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管理組合が工事会社、工法、材料を選定
大切なのは発注者としての自覚
　今回紹介する工事の大きな特徴は、大規模修繕工事の

象徴でもある仮設の作業床や通路である足場を設置しな

い工事としたことである。建物診断の調査結果からも「こ

の程度の浮きの枚数ならば、総足場ではなく、ブランコ

やゴンドラでの補修も可能であり、経済的」という報告

書を受けた。

　これを受けて管理組合が発注したのが㈱エーファイブ。

ロープ・ブランコ工事を手がける数少ない工事会社であ

る。

　「ブランコ工法を売りにしているとはいえ、足場を組ん

だほうがいい個所、ロープのほうがいい個所など、状況

に応じた提案をさせていただいています」と㈱エーファ

イブの木村康三社長。

　今回のブランコ工法の採用で、仮設足場の費用約1,300

万円が250万円に削減できた。工事が終わったら取り外す

足場にお金をかけるのではなく、外壁用保護塗装材のグ

レードアップやマンションの美化など、手元に残るもの

にお金をかけたようだ。

　そもそも管理組合の知識・意識レベルは高い。修繕委

員会を中心にあらゆる情報を集め、自分たちで判断でき

る体制ができているのだ。

　例えば、大規模修繕工事予算のための建物診断は「もっ

たいない」という。お金をかけてタイルを打診し欠陥率

を推測しても、３％以下になることも10％以上になるこ

ともない。お金をかけずに５％で予算を見積もって、最

後に実数清算すればよい。その他修繕個所も目視でよく、

住民アンケートの情報収集が貴重で、それで十分という

考えだ。

　結果、今回は設計・監理者ははぶき、管理組合が工事

　File Data. 55　横浜市／モアクレスト上星川管理組合

管理組合

ロープによる作業の様子1

SMC工法によって浮きタイルはピンを
打ちつける

ロープによる作業の様子2

タイル外壁の劣化具合別にマーキング色
を変えた

ロープによる作業の様子3

外壁タイルの仕上げ材にはグレードの
高いものを使用

ロープ・ブランコ工事のメリット
１．�低コスト…仮設床、はしご等が不要なため、工

事費用のカットができる

２．迅速対応…高所の小工事に迅速な対応がとれる

３．�防犯…枠組み足場でありがちな不審者の侵入な

どの心配がない

４．�圧迫感の解消…枠組み足場と異なり、工期中の

圧迫感等の負担が解消される

５．�作業条件の解消…隣の建物との間隔が狭く仮設

足場を組み立てるのが難しい個所などでの工事

が可能である
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会社、工法、材料を選んだ。工事会社にしても、ブラン

コ工法の外壁担当と、屋上防水や内壁塗装などの担当会

社を分けて２社と契約するなど住み分けも行っている。

　タイル補修は、SMC工法（ステンレスピンニング工法）

を採用。特殊なエポキシ樹脂の注入ドリルを用い、余分

なエアー溜りを発生させることなく、穿孔→樹脂の注入

→ピン挿入の３工程、騒音も極めて小さい。

　アルミのサビ対策も、管理組合がアルミ・スチール・

ステンレスの補修会社・工法を探し出して採用した。

工事データ

○工事名／第２モアクレスト上星川大規模修繕工事　○建物概要／ 1989（平成元）年12月竣工・RC造・７階建て・78戸　�
○発注者／モアクレスト上星川管理組合　○施工者／㈱長谷工リフォーム（外壁以外の屋上や鉄部、内装他）・㈱エーファイ
ブ（ロープによる工事…外壁タイル他）　○主な工事内容／外壁補修／シーリング／鉄部塗装／バルコニー防水／屋上防水／
エントランス屋根防水／その他建築雑工事　○工事金額／約7,000万円　○工期／平成25年９月～平成26年３月

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

アルミのサビ対策も、管理組合がアルミ・スチー
ル・ステンレスの補修会社・工法を探し出して
採用した

アルミの支柱の水たまり防止対策も実施 近隣マンション住民を集めて工事見学会を実施

　こうした工事ができるもの中心となるリーダーがいれ

ばこそ。修繕委員長の川端志行氏は「コンサル会社によ

る品質管理や検査なんて不要。現場代理人や職人に『こ

のマンションのために良い仕事をしたい』と思ってもら

えることがとても大切。工事前に住民と職人で交流会を

やって志気を高めてもらいました」。

　管理組合からの配慮がどれだけ工事の品質をあげるか

―大切なのは、やはり発注者としての自覚である。
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チーム意識を持って対応しよう！
　まずは現理事会でスクラムを組み、理事長一人がやり

玉に上がらぬよう意思確認をしたうえで、理事会として

注意勧告をしてはいかがでしょうか。

　同じ住民同士でもめ事はやっかいで、やりこめられて

いるのが管理会社なら、なるべく触らずにしているほう

が無難と、避けたいところです。

　うちのマンションでは、大規模修繕工事のあとに工事

かしを訴える住民がいました。40代の独身女性です。

　管理組合が納得しているのに、１個人が共用部分に傷

がついている、汚れがひどい、職人の対応が悪かった…と、

Q1　わがままな組合員がいて困っています！

Q2　管理会社ともめているのですが…

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

●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

＜第47号6p参照＞

＜第47号6p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

ベストアンサーに選ばれた回答

管理組合が主導権を持って！
　まず、管理組合が当然持っておく資料はしっかり取り

寄せるべきです。

　マンション管理適正化法施行規則で定められた建物・

附属施設に関する図書は下記の通り。

　１．付近見取図

　２．配置図

　３．仕様書（仕上げ表を含む）

　４．各階平面図

　５．２面以上の立面図

　６．�断面図又は矩計図（かなばかりず＝建物の一部を

切断して、各部の寸法、仕上がり、部材の寸法等

を細かく記入した図面＊）

　７．�基礎伏図（ふせず＝一般の平面図では書き表せな

い構造的な組みかたを表した平面図＊）

　８．各階床伏図

　９．小屋伏図

　10．構造詳細図

　11．構造計算書

　　　　　　　＊建築用語大辞典より　

　管理会社に対する不信については、管理組合が管理の

主導権を持って対応するのが一番です。

　管理会社があれをやってくれない、これをやってくれ

ない、という対応で、管理会社を変更しても、結局新し

い管理会社にいいように流されてしまうだけです。

　今回の「引き渡し書類」の件を良い肥やしにして、管

理会社を「使っている」というスタンスの管理運営を目

指してほしいものです。

　管理委託費についても、委託内容をきちんと理解した

上で、他社に見積もりをとると、あっさりと値下げとな

ることもあります。

　「管理会社はいつでも代えることができる」というカー

ドを持って挑めば、少しは頭に血が上ることがなくなる

かもしれないですよ。

理事会に訴え、行政に訴え、NPO団体に訴えと必要な攻

撃をしていました。

　工事会社の担当者も悲鳴を上げて理事会に報告してき

ます。理事長の家にはその女性が１日何時間も苦情の電

話をかけてきます。

　何か金銭を巻き上げようとか、何かしてくれという要

望はありません。ただただクレームをあちらこちらに執

拗に投げ込むだけなのです。

　今では理事会のほか工事会社も管理会社も仲間に入れ

チーム意識を持って対応するようにしています。

　その上で、情報共有をし、クレーム等を証拠として蓄

積していき、最終的に区分所有法の「共同の利益に反す

る行為」をちらつかせていこうと思っています。

　管理組合としては、行うときに行うことをしなければ、

周辺に変な評判が立ち、資産価値に影響するとも限りま

せんから…。
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Q3　理事会に全然出席しない理事がいて頭に来ています！

　うちのマンションは30世帯で、理事会は５人のメンバー

で構成されています。１年ごとの輪番制ですが、管理会

社から大規模修繕工事の提案を受け、建物診断、長期修

繕計画、そして工事時期について検討をしています。

　これまで管理会社お任せで、管理組合として何もして

こなかったはずですが、今の理事会になっていきなり難

しい話になりました。

　ところが、理事５人のうち、２人は仕事を理由にまる

で理事会に出席しません。

　出席している３人とも工事のことなどわからず、それ

でも検討を進めなければいけないと思うと責任を感じま

す。

　こうした非協力的な人に対し、他の管理組合はどうし

ているのでしょうか？

　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方にはクオカード１万円分をプレ

ゼント！

　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

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編

ベストアンサーにはクオカード1万円分をプレゼント！
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全 国 建 物 調 査 診 断 セ ン タ ー

　全国建物調査診断センターが９月22日、東京・京橋で行っ

た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？」から、今回は見積書の中身を掲載します。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。

見積書の理解の仕方
値引きと諸経費の正しい見方とは…
　例として表にした見積書を参考に解説します。
　工種ごとの比較をした場合、１位の業者がすべての工種で
最安値を見積もりしているわけでないことが判断できます。
　今般はこのように複合工種（足場、塗装、防水等）の組み
合わせでの工事見積もりでは、一般的にみられる事象で、む
しろこうした現象が発生していることのほうが望ましいとい
えます。
　各社ともに工種ごとに専門業者への発注や、材料を購入し
ますが、比較的安価に購入が可能な工種と他社比較で高額に
なりがちな項目が当然、各社の差として出てくるからです。
　競争をシビアにすればするほど、自社で安価に購入できる
ものはできるだけ安く見積もりを計上して構成していくこと
が競争に勝つ方策であるので、このような状況が発生します。
　安価に購入できる材料等の要因としては、年間使用ロット
の大小による仕入れ値の削減や、自社所有の仮設物の提供、協
力作業員（下請け）の錬熟した作業量の伸び見込み等、多種多
様ですが、いずれにしても全体としての見積価格を抑える努力
をしています。
　このようにして比較した最高金額と最低金額の比率を工種ご
とに確認すると、その比較差はいっそう際立って見ることがで
きます。
　それでも見積金額の範囲にあまりに大きな差がない場合は、
部位・数量の間違いはなく、各社の努力による競争になってい
ることを裏付けているというがいえるでしょう。
　一方、諸経費はその会社の現場代理人人件費、一般管理費、
間接原価、現場経費、利益等で構成されるのが一般的で、これ
は各社によって独自の計算式があるので、高い安い＝良い悪い
に直結するものではありません。なので、比較評価は難しいと
いえます。
　このように工種ごとの分析・見積書記載事項をみてきました
が、この限りでは、１位、２位の業者を優先選定候補とし、３

位までをヒアリング対象とすることが客観的で正当性がある、
ひとつの判断材料になるようです。

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③

○○○○マンション大規模修繕工事

工　　種 A　社 B　社 C　社 …

１．共通仮設
　工種での順位

2,902,000
1

3,024,500
4

3,259,000
6

…
…

２．直接仮設
　工種での順位

7,201,474
1

7,878,180
5

7,619,700
3

…
…

３．外壁下地補修
　工種での順位

7,013,510
2

7,772,280
8

7,578,600
6

…
…

４．外壁仕上げ
　工種での順位

3,989,607
4

3,839,490
2

4,055,400
6

…
…

５．鉄部塗装
　工種での順位

3,587,680
7

3,196,430
2

3,218,800
3

…
…

６．シーリング
　工種での順位

894,232
1

9,790,250
7

9,672,200
4

…
…

７．防水
　工種での順位

18,974,562
2

18,996,340
3

19,505,300
4

…
…

８．建築雑
　工種での順位

1,641,082
1

1,684,490
2

1,965,200
7

…
…

純工事費計
諸経費

～

工事費総合計
総合順位

54,294,147
5,600,000

62,500,000
1

56,181,900
3,975,000

63,000,000
2

56,884,400
5,450,000

65,000,000
3

…
…

…
…

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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「他に解決策がないと判断」「他に解決策がないと判断」
異例 !? 70万円の滞納で59条競売成立

　区分所有法第59条による競売は、問題のある区分所有

者の区分所有権を売却することによって、その区分所有

者から区分所有権、つまりは居住権を剥奪することにも

つながるため、共同生活上の障害が著しく、競売請求以

外の方法では他の区分所有者の共同生活の維持が困難で

ある場合に適用される。

　言い換えれば、管理組合側がとことん手を尽くした結

果が裁判官に伝わらなければ、管理組合の競売請求が却

下される判断も少なくない。

◇

　そうした状況下、管理費等の滞納金について支払訴訟

提起時点での滞納額70万円、滞納期間１年半で59条競売

の認容判決が平成25年１月に言い渡された。

　事案は平成24年３月、管理組合と滞納者との間で分割

合意をするが１回も守られないことから、管理組合は７

月に簡易裁判所に滞納管理費等の支払いを求める通常訴

訟を提起。10月、管理費支払訴訟の認容判決（欠席判決）。

同時に管理組合は臨時総会を開いて59条競売訴訟の提起

を特別決議で可決した。

　この総会に先立ち、滞納者に「弁明の機会を付与する

ので総会に出席願いたい」旨の通知を出したが、滞納者

は出席しなかった。

　11月、地方裁判所に59条競売を求める訴え提起し、今

年１月に欠席裁判により59条競売が認容された。その後、

事案は判決のもと２月に59条競売を申し立て、３月競売

開始決定、８月入札開始、売却決定、10月に区分所有者

が変更するという流れをたどった。

　担当弁護士は上記のように居住権を剥奪する59条競売

の請求は難しいとしながらも「今回のケースは、当該区

分所有者が全く約束を守らず、話し合いにも応じず、裁

判も欠席するという事態がつづいたことから、他に解決

策がないと判断されたのだろう」と話している。

◇

　後日談では、競売が決まったあと、突然当該区分所有

者が現れて当人が競売手続きを行ったという。強制競売

よりも価格が少しでも高くつくためで、売却後は滞納金

や他の抵当権を整理して残った約30万円を手にマンショ

ンを出て行った。

　どんな形でマンションを退去するのも自由だ。しかし、

本件を対応した管理組合役員の精神的負担・疲労は返済

されることはない。
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バルコニー・ベランダの防水施工
防汚性、防滑性、遮熱性でより快適に

　みなさん。ご存知でしょうか。
　マンションのバルコニー・ベランダは法律的に共用部分です。
共用部分は管理組合の責任範囲ですが、居室に付随しているこ
と、居室の住民が使用するほかないことから、共用部分の「専
用使用部分」とされているんです。
　だから、バルコニー・ベランダに勝手にサンルームや物置を
設置したり、ガーデニングで満杯にしたりすることはできませ
ん。
　専有部分としない理由は、災害時の避難通路となるためです。
万が一の際、玄関からは逃げられないとすると、バルコニー側
から逃げなければなりません。
　バルコニーの隔壁版（パラペット）を蹴飛ばして隣宅へ脱出
する方法がありますが、ここに物置等があればその役目を果た
せません。階下のガーデニングがすごくて避難はしごをおろせ
ない、ということも想定されます。
　人命にかかわること。居室と続いているからといって、個人
で勝手に様相を変えてはいけないのです。

◇
　逆にバルコニー・ベランダは共用部分ということなので、維
持管理は管理組合の責任範囲となります。このため、大規模修
繕工事の時にはバルコニー床等の防水が入っているのです。

　このため、専用使用する住民からは、汚れにくい、掃除がし
やすい、滑りにくい床材を設置してほしいという要望が出てく
るのは当然だと思います。
　タキロンマテックス㈱（東京支店営業２部☎03-5781-8150）
の「タキストロンバルコニーシート」はこれまでの製品と比べ
て下記の特長があります。

　大規模修繕工事前に行う管理組合から各戸へ行うアンケート
でバルコニー・ベランダ床に関する要望を書いて、より快適な
マンションライフとすることも可能なのです。

○メンテナンス性
→�堆積汚れを除去しやすいようにエンボス（凹凸）の高さ
を１㎜→0.3㎜に低減。掃出し性能が30％ UPした。

○防汚性
→�ネットの目を細かく「クロスネット処理」することで、
上地層の気密性が向上し、カビや生活ごみなどの汚れが
シートの中に入らず、取りやすくなった。

○防滑性
→�エンボス上にさらに微細な加工を施した「マイクロエッ
ジ加工」により、雨の日でも優れた防滑性を発揮する。

○遮熱・赤外線反射性
→�床面への蓄熱・温度上昇の原因となる赤外線を反射（反
射率最大66％）。ヒートアイランド現象を緩和する。

○施工性
→�バルコニーという狭い作業スペースでも効率よく作業が
できるように、運搬（軽量化）や施工がしやすい製品設
計を行っている。
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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。

〒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

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

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。

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

・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

事業内容

おかげさまで創業109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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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

ひとことエッセイひとことエッセイ

　前回、「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る」と書き、管理費会計で
は収入を①管理費②各種使用料③その他に分けました。
　しかし、給与所得者の平均年収の減少、住民の高齢化
による年金受給者の増加等によって①管理費②各種使用
料の値上げは、合意形成がたいへん難しいと言えます。
　来年４月から消費税が８％に上がります。国は財源が
なければ「国民から取ればいい」と考えているようです
が、管理組合の場合、同様に「区分所有者から取ればいい」
と簡単に考えることはできません。
　そこで収入を増やすため③その他として、収益事業が
注目されています。
　下記表にマンションで考えられる収益事業の代表的な
取引例をまとめました。
　管理組合は、法人税法上「人格のない社団等」に該当し、

納税義務者とされ、収益事業に対してのみ課税されます
（法人税法第３条、第４条）。
　収益事業か否かについては、原則的に下記の通りとな
ります。
・�区分所有者に対するもので管理費等に組み入れているも
の…不課税
・区分所有者以外のものに対するもの…課税
　駐車場については、第三者に貸し付けた場合には貸し
た区画だけでなく、区分所有者に対して貸した区画を含
む全区画が課税対象になるなど、国税庁から平成24年２
月、第三者に駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判
定について見解が発表されています。

◇
　収益事業については、課税対象になることに注意する
必要がありますが、管理組合への収入源・収入アップに
なることは事実です。
　地方税、事業税等をきちんと申告しても、収益の６割
は残ると計算できるようです。
　区分所有者からの徴収している管理費・修繕積立金が
管理組合の主な財源であり、そのアップが見込めない以
上、収益事業は「税金の問題」よりも、少しでも収入増
につながるという考え方から「積極的な」検討項目とい
えるのではないでしょうか。

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②
「収入を増やす方法」

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。

マンションにおける収益事業の代表的な取引事例

不動産貸付業 携帯電話基地局設置収入、広告看板収入、自
動販売機設置収入、インターネット設備設置
収入、店舗区画貸付収入

駐 車 場 業 空き駐車場賃貸料

席 貸 業 会議室等利用収入

旅 館 業 ゲストルーム宿泊料

遊 技 所 業 フィットネスジム等利用料収入
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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

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へ̶。



12


