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修繕奮闘記File Data 80

コンサルは週2回工事監理を採用

着工時期も選択、1歩ずつ工事に

向き合う

Insurance

再来！マンション総合保険、秋の嵐

保険料、3倍、4倍…6倍超も！

判例紹介

西宮市営住宅の暴力団排除条例は合憲

入居者に明け渡しを命令

防災関連商品紹介

蓄光材料の避難誘導商品、非常用階

段避難車等

Lecture

管理組合役員勉強会「失敗の研究」

大規模修繕工事の成功のカギは長期

修繕計画にあり！

アラウンドマンションよもやま話 

マンションも空き家対策の備えを

教えて！管理組合交流相談室 

Ｑ  窓ガラス等の改修費用はだれが

負担するの？

Ａ 基本は区分所有者負担

  組合の取り決めで一括工事の例も

Seminar

次回は10月25日㈰

　横浜・保土ケ谷区のアーバンコンフォート横浜和田町管理組合では７
月19日から、３カ月契約で長野県伊那市のグリーンファームより、今年
４月生まれの子ヤギ「ルル（オス）」「モモ（メス）」（名前は居住者によ
る公募で決定）の２頭を除草対策、コミュニティ向上を目的にレンタル
しています。
　管理組合では「子ヤギの話題から居住者同士が顔を合わせる機会が増
えた。夏休み期間中なので、特に子供たちが喜んでいるし、高齢者と子
供の接点も生まれています」といいます。
　子ヤギの放牧場所は急勾配の法面約730㎡。この一帯は入居以来14年
間、管理会社による除草につき年１回23万円を植栽管理費として支払っ
てきたそうです。
　子ヤギのレンタル料は１頭につき半年間で3,000円×２、プラス小屋

除草に子ヤギをレンタル
コミュニティ向上での活躍も期待
アーバンコンフォート横浜和田町管理組合

マンション
みどりの維持管理
マンション
みどりの維持管理

Vol.7

子ヤギは暑い真夏の日差しを避け、夕
方から夜にかけて活発に活動している

長野県伊那市のグリーンファー
ムにて、子ヤギを受け取りに
行った理事長と副理事長（左か
ら2人）

放し飼いにする法面は約730㎡。50
～60度の急勾配となっている

代１基5,000円で、合計１万1,000円。１
頭当たり月に100㎡は食べるということか
ら、うまくいけば十分な節約効果が期待
できそうです。
　組合では「ヤギをお世話し隊」を設置し、
飼育のサポート（水の入れ替え・小屋の
清掃等）を行っています。動物や家畜が
苦手な居住者もいるので、特に匂いや鳴
き声には気を使っているそうです。ただ
近隣住戸を含む地域の自治会に報告した
ところ、拍手で歓迎されたといいます。
　居住者間では「試行錯誤を繰り返しな
がら、来年以降も続けられれば良いのでは」
という話が持ち上がっています。
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　File Data. 80　神奈川・相模原市／ディナ・スカーラ南橋本管理組合

管理組合

　大規模修繕工事計画当初の修繕積立金額に対し、どのような
工事費の節減ができるかを検討した。仮設現場事務所は集会所
を使い、作業員詰所や倉庫も１階のフロアを使うなど共通仮設
工事の費用を削ることができた。また足場仮設がなくても施工
できる共用廊下の塩ビシートの張り替えを修繕項目から除外す
るなど、施工する場所、しない場所の大規模修繕工事の方針を
決めて行った。
　一方、バルコニー幅が２mと広いので塗装面積が多いこと、
開放廊下に吹き抜けがあって足場仮設が割高になるなど、費用
のかかる条件もあった。
　工事前の管理組合対応としては、９期に大規模修繕工事委
員会発足、10期コンサルタント会社決定、11期施工会社決定、
12期着工と、足かけ４年かかった。
　こうした経緯や計画・準備について、他の管理組合の参考の
ため、６月６日には地元のマンション管理組合ネットワーク
（NPOかながわ県央ネット）の大規模修繕工事見学会に協力し、
管理組合主体の工事実施をテーマに説明を行った。
　大規模修繕工事で中心的役割を果たした管理組合役員の石﨑
潤次さんは、「第６期で修繕費の値上げを再三説明し、実現し

コンサルは週2回工事監理を採用
着工時期も選択、1歩ずつ工事に向き合う

たことで今回の工事ができた」という。
　コンサルタント会社はインターネットで調べて５社を選定。
見積もりやヒアリングなどで比較し、熱心に営業する会社では
なく、工事監理を最重点と考えて週２回行う建物保全センター
を選んだ。石﨑さんは「見積もりでは高くても、週２回の終日
工事監理は他になく、結果的に安くて、熱意があると感じた」
と採用した理由を語る。

大規模修繕工事で中心的役割を果た
した石﨑潤次・管理組合役員（右）
とカシワバラ・コーポレーションの
南秀之・現場代理人

資材の仮置き場のスペースがない場
合、居住者の安全を確保しながら設
置場所を確保する

1階フロアに居住者用の荷物置き
場を設置

6月6日、一般の管理組合役員を招
いた大規模修繕工事見学会の様子。
工事概要説明のあと、現場見学を
行った

着工前アンケートにより、樋の水漏
れをチェック

現場見学では外壁補修の状況や防
水、鉄部塗装などを見て回った

ひび割れ幅が0.3mm以上の場合は
Uカットシーリング工法を用いる

開放廊下側の吹き抜け部分に足場を
設置している様子

リフォーム事業本部
TEL：03-5479-1400　 FAX：03-5479-1401

〒108-0075  東京都港区港南１丁目８番27号 日新ビル９階
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工事データ
○工事名／ディナ・スカーラ南橋本大規模修繕工事　○建
物概要／ 2003（平成15）年竣工・RC造・地上８階建・１棟・
90戸　○発注者／ディナ・スカーラ南橋本管理組合　○設
計・監理／㈱建物保全センター　○施工者／㈱カシワバラ・
コーポレーション
○主な工事内容
・共通仮設／�現場事務所・作業員詰所・資材倉庫（管理組

合集会所を使用）、仮設トイレ、廃材コンテナ
・直接仮設／枠組み足場、飛散防止メッシュシート
・下地補修／鉄筋爆裂、タイル浮き、ひび割れ
・シーリング／躯体目地、サッシ回り
・外壁高圧水洗浄／高圧水洗浄、タイル薬品洗浄
・外壁等塗装／外壁、天井
・鉄部他塗装／�玄関扉枠、メーターボックス・鋼製扉、隔て板、

竪樋
・防水／塔屋、屋上、大庇等の笠木、バルコニー、廊下
・その他／�排気ガラリ・スクリーン等のクリーニング、ゴ

ミ置き場の屋根設置、集会所の天井張替え
○工事期間／ 2015年３月１日～ 2015年７月30日■設計・監理者：株式会社建物保全センター

　本社
　〒221−0835��横浜市神奈川区鶴屋町３−35−11
　ストーク横浜二番館504
　☎045−324−6152
　代表者：福市博臣　　設立：1986年（昭和61年）12月
　資本金：1,000万円
　http://www.k-tateho.jp

■施工者：株式会社カシワバラ・コーポレーション
　本社
　　〒108−0075��東京都港区港南一丁目８番27号
　　日新ビル９階
　　☎03−5479−1400
　西関東営業所
　　〒194−0215　東京都町田市小山ヶ丘１丁目10−５
　　☎042-798-0660
　代表者：柏原伸介　　創業：1949年（昭和24年）３月
　資本金：２億5,010万円
　http://www.kashiwabara.co.jp

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

　とはいえ、現役時代は新築物件などの建設に携わった石崎さ
んはマンション改修業界に苦言を呈す。
　「新築現場からみると居住者対応の工事は心得ているが、全
体的にもっと要領よくできるのでないかと思う」

　建設業界の大先輩からの目には「改善の余地アリ」と映ると
いう。「改修業界全体で努力すれば、企業側はさらに収益を上
げることができるし、管理組合側のコストダウンも可能性があ
る」と話す。今後の糧にしたい言葉である。

下地やタイル補修後、高圧水にて洗
浄を行う

躯体目地にシーリングを充填してい
る様子

使用済み空き缶の数量管理。品質
に必要な材料の量が使用されたか
の目安になる

　施工会社は業界紙に公募。
書類選考で７社に絞り、見積
もりとヒアリングで２社にし
てカシワバラ・コーポレー
ションに決定した。
　次に管理組合は３月着工、
７月竣工を掲げる。秋は残暑、
台風など生活の圧迫や工期の
遅れが考えられるからだ。こ
うして焦らず、一歩ずつ工事
へと向き合ったことも管理組
合の特徴といえる。

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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　昨今の損害保険会社各社の頻繁な保険料改定に伴い、築年数
の経過したマンション（築20年超）は特に大幅に保険料がアッ
プしています。さらに今年10月１日、マンション総合保険を
扱う大手３社が保険料をさらに引き上げる予定です。残り大手
１社も来年４月１日に追随すると言われています。10月１日
以降は保険料をこれまでの３倍、４倍…６倍超の契約を余儀な
くされることになるのです。
　〈表１〉は横浜市の築42年・40戸のマンションの事例。現契
約は５年一括契約で保険料は約51万円（５年分）。これが10月
１日以降、S社は約228万円、M社は約330万円、I社は約187万
円。T社は来年４月以降の改定ですが、現時点でも約123.6万
円となり、さらに４月以降は値上がりが必須です。
　なぜ、近年保険料の値上がりが頻繁なのでしょうか。それは
「保険料＜保険金請求」という図式がマンションで続いてきた
からだと、ある保険代理店は話しています。自動車保険と同じ
で、事故を起こしやすい年代からは保険料を高くとらなければ、
マンションの保険商品が赤字になってしまうからというわけで
事例検証

物件概要 補　　償　　内　　容
損害保険金

水災不担保
横浜市 共用部分評価額 2億150万円 設備不担保
築42年 付保割合 60% 破汚損担保
40戸 保険金額 1億2,090万円

費用保険金
失火見舞い担保

延床面積2,045㎡ 施設賠償 1億円 修理付帯担保
エレベーター1基 個人賠償 1億円 臨時費用不担保

〈表1〉現契約（511,790円）をもとに大手損保4社を比較すると…
S　社 M　社 I　社 T　社

現契約
（満期日H28.2.26） 保険料（5年一括） 511,790円

H27.9.30以前 保険料（5年一括） 999,180円 引受不可 1,545,170円 1,235,990円
築20年超
新規個賠
引受不可

H27.10.1以降 保険料（5年一括） 2,335,310円 3,299,440円 1,870,660円 H28.4.1
改定予定

免　責 ― 0円 1万円
（賠償は0円） 5万円 5万円

H27.10.1以降
現契約との差 保険料（5年一括） 約4.5倍 約6.4倍 約3.4倍 約2.4倍（ただしH28.4.1以降未定）

〈表2〉設計内容における対策（H27.10.1以降）
主契約保険料 個人賠償保険料 施設賠償保険料 小　計 合　計

H27.10.1以降（Ｓ社） 保険料（5年一括） 533,100円 1,302,400円 2,335,310円 ― 2,335,310円

（対策例）
主契約保険料 個人賠償保険料 施設賠償保険料 小　計 合　計

①H27.10.1以降（Ｓ社） 保険料（5年一括） 533,100円 ― 169,340円
（別契約） 702,440円 A

②H27.10.1以降（Ｉ社） 1年契約×5年 1戸2,000円×
40戸×5年 400,000円 ― 400,000円 B

A＋B＝1,102,440円

す。
　とはいえ、保険料の節減は管理組合にとって大きな重要検討
事項です。せっかく管理費の節約をしても、その分が保険料の
支払いに回ってしまうことになるのです。
　値上げ回避は、例えば９月30日までに現契約を解約して新
たに値上げ前の保険料で５年一括の再契約をすることなど方法
はあります。
　また、〈表２〉はマンション総合保険料の設計内容を主契約
保険料と賠償保険料に分けて契約した場合の例です。保険内容
の内訳をみると賠償保険料が特別高いことがわかります。そこ
で、マンション総合保険の包括契約から外して、個別に契約す
ると、５年で約120万円安い保険料（10月１日以降で設定）が
算出されることになりました。何もしないで継続契約するより、
半分以下の保険料になる計算です。
　マンションに詳しい保険代理店等に相談するなど、早めの対
応をとる必要が出ています。
（取材協力：㈱グッド保険サービス・伊藤昌弘専務取締役）

10月1日以降の保険料、3倍、4倍…6倍超も！
賠償保険を外した保険設計での節減も視野に

再来！マンション総合保険、秋の嵐
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考 察　マンションのエレベーター　その①
―閉鎖的なEV業界に風穴を！―

一般社団法人マンション管理組合支援センター　昇降機検査資格者　笹原　俊一

エレベーターおよび日本のエレベーター業界の歴史

◆エレベーターの歴史
　1889年（明治22年）、ニューヨークにはじめて電動エレ
ベーター（オーチス・エレベータ）が登場しました。翌年、
日本初の電動エレベーターが輸入され、東京・浅草の凌
雲閣（12階建ての塔。関東大震災で半壊し、解体された）
に設置されたのが日本のエレベーターの歴史の始まりで
す。
　その後、1960年代の前半までは、エレベーターは主と
して大規模ビルに使われる、いわゆる特注エレベーター
でしたが、1960年代後半から普及した標準型エレベーター
が量産効果を発揮し、さらに日本の高度成長と相まって、
中小ビルやマンション等にも急速な伸長を示しました。
　エレベーターが現在のように生活空間であるマンショ
ンに設置されるようになったのは1970年代前半で、一
般の方がエレベーターを日常生活で広く利用するように
なってから、約40年が経過したといえます。

◆エレベーター業界の歴史
　日本には第二次世界大戦前からエレベーター業界は存
在しましたが、事実上、戦後が事実上のスタートといっ
てよいでしょう。
　1964年の東京オリンピック前後の高度成長期における
ビル建設ラッシュと並行して、エレベーター設置台数も
増加しました。その需要の中でも、集合住宅（マンション・
公共住宅）の高層化に伴う住宅用エレベーターの需要は、
商業ビル向けとは比較にならない勢いで増加していきま
した。
　当時はまだ建物に合わせてエレベーターを設計、製作
していましたが、高い需要を背景に、大量生産向けの企
画型エレベーターを開発して販売の効率化を図るなど、
エレベーターの最需要期を迎えました。
　しかし、需要に対して供給が追いつかないため、販売

価格もメーカー主導の価格体制でしたが、1970年代に東
芝が新規参入し、価格競争がはじまりました。
　新規参入業者は価格攻勢で市場を開拓するのが常で、
エレベーター業界も例外ではありません。参入前は定価
で販売できていた業界は、新規参入業者の影響で価格競
争に巻き込まれ、結果としてプライスリーダーは大需要
家であるゼネコンに移り、定価の30パーセント程度でし
か売れない、激しい値引き競争になりました。
　定価を大幅に下回る価格でエレベーターを販売すれば、
販売益は大幅に下がり、場合によっては赤字の競争にな
るケースも増えました。
　メーカーは赤字で売り続けることはできないはずです
が、エレベーター業界は知恵を働かせて、新たなビジネ
スシステムを構築しました。
　そのシステムとは、情報と補修部品を外部に出さない
で、エレベーターのメンテナンス業界を独占することで
す。
　後に独占禁止法違
反として公正取引委
員会から排除勧告を
受けましたが、知的
所有権を盾に、今で
も調整資料等を出し
渋る大手メーカーも
あります。

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

一般社団法人マンション管理組合支援センター
連絡先
　〒101−0031��東京都千代田区東神田２−８−７��共信ビル
　TEL・FAX／ 03−5820−2152　平日10：00 ～ 17：00
　http://kanri-kumiai.jp

中高層住宅に欠かせない一般のエレベーター
が広まってから約40年が経つ
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建 物 明 渡 等 請 求 事 件
西宮市営住宅の暴力団排除条例は合憲

入居者に明け渡しを命令
2015.3.27　最高裁第二小法廷

────
判例紹介
────

　市営住宅の入居者が暴力団員と判明した場合、部屋の明け渡
しを求めることができるとした西宮市の条例に基づき、明け渡
し請求を受けた入居者から「条例は違憲である」と争われた事
件で最高裁第二小法廷（千葉勝美裁判長）は2015年３月27日、
「条例は合憲」として上告を棄却した。
　暴力団排除に関する規定は2004年、広島県と広島市が公営
住宅の条例に入居資格について暴力団排除を盛り込んだことを
初めに、2011年の東京都・沖縄県の条例を最後に全都道府県
で施行された。
　マンション管理規約においても、同様な規定を設けている管
理組合もあり、標準管理規約改正の動きもある。

【判決要旨】
◎西宮市営住宅条例（抜粋）
46条１項柱書
　市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合におい
て、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求すること
ができる
同条６号
　暴力団員であることが判明したとき（同居者が該当する場合
を含む）

・・・　・・・　・・・
◆西宮市から退居を求められた入居者の主張
　①�合理的な理由のないまま暴力団員を不利に扱うものである
から憲法14条に反する

　②�必要な限度を超えて居住の自由を制限するものであるから
憲法22条に反する

◆最高裁第二小法廷の判断
　①�暴力団員が入居し続ける場合は他の入居者の生活の平穏が
害されるおそれがある一方で、暴力団員は自らの意思で暴
力団を脱退することが可能であることから、憲法14条に
違反しない

　②�条例により侵害を受ける利益は、社会福祉的観点から供給
される市営住宅に暴力団が入居し続ける利益にすぎず、公
共の福祉による必要かつ合理的な制限であるから、憲法
22条１項に反しない

・・・　・・・　・・・
　現行のマンション標準管理規約においては、暴力団排除規定
は盛り込まれていない。

　国土交通省が設置した「マンションの新たな管理ルールに関
する検討会」では、暴力団排除に関する行政の取り組みや社会
的要請がますます高まっていることから、下記のように「マン
ション標準管理規約改正案」を検討している。
　○マンションの１室が反社会的勢力に使用されることは、管
理組合の適切な財産管理の観点からも重大な問題であり、マン
ション全体の資産価値にも影響を与えることが想定されること
から、標準管理規約の中に暴力団関係者への賃貸や暴力団事務
所としての住戸の使用等の事実行為に対応可能な暴力団等の排
除に関する規定を選択肢として盛り込む方向で検討することが
適切である。

【参　考】
マンションの新たな管理ルールに関する検討会
マンション標準管理規約改正案（抜粋）

暴力団等の反社会勢力の排除に関する規定
○�組合員が区分所有権を暴力団関係者に賃貸した場合、
その賃貸契約の民事上の効力を否定することができる
ような実効性のある規約とする

　①�組合員が住戸を賃貸する場合には、組合員（貸主）
と借主の間で締結する賃貸契約の中に、以下の条項
を入れることを組合員の義務とする

　　ⅰ�　賃借人が暴力団関係者であることが判明した場
合には、賃貸人は当該賃貸契約を解除することが
できる

　　ⅱ�　賃貸人が上記解約権を行使しないときは、管理
組合は、賃貸人に代わって解約権を行使すること
ができる

　②�組合員が、①のような暴力団排除条項を入れない賃
貸契約を締結し、賃借人が暴力団関係者であること
が明らかになったときは、管理組合は賃貸人に対し
て、違約金を請求ことができる

○�暴力団事務所としての住戸の使用等の事実行為に対し
て、使用禁止を請求することができる旨の新設する

○�暴力団等関係者への譲渡についても、上記賃貸契約に
係るものと同様であること等、解説（コメント）に記
載する
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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

●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

おかげさまで創業111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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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。

〒108-0075　東京都港区港南1丁目8番27号 日新ビル9階

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

30年以内に横浜市78％、さいたま市51％、東京・新宿区46％
　政府の地震調査委員会が発表した2014年版「地震動予測地
図」によると、首都圏での震度６以上の地震発生確率は前年比
で格段に跳ね上がり、東京・新宿区46％（13年版26％）、さい
たま市51％（同30％）、横浜市78％（同66％）という結果にな
りました。これは相模湾から房総沖にかけた相模トラフ沿いで
発生する地震の発生確率などを盛り込んだためで、首都圏の地
下にあるフィリピン海プレートの深さを従来よりも浅く設定さ
れています。
　このページでは、防災関連商品として、蓄光材料の避難誘導
商品や階段昇降機、貯水槽の破損を防ぐ制振装置等を紹介しま
す。
　自治体によっては自主防災組織に対する防災資機材の購入費
を助成する制度もあります。住まいの自治体に問い合わせるな
ど、助成制度を上手に使って地震対策を検討してください。

●蓄光材料の避難誘導商品

●貯水槽の破損を防ぐ制振装置
　タンクセイバー「波平さん」導入
　座間市の東建座間ハイツ３号棟管理組合（1977年竣工・153
戸）は４月、貯水槽の破損を防ぐ制振装置であるタンクセイバー
「波平さん」を導入した。
　タンク内の水に浮かせるだけで、地震で発生する液面揺動に
よる波高を大きく減衰（1/3以下）し、タンクの損壊を防ぐ。
　施工は横須賀管工事協同組合（本部横須賀市・�046-825-
2345）で、東建座間ハイツ３号棟での施工費は１基約50万円。
昨年８月の横須賀市民病院のケースでは約35万円（材料・工
事含む・税別）だった。※施工費は貯水槽の面積や水深によっ
て異なる。

●非常用階段避難車、階段昇降機、簡易救助リュック型
　エレベーターが使えない非常時に、上層階の要援護者や負傷

●簡易トイレ

震 度 6 以 上 発 生 率

防 災 関 連 商 品 紹 介

暗闇で視認できる残光機能
〈ルミセーフシリーズ〉

▶ 5階建て階段室型構造でエレベーターがない海
老名みずほハイツ住宅では、階段昇降機の設置
を検討。メーカーに説明を受けている様子

ワンタッチで組み立てられる
簡易な携帯テント・トイレ

東建座間ハイツ3号棟では4基の貯
水槽に設置

貯水槽内に制振装置（波平さん）が
浮遊していることを確認

ざま災害ボランティアネットワー
ク・濱田政宏氏が紹介してくれたの
は、高層階からでも一人で楽にけが
人を搬送できる階段避難車。9.11
同時多発テロ事件の際には69階か
らの救助に活躍した

棒付きの担架は階段の踊り場などで
使用できないケースがある。こうい
う事態を考慮し、布製担架も検討項
目のひとつである

者を階段で避難させる階段避難車。折り
たたみ式で一人の操作者で150kgの人ま
で運べる。１台17万～ 20万円。
　担架に関しては、マンションでは階段
で下りることが前提となるので、踊り場
などスペースの問題があり棒付きの担架
は使用できないことが多い。このため非

　竹内化成㈱（本社横浜市中区・
竹内一夫社長・045-232-5151）が
販売するのは、ワンタッチで組み
立てられる簡易な携帯テント・ト
イレ。テントとイスの組み立ては
約１分で完了する。費用はテント
（9,000円）、トイレ（３万円）、使
い捨てパック10枚セット（2,800円）
をつけて、合計４万円ほど（すべ
て税抜き価格）。

常用階段避難車の他には布製担架が必要となるケースもある
（約３万円）。

　床材等を手がけるタキロンマテック
ス㈱（本社東京都港区・谷口充生社長・
03-5781-8150）の蓄光材料を使った避
難誘導商品「ルミセーフシリーズ」は、
日中の太陽光や蛍光灯などに中に含ま
れる紫外線を吸収し、蓄え、夜間など
暗いところで自己発光する蓄光材料を
使用したもので、日没の12時間後も暗
闇で視認できる高輝度（3mcd/㎡）を
維持する。
　素材が柔軟でサイズ調整も可能なた
め、R曲げ、直下曲げなどの施工が自
由にでき、階段段鼻、手すり、コーナー
などにもスピード施工ができる。
※�2015年６月、単価を改訂して値下げ
をしています。
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防災キーワード「おかしもち」とは…

　小学校の避難訓練などで教わる災害避難時の心得で

ある「おかしもち」。むしろ大人こそ心得ておくこと

が大変大切です。何の略か知らない方のためにご説明

すると、

１．『お』・�押さない（避難中は前の人を押してはいけ

ません）

２．『か』・�駆け出さない（避難中は駆け出してはいけ

ません）

３．『し』・�しゃべらない（避難指示が聞けなくなるの

でしゃべってはいけません）

４．『も』・�戻らない（どんな忘れ物があっても避難し

てきた場所に戻ってはいけません）

５．『ち』・�近寄らない（どんな事情があっても避難し

てきた場所に近寄ってはいけません）

となります。ご家族内でもう一度確認してはいかがで

しょうか。

家具の転倒防止

　少なくとも新耐震基準のマンションに住む限りは、

建物自体が倒壊することはあり得ないというのが私の

見解も含め、国の考えと言って弊害はないと思います。

　その前提で部屋の家具の転倒防止ひとつが大規模災

害時に小学校の固い体育館の床で過ごすか、快適な自

宅で不便ながら過ごせるかの分かれ道になります。

　冷蔵庫が転倒せずに食料が確保されていれば、普通

のお宅なら１週間分程度の食料は確保できるはずで

す。冷蔵しているお肉は保冷剤代わりになる上、溶け

てくればカセットコンロで震災の最中に贅沢な焼き肉

が食べられたりします。

　まずは、家具の転倒防止から考えてみましょう。

防災士、１級建築施工管理技士、
１級管工事施工管理技士

菅　純一郎
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使える長期修繕計画作成のためには
①そのマンションに合ったものにする
　建築の構造や外装、防水の仕上げもさまざまであり、また設
備の材料も異なるため、画一的または規格的な長期修繕計画を
ベースにし続けることは現実のマンションとは乖離（かいり）
した矛盾を生じることになる。
②既存の見直しや作り直しの場合は現状の劣化状態を把握する
　立地や使用状況、メンテナンスの内容によって机上と実際の
耐用年数は異なる。
　したがって現状の劣化状況を詳細に把握しなければ、適正な
修繕時期の判断を見誤る可能性がある。
　また工事費用も実際にマンションで発生したものがあれば、
その金額を参考にする。
③理事会メンバーだけではなく区分所有者全員の共有認識が必要
　作成や見直しした場合、当代理事会だけしか内容を把握して

いなかった、とう事態がないようにしなければならない。
　実際の積立金改定や大規模修繕工事実施は、後任理事会にな
る可能性が高いが、その際の理事会メンバーが長期修繕計画の
内容を知らないということがとても多く、好機を逸した取り組
みになっている場合がある。
④工事費の積算は仕様の想定と明細の積み上げ方式にて作成する
　戸当たり〇円のどんぶり勘定では高額の工事費用に関しての
区分所有者への納得のいく説明が困難である。
　根拠のある工事費には仕様材料の想定と明細書による積み上
げ算が必要である。
　また工事種類によっては仮設関係工事が欠かせないものもあ
る。こうしたものも長期修繕計画に計上しなければ実際の工事
の際に不足が生じる。
⑤�特に1回目の見直し作業では「大規模修繕工事」を具体的に
想定した計画を盛り込む

　まず、クリアしなければならない１回目の大規模修繕工事に
関して、仮設や入居者協力事項等も視野に入れた計画を立案し
て、それを基にした公費費用を計上する。
　最初の見直しは５～７年目に実施されることが多く、この時
点で具体的な計画を考慮した長期修繕計画を立案すると、積立
金値上げに対しても説得力が出る。また来る工事に関しても概
要大枠方針が出ているために入念な準備ができる。
⑥�工事費の「支出」にばかり注目するのではなく積立金「収入」
にも注目する

　工事費が高いとか、削減することに注力しがちになるが、しっ
かりとした具体的な計画の基に積み上げ算の工事費用では意味
をなさない。むしろ収入に留意することが必要。
　不足分は積立金値上げや一時金徴収ばかりに議論が集中する
が、マンションによっては借入金により賄うという方法も現実
的な場合がある。先入観を取ることも、時には有効である。
⑦マンションの長期修繕計画は永遠に未完成
　一度作成して大規模修繕工事が完了すると、役目が終わった
感が出る長期修繕計画だが、工事のサイクルは建物が存在する
限り発生する。収益物件ではない分譲マンションでは存在する
限り計画修繕は永遠に続く。
　だからこその見直しであり、修正が常に必要であり、まさに
「長く付き合う工事計画」である。
　見直しは、積立金残高の修正である小規模見直し、計画修繕
実施した際の工事項目の見直し、３回目以降の大規模修繕工事
の実施が入る年代になれば、その計画を立案する大規模な見直
しがある。

　７月26日、東京・京橋の㈱住宅あんしん保証本社会議
室で全国建物調査診断センターと建物修繕技術協会が主催
し、毎回好評を博している管理組合役員勉強会を行いまし
た。この勉強会はすでに21回目。参加者は600人を超えま
した。さらに８月23日には大阪で関西地域初のセミナーを
開始しました。
　今回は、㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）
佐藤成幸専務取締役が講師を務めた「大規模修繕工事の成
功のカギは長期修繕計画にあり！」の一部を掲載します。

管理組合役員勉強会「失敗の研究」
大規模修繕工事の成功のカギは長期修繕計画にあり！

7 ／ 26　東京・京橋　住宅あんしん保証本社会議室にて紙上採録

7月26日、満席の東京会場で講演する佐藤成幸氏（右端）
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「あんしん大規模修繕工事かし保険」管理組合を守る保険制度です！
申込実績1400棟！（平成27年3月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

　全国に空き家が820万

戸といわれる。

　平成27年２月、空き

家対策の推進に関する特

別措置法が施行された。

これまでに全国401の自

治体が独自に空き家条例

を制定、一部住戸の解体

など強硬手段をとってきたが、法整備もされ、今年

は「空き家対策元年」といえる。

　著しく保安上に危険がある、衛生上で有害となる

恐れがある、著しく景観を損なっている、周辺の生

活環境の保全から放置することが不適切である、な

どの空き家は市町村が特定空き家等に認定・除却・

修繕などの指導、勧告、命令が可能となり、場合によっ

ては、行政代執行による強制執行も可能とされる。

　措置法の対象は、しかし、戸建住宅が主に想定さ

れている。

　総務省統計局が平成25年３月、共同住宅の空き家

についての分析を公表しているが、それによると全

国の空き家820万戸のうち、戸建は299万戸、主に賃

貸マンションとみられる共同住宅は470万戸と戸建を

上回っていた。

　東京都64万戸、神奈川県34万戸、大阪府44万戸と

飛び抜けている。このうち、分譲マンションにおけ

る空き家の推計はされていない。調査員が、目視な

ど足で集めたデータも加味しているとされるが、分

譲マンションは外観からは確認できない面もある。

　しかし、日住協に加盟する団地、あるいは元会員

の団地などに聞くと、郊外団地では５％前後の空き

家が存在する、と推定される。

　高年齢者が介護施設に入居した、介護を兼ねて親

族の住宅に一時移住した、売りに出したが買い手が

つかずに空き家状態となっているなど、一時的空き

家が多いようだが、一人暮らしの高齢者が亡くなら

れ、残った住戸は相続放棄された、という例もある。

　空き家では、管理費などの滞納の恐れもある。管

理組合も空き家の現状を正確に調査する余裕はない

が、少子化、超高齢化が進む中で、マンションの空

き家は増大するとみられ、どう対処するのか、対策

を迫られている。� （NPO日住協論説委員会）

　本書はマンション管理組合の運営について、「なぜ

そうなのか」など、誰でもわかるように体系的にま

とめた。

　内容は管理運営の基礎知識から管理規約、総会運

営、理事会の業務、大規模修繕工事の準備と実施、

管理会社との付き合い方、マンション内のトラブル

対応など。巻末には「マンションのコミュニティー」

「理事会・理事長方式と第三者管理」についてNPO日

住協役員による対談ページを設け、これからの管理

組合運営について話し合われている。

　本書発行はNPO日住協設立45周年記念事業の一環

として発行。執筆・編集はNPO日住協の下部組織で

あるマンション管理総合研究所の担当理事が携わっ

た。

　NPO日住協の新刊

『マンション管理の
「なぜ？」がよくわかる本』

―管理組合運営読本―

マンションも空き家対策の備えを
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』2015年8月5日付第395号「論談」より

『マンション管理の「なぜ？」がよくわかる本』
NPO日本住宅管理組合協議会

マンション管理総合研究所／編著
㈱住宅新報社／発行

A5判・225ページ・定価1500円（税抜き）
ISBN 978-4-7892-3735-2

※ NPO日住協では、出版元から本書を一括購
入し、廉価で販売しています。

【問い合わせ】事務局☎03-5256-1241
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業界初の小規模修繕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。

手すり、外階段、PS扉の塗り替え…
鉄部塗装ならお任せください！

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

千葉本社 〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町31番3号
TEL 047（434）1786　FAX 047（434）1789
TEL 047（434）1751㈹

東京本社

支店

営業所
〒111-0056 東京都台東区小島2-13-3 ティーエスケービル
TEL 03（5809）3374　FAX 03（3866）5805
TEL 03（5809）3151㈹

神奈川・埼玉

津田沼

リニューアル事業本部
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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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Q24　外国人のマンション居住で注意する点は？

　最近、賃貸による外国人の入居が増えてきました。彼らはご
み捨てや仲間を集めたパーティーなど、生活ルールでトラブル
になりがちです。

　外国人の入居を拒否する方法はありますか？できない場合は
どのような対応ができるでしょうか？外国人のマンション居住
で注意する点があれば教えてください。

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編

基本は区分所有者負担
組合の取り決めで一括工事の例も
　一部区分所有者の専有部分に接する窓サッシの戸車、玄関内
のタイトゴム、トイレ、風呂及び脱衣所の窓のタイトゴヘトイ
レの窓ガラス、窓サッシのクレセントなどについて、管理組合
総会での承認のもと、管理組合費用で改修工事を行ったマン
ションがあります。
　その後、理事会が代替わりし、これらの工事代金は各区分所
有者が負担すべきものだとして工事代金相当分の返還を求めて
管理組合が提訴しました。
　裁判所の判断は、主に下記のとおり。
・�共用部分の管理については、管理組合が責任と負担で行うが、
バルコニー等の管理のうち「通常の使用に伴うもの」は、専
用使用権者がその責任と負担で行わなければならない
・�本件総会に際して配布された資料には具体的な内容は記載さ

Q23　窓ガラス等の改修費用はだれが負担するの？

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第68号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

れておらず、工事代金を管理組合が負担する決議がなされた
とみることはできない
　結論として、本件改修工事は専用使用権がある共用部分の工
事で「通常の使用に伴う管理」にあたり、総会決議も認められ
ないため、工事費用は個々の区分所有者が負担すべきである、
とされました。※判決は確定
　現行のマンション標準管理規約第21条では、「パルコニー等
の管理のうち、通常の使用に伴うものについては�専用使用権
を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければなら
ない」とあります。基本的に修繕積立金は共用部分の修繕を目
的に徴収しているのです。
　一方で近年、バルコニー等の専用使用部分や専有部分内の配
管の改修について、工事方法や補助金等の関係から管理組合で
一括して実施する例が増えています。
　あらかじめ管理組合で費用負担などの取り扱いを確認し、決
めておけば、後のトラブルを回避できるのではないでしょうか。
＜参考文献＞
　大規模修繕工事新聞第46号・2013年10月５日発行
　http://zenken-center.com/archives/630
　【大星賞の判例検証】
　不当利得金返還請求控訴事件　2009.12.24　仙台高裁
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　余命何ヶ月と言われていた病状から復帰した方や病院
で助かる見込みがない！と言われた状態から復帰した方
からお話を伺うことが度々あります。
　どんな気持ちで臨まれたのかをお尋ねしてみると「自
分はまだ死ぬ気がしなかったんです」「○をやることで、
元気になるという予感がした！」「自分で出来る養生法が
多すぎて、何が良いのか判らなくなり迷ったが直感的に
コレだ！とひらめいた」等と言われます。
　皆さんに共通しているのは治る！と信じて疑わずに、
コツコツと養生を重ねられた事です。自分は前向きな人
間、あるいはいつも否定的に考えてしまう…というよう
な思考パターンは経験と意識が潜在意識に指令を送り、
インプットされ情報が集積されてゆきます。
　従って、ご主人様であるあなた（意識）が前向きな指
令を送れば、潜在意識（無意識）で動かされる体（自律
神経、免疫調整、ホルモン等、体を維持するシステム）
はそのように働かせ、絶望の指令を送れば、そのように
命を閉じる方向へ無意識は動き始めます。よく考えるも
悪く考えるも、すべてあなた次第です。
　「私は不幸、どうせ私なんか…」「前向きになんかなれ
ない」「私の病気が治るわけない」等々と思っている方は
マイナス思考の癖があり、その癖に気付かずにいます。
　運悪く幼児期にそのような思考パターンを植え付けら
れてしまった事が原因です。幼児期を振り返ってみれば、
必ず思い当たる事があるはずです。
　共通している事は「非科学的で非論理的、感情的逃避的」
などの幼児性です。ですからこれらを打ち消す方向へ思
考するように繰返しトレーニングし、新しい思考パター
ンを潜在意識に上書きしてゆけばＯＫです。
　それには、
１．�否定的感情、恐れ、不安、愚痴、自己批判、他人批判は、

細胞を傷つけ免疫力と生きるエネルギーを損ないま
すので、即刻やめましょう。（そのような感情がわき
起こったら、そのクセに気づき、スイッチをパチン
と入れ替えればＯＫです）

２．�～しなければならないという強迫観念を抱くのをや
めましょう（私は～をやりたい…と置き換えればよ

い）
３．�なりたい自分、なりたい状態をできるだけ詳しく具

体的にイメージして、寝る前と寝起きに１日２回想
念を潜在意識に送ります。

　寝る前と寝起きは、無意識（潜在意識）の扉が開き、
そこに集積された情報を塗り替えるのに最適の時間です。
　イメージはできるだけ具体的なことが重要です。
　例えばガンを治したいのであれば、“治りますように、
治ればいいな！”ではダメです。
　“私のガンはすでに消え始めている！”そしてリンパ球
が、ガンを溶かし体が浄化されてゆくようなイメージを
思い浮かべたり、すっかり元気になり快活に動き、イキ
イキと生活している自分をできるだけ鮮明に思い浮かべ
てください。
　今の食事療法が、体をどんどん浄化して元気になって
ゆくようなイメージもよいですね。
　潜在意識は脳の活動の９割を占めて、あらゆる困難か
らご主人様を守り、解決方法を提示する用意が出来てい
ると言わんばかりです。意識と潜在意識の関係としくみ
を知り、潜在意識の力を上手く使いこなす事が出来ると、
健康で幸せ、成功に満ちた人生が誰にでも送れる…これ
が病は気からの免疫力です。
　病から回復し、健康で幸せになるキーはあなたが握っ
ています。さっそく今夜から良い想念（健康幸せ、調和、
平和、思いやり）をいだき、幸せな日々を送って下さい
ね♪
（文：薬剤師、薬食同源アドバイザー・高田理恵／絵：そ
ねたあゆみ）

ちょっと一息

おもしろコラム

病は気からの
免疫力
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● 問い合わせ先 ●
〒160−0023��東京都新宿区西新宿８丁目12−１−603�サンパレス新宿６階　　TEL.�03−6304−0278　FAX.�03−6304−0279

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

関西圏
発行部数 13,000部

（2015.1 改訂 4）

首都圏 東京都
47.5％

大阪府
54.9％

神奈川県
26.3％

兵庫県
29.0％

茨城県0.3％
栃木県0.2％
群馬県0.2％

滋賀県4.2％宮城県1.3％

埼玉県
12.9％

京都府
11.9％

千葉県
11.3％

本紙は、首都圏・関西圏を中心と
した約13,000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

※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。


