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全建センターが
駐車場問題解決へ
「駐車場リノベーション機構」
立ち上げ
一般社団法人全国建物調査診断センター（吉野笙一理事長）はこの
ほど、
「駐車場リノベーション機構」立ち上げました。
近年ではあちらこちらのマンションで空き駐車場が増えている傾向
にあります。若者の車離れ、高齢者の増加、車両規制（ワンボックス
などの大きな車両が機械式では特定の場所しか入らない）などから駐
車場の借り手がマンション住民の中にいなくなっているのです。
そこで外部貸しや機械式駐車場の撤去など、空き駐車場対策を講じ
る管理組合が増加しています。さらに従来からの問題とされている迷
惑駐車・防犯対策、機械式駐車場のメンテナンス内容や費用の見直し
など、駐車場は昔からペット、騒音とともにマンションの大きな課題
のひとつといわれていることに現在も変わりはありません。
◇主な駐車場の課題点
（１）駐車場使用料の決め方・会計処理・税対策・申告
（２）迷惑駐車対策・防犯対策
（３）メンテナンス内容の見直し
（４）空き駐車場への対応
・外部貸し
・時間貸し
・業者への転貸し（サブリース）契約
・カーシェアリング
（５）機械式駐車場リニューアル
・一部解体撤去
・機械式から自走式への変更
・行政との協議
こうした駐車場の問題をワンストップで解決するため、コンサルタ
ント、アドバイザーなどの専門家や協力会社を組織化することにしま
した。それが「駐車場リノベーション機構」です。
＜問い合わせ＞

一般社団法人全国建物調査診断センター
TEL：03-6304-0278
info@zenken-center.com

FAX：03-6304-0279
http://zenken-center.com
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管理組合
File Data. 82 東京・西東京市／コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート管理組合
560戸のビッグコミュニティー
住民協力でタイトな工程も順調に
560戸の郊外型大規模マンション。住居棟のほか、管理棟、
集会室やキッズルーム、防音スタジオ、ライブラリー、ゲスト
ルームがある棟、充足率100％の自走式駐車場などがあり、敷
地面積は２万4,000㎡を超える。
こうしたビッグコミュニティーだからこそ、住民の生活にか
かる工事中の負担（足場や養生シートによる圧迫感、騒音や粉
塵等）に配慮するため、「なるべく短い工程管理の作成に努め、
それが採用されました」と現場代理人の妹尾博文さん。
ただし、現場代理人の苦労はこれから。作成した工程、工事
期間を守らなければならないからだ。
実は、工事前のアンケートの回答率は40％台、住民説明会
の集まりも少なく、「住民は大規模修繕工事に関心が少ないの
では…という感じだった」と妹尾・現場代理人。
しかし、駐車区画の移動など、お願いすればすぐに対応して
くれたり、工事中の大きな指摘や要望も少なく、こうした住民
の対応のおかげで、「タイトな工程も順調に進んだといえます」
と話す。
駐車区画の移動については、560世帯に対して560区画とい
う、充足率100％の自走式駐
車場ではあるが、空き区画が
約80台 あ っ た。 こ れ を 有 効
活用するため車を移動しても
らって空きスペースをつく
り、作業員休憩所・資材倉庫、
さらには工事車両置き場とし
て使用することができた。
さらにマンションの立地環
当初の計画では、現場事務所は
外部に設置する予定だったが、
境では材料の搬入経路の確保
マンション内の集会所を使用す
が難しく、１階住戸の専用庭
ることができた

朝礼の風景。
１日の予定を説明し、
安全確認、注意事項を繰り返す

自走式の駐車場の屋上に工事用ス
ペースを設置することができた

に搬入のための足場を設置する方法を採用した。隣の住戸との
専用庭を隔てる扉を開放する必要があり、１戸でも反対される
と足場の設置もできない環境であったが、これについても住民
の反対はひとつもなく、スムーズに作業が進んだ。
工事がはじまって約1カ月後、小学生以下の子どもを対象と
した工事説明会を実施。集会室で資料を配布して「なぜ工事す
るのか？」
「どんな工事を行っているか」等を説明した。
そのあと、実際に工事現場を回って、足場を組み立てている
途中の現場や実際に外壁補修などをはじめている部位を見学。
危険な場所や入ってはいけない場所、触ってはいけないところ
を見てもらった。子ども向け説明会は約30人、親を含めて50
人以上が参加した。
さらに妹尾・現場代理人は、管理会社が監理者として入ると、
工事監理担当社員だけでなく、フロントマンや管理員も協力的
であるというメリットがあると話す。
もっとも、日常管理で建物をみている管理会社は不具合個所
や、住民の生活動線を把握している管理会社スタッフの協力は
不可欠といえよう。

材料の搬入経路が限られていたため、専用庭に搬入のための足場を設置

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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子どもや高齢者、車椅子の目線の高
さを示す「優しさライン」。材料の
運搬に気配りを促す

ガーデンズスクエアのウッドデッキ
の塗装の様子

工事データ
○工事名／コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート大規
模修繕工事 ○建物概要／ 2004（平成16）年竣工・RC造・
地上14階、16階、18階建・３棟（その他エントランス棟、
管理棟など）
・560戸 ○発注者／コスモひばりが丘ザ・ガー
デンズフォート管理組合 ○監理者／大和ライフネクスト
㈱ ○施工者／三和建装㈱
○主な工事内容
・共 通仮設／現場事務所・作業員休憩所・植栽棚・仮設手
洗い場・トイレ・資材倉庫・廃材置場等の設置
・足 場仮設／足場設置・解体、１階の一部にセンサーライ
ト付き防犯カメラを設置
・下地補修／外壁等の調査（目視・打診調査）、清掃及び既
存脆弱塗膜除去、ひびわれ補修、鉄筋爆裂補修、タイルひ
び割れ・欠損・浮き補修、タイル目地脆弱部補修、外壁高
圧水洗浄他

■監理者：大和ライフネクスト株式会社
■本社
〒107−0052 東京都港区赤坂５−１−33
☎03−5549−7111
代表者：渡邉好則
設立：1983年（昭和58年）３月
資本金：１億3,010万円
http://www.daiwalifenext.co.jp
■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１−12−16
☎042−450−5811
■埼玉営業所
〒351−0022 埼玉県朝霞市東弁財１−３−４
朝霞台駅前ビル402号
☎048−458−0695
代表者：中 衆司
創業：1978年（昭和53年）４月
資本金：１億円
http://www.sanwakenso.co.jp

ルーフバルコニーはウレタ
ン塗膜防水を実施

三和建装のホームページより、
「お洗濯情報」の閲覧ができる

・シーリング／外壁・手摺壁の内側・共用廊下等の天井目地、
バルコニー内の窓廻り、１階通路他
・外 壁他塗装／天井面、バルコニー内や共用廊下、階段等
の外壁（吹付タイル面）
、手摺壁、ごみ置き場内壁・床・
天井他
・鉄 部塗装／住居棟以外の扉（ごみ置場扉、受水槽ポンプ
室扉等）
、ガーデンズスクエアのウッドデッキや木製ベン
チ・階段、１階通路の柱・梁等
・防 水／各棟の屋上や屋根…笠木や架台等のウレタン塗膜
防水
・ルーフバルコニー…笠木や架台等のウレタン塗膜防水
・ルーフデッキ…平場及び笠置共ウレタン塗膜防水
・バ ルコニー、サービスバルコニー…ウレタン塗膜防水と
床シート仕上げ
・大庇、小庇…ウレタン塗膜防水
・その他／クリーニング、メールコーナー長尺シート張替、
床石面洗浄、パーキングスペース床ライン引き
○工事期間／ 2015年１月９日～ 2015年８月31日

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
〒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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外国人作業員の時代がやってくる!? Part20

「必ず日本へ、約束する」技能実習生23人が入国
１カ月の日本語学習を経て各企業へ配属
９月30日、10月１日、10月５日とミャンマー技能実習生合
計23人が入国しました。現地で日本語等を教えた、全国建物
調査診断センター内のミャンマー人材開発機構・ヤンゴン駐在
事務所長の院田浩利氏が監理団体の職員とともに迎えにいった
様子を紹介します。
９月30日は建装工業㈱（本社東京・港区、髙橋修身社長）
の協力会社である㈱春成塗装（本社東京・練馬区、春成諭社長）
等と、㈲光企画（本社八王子市、峯尾光成社長）が受け入れ会
社となった技能実習生10人が成田空港に到着しました。
院田氏曰く「みんなとにかく緊張していた」。それはそうで
すよね。これから未知の異国で働き、生活しながら技能を習得
するというのですから。
成田空港に到着した彼らはこのあと、長野・飯田市にある
SIE協同組合のSIE講習センターで１カ月間、日本語を学ぶた
めにバスで移動しました。
◇
10月１日は磯部塗装㈱（本社東京・江東区、磯部武秀社長）
と㈲鈴木防水（本社横須賀市、鈴木弘幸社長）の技能実習生７
人が来日。この後、外国人技能実習生講習専門日本語学校・国
際アカデミー日本語学院取手校に向かいます。
さらに10月５日はヤマギシリフォーム工業㈱（本社東京・
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品川区、
山岸大輔社長）の５人が来日し、
同じく国際アカデミー
日本語学院取手校に向かいました。
技能実習生は１カ月間、日本語を学習してから各受け入れ会
社に配属されることになります。
◇
来日したミャンマー技能実習生の緊張とはうらはらに院田氏
は「彼らとの約束を果たせて嬉しい気持ちでいっぱい」といい
ます。
技能実習生を送り出す現地の送り出し機関には悪徳な業者が
いるなど、不安を持ちながら現地で研修をしている技能実習生
は少なくありません。
実際、一部カネを収めたのに行けなかった、何年も待ってい
る、という人もいるのです。
しかし、全国建物調査診断センター・ミャンマー人材開発機
構では、日本語や塗装・防水を学ぶ技能実習生に対し、「必ず
日本へ行かせる。約束するから、実習をしっかりやって」と院
田氏は常に励ましていたというのです。
技能実習生はこれからが本番ですが、親身に指導していた院
田氏としては「まずはひと安心」といったところなのでしょう。
今後も彼らの生活や働きぶりを気にかけ、ときフォローしてい
きたいと話しています。

9月30日、成田空港に到着した建装工業の
技能実習生8人と、右から建装工業関東支店
の野田真司支店長、春成塗装の春成諭社長、
左端が建装工業業務企画室の舘林匠室長

同時に到着した光企画
の技能実習生2人

建装工業と光企画の技能実習生10人はこ
のあと、長野・飯田市にあるSIE信州国
際事業協同組合のSIE講習センターで1カ
月間、日本語を学ぶためにバスで移動

10月1日 入 国 し た 磯 部
塗装の技能実習生6人

鈴木防水の技能実習生1人も同時
に来日

10月5日はヤマギシリフォーム
工業の5人が入国

ヤマギシリフォーム工業の芦村哉也
取締役（右から2人目）を囲み、成
田空港内で食事

人生初の天ぷらそば。薬味のねぎと、
さらにわさびも入れちゃって（右）
…どんな味に感じただろうか？

新外壁改修工法紹介
外壁の浮き工事のストレスもこれで解消！
低騒音、低振動、無粉塵を実現！
FST 工法

工事中の居住者の精神的負担が軽くなると好評

工事中、居住者が最もストレスを感じるのが、外壁補修で使
用されるドリルの騒音だ。従来の工法はドリル音だけでなく、
ドリルの打撃音によって振動が躯体を通して各住戸に伝わり、
それが生活空間のストレスになっている。
FST工法は90件の特許の複合的応用からなり、各工程が特許
によって構成されている。
第１工程で使用する低騒音ドリルは、ダイヤモンドヘッド、
高速回転によって、モルタルやコンクリートの削る作業を行う。
粉塵も同時に吸い取る仕組みであるため、削った後の躯体もき
れいで樹脂が接着しやすい状況を作る。
面取りに続いて樹脂を注入する工程がある。細いノズルによ

り、最深部から注入する事で確実に充填することができる。従
来工法では躯体の最深部に届いていないケースも少なくなく、
建物の強度自体の不安にもつながっていた。
最後の工程ではキャップ一体型の全ネジピンを挿入し、仕上
がりの綺麗さと強度を高めている。
工法を手がけるFSテクニカル㈱の担当者は「従来工法も含
め、工法の内容や根拠を認識して、どの工法に費用対効果があ
るかを選択してほしい」と話している。

FST工法・施工手順図
〇作 業工程が４工程となり、施工
日数が短縮する
〇ピンの引き抜き強度が強い
〇超低騒音（60dB以下）、超低振動、
無粉塵により、生活空間を維持
した施工が可能
〇洗 浄穿孔（せんこう）により空
隙（くうげき）詰まりが発生し
ない

FST工法の特徴
◎ドリル制度の向上
ダイヤモンドヘッドによる高回転、高トルク、高精度、
高作業能率を実現
◎穿孔刃のダイヤモンド化
穿孔時のかじり音、振動、騒音が低減
◎ノズルの自動・手動調節機能
穿孔した部分の最深部から樹脂を注入しつつ、常に注入
状況を確認しながら作業ができる
◎最深部からの段階的注入
手動によるノズル口の調整で多層浮の空隙に対しても、
確実な樹脂注入を可能とする
◎ラージネックピン
ラージネックピンによるピンニングで、従来工法より、
仕上がりがきれいになる

特許①低騒音ドリル

ドリル先のダイヤモンドヘッド

問い合わせ

特許②最深部から段階的に注入で
きるFSノズル

3層、4層の空隙（くうげき）でも
確実に樹脂注入ができる

特許③キャップ一体型の全ネジピ
ンが仕上がりをきれいにする

FSテクニカル株式会社
■東京本社

☎03-5671-3134

■大阪営業所

☎06-6155-2233

http://www.fs-tec.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
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大規模修繕工事編

管理会社との付き合い方

【ケース②】一部与えて、日常管理もスムーズに
あるマンション（築14年・78戸）は昨年、大規模修繕
工事を実施した。
この際、管理組合は、足場をかける必要がある外壁補
修工事等は改修専門会社（A社）
、その他屋上防水・内壁
塗装等は管理会社（B社）と、2社との契約を行い、住み
分けを行った。
管理組合としては、タイル外壁補修に関し、特殊なエ
ポキシ樹脂の注入ドリルを採用する工法の提案によって、
A社との契約で1本化する予定でいた。しかし、
「A社は一
見さん。日頃のメンテナンスをしているB社とは今後も良
い関係を保っていきたい」という考えから、
「選択した外
壁補修工法以外の個所は管理会社に任せよう」という意
見が修繕委員会から出た。
管理会社も営利目的で事業を行っているという理解の
もと、大規模修繕工事の仕事を半分でも、一部でも与え
て、日常の管理（付き合い）もスムーズにしようとスマー
トな判断力を持った管理組合の一例である。

新 刊 紹 介

今では自社管理物件の大規模修繕工事に対し、設計・
監理といったコンサルティング業務しか受けない管理会
社がある。
2000年頃、当時は大規模修繕工事を元請けとして管理
物件の工事実績を伸ばすことが営業方針であった。
このため、管理組合が知恵を付け、設計・監理方式によっ
て元請けを他社（専門改修業者等）に奪われた場合、そ
の管理物件が大規模物件であれば、担当者が地方に飛ば
されることもあったという。
ところで、管理物件の大規模修繕工事契約を逃してし
まった場合、工事中は日常の管理員業務は当然、非日常
になる。
そこで、非日常の業務の対価として、工事中の手間賃
を管理組合や、または元請け工事会社に○％を要求する
こともあったそうだ。
確かに工事中は管理員さんの業務は日常と比べてやり
にくくなる。気も使う。
ここでも管理組合のスマートな判断は必要と言えるだ
ろう。

『マンション建替えがわかる本
―円滑化法改正でこう変わる！』

築30年以上のマンションが100万戸を超え、旧耐震基
準・高経年マンションでは建替えの検討を行うケース
が増えてきている。ところが、建替え費用や仮住戸の
資金問題、既存不適格建築物による法規的な問題、さ
らには管理組合内の合意形成、専門家の不在等、建替
えに関する基本的な知識や方法論が周知されている状
況ではないのは確かだ。
国としても巨大地震の発生に備える状況から、耐震
不足のマンションの耐震化の促進を掲げてマンション
円滑化法の一部改正を行うなど、建替えの普及を手探
りしている。
本書では「マンション建替えの壁」突破のポイント
をはじめ、建替え事業の進め方を解説。さらには大阪・
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【ケース③】工事中の管理員業務への対価は？

吹田市の「アトラス千里山星ヶ丘」、東京・新宿区の「シ
ンテンビル左門町ハイツ」、東京・大田区の「オーベル
グランディオ萩中」等、建替え経験者のインタビュー
も掲載している。
建替え検討時の初歩的なバイ
ブルとして活用できる１冊とい
えよう。
『マンション建替えがわかる本
―円滑化法改正でこう変わる！』
日下部理恵・本山千絵／著
㈱学芸出版社／発行
A5判・168ページ・定価2300円（税抜き）
ISBN 978-4-7615-2600-9

大規模修繕瑕疵保険の内容整理
―管理組合の理解のために―

その１

瑕疵保険誕生の背景／新築と改修の違い

●構造計算書偽装問題がきっかけ
新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関す
る法律（品確法、平成12年施行）に基づき、住宅の主要
構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負う
こととされています。
しかし、平成17年、姉歯秀次・元一級建築士による構
造計算書の偽造が発覚したことに端を発する構造計算書
偽装問題を契機に、住宅購入者等の利益の保護を図るた
め、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
（住宅瑕疵担保履行法）が平成21年に成立・公布されまし
た。
これにより、住宅に瑕疵があった場合の対処として、
住宅瑕疵担保責任保険法人が指定され、①資力確保措置
（建設業者による保証金の供託・保険契約）
、②保険の引
受主体の整備、③住宅紛争処理体制の整備が行われまし
た。
これが住宅瑕疵保険誕生の背景です。

姉歯秀次・元一級建築
士が構造計算を手が
け、㈱ヒューザーが分
譲した耐震偽装被害マ
ンション。写真は、の
ちに実施した耐震改修
後のもの。事業費には
戸当たり約1,000万円
の費用がかかり、購入
費用とともに住民負担
は2重ローンとなった

●新築は義務化、中古は任意
平成22年、大規模修繕工事瑕疵保険がスタートしまし
た。
ところが、住宅瑕疵担保責任保険への加入について、
新築住宅は義務化、中古住宅（改修工事）は任意という
規定がされています。
また、保険加入者（契約者）は、前述した「①資力確
保措置（建設業者による保証金の供託・保険契約）」のと
おり、建設業者です。
大規模修繕工事瑕疵保険についても、保険契約は発注
者の管理組合ではなく、工事請負会社の建設業者となり
ます。
工事を受注した建設業者にしてみれば、保険加入は任
意であり、工事物件ごとに発生する保険料はそれぞれの
管理組合に要求したい、さらに管理組合は工事金額を抑
えたいということから、大規模修繕工事瑕疵保の普及は
難しい状況となっています。
新築では保険料の算出を計画に組み込めるものの、中
古（改修）ではだれが保険料を支払うのかが不透明で、
結果的に建設業者か、管理組合か、だれのための保険な
のかが混乱を招く原因となっているといえます。
しかし、実際に大規模修繕工事においても施工瑕疵で
建設業者と管理組合が揉めるケースは多々あります。
今後、大規模修繕工事を計画している管理組合では、
今一度、瑕疵保険の内容整理・理解を試みてはいかがで
しょうか。

「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
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●営業本部
●北関東支店
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●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店

防 災
ひ と こ と
エ ッ セ イ
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

約束の場所
災害時においては、発生時間にもよりますが家族が
バラバラになる可能性が高くなります。
その際に備えて普段から必ず家族で集まる『約束の
場所』を決めておきましょう。

おたがいさま
最近はお隣同士でもご挨拶もそこそこといった程度
のお付き合いも珍しくありません。
でも、こと災害時では『お互い様』が生死を分ける
ことすらあります。
実際に阪神淡路大震災の際、地域の交流が盛んな地
域の方々の生存率が、そうでない地域と比較して高
かったというデータもある程です。
もし、災害時に動けなくなってしまった時、ご近所
の方が気づいてくれる可能性もあるのです。だからと
いうわけでもありませんが、同じマンション、同じ街
に暮らすのですから

混乱状態にある中で意外と厄介なのが、家族同士が

普段からのコミュニ

心配するあまりお互いを探し回ることです。皆がそれ

ケーションはあった

ぞれ移動することで見つけられる可能性が低下してし

方が楽しく、安心し

まうからです。

て暮らせるのではな

なにがあっても必ず約束の場所に行く、必ずその場
所に留まることが大切な家族を見つける最短の術であ
ることを覚えておきましょう。

いでしょうか。
神戸の被災マンション
（1995年1月25日撮影）
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平成26年度 マンション専有部分リフォームに係る
管理規約・細則に関する基礎調査
マンションリフォーム推進協議会（REPCO）
調 査 結 果 報 告

第 2 回

〈グラフ3〉専有部分リフォーム届出の添付書類の種類
（複数回答）

（ｎ＝399）

工程表

69.4％

建築図面

報告書
A4判・96ページ
一般価格5,000円（税抜き）

58.9％

承諾書

43.9％

仕上げ表

専有部分リフォーの届け出に加える添付書類の規定は
約8割が「指定あり」という回答だった。内容は、
「工程表」

33.8％

69.4%、「建築図面」58.9%と続く。
29.6％

案内文

届 け 出 先 の 名 称 は、
「 理 事 長 」58.5 %、
「管理組合」
37.1%で、この２項目で95%以上を占めた。また、管理組

27.1％

設備図面
カタログ

合が承認するにあたっての相談先は「なし」が59.7%となっ
ており、次点は「管理会社」の24.8%。設計事務所やマンショ

5.0％
0
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ン管理士などの「専門家」は2.4%だったことから、管理
20

30

40

50

60

70

80

会社に対する期待が高いと考えられる。

〈表4〉リフォームについての禁止事項、承認工事

禁
止

１）共用部分改変について ・主要構造部の改変：建物の主要構造部に影響を及ぼす穿孔（せんこう）
、切り欠き
等の行為
・増築（出窓を含む）、バルコニーへの物置の設置など
・専用庭内の物置の設置・増築、専有住戸内に著しい重量物・危険物の搬入
・外観の変更、玄関・面格子ルーバーの取り替え
・共同の利益に反する行為

事
項

２）専有部分改変について ・シェアハウス
・専有部分修繕工事実施時期を規定（電話回線の増加、電気設備・テレビ設備の床下・
壁内の配管の取り替え、枝管取り付け）
、窓ガラス等改良工事に関する細則を規定、
床暖房の仕様、給湯方式の改変、浴室の改変…ユニットバス以外への変更、ジェッ
トバス、ディスポーザー、アンテナジャックなど
・騒音・悪臭を発するものや設備の設置、重量物の設置、消防用設備の機能に係るもの

承
認
工
事

１）共用部分改変について ・住宅の増築（出窓の新設含む）、バルコニー及びアルコーブの改築・物置の設置
・共用部分のうち、各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉、その他の開口部に係
る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上等に資するもの
・テレビ共聴設備等の移設または増設工事、通信衛星放送等の個別パラボラアンテナ
設置工事、その他共用部分または他の住戸に影響を及ぼす恐れのある工事
・玄関ドアの交換、玄関扉その他開口部に係る改良（凹版・防音・断熱性能向上）工事、
アンテナの設置

禁止事項は躯体への影響や違法となる改修（消防法等
の法令に抵触する可能性のある工事）があがった。また、

り、設備工事や共用部分と関係が深い玄関扉などが例示
としてあげられている。

承認工事では、他の居住者への影響の大きさが主眼とな

【問い合わせ】協議会事務局
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☎03-3265-4899

http://www.repco.gr.jp

考察

マンションのエレベーター

その③

―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
◆エレベーターの更新（リニューアル）について
「エレベーターの耐用年数は？」と管理会社やエレベーター
会社（メンテナンス会社）に質問すると、
「25年から30年です」
という回答がほとんどではないでしょうか？管理会社、製造す
るメーカー両方の思惑により、寿命が決められてはいないだろ
うか？―そんな疑問が沸いてきます。
法定償却年数はエレベーターの場合は17年ですから、
「貴マ
ンションは25年経っていますので、エレベーターの取替時期
です」等の営業をしている会社があります。
しかし、17年とは税務処理上の資産として計上が必要な期
間であり、耐用年数とは異なるものです。右肩上がりの経済で
の営業文句ではないでしょうか。
機械的にも電気的にもあまり詳しくない居住者にとって、法
定償却年数という言葉ひとつで、まだまだ使用に耐え得るエレ
ベーターを取り替えた管理組合もあるはずです。
◇
では、本当の耐用年数とはどのくらいなのでしょうか？
日本のエレベーター業界は大手5社と呼ばれる、三菱、日立、
東芝、日本オーチス、フジテック（順不同）がビル、マンショ
ン用の乗用エレベーター市場の大半を占めています。
日本のエレベーターは、自動車同様、世界一の工業製品といっ
て過言ではないでしょう。
その世界一のエレベーター会社が製造したエレベーターが
25年くらいで寿命を迎えることはないはずです。マンション
で使用されているエレベーターは、商業ビル、オフィスビルで
使用されているものと外観的には異なりますが、心臓部である
モーター、減速機はほとんど同一のものを使用しています。
みなさんが日々利用するスーパーマーケットなどのエレベー
ターは、マンションのエレベーターの使用頻度に比べ、数十倍
の利用をしていることがわかると思います。日本のエレベー
ターメーカーはそのような使用頻度に耐え得る優秀な製品を
作っているのです。
したがって、マンションのように世帯数＝使用度も限定され
るエレベーターが25年くらいで寿命を迎えるとすれば、疑問
を持って当然ではないでしょうか？
そうした疑問を営業マンにしたとします。もし、その営業マ
ンが「商業ビルとは構造が異なるので」等々…といった話をした
ら、マンションには粗悪品を販売していることを認めることに
なるのではないでしょうか。しかし、そんなことはありません。
◇

昇降機検査資格者

笹原

俊一

では、管理組合とし
て、どのようにエレベー
ターの寿命を判断すれ
ば よ い の で し ょ う か。
エレベーターの取り替
えを考える時期として
建物の大規模修繕工事
に合わせて実施するこ
とが大半で、エレベー
ターの取り替えを単独
25年～ 30年程度でエレベーター
工事で行うことは希で
の改修が行われる
す。
エレベーターは、心臓部のモーター、電気的部分の制御盤、
押しボタンや内装などの意匠部分に大きく分類することができ
ます。
大規模修繕工事に合わせて実施することが多い理由として
は、意匠部分が古臭くなった等の点があげられます。
日本の消費者は、欧米と違い、古いものは悪いと考えがちで、
「古くなったから取り替えたほうがいいですよ」と言われると
弱い傾向にあり、業者の戦略にはまってしまうのです。
古くなったら取り替えるのか、悪くなったから取り替えるの
かを管理組合で検討しておく必要があります。
取替時期の目安は次のとおり。
20年～25年

制御盤内リレー、階床選択器、コンデンサー関
係、抵抗器、制御ケーブル、盤内配線

25年～30年 モーター（電動機）
、減速機、調速機
以上がエレベーターの最終寿命を考えた上で分類される部品
です。
したがって、以上を更新すれば、机上ではエレベーターは永
遠に稼働が可能と考えられるわけですが、全体的な老朽はあり
ますので、最終寿命は使用環境・使用頻度により左右されるの
も事実です。

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
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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

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！

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。

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

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
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リニューアル事業本部

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 〒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㈹

支店
営業所

神奈川・埼玉
津田沼
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教えて！管理組合交流相談室
Q25

居住者名簿の作成、他のマンションは
どうしているの？
＜第70号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
居住者名簿は個人情報保護法適用外
コミュニティー形成考え直す材料に
川崎市のマンション管理組合では、災害などの有事対策を目
的に居住者名簿を作成しました。
きっかけは、防火管理者を選任し消防計画の見直しを行った
ところ、建物の収容人数（居住者数）を把握しなければならな
いことがわかったためです。こうした経緯から、災害時の救助、
安否確認を目的とした居住者名簿作りを開始しました。
アンケートによる記入内容は、主に部屋番号、居住者家族の
氏名、性別、年齢、緊急連絡先です。備考欄として、要介護な
どの救助判断に必要と思われる事項は任意で記入するようにし
ています。
名簿の保管は、号室順にファイル綴じにしたものを事務用封
筒に入れ封印。封印には、理事長、防火管理者の２人が署名、
捺印します。ファイル管理事務上の開封、封印も必ず理事長と
防火管理者の２人で行うことになります。
更新は、防火管理者の任期２年に合わせることとしました。
災害等、名簿の利用がなければ開封せずに焼却し、新たな名簿
を作成します。
閲覧については、防災対策目的なので、一般的な閲覧には一
切対応しません。
なお、管理会社保管分は災害等により、管理員室保管分が滅
失した場合の予備として別保管してもらうことにしました。管
理会社がそれ以外の目的で単独に利用することは認めないとい
う覚書ももらっています。
◇
マンションの居住者名簿は、まず個人情報保護法の適用外で
あるという理解の上で話を進めたい案件です。法律うんぬんと
いう話になると、議論がそこで滞ってしまします。

ベストアンサー編

もちろん、個人のプライバシーに関係する場合もありますか
ら、管理組合は法律を意識して取扱細則などを決めて運用する
配慮は必要です。
今は防犯・防災面での居住者同士の連携が大切な世の中に
なってきています。事故が起きれば、そのマンションの評価価
値は下がります。
近隣に気づかれなかった孤独死でその後その部屋に買い手が
つかなかったなどは典型的な例でしょう。
他の住民のことなど関係ない、何も知らないでは、コミュニ
ティー関係のないマンションとして不動産価値の評価が下がる
可能性もあります。
居住者名簿の作成は、災害時の要援護者対策も含め、コミュ
ニティー形成を考え直す材料になるかもしれません。
種

別

の
対

種
象

類

マンション管理センター
居住者名簿作成に関する冊子作成
要点、細則モデル、法制度まとめ
公益社団法人マンション管理センターでは「マンション管理
組合で作成する名簿の取扱いに関する細則について」と題した
冊子を販売しています。
内容は・管理組合が作成する名簿に関連する法律等の状況 ・
名簿の取扱細則の策定に向けて考慮すべ
き事項と策定方針 ・名簿取扱細則モデル
および細則モデルに係るコメントなど。
総会招集等か、コミュニティー形成か、
災害対策かなど、利用目的によって細則
制定を作成し、整理をしたほうがよいと
しています。
A4判・80ペ ー ジ・ 定 価1,080円（ 登 録 管
理組合・センター通信購読会員 864円）
。

クエスチョン編

普通決議と特別決議はどこが違うの？

総会において、普通決議で決まることと、特別決議で決まる
ことがあると聞きましたが、どんな方法で決められていて、そ
の決議はどこが違うのでしょうか？
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簿
的

記載内容
部屋番号、氏名、連
組合員名簿
総会召集等 所有者のみ
絡先
コミュニ
部屋番号、居住する
居住者名簿Ａ
同居人含む
ティー形成
家族構成、連絡先
居住する家族構成、生
災害などの
居住者名簿Ｂ
同居人含む
年月日、緊急連絡先
有事対策

教えて！管理組合交流相談室
Q26

名
目

また総会で決議されることって、決まっているのでしょう
か？はじめて理事になるので、少しだけでも知識を入れておき
たいと思います。教えてください。

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。

おもしろコラム
ちょっと一息

快感中枢と
依存症のしくみ

犬は時間がくると、散歩がしたくなるようにヒトも散
歩を３日続けて行うと、４日目も歩きたくてウズウズし
てきます。無しなら無しで、何十年も平気だけど、はじ
まるとこれがまた、無しでは物足りない…というお話は
よく聞きますよね。これは、快楽中枢の刺激により、脳

甘いお菓子や、脂質の摂り過ぎは体によくないと、頭

は快感を覚え、ドーパミンが切れてくると、その行動に

でわかっていてもなかなか止められないのは何故でしょ

より快感を得ることを欲するようになる…これが依存の

うか？

形成です。すべての依存は約３日で形成されます。した

それは、脳が依存を起こしているためです。タバコが
止められない、お酒が止められない、賭け事が止められ
ない、異性とのアバンチュールが止められない（笑）…
どれも実は同じ仕組みです。
辛いストレスなどがあると、無性に甘い物が欲しくな
りますよね？

がって、甘い物を止めようと思ったら、３日必死で我慢
すると、４日目からは次第に欲求が薄れてきます。
ただ、何かのきっかけを境に、禁断症状が出て、少し
だけなら…と手を出すと、またもとの黙阿弥です。これ
を防ぐには、依存のしくみを逆に利用して、心身のため
になる依存を自分で習慣化するとよいのです。例えば、

これは脳が強いストレスに打ち勝つために、大量のエ

散歩や気功をする…ああ気持ちが良いな！朝のひととき

ネルギーを必要としており、ブドウ糖の形で速やかに供

勉強する…ああこの充実感よいな！食後はお気に入りの

給される甘いお菓子は、瞬時に脳に満足感を得ることが

音楽を１曲聴く…ああリラックスできる、贅沢な時間だ！

できる代物です。

このような快感を脳は非常に喜び、気力や免疫力までアッ

美味しいものを飲んだり、食べたりすると、脳の快楽

プさせてくれます。

中枢からドーパミンなどの快楽物質が分泌され、満足感

世の中で、大成功を修めている人々は、自分の好きな

が得られますが、それと同時に「もっと飲みたい、もっ

ことや得意なことを依存化し、習慣化できたヒトと言わ

と食べたい」という欲求が生じるようになります。

れます。そしてこのような方々は、さほど面白くないこ

もっと、もっと…を追い求めていくと、ドーパミンの
分泌をコントロールできなくなり、依存症や中毒症にな
ります。甘い物を食べれば食べるほど、甘い物が止めら
れなくなる。これはもう依存症のはじまりです。

とでも、楽しんでしまうと、脳が満たされて疲労しない
ことを熟知しているのです。
是非、皆さんも有益な依存を形成して、人生を楽しんで
ください。（文：薬剤師、薬食同源アドバイザー・高田理恵）
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管理組合役員の皆様のご参加をお待ちしております！

大規模修繕工事［本音］セミナー
深刻な問題事例・解決策を伝授します！

3時間で大規模修繕工事の問題
すべてをマスターできます。

限定
30名!
定員になり次第締め切り
とさせていただきます。

これまで22回のセミナーを続けてきました。その際、
参加管理組合の皆様から多くの質疑があがりました。
その中から特に重要な2つの質疑について、
問題事例・解決策を伝授いたします。
●第

1部

●第

『工事が崩壊!? そのとき理事長はどうする？』

駐車場の空き問題をほおっておくと、
管理組合の
資金不足などマンションの価値にかかわる原因と
なります。特に機械式駐車場は今後、深刻な悩みの
タネとなります。
最新の情報と対応策を探ります。
●講師：㈱ＫＡＩ設計
菅 純一郎 代表取締役社長
診断設計実績は建築部門約50物件、設備部門約
80物件のコンサルタント会社の代表です。著書に
『管理組合のためのマンション大規模修繕のポイン
ト』
（住宅新報社）
。
http://kaiseikkei.com

予想もしなかった問題が発生し、
工事の実現が不
可能になった…そのリスクと対応法を、
事例を通し
て研究・公開します。
●講師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤

成幸

専務取締役

マンション大規模修繕工事のコンサルタントと
して経験豊富な佐藤氏。
工事の初歩から業界動向ま
で、管理組合側の立場で解説してくれます。
http://www. renosys.jp

日

時

1/24（日）

13：30 〜 17：00

無料

参加費

2部

受付開始 13：00

●主催：（般社）全国建物調査診断センター
（般社）建物修繕技術協議会
㈱住宅あんしん保証
●共催：関西ペイント㈱・㈱ダイフレックス
●後援：NPO 全国マンション管理組合連合会

●会場：㈱住宅あんしん保証本社会議室
東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6F
（JR東京駅八重洲南口徒歩6分、東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩1分、都営浅草線宝町駅A6番出口徒歩2分）
お申し込みいただいた方へは別途ご案内を申し上げます。

TEL：03−6304−0278

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。
発行部数

13,000部

FAX：03−6304−0279

E-mail：info@zenken-center.com

配布先マンションデータ
栃木県0.1％
茨城県0.4％
群馬県0.2％

京都府
12.6％

千葉県
9.6％

埼玉県
13.2％

首都圏 東京都

52.9％

神奈川県
23.6％

滋賀県2.4％

関西圏 大阪府
兵庫県
30.4％

54.6％

（2015.10 改訂 5）

※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。
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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

