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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 12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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築12年、1回目の大規模修繕

「他のマンションの工事見学が効果的」

マン管センター

民泊解説セミナー

3月15日までの方針決議が重要!!

マンションと地震保険

料率値上げ、2019年に第2弾

加入の賛否は総会決議が必要

Study

学ぶ！管理組合と税務の関係

収益事業は必ず申告を！

東京ビッグサイト

11/15 ～ 17マンション管理フェア開催

本音セミナー

下地補修に関わる事例①～③

教えて！ 管理組合交流相談室

Q 持ち主不明の自転車の対処は？

A 他人の所有物を同意なく処分する

　放置自転車でも細心の注意をわすれずに

第33回セミナー

3月25日のお知らせ

20100105-20171205-96

大規模修繕工事の
実施時期

大反響！無料調査・診断サービス

　10月の総選挙、自民党の圧勝により、2019年（平成31年）10月まで
延期されていた消費税10％への値上げが現実味を帯びてきました。
　さて、消費税が10％となることに対して、大規模修繕工事を立案・計
画をしている管理組合はどう捉えればよいのでしょうか？
　2020年は東京五輪・パラリンピックが開催されることで、職人の人手
不足が深刻度を増している最中でもあります。
　（１）人手不足でも消費税の値上げ前に大規模修繕工事を行う
　（２）�例え10%値上げになったとしても、オリンピックや増税前の駆

け込み工事が終わったあと、落ち着いて大規模修繕工事を行う
　大規模修繕工事を前倒しするか、後送りするか―先か後か、輪番制の
理事会では面倒なことは次の理事会へ譲る傾向がありますが、本件に関
しては現在の理事会が責任を持って、住民アンケートをとったり、総会
承認を得て置く必要があると思います。
　トラブルになりやすいのは、議論もなにもせず、時間だけが過ぎ、選
択肢がなくなってから、「今までの理事会は何をやっていたんだ」とい
うクレームが上がることです。
　工事時期の判断の責任を理事会に押し付けないためにも、まずは協議
をして、住民の同意を得たという議事録を残しておきましょう。
　マンション改修業界の専門家によると、「消費税増税やオリンピック
の波に飲み込まれない、今のうちに、2018年のうちに工事に着手してし
まったほうがよいのでは？」という人がいます。「やるなら今でしょ」と。
　いずれにしろ、大規模修繕工事を視野に入れている管理組合では、理
事会のリーダーシップが「今」、求められていることに違いはありません。

　全国建物調査診断センターでは『大規模修繕工事新聞』読者サービス
の一環として、毎月先着10件まで無料の調査・診断サービスを受け付け
ています。
　内容は、外壁や共用部塗装の浮き・ひび割れ・欠損の状況、屋上・バ
ルコニーなど防水の状況、シーリングのひび割れ・破断状況等。

全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278　FAX.�03-6304-0279
E-mail：info@zenken-center.com

全 建 セ ン タ ー

消費税10%への値上げは2019年10月？

どうする!?
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　File Data. 111　神奈川・上鶴間／ L・ヴィアーレシティ管理組合

管理組合

築12年、1回目の大規模修繕
「他のマンションの工事見学が効果的」
　L・ヴィアーレシティ管理組合は大規模修繕工事の検討

における相談先であった、マンション改修専門の建築士

事務所で構成する「マンション・ユニオン保全設計協同

組合」の呼びかけにより、近隣マンション向けの工事見

学会、さらに居住者の小学生を対象とした夏休みイベン

ト（施工会社の塗装技能士指導による塗装体験）を実施。

マンションの維持管理をみんなで共有しようという意識

がどんどん高まっている管理組合となっていた。

　L・ヴィアーレシティは2001年竣工した管理組合であ

るものの、７年後には早くも「建物保全委員会」を発足。

理事会と連携を保ちながら各種マンション関連のセミ

ナーに参加するなど、マンションの維持保全の知識の習

得に励んできた。

　2009年、大規模修繕工事の検討開始。

　住民自らの目で経年劣化の個所などを確認し、建物の

現状を知った。その上でフローチャートの作成、大規模

修繕工事の進め方の検討をはじめた。

　大規模修繕工事の検討開始に際して、「管理組合が工事

工事見学会で体験談を語る師岡理事長 施工者からは仮設計画を中心に説明が行われた 東日本大震災で破損したエキスパンション。
その役目を果たした

中庭スペースに仮設事務所を設置 集会所棟の上にバルコニーの鉢植えなど
一時保管場所を作った

居住者の小学生を対象とした
塗装体験イベントを実施
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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　設立：1953年（昭和28年）２月

資本金：１億円

http://www.yokosoh.co.jp

工事データ

○工事名／ L・ヴィアーレシティ大規模修繕工事　○

建物概要／ 2001（平成13）年３月竣工・SRC造（一

部RC造、S造）・12階建て・162戸　○発注者／ L・ヴィ

アーレシティ管理組合　○設計・監理者／㈲モア・プ

ランニングオフィス一級建築士事務所　○施工者／㈱

ヨコソー　○主な工事内容／仮設（現場事務所、資材

倉庫、廃材仮置場の設置、足場・メッシュシート養生等）

／躯体回復／外壁タイル／外壁塗装／防水／シーリン

グ／鉄部他塗装／その他建築関連工事　○工期／平成

25年１月～平成25年７月

植栽ポットの仕上げ塗装に子供たちも真剣

を実施する目的・

方針を明確にする

ことが大切です」

というのは師岡英

裕理事長。

　管理組合が決め

たL・ヴィアーレ

シティ第１回大規

模修繕の基本方

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へ̶。

「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2850棟！（平成29年6月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

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

も考えた工事計画とし、子ども対策なども周知する）④

資金計画（修繕積立金の範囲内で工事を実施する。その

後は将来の大規模修繕を見据えて長期修繕計画を見直し

する）。

　理事長は「工事の必要性を理解してもらうためには、

よそのマンションの大規模修繕工事を見学することが効

果的。必ず複数の理事メンバーで参加し、特に女性に参

加してもらうとよいと思います。工事が始まってからは

理事会と修繕委員会で作る実行委員会方式を採用したこ

とが成功しました。設計者、施工者、委員会の３者が緊

張感を持つことがいい工事につながります」と話してい

る。

針は①初期性能を戻すことと、居住水準に見合うグレー

ドアップ②情報の開示と合意形成（すべてにおいて丁寧

に、わかりやすく、オープンにし、区分所有者の合意を

得て進めていく）③安全第一（居住者・地域住民の配慮
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民泊解説セミナー  3月15日までの方針決議が重要!!

　マンション管理センターは10月26日、東京・文京区の住宅
金融支援機構１階すまい・るホールで、住宅宿泊事業法（民泊
新法）公布に伴う「マンション標準管理規約」改正についての
解説セミナーを行いました。講師は国土交通省住宅局市街地建
築課マンション政策室・五箇孝愼課長補佐が務めました。

◇
　五箇氏は講演で次のように述べました。
　住宅宿泊事業法が2018年６月15日から全面施行され、今後、
分譲マンションにおいても住宅宿泊事業（民泊）が可能となり
ます。分譲マンションにおける住宅宿泊事業（民泊）をめぐる
トラブルの防止のためには、住宅宿泊事業（民泊）を許容する
か否かについて、あらかじめ管理組合において、区分所有者間
でよく議論していただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業
（民泊）を許容するか否かを管理規約上、明確化しておくこと
が望ましいものと考えられます。
　現在、管理組合がもっとも認識してほしいことは下記のとお
りです。
　マンションでの民泊を禁止する場合は、来年３月15日まで
にその決議を行うことが重要ということです。

10/26　マンション管理センター

管理組合が認識しておきたいこと
・�管理規約で住宅宿泊事業（民泊）を許容するか否かに
ついて、明確化してくことが重要である！
・�管理規約改正の手続きが住宅宿泊事業法施行までに間
に合わない場合は、少なくとも総会あるいは理事会に
おいて、住宅宿泊事業（民泊）を許容するか否かの方
針を決議しておくことが重要である！
・�遅くとも来年３月15日からは住宅宿泊事業（民泊）の
届出が開始されるので、それまでに、管理組合として
上記いずれかの決議を行うべく、速やかに検討をはじ
めることが重要である！

住宅宿泊事業および特区民泊を
ともに禁止する場合の規約例　

第12条　（略）
２�　区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第３
条第１項の届出を行って営む同法第２条第３項の住宅
宿泊事業にしてはならない。

３�　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。

管理規約の改正を検討するにあたっての留意点
◆管理規約を改正する必要があるのか？
　住宅宿泊事業法における「住宅」の要件を満たす住宅
については、民泊が解禁されることとなり、分譲マンショ
ンにおいても民泊が実施され得ることとなる。標準管理
規約第12条において、「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」と規定しており、同規定を準拠した管理規約も
多いと思われるが、上記規定をもって住宅宿泊事業（民泊）
の可否を解釈することは難しいため、トラブル防止のた
めにも、住宅宿泊事業（民泊）を許容するか否かについて、
明確化しておくことが望ましい。
◆�すでに管理規約を改正している場合、あらためて改正
する必要があるのか？

　今回、住宅宿泊事業（民泊）の可否について、第12条
第２項における規定として示したが、「宿泊料を受けて人
を宿泊させる事業」等、住宅宿泊事業（民泊）を包含す
る事業の可否について、管理規約上すでに定めている場
合、あらためて管理規約を改正する必要はない。
◆いつまでに管理規約を改正しなければならないのか？
　住宅宿泊事業法は公布（本年６月16日）され、施行は
来年６月15日であるが、その準備行為として住宅宿泊事
業（民泊）の届出手続き規定の施行は来年３月15日から
開始される。
　個々の管理組合においては、標準管理規約を参考にし
て、３月15日までに可及的速やかに住宅宿泊事業（民泊）
を許容するか否かについて、明確化しておくことが望ま
しい。

マンションエントランスにある
英語、中国語で書かれた民泊禁
止の掲示

　住宅宿泊事業の届出は法律の
全面施行に先立って３月15日
から開始されます。いったん、
届出が行われると、後から禁止
措置をとっても、届出者との間
でトラブルになることが懸念さ
れるためです。
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加 入 の 賛 否 は 総 会 決 議 が 必 要

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

マンションと地震保険 料率値上げ、2019年に第2弾

　地震保険は現在、保険料改定の途上にいます。
　2017年１月、段階的改定の第１弾として、東京や神奈川で
は5.1%保険料率が引き上げられました。第２弾は2019年に実
施予定で、同3.8%引き上げられます。
　この保険料改定は第３弾まで続く予定となっています。

◇
　東日本大震災の保険金支払い例です。
　火災保険の契約金額５億2,000万円に加え、地震保険金額
２億6,000万円で契約していました。
　被災後、保険会社の査定により、損害割合（当時は全損、半損、
一部損の３区分）21％の「半損」と認定され、保険金額50％
の１億3,000万円が管理組合に支払われました。
　修繕工事費の見積もりが１億円だったので、保険金の範囲内
で修繕工事を実施。地震保険に加入していたことで、住民間の
合意形成がスムーズに進み、早期の復旧につながったというこ

　東日本大震災時、地震保険未加入だった管理組合の例です。
　受水槽が壊れ、２～５階を中心に外壁や廊下にも大きなひび
が入りました。理事長は臨時総会を開き、共用部分の修理費と
して、各戸の持ち分に応じて65万～ 85万円の負担を求めまし
た。
　ところが、「８階はほとんど被害がない。同じ負担では納得
がいかない」という反対者が出ました。これまでコミュニティー
もないマンションです。
　結果的に復旧は進みません。「大震災の被害だからといって、
お金でまとまるのは難しい」という住民の声が重く響きました。

＜エレベーターなどの付属設備が壊れたら
地震保険金は受け取れるの？＞

■�地震保険の損害査定は、大震災発生時で保険金に支払いを迅
速・的確・公平に行わなければならないため、「主要構造部」
に着目して建物全体の損害を認定する。
■�主要構造部以外の付属設備のみが損傷した場合などは、保険
金は支払われない。

損害の程度と保険金の支払い

損害程度 認定基準（建物） 支払われる保険金

全　損 主要構造部の損害額が建物時価額の50％以上 保険金額の100％

大半損 40％以上50％未満 保険金額の60％

小半損 20％以上40％未満 保険金額の30％

一部損 ３％以上20％未満 保険金額の５％

とです。
　地震保険は火災保険とセットで契約しなければなりません。
現在は、火災保険に原則、自動付帯で、地震保険に加入しない
場合は、「地震保険ご確認欄（＝地震保険には申し込みません）」
に押印するシステムになっています。
　さらに、地震保険の保険金額（契約金額）は、火災保険の保
険金額の30％～ 50％の範囲内で設定する設計になっています。
　つまり、火災保険で建物への保険金額を１億円とした場合、
全損認定でも5,000万円が支払われる保険金の限度額、上記例
の場合、５億2,000万円に対して上限50％の金額２億6,000万
円となります。
　また、現在の損害程度が４つに区分されています。上記の例
を現在に当てはめると、損害割合が21％ということで「小半損」
となり、保険金額の30％、つまり7,800万円が保険金の支払い
となります。

■�ただし、実際にはエレベーターなどの付属物に損害が発生し
た場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能
性が高く、保険金の使い道は管理組合で決めることができる。
つまり、付属設備の修繕に使うことが可能となりやすい。

〈都道府県別・地震保険の普及率（世帯加入率）〉

ベスト5 ワースト6

１ 宮城県 51.8% 42 秋田県 21.0%

２ 愛知県 40.3% 42 山形県 21.0%

３ 東京都 36.7% 44 青森県 20.3%

４ 熊本県 35.6% 45 島根県 16.2%

５ 神奈川県 35.1% 46 長崎県 15.4%

47 沖縄県 14.8%

※�世帯加入率は2017年１月１日時点の住民基本台帳に基づく
世帯数を分母に、2016年12月末時点で有効な地震保険契約
の件数を分子として算出した値。（出典）損害保険料率算出
機構

　地震保険に加入するかしないかは、各管理組合の都合です。
一般論でものを言うことはできません。
　問題は管理組合としての判断・決定です。理事会や専門委員
会などを設けて、地震保険を検討し、住民アンケートを行い、
議論をした上で、総会で賛否を問い、議決することです。
　総会で決まったことは全員の意思であるので、後に「なぜ地
震保険に入らなかった」などとクレームを言われても、当時の
理事会の責任は問われません。みんなで決めたことですから。
　また、地震保険に入らないという決めた場合、有事の際の復
旧費用は均等な負担を求めることなども決めておいたほうがよ
いかもしれません。
　管理組合によって、資産など、事情はさまざま。必要なこと
は情報を共有し、管理組合としての判断を下すことにより、理
事長など個人の責任を担保することにあります。
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 １．法人税の取り扱い

　管理組合は人格のない社団等に該当して法人税法の規
定に入り、収益事業をやれば法人税の申告が必要、そし
て課税されるということになります。
　具体的に管理組合に関係しそうな収益事業とは、携帯
基地局、インターネットの基地、電柱の設置、広告看板
の設置…このあたりはその敷地を貸し付けたということ
で「不動産貸付業」に該当します。
　太陽光発電や風力発電などの売電事業については「製
造業」に当たります。
　こういうことをやっていれば法人格のない管理組合で
あっても、基本は収益事業で法人税申告・課税となると
いうことです。
　グレーゾーン的な部分もあります。
　ジュースの自動販売機による販売収入は、ものを売っ
ているので「物品販売業」ということになります。
　基本的には課税なのですが、電気代くらいの料金設定
でやっているのならば、例え申告したとしても「プラス
マイナスゼロ」なのかとか、あとは規模的な台数とか、
事業としてやっているのかというところでグレーゾーン
にしてはどうなのかなっていう感じです。
　逆にジュースを買ってではなく、自販機を置かせてあ
げて、コカ・コーラや伊藤園などに置かせてあげて、手
数料をもらっているような場合、電気代相当の手数料な
んですけれども、台数がいっぱい置いてあるところが税
務署から指摘されて、収益事業だ、法人税課税だとなる
ケースもあるようです。
　その他、ゲストルームの宿泊費、会議室の利用料、駐
車場使用料です。
　駐車場使用料については、国税庁が管理組合の行う駐
車場の外部貸しが収益事業になるかどうかの判定を公表
しています。

 ２．地方税の取り扱い
　地方税も基本的には法人税と同じ流れを組んでいます。
事業税、地方法人特別税、法人住民税（法人税割）はひ
とまとめに「法人税等」という言い方で、納付先が国、
各市町村、都道府県になるのかという違いがあります。
　事業税とか地方法人特別税というのは、ほとんどが所
得に対して課税されていくのですけれども、例外的に太
陽光発電等の売電事業は、収入額に対して課税されるこ
とになります。最初のころ、減価償却費が大きく赤字だ
とします。だから所得は出てない。ところが売ったとい
う収入額に応じてパーセンテージかかるのです。税率の
法制がありますので、注意が必要かと思います。
　「固定資産税（償却資産税）」は収益事業とは別の考え
方になります。
　建物や土地という資産があることに対して課税される
のが償却資産税という税金になります。例えば機械式駐
車場や太陽光発電の装置も該当してきます。

 ３．税金の計算式（例）

　収益事業について、いくら税金がかかるか、イメージ
のために計算例を用意してみました。
　駐車場の外部貸し、携帯電話基地局その他、収益事業
の売上が500万円。かかる経費が100万円あって、差し引
きの所得が400万円ということを前提とします。
　国税の法人税（税率的に時限立法である租税特別措
置法で現在15％に軽減されている）は400万円×15％＝
60万円。地方法人税の60万円×4.4％＝26,400円。合計
626,400円をまず税務署に納めることになります。
　県税事務所に納めるものは、事業税として、所得の400
万円×3.4％＝136,000円。地方法人特別税は136,000円×
43.2％＝58,200円。それ以外に法人税割60万円×3.2％＝
19,200円。それから均等割という税金が２万円。
　法人市民税は、国税の法人税の60万円×9.7％＝58,200
円、プラス均等割で５万円。
　これをすべて合わせて法人税、事業税合計で、968,500
円となります。
　500万円の売上で経費が100万円、実際の収益が400万
円だとすると、約100万円が税金です。
　申告せず、税務署が来て指摘されれば、無申告加算税、
さらに納期が遅れたっていうことの延滞税がかかること
になります。
　日本国の所得税関係は申告納税主義なので、申告して
いない方が悪いことになるので、該当するものがあるマ
ンションは気をつけてほしいと思います。

 ４．消費税の取り扱い

　管理組合の日常管理の中で消費税まで関係してくるの
はあまりありません。
　法人税の収益事業にかかる考え方とはまた別の考え方
で課税される仕組みになっています。
　管理費等の収受は課税の対象外で、不課税取引です。
　駐車場の貸し付けについて、区分所有者に貸している
場合はこれも不課税取引です。外部に貸し付けている分
は消費税の課税対象ということになります。
　理由としては、管理組合はその居住者である区分所有
者を構成員とする組合なので、組合員同士の取引で営業
に該当しないという判断です。
　大規模修繕工事などの事業については、業者の収益事
業に付帯する消費税が管理組合に求められます。

  学ぶ！管理組合と税務の関係

収益事業は必ず申告を！ ●講師：税理士・原淳子氏
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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

マ ン シ ョ ン 管 理 フ ェ ア

11/15～17　東京ビッグサイト

第１回団地・マンションリノベーション総合展

リフォームから大規模修繕等の専門展示会開催
　一般社団法人日本能率協会は2017年11月15日㈬～ 11月17日
㈮の３日間、東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）�東展
示場で第39回ジャパンホームショー、第１階団地・マンショ
ンリノベーション総合展等、５つの展示会を行いました。
　期間中の総展示場規模は519社・団体／ 907ブース、来場者
合計は41,576人でした。
　団地・マンションリノベーション総合展は今回がはじめてで、
室内リフォームから大規模修繕・改修等に焦点を当てた展示会
をテーマとしていました。
　将来世代への質の高い住宅ストックの継承等、課題の解決に
応える設備・技術・サービスが各ブースに並んでいました。展
示場の１ブースではNPO日住協がマンション管理フェアとし
て無料相談コーナーやマンション関連書籍の展示・販売を行っ

給排水設備改修の京浜管
鉄工業㈱のブース

大規模修繕・設備改修の
建装工業㈱のブース

NPO日住協はマンショ
ン管理フェアで共催

ていました。
　一般社団法人日本建材・住宅
設備産業協会・マンション省エ
ネ改修推進部会は今回の総合展
に合わせて、マンション省エネ
改修提案セミナーを行いまし
た。
　プログラムは経済産業省資源
エネルギー庁・濱中郁生氏が最
新の省エネルギー化支援策につ

東京都：既存住宅における高断熱窓導入促進事業

項　目 内　　　　容

改修内容 ガラス交換（含むカバー工法）、建具交換、内窓設置による１部屋以上の全窓改修

対象製品 補助金執行団体である「一般社団法人環境共創イニシアチブ」に認められた製品で、要件を目指すもの

申請期間 2017年９月28日～2020年３月31日

補助内容
・材料費+工事費の1/�6以内
・上限50万円／戸

問い合わせ先
公益財団法人　東京都環境公社　☎03-5990-5066（高断熱窓助成担当）
https://www.tokyo-co2down.jp

　経済産業省も毎年、断熱リフォーム支援事業を展開していま
す。2017年度の申請期間は５月８日～６月２日で、すでに終
了しています。ただ、こうした期間にあることを念頭に、補助
金情報は常にアンテナを張り巡らせておくことが重要です。

いて、東京都環境局地域エネルギー課・徳田堅氏が高断熱窓導
入促進事業について、千葉大学・小林秀樹教授が高経年マンショ
ンの再生手法と実例についての講演などです。
　小林教授は高経年マンションでは、マンションでの価値を維
持・向上させることへの関心が高まり、専有リフォームが拡大
すると言います。
　しかし、建物の老朽化と同時に住民も高齢化し、リフォーム
のためには円滑な資金計画が重要だとも。また、共用部分と専
有部分との境界部分においてもさまざまな改修例があり、そこ
では合意の要件も重要だとしています。
　管理組合として、共用・専有部分を一括して行うことも視野
に、行政の補助事業などの情報を得ることは必要でしょう。

　経産省の補助事業に東京都、各市町村の事業を組み合わせて
補助を受けることも可能。工事にかかる経費の1/2以上が補助
で賄えるケースも考えられるようです。
　一般社団法人環境共創イニシアチブ　https://sii.or.jp
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全建センター「本音セミナー」
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パート2

7／ 23　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７月23日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第31回本音セミナーを開きました。
㈱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パート２」から、その一部を掲載します。
次号は11月26日開催のセミナーから、管理組合元理事長と設
計コンサルタントの対談を掲載する予定です。

＜構成：編集部＞

◇下地補修に関わる事例①
　物件概要／ �1975年（昭和50年）竣工・RC造（１部SRC造）・

１棟・11階建て・70戸
　大規模修繕工事新聞に掲載した「100組合の教訓」（ホーム
ページをご覧下さい）から、今回の工事は３回目の大規模修繕
工事であり、外壁の下地補修に注力した事例を紹介します。
　特に外壁の既存塗膜の状況確認を入念に行い、必要な個所に
ついては塗膜を全面剥離する補修を行ったということが書いて
あります。
　下地補修というのは大変大事な工事です。塗装の前のコンク
リートを補修することですが、今は仕上げ材であるタイルの割
れや欠けの貼替え等も見積もりで項目計上するような過程に
なっています。
　事例では、鉄部に関してケレン（剥がれかかった既存塗膜や
さびを除去する作業）を重視し、ケレン作業を実施しにくい部
位などにおいては、一部パネルを現場から撤去して作業場で塗
装を行うなど、通常塗装を行わない部分についても入念に塗装
を行っています。

です。
　築21年目に２回目の大規模修繕工事実施しました。タイル
貼り仕上げの外壁で、工事に先立ち、建物調査として打診調査
を実施しています。
　一般的な要項にならい、架設設備を用いず、歩行可能な範囲
を打診したところ、浮き不良も経年程度の発生であり、特に１
回目改修工事の注入処理あとも良好に対処がされている状態が
確認できました。
　ところが、実際に足場を架設してから妻壁や高所、目の届か
ない範囲でのタイルの浮きが極端に多いことが判明しました。
やりかけたんだけれども途中でやめているところがすごく多く
ありました。
　詳細を調査したところ、１回目改修工事のタイル浮きの注入
工法がずさんであり、削孔しただけで注入せずにふたをしてい
る個所があらゆるところでみられたのです。
　バルコニーでもだれでもわかる部位はきちんと注入固定をし
ていましたが、目の届きにくい個所や足場がなければわからな
い部位は、ほぼ全数にわたり注入していない、意図的な手抜き
工事でありました。

◇下地補修に関わる事例③
　物件概要／ 200X年竣工・SRC造・10階建て・161戸
　築後10年目に１回目の大規模修繕工事を実施しました。そ
の際にアルミの手すり支柱になんらかの材料を充填していま
す。その手すり支柱から不具合が発生して、対処法がまるでわ
かりませんでした。
　調査をしたところ、実態解明には至らず、当初の充填材料名
は不明だったのですが、その性質から手すりの取り付け状況や
構造、部材との相性・適合性を確認せず、とにかく充填を行っ

紙�上�採�録

全面剥離の作業 鉄部も入念に

支柱の工法選定にかかわる
ミスもある

◇下地補修に関わる事例②
　物件概要／ 199X年竣工・SRC造・８階建て・243戸
　次に手抜きと言われる工事をされてしまった管理組合の事例

たため、科学変化による膨張
を発生させたものではないか
と推察されました。
　下地補修に関しては、さま
ざまなケースがありますけ
ど、検査、材料の選定等、非
常に慎重な計画をした上で実
施をしたほうがよいといえま
す。
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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
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　『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。

　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。

他の管理組合の工事を参考にしたい時は…

機械式駐車場で悩む管理組合のために…

職人不足に悩む企業には…

大規模修繕100か所の実録

駐車場リノベーション機構

ミャンマー人材開発機構

http://daikibo100.com

http://kensyumyanmar.com

http://parking-renovation.com

マンション管理組合に役立つウェブサイト一覧
全 国 建 物 調 査 診 断 セ ン タ ー
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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・市川

特－27
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　過日、ある管理組合理
事長から、電話を受けた。
理事会の議事録の作成が
うまくできない、理事の
しゃべったことがうまく
まとめられない。「日住協
のどなたかが、理事会に
出席して、議事録を作成

してくれませんか。もちろん謝礼は用意します」という
内容だった。
　毎月の理事会での論議の内容が混み合い、まとめられ
ないということのようだった。「議事録作成はそんなに難
しいことではない。むしろ自ら作成するべきです」と言っ
て断った。
　理事会、そして総会の議事録作成について言えば、た
いていの管理組合は、総会については、管理会社のフロ
ントが最初に司会して開会、理事長が議長になって議事
を進める。
　議事録も、フロントがまとめ、理事長に目を通しても
らってから作成する。そんな手順で進む。理事会もほぼ
同じだ。
　理事会の論議は、管理組合の計画、予算決算、滞納問
題などのトラブルがすべてさらけ出される。

　そこに管理会社のフロントが出席して、取り仕切り、
議事録まで作るとなると、そのマンションのすべての情
報を握られることになる。
　ことは議事録作成だけではない。管理組合の運営をま
るごと人任せにしていいのか、マンションはだれのもの
か、自分たちのもの、という自覚を改めて思い起こす必
要がある。
　それではどうすればよいか。
　最初に「議事録作成は難しいことではない」と言ったが、
高齢化の進行といっても決して否定的なことばかりでは
ない。
　退職して自由時間が増えている。自分や家族の記録を
書こうとカルチャースクールに通う人もいる、ボランティ
アに精を出す人もいる。
　理事はやらなくてもボランティアで理事会の書記役を
頼める人も、探せばいるはずだ。
　さらに、私たちのいう自立管理は、状況により多様だ
と思う。自立の基本は独立した意思決定にあるから時間
を要する業務は管理会社に任せて、理事会は業務のチェッ
クと修繕内容や時期の決定など、主要な方針の決定に専
念すればよい。
　それはほとんどの管理組合で可能であり、NPO日住協
のそのための助力には努めたい。（NPO日住協論説委員会）

マンションは自分たちのものと自覚をもって
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11月5日付第422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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リニューアル事業本部

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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他人の所有物を同意なく処分する
放置自転車でも細心の注意をわすれずに
　マンションの敷地内（私有地）に自転車が放置されて

Q51　持ち主不明の自転車の対処は？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　駐輪場問題で困っています。毎年、届出制にしている

のですが、登録をしない放置自転車が減らないのです。

とはいえ、放置自転車を勝手に業者に依頼し、廃棄して

しまっていいのかわかりません。どうしたらいいもので

しょうか。

ベストアンサーに選ばれた回答

とみなし（民法239条適用）、撤去・処分する

②�遺失物法により、一定場所に３カ月程度保管し、その

後に撤去・処分する

　ただし、いずれも他人の所有物をその人の同意なく処

分する措置であること、細心の注意を忘れずに。

　掲示したことを証明する写真や、処分前の自転車の写

真などを撮影しておき、一定期間保管しておくこともし

ておく対応が必要といえます。

＜参考＞

　『新・マンション管理の実務と法律』日本加除出版発行

 

764戸のマンションの事例。年150
台近くあった放置自転車は1カ月間告
示し、登録しない自転車を回収するこ
とに決めた

マンション内の駐輪場も飽和
状態の様子だ

いる場合、行政上の撤去対象にはなりません。こ

のため、簡単に撤去作業をすると、思わぬトラブ

ルになる可能性も含まれています。

　では、どのようにしたら問題のない方法で自転

車の整理ができるでしょうか。

　管理組合ができる、所有者不明の迷惑自転車の

対応は２通り。

①�所有者不明の自転車は所有権の放棄をしたもの
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　10月19日、NHKの番組「クローズアップ現代＋」で「追

跡！マンション修繕工事の闇　狙われるあなたの積立金」

と題して、大規模修繕工事のウラ側で設計コンサルタン

トが工事業者に巨額のバックマージンを要求していると

いった内容が放映されました。

　番組では関西の元工事業者が取材に応じ、コンサルタ

ントへバックマージンを払わないと、次から他のコンサ

ルタントへの出入りや取り引きもできなくなり、入札す

らできなくなってしまうと答えています。

　この業者によると、「入札に参加する業者はコンサルの

裁量で集められる。入札額は、業者間での相談の上で、

高値のままで維持」されているということです。

　こうした問題が表面化したのは昨年11月、マンション

リフォーム技術協会（marta）が発した「不適切コンサル

タント問題への提言」にあります。

　要点としては①割高な工事費②過剰な工事内容③不明

朗な工事発注④甘い工事監理⑤不適切コンサルタントの

拡大再生産⑥真面目なコンサルタントの減少⑦業界全体

ちょっと一息

おもしろコラム

不適切コンサル、
バックマージン

NHKが修繕工事の「闇」を放映

の信用失墜、です。

　不適切コンサルタントが提示する費用の安さがバック

マージンを発生させ、また管理組合も見積もり競争によっ

てコンサルタントを決めるという姿勢が、問題の根本に

あると指摘されています。

　NHKの番組ではコメンテーターとして出演したノン

フィクション作家の山岡淳一郎氏が「マンションに住ん

でいる方々の無関心・無知。情報共有というのがなされ

ていない。これが大きいんじゃないか」と述べています。

　やはり管理組

合間の情報共有

が大切なのです。

全国建物調査診

断センターが主

催するセミナー

や相談システム

などをぜひとも

利用して、情報

交換を行い、無関心・無知から脱却してほしいと思います。

　これからのマンション管理は、管理組合同士の情報共

有が「鍵」といえるでしょう。

　※�番組の詳しい内容はNHK「クローズアップ現代＋」

の下記ホームページから。

　　http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4049/index.html

関東防水管理事業協同組合

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。

解説する山岡淳一郎氏（NHK放送番組より）
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●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）

　　　　　　　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。

13：30～17：00（日）3/25

お問い合わせ・お申し込み

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。

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

日　時

テーマ

会　場 ㈱住宅あんしん保証本社会議室

①コンサルタントと管理会社の本質解剖
②事例から学ぶ成功例、失敗例
③理事長のリスクを徹底研究

参加費 無料 定　員 30名

講　師 第1部：㈱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2部：㈱KAI 設計
　　　　菅　純一郎　代表取締役社長

大
規
模
修
繕
工
事 
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　全建センターではこのたび、大規模修繕工事新聞の電子版を
大幅にリニューアルし、より読みやすくなりましたのでご案内
申し上げます。電子版はマンションにお住まいの方ならどなた
でも無料で配信が受けられます。
　登録は簡単！ホームページの入力窓にあなたのメールアドレ
ス等を記載して、送信ボタンを押してください。「大規模修繕
工事新聞電子版新規登録送信が完了しました」のメールが届い
たら登録完了です。毎月２日に新聞が無料で配信されます。

　フリーペーパーに蓄積された情報はネットを通じて、必要
な情報が簡単に検索できるほか、電子版の形でマンション住

大規模修繕工事新聞 電子版 無料配信登録、受付中！

http://daikibo.jp.net/dregi

民の方々も自由に閲覧できます。なお、マンション管理組合
の役員の皆様のお悩みや相談に、専門家が無料で回答する
facebookページ（教えて！管理組合交流相談室）や「編集部
公式facebook」も
合わせて閲覧いた
だけます。
　大規模修繕工事
新聞電子版がマン
ション管理組合の
円滑な運営に少し
でもお役に立てれ
ば幸いです。



〒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

発行元：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
発行人：吉野笙一

〒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

http://www.zenken-center.com

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 12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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修繕奮闘記File Data 111

築12年、1回目の大規模修繕

「他のマンションの工事見学が効果的」

マン管センター

民泊解説セミナー

3月15日までの方針決議が重要!!

マンションと地震保険

料率値上げ、2019年に第2弾

加入の賛否は総会決議が必要

Study

学ぶ！管理組合と税務の関係

収益事業は必ず申告を！

東京ビッグサイト

11/15 ～ 17マンション管理フェア開催

本音セミナー

下地補修に関わる事例①～③

教えて！ 管理組合交流相談室

Q 持ち主不明の自転車の対処は？

A 他人の所有物を同意なく処分する

　放置自転車でも細心の注意をわすれずに

第33回セミナー

3月25日のお知らせ

20100105-20171205-96

大規模修繕工事の
実施時期

大反響！無料調査・診断サービス

　10月の総選挙、自民党の圧勝により、2019年（平成31年）10月まで
延期されていた消費税10％への値上げが現実味を帯びてきました。
　さて、消費税が10％となることに対して、大規模修繕工事を立案・計
画をしている管理組合はどう捉えればよいのでしょうか？
　2020年は東京五輪・パラリンピックが開催されることで、職人の人手
不足が深刻度を増している最中でもあります。
　（１）人手不足でも消費税の値上げ前に大規模修繕工事を行う
　（２）�例え10%値上げになったとしても、オリンピックや増税前の駆

け込み工事が終わったあと、落ち着いて大規模修繕工事を行う
　大規模修繕工事を前倒しするか、後送りするか―先か後か、輪番制の
理事会では面倒なことは次の理事会へ譲る傾向がありますが、本件に関
しては現在の理事会が責任を持って、住民アンケートをとったり、総会
承認を得て置く必要があると思います。
　トラブルになりやすいのは、議論もなにもせず、時間だけが過ぎ、選
択肢がなくなってから、「今までの理事会は何をやっていたんだ」とい
うクレームが上がることです。
　工事時期の判断の責任を理事会に押し付けないためにも、まずは協議
をして、住民の同意を得たという議事録を残しておきましょう。
　マンション改修業界の専門家によると、「消費税増税やオリンピック
の波に飲み込まれない、今のうちに、2018年のうちに工事に着手してし
まったほうがよいのでは？」という人がいます。「やるなら今でしょ」と。
　いずれにしろ、大規模修繕工事を視野に入れている管理組合では、理
事会のリーダーシップが「今」、求められていることに違いはありません。

　全国建物調査診断センターでは『大規模修繕工事新聞』読者サービス
の一環として、毎月先着10件まで無料の調査・診断サービスを受け付け
ています。
　内容は、外壁や共用部塗装の浮き・ひび割れ・欠損の状況、屋上・バ
ルコニーなど防水の状況、シーリングのひび割れ・破断状況等。

全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278　FAX.�03-6304-0279
E-mail：info@zenken-center.com

全 建 セ ン タ ー

消費税10%への値上げは2019年10月？

どうする!?
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　File Data. 111　神奈川・上鶴間／ L・ヴィアーレシティ管理組合

管理組合

築12年、1回目の大規模修繕
「他のマンションの工事見学が効果的」
　L・ヴィアーレシティ管理組合は大規模修繕工事の検討

における相談先であった、マンション改修専門の建築士

事務所で構成する「マンション・ユニオン保全設計協同

組合」の呼びかけにより、近隣マンション向けの工事見

学会、さらに居住者の小学生を対象とした夏休みイベン

ト（施工会社の塗装技能士指導による塗装体験）を実施。

マンションの維持管理をみんなで共有しようという意識

がどんどん高まっている管理組合となっていた。

　L・ヴィアーレシティは2001年竣工した管理組合であ

るものの、７年後には早くも「建物保全委員会」を発足。

理事会と連携を保ちながら各種マンション関連のセミ

ナーに参加するなど、マンションの維持保全の知識の習

得に励んできた。

　2009年、大規模修繕工事の検討開始。

　住民自らの目で経年劣化の個所などを確認し、建物の

現状を知った。その上でフローチャートの作成、大規模

修繕工事の進め方の検討をはじめた。

　大規模修繕工事の検討開始に際して、「管理組合が工事

工事見学会で体験談を語る師岡理事長 施工者からは仮設計画を中心に説明が行われた 東日本大震災で破損したエキスパンション。
その役目を果たした

中庭スペースに仮設事務所を設置 集会所棟の上にバルコニーの鉢植えなど
一時保管場所を作った

居住者の小学生を対象とした
塗装体験イベントを実施
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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　設立：1953年（昭和28年）２月

資本金：１億円

http://www.yokosoh.co.jp

工事データ

○工事名／ L・ヴィアーレシティ大規模修繕工事　○

建物概要／ 2001（平成13）年３月竣工・SRC造（一

部RC造、S造）・12階建て・162戸　○発注者／ L・ヴィ

アーレシティ管理組合　○設計・監理者／㈲モア・プ

ランニングオフィス一級建築士事務所　○施工者／㈱

ヨコソー　○主な工事内容／仮設（現場事務所、資材

倉庫、廃材仮置場の設置、足場・メッシュシート養生等）

／躯体回復／外壁タイル／外壁塗装／防水／シーリン

グ／鉄部他塗装／その他建築関連工事　○工期／平成

25年１月～平成25年７月

植栽ポットの仕上げ塗装に子供たちも真剣

を実施する目的・

方針を明確にする

ことが大切です」

というのは師岡英

裕理事長。

　管理組合が決め

たL・ヴィアーレ

シティ第１回大規

模修繕の基本方

「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2850棟！（平成29年6月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

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

も考えた工事計画とし、子ども対策なども周知する）④

資金計画（修繕積立金の範囲内で工事を実施する。その

後は将来の大規模修繕を見据えて長期修繕計画を見直し

する）。

　理事長は「工事の必要性を理解してもらうためには、

よそのマンションの大規模修繕工事を見学することが効

果的。必ず複数の理事メンバーで参加し、特に女性に参

加してもらうとよいと思います。工事が始まってからは

理事会と修繕委員会で作る実行委員会方式を採用したこ

とが成功しました。設計者、施工者、委員会の３者が緊

張感を持つことがいい工事につながります」と話してい

る。

針は①初期性能を戻すことと、居住水準に見合うグレー

ドアップ②情報の開示と合意形成（すべてにおいて丁寧

に、わかりやすく、オープンにし、区分所有者の合意を

得て進めていく）③安全第一（居住者・地域住民の配慮

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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民泊解説セミナー  3月15日までの方針決議が重要!!

　マンション管理センターは10月26日、東京・文京区の住宅
金融支援機構１階すまい・るホールで、住宅宿泊事業法（民泊
新法）公布に伴う「マンション標準管理規約」改正についての
解説セミナーを行いました。講師は国土交通省住宅局市街地建
築課マンション政策室・五箇孝愼課長補佐が務めました。

◇
　五箇氏は講演で次のように述べました。
　住宅宿泊事業法が2018年６月15日から全面施行され、今後、
分譲マンションにおいても住宅宿泊事業（民泊）が可能となり
ます。分譲マンションにおける住宅宿泊事業（民泊）をめぐる
トラブルの防止のためには、住宅宿泊事業（民泊）を許容する
か否かについて、あらかじめ管理組合において、区分所有者間
でよく議論していただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業
（民泊）を許容するか否かを管理規約上、明確化しておくこと
が望ましいものと考えられます。
　現在、管理組合がもっとも認識してほしいことは下記のとお
りです。
　マンションでの民泊を禁止する場合は、来年３月15日まで
にその決議を行うことが重要ということです。

10/26　マンション管理センター

管理組合が認識しておきたいこと
・�管理規約で住宅宿泊事業（民泊）を許容するか否かに
ついて、明確化してくことが重要である！
・�管理規約改正の手続きが住宅宿泊事業法施行までに間
に合わない場合は、少なくとも総会あるいは理事会に
おいて、住宅宿泊事業（民泊）を許容するか否かの方
針を決議しておくことが重要である！
・�遅くとも来年３月15日からは住宅宿泊事業（民泊）の
届出が開始されるので、それまでに、管理組合として
上記いずれかの決議を行うべく、速やかに検討をはじ
めることが重要である！

住宅宿泊事業および特区民泊を
ともに禁止する場合の規約例　

第12条　（略）
２�　区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第３
条第１項の届出を行って営む同法第２条第３項の住宅
宿泊事業にしてはならない。

３�　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。

管理規約の改正を検討するにあたっての留意点
◆管理規約を改正する必要があるのか？
　住宅宿泊事業法における「住宅」の要件を満たす住宅
については、民泊が解禁されることとなり、分譲マンショ
ンにおいても民泊が実施され得ることとなる。標準管理
規約第12条において、「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」と規定しており、同規定を準拠した管理規約も
多いと思われるが、上記規定をもって住宅宿泊事業（民泊）
の可否を解釈することは難しいため、トラブル防止のた
めにも、住宅宿泊事業（民泊）を許容するか否かについて、
明確化しておくことが望ましい。
◆�すでに管理規約を改正している場合、あらためて改正
する必要があるのか？

　今回、住宅宿泊事業（民泊）の可否について、第12条
第２項における規定として示したが、「宿泊料を受けて人
を宿泊させる事業」等、住宅宿泊事業（民泊）を包含す
る事業の可否について、管理規約上すでに定めている場
合、あらためて管理規約を改正する必要はない。
◆いつまでに管理規約を改正しなければならないのか？
　住宅宿泊事業法は公布（本年６月16日）され、施行は
来年６月15日であるが、その準備行為として住宅宿泊事
業（民泊）の届出手続き規定の施行は来年３月15日から
開始される。
　個々の管理組合においては、標準管理規約を参考にし
て、３月15日までに可及的速やかに住宅宿泊事業（民泊）
を許容するか否かについて、明確化しておくことが望ま
しい。

マンションエントランスにある
英語、中国語で書かれた民泊禁
止の掲示

　住宅宿泊事業の届出は法律の
全面施行に先立って３月15日
から開始されます。いったん、
届出が行われると、後から禁止
措置をとっても、届出者との間
でトラブルになることが懸念さ
れるためです。
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加 入 の 賛 否 は 総 会 決 議 が 必 要

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

マンションと地震保険 料率値上げ、2019年に第2弾

　地震保険は現在、保険料改定の途上にいます。
　2017年１月、段階的改定の第１弾として、東京や神奈川で
は5.1%保険料率が引き上げられました。第２弾は2019年に実
施予定で、同3.8%引き上げられます。
　この保険料改定は第３弾まで続く予定となっています。

◇
　東日本大震災の保険金支払い例です。
　火災保険の契約金額５億2,000万円に加え、地震保険金額
２億6,000万円で契約していました。
　被災後、保険会社の査定により、損害割合（当時は全損、半損、
一部損の３区分）21％の「半損」と認定され、保険金額50％
の１億3,000万円が管理組合に支払われました。
　修繕工事費の見積もりが１億円だったので、保険金の範囲内
で修繕工事を実施。地震保険に加入していたことで、住民間の
合意形成がスムーズに進み、早期の復旧につながったというこ

　東日本大震災時、地震保険未加入だった管理組合の例です。
　受水槽が壊れ、２～５階を中心に外壁や廊下にも大きなひび
が入りました。理事長は臨時総会を開き、共用部分の修理費と
して、各戸の持ち分に応じて65万～ 85万円の負担を求めまし
た。
　ところが、「８階はほとんど被害がない。同じ負担では納得
がいかない」という反対者が出ました。これまでコミュニティー
もないマンションです。
　結果的に復旧は進みません。「大震災の被害だからといって、
お金でまとまるのは難しい」という住民の声が重く響きました。

＜エレベーターなどの付属設備が壊れたら
地震保険金は受け取れるの？＞

■�地震保険の損害査定は、大震災発生時で保険金に支払いを迅
速・的確・公平に行わなければならないため、「主要構造部」
に着目して建物全体の損害を認定する。
■�主要構造部以外の付属設備のみが損傷した場合などは、保険
金は支払われない。

損害の程度と保険金の支払い

損害程度 認定基準（建物） 支払われる保険金

全　損 主要構造部の損害額が建物時価額の50％以上 保険金額の100％

大半損 40％以上50％未満 保険金額の60％

小半損 20％以上40％未満 保険金額の30％

一部損 ３％以上20％未満 保険金額の５％

とです。
　地震保険は火災保険とセットで契約しなければなりません。
現在は、火災保険に原則、自動付帯で、地震保険に加入しない
場合は、「地震保険ご確認欄（＝地震保険には申し込みません）」
に押印するシステムになっています。
　さらに、地震保険の保険金額（契約金額）は、火災保険の保
険金額の30％～ 50％の範囲内で設定する設計になっています。
　つまり、火災保険で建物への保険金額を１億円とした場合、
全損認定でも5,000万円が支払われる保険金の限度額、上記例
の場合、５億2,000万円に対して上限50％の金額２億6,000万
円となります。
　また、現在の損害程度が４つに区分されています。上記の例
を現在に当てはめると、損害割合が21％ということで「小半損」
となり、保険金額の30％、つまり7,800万円が保険金の支払い
となります。

■�ただし、実際にはエレベーターなどの付属物に損害が発生し
た場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能
性が高く、保険金の使い道は管理組合で決めることができる。
つまり、付属設備の修繕に使うことが可能となりやすい。

〈都道府県別・地震保険の普及率（世帯加入率）〉

ベスト5 ワースト6

１ 宮城県 51.8% 42 秋田県 21.0%

２ 愛知県 40.3% 42 山形県 21.0%

３ 東京都 36.7% 44 青森県 20.3%

４ 熊本県 35.6% 45 島根県 16.2%

５ 神奈川県 35.1% 46 長崎県 15.4%

47 沖縄県 14.8%

※�世帯加入率は2017年１月１日時点の住民基本台帳に基づく
世帯数を分母に、2016年12月末時点で有効な地震保険契約
の件数を分子として算出した値。（出典）損害保険料率算出
機構

　地震保険に加入するかしないかは、各管理組合の都合です。
一般論でものを言うことはできません。
　問題は管理組合としての判断・決定です。理事会や専門委員
会などを設けて、地震保険を検討し、住民アンケートを行い、
議論をした上で、総会で賛否を問い、議決することです。
　総会で決まったことは全員の意思であるので、後に「なぜ地
震保険に入らなかった」などとクレームを言われても、当時の
理事会の責任は問われません。みんなで決めたことですから。
　また、地震保険に入らないという決めた場合、有事の際の復
旧費用は均等な負担を求めることなども決めておいたほうがよ
いかもしれません。
　管理組合によって、資産など、事情はさまざま。必要なこと
は情報を共有し、管理組合としての判断を下すことにより、理
事長など個人の責任を担保することにあります。
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 １．法人税の取り扱い

　管理組合は人格のない社団等に該当して法人税法の規
定に入り、収益事業をやれば法人税の申告が必要、そし
て課税されるということになります。
　具体的に管理組合に関係しそうな収益事業とは、携帯
基地局、インターネットの基地、電柱の設置、広告看板
の設置…このあたりはその敷地を貸し付けたということ
で「不動産貸付業」に該当します。
　太陽光発電や風力発電などの売電事業については「製
造業」に当たります。
　こういうことをやっていれば法人格のない管理組合で
あっても、基本は収益事業で法人税申告・課税となると
いうことです。
　グレーゾーン的な部分もあります。
　ジュースの自動販売機による販売収入は、ものを売っ
ているので「物品販売業」ということになります。
　基本的には課税なのですが、電気代くらいの料金設定
でやっているのならば、例え申告したとしても「プラス
マイナスゼロ」なのかとか、あとは規模的な台数とか、
事業としてやっているのかというところでグレーゾーン
にしてはどうなのかなっていう感じです。
　逆にジュースを買ってではなく、自販機を置かせてあ
げて、コカ・コーラや伊藤園などに置かせてあげて、手
数料をもらっているような場合、電気代相当の手数料な
んですけれども、台数がいっぱい置いてあるところが税
務署から指摘されて、収益事業だ、法人税課税だとなる
ケースもあるようです。
　その他、ゲストルームの宿泊費、会議室の利用料、駐
車場使用料です。
　駐車場使用料については、国税庁が管理組合の行う駐
車場の外部貸しが収益事業になるかどうかの判定を公表
しています。

 ２．地方税の取り扱い
　地方税も基本的には法人税と同じ流れを組んでいます。
事業税、地方法人特別税、法人住民税（法人税割）はひ
とまとめに「法人税等」という言い方で、納付先が国、
各市町村、都道府県になるのかという違いがあります。
　事業税とか地方法人特別税というのは、ほとんどが所
得に対して課税されていくのですけれども、例外的に太
陽光発電等の売電事業は、収入額に対して課税されるこ
とになります。最初のころ、減価償却費が大きく赤字だ
とします。だから所得は出てない。ところが売ったとい
う収入額に応じてパーセンテージかかるのです。税率の
法制がありますので、注意が必要かと思います。
　「固定資産税（償却資産税）」は収益事業とは別の考え
方になります。
　建物や土地という資産があることに対して課税される
のが償却資産税という税金になります。例えば機械式駐
車場や太陽光発電の装置も該当してきます。

 ３．税金の計算式（例）

　収益事業について、いくら税金がかかるか、イメージ
のために計算例を用意してみました。
　駐車場の外部貸し、携帯電話基地局その他、収益事業
の売上が500万円。かかる経費が100万円あって、差し引
きの所得が400万円ということを前提とします。
　国税の法人税（税率的に時限立法である租税特別措
置法で現在15％に軽減されている）は400万円×15％＝
60万円。地方法人税の60万円×4.4％＝26,400円。合計
626,400円をまず税務署に納めることになります。
　県税事務所に納めるものは、事業税として、所得の400
万円×3.4％＝136,000円。地方法人特別税は136,000円×
43.2％＝58,200円。それ以外に法人税割60万円×3.2％＝
19,200円。それから均等割という税金が２万円。
　法人市民税は、国税の法人税の60万円×9.7％＝58,200
円、プラス均等割で５万円。
　これをすべて合わせて法人税、事業税合計で、968,500
円となります。
　500万円の売上で経費が100万円、実際の収益が400万
円だとすると、約100万円が税金です。
　申告せず、税務署が来て指摘されれば、無申告加算税、
さらに納期が遅れたっていうことの延滞税がかかること
になります。
　日本国の所得税関係は申告納税主義なので、申告して
いない方が悪いことになるので、該当するものがあるマ
ンションは気をつけてほしいと思います。

 ４．消費税の取り扱い

　管理組合の日常管理の中で消費税まで関係してくるの
はあまりありません。
　法人税の収益事業にかかる考え方とはまた別の考え方
で課税される仕組みになっています。
　管理費等の収受は課税の対象外で、不課税取引です。
　駐車場の貸し付けについて、区分所有者に貸している
場合はこれも不課税取引です。外部に貸し付けている分
は消費税の課税対象ということになります。
　理由としては、管理組合はその居住者である区分所有
者を構成員とする組合なので、組合員同士の取引で営業
に該当しないという判断です。
　大規模修繕工事などの事業については、業者の収益事
業に付帯する消費税が管理組合に求められます。

  学ぶ！管理組合と税務の関係

収益事業は必ず申告を！ ●講師：税理士・原淳子氏
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マ ン シ ョ ン 管 理 フ ェ ア

11/15～17　東京ビッグサイト

第１回団地・マンションリノベーション総合展

リフォームから大規模修繕等の専門展示会開催
　一般社団法人日本能率協会は2017年11月15日㈬～ 11月17日
㈮の３日間、東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）�東展
示場で第39回ジャパンホームショー、第１階団地・マンショ
ンリノベーション総合展等、５つの展示会を行いました。
　期間中の総展示場規模は519社・団体／ 907ブース、来場者
合計は41,576人でした。
　団地・マンションリノベーション総合展は今回がはじめてで、
室内リフォームから大規模修繕・改修等に焦点を当てた展示会
をテーマとしていました。
　将来世代への質の高い住宅ストックの継承等、課題の解決に
応える設備・技術・サービスが各ブースに並んでいました。展
示場の１ブースではNPO日住協がマンション管理フェアとし
て無料相談コーナーやマンション関連書籍の展示・販売を行っ

給排水設備改修の京浜管
鉄工業㈱のブース

大規模修繕・設備改修の
建装工業㈱のブース

NPO日住協はマンショ
ン管理フェアで共催

ていました。
　一般社団法人日本建材・住宅
設備産業協会・マンション省エ
ネ改修推進部会は今回の総合展
に合わせて、マンション省エネ
改修提案セミナーを行いまし
た。
　プログラムは経済産業省資源
エネルギー庁・濱中郁生氏が最
新の省エネルギー化支援策につ

東京都：既存住宅における高断熱窓導入促進事業

項　目 内　　　　容

改修内容 ガラス交換（含むカバー工法）、建具交換、内窓設置による１部屋以上の全窓改修

対象製品 補助金執行団体である「一般社団法人環境共創イニシアチブ」に認められた製品で、要件を目指すもの

申請期間 2017年９月28日～2020年３月31日

補助内容
・材料費+工事費の1/�6以内
・上限50万円／戸

問い合わせ先
公益財団法人　東京都環境公社　☎03-5990-5066（高断熱窓助成担当）
https://www.tokyo-co2down.jp

　経済産業省も毎年、断熱リフォーム支援事業を展開していま
す。2017年度の申請期間は５月８日～６月２日で、すでに終
了しています。ただ、こうした期間にあることを念頭に、補助
金情報は常にアンテナを張り巡らせておくことが重要です。

いて、東京都環境局地域エネルギー課・徳田堅氏が高断熱窓導
入促進事業について、千葉大学・小林秀樹教授が高経年マンショ
ンの再生手法と実例についての講演などです。
　小林教授は高経年マンションでは、マンションでの価値を維
持・向上させることへの関心が高まり、専有リフォームが拡大
すると言います。
　しかし、建物の老朽化と同時に住民も高齢化し、リフォーム
のためには円滑な資金計画が重要だとも。また、共用部分と専
有部分との境界部分においてもさまざまな改修例があり、そこ
では合意の要件も重要だとしています。
　管理組合として、共用・専有部分を一括して行うことも視野
に、行政の補助事業などの情報を得ることは必要でしょう。

　経産省の補助事業に東京都、各市町村の事業を組み合わせて
補助を受けることも可能。工事にかかる経費の1/2以上が補助
で賄えるケースも考えられるようです。
　一般社団法人環境共創イニシアチブ　https://sii.or.jp
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全建センター「本音セミナー」
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パート2

7／ 23　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７月23日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第31回本音セミナーを開きました。
㈱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パート２」から、その一部を掲載します。
次号は11月26日開催のセミナーから、管理組合元理事長と設
計コンサルタントの対談を掲載する予定です。

＜構成：編集部＞

◇下地補修に関わる事例①
　物件概要／ �1975年（昭和50年）竣工・RC造（１部SRC造）・

１棟・11階建て・70戸
　大規模修繕工事新聞に掲載した「100組合の教訓」（ホーム
ページをご覧下さい）から、今回の工事は３回目の大規模修繕
工事であり、外壁の下地補修に注力した事例を紹介します。
　特に外壁の既存塗膜の状況確認を入念に行い、必要な個所に
ついては塗膜を全面剥離する補修を行ったということが書いて
あります。
　下地補修というのは大変大事な工事です。塗装の前のコンク
リートを補修することですが、今は仕上げ材であるタイルの割
れや欠けの貼替え等も見積もりで項目計上するような過程に
なっています。
　事例では、鉄部に関してケレン（剥がれかかった既存塗膜や
さびを除去する作業）を重視し、ケレン作業を実施しにくい部
位などにおいては、一部パネルを現場から撤去して作業場で塗
装を行うなど、通常塗装を行わない部分についても入念に塗装
を行っています。

です。
　築21年目に２回目の大規模修繕工事実施しました。タイル
貼り仕上げの外壁で、工事に先立ち、建物調査として打診調査
を実施しています。
　一般的な要項にならい、架設設備を用いず、歩行可能な範囲
を打診したところ、浮き不良も経年程度の発生であり、特に１
回目改修工事の注入処理あとも良好に対処がされている状態が
確認できました。
　ところが、実際に足場を架設してから妻壁や高所、目の届か
ない範囲でのタイルの浮きが極端に多いことが判明しました。
やりかけたんだけれども途中でやめているところがすごく多く
ありました。
　詳細を調査したところ、１回目改修工事のタイル浮きの注入
工法がずさんであり、削孔しただけで注入せずにふたをしてい
る個所があらゆるところでみられたのです。
　バルコニーでもだれでもわかる部位はきちんと注入固定をし
ていましたが、目の届きにくい個所や足場がなければわからな
い部位は、ほぼ全数にわたり注入していない、意図的な手抜き
工事でありました。

◇下地補修に関わる事例③
　物件概要／ 200X年竣工・SRC造・10階建て・161戸
　築後10年目に１回目の大規模修繕工事を実施しました。そ
の際にアルミの手すり支柱になんらかの材料を充填していま
す。その手すり支柱から不具合が発生して、対処法がまるでわ
かりませんでした。
　調査をしたところ、実態解明には至らず、当初の充填材料名
は不明だったのですが、その性質から手すりの取り付け状況や
構造、部材との相性・適合性を確認せず、とにかく充填を行っ

紙�上�採�録

全面剥離の作業 鉄部も入念に

支柱の工法選定にかかわる
ミスもある

◇下地補修に関わる事例②
　物件概要／ 199X年竣工・SRC造・８階建て・243戸
　次に手抜きと言われる工事をされてしまった管理組合の事例

たため、科学変化による膨張
を発生させたものではないか
と推察されました。
　下地補修に関しては、さま
ざまなケースがありますけ
ど、検査、材料の選定等、非
常に慎重な計画をした上で実
施をしたほうがよいといえま
す。
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　『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。

　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。

他の管理組合の工事を参考にしたい時は…

機械式駐車場で悩む管理組合のために…

職人不足に悩む企業には…

大規模修繕100か所の実録

駐車場リノベーション機構

ミャンマー人材開発機構

http://daikibo100.com

http://kensyumyanmar.com

http://parking-renovation.com

マンション管理組合に役立つウェブサイト一覧
全 国 建 物 調 査 診 断 セ ン タ ー

大阪支店：（06）4804-3123  神戸支店：（078）646-3511
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　過日、ある管理組合理
事長から、電話を受けた。
理事会の議事録の作成が
うまくできない、理事の
しゃべったことがうまく
まとめられない。「日住協
のどなたかが、理事会に
出席して、議事録を作成

してくれませんか。もちろん謝礼は用意します」という
内容だった。
　毎月の理事会での論議の内容が混み合い、まとめられ
ないということのようだった。「議事録作成はそんなに難
しいことではない。むしろ自ら作成するべきです」と言っ
て断った。
　理事会、そして総会の議事録作成について言えば、た
いていの管理組合は、総会については、管理会社のフロ
ントが最初に司会して開会、理事長が議長になって議事
を進める。
　議事録も、フロントがまとめ、理事長に目を通しても
らってから作成する。そんな手順で進む。理事会もほぼ
同じだ。
　理事会の論議は、管理組合の計画、予算決算、滞納問
題などのトラブルがすべてさらけ出される。

　そこに管理会社のフロントが出席して、取り仕切り、
議事録まで作るとなると、そのマンションのすべての情
報を握られることになる。
　ことは議事録作成だけではない。管理組合の運営をま
るごと人任せにしていいのか、マンションはだれのもの
か、自分たちのもの、という自覚を改めて思い起こす必
要がある。
　それではどうすればよいか。
　最初に「議事録作成は難しいことではない」と言ったが、
高齢化の進行といっても決して否定的なことばかりでは
ない。
　退職して自由時間が増えている。自分や家族の記録を
書こうとカルチャースクールに通う人もいる、ボランティ
アに精を出す人もいる。
　理事はやらなくてもボランティアで理事会の書記役を
頼める人も、探せばいるはずだ。
　さらに、私たちのいう自立管理は、状況により多様だ
と思う。自立の基本は独立した意思決定にあるから時間
を要する業務は管理会社に任せて、理事会は業務のチェッ
クと修繕内容や時期の決定など、主要な方針の決定に専
念すればよい。
　それはほとんどの管理組合で可能であり、NPO日住協
のそのための助力には努めたい。（NPO日住協論説委員会）

マンションは自分たちのものと自覚をもって
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11月5日付第422号「論談」より

　10月19日、NHKの番組「クローズアップ現代＋」で「追

跡！マンション修繕工事の闇　狙われるあなたの積立金」

と題して、大規模修繕工事のウラ側で設計コンサルタン

トが工事業者に巨額のバックマージンを要求していると

いった内容が放映されました。

　番組では関西の元工事業者が取材に応じ、コンサルタ

ントへバックマージンを払わないと、次から他のコンサ

ルタントへの出入りや取り引きもできなくなり、入札す

らできなくなってしまうと答えています。

　この業者によると、「入札に参加する業者はコンサルの

裁量で集められる。入札額は、業者間での相談の上で、

高値のままで維持」されているということです。

　こうした問題が表面化したのは昨年11月、マンション

リフォーム技術協会（marta）が発した「不適切コンサル

タント問題への提言」にあります。

　要点としては①割高な工事費②過剰な工事内容③不明

朗な工事発注④甘い工事監理⑤不適切コンサルタントの

拡大再生産⑥真面目なコンサルタントの減少⑦業界全体

ちょっと一息

おもしろコラム

不適切コンサル、
バックマージン

NHKが修繕工事の「闇」を放映

の信用失墜、です。

　不適切コンサルタントが提示する費用の安さがバック

マージンを発生させ、また管理組合も見積もり競争によっ

てコンサルタントを決めるという姿勢が、問題の根本に

あると指摘されています。

　NHKの番組ではコメンテーターとして出演したノン

フィクション作家の山岡淳一郎氏が「マンションに住ん

でいる方々の無関心・無知。情報共有というのがなされ

ていない。これが大きいんじゃないか」と述べています。

　やはり管理組

合間の情報共有

が大切なのです。

全国建物調査診

断センターが主

催するセミナー

や相談システム

などをぜひとも

利用して、情報

交換を行い、無関心・無知から脱却してほしいと思います。

　これからのマンション管理は、管理組合同士の情報共

有が「鍵」といえるでしょう。

　※�番組の詳しい内容はNHK「クローズアップ現代＋」

の下記ホームページから。

　　http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4049/index.html

解説する山岡淳一郎氏（NHK放送番組より）
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他人の所有物を同意なく処分する
放置自転車でも細心の注意をわすれずに
　マンションの敷地内（私有地）に自転車が放置されて

Q51　持ち主不明の自転車の対処は？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　駐輪場問題で困っています。毎年、届出制にしている

のですが、登録をしない放置自転車が減らないのです。

とはいえ、放置自転車を勝手に業者に依頼し、廃棄して

しまっていいのかわかりません。どうしたらいいもので

しょうか。

ベストアンサーに選ばれた回答

とみなし（民法239条適用）、撤去・処分する

②�遺失物法により、一定場所に３カ月程度保管し、その

後に撤去・処分する

　ただし、いずれも他人の所有物をその人の同意なく処

分する措置であること、細心の注意を忘れずに。

　掲示したことを証明する写真や、処分前の自転車の写

真などを撮影しておき、一定期間保管しておくこともし

ておく対応が必要といえます。

＜参考＞

　『新・マンション管理の実務と法律』日本加除出版発行

764戸のマンションの事例。年150
台近くあった放置自転車は1カ月間告
示し、登録しない自転車を回収するこ
とに決めた

マンション内の駐輪場も飽和
状態の様子だ

いる場合、行政上の撤去対象にはなりません。こ

のため、簡単に撤去作業をすると、思わぬトラブ

ルになる可能性も含まれています。

　では、どのようにしたら問題のない方法で自転

車の整理ができるでしょうか。

　管理組合ができる、所有者不明の迷惑自転車の

対応は２通り。

①�所有者不明の自転車は所有権の放棄をしたもの

首都圏マンションリニューアル事業部　北海道支店　東北支店　横浜支店　中部支店　福岡営業所

関東防水管理事業協同組合
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●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）

　　　　　　　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。

13：30～17：00（日）3/25

お問い合わせ・お申し込み

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。

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

日　時

テーマ

会　場 ㈱住宅あんしん保証本社会議室

①コンサルタントと管理会社の本質解剖
②事例から学ぶ成功例、失敗例
③理事長のリスクを徹底研究

参加費 無料 定　員 30名

講　師 第1部：㈱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2部：㈱KAI 設計
　　　　菅　純一郎　代表取締役社長
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　全建センターではこのたび、大規模修繕工事新聞の電子版を
大幅にリニューアルし、より読みやすくなりましたのでご案内
申し上げます。電子版はマンションにお住まいの方ならどなた
でも無料で配信が受けられます。
　登録は簡単！ホームページの入力窓にあなたのメールアドレ
ス等を記載して、送信ボタンを押してください。「大規模修繕
工事新聞電子版新規登録送信が完了しました」のメールが届い
たら登録完了です。毎月２日に新聞が無料で配信されます。

　フリーペーパーに蓄積された情報はネットを通じて、必要
な情報が簡単に検索できるほか、電子版の形でマンション住

大規模修繕工事新聞 電子版 無料配信登録、受付中！

http://daikibo.jp.net/dregi

民の方々も自由に閲覧できます。なお、マンション管理組合
の役員の皆様のお悩みや相談に、専門家が無料で回答する
facebookページ（教えて！管理組合交流相談室）や「編集部
公式facebook」も
合わせて閲覧いた
だけます。
　大規模修繕工事
新聞電子版がマン
ション管理組合の
円滑な運営に少し
でもお役に立てれ
ば幸いです。






