
2016
4月号

〒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

2016.4.5

1

C O N T E N T S

2p

4p

6p

7p

8p

9p

14p

修繕奮闘記File Data 87
施工業者選定にも工夫
厳しくも心強い修繕委員会

ライターkitamiの『お邪魔しま～す！』
3/3　協立技研㈱
創立30周年感謝祝賀会に参加

TOPIC 
みんなで工事体験しよう！
3/19　住民参加のイベント開催

全建センター
「訪問相談サービス」スタート！
コンサルタント選び等を支援

国土交通省
エレベーターの維持管理指針
保守・点検業務標準契約書を公表

現金事故を防ぐポイント①
・会計担当社員の着服事例
・印鑑、通帳をフロントが保管

教えて！管理組合交流相談室 
Q   リフォーム詐欺、管理組合の
対応は？

A  細則やガイドラインを作成
 工事内容の届出の明記で
未然防止へ

　国土交通省・マンション政策室が３月14日、ついに「マンションの
管理の適正化に関する指針」（告示）、「マンション標準管理規約」（局
長通知）の改正を公表しました。
　「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」（福井秀夫座長）
が設置されたのが平成24年１月。高齢化等を背景とした管理組合の担
い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性、災害
時における意思決定ルールの明確化など、様々な課題に対応した新た
なルールの整備・検討を行ってきました。
　ところが、第32条「管理組合の業務」から「コミュニティ条項」削
除の検討を重ねたことにより、これに反対意見が殺到。検討委員会が
開催されない２年半もの空白期間ができるほど混迷する事態に至った
のです。
　しかし今回、国土交通省は検討会の主張を受け、コミュニティ条項
を削除した改正を断行しました。
　コミュニティ条項は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工
事等の円滑な実施などに資するものであり、また防犯・防災対策にお
いても地域社会との連携が不可欠であることから平成16年の改正で設
けたものです。
　マンションにもコミュニティが大事だとして管理組合の業務に加え
られたことは、阪神・淡路大震災での復旧における組合活動の影響も
大きかったとされています。
　マンション標準管理規約とは、あくまで国が定めた「見本」である
ため、既存の管理組合が追随して改正する必要はありません。「コミュ
ニティ条項に関しては平成16年改正版の標準管理規約を参考にする」
など、それぞれの管理組合が独自に取り決めをすることは可能です。
　ただし、今後、改正さ
れた標準管理規約を模
範に作成される新築マン
ションにはコミュニティ
条項が盛り込まれること
はなくなるでしょう。お
祭りや防災活動は管理組
合の業務として認められ
ないと、国があっさりと
線引きをしたことになり
ます。

マンション標準管理規約改正
「コミュニティ形成」は

管理組合の業務外

お祭りや防災活動は認めない!?

20100105-20160405-76
平成27年3月27日、最後の検討会の模様
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　File Data. 87　大阪・都島区／ローレルスクエア都島エル・フラッツ管理組合

管理組合

　2003年竣工、１回目の大規模修繕工事だが、すでに発

足している修繕委員会が中心となって数年前から計画を

進めていた。その修繕委員会のメンバーである一人は大

規模修繕工事計画の取りかかったころを振り返り、「長期

修繕計画をもとに工事時期の確認を行い、着工の１年前

にコンサルタントを決めた」と話す。

　設計コンサルタントは修繕委員の情報収集により６社

をリストアップ。書類選考や将来も長期的に会社が存続

するのかという視点で３社に絞り、そこから見積もり、

ヒアリングを行ったという。

　「ヒアリングでは、技術的、専門的な話ではなく、素人

がわかるよう品質管理をどうするのか説明してくれと聞

いたんだけど、しっかりとした返答がなくてね。結局、

一番誠意を感じた会社を選んだ」

　その後、施工業者の選定では公募で26社集まったとい

うが、会社規模や財務内容等で12社に絞り、見積もり依

頼で６社、さらに再見積もりした３社にヒアリングを行っ

た。

　このヒアリングが管理組合の極めつけ。進行や質疑応

答は設計コンサルタントではなく、修繕委員が中心に行っ

た。理事会メンバーは傍聴席。３社のプレゼンの持ち時

間は各15分のみ（一般的には30分～ 40分）。質問の返答

施工業者選定にも工夫
厳しくも心強い修繕委員会

ができるのは担当する現場代理人だけで、営業担当は口

をはさめない。そして…投票権があるのは傍聴席の理事

会メンバーだけで、修繕委員には、それがないのだった。

　実は、これは施工者には知らせていなかった。進行係

で質疑をする修繕委員ばかりに目を向けていた施工者を

選ぶ人々は傍聴席に座っているという仕組みだったのだ。

　これには選ばれた小野工建の営業マンも「知りません

でした」と脱帽。修繕委員会がリードしながらも、理事

会の諮問機関であるという意識付けがしっかりしている

組合運営といえよう。

　工事開始してからもやはり品質管理に重点をおく。作

業員からは危険予知（安全確保）のほか、QC（Quality 

Control＝品質管理）のチェック表を作業前に配布し、作

提出する危険予知活動表と、QC
活動表

定例会議の様子。右側が中心と
なった修繕委員会メンバー

朝礼の際に、活動表を配布し、
作業後には掲示する仕組み

作業効率のため、生活導線と工事
エリアを完全に区分

6-4-2
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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

工事データ
○工事名／ローレルスクエア都島エル・フラッツ大規模
修繕工事　○建物概要／ 2003（平成15）年竣工・SRC造・
地上15階建・３棟・158戸　○発注者／ローレルスクエ
ア都島エル・フラッツ管理組合　○コンサルタント／㈱
T．D．S（ティー・ディー・エス））　○施工者／㈱小野
工建
○主な工事内容
・ 共通仮設／現場事務所・トイレ、作業員詰所・資材置場・

廃材置場等、工事に必要な仮設物の設置
・ 直接仮設工事／建物周囲への鋼製枠組み足場、外部メッ

シュシート養生等
・下地補修
　１）コンクリート部分／ひび割れ、浮きなどの補修等
　２） タイル部分／ひび割れ部分などの補修、新しいタ

イルの貼り付け
・ シーリング／外壁塗装面、タイル面等の目地やサッシ

周辺などのシール打ち替え等
・内外壁塗装／各所の塗装
・鉄部塗装／各所鉄部の塗装
・防水／各所のウレタン防水、塩ビシート不良部の補修
・その他／内階段のシート貼替え等
○工事期間／ 2015年９月28日～ 2016年３月31日（予定）

株式会社T. D. S（ティー・ディー・エス）
■本社
〒103−0012
東京都中央区日本橋堀留町１−６−13　昭和ビル３階
☎03−5649−3666
■大阪支店
〒556−0015
大阪市浪速区敷津西２−１−12　YKビルディング７階
☎06−4396−3511
代表者：岡　俊英　　創業：1979年（昭和54年）６月
資本金：3,000万円
http://www.tds-arc.com

施工者：株式会社小野工建
■本社
〒566−0001  大阪府摂津市千里丘６−４−２
☎06−6389−2831
代表者：小野展康　　創業：1968年（昭和43年）８月
資本金：１億2,000万円
http://www.ono-kohken.co.jp

アルコーブに置いている子供用自
転車の仮置き場をエントランスに
設置

洗濯物情報など、各戸のパソコン
でも見られる電子掲示板も設置

階段には遮音・防滑性のある
タキステップを採用

内壁の塗装済みの様子

業後に提出させている。

　とはいえ、修繕委員会の居住者対応も万全。駐車車両

の移動や工事エリアと生活動線を完全に分けた。「工事中

の生活が不便でも中途ハンパな配慮はいらない。作業効

率を優先することを明確にすれば居住者のクレームも少

ない」と修繕委員が話してくれた。施工業者にとっては

厳しくも心強い修繕委員会である。
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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

　春めいた陽気の中、大阪に向かいました。
　３月３日、協立技研の30周年パーティーに参加するためで
す。協立技研さんによるパーティーの正式な名称は「皆様のお
かげで　協立技研株式会社　創立30周年感謝祝賀会」です。
　会場は大阪・難波のスイスホテル南海大阪。４時半から協
力会社78社が加盟する「協友会」の総会があったそうですが、
私たちは６時の祝賀会から参加させていただきました。
　祝賀会では、まず森山社長のあいさつが印象的でした。
　「30年振り返ってみまして、昭和61年４月１日会社を創立、
６月13日株式会社を設立いたしました。当時５人で設立しま
して、電話１本おいて、自分たちでできる仕事は何でもやると
いう心意気で、はじめた思い出がございます」。
　当初は、仕事を消化するという考えだけだったといいます。

「仕事を請けて、とにかく終わらせ、工事代金をいただいたら
いいという仕事の仕方でした」。
　しかし、転換期を迎えます。「仕事に対して、自分の人生に
おける価値観を考えだしたのが、会社設立後11、12年くらい
経た時だった」と言います。
　そこで当時の売上を14億円から７億円前後、約半分に減ら
したそうです。「売上でなく、仕事の仕方、喜ばれるお付き合
いの仕方を目指して、それが生きる価値、会社の価値にもつな
がると思いました」。
　そうした仕事に対する考え方が、ようやく７年目からじわじ
わと売上に結びつき、30期の決算を終えて、売上は30億円超
へと伸びています。
　森山社長は「やはり協立技研とお付き合いのある方々との人
間関係の大切さ、絆の大切さっていうものを、協友会の皆様も
上下関係ではなく、横のつながりで、築いてきた結果だと思い
ます」と述べ、「そのおかげです、今の協立技研があるのは…
皆様に対する感謝で一杯です」―最後には感涙で言葉を詰まら
せながらあいさつを締めました。

◇

森山社長、感涙
「皆様のおかげです」 　協立技研の特色として驚くのは特許・実用新案の多いことで

す。祝賀会では埴岡営業企画室長がその紹介をしました。
　作業員のためにベランダに設置する持ち運び便利な安全はし
ご、３タイプ（床置き・天吊り・壁掛け）のエアコン室外機を
簡単に移動できる装置、開閉式パーティションの両側クリアラ
ンスに対応できる施錠金具などなど、現場から上がってくる声
を生かして次々と商品化しているのだと言います。
　祝賀会中盤は、なんと社員・協友会６グループによる余興。
仕事の合間をぬって合唱や楽器の練習をしたり、動画を撮影し
て制作・編集して映像化したり、さまざまな工夫で会を盛り上
げました。聞けば、毎年の忘年会でもそれぞれが催し物を考え
て発表するそうです。
　チームワークを大切にする社風です。森山社長が「とにかく
仕事をやればいい」という考え方を否定し、「仕事に対する価
値観」「生きる価値観」を見出すように仕向けているように感
じました。

「皆様のおかげです」と挨拶
する森山社長

最後は小原専務が自身の歩み
とともに閉会のあいさつを
行った

埴岡営業企画室長が特許・実
用新案を紹介

会場は難波のスイスホテル南海
大阪。約170人が参加した

祝賀会の盛り上がりは社員・協友会
6チームによる余興

参加者の投票で最優秀賞は美し
いハーモニーを披露した女子部
が獲得

3/3　協立技研
創立30周年感謝祝賀会に参加

●企業データ

社 名 協立技研株式会社

所 在 地
本社 〒595−0055
　　 大阪府泉大津市なぎさ町６−１　
　　 きららセンタービル６階

お問い合わせ 0120−2525−24

電 話 0725−22−0515

F A X 0725−22−0575

U R L http://www.kyouritugiken.co.jp

E - m a i l info@kyouritugiken.co.jp

創 業 昭和61年６月

代 表 者 森山伸一郎

資 本 金 １億円

正 社 員 数 56人

現場代理人数 28人

協 力 会 社 78社（協友会所属）

事 業 内 容
建物等の劣化診断調査、マンションリニュー
アル工事、各種内装工事

特 色

協立技研は、提案型で独自の施工法を用いた
質の高い技術力で工事実績を積み重ねていま
す。各施工の専門分野との強いネットワーク
により、日々高い品質の工事が提供できるよ
う努めております。
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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へ̶。

関西ペイントが発売
外壁の塗膜劣化を防ぐ高耐久性塗料
「アレスダイナミックTOP」

劣化原因の「ラジカル」抑える技術を開発

新製品紹介

　関西ペイント㈱（本社大阪市、石野博社長）と関西ペ

イント販売㈱（本社東京・大田区、毛利訓士社長）はマ

ンションの外壁等の塗膜劣化を防ぐ新製品として、高耐

候性水系上塗り塗料「アレスダイナミックTOP」の提供

を進めています。

　外壁等の塗膜破壊の多くは「ラジカル」という科学物

質が引き起こします。ラジカルとは不対電子を持つ原子

や分子のことで、塗料成分のひとつ「酸化チタン」に紫

外線が当たることで発生し、塗膜劣化を促進させるので

す。

●紫外線から外壁を守る4つの技術

高耐候性

（ラジカル制御）

ラジカルの発生を抑制 1. アクリルシリコン樹脂

　　　（高性能シリコンレジン）

シロキサン結合の高い結合エネルギー

で紫外線による樹脂劣化を抑制

2. ラジカルバリヤコート 無機酸化物による表面処理によりチタ

ン白からのラジカル発生を抑制

3. UVトラップ 塗膜劣化を引き起こす有害な紫外線を

熱エネルギーに変換し無害化

生じたラジカルを捕捉 4. ラジカルキャッチャー 樹脂・顔料からの発生ラジカルを補足

し、光安定化

塗膜劣化のメカニズム
　「アレスダイナミックTOP」は関西ペイントテクノロ

ジーを駆使し、この塗膜劣化の原因物質であるラジカル

の発生を抑える技術を開発したもので、樹脂性能を最大

限に引き出した高耐候性水系上塗り塗料です。ラジカル

の発生と活動を抑える４つの技術で、塗料の耐久性を飛

躍的に向上させることができるようになりました。

アレスダイナミックTOPの特長
・最上位品フッ素に迫る高耐候性
・樹脂性能を最大限に引き出すラジカル制御技術を採用
・超低汚染
・カビ、藻が付着しにくい
・臭気の少ない水性塗料
・艶（つや）の仕上がりの選択が可能
　　（艶あり、７分艶、５分艶、３分艶）
・強力な付着力
　　（ 強化剤を配合することで、湿潤面や高湿度環境での

施工が可能）
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住民対象の工事体験は、作業員とのコミュニ
ケーションが最大の目的

子どもたちが作成したシール

子どもとお父さんでペンキ塗りを体験

工事だけでなくプレゼントがもらえる
イベントも企画

シーリング材を注入中

工事の大きな特徴は、ロープ工法の採用

　１回目の大規模修繕工事
を実施している東京・江東
区のラ・コピエ門前仲町管
理組合で３月19日、工事の
作業を体験できるイベント
を開催しました。企画は修
繕委員会、主催は施工者の
㈱エーファイブです。

　企画の狙いは、住民と職人のコミュニケーションです。どん
な作業をしているのか、「それを体験してもらうことで、工事
に対する満足度を高めてほしい」とエーファイブの木村康三社
長。シーリング材の注入と外壁上塗材の塗装を体験してもらい
ました。
　工事体験以外にもプレゼントがもらえるコーナーを設け、職
人さんと触れ合える企画を催しました。修繕委員からも「住民
との距離が縮まることで職人にもやりがいが芽生え、工事の品
質向上につながるのでは」と期待が寄せられています。
　２月18日から仮設工事を開始。１カ月後の現段階で調査が
終わり、これから本格的な作業がはじまることになります。
　今回の工事の大きな特徴は、枠組み足場を設けないこと。エー
ファイブはロープブランコによる施工を得意としていて、マン
ションの状況に応じて、ロープ工法と通常の足場を併用した大
規模修繕工事を提案しています。
　ラ・コピエ門前仲町では、正面エントランス側の外壁タイル
に浮きが多くみられたため、正面側はゴンドラ足場を採用し、
その他はロープブランコによる施工を行う予定です。

◆工事データ
○マンション名／ラ・コピエ門前仲町管理組合　○建物概
要／2003（平成15）年８月竣工・SRC造・地上11階建・１棟・
47戸　○施工者／㈱エーファイブ　○主な工事内容／直
接仮設、下地補修、シーリング、鉄部塗装、バルコニー内・
開放廊下防水、屋上防水、外部階段床など　○工事期間／
2016年２月18日～７月下旬（予定）

3/19　住民参加のイベント開催
東京・江東区、ラ・コピエ門前仲町管理組合

み な 工 体ん で し う事 験 よ ！
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マンションの悩みは多種多様。現地相談であれば、
問題の理解が早く、解決にも早道だ

「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

　一般社団法人全国建物調査診断センター（全建セン

ター）はこのほど、１級施工管理技士や１級管工事施工

管理技士など経験豊富なベテラン相談員が現地に訪問し、

管理組合の相談を受けるサービスを開始しました。

　大規模修繕工事等を検討している管理組合が、設計コ

ンサルタントやマンション管理士へ相談や業務を依頼す

る前に、計画修繕の基礎知識の解説やコンサルタント選

びを支援します。

【相談受け付け例】
・ 大規模修繕工事・設備改修工事は何からどうすればよい

の？

　　→ 工事内容や問題点をヒアリングし、全体のスケ

ジュールから検討手順等を丁寧に解説

・信頼できるコンサルタントはどう選べばいいの？

　　→ コンサルタントに依頼する業務内容や費用、適切

な選び方等をレクチャー

・修繕委員会の立ち上げ方や総会の準備・対応は？

　　→ 検討段階から居住者への広報活動の進め方等をレ

クチャー

・管理会社との付き合い方は？

　　→ 管理委託契約内容や見積もりの精査、業務改善の

ヒントを伝授

・長期修繕計画はこれでよいの？

　　→ 実態に即した長期修繕計画、適切な修繕積立金額

等の豊富な参考データを提供

・ 日常生活に影響する給排水設備改修はどうすればよい

の？

　　→過去の事例をもとに検討の進め方を丁寧に解説

全　建　セ　ン　タ　ー

設計コンサル、マンション管理士への依頼前の相談相手に
「管理組合役員向け訪問相談サービス」スタート！

計画修繕の解説やコンサル選びを支援
　当面、首都圏からスタートします。

　全建センターは「大規模修繕工事新聞」の発行が８年

目となり、マンションの改修業界の中で、管理組合役員

の皆様にとって中立的かつ透明性のある情報が不足して

いる問題を深刻に受け取りました。かかる費用負担につ

いて悩んでいる管理組合が多い現実も目の当たりにしま

した。

　そこで全建センターのサービス業務として、経験豊富

なスタッフが直接管理組合を現地訪問し、相談を受ける

体制を開設しました。初回訪問相談は無料です。どうぞ

ご活用ください。

　●問い合わせ先

一般社団法人 全国建物調査診断センター
TEL：03-6304-0278　FAX：03-6304-0279

E-mail： info@zenken-center.com
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Q&A　エレベーターと地震　その②

エレベーター維持管理指針、
標準契約書を公表

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

国　土
交通省

Q4　 地震管制運転装置があっても閉じ込められるのは何故で
すか？ 

A4　地震管制運転装置は地震の揺れを感知して最寄階に停止
させる装置です。
　直下型等の激震が発生した場合、他の安全装置が作動してエ
レベーターが急停止する可能性はあります。
　それが新聞報道にもあった「缶詰」故障です。エレベーター
には様々な安全装置があります。最重要なものとして、扉が完
全に閉まっているか確認する安全装置があります。
　地震の大きな揺れでも扉が一瞬でも開いてしまった場合は安
全のため急停止します。
　扉が開いたままエレベーターが動いたら重大な事故になりま
す。また、エレベーターの速度を監視している装置が地震の揺
れで誤作動したりする場合も急停止します。

Q5　もし、急停止したらそうしたらいいのですか？ 
A5　もちろん、インターホンなどで救助を求めるのが一番で
すが、大規模な災害が発生した場合は、対応に時間がかかる可
能性があります。また、同時に火災が発生した場合など救助を
持っている時間がない場合などは、自分で最低限の自衛手段を
とるしかないでしょう。 

　国土交通省・建築指導課は２月19日、「昇降機の適切な維持
管理に関する指針」「エレベーター保守・点検業務標準契約書」
を公表しました。
　エレベーターの適切な保守管理確保のため、所有者・管理者
等、保守点検業者、製造業者が担うべき役割を指針で示し、業
務内容を契約書で提示するというものです。
　管理組合がなすべき事項としては、保守点検マニュアル、作
業報告書等の保存、安全標識等による利用者への注意喚起が明
記されています。
　また保守・点検業者の選定では、契約金額のみによって決定
するではなく、業務仕様や担当者の能力、会社概要等を総合的
に評価することを管理組合に求めています。

Q6　一般の人にできる自衛手段とは？ 
A6　エレベーターが急停止した要因により対応は異なります
が、「エレベーターは扉が少しでも開いたら急停止する」とい
うことを思い出してください。
　もし、目の前の扉が少し開いているようであれば、自分で閉
めてみてください。
　他の安全装置が作動していない場合、エレベーターが自動的
に運転を再開する可能性があります。
　もちろん物理的に大きなダメージを受けていない場合です
が、最寄りの階に停止して扉が開く可能性があります。

Q7　それでも動かなかったら？
A7　エレベーターの停止している位置にもよりますが、扉を
自分で開けてみることです。
　エレベーターのメーカーや機種によって違いますが、作動し
ている安全装置によっては扉が手で開閉できる場合もありま
す。
　ただし、正常な位置に停止していない場合には、外側の扉は
連動して開かないので、外側の扉を開ければ外に出られる可能
性はあります。

　さらに、管理組合は標準契約書では業務担当者の特定と担当
者の業務能力の明確化。契約書に付随する標準仕様書では、頻
度部品修理、交換の範囲、緊急時対応等に関する技術的細目の
規定についても確認するように指摘しています。
　こうした対応の参考として、保守点検業者の選定や保守契約
の際に留意すべき事項チェックリストも添付されています。

　●問い合わせ

国土交通省住宅局建築指導課
☎03-5253-8111（内線39-513）
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000607.html
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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

　管理会社では、管理組合財産に対する金銭事故が起きても速やかに対応する内部監査体制制度の強化に努めてい
ます。既存の事故を想定した例と、取り組んでいる再発防止策について紹介します。

ケース❶　会計担当社員の着服事例
【経緯】
　管理会社の会計担当社員が、フロント社員から受け取った銀
行払戻請求書の金額の数字を改ざんし、余分に引き出して現金
を着服した事故例です。
　その会計担当社員は、着服を隠ぺいするため、月次決算報告
書の数字を改ざんし、さらに改ざんした通帳のコピーと改ざん
した銀行残高証明書のコピーを会社と管理組合に提出していま
した。
　コピーのやり方は、まず原本をカラーコピーし、金額の部分
を切り抜いて必要金額を改ざんし、さらにそれをカラーコピー
したのです。
　会計担当社員は、伝票の起票、銀行窓口での入出金業務、帳
簿への記録、月次決算報告書の作成を一人で行うため、着服と
隠ぺいが可能となっていました。
　上司は、通帳や銀行残高証明書の原本を確認することなく、
コピーのみ確認していたようです。
　会計担当社員は約10年間、同じ業務を担当していたため、
覚知が遅れました。

【再発防止策】
① 会計担当社員が通帳・銀行残高証明書を改ざんできなくする

ため、決算報告書の口座残高の確認はコピーではなく、通帳
原本・原稿残高証明書原本と照合する。

② 会計担当社員が伝票、情報システム上の伝票を自由に修正・
削除できなくするため、伝票を連番管理・複写式とするとと
もに、情報システム上の伝票の修正削除等の履歴を記録する。

③ 会計担当社員による着服と隠ぺいを防止するため、マンショ
ン会計業務を職務分離し、上司は会計の記録と請求書、領収
書等の原本を照らし合わせ、正確性・網羅性・実存性を確認
する。

④定期的な人事ローテーションを行う。
⑤現金の授受については、授受簿等に記録する。

ケース❷　印鑑、通帳をフロントが保管
【経緯】
　フロント社員が親切を装い、理事長から管理組合名義の保管
口座の印鑑と通帳を預かり、保管口座から現金を引き出して現
金を着服した事故例です。
　そのフロント社員は、着服を隠ぺいするため、社内のマンショ

ン会計部に金額を改ざんした通帳と銀行残高証明書のコピーを
提出していました。
　マンション会計部は、通帳と銀行残高証明書の原本を確認す
ることなく、コピーを確認するだけでした。
　そのフロント社員は、同じ物件を長期間担当し、管理組合や
会社から信頼を得て、理事会とのやり取りを一人で行うために
覚知が遅れました。

【再発防止策】
① 管理組合が保管する通帳・印鑑等の保管状況を管理組合と共

同で確認し、「通帳・印鑑等の保管台帳」等で確認する。
② フロント社員が通帳と銀行残高証明書を改ざんできなくする

ため、マンション会計部は、銀行口座の残高を銀行残高証明
書のコピーではなく、銀行残高証明書原本で確認する。

③ 銀行残高証明書は、銀行から直接理事長またはマンション会
計部に送付する。

④ 理事会へは担当フロント社員だけでなく、年に数回、複数人
で出席する。

⑤ フロント社員が保管口座の理事長印を保管することを全面禁
止しとし、押印代行行為、予備の払戻請求書への押印の禁止
を業務手順書に追加する。

ケース❸　印鑑、通帳をフロントが保管
【経緯】
　フロント社員が理事長の交代時、管理組合の理事長印を一時
的に預かり、現金支払指示書（架空の組合発注工事代金を請求）、
銀行の払戻請求書を偽造し、支払い手続きを行い、マンション
会計部から受領した現金を着服した例です。
　そのフロント社員は、過去の実際の請求書をカラーコピーし、
工事内容や金額を改ざんして、架空の請求書を作成。また、着
服を隠ぺいするため、会社向けと管理組合向けの２種類の月次
決算報告書を作成し、それぞれ提出していました。

【再発防止策】
　ケース❷の再発防止に加えて
① マンション会計部は支払いの際、請求書、領収書、工事完了

確認書原本を確認する。
② 工事代金の支払いは振り込みとし、現金での支払いは認めな

い。
③ マンション会計部は、月次決算報告書を理事長に直接郵送す

る。

現金事故を防ぐポイント①
ちょっと気になる

会計処理
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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
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リニューアル事業本部

　大阪市立大学名誉教授・梶浦恒男氏を理事長とする
NPO集合住宅維持管理機構の創立30年余の集大成として
上梓された。
　管理組合からの業務依頼3,000件のうち、改修工事に
よってグレードアップした72事例を紹介している。
　耐震改修など建物全体の環境改善事例のほか、給排水
管と浴室の改修、外壁タイルの剥落防止、バルコニーの
排水改修、窓サッシの更新、駐車場の整備・改善例など、
分類・整理して細かな解説を掲載した。
　居住者や管理組合の対応の仕方、工事中のさまざまな
取り組みの実際も紹介しており、一般のマンションでの
活用としても非常に細かく解説され
た、参考書といえる。

　多様化するマンション内での住民間トラブル、参加率
が低い管理組合の運営上のトラブルなど、多くの裁判例
を踏まえて紛争解決の指針をわかりやすく解説した一
冊。司法研究委員会マンション管理紛争研究部会では平
成25年４月から、従来型の紛争から現代型の紛争まで多
数の具体的設例を検討し、研究を重ねてきた。
　本書はこうした研究結果のうち、管理運営をテーマに
絞った約70問の設例をQ&A方式で掲載。専有部分と共用
部分の区別のおける紛争から、管理規約の設定・変更、
義務違反者に対する措置など、質問に対する回答、紛争
解決のポイントはどこにあるか、参考裁判例、詳しい解
説などを盛り込んでいる。

『大規模修繕によるマンションの
グレードアップ事例集』

『Q&A
マンション管理紛争解決の手引』

本 の 紹 介

『大規模修繕によるマンションの　　
グレードアップ事例集』

梶浦恒男、NPO集合住宅維持管理機構／編
彰国者／発行

B5判・並製・210ページ
定価3,000円（税別）

2016年３月10日発売
ISBN978-4-395-32056-1

『Q&A　マンション管理紛争解決の手引』
第一東京弁護士会　司法研究委員会／編

新日本法規出版／発行
A5判・並製・330 ページ

定価3,700円（税別）
2015年12月15日発売

ISBN978-4-7882-8079-3
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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

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
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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

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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細則やガイドラインを作成
工事内容の届出の明記で未然防止へ
　「無料で点検します」などといって部屋に入り込み、「す

ぐになんとかしないと大変だ」など大げさな言葉で不安

を煽って工事契約を取り付ける悪徳リフォーム業者がい

ます。

　ときに高齢者に親身になってくれる人を装い、電気の

次は風呂場、その次はキッチン…と次々に必要のない工

Q30　リフォーム詐欺、管理組合の対応は？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　老朽化した団地型マンションで、住民も高齢化してい

ます。

　そこで独居老人目当てに詐欺まがいのリフォーム工事

を行っている業者の出入りがあるという噂が広がってい

ます。

　住民の金銭被害も心配です。管理組合としてどのよう

な対応ができるでしょうか？

ベストアンサーに選ばれた回答

事をふっかけてくる場合もあるようです。

　ただ、ご存知のようにマンションは専有部分だけで構

成されているわけではありません。リフォーム詐欺とい

う被害だけでなく、勝手に建物・設備をいじられること

は管理組合の計画修繕にとっても、のちのトラブルの原

因になる危険もあるのです。

　何も関係のない工事業者がマンションに入り込み、戸

別訪問で営業している噂があれば、リフォーム工事をす

る場合は管理組合に届け出るよう、住民に注意喚起をし

ましょう。

　このため、管理組合としては専有部分リフォーム工事

が適正、円滑に行われるための手引として、事前にリ

フォーム工事に関する細則やガイドラインを作成してお

くことが望まれます。

　こうした細則やガイドラインを作成しておけば、管理

組合への工事内容の届出の明記などによって、リフォー

ム詐欺を未然に防ぐことにも役立つでしょう。

　こうした管理組合の方針が住民に浸透していれば、リ

フォーム詐欺の詐欺は減少します。戸建てよりもマンショ

ン住まいのメリットがここにもあると言えるでしょう。

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

●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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料金受取人払郵便

新宿局
承　認

405
差出有効期間
平成30年２月
28日まで
（切手不要）

1 6 0 8 7 9 0
3 2 3

東京都新宿区西新宿8-12-1
サンパレス新宿603

全国建物調査診断センター
駐車場リノベーション機構　行

『大規模修繕工事新聞』をメールマガジンで差し上げています。
メルマガをご希望されない場合は□にチェックを入れてください。
　　　　　　　　　　　□ 希望しない

管理組合名

お名前

ご住所

ＴＥＬ

E-mail

竣
工
年

役
職

総
戸
数

キリトリセン

　全国建物調査診断センター「駐車場リノベーショ

ン機構」では、（１）駐車場使用料の会計処理、税

対策（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（５）

機械式駐車場リニューアルなど、駐車場のさまざま

な問題をワンストップで解決するため、コンサルタ

ントやアドバイザーなどの専門家、協力会社を組織

し、対応にあたっております。

　ご相談やご意見、ご要望のある方は、上記の「相

談申込はがき」またはE-mailでお申し込みください。

E-mail： info@zenken-center.com

機械式駐車場
点検・メンテナンスは

必要不可欠

全建センター
「駐車場リノベーション機構」

からの発信

駐車場を安心して使うには…
　駐車場を利用する人にとって重要なことは安心して使

えるかどうかです。

　特に機械式は装置が故障してしまうと車の入出庫が一

切できなくなるため、利用者に大変迷惑をかけることに

なります。

　それを防ぐために必要なのが日頃のメンテナンスです。

　機械式駐車場は、機械の力を利用して所定の位置に車

を移動させ保管することになるので、専門の知識を持っ

た技術者による点検やメンテナンスが欠かせません。

　点検内容は多岐にわたり、定期的な油脂類の塗布から

作動における不具合の見極めまで、一般の人にはわかり

づらい面があります。

　利用者に安心感を与えるためメンテナンスは必要とは

いえ、専門性を問われるものですから付け焼刃の知識だ

けで行うのは危険です。

　メンテナンスは面倒だし、おカネもかかるから嫌だ…

と感じている管理組合の役員もいるかも知れませんが、

きちんと点検やメンテナンスをすることでより装置を長

持ちさせることができ、結果として維持管理費も低く抑

えることができるのです。

気になる点検内容
　機械式駐車場の点検内容を簡単に紹介します。点検部

を大きく分けますと、駆動部品、保安部品、制御部品、

その他になります。

　駆動部品とは主にチェーンやスプロケット、ベアリン

グやモーターなどの駆動に関する部品のことを指します。

　例えばチェーンの点検作業の場合、発錆や亀裂、屈曲

と言った目視検査をはじめ、作動時の異音など聴覚によ

る検査をします。

　緩みについては目視検査だけでなく、触手検査や打診

検査を並行に行い状態の確認を行います。

　潤滑剤の塗布により作動時の走行性の維持は勿論なこ

と、作業規程に沿った手順にて定期的な油脂の塗布や、

取り付け金具を含む各種ボルト増し締め等、多種多様な

点検作業を行っています。

信頼した業者の見極めが必要
　このような点検は毎回実施する項目と何回かに分けて

行う項目があります。

　しかしながら、装置は使用状況や設置状態によりふた

つとして同じものはありません。

　そのため物件の装置ごとに独自の調査内容を設けた上

で、点検とメンテナンスを実施し、部品交換の必要有無

を点検の都度、報告しています。

　装置を良好な状態に保つためには定期的な点検とメン

テナンスが必要不可欠です。

　保守点検を依頼する場合、機械式駐車装置の点検とメ

ンテナンスに特化した信頼できる専門業者を選択する見

極めが必要と言えます。

＜取材協力・【パークマン】KMPメンテナンス㈱＞
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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

発行部数 30,000部

（2016.2 改訂 6）

本紙は、首都圏・関西圏を中心とした約30,000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
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※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。

　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。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。
　また、メルマガ登録すれば更新時するたびに配信さ
れます。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。
◆メルマガ登録のメリット◆
・新聞に掲載された情報が無料で配信される
・ 新聞を回覧せずとも管理組合役員、住民間で同時に

情報を共有できる
・ 回覧していたり、コピーして再配布する必要がなく

なる

daikibo.jp.net

好評！メルマガ無料配信登録
相談申込はがき

テーマ：マンション駐車場運営相談

1．駐車場運営の相談概要について下記に印を付けてください。

　　□ 駐車場使用料の会計処理・税対策　□ 迷惑駐車

　　□ 機械式駐車場のメンテ費　□ 空き駐車場

　　□ 駐車場のリニューアル　□ その他

2．現在、駐車場運営問題はどこに相談していますか？

　　□ 管理会社　□ マンション管理士　□ 建築士事務所

　　□ マンション関係団体　□ その他

※ご記入いただいた個人情報は当センターから発信するご案内等のほかには
　利用いたしません。

★ご相談・ご要望などを自由にお書きください

キリトリセン


