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マンションの適正な管理のための管理組合向け無料情報ツール

本紙は、大規模修繕工事の情報紙として

首都圏・関西圏の約30,000管理組合を対象に、

“日本一”の発行部数を誇るフリーペーパーです。
2017年 4月号

月刊メルマガ
（電子ブック版）
無料登録受付中！
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建て替え奮闘記
流れた計画、スラム化の手前から
建て替え、そしてとりあえずの船出

ライター kitamiのお邪魔しま～す！
UR都市機構・集合住宅歴史館

Website
管理組合に役立つウェブサイト一覧
大規模修繕実録、専門コンサル紹介等

改正個人情報保護法
5・30施行、管理組合も対象
方針、取扱規定の策定が必要

日本マンション学会関東支部
『空き家問題の構造―前門の虎（少
子化）と後門の狼（高齢単身化）―』

教えて！ 管理組合交流相談室
Q  理事の仕事とは何ですか？
A  最低限の義務は理事会への出席
　 少しずつ管理運営をわかって

アラウンドマンションよもやま話
住宅専用マンションと「民泊」

第31回セミナー
大規模修繕100組合の教訓
7月23日のお知らせ

建設工事従事者の
総合的な社会保険等の加入へ

　国土交通省は３月16日、住宅局
市街地建築課長およびマンション
政策室長名で、マンション関連団
体宛に「社会保険等未加入対策の
徹底に関する通知について」（国土
建労第1267号・写真はNPO全国マ
ンション管理組合連合会（全管連）
宛のもの）を出しました。
　この通知は、昨年の臨時国会で
成立した「建設工事従事者の安全
及び健康の確保の推進に関する法
律」が施行されたことを受けたも
のです。
　マンション大規模修繕工事等に
おいても、総合的な社会保険等（雇
用、健康、厚生年金保険）に加入
していない建設業企業への対応について、関連団体に理解と協力を求め
ています。
　これまで大規模修繕工事などおいて、見積もり金額の中には法定福利
費などが明示されていませんでした。これを改めて、法定福利費などの
明示を徹底するというのが狙いです。

◇
　国交省によれば、大規模修繕工事を取り巻く業界では現在、「受注競
争の激化などにより、本来固定費であるべき法定福利費も変動費化して
請負金額の中で十分に確保されない状況にある」としています。
　受注競争によって社会保険に加入しない企業が多く存在することは、
①公的保障が確保されないため、若年入職者が減少する②適正に法定福
利費を負担している企業が競争上不利になる、などの問題となります。
　下請けになればなるほど、従事者の法定福利費が確保されない状況が
生み出されているのです。
　こうしたことから、国交省では「法定福利費の額を内訳として明示し
た標準見積書を活用することで、請負金額の中で法定福利費の確保を図
る」ことを目指しています。
　全管連としても、「工事の発注者であるマンション管理組合にとって、
工事見積りの透明化、工事見積もりの比較の判断などで前進への一歩と
なる」と述べています。

20100105-20170405-88

マンション関連団体にも理解と協力を

国 土 交 通 省
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◇流れた計画、スラム化の手前◇

　120戸中、反対者５人―。
　1998年建て替え決議総会。計画は、流れた。当時の管理
組合は「全員合意を大条件」に建て替えを進めていた。そ
れがついに叶わなかったのだ。
　「工事差し止めが怖かった」と、当時を振り返るのは１
回目の建て替え委員を務めた江波戸威津雄さん。
　万一、反対者の意向を振り切って建て替え工事を強行し
ても、建て替え決議の瑕疵（かし）などを理由に、裁判所
に工事差し止めの仮処分を申請されるかもしれない。そう
なれば、工事はストップ。事業の行方がわからなくなった
まま、仮住まいの費用がかさみ、住民関係が泥沼状態に陥
る可能性もある。
　「とにかく全員合意を目指してやっていた。それがダメ
だったのだから、建て替えなんてもう当分できないだろう、
と。当時は、そんながっくりきた雰囲気がみんなにあった」
　反対の大きな理由は、最低でも戸当たり1000万円以上の
費用負担。住民の高齢化も要因だった。
　ただし、これまで計画的な修繕を行ってきたわけでは、
ない。外壁の崩落、爆裂、汚れがひどく、水漏れや赤水など、
住環境の劣悪さはどんどん進行していた。
　道路公団やNTTなどが所有する社宅が30戸を数えるが、
住み手がなくなり、空き室が目立つようになった。スラム

化の一歩手前…
誰の目にもそう
見えた。
　そんなころ、
時代はマンショ
ン建替え円滑化
法施行、区分所
有法改正という
流れの中に移行
していった。

◇2度目の建替え委員会発足◇
　1997年 の 阪
神・淡路大震災
を境に、マン
ションの法律が
動き出した。
　2002年、マン
ション建替え
円滑化法施行。 
管理組合では６
月の総会で再
度、建て替え準
備会発足が決まった。
　翌年４月、建て替えについて区分所有者へのアンケート
を実施。120戸中、結果は賛成110、反対１、無回答９。
　2004年の総会で、「野毛山住宅建替え委員会」を組織した。
このときの感想を江波戸さんはいう。「今は空き家状態が
多いけど、きれいになったら、みんなここに住みたい気持
ちが強いんだよ」。
　2006年８月、横浜市で初めて、建替え円滑化法を適用し
た建替組合が認可され、９月に設立総会を開催した。
　「リーダーがいてくれたからできた」。これも江波戸さん
の言葉だ。法律の改正であれ、業者の協力であれ、基本的
に住民側のリーダーシップは欠かせない。そして続けた。
「やっと出てきてくれたリーダーのもと、今度は本当に建
て替えができると思った」。
　売り渡し請求は２戸。実際には、単に「高齢で理屈が通
らない人」との話し合いだった。
　2007年３月、着工記念パーティー、安全祈願祭。事業協
力者として、施工を担当した旭化成ホームズ㈱が住居を取
得し、所有者として建替組合に参加している。
　旭化成ホームズは建て替えに向けての合意形成に専任の
担当者を置いた。住民同士だけでは軋轢（あつれき）が残
りそうな関係の取り持ちを行ったのだ。

　横浜市・中区／アトラス野毛山管理組合

管理組合 ─特別編─

旧野毛山住宅。昭和31年の分譲以来、計画的な
修繕は行われず、空き室もどんどん増えていった

解体される旧野毛山住宅。それまでの管理費等は
修繕積立金を含めて、わずか3,000円だった

建て替え前2004年当時の居住状況
区分所有者の居住　24戸　　賃借人の居住　39戸
空家状態　　　　　57戸　　合計　　　　  120戸

従前野毛山住宅の概要
昭和31年（1956）年竣工　５棟・５階建て・120戸
敷地面積：6,345.18㎡　延床面積：5,207㎡

専有面積　39 ～ 48㎡　自主管理
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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2500棟！（平成28年11月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

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

◇事業パートナーの役割◇
　建て替え決議が成立したのは2005年12月。
　その１年前の11月、旭化成ホームズが建替え事業のパー
トナーに選ばれた。
　同社は事業パートナーとして、新たなマンション設計の
概要、既存建物の取り壊しや再建の概算費用などを提案。
また、建て替えに賛同しない人への説得などにも当たった。
　「女性の担当者だったんだけど、建替えへの参加が難し
い人や迷っている人などにも親身になって対応してくれ
た。そういうところがうれしかった」と江波戸さん。
　2006年８月、建替組合認可。しかし、建物の取り壊しは
翌年３月まで待たねばならなかった。理由は、権利変換計
画の許可を得るのに時間がかかったからだ。
　決議に賛成したからといって、資金調達が難しい人はい
る。抵当権のある住戸は、その抹消手続きをしなければな
らない。高齢者には住宅金融支援機構の制度の利用を薦め
た。所有者の資金調達へのアドバイスは、旭化成ホームズ
の担当者が仕切ってくれた。
　「経済的に弱い人をどうするかが、合意形成の重要なポ
イント。そうした点で、旭化成の担当者がよくやってくれ
た」と江波戸さん。
　旭化成ホームズは、参加組合員として建替組合に参加し、
事業費を負担するとともに理事も務めた。そして、事務局
として事業の事務手続きの一切を引き受けた。
　「建替え円滑化法に基づいた成功例のある会社をパート

ナーに選んでよかっ
た。まだまだ建て替
え事例は少ないから
ね」。実績による信
頼が旭化成ホームズ
を選んだ理由だった
ようだ。
　建替組合認可から
２年。この年の９月
に完工を迎えた。

建設中の様子。旧野毛山住宅の地権者は65
戸を取得し、77戸を一般販売とした

建て替え前後の比較
専有面積　5,207㎡⇒9,204㎡
階・棟数　５棟５階建⇒１棟６階地下１階
総 戸 数　120戸⇒142戸
間 取 り　2DK⇒1DK～ 3LDK
専有面積　39 ～ 48㎡⇒30 ～ 82㎡

◇とりあえずの船出◇
　2008年11月29日、建て替え完了後初の管理組合設立総
会を開いた。
　ところが、管理規約の内容でつまずいた。建て替え後は
142戸。前所有者65戸に対して、77戸が新規所有者となる。
理事会はこれまでの理事経験者の中から選んだほうが収ま
りつくだろうと考えたが、建替組合の中から１人だけ居住
しない前所有者を理事候補にしたい思惑があったのだ。し
かし、規約で「役員は居住するものに限る」と明記してある。
　このため、第１期理事会は１人欠員という形をとり、そ
の理事候補はオブザーバーとして参加してもらうことで落
着した。
　建替組合の副理事長だった江波戸さんは、ここでアトラ
ス野毛山管理組合理事長に就任することになる。「やっぱ
り、マンションをわかっている人じゃないと」という前所
有者の思いがあるのだ。
　江波戸さんはいう。「産みっぱなしじゃダメということ。
新しい人たちにマンション管理をどう伝えて育てていくか
が問題だ」。
　組合運営の予算計画の承認、役員選定の承認、最低でも
このくらいはスムーズに執り行わないと…。
　「とりあえずは船出しました－現状はそのレベルでしか
ない」と、江波戸さんはいう。
　12月17日に初の理事会を開いた。印鑑は理事長、通帳は
管理会社（東急コミュニティー）保管、会計担当や自治会
などへの渉外担当を決めた。これからの理事会では、基本
的なルールをいろいろ決めて行きたいという。
　新規所有者の中から、副理事長を選んだ。新旧の壁を作
らぬよう、どんどん管理組合情報を流して、「私たちのマ
ンション」を構築していく予定だ。決算月は４月30日。そ
のときに理事会メンバーを再度固めていくと決めた。

平成14年、120戸のうち居住区分所有者は20数戸。建て替えアンケートを
北は北海道、南はオーストラリアまで郵送した。17年12月建替え決議が行
われ、野毛山住宅は20年12月「アトラス野毛山」として生まれ変わった



4

2017.4.5

集合住宅の復元展示で、歴史を実感
先人の取り組みを知り、大満足！
　３月15日、北風が吹きつけ、真冬が戻ったかのような
天候の中、NPO横浜マンション管理組合ネットワークの

開されています。
　集合住宅歴史館は昭和30年代の「公団住宅」のほか、
建築史的に価値の高い同潤会アパートの住戸等を移築復
元し、集合住宅技術の変遷をたどる展示公開を行ってい
る。展示移築建築物：代官山アパート、蓮根団地、多摩
平団地、晴海高層アパート。
　施設見学の前に、まずは東京・北多摩郡保谷町、田無町、
久留米町（当時）の３町にまたがる区域に立地したひば
りが丘団地の生活スタイルをビデオで鑑賞。時計の針を
1960年にもどして（自分は生まれていませんでしたが…）、
懐かしがる見学会参加者は少なくありませんでした。
　続いてメインの集合住宅歴史館見学。近代的な集合住
宅の先駆けとなった同潤会からは代官山アパートの復元
展示で、その様子を実感。世帯向けでも28㎡とあって
「狭っ！」。でも、当時は珍しかった水洗便所や水道、ガ
ス設備などもあり、超高額所得者の住宅だったようです。
　また、同潤会は関東大震災の復興を目的としていたた
め、避難用の縄梯子を設置したり、玄関扉は鉄板を巻い
て防火性能を持たせるなど、災害対策がとられていたの
だと教えてもらいました。

◇　　　　　◇
　高層マンションの先駆けは東京・中央区の晴海高層ア
パート（1958年竣工・SRC造10階建て・168戸・約30 ～
39㎡／戸）とされているようです。設計は日本を代表す

集合住宅歴史館

1927年（昭和2年）に入居がはじ
まった同潤会代官山アパートの復
元。30㎡と狭いながらもガスや水
道、水洗便所を備えていた

施設見学の前に1960年作成のビ
デオ鑑賞。内容はひばりが丘団地

（1959年竣工、2,336戸）に住む
人たちの生活様式、と団地生活での
注意点など

当初の公団住宅では、いわゆる人研
ぎの流し台が使われていた（東京・
板橋の蓮根団地の復元）

集合住宅歴史館に入り、まずは集合
住宅の歴史を学ぶ。同潤会設立は関
東大震災の翌年の1924年（大正
13年）。義援金をもとに当時の内務
省の外郭団体として生まれた

1958年（昭和33年）に開発さ
れたステンレス流し台は、公共住
宅規格部品制度（KJ）発足とと
もに広く普及した（1957年に入
居がはじまった多摩団地テラスハ
ウスの復元）

高価だったステンレス流し台をプレ
ス技術の開発と大量発注でコストダ
ウンを図り、公団住宅の標準仕様と
した（1958年に入居がはじまった
晴海高層アパートの復元）

面々とともに、独
立行政法人都市再
生機構が公開する
集合住宅歴史館を
見学してきまし
た。集合住宅歴史
館は八王子の都市
再生機構・技術管
理分室に属してい
て、施設は一般公

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 　マンション管理に関係する公的機関や民間団体の紹介コーナー。管理
組合へのアプローチ、マンションへの取り組みをマンションライフライ
ター kitamiが活動拠点となる事務所やその他の現場にお邪魔します。

UR都市機構・集合住宅歴史館

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
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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。

公団住宅初のエレベーター（晴海高
層アパート1957年＝昭和32年）。
昭和40年代からエレベーター付き
の公団住宅の建設が本格的になる
が、その基礎的研究がこのエレベー
ターで行われた

多摩団地テラスハウスは低層で構造
上の制約が少ないため、躯体の各種
工法の模索が行われた

集合案内板（同潤会江戸川アパート
1934年＝昭和9年）

晴海高層アパートは、日本を代表す
る建築家・前川國男氏が設計。従来
の寸法にとらわれない畳形状などを
採用した。外観はフランス建築家の
ル・コルビジェに影響を受けている

3戸分の郵便受け（晴海高層ア
パート1957年＝昭和32年）

玄関扉の変遷。左奥から木製框扉
（東京市営古石場住宅1923年＝大
正12年）、鋼製框扉８同潤会鶯谷ア
パート1929年＝昭和4年）、鋼製
フラッシュ扉（公団蓮根団地1957
年＝昭和32年）、鋼製プレス扉（公
団滝ノ上団地1958年＝昭和33年）

る建築家・前川國男氏。
　エレベーターは３、６、９階のみ停まる仕組みで、他
の階には階段で移動するスキップアクセス、３層６戸を
１単位とするメガストラクシャー方式など、現代のSI（ス
ケルトン・インフィル）住宅に通じるものがあるといえ
ます。

　見学は約90分。いや、もっとじっくり見たいな～って
思うように、アッという間に時間が過ぎていました。
　日本のRC集合住宅の歴史は100年を超えているそうで
す。先人が取り組んできた歴史は必ず受け継がなければ
なりません。その一端に触れただけかもしれませんが、
とても良い見学会となり、大満足でした！

一般見学に関しては
　　　　…事前予約制。施設案内担当まで。

　独立行政法人都市再生機構
　技術・コスト管理部 技術管理分室
　〒192－0032  東京都八王子市石川町2683－３
　http://www.ur-net.go.jp/rd/03_open
　☎042-644-3751　FAX.042-644-3755
　E-mail：annai01@ur-net.go.jp
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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へ̶。

　マンションの管理運営は今やインターネットで、さまざまな情報が入り組み、混乱しています。そこで、『大
規模修繕工事新聞』の過去の記事ファイルや大規模修繕の実録、専門コンサル紹介、駐車場リノベーションなど、
マンション管理組合に役立つウェブサイトをまとめました。参考にしてください。

　『大規模修繕工事新聞』の過去から現在に至るまで、全
ての記事を収録しています。マンションの大規模修繕工
事に関する情報やマンション管理組合に関する情報を検
索窓からキーワードを入れるだけで必要な情報を得るこ
とができます。
　また同じ内容のメルマガ版は登録いただいた方に無料
で配信しています。

　大規模修繕工事に直面した管理組合役員の方々がひと
足飛びに設計コンサルタント、マンション管理士等に依
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。
　こうした不安のひとつ前に、１級建築士、１級施工管
理技士等が直接管理組合を訪問するサービスです。

　30戸以下の小規模マンション特有の問題は「高い修繕
費」と「情報不足」です。
　このサービスは、マンション大規模修繕の実績を多く
持ち、ノウハウを蓄積している信頼できる、少数のコン
サルタント会社及び工事会社の中から、第三者の立場で
中立に、客観的に厳しく審査し、業績と口コミも参考に
して、工事会社を選定しご紹介しています。

　『大規模修繕工事新聞』に掲載した「管理組合修繕奮闘
記」から、マンション大規模修繕工事における管理組合
の苦闘記録100記事を閲覧することができます。
　タイトルは「第３回大規模修繕は環境変化への対応」「工
事は既存シールの軟化がきっかけ」「共用・専有給水・排
水管の一斉交換、１度の工事で経済的・精神的な負担に
配慮」など。豊富な実録が参考となります。

　マンション修繕設計専門の優秀なコンサルタントを一
般社団法人として中立的に紹介する機関のホームページ
です。
　管理形態や修繕ニーズに合わせ、最適なコンサルタン
トを数社紹介します。区分所有者の合意形成から、修繕

 ①記事ファイル・バンクナンバーの閲覧は…

 ⑤修繕の際は管理士、コンサルに相談する前に…

 ④30戸以下のマンションの修繕なら…

 ②他の管理組合の工事を参考にしたい時は…

 ③設計専門のコンサルを知りたい時は…

『大規模修繕工事新聞』

「ちょっと待って相談」サービス

小規模マンション専門【コンサルタ
ント会社・工事会社】紹介サービス

大規模修繕100か所の実録

修繕コンサルタント紹介センター

http://daikibo.jp.net

http://mansionkanri-sodan.com

http://shokibo-mansion-kouji.com

http://daikibo100.com

http://syuzensekkei.info

範囲の決定、工事会社の選定、竣工立ち会いに至るまで、
トータルな支援を行っています。

　マンション総研は、マンションに関わるリサーチやコ
ンサルタント、情報発信など、管理組合の皆様の活動を

 ⑥リサーチや情報発信の総合シンクタンク…

マンション総研

http://mansionsoken.com

マンション管理組合に役立つウェブサイト一覧
大規模修繕の実録、専門コンサル紹介、駐車場リノベーション…etc.
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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

　「給・排水管改修コンサルタント」は１級建築士事務所
に委託するのが一般的ですが、新築の建設や外壁補修な
どを専門とする事務所が大部分。「マンションの給排水
管改修工事」を専門にしているところは少数で、圧倒的
に情報が不足しています。中立的に、客観的に設計コン

　外国人技能実習生制度を実施している「ミャンマー人
材開発機構」はミャンマーの有力教育機関と全面業務提
携し、塗装・防水・日本語教育など日本の現場に合わせ
たキメの細かい研修カリキュラムを確立しています。
　年間100人以上のミャンマー人技能実習生を受け入れ実
績があり、４月21日には実習生採用セミナーも開催しま
す。

　⑴駐車場使用料の決め方・会計処理・税対策・申告⑵
迷惑駐車対策・防犯対策⑶メンテナンス内容の見直し⑷
空き駐車場への対応⑸機械式駐車場リニューアル…こう
した駐車場の問題をワンストップで解決するため、コン
サルタント、アドバイザーなどの専門家や協力会社を組
織化することにしました。それが「駐車場リノベーショ
ン機構」です。

　マンション大規模修繕工事に際し、今まで以上の安心
を、今までなかった金銭保証のある制度で行える保証シ
ステムです。
　工事会社に完成保証制度に加入することを依頼するこ
とで大規模修繕の際のリスクを低減。工事完了まで確実
なサポートを提供します。

 ⑧設備専門のコンサルを見つけるには…

 ⑨職人不足に悩む企業には…

 ⑩機械式駐車場で悩む管理組合のために…

 ⑦マンション大規模修繕の保証なら…

給排水管改修工事コンサルタント紹介サービス

ミャンマー人材開発機構

駐車場リノベーション機構

完成保証制度

http://kyuhaisui.info

http://kensyumyanmar.com

http://parking-renovation.com

http://kansei-hosyo.com

サポートすることを目的に設立したマンションの総合シ
ンクタンクです。
　マンション管理体制や収支、駐車場運営、合意形成な
どの改善・研究と、建築材料、新規工法、工事費用推移
動向などの検証・研究を行っています。

サルタントを厳しく審査し、業績と口コミも参考にして、
給排水管改修コンサルタントを紹介するサービスです。
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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

5・30施行、管理組合も対象へ
個人情報保護基本方針、取扱規定の策定が必要

改 正 個 人 情 報 保 護 法

マンション管理士　松本　英章　hideakimatsumoto@worksplus.net

　平成27年９月に公布された改正個人
情報保護法が平成29年５月30日、全面
施行となります。
　この施行により、その性格上、すべ
てのマンション管理組合が「個人情報
取扱事業者」に該当することとなり、
安全管理措置の実施義務が発生しま
す。管理組合による「個人情報取扱」
は主に「名簿の管理」が対象といえる
でしょう。
　では一体、管理組合は「名簿の管理」
について、何の準備をしたらよいので
しょうか？
　個人情報保護委員会は平成28年11
月、個人情報保護法ガイドライン（通
則編）で、管理組合が該当する「中小
規模事業者」における手法の例示を公
表しています。
　これによると、管理組合も速やかに
「基本方針」と「個人情報取扱規定（細則）」を策定する必要が
ありそうです。

管理会社任せではなく、管理組合自身による適正な名簿の管理
が行われる機会となることを願います。

●改正個人情報保護法についての詳細はこちらから
個人情報保護委員会

http://www.ppc.go.jp/personal/preparation

　そして、当然、個人情報保護法に則っ
た適切な「個人情報の取得」（組合員
名簿等）も必要です。
　これらが行われない場合、罰則規定
を定めていることから、理事長含む役
員がその責を問われる可能性もあるで
しょう。
　図に管理組合が行うべき個人情報保
護の実施フローをまとめました。
　いずれにせよ、改正個人情報保護法
により、標準管理規約第64条の通り、組合員基礎情報届（例）

（図）管理組合が行うべき個人情報保護の実施フロー
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　大規模修繕工事新聞では、「見積参加者募集」掲載希望
を受け付けています。募集応募要項は下記のとおり。掲
載は無料です。ただし掲載スペースについては『大規模
修繕工事新聞』編集担当の裁量といたします。

（1）募集項目
　・設計コンサルタントまたは施工会社

（2）建物概要
　・マンション名・所在地
　・建物構造（RCまたはSRCなど）
　・竣工年・階数・総戸数

（3）工事概要
　・下地補修、タイル補修、防水ほか

（4）予定工期
（5）見積参加要項（応募条件）
　・ 資本金・経審・工事実績・工事完成保証制度への加入・

支店所在地など
（6）提出書類
　・ 会社案内・財務諸表・直近の実績表・担当者名刺な

ど
（7）提出先住所
（8）締切日
（9）問い合わせ先

無料「見積参加者募集」

掲載受け付け中！

希望者は『大規模修繕工事新聞』編集担当：北見まで。
kitami@k-mansionlife.com　TEL/FAX. 045−316−4505

　マンションの排水管枝管の帰属とその費用負担、不
在区分所有者に対する住民活動協力金支払いを求める
規約の有効性、管理費等滞納者が支払う「違約金とし
ての弁護士費用」の意義など、マンションをめぐる重
要な判決例を100件厳選して収録した。
　それぞれの判決例は事実関係、判旨、解説（判決の
分析、判決の評価、実務指針）をもとにまとめられて
いる。執筆は編者を含め、30人以上の法曹界の学者・
弁護士が手がけた。
　区分所有法の制定から50年以上が経過し、その間
のマンションの増加に伴って紛争・判決例は多種多様
化している。本書は、今後のトラ
ブルの未然防止のためにも指針と
なる判例集といえる。

本 の 紹 介

『マンション法の判例解説』
編者／鎌野邦樹、花房博文、山野目章夫

発行／勁草書房
B5判・205ページ

定価／ 3,500円+税
2017年2月22日発売

ISBN 978-4-326-40331-8

『マンション法の判例解説』
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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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　日本マンション学会関東
支部（三井一征支部長）は
３月４日、中央大学市ヶ谷
キャンパスで関東支部第６
回通常総会を開きました。
総会後には松本恭治・元高
崎健康福祉大学教授による
講演『空き家問題の構造―
前門の虎（少子化）と後門

の狼（高齢単身化）―』と質疑を行いました。その一部
を掲載いたします。＜構成：編集部＞

…　…　…　…　…　…　…　…　…　…
　マンション住民の高齢化が進み、高齢者に優しいマン
ションや団地では若い人が住みにくくなっています。
　昔は、親の家から飛び出して、借家から出発し、それ
から分譲マンションを買って、マンションから戸建てへ
というのをステップアップと言っていたんです。
　ところが現在は、この「住宅すごろく」の「上がり」
まで全員が到達できないんです。
　分譲マンションは、大勢の人が高齢者になると、みん
なで通れば怖くないと、修繕積立金5000円上げようとい
う案がだいたい1000円止まりでね。修繕業者には貯まっ
た範囲以内で修繕してくれと。だから適正修繕じゃなく
て、その金額の許す範囲の修繕となります。
　住宅にABCランクがあるとすると、新築の特A住宅の供
給性は間違いがないんです。そうすると最後にCランクの
住宅が余る。Cが余っていらなくなるんですが、そういう
のをフィルタレーションといいます。
　要するに低価格化とか、単身化とかですね。はっきり
言って低水準化ですね。この低水準化がいつまでも使え
るというのは日本だけのことです。日本には居住の基準
がありません。イギリス、フランス、スエーデンでは、「住
宅基準」があります。汚い住宅には勧告し、直せなかっ
たら居住不適です。基準に合わない住宅には閉鎖命令が
できるのです。
　昭和44年分譲のある大型団地はかつて、こんなに面白
い団地があるものかというほどのコミュニティ活動が盛

んな団地でした。それから20年経過して、全戸48㎡、エ
レベーターなし、老人部落化し、総会では罵声が飛び交い、
経済的に余裕がある人の多くが団地を脱出。以前のにぎ
わいに比べると「喪に服す」団地のようになった。
　前門の虎は少子化。人口減少はフィルタレーションを
加速します。単身化、低所得化した居住者が増え、さら
に売れない、借り手がいないことから、空き家化が進み
ます。
　後門の狼は高齢化。配偶者の死亡や単身高齢者自身の
健康状態の都合で、空き家化が訪れます。区分所有建物
であるマンションは個別に壊せない
から、売れない、借り手がないのは
前門の虎と同様です。
　少子化、高齢単身化など社会構造
の変化がもたらす問題に管理組合は
無抵抗化しやすい。高齢者が隣人た
ちと良好な関係を築くことは重要だ
が、最低限の居住条件が保障されて
いることが前提といえるでしょう。 松本恭治・元高崎

健康福祉大学教授

関東支部の会場は中央大学
市ヶ谷キャンパス

お知らせ  日本マンション学会全国大会
第26回名古屋大会開催
期　間：2017年４月22日㈯、23日㈰
開催地：椙山（すぎやま）女学園大学・星が丘キャンパス
22日
　メインシンポジウム
　テーマ：「マンションにおいて認知症とどう付き合うか」
　第１分科会：マンション再生活用に関わる取り組み
　第２分科会：最近のマンションの紛争と裁判
　第３分科会： マンションにおける人の高齢化による問

題と対処法と課題
23日
　第４分科会： マンションにおける人の高齢化による問

題と対処法と課題
　第５分科会： （仮）マンション再生施策と行政のかかわ

りについて─中間報告─
　第６分科会：借地権付きマンションの現状と課題
　第７分科会：一般報告、実務・管理報告

3/4 日本マンション学会関東支部通常総会
講演『空き家問題の構造―前門の虎（少子化）と後門の狼（高齢単身化）―』

講師：松本恭治・元高崎健康福祉大学教授
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リニューアル事業本部

●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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最低限の義務は理事会への出席
少しずつ管理運営をわかって
　管理組合のほとんどは、その業務を管理会社に委託し
ており、日常の業務の大部分は管理会社が行っている現
状があります。住民である理事の多くは自身の仕事を持っ
ていて、理事の仕事の大部分は、月１回の理事会に出席
して管理会社からの業務報告を受け、その業務状況の
チェックなどが中心となります。
　このため必要最低限の「義務」は月１回の理事会への
出席です。
　管理会社に委託している業務を理事会でチェックする
場合、その第１は月次決算の確認です。その月の特別の
支出内容、管理費等の滞納状況を把握し、疑問や問題が
あればその対策を検討します。

Q43  理事の仕事とは何ですか？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　築５年目にして、輪番で理事の役目が回ってきました。
ただし、当然ながら自分の仕事があり、マンションの業
務に携わることは時間的に難しく、わずらわしいと考え
てしまします。理事としての最低限の義務を教えてくだ
さい。

ベストアンサーに選ばれた回答

　次は管理会社の業務報告です。管理会社からは文書で
報告書を出してもらい、理事それぞれが気づいた疑問を
どんどん質問しましょう。
　基本的な委託業務は会計や出納業務、管理員や清掃業
務、設備点検業務です。会計業務について、通帳は管理
会社に預けていても、印鑑は管理組合側がもっていなけ
ればなりません。小修繕や備品購入などの処理や小口の
現金の扱いまで、細かなおカネの流れをきちんとつかん
でおくことが大切です。
　その他、組合員の入退居の掌握（名簿の整備）、専有リ
フォームなどの許可、長期滞納者への対応、長期修繕計
画の検討などが議題にあがり、マンションの管理運営の
範囲が広いことだとわかってきます。
　月１回の理事会への出席でも少しずつマンションの管
理運営がわかってくれば、自分のマンションへの見方も
変わってくるのではないでしょうか？
　マンション管理への関心をマンション全体で高めるこ
とができたら、マンションの価値も上がることでしょう。
当然のことながら区分所有者や居住者との結びつきを強
めることは管理会社の業務ではありません。
　生活地盤の地域活動に興味を持つ人は現役世代でもど
んどん増えていますよ。
　　【参考】 『マンション管理の「なぜ？」がよくわかる本』

NPO日住協著、住宅新報社刊

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・市川

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
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　多くのマンションは規
約に「専（もっぱ）ら住
宅として使用する」との
趣旨を規定している。と
ころが政府は、この規定
のもとでも一定の範囲な
らいわゆる「民泊」が可

能だとして、経済特区制度を適用して解禁し、さら
には全国的にもこれを可能にするために、強引に新
しい法律を制定しようとしている。
　この問題をマンション居住者と管理組合の立場か
ら考えてみたい。
　規約で「専ら住宅として使用する」の規定を持つ
管理組合でも、営業活動や事務所としての使用は一
切禁止のところから、週１回程度の生花教室や書道
教室程度なら理事会で許可されるところ、禁止規定
はあるが違反があっても取り締まっていないところ
など、対応は必ずしも一様ではない。
　住宅使用の中でも、持ち主が会社であれば寮にな
り、それも家族寮ならともかく、独身寮となれば、
騒音などが発生しトラブルになっているところもあ
る。
　これらに比し、「民泊」は、住居としての使用とは

言い難い上、騒音やごみ処理などのトラブルは格段
に多く生じている。そもそもいわゆる「民泊」は、ホー
ムステイなどと違って、通常当該の住宅所有者も賃
借人もいない状態で第三者に使用させるわけだから、
前記の各種の利用と比べてもはるかに他の居住者に
対する迷惑の度合いは高い上、短時日の滞在だから
管理や注意も行き届きにくい。
　それを関係当局が「住宅としての利用のうち」に
含めようというのは、まさに宿泊施設不足対策とい
う一つの目的だけに合わせたご都合主義というべき
で、他の住民に迷惑がかかることを一顧だにせず、
国民生活に配慮する姿勢に欠けた、不当な解釈に他
ならない。
　したがって国交省は、「民泊」規制には新たな規約
が必要だなどという態度ではなく、規約で「住宅専用」
あるいはそれと同種の規定を持つ管理組合では「民
泊」はできない旨を明確にすべきである。
　もちろん新たな規約を制定すればいっそう確実に
「民泊」を排除することができることは確かだが、国
交省が現在示している規約案では抜け道が多く、実
効性に乏しいことも指摘しておかなければならない。
  （NPO日住協論説委員会）

住宅専用マンションと「民泊」
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』2017年3月5日付第414号「論談」より
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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 （マンション管理士）

　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

新理事長の皆様へ
　大規模修繕工事は新任理事さんたちの大きな精神的な負担のひとつです。セミナーでは「頑張らない大規模修
繕とは」「工事の基本が面白いほどわかる」「管理会社との付き合い方のコツ」「こうして業者は嘘をつく」
「99％の理事長が知らないお金の話」などについて、管理組合の立場でサポートしてきた2人の講師に、大規
模修繕工事と設備工事のそれぞれの角度から話していただきます。
　これぞ本音セミナー！ぜひ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

7/23
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から判明した課題と解決手法を大公開します！
h t t p : / / w ww . d a i k i b o 1 0 0 . c o m

第31回本音セミナー

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


