1

管理組合
File Data. 61

川崎市／シャルム新丸子管理組合法人
による組織と、水も漏らさぬ協力のもと自力で大規模修繕工事

街道沿いの複合用途マンション
資材の搬入出、安全通路の確保に配慮
2000年に完成した新しい丸子橋は道路を拡幅し、これにあ
わせて綱島街道も２車線道路へと拡幅が進んだ。かつて「丸子
橋に上下線○キロの渋滞です」といったラジオの交通情報はも
うひと昔前のことになった。
2001年から理事長を務めた筋田一行さんによると、「車の排
気ガスと騒音がひどかった。だけど昔は多摩川の花火がよく見
えたのにね」。新丸子周辺は、1990年後半から高層マンション
が林立した。シャルム新丸子は高層住宅としては周辺で一番古
い建物だった。多摩川上流の方まで見渡しがよく、住居内から
も富士山が見えたという。
1996年に１回目の大規模修繕工事（屋上防水、外壁塗装、
照明器具、給水設備交換等）を行った。「居住者全員一致参加

を実施した」という筋田さんの一文が、かわさきマンション
管理組合ネットワーク発行『THE 川管ネット NEWS』第４号
（2002年６月）に掲載されている。
筋田さんは2001年に産声を上げたばかりの川管ネットで、
シャルム新丸子での自主管理の経験を生かして役員として長年
活躍された。シャルム新丸子では2006年、現在の中畠秀作さ
んが理事長となり、自身は副理事長としてマンションを見守っ
ていたが、大規模修繕工事完成を見届けて他界された。
◇
シャルム新丸子大規模修繕工事の特徴は、
「街道沿いの複合
用途マンション」という点にある。
騒音が発生する作業の際は営業時間や作業可能な時間帯を確
認して、それに合わせて工事を行った。店舗出入口には水平養
生・トラクッションを設置し、お客への配慮を工夫。作業中は
ガードマンを立て、安全対策を施した。
仮設現場事務所はマンション2Fの会議室を利用した。作業
時間外は敷地内に資材置き場を作り、フェンスで囲いをして施
錠するなどの工夫をした。
◇
今回の大規模修繕工事は中畠理事長が中心となって準備、計
画、実施が進められた。
自主管理の管理組合で、設計コンサルタントを置かず、工事
会社に設計から施工までを一任する「責任施工方式」を採用し
て、工事を成功に収めている。
近年、
「設計・監理方式」を採用し、
設計コンサルタントに「お
任せ」となってしまっているケースを多々見かける。
工事会社の現場代理人によると、
「理事会の皆さんはとても
仲が良く、明るい雰囲気で、マンション自体にすごく愛着があ
り、
理事会等で挙げられた事項に対して住民さんを第一に考え、

街道沿いの複合用途マンションだけに、資材置き場などに苦労した。通行人も多く、安全通路の確保、店舗開口部の足場組み立て
に配慮しなければならない
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細かいところまで話し合いをしていました」と話す。

ルタントが入らなくても工事会社との関係も良好に、スムーズ

しっかりと組合運営を行っている管理組合であれば、コンサ

壁のひび割れ補修にはダイヤモンド
カッターなどでU字型にカッティン
グし、可とう性エポキシ樹脂や弾性
シーリング材を充填する

モルタルの浮き部分に穴をあけ、後
にエポキシ系の接着剤を注入する

な工事進行を行うことができるのだ。

外壁補修では、3mm以下のひび割
れおよびコンクリート・モルタル欠
損補修は予定数量より多かった

外壁塗装は下塗り、中塗り、上塗り
の3回塗りが一般的。補強のために
ペンキに厚みを持たせ、最後に耐候
性のトップコートを塗る

●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
鉄部も3回塗りが基本。最初に錆を
落とし（ケレン）した後、錆止めを
塗布

中塗り作業。塗膜の厚みをつけるよ
うにローラーで塗装している

耐久性を持たせるために溶剤系の塗
料などを使ってツヤのある塗装に仕
上げる

☎046−834−5191
東京支店
〒144−0046
東京都大田区東六郷１−３−10

工事データ

○建物概要／ 1981年（昭和56年）11月竣工・RC造・１棟・８階建て・３階～８階

住戸48戸＋１、２階店舗、事務所 ○工事名／シャルム新丸子大規模修繕工事 ○発注者／シャル
ム新丸子管理組合法人 ○施工者／㈱ヨコソー ○主な工事内容／共通仮設／足場仮設／下地補修
（塗装面、タイル面）／シーリング／高圧水洗浄／鉄部塗装／外壁塗装／バルコニー防水／共用廊下
溝・階段室床の防水／その他、面格子脱着・消火器プレート取替え・鉄部溶接・各所クリーニング
など ○工期／平成25年８月20日～ 11月30日（約100日間）

☎03−3736−7751（代表）
代表者：佐藤幹男
設 立：1953年（昭和28年）
資本金：１億円
http://www.yokosoh.co.jp

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

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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国土交通省

機械式駐車場での死傷事故防止へ

「安全対策ガイドライン」公表
国土交通省は３月28日、「機械式立体駐車場の安全対策に関
するガイドライン（指針）」を策定、公表した。
2007年度以降、機械式駐車場に関する利用者等（子ども含む）
の死亡・重傷事故が全国で26件発生（死亡10件）した。中で
も事故の再発防止マンションの駐車場での事故が半数を占める
など、利用者が自分で駐車装置を操作するときに多くの事故が
発生しているという。
事故の再発防止を図る観点から、機械式立体駐車場に関わる
製造者、設置者、管理者、利用者に対して、安全確保と安全利
用を要請する。
◇
事故で多いものは、乗降室内への閉じ込め、稼動部への接触、
巻き込み、挟まれ事故のほか、乗降・歩行時の転倒・転落、車
両の入出庫時の衝突など。特にマンション等の専用駐車施設に
おいて、利用者が自ら操作する際、乗降室内に人がいることの
確認が不足していたことなどを要因とする重大事故が発生して
いると報告されている。
ガイドラインに記された再発防止へ早急に取り組むべき注意
事項は下記の通り。

機械式駐車場での注意事項
・運転者以外は装置の外で乗降し、装置の中に入らない。
・子 どもが装置に近づかないように最新の注意を払う。
停止しているときでも、装置の間に転落する事故が発
生している。
・操作盤に他人の鍵が挿入している場合は使用中である。
人が装置内に残っている可能性が高いため、絶対に操
作をしてはいけない。
・操 作盤の位置からでは、車の陰になって見えない場所
もある。装置内に人が隠れていないかを必ず確認する。
・操 作盤の昇降ボタンを器具等で固定して使用してはな
らない。昇降ボタンを器具等で固定すると、安全機能
が働かず、直ちに停止させることができない。
・人 感センサーは、装置内に人が残っていても感知しな
い場合がある。また車内の人は感知できない。センサー
等に頼らずに、自分の目で装置内に人がいないことを
確認する。
・装置内への閉じ込め等、
不測の事態が発生した場合には、
①迷わず非常停止ボタンを押すこと
②至急、操作盤に記載されている緊急連絡先へ連絡す
ること
 機械によっては、わずかな時間で危険な状態になる
ことがある。あらかじめ操作盤および装置内のどこに
非常停止ボタンがあるかを確認しておく。

4

高い充足率を確保するため、マンションには機械式駐車場の設置が多い

機械式駐車装置の普及状況
（国土交通省・機械式立体駐車場の安全対策検討委員会報告書より抜粋）

機械式駐車装置は、昭和37年、日本橋・高島屋におい
て日本で初めて設置された。当初、機械式駐車装置は、自
動車交通量の急速な増大により、特に大都市部において駐
車場需給が逼迫する中、
大規模商業施設等への導入が進み、
限られた土地・スペースを最大限有効に活用することが可
能であることなどから、
昭和60年代（1980年代後半）以降、
マンション等の日常生活空間においても急速に普及した。
機械式駐車装置の出荷・設置実績は、平成25年３月末
時点の累計で、設置基数約54万基、設置台数約287万台と
なっている。

機械式駐車装置の出荷・設置台数の推移

出典：（公社）立体駐車場工業会資料に基づき国土交通省作成

The present situation in Mansion

マ ン シ ョ ン 管 理 動 向 の ホット な 話 題

第2回

脱法ハウス・違法貸しルーム

規定にそぐわない専有リフォームは不承認に
埼玉県川口市で４月２日に住宅火災があり、この住宅
が多数の居室に間仕切りされた「脱法ハウス」だったこ

修を行おうとする際、工事の届け出を理事長に提出し、
承認を得る方法を取っています。規定にそぐわない専有
リフォームは不承認としなければなりません。
怖いのは火災などの事故・事件につながることです。
今後はさらに関係法令に違反しないよう管理組合として
のチェックが必要となります。

とがわかりました。
横浜市でも１月、７階建てビルの一部を焼く火災があ

裁判所はシェアハウスOK ？

り、各階が細かく仕切られ約40人が暮らしていたことが
確認されました。
シェアハウスは２～３畳に仕切った小スペースを住居
用に貸し出されているものですが、窓や避難器具、避難
通路も確保されていない施設が多く、建築基準法、消防法、
建築関連条例等の上で疑わしい点が多々あります。しか
し、シェアハウス以外に明確な定義がないため、「脱法ハ
ウス・違法貸しルーム」と称されているのです。
2013年７月12日、国土交通省は「建築基準法違反の疑
いがある」物件の情報を得るため、マンション管理の業
界団体に類似物件の情報提供を要請しました。さらに７
月19日、建築士、不動産業者、建設業者が設計、仲介、
工事に関与することを禁じる通知を関係団体に出してい
ます。

2013年８月22日、港区麻布十番のマンション（築
約30年、16戸）の１住戸（83㎡）を８人用のシェア
ハウスに改造して貸し出すのは、
「住民の共同の利
益に反する」「シェアハウスの入居者はよく入れ替
わるため、マンション住民が不安を募らせている」
として、管理組合がフロア所有者に使用禁止を求め
た仮処分申請で、10月24日、東京地裁は申し立てを
却下した。
裁判所はシェアハウスを認めたのか？という裁判
例だが、実際は争点が事務所使用をやめさせるため
に後から変更した管理規約有効性を却下したもの
で、区切られた個室は東京都条例で定める最低基準
（７㎡）を超えており、建築基準法に違反するかど
うかの判別が難しいケースでもあった。

一般的なマンションでは、区分所有者が専有部分の改

●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

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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外 国 人 技 能 実 習 制 度

マンション改修業界でも関心高まる！！
◆ミャンマー研修機構の教育

ヤンゴン市内の風景

＜1ページのつづき＞
公益社団法人アジア技術技能人材
交流協会は、アジア諸国より優れた
人材を発掘し、外国人技能実習生と
して日本に招聘し、赴日後の実習生
の監理業務を行う団体として、内閣
総理大臣より「公益社団法人」の認

可を受けています。
外国人技能実習制度は、日本の企業がアジアの新興国
より人材（外国人技能実習生）を受け入れ、実務などを
通して日本の優れた技術、技能、知識を実習生に技術移
転し、帰国後、日本で習得した技術等を母国の発展に寄
与させることを目的としてできた制度です。
このたびのミャンマー研修機構の教育目標は下記の通
り。
●日 本の技能実習生制度を理解し、技能実習目標を見据
え、人生に目標と夢を持たせる意識とその習慣化を教
育の目標としています。
●更 に日本語の学習と技能訓練を通じて日本人とコミュ
ニケーションが出来て、職場にすぐに適応出来るよう
に教育を行っております。
●日本語能力検定Ｎ４レベルのクリアだけでなく「聞く、
話す」の能力を身に着けさせ、
指示された内容を理解し、

正しく報告する能力を養います。
●そして日本の文化と日本の習慣、日本人の物の考え方、
チームワークの意
識、信頼関係の大切
さ、安全衛生、規則
の順守、生活ルール
などを教えます。
●学 校にいる間は日本
語だけを話すように
指 導 も し て い ま す。
また、将来日本での
技能実習生期間にお
いても健康で規律を
守り、毎日、食事の
信心深い仏教国・ミャンマーで僧侶は
メ ニ ュ ー を 管 理 し、 絶対。そんな僧侶の推薦を受けた実習
生は僧侶を裏切ることなく、勉強も労
日本の習慣を指導し
働も懸命に励む
ています。
●問い合わせ先

一般社団法人全国建物調査診断センター
ミャンマー研修機構担当
☎03-6278-0424 FAX. 03-6272-5468
Email: info@zenken-center.com

技能実習生受け入れの流れ
技能実習生受け入れの決定後、全国建物調査診断センターおよびアジア技術技能人材交流協会と契約

週間
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元請会社および下請会社と技能実習生受入相談を行い、決定後、全国建物調査診断センターへの求人申込みをします。

送り出し研修機関へ技能実習生受入条件の通知

受け入れ企業が希望する受け入れ人数の約３～７倍の候補者を募集します。

送り出し研修機関で技能実習生候補の選考（1次試験）

候補者から書類選考、健康診断、技能試験、数学・英語・筆記試験を行い、技能実習生候補者を決定します。

現地にて企業が面接し技能実習生を決定（2次試験）

 地にて、受け入れ企業の代表者およびアジア技術技能人材交流協会のスタッフが直接面接を行い、人間性や語学、技能程度を参考に合格者を
現
最終決定します。

ヶ月
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現地にて技能実習生への技能教育の実施
現地にて日本語及び塗装、防水の技能教育

在留資格認定手続き

 ジア技術技能人材交流協会および送り出し機関にて、技能実習生と受け入れ企業との雇用契約等、在留資格認定に必要な各種申請書類の作成
ア
を行います。

日

技能実習生来日
30 アジア技術技能人材交流協会にて講習の実施

研修センターにて、約１カ月、日本語および法的保護に必要な情報等の講習を実施します。

企業へ配属

6

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。

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
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改修工事に100％はない！精度の限界 Part2

大規模修繕工事に関する知識と情報を得るために…
一般社団法人 マンションリフォーム技術協会
大規模修繕工事は住まいながら作業を行うため、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。騒音、臭
気、粉じん、毒性の高い材料の使用等に限界があり、さらに短
工期で仕上げまでを求められることがその理由だ。一般社団法
人 マンションリフォーム技術協会が発行する『精度の限界』
をもとにpart.2をまとめた。

事例⑥

「精度の限界」 10p

廊下・ベランダ床の水はけ勾配の限界

1）廊 下・ ベ ラ ン ダ の 仕
上げ目的
もともとの下地コンク
リート面に十分な水勾配
がとれていない場合、ウ
レタン塗膜防水等を施工
しコンクリート表面を覆
うと、防水が水をはじい
て、水たまりが生じやす
くなる。
この水たまりをなくす
ためには事前に水勾配の
処置が必要となるが、修
繕で勾配をつけるにも限
界がある。床ウレタン塗
膜の表面の水は乾燥しや
すいので、日光が当たれ
ばなくなる傾向があるた
め、仕上げ材は躯体への
水の染み込みに対する保
護を優先に考えていきた
い。
2）廊下・ベランダの勾配
廊下・ベランダの床勾
配は、幅1.5mで15㎜程度
が設計図で多く描かれて
いる。すなわち1 ／ 100勾
配程度が標準といわれて
いる。
この床勾配に対してた
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まり水がどれだけスムーズに流れるか、仕上げ材に防滑性ビニ
ル床シートを用いて実験を行った。
この結果から表面張力を考慮した場合、完全に水はけが良好
な傾斜角は３度以上が必要と思われる。しかし、この傾斜角度
は集合住宅ではほとんど採用されていない。
大規模修繕工事において第一に優先されるのは、コンクリー
ト構造体への雨水浸入の防止であり、防水材を施工したあとの
わずかな水たまりはある程度やむを得ないといえる。

事例⑦

傾斜角1度：液体の動きなし

傾斜角3 ～ 4度：液体は下に向かう
が途中で止まることもある

シール上の塗材ひび割れ剥がれ防止の限界

シール上の塗材ひび割れ
シーリング材の機能は
水 密・ 気 密・ 追 従 性。 そ
のため、目地シールの伸
縮に対してシール上に施
された塗材にひび割れが
生じるのは止むを得ない。
塗材がシーリング材の
弾性率・伸縮率を超えた
シール上の塗材のひび割れの例
場合、割れ・剥離を起こ
す可能性は十分にあるといえる。

事例⑧

傾斜角2度：液体はわずかに動く程度

「精度の限界」 20p

「精度の限界」 44p

鉄部塗装の剥離・防錆処理の限界

1）改修塗材の剥離
鉄部改修での塗材は近
年、ウレタン樹脂系塗材
が多く、新築時に使われ
ている塗材よりもグレー
ドが高くなっている。た
だしグレードが高い材料
でも、大規模修繕工事後
数カ月で剥離したという
クレームが起こるケース
扉と枠が重なる個所には刷毛が入ら
ない
がある。
修繕の際はコスト面か
ら旧塗材の全面剥離を行わず、重ね塗りの部分も多い。この影

響で下に隠ぺいされた旧
塗材が侵され・引っ張ら
れ・剥がれることがまれ
に起こる。
塗り替え塗材の剥離は
あってならないが、旧塗
材の劣化度の判定にも限
界があり、旧塗材から剥
がれが生じるリスクもあ
扉と枠の間が乾燥しづらい個所で塗
装に厚みを取ると、扉が開閉しにく
る。
くなるという問題が出てくる
2）改修塗材からの錆汁
鉄部塗装後数カ月で錆
が発生したというケース。
修繕時には錆びた部分
の下地処理のためにペー
パー掛けやサンダー掛け
など工具を使いながら処
理を行い、塗装を行う。
この場合、躯体と鉄部
との隙間がなくて手が入
鉄骨階段と躯体の隙間が少ないと鉄
部の下地処理ができない
らない個所もあり、錆の
上から錆転換材で既存の
錆を封じ込めるなどの工夫をすることがある。また完璧な塗材
の厚みを確保すると扉の開閉ができなくなることもある。

事例⑨

「精度の限界」 50p

その他塗装仕上げの限界

1）下地補修の平滑性
新築時のコンクリート打設における壁面段差修正は、塗装前
に段差際を樹脂モルタル等で緩和させているケースがほとん
ど。この部分の改修は再塗装仕上げ後も段差はある程度残る。
新築時以上の修正には限界がある。
2）塗装のカタログと現地塗装の差異
既存塗膜の凹凸模様により、カタログ見本のような仕上がり
にはならない（カタログはフラットな面に施工されている）。
現況に合った塗装方法・塗装仕様を提示し、カタログとは差異
があることを理解してもらう。
3）衝撃を受ける塗装保証
自転車のラックやエレベーター扉のコーナー部分等、日常の
利用で摩耗・衝撃を受ける塗装部位は施工完了後、短期間で塗
装の剥がれが生じ、剥がれ部分から発錆することがある。
摩耗・衝撃に対しての性能保証には限界があるといえる。

4）窓建具リニューアル後の結露
アルミ窓建具をカバー工法で改修するケースで、断熱性の高
いペアガラス等の利用が多くなっている。しかし、一般的には
アルミ窓枠までは断熱処理を行っていない。
また、窓建具改修を行うことにより、気密性が高くなる（隙
間風が少なくなる）ことから湿気が溜まりやすくなり、室内換
気が悪いと窓面以外の壁面等に室内結露が生じやすくなる。

『精度の限界』
大規模修繕工事の出来栄え・保証・精度
に関して事前に知っていただくために
2011年8月1日発行
A5判・全52ページ ・1,200円（税込）

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

リフォー ム 事 業 本 部
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管理組合役員勉強会
「大規模修繕工事事例特集」その２
紙上採録

3 ／ 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と建物修繕技術協会は３月23
日㈰午後１時30分から、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。ここでは第１部の「大規模修繕工事事例特集～
本当にあった工事の怖い話、嬉しい話、他～」について、
講師の㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）
佐藤成幸常務取締役の講演を紙上採録します。
次回勉強会の予定は６月29日㈰です（16ページ参照）
。

大規模修繕工事事例
本当にあった工事の怖い話②
3．消えた現場代理人Ⅱ
物件概要：RC ６階建て・１棟・60戸・工期：４カ月間

経過
前号につづき、この現場の問題となる現場代理人（施工
会社）も常勤契約で工事管理を請け負っていた。
ある日、
管理組合が日常管理を委託する管理会社から「現
場代理人さん、月曜日以降見ていないんですけど」という
電話があった。その日はすでに木曜日。
設計コンサルタントが現場に駆け付けると、現場事務所
は施錠されており、入口のドアには「体調不良により早退
しています」との張り紙が…。日付を見ると月曜日。その
まま出勤していないのだ。わぁーやっぱり消えてるぞ！
しかし作業員は来て作業をしている。
「だれの指示で仕
事しているの？」
「親方っす」…。
さっそく施工会社本社に連絡すると、
「本人電話通じま
せん」「奥さんと話しましたけど、仕事で数日帰って来て
いないと言われました」…やっぱり消えた？

その後…
翌日になり、現場代理人から直接連絡があり、実態が判
明した。体調不良で病院に行ったが、意識朦朧と急性病で
そのまま入院となり、連絡ができずにいたとのこと。
奥さんは、繁忙期は泊まり込み仕事が多いことから、今
回も泊まり込んでいるのだろうと思いこんでいた。
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結局、復帰が望めないので速やかに現場代理人を交代さ
せた。余談だが、この現場代理人は、このマンション２人
目の代理人だったので、３人目の代理人が来ることになっ
た。

4．工事中に施工会社が倒産！
物件概要：RC ５階建て・８棟・250戸・工期：６カ月間

経過
「あーっ！やっぱり○社が倒産した。民事再生出したじゃ
ない」―ニュースをキャッチ後、設計コンサルタントはた
だちに現場に急行した。
「あれ？倉庫がほとんどカラで塗料も防水材料もない。
作業員が持ち出しているじゃない！ん？事務所に…現場代
理人がいる！」
まさにボー然自失の現場代理人。
「これから現場どうな
るの？」と聞くと「現場どころか私がどうなるかわかない
のに答えられません」。「そうだけど、だれか会社のしかる
べき人に説明に来てもらいたいな」
「私が説明を聞きたい
くらいですよ」「…」。

その後…
○社は民事再生手続きを開始。あらゆる経済取引を凍結
させてまず全社の債権、債務の確定をはじめた。このため
作業員の発注行為の伴う現場作業は全面ストップ。
工事は出来高進捗により工事代金の支払いは過払いに
なっていないため、管理組合の金銭的な被害はなかったが、
民事再生の場合、ただちに債務不履行となったわけではな
いので、それを理由に工事契約の解除ができないことにな
る。さらに残工事を引き継ぎ、請け負う工事会社があるか
どうかは未知数だ。
アフター瑕疵保証は、このまま民事再生会社に引き続き
実施させれば有効だが、これは工事中のみ。設計コンサル
タントは、あらゆる方向から管理組合が最もリスクの少な
い方策を検討し、結局このまま民事再生した○社に完成ま
で工事を担当させることにした。
工事がストップした期間は約２カ月間。追加費用はなく
完成したが、○社は今も現存している。

マ ン シ ョ ン 管 理 組 合 団 体 探 訪 NPO日本住宅管理組合協議会（日住協）

管理組合サポート・相談体制充実！
大規模修繕工事支援、
コンサルタント派遣を行います！
1969年、14管理組合10,328戸でNPO日住協の前身「分譲住
宅管理組合連絡協議会」が発足した。設立45年は管理組合団
体で最も古く、マンション管理の時代の流れとともに存在感を
示してきた団体である。
NPO日住協は現在、国の施策に関連する委員会への出席、
またはマンション管理士会や関連団体との対外的業務を行う川
上湛永会長、NPO日住協会員管理組合対象の業務を行う大石
和夫理事長という体制のもと、組織されている。
大石和夫理事長は管理組合に向け、「自分たちのマンション
は自分たちで守る―そうした当事者意識を持ってもらいたい。
そして必要な知識や情報がほしいときには、私たちのような管
理組合団体を利用してほしい」と話す。
大規模修繕工事支援制度は、理事会や修繕委員会の組織作り
から専門家の派遣までを行う。住民の高齢化についても、ゴミ
出しや買い物の手伝い、給食、認知症の対応など、コンサルタ
ントとして相談を受け付けている。
◇
また、NPO日住協には、全国の組合団体で構成するNPO全
国マンション管理組合連合会（18団体／ 2,515管理組合）の事
務局を設置しており、川上会長が事務局長を務める。管理業界
のさまざまな動向をチェックし、管理組合から国や関連団体へ
の要望、意見をとりまとめる重要な役割を担っている。
会員状況
会費規程

151管理組合40,556戸
入会金：なし
年会費：組合会費２万円／年＋
戸数会費１戸当たり250円／年

主 な 活 動

イ

ベ

ン

ト

情

報

●朝日 住まいづくりフェア 2014
「マンション快適管理フェア」
日 程：５月30日㈮～６月１日㈰
会 場：東京ビッグサイト西１・２ホール
入場料：来場事前登録は無料
http://www.housingworld.jp
住まいづくりセミナー
（受講料無料）では、NPO
日住協・西山博之事業本
部長が「高齢者見守りと
高経年化した管理組合運
営の事例紹介」をテーマ
に講演を行います（５月
1995年から開始したマンション
30日13：20 ～ 13：50）
。
快適管理フェア。写真はNPO日住
協の相談ブース

●第11回首都圏マンション管理大学
学
長：丸山英氣千葉大学名誉教授、弁護士
講義日程：８月３日、８月10日、８月24日、８月31日の４日間
会
場：本 部 事 務 所 交
流サロン
受 講 料：19,200円（ 全
４ 回12講 座18
時間）
修了者には「修了証書
（学長名）
」が授与されま
昨年の首都圏マンション管理大学の
す。
講義風景

・無料相談会、研修会、見学会開催 ・マンション管理フェ
ア開催 ・集合住宅管理新聞「アメニティ」発行 ・マン
ション管理総合研究所の設置 ・大規模修繕工事支援事業
・管理組合サポート事業

●所在地・連絡先
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１-20 東京製麺会館ビル3F
☎03-5256-1241 FAX. 03-5256-1243
info@mansion-kanrikumiai.or.jp http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp

本部事務所交流サロンにて。左から大石和夫理事長、川上湛永会
長、松田昌也事務局員、右端に全建センター・吉野笙一理事長
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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

マンション給排水設備にまつわる話②
直結給水と水の管理責任

首都圏の各自治体では昨今、受水槽方式から直結給水
への切り替えを推進しています。都民・市民に安定した
水質の供給を提供できることが大きな理由です。

当たります。
一方、受水槽方式では、受水槽の前までが水道局の責
任範囲で、以降は所有者（＝管理組合）の責任となります。

管理組合にとっても、水槽を使わないことで定期的な

受水槽以降は、保健所の指導管轄下にありますが、定期

清掃やメンテナンス費が不要になるメリットがあります。

的な水質検査、水槽の洗浄などは、基本的に管理組合の
責任範囲となっています。図参照。

直結給水とは
道路の水道管本管から受水槽などを経由せず、直接住

災害時用の対策も万全

戸の蛇口に水道水を供給する方式のこと。マンションで

受水槽方式から直結給水への切り替えをためらう人の

は、増圧ポンプを設置して、中高層階の住戸への供給に

中には、災害時の飲料水確保としての役割を受水槽に求

対応しています。

める傾向があります。
ただし、住民一人当たり約50リットル（１週間分）を

おいしい水の管理責任
水質管理について、直結
給 水 方 式 と 受 水 槽方式で

確保する、巡回型の配水池を設ける、地下給水タンクを
各地に設置するなど、自治体によっては災害時の対策は
万全だといいます。

は、水道本管から各住戸蛇

貯留する水槽は、水が停滞しやすいこともあり、災害

口までの監督責任が異なり

から数日を経た飲料水には注意が必要だと指摘する声も

ます。

あります。
◇

直結給水は各住戸の蛇口
から出る水の水質管理につ
いて、水道局の責任範囲に

次回は、マンションの給水システムについて、まとめ
てみます。
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教えて！管理組合交流相談室
Q7 組合活動がなくても、適正な管理だから
   安心だといえる仕組みはないでしょうか？
＜第52号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
「第三者管理」も管理組合主導が前提
貴管理組合では、役員は輪番制で「１年間だけ役員を務めて
いれば仕事は管理会社がやってくれる」という風潮があるそう
ですね。一概には言えませんが、公平性を重視した輪番制は毎
年役員が代わるため管理組合運営の継続性が保たれにくくなり
ます。またそうした中で役員の順番が回ってきても無関心が関
心あることへと変化することは難しいといえます。
役員のやる気と責任を知ってもらうということを目的に、役
員の手当ての支給をしている管理組合があります。
電話代や交通費などの必要経費を受け取るほか、報酬を受け
取ることにより、役員の業務をきちんと評価するのです。役員
は貴重な時間を割くわけですから、その分の「手当て」を支払

ベストアンサー編

うことが考えられます。
そのほかの手段として外部の専門家の活用があります。
マンション管理は、大規模修繕工事といった建物や設備の維
持管理、管理費や修繕積立金の出納会計、管理費滞納への対応
など、さまざまな専門的知識を必要とします。そのため、建築
士や会計士、弁護士、マンション管理士等の専門家をその都度、
上手に活用することで役員の負担を軽減することが考えれらま
す。
第三者が入ることで、
「管理会社に任せっきり」にならない
ことも「適正な管理」に向けた１歩といえるでしょう。
外部の専門家を役員として理事会に組み込む「第三者管理方
式」というやり方もありますが、あくまで管理組合主導である
ことが前提です。
専門家は「サポーター」といった認識で活用しないといけま
せん。
いずれにせよ、マンションは自分の財産であり、生活の場で
すから、住民のみなさんでよりよい住環境にしていくのが必然
のことだといえるでしょう。

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！
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！

Q8

☎03−6278−0424 FAX.03−6304−0279
info@zenken-center.com

分譲以来、管理規約を見直していません。規約を見直す方法を教えてください。

築15年のマンションです。
分譲会社が用意した管理規約をまったく見直していません。
専門家からは現在の区分所有法と矛盾する条項、現在の生活環
境に合わない条項があれば、それが原因でトラブルになる可能
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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

性も出てくると指摘されています。
管理規約はどのように見直したらよいのでしょうか？教えて
ください。

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

おかげさまで創業

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

111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

「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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