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　国土交通省は昨年１月、「マンションの新たな管理ルールに関する検討会（座長：福井秀夫政策研究大学院大学教授）」
を設置したが、８月29日（第９回）の検討会を最後に進行が止まっている。
　この検討会の議論では、「管理組合は財産管理団体だからマンション標準管理規的の『業務』の条項から『コミュニティー
形成』の部分を削除せよ」という主張を数名の委員が強く発言している。そうしたことから、管理組合団体等が反発をし
ており、議論の着地点が見出せないような状態だ。

管理組合は財産管理団体のみにあらず
　管理組合とは区分所有法上、建物や敷地などの管理を行う団
体であり、財産管理団体である。しかし、人々がそこに住み、
暮らしを営みながら、人間関係を作りあげ、地域の共同社会の
形成も含め、建物の維持管理を行っているのが一般的である。
　管理組合による共有財産等の管理も、区分所有者が相互の住
みよい居住関係の中で行っているのである。
　これに対して検討会の一部委員（主に大学教授、弁護士など）
からは、下記のような発言が出ている。
○ 「居住者間のコミュニティーがどこまでマンションの管理と

関係があるのか、あるいは自治会が本来やるべき業務ではな
いかということがあり、現状の標準管理規約のコメント、解
説ではいろいろな誤解、トラブルを招く恐れがあるのではな
いかという問題認識がある」

○ 「標準管理規約の取り扱い、地域コミュニティーに配慮した
居住者間のコミュニティー形成の取り扱いについては、明確
な言葉の定義、管理等の線引きが難しいことから、現行の文
言のままでは削除するのが適当ではないか」

○ 「財産管理団体としての管理組合がコミュニティー形成の主
体になるのは違うのではなかろうか」

○ 「居住者間のコミュニティー形成、これに管理費を充当する
んだという、この条項が明記されたことによって、さらに混
迷を深めている」

　一方、反対意見は現場サイド（管理組合関係者、管理会社団
体、デベロッパー団体）からのものが多い。
● 「社会全体としてはコミュニティーの強化、きずなの強化と

いうほうに向いている」
● 「管理組合と近隣自治会が連携して、マンションを含めた地

域防災に関する活動、防災訓練とか避難訓練といったもの、
そうしたものは実際に活発になっている」

● 「単に財産管理のための防災訓練を行うというだけではなく
て、その行事として一体性を高めるためのイベントはコミュ
ニティー活動の形成を資する」

　以上のような流れから、検討会の進行は止まり、次回会合予
定が第９回以降、決まっていない。そこで、管理組合団体が相
次いで標準管理規約条文からの「コミュニティー」削除に反対
し、声明文を出している。

NPO日本住宅管理組合協議会
＜声明文＞（抜粋）

　コミュニティー形成とは、お祭りや餅つき大会だけではない。
管理組合の基本的業務である総会、理事会、広報、区分所有者
への連絡やアンケート活動、共同の清掃や草取り等々そのもの
がコミュニティーを形成する要素である。それとともに、コミュ
ニティー内の人間関係が密接であればあるほど、区分所有者間
での合意形成が容易であって、管理組合の基本業務である「財
産管理」 に役立つ。
　コミュニティー除外を求める論者は、自治会や町内会の活動
と管理組合の活動とを対立させ、峻別しなければならないとい
う。しかし、両者の活動は、いずれもマンション内の良い人間
関係の形成をめざすものとして、分かちがたく結びついている
ものである。 コミュニティー除外論者は経済的合理性の狭い
見地からみて、マンションにおける居住者の生活やそこに必然
的に発生する人間関係の如何が、居住環境の良否に決定的な影

響をもつことを見ようともしない。それでは、肝心の財産管理
そのものさえがうまくいくはずがない。

NPO京滋マンション管理対策協議会
＜声明文＞（抜粋）

　実際に管理組合活動を経験した者であれば、誰でも気づくこ
とであるが、管理組合が行う活動は、すべて管理組合総会にお
いて承認・決定されることが前提である。そしてこの承認・決
定はすべて多数決に基づくことになっている。多数の賛成を得
るためには当然管理組合員の合意形成が必要であり、そのため
に組合員の共通認識の形成や正しい情報の提供、適切なリー
ダーシップなどの条件が求められる。そして合意形成のために
最も必要なことは組合員間のコミュニケーションである。そし
てこのコミュニケーションの基礎になるのがそのマンションの
コミュニティーである。コミュニティー活動が活発なマンショ

ン は 必 然 的 に 高 い コ
ミュニケーション能力
を形成し、適切な意思
疎通が図られていくが、
コミュニティー活動が
低調なマンションにお
いては、組合員間のコ
ミュニケーションも十
分ではない。

マンション標準管理規約（平成16年１月23日改定）

第６章　管理組合
第２節　管理組合の業務
第32条（業務）
　管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う
　十五　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニ
ティ形成

【第32条関係コメント（抜粋）】
　管理組合の業務は第32条で具体的に列挙されている。
　十五号「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュ
ニティ形成」は、今回の改正で、新しく加わった管理組合の
役割である。
　これまで「コミュニティ形成」は、マンションを管理する
ための区分所有者の団体である管理組合の業務とは一線を画
したものという考え方があったが、今回の改正で、「日常的な
トラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに
資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施す
る管理組合にとって、必要な業務である」（27条関係コメント
②）ということが確認された。また、防犯、防災等の対策に
は、日頃の地域社会との連携が不可欠であることから、「地域
コミュニティ」にもその範囲を広げたものである。

※第27条（管理費）
　 　管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に

充当する
　 　十号　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュ

ニティ形成に要する費用

国土交通省で行われている検討委員会の様子

Statement …………………………………
標準管理規約改正、「コミュニティー」削除に

国土交通省検討委員会に管理組合団体が反発
No!
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名　称 株式会社　ジェイ・モーゲージバンク

設　立 2004（平成16）年９月

住宅金融支
援機構認可

2005（平成17）年11月

資本金 ８億円

代表者 代表取締役社長　津熊　勲

所在地
本社
〒105－0004  東京都港区新橋１－18－16
TEL  03－3509－7815（代表）

ＵＲＬ http://www.j-mb.jp/shuuzen

事業内容 金銭の貸付並びに金銭債権の売買業務等

－ ジェイ・モーゲージバンクとはどのような金融会社で
すか？

　住宅金融支援機構による証券化支援事業から生まれた
長期固定金利住宅ローン【フラット35】の取り扱い金融
機関です。モーゲージとは「不動産を担保にした貸付」
というような意味で、それに「Japan」「住宅」のＪを関
連付けて社名としました。
－ マンション大規模修繕工事完成保証を事業化したの

は？
　大手の証券会社や銀行の倒産など、どのような会社が
破たんしてしまうのかわからない時代になってきました。
　マンションの大規模修繕工事は住民の修繕積立金を貯
めたものです。企業の倒産ですべてがなくなるわけには
いきません。
　そこで全国建物診断センターと協働し、管理組合向け
の保険商品「マンション大規模修繕工事完成保証制度」
の提供を開始しました。さらに保証能力を強化するため、
リスクの一部を大手の損害保険会社に再保険加入してい
ます。
－管理組合にとってのメリットは何ですか？
　役務保証としては元請け業者の倒産などによって工事

住民の修繕積立金を守る！
大規模修繕工事完成保証は見積もり時の必須項目

　株式会社ジェイ・モーゲージバンクは改修工事の業界が懸案事項であっ
た保証事業にいち早く取り組んだ金融機関です。近年、どんな大企業でも
倒産、破たんに対して安心とは言えない時代になってきました。大規模修
繕工事を手がける改修専門会社は全国的に知名度があるわけではありませ
ん。管理組合が安心できる保証事業について、リーディングカンパニーで
ある津熊勲社長に話を聞きました。

が中断し、継続の見
込みがない場合は弊
社が代替の工事業者
を手配し、工事の完
成を保証します。
　また、業者の倒産
で管理組合が中間金
など工事費用を払いすぎていた場合についても金銭保証
をいたします。
　弊社の大規模修繕工事保証実績も年々３～４億円規模
で伸びています。工事契約の際の保険加入は今後、見積
もり時の必須事項になっていくと考えられるのではない
しょうか。
－最後に管理組合にひとこと
　まずは協働している全国建物診断センター、または弊
社に問い合わせてください。手続きは管理組合が発注す
る工事業者が行います。

大規模修繕工事保証実績

平成23年度 36件　29億1,134万円

平成22年度 46件　39億8,995万円

平成21年度 39件　34億1,780万円

この人に訊く― 株式会社ジェイ・モーゲージバンク　津熊勲社長

万が一、工事業者の倒産などで工事が中断しても工事現場や工事業者の状況を確認し、代替施工に向けて業務
の継続・完成を保証する
工事着手金・中間金を支払っている場合で、出来高と支払額の差異が生じた場合に、その損害金を保証する（追
加費用がなく工事の完成が可能となる）
工事業者の倒産などで工事が中断しても、残りの工事を引き継ぐ適正な工事業者を選定・あっせんし、工事の
出来高査定を公正に行う
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制度のメリット



4

　東京・豊島区はマンション管理に関する届け出を出さなかったり、行政からの指導や勧告を受けても違
反状態が改善されないマンションはその名を公表するなど、罰則規定もある条例の審議が12月20日の定例
議会で可決し、平成25年７月１日から施行することが決まった。マンション管理における条例は全国で初
めて。「マンション」が法律名に加わったのが平成12年（マンション管理適正化法）。地方自治体の条例に
も「マンション管理」が触れられる時代に入った。

　豊島区マンション適正管理推進会議（小林秀樹会長・
千葉大学大学院工学研究科教授／日本マンション学会会
長）が発表した条例は、管理に必要な事項を条例で示す
ことによって良好なマンション管理の合意形成推進を図
ることが目的。
　分譲マンションの所有者への管理状況届け出の義務付
けで、主な内容は管理組合の設置や連絡先、名簿等の作成、

■　条　例　の　概　要　■ 　 義 …義務　 努 …努力義務

長期修繕計画の作成と見直し、地域町会との加入などの
現状を届け出る制度を義務化して、区は管理状況の把握
に努める。
　マンション管理の状況を届け出さなかったり、区から
の指導や勧告を受けても違反状態が改善されない時はマ
ンション名を公表するなどの罰則を科す。

マンションの適正管理【第3章】 防災・防犯【第4章】

居住者等間及び地域とのコミュニティ形成【第5章】

義  管理規約等の作成及び保管・閲覧
義  総会及び理事会議事録の作成及び保管・閲覧
義  名簿等の作成及び保管
義  設計図書、修繕履歴等管理に関する図書の適正保管
義  連絡先の明確化（管理組合ポスト、緊急連絡先表示板の設置）
努  管理用の施設や設備及び管理員等管理体制の維持
義  法定点検及び設備点検・清掃の適切な実施
義  長期修繕計画の作成及び適切な見直し
努  適時適切な修繕の実施
努  旧耐震基準のマンションの耐震化

努  防災への対応
　 ・ 防災に関する手引の作成、防災用品の備蓄、 災害時要

援護者の把握
努  防犯への対応
努  暴力団排除の取り組み

努  居住者等間のコミュニティ形成及び活性化
努  地域とのコミュニティ形成
義  町会加入協議の義務化（未加入マンション対象）

実効性の確保

条例の施行

マンション代表者等より、主に義務規定の項目について、現状を届け出る制度を義務化
↓

届出をしないマンション、届出内容が本条例の規定に適合していないマンションに対しては、指導及び要請・
勧告のうえ、マンション名を公表する罰則を規定【第 6 章】

マンションの適正管理＝円滑な合意形成、長期修繕計画に基づく適切な修繕、コミュニティの形成による緊急時の共助

安全・安心・快適な住環境、生活環境の形成

12／20可決
東京・豊島区議会

全国で初めて「マンション管理推進条例」制定
平成25年7月1日から施行
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P・C・Gマルチライナー工法についてはサンプルなどを用いて
説明を受けるとわかりやすい

　ビル・マンションの排水管で一番腐食しやすい場所は

どこだと思われますか？

　トイレ、お風呂、あるいは台所でしょうか？逆に一番

きれいなところはどこでしょうか？

　一番腐食しやすいのは、台所系排水管です。腐食の主

な原因となるのは塩分、洗剤、熱湯です。塩分を含んだ

熱いゆで汁はもちろん、パイプが詰まったときに使われ

る薬剤など、配管の専門家から見れば、排水管には日々、

恐ろしい排水が流されています。

　その結果、排水管はボロボロになり、管に大きな穴が

開いてしまうのです。

◇

　反対に、一番キレイなのは意外かもしれませんが、ト

イレの排水管です。紙鉄砲を想像してみてください。例

え汚水でも、それらは大量の水とトイレットペーパーで

ドーンと流してしまうので、詰まりが残らないわけです。

　しかし、こちらも傷まないわけではありません。トイ

レの汚水管は臭いが上がって来ないように、トラップと

呼ばれる管の形状に汚水を流したあとの水を入れて管に

ふたをしています。

　その水、そのものが腐食条件となるのです。その水の

上に空気があると酸素も入り、ガスも発生しますから、

これも条件がいいとは言えません。

◇

　昭和60年代から平成初期までの建築物は、排水配管材

に配管用炭素鋼鋼管（白ガス管）、排水用鋳鉄管が使われ

ています。

　国土交通省は平成16年６月、施工業者やマンションの

管理組合に向けて作成した『改修によるマンション再生

手法に関するマニュアル』を発表しました。これによると、

配管用炭素鋼鋼管、排水用鋳鉄管はすでに修繕時期に来

ているとされています（表参照）。

　近年では硬質塩化ビニール管が主流ですが、これも耐

久性において安心とは言えません。

　実際に塩化ビニール管や塩化ビニール管の上に耐火性

の石綿で巻いた管などの補修をP・C・Gマルチライナー

排水管の種類、修繕時期について
工法で頼まれることも多くなっています。

　塩化ビニール管なら30年持つと言われていますが、地

震などの影響から枝管分岐の部分（共用部分と専有部分

の境部分）に亀裂が生じてしまい、補修が必要になるケー

スもあるのです。

◇

　塩化ビニール管を使ったマンション管理組合の中にも、

理事長や修繕委員によってはライニングの知識に詳しい

方もいらっしゃいます。そのようなマンションでは、修

繕時期が来る前でも「何も問題が起きないうちに、予防

保全としてやっておきたい」とP・C・Gマルチライナー

工法による工事を依頼されるケースが増えています。

　早めの処置をすれば、費用が抑えられる、長持ちする、

という観点からだけではなく、その費用分をほかの出費

にあてることができるというメリットがわかっているの

です。

管種別の排水管の修繕周期
管　　種 修繕周期

排水管用炭素鋼鋼管 15 ～ 20 年

硬質塩化ビニール管 25 ～ 30 年

排水用鋳鉄管 30 ～ 40 年

東海塗装株式会社
リニューアル事業部

伝統に培われた信頼と技術を提供いたします。

マンションの建物調査から大規模修繕工事まで

■社名　株式会社P.C.Gテクニカ
■住所　東京都品川区北品川５－７－14－405
　　　　☎03－3440－6401
■URL　http://www.pcgtexas.co.jp

排水管
リニューアル

入　門

水漏れ事故、排水不良…
配管に起こるトラブルを解消！
株式会社P.C.Gテクニカ
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　（図）共用部分の給水システム変更

事例で学ぶ給排水給湯設備
共用専有部同時施工の計画から完了まで
●計画の着眼点
　マリンハイツ住宅管理組合は平成19年９月から翌年４月
まで大規模修繕工事を実施した。この時の修繕委員会（メ
ンバーは８人）が解散することなく、引き続き設備改修工
事の委員会として活動を開始。設備修繕履歴の調査から工
事範囲の検討、工法や材料などの検討に入った。
　まず現況調査の結果、雑排水管は緊急を要し、給水・給
湯管は２、３年後に工事を行ったほうがよいということが
判明。このため修繕委員会では同時施工を計画し、これま
での加圧給水ポンプ方式から直結方式（増圧ポンプは設置
猶予措置により設置免除）へのシステム変更も視野に入れ
て検討に入った。

　File Data. 43　神奈川・横浜／マリンハイツ住宅管理組合

管理組合

既存：加圧給水ポンプ方式 新規：直結方式

●設計・監理者
株式会社建物保全センター
〒221 ー 0835  横浜市神奈川区鶴屋町３ー 35 ー 11 ー 504
☎045 ー 324 ー 6152　FAX 045 ー 324 ー 6185　http://www.k-tateho.jp

●施工者
建装工業株式会社
〒105 ー 0003  東京都西新橋３ー 11 ー１
☎03 ー 3433 ー 0502　FAX 03 ー 3433 ー 0535　http://www.kenso.co.jp

工事データ
○工事名／マリンハイツ住宅設備工事　○建物概要／ 1983
年竣工・RC造・３～５階建て・９棟・162戸　○発注者／マ
リンハイツ住宅管理組合　○設計・監理者／㈱建物保全セン
ター　○施工者／建装工業㈱　○主な工事内容／共通仮設／
共用部給水管更新／共用部排水管更新／専有部（給水管・給
湯管・排水管）更新／建築付帯／設備機器・基礎撤去／その
他 ○工事期間／ 2012年２月～８月

既存のポンプ室内

システム変更によりポンプを撤去。
スペースは防災倉庫にする予定

リフォーム・既存住宅売買保険事業室
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●共用部分の更新
　工事のスケジュールは、「１期工事」として共
通仮設、共用部分給水管更新、共用部分排水管更
新（ピット内）、受水槽やポンプなど設備機器・
基礎撤去工事を約３カ月で実施。
　続いて「２期工事」として共用部分排水管更新

（メーターボックス内、専有部分内）、専有部分給
水・給湯・排水管更新、建築付帯工事を、やはり
３カ月かけて行った。
　水道本管の引き込み管から専有部分の配管ま
で、すべての配管材料を錆びないもの、地震に強
いものを選択した。給水管は、共用部分の引き込
みから各棟への埋設配管を耐震型高性能ポリエチ
レン管に、専有部分の給水・給湯管を架橋ポリエ
チレン管で配管。排水管は、共用部分はピット内
も専有部分内も雑排水・汚水管ともに耐火VP管
を使用した。

　
●専有部分の更新
　専有部分内に立ち入る工事は１系統５日間の工
程で工事を計画した。
　住戸への立ち入り工事は住民の協力が不可避で
ある。住民が施工中に感じる支障や障害（例えば
断水、排水制限、防犯等）を修繕委員会や設計コ
ンサルタント、工事会社とともに洗い出し、居住
者への周知を徹底した。
　内装の解体や復旧はどの範囲か、立ち入り工事
の工程はどのようなものかなどを図や表で作成。

施工前：専有部分内共用部分
　　　　排水たて管更新工事

施工前：専有部分内床下配管更新工事

施工中：雑排水管の更新

施工中：床の復旧施工中：給水・給湯・雑排水管更新

施工中：床復旧

施工後：床の仕上げ、器具の復旧

施工中：床解体

施工中：器具を取り外し、床を解体

予想される障
害に対しては
Ｑ＆Ａを用意
して設計説明
会を実施し、
住民の協力を
求めた。
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〒110-0015 東京都台東区東上野４－24－11 NBF上野ビル11F
TEL.03－5806－6711　FAX.03－5806－6721

03－5806－6711

ISO9001・14001 認証取得により、万全な品質管理と
環境に配慮した施工管理システムを構築致し、お客様
に安心とご満足を頂ける改修工事をご提供致します。

　本書は、大規模な団地（ニュータウン）のコミュニティーが直面する課題と具体的な対応策につ
いてまとめたもの。
　建て替えをせずに建物の寿命を延ばす再生は、住宅地の現実を踏まえ、コミュニティーシステム
の更新を目指さなければならない。千葉にある海浜ニュータウンでは、リフォームの生活サポート
を中心に開始したビジネスが発展し、買い物サポート、憩いの居場所作り、専門能力があり就業意
欲のある居住者を講師に居住者のための団地学校、地元ショッピングセンターの減築と再生など、
居住者が主役となって築き上げた「市民コミュニティビジネスの現場」のリポートである。

四六判・272ページ・定価2,400円（税別）　編者／ちば地域再生リサーチ　著者／服部岑生氏、鈴木雅之氏等
発行元／㈱彰国社　ISBN 978-4-395-01035-6

新 刊 紹 介 『市民コミュニティビジネスの現場
建て替えない団地再生のマネジメント』
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　よこすか海辺ニュータ
ウン地区社会福祉協議会
や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）などの主催に
より、神奈川県立保健福
祉大学で平成24年11月24
日、コミュニティーフォー
ラムが行われた。

　印象に残ったのは主催者講演で例に上がった、309世帯
の95％がマンションの自主防災会に提出しているという

「居住者台帳」について。
　その台帳の項目には『かかりつけの病院名』『診察科目
／既往症』『常用薬』など、かなり細かな個人情報も含ま
れている。参加者からは早速「他人には見せたくない項
目もあるのに、どうして95％もの世帯が自己申告できる
のか」という質問が飛んだ。
　これに応えた講師の言葉が良かった。「それは、これま
での活動実績があるからです」。
　住民交流会開催、あいさつ運動、防犯委員会設置、「防
犯の手引き」制作、自主防災会の設置等々。実際に自主
防災会が重病の高齢者を救命したこともあるという。
　「災害や不慮の事故が起こったとき、だれが助けてくれ
るのか。うちのマンションでは住民の仲間が助けてくれ
る、そういう安心感、信頼関係を築くことができた」。

　さらに会場の参加者に向け「すぐにうちのマンション
を真似しても無理でしょうね。まずは活動実績を作るこ
とから。居住者台帳は集めることではなく、有事のとき
に助け合うことが目的。助けてもらえるんだと、助け合
うんだと思ってもらえるよう、まずは活動することから
です」
　災害、犯罪などの有事の際に一番大切なのはコミュニ
ティーがどうあるか―それは平時の時に作っていなけれ
ばならないことなのだ。
　「ローマは１日にしてならず」ということがつくづくわ
かりました…。

ローマは1日にしてならず

●営業本部　　●工事本部　　●海外工事部
●北関東支店　●東関東支店　●関西支店

11月24日、神奈川県立保健福祉大学でのコミュニティーフォーラム
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おかげさまで創業109年

http://www.ip21.co.jp　e-mail: ip21@ip21.co.jphttp://www.ip21.co.jp　e-mail: ip21@ip21.co.jp
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-20　電話：03-3293-4803　FAX：03-3293-4809〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-20　電話：03-3293-4803　FAX：03-3293-4809
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マンション外壁改修塗料
相談センター 開 設

●信頼・安心のホットライン。塗料のトップブランド　　　　　　 （塗料メーカーシェアNo.1
　株式上場一部会社）がマンション外壁改修塗料のご相談をお受けします。
●「無料外壁診断サービス」も実施中。お気軽にご相談ください。
●下記ホームページアドレスから、“マンション改修を応援します！！”を御覧下さい。

http://www.kansai.co.jp

関西ペイント販売株式会社
[ マンション外壁改修塗料相談センター ]

関西ペイント株式会社・ ☎
お問い合わせは 多年の実績と経験を持ち、優れた技術力を誇る当社へ̶。


