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一

によると、①全国マンショ
ンのストック数が６１３万
２０００戸、②２０１４年
度、新規供給戸数が 万１
千戸、③２０１４年末で全
国マンション居住者数１、
５
１０万人、④又、築 年以
上のマンションストック数
は、前年の２０１３年に１
４０万戸と報告されている。
・全管連は、２００２（平
成 ）年のマンション建替
円滑化法の制定及び区分所
有法改正に対して、政府及
び各党に要望書と意見書を
提出すると共に大規模な集
会を開催し、マンション建
替と云う一般的政策ではな
く、
「再生」と云う適切な
維持管理と建物の長期使用
を促す政策を実現するよう
強く要望しました。
その結果、法律体制には
取り入れられませんでした
が、区分所有法改正の付帯
決議として、衆参両院で次
のような内容を盛り込むこ
とが出来ました。
＊環境保全、高齢者、
障害者居住等の視点か

14

納得、安心のできる管理

☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで
☆ 管理組合のニーズに合った管理システム

☆ 木目の細かい対応が出来ます

日本高層管財株式会社

全管連マンション再生化法（仮称）制定

会長 佐々木

可決されたことにもあるよ
うに資源を大切に使う、Ｃ
０ ２を制御する考え方の広
がりに合わせて、建替しか
選択肢の無いことが問題視
されてきたことです。
＊適切な建物管理と良好な
コミュニティの育成
住居はあくまでも第一義
的には、生活の為の用具で
あり、自然環境から家族を
守る為のシェルターでなけ
ればなりません。国民の最
低文化的な生活を保障する
施策として住宅政策は、施
行されるべきものです。
全管連は、１９８６（昭
和 ）年の創設以来建物の
安全を確保する為の適切な
維持管理の必要性とマンシ
ョン固有の特性である共同
生活と共同管理の基礎条件
をつくる良好なマンション
コミュニティの必要を強調
して、今日まで 年間活動
をしてきました。
この間マンション居住者
は、都市における居住形態
として定着してきました。
「今年の５月 日、国交
省マンション政策室の発表

本社東京都渋谷区代々木1‑19‑12新代々木ビル4階 〒151‑0053

ＴＥＬ03‑5388‑4471（代） ＦＡＸ03‑5388‑6463

を目指す
埼管ネット

あります。
こうした基準をクリアー
するには、区分所有法等現
行法の改正を図る必要があ
り、再生技術の開発、専門
技術者及事業者を育成強化
する事も急務であります。
以下の内容は、
「マンション
再生（仮称）の法制化」を
めぐるＮＰＯ全管連の提言
内容を要約したものです。
＊住宅政策の転換と環境保
護省資源化への流れ
２００６年に、政府の政
策が従来のフロー中心か
ら、ストック重視に切り替
わり「法制度も住生活基本
法」が制定され、
「ストッ
ク重視」の体制づくりの具
体化に向かうと期待したが
まだまだ遅延しています。
しかし、この流れは、２
００２年の建替円滑化法の
制定、区分所有法改正の議
論から将来の住宅管理の在
り方が、国会の付帯決議が

12

30

ＮＰＯ法人

２０１０年４月、名古屋
で開かれた全管連全国代表
者会議の決議を受けて、国
交省、環境省、自民党、民
主党、公明党に対し、基本
法の制定提言・説明を致し
ました。
この法制化をめぐる運動
は、地球温暖化防止の為の
Ｃ０ ２の負荷を少なくし、
環境保全に役立てることに
結びつくものです。
全管連で云う再生化法と
は、既存マンションを適正
に維持し、築後１００年程
度は、住み続けられる事を
目指し、その時代の生活ス
タイルや社会的な求めや必
要に応じて再生を行い、長
寿命化を図ることが目的で
あると考えて居ります。そ
の核たる主な基準は、①超
寿命化できるような適正な
維持保全 ②耐震性の確
保 ③内装や設備の更新で
生活水準を向上させる等で
29
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持続可能な方法によって、 少や高齢者が亡くなった
マンションに住み続け、コ
後、誰も住まない家が増え
ミュニティの成長と良好な
ているためだ。
住環境の形成に取り組む条
現行制度では、住宅の建
件を生みだす事が可能にな つ固定資産税は、敷地が２０
ります。
０㎡以下の場合６分の１な
どと減額され、空き家になっ
﹁危険空き家税優遇廃止﹂
てもその対応は変わらない。
解体して更地にすると税
全国的に放置されたまま
率が元に戻る為、所有者が
の空き家が増加しており、政
老朽家屋を放置する要因と
府は倒壊の恐れなど顕著な
指摘されていた。
場合、税制優遇措置の対象
「空き家法」では、近隣
から除外する方針を固めた。
に危険や迷惑を及ぼす特定
住宅が建っていれば土地
空き家について、市区町村
の固定資産税が減額される
に立ち入り検査、解体や指
為、空き家放置の要因にな
導や命令、行政代執行を行
って居る。臨時国会で成立
う事が認められた。
した空き家対策特別法（空
国土交通省は、
これから
き家法）では、周辺に危険
や迷惑が及ぶ恐れが高いも の措置に加え、特定空き家
には地方税法上の優遇措置
のを「特定空き家」と規定
をやめる事で修理や賃貸住
し、これを除外対象とする
宅としての活用、土地の転売
目的に早ければ２０１６年
などを促し、危険な空き家
から実施を目指す。
総務所によると全国の空 の絶滅に努めるとして居る。
＊危険な空き家とは？
き家数は２０１３年で８２
０万戸で、このうち賃貸売 ︵今年の臨時国会で成立し
た空き家法の定義︶
却用別荘を除くと放置され
⑴ 倒壊や屋根の落下など
た空き家は、３１８万戸で
の恐れ
５年前より 万戸 ・₇％
⑵ ごみの不法投棄や害虫
増えている。地方の人口減

やネズミが発生して不衛生
⑶ 景観を損なう等
⑷ その他 ①近隣に危険
や迷惑を及ぼす恐れが、特
に高いと市町村が判断した
建物 ②修繕や取り壊しの
命令に従わなかった場合は
行政代執行も出来る。
＊総住宅数に占める﹁放置
された空き家﹂率が高い都
道府県
①鹿児島県
・０％、②
高知県
・６％、③ 和 歌
山県
・ ％、 ④ 徳 島
県 ９・９ ％、⑤ 香 川 県
９・₇％、
・全国平均５・３％
＊埼玉県おいても平成 年
頃から空き家が増えてきて
おり、さいたま市が平成
年１月空き家条例を制定発
表しました。
少子高齢化により、子供
たちが巣立って両親が高齢
化する。マンションも高経
年化すると資産評価も下が
って購入しやすくなり、管
理の楽なマンションに戸建
を売って、マンションの住ま
い方も解らず移り住む高齢
者が増えてきています。貴
方のマンションの対策は？
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～ Total でご提案します ～

JQA-EM6433

JQA-QM6964

福岡営業所

札幌営業所

関西支店

中部支店

横浜支店

千葉支店

東北支店

「首都圏ﾏﾝｼｮﾝﾘﾆｭｰｱﾙ事業部」

大規模修繕工事から設備改修工事、内装リフォーム充
実したアフターメンテナンス体制で培った信頼が世代
を超えた永いお付き合いを実現しています。

❏大規模修繕工事
❏給排水設備工事
❏各種防水工事
❏防音工事
❏内装工事
❏建物・設備診断

首都圏マンションリニューアル事業部
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-11-1
TEL03-3433-0503 FAX03-3433-0535
URL：http://WWW.KENSO.CO.JP

ら、マンションの長明
化を図る為の必要な措
置を講ずるよう努める
事。又、マンション長
寿命化や再生に関する
調査研究を促進する事。
であります。
＊良好な住環境への持続可
能な取り組み
２０１０（平成 ）年の
名古屋大会では、以上のよ
うな経緯を踏まえて、ここ
で云う「マンション再生法
（仮称）
」の制定を求める提
言を発表する事にしまし
た。全管連の云う「再生」
とは、主要な躯体構造を残
しながら、部分的な改善改
良設備の更新等をする事で
その時代の住生活のニーズ
に合わせる事を言います。
「再生」と云うマンション
管理の新たな選択肢を得る
事は、従来「建替」と云う
選択肢しかなかった時の住
民間の対立やそれに伴うコ
ミュニティの崩壊と云った
問題、更に環境保護、省資
源化への逆行と云う問題か
ら解放され「再生」と云う
22
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第 回マンション管理組合
実践セミナー報告
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６月

テーマ１
【良好なまちづくりのため
の外壁改修】
①越谷市の景観形成につい
て、講師に越谷市都市整備
部 都市計画課主幹 山後
宏章氏
②外壁の色彩計画の進め方
について、株式会社関西ペ
イント販売株式会社東京建
設塗装販売部デザインＣＧ
担当係長 折本早苗氏、コ
ーディネーターはマンショ
ン問題総合研究所より青山
常務理事を迎え解説を行い
ま し た。越 谷 市 都 市 整 備
部 都市計画課主幹 山後

時に外壁の色彩変更の事前
協議を行なった結果、赤紫
の外壁がブラウン系の落ち
日 越谷市中央市民会館にて
着いた色彩となり好評を得
ている事例が報告された。
宏章氏の講演要旨
【マンションの大規模修繕 【埼玉県の他市の動向】
さいたま市、川越市、熊
工事でも外壁の色彩を変更
谷市等県内 の市が独自に
する場合は市との事前協議
景観計画、景観条例を制定
及び届け出が必要】
している。その他の市町村
平成 年３月 日に制定
では埼玉県景観条例に沿っ
された越谷市景観条例によ
て事前協議、届出が必要な
り一般地域では高さ ｍを
ので各市の担当窓口（都市
超える建物、建築面積５０
計画等）に問い合わせるこ
０㎡を超える建物で外壁の
とが必要。
２分の１を超えて変更する
二、外壁の色彩計画の進め
修繕、模様替え、色彩の変更
方について
をする場合が対象となる。
株式会社関西ペイント販
越谷市の景観条例は次世
売株式会社東京建設塗装販
代に向けて、市民が受け継
売部デザインＣＧ担当係
いできた自然や歴史を個性
長 折本早苗氏の講演要旨
として活かし、水と緑に恵
色彩計画を行う際に考慮
まれた景観、歴史を伝える
する要素として①公共性：
景観などを守り育てるとと
慣れ親しんだ色を使う。②
もに、県南東部の中核都市
環境性：周辺環境に見られ
としての活気や風格を備え
る色彩と調和した色を使
た、魅力に富んだ水郷こし
がやの景観として、市民、 う。③ 地 域 性 ： そ の 地 域
事業者及び市が力を合わせ （住宅地か、商業地）の特
性にあった色彩を使う。④
ながら育んでいくことを目
美観性：調和する色彩を組
標にしている。
み合わせる。形状に合った
マンションの大規模修繕
25

45

21

15

色 彩 を 使 う。騒 色 ＊ を 除
く。⑤耐久性：経年変化に
耐える材料を使う。メンテ
ナンスのしやすい配色をす
る。などが挙げられた。
具体的な色彩設計のため
には周辺環境の調査と建物
の現状調査が必要。
周辺環境調査のポイント
①建物の地域が「住宅街」
なのか「市街地」なのか。
②周辺の建物や橋などの構
造物に使われている色。③
樹木の色や量
建物の現況調査のポイント
①塗り替えの対象とならな
いタイルやレンガ、舗装の
色、フェンスや外灯などの
色の確認。②色褪せしてい
る場所の確認③汚れやすい
場所の確認④出入り口など
の目立たせる場所の確認。
などが挙げられた。
具体的な色彩設計の事例
として、同じ建物の持つイ
メージを色彩設計によって
変えられることが画像で示
された。
＊騒色…人々に落ち着かな
いとかイライラするとか下
品に感じるとかいわゆる不
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快感を起こさせるような色
テーマ２
【屋上防水の種類と最近の
動向】
講師は株式会社ダイフレ
ックス本社 営業推進チー
ム チームリーダー 横山
淳之輔氏、カスタージャパ
ン株式会社 代表尾崎晴彦
氏、コーディネーターはマ
ンション問題総合研究所よ
り鳥海理事を迎え、屋上防
水について解説しました。
（以下、セミナー抜粋）
【屋上防水の種類】
屋上防水の形態の種類と
しては「歩行型」
「非歩行
型」
「勾配屋根」があげられ
ます。歩行型は防水層の上
に押さえコンクリートがあ
り、防止層を保護していま
す。防水層が露出している非
歩行型に比べると劣化が遅
く改修周期を長くとれます。
【改修工事の種類】
最近は既存の防水層を撤
去しないでその上に新たな
防水層を被せる工法が多く
とられます。押さえコンク
リートの上に新たな防水層
を設ける場合はコンクリー

トップ塗装の塗り替え、 め下地の既存防水層の状態
トの湿気が抜けるようにす
を問いません。②保証は定
植物の繁殖の防止、ドレー
る「通気緩衝工法」が用いら
期点検を１、３、５年で行
ンの詰まり、雨水の溜まり
れ、既存の防水層等密着す
い、 年目でメンテナンス
に注意してください。
る下地が不安定な場合は機
械固定式工法を用います。 【最近の動向として長期保 （有償）を行い保証を 年
延長します。さらに５年の
証の防水】
【修繕の時期】
定期点検を経て 年目また
●最長 年保証のウレタン
屋上防水の保証期間は一
塗 膜 防 水「ダ イ フ レ ッ ク メンテナンス（有償）を行
般的には 年ですが、国交
ス バリューズ工法」は超 い、保証を５年延長します。
省長期修繕計画ガイドライ
速硬化ウレタン塗膜防水複 【防水改修のライフサイク
ンでは補修 年修繕 年と
ルコスト】
合工法で最長 年の〝保険
なっています。大規模修繕
マンションが存続する期
付 き〟長 期 保 証 の 防 水 で
工事に合わせての計画とな
間で防水の改修を何回する
す。特徴は①塗膜のためジ
っていますが、保護防水の
か、長期修繕計画をたてて
ョイントがない。吹き付け
場合、次の条件を満たせば
みると初期投資が若干高く
時の目視による膜厚管理が
大規模修繕工事と同時の工
ともライフサイクルコスト
可能。さらに〝非破壊膜厚
事でなくても単独に工事が
は低減することがわかると
測定〟をはじめとした徹底
できます。
思います。具体的に工事会
した品質管理をしていま
●現在及び過去に雨漏り事
す。②保険付長期保証は、 社から見積をとってご検討
故が発生していない事をア
ください。
工事をした施工会社が倒産
ンケート調査で確認する
無料相談会開催
●漏水事故が起きた時に、 しても「ダイフレックス防
セミナー当日の午前中に
水工事業協同組合」が補修
作業員用の足場を設置せず
無料相談会が行われました。
を行います。
に防水層の全面改修工事が
● 年保証のシート防水
できること
「カスタージャパン ポリ
●作業員が、専有部分を通
ることなく、直接屋上やル フィン」特徴は①紫外線、
熱、水 の 影 響 を 受 け ない
ーフバルコニーへ行けるこ
と（専有部分を通って防水 「ポリオレフィン樹脂」から
作られたシートを熱溶着で
層の全面改修を行うことは
一体化して防水層を形成し
不可能です）
ます。機械式固定工法のた
【メンテナンスの重要性】
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値
is と地震の被害傾向
値
is と地震の被害には、
次のような傾向があります。
・ 値
is が大きくなると、被
災度は小さくなる傾向が見
らます。
・ 値
を上回れば被
is が 0.6
害は、概ね小破以下となっ
ています。
・ 値
から 0.6
の建
is が 0.4
物では多くの建物に中破以
上の被害が生じています。
・ 値
以下の建物の
is が 0.4
多くは倒壊または大破して
います。
耐震改修促進法では Is
値
についての安全性
0.6
とは「地震の震動及び衝撃
に対し倒壊し、又は崩壊す
る危険性が低い」と評価さ
れています。
値
is 、保有水平耐力
旧建設省の告示（平成₇
年 月 日 第 ２０８９
号）による iS
値 及 び保 有
水平耐力（ 値
q ）の指標は、
以下のものがあります。
● is 0.3
ま た は q 0.5
：
地震の震動及び衝撃に対し
て倒壊し、又は崩壊する危
険性が高い。

≦

＜

●
ま た は 0.5
0.3
is 0.6
：地震の震動及び
q 1.0
衝撃に対して倒壊し、又は
崩壊する危険性がある。
● is 0.6
かつ q 1.0
：地
震の震動及び衝撃に対して
倒壊し、又は崩壊する危険
性か低い。
耐震補強を図る
値 は、耐 震 診 断 の 結
is
果、建物の耐震性能を表す
指標として算出されます
が、同時に補強が必要な場
合の目標値としても検討さ
れる数値になります。補強
計画を立てる際には、その
目標値としての 値
is が持
つ意味をよく理解して、必
要な耐震性能を確保する必
要があるのです。
地震への備え
「地震は必ずある」と殆
どの人が思っていますが、
同時にそれは今日や明日来
るわけではないとも思って
います。つまり今日、地震
は来ないと信じようとして
いることになり、それを、
毎日繰り返している訳です。
あなたも地震に対する備
えを行ってください。

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｋａｎｓａｉ.ｃｏ.ｊｐ/

関西ペイントホームページ

値
以上 0.6
未満
is が 0.3
倒壊、または崩壊する危険
性がある
値
未満 倒壊、ま
is が 0.3
たは崩壊する危険性が高い
耐震性能は、次の式に
よって求められます。
＝
is ×
E0 ×
SD T
：保有性能基本指標
E
0
（建物が保有している基
本的な耐震性能を表す
指標）
値
is を求めるにあた
っての最重要指標
＝ （C
強度の指標）
× F
（粘り強さの指標）
：形状指標（平面・
S
D
立面形状の非整形性を
考慮する指標）
を基準として、建
1.0
物形状や耐震壁の配置
バランスが悪いほど数
値が小さくなる
：
T 経年指標（経年劣
化を考慮する指標）
≧

建物は以下の状態にある
と、
「耐震性能が低い」と
いうことになります。
①建物の強度が低く、粘り
強さも弱い
②建物形状やバランスが悪い
③建物の劣化が激しい

本社〒144‑0045 東京都大田区南六郷3丁目12番1号
ＴＥＬ.(03)5711‑8901 ＦＡＸ.(03)5711‑8931

建設塗料本部

低汚染形セラミック変性ウレタン樹脂塗料

（特許 第２６１００８５号）

資料のご請求、
お問い合わせは

低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料

低汚染形複合外装仕上工法

＜
≦
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あなたのマンシ ョ ン
は大丈夫ですか ！
前号で埼玉県初の管理組
合主導の建替え事例を紹介
しましたが、
「 値
とい
is 0.2
うのは、ほんとうか？」と
いう問い合わせがありまし
た。 値
は事実であり、
Is 0.2
それによって結果的に建替
えを行うことになったので
す。 0.2
という値はどのよう
なことなのか、 値
is につい
て簡単に説明をしましょう。
構造耐震指標
値
is とは構造耐震指標の
ことで、地震の揺れの力に
対 す る 建 物 の 強 度、靱 性
（変形能力や粘り強さ）を
基に、建築物の階ごとに算
出します。
「建築物の耐震
改修の促進に関する法律
（耐震改修促進法）
」
（平成
年度国土交通省告示 第
１８４号と１８５号）によ
り、震度６～₇程度の規模
の地震に対する 値
is の評
価は以下のように定められ
ています。
値
以上 倒壊、ま
is が 0.6
たは崩壊する危険性が低い
12

⇒

（第114号）

25

⇒

⇒
＜

＜

≧

≧

増えている世帯が増えてい
る「猶予地域」と名付けた
が、マンションの多い立地
はまだまだ衰退地域には入
っていない。空き家が増え
ているのは郊外のショッピ
ングセンター周辺の賃貸ア
パートで、分譲マンション
で増えているのではない。
２、
﹁人口減少のマンショ
ンへの影響﹂
夫婦や一人暮らしが増
え、世帯は少人数化が進ん
でいる。しかし、このよう
な世帯はマンション暮らし
と親和性が高い。
中心市街地は、猶予地域
か発展地域のどちらかに含
まれる。その結果郊外の一
戸建てよりも人口減少の影
響を受けるのは少ないと思
う。更に高齢化と共に、維
持管理が容易で便利な住ま
いが人気になり、便利な場
所のマンションは戸建てに
比べて需要を維持できる。
政策の大きな流れとして
は、市街地を中心にコンパ
クトな街を作らねばならな
い課題があり、マンション
は中心的な住まいとして期

取り込む必要があり、同時
待されている。
に改修やマンション再生を
多極型コンパクトシティ
必要に応じて行う事である。
と云って、都市の中心だけ
マンションの将来に向け
でなく郊外にも歩いて暮ら
ては二つの住戸を利用する
せるような拠点が出来ると
か、あるいはゆとりのある
いうもので郊外の団地が想
使い方をする方向にもって
定されている。
いくことが大事だと思う。
戸数が集まっているので
しっかり維持管理して
福祉サービスも充実できる
も、市場環境では、中古価
可能性がある。
₃、
﹁マンションの将来は、 格は下がるので、それを生
かして隣家が空いたら購入
おおむね明るい﹂
し、２戸を一化したりエレ
便利な場所に立地する維
ベーターの無い住居の４・
持管理の良いマンションは
５階の高齢者は、１階に空
安泰である。即ち中心市街
きが出たら取りあえず購入
地にあって歩いて暮らせる
して足腰が弱くなったら１
可能性が立地である。又、郊
階に移り、４・５階は売る
外に立地する戸数が多い団
なり、貸すなりする。
地型マンションは、努力次第
もし建替えるなら、過去
で生き残ることが出来る。
にこだわらず、これからは
一番心配なのは、不便な
小さな建物に建替えるのも
場所に立地する小戸数のマ
よい。
ンションである。
エレベーターの増設は、
これは確かに人口減少の
影響を受ける可能性がある。 現在の技術とコストでは難
しくそれより１階に住み替
その場合は、出来るだけ
えた方が安い。
維持管理をして長く使って
人口減少の中でもマンシ
最後は解消して、撤退する
ョンは、まだまだ安泰であ
という選択になると思う。
ただ、老朽化した建物の り、郊外一戸建ての方がは
るかに影響を受けている。
維持管理や修繕には着実に

大規模修繕工事の

『瑕疵保険』なら･･･

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-1

株式会社 住宅あんしん保証

TEL:03-3562-8122 FAX:03-3562-8031

検索

住宅あんしん

までお問合せください！

人口減少とマンショ
ンの未来像
表題のテーマは、４月広
島工業大学五日市キャンパ
スで開催された日本マンシ
ョン学会のメーンシンポジ
ュームテーマで、以下、そ
れに対する千葉大学小林秀
樹教授の講演内容です。
１、
﹁人口減少の影響はすぐ
にマンションには及ばない﹂
空き家は、全国共通で増
加しているが誤解がある。
空き家の増加に影響してい
るのは人口ではなくて世帯
数である。
人口の減っている地域は
多いがここ５年間で、世帯数
が全ての地域で増加してい
て更に住宅数も増えている。
只、東北は、被災によっ
て住宅数が落ちたので世帯
数が上回っており、空き家
が無くなっているがこれは
一時的な現象である。
人口も世帯数も増えてい
る「発展地域」人口も世帯
数 も 減 っ て い る「衰 退 地
域」人口は減っているが、
一人暮らしや二人暮らしが

住宅瑕疵担保責任保険法人

国土交通大臣指定
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回通常総会開催
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ＮＰＯ法人埼管ネット第

50

27 27 26 26 26

２０１５年５月 日（土）午後３： から、南浦和３丁目豊曜ビル
２階・ＮＰＯ法人埼管ネット会議室において、
「ＮＰＯ埼管ネット第
回通常総会」を開催しました。
白倉副会長から開会が宣言され、正会員が 名、本日出席会員数
は、本人出席が 名、委任状出席が９名、議決権行使が 名、合計
名の出席と報告があり、定款 条（総会の定数）に定められた総会の
成立条件を満たしており、本総会は成立する旨が報告されました。
次に、司会より議長選出に対して提案され、司会者一任より定款第
条に基づいて佐々木会長を総会議長に選任しました。
議案審議に先立って議長より、書記に鳥海理事、議事録署名人に青
山理事・白倉理事の両副会長が指名されました。

＊議案と提案と採決
佐々木議長の進行により、鳥海理事、青山理事、長谷山監事の３名
から、下記の「議案」がそれぞれ報告・提案されました。
⑴ 第１号議案 「平成 年度事業活動報告」
鳥海 理事

⑵ 第２号議案 「平成 年度決算報告」
青山 理事

「平成 年度監査報告」
長谷山監事

⑶ 第３号議案 「平成 年度事業計画」
（案）
鳥海 理事

⑷ 第４号議案 「平成 年度会計予算」
（案） 
青山 理事
報告・提案された各議案について、質疑・応答を行った後、議長が
採決を求めたところ、全員の拍手により承認・可決されました。
⑸ 第５号議案 「平成 年度役員に関する件」 
岡崎 理事
昨年度、役員改選がありましたが、今年は創立 年目となり、事業
活動にも充実したものが求められる為、役員としての意志（やる気）
の事前確認を取り岡崎理事より、理事及監事全員の紹介がありまし
た。
以上を持って、総会議案すべて終了、午後４時 分閉会しました。
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27

31

事務局インフォメーション
１ 、今年も会費の請求書と一緒に「理事長変更届」をお送りしております。変更時期はいろいろでしょうが、 １ 年中受け付けてお
りますので理事長の交代された管理組合、マンションライフ他、連絡の送付先等変更されたい管理組合は、指定の変更届用紙にて
FAX・又は郵送にて必ずご返送ください。役員の ２ 年任期の管理組合の場合は、理事長が交代した時点でご連絡ください。
２ 、最近マンション内の問題が増えているようです。
会員の相談申し込みは、面談希望日の ２ 週間前までに、FAX 又は、郵送でお申し込みください。
相談の申し込み日時は、相談対応者の都合もございますので、第 １ 希望日・第 ２ 希望日等日時を明記してお申し込みください。
又、面談の日時を電話にてご確認ください。
「会員の相談料は無料です。
」
＊ NPO 埼管ネット TEL 048-887-9921・FAX 120-4664-6209です。

事務局担当 佐々木迄

ホームページからの情報発信 http://www.saikan-net.com/
事務局への連絡にもご協力ください
マンション Life バックナンバー

ユーザー名

saikan-user

パスワード

1508

大規模修繕工事専門会社
実績に基づく豊富なノウハウ
充実のアフターケア

第 ２ 事 業 部 （北関東支店）
〒337-0051

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－５３－１２
TEL ０４８-６８７-１７１０

FAX ０４８-６８７-１７２１

の改修工事実績と
経験はお客様からの信頼の証です！
http://www.ymgs.co.jp

