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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、
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3回目の大規模改修

初の競争入札で充実した工事ができた

日本マンション学会

4/22 ～ 23名古屋で開催

「マンションにおいて認知症と

どう付き合うのか」

全建センター

現場代理人成長プログラム！始動!!

人材育成6カ月コース

Seminer

大規模修繕100組合の教訓

学ぶ事例研究と考察

修繕奮闘記File Data 103

築30年目に管理組合を立ち上げ

借入恐れず、マンション価値アップへ

教えて！ 管理組合交流相談室

Q 「民泊禁止」規約明文化だけで大丈夫？

A 民泊禁止には万全な規約で対抗

  「ヤミ民泊」には罰則規定の周知も

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

現場代理人研修システムを創設

「民泊禁止のマンションに
営業許可出さないで！」

業 界 初 ！

　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、現場代理人研修システムを創設しました。
　マンション大規模修繕に絞り込んで現場代理人に必要な能力を
増進させる、業界で初の専門的な研修システムです。関西ペイン
ト㈱、田島ルーフィング㈱、コニシ㈱と提携し、商品知識の徹底
も盛り込んでいます。
　プログラムは６カ月間で、集合研修と通信講座を修了後、修了
証を授与します。	 ＜詳しくは６ページへ＞

　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連、川上湛永会長）
は５月２日、国土交通省・由木文彦住宅局長あてに、マンション
における「民泊問題」に関する要望を提出しました。
　要望の内容は下記のとおりです。
　１．	民泊を禁止しているマンションについては、営業許可を出

さないことを徹底していただきたい
　２．	民泊禁止等を理事会決議、もしくは総会等で、管理規約で

明確化することに取り組む管理組合への支援をおねがいし
たい

　３．	「違法民泊」等の１本化された通報窓口の開設をおねがいし
たい

　管理規約に「民泊禁止」を明文化し、マンションのエントラン
ス等に数カ国語で「民泊禁止」の看板やチラシを掲示している管
理組合もあります。しかし、それでも「違法民泊」はあとを絶た
ないようです。
　また住宅宿泊事業法（民泊新法）が閣議決定され、成立される
ことからも、民泊を禁止する管理組合への理解を関係省庁に働き
かけてもらうよう、国土交通省に強く要望しています。
	 ＜14ページに関連記事＞

20100105-20170605-90

全 建 セ ン タ ー

全 管 連 、 国 交 省 に 要 望
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　File Data. 102　神奈川・大和市／つきみ野ビレジ D ブロック管理組合

管理組合

3回目の大規模改修
初の競争入札で充実した工事ができた
　３回目の大規模改修工事。今回、はじめて見積り合わ

せによる競争入札を試みた。同時に、「利便性の向上によ

り、財産価値を高める」ことを意識していたという。

　工事計画は平成27年、管理会社から提案された。１、

２回目の大規模改修や設備改修も、管理会社が施工を行っ

ている。

　今回は、大規模改修工事に伴い管理組合が修繕委員会

を発足。今までは、管理会社主導の下で行っていた大規

模改修工事を修繕委員会主導の下で建物の調査・診断を

行い、報告書を作成した。

　しかし、築40年近くとなって住民が高齢化し、修繕積

立金の値上げや一時金の徴収は容易ではない。一方、建

物をグレードアップさせるような費用のかかる工事の必

要性も感じている。

　そこで、修繕委員会の報告書に基づき、共通仕様書・

書を配布し、７月の臨時総会で㈱カシワバラ・コーポレー

ションを内定した。

　選定理由として、管理組合では「営業マンの反応がよく、

レスポンスが早かった」ことをあげている。見積書の作

成の際も、真っ先に現場に来る、質問などもてきぱきし

ている。こうした態度が次第に「信頼感を得られた」と

理事や修繕委員らに浸透していったようだ。

　こうした態度は業者選定後も変わらず、住民の生活動

線と資材搬入計画の作成、住民説明会での対応など、動

きの速さや丁寧な仕事で応えてくれたので安心したとい

う。

　競争入札によって費用が抑えられたメリットもあった。

当初、考えていた利便性の向上についても、集合ポスト

や洗濯物干し金物の交換、階段室内手すり新設など、基

メーカーによる既存防水状況
の確認

バルコニー床のズレを確認 バルコニーの手摺りを塗装
（中塗り作業中）

外壁塗装（中塗り作業中）

階段室前の足場は、特に落下
防止を強固にした組み立てを
行った

見積書を自分たちで作成。

管理会社の言われたとおり

の業者選びではなく、競争

入札による業者選定をはじ

めて行ったのである。

　平成28年４月の定期総

会後、応募のあった施工会

社５社に共通仕様書・見積
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工事データ

○工事名／つきみ野ビレジDブロック大規模改修工

事　○建物概要／ 1978（昭和53）年竣工・PC造・

地上３階・３棟・54戸　○発注者／つきみ野ビレジ

Dブロック管理組合　○施工者／㈱カシワバラ・コー

ポレーション

○主な工事内容

・	共通仮設／現場事務所・作業員休憩所・資材倉庫・

手洗い場・仮設トイレ・廃材コンテナ等の設置

・直接仮設／建物外周に鋼製の足場を設置

・	下地補修／外壁等の調査、鉄筋爆裂補修、モルタ

ル浮き補修、ひび割れ補修他

・シーリング／外壁のシールの新規打ち替え

・	外壁高圧洗浄／外壁塗装面および床面の高圧水洗

浄

・外壁塗装／外壁・天井他の塗り替え

・	鉄部塗装／鉄扉、鉄骨階段、隔て板、堅樋等の塗

装

・防水／屋上、バルコニー床の防水

・	その他／屋上ハッチ交換、バルコニー物干し金物

交換、階数表示板交換、集合ポスト交換、掲示板

交換、階段室内手すり新設、敷地内アスファルト

舗装等

○工事期間／ 2017年１月24日～ 2017年５月31日

施工者：株式会社カシワバラ・コーポレーション

■本社

　〒108−0075

　東京都港区港南１−８−27	日新ビル９階

　☎03-5479-1400

■西関東営業所

　〒194−0215

　東京都町田市小山ヶ丘１−10−５

　☎042−798−0660

代表者：柏原　伸介

創業：1949年（昭和24年）３月

資本金：２億5,010万円

http://www.kashiwabara.co.jp

本工事に加えることができた。

　理事会役員のひとりは「管理会社お任せだった１、２

回目よりは、自分たちで動いて行った工事だったので、

とても充実した工事ができたと思う」と話している。

PS扉部分の鉄部塗装（中塗
り作業中）

階段室に手すりを新設した建物立ち上がり部分は土を掘
削して塗装する

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へ̶。

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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リニューアル事業本部

4/22 ～ 23  名古屋・椙山女学園大で開催
日本マンション学会名古屋大会

「マンションにおいて認知症とどう付き合うのか」

　一般社団法人日本マンション学会は４月22 ～ 23日、名古屋
市千種区の椙山女学園大学・星が丘キャンパスで名古屋大会（第
26回）を開催しました。
　今大会のメインシンポジウムは「マンションにおいて認知症
とどう付き合うのか」をテーマに開催。その他「マンションに
おける人の高齢化への取り組み事例」「最近のマンション紛争
と裁判」「マンションと費用負担から考察する」など７つの分
科会報告を行いました。
　このページはメインシンポジウム、第３分科会で取り上げら
れた「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」をもとに、報告のあった取り組み事例を抜粋、再構成して
います。

◆管理会社からみた現状と課題、その対応
マンション管理業協会

　マンションでの認知症高齢化問題は、他のマンション居住者
の日常生活に悪い影響を及ぼすことでトラブルになったものを
指す場合が多いといえます。
　たとえば、マンション内を徘徊して他の部屋のドアを叩いた
り、ドアチャイムを押して回ったりといった行動です。
　いわゆるゴミ屋敷化や階上からの物の投棄といったような問
題も認知症状が関連しているケースもあります。
　本人に親族がいる場合は、まず親族に連絡して、対処を依頼
する方法が最初の対応として多く取られていますが、単身で親

族がいない、もしくは親族の連絡先がわからないことも多く、
手詰まりとなるケースがあります。
　また、親族に連絡がついたとしても対処に非協力であること
も多いようです。
　介護の専門職によると、ある程度症状が進行し、認知症に伴
う困った行動が見られるようになっても、適切に介護の専門職
につなぐことによって症状が安定し、困った行動が落ち着く場
合も少なくないといいます。
　認知症高齢者の問題に関する事例の収集が必要との問題意識
から平成27年、当協会の産業政策委員会において、委員会社
16社を対象にマンション居住者の認知症に関する事例の収集
を行ったところ、93の事例が集まりました。

●調査対象：産業政策委員会社（16社）
●調査期間：平成27年11月～平成28年１月
●調査方法：	アンケート。自由回答で認知症の問題がある場合

はヒアリングも実施
●回 答 数：93事例
①（75歳・男性・築40年・50戸規模）
・	漏水が発生。部屋に入ったところ、トイレに汚物が山のよう
に積み上がっていた。

・	管理費等の滞納なし。部屋には同居人がいた。
・買い物姿からはわからず、民生委員も未把握。
　⇒	民生委員等へ相談。施設への措置的な収容に至ったが、１
カ月以上要した。

　⇒	漏水被害の復旧工事に保険は使えず、被害者が復旧を負担
した。

②（80歳・女性・築20年団地型マンション）
・	ガスコンロに火をつけ、その上に電気炊飯器を乗せ、火災が
発生。幸いにボヤで済んだが、煙が部屋内だけでなく、共用
廊下にもうもうと立ち込めた。

③（75歳・女性・築30年・100戸規模）
・	部屋内がゴミ屋敷。異臭に加えて、ゴキブリやハエが発生し、
近隣住戸へ迷惑をかける。

マンション管理業協会実態調査

椙山女学園大学メインシンポジウム会場
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④（80歳・女性・築20年・50戸規模）
・	「隣の住民が、自分が留守の間に部屋に入り、物を盗んだ」
として、何度も連絡をしてくる。

実態調査結果の分類（93事例・重複あり）
　○興奮・暴言・暴力…………17件
　○理解・判断力の低下………16件
　○見当識の障害………………14件
　○幻覚・妄想…………………10件
　○徘徊…………………………９件
　○実行機能障害………………９件
　○記憶障害……………………８件
　○物取られ妄想………………８件
　○不潔行為……………………４件

　認知症は時間をかけてゆっくり症状が進むと言われていま
す。認知症が考えられるような症状が出始めた初期の段階で発
見し、スムーズに医療や介護の専門職につなげる「早期発見・
早期対処」が最も重要とされています。
　マンションにおいても同様であることがさまざまなケースか
ら当てはまるといえるでしょう。
　認知症高齢者への対応に管理員等の現場職員がかかりきりに
なると、現場の業務にかなり支障が出てくることが想定されま
す。
　管理組合運営に深刻な影響を及ぼすことも考えられ、マン
ションにおいてはどのような対策が今後必要になるのか、将来
的な課題といえそうです。

◆高齢化問題と管理会社の取り組み
ナイスコミュニティー㈱

　マンションは住生活の拠点であり、管理会社はその生活を支
える一番近い存在です。設立40年超のナイスコミュニティー
㈱では、共用部分の管理を主として全戸に平等にサービスを提
供する立場と、高齢者など私生活にまで入り込んで行うサービ
スの両立を模索しているとしています。その中から、これまで
取り組んできた高齢化問題の事例報告を紹介します。

◆孤独死
①（71歳女性）
　管理員から新聞がたまっており、最近居住者を見かけないと
いう連絡あり。居住者名簿、警察、区役所、民生委員、地域包
括支援センター、３年前購入時の仲介業者などに照会するが親
族等の情報なし。
　単なる不在だった場合も考え、強制解錠を躊躇したが、関係
者との協議の上、警察官２人、副理事長の立ち会いのもと、弊

社２人にて窓の面格子を外し、警察官が入室。遺体を発見した。
◆認知症
①（転倒などのけが）
　区分所有者と同居の母親（高齢・認知症あり）がマンション
近くの歩道で転倒し、左眉あたりにけがをした。
　管理員が救急車で病院へ搬送しようとしたところ、認知症を
患っている、自宅の鍵を持っていないとの理由で病院の受け入
れ先が見つからず、救急車でマンションへ戻された。
　家族と連絡が取れたら近場の病院で見てもらえるとのこと。
けがは幸い軽症ですぐ入院するという状態ではないことを確認
した。
②（徘徊）
　マンションエントランスで座り込んでいる高齢女性を見かけ
ることが多々あり。オートロックの鍵をもたずに外出している
ケースもあった。早朝6時前から「デイザービスの迎えが来な
い」などと、マンション裏をフラフラ歩いていたりする。
　別のフロアでドアを叩きながら「開けろ！」と暴れていたと
いう報告もあり。
　管理会社から不在区分所有者の親族に連絡し、対応しても
らった。
③（高齢者狙いの詐欺）
　築45年・５棟・130戸の団地型マンション。
　複数の居住者から管理会社を名乗る者の訪問があり、「この
マンションは耐震性に不安がある。修繕費もこのままでは足り
ないのでマンションを売ってほしい」と言われたという連絡あ
り。
　また、高齢の不在区分所有者の部屋で引越し作業が行われて
いるので、その理由を聞いたところ、「マンションで耐震補強
工事を予定しているので、１世帯750万円支払うよう指示され
た。払えないならマンションを売ってほしいと言われた」との
こと。
　当マンションでは耐震補強の予定なし。
　人物の特定はできなかったが、管理会社を名乗る怪しい業者
が訪問しているとの注意喚起書面を全戸に配布。各棟役員・管
理会社フロント担当同伴で全戸訪問を実施した。

◇　　◇　　◇
　今度も高齢者の１人での外出や、１人暮らしによる事件や専
有部分内における漏水・火災といった事故が増えていくと考え
られます。
　管理会社だけでは対応に限界があり、管理組合、地域、行政
の協力・連携が必要になってくることでしょう。
　高齢者世帯はどのような状態で、いかなる助けが必要なのか
―高齢者は公助を受けながら、地域の「お互い様の助け合い」
である共助がどんどん必要になってくると考えられます。
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能力・意欲を増進させる人材育成6カ月コース

現場代理人成長プログラム！始動！！
月１土曜講義で実務への影響もなし

　深刻化する人手不足と、受注競争の激化は、マンション大規
模工事業者の現場代理人の役割を大きく変えつつあります。
　このため工事業者にとっては、現場代理人の生産性向上を目
的とし、能力と意欲を増進させることが生き残りの条件になっ
てきました。
　そこで、全建センターでは「マンション大規模修繕工事専門
の現場代理人」の能力を向上させ、生産性を高める人材育成６
カ月コース「現場代理人成長プログラム」を始動させます。講
習は集合研修６回と通信講座６回。講習過程の修了者には修了
証を発行します。講義は毎月１回、土曜日だけで実務への影響
は少ない点も評価されています。
　管理組合にとっても業者選定の重要検討項目である現場代理
人の選考評価について、その指標となる業界初の研修システム
といえるでしょう。

【問い合わせ・申し込み】
　一般社団法人 全国建物調査診断センター
　〒160−0023	東京都新宿区西新宿８−12−１
　　　　　　		サンパレス新宿603
　☎03−6304−0278　FAX：03−6304−0279
　E-mail：	info@zenken-center.com

…… 集合研修の概要 ……
◆研修日程
　　７月29日㈯・８月26日㈯・９月30日㈯・10月28日㈯・
　　11月18日㈯・１月13日㈯
　時間：10：00 ～ 17：00
　会場：田島ルーフィング㈱
　　　　東京都千代田区外神田４−14−１
　　　　秋葉原VDX2		１階会議室
◆費用（６カ月間）
　一人95,000円
　（１社で２人以上申し込みの場合、一人90,000円）
◆カリキュラム（抜粋）	
　第１回
　テーマ：「モチベーションを作ろう」
　（どうしたら一流の現場代理人になれるか）
　・現場代理人心得　５か条
　第２回
　テーマ：「管理組合の動かし方のコツ」
　（コミュニケーション能力を高める）
　・工事着手前になにをするか？

　・工事途中段階では管理組合にどう付き合って行くか？
　第３回
　テーマ：「完璧な安全の管理とは。その秘密」
　・足場の組み立て
　・足場架設で気を付けること
　第４回
　テーマ：「顧客の満足する工事品質とは」
　・施工要領書の作成と理解
　・本工事の品質確保とは？
　第５回
　テーマ：「原価の真実を探る」
　・原価管理と工期
　・下地精算が大幅に増加した場合の対処法
　第６回	
　テーマ：「工程の管理の真髄を知ろう」
　・工程管理と検査報告について
　（グループディスカッション）

現　場
代理人
講　座

集合研修
6ヵ月
（6回）

通信講座
6ヵ月
（6回）

修了証
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全建センター第30回記念セミナー
大規模修繕100組合の教訓

3 ／ 26　東京・京橋　住宅あんしん保証本社会議室にて

　全国建物調査診断センターは３月26日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第30回記念セミナーを行いました。
この中から㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）
の佐藤成幸専務が講師を務めた「大規模修繕100組合の教訓か
ら学ぶ事例研究と考察について」、その一部を掲載します。

＜構成：編集部＞

事例の紹介
◇560戸のビッグコミュニティー 住民協力で工程も順調
　	物件概要／西東京市・2004年（平成16年）竣工・RC造・地
上14階、16階、18階建・３棟（その他エントランス棟、管
理棟など）・560戸
　工期／ 2015年１月９日～８月31日
　560戸の郊外型大規模マンション。住居棟のほか、管理棟、
集会室やキッズルーム、防音スタジオ、ライブラリー、ゲスト
ルームがある棟、充足率100％の自走式駐車場などがあり、敷
地面積は２万4,000㎡を超える。
　こうしたビッグコミュニティーだからこそ、住民の生活にか
かる工事中の負担（足場や養生シートによる圧迫感、騒音や粉
塵等）に配慮するため、「なるべく短い工程管理の作成に努め、
それが採用されました」と現場代理人の談。

　ただし、現場代理人の苦労
はこれから。作成した工程、
工事期間を守らなければなら
ないからだ。
　実は、工事前のアンケート
の回答率は40％台、住民説
明会の集まりも少なく、「住
民は大規模修繕工事に興味が
ないのでは…という感じだっ
た」。
　しかし、駐車区画の移動な
ど、お願いすればすぐに対応
してくれたり、工事中のク
レームも全くなく、こうした
住民の対応のおかげで、「タ
イトな工程も順調に進んだと
いえます」と話す。
　駐車区画の移動について

は、560世帯に対して560区画という、充足率100％の自走式駐
車場ではあるが、空き区画が約80台あった。これを有効活用
するため車を移動してもらって空きスペースをつくり、作業員
休憩所・資材倉庫、さらには工事車両置き場として使用するこ
とができた。
　さらにマンションの立地環境では材料の搬入経路の確保が難
しく、１階住戸の専用庭に搬入のための足場を設置する方法を
採用した。隣の住戸の専用庭を隔てる扉を開放する必要があり、
１戸でも反対されると足場の設置もできない環境であったが、
これについても住民の反対はひとつもなく、スムーズに作業が
進んだ。
　こうした大きい工事を実施するにあたり、住民間の協力は欠
かせないといった事例である。

事例の紹介
◇合意の形成と広報に関わる失敗例
　物件概要／SRC造・地上５階/地下１階・１棟・58戸
　築10年目に１回目の大規模修繕工事を計画。Aコンサルタン
ト会社に調査、設計、施工会社選定までを任せたが、その後、
急きょ解約して、当社にて工事監理のみの発注があった。
　果たして工事がはじまり、進行するに従い、住民から意見や
質問が増大し、施工会社の現場代理人がその対応に追い回され
るようになった。
　意見や質問の内容は「この部位は工事しないのか？」「外壁
工事はこれで終わりか？」「もっと塗装しないとダメでは？」
「なぜこの色で塗るのか？」「この部位を修繕する理由は？」等、
いずれも工事内容に関わる基本事項ばかりであった。
　現場代理人は住民からの意見を受けるたび、個別回答してい
たが、「ここを修繕してほしい」「いや、やるならこっちだ」な
ど、工事中に住民対立にもなりかねない状況だったため、工事
をストップさせてもらった。
　問題は、着工前に説明会をしていないことがつまずきのはじ
まりだった。住民も別にクレーマーではなく、同じ財産を共有
するコミュニティの一員であるので、敵か味方という見方をし
ては絶対にいけないのだが、意見を出すとなるとトラブルの原
因になる。
　解決策として、当社では公開での住民説明会を開催し、工事
内容の説明と工事の意義を説明、十分な情報公開と広報により
解決を図った。

紙 上 採 録

郊外型のマンション。3棟・560戸
のビッグコミュニティー

車両を移動してもらい、自走式の駐
車場の屋上に工事用スペースを設置
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　File Data. 103　名古屋市千種区／パラシオン覚王山管理組合

管理組合

築30年目に管理組合を立ち上げ
借入恐れず、マンション価値アップへ
　４月23日、日本マンション学会は椙山女学園大学でのシン
ポジウム、分科会報告の後、名古屋市千種区のパラシオン覚王
山、メゾン千種で見学会を行った。
　覚王山は住宅地として人気が高い地区で、ここで紹介するパ
ラシオン覚王山は地下鉄覚王山駅徒歩１分に立地する。
　好立地とはいえ、25年以上前のパラシオン覚王山は管理組
合もなく、業者の倒産により、修繕工事が中断されたままコン
クリートの破片が落下するなど、不動産業者からは最低ランク
の評価を受けていたという。
　その後２回目の修繕工事を前に管理組合（築30年目）を立
ち上げ、中部マンション管理組合協議会（中部管協）の協力を
得て、長期修繕計画を作成。公的借り入れを利用し、本格的な
大規模修繕工事に着手した。

　３回目の工事は中部管協とともの管理組合をサポートしてい
る建築家集団「マンション維持管理機構」にコンサルを依頼し、
宅配ボックス設置、電気容量アップ（30A→60A）、照明LED化、
エントランスへの大理石張りなど、マンションの価値を上げる
ことを目的に工事を行った。
　見学会で説明にあたった中村明理事長は「計画的な工事を
行ってきたことにより、不動産業者の評価は20年前の600万円
から今や1,300万円に上がりました」と喜ぶ。
　さらに、工事費用の考え方についても、「借り入れを不安に

パラシオン覚王山の軌跡
1971年　竣工
1983年　自治会設立
1991年　第１回大規模修繕工事
2001年　管理組合設立
2002年　第２回大規模修繕工事
　　　　	（屋上防水、外壁等改修、手すりアルミ化、給水・

雑俳水管更新工事）
2007年　耐震診断
2008年　各戸玄関ドア取り替え工事
2012年　	アルミ窓取り替え工事、エントランスセキュリ

ティー化
2013年　EVホール自動ドア化
2014年　宅配ボックス設置、電気容量アップ、照明LED化
2015年　第３回大規模修繕工事
　　　　	（外壁等改修、通路他アルミ窓取り替え、PS扉取

り替え、共聴設備改善ほか）

エントランスまわりのファ
サード壁の石張り改修

共用階段、共用廊下の防水
シートを張り替えた

アルミサッシ取り替え
（カバー工法）

パイプスペース（PS）
扉取り替え

日本マンション学会のメンバー
が見学。中央が中村明理事長

思い、修繕工事を行わないこ
とにより、老朽化して買い手
や借り手がなくなることのほ
うが心配。借り入れをしてで
もマンション価値をアップす
る工事をしたからこそ、今で
は子供のいる若い世帯も増
え、住戸が売りに出れば賃貸
の住民が即買う例も出てい
る」と話していた。
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工事データ
○工事名／パラシオン覚王山大規模修繕工事　○建物概
要／ 1971（昭和46）年竣工・SRC造・地上11階建・１棟・
70戸　○発注者／パラシオン覚王山管理組合　○監理者
／一般社団法人マンション維持管理機構　○施工者／建
装工業㈱中部支店
○主な工事内容
・共通仮設／管理事務所、倉庫・備品の搬入等
・	直接仮設／鋼製足場、養生シート、昇降階段、落下防
止ネット、出入り口養生、仮囲い
・	下地補修／高圧水洗浄、コンクリート欠損部、ひび割
れ（擦り込み、Uカットシーリング材充填）、モルタル
浮き部、誘発目地新設、補修個所パターン調整
・	外壁塗装／一般外壁、バルコニー・各所天井、PSパネ
ル壁、竪樋
・	鉄部その他塗装／鉄骨階段、階段手すり、玄関扉枠、
PS扉等
・	防水／高架水槽屋根、バルコニー、共用廊下、共用階段
・	その他／アルミサッシ取り替え（カバー工法）、エレベー
ター扉のダイノックフィルム貼り、外壁耐震スリット
新設、コミュニティースペース改修等
○工事期間／ 2015年８月17日～ 2015年12月26日

監理者：一般社団法人マンション維持管理機構
■事務局
　〒460−0026
　名古屋市中区伊勢山２−11−13サイドビル5FB
　☎052−322−0042
　代表者：下會所　豊
　設立：	1984年（昭和59年）９月
　　　　（一般社団法人格取得は2009年４月）
　http://www.ccg-chubu.org

施工者：建装工業株式会社
■本社
　〒105−0003
　東京都港区西新橋３−11−１
　☎03−3433−0501
■中部支店
　〒465-0093
　愛知県名古屋市名東区一社４−148−１
　☎052−702−3100
代表者：髙橋修身　創業：1903年（明治36年）
資本金：３億円
https://www.kenso.co.jp

2012年、エントランスセキュ
リティーのため自動ドアを設置

2014年 に は 幹 線 容 量 を
アップ、照明をLED化した

2008年、各戸玄関扉の
取り替え工事を実施

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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●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

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
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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

　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

　修繕工事会社に勤務する現役のプロボクサー東上剛司
選手（ドリーム所属／日本S・フェザー級６位）が５月
６日、東京・水道橋、ボクシングの聖地・後楽園ホール
で行われたダイナミックグローブSP（CS日テレG+放送）
のメインイベントに出場しました。
　59.5kgの契約ウェイトの10回戦。対戦相手は元日本王
者で世界戦の経験もある金子大樹選手（横浜光／同級１
位）です。
　試合は金子選手が主導権を握りました。東上選手はデ
ビューから15年、これまで一度もKO負けのないタフな
ボクサーですが、３回に左目上部から出血。東上選手も
気迫でパンチを返しましたが、連打を打ち込まれて７回
１分53秒、レフェリーストップ。ただし、最後までダウ
ンは喫しませんでした。
　試合後、日本テレビの解説者は東上選手について「本
当に気持ちのある試合をした」。アナウンサーも「後楽
園ホールのメインイベントにふさわしい盛り上がりだっ

た」と述べていま
した。
　東上選手は、マ
ンションの大規模
修繕工事を手がけ
る㈱エーファイブ
（本社：東京都墨田
区、木村康三社長）
の社員をしながら
プロボクサーを続
けています。

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

7回、レフェリーストップを告げ
られる東上選手（CS日テレG+放
送より）

修繕工事会社のボクサー
東上選手、元日本王者に惜敗
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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。
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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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民泊禁止には万全な規約で対抗
「ヤミ民泊」には罰則規定の周知も
　政府は2017年３月10日「住宅宿泊事業法案」を閣議決定し
ました。民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健
全な民泊サービスの普及を図ることが目的とされています。
　住宅宿泊事業法は、住宅宿泊事業を営もうとする際の届出、
住宅宿泊管理業や仲介業の登録制等を定めたものです。
　基本的に「民泊サービスの普及」が大前提にあります。です
から、住宅宿泊事業法が制定されたとしても、管理規約に禁止
を定めていたというだけ宿泊事業の届出は受理されないと言え
るか、というと現時点での判断は難しいと言わざるとえません。
　京都市のように条例で「規約で禁止している場合には宿泊事
業を制限する」としているケースもあるが、どの自治体でも条
例で民泊を規制するとは考えられません。
　とはいえ、やはりマンションでの民泊禁止のよりどころは管
理規約です。マンション標準管理規約第12条（専有部分の用途）
では、「区分所有者は、その専有部分を専ら（もっぱら）住宅
として使用するものとし、他の用途に使用してはならない」と
ありますが、この規定では民泊禁止は難しいでしょう。住宅宿
泊事業法が「住宅」を利用して行う宿泊形態を述べているから
です。
　NPO横浜マンション管理組合ネットワーク（浜管ネット）
では次のような管理規約、使用細則の作成を勧めています。

マンション標準管理規約
第12条2項に追加する条文案（NPO浜管ネット作成）
２	　区分所有者は、自らの専有部分を使用し、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、及び住宅宿泊事業法に規定する届出を行って住宅

Q45  「民泊禁止」規約明文化だけで大丈夫？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　築25年・100戸のマンションです。近年、外部所有者が増え、
賃貸住戸が30％を超えるようになりました。さらに政府がい
わゆる民泊サービスを勧めていることから、管理組合に無断で
民泊をはじめる住戸が出てくるのか不安に思っています。
　そこで当マンションでも民泊サービスの禁止を管理規約に盛
り込みたいのですが、規約に「民泊禁止」を明文化しただけで
防止できるものでしょうか？

ベストアンサーに選ばれた回答

宿泊事業を営んではならない
　　（※住宅宿泊事業法が成立し、施行されることが前提）

規約の実行性を確保するための使用細則案
（NPO浜管ネット作成）
１	　理事長は、特定の専有部分について、規約第12条第
２項の規定に反する行為が行われていると疑われている
ときは、区分所有者等に対し、いつでも専有部分の利用
状況につき、口頭又は文書で照会することができる

２	　前項の照会の結果、又は他の区分所有者及び専有部分
に出入りする者等から任意に聴取した結果、規約第12
条第２項に違反していると認められる場合、理事長は、
区分所有者に対し、利用状況を調査するため当該専有部
分への立ち入りを求めることができる

３	　前項の場合において、当該専有部分の区分所有者等は、
理事長の求めを正当な理由なく拒んではならない

　このように民泊禁止には万全な管理規約等で対抗するしかな
いでしょう。
　問題は、管理の行き届いていないところで行われる「ヤミ民
泊」です。ペット飼育マンションにおいても10%～ 15%が隠
れて（堂々と？）飼っている住民がいると言われています。
　そしてペット飼育者の要求や社会情勢などにより、飼育禁止
→１代限り可→飼育可と規約変更を行うケースはどんどん増え
ています。
　集合住宅に住むものにとってルールを守らない住民は集合住
宅に住む資格がないのではないかと思いますが、現実はそうも
いきません。
　住宅宿泊事業法案に罰則規定があります。法案の施行を視野
に、こうした罰則もあることの周知も細則作成時に検討してお
くとよいかもしれません。

住宅宿泊事業法案
第六章　罰則
第七十二条
　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若
しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
一	　第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業
を営んだ者

（以下略）
第二十二条
一	　住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の
登録を受けなければならない

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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　４月、マンションに住
む世帯にも地方自治体か
ら固定資産税の納税通知
書が送られてきた。
　固定資産税は、戦後ま
もなくシャウプ税制によ
り導入された税で、地方

税のひとつ。自治体には貴重な財源で、制度の改正や変
更がほとんど行われていないことでも知られる。
　ところがマンションにとっては不合理な面の強い税と
され、経済学者などから問題点が指摘されてきた。
◇木造に比べ約1.5倍高い
　木造一戸建てに比べ、マンションの固定資産税は、新
築当初から、1.5倍は高いとされている。マンションは新
築後、建物について５年間、半額の措置が取られるが、
それ以降は倍に戻る。しかも、住宅用地の固定資産税は
200㎡まで６分の１に減額されるが、戸建てに比べ10分の
１くらいのため、その恩恵がほとんどない。
　また、固定資産税は建物の耐用年数が木造25年、マン
ションは60年と定められていて、大きな格差がある。こ
の耐用年数は専門家の調査だと、現実にはどちらも50年
程度とみられている。耐用年数に達しても木造・マンショ
ンとも、建物が取り壊されない限り、固定資産税は最後

まで20％残る仕組みだ。
◇木造に比べ、不利な条件も
　マンションの延べ床面積には、共用部分が各戸に上乗
せられていて、自分の使う床面積より３割は大きくなっ
ている。
　それに木造では物価水準補正、設計監理費による補正、
寒冷積雪地による減点補正などで減額されるが、鉄筋で
はそれがなく、木造と最大４割も格差がつく。
　最後に経過年数減点補正を行うが、前述のように鉄筋
の耐用年数の60年と木造25年の差が効いてくる。
　こうした不合理なマンション固定資産税について、
NPO日住協も加盟している全国マンション管理組合連合
会（全管連）では２年前から、国土交通省を通じて総務
省などに是正を要望しているが、明確な回答はない。
　政府はこのほど、20階以上の高層マンションについて、
高層部の固定資産税と相続税を引き上げ、中低層部の税
負担を軽減する措置を公表した。2018年以降に引き渡さ
れる新築物件が対象とされる。
　最近の金持ち層の高層マンション買いによる節税対策
を牽制する狙いだが、固定資産税でこんな措置が機敏に
打ち出せるなら、既存マンションの固定資産税の不合理
にもメスを入れてもらいたい。	（NPO日住協論説委員会）

マンション固定資産税、不合理はいつまで
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5月5日付第416号「論談」より

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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● 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

東京都
55.1％

首都圏

神奈川県
25.4％

群馬県 0.3％
栃木県 0.4％
茨城県 0.9％

埼玉県
10.7％

千葉県 7.2％ 滋賀県 2.6％
奈良県 4.5％
和歌山県 0.7％

県 2.6％県県 2.6％

関西圏
大阪府
51.3％

兵庫県
29.2％

京都府
11.7％

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

※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。

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㈱・田島ルーフィング㈱　●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）

●テーマ：大規模修繕100組合から学ぶ事例研

究と考察（仮）

●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）

第1 部
●テーマ：大規模修繕100組合から学ぶ優先基

準の考え方（仮）

●講　師：㈱ＫＡＩ設計

　　　　　菅　純一郎　代表取締役社長

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

新 理 事 長 の 皆 様 へ

大規模修繕100組合の教訓から判明した
課題と解決方法を大公開！

○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

第31回
本音
セミナー


