 

相談されるとよいと思います。 

雑学・巨細機

○熱中痘封策！【家慶で作る鯉口柵水濃】 

暑い目が続きますが、体調管理はできていますか？　熱中症で病院に搬送される方が後を絶たない今日この頃。 

熱中症で怖いのは、脱水症の症状が出てから。脱水症のサインは二日酔いの症状とよく似ています。そんな時、 
ご家庭でも作れる経口補水液を用意しては、如何でしょうか。 

【鯉口柵水濠の作り方】：水11に対して、食糧3g、砂義40gを溶かす。　※作った分は、1日で飲み切る。 

尚、自力で水が飲めなくなったら、すぐ豪腕へ！！ 
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今後 �の予定 

定期無料梱離合のお知らせ

湘管ネットではテーマを定めた定期無料椙駁

会を毎月第二土曜日に実施しています。各テ

ーマともマンション管理士がわかりやすく説

明します。ぜひと老幼叩こさい。

●第99回無料相談会

2015年9月12日（土）13：00－16：00

テーマ：役員のなり手不足

●第100回無料相接会

2015年10月10日（土）13：00～16：00

テーマ：管理会社の選び方

●第101回無料椙披会

2015年11月14日（土）13：00～16：00

テーマ：管理組合の会計

場所：藤沢高市民活動推進センター

事前予約をお願いします。予約は湘富ネット

事務局（0466－504661）まで。

○湘轡ネット寒露筋　斬在地

〒251－0052藤沢市藤沢577　寿ビル301

℡　0166－割14661　轍：α帖6－97－2461

圏闘醒 �書 籍 
“　　　　　　藤沢駅 � 

2015年8月発刊

薪企画！研i舞蜜流会を開催します。

開催時間：毎月第4土曜日　18：10－20：00

開催塚所：藤沢市市民活動推進センターA会議室

参加費：500円（資料代）

●2015年8月22日（土）18：10－20：00（受付開始：17：50）

テーマ：「貯水タンクの地震対策としての浮体式波動抑制衰轟（タンクセイバー）・

刻囲！剛蔦蓄晶・ブ臨調i出品・日常携帯品チェックリストの紹介

聯師：横須賀管工事協同組合　佐々木一書氏

●2015年9月26日（土）18：10～20：00（受付開始：17：50）

テーマ：「プリレミサッシ・玄関ドアのリフォームで快適なマンションライフを！」

講師：（様）uXILリニューアル神奈川支店　中島　純氏

●2015年10月24日（土）18：10－20：00（受付開始：17：50）

テーマ：「長期修繕計画の目的と作り方」

講師：湘管ネット　細井知美理事

マンション管理に役立つ情報提供・管理組合間の情報交換の瑞として活用して頂ける

よう、新しく研I藍交流会を企画しました。奮ってと凄劫町こさい。

マンション管躍ゼミナーを開催します。 

2015年11月14日（土）12：30～16：00 

楊所：藤沢商工会館505会議室 

2015年度第2回マンション管理セミナー「太陽光発電について」（講師：神奈川 

県産業労働昂　山田健司氏、三菱電機クレジット㈱、㈱京セラソーラーユーボレー 

シヨン）をテーマに開催予定。　マンション管理運営にお役立て下さい。 

※幣紙については、確定次第、追ってお知らせ致します。 

金賞募集中！ 

会員になってNPO法人　湘管ネットを応援して下さい。 

正会員（個人）：10．000円／年、正会員（管理組合）：戸数による 

賞助会員（団体・企業）：30，000円／年、賛助会員（個人）：5，000円／年 

入会すると無料セミナー、勉強会、無料法律柏抜、ネット通信など特典色々 

○出張相談・出張セミナーを致します日

銭管理給を斌ここ櫓頬のあったマンション（こ【

出向き、理事会等に出席し、出張椙駁、出張セミナ

ーを致します。お気軽に事務局まで

お問い合わせ下さい。

nJ喰わせ先：ao466づ0－4661

編集後記 

残暑お見舞い申し上げます。まだまだ暑い日が続きますが、如何お過ごしですか。 

8月は、広島・長崎（胡間接が投下、終戦を迎えた月。私たちにとって8月は、平和につ 

いて、真剣に考える良い機会でもあるのではないでしょうか。国会では、安全保障関連 

法案が審議されています。関心をもって、見守っていきたいところです。マンションに 

おいても、管理会社・役員任せにするのではなく、組合員一人一人が関心を持ち、協力 

体制を作ることにより、快適で安心なより良い運営が可能なはず。お互い情報交換する 

中で一緒に考えませんか？湘管ネット通唐第4号をお送りします。より良い「湘管ネ 

ツト通信」、湘管ネットの活動とするため、皆様のご意見・こ要望をお待ちしています。 
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