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マンションクオリティの高さは防災力

工事でもブレない管理組合のコンセプト

Consideration

管理組合会計エトセトラ

修繕費の支出区分とは…

全建センターセミナー

【失敗事例】

情報開示不足でつまずき

前期、現理事会が対立

瑕疵保険

前年同期（4月～ 9月）比べ

申し込み数が1.7倍の310棟に

DATA

住宅相談統計年報2015

リフォーム相談、単価や合計金額は

適正か…93.2％

アラウンドマンションよもやま話 

超高齢化とマンション再生法

by  NPO日住協論説委員会

教えて！管理組合交流相談室 

Q 白紙委任状はどうやって取り扱うべき？

A 白紙委任状は議長への賛成票

  賛否ない議決権行使書は無効

　一般社団法人全国建物調査診断センター（全建センター）はこのほど、
１級施工管理技士や１級管工事施工管理技士など経験豊富なベテラン
相談員が現地に訪問し、管理組合の相談を受けるサービスを開始しま
した。大規模修繕工事等を検討している管理組合が、設計コンサルタ
ントやマンション管理士へ相談や業務を依頼する前に、計画修繕の基
礎知識の解説やコンサルタント選びを支援します。

【相談受け付け例】
・大規模修繕工事・設備改修工事は何からどうすればよいの？
　→�工事内容や問題点をヒアリングし、全体のスケジュールから検討
手順等を丁寧に解説

・信頼できるコンサルタントはどう選べばいいの？
　→�コンサルタントに依頼する業務内容や費用、適切な選び方等をレ
クチャー

・修繕委員会の立ち上げ方や総会の準備・対応は？
　→検討段階から居住者への広報活動の進め方等をレクチャー
・管理会社との付き合い方は？
　→�管理委託契約内容や見積もりの精査、業務改善のヒントを伝授
・長期修繕計画はこれでよいの？
　→�実態に即した長期修繕計画、適切な修繕積立金額等の豊富な参考
データを提供

・日常生活に影響する給排水設備改修はどうすればよいの？
　→過去の事例をもとに検討の進め方を丁寧に解説
　当面、首都圏からスタートします。
　全建センターは「大規模修繕工事新聞」の発行が８年目となり、マ
ンションの改修業界の中で、管理組合役員の皆様にとって中立的かつ
透明性のある情報が不足している問題を深刻に受け取りました。かか
る費用負担について悩んでいる管理組合が多い現実も目の当たりにし
ました。
　そこで全建センターのサービス業務として、経験豊富なスタッフが
直接管理組合を現地訪問し、相談を受ける体制を開設しました。初回
訪問相談は無料です。どうぞご活用ください。

　　●問い合わせ先
　　　一般社団法人 全国建物調査診断センター
　　　TEL：03−6304−0278　　FAX：03−6304−0279
　　　E-mail：�info@zenken-center.com

設計コンサル、マンション管理士への
依頼前の相談相手に

「管理組合役員向け訪問相談サービス」
スタート！

計画修繕の解説やコンサル選びを支援

全　建　セ　ン　ター

20100105-20160305-75
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　File Data. 86　神奈川・横須賀市／よこすか海辺ニュータウン ソフィアステイシア管理組合

管理組合

　2015年６月７日、工事終盤で地元住民が参加した現場
見学会を開催。その様子を７月５号（67号）で紹介したが、
今回は、工事プラスアルファについて追記する。
　ソフィアステイシア管理組合では、過去の修繕履歴を
知る歴代理事長全員が委員を務める大規模修繕委員会が
中心となって大規模修繕工事を実行させた。
　ソフィアステイシア管理組合にとっての第１回大規模
修繕工事は、一連の建物改修のほか、全館一斉放送シス
テムの導入、受水槽内へのタンクセイバーの設置、し尿
処理能力のある災害対策用簡易トイレやマンホールトイ
レの購入など、工事においても意識は常に「防災力」に
向けられている。
　「ソフィアステイシアのマンションクオリティの高さは
防災力にあり」―これが常に管理組合の軸であり、工事
においても、コミュニティー形成においても、何事にも

マンションクオリティの高さは防災力
工事でもブレない管理組合のコンセプト

体式波動抑制装置「タンクセイバー『波平さん』」である。
　大地震で受水槽が破損するのは、長周期地震動によっ
て容器の中の液体（水）が激しく波打つこと（スロッシ
ング現象）が原因だと言われている。
　「波平さん」の設置はタンク内の水に浮かせるだけ。地
震で大きく動こうとする流体は「波平さん」を通ること
で液面揺動による波高が大きく減衰（1/3以下）し、タン
クの損壊を防ぐことができるという。
　ソフィアステイシアの住民は約1,000人。１人３リット
ルとして50日分が確保できる計算だ。
　また、防災箱を購入し、津波被害を想定して6F以上の
12カ所に設置。防災箱には、発災直後の避難誘導の仕方、
初期活動の作業手順を置き、年々避難道具や機材を増や
して箱の中身を充実させていくという。
　工事期間中の昨年６月、管理規約を改正。規約の目的
に「防災・減災に努め居住者の生命と財産を守る」と明

外壁タイルはレンガサイズのほか、
サイズが50mm以下のモザイクタ
イルを使用している個所もある

自走式駐車場の屋上は半分ずつ施
工。下地補修を行った後、ウレタ
ン防水を吹き付ける

バルコニー床はウレタン塗
膜プラス長尺シート貼り

災害時、万が一EV内に閉じ込
められた場合の防災備蓄BOX
も設置

防災箱を、津波の心配がない6階
以上の12カ所に設置した

ブレないコンセプトだ。
　水道本管からの直結給水
化が普及している中で、あ
えて155トンの受水槽を残
す選択をした。それは「水
とトイレは最低限、管理組
合の義務」という考えが
あってのこと。
　そこで導入したのが、受
水槽を地震被害から守る浮
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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

工事データ
○工事名／よこすか海辺ニュータウン�ソフィアステイシ
ア大規模修繕工事　○建物概要／ 2003（平成15）年竣工・
RC造地上８～ 14階建・４棟・309戸・自走式駐車場１
棟　○発注者／よこすか海辺ニュータウン�ソフィアステ
イシア管理組合　○設計・監理／㈱英綜合企画設計　○
施工者／建装工業㈱、横須賀管工事協同組合（タンクセ
イバー設置）
○主な工事内容
・仮設／現場事務所、仮設足場
・下地補修／外壁タイル面、外壁塗装面、共用部天井面
・シーリング／外壁目地、建具まわり
・高圧洗浄／高圧水、洗剤、薬品
・塗�装／外壁、手すり壁、バルコニー天井、共用廊下天井
等

・鉄�部塗装／メーターボックス扉、トランクルーム扉、
ウレタン塗膜

・屋�上防水／アスファルトシート、塩ビシート、ウレタ
ン塗膜

・バルコニー防水／ウレタン塗膜プラス長尺シート貼り
・外�部階段床防水／ウレタン塗膜プラス階段用長尺シー
ト貼り

・玄関扉／塩害対策仕様カバー工法
・受�水槽／浮体式波動抑制装置タンクセイバー・波平さ
ん設置

・そ�の他／インターホン更新（全館一斉放送システム導
入）等

○工事期間／ 2015年１月～ 2015年９月

設計・監理者：株式会社 英綜合企画設計
■本社
〒238−0004��横須賀市小川町25−５−203
☎046−825−8575
代表者：島村利彦　　設立：1987年（昭和62年）
資本金：1,200万円　　http://www.hanabusa.e-arc.jp

施工者：建装工業株式会社
■本社・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
☎03−3433−0503
■関西支店
〒564−0063��大阪府吹田市江坂町２−１−52
☎06−6821−3611
代表者：高橋修身　　創業：1903年（昭和36年）
資本金：３億円　　http://www.kenso.co.jp

施工者：横須賀管工事協同組合
■本社
〒238−0004��横須賀市小川町25−１
☎046−825−2345
設立：1951年（昭和26年）　組合員数：36社（平成27年現在）
http://www.yokokan.jp

地震発生時に受水槽内の水の波動
を説明する副理事長の安部さん

受水槽は155t。非常用水の確保
のために残すことを選択

タンクセイバー・波平さんの
使用材料

波平さん設置後の様子。地震時の
波動を抑えることで水槽の破損を
防ぐ

記した。発災後の応急復旧費用は大規模修繕会計から支
出ができる、災害により緊急の場合は居住者の同意を得
ることなく専有部分に立ち入ることができる等、防災に
関する具体的な記述を追加するなど、ブレない姿勢はそ
こにも現れている。
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　マンションの修繕工事費用は一般会計（管理費会計）
または特別会計（修繕積立金会計）のどちらから支出す
るのでしょうか？
　マンション標準管理規約では、管理費と修繕積立金の
用途について、次のように記しています。

修繕費の支出区分（例）

一般会計（管理費会計） 経常的な補修や通常の管理に要する費用

共用部分の照明の修理、非常灯の補修（消防設備）、共用部分のインターホン補修など

特別会計（修繕積立金会計） 経常的に発生することが見込まれない費用

計画修繕、給水ポンプの故障、消防設備の改修、機械式駐車場の部品交換工事、共用部
分の LED化、自転車置き場増設工事など

管理組合会計エトセトラ
修繕費の支出区分とは…

考 察

第27条（管理費）
三　　共用設備の保守維持費及び運転費
六　　経常的な補修費
十二　�その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する

費用
第28条（修繕積立金）
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二　�不足の事故その他特別の自由により必要となる修繕
三　敷地及び共用部分等の変更
四　�建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調

査
五　�その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有

者全体の利益のために特別に必要となる管理

　さらにマンション標準管理規約では、修繕積立金は管
理費と区分して経理しなければならないとあります（区
分経理）。駐車場会計や電波障害対策費会計等についても、
使用される目的ごとに区分して会計処理を行うことが望
ましいといえるでしょう。
　修繕費の支出区分の例を表にしましたが、そもそも会
計区分に決まりはありません。それはマンションの予算
規模によって異なるからです。600戸のマンションで外灯
の一部を管理費会計からの支出でLED化し、評判が上がっ
た後に外灯全体のLED化を大規模修繕工事に取り入れた
ケースがありましたが、小規模マンションで同じことが

できるでしょうか。
　それぞれの管理組合が自
分たちのマンションの予算
規模を把握して、バランス
のよい支出の区分を決める
ことが大切です。さらにこ
の区分はあらかじめ規約に
盛り込んでおくことも重要
でしょう。
　また、管理費会計の余剰
金について、マンション標準管理規約では翌期の管理費
会計に繰り越すことになっています。
　将来的な大規模修繕工事に備えて、管理費会計の余剰
資金を修繕積立金会計に組み入れる場合も、管理規約を
改定することが望ましいといえます。修繕積立金会計へ
の組み入れの根拠とするためです。

【マンション標準管理規約】

第61条（管理費等の過不足）

　収支決算の結果、管理費等に余剰を生じた場合には、

その余剰は翌年度における管理費に充当する。

↓

【管理規約変更案】

第○条（管理費等の過不足）

　収支決算の結果、管理費等に余剰を生じた場合には、

その余剰は翌年度における管理費または修繕積立金に

組み入れることができる。

共用廊下の照明のLED化は積立
金会計だが、修理程度は管理費会
計から支出するのが一般的だ
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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へ̶。

塗膜劣化を防ぐ高耐久性塗料
「アレスダイナミックTOP」発売開始

新製品紹介

　関西ペイント㈱（本社大阪市、石野博社長）と関西ペ

イント販売㈱（本社東京・大田区、毛利訓士社長）は２

月４日、「快適生活提案塗料シリーズ」の一環として、新

製品・高耐候性水系上塗り塗料「アレスダイナミック

TOP」を発売開始すると発表しました。

　多くの塗膜破壊は「ラジカル」という科学物質が引き

起こします。ラジカルとは不対電子をもつ原子や分子の

ことで、塗料成分のひとつ「酸化チタン」に紫外線が当

たることで発生し、塗膜劣化を促進させるのです。

紫外線から外壁を守る4つの技術

高耐候性

（ラジカル制御）

ラジカルの発生を抑制 1. アクリルシリコン樹脂

　　　（高性能シリコンレジン）

シロキサン結合の高い結合エネルギー

で紫外線による樹脂劣化を抑制

2. ラジカルバリヤコート 無機酸化物による表面処理によりチタ

ン白からのラジカル発生を抑制

3. UVトラップ 塗膜劣化を引き起こす有害な紫外線を

熱エネルギーに変換し無害化

生じたラジカルを捕捉 4. ラジカルキャッチャー 樹脂・顔料からの発生ラジカルを補足

し、光安定化

塗膜劣化のメカニズム
　「アレスダイナミックTOP」は関西ペイントテクノロ

ジーを駆使し、この塗膜劣化の原因物質であるラジカル

の発生を抑える技術を開発したもので、樹脂性能を最大

限に引き出した高耐候性水系上塗り塗料です。ラジカル

の発生と活動を抑える４つの技術で、塗料の耐久性を飛

躍的に向上させることができるようになりました。

アレスダイナミックTOPの特長
・最上位品フッ素に迫る高耐候性

・樹脂性能を最大限に引き出すラジカル制御技術を採用

・超低汚染

・カビ、藻が付着しにくい

・臭気の少ない水性塗料

・艶（つや）の仕上がりの選択が可能

　　（艶あり、７部艶、５部艶、３部艶）

・強力な付着力

　　（�強化剤を配合することで、潤滑面や高湿度環境

での施工が可能）
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物件概要
　松戸市・1975年竣工・200戸
経過
　相談の２年前から給排水管の漏
水が頻発しており、早急な工事が
必要とのことだった。
　相談を受けた初回のヒアリング
内容を下記にまとめた。
・�前期の理事会の思いつくまま、複
数の管更生工事業者に見積もり依
頼を行い、特定の業者に決定した。

・�頻発する漏水事故を抑制するため
に強引な流れで総会に議案を上げ
たのである。

・�出席した区分所有者は「寝耳に水」の状態だったため、猛反発。
以後、前期理事会と区分所有者間の確執が生まれた。
・�相談に来たのは、現理事会であり、主なメンバーは前期理事
会案に反対した区分所有者である。

相談対応
　管理組合内部の区分所有者間の確執は明確であったため、情
報公開や、区分所有者と設計コンサルタントとのコミュニケー
ションを図ることを目的に、業務委託期間１年間のうち、６度
の説明会を実施。説明会は工事範囲、内容、金額、工法、業者
選定方法など、区分所有者の理解を徐々に進めていった。
　この間、前期理事会のメンバーとも意見交換を進め、コミュ
ニケーションを図り、大切なのは工事を完了することでマン
ション全体の利益になることであると主張し、一定の理解を得

失敗事例　情報開示不足でつまずき
　　　　　前期、現理事会が対立

た。
　「理事会の苦労は一般の区分所有者には伝わりにくい。それ
をわかってもらうためには情報公開やコミュニケーションが大
事。今回はそれがなくて区分所有者間の確執が生まれたため、
説明会を繰り返した」と説明した。
この結果…
　前期、今期理事会の感情論は一旦置いて、マンション全体の
利益を優先するようにお願いしていたにも関わらず、前期理事
会派の反発により工事計画が頓挫。漏水事故の洗い出し、仕様
書作成、説明会実施など、設計コンサルタント費用も水泡に帰
した。
何が悪かったのか
　問題点はやはり、最初のつまずきだ。理事会や専門委員会の
関係者には当たり前のことでも、区分所有者や居住者にとって
はそうとは限らない。前期理事会の情報開示不足やコミュニ
ケーション不足が確執の原因となり、尾を引いた。
　設計コンサルタントが入り、前期理事会を諭しても現理事会
との溝は埋まらなかった。
大切なのは情報開示
　共用部分がメインの大規模修繕工事でもバルコニーの使用制
限による不自由がある。設備工事に至っては、断水や排水制限、
在宅のお願いなど生活への影響が大きくなる。
　総会でそんな大事な工事を急に定義されたら、だれだって普
通はびっくりするだろう。
　劣化状況やこれからの方針、おカネの算段、工事計画作成な
どの過程や中間報告の情報開示をして、周知することは大切で
ある。
　周知の方法としては、説明会の実施や広報誌の定期的な発行、
管理組合独自のWebサイトの作成など、さまざなことが考えら
れる。

　全国建物調査診断センターは１月24日、東京・京橋の㈱
住宅あんしん保証本社会議室で「意外に難関　合意形成の
秘訣」をテーマに大規模修繕工事【問題解決】セミナーを
行いました。
　大規模修繕工事の計画を立てる際、理事会や修繕委員会
で集約した情報等を正しく住民に伝え、合意形成をする必
要があります。
　そこで、こうした住民の合意形成の支援をしてきた㈱
KAI設計（１級建築士事務所）の菅純一郎・代表取締役の
講演内容の一部を掲載します。

大規模修繕工事【問題解決】セミナー
「意外に難関　合意形成の秘訣」

1 ／ 24　於：東京・住宅あんしん保証本社会議室

セミナー風景。会場は住宅あんしん保証本社会議室

講師を務める菅純一郎氏。
講演後の質疑にも丁寧に応
えていた

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
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「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1700棟！（平成27年12月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

●前年同期（4月～9月）比べ
　申し込み数が1.7倍の310棟に！
　住宅瑕疵担保責任保険法人・㈱住宅あんしん保証は２
月、大規模修繕工事瑕疵保険における平成27年上期（４
月～９月）の保険申し込み動向を発表しました。
　これによると、前年同期の申し込み実績182棟から今期
は310棟となり、170%アップとなりました（グラフ1）。
申し込み数は毎年、増えています。
　申し込み実績を工事種目別にみると（グラフ2）、「給排
水管路の更新、更生工事」の割合が10％から30％へと増
えています。これは高経年マンションや団地の申し込み
増加がみられたことが大きいといえます。
　給排水管路工事は通常、保険期間が５年ですが、10年
特約を選択するケースが多くありました。
　申し込み内訳（グラフ3）は、どのような経緯で申し込
みに至ったのかを集計しました。
　この結果、工事会社選定の入札条件等に「瑕疵保険加
入」と記載し、管理組合または設計事務所から、工事会
社へ保険申し込みのリクエストをしたケースが50%、住

大 模 繕 事 疵 険 内 整規 修 工 瑕 保 の 容 理
―管理組合の理解のために―

その3　平成27年上期の保険申し込み動向
宅リフォーム事業団体登録制度により保険申し込みをし
たケースが30％、大手管理会社が申し込みをしたケース
が20％でした。
※住宅リフォーム事業団体登録制度
　�　平成26年９月、国土交通省が一定の要件を満たす住
宅リフォーム事業者団体を登録・公表することにより、
団体を通じてリフォーム事業者（工事会社）の業務の
適正な運営を確保し、消費者が業者選定を行う上での
判断材料となるよう、市場環境整備を目的に制度化さ
れたもの。
　�　登録団体に加入している工事会社は、一定金額以上
の工事金額の工事を請け負う場合は、大規模修繕工事
瑕疵保険に原則加入することが求められている。（但し、
管理組合が書面で反対の意志表示をしている場合を除
く）
　今後の展望として管理組合は、「工事会社選定の入札条
件化」�により課題の克服ができると考えられます。
　瑕疵保険の加入・非加入が問題になるのは、いざ瑕疵
問題が発生した時です。このため、理事会や修繕委員会
だけで非加入判断をすることにはリスクがあります。
　保険加入は住民への説明会等、工事会社選定の検討段
階から合意形成を行い、方針決定をしておくべきです。
後にトラブルになったとき、非加入の場合は誰が判断し
たのかという責任問題になりかねません。総会議事録に
残しておくとより確かでしょう。

グラフ1

グラフ2

グラフ3
　瑕疵保険に加入した場
合は、着工前に加入した
ことの証明である「受理
証」の写しを工事会社か
らもらい確認する。工事
完了後は、管理組合あて
に「付保証明書」が発行
されるので、次期以降の
理事会に引き継ぐことが
大事です。
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　公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターは１月29日、同センターのホームページに「住宅相談統計年
報2015 資料編」を掲載しました。
　住宅相談統計年報は同センターが2000年度から開始したもので、今回は2014年度の電話相談、専門家相談、住宅紛
争処理について、相談内容等を統計的に整理したものを10月に発表。その資料編として具体的な集計データを掲載し
ています。
　ここでは、マンション（共同住宅等）に関するデータをピックアップして紹介します。

　2014年度の電話相談全体で「新規相談件数（相談するのが初めてという件数）」は26,136件で、前年度と比較して7.9%増加。こ
のうち、「リフォーム相談」は9,305件で同3.2%増だった。

リフォーム相談、単価や合計金額は適正か…93.2％
住宅リフォーム・紛争処理支援センター

　不具合が生じている相談にみられる不具合事象は「共同住宅等」では、「変形」「はがれ」が多く、次いで「漏水」が多い。

　「リフォームの見積書を事業者から取得したが、妥当かどう
か不安」などの消費者からの相談に対して、電話で助言を行う
リフォーム見積チェックサービスでは、事業者から取得した見

積書に関する相談件数（見積書の送付がないものを含む）は
808件で、このうち、見積書の送付があった件数は534件であっ
た。

　相談者の93.2%が「単価や合計金額は適正か」について、
64.7％が「工事内容や工事項目は適切か」について相談をして
いる。

　見積書の合計金額は、工事範囲や項目・仕様など工事の内容
によって異なるため、「工事範囲や工事内容の確認点について」
「単価情報等の提供」に関する助言が多い。また、法律や技術
など、様々な側面からの助言も併せて行っている。

公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

住まいるダイヤル 0570-016-100

10：00 ～ 17：00（土、日、祝休日、年末年始を除く）

https://www.chord.or.jp

　工事金額（見積金額）は、共同住宅等では単体工事も含まれ
ているためか、「50万円以下」が最も多くなっている。

0 20 40 60 80 100

単価や合計金額は適正か 93.2％

64.7％

11.2％

11.0％

工事内容や工事項目は適切か

事業者の選定はどのように
すればよいか

事業者の信頼性について

0 10 20 30 40 50

1,000万円超 1.3％

14.2％

4.5％

5.2％

5.2％

11.6％

16.1％

41.9％

～1,000万円以下

～500万円以下

～400万円以下

～300万円以下

～200万円以下

～100万円以下

～50万円以下

0 20 40 60 80 100

工事範囲や
工事内容の確認点について

93.7％

82.2％

43.3％

34.0％

26.9％

25.2％

クーリング・オフや瑕疵保険など
法律や制度について助言
耐震改修や施工方法など

技術的な助言
複数の業者から

見積りをとることを助言

単価情報等の提供

契約時の注意点

14.7％
14.2％

10.1％
9.1％

6.9％
6.0％
5.5％
5.2％
5.1％

3.6％
3.6％
3.4％

1.7％
1.1％
1.1％
0.9％
0.8％
0.7％

〈表1〉不具合事象と主な不具合部位（共同住宅等 n=844）※複数カウント
主な不具合事象 割　　合※１ 件　　数 当該事象が多くみられる部位

変形 124 床、開口部・建具
はがれ 120 床、内壁、内装
漏水 85 給水・給湯配管、排水配管
汚れ 77 床、内壁
雨漏り 58 屋根、外壁
ひび割れ 51 床、内装、外壁
性能不足 46 設備機器
きず 44  床、開口部・建具
作動不良 43 設備機器、開口部・建具
傾斜 30 床
床鳴り 30 床
排水不良 29 排水配管
異臭 14 内壁、排水配管
異常音 9 設備機器
遮音不良 9 床
結露 8 内壁・内装
腐食・腐朽 7 外壁、バルコニー・庇等
沈下 6 床・地盤

※1　リフォーム相談のうち共同住宅等において不具合が生じている相談844件に対する割合

〈表2〉主な相談内容（共同住宅等 n=527）※複数カウント 〈表3〉主な助言内容（共同住宅等 n=527）※複数カウント

〈表4〉見積金額（共同住宅等 n=155）
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リニューアル事業本部

マンション維持管理支援・
専門家ネットワーク／編

㈱民事法研究会／発行
A5判・131ページ

定価／ 1,400円（税別）
2015年12月１日発売

ISBN978-4-86556-055-8

　日頃からマンション問題に取り組む弁護士やマンショ

ン管理士、建築士、設備関係技術者等で構成するマンショ

ン維持管理支援・専門家ネットワークのメンバーが編著

者として上梓した１冊。

　リフォームとは各戸内の改修工事のこと。とはいえマ

ンションは区分所有法の中で専有部分が規定されている

ため、法律や管理規約等を確認して、それに則った工事

を行わなければならない。

　こうしたマンションリフォームの基礎知識から、失敗

しないリフォームのためのチェックポイント、管理組合

の留意点、トラブルの対処法等を、Q&A形式で解説。巻

末には参考資料として、同ネットワークが作成した「専

有部分のリフォーム工事に関する細則」モデルを掲載し

た。

　本書の中から一部を抜粋して紹介する。

　第３章Q7：内部の壁を剥がしたところ、コンクリート

に穴が空いていることがわかった。このままでよいのだ

ろうか。

　回答では、まずは管理組合に報告することを説明。構

造上問題があるかもしれないので、リフォーム業者が工

事の進行にあわせてその都度、写真を撮って記録し、問

題があればすぐに報告するよう勧めている。

　第５章Q13：リフォーム業者がエレベーターを傷つけ、

管理組合から修理費用を請求された。払うべきなのだろ

うか。

　これに対して、施主は原則的に、リフォーム業者がそ

の仕事について第三者に加えた損害について賠償する責

任は負わない。なので、管理組合はリフォーム業者に対

して損害賠償を請求すると答えている。

　本書はその他47のQ&Aとリフォーム細則モデルで構成

されている。

本 の 紹 介
『Q&A マンションリフォームのツボ』

―管理組合・居住者が知っておくべき　　　　
　　　　トラブル予防・解決の必須知識―
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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。

●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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　建替えか、長寿命化か、
マンションの在り方に関
して、全国マンション管
理組合連合会（全管連、
18団体、約22万世帯）が、
2015年９月の通常総会で、
「マンションの改良による

再生等を円滑に促進するための法律案（マンション再生
法）」制定の提唱を議決した。
　年明けから、国交省、マンション関連団体、各政党に
働きかけるなど、幅広く運動を展開しようとしている。
　マンションに関する法律は、区分所有法、マンション
建替え円滑化法等があるが、長寿命化を目指すための条
件整備、区分所有法などの改正をも視野に入れた法律の
提案は、初めてだ。
　法案は、わずか６条からなるが、今後の論議、指摘を
受け、実際の法案は、10数条にわたるはずだ。
　法案の趣旨は、ハードルの高い建替えより、大規模修
繕工事等で改良、改善を繰り返して長寿命化を目指そう
とする。
　大規模修繕工事を繰り返せば、長寿命化するのだから、
特別な法律は必要ない、という反論もある。

　しかし、マンションに長く住み続けるため、増築・減築、
共用部・専有部と一体となった配管の更新、革命的な技
術が開発されれば、階段室へのエレベーターの導入など
を視野に入れ、あくまでも長寿命化を追い求めていく。
　マンション再生という言葉は、建替え、長寿命化を目
指す改良・改修のふたつの解釈がある。国交省などは、
再生を建替えと捉えることが多い。
　昨年７月に設置された国交省の「住宅団地の再生のあ
り方に関する検討会」は、団地建替えをイメージした提
案になるとみられ、近く結論が出される。
　建替えに成功したマンションは、全国にある10万件の
マンションのうち、これまで202件（阪神・淡路大震災に
よる建替え120件は除く。東京都調べ）しかない。
　しかもそのうち、117件は東京都内の建替えだ。築30年
超のマンションが150万戸を超え、住民の高齢化、建替え
資金の確保の問題などで、建替えは、ますます困難さを
増す。
　大手開発業者の中で、主流だった建替えの勧めではな
く「100年マンションの育て方」として延命に力点を置い
た提案をする業者も出てきた。
　時代は、再生のうち、長寿命化へ振れてきた、とみて
いる。� （NPO日住協論説委員会）

超高齢化とマンション再生法
NPO日本住宅管理組合協議会／集合住宅管理新聞『アメニティ』2016年1月5日付第400号「論談」より
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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
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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

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
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白紙委任状は議長への賛成票
賛否ない議決権行使書は無効
　相談は①白紙委任状を正規のものとして扱ってよいの

か、②賛否の記載がない議決権行使書をどう取り扱うの

か、の２点です。

　①の回答は、理事会に提出された白紙委任状は賛成票

として取り扱うべきです。

　委任状の場合はほとんど理事会に提出されます。白紙

の場合は末尾に「代理人の氏名の記載のない委任状は、

議長に委任したものとみなす」等と書いている管理組合

も多いと思います。標準管理規約では、理事長は議長と

Q29　白紙委任状はどうやって取り扱うべき？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　総会で白紙委任状や白紙が提出された場合、正規のも

のとして取り扱ってもよいものでしょうか？また、これ

も賛否の記載がない白紙の議決権行使書を提出するもの

もいます。この取り扱い方を教えてください。

ベストアンサーに選ばれた回答

なっています。

　標準管理規約のコメントでは、「委任状の様式等におい

て、委任状を用いる場合には誰を代理人とするかについ

て主体的に決定することが必要であること、適当な代理

人がいない場合には代理人欄を空欄とせず議決権行使書

によって自らの賛否の意思表示をすることが必要である

こと等を記載しておくことが考えられる」としています。

　②の賛否の記載がない議決権行使書については、賛成

票に数えることができません。

　議案についての具体的な賛否の記載がなければ、議決

権を書面によって行使する意思があるとみることができ

ないからです。

　委任状も同時に提出していれば、委任状を優先すれば

よいのですが、そうでなければ、議決権行使書への記入

ミスということもあるので、本人確認が望ましいといえ

るでしょう。

　＜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

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

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
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料金受取人払郵便

新宿局
承　認

405
差出有効期間
平成30年２月
28日まで
（切手不要）

1 6 0 8 7 9 0
3 2 3

東京都新宿区西新宿8-12-1
サンパレス新宿603

全国建物調査診断センター
駐車場リノベーション機構　行

『大規模修繕工事新聞』をメールマガジンで差し上げています。
メルマガをご希望されない場合は□にチェックを入れてください。
　　　　　　　　　　　□ 希望しない

管理組合名

お名前

ご住所

ＴＥＬ

E-mail

竣
工
年

役
職

総
戸
数

キリトリセン

　全国建物調査診断センター「駐車場リノベーショ

ン機構」では、（１）駐車場使用料の会計処理、税

対策（２）迷惑駐車対策・防犯対策（３）メンテナ

ンス内容の見直し（４）空き駐車場への対応（５）

機械式駐車場リニューアルなど、駐車場のさまざま

な問題をワンストップで解決するため、コンサルタ

ントやアドバイザーなどの専門家、協力会社を組織

し、対応にあたっております。

　ご相談やご意見、ご要望のある方は、上記の「相

談申込はがき」またはE-mailでお申し込みください。

E-mail：�info@zenken-center.com

機械式駐車場
パレット補修事例

塩害での腐食が厳しいマンション
定期的な補修工事が必要

全建センター
「駐車場リノベーション機構」

からの発信

　特に海が近く、塩害によ

るパレットの腐食が厳しい

マンションなどでは、定期

的に機械式駐車場の補修工

事が必要です。

　写真はパレットの縞鋼板

に錆が発生し、それによっ

て穴が開いてしまいまし

た。これが30パレットの

うち11カ所。補修は、錆

の除去（ケレン）、穴をふ

さぐための鋼材加工、錆止

め剤塗布、中・上塗り剤塗

布などで、約70万円の支

出となりました。

　この管理組合では独立系

のメンテナンス会社と保守

点検業務契約を結び、年４

回の保守点検を行っていま

す。この金額が10基30パ

レットで年24万円。排水

ポンプ点検、消耗部品等の

交換は別途かかります。こ

こに部分補修費70万円が

保守点検業務費

〈3段式〉
30パレット

1基／1回
10基／年間
（年4回）

10基／月
1台／月

（1台当たり）

POG点検費 6,000円 240,000円 60,000円 2,000円

※排水ポンプ点検は別途契約

◆マンションデータ

所在地：神奈川県横須賀市

2006年竣工・１棟・36戸

駐車場形態：地上１段・地下ピット２段式・全30台

駐車場使用料（月額）：�

　�（地上）１万8,000円、（地下１段））１万6,000円、

（地下２段））１万4,000円

　今回は、パレット補修の事例を紹介します。

パレットの縞鋼板に、錆によって
穴が開いてしまった個所

錆の部分を落としていくと、予定
より大きな切り取りになってしま
う場合が多い

鉄板を溶接した後の様子

塗装後の写真。仕上げにはウレタ
ン樹脂塗料を使用した

さらにプラスされるというわけです。

　機械式駐車場を長期使用可能にするためには、維持管

理（保守点検）のほかに日頃の部分補修が大事だといえ

ます。

＜取材協力・㈱桐ヶ谷工業所＞
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● 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

発行部数 30,000部

（2016.2 改訂 6）

本紙は、首都圏・関西圏を中心とした約30,000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

東京都
55.1％

首都圏
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※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。

　一般社団法人全国建物調査診断センター（全建セン
ター）は「大規模修繕工事新聞」専用サイトをリニュー
アルしました。工事完成保証、駐車場問題解決、修繕
設計会社紹介、小規模マンション専門の工事会社紹介
など、全建センターの事業についてもリンクしやすい
構成になっています。
　また、メルマガ登録すれば更新時するたびに配信さ
れます。ぜひとも、「大規模修繕工事新聞」専用サイ
トを覗いてみてください。
◆メルマガ登録のメリット◆
・新聞に掲載された情報が無料で配信される
・�新聞を回覧せずとも管理組合役員、住民間で同時に
情報を共有できる

・�回覧していたり、コピーして再配布する必要がなく
なる

daikibo.jp.net

好評！メルマガ無料配信登録
相談申込はがき

テーマ：マンション駐車場運営相談

1．駐車場運営の相談概要について下記に印を付けてください。

　　□ 駐車場使用料の会計処理・税対策　□ 迷惑駐車

　　□ 機械式駐車場のメンテ費　□ 空き駐車場

　　□ 駐車場のリニューアル　□ その他

2．現在、駐車場運営問題はどこに相談していますか？

　　□ 管理会社　□ マンション管理士　□ 建築士事務所

　　□ マンション関係団体　□ その他

※ご記入いただいた個人情報は当センターから発信するご案内等のほかには
　利用いたしません。

★ご相談・ご要望などを自由にお書きください

キリトリセン


