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管理組合修繕奮闘記File Data 97
全国初！住民主催の団地再生コンペを実施
外部環境整備でコミュニティ活性化へ

会社探訪
株式会社富士防
防水業者として創業した強みを生かし
業界屈指のブランド企業を目指す！

Damage Insurance
マンション総合保険値上げ
管理組合の自己防衛策とは!?

Preparation
「民泊」、迫られる対応！
管理組合、独自防衛の必要も

アラウンドマンションよもやま話
管理組合も個人情報保護法の対象に

教えて！管理組合交流相談室 
Q 管理会社変更で気をつけることは？
A 理事会のエネルギーは膨大
   よく検討した上で行動することが必要

Seminar1
外国人技能実習生採用セミナー

『ミャンマーの真実』

Seminar2
第30回記念セミナー
大規模修繕工事100組合の教訓

100カ所の修繕奮闘記を
HPにアップ！

全建センター ニューヨーク支部を設立

　一般社団法人全国建物調査診断セン
ターと一般社団法人マンション総研は
『大規模修繕工事新聞』に連載を重ね
てきた「管理組合修繕奮闘記」が近々
100回を迎えるにあたって、これまで
の実績をホームページにアップいたし
ました。
　掲載数は12月号現在、97件。すべて
管理組合が奮闘してきた記録です。ま
もなく100事例となります。これまで
寄せられた修繕奮闘記の感想は下記の
通りです。
　・�大規模修繕工事の悩み解決の本当
の手段がわかった

　・住民合意の方法のヒントを得た
　・合理的な工事予算計画の方向性がわかった
　・工事業者選定のノウハウがわかった
　・理事長と修繕委員のストレス解消例を多く収集できた
　詳しくは100組合の記録サイトを御覧ください。
　http://www.daikibo100.com
　また、『大規模修繕工事100組合の教訓』と題して、３月26日にセミ
ナーを行います。16ページを参照してください。

　一般社団法人全国建物調査診断センター（吉野笙一理事長）はこの
ほど、ニューヨーク支部を設立しました。
　マンション建設の先駆者として、戦前よりマンション時代を経験し
ているニューヨーク。その最新で継続的な情報を得るために現地担当
者と情報共有をしていきます。
　全建センターは昨年11月の鹿児島支部に続いて、今年11月から福岡、
ニューヨークに支部を設立し、情報収集と管理組合への情報提供を行っ
ていきます。

●ニューヨーク支部所在地
　101-24�Queens�Blvd.Apt#4A　ForestHills�11375�NewYork�USA
　担当者：Hakan�Dursun
　問い合わせ等は従来通り、新宿本部へ
　TEL.03-6304-0278�　FAX.03-6304-0279
　info@zenken-center.com

20100105-20161205-84

大規模修繕工事100管理組合の実録サイト



2

2016.12.5

　File Data. 97　　

管理組合

最優秀賞に㈱スタジオゲンクマガイ
「団地まるごと公園化」テーマに

全国初！住民主催の団地再生コンペを実施
～左近山団地中央地区管理組合／団地再生への取り組み～

外部環境整備でコミュニティ活性化へ

　横浜市旭区の左近山団地中央地区管理組合が「団地再生の実
現」を掲げて、一般から提案を募集するコンペティションを実
施した。住民主催の団地再生コンペは全国でもはじめて。
　左近山団地中央地区は今年で築48年。規模は62棟・1,300戸
で、区分所有者の63%が65歳以上という。現在、５戸で相続
人が決まらない住戸があり、今後増加するであろう相続問題、
空き家問題に対して管理組合にフォローする機能はなく、団地

左近山団地中央地区管理組合は62棟・1,300戸で、所有者の63%が65歳以上

した今、若い世代に来てもらえるような知恵を出せるかが問題」
として、管理組合で横浜市の団地再生支援事業に申請したと話
す。
　管理組合役員も立候補制で昨年７人だったものが、2016年
度は11人に増えた。横浜市の事業に申請、コンペ開催など、「管
理組合の仕事に“しかけ”をしてモチベーションをあげる」（村
上理事長）ことで、組合運営の活性化へとつなげていく効果も
ある。
　コンペの結果、最優秀賞に選ばれたのは㈱スタジオゲンクマ
ガイの「団地まるごと公園化」。中央地区集会所前のプールに
木の板を張りウッドデッキの交流スペースにする、交通公園に
芝生を敷き広場をつくり、ベンチを置くなど、外部環境整備で

 

左近山団地中央地区管理組合
所 在 地：横浜市旭区左近山
竣 工 年：1968年（昭和43年）１月竣工
建物概要：RC造５階建て・62棟・1,300戸
建設会社：日本住宅公団（現UR都市機構）
管理形態：自主管理

設計提案の対象となったI期整備地区。来年6月の完成を目指して中央
地区集会所前のプールと広場の環境整備を行う

㈱スタジオゲンクマガイが作成し
た、I期整備地区完成後の地形模
型（ジオラマ）

1次審査を通過した9作品のパネ
ルを展示。各団体のプレゼンテー
ション後、投票が行われた

公開プレゼンテーションの会場と
なった中学校の体育館。1月24
日当日は約200人が参加した

の衰退化が懸念されている。
　とはいえ、敷地内の豊かな
緑、広々とした空間、一方で
近隣には医療機関や学校、銀
行、スーパーマーケットのあ
る環境は、大都市・横浜の中
でも優れた住環境といえる。
　村上欽也理事長は「分譲当
初は30代が多く、子どもが
どんどん生まれて、活気が
あった。その人たちが高齢化
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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へ̶。

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

住民交流やコミュニティの活性化、新たな子育て世代の流入を
狙うという。
　「工事は来年６月の完了予定。そのときはお祝いのお祭りを
やって、子どもたちの遊ぶ声を聞きたい」と村上理事長は話し
ている。

「団地再生」検討から現在までの経緯
○H26.7
平成26年度「横浜市団地再生支援事業」に選定される
　団地に居住する住民が中心にとなって、団地の課題や再生に
向けた将来像を共有していくことを目的に、『住民発意の団地
再生』を支援する事業。管理組合にコーディネーターを派遣し、
団地の課題整理や助言、将来像を共有するための団地再生マス
タープランの策定等の支援を行う。コーディネーターは横浜市
住宅供給公社から派遣。派遣費用：無料。
○H26.10 ～ H27.3
管理組合の諮問機関である中長期計画検討委員会において、７
回の会合を開いてアクションプランの検討を行う。
・関東学院大学・中津教授を交えての街歩き・環境整備の課題
と目標の検討・外部空間の使い方の確認・空き家対策について
の勉強・アクションプランの構成・賃貸リフォーム等の見学・
アクションプランの取りまとめetc.
○H27.2
平成27年度「横浜市マンション・団地再生コーディネート支
援事業」に申請・受理される。コーディネーターは横浜市住宅
供給公社。※横浜市登録のマンション・団地再生コーディネー
ター８団体から派遣される。支援期間：１年～３年、年間５回
まで。費用：無料。
○H27.10
管理組合主催による団地再生の実現に向けたコンペティション
を実施。応募者にはデザイン会社、大学研究室、マンション管
理会社、建築士事務所、造園設計事務所など、24団体から提
案があった。

○H27.12
１次審査：審査委員による書類審査（非公開）
○H28.1
２次審査：応募者によるプレゼンテーション（９団体）および
住民投票（公開）
最優秀賞は㈱スタジオゲンクマガイ提案の『左近山ダンチパー
クプロジェクト』に決定
→�最優秀賞受賞者は管理組合からⅠ期整備地区の実地設計を委
託された。

○H28.5
管理組合総会にてⅠ期整備地区の工事費用を予算化
○H28.7 ～
近隣の小・中学生の意見を聞くワークショップなどを展開

㈱スタジオ ゲンクマガイ提案
『左近山ダンチパーク プロジェクト』

〈主な内容〉
テーマ：「まるごと公園化」
・住民みんなで作る「左近山ベンチ」「左近山ものづくりラボ」
・歩く目的をつくる「さんぽみち」「みち案内」
・�すべり台だけの公園、車のおもちゃを集めたブーブー公園な
ど、違う個性を持った「専門公園」

・団地内どこでもピクニック「左近山プレート」
・�みんなで育てる「みちばた菜園」「みちばた花壇」「左近山植
物図鑑」など
テーマ：「空き家の利用」
・奥様方の交流スペース「シェアキッチン&ダイニング」
・子育て世代を呼び込む「プレイルーム&託児所」
・音楽の部屋など、共通の趣味を持つ人のための「趣味の家」
・知識と静かな空間をシェア「図書館�&�勉強部屋」
・�団地の暮らしを体験する「ゲストハウス」「モデルルーム」
など
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業界No.1の自社職人集団が現場の施工品質を守る！

株式会社 富士防
防水業者として創業した強みを生かし
業界屈指のブランド企業を目指す！

会社探訪

　平成元年に防水工事店として創業した富士防。大規模

修繕工事の元請け工事が全体の７割を超えた現在でも防

水下請け工事時代に長年培った技能を持つ、自社防水職

人社員45人を抱え、他の元請け会社にはない独自の経営

スタイルを堅持している。

　職人社員が現場でエンドユーザーである管理組合役員

や住民と触れ合うことにより、「お客様のニーズをより的

確につかむことができ、それを施工に反映できる強みが

ある」と同社幹部は熱く語る。

　社員の平均年齢が33歳と業界屈指の若さで、そのパワー

と機動力を生かし、皆様に快適なマンションライフを提

供できるとしている。

　また、マンション大規模修繕工事は「サービス業である」

という認識を全社員が共有。作業の鉄則として、次の２

つを徹底しているという。

　①�現場内で作業するものは全員ブルーで統一された綺

麗な作業服を着用し、汚れた場合はすぐに新しいも

のに着替え、居住者様に見苦しい姿をお見せしませ

ん。

　②�現場内の作業員トイレや作業員休憩所、材料置き場

等を常に清掃、整理整頓し、居住者様に不快感を与

えぬよう配慮し、また居住者様と笑顔で明るい挨拶

を積極的に交わすことを励行しています。

●企業データ

社 名 株式会社�富士防

所 在 地 本社
〒238-0023�神奈川県横須賀市森崎１−19−18

電 話 046-830-5481

F A X 046-830-5482

E - m a i l fujibow@bird.ocn.ne.jp

U R L http://www.fujibow.co.jp

設 立 平成元年

代 表 者 岡田　成煥

資 本 金 １億円

正 社 員 数 136人

現場代理人数 38人

過去３年間の改修工事実績
　2015年度　88億6,400万円　　2014年度　75億8,200万円
　2013年度　81億3,600万円

特色…
　東京・神奈川・埼玉をはじめ関東一円でマンション大規模
修繕工事を展開する「株式会社富士防」。大規模修繕工事に
おいて一番大きなウエイトを占めるのが防水工事です。当社
は防水専業として長年培った経験や高品質な施工実績からそ
の防水技術の高さには多くのお客様から定評をいただいてお
ります。

綿密な調査・診断と適切な
コンサルティングを実施

社員及び協力会社社員総勢380人の安全大
会では「無事故無災害継続!」を全員で宣言

自社職人社員が丁寧に高品質な施工を提供 ハイレベルな施工技術で新築時同様の輝きを実現 毎年開催の防水技術向上社内競技では若手社員が
「技」を競い合い切磋琢磨している

　施工品質の向上に関しては、毎年秋

に防水技術社内コンクールを開催し、

発注主である管理組合様に高品質な施

工を提供できるよう、防水職人社員が

技（わざ）を切磋琢磨して、技量の向

上に努めているという。

　岡田社長は、「全社員が高い理想を

持ち、価値ある企業活動を社会に提供

し続け、皆様に必要とされ信頼される

オンリーワン企業を目指し未来へ向

かっていきたい」としている。
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　大規模修繕工事を最初
に経験する管理組合役員
にとって、何からはじめ
ればよいのかわからない
という不安があります。
ひと足飛びに管理会社や
設計コンサルタント、マ
ンション管理士、工事会
社に依頼するには情報不足で、最初の相談相手として依
頼する根拠もありません。
　こうした不安の相談として、修繕設計会社紹介センター
では、経験豊富なスタッフ（１級建築士、１級施工管理
技士、１級管工事施工管理技士等）が直接管理組合を訪
問し、相談を受ける「チョット待って相談」を行っており、
好評を博しています。初回、相談費、交通費、通信費は
無料です。
●お申し込み／お問い合わせは
　TEL：03-6304-0278　FAX：03-6304-0279
　E-mail：info@zenken-center.com

　NPO修 繕 コ ン

サルタント紹介機

構が「評判サイ

ト」を開設してい

ます。

　内容は大規模

修繕計画を進め

るためのお役立

ち情報、各工事会社の評判、トラブル事例と解決方法を

掲載。また、設計コンサルタントの役割、利用目的のほ

か、事例からひもとく設計コンサルタントの見極めポイ

ント、選定チェックシートなどを掲載しています。毎月

約7,000PV（ウェブページ閲覧回数）、3,000人以上のアク

セスがあります。

　サイト運営者はNPO修繕コンサルタント紹介機構。相

談・問い合わせは一般社団法人全国建物調査診断セン

ター・一般社団法人修繕設計会社紹介センターまで。

好評 必見「チョット待って相談」 マンション大規模修繕
「評判サイト」

管理組合向け訪問相談事業
工事会社の評判等、

アクセスは毎月3,000人超無　　料

http://mansionkanri-sodan.com http://towman-hyouban.com
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　近年、マンション総合保険の料率体系の見直しが頻繁
に行われています。直近では東京海上日動火災が今年４
月、あいおいニッセイ同和損害が７月に築年別の料率を
改定。高経年マンションほど、保険料が高くなる仕組み
により、多くのマンションが値上がりすることになりま
した。引き上げ幅は築年によって変動し、高経年になれ
ばなるほど新築マンションの２～６倍になるマンション
が出てきます。
　値上げの理由は、マンション総合保険の保険金支払額
が大手各社約20億円の赤字となっているためで、築30年
超の高経年マンションは引き受け不可とする保険会社も
あります。
　こうした状況下、管理組合としても高額な保険料を支払
う前に、自己防衛策を立てなければなりません。今回は、
その対策の一部を大手損保各社のマンション総合保険を扱
う㈱グッド保険サービスの伊藤昌弘専務に聞いてみました。

　管理組合にとって必要なことは、現在の保険契約内容

〈事例〉保険会社ごとの築年数別各社保険料と免責

事　例
東京都　70戸 延床面積5,000㎡ 評価額7億円 保険金額4.2億円（付保割合60%）
水災、設備不担保 破損・汚損担保 失火見舞い担保 施設賠償1億円、個人賠償1億円

保険会社
T　社 S　　社 N　　社 A　社 M　社

保険料 免責（下限） 保険料 免責（下限） 保険料 免責（下限） 保険料 免責（下限） 保険料 免責（下限）

新築 184,300 基1、施0、個0 167,000 基0、施0、個0
207,800

基0、施0、
個0 新築 198,330 基0、施0、個0 272,230 基1、施0、個0

2年～4年 219,500 基1、施0、個0 200,440 基0、施0、個0
基0、施0、
個0 4年 248,820 基0、施0、個0 309,580 基1、施0、個0

5年～9年 264,710 基1、施0、個0 232,060 基0、施0、個0 213,390 基0、施0、個0 9年 313,050 基0、施0、個0 377,070 基1、施0、個0
10年～
14年 312,060 基1、施0、個0 343,020 基0、施0、個0 248,770 基0、施0、個0 15年 481,080 基0、施0、個0 508,640 基1、施0、個0
15年～
19年 420,340 基1、施0、個0 544,370 基0、施0、個0 317,720 基0、施0、個0 20年 680,680 基0、施0、個0 686,430 基1、施0、個0
20年～
24年 576,300 基1、施0、個0 656,330 基0、施0、個0 447,790 基0、施0、個0 25年 757,620 基5、施5、個5、水調5 964,210 基1、施0、個0
25年～
29年 698,570 基1、施0、個0

リスク内容
で異なる

基0、施0、
個0 552,210 基0、施0、個0 30年 888,590 基5、施5、個5、水調5 1,269,220 基1、施0、個0

30年超 817,640 基1、施0、個0
リスク内容
で異なる

基0、施0、
個0 652,240 基0、施0、個0 35年 888,590 基5、施5、個5、水調5 1,376,930 基1、施0、個0

築10年超は
無事故割引適用

10年未満　15点
20年～　20点

30年未満は
1年ごとの保険料
30年超は同額

築1年ごとの保険料

補償内容、期間、金額…
現在の保険契約を知ること

を知ることです。どのような補償で、どの期間、いくら
の保険商品であるか、またそれがマンションに適してい
るのか知る必要があるでしょう。
　共用部分の評価額に対する付保割合について、伊藤専
務は「現在でも100%付けているマンションが多い。過去、
マンションが火災で全焼した例はありません」と言いま
す。付保割合とは評価額に対し実際に保険を付ける割合
のこと。一般的にマンションでは60%が多く、管理組合
の個々の考え方で30%などとしているケースもあります。
　立地・環境などによっては保険金支払いの少ない水災
担保、設備担保なども取り外すことで保険料の節約を図
ることができます。
　免責はイコール管理組合負担です。例えば10万円かか
る事故で５万円が免責であれば保険金を使ってまでも修
理するかどうかという話になって、放置される懸念もあ
ります。「免責」の有無も金額も実は重要な商品構成のひ
とつと言えます。
　また、マンションの築年は人の誕生日と同じ数え方で
す。12月竣工ならば、その月から１歳更新されることに
なります。

マンション総合保険値上げに備えての自己防衛策とは!?

高経年マンションでは新築の２～６倍のケースもあり

（H28.3.1 時点での事例）
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リニューアル事業本部

　築年数の経過したマンションでは施設賠償の保険料が
高騰する仕組みとなっています。このため、保険商品の
見直しをして、総合保険の付帯から外し、別契約で付帯
することを提案します。
　事例は築26年98戸のマンションで、施設賠償保険を別
契約としたものです。
　現契約は５年一括契約で約444.7万円。それが施設賠償
保険を別契約とすることで約399.8万円となりました。５
年で約50万円、年間10万円の節約です。
　このように保険契約を少し見直すだけで保険料が安く
なりました。

　個人賠償についても、マンション総合保険から外し、
別の団体契約（記名）で全戸分加入することで、事例マ
ンションでは64.5万円から36.3万円へ、年間30万円近く
も節約することができました。
　ただし、記名式につき、住民が変更の都度、手続きの
必要があります。また、賃貸住戸の場合、所有者の責任
事故（専有配管からの漏水など）は補償されないなど、
問題点もあります。
　いずれもしてもマンション管理を知っている専門家（保
険代理店等）に相談することで、管理費節約の一考とな
るでしょう。

マンション総合保険値上げに備えての自己防衛策
（施設賠償編）

事例）Ａ保険会社　施設賠償　１事故３億円
　　　築26年　98戸　延床面積7,704㎡
①現契約（５年一括契約）
　マンション総合保険（施設賠償付帯）�…… ￥4,446,660

②対策⇒施設賠償保険を別契約で付帯する
　マンション総合保険料（施設賠償なし）�… ￥3,404,160
　施設賠償保険料（別契約）�……………………￥593,490

保険料合計　￥3,997,650
（△￥449,010）

（H28.2.1時点での事例）

マンション総合保険値上げに備えての自己防衛策
（個人賠償編）

事例）Ａ保険会社　個人賠償　１戸１億円
　　　築30年　63戸
①現契約（１年契約）
　マンション総合保険料（個人賠償付帯）�……￥645,340

②対策⇒個人賠償保険を別契約で付帯する
　マンション総合保険料（個人賠償なし）�……￥286,320
　個人賠償保険（別契約＝団体契約で
　全戸分加入〈M保険社〉）�……………￥76,860（全63戸）

保険料合計　￥363,480
（△￥282,160）

（H26.10.1時点での事例）

施設賠償の別契約で
年間10万円を節約

個人賠償も別契約で
管理費節約の一考へ

＜協力：㈱グッド保険サービス＞
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　東京五輪・パラリンピックに向け、国では自宅の一部

や別荘、マンションの空き家などを活用する宿泊サービ

ス（民泊）を推進しています。とはいえ、特に住居専用

のマンションで民泊が認められると、一般住民における

生活環境への影響は計り知れず、管理組合内での合意形

成、ルール規定などを行うことが望まれます。

　国土交通省では11月11日、特区民泊※の滞在日数要件を

６泊７日から２泊３日に緩和するなどを内容とする改正

国家戦略特別区域法施行令が施行されることから、「特区

民泊の円滑な普及を図る」ことを目的に民泊の許容・禁

止の管理規約例を作成、関係自治体・団体に通知しました。

　管理規約で民泊禁止を規定していれば、ルール違反へ

の対応ができます。現在の管理規約（専有部分の用途）

にある「専有部分を専ら住宅として使用するもの」とす

る規定は、解釈によって変動する可能性があるため、管

理組合が独自に防衛する必要があるようです。

　国土交通省も「管理組合でよく議論の上、方針を決定し、

できるだけ管理規約において明示する等により方針を告

知することが望ましい」としています。

　※�「特区民泊」･･･国家戦略特別区域法（平成25年法律

第107号）第13条に規定される「国家戦略特別区域外

国人滞在施設経営事業」

【民泊に関する規定例】
＜特区民泊に対する管理規約例＞
（国土交通省作成）
◇�許容することを明示する場合の管理規約の一例
第�○条　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。
２�　区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法
第13条第１項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区
域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。

◇禁止を明示する場合の管理規約の一例
第�○条　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。
２�　区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法
第13条第１項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区
域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

◇使用細則に委ねることとする場合の案
第�○条　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。
２�　区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法
第13条第１項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区
域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とす
るか否かについては、使用細則に定めることができる
ものとする。

◆民泊に狙われやすいマンション
・観光や行動で利便性がある

・管理規約に用途の規定がない

・管理員の勤務時間が少ない（小規模マンション等）

・賃貸住戸、空き住戸が多い

◆民泊の問題点
・騒音

・ごみ出し

・オートロックの暗証番号のネット上での掲載

・喫煙、傘などの盗難

・見知らぬ外国人の出入りへの不安

「民泊」、迫られる対応！
管 理 組 合 、 独 自 防 衛 の 必 要 も

国 土 交 通 省 、 許 容 ・ 禁 止 の 規 約 例 を 発 表
　管理規約で制限する場合のポイントとして、あいまい

な表現は見解や解釈で変動するため、具体的な記載をす

ることが大事です。

　管理規約にないとどうなるのか…民泊ホストの言い分

が強くなる、いつの間にか民泊推進が多数派になる展開

になる可能性があります。

　また、民泊を容認する場合でも迷惑行為の禁止と発生

した場合の原状回復義務を明文化しておく必要がありま

す。
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＜改良版マンション標準管理規約＞
（NPO全国マンション管理組合連合会・日本マンション学
会作成）
第12条（専有部分の用途）関係コメント
・脱法ハウスや民泊の禁止または許可の条文例
⇒�例：以下の用途は前項に定める住宅としての使用には
あたらないものとする。ただし、理事会の議決を経て
理事長が承認する場合はこの限りではない。
　一�．１つの専有部分を別個の契約により多人数（○人以

上）に賃貸すること（いわゆる脱法ハウス）。なお、
１つの賃貸借契約であっても居住者間で家賃の収受
を行う場合は別個の契約とみなす

　二�．専有部分を不特定多数の宿泊に供すること（いわ
ゆる民泊）

　三�．専有部分を１ケ月未満の契約により賃貸すること
（いわゆるウィークリーマンション）

＜福管連モデル管理規約＞
（NPO福岡マンション管理組合連合会作成）
（専有部分の用途）
第�12条　区分所有者及び占有者は、その専有部分を専ら
住宅として使用するものとし、他の用途に供してはな
らない。

（12条関係コメント）
①�　対象物件の使用方法については、占有者も区分所有

者と同様に規約遵守義務がある（第５条第２項）が、
用法の遵守は重要事項として、確認的に規定した。
②�　「専ら住宅として使用」とは、専ら居住者の生活の本
拠があるか否かによって判断する。したがって利用方
法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有する
ことを要する。茶道、華道、ピアノ等の教授等が「専
ら住宅としての使用」に違反するかどうかは一律に決
められず、規模・人数・時間帯・周囲の状況等により、
個別に判断することになろう。
③�　一般住宅に旅行者を有料で泊める、いわゆる「民泊」
については、国が法的措置を検討中であるが、このモ
デル規約のように「専有部分を専ら住宅として使用す
るもの」と定めている場合は、当該規約に違反するも
のと考えられる。

（禁止事項及び使用細則）
第�18条　区分所有者及び占有者は、本マンション内にお
いて、次の行為を行ってはならない。ただし、各区分
所有者の共同の利益に反せず、迷惑にならない行為で
あって、事前に理事長の書面による承認を受けた場合
はこの限りではない。
一～七（省略）
八�　有料の休憩・宿泊施設（対価を得て、専有部分の全
部又は一部を休憩所又は宿泊施設として使用させるも
の）として使用すること
九～十五（省略）
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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

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。

40戸以下の中・小規模マンションを主体に
改修工事を行っております！

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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本　　社　〒232-0025  神奈川県横浜市南区高砂町2-19-5
　　　　　　　　　　　☎045-225-8200
東京支店　〒105-0023  東京都港区芝浦1-14-5
　　　　　　　　　　　☎03-5730-3950
圏央支店　〒252-0231  神奈川県相模原市中央区相模原2-3-16
　　　　　　　　　　　☎042-704-9661

　個人情報保護法が昨年
９月に改正され、２年以
内に施行される予定だが、
これまで個人情報取扱業
者の適用から除外されて
いたマンション管理組合
も対象にされることに
なった。

　これまで個人情報取扱業者は、個人情報データベース
等を事業の用に供し、特定の個人の数が過去６カ月以内
に5,000件未満は除外されていた。
　管理組合も例外なく除外されていたが、法改正でこの
規定が廃止された。もちろんこれまでも適用外であって
も大多数の管理組合が個人情報保護法の精神に則って個
人のプライバシーの保護に留意してきたことはいうまで
もない。
　管理組合では、組合員名簿、要援護者名簿などを作成
しているが、これが対象となる。改正法によれば、個人
情報とは生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、
その他の記述で、電磁的方式でつくられる記録とされて
いる。
　また、改正法第２条で、要配慮個人情報が定義された。
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯
罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、

偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特
に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれ
る個人情報をいう、とされているが、改正法17条２項で、
あらかじめ本人の同意を得ないで、法令に基づく場合な
ど６項目の場合を除き、要配慮個人情報を取得してはな
らない、と枠をはめている。
　違反行為に対する直接的な罰則はないが、主務大臣の
求める報告に応じなかった場合などに、罰金、科料の罰
則が定められている。
　法改正で、個人情報保護委員会が今年１月設置され、
パブリックコメントの公募、結果の好評など、すでに活
動しています。
　こうした活動の中で管理組合等、小規模な団体につい
ての扱いを定めるとしています。その上で、来年９月ま
でに施行されるが、できれば来春には、全面施行させた
いと同委員会は説明している。
　管理組合の運営にとって、正確な名簿作成は、どうし
ても必要な業務である。区分所有法では法人について名
簿作成義務が規定されており、本来どの管理組合でも規
約でその旨を明記すべきものである。
　理事会には住民プライバシー保護に十分な留意をしな
がら、住民の理解を得て、個人情報保護法の趣旨に沿っ
た名簿を作成することへの努力・配慮をお願いしたい。

（NPO日住協論説委員会）

管理組合も個人情報保護法の対象に
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10月5日付第409号「論談」より
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特－27

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。

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
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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

●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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理事会のエネルギーは膨大
よく検討した上で行動することが必要
　ある統計によると、管理組合が委託している管理会社

が新築当初のままかどうか調べると、10%を超える管理

組合が管理会社の変更を行っているという結果が出まし

た。それほど少ないというわけではなさそうです。

　しかし、管理会社の変更は管理組合（理事会）にとっ

てはたいへんなエネルギーを要する仕事です。このため、

変更の声が相当強くても、よくその内容を検討した上で

動き出すことが求められます。

　まず、アンケートを取り、「管理員に不満がある」「フ

ロントマンとの意思疎通がうまくいかない」「委託費が高

い」など、管理組合の意思を管理会社に述べて交渉する

ことからはじめます。管理員やフロントマンを交代させ

ただけで問題が解決した例も少なくないからです。

　一般的な変更は次のような段取りになるのがよいと考

えられます。

　①理事会で「管理会社変更」検討開始

　②�アンケート（感じている問題点をあげる。変更の可

否を問う）

　③�アンケート結果を受けて、臨時総会を開いて、管理

会社変更（あるいは現行の管理会社を含めた再検討）

についての基本方針の承認を受ける

　④現在の委託内容の洗い出し。除外、追加の検討

Q39　 管理会社変更で気をつけることは？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　「管理会社を変更したい」「管理会社の対応がよくない」

「委託費が高すぎるのではないか」など、理事会で管理会

社変更の話題が持ち上がることが多くなりました。

　そこで、管理会社を変更する場合の手続きを教えてく

ださい。

ベストアンサーに選ばれた回答

　⑤「管理業務仕様書」の案を理事会で作る

　⑥�アンケートで、新しい仕様書（管理内容）について

の意見を聞く。仕様書を理事会で確定する

　⑦この「仕様書」で複数の会社から見積もりをとる

　⑧住民説明会を開く

　⑨理事会で採用する会社を内定する

　⑩総会で最終決定する

　上記はあくまで一例とし

ての流れです。仕様書など

については、管理組合活動

の経験のある管理組合団体、

マンション管理士などの専

門家に相談するとよいかも

しれません。

　〈参考〉『マンション管理の「なぜ？」がよくわかる本』

　　　　発行／住宅新報社

　　　　著者／NPO日本住宅管理組合協議会

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
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　一般社団法人全国建物調査診断センターがミャン
マー連邦共和国に開設した技能実技教育機関。現地ヤ
ンゴンで６カ月間、塗装、防水、タイル工の基礎教育
を行う。カリキュラムで用いる塗料や防水材は現地の
ものではなく、関西ペイント㈱、㈱ダイフレックスが
材料の供給支援し、日本の材料を実際に使う。
　人材の受け入れについては、国が認定した日本側受
け入れ機関とミャンマー側送り出し機関が外国人技能
実習制度に基づいて実施。来日前の技能実技教育内容
には日本語教育も含まれている。

　ミャンマー人材開発機構

　一般社団法人全国建物調査診断センターのミャンマーに開設した

一般社団法人ミャンマー人材開発機構は１月13日㈮15：30 ～、東京・

京橋の㈱住宅あんしん保証本社会議室で外国人技能実習生採用セミ

ナー『ミャンマーの真実』を行います。

　講師はミャンマー人材開発機構の院田浩利理事。ミャンマー人材

開発機構では、技能実習生として日本に入国希望の生徒達に対して

日本語教育や技能研修を行い、年間100人以上が技能実習生として日

本の会社に採用されています。

　当日は、ミャンマー人の受け入れの実態、本当の問題点などをテー

マに『ミャンマーの真実』と題して講演を行います。

●日　時：2017年１月13日㈮��15：30 ～ 17：00

●参加費：無料

●定　員：40人

●会　場：㈱住宅あんしん保証本社会議室

　　　　　�東京都中央区京橋１−６−１

　　　　　三井住友海上テプコビル6F

　　　　　�JR東京駅八重洲南口徒歩６分、東京メト

ロ銀座線京橋駅６番出口徒歩１分、都営浅

草線宝町駅A6番出口徒歩２分

●主　催：

　・ミャンマー政府認定送り出し機関

　　テイワンサービスエージェント㈱

　・ミャンマー認定日本語学校

　　一般社団法人ミャンマー人材開発機構

●セミナーテーマ：

　１．�ミャンマー技能実習生制度の現実、本音、ぶっ

ちゃけ話

　２．ミャンマー技能実習生の本当の問題点は何か？

　３．実習生の日本での実態、生レポート

　４．ミャンマー技能実習生制度活用の成功法則

　５．確実で簡単な手続きの方法、公開

『ミャンマーの真実』

外 国 人 技 能 実 習 生 採 用 セ ミ ナ ー

●講師：院田浩利

　◦一般社団法人ミャンマー人材開発機構理事
　◦一般社団法人全国建物調査診断センター理事
　◦㈱テイワンサービスエージェント・ジャパン理事
　ミャンマーでの技能実習生制度設定当初より携わり、

年間に100人以上の実習生を企業に送り込んだ実績があ

り、この分野でNo.1のノウハウを持つコンサルタント。

実習生からの信頼も厚く、人材育成のプロとして活躍中。
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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！
申込累計2300棟！（平成28年9月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

052-212-5210 06-6232-5033 092-436-1388

TEL：03－6304－0278　FAX：03－6304－0279
E-mail：info@zenken-center.com

13：30～17：00
受付開始13：00

（日）
日　時 無料

●主催：一般社団法人 全国建物調査診断センター・
　　　　マンション総研・㈱住宅あんしん保証
●共催：関西ペイント㈱・㈱ダイフレックス
●後援：NPO 全国マンション管理組合連合会
●会場：㈱住宅あんしん保証本社会議室
　　　　東京都中央区京橋1-6-1  三井住友海上テプコビル6F
　　　　（JR東京駅八重洲南口徒歩6分、
　　　　東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩1分、
　　　　都営浅草線宝町駅A6番出口徒歩2分）

大規模修繕工事100組合の教訓

●講師：㈱リノシスコーポレーション

　　　　佐藤　成幸　専務取締役

　マンション大規模修繕工事のコンサルタント

として経験豊富な佐藤氏。工事の初歩から業界動

向まで、管理組合側の立場で解説してくれます。

　http://www. renosys.jp

　多くの大規模修繕工事の現場において管理組合の立場でサポートしてきた2人の講師が、その極めた

成功方法を明かします。事例は100件。その苦闘の記録とそこから得られる渾身の伝言を公開します。

　無難な一般論や建前論は、他のセミナーや書籍、インターネットで十分！貴重な機会です。これぞ、

本音セミナーです。お申し込みください！

●第1 部
●講師：㈱ＫＡＩ設計

　　　　菅　純一郎　代表取締役社長

　診断設計実績は建築部門約50物件、設備部門

約80物件のコンサルタント会社の代表です。著

書に『管理組合のためのマンション大規模修繕の

ポイント』（住宅新報社）。

　http://kaiseikkei.com

●第2 部

3/26
参加費 30名定　員

マンション名・お名前・住所・参加人数・電話番号を記入の
上、下記へ電話、FAX、メールでお申し込みください。

お問い合わせ・お申し込み

お申し込みいただいた方へは別途ご案内を申し上げます。

講師紹介

100カ所の管理組合の苦闘の記録とそこから得られる渾身の伝言を公開します！
h t t p : / / w ww . d a i k i b o 1 0 0 . c o m


