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修繕奮闘記File Data 81

第1回大規模修繕後の対応を評価

同じ施工会社に2回目を指名発注

ライター kitamiの『お邪魔しま～す』

三和建装・ミャンマー技能実習生

まずは生活への「慣れ」が大事

現場デモンストレーション見学会

8 ／ 20　千葉市・290戸団地で

排水管更生技術『SL-PRO工法』

全建センター 

給排水等設備工事の完成保証制度を開始

工事保証約款締結後、工事完成保証書を発行

DATA

専有部分リフォーム調査結果報告①

考察　マンションのエレベーターその②

・メンテナンス契約の種類

・メンテナンス会社の選択基準

教えて！管理組合交流相談室 

Ｑ  外国人のマンション居住で注意

する点は？

Ａ まずは生活ルールの周知徹底

　 使用細則、注意書き等の翻訳を

Seminar

次回は10月25日㈰

　公共事業の完成保証については、工事を請け負った請負業者が、
同等クラスの請負業者に工事完成保証人になってもらうことが通常
でした。
　しかし、この工事完成保証人制度では請負業者間の貸し借りが発
生し、入札の公正さを損なうとの批判があります。米国からも、工
事完成保証人制度は談合の温床になりやすいとの指摘を受け、保険
や履行ボンドを活用する等改正が進んでいます。
　一方、公共性の高いマンションの大規模修繕工事や設備改修工事
についても、工事完成保証人制度を使っていることにより、公正さ
を欠く入札の温床になっているとの批判が取りざたされる風潮に
なってきました。
　また、工事請負業者、工事完成保証人の両社が連鎖倒産するリス
クもあり、公正・確実な仕組みを求めるニーズが高まっています。
　そこで、全国建物診断センターでは、大規模修繕工事完成保証制
度に次いで、業界で初めて設備工事に関しても完成保証制度をス
タートさせることにしました。

＜７ページにつづく＞

給排水等設備工事の
完成保証制度がスタート

業　界　初　!

専有部分内の配管も管理組合主導で共
用部分と同時に施工するマンションが
増えている

築年が30年を過ぎると、大規模修繕
の他、設備関係の工事が視野に入って
くる

大規模修繕工事新聞
編集部からの記事投稿
電子メールで配信しています！

＜詳細は 6ページをご覧下さい＞
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　File Data. 81　東京・港区／秀和第 2 田町レジデンス管理組合

管理組合

　近代的なビジネス街を抜け、東京湾の埋立地に立地す
る129戸のマンション。南欧風の青いレンガ屋根、独特の
白い塗り壁、特徴的なバルコニーの黒い鉄製柵は「秀和
レジデンス」シリーズの代名詞といえるものだ。
　現在行っている大規模修繕工事は２回目。１回目もヨ
コソーが平成９年に施工を担当し、エントランスを自動
ドアに変更したり、共用廊下の手すり壁の上に笠木の設
置等を施した。また大規模修繕工事後も鉄骨階段浸入防
止、エントランス床貼替・エントランス照明交換、鉄骨
階段床防水などの工事も行うなど管理組合と施工会社の
信頼関係は深い。
　１回目の工事後の定期点検やアフターメンテナンス、
不具合が生じた時または日頃の対応などの高い評価から、

第1回大規模修繕後の対応を評価
同じ施工会社に2回目を指名発注

２回目の大規模修繕工事については管理会社のレジデン
ス・ビルディングマネジメントをコンサルタントに据え
て、管理組合からの指名発注により再びヨコソーが受注
した。
　第１回大規模修繕工事で現場代理人を努め、現在の第
２回大規模修繕工事を受注した営業担当者は「契約で決
まったアフターメンテナンス以外にも、ときに理事長に
連絡をしたり、管理会社を通じて部分的なコンクリート
の欠損や共用廊下でのハト避け施工などを行ったり、と
いうことが管理組合に認められたのではないか」と話す。
　現在の工事の石破文弥・現場代理人は住民対応につい
て、「ドリルを使った音出しなどは工区分けして行うなど
の配慮はしています。ただ今回はバルコニーの手すりを
交換するので使用禁止期間が長く、洗濯物が干しづらい

現場事務所はセンターハウスを借
用。手前は石破文弥・現場代理人。
奥の2人は職業体験でヨコソーが受
け入れている大学生。本社で座学を
1週間、現場で約10日間実習する
という

ひび割れ等の下地補修後、塗装の
吹付けを行う

バルコニーの黒い鉄製柵は意匠的
に近いアルミ製に変更する

秀和レジデンスシリーズで特徴的な
外装の化粧しっくい（スタッコ）を
高圧水で洗浄する

見本のアルミ製柵をエントランスに
置いて、住民に確認してもらう

内壁のヘアクラック。0.3mm以
上のひび割れはUカット工法で補
修する
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工事データ
○工事名／秀和第２田町レジデンス大規模修繕工事　○建
物概要／ 1982（昭和57）年竣工・SRC造・地上11階建・１棟・
129戸　○発注者／秀和第２田町レジデンス管理組合　�
○コンサルタント／レジデンス・ビルディングマネジメン
ト㈱　○施工者／㈱ヨコソー
○主な工事内容
・共通仮設／�現場事務所・トイレ（センターハウスを借用）、

作業員詰所・資材置場・廃材置場（駐車場の
一部を借用）

・足場仮設／�鋼製枠組み足場、外部メッシュシート養生、
昇降設備・落下物防止養生等

・下地補修／�ひび割れ、浮き、鉄筋爆裂欠損、塗膜脆弱部、
高圧水洗浄等

・シーリング�／サッシまわり、鋼製建具まわり、換気口・
支持金物まわり等

・外壁塗装／外壁、バルコニー天井、廊下天井等
・鉄部塗装／屋上、廊下、鉄骨階段、外構等
・防水／①保護塗装：塔屋、屋上、電気室、ゴミ置き場
　　　　②ウレタン防水：バルコニー床
・その他／①�建築関連：腐食部・不良部の補修、バルコニー

換気口網交換等
　　　　　②バルコニー手すり交換、物干し金物取り付け
○工事期間／ 2015年７月８日～ 2015年12月20日（予定）

■コンサルタント：
　レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社
　■本社
　〒104−0033��東京都中央区新川１−27−７
　☎0570−032−011
　代表者：髙橋良信　　設立：1990年（平成２年）３月
　資本金：１億5,000万円
　http://www.r-b-m.co.jp

■施工者：株式会社ヨコソー
　■本社
　〒238−0023��神奈川県横須賀市森崎１−17−18
　☎046−834−5191
　■東京支店
　〒144−0046��東京都大田区東六郷１−３−10
　☎03−3736−7751
　代表者：佐藤幹男　　創業：1908年（明治41年）10月
　資本金：１億円
　http://www.yokosoh.co.jp

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

マンション」として比較的高値で取り引きされる例もあ
るという秀和レジデンスならではの悩みかもしれない。

ため住民のご理解が必要なんです」という。「ただ、みな
さん協力的で工事中の生活のご不便も話せば理解してい
ただける方ばかりで工事も滞りなく進んでいます」とも。
　バルコニーの手すり交換は、「秀和レジデンスシリーズ」

屋上、塔屋等の防水は保護塗装を実
施。鉄部も塗装する

避難ハッチまわりのコンクリートの
塗膜脆弱部分の補修

ベランダ荷物をまとめて置くスペー
スのないマンションでは、通行や作
業の支障にならないように管理組合
指導で共用廊下に置くこともある

の特徴のひとつである黒い
鉄製柵をアルミ製にすると
いうもの。立地環境により
海風が入り込むため、塗装
を繰り返すより交換してし
まったほうが経済的という
判断だが、独特の格子は同
じものがない。そこで「意
匠的に少しでも近いもの
を」と選択にも苦慮した。
現在でも「ヴィンテージ・

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へ̶。
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マンションライフライターマンションライフライター

の

集合住宅から公共施設まで。

経験と技術で資産を守り、向上させる

大規模修繕工事のプロ集団。

人のくらしを美しく

三和建装株式会社
一級建築士事務所

本　社：〒188-0011 東京都西東京市田無町1-12-6
　　　　http://www.sanwakenso.co.jp
　　　　　    0120-408-038
営業所：埼玉・千葉・神奈川

　９月11日、三和建装（本社西東京市・中衆司社長）が受け
入れ会社となったミャンマー技能実習生の様子を、全国建物調
査診断センター・ミャンマー担当の院田浩利氏とともに伺って
きました。
　三和建装の技能実習生はミャンマーでの半年にわたる研修
（日本語、塗装作業等）を経て、６月７日に来日。茨城・取手

　歓迎会のほかにも、居酒屋や牛丼屋に連れていったり、夜間
にフットサルをしたり、FC東京の試合を観戦したり…。中社
長は「コミュニケーションは大切なので会社からもバックアッ
プをしていきたい」と常に口にします。
　取材時当日も給与明細の支給と、明細内容を桜井さんが丁寧
に教えていました。外国人に対して良い関係性を築くためには
理解を得ることが大事です。その点を重視している三和建装に
とって、技能実習生はきっと戦力になることでしょう。
　現場には３人ずつ、職長等が車で送迎しています。この日、
現場から実習生を連れてきてくれた職長さんは「作業は、言葉
だけでなく、まずこちらがやってみせています。技術的にはミャ
ンマーで教えてもらってきているのがわかる」と。その上で「器
用か不器用かは日本人と一緒。でも日本人よりやる気があり、
勤務態度もまじめ」と評価していました。
　作業は養生、ケレン、清掃、塗装、パテ埋めなど。技能実習
生に日本生活の感想を聞くと、みんながそろって「毎日楽しい
です！」と返してくれました。

三和建装・ミャンマー技能実習生　
まずは生活への「慣れ」が大事

サッカーや食事で会社が細かな配慮

外国人作業員の時代がやってくる!? Part19

少しずつ養生やローラー作業も
手馴れてきた

8月下旬、草津のリゾートマン
ションへ実技研修を兼ねて応援に
いった（右から2人目が日本人の
職長、ほか4人がミャンマー実習
生）

会社が都営住宅（3DK）を社宅
として2件、賃貸契約して住まわ
せている

西東京市の小学校で手すりの下塗
りをしている様子。夏休み期間中
の工事を応援

弁当は常に自炊。普段は3人ずつ
現場が違うが、このときは6人同
じ現場で昼食タイム

取材日は2回目の給与日。みな嬉し
そうに明細書を受け取っている

日本式の布団、トイレ、風呂、ゴミ
出し等々、生活にも慣れてきた様子

給与の明細を各自に渡したあと
は、しっかりと内容説明。トラブ
ル回避には理解が大切

朝と晩に全員で集まってお祈りを
するため、1部屋はお祈り専用の
部屋となった

の日本語学校でさらに１カ月
学んだあと、７月７日に本社
にて入社式を行いました。
　入社からは経営企画室の桜
井雄司室長が１週間、買い物、
ゴミ出しなど、地域に慣れる
ために散歩しながら付ききり
で面倒をみたといいます。「ま
ずは生活への慣れが大事。ス
タートでつまずかないように
配慮しました」。
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上流の汚水桝から光硬化性樹脂
が含浸されたライニング材を引
き込む

機密性を保つためフランジプラグ
を装着

埋設管にライニング材を装填

LHトレインを設置

下流桝でライニング材を引き取る

ライニング材に挿入 可視光線硬化をスタート

8 ／ 20　千葉市・290戸団地で
現場デモンストレーション見学会

　京浜管鉄工業（本社東京・新宿、平松拓也社長）は８

月20日、千葉市の郊外型団地で管理組合の協力を得て、

排水管更生技術『SL-PRO工法』の現場デモンストレー

ション見学会を行いました。参加者は７管理組合約20人。

『SL-PRO工法』は可視光線で硬化する樹脂を使用し、老

朽化が進んだ建物の排水設備（外構埋設排水管、浴室の

排水トラップ、外構の排水桝）を安価・短時間でリニュー

アルさせる工法で、㈶日本建築センター技術審査証明の

認可を受けています。

でを実施しました。

　ご協力いただいた団地の埋設排水管はヒューム管

200mm～ 150mmの本管、枝管です。現状では本管の詰

まりが多発し、さらに埋設管深さが下流で３～４ｍ以上

と深く、また配管ルートには大木が林立していて、新規

埋設ルートやバイパスルートの開削が用地および生活空

間の中での安全上からも不可能であります。

　このため、排水制限の緩和など考慮し、SL-PRO工法の

採用を検討されています。

　SL-PRO工法は可視光線のため人体への影響はなく、更

生工事であることから開削等の大型重機が不要となり、

振動や騒音もなく、敷地内に工事跡も残らないというメ

リットがあります。

　SLライナーの挿入準備後、フランジプラグ（機密性を

保つため）を装着。SLライナー挿入後、術つなぎ状の可

視光線照射機材を挿入・設置します。ランプ照射を開始。

可視光線によって光硬化性樹脂が含浸されている部分が

硬化。硬化完了後、強度の高いFRPパイプとして形成さ

れます。

　照射完了後、空気の圧力養生を行い、排気とともに機

材をゆっくり引き抜きます。

　フランジプラグを脱着し、インナーフィルムをきれい

に剥離させるため、出口側に反転させます。管口付近を

切断し、ライニングが形成できているかを確認。管内の

平滑状況と既設管への圧着状況を確認したら施工完了で

……　物　件　概　要　……
●所 在 地：千葉市若葉区
●建物概要：築39年・RC５階建・11棟・290戸
●管理形態：自主管理
●施工内容：埋設管およびマンホール内の更生

可視光線硬化による
排水管更生技術『SL-PRO工法』

　今回のデモンストレーション見学会は前日に機材準備

や管内洗浄などを済ませ、当日は光硬化性樹脂が含浸さ

れたSLライナー（専用のライニング材）の引き込みから、

LHトレイン（照射機材）の設置、可視光線照射・硬化ま

す。

　見学会参加者からは質疑応

答の時間の際、工事費用、工

期に加え、管理組合での説明

のために他の比較できる工法

は何があるか等、さまざまな

質問が飛び交いました。

京浜管鉄工業株式会社
〒160-0011 東京都新宿区若葉1丁目12番5号

TEL. 03-3358-4873　FAX. 03-3358-4870　http://www.keihin-se.com

問い合わせ
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　築後８年を過ぎたあたり、ある日の理事会で突然、管
理会社の担当が建物調査・診断書を持ってくることがあ
ります。一般的に、そこから管理組合として大規模修繕
工事の意識を持つようになるマンションが多いのではな
いでしょうか？
　管理組合から精度などの注文がない限り、管理会社が
提出する建物調査・診断書は無料です。管理会社が設計
を行うにしろ、工事を請け負うにしろ、他社には取られ
たくないという考えがあっての「無料」だと思われます。
　こうした管理会社の提案により、「全部お任せ」で工事
計画を進める管理組合は少なくないと思います。
　一方、この無料の建物調査診断書をベースに各方面か
ら情報を得て、勉強し、知識や意識を高めていく管理組
合もみられます。ただ、この場合も単に管理会社を利用
するだけでなく、見積もり提出など、候補とする会社の
中に入れてあげることは、管理会社と上手に付き合って
いく方法といえるでしょう。

無 料 の 建 物 調 査 ・ 診 断

①�インターネットで大規模修繕工事新聞の記事ファイル

ページ（下記アドレス）にアクセスします。

　http://daikibo.jp.net/?page_id=28�

②�画面右上にある「新

規新聞記事アップを

メールで無料購読」

欄の下部の窓にあな

たのメルアドを入力

してください。

【ケース①】管理会社の行き過ぎ
—総会当日に無料診断書を無料配布—
　あるマンション（築10年・38戸）の理事会で管理会社
担当者から無料の建物調査・診断を行うという話があっ
た。とはいえ、２カ月過ぎても結果を出してこない。
　担当者に「診断書はどうしたの？」と尋ねても、曖昧
な返答ばかりが続いた。そして総会前の理事会で急に「総
会のときに持っていきます」と言い出したのだ。
　果たして、その言葉どおり、総会当日に不具合写真や
コンクリートの試験などの診断結果をまとめた130pほど
の診断書を全戸分持ってきた。無料で調査・診断をした上、
全部カラーの診断書…いったいいくら費用がかかったの
だろうか。
　管理会社にとって、理事会の議題にも上がっていない
診断書を、高い費用をかけて総会で配る理由とは何か。
　ある理事はいう。「全住戸に立派な診断書を提出すれば、
主導権が取れると思ったんじゃないの？」—38戸という
小規模マンションであるため、管理意識の高い理事会を
飛び越して他の住民にアピールしたということらしい。
　とはいえ、行き過ぎた行為は裏の顔が見えてしまいそ
うになり、逆効果になるのではないかな…。

③購読ボタンを押してください（無料です）。

④�「大規模修繕工事新聞新聞記事購読を確認するメール

を送信しました。メールを確認し、有効化リンクをク

リックして購読を開始してください」とのメッセージ

が表示されます。

⑤�あなたのメール受信一覧に「TEBRA通信の購読を確認

する」を開いてください。「フォローを確認」ボタンを

クリックすれば、これで登録は完了です。

⑥�大規模修繕工事新聞編集部が記事投稿すると、即座に

その記事があなたのメルアドに自動配信されます。

⑦�配信（購読）中止（登録解除）は配信メールでいつで

も可能です。

登録（無料購読）の方法

大規模修繕工事新聞編集部からの記事投稿
電子メールで配信しています！

大規模修繕工事編 管理会社との付き合い方
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管理組合様へ、
　　必ず工事会社にご相談下さい。

マンション大規模修繕工事を依頼している工事会社が、工事完成前に倒産しても、
わが国初の『大規模修繕工事完成保証制度』なら“安心”です。
万が一、工事完成前に工事会社が倒産しても、確実に工事を完成することができます。

〒108-0075　東京都港区港南1丁目8番27号 日新ビル9階

住宅金融支援機構提携金融機関

株式会社 ジェイ・モーゲージ バンク

マンション大規模修繕工事
完成保証制度のご案内

マンション大規模修繕工事完成保証制度
についてのお問い合わせは

一般社団法人 全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278

　全国建物調査診断センターではこのほど、大規模修繕工事完
成保証制度に次いで、業界で初めて給排水等の設備工事に関し
ても完成保証制度を開始します。詳細は以下のとおり。
　マンション大規模修繕完成保証制度とは…マンション管理組
合の保護を第一とする「設計会社および工事会社の有志」が『一
般社団法人全国建物調査診断センター』を設立し、住宅金融支
援機構提携金融機関である『株式会社ジェイ・モーゲージバン
ク（JMB）』と共同で開発した制度で2009年６月、正式にスター
トしました。

工事保証約款締結後、工事完成保証書を発行

給排水等設備工事の完成保証制度を開始

＜制度の概要＞
　請負工事業者が倒産などの事由により修繕工事が中断し、継続
の見込みが立たなくなった場合の①役務保証②金銭保証を行う。
　①�役務保証：ジェイ・モーゲージバンクと全国建物調査診断

センターが当該修繕工事の代替施工業者などを手配し、工
事の完成までを保証する。

　②�金銭保証：前払金を伴うエ事において、支払金額と出来高
に差異が生じ、発注者が損害をこうむる場合に、全国建物
調査診断センターが工事の出来高の査定を第三者機関に依
頼・実施し、ジェイ・モーゲージバンクが支払金額と出来
高の差額を支払う。

マンション管理組合

『全国建物調査診断センター』

（保証機関）『JMB』

大手損害保険会社

大規模修繕工事・
設備改修工事会社

工事請負契約

②完成保証要求

①本制度の告知

④完成保証

③完成保証委託要請

審査依頼（工事内容・金額・前払い金の割合）

保証資力を確保保証の保険

⑤保証委託契約締結

③「完成保証委託要請」の後：本制度の概要や必要性の告知、重要事項のご説明をいたします。
④「完成保証」：修繕工事会社と「工事保証約款」を締結し、工事完成保証証書を発行します。

＜保証事故に至る事由の例＞
　保証事故に至る事由の典型例として倒産等をあげています
が、倒産等には以下の事由があります。
【保証事故の主な事例】
　破産、和議の申し立て、会社更生手続開始、会社整理開始、
特別清算開始、財産につき強制換価手続の開始、仮差押命令の
発令、保全差押の通知の発令、取引金融機関または手形交換所
の取引停止処分、その他支払の停止。
　※�工事続行不能の原因が、発注者の責任であったり、戦争や

地震・噴火・津波・洪水高潮・台風や核燃料物質である場
合等には、保証事故とはみなされません。

【問い合わせ】一般社団法人全国建物調査診断センター　☎03-6304-0278

＜図：制度の仕組み＞

＜事故発生時の流れ＞
①倒産等による工事の中止
・�工事請負業者の倒産等により、工事が中止した場合、工事発注者（管理組合）
は速やかにジェイ・モーゲージバンクに連絡いただきます。
②代替施工業者の選択・斡旋
・�ジェイ・モーゲージバンクは全国建物調査診断センターと協議の上、残
工事代替施工業者を選択・斡旋します。その際、『全建』では、工事進行
状況・残工事の査定を第三者機関に依頼・実施いたします。
③残工事の発注
・�発注者（管理組合）は残工事代替施工業者に残工事の発注をします。
④不足金額の保証
・�ジェイ・モーゲージバンクは前払金・増嵩工事で不足している金額につ
いて保証します。
⑤工事の完了
　�管理組合では、スムーズに追加費用なくマンション大規模修繕工事の完
了を迎えることができます（一部保証外の費用あり）。
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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。

リニューアル事業本部
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特有な必需品

　災害時において最低限の水や食料といった物は、十

分でないにしろ持っていなければ分け与えられること

はあるでしょう。

　しかし、そうはいかないものが多々あります。特に

一般的でないものほどその傾向は強くなります。

　高血圧や心臓病等持病のある方の薬、乳幼児がいる

場合のおむつやミルク、ペットがいる場合もそうで

しょうし、生理用品等もそれにあたるかも知れません。

　皆さんのお宅にとっては当たり前でも特有な物が必

ずと言って良いほどあるはずです。いざという時のた

めに特有な必需品を想定して多めに保管しておくこと

が重要です。

食器棚の危険

　前号のコラムで「家具の転倒防止」を掲載しました

が、震災時での家具転倒防止は安全上やその後、自宅

内で過ごすことができるか否かに大きく影響します。

　今回はさらなる対策として、食器棚からの食器の飛

び出し防止方法をご紹介します。　

　一般的にお皿の収納は下から大中小の順番で置きま

すが、大小中の順番にした方が重量バランス上、棚か

ら飛び出し難いことがわかっています。また、食器棚

用耐震ロック等の扉が

開かないようにロック

する器具も販売されて

います。

　ほんのちょっとの工

夫で家族のリスクは軽

減できるものです。ぜ

ひ、お試しを。

防災士、１級建築施工管理技士、
１級管工事施工管理技士

菅　純一郎

お皿は大小中の順番が、
バランスがよい
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　一般社団法人マンションリフォーム推進協議会（REPCO）
は平成27年４月、『平成26年度 マンション専有部分リフォーム
に係る管理規約・細則に関する基礎調査』を発表しました。
　調査から、専有部分リフォームのルールは現状、マンション
標準管理規約の影響を受け、届け出や添付書類の規程が中心と
なって整備されていますが、一方で65％以上の管理組合が将
来改訂が必要と考えていることが分かりました。
　このため、「判断基準の明確化」「トラブル回避」「ルール違
反対応」の取り決め等、時代の要請に応じて柔軟に改訂できる
ルール作りが必要だとしています。
　ここでは、同調査結果の中から、リフォーム細則等の作成の
目安となる情報を整理した、いくつかの項目をピックアップし
て数回に分けて掲載します。

〈グラフ１〉管理規約以外でリフォームに関する
　　　　　 記載がある文書 （ｎ＝499）

〈グラフ２〉リフォームに関する制度や規制の有無

調　査　概　要
・期間／ 2014年11月～ 2015年３月
・対象／ �REPCO会員の管理会社にアンケートを依頼し、

具体的なリフォームルールについて個別のマン
ション担当者から回答を得た561管理組合（調査
票Ａ）、管理会社としての取り組みについて各社
代表者から回答を得た10社（調査票Ｂ）

平成26年度 マンション専有部分リフォームに係る
管理規約・細則に関する基礎調査

マンションリフォーム推進協議会（REPCO）

調 査 結 果 報 告 第 1 回

0 10 20 30 40 50 60 70

リフォーム細則または
専有部修繕規則等

届出用紙

使用規則

個別規則

専有部分使用規則等

その他の文書

61.9％

59.9％

38.5％

23.4％

※無回答を除く

18.2％

9.2％

0 20 40 60 80 100

工事時間の規制

指定あり

工事禁止日の指定

工事内容の規制

近隣説明等の指定

届出のルール

添付書類の規定

工事期間中の　
検査等のルール

不適格工事等の　　
現状復旧等のルール

完了申請のルール

フローリングの種類

37.6％ 62.4％

35.1％ 64.9％

6.5％ 93.5％

58.7％ 41.3％

91.9％ 8.1％

81.3％ 18.7％

22.0％ 78.0％

48.9％ 51.1％

24.4％ 75.6％

74.3％ 25.7％

指定なし

　管理規約以外の文書としては、「リフォーム細則または専有
部修繕規則等で、専有部分リフォームに関する取り決めをして
いる」「届出用紙（届出用紙に承諾住戸の範囲や工事時間の規
制等のルールが記載されている）」が約６割、次いで「使用規
則（リフォーム以外のことも含めてマンションの利用規則の一
部として記載している）」「個別規則（フローリング規則等、特
定のリフォーム工事のみの取り決めがある）」「専有部分使用規
則等（窓等の共用部分になるもので、専有部分使用規則として
記載）」と続く。
　築後40年以上の古いマンションでは、「届出用紙」が83.3%
と高いのに対し、「リフォーム細則または専有部修繕規則等」
が29.2%と比率が低かった。

工事時間の規制…９時～ 17時が多い。新しいマンションほど
規定がある（築後10年未満53.6%が規定あり）。
工事禁止日の指定…日曜祝日不可が67.2%、土日祝日禁止が
26.1%
工事内容の規制…制限工事の内容は、「音の出る工事」等
近隣説明等の指定…「近隣承諾が必要」34.5%、「近隣説明のみ」
24.2%。説明が必要な住戸は直下、左右、直上がほぼ100％、
斜め上下が３割強
届出のルール…届出期間は「１カ月前」56.1%、「３週間前」
18.2%。掲示期間は「２週間」67.3%
添付書類の規定…「工程表」69.4%、「建築図面」58.9%、「承諾書」
43.9%、「仕上げ表」33.8%等
工事期間中の検査等のルール…文言は標準管理規約第17条の
５に準じたものが多い
不適格工事等の現状復旧等のルール…新しいマンション、規模
の大きなマンションで比率が高い
完了申請のルール…「完了報告書」92.1%、「工事写真」7.9%等
フローリングの種類…「LHで指定」69.8%（LH45が67.7%）、
「LLで指定」35.5 %（LL45が
70.2%）。築後10年未満のマ
ンションでは「LHで指定」が
98.8%と比率が高い

【問い合わせ】協議会事務局　☎03-3265-4899　http://www.repco.gr.jp

報告書
A4判・96ページ

一般価格5,000円（税抜き）
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考 察　マンションのエレベーター　その②
―閉鎖的なEV業界に風穴を！―

一般社団法人マンション管理組合支援センター　昇降機検査資格者　笹原　俊一

◆メンテナンス契約の種類
（1）フルメンテナンス（FM）契約
　メーカー系メンテナンス会社では、契約書の表紙に「三菱メ
ンテンス契約」「日立メンテナス契約」などと記載されている
のが一般的です。このような契約は、「通常使用において通常
発生すると予測される修理及び部品取り替えを含む」という内
容で、価格が適正であれば管理組合にとっても手間のかからな
い契約方法です。
　ただし、価格は割高です。問題点は次の通りです。
　　①部品の取替周期が管理組合として把握できない
　　②�契約書には管理組合の判断ではなく、業者の判断で取り

替えを実施すると記載されている
　　③�部品の価格が明記されていないので、契約内で実施され

ても他契約との比較ができない
（2）POG契約
　（Parts＝パーツ）（Oil＝オイル）（Grease＝グリス）の略です。
契約書には「三菱点検契約」「日立点検契約」などと記載され
ているのが一般的です。同契約は、取替周期が短い上に消耗部
品を含む契約です。
　例としてカゴ内照明（蛍光灯）・乗り場表示ランプ・点検用
油脂類・取替頻度の高い接点等（おおむね３カ月～６カ月で取
り替えが必要な部品）です。同契約も専門用語が多く、管理組
合として内容を把握するのは困難です。
　ただし、フルメンテナンス契約とは異なり、点検費用と修理
（部品取替）費用が明確になり、情報開示はされていますが、
修理の必要性を管理組合が判断する必要があります。
　以上の２種類がエレベーターのメンテナンス契約の例です。

◆エレベーターメンテナンス会社の選択基準
①メンテナンスを下請けに丸投げにしている業者は避ける
　契約台数と社員数のバランスで、だいたい推測がつくもので
す。通常１人の技術者が担当できるエレベーターの台数は最大
でも70台程度です。したがって、社員数と自称契約台数が比
例していない場合は、メンテナンスを下請けに行わせている可
能性が高いのです。
　ただ、メンテナンスを下請けに出すこと自体が問題なのでは
ありません。しかし、メーカー系メンテナンス会社でも完全に
は下請けに出していないという実績からすれば、独立系のメン
テナンス会社を選択する場合、下請けに丸投げしている会社か
どうかを見極める必要があります。

②緊急時にどこから救助に駆けつけるか
　エレベーターの閉じ込め事故はないに越したことはありませ
んが、安全装置の考え方は、利用者の安全を守るために「停止
させる」というものです。
　そこで、地震や停電などで万一エレベーターが停止して閉じ
込められたときには、どこから救助に駆けつけてくれるのか
―技術者が常駐するサービス拠点がどこにあるかは、大切な
チェックポイントです。マンションの場所とサービス拠点の位
置関係を確認してみるとよいでしょう。
③緊急用部品をどの程度ストックしているか
　現在、エレベーター
メーカーは、補修用部
品の販売を行うように
なりましたが、土日祭
日まで販売しません。
そのために、メンテナ
ンス会社として緊急用
の部品をきちんと在庫
している会社を選択す
る必要があります。
④�メンテナンス料金が
極端に安くないか

　基本的に人件費は会
社の大小に関わらず、
資格を持った技術者が
メンテナンスを行うた
めには最低限のコスト
がかかります。したがっ
て、メンテナンス料金
が極端に安い場合には
メンテナンスの中身に
疑問があるのです。

一般社団法人マンション管理組合支援センター
連絡先
　〒101−0031��東京都千代田区東神田２−８−７��共信ビル
　TEL・FAX／ 03−5820−2152　平日10：00 ～ 17：00
　http://kanri-kumiai.jp

油圧式エレベーターの動力部分

エレベーター機械室の中の制御盤
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おかげさまで創業111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

●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
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千葉本社 〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町31番3号
TEL 047（434）1786　FAX 047（434）1789
TEL 047（434）1751㈹

東京本社

支店

営業所
〒111-0056 東京都台東区小島2-13-3 ティーエスケービル
TEL 03（5809）3374　FAX 03（3866）5805
TEL 03（5809）3151㈹

神奈川・埼玉

津田沼

施工会社倒産・施工瑕疵へのリスク回避に
全建センターは完成保証と瑕疵保険をセットでご提供いたします！

へのリスク回避にへのリスク回避に
と瑕疵保険をセットでご提供いたします！と瑕疵保険をセットでご提供いたします！

〇「大規模修繕工事完成保証」は、工事会社が倒産等により工事
の続行ができない場合、引き継ぐ工事会社の紹介、前払金・
追加工事費用等を賄う保証です。

〇「大規模修繕工事瑕疵保険」は、工事後に施工瑕疵（欠陥）が
見つかった場合にその瑕疵を補修するためにかかった費用を
保険金で賄う保険です。

問　い
合わせ

一般社団法人　全国建物調査診断センター
TEL：03-6304-0278　info@zenken-center.com　http://zenken-center.com
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　横須賀米軍基地の近くに立地するマンション（築30
年・91戸）では、マンション住まいのための使用細則
の英訳文を作成している。翻訳は管理組合役員と横須賀
市の米軍基地対策課が作成。マンションに住むにあたっ
てのルールや約束事が書かれている。
　同マンションは不在区分所有者が約30％。賃貸人は
すべて米軍を通して入居する米軍人だ。「入居時に住ま
い方を理解してもらっ
て、借りてもらうこと
が目的」と理事長。契
約社会のアメリカ流ら
しく、表紙に理事長の
サイン、賃貸人は誓約
書にサインを入れて入
居するシステムとなっ
ている。

Q25　居住者名簿の作成、他のマンションはどうしているの？

　「同じ建物に住むもの同士、顔や名前くらいは知っておくの
は当然」といってコミュニティー形成や災害時のために居住者
名簿を作成する管理組合があると思いますが、私の住むマン
ションでは「プライバシーに関することだから」と情報の提供
にまったく協力しない住民がいて名簿の作成が頓挫しました。

　管理費等の徴収など、管理組合を形成するための組合員名簿
は管理会社が持っていますが、それ以上の目的での名簿作成と
なると、「個人情報の保護」や「プライバシー」などの言葉か
ら各戸の受け止め方が違っているようです。
　他のマンションではどうしているのでしょうか？

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編

まずは生活ルールの周知徹底
使用細則、注意書き等の翻訳を
　ごみ捨てや室内パーティーの騒音などの生活ルールでトラブ
ルになりがちなため、外国人の入居を拒否することはできるか
―とありますが、外国人に対する賃貸借契約を拒否することは
憲法14条（法の下の平等）の趣旨に反します。訴えられれば、
不法行為で慰謝料等の損害賠償を請求されることになりかねま
せん。
　このため、「賃借人は日本人に限る」「外国人に賃貸してはな
らない」といった管理規約の定めは無効と考えられます。
　そもそも日本人より外国人の方がトラブルを起こしやすい、
ルール違反をする、といった根拠はありません。
　日本の生活習慣をよく知らない、区分所有者や仲介業者が生
活ルールをわかるように説明していないことからトラブルにつ
ながるケースがほとんどです。
　そこで、トラブルを予防するためには、管理規約や使用細則
のほか、生活ルールの取り決めなどを周知徹底することが必要

Q24　外国人のマンション居住で注意する点は？

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第69号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

です。日本語を話せても
読めないことからルール
を理解できていない場合
もあります。
　管理規約や使用細則、
掲示板の注意書きなどを
翻訳して交付する等の対
応が大切でしょう。
　こうした対応をし、繰
り返し説明・注意をして
も違反行為をする人に

業界初の小規模修繕専門業者だからできる
きめ細かいサービスをご提供します。

プランニングから施工・アフターサービスまで
真心を込めて対応させていただきます。

手すり、外階段、PS扉の塗り替え…
鉄部塗装ならお任せください！

株式会社 トータルリフォーム
本　　社：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-20-13 花園公園ビル7F　　0120-406-341
千葉支店：〒273-0033 千葉県船橋市本郷町475-1 石井ビル3F　☎047-332-4440
横浜支店：〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3-9 横濱ビル6F　☎045-680-0568

エントランスの掲示板には英語、中国語、
韓国語で注意書きをしているマンション
もある

は、理事会の決議で理事長は是正のための勧告、指示、警告を
行うことができますし、違反行為が著しい場合は「規約違反」「共
同の利益に反する行為」として行為の停止や差し止めを請求す
ることができます。こうした場合は、もはや日本人や外国人を
問わず、といえるでしょう。
　まずは、生活ルールを周知徹底する努力をすること。ルール
がわかればトラブルは減少します。
　ルールをわかって破る人は、その人がそういう人であって、
外国人みんながそうだということにはならないでしょう。日本
人とて同じことです。

　＜参考文献＞
　　『新・マンション管理の実務と法律』
　　齊藤広子、篠原みち子、鎌野邦樹／著
　　日本加除出版㈱／発行
　　A5判・316ページ・定価2,800円（税別）

日本語版と英語版の使用細則
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　早いもので、１年も既に残り３カ月となりました。歳を重ね
ると確実に実感時間速度は速くなるようです。年明けから始
めたチャレンジは何本継続していますか？歩数目標を決めた
ウォーキング、体操、習い事などなど…。
　毎年、頓挫する割合が多いのが日記です。年末に書店やホー
ムセンターなどに山積みされていた日記帳は１年日記ならば既
に半分を経過しているはずです。既成の日記帳はあらかじめ日
付けが印刷されているので、途中で放棄した場合は雑記帳にし
か使えません。そういう私も、これまで、何度、日記に挑戦し
て挫折したかわかりません。
　今年はパソコンアプリの日記帳（ズバリ日記帳）に取り組ん
でいますが、途中、記載を忘れる日があっても、なんとか今日
まで続いています。今回は相当年続きそうな予感がします。
　このソフトでは、いろいろな定型入力パターンがあらかじめ
用意されているので、自分で使いたいものを選択するといいで
しょう。
　「今日の食事」は朝昼晩の食事をデジカメで撮影して入れる
だけで完成します。３食では掲載が面倒なら毎朝だけ載せても
いい。作句が得意なら、「今日のポエム」がおすすめ。詩や句
を書き入れ関連する写真も入れられます。
　旅行や読書メモ、学習記録、観察日記、スポーツ観戦、映画、
音楽、演劇などもあります。これらには写真も入れられますか
ら、文章が苦手な人は、切符を撮影して入れ込むだけでもいい
のです。文章に拘って日記を書こうとするから長続きしなかっ

たが、カメラを利用したり、体重計に載ってその記録を記すな
ど、自分なりの記録範囲をきめて行えば、持続が可能だと思い
ます。
　「一日一膳」「１日の終わりに」などの定例パターンもありま
す。日記を書くことで感情浄化作用（効果）があることが最近
の研究でわかってきました。書くことが精神的な健康をもたら
すというのです。書くことは、お風呂に入ってリラックスする
と同様の日々の生活のストレスを解き放つ働きをしてくれま
す。
　最近はやりのブログも日記の一形態です。でも、鍵のかかっ
た自分だけの備忘録としての日記にもチャレンジしてみたいも
のです。ちなみに今回紹介した「ズバリ日記帳」は暗証番号が
設定できますし、ハードデスクやUSBなどにもバックアップ
できます。（文：ジャーナリスト・井上勝彦／絵：そねたあゆみ）

ちょっと一息

おもしろコラム

デジ日記帳の
オススメ

リフォーム事業本部
TEL：03-5479-1400　 FAX：03-5479-1401

〒108-0075  東京都港区港南１丁目８番27号 日新ビル９階

「あんしん大規模修繕工事かし保険」管理組合を守る保険制度です！
申込実績1400棟！（平成27年3月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課



16

● 問い合わせ先 ●
〒160−0023��東京都新宿区西新宿８丁目12−１−603�サンパレス新宿６階　　TEL.�03−6304−0278　FAX.�03−6304−0279

info@zenken-center.com　　◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com

関西圏
発行部数 13,000部

（2015.10 改訂 5）

首都圏 東京都
52.9％

大阪府
54.6％

神奈川県
23.6％

兵庫県
30.4％

群馬県0.2％
茨城県0.4％
栃木県0.1％

滋賀県2.4％

埼玉県
13.2％

京都府
12.6％

千葉県
9.6％

本紙は、首都圏・関西圏を中心と
した約13,000管理組合を対象に
大規模修繕工事の情報を掲載・
配布するフリーペーパーです。

配布先マンションデータ

※各マンションには１部お届けしておりますが、複数部ご希望の方はセンターまでご一報ください。


