保険金支払事例3件
保険料28万円で、補修費250万円の事例も！
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管理組合
File Data. 62

東京・江戸川区／Ｋマンション管理組合

22階建て超高層マンション
ゴンドラ、塗材等、高所用の改修仕様
マンションは低層テラスハウスから５階建ての中層建
物、６階建て以上の高層建物と区別されるが、今回は建築基準
法などで一般的に「20階建て以上高さ60m以上」と定義され
る「超高層マンション」の工事現場を訪れた。
超高層マンションの大規模修繕工事とその他の中高層マン
ションの大きな違いは、作業スペースが枠組足場ではなく仮設
ゴンドラとなることである。
仮設ゴンドラは天候に左右されるため作業効率が悪く、風に
よる揺れや塗料の飛散、仕上がりへの影響が出てくる。
現場代理人は毎朝、風速計でチェックし、労働安全衛生法で
定める「悪天候」＝10分間の平均風速が毎秒10メートル以上
の場合は、仮設ゴンドラの稼働は中止となり、高所作業を延期
している。
このため、通常４，５カ月の工程を１カ月以上予備日を想定
した「６カ月間」の工事期間とした。それでも「天候に左右さ
れて、工期半ばで10日くらい遅れている」状況のようだ。
また、横に稼働ができないゴンドラでは、ベランダの隔壁
版（パラペット）に通り抜けできる穴を作り、作業員が移動す
るといった工夫も
必要。建物のコー
ナー部分でロープ
作業もあり、作業
と危険は隣合わせ
だ。
風は作業性だけ
でなく、外壁材や
塗材等にも影響す
る。
超高層マンショ

ンではベランダ・
廊下と住戸の境
壁 にALCパ ネ ル
（軽量気泡コンク
リート）が使用
されているケー
ス が 多 い。 大 規
模修繕工事では、
このパネル間の
ジョイント部分
のシーリング工
事が不可欠とな
る。
塗 材 は ま ず、
さまざまな下地
に強固な密着性
を維持する下塗
材が必要である。
さらに外観の維
持 と い う 面 で、
超低汚染性、超耐候性が求められ、作業リスク面から工程省略・
飛散抑制のためのローラー施工塗材などが求められる。
◇
超高層マンションは2000年以降に急激に増えている。これ
らのマンションが大規模修繕工事周期に突入する時期に入り、
2022年には年間約100棟の超高層マンションの大規模修繕工事
が行われる計算になるといわれている。
大規模修繕工事を専門とする改修業者も超高層マンションの
工事事例を増やし、ノウハウの蓄積を高め、ハード面はもちろ
ん、居住者の意識、ニーズなどソフト面の集約なども実績とし
てまとめていくことが必要となっている。

ゴンドラ仮設で作業する10階から22階の部分

屋上にゴンドラを支える架台設置
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デッキ型のゴンドラを設置した

ゴンドラの操作盤

単独ゴンドラは作業員が横に移動できないた
め、ベランダの隔壁版（パラペット）に通り
抜けできる穴を作った

単独ゴンドラでは建物のコーナー部分でロー
プ作業もある

風速計はリースを利用して毎朝チェック。
作業中止の基準は風速10m/秒

工事データ
○建物概要／ 1999年（平成11年）４月竣工・RC造・１棟・22
階建て・89戸 ○工事名／Ｋマンション大規模修繕工事 ○発
注者／Ｋマンション管理組合 ○施工者／シンヨー㈱
○主な工事内容
・共通仮設／現場事務所、作業員詰所、資材置き場、ガードフェ
ンス、仮設トイレ
・直接仮設／１ ～９階足場組み立て、10 ～ 22階ゴンドラ仮設、
立体駐車場入り口回り鉄骨ステージ設置
・下地補修／ひび割れ、爆裂、浮き補修、高圧洗浄、薬品洗浄
・シーリング／ ALCパネルのサッシ建具回り、ALCタイル塗装
面目地、RC塗装タイル面目地、共用廊下防風板
パネル目地、ガラリ回り
・外壁塗装／外壁（柱・梁・ALC面、手すり見付、パラペット見付）、
エントランス回り、共用廊下面
・鉄部塗装／竪樋、隔板、ドレン、玄関枠、MB扉、防火戸、防
風板支柱、屋上出入口扉、電極切換盤、航空障害
灯制御盤、ヘリポート灯制御盤
・防水／各室ベランダ床、共用廊下床塩ビシート不良個所補修
・その他／ク リーニング工事（サッシガラス、手すりアルミパ
ンチング、共用廊下防風板両面、エントランス床・
石材）等
○工期／平成26年１月13日～７月12日（６カ月）予定

同じくロープ作業によって塗装を行う

立体駐車場入り口にはターンテーブルがあ
り、鉄骨ステージを設置

●施工者：シンヨー株式会社
本社：
〒210−0858  神奈川県川崎市川崎区大川町８−６
第一リニューアル部

☎044−366−4791（直通）

代表者：森 哲夫
設立：1952年（昭和27年）４月
資本金：５億円 http://www.sinyo.com

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

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
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平成25年度マンション総合調査
長計の期間「30年」「30年以上」で5割超
国土交通省

国土交通省は４月23日、平成25年度マンション総合調査の結果を発表した。マンション管理に関する施策の検証、提示
を行うための基礎的な資料を得ることを目的として５年ごとに実施している。
調査時点は平成25年12月。公益社団法人マンション管理センター登録管理組合名簿より無作為抽出し郵送配布した。配
布数3,643管理組合、有効回収数2,324管理組合、回収率63.8%（管理組合向け調査）
。
※国土交通省のホームページに詳しいデータが掲載されています。
①長期修繕計画の作成状況

◆「外壁塗装等（躯体、塗装、タイル等）

」の平均実施時期は11.8年で、実
施時期は「11 ～ 12年目」が12.7％と最も多い。「鉄部塗装等」は8.7年で、
実施時期は「５～６年目」が17.1％と最も多かった。「屋上防水」の平
均実施期間は11.5年、
「給水設備」の平均実施時期は13.7年、
「排水設備」
の平均実施時期は14.8年となっている。「これまでに計画修繕工事は実
施したことがない」は20.0％あった。

不明 3.1％

ない 8.0％

ある 89.0％

④計画修繕工事実施時の検討方法（重複回答）
専門委員会等の組織は作らずに
理事会が中心となって検討した

49.2

理事会とは別に専門委員会等を設
け、そこが中心となって検討した

◆長期修繕計画を作成している管理組合の割合は89.0％と、前回調査と同
値である。

建築士等の専門家に依頼した

②長期修繕計画の計画期間

16.4

その他
〜5年5.0％
〜10年3.8％
〜15年5.1％

不明15.0％

〜25年11.4％

31年以上21.8％

〜30年35.4％

◆「26 ～ 30年」が 35.4％と最も多く、次いで「31年以上」が 21.8％である。
計画期間の平均は26.0 年。前回調査と比べて2.2年長くなっている。

7.2

不明

9.2
0

〜20年4.6％
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⑤計画修繕工事実施時期の工事費調達方法（重複回答）
修繕積立金

75.8

一時徴収金
11.8

外壁等
8.7

11.5

屋上防水
建具、金物等

3.4

借入金（公的金融機関）

4.8

借入金（民間金融機関）

5.4

その他

12.2
13.7

給水設備

3.8

不明

23.0

14.8

排水設備
昇降機設備

0

17.1

機械式駐車場
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●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 ]

80（％）

◆「修繕積立金」が75.8％（不明を除くと98.4％）と最も多く、次いで「借
入金（民間金融機関）」が5.4％（不明を除くと7.0％）、「借入金（公的金
融機関）」が4.8％（不明を除くと6.3％）となっている。

マンション外壁改修塗料
開 設
相談センター

☎

http://www.kansai.co.jp
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50（％）

◆「 専門委員会等の組織は作らずに理事会が中心となって検討した」が
49.2％、「理事会とは別に専門委員会等を設け、そこが中心となって検討
した」が37.4％、
「建築士等の専門家に依頼した」が16.4％となっている。  
総戸数規模別にみると、規模が大きくなるほど、専門委員会が中心となっ
て検討する割合（「301 ～ 500戸」73.2%、
「501戸以上」68.3%）が高く、
小・中規模（「20戸以下」から「51 ～ 75戸」まで）は６割が委員会等の
組織は作らずに理事会が中心となっていた。

③計画修繕の平均実施時期（年）

鉄部塗装等

37.4

全建センター＋NPO日住協

タイアップ企画

管理組合団体が教えてくれる「マンションお得な話」

NPO日住協が事業化
大規模修繕工事支援制度、パンフを刷新
コンサルタント選びはオープンに
NPO日住協では６年前から、大規模修繕工事で悩むマ

改修事例を紹介
当初のパンフには、実績がすくなかったこともあり、

ンション管理組合向けに支援制度を事業化し、スタート

事例紹介がありませんでした。これも、６年間の実績の

させましたが、この間の経験を踏まえパンフレットの内

積み上げが12事例を数え、管理組合から評価されてきた

容を刷新することにしました。

ことから、管理組合の了解を得て、施工例を紹介します。

支援制度は、NPO日住協の経験と設計コンサルタント、
施工業者などのネットワークを生かして、管理組合への

なお、具体的な事例紹介は、NPO日住協のホームペー
ジに、５例が紹介されています。

適切なアドバイス、協働作業を行うもので、１年～３年

工事内容、設計事務所からの工事説明、管理組合理事長・

の長期にわたって準備段階から竣工まで、管理組合をマ

修繕委員長の大規模修繕を終えて、の感想文が掲載され

ンツーマンで支援するものです。

ています。工事の苦労、課題などがわかりやすく理解で

６年間で、12件の大規模修繕工事で支援制度を活用し
てもらい、うち５件が竣工しました。
当初、設計・監理業務を行うコンサルタントは、NPO
日住協と密接な関係を持つ設計事務所を推薦することを

きるという声が寄せられています。

管理組合、コンサルタント、
NPO日住協の役割を明確に

条件にしていましたが、当該管理組合が推薦するコンサ

これまでのパンフは、それぞれの役割が詳細すぎてわ

ルタントも選択肢に入れ、最終的なコンサルタントの選

かりにくいという指摘がありました。日住協のスタッフ

定は「管理組合に任せる」としました。

が、絞込み、役割をより明確にしました、それでも100を

これまでのパンフレットには「原則としてNPO日住協

超える作業内容となりました。

と提携しているマンション改修に経験深い一級建築士に

それだけ、大規模修繕

よる設計・監理方式の採用を受託の条件とさせていただ

工事が膨大なものである

きます」という表現でした。これも、特定のコンサルタ

証でもあります。

ントだけを優先するのかという誤解を招くということか
ら、オープンにしました。

施工業者も競争原理を優先に
施工業者の選択については、マンション関連のメディ

新しいパンフレットは
７月末完成・配布の予定
です。また、日住協のホー
ムページにもアップされ
ます。

アに見積もり条件の掲載を依頼、競争見積もりを原則と
してきました。
そして、最終的には管理組合の選択に任せるとしてき
ましたが、これについてもより透明な選択を図り、疑義

▶大規模修繕工事支援制度を活
用したナイスアーバン国立大
学大規模修繕工事の様子

を招かないようにする内容にします。

リフォー ム 事 業 本 部
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外 国 人 技 能 実 習 制 度

課題は―いかに即戦力を生み出すか―
◆きめ細かなカリキュラムを確立

け、日本の現場に合わせたきめ細かい研修カリキュラム

＜1ページのつづき＞

を確立しています。
日本語教育と同時に塗装、防水の基礎教育を行い、即

外国人技能実習制度は、マンション大規模修繕業界に
とって今後最も大きなテーマとなります。現状は、受け

戦力となる技能実習生を日本に送り出すことができます。

入れ会社が国内に人材を受け入れてから初めて塗装、防

こうした現地教育制度を実施しているのは現在、ミャン

水の技能教育をスタートさせていおり、即戦力になるた

マー研修機構のみといえます。

めには多くの時間がかかっています。
外国人実習生が日本の現場で、雇用関係の下で実習で

ミャンマー研修機構とは

きる（働ける）期間は３
年間です。教育にかける

一般社団法人全国建物調査診断センターと公益社

費用と時間を考えると少

団法人アジア技術技能人材交流協会が提携し、外国

しでも即戦力が必要とな

人技能実習制度に基づいてミャンマー連邦共和国に

ります。

開設した研修機関。現地ヤンゴンで６カ月間、日本

ミャンマー研修機構で

語教育と同時に塗装、防水の基礎教育を行う。

は、塗料は関西ペイント、
防水材はダイフレックス
と日本のリーディングカ
ンパニーの材料支援を受

●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

◀現在のミャンマーでの
足場設置風景

●研修カリキュラム（抜粋）
１カ月目

３カ月目

４カ月目

５カ月目

Ⅰ．躯体の種類
Ⅰ．下地補修
Ⅰ．鉄部塗装工事
Ⅰ．作業管理
Ⅱ．外装材の種類
Ⅱ．シーリング工事 Ⅱ．外壁塗装工事
Ⅱ．安全管理
Ⅲ．外装材の仕上げ
Ⅲ．ウレタン塗装防 Ⅲ．品質管理
Ⅳ．各種塗装、防水
水
工具の種類

実技内容 Ⅰ．実技上での実技
１．工 具による鉄部のケ
レン
２．テ ープの貼り方、ス
ピード
３．鉄筋爆裂処理の要領
４．欠損部処理の要領
５．ドリルの使い方

Ⅰ．実技上での実技
１．刷毛の使い方
２．ローラーの取り扱い
３．ウ レタン材の取り扱
い

６カ月目
Ⅰ．各教科の復讐
Ⅱ．学科試験
Ⅲ．成績管理

Ⅰ．実技試験
Ⅰ．実技上での実技
１．テ ープの貼り方、ス Ⅱ．成績管理
ピード
２．シーリング充填
３．刷毛の使い方
４．ローラーの取り扱い
５．ウ レタン材の取り扱
い
…

Ⅰ．実技上での実技
１．テ ープの貼り方、ス
ピード
２．シーリング充填
３．刷毛の使い方
４．ローラーの取り扱い
５．ウ レタン材の取り扱
い
…

Ⅰ．実技上での実技
１．テ ープの貼り方、ス
ピード
２．シーリング充填
３．刷毛の使い方
４．ローラーの取り扱い
５．ウ レタン材の取り扱
い
…

…

教科内容 Ⅰ．日本でのリニュ
ーアル動向
Ⅱ．塗料の構成
Ⅲ．塗膜の耐久性

…
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２カ月目

Ⅱ．現場作業
提携先建築現場での作業

Ⅱ．現場作業
提携先建築現場での作業

Ⅱ．現場作業
提携先建築現場での作業

保険 証券のここに気をつけろ！

余分な出費の可能性、見直しは必要

「建築年」未記入で130万円払い損も
写真は、ある団地（1982年10月竣工・RC造５階建て・10棟・
260戸）の、そのうちの１棟20戸分の保険証券です。
矢印をつけた部分を見てください。「建築年」の個所が空欄
になっています。このため1982年10月竣工なのですが、
「建築
年割（10％）」が適用されていません。
現在の保険設計は、建築基準法の改正（1981年６月１日）
以降の、いわゆる新耐震基準の建築物は建築年割引10％が適
用されます。
この契約は平成16年からの10年契約（年払い契約）で、今
年11月に満期となる契約です。
地震保険の保険料が132,410円となっていますが、正しく建
築年割引が適用されれば119,540円でした。
あるとき、保険コンサルタントがこの保険証券をみて気づき、
管理組合にアドバイスを行って、取り扱いの保険代理店経由で
指摘し、保険会社へ補正を請求しました。そうしたところ、差

額である年間12,870円×10年分＝128,700円が保険会社より返
戻されることになったのです。団地は10棟あるため、合計130
万円戻されることになります。返戻保険料は金利も計算される
ようです。
◇
管理組合が保険証券のチェックをしないままでいれば、「建
築年」未記入というだけで130万円も払い損をしていたことに
なります。
保険証券は管理会社や取り扱いの保険代理店に「お任せ」と
いう管理組合は少なくないようです。中には「保険証券なんて
見たことがない」という理事会もたくさんあります。
管理費等を節減したい管理組合は多いはずです。ところが、
見落とした、理解していなかったというだけで余分な出費をし
ている可能性は多々あります。契約書でも証券でも見直しは必
要といえるでしょう。

ここが空欄

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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管理組合役員勉強会
「大規模修繕工事事例特集」その３
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が開
催し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？」を紙上採録する３回目。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が話す「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～」は勉
強会参加者からたいへん好評を博しています。今回は
番外編として「工事の笑い話」も掲載します。
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

するため、社長をはじめ役員が夜逃げ同然の雲隠れをした
が、その際に専務であるこの現場代理人も同行していたと
いうことであった。
この後、工事は完工したが施工会社に対しては、契約前
提の誠実、信義に欠ける虚偽申請のため、ペナルティを科
した。

6．番外『笑い話』
廊下天井照明取替え工事で「?!」
物件概要：RC ７階建て・129戸

経過

その昔、とある湖畔に立地するマンションで廊下の天井
の照明器具を取り替える工事をしたことがあった。
当時の理事会から注文はこうだ。「湖が近いせいもあり、
5．消えた現場代理人Ⅲ
ユスリカ（揺蚊）が大量発生して廊下の天井の照明にまと
物件概要：RC ５階建て・１棟・45戸・工期：４カ月間
わりつく」
「おまけにユスリカを食べるためにクモが巣を
作るので清掃が大変で困っている」
「ユスリカが来ないよ
経過
うな光を出す照明器具に取り替えてほしい」。
施工会社の現場代理人は常勤契約で施工管理を請け負っ
設計事務所として「そんな照明器具あるのかぁ？」と思
ていた。ある日、午後から設計事務所の監理者と打ち合わ いながら探すこと数日。やっと見つけた。「蛍光灯の光が
せを行って検査結果を受け、その夜に理事会で工事進捗報 黄色で波長が虫が忌避する性能です」。
告のための定例会議を開催する予定にしていた。
「それでいい。初夏だからすぐに取り替えてくれ」とい
それに来ない…。現場代理人は予定の午後７時になって う理事会のお達しであることから、施工会社に無理いって
も集会室に現れないし、携帯電話も通話中となっている。 全戸１日で一気に取り替えた。
現場事務所に行くと、なんと、パソコンもなく、事務机の
ところが数日して理事長から電話が―「あの照明はダメ
上がきれいに整理されているではないか。
だからすぐに取ってくれ」「ユスリカに効きませんか」
「違
監理者が施工会社本社に電話をすると「実はこちらも探 うけど、すぐ取ってくれ」
「理由は何ですか？」
「○○○で
しています」「理由は言えません。とにかく探しています」 困った」「○○○って、？？？」
「理事会報告はそちらでやっておいてください」―なんで
その後…
消えたのだ？
「○○○で困った」は、「土曜の夜にラブホテルと間違っ
その後…
た車がたくさん敷地内に入ってきて困った」だった。
結局、当の現場代理人はそれきり現れず、現場は１週間
黄色の照明に輝く湖畔のマンション。なんとなくそんな
ストップしていたが、別の代理人が赴任して再開した。
ようなホテルに見えなくもないし、見渡すと黄色の照明器
施工会社本社の説明によると、実態はこうだった。
具をつけたラブホテルが数多くあった。ラブホテルもユス
問題の現場代理人は施工会社の従業員ではなく、一次下 リカに困っているという悩みは一緒だったんでしょうね。
請け会社の専務であった。その一次下請け会社が計画倒産

本当にあった工事の怖い話③
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大規模修繕工事瑕疵保険800棟超
保険金支払事例3件
保険料28万円で、補修費250万円の事例も！
国土交通省によって制度が開始され、４年が経過した大規模修繕工事瑕疵（かし）保険ですが、昨年度だけで申込件
数が全国で800棟を超え（国土交通省調べ）、認知度は年々高まっています。現在、管理組合の関心の多くは保険料の
額にあるようですが、逆に加入していたことで保険金が支払われたという保険支払事例も参考にしたいところです。

事

故

例

①

・物件概要
築35年・１棟・75戸
・工事内容
排水管更新工事（内装工事含む）
・事故内容
排水管更新工事完了の２年後、住戸内の壁紙等の内装や
フローリングなどで水濡れ損害が起きた。保険法人が派遣
した検査員の調査の結果、排水用塩ビライニング鋼管の排
水たて管と専有横引き管を接続する継ぎ手部分で施工不良
があったと判断。補修工事が行われた。保険金総額250万
円、補修期間は約２週間だった。
・保険金の支払額（算出例）
約250万円（工事部分の補修費 ※共用部分補修費、内
装部分補修費、経費含む）
（補修費総額323万円－免責10万円）×縮小填補割合80％
＝保険金支払額250万円
・請負工事金額（保険金支払限度額）
約5,500万円（6,000万円）
・保険料等
約28万円（基本保険料＋現場調査料等）

事

故

例

②

・物件概要
築24年・１棟・30戸
・工事内容
排気ガラリ（通気口）のシーリング打ち替え工事、外壁
改修工事
・事故内容
工事完了後１年、天井から雨水の浸入が発生し住戸内の
壁紙等の内装やフローリングなどで水濡れ損害が起きた。
保険法人検査員の調査の結果、シーリング工事の外壁と排
気ガラリの取り合い部分の不具合が原因と判断。補修修繕
工事が行われた。
・保険金の支払額（算出例）
約150万円（工事部分の補修費 ※共用部分補修費、内
装部分補修費、経費含む）
（補修費総額200万円－免責10万円）×縮小填補割合80％
＝保険金支払額150万円
・請負工事金額（保険金支払限度額）
約2,800万円（3,000万円）
・保険料等
約18万円（基本保険料＋現場調査料等）

事

故

例

③

・物件概要
築13年・１棟・40戸
・工事内容
バルコニー防水工事、外壁改修工事
・事故内容
工事完了後１年、バルコニー防水工事を実施した立ち上
がり部分から雨水の浸入が発生し住戸内の壁紙等の内装で
水濡れ損害が起きた。保険法人検査員の調査の結果、バル
コニーと掃出し窓の取り合い部の防水施工不良（隙間）に
よるものであり、当該施工個所からの雨水侵入が原因であ
ると判断。補修工事が行われた。
・保険金の支払額（算出例）
約110万円（工事部分の補修費 ※共用部分補修費、内
装部分補修費、経費含む）
（補修費総額148万円－免責10万円）×縮小填補割合80％
＝保険金支払額110万円
・請負工事金額（保険金支払限度額）
約3,200万円（4,000万円）
・保険料等
約20万円（基本保険料＋現場調査料等）
※保険料は着工前に工事会社が支払います。また、工事会社が
倒産した場合などでは、発注者（管理組合）が保険金を請求
できます。その場合の縮小填補（てんぽ）割合は100％とな
ります。

●大切なのは想定外トラブルに備えること
以上、保険金支払事例３件を紹介しました。
３件事例とも保険金の支払額は100万円、200万円台ですが、
保険金支払い限度額は数千万円のため、保険期間中に瑕疵・不
具合が発生すれば、その他の不具合個所の保険金も請求するこ
とができるので安心です。瑕疵と疑われる個所をスムーズに補
修できれば、トラブルになることもありません。
現在、保険金支払い完了の事例は３件ですが、工事会社や管
理組合から雨漏り、水漏れ、その他瑕疵・不具合の相談事例は
さらに多く、増加傾向にあります。
ただし、大規模修繕工事瑕疵保険は、着工前の申し込みが必
要なため、工事後の瑕疵・不具合が発生してしまった後では、
遅いといえます。
管理組合や業界関係者とっては「瑕疵保険加入を検討する」
ではなく「当然に加入すべき」という理解を持つことで、想定
外のトラブル回避につながると考えてほしいものです。

「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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工事を進める上での問題点 ―施工者の視点から―
マンション大規模修繕工事を上手に行う方法とは
㈱ヨコソー

専務取締役

仮設足場の設置と車輌移動
足場とは、工事作業をするために設置する仮設の作業床や通
路のことで、足場の設置によって計画的にまとめて行う修繕を
「大規模修繕工事」と呼んでいます。
このように大規模修繕工事には欠かせない足場ですが、設置
する際に特に居住者の生活サイクルと工事施工側に影響を及ぼ
すのが「車輌の移動」です。
車輌の移動をするケースでは敷地内での移動が最適ですが、
車輌を置けるスペースがない場合、機械式駐車場など車輌のサ
イズで移動できない場合が考えられます。
検討しなければならない移動のパターンはおおむね４種類で
す。
①足場設置・解体時のみの移動（各１～２週間程度）
②全工事期間中の移動（２カ月～６カ月）
③マンション敷地内での移動と、敷地外への移動
④その他（駐車場に現場事務所を設けるために車輌を移
動する、など）
①足場設置・解体時のみの移動
多くのマンションでは建物に接して駐車場を区画していま
す。
大規模修繕工事では建物の外周に足場を設置するため、足場
工事の際、足場部材の落下が懸念されます。そのために足場工
事時期は一時的に車輌の移動が必要となる場合があります。
②全工事期間中の移動
①の期間のみならず、一部車輌においては、全体の工事期間
車輌を移動する場合があります。その多くは足場を架設するこ
とにより、敷地的な問題で駐車が困難になるからです。

足場設置のため、駐車位置を普段より前
にしている様子
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③マンション敷地内での移動と、敷地外への移動
場内において工事に影響されない空き駐車場がある場合、積
極的にそちらへ移動します。
しかし機械式駐車場のように車輌の大きさによって移動駐車
できない場合がありますので、注意が必要でしょう。特に大型
マンションの場合、駐車場の空き状況や、車輌サイズまで把握
しなければならない場合があります。
やむを得ず敷地外の月極駐車場に仮置きする場合もありま
す。敷地外駐車場を借りる場合、管理組合や自治会が率先して
地域の町内会などに近隣の情報を得ると工事の進行がスムーズ
になります。
④その他
（駐車場に現場事務所を設けるために車輌を移動する、
など）
現場事務所は工事の規模により必要となります。しかし限ら
れた敷地に現場事務所を設置する場合、居住者駐車場に仮設事
務所を設置することが多くあります。
厳密に言うと、現場事務所、作業員詰め所、資材置き場等が
あり、２台から３台の駐車スペースをつぶすことになります。
集会室や管理人室等がある場合は、部分的にでも現場事務所
として開放されることが望まれます。
経費的な制約がありますが、レアケースでは近隣のアパート
等を借りて現場事務所にすることもあります。
◎まとめ
大規模修繕工事を行う前段階の仮設工事から居住者の生活に
影響が出ます。工事期間中はご不便をかけてしまうことになり
ますが、だからこそ管理組合の理解がないと工事が円滑に進ま
なくなります。
大規模修繕工事を上手に行う方法とは、施工者と管理組合、
居住者が協力して行うことといえるでしょう。

駐車場内に現場事務所を設置するため、車輌は
別の場所に移動してもらっている

足場の設置・解体にはクレーンを使って
作業することがある

本 の 紹 介
『マンション管理組合会計の手引き
『マンション紛争の上手な対処法〔第4版〕
～基本から仕訳を中心にして～』
―法的解決のノウハウと実務指針』
近年、管理組合資金の横領事件が相次いでいる。
マンションの会計業務の適正性を保つためには、会計業
務を行う人も、さらには監督する立場の人も管理組合会計
に関する知識を得ておく必要がある。それは管理会社等に
業務委託している場合も同様だ。
本書は、管理組合の会計業務について、定められた統一
的な会計基準がないという現状の中で、実践的で参考とな
りうる会計処理方法に主眼を置いてマンションの管理組合
会計の仕組みを解説している。
作成については、マンション管理センター内に「マンショ
ン管理組合会計研究会（代表：吉岡順子公認会計士）
」を設
けて執筆を進めた。

『マンション管理組合会計の手引き
～基本から仕訳を中心にして～』
公益財団法人マンション管理センター／発行
A4判・160ページ
2014年４月22日発行
販売価格2,365円（税込・送料82円）
※登録管理組合・センター通信購読会員＝
割引価格1,890円（税込・送料82円）

欠陥マンション紛争、購入にかかわる紛争から、ペット
飼育や騒音、専用使用権、不良入居者問題などの日常生活
に関する紛争、管理体制・管理規約・管理会社に関する紛争、
管理費や協力金などの財務に関する紛争、補修・建替え等
に関する紛争まで、マンションをめぐるあらゆる紛争とそ
の対処方法を詳解する一冊。
平成18年の第２版発行後、
「住宅瑕疵担保履行法」（平成
19年５月公布）
、
「マンション標準管理規約改正」
（平成23
年７月）
、東日本大震災による「被災マンション法改正」（平
成25年６月公布・施行）という動きがあり、本書に反映さ
れている。
日頃、マンションの現場で紛争解決や管理業務の指導を
している弁護士が執筆者となり、その体験と研究の成果を
まとめたもので、マンション管理のあらゆる紛争に迅速・
的確に対処できる「手引書」といえる。

『マンション紛争の上手な対処法〔第４版〕
―法的解決のノウハウと実務指針』
全国マンション問題研究会／編  
㈱民事法研究会／発行
A5判・466ページ
2014年４月20日発行
販売価格 4,000円（税込4,320円）
ISBN 978-4-89628-926-8
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The present situation in Mansion

マ ン シ ョ ン 管 理 動 向 の ホット な 話 題

第3回

駐車場の収益事業性

かつてマンション駐車場は「台数不足」が大きな問題
でしたが、
現在は駐車場に「空きがある」ことが問題になっ
ています。
空きがでればそのスペースを空けておくのは「もった
いない」と思いますし、機械式駐車場であればメンテナ
ンス費用を無駄に支払わなければなりません。
そこで外部に貸すケースが出てくるのですが、どうい
う場合が収益事業で課税対象となるのか不透明でした。
国土交通省は「マンション管理組合が区分所有者以外の
者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業
の判定について」国税庁に照会を求めました。それに対
して国税庁が2012年２月13日、下記のとおり、３つのケー
スの対応を回答しました。
＜ケース1＞
駐車場使用の募集は外部に対しても広く行い、外部使
用の条件も区分所有者と同様とする。区分所有者から駐
車場の使用希望があったとしても、外部使用を受けてい
るものに対して早期明け渡しを求めない⇒これは駐車場
国税庁の見解概要

全体が収益事業となる「駐車場業」に該当される。
＜ケース2＞
駐車場使用の募集は外部に対しても広く行うが、区分
所有者の使用希望がない場合にのみ外部使用を行う。区
分所有者から駐車場の使用希望があった場合には、一定
期間（例えば３カ月）以内に、外部使用者は明け渡さな
ければならない⇒使用者が区分所有者以外であるため「駐
車場業」として収益事業に該当するが、収益事業から生
じる所得と収益事業以外（管理費等）から生じる所得に
関する経理を区分しているケースは、外部使用部分が収
益事業となる。
＜ケース3＞
３つ目のケースは、管理組合が積極的に外部使用を行
おうとしたわけではなく、区分所有者以外の者の申し出
に応じたもので、短期的な使用である⇒管理業務の一環
として行われている区分所有者に対する駐車場使用に付
随して行われる行為であることから、この外部使用を含
めた駐車場使用の全体が収益事業には該当しない。
◆ケース１とケース２の場合は、「第三者に貸与する場
合」を想定した管理規約の改正を行っておくことも必要
です。

マンション駐車場の外部使用の課税・非課税（イメージ）

前提
・マンションの管理規約が区分所有者以外の者（賃貸
人など非区分所有者）に対して駐車場の外部使用を
行うことが可能となっている
・駐車場収益はマンション管理費または修繕積立金に
充当し、区分所有者へは配分しない
・個々の具体的事例については所轄の税務署等への問
い合わせが必要

内部

外部

内部

外部

内部

内部

外部

内部

内部

内部

外部

内部

外部

区分所有者の使用希望がない場合にのみ、申し込みが
あれば非区分所有者への貸し出しを許可している
⇒一部収益事業として一部課税（区分経理が必要）

内部

ケース1

内部
ケース2

内部

内部

内部

内部

内部

内部

内部

内部

内部

外部

ケース3
外部

内部

外部

内部

外部

駐車場使用料金、使用期間など貸し出し条件において
区分所有者と非区分所有者との差異がない
⇒全部収益事業として課税

区分所有者の使用希望がない場合であっても非区分所
有者に対する積極的な募集は行わないが、空き駐車場
があれば短期的な貸し出しのみ許可する
⇒全部非収益事業として非課税

※図の 内部 は区分所有者の使用、 外部 は非区分所有者の使用

●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
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教えて！管理組合交流相談室
Q8 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。
＜第53号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
理事会や検討委員会で1年～ 2年かけて慎重に
ほとんどのマンションでは、分譲会社が規約案を用意し、購
入者が購入時点で印鑑を押す書類で「書面による承認」を得て
運用されています。この規約を「原始管理規約」と呼びます。
原始管理規約は分譲会社のマニュアルを元に作られているた
め、区分所有者間で不公平な取り扱いの条項が定められている
など、個々のマンション居住者の生活の実情とは合わないもの
があります。区分所有法の改正に合わせていなければ、管理規
約として無効な条文になっている場合もあります。
不要なトラブルや紛争を避けるためにも原始管理規約の見直
しは必要です。
管理規約を見直すためには、理事会による規約変更案の作成、

総会決議、規約原本の作成、区分所有者への広報等の手順を踏
んで進めていきます。
①管理規約改正検討委員会等を理事会の諮問機関として設置し
て検討を開始する
②マンション標準管理規約などと規約の内容を照合・比較し、
現在の管理運営の実態に見合った管理規約案を作成していく
③管理規約の変更は総会での特別決議が必要であるため、区分
所有者に対して広報や説明会等で理解を深める
④一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合（区分所有法第
17条）
、その区分所有者の承認を得る
⑤総会における規約変更には特別決議（区分所有者の3 ／ 4以
上かつ議決権の3 ／ 4以上の賛成）が必要である
⑥決議を経た管理規約は規約事項に従って署名・捺印し、規約
原本を作成して保管する。
その保管場所を掲示するとともに、
各区分所有者に写しを配布する
理事会や検討委員会で検討する場合、委託管理会社の協力を
得たり、マンション管理士などの専門家を活用しながら、１年
～２年かけて慎重に検討する管理組合が多いようです。
管理規約はマンションで暮らす際の最も重要なルールであ
り、変更するには総会での特別決議が必要となるからです。

教えて！管理組合交流相談室
Q9

クエスチョン編

修繕積立金はどうやって決まるのですか？工事で借入を検討しています。

マンションに越してきてから初めて理事になりました。
理事会での当面の課題は２回目の大規模修繕工事ですが、今
のままでは修繕積立金だけで工事費用を賄うことはできず、金
融機関からの借入か一時金の徴収が必要となりそうです。
借入や一時金は他の住民からの合意を得られるかが問題とな
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ベストアンサー編

り、大規模修繕工事の延期も検討しています。
そもそも修繕積立金不足するには金額の設定に問題があると
思います。一般的に修繕積立金はどうやって決まっているので
すか？

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

おかげさまで創業

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

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
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