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管理組合
File Data. 65 東京・板橋区／ドラゴンヒルズ板橋中台壱番館管理組合

敷地に高低差があるマンション。こうしたケースでは足場の
組み立てや解体作業の際にはほとんど小運搬となり、施工性で
時間のロスが多かった。とはいえ、マンションの大規模修繕工
事はすべてケースバイケース。立地・環境条件に配慮して施工
計画をたてなければならない。
工事として特に心がけたのは、着工が昨年の８月20日から
ということもあり、近年の台風やスコールのような雨のため、
雨がかり部分を先行したこと。天候を予想した工程は現場代理
人の判断に頼った。現場代理人のセンス＝会社の評価につなが
るところだ。
さらにバルコニー面を優先に作業を進めていき、居住者が洗

濯物の制限を受ける期間を極力短縮できるように指示し、年内
に足場が解体できるよう計画した。
管理組合や居住者の協力も含め、予定通り工事を進めること
ができたことは、管理組合、設計・監理者・施工者がそれぞれ
の立場で理解しあった結果だといえよう。
◇
今回の工事で最も注力したのが防水工事。
「漏水などがすで
に発生しているので、確実な防水工事を行っていきたい」とい
うのが工事計画のポイントだった。
特に屋上の露出アスファルト防水は漏水もしていたこともあ
り、アスファルト保護シートにひび割れ及び膨れ等が目立った
状態だ。ルーフバルコニーは保護コンクリート表面の風化が全
般的に見られ、パラペット部分のウレタンのひび割れも数多く
見受けられた。
◇
そこで下記の工法を採用した。
【屋上】アスファルト防水被せ１層張りトーチ工法
今回、既存がアスファルト露出防水のため、その上にトーチ
バーナーを使い、トーチ工法用アスファルト防水シートを直接
焼き付けながら貼り付けて１層で仕上げる工法を採用した。
【ルーフバルコニー】ウレタン塗膜防水通気緩衝工法
ルーフバルコニーの既存仕様は保護コンクリート仕上げと
なっているため、コンクリートからの湿気による防水層の膨れ
や、コンクリートの乾燥・収縮の影響等挙動による防水層の破
断を防ぐため、通気緩衝シートを貼り付けてから、ウレタン防
水を施工する工法。この仕様はマンションの主にルーフバルコ
ニー等で採用される。
◇
その他の工事では、共用廊下の天井照明をLED照明に変更。
以前は薄暗い感じだったが、非常に明るくなり、建物の高級感

●共通修繕工事項目
⑴【外壁：タイル】劣化部補修、高圧洗浄、薬品洗浄
⑵【外壁：タイル浮き・欠け・割れ】貼り替え
⑶【外壁：タイル下地の浮き・モルタル壁の浮き】エポキシ樹脂注
入工法
⑷【床：タイル】割れ貼り替え、浮き注入補修、クリーニング
⑸【壁：塗装】劣化部補修、高圧洗浄、微弾性下地、水性反応硬化
形シリコン樹脂塗料仕上
⑹【天井：廊下・バルコニー】劣化部補修、水性反応硬化形透湿性
仕上塗料仕上
⑺【シーリング】伸縮目地、打継ぎ目地、サッシ・鋼製建具・ＥＶ枠・
換気口等全面打替え
⑻【躯体：クラック（0.3mm未満）】フィラー擦り込み
⑼【[躯体：クラック（0.3mm以上）】Ｕカットシール、エポキシ樹
脂注入工法
⑽【スチール扉・枠：塗装】ケレン、NADウレタン樹脂塗料仕上

⑾【雨樋】NADウレタン樹脂塗料仕上
⑿【ドレン】タールエポキシ樹脂塗料仕上
⒀【クリーニング】サッシ（外面）、換気口等
⒁【バルコニー】床：長尺塩ビシート貼り、天井・隔て板：塗装、側溝：
ウレタン塗膜防水（複合防水仕様）
⒂【エレベーター】扉・枠ダイノックシート貼り
⒃【開放廊下】床：長尺塩ビシート張り、側溝：ウレタン塗膜防水（複
合防水仕様）、天井：塗装
⒄【ルーフバルコニー】ウレタン塗膜防水通気緩衝工法
⒅【エントランスホール】天井クロス張替え（ひび割れ補修）
⒆【エレベーター】扉・枠ダイノックシート貼り
⒇【屋上】アスファルト防水被せ1層張りトーチ工法
●改良工事項目
⑴【外部階段】手摺取付け ⑵【機械式駐車場】パレット塗装
⑶【外廊下】点検扉新設 ⑷【外壁】通気管改良
⑸【照明】LED化 ⑹【外構】フェンス扉新設

屋上に漏水発生
確実な防水工事を目指す

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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がアップし、居住者に大変喜ばれている。
管理組合には建築に詳しい区分所有者が多く、いろいろ積極
的な質問、要望等を寄せてもらった。
施工者である三和建装現場代理人と営業担当者によると「そ

のおかげで活発に意見交換ができ、充実した定例打合せをする
ことができた」
「居住者の皆様は協力的な方が多く、スムーズ
に工事をすることができました」と話している。

before and after

エントランスホール外観

建物北側の施工の様子

ルーフバルコニーはウレタン塗膜防水通気緩衝工法を採用

屋上はアスファルト防水被せ1層張りトーチ工法

工事データ ○建物概要／ 1999年（平成11年）５月竣工・
RC造・１棟・10階建て・57戸 ○工事名／ドラゴンヒルズ板
橋中台壱番館大規模修繕工事 ○発注者／ドラゴンヒルズ板
橋中台壱番館管理組合 ○設計・監理者／㈱ライフポート西
洋 ○施工者／三和建装㈱ ○主な工事内容／仮設工事／下
地補修工事／塗装工事／鉄部塗装工事／防水工事／シーリン
グ工事／内装工事／その他附帯工事 ○工期／平成25年８月
下旬～平成26年１月下旬（５カ月）
バルコニー床は長尺塩ビシート、側溝にはウレタン塗膜防水を塗布

●設計・監理者：株式会社ライフポート西洋
本社：
〒102−0074  東京都千代田区九段南２−４−16 九段ZENビル

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

☎03−3221−9521（代表） 代表者：平塚一之
設立：1984年（昭和59年）４月 資本金：5,000万円
http://www.lifeport-s.com
●施工者：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

東海塗装株式会社
リニューアル事業部

☎042−450−5811（代表） 代表者：中 衆司
設立：1978年（昭和53年）４月１日 資本金：１億円
http://www. sanwakenso.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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管理組合の英断・事例セミナー

605台機械式駐車場撤去、自走式へ
NPOよこすかマンション管理組合ネットワークは７月19
日㈯13時30分から、アイビーヒルズ久里浜団地管理組合法人
（1998年竣工・701戸）で工事見学会を行った。
４段昇降横行型で１カ所に故障があると25 ～ 30台の車の出
し入れができなくなってしまう不便さ、車両制限による駐車場
利用率の低下、毎月のメンテナンス費や将来的な建替え費用の
莫大な支出などの理由で605台分の機械式駐車場を撤去、自走
式立体駐車場の建設に踏み切った。
総工費約11億円。修繕積立金を使い切ることができないた
め、60％を借入する。これまで管理費会計に入れていた駐車
場使用料を独立会計とし、借入金の返済やメンテナンス費用に
あてていくこととした。
施工期間は１年余り。この期間の仮駐車場をマンションから
車で15分の横須賀市の土地を借りることができた。管理組合
負担でシャトルバスを日に往復40本運行。さらに仮駐車場代
も管理組合の負担とした。
管理組合からは建物施設管理委員会の設立から管理組合員の
合意形成、代替駐車場の確保、資金計画の立案、総会決議に至
るまでの経緯を、中村欽一建物施設管理委員長が話した。

取り壊し前の機械式4段昇
降横行型駐車場
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建設後の自走式立体駐車場

工事データ
○工事名／アイビーヒルズ久里浜機械式駐車場撤去・自走
式駐車場建設工事 ○建物概要／ 1998（平成10）年竣工・
地上14階建て・５棟・総戸数701戸 ○発注者／アイビー
ヒルズ久里浜管理組合法人 ○施工者／㈱伊勝 ○主な工
事内容／共用仮設（工事事務所、資材置き場等の設置）／
インフラ整備／仮駐車場整備／機械式駐車場解体／山留、
H銅打設／掘削／基礎擁壁／自走式駐車場本体工事等 
○工期／平成25年４月～平成26年８月（予定）
○駐車場充足率（台数÷総戸数）
既 存：701戸に対して701台＝100％
（機械式677台、平置き24台）
工事後：701戸に対して632台＝約90％
（自走式582台、機械式72台、平置き32台）
工事後の駐車場使用料（月額）
：自走式１、２階10,500円、
３階8,500円、４階7,500円、機械式上段10,500円、ピッ
ト２・３段目8,000円、平置き10,500円

管理棟の集会所で工事説明、管理
組合の取り組みを聞く参加者

実際に建設した自走式立体
駐車場を見学する

管理組合役員勉強会
「大規模修繕工事―よくある質問事例と回答―」その１
紙上採録

6 ／ 29 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６月29
日㈰午後１時30分から、東京・京橋で「大規模修繕工事を
マスターするために―よくある質問事例と回答―」と題し、
管理組合役員勉強会を開きました。
講師は㈱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。この勉強会は３カ月に１度のペース
も参加者から好評を博しており、毎回満席の状況です。
次回勉強会の予定は９月28日㈰です（16ページ参照）
。

Question1.
次の工事までの期間はどこまで延ばせる？

Answer

これはその昔、まだマンションの外壁で全面塗装仕上げが一
般的だったころ、塗装材料の質もあまりよくなく、その塗装材
料の寿命がほぼ10年程度といわれていた時期、外壁塗装替えの
工事が10年くらいで実施していたことに由来します。
では、タイル外壁はもっと寿命が長いでしょう、といえるは
ずです。実はその通りだと思うし、周期はもっと長くてもよい
はずです。
でも結局、塗装仕上げもタイル外壁も混在しているマンショ
ン管理の現状では、予防保全的な考え方で一緒に扱われている
のです。
また、外壁仕上げの寿命は長く見積もっても、目地などで使
用されているシーリング材の劣化を同様に考えることは難しい
といえます。シーリング材の劣化によって雨水がコンクリート
に浸入し、鉄筋のさび、爆裂、ひび割れなど躯体の劣化を誘発
するのです。
次の修繕は予防保全ならやっぱり12 〜 15年、ただし経過観
察を行い、事後修繕を部分的に繰り返すならもっと延ばせるで
しょう。

予防保全か事後修繕のどちらかの考え方を採用するかにより
異なる
国土交通省の長期修繕計画
ガイドラインでは、大規模修
繕工事の時期は12 ～ 15年周
期とあります。ただし、個々 Question2.
の建築材料のマテリアルは近
職人不足の今、工事の発注はいつが有利なの？
年性能が良くなり、耐久性が
Answer
アップしてきている。
にもかかわらず、１回目の大規模修繕工事は12年前後が多い
オリンピック後が有利という説もあるが、元々の計画に合わ
といえます。
せて進める方が後悔しない
これは、致命的な故障が発生しないように、あらかじめ理論
総務省統計局の労働力調査による建設業における就業者数を
上の修繕周期を設定し、故障の発生事象や発生率とは無関係に
引用しました。これによると、建設業の労働力は過去10年間で
行う「予防保全」の考え方によって修繕計画を立てているから
約100万人減少していることがわかります。
であります。
今後10年の将来予測としては、さらに100万人が減少するの
これと対比して故障が発生してから故障個所をその都度修繕
ではないかという見方も出ています。
する考え方を「事後修繕」と呼びます。
したがって、長期的なマインドとしては、先になればなるほ
どちらも正しい工事手法の考え方であり、どちらを選択する
ど、熟練した作業員の不足問題が発生しやすい環境になってき
かは発注者である管理組合が採択することになります。
ます。
管理組合という団体の場合、突発的な故障への対応のレスポ
消費税増税、東京オリンピックなど、工事契約のタイミング
ンスや手続き、予算と決算のあり方等を総合的に考慮すると、 が話題となりがちですが、管理組合としては元々の計画に合わ
大規模修繕工事には「予防保全」の考え方をとる方が安全です。 せて進めるという考え方を崩さない方が後悔しないといえるで
そもそも外壁の大規模修繕工事周期の12 〜 15年はどこから しょう。
来たのでしょうか？
主な産業別就業者数（抜粋引用） 単位：万人
年 月
建設業
年 月
建設業
年 月
建設業

2003年
604
2013年 2月
508
2014年 1月
491

おかげさまで創業

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 # 2011年 2012年 2013年
584
568
560
554
522
522
504
<502>
503
499
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
505
506
503
500
472
484
505
510
509
492
2月
3月
4月
5月
総務省統計局／労働力調査平成26年（2014年）5月分（2014年6月27日公表）
# < >内の実数は補完推計値又は補完推計値を用いて計算した参考値である。
498
509
510
511

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
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第13回マンション問題勉強会
管理費問題を中心に裁判例を紹介

会場となった大田区民センターには約40人もの参加者が集まった

大田区マンション交流会（高橋明彦会長）を中心とするマン
ション問題勉強会が７月20日13時30分から、大田区新蒲田の
大田区民センターで第13回会合を開きました。
当日は第１部で希望法律事務所の佐藤元・弁護士が『マン
ション管理に関する最近の裁判例―特に管理費の問題を中心と
して』
をテーマに講演。第２部では平成25年７月に制定した
「豊
島区マンション管理推進条例」の施行１年経過後の状況を豊島
区議会の西山陽介議員が報告しました。
今回は佐藤弁護士の講演模様を抜粋して紹介。次号で豊島区
のマンション管理状況の集計結果を掲載します。

管理費からの町内会費等の徴収・支出は可能か
佐藤弁護士は「管理費の決め方を巡る諸問題」として、１．
不在組合員の管理費増額の合理性、２．町内会費等の自治会費
を徴収・支出することの可否、３．各戸の水道料金を管理費に
含めることの可否（一括検針一括徴収制度の検討）、４．インター
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ネットサービスに係る費用に関する裁判例の説明を行った。
中でも、
「２．町内会費等～」では、町内会費の徴収は共有
財産の管理に関する事項でなく区分所有法第３条の目的外の事
項であるから、規約等で定めても拘束力はないとし、管理費の
中に含めることを否定した例（東京簡判平19・8・7）を紹介。
一方で、マンション建築の際の近隣住民らとの協議の結果、
区分所有者は町内会に加入することとされているため、管理費
から町内会費を支出することを認めた例（東京高判平24・5・
24）もある。
この２例を説明した上で佐藤弁護士は、
「管理組合の行う『管
理』とは建物等の管理のみでなく区分所有関係の調整をも含ん
だ広い概念である」とし、
「コミュニティの醸成が、建物等の
円滑で長期的な管理に資するのであれば管理費に含めての町内
会費等の徴収、管理費からのそれの支出は可能であると解した
い」と話した。
とはいえ、裁判例では否定例が出ていること、マンション標
準管理規約では管理費からの町内会費等の支出を想定していな
いことを考えると、
「リスクがある」とも。
「いずれにしても、町内会費等の徴収をしている、またはし
ようとしている管理組合は検
討を要する」とした。
こうしたケースバイケース
で、さらにその内容がグレー
ゾーンに当たる場合は、専門
家を交えて慎重に議論を進め
ていく必要があると言えるだ
ろう。
講師の佐藤元・弁護士（左）と
高橋明彦会長（右）

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

ベランダの私物移動・廃棄
大規模修繕工事の際に実施するベランダ・バルコニーの防水
工事で支障となるのが、物置、植栽（プランター）、ウッドデッ
キ、置き型磁器タイルなどの私物の移動です。
各住戸のベランダ・バルコニーは非常時の避難通路の役割が
あることや外観上の見栄え、上下階への影響などから共用部分
とされています。
ただし、各戸の居住者が専従的に使用せざるを得ない部分で
あることから、正確には「共用部分の専用使用部分」と解釈さ
れています。
つまり、区分所有者に専用使用権を設定して日常の使用を認
めていますが、その管理は共用部分として管理組合が行うこと
が原則であるため、大規模修繕工事の項目としてベランダ防水
等が組み込まれているのです。
ところが、基本は共用部分であるということを理解していな
い区分所有者によって、大規模修繕工事の進行の妨げになるこ
とがあります。
＜クレーム事例1＞
新築購入時にオプションとして、置き型磁器タイルを設置し
た。オプション販売をしておいて、大規模修繕工事をするから
個人で撤去しろというのはおかしいではないか。説明もなかっ
た。
⇒管理組合がクレームを言われる筋合いはありません。その
人は新築時に置き型磁器タイルをオプション販売した分譲会社
に責任を問うべきです。それも個人と分譲会社との問題です。
管理組合としては、「共用部分の専用使用部分」であること
の説明を行うべきでしょう。それでも施工を拒否された場合、

施工中はベランダの荷物は移動しなければ
作業ができない

齋

藤

秀

人

区分所有法上の「共同の利益に反する行為」の説明や、将来的
に不具合が生じた場合の責任の所在を決めておくことなどを示
唆し、工事の進行を妨げないようにする対応が必要です。
＜クレーム事例2＞
大規模修繕工事の前年にルーフバルコニーに人工芝を貼っ
た。工事を行うなら事前に知らせてほしかった。撤去復旧費用
は管理組合で持ってほしい。
⇒大規模修繕工事は長期修繕計画に基づいて行うことが一般
的です。長期修繕計画は閲覧できる体制であること、各戸に配
布してあることを確認していますか？
さらに工事の２，３年前から建物調査・診断を行い、工事計
画や資金計画の検討を行います。検討経緯などは常に広報を心
がけなければなりません。
こうした対応をとっていれば、クレームをつけた人も管理組
合の組合員であることから、反論のしようがなくなります。当
然、撤去復旧費用を管理組合が持つ必要はありません。
◇
私物の破棄についても問題があります。近年、大規模修繕工
事の際に出る産業廃棄物とともに居住者から出る粗大ごみの回
収も同時に行うサービスが好評だそうです。
ただし、
工事業者選定の際に「無料で回収します」というリッ
プサービスを信じてしまうケースもあるようですが、おカネが
かかる部分を無料サービスとして受けると、必ずどこかでしわ
寄せが来ます。
適正な工事を行いたいのであれば、あまり足元ばかりを見ず
に、支出しなければならないものはきちんと支出する理解が必
要です。

施工のため、一時移動場所を作ったケース。た
だ、仮置きの物品はあくまで自主管理が原則だ

産業廃棄物をまとめるコンテナ。家庭の粗大ご
みも受けるケースもあるが、「無料回収」には
注意が必要
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マンションライフライター

タカラスタンダード㈱ 三島工場

の

マンション管理に関係する公的機関や民間団体の紹介コーナー。管理
組合へのアプローチ、マンションへの取り組みをマンションライフライ
ター kitamiが活動拠点となる事務所やその他の現場にお邪魔します。

三島工場第一

工場見学の前の座学で話す
宮本秀彦・横浜支店長

マンションリフォーム用システムバス
年間約1万台を生産
６月30日、マンション設備改修施工会社ら15人とともに静
岡・三島市にあるタカラスタンダード㈱三島工場を見学してき

在来浴室から
ユニットバスへ
三島工場内の
展示スペースにて
施工前の在来浴室

浴槽パンを設置

洗い場の板を設置

ました。新横浜駅10時過ぎにみなさんと待ち合わせ、新幹線
で40分足らず。あっという間に三島駅に到着。独特の甘口の
たれで有名なお店で三島名物・うなぎ丼を食し、タクシーで三
島の工場地帯へ向かいました。
タカラホーローシステムキッチンでおなじみのタカラスタン
ダード（本社：大阪）は明治45年創業。鋼板メーカーとの研究・
開発を積み重ね、
独自の「高品位ホーロー」技術をシステムキッ
チン、システムバス、洗面ユニットなどに展開しています。
三島には第一、第二、長泉の３工場があり、全国16工場の
中でもシステムバスの受注・生産に特化。定型の浴室はもちろ
ん、オーダーメイドである「ぴったりサイズシステムバス」も
生産し、全国に発送しています。
工場の従業員数は事務職員も含めて約300人。私たち見学者
に対して、作業をしながらもみなさんきちんと挨拶をしてくれ
ます。仕事の邪魔をしては悪いな～と思いながらもカメラを向
けて写真をたくさん撮ってし
まいました。
当日は梅雨の晴れ間で、気
候もよかったのですが、工場
というものは、夏は暑く、冬
は寒いところです。そんな中
でも工場には年間6,000人も
の施工業者が見学に訪れるそ
在来浴室の浴槽、床を撤去して架台を設置
うです。
三島工場の案内をしていた
だいたのは松下さん。工場内
は機械の音が大きいので、私
たちは各自ワイヤレスのイヤ
ホンをつけ、マイクを通して
松下さんの説明を聞きまし
た。
システムバスの完成

溶接して型つくりしたステンレスの浴槽
を手に説明する松下さん

洗い場の加工工程の説明

ステンレス材は溶接→研磨→ブラストで完成

洗い場の製作過程

ウレタン吹き付け後の浴槽のサンプル

出来上がりを梱包し、支店ごとの配送
拠点に出荷する

◆三島工場の概要（第一、第二、長泉の合計）
○敷地面積：27,468㎡ ○建物面積：24,589㎡ 〒411-0824 静岡県三島市長伏163番地3 ☎055-977-3001（三島工場第一・代表）
◆東京支社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-13 ☎03-5908-1231（代表） ◆横浜支店 〒221-0821 横浜市神奈川区富家町4-1
☎045-435-8031 ◆その他全国に支社・支店37カ所、営業所115カ所、工場16カ所、関係会社2社、ショールーム国内168カ所・海外1カ所。
資本金263億5,600万円、総従業員数5,371人（平成24年3月末現在）
http://www.takara-standard.co.jp
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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」

日住協特設ブース、35組が相談に
朝日住まいづくりフェア・マンション快適ライフ2014
ます…」という相談を受けました。さらに築29年の川崎
市のマンションも給水管更新の相談。
こうした相談にはまず、マンション管理に詳しい専門
技術者、設計コンサルタントの診断を受けることをアド
バイスしました。
管理運営面では、川崎市中原区のマンションが管理会
社の勧めに従うべきかどうかの相談。また、
「管理組合の
理事になったが、何をやればいいのか」と戸惑いを表す
築20年のマンション役員もありました。
NPO日住協の特設ブース

給排水設備改修関係が9件
管理組合の抱えるテーマを反映
朝日新聞社が主催、NPO日住協が共催した「朝日住ま

埼玉県内の築10年50戸のマンション役員は、
「修繕委員
を引き受けたが、建物調査を管理会社に依頼するかどう
か、調査内容もわからず悩んでいる」と正直な相談。日
住協の大規模修繕支援制度の内容を説明しました。
新潟市内のマンションの人も相談ブースに立ち寄り、

いづくりフェア・マンション快適ライフ2014」は５月30

こちらは「備品等の購入金額が高すぎる」「収納業務に不

日から６月１日まで、東京ビッグサイトで開かれました。

信感がある」など管理会社への不満をぶつけていました。
◇

期間中、NPO日住協は特設ブースでは、日住協理事、
専門技術者の一級建築士、マンション管理士等がマンショ
ンの大規模修繕工事、管理運営などに関する無料相談に

いずれの相談内容も現在のマンション管理組合の抱え
るテーマが反映されていると感じます。
NPO日住協は今後、相談内容を分析し、継続的なアド

応じました。
◇
フェアの来場者は例年より多く33,046人。土日は、家

バイスが必要なケースでは、フォローしていくことにし
ています。

族連れが目立ちました。
日住協特設ブースには３日間で35件の相談がありまし
た。相談内容は、高経年マンションにより近年増えてき
た給排水設備の改修関係が９件でトップ。さらに大規模
修繕工事に関する相談が８件と続き、理事会運営など管
理運営の関する相談も８件ありました。
◇
「築42年、漏水事故が頻発している。調査をまず実施す
べきですか」と相談したのは新宿のマンション管理組合。
また、築40年60戸のマンションからも「給排水管の工事
が必要と指摘されたが、更新か更生かで判断に迷ってい

今年の朝日住まいづくりフェア・マンション
快適ライフには3万人超が来場した
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リフォーム 事 業 本 部

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

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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関東圏でも広がる外断熱改修
Sto Japan 東京・中野で工事見学会
年間6関東圏でも広がる外断熱改修万円程度の
電気料金削減を期待
Sto Japan（シュトージャパン）株式会社は今年３月、東京・
中野のH邸改修工事施工現場見学会を行いました。関東圏では
まだまだ認知度が低い外断熱改修について体感してもらうこと
が目的で、デベロッパー、改修工事業者、管理組合が15人程
度参加しました。
オーナーは昨年、オフィス・倉庫であった中古案件を購入し、
「住宅としてより快適な空間で生活したい」という希望で外断
熱改修を採用したといいます。
ただし、当初は「外断熱」については聞いたこともないよう
な状況でした。そこで改修工事での情報取集に取り組み、外断
熱について下記のような知識を得てもらいました。

H邸の外断熱改修前と後

①世界各国で一番使われている工法であること
②外断熱を行うことによって、建物の寿命を延ばすことが
可能であること
③結露を抑制できること
④断熱材で建物を包み込むことによって建物が外気温の影
響を受けにくいので、夏場涼しく冬は暖かいこと
改修工事に当たり、タイルだと建物のデザインに味がなく、
塗り壁がよいというのが設計担当者の希望でした。施工実績か
ら「仕上がり具合がきれいだった」と設計担当者がSto Japan
の工法を推薦。オーナーに採用してもらいました。
また、今回の工事では建物正面の段差をなくして「フラット
なファサード（建物正面の外観）にしたい」という希望があり、
それもSto Japanの工法で解決しました。
EPS断熱材を使用した湿式外断熱工法であれば断熱材の厚み
を変えることによってフラットな仕上げが可能となります。
実際に正面は70mmだと凹んでしまう部位は240mmを使用
して正面の凹凸をなくしています。湿式外断熱システムは軽量
なので建物に大きな負荷
をかけることもなく、工
事が可能となるのです。
外断熱導入効果につい
ては、建物の延命や結露
防止のほか、千葉市の類
似物件から年間6万円程
度の電気料金削減を期待
しています。
デベロッパー、工事業者、管理組合役員
など15人が見学に訪れた

建物正面の段差
を断熱材で埋め
たいという希
望があり正面は
240mmの 断 熱
材を使用した
断熱材を施工する前と施工後
＜工事概要＞○工事名：H邸改修工事（仮称）※オフィスから住宅へのコンバージョン工事 ○建設地：東京都中野区 ○構造：RC造地上3階地下1
階 ・築18年 ○建築面積：51.75㎡ ○延床面積：186.3㎡ ○既存外壁部：コンクリート打放の上吹付タイル吹付（弾性防水型）、一部磁器質タ
イル貼り ○改修後外壁部：湿式外断熱システムStoTherm Classic（シュトーサーモクラシック）、1階エントランス前は仕上げ工事のみ。 ○断熱
材厚：30mm、70mm、240mm（70mm、240mm 部分はジベル併用） ○外壁施工面積：湿式外断熱システム250㎡ 、仕上げ工事56㎡ ○外
断熱改修工事期間：2014年2月～ 4月 ※ジベルとは断熱材を止める断熱ピンのこと。通常は断熱材の接着は専用の樹脂モルタルを使用するが、改
修工事等でコンクリート躯体に確実に断熱材の固定を行うために使用する。改修工事の場合には下地補修を最小限に抑えることができる。
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教えて！管理組合交流相談室
Q10 管理費や修繕積立金の預金口座名義は
どうしているのが一般的ですか？
＜第55号18p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
基本は理事長名義、保管・管理体制に注意を
預金口座名義が「○○マンション管理組合管理代行△△管理
会社」名義となっている場合、管理会社が倒産したときには、
大切な管理費や修繕積立金が戻ってこなくなる事態も想定され
ます。
基本的には「○○マンション管理組合理事長◇◇」名義とす
るなどの対応を進めましょう（マンション標準管理規約第62
条）
。
ただし、「○○マンション管理組合管理代行△△管理会社」
名義であっても、収納代行方式として１カ月以内に管理組合の
預貯金口座に移し換え、返還債務保証措置を講じる場合に限っ
て認められることになっています。
修繕積立金など、保管口座の管理は特に注意しましょう。通

帳と印鑑の保管を区別するなどの工夫が必要です。両方を管理
会社や理事長、会計担当理事1人に預けず、印鑑は理事長、通
帳は管理会社などと分けて保管するなどの対応が大切です。
近年、管理会社のフロントマンや管理員、理事長や担当理事
などによる不正事件が多発しています。修繕積立金を取り崩す
必要がある場合などには、総会の決議に基づいて適切に支出さ
れているか複数人でチェックするような体制を整えておくこと
が必要です。
マンション管理適正化法
第76条（財産の分別管理）
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理
する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産につい
ては、整然と管理する方法として国土交通省令で定める
方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と
分別して管理しなければならない。
マンション標準管理規約
第62条（預金口座の開設）
管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金
口座を開設するものとする。

教えて！管理組合交流相談室
Q11

ベストアンサー編

クエスチョン編

自分の部屋を勝手に改造している 住戸があって困っています。

元地主で、長年理事長を務めていた区分所有者の住戸で、ベ
ランダを改造して住戸の専有部分面積を広げる改造をしていた
ことが発覚しました。勝手な改造は建物躯体に影響があると思

われます。管理組合として今後、こうしたことがないようにす
るためにはどうしたらよいでしょうか。

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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「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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The present situation in Mansion

マ ン シ ョ ン 管 理 動 向 の ホット な 話 題

第5回

役員のなり手不足の打開策

管理規約の変更による対応例
マンション標準管理規約（単棟型）第35条は管理組合役員
について述べていますが、役員のなり手不足に対応する目的で
2011年７月に条文が改正されました。
（旧）
理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員の
うちから、総会で選任する。
（新）
理事及び監事は､ 組合員のうちから､ 総会で選任する。

力金（戸当たり月額2,500円）
」を新設し、支払いを求めていた
件で最高裁第三小法廷は2010年１月26日、管理組合による「住
民活動協力金」の請求を認めました。
外部に住んでいることを理由に役員にならないのは、管理組
合の運営には全く関心を示さない非協力者と同じことであり、
こうした人たちに協力金を上乗せすることで役員の人材と報酬
の財源を同時に確保できるとした判決でした。
その他、
不在区分所有者に対しては下記表のような例がある。
ポイント

新たに協力費等を設けるためには総会での普通決
議（1/2）以上が必要。協力費がどの会計に入る
のかについてなども明確にしておきましょう。

「役員報酬等の支払い」による事例

改正コメントでは、「役員の資格要件をマンションへの居住
の有無にかかわりなく区分所有者であれば、組合員としての役
員資格を与えて、それぞれのマンションの実態に応じて、居住
条件を加えることも考えられる」として、組合員からの役員選
任については、各マンションでの判断にまかせた形としていま
す。 組合員の配偶者または成年に達した一親等の親族も役員
になれるとするケースもまれではありません。
マンション外部の専門家を活用し、管理規約に盛り込んだリ
ゾートマンションの例もあります。
規約第○条第２項（役員）
２ 理事及び監事は、次に掲げる者のうちから､ 総会で選
任する。
（略）
四 組合員でないものの、弁護士、マンション管理士、建
築士その他マンションの管理等に関する専門的知識を有
する者で、理事会がその決議により推薦する者（ただし、
その人数は役員定数の３分の１を超えてはならない）
。

役員を引き受ける区分所有者と引き受けない区分所有者との
労力や負担の不公平感をなくすため、役員報酬を定めている管
理組合も少なくない。
平成25年度マンション総合調査における「役員報酬」のア
ンケート結果（対象2,322管理組合）は次のとおり。
●役員報酬の有無
その他・不明

5.1％

理事長のみに報酬を
支払っている 1.2%
報酬は支払って
いない 73.1%

●役員一律の場合の報酬額／月
5000円〜
〜5000円
〜4000円
〜3000円

「住民活動協力金」の新設
自ら専有部分に居住しない区分所有者に対し、「住民活動協

〜2000円

8.9％

7.9％
5.0％

7.9％
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名 目
通信費
外部協力費
不在区分所有者管理費
通信費
文書配布に関わる費用
通信費
通信費

金 額
600 円／月
1,000 円／月
管理費の 5％
2,000 円／年
2,000 円／月
2,000 円／年
2,000 円／年

備

〜1000円

49.5％

20.8％

不在区分所有者への対応例
A マンション
B マンション
C マンション
D マンション
E マンション
F マンション
G マンション

役員全員に報酬を
支払っている 20.6％

考

㎡数によって各戸異なる
役員になれないためを含む

役員報酬が各役員一律の場合
の月当りの平均額は2,600円でし
た。一律でない場合は、理事長…
9,200円／月、
理事…4,400円／月、
監事…4,100円／月という結果で
す。
理 事 長 の 場 合、
「10,000円
超 」 が22.7 % と 最 も 多 く、 次 い
で「2,000円 超3,000円 以 下 」 が
14.2%、
「1,000円超2,000円以下」
が13.6%でした。

おもしろコラム

夏を彩る浴衣

ちょっと一息

盛夏となると風物詩である夏祭りや花火大会が各地で
盛んに行われ、最近は色とりどりの浴衣に身を包んだ若
い女性の姿が多く見られるようになりました。また女性
のみならず渋い取り合わせの浴衣を纏（まと）った若い
男性も増えているようです。
実は浴衣が外出着となったのは明治以降とまだ新しい
文化で、浴衣の元を辿ると、古くまだ風呂が蒸し風呂だっ
た時代に着たまま風呂に入った「湯帷子─ゆかたびら─」
（帷子─かたびら─とは麻素材の単衣の衣を指します）に

は手軽な浴衣に興味を持って取り入れるのは大変に好ま
しいことと思います。

行き着きます。
時代が変わり湯船に浸かる風呂ができてからは帷子を

現在は染色技術の進化によって着物と見紛うような華

湯上りの汗取りとして着るようになり、浴衣の字が当て

やかな浴衣も多く、時代の変化とともに着方も人それぞ

られるようになりました。

れですが、あくまで着物とは一線を画した普段着である

次第に単に汗取り・水切りであったものから、湯上り

ことを知っておいていただきたいと思います。

のくつろぎ着へと変化して庶民の間に定着し、江戸時代

先述の経緯のように、浴衣は決して着物が簡略化した

に銭湯が出来て以降は、風呂に通う際に外へも着て出る

物ではなく、別の用途から独自に発展した物であること

ようになりました。

を考えればおわかりいただけるのではないでしょうか。

こうして気軽な外出着の要素が強まり、現在の浴衣の

近年さらに発展した外出着としての浴衣は一過性の

原型ともいえる木綿に染めを施した浴衣が普及していっ

ブームではなく定着しつつある感があり、夕闇に映える

たのです。

華やかな姿を今年もたくさん見ることができるでしょう。

和装の文化が見直されつつある昨今、若い世代がまず

●営業本部
●北関東支店

●工事本部
●東関東支店

（文：現庵／絵：吉田たつちか）

●海外工事部
●関西支店
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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、

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

