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1日施工が決め手
築16年目の給水管ライニング
　管理会社の業務として劣化診断調査を行った。対象は
給水管。サンプリングにより管の中をのぞいてみると、
錆こぶができている部分があることがわかった。
　調査結果から検討材料となったのは、管の口径が太い
共用部分ではなく、口径の細い専有部分である。
　管材は塩ビライニング鋼管。築年が浅いため、漏水事
故が多発するとは思えない。が、何より759戸の大世帯で
ある。早めの手当てで長く持たせることはできないかと
いう意見が出てきた。

　File Data. 58　千葉市緑区／あすみが丘ガーデンコート管理組合

管理組合

機械の設置と養生

機器とホースを設置（浴室）

ピグで均一化された防錆塗膜を形成

エアホース等の引き回し

ライニング作業（塗料投入）

研磨・クリーニング作業。高速空気流と研磨材で2方
向からクリーニングし、管内部の錆を確実に除去する

ホース設置状況（洗濯水洗）

せた解体作業には長い工事日数、工費の負担増、それに
伴う合意形成など、たいへんな労力が必要となる。
　マンション住民には共働きの家庭も多く、在宅を求め
る工事には合意が難しい。
　そこで、管理組合は漏水事故が大きな問題になる前に
管を長く持たせようと、築16年目で専有部分の配管のみ
ライニング更生工事を選択した。
　ライニング更生工事のメリットは、更新工事よりも費
用が安い、住戸内への立ち入り期間が短いとこにある。
解体もしないので廃材も出さず、エコにもつながる。
　そもそも専有部分の配管は、一般的なマンションより
も長い40 ～ 60m。天井配管が90％で解体工事の負担は大
きいと予測できた。
　そこで、ライニング更生工事を選択したのだが、中で
も京浜管鉄工業の「NPBラピッド工法」。１日で作業が完
了するというメリットが大きく、まさに管理組合のニー
ズに当てはまったといえる。

◇
　京浜管鉄工業は平成22年８月30日、これまでの実績を
踏まえてライニング更生工事の工法元となり、24年10月
１日には新たな給水管更生技術である「NPBラピッド工
法」について一般財団法人建築保全センターの審査証明
を取得した。
　施工が１日で完了し夕方には通水できる、防水塗膜は
安全で水に影響を与えないなど、専有部分の更新につい
て話し合いをしている管理組合にとって、大きな決め手
となった。
　「NPBラピッド工法」の特徴は３つ。
⑴工事による在宅のお願いはわずか１日
⑵�管の中に均一に塗布した防錆塗膜を温風・温水のダブ
ル加熱で完全硬化
⑶仮設工事が不要なために廃材が減少

　漏水事故が問
題になってから
では、管の交換
（更新）工事の
必要性が大きく
なり、その場合
は部屋うちの解
体作業が伴う。
更新施工と合わ
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工事データ

○工事名／あすみが丘ガーデンコート給水管改修工事　○建物概要／ 1997（平成９）年２月竣工・RC造・11棟・４～ 15階建て・
759戸　○発注者／あすみが丘ガーデンコート管理組合　○設計・監理者／㈱千都建築設計事務所　○施工者／京浜管鉄工業
㈱　○主な工事内容／共用仮設（工事事務所、資材置き場等の設置）／専有部分事前調査／水道メーター回り給水管保温／専
有部分給水管更生（１棟２班、１日１班３戸施工）／屋外給水管補修　○工期／平成25年８月～平成26年２月（予定）

○事前準備・申請
　現地調査
　官公庁申請等
　　⇩
○着工前準備
　工事説明会
　　⇩
○仮設物設営
　現場事務所
　作業員詰所
　加工場等の設営
　　⇩
○専有部事前調査
　�全戸対象の住戸内調査、工事内
容や片付けの説明
　　⇩

○ＭＢ内共用部給水管更新工事
　�メーターボックス内の共用部分
給水管を更新
　　⇩
○屋外埋設管補修工事
　屋外埋設管の一部を補修
　　⇩
○専有部更生工事
　�専有部分（住戸）内での更生工
事
　　⇩
○MB内専有部給水管更新工事
　�メーターボックス内の専有部分
給水管を更新
　　⇩
○MB内更新部分保温工事

　�更生工事が完了した棟からメー
ターボックス内に更新した給水
管の保温工事を行う
　　⇩
○検査（中間検査・竣工検査等）
　社内検査
　施主検査等
　　⇩
○仮設物撤去・搬出
　現場事務所
　作業員詰め所等
　仮設物撤去搬出
　　⇩
○工事竣工引渡し
　�仕様書に基づき完成図書を作成・
引渡し

工　事　の　流　れ

●設計・監理者：株式会社  千都建築設計事務所
　〒261−0011��千葉市美浜区真砂３−１−２�千都ビル　☎043−277−2271（代表）
　代表者：山田雅敏　　設立：1974（昭和49）年４月　　資本金：1,000万円　　http://www.sent.jp
●施工者：京浜管鉄工業株式会社
　〒160−0011��東京都新宿区若葉１−12−５　☎03−3358−4871
　代表者：平松拓也　　設立：1952（昭和27）年12月　　資本金：１億円　　http://www.keihin-se.com

温風と温水養生機器で塗膜硬化を促進 温水養生機器の設置 温水設定は60℃。温風・温水のダブ
ル加熱で完全硬化
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　給排水管の更新・更生工事において、共用部分の配管と専有
部分の配管を一体工事とし、その費用のすべてを修繕積立金で
賄う工事例が増えてきています。
　しかし、そもそも専有部分の配管工事について修繕積立金を
使って管理組合主導で施工できるのでしょうか？
　実は、マンション標準管理規約では、専有部分の改修工事に
対して修繕積立金の取り崩しを認めていません。ただし、共用・
専有一体工事のメリットもあります。
　共用・専有一体工事を行う場合の問題点と打開策を探ってみ
ます。

　マンション標準管理規約第28条において、修繕積立金は敷
地および共用部分等の特別の管理に要する経費に充当するため
に納入が義務付けられています。
　このため、このままでは共用・専有一体工事だからといって、
管理組合の負担として専有部分の工事費を修繕積立金から取り
崩すことはできないのです。
　しかし、マンション内の配管類は共用も専有も構造上一体と
なっており、その管理も管理組合が一体として行ったほうが効
率的です。特に築年数が古いマンションでは漏水事故によるト
ラブルも多くなるため、一体工事に対するニーズは高くなると
言えます。
　そこで打開策として考えられるのが、管理規約の改正です。
　①�　共用配管と専有配管の一体工事に際し、専有配管工事費

用を修繕積立金の取り崩し事由とする
　②�　一体工事のための専有配管工事費用に充当するための修
繕積立金取り崩しを総会の決議事項とする、

　以上の２点を管理規約に明記し、長期修繕計画にも専有配管
工事を位置づけ、その上で総会決議を経れば、修繕積立金の取
り崩しは可能であることいえるでしょう。
　不用意な修繕積立金の取り崩しは、のちのトラブルにつなが
りかねません。きちっと手順を踏むと同時に、事前の周知など
にも配慮する必要があります。
　なお、管理規約改正は総会で４分の３以上の決議が必要とな
ります。

事例検証
　判例としては、最高裁判決としてスラブ下配管の事例があり
ます。
＜判決例＞　平成12年３月21日　最高裁
＜判決要旨＞
　排水管の横引管（専有部分の配管）が床下コンクリートスラ
ブを通過し、階下の専有部分（天井裏）に配管されている構造（い
わゆるスラブ下配
管）のマンション
で、当該排水管
は「専有部分に属
しない建物の付属
物」であり、区分
所有者全員の共用
部分に当たるとし
た。

共用・専有部分の同時施工のメリット・デメリット
メリット
・�住戸内の配管形成・状態が統一できる（戸別の漏水事故
の心配がなくなる）

・�全戸統一工事のため、各戸での配管劣化や工事の検討な
どの精神的負担が減る

・�一体工事のため、費用面でのスケールメリットがある
デメリット
・�ユニットバス、システムキッチンなど、すでにリフォー
ムをした住戸などもあり、合意形成が難しい

・住戸内の床や壁などをはがす作業による騒音
・共用部分＋専有部分のため総工事費が高額になる

専有配管工事、修繕積立金の
取り崩しはできるか？

マ ン シ ョ ン

エ ト セ ト ラ
管 理 運 営 相 談

キッチンでの配管更新工事の様子

洗面所も床をはつって作業を行っている

スラブ下配管での工事例
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　損害保険各社はマンション管理組合向けの総合保険に関し
て、恒常的な損害率悪化を理由に「築年数別料率体系」を取り
入れ、管理組合との間では大きな契約変更となる更新を行って
います。
　各社の築年数別実施状況の概況は以下の通りです。

④�保険料の割引制度がある保険会社は割引の申請をする（例：
損害保険ジャパン）。

保険代理店社員のつぶやき…
　各社の保険料値上げは個人賠償特約部分の大幅値上げが主な要因
です。
　個人賠償特約は殆どのマンションでは付帯されていますが、築年数が
古くなるにしたがって損害が多くなっている現況です。
　マンション内における個人賠償に該当する事故はほとんど専有部分か
らの過失による階下への漏水です。つまり、洗濯機のホースが外れてしまっ
て水があふれてしまったなどといった事故例が多いのです。これはマンショ
ンの築年数に起因しないはずなのに不思議な現象です。
　築年数の経過したマンションの住民の方が日常の危機意識が薄いので
しょうか
　最大手の損保A社は平成24年10月１日の築年数別料率実施以後１年間
で築年数の古いマンションの契約の多くが他保険会社へ流出しましたが、
同保険の収支は大幅に改善し前年より30億円超の利益が出たようです。
　マーケットのシェアが大きいことにもよりますが、築年数の古いマンショ
ンの損害率がいかに高いかがわかります。
　そのA社は今年４月１日より料率体系を現行の４区分から７区分に細分
化して、さらに収支の改善を図るそうです。

損害保険ジャパンの割引申請シート

　平成25年10月１日、三井住友海上が大手損害保険会社とし
ては最後に築年数別の料率体系を実施しました。
　保険料が大幅にアップしてしまう築年数が古いマンションは
料率改定前９月30日迄に三井住友海上にて長期契約をして大
幅な保険料アップを回避する駆け込み契約が殺到しました。
　現在、既に大手損害保険各社は築年数別料率を実施している
ため、今後の保険料アップを回避するポイントは以下の通りで
す。
①�現契約の満期時または２年後に築15年、築20年、築25年を
迎えるマンションは現契約を解約して料率が上がる前の料率
区分で長期契約（最長５年）をして保険料アップを回避する
（現契約の解約保険料は月割りにつき、殆ど無駄が有りませ
ん）。
②�①は保険会社各社の保険料を比較して最も安い保険会社を選
択する（築15年以上は免責金額がアップする保険会社があ
るので要注意）。
③�補償内容の削減を検討する（約定付保割合30％を検討、臨
時費用・設備損害・水災の不担保を検討）。

築10年未満 保険料値下げ
築10年以上15年未満 保険料据え置き
築15年以上20年未満 大幅値上げ
築20年以上 大幅値上げ
築25年以上 大幅値上げ（あいおいニッセイ同和）
築26年以上 大幅値上げ（三井住友海上）

※�「三井住友海上」は築１年毎に保険料がアップし、築26年以上は一定

保険会社各社の現況

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

マンション管理組合向け総合保険

●取材協力：㈱グッド保険サービス
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1970年代からのマンションストック分析

3つの時期における竣工数の推移

90 ～ 95年を軸に23区が凹型、都下・3県が凸型で推移
出典：マンションデータベース

建物の規模、階高、居室面積の推移

1990 ～ 1995年を100とした場合指数（件数ベース）
地　区　名 75～ 80年 90 ～ 95年 05 ～ 10年

港区 935 100 340
世田谷区 152 100 93
渋谷区 641 100 195
新宿区 423 100 212
品川区 281 100 174
立川市 62 100 54
青梅市 17 100 27
横浜市港北区 57 100 49
相模原市 15 100 23
所沢市 22 100 35
東京23区計 3,388件 2,188件 2,857件
都下・３県 2,284件 5,560件 3,174件

建物の規模、階高、面積の推移

項　目 地域 75～ 80年 90 ～ 95年 05 ～ 10年

規模（平均戸数）
東京23区 46 38 70

都下・３県 88 54 66

６階建以上の比
率（％）

東京23区 60 59 80

都下・３県 38 45 83

超高層（20階建
以上）の件数

東京23区 1 13 133

都下・３県 2 20 97

平均面積60㎡以
上の比率（％）

東京23区 23 45 27

都下・３県 58 58 58

投資向き（面積30
㎡以下）比率（％）

東京23区 12 24 31

都下・３県 2 7 5

1990 ～ 1995年を100とした場合指数（戸数ベース）
地　区　名 75～ 80年 90 ～ 95年 05 ～ 10年

港区 136 100 149
世田谷区 161 100 188
渋谷区 769 100 340
新宿区 442 100 322
品川区 439 100 425
立川市 17 100 86
青梅市 13 100 37
横浜市港北区 68 100 85
相模原市 41 100 55
所沢市 45 100 46
東京23区 155,131戸 83,816戸 199,784戸
都下・３県 200,164戸 302,194戸 208,023戸

　上のグラフと図表は３つの時期における「東京23区」「都下・
３県」の竣工数とその推移を示したものです。
　注目されるのは90 ～ 95年で、これまでに見られなかった異
変が生じています。全体の竣工数は前期（75～ 80年）の5,672
件（355,295戸）から7,748件（386,010戸）と増えています。
　地域別にみると「東京23区」は2,188件（83,816戸）と大き
く減少、変わって「都下・３県」が5,560件（302,194戸）と
未曾有の伸びを見せ格差が広がりました。
　東京23区におけるバブル期の土地の高騰がいかに凄まじい
状況であったかをうかがえます。
　05～ 10年に入ると状勢は逆転し、「東京23区」が増、「都下・
３県」が減少しました。「東京23区」は件数ベースで３割増、
戸数ベースでは2.4倍増でした。この理由については後述しま
す。

　「都下・３県」は件数で43％、戸数で32％減になりました。
　結果、３つの時期にまたがる推移は「東京23区」が凸、「都下・
３県」が凹の形となります。「東京23区」「都下・３県」の２
つの地域内にある市、区ごとの指数による対比も一覧表にまと
めました。山と谷はどの地区でも同様にみられました。�

　これまで３つの時期における竣工数の推移をみてきました
が、ここからは建物の規模や高さ、居室の広さについて分析す
ることにしましょう。

　注目されるのは「東京23区」における90 ～ 95年から05 ～
10年への推移で、そのポイントを列記します。
　・平均戸数　　� 38戸から70戸へ増
　・６階建以上の建物の割合　　� 59％から80％へアップ
　・超高層（20階建以上）　　� 13棟から133棟へ増
　・平均面積60㎡以上の比率　　� 45％から37％へダウン
　・投資向（面積30㎡以下）の比率　24％から31％にアップ
　これらの現象は、バブル期に買い占められた都内の土地が放
出され、その多くの土地がマンション用地に転換された結果と
みられます。加えて国と自治体が都内の土地を有効に活用する
ため、容積率の緩和を実施したことも大きく影響しています。
��平均戸数の増は、建物が高くなり、居室が狭くなったことと
関連します。その結果超高層と投資向きワンルームは増えたと
もいえます。その背景として単身化・小規模世帯化の傾向があ
ることも否めません。

　一般社団法人　全国建物調査診断センター　吉野笙一
※出典：マンションデータベースより
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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

　今回のテーマは安
定で確実な現場代理
人の選定方法です。
　そもそも現場代理
人とは何か。請負会
社の法人格代表者の
代理人であり、代理
する権限も代表者が
決めるものでありま
す。
　多くは契約行為、
金銭的な決裁は代理
していないケースが

一般的です。契約でも甲乙の乙で現場代理人の名前でハンコを押すわ
けではありません。そこまでの代理行為は与えないというのが一般的
です。
　では、何の代理なのか。通常は請負契約履行のために付随する工事
に関する管理全般を行う、いわゆる契約した工事を定められた期間に、
定められた予算の中で完成させるために必要な人の手配、材料の手配、
それらを含めて工程を立て、どのように進めていくか。工事を完成さ
せるための管理全般を行うのが現場代理人ということになります。
　したがって、代理人は技術資格者的な要件はありません。さらに代
理人は複数名でもいいんです。ひとりだけが代理人の仕事をすると決
められているわけではないんです。
　ただ、役職じゃないんで、「副代理人」なんていう肩書をつける施
工会社もいますが、そんな施工会社は知識が全然不足しています。
　現場の副所長というものはあっても「副代理人」という言葉がそも
そもありません。

◇
　次に監理技術者です。工事施工計画の立案、工程管理、品質管理等
の技術的な指導監督的な役割をするというのが監理技術者の要件で
す。
　資格要件が法的に決まっていまして、１級建築士や１級建築施工管
理技士等の資格者が一定の報酬を得て監理技術者ができるということ
になります。
　ただ配置の要件が法律で決まっていまして、管理組合は発注者との
契約の関わりにおいては全く関係ありません。
　再下請に建築１式4500万円以上の発注をする場合、元請けの建設
会社において監理技術者を置きなさいと定められています。折衝の中
で監理技術者を置くか置かないかという話ではないのです。
　4500万円以下の場合には、２級建築士や２級建築施工管理技士等
の資格要件を定める「主任技術者」を配置するケースもあります。
　専任の配置を義務付けている法的要件もありますが、常駐配置と
いうものではありま
せん。ほとんどの場
合が兼任されていま
す。
　現場代理人で監理
技術者、主任技術者、
と１人が兼ねている
という話になります
と、つまりその人が
常駐しなさいという
話になりますと、こ

確実で実力のある現場代理人の選定法は？
それは…賭けをしないこと

　全国建物調査診断センターは12月15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
常務取締役の「大規模修繕、知らないと損する『失敗の研究』」
紙上採録２回目です。次回の勉強会予定は３月23日㈰です（16
ページ参照）。

こをごちゃまぜにしないでいると金銭的なメリットが出てくるという
ことになります。

◇
　そこで実力のある現場代理人を選定する方法ですが、私の経験から
「賭けをする」ことをやめていただきたいと思います。１級じゃなけ
ればとか、○○じゃなきゃだめとか、それに固執するあまり会社を選
ぶところまでつなげない方がいいということです。
　主な内容を別表にまとめました。
　ヒアリング時に技術者の離職率を聞く管理組合もありますが、ここ
は大切なポイントです。同業他社へ渡り歩く人も結構いるんですね。
会社の実績が蓄積されているかどうか、会社の環境が整っているかど
うか見極めるポイントでもあります。
　会社の方向性においても、あいまいなものは教育も充実しません。
教育は継続性が最も大事です。先輩から後輩に受け継がれるもの、去
年やった失敗を今年に生かす、成功例が次のステップアップとなる、
こうしたものは会社の方向性に所以するものです。
　現場代理人と監理技術者を各々配置するという手もあります。規模
の小さなマンションで同時に求めることは賭けをすることになりま
す。こうした提案をすることもありますね。
　100か０かという選び方ではなく、70 ～ 80という選定の仕方がよ
り確実で安定した実力のある現場代理人に当たるということを認識し
てもらうことが重要だと思います。

より確実で安定した実力のある
現場代理人を選定する方法

○ある程度の従業員数と規模のある会社を選定する
⇒�一定割合の分布を考慮すると分母は必要である（従業員数が多
ければ資格技術者の比率も高くなる）
○特に技術者の離職率が低い会社であるかどうかを確認する
⇒�蓄積された会社の実績が各現場代理人へ教育されている環境が
整っている
○会社の方向性がハッキリしている
⇒�リニューアルに特化するのか、新築もするのか等あいまいでは
教育も充実しない（社会の景気によって新築専門の会社がリ
ニューアル工事をしたり、しなかったり…）
○会社の組織としての技術の監理をする部署が重層的に存在する
⇒�現場代理人を孤立させない仕組みがある：バックアップを超え
る概念がある（組織を超える個人はいない。個人によってやり
方が違う、個人に成功も失敗も押し付ける組織では、よい代理
人が育たない）
○�現場代理人と監理技術者の区別をハッキリつけて各々の仕事を
有意義にしてもらう
⇒�現場代理人は対応の良い人、監理技術者は技術的能力に長じた
人、各々を別々に配置する
○現場代理人は愛社精神のある人が良い
⇒�組織の一員、会社の一員としての自覚が責任感につながる（会
社を渡り歩く人がいる）

全国建物調査診断センター
管理組合役員勉強会「大規模修繕、知らないと損する『失敗の研究』」②

12 ／ 15　東京・京橋　住宅あんしん保証本社会議室にて紙上採録

講師を務めるリノシスコー
ポレーション・佐藤常務　

セミナー風景
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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

　「支出を減らす方法」の２回目ですが、「支出を減らす」とい
うより「支出を抑える」といったほうが理解しやすいのが今回
の④損害保険料です。

◇
　損害保険は、マンション総合保険を取り扱う大手損保会社が
築年数別の料金体系を導入し、15年ないし20年以上のマンショ
ンの保険料が大幅な値上げとなりました。
　ところが、そんな中、損保会社から送られてきた保険証券を
そのまま封筒も開けずに後生大事に保管している管理組合はた
くさんあります。「管理会社お任せ」の管理組合がおおむね当
てはまりますが、何のために保険料を支払っているのでしょう
か？
　保険証券を開き、補償内容を確認した上で、基本契約以外の
項目は必要あるかないかを検討するなど、保険の勉強会を開い
てはいかがでしょうか。
　保険料を支払っているのに、知らなかったので自費で払って
しまったなんてケースは多くあるのです。
　マンション保険が適用される事故は下記の通り。
　１．火事・爆発�
　２．自然災害（台風・落雷・風水害・雪災・雹災）��
　３．地震��
　４．漏水��
　５．機械設備・共有部分の設備等の事故�
　６．施設の破損

　７．第三者に対する損害賠償事故
　８．管理組合対居住者又は居住者同士の損害賠償事故　など
　この中で、最も事故対応が多いのが漏水。高経年マンション
の料率が上がったのも、漏水による保険金支払いが多いためと
いわれています。
　一方、失火見舞い費用、火事で宿泊する際などの臨時費用な
どは検討に値すると考えられます。

◇
　保険の掛け方について、再調達価額割合を100％に設定して
いるマンションも未だに２割以上あるようです。マンションで
全戸被害にあった大火災などは過去にありません。近年60％
が一般的です。
　また、地震保険基準料率も全国平均15.5％（東京都、神奈川
県、千葉県は20％、埼玉県は30％）に引き上げられ、今年７
月１日の保険契約より適用されることになりました。
　いずれにせよ見直し・把握（理解）・検討は必要といえます。

◇
　積立金会計についても、適正な改修サイクルによる計画修繕
の見直しを行うことによって支出の削減につながります。
　修繕の目的や効率的な改修・工法が管理組合の利益につがな
ることになります。
　管理組合にとって得とは何か―それこそが管理組合とおカネ
を語る上での前提になることを忘れないでください。

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④
「支出を減らす方法」（損害保険料編）

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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　一般財団法人経済調査会はこのほど、創刊10周年記念号と
して『積算資料ポケット版マンション修繕編2014』を発刊した。
　特集記事では、『バリューアップ改修』をメインに取り上げた。
耐震・省エネ・防犯・バリアフリーをテーマに、13の実例と
工事費、建材を紹介。実例では見積だけでなく、工事に至るま
での経緯や工事内容も併せて掲載している。
　見積もり実例は、震災復旧工事、エントランス・ロビー改修
工事、給水・排水・給湯管およびユニットバス更新工事の３
例。一般的な修繕工事内容以外に行われた工事内容部分をピッ
クアップして紹介した。
　また、積極的な活動が注目される、一般社団法人マンション
計画修繕施工協会の『第３回マンション・クリエイティブリ
フォーム賞審査結果発表』も紹介している。全国地方公共団
体マンション共用部分修繕等に対する助成制度も新たに掲載し
た。
　工事単価は国土交通省が作成
した「長期修繕計画標準様式」に
準拠したものを掲載している。

工事費の傾向
見積書分析結果
70㎡～ 90㎡で戸当たり約80万円

全体工事費

仮設工事費

「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

『積算資料ポケット版 　　
マンション修繕編2014』

建築工事研究会／編著
一般財団法人経済調査会／発行

A5判512ページ
定価2,800円（税込）

ISBN978-4-86374-138-6 
http://www.book-kensetsu-plaza.com

　本書の特集のひとつに「マンション大規模修繕工事の見積書
分析結果」が掲載されている。
　大規模修繕工事費用は、工事項目の大区分から小区分までの
構成で、各工事項目の単価×面積・数量の積み上げで算出され
る。
　ただ、物件ごとに劣化状態や仕上げ構成・諸条件が異なるた
め、見積価格の傾向をみるためには最近の見積価格を集約し、
分析する必要がある。
　本書がまとめた調査物件は、平成22年４月～平成25年３月
の期間に収集した大規模修繕工事の見積書データを用いて集
計・分析を行った。
　調査対象物件は120件。このうち、全体工事費の有効値とし
ては60件分を扱っている（各工事項目のデータの中には60件

以下のものもある）。
　このページでは、工事項目のうち、全体工事費と仮設工事費
の戸当たり価格傾向のみを記載する。その他、下地補修、塗装、
防水工事などは本書参照のこと。

　今回収集した見積書データによる戸当たりの全体工事費の平
均金額は78.9万円だった。
　戸数が大きいほど戸当たりの金額が下がる傾向にあるが、こ
れは戸数規模が小さくても大きくても仮設事務所や仮設トイレ
等、ある一定の経費はどちらにもかかるということを表してい
るといえる。
　ただ、50戸未満のマンションでは工事費の変動要因が大き
く、工事費がばらつく傾向にあった。
　表１は延床面積÷戸数で戸当たり単価を計算したもの。70
㎡未満、70㎡～ 90㎡、90㎡以上（それぞれ専用使用部分面積
を含む）の３タイプに分類してその傾向をみた。

　集約した仮設工事費は、共通仮設と直接仮設工事費を合わせ
てみている。
　仮設工事では、直接工事となる足場費用に対して、階高によ
る変動傾向がみられない。このため、仮設事務所、仮設資材置
き場、仮設トイレ、仮設電気など共通仮設による変動が大きい
という傾向が出た。
　また、表１と表２を見比べると、仮設工事費が全体工事費の
20％以上を占めていることもわかった。

表1　全体工事費の目安／戸当たり

（延床÷戸数） 40万 50万 60万 70万 80万 90万 100万 110万 120万

●は平均金額

70㎡未満

70㎡～90㎡未満

90㎡以上

74.9万円

79.4万円

81.9万円

表2　仮設工事費の目安／戸当たり

（延床÷戸数） 10万 20万 30万 40万

●は平均金額

70㎡未満

70㎡～90㎡未満

90㎡以上

15.6万円

17.3万円

19.2万円

大規模修繕の設計・見積資料
『積算資料ポケット版マンション修繕編2014』発刊

一　般　財　団　法　人　経　済　調　査　会
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個別事例の承認でなく、ルールを決める
ことが大切です。
　国土交通省のマンション標準管理規約では専有部分の
用途を「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」（第12条）と定めています。
　住居専用のマンションでは、全戸が住宅用として使用
することが想定されていて、使用方法を変えると区分所
有者の相互間に少なからず影響を及ぼすことが考えられ
るからです。
　そこでQ4さんの子ども向け英語塾が「専ら住宅として
使用」に当たるか否かですが、マンション管理センター
が発行する書籍に以下の使用方法の解説がありました。

Q4　自宅で子ども向けの英語塾を開きたい
　  のですが、どうしたらできますか？

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第49号15p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

　①�主婦が行う一般的な内職やインターネットを利用し
た個人のサイドビジネスなどは、他の住戸に特に影
響を与えるものでなければ、認められる。

　②�華道、茶道、書道等の伝授は、少人数のものを対象
とする場合には問題ないが、規模、人数によっては
平穏さに問題があるとして、認められないケースも
ある。

　③�塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模
や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判
断するほかないが、住宅地にあるマンションでは認
められない場合が出てくる。

　こうすると、Q4さんは②か③に当てはまりそうです。
ただ、マンション標準管理規約はあくまで「標準」であり、
モデル規約です。用途制限などの判定基準を設け、個々
のマンションごとに判断できるルールを決めておくとよ
いでしょう。
　個別事例の承認は後のトラブルのもとになります。あ
くまで管理組合で定めた管理規約・使用細則を尊守しま
しょう。

Q5　管理費等を長期滞納している区分所有者がいて困っています！

　24戸のマンションですが、８か月未納が１件、23カ月
未納が１件、計２件の長期滞納者がいて困っています。

　そのうち、後者の区分所有者は行方もわかりません。
どうしたらよいのでしょう？

　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
　　info@zenken-center.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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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

　本欄で「女性理事長、

支えたい」を掲載した。

反響のなかには、内容を

歓迎しつつも「趣旨には

賛成だが、うちの規約で

は区分所有者でない女性

（妻）には理事資格がな

いが…」との声も寄せられている。

　確かににマンション標準管理規約に準拠した管理

組合では、多くの女性（妻）が区分所有者でないこ

とによって、役員資格がないことになっている。そ

こで、今回は「女性理事を増やす環境整備」に関し、「管

理規約の改正を勧める必要性」を考えてみたい。

　マンションの登記は、圧倒的に「夫名義」になっ

ている。なかには共働きで半分ずつ資金を出してい

るにもにもかかわらず、共有ではなく夫単独の名義

のところさえある。しかし、マンションにいる時間は、

働いている女性の場合も含めて、妻の方が夫より長

い場合がほとんどである。

　また、マンション内の知り合いも妻のほうがはる

かに多い。管理組合の理事や理事長は、もしかした

ら女性の方が適任ではないかといっても、それほど

言い過ぎではないだろう。

　最近の知事や市長への女性の進出などにみられる

ように、女性理事長というポストも、ニーズが高まっ

ているとも言える。

　また、理事会業務を、家事の延長としてとらえれ

ば、区分所有者でないことはそれほど差しさわりは

ないと思われる。現に、家事の範囲での家計の支出は、

民法でも夫婦の区別なくできる。

　管理規約で役員の範囲を「（そのマンションに住む）

区分所有者の配偶者と一親等以内の親族」と規定し

ているところも相当あり、役員のなり手不足の打開

策としても有効な手段として用いられている。

　なお、金銭事故などが起きた場合に区分所有者で

なければ責任がとれないではないかとの主張も聞か

れる。しかし、事故を起こすようなときには、区分

所有者であっても住戸には抵当がついていて資産は

マイナスというのがほとんどの場合の実情で、区分

所有者だから責任がとれるなどという主張にも根拠

がない。� （論説委員会）

規約改め、女性理事を増やす環境整備を
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1月5日付第376号「論談」より
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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

　東急コミュニティーは２月、東京・上目黒にある技術
センターに隣接した研修専門施設「マンションライフ研
修センター」をグランドオープンする。
　同センターは５階建てでマンションの設備・構造を理
解するための最新設備を完備。実技実習を通じて知識の
習得や実務の理解を学ぶことができる。
　東急コミュニティーでは、社員入社時の導入研修、定
期的な集合研修に生かし、サービス品質向上に向けた人
材育成に力を入れていくという。
　施設の屋上には太陽光パネルを設置、屋外には電気自
動車の充電設備を用意し、１階では東急コミュニティー
が提供するMEMSサービスのデモ展示をするなど、新し
いマンションのエネルギーマネジメントシステムについ
て、実際に見て理解することができる。
主な施設内容
　・共用開放廊下、床材別清掃実習施設
　・�消防設備／電気設備／小修繕備品／住戸内設備／管

球交換コーナー
　・�エントランス／共用開放廊下／外壁屋上防水／エレベー

ター／管理事務室／給排水設備／パイプスペース
　・�外部清掃実習コーナー／外構／植栽・植え込み／ゴ

ミ集積場／駐輪機

　大京アステージはこのほど、自主管理を行っているマ

ンション管理組合等を対象に会計業務のみのサポート業

務を開始した。マンション管理は１つの管理会社が総合

管理するケースが多いが、管理員、清掃、設備メンテナ

ンスなどの分業制を選択する場合もある。

　こうした分業制において、管理組合にとって一番重要

な会計業務を専門的に取扱い、組合運営をサポートする

提案を行っていく。

　管理業務とは、１．管理費等の入金状況の確認　２．

未収金の確認と滞納者への督促　３．各業者への支払い

手続き　４．証票書類の整理・保管　５．決算資料と事

業計画、予算の作成　６．通帳記帳・保管など。

　収納は管理組合理事長名義の口座開設により業務を開

始。「収納状況・未収金のお知らせ」を月次明細書で提出

する。管理費等の口座振替手数料は戸当たり月額49円。

これは業界一の低コストだという。

　各業者への支払い手続きも一括で大京アステージが「支

払口座」を通して行う。決算ごとに証票書類を管理して

ファイリング。監査資料として提出し、総会運営のスムー

ズな準備のサポートにもなるという。

東急コミュニティー 大京アステージ
目黒の研修センター

2月にグランドオープン！
振替手数料49円！

会計業務サポートを開始

■ ■ ■ ■ マンション管理業界TOPICS ■ ■ ■ ■
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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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防水形クラック補修材
　　　　　アレスクラックホルダー

関西ペイント

　関西ペイント株式会社は平成25年11月25日、マンショ

ンなどの建物改修時の下地調整材として防水形クラック

補修材「アレスクラックホルダー」の販売を発表した。

　これまでマンションなど建築物のクラック（ひび割れ）

に対する補修は、クラックスケールなどを用いてクラッ

ク幅を確認し、その発生幅に応じて「フィラー刷り込み」

や「Ｕカットシーリング材充てん」など工法の使い分け

が必要だった。

　ところが、この「アレスクラックホルダー」の開発で、

同一材料でのクラック補修が可能となり、工事のトータ

ルコストの低減にもつながることにもなる。

　塗材の特長は、高弾性（破断伸張度250％超）の特性を

有し、追従性、基材（主としてコンクリート、モルタル、

ALCの塗装仕上げ面）への付着性に優れること。

　「アレスクラックホルダー」は、ローラーまたは刷毛で

外壁のひび割れ補修
もはやUカット工法は必要なし！
塗るだけの壁面塗材で簡単施工
ポイントは高弾性、追従性、付着性！

手軽に施工できる、トップクラスの防水形クラック補修

材といえよう。

　垂直壁面では最大１mm幅のクラックに適用可能。防水

効果とクラックの再発を抑制する。

●商品に関する問い合わせ先

　関西ペイント販売株式会社
　建築塗料販売本部 営業部
　TEL：03−5711−8904　FAX：�03−5711−8934

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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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。

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

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　東京都産業廃棄物処分業 許可番号／第13-20-001629号

株式会社 小野運送店



16

● 問い合わせ先 ●
〒104−0045��東京都中央区築地１−９−11−906　　TEL.�03−6278−0424　FAX.�03−6272−5468

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

※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。

発行部数 7,000部

配布先 東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

（2013.1 改訂 3）

地域別 竣工年別東京都
47.5％

神奈川県
26.3％

茨城県0.3％
栃木県0.2％
群馬県0.2％

宮城県1.3％

埼玉県
12.9％

千葉県
11.3％

1977年 6.7％

1978年 9.0％

1987年 6.2％

1988年 9.5％

1998年
17.6％

2000年
17.9％

1999年
16.9％

2001年
16.2％

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。

配布先マンションデータ
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