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網戸の脱着、バルコニーへの立ち入りなど

女性現場代理人が主婦層に安心感もたらす

外国人作業員の時代がやってくる!? Part21

三和建装社長

ミャンマー大使館を表敬訪問

Lecture

「管理組合合意形成の真実と研究」

管理会社との付き合い方

【ケース⑤】

工事後、長計作成の担い手は？

商品紹介

防犯カメラ既存リース

期間満了時の更新に一考あり！

時代はアナログからデジタル化へ

省エネ対策

一般家庭からマンション共用部分まで

小さなチップでしっかり節電

教えて！管理組合交流相談室 

Ｑ 普通決議と特別決議はどこが違うの？

Ａ 重要事項は4分の3以上の合意が必要

Seminar

次回は来年1月24日㈰

　一般社団法人全国建物調査診断センターでは工事完成保証制度

を管理組合に勧めるスタンスを強調していますが、わずかな保証

料の支払いを巡り、費用の発生しない連帯保証人を付保すること

で工事完成を担保するケースが増えています。

　しかし、実際に工事が中断した場合を考えると、連帯保証人で

ある会社が同等以上の工事品質を引き継ぐことができるかどうか

は疑問です。

　保証制度では役務保証のほか、金銭保証も付帯されているため、

引き継ぎ会社も安心して、その後のフォローをすることができる

のです。

　保証人による担保は請負業者間の貸し借り、入札の公正さを損

なうリスクがあり、談合の温床になるという危険性は何度も紙上

で指摘しています。

　公正明大な業者選定を第一義と考え、連帯保証人の付保よりも、

仕組みとして機能している保証制度をオススメします。

　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、鹿児島市西千石町に鹿児島支部を設立しました。

鹿児島支部設立の趣旨

　１．�地方のマンション管理組合の大規模修繕に関する正しい情

報の普及

　２．同じく蓄積された都市部の修繕ノウハウの活用

　３．関連業界への最新情報の提供

　４．地方のマンション管理組合へのコンサルタント機能の強化

　５．新聞読者の拡大

鹿児島支部所在地・連絡先

　〒892−0847�鹿児島市西千石町８−１��能勢ビル２

　☎099−225−-5527

　E-mail：zenken-kagoshima@po.synapse.ne.jp

工事完成保証制度のススメ
　　保証人担保は

　　公正さ損なうリスク

全建センター 鹿児島支部を設立

必見!
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　File Data. 83　横浜市／港北ニュータウンシンフォニックヒルズふれあいの街団地管理組合

管理組合

　大規模修繕工事では、足場を組み立てて調査を行うこ

とにより、工事着手前にはわからなかった不具合個所が

発見されることがある。下地の補修個所の大幅な増加や、

大掛かりな建築金物工事などが発生した場合、工期内に

工事を完了させるべく、工程の調整や施工会社の手配等

が生じてくる。

　こうした状況に慌てずに対応しているのが入社18年目

の女性現場代理人の奥村順子さん。

　工事の現場での女性代理人は珍しい。しかしながら、

マンションの大規模修繕工事では網戸脱着のために部屋

の中に入ることや、バルコニーへの立ち入り調査などが

あるため、女性代理人であることが日中に在宅する主婦

層の安心感をもたらしている。

　奥村さんは「アール・エヌ・ゴトーは外壁塗装だけで

はなく、下地補修や防水工事なども施工できる『工事部』

網戸の脱着、バルコニーへの立ち入りなど
女性現場代理人が主婦層に安心感もたらす

…等の仕組みがある。しかし、アール・エヌ・ゴトーは

元請けという立場で職人を社員として雇用しているのだ。

　設計・監理を務めている改修設計の田中さんは「経験

則からくる適切な状況判断がすばらしい。また、日常会

話でのやわらかさ、女性ならではのお客様目線は男性の

代理人にはないもの」と評価している。

◇

　改修設計は社会貢献の一環として、ものつくり大学（埼

玉・行田市）の学生（２年生２人）を８週40日の間、「就

業体験」として受け入れた。

　このうち７月の２週間を港北ニュータウンシンフォ

ニックヒルズふれあいの街団地の工事現場で指導。奥村

さんなどアール・エヌ・ゴトーの協力を得ながら、工事テストハンマーで打診する奥村
順子・現場代理人

タイルの浮きが調査診断より
も3割増という事態に

一部外壁だけで5千枚のタイルを
取り替えた

低層棟の勾配屋根の部分は瓦の一
部補修、洗浄塗装を実施

建物全体を囲う足場の組み立て

という専属の作業員をかか

えています。そのため、入

社当初は同じ現場の工事部

の先輩方に仕事を教えても

らいました」という。

　一般的に日本の建設業界

は元請け、下請け、孫請け

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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工事データ
○工事名／港北ニュータウンシンフォニックヒルズふれあ
いの街団地第２回大規模修繕工事　○建物概要／ 1992（平
成４）年竣工・WRC造（壁式構造）、RC造（鉄筋コンクリー
ト構造）・地上３～ 11階建・６棟・287戸　○発注者／港北
ニュータウンシンフォニックヒルズふれあいの街団地管理
組合　○設計・監理者／㈱改修設計　○施工者／㈱アール・
エヌ・ゴトー
○主な工事内容
・�間接生産設備…現場事務所、作業員休憩所、仮設トイレ、
倉庫等の設置・解体
・直接生産設備…建物全体を囲う足場の設置・解体
・�躯体回復…高圧水洗浄、塗膜剥離、ひび割れや浮き、剥

落などの補修
・外壁塗装等…天井や外壁既存塗装面の塗装
・�シーリング…外壁目地やサッシまわりの古いシーリング
の打ち替え

・�バルコニー…バルコニー内の天井、壁の塗装や側溝の防
水

・屋上まわり…屋上の防水、塗装
・�金属部塗装…発錆個所のケレン、清掃、下地調整、錆止め、
塗装

・関連建築工事…照明器具交換、受水槽撤去など
※別途、YKK　APによるサッシ交換工事を実施
○工事期間／ 2015年６月15日～ 2016年１月31日（予定）

株式会社改修設計
■本社
〒160−0022�東京都新宿区新宿１−34−13
第一貝塚ビル３階
☎03−5312−1160
代表者：伊藤佳比古　　設立：1994年（平成６年）３月
資本金：2,500万円
http://www.kaisyuu.com

■施工者：株式会社アール・エヌ・ゴトー
■本社
〒211−0043�川崎市中原区新城中町16−10
☎044−777−5158
代表者：後藤龍彦　　設立：1982年（昭和57年）10月
資本金：１億円
http://www.rngoto.com

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

「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

敷地内に囲みを造り、現場事務所、
作業員休憩所、仮設倉庫等を設置

外壁の使用色一覧を現場事務所の
囲いに掲示している

鉄部塗装を行う作業員。アー
ル・エヌ・ゴトー工事部に所
属している

左から㈱改修設計の田中実氏、も
のつくり大学の髙橋宏樹教授、就
業体験の学生2人

監理を実際に体感した。学校では学べない就業先での体

験を通し、改修業界を就職先に選ぶ学生もいるなど、大

学と企業の連携が進んでいるようだ。
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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

マンションライフライターマンションライフライター

の

　三和建装㈱（本社・西東京市、中�衆司社長）は11月18

日15時（雨）、ミャンマー人技能実習生６人を連れて、東京・

北品川にあるミャンマー連邦共和国大使館を表敬訪問し

ました。

　現在の駐日大使はトゥレイン・タン・ジン氏。ダンディー

で温厚そうな大使でした。

　まずは中社長による会社説明と会社の考え方、技能実

習生の紹介。中社長は「建設会社として技能実習生には

塗装や防水を学んでもらっている」と説明し、「日本でしっ

かり技術を学んで、帰国後はミャンマーの国の発展の力

になれるようサポートしたい」と大使に語りました。

　全建センターのミャンマー人材開発機構では活動開始

から１年が経ち、51人の技能実習生の受け入れ実績を得

ています。

　中社長も三和建装として「今後５年間でミャンマー人

30人の受け入れを予定している」と大使に話しました。

「ミャンマー人は家族思い、謙虚、おカネより働きがいを

求めるところが日本人に似ている」と評しています。

　これに対して大使はまず、ミャンマー人がアジア各国

に仕事を求めにいかなければならない国の事情をあげ、

それによって人権を無視したトラブルがあることに言及。

日本の受け入れ会社に理解を求めました。

　こうした上で、ミャンマー技能実習生に対し、「大使館

はミャンマーの国民を守る。一方、受け入れ会社に損を

与えることになれば日本の会社も守る。ミャンマー人と

しての誇りを持って一生懸命やってほしい」と語りかけ

ました。

　技能実習生６人は始終、すっごく緊張した面持ち。大

使への受け答えには声も小さかったな～。いつもは笑顔

が絶えず、楽しそうなのに。

　とはいえ、大使、中社長ともに（１）日本で技術を学

ぶ（２）家族のために貯蓄する（３）帰国後に国の発展

に寄与することを求めている…そこに共通した考えがあ

ることがよくわかりました。

　実習生のみんな、期待に応えられるよう、がんばろう！

　　　三和建装 ミャンマー大使館を表敬訪問
技能実習生６人は緊張。期待に応えよう！

外国人作業員の時代がやってくる!? Part21

トゥレイン・タン・ジン駐日大使

中社長による会社説明と技能
実習生の紹介

まずは大使と中社長との挨拶
と交歓

技能実習生が個々に大使に自
己紹介を行った

最後は全員で記念撮影。「ミャンマー
実習生を受け入れている企業が来るの
は初めて」と大使

ミャンマー大使館は現在、改修工
事を行っていた
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事例紹介①　資金不足で対立、工事を休止
　　　　　　積立金値上げと貯蓄で合意を得る

経過
　平成13年３月に竣工した新築マンションで、築後11年目に大
規模修繕工事の計画がスタート。平成24年に建物調査診断を実
施し、その後引き続いて工事計画に基づいた設計を作成した。
　ところが工事費用の予算に対し、修繕積立金が大きく不足し
ており、この工事資金の徴収方法を巡って、理事、区分所有者
の意見が二分しかねない事態に陥ってしまった。
合意形成のための手法
　あらかじめ決定していた大規模修繕工事計画スケジュールの
進行を一旦休止して、直近の「大規模修繕工事ありき」の資金
確保だけの議論を凍結させた。
　その後、改めて長期修繕計画を作成・説明した上で、中長期
的な視点から修繕積立金が不足するという認識を区分所有者全
員が共有するように努めた。
　そこから修繕積立金の値上げと貯蓄する期間を設けた結果、
合意形成が図れて２年半後の平成26年から大規模修繕の着工に
たどり着いた。
背景と考察
　目の前の金銭負担の対立が工事実施の是非の対立になる構図
を避けた。休止期間を設けることで、じっくりとした説明と深
く考える機会ができた。
　その結果、やはり大規模修繕工事はそもそも必要であるとい
う共通認識を持たせることができた。

事例紹介②　コンサルタント会社を急きょ解約
　　　　　　大切なのは検討段階での情報公開や広報

経過
　築後10年目に第１回大規模修繕工事を実施。調査、設計、施
工者選定まで実施したコンサルタント会社を急きょ解約して、
別のコンサルタントへ工事監理のみ委託した。
　ところが工事が進行するに従い、区分所有者からの意見や質
問事項がどんどん増え、その対処に本来業務でない施工会社の
現場代理人が追い回されることが続発した。意見や質問の内容

は「この部位は工事しないのか？」「外壁工事はこれで終わりか、
まだ塗装は途中ではないのか？」「なぜこの色で塗るのか？」「こ
の部位を工事する理由は何なのか？」等。いずれも工事内容に
関わる基本的な事項ばかりであった。
　現場代理人は個別回答を行っていたが、「ここを工事しない
のか？」「やるならこっちだ」などという意見が工事中に錯綜し、
管理組合内での住民対立となった。
合意形成のための手法
　工事が進むことに不安感と不信感が発生するので、一旦工事
をストップさせた。場当たり的な対処ではなく、今さらではあ
るが公開での説明会を開催し、工事内容の説明と工事の意義、
意見徴収を図るように提案した。
背景と考察
　原因は検討段階での情報公開や広報。また説明会や総会での
工事に関する報告が非常に不十分だったために起こった混乱
だった。前任コンサルタントからの助言もなかったという。

事例紹介③　独断修繕委員長の横暴
　　　　　　収めようという良識派の対応がアダに

経過
　修繕委員長が独断専行、専横主義的な人物で施工者選定前に
突如コンサルタントを解約した。その後、委員長が強硬に推薦
する施工会社、工事監理会社が採用された。
合意形成のための手法
　修繕委員会では委員長一人が多数決合議に反対。怒鳴りしら
した上、退席により議事進行をボイコットした。このため、こ
れを収めようとした良識派の委員らが多数決意見を撤回して、
理事長にしたがった。
背景と考察
　問題点は、委員長が推薦した施工会社が管理組合と契約して
いる施工後のアフター点検、手直しに全く対応しなくなった点。
工事監理者に至っては建築士事務所でもない会社で建築士もい
ない素人会社であった。工事完了後に委員長は即座に引っ越し
たという。
　合意形成のために良かれと思った良識ある委員の人々の対応
がアダとなった例である。

事例紹介④　機械式駐車場工事で頻繁な入れ替え移動
　　　　　　日頃のコミュニティーで工事もスムーズに

経過
　機械式駐車場480台分の主要部品、構造部材の塗装工事を実
施した。マンションの近隣に空き駐車場が十分にないため、敷
地内スペースや契約駐車場内で入れ替え移動を頻繁に繰り返し
て工事実施の計画を立案せざるを得なかった。
　工事期間は22カ月に及んだが、駐車場契約者同士の協力が得
られてスムーズに工事の進行ができた。
合意形成のための手法
　日頃から住民同士の頻繁な付き合いやコミュニケーションが
醸成されている環境があった。このため、駐車場契約者以外で
も自分のことのように工事を意識して助け合い、協力体制が自
然とできあがっていた。
背景と考察
　消防訓練や夏祭り、クリスマス会、新年会等、管理組合と自
治会組織の合同イベントを実施している。理事会任期終了時に
は親睦会を開催しているが、ファミリー参加も行っていた。そ
の他でも老人会や趣味のゴルフ会、子ども会など多数の親睦会
があり、そのための集会室利用等、コミュニティー形成ができ
ているからこそ、工事の合意がスムーズにできた好例である。

　10月25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、22回目となる大規模修繕工事【本音ズバリ】セミナー
を行いました。さらに11月29日には大阪の関西ペイント本
社で関西圏２回目となるセミナーを行いました。
　この中から㈱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「管理組合合意
形成の真実と研究」の一部を掲載します。

大規模修繕工事【本音ズバリ】セミナー
「管理組合合意形成の真実と研究」

10月25日、東京会場で講演する佐藤成幸氏

物件概要：RC造・地上６階建て・19戸

物件概要：SRC造・地下１階地上５階建て・58戸

物件概要：RC造・地上14階建て・132戸

物件概要：RC造・８棟・444戸
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【ケース④】今や元請けからコンサルへ
　マンション大規模修繕工事を発注する場合、管理会社、
新築時の建設会社、改修専門会社などが元請けとなって
管理組合と工事契約を結んでいるケースが多い。
　管理会社に依頼するメリットとしては、日常の点検業
務や管理員業務などから不具合個所をよく知っている、
フロントマンを窓口として工事計画の進行がスムーズに
行える、工事後のアフターメンテナンスや施工瑕疵で逃
げることができない、などがあげられる。
　ところが昨今、大規模修繕工事におけるスタンスを元
請けからコンサルタントへ移行している管理会社が少な
くない。
　大きな理由は建設業法の改正により、現場代理人の資
格要件として正社員であり、現場に常駐することになっ
たことがあげられる。
　自社で工事部を持ち、建築士等を正社員として雇用し
ている管理会社は、現在も同様に大規模修繕工事の元請
けとして営業しているが、多くは協力会社に委ねていた
ため、フロント業務に特化してコンサルタント業務に移
行しているようだ。もちろん、大手ではグループの工事
専門会社を元請けとして管理組合と工事契約している
ケースもあるので、一概には「元請けからコンサルへ」
と言い切れない部分もあるかもしれない。

【ケース⑤】工事後、長計作成の担い手は？
　Aマンション（築14年・44戸）は昨年、大規模修繕工事
を終えた。
　マンション関連団体から設計事務所を紹介してもらい、
見積もり合わせで業者選定を行い、滞りなく工事が終了
したと感じている。
　そこで大規模修繕工事後の新たな長期修繕計画作成案
が出た。設計事務所も業務の範囲なのでお願いすること
にしようとした。
　そんな時、疑問の声を上げる人がいた。「もともと長計
は管理会社が作ってくれ、見直しもしてくれていたんだ
から、管理会社に無料で作ってもらえばいいんじゃない
の？」。
　長期修繕計画の作成はマンション標準管理規約によっ
て管理組合の業務とされ、規約のコメントで25 ～ 30年以
上の計画で、おおよそ５年ごとに見直しをする必要があ
るとされている。

　一方、マンション標準管理委託契約書には、別表第１
事務管理業務において、長期修繕計画の見直しのための
助言をする、または見直し業務をする場合は別個の契約
とすると書かれている。
　さて、設計業務も、施工もすべて他社にもっていかれ
た管理会社。管理組合の無茶な要望をどう捉えるだろう
か。当然、工事を請け負った会社に工事内容を教えても
らわなければ長計の精度的にも問題が出てくる。
　なんでも無料でできるというのは上手な付き合い方で
はないのでは？

国土交通省
マンション管理業者への一斉立入検査

・・・平成26年度結果・・・
　国土交通省・地方整備局等では、マンション管理適
正化法の順守状況について毎年、検査を行い、是正指
導等を実施している。
　平成26年度は昨年10月から、全国149社に対して立
ち入り検査を行い、60社に対して是正指導等を実施
した（指導率40.3%…昨年度39.1%）。
　検査は管理業務主任者の設置、重要事項の説明等、
契約の成立時の書面の交付、財産の分別管理、管理事
務の報告の５つの重要項目を中心に行った。
　国土交通省は26年度の検査結果から、昨年度に比
べ、指導率が微増とはいえ増えていることから、「い
まだ法令の各条項に対する認識が徹底されていない状
況がみられる」「平成21年５月の省令改正による制度
改正への理解不足等も散見された」と報告している。

【適正化法条項】 【是正指導社数】
管理業務主任者の設置（法56条関係） ３社（３社）
重要事項の説明等（法72条関係） 39社（26社）
契約の成立時の書面の交付（法73条関係） 26社（23社）
財産の分別管理（法76条関係） 16社（２社）
管理事務の報告（法77条関係） 20社（20社）
（　）は制度改正に係る違反を除いた場合の数

　国土交通省では、この結果をから、引き続き立ち入
り検査による法令尊守の指導を行い、また関係団体に
対しても会員指導等を行うように要請していくとして
いる。
※�マンション管理業者登録数2,214社、委託を受けた
管理組合数100,832組合・約613万戸、管理業務主
任者登録数67,689人（平成26年度末現在）

大規模修繕工事編 管理会社との付き合い方

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
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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へ̶。

防犯カメラ既存リース期間満了時の更新に一考あり！
時代はアナログからデジタル化へ

　今や防犯カメラは新築時から設置されているケースが

多い、マンションの必需品となっていますが、現状のカ

メラが万一の際に活用できるか、または有効かどうか理

解している管理組合はどれだけあるでしょうか？

　「万一の際」とは、空き巣、車上荒らし、痴漢、その他諸々

です。

　とはいえ、従来型の防犯カメラはまだまだアナログ型

が多く、録画画像が不鮮明で肝心な不審者の顔や特徴が

分からない、拡大しても画像がぼやけ一層分からなくな

る、綺麗に写る距離が短く範囲が狭いものです。

　本当に防犯カメラの記録を必要としていないがために、

従来のアナログカメラが、単に「抑止力」のみで設置さ

れているのが現状といえるでしょう。

　そこで、人物の顔や特徴、車両のナンバー等が鮮明に

録画できるデジタル化の防犯カメラを紹介します。デジ

タルカメラは解像度が高く、拡大してもズーム機能を使っ

ても鮮明な画像をみることができます。また、赤外線に

静止画（人物）で比較。従来型アナログ50万
画素【昼】距離 5ｍ

動画（車両）で比較。従来型アナログ50万画
素【昼】距離 60ｍ

デジタル200万画素【昼】距離 5ｍ。解像度
が高く、拡大しても鮮明

デジタル200万画素【昼】距離 60ｍ。ズーム
機能で遠距離も鮮明

株式会社アルファトラスト
〒105−0014�東京都港区芝２−５−10
NDビルサニーポート11Ｆ
TEL：03−6414−2320
FAX：03−6809−6966
http://www.alphatrust.co.jp

問　い　合　わ　せ

よる反射を強弱の調整で夜や暗室でも

しっかり撮影ができます。

　事件等が発生した際、カメラ録画画像

の活用が解決に有効な手段となります。

　設置は簡単、価格もリーズナブルで

す。防犯カメラのリース満了期間時の更

新の際に一度検討してみてはいかがだろ

うか。

デジタルは110度の広範囲での撮影も可能

従来品の撮影範囲は50 ～ 60度
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　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）
が立ち上げた「駐車場リノベーション機構」は11月から、同
機構のオリジナルホームページを開設しました。
　URL：http://www.parking-renovation.com

会計処理・税対策・申告、メンテナンス内容の見直し、空き駐
車場への対応、機械式駐車場リニューアルなど、ソフトからハー
ドまで駐車場すべての問題について、コンサルタント、アドバ
イザー等の専門家や協力会社を組織化し、ワンストップで問題
解決を図ることを目的としています。

●問い合わせ先

　一般社団法人 全国建物調査診断センター
　「駐車場リノベーション機構」
　TEL：03−6304−0278　FAX：03−6304−0279
　E-mail：�info@zenken-center.com

11月からホームページを開設
全建センター「駐車場リノベーション機構」本格始動！

駐車場リノベーション機構の
トップページ

　ホームページの内容は、
（１）機械式駐車場の全面取
り替え工事について（２）機
械式駐車場の解体・撤去事例
（３）収益事業について（４）
国土交通省「安全対策ガイド
ライン」など。
　同機構は、駐車場使用料の

　10月17日の浜管ネット防災セミナー「大地震が発生した
らどうする？」で、NPO日本トイレ研究所が企画・編集・
発行した『東日本大震災3.11のトイレ─現場からの声から学
ぶ─』を参加者に配布した。
　大震災後の避難所の生活をみるとき、食べるときも寝ると
きも共同生活になる。トイレは唯一のプライベート空間だ。
　しかし、トイレの衛生対策が不十分であれば、健康被害を
招く。東日本大震災では、トイレに行くのが嫌で、水分や食
事の摂取を控え、その結果、体力低下によってインフルエン
ザ等の呼吸器感染症となったり、脱水症状、エコノミー症候
群になることも危惧された。
　さらに名古屋大学の調査によると、東日本大震災で仮設ト
イレが避難所に行き渡るまでの日数を「３日以内」と回答し
た自治体は34%、「４～７日」17%、「８～ 14日」28%。「１
カ月以上」14%であった。
　仮設トイレはトラック等で搬送されるが、交通渋滞や道路
の寸断によって、すぐに調達できないのが実情である。
　こうした東日本大震災の記憶を風化させないため、このハ
ンドブックが発行された。

　巻末には「今、トイレ衛生対策に本気で取り組まなければ
ならない」と記してある。

【問い合わせ】
　NPO日本トイレ研究所
　〒105−0004
　東京都港区新橋５−５−１　IMCビル新橋9F
　TEL:�03−6809−1308　FAX:�03−6809−1412
　http://www.toilet.or.jp

本 の 紹 介 NPO日本トイレ研究所発行
『東日本大震災3.11のトイレ─現場からの声から学ぶ─』

A4判・16p
冊子のダウンロードは

NPO日本トイレ研究所のHPより
http://www.toilet.or.jp/toilet-guide/pdf/311.pdf
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リフォーム工事における具体的工事項目について
①フローリング規制
　2005年以降（建築後10年未満）のマンションでは「制
限あり」が約８割となっている。
　具体的な数値はLH、LLとも「45」が約７割と多い。また、
フローリングの数値以外の基準の具体的な内容としては
「カタログ添付」が63％だった。
②サッシ開口部の規制【サッシ本体の変更】
　サッシの変更については「リフォーム禁止」33.1％、「承
認工事」27.8%など、変更が制限されているケースが多い。
ただし、2005年以降のマンションでは「リフォーム禁止」
16.0％より、「承認工事」37.0%の比率が高かった。
③サッシ開口部の規制【サッシガラスの変更】
　ガラスの変更は「承認工事」33.0%、「制限なし」
16.6%となっている。
　ガラスの規制・ルールの条件については、サッシ本体
の変更と同様に防犯、防音、断熱、住宅性能向上を条件
としているケースが多い。
④サッシ開口部の規制【内窓の設置】
　64.8%のマンションが「制限なし」と回答としている。「制
限あり」と回答した場合の規制・ルールの条件については、
やはり防犯、防音、断熱、住宅性能向上であった。
⑤�配管に関する規制【水回り設備の移動や配管の更新に
関する規制】
　「承認工事」としているマンションが38.2%を占めた。
具体的に付された条件は、技術的な内容に関するものが
多い…「排水勾配の確保」「エルボの数は極力少なく」「配
管の材質・強度・管径を現状と同じかそれ以上にする」等。
⑥�配管変更に関わる穴あけの規制【壁・スラブ等の穴あ
けについて制限や規制】
　壁やスラブ等の穴あけは半数弱が「リフォーム禁止」
となっている。承認条件においては「エアコン用スリー
ブに限る」「位置・工法などの承認」「総会承認」「鉄筋検
査の実施」など。
⑦�専有部分内の立ち入りの条文化【住戸内のPSへ管の改
修目的等、共用部分改修の目的で専有部分立ち入りの
規定】
　専有部分内の立ち入りについては、全体の73.1%が「条
文記載」と回答している。
　なお、立ち入り条文はマンション標準管理規約第23条
に一部内容の記載があるが、これでは不十分であるため、
「共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
管理と一体として行う必要がある場合」という文言を記
載しているケースがみられた。
⑧その他の工事項目の規制
　項目対象は、「躯体へのアンカー等固定に関するルール」

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 最 終 回

【問い合わせ】協議会事務局　☎03-3265-4899　http://www.repco.gr.jp

報告書
A4判・96ページ

一般価格5,000円（税抜き）

「給湯器の制限」「IHの制限」「電気容量に関する制限」「サッ
シフィルムに関する規制」。
　躯体へのアンカーは、家庭用什器類等の取り付けなど
について「主要構造部に影響を及ぼさない」などの条件
をつけているケースがある。
　給湯器は、その能力アップについて「可能」73.1%、「不
可能」28.7%等。IHも「制限なし」が66.5%と給湯器の制
限と似た水準であった。
　電気容量は、勝手な容量アップは他の住戸に影響する
可能性があるため、承認工事としているマンションが多
い。
　サッシフィルムの条件は「外観の形状の変更」「美観の
確保」などが多かった。

〈表1〉 リフォーム細則がないことでトラブルになった事
例（抜粋）

（コメント）
　今回のアンケートでは、全体の26.4%が、「リフォーム

【ルール・基準面】
・�給湯器交換時にMB扉の排気口のサイズを大きくす
る必要が出た際に取り決めがなかった。
・�インターホンの所有区分があいまいで、共用部分で
ありながら、区分所有者が交換してしまった。
・IHの追加が全戸可能でない。
【運用面】
・�細則はあるが、理事会が承認しないため所有者とト
ラブルになったケースがある。
・�電気容量を上げる申請書順に容量増加を容認してい
たので、遅れて申請した人が容量を上げられずにト
ラブルになった。

【施工面】
・近隣住宅から工事時に発生する騒音の苦情。
・�間仕切りの変更により、感知器等の消防設備の設置
義務の確認が漏れ、違法状態になった。

規則がないことでトラブルになっ
た事例があった」と回答している。
具体的な内容は、ルールが整って
いれば回避できるトラブルが多い
と考えられる。
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一般家庭からマンション共用部分まで
小さなチップでしっかり節電

ブレーカーに貼るだけの省エネチップ
『NTE ECO CHIP』

　一般社団法人　日本マンション再生支援機構は電力使用量の消費を低減する、省エネチップ『NTE�
ECO�CHIP』を販売しています。
　この省エネチップは、ブレーカーやコンセントから流れる電磁波（電気のロス）を吸収して熱変換を
行う性能があるもので、ブレーカーやコンセントに貼るだけで10％～ 20％の電気使用量の削減が可能
です。電気のロス率が大きければ大きいほど、削減率の効果が大きくなります。
　標準価格は9,500円（税抜き）。一般家庭からマンション共用部分、店舗、事務所、大型施設まで対応でき、
またチップの効果は半永久的とされています。
　毎月、電力会社から送られてくる電気使用量のお知らせで、前年同月分の使用量との比較が見れます
ので、それによって節電効果が確認できます。

〈表〉エコチップ効果
ロケーション 使用月 使用量 前年同月使用量 使用量加減 使用量％ 削減率

東京都北区
（マンション共用従量電灯）

2014年05月 376 391 -15 96% 4%
2014年06月 332 354 -22 94% 6%
2014年07月 394 421 -27 94% 6%
2014年08月 355 417 -62 85% 15%
2014年09月 396 450 -54 88% 12%
2014年10月 384 392 -8 98% 2%
2014年11月 362 405 -43 89% 11%

横浜市港北区
（個人宅）

2014年05月 90 117 -27 77% 23%
2014年06月 84 104 -20 81% 19%
2014年07月 111 118 -7 94% 6%
2014年08月 209 232 -23 90% 10%
2014年09月 174 245 -71 71% 29%
2014年10月 91 170 -79 54% 46%
2014年11月 79 121 -42 65% 35%

メインブレーカーのスイッチに
貼るだけで省エネ効果を発揮

問い合わせ：一般社団法人　日本マンション再生支援機構
〒113−0034�東京都文京区湯島１−９−14−301　TEL.�03−6432−7636　FAX.�03−6735−4837

担当：北川武史　t.kitagawa37@gmail.com
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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

●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
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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

施工会社倒産・施工瑕疵へのリスク回避に
全建センターは完成保証と瑕疵保険をセットでご提供いたします！

へのリスク回避にへのリスク回避に
と瑕疵保険をセットでご提供いたします！と瑕疵保険をセットでご提供いたします！

〇「大規模修繕工事完成保証」は、工事会社が倒産等により工事
の続行ができない場合、引き継ぐ工事会社の紹介、前払金・
追加工事費用等を賄う保証です。

〇「大規模修繕工事瑕疵保険」は、工事後に施工瑕疵（欠陥）が
見つかった場合にその瑕疵を補修するためにかかった費用を
保険金で賄う保険です。

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　http://zenken-center.com

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

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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Q27　区分所有者でない奥さんが理事になれるの？ 

　区分所有者である夫が海外赴任をしている、定休日が

理事会の開催日と重ならないなどの理由で奥さんが代理

人となって理事になっています。こうしなければ理事会

の定足数に満たないことが多くなるからです。が、後々

トラブルにならないか心配です。

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編

重要事項は4分の3以上の合意が必要
現状の方法の維持は普通決議で可
　総会の決議要件には、普通決議（過半数の賛成）、特別

決議（４分の３以上）、その他建替え決議（５分の４以上）

があります。

普通決議
（過半数）

収支決算と事業報告

収支予算と事業計画

理事・監事の選任または解任、役員活動費の

額および支払方法

管理会社の変更、管理業務の委託契約等の更

新や変更

管理費等の金額の決定や変更、賦課徴収方法

使用細則の制定および変更や廃止

長期修繕計画の作成・変更

資金の借り入れや修繕積立金の取り崩し

建物の建替えに関わる計画または設計等の経

費のための積立金の取り崩し

修繕積立金の保管および運用方法

専有部分の共同管理

義務違反者への停止の請求

Q26　普通決議と特別決議はどこが違うの？

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第71号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

特別決議
（４分の
３以上）

共用部分の変更
（著しい変更を伴わないものは除く）
建物の敷地・附属施設の変更、管理
（規約により過半数まで緩和できる）

管理規約の設定、変更、廃止
管理組合法人の成立と解散
義務違反者に対する使用禁止・競売・引渡し
建物の一部が滅失した場合の共用部分の復旧

特別決議
（５分の
４以上）

建替え決議
団地内の建物一括建替え
※�建物ごとにその区分所有者および議決権の
各３分の２以上の賛成がともに必要

　次年度の事業計画・予算案等は管理に関する事項で普

通決議。共用部分の変更、敷地・附属施設の変更、規約

の改正、管理組合法人化などは重要事項として特別決議

となります。

●普通決議か特別決議かの判断

◇基本的な方針：
　現状の方法を変えない場合　　�⇒�普通決議
　空間や管理の方法を変える場合�⇒�特別決議
◇普通決議の判断基準：
　・�建物の基本的構造部分に影響がなく、原状復帰

ができる
　・基本的には形状に変更を与えない
　・多額の費用を要しない

＜参考文献＞『新・マンション管理の実務と法律』

　　　　　　　齊藤広子、篠原みち子、鎌野邦樹／著　日本加除出版㈱／発行　A5判・316ページ・定価2,800円（税別）
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リニューアル事業本部

【募集項目】工事協力会社
【建物概要】日神パレステージ武蔵関公園
　RC構造・地上４階建て・77戸
　（東京都練馬区関町北２−８−19）

【工事概要】下地補修、タイル補修、防水ほか
【工期】2016年８月～�2017年１月（予定）
【見積参加要項】
　�　①資本金5,000万円以上、3,000万円以上の大規模修
繕工事の実績が50件以上※他条件あり②入札・見積仕

　一般社団法人日本マンション学会は11月７日、東京・白金
台の明治学院大学で公表されたマンション標準管理規約改正案
をテーマにシンポジウムを行いました。
　パネラーは日本マンション学会・梶浦恒男会長、全国マンショ
ン管理組合連合会・山本育三会長、マンション管理業協会・山
根弘美理事長、日本マンション管理士会連合会・親泊哲会長、
千葉大学・小林秀樹教授（学会前会長）。
　標準管理規約改正案では「コミュニティ条項」を削除する考
え方が示されています。これを受け、シンポジウム後には４団
体により、「コミュニティの形成に積極的に取り組むこと」の
重要性、「コミュニティ条項」は存続することが望ましいとす

ることなどを盛り込んだ共同提言が発表されました。
　梶浦会長は「改正案を考え
られてきた人たちは、財産管
理、物的な管理に絞りたい考
えがあってコミュニティ条項
を目の敵にしたのではない
か」、小林教授も「コミュニ
ティ条項の削除は明らかに過
剰反応です」とコメントして
いました。

  見積参加者募集
東京・練馬区「日神パレステージ武蔵関公園管理組合」

締切：1月末日必着

様書による
【提出先】
　〒160−8411�東京都新宿区新宿５−８−１
　日神管理㈱

【締切】
　2016年１月末必着（簡易書留に限る）

【問い合わせ】
　日神管理㈱　担当：稲村
　☎03−5360−2081　　kanri-5@nisshin-group.co.jp

大規模修繕工事新聞では、「見積参加者募集」掲載希望を受け付けています。希望者は下記まで。
『大規模修繕工事新聞』編集担当：北見　kitami@k-mansionlife.com　TEL/FAX. 045−316−4505

コ ミ ュ ニ テ ィ 条 項 削 除 は 「 過 剰 反 応 」
11/7 学会、全管連、管理業協会、管理士会が共同提言

11月7日、明治学院大学での
シンポジウムの様子
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TEL：03－6304－0278　FAX：03－6304－0279　E-mail：info@zenken-center.com

13：30～17：00
受付開始13：00

（日）
日　時 無料

●主催：一般社団法人 全国建物調査診断センター・㈱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

大規模修繕工事［問題解決］セミナー

工事が崩壊!?そのとき理事長はどうする？

●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。

『工事が崩壊!? そのとき理事長はどうする？』

　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

　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

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

“お荷物”駐車場がマンションをダメにする！
第　2　部

●第1 部
『“お荷物”駐車場がマンションをダメにする！』
　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

●第2 部

1/24
参加費 30名定　員

● 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

（2015.10 改訂 5）

首都圏 東京都
52.9％

大阪府
54.6％

神奈川県
23.6％

兵庫県
30.4％

群馬県0.2％
茨城県0.4％
栃木県0.1％

滋賀県2.4％

埼玉県
13.2％

京都府
12.6％

千葉県
9.6％

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。


