
会場 開催場所

開催日 開催時間 （土）

内容 講演

情報交換会

行政側出席 静岡県

三島市

参加管理士 伊藤　後藤　米山　萩原　真坂　笹嶋　大川　木村

鈴木　牧　永井　青島　田原　　　　（計　１３名）

参加者 組合役員 １３ 組 １８

区分所有者 ６ 組 ９ 名

管理業者 １ 組 １

その他 ４ 組 ４

計 ２４ 組 ３２

１０

１ 三島市 築年数 　２６　年 戸数 　６９　戸 管理の形態 自主管理 委託管理

長期未収者対策

　１７０万円の滞納。2014年11月に支払って以降支払われない。

　特殊事情　庭商がディベロッパーで、「メンテ庭商」が管理会社。

スポーツ館、コンサートホールがある。コンサートホールは組合が持ち主（共用部分）

　スポーツ館は事業が成り立たず、オーナーが転々としている。ブローカーがオーナー。

　支払わない理由は駐車場の割り付けが１台もない。

　光福（株）だが、実際は（株）サカモトがオーナーかとも見られる。

　⇒　全く不払いの根拠にはならないのではないか。あくまでも支払いを得られない場合には

　　　法的措置をとることもやむなし。

２ 三島市 築年数 　３６　年 戸数 　９６　戸 管理の形態 自主管理 委託管理

①　コミュニティ条項削除に関し、自治会の活動費を管理費から出すのはＮＧだろうという人が

　　いて総会では承認されている。　どのような対応が良いか。

②　長期修繕計画の作成

　⇒　①　規約には「総会の決議による」となっているが、今回の標準管理規約改正でコミュニ

　　　　　　ティ条項の整理があった。その理由の一つとして、同様なことが裁判になったことも

　　　　　　ある。

　　　　　　相談者の言い分は「規約通りやっている」　相手方が裁判を起こした場合はどうなるか

　　　　　　分からない。　順次管理費（強制収納）→自治会への移行を考えたら良い。

　　 　②　修繕計画の作成に関する相談は、建築士・管理士もいるのでスポット的相談にも

　　　　　　乗れる。

３　 三島市 築年数 　１２　年 戸数 　６６　戸 管理の形態 自主管理 委託管理

①　機械式駐車場の修繕が十分でないので、管理会社に依頼しても対応してくれない。

②　規約改正へ向けて専門委員会を設置できるか。

　⇒　①　機械式駐車場は管理に費用がかかるのが一般的で、管理会社と全面委託契約を

　　　　　　結んでいるということなら、管理会社と粘り強く交渉していくべきである。

　　 　②　専門委員会の設置規定が現規約には載っていない。　従って現規約の改正が必要

　　　　　　である。規約改正のための委員会を理事会で決議して合意形成に努力し、総会に

13:30～16:30

マンションと地震防災　（管理組合ができること　しなければならないこと）  木村　幹雄

平成28年9月10日

報告者　　木村　幹雄

マンション管理セミナー（三島）　まとめ

個別相談会回答の概要 組

静岡県くらし・環境部住まいづくり課主査　　佐藤　直和

三島市都市整備部建築住宅課技師　　宮澤　浩佑

名

名

名

名

よそのマンションはどうしてるの？　（詳細は別紙）

三島市 三島市民文化会館　３階大会議室

2016年9月3日



　　　　　　おいて４分の３以上の賛成が得られるようにしたほうが良い。

４ 三島市 築年数 　　２　年 戸数 　５０　戸 管理の形態 自主管理 委託管理

クロスの不具合（大日本印刷）

　　　売主の位置　　　　覚書の締結　　　　対理事会対応

　⇒　①　売買契約によるもので、アフターサービス基準の履行と言える。実施者は大日本でも

　　       　メーカー：サンゲツ　　施工者：馬淵　　売主と情報共有してもらうことが大事

　 　　②　不安であれば約束事をあらかじめ書面にしてはどうか。施工前後のチェックも行って

　　  　　　もらえると思う。　また施工後の範囲図面も残した方が良い。

　 　　③　専有部分のことなので、理事会で何とかしてくれというのは難しい。むしろ自分が活動

　　  　　　するので委員会を作ってもらい、組合活動として情報共有やトラブル対処例などの

　　  　　　発信をしていったらどうか。

５ 長泉町 築年数 　２６　年 戸数 　３９　戸 管理の形態 自主管理 委託管理

①　防犯について

②　防災倉庫の設置場所について

③　高齢化による役員のなり手不足、介護方法について

　⇒　①　防犯カメラの設置については警備専門会社で計画してみるのが良い。

　　 　②　防災倉庫をマンション内のエレベーター機械室（あと利用）に設置したが、外部に

　　　  　　独立して設置する方法が望ましい。

　　 　③　役員については第三者管理という方法もあることを説明。

　　　　　介護については自治体の「見守りサービス」や管理会社の介護サービス制度等を紹介。

６ 三島市 築年数 　２４　年 戸数 　５１　戸 管理の形態 自主管理 委託管理

①　区分所有者が住戸部分で会社運営をしている。管理規約では居住用のみ

　　（グーグルマップ上でマンション名を会社名に変更、無断駐車、部外者の往来）

②　管理費等の滞納予備軍のような区分所有者がいる。

　⇒　①　管理会社から本人宛に勧告書を発送済みとのこと。理事会に呼び出しても出ない

　　　　　　とのこと。

　　　　　　粘り強く本人に交渉、居住用以外の使用中止を訴え続けることが必要。

　　　　　　場合によっては総会決議で使用禁止請求や競売請求も可能とアドバイス。

　 　　②　広報誌等を活用し、個人名は公表せず滞納状況を告知する方法をアドバイス。

７ 三島市 築年数 　１９　年 戸数 １５０ 戸 管理の形態 自主管理 委託管理

①　管理会社の選定について信頼関係が薄れてきたため、良い管理会社の基準を教えて欲しい

②　駐車場（機械式・地下３段）の空きが多くなってきたが、良い対策はないか

⇒　①　事務処理が適格・レスポンスが早い・修繕計画を立て、しっかり説明でき、毎月の

　　　　　収支報告ができる会社が良い会社という判断になる

 　　②　改造費用は結構かかるため、下一段のみ機能を止めるとか埋め立ててしまうの

　　　　    　　ではなく、コンクリートでフタをする方法もある



８ 清水町 築年数 　２１　年 戸数 　３６　戸 管理の形態 自主管理 委託管理

管理費等滞納につき、管理会社の対応への不満

　⇒　①　滞納対応について管理会社との間でどのようにするのか契約上明確になっていない

　　　　　　のが問題。　確認して契約書に盛込む。

　　 　②　入出金状況が毎月文書報告のみだが、フロントとの対面による相談・確認機会を

　　　　　　設けるよう申し入れる

　　 　③　フロントへ疑問があれば遠慮なく即質問して希望を伝える

　

　 　　＊　理事会が１回も開かれず、年１回の総会しかない組合運営も大きな問題

９ 函南町 築年数 　４２　年 戸数 １２０ 戸 管理の形態 自主管理 委託管理

防災避難訓練の方法

　⇒　 ①　１０～１２名の理事・役員を中心として事前に避難通路の確認をし、行動してみる

　　　　②　非常食品・水等の備蓄を考え、実際に飲食してみる。　火が必要か不要か分かるよう

　　　　　  　にする。

　　  　③　缶が開けにくい（高齢者等）ので実際に開けてもらうことも必要。

　　　　④　集合場所等を事前に告知する。トランシーバー等も必要に応じて用意する。

　　　　　 　高齢者に対しては安心させるような行動対策を事前に案内し、訓練時に実際に行って

　　　　 　　体験してもらう。

　　  　＊　防災訓練を１１月に実施予定　７０名が定住　５０名はリゾート利用

１０ 三島市 築年数 　１１　年 戸数  １４１ 戸 管理の形態 自主管理 委託管理

大規模修繕工事に駐車場所有者から負担割合を変更して欲しいとの要望があった。

　管理会社は何も調整してくれない。

⇒　大規模修繕工事は修繕委員会で実施し、その収入は管理規約で負担割合が決まって

　　　　　いる。事業費は住宅部会会計と施設部会会計から支出する。

　　　管理会社は調整することはできないので、理事会が議論して取り扱いを決める。



平成２８年９月１０日 

 

マンション管理セミナー（三島） 情報交換会まとめ 

 

テ ー マ ： よそのマンションはどうしてるの？ 

日  時 ： 平成２８年９月３日（土） １５：００～１５：４５ 

場  所 ： 三島市民文化会館 ３階大会議室 

グループ ： Ａ・Ｂ・Ｃ ３グループ 

 

 

Ａグループ ７マンション・９名参加        司会：米山 記録：後藤    

 

（発言要旨） 

① 地震保険について加入の有無 

・２マンションが加入している。 

② 防災について 

・防災訓練は２マンションが実施している。 

  ・自分のマンションでは定住者が増えて自主防災組織を立ち上げたところだが、 

役員が苦労している。函南町にも相談にいったが、あまり対応がよくない。 

  ・管理会社によっては、全国ﾈｯﾄでの防災対応などを行っている会社もある。 

   管理会社のノウハウを利用する方法もある。（司会） 

  ・東日本大震災以後、名簿が整理された。 

  ・防災訓練では名簿に基づき安否確認、参加人数確認を行っている。 

  ・地元自治体との協力も欠かせない。 

③ 耐震診断について 

  ・昭和５６年以後建設の物件が多かったため、耐震診断の実施例はなし。 

  ・耐震診断とは直接関係ないが、建物の強度などについて聞いても、管理会社は 

答えてくれない。 

④ 管理組合活動について 

・司会より、標準管理規約の改正点（コミュニティ条項の削除）などについて説明。 

・住込の管理員がいろいろやってくれる。理事は８名で２年交代。そのため役員業

務の引継ぎが比較的スムースにいっている。賃貸も多いため、あまりコミュニテ

ィ活動は盛んではない。 

  ・コミュニティ活動は毎月の草取りなど実施してうまくいっている。築２６年たち

役員交代（１年毎）もいまのところスムーズ。 

・イベントを実施していたが、いつのまにか一部の人たちだけのイベントになって

しまった。 

                              

 



Ｂグループ  ５マンション・８名参加        司会：真坂 記録：笹嶋、   

 

（発言要旨） 

 ・防災訓練は、1年に 1回実施している。 

 ・防災訓練は管理組合ではなく、町内会が実施するものに参加している。 

 ・管理組合は防災訓練にはノータッチで、別に自治会（町内会の組織）や自主防災会

で実施している。 

 ・管理会社の言いなりで、規約以外のことは実施不可能であり、規約の改正の必要性

も感じている。 

 ・地震保険には加入している。 

 ・防災訓練は実施していない。防災マニュアルもない。 

 ・防災訓練をやってはいるが、参加者は少ない。 

 ・子供たちを対象に、ハロウィンやクリスマス会などをやっている。 

 ・住人は、マンションの隅々までを知らない。だから、防災訓練をやってマンション

の現状を知る機会を作る必要がある。 

 ・防災訓練はやってはいるが、規模（150 世帯）の割には参加者が少ない（３０名く

らい）ので、名目的にすぎない。 

 ・地震保険には加入していない。 

 ・１４階建てのマンションだが、ハシゴ車が届かず、いざという時を考えると不安だ。 

 ・マンション内に防災組織はあるが、訓練は他の自治会と一緒に行っている。 

 ・マンション全体が町内会の組織の一部になっている。 

 

 

 

 

Ｃグループ  ５マンション・８名参加        司会：萩原 記録：伊藤    

 

（発言要旨） 

①築３０年のマンションで、大規模修繕を２回実施済。資金は大丈夫。 

・高齢者が増え、また若い世帯も多い。 

・地震防災はよくわからないが、自主防災会は管理組合と町内会が資金を出し合って

活動。 

・階段用の運搬具の援助はない。地震保険もかけていない。 

②平成２２年築のマンション。役員は２年ごとの交代の輪番制。 

・建物委員会は諮問機関で２年交代。長期修繕計画、防災マニュアルを勉強している

が今後これをどう動かすか。 

・防災企画委員会から管理組合に提出して執行することや管理規約の見直しや火災保

険をどうするか。 

③平成３年築のマンションで７２戸。理事会は月１回開催。総会には２５％の人が出席 

・役員は立候補制選出。役員をしていない人の意識が低い。 

・賃貸している区分所有者は役員をしないので負担金を取ることを検討。 

・管理会社に委託管理 

・大規模修繕工事１回実施、今後エレベーターのリニューアル。 

・ペットは飼っていけないことになっていたが現在は飼ってよいとなっている。 



④駅近くの４棟マンションで築３５年。４階建て、９６戸。 

・管理は自治会が実施。自主管理。消防訓練は１部委託。管理会社の委託をどうする

か。 

・建物委員会が長期修繕計画委託作成したが指導してくれる人をどうするか。 

・４棟の建物は耐震診断で問題ないと判定。地震保険に加入、修繕積立金から保険金

を支払っている。４棟で２０００万円 

・標準管理規約でコミュニティが削除されたのでどう考えるか。防災は大場の町内会

で一緒に行っているが、分離するように指導されている。 

⑤マンション名不明 

・役員４人。総会の出席者は１／３ 

・大規模修繕工事は１回実施、 

・管理費滞納が４年、どうするか検討中 

・自主防災活動は町内会が実施。地震保険加入。地震保険は火災保険よりも高い。 

 

以 上 
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今回のセミナーを何で知ったか

このままでよい

参考になった

チラシが郵送 チラシがポストに 市町の広報誌

管理会社から 県・市のＨＰ

改定検討中

その他

改定の予定なし

（午前中・駐車場がある会場・年３回の開催）

（掲示板 ・ 理事会で）

セミナーの内容について

あなたのマンションのでの理事会の開催状況は

定期的に開催 不定期に開催 ほとんど開催なし

よく分からなかった

セミナーの開催日・開催時間・開催場所について

セミナーで扱って欲しいテーマやセミナーへの意見・感想

特になし

相談したい したいと思わない 検討したい

今後、行政（市役所等）に望むことはあるか

分からない

防災意識が高いマンションが増えているので、今回のようなテーマをより広い地域で講演

していただくべきだと思った。とても興味深く、また分かりやすい内容だった。情報交換

会の時間をもっと設けていただければと思った。

  　  マンション管理セミナー（三島）アンケート集計結果（アンケート回収 ２１名）

平成２８年９月３日実施

自主管理の場合の理事の役割について

今回の防災の話は非常に良かった

あまり参考にならなかった

管理組合のあり方について

高齢化・防犯対応

区分所有法および適正化法の解釈について

法律面での対応方法（アドバイス等）が聞きたい

情報交換会のとき、司会者の声・意見が聞き取りにくく聞こえなかったため不満足だった

情報交換会は参考になった

情報の提供 相談窓口の開設

分からない

集計者：三島セミナー連絡担当　木村

その他 （とても分かりやすかった　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アドバイザー派遣

今後マンション管理士に相談したいと思うか

ある ない 策定中

管理組合に長期修繕計画はあるか

不明

管理規約は最新の標準管理規約に準拠しているか

はい 改定作業中
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