追徴課税、約860万円支払い

管理組合のおカネにまつわる話①
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管理組合
File Data. 54

埼玉・志木市／シーズウィッシュ志木管理組合

大規模修繕委員会を中心に
修繕、防災、環境問題を検討・実践
埼玉県志木市にあるシーズウィッシュ志木は400戸を超える
大規模マンションである。
建設以前からあるけやきや桜の木を保存したエントランス、
東京ドームの約1.5倍の敷地面積を生かした様子から竣工翌年
の2002年、埼玉県より「彩の国さいたま景観賞」を受けた。
大規模修繕工事の計画は大規模修繕委員会が発足した３年前
からスタート。建築士やマンション管理士、土木関係等の資格
を持つ専門家６人が立候補で集まった。
「当初は大規模修繕工事では改善工事を検討していましたが、
東日本大震災で方針が変わりました」というのは伊藤雅之委員
長。
まずは建物診断を行
い、基本的な１回目の
大規模修繕工事の筋道
をつけた上で、大震災
を想定した検討をはじ
めた。
例えば、太陽光発電
大規模修繕委員会のメンバー（左から3人
の設置。
目が伊藤雅之委員長）と現場代理人の須貝
和進氏（右から2人目）

しかし、蓄電池の装置に何千万円もかかることがわかり、断
念した。昼間にためたエネルギーを売電して管理組合収入に充
てるという方法もあったが、本来の趣旨は節電や管理費の節減
ではなく、大震災対策であることから見送った。
その代わりではないが、新設したのが非常用電源システムの
導入。つまり、自家発電機の設置で、自家発電機の燃料を供給
するための中間タンク（油庫）も置き、非常時には48時間以
上の電源の供給を行えるようにした。
大規模マンションだけにエントランス等の共用部分には大型
ガラスが使用されているため、飛散防止フィルムを施工。「住
戸から中庭に非難する場所なのに、そこにガラスの破片が降っ
ては大変」というのがその理由である。
また、これまでなかった防災倉庫も設置した。設置場所は１
階のピロティー部分で、壁で囲み、新設の防災倉庫とした。
施工会社選定では、まずはコンサルタントを大規模修繕委員
会で選び、コンサルタントの助言のもと、シーズウィッシュ志
木管理組合のホームページで入札用のページを作って「リバー

ピロティー形式の1階に防災倉庫を設置

新設した壁の中の空間を防災倉庫とした
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自家発電機を新設

発電機の燃料を供給す
るための中間タンク

スオークション」を行った。普通、オークションは欲しい人が

工事がひと段落した後、専門家の多い大規模修繕委員会のメ

値段を上げて買い取るものだが、シーズウィッシュ志木管理組

ンバーでも改めて「現場代理人が工事を左右する」と語る。職

合の場合は「リバース」なオークションなので、受注したい工

人のあいさつなど工事中の住民対応、的確な指示、清潔な作業

事会社が値段を勉強していくということになる。

場等、現場代理人の力量が工事の良し悪しの決め手になるとい

当初、30社が名乗りを上げたが最後は４社にヒアリングを
して「予定現場代理人」の選択を最優先し、施工会社は㈱アー

う。管理組合では、㈱アール・エヌ・ゴトーと現場代理人の須
貝和進氏に感謝状を贈った。

ル・エヌ・ゴトーに決まった。

共用スペースであるウィッ
シュリビング施工前

内装リフォーム、らせん
階段撤去などを施した

日常は子どもたちの遊び場
となっている

曲がり部分も配慮して設置
した階段の手すり

鳥害対策としてネットを設置した

今後の課題は、中庭の噴水の修繕、
大きく茂った植栽の剪定という

●設計・監理者 ㈱T.D.S（ティー・ディー・エス）
〒103 ー 0012 東京都中央区日本橋堀留町１ー６ー 13 昭和ビル３階
代表者：岡
●施工者

俊英

設立：1979年（昭和54年）６月

☎03 ー 5649 ー 3666
資本金：3,000万円 http://www.tds-arc.com

東日本大震災時に損壊したエキ
スパンションジョイントの改修
も行った

建設以前からあるけやきの
木。「彩の国さいたま景観
賞」受賞の一部分である

株式会社アール・エヌ・ゴトー

本
社 〒211 ー 0043 神奈川県川崎市中原区新城中町16 ー 10 ☎044 ー 777 ー 5158
東京支店 〒143-0016 東京都大田区大森北６ー 27 ー 11 ☎03 ー 5753 ー 1656
代表者：後藤龍彦 設立：1982年（昭和57年）10月 資本金：１億円 http://www.rngoto.com
工事データ
○工事名／シーズウィッシュ志木大規模修繕工事 ○建物概要／ 2001（平成13）年６月竣工・SRC造・14階建て・429戸 ○発注者／シー
ズウィッシュ志木管理組合 ○設計・監理者／㈱T.D.S ○施工者／㈱アール・エヌ・ゴトー ○主な工事内容／⑴共通仮設工事（現場
事務所、仮設トイレ、仮設倉庫の設置・解体、足場・メッシュシート養生の組み立て解体等） ⑵下地補修工事（高圧水洗浄・タイル薬品
洗浄、タイル面の欠損・浮き・ひび割れ補修） ⑶シーリング（外壁目地・雨掛かりサッシ廻り等の古いシーリングの打ち替え） ⑷外壁
等塗装（バルコニーや廊下、外部階段の壁、手すり壁及び鼻先、天井の既存塗装部分の塗装等） ⑸防水（【屋上】アスファルトシート防水、
【ルーフバルコニー・大庇等】ウレタン塗膜防水、【バルコニー】笠木･側溝･立上りへのウレタン防水及び床シートの貼替え、【開放廊下】
側溝･立上りへのウレタン防水、床シートの貼替え、
【外部階段】側溝･立上りへのウレタン防水） ⑹鉄部塗装（竪樋、隔て板、排水ドレン、
玄関扉枠、MB・PS扉、消火栓BOX各所端子盤、各所扉等、外構廻り、３段ピット式駐車場パレット） ⑺その他（エントランス回りの大
型ガラス飛散防止フィルム、鳥害対策、共用ルーム改善工事、給水ポンプ更新、非常用電源システム改修、エキスパンションジョイント
改修、EV扉シート貼り、防災倉庫新設など） ○工期／平成25年１月21日～平成25年８月20日

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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マンションにコミュニティは必要か!?

日本マンション学会のシンポジウム開催

10.19

於：明海大学浦安キャンパス

◀千葉・新浦安の明海大学キャンパスで行われたシンポジウムの様子

一般社団法人日本マンション学会は10月19日、千葉・浦安
市の明海大学浦安キャンパスで「マンショにコミュニティは必
要か？災害時・復興にコミュニティは機能したのか？」をテー
マにシンポジウムを開きました。
当日は、東日本大震災で被害を受けた浦安市に所在するマン
ションの災害時や復旧時におけるマンションコミュニティにつ
いて現地の２つの管理組合から事例報告をしてもらいました。
東日本大震災の経験から、マンションのコミュニティの必要
は再認識されています。それもマンション内だけではなく、マ
ンションと地域といったコミュニティも含まれます。
ところが、国土交通省が昨年１月に設置した「マンションの
新たな管理ルールに関する検討会（座長：福井秀夫・政策研究
大学院大学教授）」では、現行のマンション標準管理規約第32
条１項15号のコミュニティ条文を削除すべきだという議論が
はじまり、検討会自体が紛糾してしまいました。
そこで、こうした動きに危機を感じた４団体が共同でマン
ションのコミュニティは必要かについてシンポジウムを開き、
マンションコミュニティにおける共同提言をすることになった
のです。

マンション標準管理規約
第２節
管理組合の業務
第32条
十五 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に も 配 慮 し た 居 住 者 間 の コ
ミュニティ形成

マンションコミュニティに関する共同提言
一般社団法人日本マンション学会
NPO法人全国マンション管理組合連合会
一般社団法人マンション管理業協会
一般社団法人日本マンション管理士会連合会

■背景
東日本大震災において居住者間の相互扶助・助け合いが有効
に機能し、管理組合・自治会の即座で適切な対応が行われたの
は日常的にコミュニティ形成に取り組んでいるマンションでし
た。こうした居住者間のコミュニティ形成は、従来より良好な
居住環境の維持や管理組合の業務の円滑な実施、共同の利益の
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増進のために極めて重要であるといわれてきましたが、これが
実証されたものといえます。さらに、災害時に備えてマンショ
ンと地域と連携強化の必要性から、マンションと地域とのコ
ミュニティ形成の重要性も高まってきています。
マンション管理にかかわる法制度では、昭和58年の区分所
有法の大きな改正を踏まえ、
数次にわたる標準管理規約の改正、
マンション管理適正化法の制定など、その基本にはマンション
では区分所有者の主体的な合意形成、それを円滑に行うための
コミュニティの形成を重視してきました。
今後、ますます、区分所有者や居住者の高齢化が進行し、ま
た、賃貸化などの進行も鑑みますと、より、マンション内のコ
ミュニティ形成が重要になっていると考えられます。
そこで、私たちは、円滑な管理組合の運営、共同生活の実践
には、コミュニティの育成は必要でかつ重要であるという思い
から、具体的に以下の点を共同で提言いたします。

■提言
１．マンション管理を進める上で重要な役割を果たしている標
準管理規約において、現行の「コミュニティ条項」を残す
こと
２．マンション管理関係者である居住者、区分所有者、管理組
合、管理組合連合会、管理会社、マンション管理士、マン
ション管理研究者などは、マンションのコミュニティ形成
の育成に寄与すること

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

●●●●●●

全

国

初！

千

葉

市

●●●●●●

管理組合と自治会を同様扱いに
千葉市は平成25年４月から、地域活動を行うなど一定の要
件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱う
こととしています。全国の行政機関で初めての制度です。
一般的にマンション管理組合の位置づけは私有財産の維持管
理を目的とした団体として、自治会や町内会とは区別されてい
ます。今回の制度によって「市政だより」等の行政情報を配布
する委託料などが管理組合で受け取ることができるようになる
のです。
2011年３月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域
コミュニティーの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識され
たため、管理組合の存在を無視できなくなってきたといえるで
しょう。
マンション標準管理規約にも「地域コミュニティにも配慮し
た居住者間のコミュニティ」に関する条項があります。
加入は任意で自治会や町内会に入る住民が減少している傾向
も踏まえ、分譲マンションを購入したと同時に区分所有者で設

目的と成立要件
目 的
・地域活動を行っている管理組合が千葉市町内自治会連絡
協議会へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う
委託先となり、行政情報を受けられる（市からの委託料
が支払われる）
・町内自治会の連合組織（市連協・区連協・地区連協）に
所属することで、地域との連携を深められる

団体の成立要件
要件１ 管
 理組合の活動に加えて地域活動を行うことにつ
いて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明
記されていること
要件２ 会
 員の任意性を担保するため、区役所に提出する
会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まな
いこと
※マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要す
る経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方
法については各管理組合において十分に精査するととも
に、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力
を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマン
ションの実態に即した加入・運営方法を検討してくださ
い。

立することを法律で義務付けられている管理組合は、行政に
とっても情報伝達が行いやすいといえます。
千葉市のこうした取り組みについて、各地の行政職員からは
「管理組合と自治会は構成員や目的が異なるから無理があるの
では？」という声も上がっています。
とはいえ、東京・豊島区でもマンション管理推進条例を制定。
「マンション管理状況届出書」の提出を義務化し、今年７月１
日から届出の受付を開始しています。
その目的にはやはり「合意形成の円滑化、居住者同士および
地域とのコミュニティ形成・活性化を図ること」があげられて
います。
管理組合のコミュニティー活動への期待は今後、ますます重
要度を増すことになるといえるでしょう。
… … … … … … … … … … … … … … …
Q1 マンション管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受け
ることで、どのようなメリットがありますか。
A1 市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により
行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入
が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニ
ティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層
の推進が期待できることが挙げられます。
Q2 市からの委託料等の収入が見込まれますが、管理規約の
見直しは必要ですか。
A2 一般的な管理規約では、
「収入は管理費等及び使用料に
よるものとする」と規定されています。市からの委託料等を
適切に収入・支出するために、規約の見直しが必要になると
考えます。
Q3 町内自治会活動に関する経費については、会計を管理費
や修繕積立金と区分して経理したいのですが、その場合に注
意しなければならない点はありますか。
A3 区分経理することについて、管理規約で規定する必要が
あるものと考えます。
【参考】
・マンション標準管理規約（単棟型）第28条第４項
・マンション標準管理規約（団地型）第30条第４項
●詳しい内容は下記参照
千葉市市民局市民自治推進部市民自治推進課
☎043−245−5663
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/kanrikumiai.html
jichi.CIC@city.chiba.lg.jp
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教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

ベストアンサーにはクオカード1万円分をプレゼント！
他の管理組合ではどうしているんだろう？
管理会社や専門家ではなく、一般の人たちに聞いてみたいこ
とがありますよね？
このコーナーでは、大規模修繕工事新聞読者からの質問を掲
載し、他の読者からのアンサーを募集します。管理組合同士の
交流相談会をページにしようという企画です。
ベストアンサーに選ばれたかたにはクオカード１万円分をプ
レゼント！

Q1

わがままな組合員がいて困っています！

私は今回輪番制で管理組合の理事になりました。
そこではじめて、うちのマンションには交渉事を好み、
やりこめることを楽しむ60代後半のクレーマー（男性）
が住んでいることを知りました。
「やりこめる」とは主に管理会社相手です。些細なこと
を取り上げて「親会社に、国土交通省に、マスコミに言う」
と脅し、理事会は何も対策をしていないとクレームをつ
けています。
些細なこととは、
「清掃員があいさつをしなかった」「通
路のコーンを片付けていなかった」
など。このクレーマー、
私からみると単なる暇つぶしにしかみえませんが、理事
会で対処をどうすればいいのかわかりません。
他の管理組合でもこうしたクレーマーで困っていると
ころはありませんか？
もしあれば、そうした時はどうしているのか教えてく
ださい。

他の管理組合に聞きたいことのある方、情報提供
をしてくださる方は下記まで。
一般社団法人 全国建物調査診断センター
集計センター
〒104-0045 東京都中央区築地１−９−11−906
☎03−6278−0424 FAX.03−6304−0279
tatemonochosa@gmail.com

Q2

管理会社ともめているのですが…

管理会社に不信を持っています。管理会社は一般的に
知られている大手です。
築８年目で大規模修繕工事の計画を立てはじめました。
ところが、構造計算書をはじめ各種の図面がないこと
がわかりました。管理会社に問い合わせながら探してい
くうちに、倉庫の中から保証書や竣工図書のいくつかが
バラバラ出てきました。
さらに管理事務所から「引き渡し書類一覧表」が出て
きて確かめていくと、チェックしてあるものとないもの
と…それはずさんな対応が見えてきました。
管理会社に即、取り寄せるようにいうと、親会社の顔
色をうかがっているのか、書類の提出に１カ月以上かか
ります。
こうした管理会社の対応は正直頭にきます。管理会社
を変更したほうがいいのでしょうか？

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

一級建築士事務所

三和建装株式会社

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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管理組合に追徴課税、約860万円支払い！？
過

去

5

年

分

マンション屋上の看板広告、携帯電話の基地局、NHK
のお天気アンテナを設置している管理組合に税務署から
呼び出しがあり、税金の申告漏れに対する確認が行われ
た。
これまで収益事業に対し、納税をしてこなかった管理
組合は時効にかからない過去５年をさかのぼって申告す
るように指示され、加算税を含めた約860万円の追徴課税
を支払うことになった。
毎年の収入金額と納税額は表のとおり。現在は１年ご
とに税額を申告している。
◇
対象となったのは神奈川県内の約30戸のマンション。
毎年500万円以上の収益があったことから管理組合資産は
潤沢だった。税務署の指摘により、きちんと納税を行っ
○○年度
収

入

法

人

加

金
税
算

○○年度

を

徴

収

たが、指摘が「突然」であったことは否めない。
平成24年２月、マンション駐車場の外部使用について
国税庁が課税対象となるか否かについて見解を出した。
管理組合の収益事業に対する税務署の目配りが広がった
といえる。
管理組合として考えられる収益授業は、携帯電話基地
局、看板広告、自動販売機、空き駐車場賃貸、インター
ネット設備、店舗区画貸付、会議室等利用料、ゲストルー
ム宿泊料など。
近年は、管理費や修繕積立金の値上げによる収入増加
の合意形成が難しくなっていることから、収益事業によ
る収入を増やす手立ても検討されるが、収益事業には納
税の義務があることもおさえておきたい。

○○年度

○○年度

額

5,676,520

5,676,520

5,676,520

5,667,400

○○年度

合

計

5,303,400

28,000,360

額

1,015,000

1,016,800

1,018,600

1,021,600

994,800

5,066,800

税

151,500

151,500

151,500

153,000

148,500

756,000

地

方

税

490,300

491,100

492,000

493,500

480,000

2,446,900

加

算

金

73,500

73,600

73,800

73,900

72,000

366,800

税

額

合

計

7,513,700

加

算

税

合

計

1,122,800

追

徴

金

合

計

8,636,500

おかげさまで創業

109年

〒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
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スマートマンション

東急コミュニティー

既存マンションへのサービス
マンション管理業の東急コミュニティーは今年４月、

■エネルギーの見える化・快適お知らせ機能（イメージ図）

経済産業省の「平成24年度スマートマンション導入加速
化推進事業に係るMEMSアグリゲータ」に採択された。
現在、同社では管理を受託している既存マンションに
対し、一括受電サービスとともにMEMS導入の提案を推
進している。
既存マンションでMEMS導入を行う場合、一括受電サー
ビスを導入することで、共用部分の電気料金を削減する
ことができ、管理組合のコスト削減が図れるとともに、
共用部分と専有部分の省エネ・節電をあわせたトータル
な支援サービスとなる。
既存のマンションをスマートマンションへと進化させ

■節電協力者へのインセンティブ付与

ることで、受託管理物件の資産価値向上にもつなげるこ
とが目的だ。
MEMS（Mansion Energy Management System）と
は、マンションの建物内で使用する電力消費量等を
計測蓄積し、
導入拠点や遠隔での「見える化」を図り、
空調・照明設備等の接続機器の制御やデマンドピー
クを抑制・制御する機能等を有するエネルギー管理
システムのこと。
※一般社団法人環境共創イニシアチブ（略称SII）ホームページより

■東急コミュニティー MEMSサービス概要

夏季・冬季の電力需要が高まる時期のうち、年間約10
日間、ピーク時を指定し、居住者にスマートフォンなど
を通じてお知らせします。居住者は、その時間帯に電力
消費を一定量以下にキープする努力をすると、対象時間
帯の電気料金が割引され、対象の時間帯の電気基本料金
の削減を専有部に還元できる仕組み。
サービスに関する問い合せ先
株式会社東急コミュニティー
技術統括事業部エネルギープロジェクトチーム
☎03-5717-1545

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
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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

マンションライフライター

の

ひとことエッセイ

知らなきゃ損するマンション管理入門

管理組合のおカネにまつわる話①
「増えない収入と増える支出」

マンションの管理運営費は各区分所有者からの徴収に
よって賄うことができます。毎月引き落とされる管理費・
修繕積立金がそれです。
管理費と修繕積立金の目的は下記のとおりで、会計を
別々に処理されています。
〈管理費会計（一般会計）
〉
○主な徴収・使用目的：日常の維持修繕のため
収入
・区分所有者から徴収する管理費
・各種共用施設の使用料
・その他、自動販売機や広告看板費など
支出
・管理委託費
・公租公課
・共用部分の維持管理費・水道光熱費
・事務管理における備品・通信費
・管理組合の運営に要する費用
・損害保険料
・そ の他、経常的な補修費用やコミュニティー形成
に要する費用など
〈積立金会計〉
○主な徴収・使用目的：計画的な建物・設備の修繕のため

収入
・区分所有者から徴収する修繕積立金
・一般会計からの繰入金
支出
・計画的な修繕費
・その他、特別な理由による修繕費
円滑な管理運営を行うためには豊富な収入があり、足
りなければ収入を増やせばいいことですが、主な収入は
区分所有者から徴収する管理費・修繕積立金のため、簡
単な値上げはできません。
国税庁による民間救助実態統計調査結果によると、給
与所得者の平均年収は1999年より「右肩下がり」の傾向
にあります。年金受給者への値上げはもちろん難しくも
あります。
さらに来年度からの消費税増税もあり、「増えない収入
と増える支出」という図式が明確になっています。
収入が増えなければ支出を減らさなければいけません。
しかし、それにはどういう方法があるのか、また少しで
も収入を増やす手立てはあるのか…。
管理組合のおカネにまつわる話を数回にわたって掲載
していきます。
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監事の役割とその世界
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』2013年10月5日付第373号「論談」より

管 理 組 合 に は、 役 員 と
して理事と監事が置かれ
て い る。 し か し、 そ の 監
事のあり方についてはあ
まり積極的な議論になっ
ていないようである。
多くの管理組合では、役
員候補者の分担において、
「監事は理事会に出席する
権 利 は あ る が、 義 務 は な
い」という安易な理由で選択されているようなことも見
られるようである。したがって、幹事の仕事とは、総会
議案書に往々にみられる、「適切に処理されていることを
認めます」との定型的な「監査報告書」に署名・押印す
るだけと思っている方も多い。
こうした「名ばかり監事」では困るが、その一方、監
事がやたらに理事会の業務執行に関する議論に口を挟み、
理事と見まがうほどに「活躍」する監事も最近見られるが、
このような「出しゃばりすぎ監事」も問題である。こう
した事例は、役員人事において、前理事長が監事に就任
するという慣例の管理組合等に起きやすい。そこで、監
事の役割とその限界について述べてみたい。
◇
監事の役割とは、「管理組合の業務の執行及び財産の状
況を監査し、その結果を総会に報告すること」と、「管理
組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると
きは、臨時総会を招集すること」である。こうした任務
のために「理事会に出席して意見を述べることができる」
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権利を与えられているのである。
つまり、
「業務の執行」等を担うのは、理事会であり、
監事は理事会の活動等を監視するというのがその役割で
ある。
具体的には、理事会の活動が法・規約・総会方針等に
違反・違背していないかをチェックすることである。
それゆえ、監事が理事会の業務の政策議論に加わり、
賛否を述べるというのはまずい。また監事は、理事会に
は必ずしも監事の意見に従うべき義務もない、というこ
ともわきまえておくべきである。監事は直接組合員に責
任を果たす存在なのである。
◇
理事長経験者として、現理事の議論に歯がゆさを感じ
ることもあろうが、そこは我慢し、自らをアウトの意見
表明者に限定するという忍耐も監事には必要である。
（論説委員会）

理事会で議論している様子（写真と文章は関係ありません）

「あんしん大規模修繕工事かし保険」管理組合を守る保証制度です！
平成 24 年度 300 棟の申込件数（前年比 2.2 倍増加）

大規模修繕保険事業 室
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防犯対策エトセトラ
仕事帰り、見知らぬ男性と二人きり。
「何事もない」と自分に言い聞かせるけど、やっぱり…
エレベーターが怖いっ！

自分の階に着くまでが緊張する嫌な時間

こんなとき、あなたならどうする？
……… 読者からの相談 ………

夜、勤務を終えて帰宅し、マンションのエレベーター
乗り込んでドアが閉まりそうなころ、見知らぬ男の人が
サッと入ってきました。エレベーター内は私とその男の
人だけ。私は、こうした状況で、私の後ろに男の人が立っ
ていると思うと、恐怖で動けなくなってしまいます。こ
ういう場合の対応にはどのようなものがあるのか、知り
たいです（25歳・女性・会社員）
近年、犯罪の多様化が進み、身の安全は自分で守らなければ
ならない、という風潮がさらに強くなっています。とはいえ、
何をどう守れば安心できるのかという問題に答えはないといっ
ていいでしょう。ここでは、マンション内で密室となるエレベー
ター内での危険を回避する住民の対策、意見などをリストアッ
プし、まとめてみました。

みなさんの声

私はこうします！

○とにかく降りる
→エレベーター内で男性と２人きりになってしまったら、
「お
先にどうぞ」といって降りる。とにかく一緒には乗らない。途
中階から乗り込んできた場合は、途中階であろうとも、自分が
降りて、次のエレベーターを待つ
○ボタンのそばで横向きになる
→男性が後ろにいるだけで怖いが、男性の後ろに回ると、非常
ボタンから離れてしまう。なので、男性がまったく見えない正
面向きより、横向きになり、操作ボタンの側から離れないよう
にする
○自分が降りる階数のボタンを、先に押さない
→私の降りる階を知り、そのあと、私の１階下で降りて、非常
階段で追いかけてくる可能性があるから、先に押さないように
気をつけている
○行き先のボタンは2個所以上押しておく
→１階から乗れば２階のボタンを押す。不安を感じたときにす
ぐに降りることができる。さらに、何階で降りたか特定しづら
くさせるため、複数階のボタンを押しておく
○携帯電話で話しているふりをする
→電話していることで、外部とつながっていると思わせる。夜
道を一人で歩いていて、後ろから人が近づいてきて怖いときや、

変な人にナンパされるときも使う手
○管理組合で、夜は自動的に各階に止まるように設定している
→疲れて帰宅するお父さん方には、
イライラするシステムだが、
住民の安全を考えて、我慢してもらうことを理解してもらって
いる
○防犯スプレーを持ち歩く
→エレベーターに乗っていて、途中で止まって男の人が乗り込
んでくることがある。人に言われて防犯スプレーを持ち歩いて
いる
注）防犯スプレーは特殊なカラー液を発射し、衣服に付着させ
るもの。犯人の逃走を妨げ、目印にもなる。年配の方や女
性でも命中率が高い。催眠スプレーは、スプレーした方が
犯罪になる可能性があるので注意
○こちらからあいさつをする
→私は自宅マンションの理事会にかかわっているので、日ごろ
から住民のみなさんとコミュニケーションを図ろうと努めてい
る。このため、同じ住民であれば、怖い思いをするはずもない。
住民同士が見知らぬ関係であることが、不審者か同じ住民なの
かわからない恐怖をもたらすのだと思う
○張り紙を出す
→管理組合に訴え、
「エレベーター内の不審者に気をつけましょ
う」と張り紙を出してもらったところ、その後、不審者がいな
くなった
○管理組合で、エレベーターの照明を明るくした
→防犯カメラがついていたとしても、中々高解像度で犯人を特
定しにくいのが現実。暗いつまり照度が足りないと、絞り値が
大きくなって被写界深度が浅くピントの合う範囲が浅く狭めら
れてしまうため、
照明を明るくした。一般的には、
エレベーター
ホールも内部も、50ルクス以上が好ましいらしい
○管理組合で、エレベーター内に鏡を設置した
→鏡の設置で、いたずらの発生率が減少する傾向がある。人は
鏡に映る自分の顔を見ると悪さをしにくいらしい。実際、鏡を
設置するだけで落書きなどが減るという
余談ですが…
一人暮らしの女性は、部屋に着いてもすぐに電気をつけない
ほうがよい、が通説です。例えば…一人
暮らしの女がエレベーターに乗った、４
階で降りた、
マンションの外に出て確認、
あっ、明かりがついた、405号だ。不審
者はそうやって、見ているそうです。部
屋番号がわかれば、名前もわかってしま
います。部屋に入って「すぐ電気」は、
付け入るスキを与えるだけの行動のよう
です。

本 の 紹 介 『限界への挑戦～精度の限界Ⅱ～』

大規模修繕工事の精度の限界を打破していくには…

大規模修繕工事は住まいながら作業を行うため、騒音、臭気、粉じん、毒性の高い材料の使用等に大きな
制限があり、さらに短工期で仕上げまでを求められる。
このため、必ずしも100％完璧な工事は不可能と言っても過言ではない。
一般社団法人マンションリフォーム技術協会は2011年８月、外装が主体の大規模修繕工事にも限界がある
ことを管理組合に理解してもらえるよう、小冊子『精度の限界』を発行した。
そして２年後の今年９月、同協会は「精度の限界を打破していくには…」をサブタイトルとして『限界への挑戦』を発行した。
同書の作成にあたっては、協会会員メンバーが「塗装」
「タイル」「防水」「シーリング」「下地」「建具・金物」に分かれ、大規模修
繕工事の場面で生じた具体的なトラブルやクレームを拾い上げた上で整理し、その対応策の検討結果を記載している。
『限界への挑戦～精度の限界Ⅱ～』大規模修繕工事の精度の限界を打破していくには…2013年９月10日発行

●問い合わせ先：一般社団法人マンションリフォーム技術協会
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A5判・全88ページ・1,260円（税込）

事務局 ☎03-5289-8641

http://www.marta.jp

リフォーム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。

事業内容
・建物工事の設計、施工、請負及び監理
・建物の調査、診断、改修工事の設計
・建物、構築物の外壁工事、塗装工事、防水工事
・内装仕上工事業、その他

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

●営業本部
●北関東支店

●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店

塗料の運搬をはじめて110余年！
創業明治29年

危険物、塗料系の
廃棄物収集・運搬はお任せください。
小缶からドラム缶、粉体フレコンバッグ、廃材、ビニールシート、廃ローラー、
ウェスなどの産廃物も処理します。電着槽、塗装ブースの清掃も承ります。
産業廃棄物取扱業者

東京都産業廃棄物収集運搬業 許可番号／第13-10-001629号

株式会社 小野運送店

東京都産業廃棄物処分業 許可番号／第13-20-001629号

東京都品川区南品川4-2-33
TEL. 03-3474-2081・8778 FAX.03-3474-2838
http://www.ono-unso.co.jp
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査 診 断 セ ン タ ー

管理組合役員勉強会を開催

なぜ大規模修繕工事を失敗したか②
全国建物調査診断センターが９月22日、東京・京橋で
管理組合役員勉強会「役員さん、大規模修繕工事の備え
は十分ですか？」を数回に分けて掲載します。今回は「な
ぜ大規模修繕工事を失敗したか」の２回目です。講師は
１級建築士事務所の㈱リノシスコーポレーション・佐藤
成幸常務取締役。

「次も頼むから値引きして」はNGワード
施工会社選定時の失敗発生におけるリスクでは、例え
ば見積もり時に他社より高い項目を見つけて「なぜ他社
より高いのですか？」と聞くとします。
すると、施工会社からは「ベストをつくしたつもりだ
が高いようなら値引きを考慮する」と回答するでしょう。
下記表にあるように、理由もなく単に値引きを求めるよ
うでは結果的に損をする可能性が高くなります。
「次の大規模修繕工事も頼むから値引きして」というの
もNGワード。そもそも理事は交代します。その上総会決
議が必要です。それならば
「10年後の確約を期待できるか」
という問題になります。
また、他社より安い項目を見つけて「他社より安いけ
ど大丈夫か」と聞く管理組合もあります。
施工会社は「大丈夫です」と回答するに決まっています。
「材料を本社一括購入しているので安くて問題ないです」
などと言います。
施工会社は管理組合よりもプロですから、工事契約の
ためにいろいろなことを言います。
見積書は果たして正しく分析比較できるのか？それが
問題です。設計コンサルタントという第三者がそこで必
要であると言えるのではないでしょうか。

施工会社選定時の失敗発生リスク
よくある見積書の理解の仕方
（１）ひとつの工事ごとに他社との比較で高い・安いにや
たらとこだわる
・競 争見積もりを依頼しているのであれば、高いと認
識して見積書を提出する施工会社はそもそもない
（２）安かろう悪かろうという言葉に敏感になり心配する
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・も っとも採用してダメなのは「高くて悪い」である
と認識するべきである
（３）最安値と最高値の見積もりを切ろうとする
・競 争見積もりを依頼しているのであれば根拠のない
行動で損をする可能性が高い
（４）値引きの多い会社を努力していると評価する
・単 価に値引き代が最初から上乗せされていたりした
ら一緒
（５）単価が高いと良い工事になるように思っている
・直 接雇用しているわけではないので、工事作業に必
要な費用以外は利益に還元されるだけ
（６）単価が安いと手抜き工事になると思っている
・本当に手抜きになる単価か把握しているか
（７）結果的に安値の会社を選んで発注している
・イメージに左右されている
（８）諸経費が何かよくわからない
・い つも建設会社はわからない項目を計上して不透明
にぼろ儲けをするものだという先入観がある
↓
これでは失敗しないまでも、損をする可能性が高い

大規模修繕工事新聞専用の
HPを立ち上げました！

セミナー映像なども随時配信していきます!!
全国建物調査診断
センターはこのほど、
大規模修繕工事新聞
専用のHPを立ち上げ
ま し た。 バ ッ ク ナ ン
バーやコラムはもち
ろんのこと、セミナー
映像なども随時配信していきます。一度覗いてみて
ください。今後ともよろしくお願いいたします。
URL：http://daikibo.jp.net

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 を 中 心 と し た
約7,000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

配布先マンションデータ
群馬県0.2％
栃木県0.2％
茨城県0.3％

7,000部

宮城県1.3％
千葉県
11.3％

埼玉県
12.9％

2001年
16.2％

地域別 東京都

47.5％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
26.3％

1977年 6.7％

2000年 竣工年別
17.9％

1978年 9.0％
1987年 6.2％

1988年 9.5％

1998年
1999年
17.6％
16.9％
（2013.1 改訂 3）

※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。

16

● 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

