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管理組合
File Data. 36

神奈川・東戸塚／前田ハイツ住宅管理組合

部材なども違うのだ。
このため「原因が何かははっきりわからないが、錆
が目立つ棟とそうでない棟、劣化が激しい棟とそうで
ない棟があるのです」と上原氏。
こうしたことを踏まえて、改修工事で品質統一をす
るということはどういうことか。
「棟が多いということで、改修工事でも協力会社が
何班も入ります。だから職長を集めて教育することが
大事です」
たとえば第１号棟の現場での作業を見させて作業工
程等を指示、仕上がりを確認させることで、同じ品質
の工事を行うという。
工事監理の検査でも多数棟の難しさが出た。雨など
多数棟の難しさは品質統一
で工期が遅れたり、作業状況の進行具合によって複数
職長を集めて教育、同じ仕上がりを追求
棟の検査が重なることもあるのだ。設計・監理を務め
「多数棟の難しさは品質をそろえることです」と話
た㈱建物保全センターの福市博臣社長は「設計コンサ
すのは㈱カシワバラ・コーポレーションの現場代理人・
ル選定の際、他社は１人体制だったが、うちは２人体
上原道夫氏。
制で見積もりを出した。そうでなければきちんとし
15棟ある前田ハイツ住宅は1977年、翌78年にわた
た検査ができなかったでしょう」と話す。安値競争で
り、３期に分かれて竣工している。時期が異なるだけ
は適切な監理もままならないという証明のようなエピ
でなく、担当したゼネコンも異なるため、作業方法や
ソードだ。
専有部分のオプション工事ではユ
ニットバスやフローリングのほか、
室内に手すりをつけるバリアフリー、
エコポイントを利用して断熱性を高
めるためのインナー窓を設置する住
戸があった。
カシワバラ・コーポレーションでは
会社役員の現場パトロールが恒例と
なっているが、本工事には本社のある
山口県岩国市から社長が来訪した。
工事期間中だけ専用の掲示板を各棟に
外壁の汚れを高圧洗浄で落としている様子
立てて作業状況の周知を図った

玄関ドアは何度もの鉄部塗装により
塗膜が厚くなっているところも

足場に入るための作業員通用口。
暗証番号錠で出入りする

工事データ
○工事名／前田ハイツ住宅大規模修繕工事 ○建物概要／
1977 ～ 1978年竣工・RC造・５階建て・15棟＋附属棟・440
戸 ○発注者／前田ハイツ住宅管理組合 ○設計・監理者
／㈱建物保全センター ○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／架設足場／下地
補修／洗浄／シーリング／防水／外壁等塗装／鉄部等塗装
／サッシ戸車、網戸の交換等その他 ○工事期間／ 2012年
２月～８月
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壁の塗装は3度塗り。写真は中塗り作業中

●設計・監理者
株式会社建物保全センター
〒221−0835 横浜市神奈川区鶴屋町３−35−11−504
☎045−324−6152 FAX 045−324−6185
http://www.k-tateho.jp
●施工者
株式会社カシワバラ・コーポレーション リフォーム事業部
〒212−0013 川崎市幸区堀川町580番地
☎044−540−1062 FAX 044−540−1035
http://www.kashiwabara.co.jp
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マンションの新たな管理ルールに関する検討会へ
国土交通副大臣に要望書を提出
議論の前提「管理組合は財産管理団体」と一面化
マンションの居住環境の向上を掲げた施策と矛盾
第三者管理の導入など国土交通省が今年１月から有識者らを
集めて会議を重ねている「マンションの新たな管理ルールに関
する検討会」に対してNPO全国マンション管理組合連合会（全
管連・穐山精吾会長）は５月31日、「片寄った議論を正すこと」
「社会資本整備審議会が提起した課題に応えること」などにつ
いて求めた要望書を奥田健国土交通副大臣に渡した。
全管連は、検討会の議論の前提が「『管理組合は財産管理団
体である』と一面化し、居住環境の向上やそれに関わるコミュ
ニティ活動などは、自治会業務であるとして排除するなど非常
に片寄った議論を行っている」と指摘。マンションの居住環境
の向上を目指してきたこれまでの国の施策（マンション標準管
理規約など）とは矛盾すると述べている。
また、今後の国のマンション政策の基本と考えられている社
会資本整備審議会答申「分譲マンションストック500万戸時代
に対応したマンション政策のあり方について」（平成21年３月
発表）が提起している以下２つの課題がある。
①区分所有者でない専門家が管理者になることによって区分
所有者の意思を離れて不適切な管理を行うデメリットがあ
る
②ボランティアではない専門家が管理者になると新たな管理
コストが発生し、管理コストの上昇が想定される
しかし今回の検討会の議論の様子では、答申に示されたこう
いった具体的な課題に触れていない。
全管連は「こういった基本的な問題に関する早急に議論を行
い、具体的な方向を示すべきだ」と要求した。
これに対して奥田副大臣は「役員のなり手不足などから管理
組合運営が難しい状況を解決していくためには、管理の手法も

奥田建副大臣に要望書を提出する
穐山精吾会長と瀬野尾嘉明理事

それぞれのマンションの状況に応じて多様な手法が必要になっ
てくる。今回の検討会はそうした課題に応えるため多様な事例
を検討して、専門的知識を有する専門家の活用も非常に重要な
テーマであると考えている」と応じた。

第三者管理ありきの「新たなルール」
理事会方式はおきざり！？
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の第６回
会議が６月19日、国土交通省幹部会議室で行われた。
今回はマンションの管理運営に専門家を活用することに関わ
る論点整理に重点が置かれた。
さまざまな意見や議論がなされ、
予定していた専門家活用を中心とする「マンションの新たな管
理ルールの改正骨子案」
（たたき台）まで話は及ばなかった。
国土交通省に認識では現在、600万戸あるマンションの１割
である60万戸について、管理業者のサポートがない、管理組
合がないなど、管理に問題があるマンションが存在すると考え
られるという。
そうしたマンションでの管理方式として、①理事会の中の理
事または監事として外部専門家を活用②理事会とは別に訴訟等
に専従する管理者として外部専門家を活用③理事会の中の理事
長＝管理者として外部専門家を活用④理事会を省略して外部専
門家が管理者に就任などを提案。委員からは「管理者を外部専
門家に任す場合は管理規約に明記するだけではなく、業務と責
任の所在がわかる委託契約書などがあってもいいのではない
か」という意見などが出た。
検討会の基本は「第三者管理ありきの新たなルール」設定で、
「理事会方式があった上での第三者管理の新たなルール」とい
う方向の議論にはどうしてもならないようだ。
次回は７月20日予定。

6月19日に行われた第6回検討会の様子
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外壁剥落防止と外断熱一体型工法を開発
建物の長寿命化、
節電対策に同時対応
私たちの「エクセル外断熱ピンネット工法」開発への想い

定期報告制度の見直しで
異常があれば外壁の全面打診も!?
タイル張り仕上げ外壁の剥離・剥落事故が相次いだこ
とを受けて、建築基準法第12条に基づく定期報告制度が
平成20年４月１日、改訂された。
制度改訂によって点検内容が厳罰化され、外壁タイル
等については目視で異常があれば全面打診等による調査
が必要となっている。
こうした動きから、改修工法では長期にわたり剥落に
対する安全性や耐久性を確保することが重要と考えられ
る。

ピンネット工法と外断熱の併用
マンションのリスク管理＆省エネ化へ
定期報告制度の見直しにより、
「異常があれば全面打診
等により調査」という一文が加わり、管理組合としては

『マンション再生を検討するにあたり、共有部である
建物の外壁剥落リスクを管理することと、各住居への省
エネ効果向上に同時対応するには、これまで25,000円〜
28,000円（㎡）ほどの費用がかかっていました。
そこで私たちは、一般的なピンネット工法と同程度の
15,000円（㎡）という価格で、両方の問題を同時に解決
することのできる「エクセル外断熱ピンネット工法」を開
発致しました。
外断熱による断熱改修を
合せて行うため、省エネ関
連 の 補 助 金 制 度 の 活 用 で、
軽負担で省エネと安全性を
同時に実現することができ
ます。
マンションに暮らす皆様
の、快適で安全な生活にお
外断熱事業部・
役立て下さい。
』
和田清栄副事業部長

エクセル外断熱ピンネット工法の特徴

よりいっそう外壁タイル等の剥落に対するリスク管理が
必要になった。

■タイル剥落防止機能
・外壁の全面固定によりタイルの落下を
防ぎます
■外断熱による建築物の長寿命化と省エ
ネ効果
・断熱材で建物を外側から覆い躯体を長
期的に保護します
・建物の室内温度が安定し省エネルギー
化を実現します
■補助金活用が可能
・省エネ関係の補助金を活用することが
可能です

既存タイル

タイルの浮きに対して頻繁に部分補修を繰り返すのか、
タイルに全面改修を施すのか。
そこで注目されるのは東邦レオが開発し、６月から発

外壁剥落防止層

売開始した『エクセル外断熱ピンネット工法』だ。
東邦レオ・外断熱事業部の和田清栄副事業部長に工法
の特徴を聞いた。

外断熱層

「エクセル外断熱ピンネット工法は経年で脆弱化したタ
イルやモルタルの接着力をピンネット工法により改善し
剥落を防止するとともに、外断熱を同時施工することに

①既存モルタル
②既存モルタルタイル
③既存タイル
④カチオンモルタルt3（ガラスメッシュ伏せ
込み）
⑤専用アンカーピン（@500）
⑥エコサームボード接着材
⑦エコサームボード（EPS）
⑧ベースコート（ガラスメッシュ伏せ込み）
⑨フィニッシュコート

より省エネで快適な室内環境を創り出す改修工法です」
外壁剥落の防止に最も有効とされるピンネット工法に
よる全面改修と外断熱改修を併用することで、長期にわ
たって建物を健全な状態に維持し、省エネ化も実現する
という。
外断熱の利用により、壁の断熱性能が大幅に向上し、
冷暖房費を削減します。冷暖房で生まれた熱や冷気を外
部に逃がさず長期保温することができるので、無断熱と
比べ空調設備の利用料金を約７割に抑えることができる。
一般的なピンネット工法と同程度の価格なのも大きな
魅力だ。
「外断熱建築1,200件以上の国内トップシェアの実績に
よるコストの優位性を最大限に生かし、ピンネット工法
で使用する部材を自社開発することで大幅なコストダウ
ンを図りました」と和田副事業部長。
タイルの落下防止に加え夏冬の節電対策、さらに躯体
の長寿命化も実現する新工法。断熱改修を行うため、省
エネ関係の助成金を受けることもできる。
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『外断熱改修実例レポート』
築後25年を過ぎて外断熱改修を選択した
集合住宅の実例を元に、施工に際する注意す
べき点を紹介した
『外断熱改修実例レポート』
をプレゼントします。これから断熱改修を計
画されようとする方におすすめです。
お問い合わせは、WEB、FAX、電話にて
下記連絡先までご連絡ください。

東邦レオ株式会社

外断熱事業部

〒170-0004  東京都豊島区北大塚1-15-5 ☎03-5907-5600
外断熱専用サイト http://www.ecopro.jp
FAX 0120-414-213

マンション大規模改修／ビルまるごと総合改修／耐震改修・防災改修／省エネ・創エネ改修

第17回

リフォーム＆リニューアル

建築再生展
●テーマ：巨大地震に備えて
●2012. 7. 18㈬～ 20㈮

技術と対策

●主催：建築再生展組織委員会

●会場：東京ビッグサイト東4ホール

●入場無料

第17回R&R建築再生展が７月18日から３日間、今年も東京ビッグサイトで行われ
る。出展企業は100を超え、昨年の来場者の数は３日間で約４万5000人を数えた。
弊紙に関わりのある企業では、住宅あんしん保証、イワサアンドエムズ、シンヨー、
東邦レオ、P・C・Gテクニカ、ヤマギシリフォーム工業など、マンション改修を手
掛ける企業が出展する予定だ。

特別セミナー（抜粋）

○7/19㈭ ○テーマ：安心・安全のマンション大規模改修
○聴講無料、事前登録不要

●11：00 ～ 11：45「マンション大規模修繕」
講師：菅沼康雄氏／財団法人マンション管理センター技術部
●12：40 ～ 13：25「マンションの給排水霞備を考える」
講師：坂上恭助氏／明治大学建築学科教授
●15：10 ～ 15：55「マンションの防災改修（コミュニティ
の重要性・防災マニュアル作りの事例）」

お問い合わせ・お申し込み

建築再生展組織委員会事務局
大規模修繕工事かし保険

講師：佐藤雅紀氏 他／㈱長谷工コーポレーション技術推進
部門常務執行役員
●16：00 ～ 16：45「
『耐震診断の実際』～助成制度を活
用した診断・設計・補強工事」
講師：坪内真紀／ NPO耐震総合安全機構JASO理事

☎03-3228-3401 FAX 03-3228-3410 E-mail:info@refo.jp
〒165-0026東京都中野区新井1-34-14 ㈱テツアドー出版内

わかりやすいDVD、ガイドブック作成

国土交通省認可の住宅瑕疵担保責任保険法人㈱住宅あんしん保証はこのほど、大規模
修繕工事かし保険について管理組合向けのわかりやすいDVDとマンガを多用したガイド
ブックを作成した。また実際のかし保険の契約者である工事業者向けにも保険証券の発
行手続きの際、保険内容などを管理組合へ説明するDVDを作った。
いずれも希望者には無償で配
布する。
大規模修繕工事かし保険とは、
工事後に施工ミスなどの「かし」
ガイドブックは管理組合向け が見つかった場合、工事業者が
加入する「かし保険」によって修補費用が保険金で賄える
というもの。保険会社は工事中から第三者機関として検査
を行い、
「かし」を未然に防ごうとするため、管理組合にとっ
管理組合向け（左）と工事業者向けDVD
ても安心して大規模修繕工事を任せられるメリットがある。

リフォーム・既存住宅売買保険事業室
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サルに質問します !
設計コン

大規模修繕
＋
設備改修
○あて先：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７-19-22-305
TEL.03-6304-0278
FAX.03-6304-0279
tatemonochosa@gmail.com
○採用者発表：
紙面への掲載を持って代えさせていただきます。
※投稿者の個人情報につきましては、紙面掲載の場合の寸
志送付先名作成、あるいは読者層を図るデータ集計以外
の目的には使用いたしません。

工事中のバルコニーの荷物の片づけについて、住民に
何を、どうやって説明すればよいですか？また洗濯物
干しの制限は1世帯あたりどの程度でしょうか？
質問者：埼玉・和光市 修繕委員
1977年竣工・８棟・14階建て・約400戸
質問内容：私は修繕委員になって初めての、マンションとしては３
回目の大規模修繕工事の計画を立案中です。マンションの高経年化
とともに住民の高齢化も進んでいます。
工事中はバルコニーのものを片付ける必要があると思いますが、
エアコンの室外機はどうするのでしょうか。
回答者：一級建築士事務所 ㈱美幸建築企画
代表 荒川 幸男 氏
回答：バルコニーの手すりにつけられた衛星放送のパラボラアンテ
ナ等があれば外してください。作業員がバルコニー内に入って作業
をしますので、植木鉢などすべて室内に取り込んでください。
敷地に余裕があるマンションでは管理組合了承のもと、指定の場
所を設けてバルコニーの私物をまとめて置くケースもあります。
バルコニー内には不要なものもあるようなので、この際に処分す
る住民も多いようです。
高齢者が作業員に手伝ってもらい移動しているケースもあります
が、作業の妨げになってしまうので管理組合内で対応してもらいた
いものです。
◇
エアコンの室外機について。防水工事の前に室外機を30cmくらい
浮かします。
費用は無償ですが、電気工事の専門職が行うわけではありません
ので、万が一故障した場合、工事業者の責任を問えないと考えてく
ださい。
ウレタン防水工事で、室外機を浮かせて施工する場合、金属製の
金物に乗せて施工するため、室外機を戻す際に金物の足の跡が残る
場合があります。施工精度にも限界があると考えてください。
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質問・相談の採用者には寸志（図書券１万円分）をプレゼン
ト！
マンションの大規模修繕工事や設備改修工事などについて、
わからないこと、悩んでいること、相談していることがありま
したら必要事項を記入の上、郵便または電子メール、FAXで下
記まで送信してください。マンションの改修工事を多く手掛け
る設計事務所の建築士等が問題を解決いたします！
質問内容は編集上、
文章構成などを変更する場合があります。
ご了承ください。
また採用以外の質問・相談にも設計コンサルタントが個別に
お応えします。

質問・相談について
必要事項の記入
○住所・マンション名・氏名・管理組合での役職
○マンションの竣工年・棟数・階数・総戸数
（わかる範囲で）
○質問・相談内容
取り外し施工の場合は各住戸の費用負担が発生します。この費用
負担分を「サービスです」といって全体の見積もり工事金額へ入れ、
工事の受注を図ろうとする業者もいますが、結果的にどこかにしわ
寄せがいくことになりますので、そういう駆け引きはあまりお勧め
できません。
◇
洗濯物干しは工事業者が随時掲示板でお知らせしますので、よく
確認してください。
洗濯物干しができない期間は１住戸あたりおおよそ下記のとおり
です。
外壁高圧洗浄１日程度、タイル洗浄２〜３日、塗装工事４〜６日、
防水工事７〜 10日。
また洗濯可能な日でも足場にホコリや材料の残りかすがあって、
風に舞うということもありますので、注意が必要です。

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

東海塗装株式会社
リニューアル事業部

平成24年度第1回マンション相談員等のCPD研修セミナー
パネルディスカッション『管理組合の駐車場運営』
空きパレット急増、外部貸しの国税庁の見解、会計処理、メンテナンス費、機械式撤廃etc.マンションの
駐車場問題を整理しました！
NPOかながわマンション管理組合ネットワークを実施代
表とする神奈川県下マンション管理アドバイザー・相談員等
CPD委員会は６月23日、横浜・かながわ県民センターで「管
理組合の駐車場運営」をテーマに、平成24年度第１回マンショ
ン相談員等のCPD研修セミナーを行いました。
当日は管理組合役員、マンション管理士、建築士等約50人
が参加しました。
基調報告は山本育三氏（神管ネット会長、浜管ネット会長）
が講師を務め、マンション駐車場の設置状況と運営の歴史的経
緯にはじまり、駐車場設置率と利用者の決め方、空き問題、機
械式のメンテナンス費用、駐車場収入の使い道などをまとめて
解説。また直近の国税庁の見解についても説明。第３者への賃
貸契約は区分すればその分だけ課税対象、区分しなければ全収
入が課税対象、一時的な第３者への賃貸は非課税となっている
旨を説明しました。
続いて行われたのはパネルディスカッション。順番性から抽

選制にして合理的な使用料に改定した例、機械式駐車場を撤廃
した例、駐車場運営専門会社に一括貸出（サブリース契約）し
ようと検討中の例など、管理組合役員や管理会社スタッフらが
報告しました。
今回は、外部貸し駐車場が課税対象になるかどうか国税庁の
見解が出たことから開催したパネルディスカッションだけあっ
て、税金関係の質疑が多かったようです。

主

質

疑

応

答

Q1 元地権者が3台分を所有し、外部に貸し出している。課

税対象になるか？
A1 元地権者であろうが、現在は管理組合の一員である。そ

の3台分を分けた会計処理をすべき。
Q2 出張などで不在区分所有者となった者の家族が住んで駐

A2
Q3
A3
Q4

A4
パネリストは右から山本育三氏、秋元政志氏、山口和夫氏、東要氏。
左から司会の吉村順一氏、コーディネーターの北見義紀氏

な

車場を借りている場合はどうなるか？管理規約で駐車場
の利用は「区分所有者に限る」とある。
規約を「親族も準じて」と変えるか、契約の対象を区分
所有者にして車は住んでいる親族が使えばよい。
賃貸化によって税理士と顧問契約を結ぶと年間いくら必
要だろうか？
確定申告のみであれば、スポット契約で年6万、または
10万円という例がある。
マンションは快適に暮らすことが前提なので、駐車場を
収益事業と考えるのはどうか。駐輪場増設を検討した組
合が緑を残そうと取りやめた例もある。
管理組合の基本は合意形成だ。A組合とB組合で考え方が
違ってもよい。

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。

〒110-0015 東京都台東区東上野４−24−11 NBF上野ビル11F
TEL.03−5806−6711 FAX.03−5806−6721

03−5806−6711
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Report

日本マンション学会 2012 北海道大会

5月26日、27日
北海道大学工学部

報 告「被災マンション復興支援のための法制度改革を巡って」
メイン
シンポジウム パネルディスカッション「被災マンション解体・処分に関する法整備試案を考える」

北海道大学工学部校舎

メインシンポジウム会場の様子

パネリストの左端に小林秀樹・日本マンション学会会長

一般社団法人日本マンション学会は５月26日、27日、北海道大学工学部で2012北海道大会と第21回会員集会を開いた。
メインシンポジウムのテーマは東日本大震災の教訓と提言。東日本大震災では、マンションも相当の被害を受けた。こ
れを受けてマンションの解消制度の必要性や、マンションへの配慮が不十分な復旧支援制度への提案・検討を行った。
大規模修繕工事に関連する分科会は下記の通り。概要に少し触れる。

●

第5分科会

「マンションのエネルギー消費と外断熱改修」
外断熱工法は、断熱欠損部の低減による省エネルギー性、お
よび躯体の保護効果による耐久性の向上等、優れた特長が知ら
れている。分科会では札幌市の民間分譲マンションの外断熱改
修事例をもとに、実現に至ったプロセスの分析、長期修繕計画
とそれに基づいた資金計画の検討結果の報告があった。

第6分科会 「マンション再生の課題」
1960年に管理が開始されたUR向ヶ丘第一団地の中層階段室
型住棟を活用してストック再生実証実験を実施し、高経年団地
の再生の可能性を探った。実験では住棟全体の改修、増築や減
築も併用した住戸空間の改修と、新たな共用空間の創出による
コミュニティ環境の再構築に重点を置いた再生例などの報告が
行われた。

第7分科会 「超高層マンションの維持管理」
分科会では、2010年に発表した超高層マンションの長期修
繕計画と修繕積立金の10事例
について、管理組合関係者にヒ
アリングを行い、その結果を含
めた補足説明を行った。また、
積立金と大規模修繕工事費を関
連付け、過去３年間の調査研究
のまとめを報告した。
第7分科会は超高層
マンションについて
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分

科

会

●

26日 9：30 ～ 12：00
第1分科会「東日本大震災・各地域の被害復興状況」
（東日本大震災特別研究委員会）
第2分科会「超 高層マンションにおける防災とコミュニティ形成に関する
調査報告」（超高層マンション問題研究委員会）
第3分科会「マンションとの地域連携の基層」
（マンション管理実務研究委員会）
第4分科会「マンショントラブル解決に向けて」
（マンションADR研究委員会）
第5分科会「マンションのエネルギー消費と外断熱改修」（北海道支部）
27日 9：30 ～ 12：00
第6分科会「マンション再生の課題」（リモデリング研究委員会）
第7分科会「超高層マンションの維持管理」
（マンション再生技術研究委員会）
第8分科会「住宅施策の行政取組みアンケート結果」
（マンション行政課題研究委員会）
第9分科会「最近のマンション紛争と裁判」（マンション判例研究委員会）
第10分科会「実務・管理報告」（会員投稿による発表）

ちょ っとブレ イク
北海道のマンションには「開放
廊下」という文字はない！？
雪ですね。雪が入り込まないように共用廊
下には窓が敷き詰められているのです。
当然といえば当然で、マンションの地域性
北海道の共用廊下は
を表していると思います。
ガラス張り
ただ、驚いたことがあって、長年マンショ
ン管理問題に取り組んでいる専門家の人が「開放廊下なんて聞いた
ことがない」といったことでした。
北海道にはなくても書籍などに書いてあるだろうに。今まで「開
放廊下」ってなんだと思っていたんだろう。
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会議としての理事会運営のあり方
NPO日本住宅管理組協議会／集合住宅管理新聞「アメニティ」2012年6月5日付357号より

多くの管理組合では通
常総会も終わり、新たな
役 員 の も と で 平 成24年
度の管理組合活動が始ま
る時期になった。総会は
管理組合にとって最も重
要な集会であるが、一般
にはそれは年に一回のも
のであるとともに、その成功は何よりも通年の理事
会活動にかかってくるものである。
その意味では、管理組合活動の質を左右するのは、
日常の理事会活動ということになる。
理事会活動は、総会で選任された理事で「理事会」
を構成し、理事長・副理事長・会計などの業務担当
を決め、各種の業務を分担して担っていくのである
が、その単純総和が理事会活動というものではない。
理事会活動の最たる核心は理事会会議である。
理事会活動は、様々な業務を理事が分担して遂行
していくのであるが、
それは「理事会としての一体性」
においてなされなくてはならない。その「理事会と
しての一体性」を体現するものこそ、定期的に開催
される理事会という会議である。
理事会という会議は、全理事が理事という対等性

において成り立っている。そこでは理事長も一人の
理事でしかない。それは規約からも明らかである。
標準管理規約でも「理事長は理事会の互選で選出」
するとなっているし、
「区分所有法」上の管理者と位
置付けられている理事長の管理者としての活動も基
本的には「理事会の承認を経て」となっている。
つまり、管理者である理事長も独自で管理ができ
ないのである。これが「理事会・理事長」管理とい
う管理方式の特徴である。
このことは、理事会会議においては、理事は自ら
の担当業務だけではなく、他の理事の担当業務をも
含めた理事会活動全般について率直で忌憚のない意
見を述べる権利と義務があるということである。
こうした討論の中から、理事会としての「合意」
を獲得していくことが理事会会議の目的なのである。
もちろん「合意」といっても必ずしも「全理事の一致」
ということを意味するのではなく、議論をしても見
解が分かれる場合には多数決という方法も必要とな
るであろう。故に、規約で理事会の議決要件を定め
ているのである（多くは「出席理事の過半数の賛成」）
。
この場合、反対した理事も理事である限り、議決
事項を尊重して理事活動を行う義務がある。
（論説委員会）

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、

マンション大規模修繕工事
わが国初の
『大規模修繕工事完成保証制度』なら 安心 です。
完成保証制度のご案内

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。

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
〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル2F

107年

おかげさまで創業

〒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

http://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jp
10

マンション外壁改修塗料
開 設
相談センター
●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。
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へ̶。

関西ペイント株式会社・ 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 ]

☎

http://www.kansai.co.jp
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本 紙 は、首 都 圏 の 約5,000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。
発行部数

5,000部

配布先マンションデータ
千葉県
12.2％

埼玉県
13.2％

築24年 8.7％
築8年
19.2％

地域別 東京都

45.3％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
29.3％

築9年
17.7％

築年別

築10年
16.8％

築12年
17.5％

築11年
20.1％
（2011.7 改訂 2）

※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。
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● 問い合わせ先 ●
〒160−0023  東京都新宿区西新宿７−19−22−305
TEL. 03−6304−0278 FAX. 03−6304−0279
tatemonochosa@gmail.com
◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com

