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「大規模修繕工事新聞」
専用サイトをリニューアル
dai ki bo. j p. net
一般社団法人全国建物調査診断センター（全建センター）は「大規
模修繕工事新聞」専用サイトをリニューアルしました。新聞に掲載し
た修繕事例やセミナーの実施内容、最新トピックスなど、トップペー
ジからクリックして閲覧することができます。
さらに工事完成保証、駐車場問題解決、修繕設計会社紹介、小規模
マンション専門の工事会社紹介など、全建センターの事業についても
リンクしやすい構成になっています。
メルマガ登録すれば更新時するたびに配信されます。また、メルマ
ガであれば新聞を回覧せずとも管
理組合役員間で同時に情報を共有
できるメリットもあります。
ぜひとも、
「大規模修繕工事新聞」
専用サイトを覗いてみてください。

daikibo.jp.net
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8p 〜 新年名刺広告
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18p 教えて！管理組合交流相談室
Ｑ 区 分所有者でない奥さんが理事
になれるの？
Ａ 標 準規約では代理出席は認めら
れない方向
20p Seminar
次回は来年1月24日㈰

3/27 全国建物調査診断センター
鹿児島市初の勉強会を開催
一般社団法人全国建物調査診断センター鹿児島支部は３月27日、か
ごしま県民交流センターで鹿児島市初の管理組合役員勉強会を開催し
ます。
勉強会のテーマ、詳細は下記の通りです。
・大規模修繕工事のおカネの全てを公開！
・組合役員が住民を説得する際の迫真のノウハウとは!?
・工事失敗の研究＝隠れている失敗の現実とは!?
日 時：３月27日㈰ 13：30 ～ 16：30
講 師：㈱KAI設計 代表 菅 純一郎氏
会 場：かごしま県民交流センター 東棟４階小研修室第２
参加費：無料 定員：先着30名
●申し込み・問い合わせ：
一般社団法人 全国建物調査診断センター 鹿児島支部
鹿児島市西千石町８−１ 能勢ビル２階
☎099−225−5527
Email：zenken-kagoshima@po.synapse.ne.jp
FAX. 03−6304−0279
☎03−6304−0278
Email：info@zenken-center.com
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管理組合
File Data. 84

相模原市／相模台ハイツ管理組合

外断熱化や高気密仕様の工法等で
曾孫までも住み継ぐ住環境再生構想
相模台ハイツでは過去何度も外壁等の防水改修を行っ
たが、補償期間内に一部の外壁や屋上からの浸水による
室内漏水が起こっていた。2012年の計画修繕を準備する
専門委員会で検討を開始。マンションが第1種住宅専用の
高さ制限で建替えができない。
市内のコンサルタントの助言を得て「単なる大規模修
繕工事ではなく再生工事と位置付け、当初入居者の曾孫
までも住み継ぐ」という高経年マンションの再生を構想
した。
従来の微弾性塗料等の塗り替えでなく、
「外断熱化によ
り“温度サイクル”を緩和することが大切」などの情報
を得て開眼したという。
太陽の直射や寒暖の差で膨張収縮を繰り返して構造強
度が低下するが、それを防ぐために外壁を断熱材で覆う
工法である。
また、前回の工事で更新
した屋上防水も劣化して漏
水事故が発生しており、コ
ストは高いが長期間 に わ
たる防水性能をうた う ド
イツ製の超耐久性シ ー ト
（POLYFIN）を断熱仕様で
左から平成26年度計画修繕委員・伊
敷設することにした。
藤英夫さん、会計担当理事・小美野耿
尋さん、理事長・澁谷仁さん、地元の
外壁に断熱材を設置した
管理組合ネットワーク・向井会長
後は足場を固定する穴を開

25年無条件保証のポリフィン
防水シート。パラペットから
シートを敷設する
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3年後の屋上の様子。4カ月に1回
程度、足の感触で不具合がないか点
検するという管理員の伊藤信幸さん

けたくないので、外窓も交換した。その際「省エネの暮
らし」を考えて断熱効果を期待できる複層（ペア）ガラ
スを採用し、高気密仕様の窓サッシをカバー工法で更新。
同時にドアポストや扉まわりも隙間風の解消を考えて「省
エネと耐震の玄関ドア」に更新した。
このような再生工事から３年、外断熱化や高気密仕様
の工法等で、真夏は27 ～ 8℃、真冬でも17 ～ 8℃という
住環境を得て冷暖房の電気使用量は大幅に減った住戸も
あるなど、明らかな変化を実感している。
真夏は暑くて眠れなかった最上階の５階住民は「昔の
ようにムッとすることがなくなった」、１階では床下の外
気を遮断したので、真冬の夜中にトイレへ行くとき床の
冷たさがなくなり「冬の夜の悩みがなくなった」との話
しも聞く。
しかし、初めから維持管理に熱心で管理運営が活発だっ

外壁は湿式外断熱工法（エコサー
ム工法）を採用。断熱材は50㎜

施工後の様子。冷暖房の電気使用
量は大幅に減った住戸もある

工事データ

集会所にある外断熱の仕組み
（サンプル）

外窓はアルミサッシの複層（ペア）
ガラス（カバー工法）で改修

澁谷理事長のお宅で施工後の
サッシを撮影

玄関ドアも耐震・耐熱性のものに
更新した

たというわけではない。歴史を遡ると、相模台ハイツは
1971年竣工。管理組合はなく73年結成の自治会が当初の
瑕疵補修で販売会社と折衝し共有物委託契約を結んだ。
建物と設備の維持保全検討は数人の一級建築士を中心と
する建築補修委員が担った。
とはいえ販売会社の管理は業務を下請けに丸投げ。84
年に管理組合を設立し管理会社を変更したものの、管理
会社主導の修繕工事は長期の計画をもたず、度重なる設
備の事故で緊急修繕を余儀なくされていた。
96年、「これでは住民が積み立てている特別修繕費は有
効に使われない」
、
「自分たちで管理しなければ」と気が
ついた理事が、「自主的に管理する」ことを目指す管理組
合団体の啓発を受けて、翌97年、築26年目にして第一次
再生工事を実施。内容は①地下受水槽の廃止、高架水槽
の撤去、地上設置の受水槽による加圧給水への切り替え、
②外壁や屋上防水更新、③外構の更新と花壇の新設の３
本立て。
同時に区分所有者のための管理組合づくりに取り組み、
必要資金の計画的蓄積を目指す修繕積立金増額と併せて、
管理会社の変更に取り組んだ。
10年に相模原市の耐震相談制度を使って耐震設計の
チェック、12年に耐震診断を実施してIs値0.8以上の評価

○工事名／相模台ハイツ第２次再生工事 ○建物概要／
1971年（昭和46年）６月竣工・WRC造（壁式構造）
、
RC造（鉄
筋コンクリート構造）
・地上５階建て・４棟・110戸 ○発
注者／相模台ハイツ管理組合 ○施工者／㈱中島建設（外
断熱・東邦レオ㈱、屋上防水・カスタージャパン㈱、サッ
シ＆玄関ドア・不二サッシ㈱）
○主な工事内容
・躯体補修／建物共用部分全般にわたり、ひび割れ・浮き・
欠損等の劣化状態を調査し、各所にそれぞれ合った工法
にて補修
・高圧洗浄／建物の既存の汚れや工事による埃を洗い流す
・塗装／バルコニー内壁、階段室手すり壁、外壁、庇、鉄
部の塗装
・防水改修／バルコニー床の塩ビシート張り
・外断熱／既存の外壁に50mm厚のEPS断熱ボードを張り、
仕上げ塗りを施す
・屋上断熱強化／屋上防水には25年保証の断熱・超耐久性
シート（POLYFIN）を設置
・そ の他／窓サッシの更新（カバー工法）と複層（ペア）
ガラスの採用、耐震・耐熱性の玄関ドアへの更新、バル
コニー既存の鉄製手すりをアルミ製に交換
○工事期間／ 2012年８月20日～ 2013年３月27日

を得た。
また、住民組織は管理組合、自治会、自主防災隊が確
立しており、桜まつり・夏祭り、春の防災セミナー・秋
の防災訓練、などを通じてコミュニティー形成にも尽力
している。

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

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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全建センター「駐車場リノベーション機構」からの発信
機械式駐車場の落とし穴！
30年の収支でトントンも駐車場専用会計なく
積立金会計からの借り入れ必須！
これまで駐車場にかかる経費について顧みなかった管理組合が10年目で懸案事項として立ち止まって考え、分譲か
らかかった費用、これからかかる費用を試算した内容を紹介します。

◆マンションデータ

◆メンテンス契約の形態

2005年竣工・２棟・90戸
３段昇降式（地上１階・地下２階）機械式駐車場装置30基（全
90台収容）
駐車場使用料（月額）
上段12,000円、中段10,000円、下段8,000円
年間の収入→
平均10,000円／台×12カ月×90台＝1,080万円
※ただし現在、駐車場の専用会計はなく、使用料収入は管理
費（一般）会計に40％、積立金会計に60％を充当している。

・〈現行〉フルメンテナンス（FM）契約（現場点検は年４回）
月々の定額料金に交換部品代、修理費用を含んだ契約
年間の支出→
１基（３台分）60,000円／年×30基＝180万円
・
〈参考例〉POG（パーツ・オイル・グリル）契約（現場点
検は年４回）
劣化した交換部品代、修理費用は含まない契約
年間の支出→１基（３台分）24,000円／年×30基＝72万円

〈表1〉長期保全（維持・修繕）計画※1基分の部品代
交

換 時 期
＜駆動系＞
チェーン
モーター
その他
＜電気系＞
操作盤
リミットスイッチ
その他
＜構造系＞
計

5

年

10

（単位：円）

年

15

257,400

44,100
81,000
27,000
152,100

年

20

123,900

551,700
114,000

111,600
81,000
27,000
52,200
653,100

44,100
81,000
117,000
417,000
1,324,800

年

25

年

257,400
123,900
111,600
81,000
27,000
52,200
653,100

44,100
81,000
27,000
152,100

30

年

計

257,400
551,700
237,900

772,200
1,103,400
599,700

111,600
81,000
117,000
469,200
1,825,800

467,100
486,000
342,000
990,600
4,761,000

※1基分の部品代476万1,000円×30基＝14,283万円（30年合計）

〈表2〉機械式駐車場30年の収支予想
収入
支出

駐車場使用料
FM契約〈現行〉
（POG契約〈参考例〉）
維持・修繕費
更新

（単位：万円）
1年
1,080
180
（72）
―
―

30年間
32,400
5,400
（2,160）
14,283
13,608

※更新は国交省ガイドラインより4,200円／台・月×30年を参考としている

〈表１〉では分譲時からの長期保全計画により、維持管理・
修繕費用が１基３台でどのくらいかかるのかを試算していま
す。30年間で合計１基につき、約476万円かかり、90台では
１億4,283万円かかることになる計算です。
これをもとに〈表２〉で30年間の収支予想をしてみました。
収入は駐車場使用料が合計３億2,400万円で、ここからフル
メンテンナンス契約、維持・修繕費、更新（建替え）費用の合
計（３億3,291万円）を差し引くと891万円の赤字となります。
フルメンテンナンス契約からPOG契約に切り替えた場合、
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ケースによっては収支がトントンとなることも考えられます
が、大きな問題があります。
駐車場専門の会計システムがないため、使用料収入は管理費
会計と積立金会計に充当されています。建物や設備の長期修繕
計画に機械式駐車場の項目があれば積立金会計からまかなえま
すが、なければ実際には３億2,400万円の収入額は０円という
ことになるのです。
積立金会計からの借り入れは必須となることでしょう。
メンテナンス費、維持管理費、更新費とその出処がどこにあ
るのかを把握する必要があるでしょう。ヒントは必ず会計報告
の数字の中にあります。
＜取材協力・㈱桐ケ谷工業所＞
●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
URL：http://www.parking-renovation.com

外国人作業員の時代がやってくる!? Part22

日装・小川社長が実習生第２陣の受け入れへ
ミャンマーで新たに６人の採用を決定
大規模修繕工事を手がける

㈱日装（本社・東京都新

宿区）の小川隆幸社長は11月19日から３日間、２回目の
外国人技能実習制度によるミャンマー人作業員の受け入
れのため、ミャンマー・ヤンゴンを訪れました。
日装ではすでに平成27年５月８日、第１陣の６人がミャ
ンマー人材開発機構での６カ月間の研修を経て来日して
います。
今回も採用は６人。ミャンマー側の送り出し機関HTAY
Service（テイ サービス）の事務所で実習生候補者の面接
を行いました。小川社長は、
日本での人材確保というより、
工事の技術などが未熟なミャンマーへの国際貢献という

ミャンマー人材開発機構
一般社団法人全国建物調査診断センターがミャン
マー連邦共和国に開設した研修機関。現地ヤンゴンで
６カ月間、塗装、防水の基礎教育を行う。研修カリキュ
ラムで用いる塗料や防水材は現地のものではなく、関
西ペイント㈱、㈱ダイフレックスが材料の供給支援し、
日本の材料を実際に使う。
人材の受け入れについては、国が認定した日本側受
け入れ機関とミャンマー側送り出し機関が外国人技能
実習制度に基づいて実施。来日前の研修内容には日本
語教育も含まれている。

考え方を持っています。
このため、採用が決まった実習生に
は大きな期待を込めて、握手を繰り返
していました。
さらに今回、小川社長は「採用しっ
放し」ということのないよう、日本に
いる実習生の家庭訪問も実施しまし
た。ミャンマーに残っている家族が安
心できるよう説明するほか、生活環境
を実際に見る目的もあり社長自らが赴
いたそうです。

6人採用に20人くらいと面接を行う

ミャンマー側の送り出し機関HTAY Service
（テイ サービス）の事務所で実習生候補者に自
社の紹介をする小川社長

緊張の面持ちで自己PRの順番を
待つ実習生候補者

通訳を介し、小川社長が実習生候補者に
直接質問をする

採用が決まった実習生に「おめでとう！」
と握手
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暴力団員の排除から価値割合まで
管理規約改正ポイントチェック
国土交通省マンション政策室は10月21日に「マンションの

遣を受ける場合には、派遣元の法人・団体等による報告聴取や

管理の適正化に関する指針」および「マンション標準管理規約」
の改正
（案）を公表し、約１カ月間の意見募集を受け付けました。
この結果を踏まえてマンション標準管理規約の改正を年内に
発表するとしていましたが、関係者の話では「年度内か、さら
に管理組合の総会シーズン（５月ころ）までか、と発表時期が
ずれ込む」ようだとされています。
そこで、主な改正案のポイントをいくつかピックアップし、
そのコメントを簡単にまとめました。改正案が良くも悪しくも
あくまで「標準管理規約」であり、各マンションの管理規約は
各管理組合が独自で決めることが望ましいといえます。

業務監査又は外部監査が行われることを選任の要件として、細
則において定めることが考えられる。
外部専門家が役員となり、利益相反取引（直接取引又は間接
取引）を行おうとする場合には、理事会で当該取引につき重要
な事実を開示し、承認を受けなければならないことを定める。

◆暴力団等の排除
・12条、19条の２に関する専有部分の貸与に関し、暴力団員へ
の貸与を禁止する規定
暴力団の排除のため、暴力団員を反復して出入りさせる等の
行為について禁止する旨の規定を追加することも考えられる。
区分所有者の解約権は、区分所有者と第三者との間の契約に
おける解除原因に係る特約を根拠とするものである。管理組合
の解約権の代理行使は、理事会決議事項とすることも考えられ
るが、理事会で決定することを躊躇するケースもあり得ること
から、総会決議によることが望ましい。

◆コミュニティ条項の削除
・27条、32条にあるコミュニティ条項の削除に関するコメント
管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わり
のない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみ
に対象が限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦
を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲
を超え、マンション全体の資産価値向上等に資するとも言い難
いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費
用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者から
の直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。

◆外部専門家の活用
・35条、37条に関する外部専門家の選任
外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待
された能力等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を
実現しているか監視・監督する仕組みが必要である。
このための一方策として、法人・団体から外部の専門家の派
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◆役員の責務
・41条監事の責務の拡大について
４項「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、
意見を述べなければならない」とあり、
これまで「できる規定」
として定めていたものであるが、監事による監査機能の強化の
ため、理事会への出席義務を課すとともに、必要があるときは、
意見を述べなければならないとした。

◆理事議決権の代理行使
・53条関係で、理事が理事会に出席できない場合、配偶者等の
代理出席を認めない
理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を
遂行するものとされている。このため、理事会には本人が出席
して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。
したがって、
理事の代理出席（議決権の代理行使を含む）を、
規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは
適当でない。
理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのでは
なく、事前に議決権行使書または意見を記載した書面を出せる
ようにすることが考えられる。

◆価値割合
・46条関係の議決権割合の設定方法に関するコメント
住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分
の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の階数（眺望、
日照等）
、方角（日照等）等を考慮した価値の違いに基づく価
値割合を基礎として、
議決権の割合を定めることも考えられる。
この価値は、必ずしも各戸の実際の販売価格に比例するもの
ではなく、全戸の販売価格が決まっていなくても、各戸の階数・
方角（眺望、日照等）などにより、別途基準となる価値を設定
し、その価値を基にした議決権割合を新築当初に設定すること
が想定される。

改修用隔て板
「LNパーティション」
工事費用の低減効果も
マンションのベランダやバルコニーの隣戸との境にあ
る隔て板は、平時はプライバシーの確保と災害時には避
難経路の確保という役割があります。
ただし、避難するために隔て板を蹴破る際、高齢者や
子どもなどでは蹴破ることが困難であるという問題点が
ありました。
マンション管理会社の大和ライフネクスト㈱（本社：
東京都港区）と、手すり、避難器具、集合郵便箱などの
金物を手がけるナカ工業㈱（本社：東京都台東区）が共
同開発した「LNパーティション」はレバーを下げパネル

を押し倒す操作で容易に避難することができます。
さらに専用キーでロックを解除することにより、パネ
ルを取り外し、取り付けができるため、大規模修繕工事
などでは隣戸のバルコニー間を行き来する作業扉になる。
※専用キーは管理組合が保管する。
従来製品では作業員は一度足場に登ってから隣戸に移
動しなければならない。LNパーティションの採用により、
作業効率のアップ、工事期間の短縮などから工事費用の
低減効果が期待できる。価格は10台以上で材料・工賃込
み１台約５万円～。

従来製品では蹴破ることが難しかったり、ケガ
を負う可能性もある

「LNパーティション」

操作はレバーを下げてパネルを押し倒すだけ

従来製品では、大規模修繕工事の際、作業員は
一度足場に登ってから隣戸に移動している

工事の場合は専用ロックを解除し、パネルを
取り外すことができる

各戸の移動が楽になるため作業効率がよくなる

問い合わせ先

野口興産㈱

ナカ・テクノメタル㈱

〒176−8522 東京都練馬区豊玉北２−16−14
☎03−3994−5601 FAX. 03−3994−1091
http://www.noguchi-kousan.co.jp

〒110−0014 東京都台東区北上野２−23−５
住友不動産上野ビル２号館5F
☎03−5826−0603 FAX. 03−5826−0605
http://www.naka-techno.co.jp

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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世紀を超えて快適サポート

代表取締役社長

頌

謹

春

賀

新

年

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

TOHO 株式会社
早

代表取締役社長

坂

榮

二

東京都中央区日本橋堀留町２−８−４ 日本橋コアビル 2Ｆ
TEL. 03−6892−7510 http://www.toho-cp.co.jp/

代表取締役社長

竹内

一

千葉本社

〒273−0014 千葉県船橋市高瀬町31−３
TEL：047−434−1751 FAX：047−434−1789
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：03−5809−3151 FAX：03−3866−5805
E-mail：renewal@kk-tsk.co.jp URL http://www.kk-tsk.co.jp

明けましておめでとうございます

謹

賀

新

年

今年も弊社をご支援くださる皆様の期待に添うべく、
より一層の情熱をもって邁進する所存でございますので、
何卒従来にもまして一層のご用命、ご利用のほどをお願い申し上げます。

代表取締役社長

板

橋

邦

浩

〒101−0051 東京都千代田区神田神保町１−20
TEL：03−3293−4803（リニューアル事業部）
ＵＲＬ：http://www.ip21.co.jp

取締役社長

坂

田

舟

平

〒227−0038 横浜市青葉区奈良３−21−２
☎045-961-7757 http://www.asahikenso.co.jp

あけましておめでとうございます

新年あいさつの件連絡申し上げます

外壁塗装・防水・各種リフォーム工事
集合住宅やマンションの修繕工事

優良な監理団体として、
優秀な外国人技能実習生を受け入れております。

アレス有限会社
代表取締役

川

本

喜

樹

〒336−0031 さいたま市南区鹿手袋１−23−１
TEL：048−838−2731 FAX：048−865−8833
http://www.kenkoutatemono.co.jp
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株 式 会 社 アサヒ建 装

SIE 協同組合（SIE 無料職業紹介事務所）
代表理事

矢

島

進

東京事務所
〒160−0016 東京都新宿区信濃町 12 番地 信濃町 SANMO ビル 6F
FAX. 03−3359−8639
TEL. 03−3358−6249
http://www.sie-jp.com
info＠sie-jp.com

謹んで新春のお慶びを申し上げます
人・技術・設備・情報の 4 本柱で
常に先進のリニューアルをお届けします。

株式会社
代表取締役

アール・エヌ・ゴトー

後

藤

龍

彦

〒211-0043
川崎市中原区新城中町16−10
TEL 044−777−5158
http://www.rngoto.com

謹 んで 新 春 のご 祝 詞を申し上 げます

アジア諸国より優れた人材を発掘し、
外国人技能実習生として日本に招聘し、
監理業務を行う団体として認可を受けております。

高度な技術と豊富な実績が信頼の証しです。

代表取締役

増

田

明けましておめでとうございます
公益社団法人 アジア技術技能人材交流協会

聡

本
社 〒113−0034 東京都文京区湯島２−21−17 M's ビル
横 浜 支 店 〒231−0006 神奈川県横浜市中区南仲通３−30 ４階
新潟営業所 〒950−0891 新潟県新潟市東区上木戸１−４−８
フリーダイヤル：0120−50−8183 ＵＲＬ：http://www.iwasa-m.com

代表理事

川

端

一

矢

〒251−0052 藤沢市藤沢976秀明ビル2F
TEL. 0466−25−5001 FAX. 0466−27−0334 URL：asia-kouryu.com

『大規模修繕工事新聞』も7年目に突入しました！

迎
春
明けましておめでとうございます
昨年11月に心機一転！今年も宜しくお願いします！！

㈱カシワバラ・コーポレーション
常務取締役

リフォーム事業本部長

岡

野

和

〒108−0075 東京都港区港南１−８−27 日進ビル９階
TEL：03−5479−1402

雄

謹んで 新年のお慶びを申し上げます
歴史に裏打ちされた「技術力」でご奉仕致します

建設塗装工業株式会社
代表取締役社長

吉

田

幸

一

〒101−0044 東京都千代田区鍛冶町２−６−１ 堀内ビルディング６階
tel 03−3252−2512 fax 03−3252−2513
HP：http://www.kensetsu-toso.co.jp/

明けましておめでとうございます
マンションリニューアルに最適な工法と
高品質な建材をお届け致します。

化研マテリアル株式会社
〒105−0003 東京都港区西新橋２−35−６第３松井ビル
☎03−3436−4001 FAX. 03−3578−1155
URL : http://www.kaken-material.co.jp
E-mail : info@kaken-material.co.jp
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謹賀新年
大規模修繕工事における管理組合様のパートナー

一級建築士事務所

イーストサン株式会社
代表取締役

所長

西

尾

哲

二

新年おめでとうございます。
建設業界がさらなる発展をとげる一年に
なることを願っております。

三 和 建 装 株 式 会 社
代表取締役社長

大規模修繕工事はシンヨーへお任せください !!

衆

司

東京都西東京市田無町１−12−６
TEL：042−450−5811（0120−408−038）
http://www.sanwakenso.co.jp/

〒136−0076 東京都江東区南砂２−２−16 東陽町グリーンハイツ301
TEL（03）5683−2403 http: //www.eastsun.jp
E-mail: eastsun@js6.so-net.ne.jp

新年おめでとうございます

中

謹

賀

新

年

大規模修繕工事完成保証等、管理組合様の管理運営の
お手伝いをいたします。

住宅金融支援機構提携金融機関
代表取締役社長

中

尾

祐

輔

〒210−0858 川崎市川崎区大川町８−６
TEL. 044−366−4771 FAX. 044−366−7091
http://www.sinyo.com

株式会社ジェイ・モーゲージバンク
〒108−0075 東京都港区港南一丁目８番27号 日新ビル９階
TEL. 03−5782−7930 FAX. 03−5782−7935
http://www.j-mb.jp

皆様に恩返しができるよう各種企画を立案し

明けましておめでとうございます
マンションの設備改修工事は
スターテックにお任せください！

株式会社スターテック
代表取締役社長

星

野

隆

之

〒144−0052 東京都大田区蒲田３−23−８ 蒲田ビル 9 階
TEL: 03−3739−8851 FAX: 03−5744−6133
http://www.star-tech-kamata.co.jp

明けましておめでとうございます。
本年も「存在価値ある企業」を目指していきます。

株式会社 ダイフレックス
代表取締役社長

三

浦

吉

晴

〒163−0825 東京都新宿区西新宿２−４−１ 新宿 NS ビル 25F
☎03−5281−0881
http://www.dyflex.co.jp
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謹賀新年
お客様のニーズに応えられる建物の
機能と価値を高めるご提案をいたします。

東 海 塗 装 株 式 会 社
代表取締役

奈 良 間

力

〒146−0082 東京都大田区池上５−５−９
TEL. 03−3753−7141 http://www.tkip.jp

新年のお慶びを申し上げます
一級建築士事務所

株式会社ボス建築コンサルタンツ
代表取締役社長
本

梅

沢

真

社

東京都港区新橋５−28−３ ユニ鎌倉 2F
TEL：03−3434−3611
横浜支店 神奈川県横浜市西区みなとみらい４−７−１
埼玉支店 埼玉県さいたま市大宮区仲町２−25
メールアドレス：boss@boss-ac.co.jp

謹んで新年のお慶びを申し上げます
謹んで
新 年 のお 慶 びを申し上げます

〒160−0022
東京都新宿区新宿 2−13−12
住友不動産新宿御苑ビル
TEL 03−3354−4191 FAX 03−3354−4192
http://www.nisso-x.co.jp

謹賀新年
160 年の伝統と最新の技術が大規模修繕工事の
成功をお約束します。
すまい美しく

代表取締役

山

岸

大

輔

〒140−8668 東京都品川区南品川４−２−36
TEL. 03−3474−2900 FAX. 03−3450−2760
http://www.ymgs.co.jp

皆様に愛される紙面づくりに努めてまいります！

新年のお慶びを申し上げます。
お客様のため、そして地球の未来のため
建築の美と機能への限りなき挑戦 を続けてまいります。
おかげさまで創業 100 余年

代表取締役

佐

藤

幹

男

〒238−0023 神奈川県横須賀市森崎１−17−18
TEL：046−834−5191 http://www.yokosoh.co.jp

あけましておめでとうございます
『塗料界新報』発行元として、
塗料商品の情報をいちはやくお届けします。

株式会社 塗料界展望社
代表取締役社長

荒

井

康

雄

〒113−0021 東京都文京区本駒込３−22−２
TEL. 03−3824−5711
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信頼される管理組合のパートナーとして29年

謹んで新年のお慶びを申し上げます
マンション設備改修専門会社として、
「技術と信頼」の実績を積み重ねてまいります。

京浜管鉄工業株式会社
代表取締役社長

平

松

拓

也

〒160−0011 東京都新宿区若葉１丁目12番５号
TEL. 03−3358−4871 http://www.keihin-se.com

明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます

「顧客指向であること」
これが私たちの出発点です。

当社は外断熱改修によって皆様に快適な住空間を
提供させていただきます。

タキロンマテックス株式会社

Sto Japan 株式会社（シュトージャパン）

代表取締役社長

谷

口

充

生

〒108−6030 東京都港区港南２−15−１ 品川インターシティＡ棟 30 階
TEL. 03−5781−8150 FAX. 03−5781−8130
http://www.t-matex.co.jp/

代表取締役

佐 々木

隆

〒102−0093
東京都千代田区平河町２−11−１ 平河町ロンステート 1 階
TEL. 03−5216−1530 FAX. 03−5216−1760
http://www.stojapan.com

マンション改修業界における唯一の業界紙として

謹

賀

新

年

新春のお慶びを申し上げます
地球環境にやさしい建築設備の
ベストソリューションを提案します。

川本工業株式会社
代表取締役

川

本

守

彦

〒231−0026 神奈川県横浜市中区寿町２−５−１
TEL：045−662−2021（代）
ＵＲＬ：http://www.kawamoto-ind.co.jp

建築物の劣化を防ぎ美観を創る、
優れた建築用機能性塗料の開発・市場展開をしてまいります。
本年もよろしくお願いいたします。

関西ペイント販売株式会社
代表取締役

毛

利

訓

士

〒144−0045 東京都大田区南六郷３−12−１
TEL: 03−5711−8904 FAX: 03−5711−8934
http://www.kansai.co.jp
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「喜び」と「幸せ」を繋ぐ
企業を目指して

明けましておめでとうございます
アナログからフルハイビジョンへ
2016年、防犯カメラもデジタル高画質への変更をお勧めします。

株式会社 アルファトラスト
代表取締役

中

山

郁

基

〒105−0014 東京都港区芝２−５−10 ND ビル 2F
TEL：03−6414−2320 FAX：03−6809−6966
http://www.alphatrust.co.jp

謹賀新年
あけましておめでとうございます
伊勝の大規模修繕
建物リニューアルは、新しい価値を創造します

株式会社 伊勝
代表取締役

伊 藤 勝 美

〒230−0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦１−５−３
TEL：045-502−1604 FAX：045−521−0287 http://www.ikatsu.co.jp

謹んで新春のお慶びを申し上げます
工事完了後の瑕疵・不具合を「瑕疵保険」でカバーします。

株式会社 住宅あんしん保証
代表取締役社長

髙 橋

渉

一

〒104−0031 東京都中央区京橋１−６−１ 三井住友海上テプコビル 6F
TEL. 03−3562−8122
http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo/

明けましておめでとうございます
一級建築士事務所

株式会社 なごみ設計
〒231−0033
神奈川県横浜市中区長者町５丁目56番地２ 千歳観光ビル２階
TEL. 045−250−0275 http://www.nagomisekkei.co.jp
info@nagomisekkei.jp

2016年もよろしくお願いいたします
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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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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2 マンション総合保険、瑕疵保険、工事保険の違い
●事故の早急な復旧のためにも
保険契約者はだれかに着目！
マンション管理組合に関する保険には、①「マンショ
ン総合保険」、②「瑕疵保険」
、③「工事（PL）保険」に
分けることができます。
①マンション総合保険
マンション用の住宅火災保険である「マンション総合
保険」
（マンション管理組合用火災保険）は、マンション
で火災、爆発等、偶発的な事故が発生した場合の損害保
険です。
建物の不具合においては水漏れ、雨漏り、外壁落下な
どの事故が多く、それらに対する補償（復旧にかかる費
用の調達）が目的となります。あくまで偶発的事故が補
償対象で、老朽化や経年劣化は対象外。保険加入者は管
理組合です。
管理組合向けには、マンション総合保険の他、特約と
して施設賠償責任、個人賠償責任、また地震保険があり
ます。
②瑕疵保険
瑕疵保険による「建物の損害」とは、工事
請負契約で約束した工事品質が損なわれるこ
と（＝瑕疵）をいいます。
大切な資産である建物の資産価値が損なわ
れた上、工事会社とのトラブルとなり、管理
組合の費用負担で補修等を強いられるケース
があります。こうしたケースを保険で防ぐこ
とが目的です。
しかし新築住宅と異なり、中古住宅のリ
フォーム工事、大規模修繕工事では、建築確
認申請が不要のため、任意加入となります。
さらに、瑕疵の補修費等は保険金として工事
会社が受け取るため、保険契約者は工事会社
です。
発注者
（管理組合等）
からの働きかけがなけ
れば瑕疵保険への加入は進まず、発注者の不
安定な状態が今後も続いていくといえます。

③工事保険
工事中に第三者にケガをさせてしまった、塗装中に隣
家や車に塗料を飛散させてしまった場合、その治療費や
塗料のついてしまった部分の補修費を補償するのが請負
者賠償責任保険です。
請け負った工事が原因で雨漏りが発生して住宅内を汚
損させたり、外壁落下により自動車を破損させてしまっ
たり、人にケガをさせてしまった場合、住宅内の内装補
修費、自動車修理費、人のケガの治療費などを補償する
のが生産物賠償責任保険（PL保険）といいます。
原因部分（工事会社の自社施工部分）を補修する費用
は対象外です。被害者に対する損害賠償責任が目的のた
め、保険加入者は工事会社となります。
◇
図のように、タイルが剥落した事故例においても、偶
発的な発生なのか、施工ミスなのかによって保険の補償
対象が異なります。
事故の原因はさまざまでも、あらかじめ事後対応をき
ちんとしていれば、復旧工事の費用も早く調達でき、安
心した生活が送れると考えられます。

「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 1700 棟！（平成 27 年 12 月現在）

大規模修繕保険事業 課
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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

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㈹
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支店
営業所

神奈川・埼玉
津田沼

●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

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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教えて！管理組合交流相談室
Q27 区分所有者でない奥さんが理事になれるの？
＜第72号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

ベストアンサー編

また、理事が事故で理事会に出席できないときは、そ
の配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席さ
せることができる」という規約条文を認めた判例（平成
２年11月26日最高裁）もあります。
とはいえ、理事は区分所有者の中から総会で個人的資
質やモラル適正、能力に着目して選任されているという
前提があることから、現在の標準管理規約を改正する国

標準規約では代理出席は
認められない方向

交省の検討会によると、質問者の海外赴任などの理由で
は、奥さんの代理出席は認められないという方向にある

マンション標準管理規約では「理事及び監事は、組合

ようです。
「欠席する場合は、事前に議決権行使書を出す

員（区分所有者）のうちから、
総会で選任する」とあります。

べきであり、代理出席を認めることは望ましくない」と。

しかし、近年では役員のなり手不足などの問題から、

これによって理事会の定足数が満たせず、管理に支障

配偶者や賃貸人にも役員になれるという考え方が生まれ

がきたす場合は、外部専門家の活用を促しています。

ています。

教えて！管理組合交流相談室
Q28

亡くなった区分所有者の滞納金回収はどうするの？

先日、あるひとり住まいの区分所有者が亡くなりまし
た。残念なことですが、最後は孤独死に近い状態でした。
管理費等の滞納金もあり、これに関して相続できる子ど
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クエスチョン編

もがいるようなので、話をつけたいと思っています。こ
うしたケースでのアドバイスをお願いします。

リニューアル事業本部

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

おもしろコラム
ちょっと一息

デジタルで
アナログ作品

インターネットは色々と便利のようだというのでパソ
コンにチャレンジし始めた中高年が多いという。パソコ
ンの操作も昔に比べたら格段にわかりやすくなってきて
いる。

れに直接印刷すればいいといわれればそれまでだが、使

なんでもデジタル万能の時代のようだが、今回は、あ

い方によっては、思わぬ効果が期待できる。仕上がりサ

えて、デジタルを使ったアナログ的なサイトを紹介して

イズを指定すると、そのサイズの封筒展開図が出力出来

みたい。

るので、小生は、孫の写真入りのお年玉用ポチ袋を作っ

一つ目は、パソコンを使ってブックカバーが作れるフ

ている。展開図をお絵かきソフトに読み込んで、孫の写

ミクラ（http://www.usagi-g.net/fumikura）というサイトだ。

真と名前を入れて作るのだ。オリジナル１点ものだし、

まずはカバーをかけたい本の背の厚さを計って、背表紙

中身はさておき、孫の喜びが倍化する。今は流行ってい

の厚さを入力、続いて、本の名前、作者、連番を入れて、

ないようだが、デザインを工夫したオリジナル封筒に入

下部にある「ブックカバー生成」というボタンを押すと、

れたラブレターを使えば、恋の成就確立もアップするこ

入力した情報が入った展開図画面が現れるので、これを

とうけあいだ。

保存するとPDFファイルで保存できる。本の大きさによっ

三つ目は、記名したのし紙を簡単に作ることができる

て、出力する用紙を選んで印刷するとオリジナルブック

サイト（http://www.noshi.jp）だ。のし紙の種類（デザイン）

カバーができ上がる。連番が表紙と背表紙に大きく印字

を選び、用途名と自分の名前を入れるだけで、出来上がり。

されるので、本の整理にも使えそう。用紙の種類を変え

あとはプリンターで印刷するだけ。悪筆で苦労している

たり、色用紙を使えば、よりわかりやすい整理が出来る。

小生にとって、神仏の存在だ。

二番目は、封筒を作れるサイト（http://iq148.com/tools/
envelope）だ。なにもわざわざ封筒を手作りしなくても、
インクジェットプリンタ用の封筒が売っているので、こ

なお、いずれのサイトも無料なことと、特別なソフト
をインストールせずに利用できるのがいい。
（ジャーナリスト

井上勝彦／絵：そねたあゆみ）
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大規模修繕工事［問題解決］セミナー
第

1

部

工事が崩壊!?そのとき理事長はどうする？
第

2

部

“お荷物”駐車場がマンションをダメにする！
これまで22回のセミナーを続けてきました
これまで22回のセミナーを続けてきました。
その際、
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？』

『 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

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

2部

1/24（日）

参加費

13：30 〜 17：00

無料

定

員

30名

受付開始 13：00
●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
●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

