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「マンション修善工事
請負契約約款」策定！
民間（旧四会）連合協定
工事請負契約約款委員会
民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款委員会が４月、マン

5p 商品紹介
長尺塩ビシート「ビュージスタ」シリーズ

ションの共用部分が対象の外壁塗装、屋上防水、給排水管更新な

田島ルーフィング

どの修繕工事の実情を反映した「マンション修善工事請負契約約
款」を策定、発表しました。
マンションに対する計画修繕の考え方が定着して30年以上経

6p 熊本地震
「マンション被災、相当に甚大」
全管連・川上湛永事務局長報告
8p 現金事故を防ぐポイント②
・信頼の管理員が着服
・消えるボールペンで数字書き換
・フロントが会計を兼務、報告書改ざん
9p Q&A エレベーターと地震
・外側の扉は簡単に開くことができるの？
・階と階の間に停止した場合どうするの？
14p 教えて！管理組合交流相談室
Q 総会時、理事が議案に反対
   できるか？
A 理事のまま反対か、辞めて反対か
   各管理組合の状態に合った方策を

過していますが、これまで工事請負契約書式や約款については標
準モデルがなく、新築工事向けのものを代用することが一般的で
した。
そこで一般社団法人日本建築学会等の民間連合により、「マン
ション計画修繕工事請負契約約款協議会」の協力を得て、マンショ
ン修繕工事に適合させた工事約款が作成されたのです。
約款における発注者は、分譲マンション管理組合等を想定して
おり、管理組合法人あるいは、法人化していない場合は区分所有
法上の管理者である管理組合理事長となります。
工事範囲は基本的に改修工事が対象となりますが、駐車場や付
属棟などの増改築工事の発生も想定しています。
契約書式モデルには、発注者や
受注者、工事場所、工事期間、請
負代金、支払い方法、監理業務の
委託内容のほか、工事完成保証や
大規模修繕工事瑕疵担保責任保険
の有無などを書き込む欄等が記さ
れています。
今後、マンションの大規模修繕

16p セミナー

工事では、この約款をもとにした
契約書式が管理組合と施工会社の
間で利用されることになります。
〈３ページにつづく〉
20100105-20160605-78

マンション修善工事請負契約約款
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7・24「工事費節約」テーマに
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管理組合
File Data. 90

千葉市稲毛区／稲毛ファミールハイツ団地管理組合法人

日本マンション学会見学会
低層19棟にエレベーター新設
第25回日本マンション学会（梶浦恒男会長・大阪市立
大学名誉教授）2016千葉大会が４月23・24日、千葉市稲
毛区の千葉大学西千葉キャンパスで行われた。大会の最
後に稲毛ファミールハイツ団地を見学した。2012年に５
階建て住棟にエレベーターを新設することに成功した事
例である。エレベーターを設置しやすい共用廊下型であ
ることを生かし、全19棟で合意形成に導いている。見学
会当日は、全国から参加した人々の注目を集めた。
◇
稲毛ファミールハイツ団地は昭和48年～ 50年に竣工さ
れた、高層棟（11階建て）５棟657戸、低層棟（５階建て）
19棟685戸、合計24棟1,342戸の大規模な団地型マンショ
ンである。
管理組合法人では平成19年、大規模修繕特別委員会に
エレベーター設置プロジェクトチームを発足。本格的な
検討を開始したが、当時はエレベーター新設の事例はな
く、200万円を調査費用として捻出し、どのような課題が
あるのか検討を行った。
管理組合法人の方針とし
て各戸からの一時金徴収な
し、エレベーターのメンテ
ナンス費の各階の負担額案
を 提 示 し、21年 プ ロ ジ ェ
ク ト チ ー ム を「 エ レ ベ ー
見学会参加者はまず、集会所で稲毛
ター設置推進委員会」に格
ファミールハイツ団地やエレベー
上げした。
ター新設工事の概要説明を受けた

住棟北側に設置したエレベー
ター。共用廊下型となっている

新設したエレベーターは三菱電機
製の最新型

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

22年の定期総会で特別決議により、エレベーター設置
を決定。設置場所および地質調査を実施した。工事は23
年７月に開始。翌年１月から５月までの間に全５工区を
完成させた。
工事費は約５億3,600万円で、１棟当たり約2,800万円。
棟別の修繕積立金ですべて賄った。設置後のメンテナン
ス費用は、利便性の度合いから１階300円、２階500円、
３階700円、４階900円、５階1,100円を管理費に増額する
ことが総会で通っていた。
エレベーター新設後、住民の高齢化によっても住み続
けられることから、高齢者の稲毛ファミールハイツ団地
離れをとどめることができたという。また、住戸の販売
価格が平均100万円アップ、他の団地からの取材も相次ぎ、
千葉市長も来訪するなど、エレベーター新設が成功した
ことによって各方面で良い影響が生じているようだった。

これまでなかったエレベーター用
のエントランスができ、階段も設
けた

南側に設置した棟は、バリアフ
リー化のためのスロープも設置

「マンション修善工事請負契約約款」
工 事 請 負 契 約 書 の 記 載 方 法

契約書式モデル

1）設計図書類
設計図書類については、最低限必要と思われる、質疑
応答書、見積要項書、使用書のみ予め記載し、それ以外
については適宜記載するような書式としています。理由
は、マンション計画修繕工事の場合、新築工事の場合と
違い、必ずしも設計図を作成するとは限らず、柔軟な対
応が可能な書式としておくことが望ましいと考えられる
からです。
2）工期
工期については、特に「着工」や「竣工」等の名称を
記載していませんので、必要に応じて追記してください。
3）請負代金の支払
支払時期については、着工、竣工等のイベント名とす
るか、具体的な期日とするか等、各工事の実情によって
柔軟な使用が可能なように自由記載欄としています。
4）監理業務等の委託の有無
本契約約款においては、発注者が「監理者等」を定め
た場合、その業務内容を受注に提示する義務規定を設け
ています。当該記入欄には、監理業務等の委託の有無と
委託先を記入し、詳細な業務内容と責任範囲等は、別紙
で受注者に提示してください。
5）部分引渡しの有無
マンション計画修繕工事において、部分引渡しが発生
することは多くありませんが、複数棟で構成されたマン

ションの計画修繕工事においては、部分引渡しの発生が
予想されるため、当該項目を設けています。部分引渡し
が無ければ記載する必要はありません。
6）完成保証
対象工事において、完成保証を付保する場合は、当欄
にその内容を記載してください。ただし、完成保証を付
保する場合でも当欄の記入は必須ではありませんので、
不要な場合は削除してください。
7）大規模修繕工事瑕疵担保責任保険
対象工事において、瑕疵担保責任保険を付保する場合
は、当欄にその内容を記載ください。
8）契約上引渡すべき図書
「契約上引渡すべき図書」を記載する欄を設けました。
9）契約当事者
発注者欄に記載する際は、分譲マンションの場合は、
マンション管理組合が法人格を取得している、いないに
かかわらず、管理組合名及び理事長名を記載します。
受注者欄は、法人である場合は、その代表者又は契約
締結権限を授権された者（例えば支店長など）が署名又
は記名押印します。
10）収入印紙の貼付
工事請負等契約書については、建設工事の請負金額に
応じた収入印紙の貼付が必要になります。※個別案件に
応じて、具体的な扱いを国税庁に確認してください。

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

「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！
申込累計 1900 棟！（平成 28 年 3 月現在）

大規模修繕保険事業 課

06-6232-5033

092-436-1388

2016.6.5

052-212-5210
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株式会社 ラクシー

会社探訪

―気配りの行き届いた顧客優先のサービスを―

大規模修繕プラス窓枠、玄関ドア等顧客ニーズに応える体制づくりを実践
平成26年、YKK APグループに入り、大規模修繕工事と
ともに窓枠、サッシ、窓ガラス、玄関ドア等の改修にも
力を注いでいる。30年超の高経年マンションが増えてい
る現在、窓枠等の工事のニーズも増加。この１年ですで
に約10件の受注実績を得た。
グループ会社となったYKK AP社員の出向により、プラ
スアルファの技術力、管理組合にとっての経済的なメリッ
トが他社との差別化につながり、ラクシーの「色」が顕
著になってきたといえよう。
また近年、
「工事の見える化」を導入した。インターネッ
トを利用し、それぞれの現場マンションで居住者専用の
IDパスワードを入力すればパソコンやタブレット、スマ
ホから工事の進捗状況を見ることができる仕組みだ。
平日、日中は在宅していない現役会社員の居住者や外
部に住む区分所有者も、仕事中などに外から工事進捗状
況、施工前・後の写真、洗濯物情報が確認できる。入力
はブログ形式。すべて現場代理人がアップする。洗濯物
情報も、わざわざエントランスの掲示板を見にいかなく
ても住戸内で確認できる利便性が好評という。
居住者の声を吸い上げ、即座に反映させるシステムが
確立されているからできる工夫といえる。
工事完了後には全戸にアンケートを配布し、
「営業マン
や現場作業員の対応」
「施工内容の満足度」などを調査。
次の現場に生かしている。
オリジナルキャラクター「ラクシー君」も同社の特色
のひとつ。固い、怖いといったイメージになりがちな現

千葉・東松戸駅前に
所在する本社

網戸のネット張り替え作業

タブレットやパソコンで居住者
が工事進捗情報を見られるサー
ビスを開始
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●企業データ
社

名 株式会社 ラクシー
本社
〒270−2225 千葉県松戸市東松戸３−７−21
☎047−312−8888 FAX.047−312−8889
東京営業所
〒105−0004 東京都港区新橋４−25−６
所
在
地
鈴仙ビル2Ｆ
☎03−5408−8430 FAX.03−5408−8431
神奈川営業所
〒220−0003 神奈川県横浜市西区楠町10−８
☎045−290−3222 FAX.045−290−8363
E - m a i l info@ ruxy.co.jp
U
R
L http://www.ruxy.co.jp
創
業 平成２年８月
代
表
者 外川 則夫
資
本
金 ２億5,000円
正 社 員 数 135人
現 場 代 理 人 数 59人
過去３年間の改修工事実績
2015年度 330物件 46億7,053万円（予）
2014年度 263物件 28億1,627万円
（平成26年８月～平成27年３月）
※親会社であるYKK AP株式会社と決算期を統一した
ため決算期（事業年度の末日）の変更あり、期間
が減少しています。
2013年度 367物件 46億9,596万円
特色…
ラクシーは創業以来、建物の大規模修繕工事を専門に携わって
きました。豊富な経験とノウハウ、サービスがあるからこそ、安心・
安全・高品質な工事を実現することが可能になります。大規模修
繕工事のほか、サッシ・窓ガラス・玄関ドアの交換、給排水設備
改修、エレベーター更新、専有部分リフォーム等も手がけています。

場作業の印象を柔らかくしようとしたのがきっかけで、
すでに10年前から取り入れている。
ラクシー君のデザインはヘルメットやベス
ト、養生テープ、看板など工事関連する数々の
アイテムに利用。
「工事を楽しんでもらいたい」
という考えのもと、社名の周知や工事に親しみ
を持ってもらうことが目的だ。
「気配りの行き届いた顧客優先のサービス」
をスローガンに顧客ニーズに応える体制づくり
を実践していくことで、リピーターの獲得増加
を目指す。

現場監督による作業チェック

静岡・浜松で行われたゆるキャ
ラ グ ラ ン プ リ で2015で の ラ ク
シー君。企業部門は635のエン
トリー中、38位だった

ラクシーオリジナルの
エレベーター養生

ラクシー君を採用したオリジナ
ルグッズで注意喚起も柔らか
く、目立つように配慮

長尺塩ビシート「ビュージスタ」シリーズ

5/23 全面リニューアル

「お掃除らくらく」
「かろやか遮熱」
田島ルーフィング
「省音やすらぎ」機能を追加

屋根材や床材の防水材料の製造・販売・施工を手がける田島
ルーフィング㈱（本社：東京都千代田区、田島国雄社長）は
マンションの共用廊下の長尺塩ビシートとして販売している
VIEWGISTA（ビュージスタ）シリーズを５月23日から、全面
リニューアルし、新発売を開始しました。
新商品のバリエーションは下記の４タイプです。
①GRAN（グランシリーズ）／高耐久シリーズ：表面の色柄層
を厚くしたインレイド構造によって長期にわたって意匠を維
持します。
②MULTI（マルチシリーズ）／デザインシリーズ：複雑なテク
スチャーを表現することにより、リアルな素材感を生み出し
ます。
③SAND（サンドシリーズ）／スタンダードシリーズ：飽きの
こないスタンダードタイプ。
④PLUS（プラスシリーズ）／プラスシリーズは３タイプ：
「お

PLUS（プラスシリーズ）について、
「お掃除らくらく」は、
共用廊下やバルコニーに持ち込まれた砂や塵・ホコリなどが、
シート表面に溜まりにくい形状に工夫されており、商品名どお
り掃除がしやすいシートです。
「かろやか遮熱」は、シート表面に遮熱機能を持たせる事で、
表面温度の上昇を抑制する効果がある外部のバルコニー、ベラ
ンダ専用シートです。
「省音やすらぎ」は、シート裏面に発泡層を設けることで、
コツコツといった靴音を抑えることができます。歩行音が気に
なる場所に適しています。
また、廊下やバルコニーには常時雨水にさらされています。
長尺シートと側溝巾木のウレタン防水を同一メーカーで防水保
証できるのは、田島ルーフィング㈱の特徴だとしています。
【問い合わせ先】

田島ルーフィング株式会社
東京都千代田区外神田４−14−１
東京支店 ☎03−6837−8888

秋葉原UDX21階

掃除らくらく」・「かろやか遮熱」・「省音
やすらぎ」
これまでの①～③シリーズは意匠性を大
幅に刷新し、④PLUS（プラスシリーズ）
を新たな高機能商品として追加しました。

太陽光を反射することで夏場の床の表面温度
上昇を抑え、熱による躯体コンクリートの劣
化を抑制する

共用廊下や階段などで歩行によって発生する
靴音を発泡層が抑える

2016.6.5

砂や塵を掃き出しやすいエンボス形状で清掃性と
防滑性を両立する
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4. 14 熊本地震 「マンション被災、
相当に甚大」
全管連・川上湛永事務局長報告
４月14日発生した熊本地震。益城町、南阿蘇などの住宅倒壊による被害で49人が、亡くなるなど被害が広がっ
ているが、熊本市内のマンション被災も、徐々に被害の状況が明らかになってきた。
マンションの壁が破壊したり、高架水槽が倒壊するなど被害は深刻だ。室内に家具が散らばり、住めなくなり、
避難所に一家で避難、あるいは車中泊を続けている家族もあるが、マンションの被災が、マスコミで伝えらこ
とが極端に少なく、実相がわからないまま２週間が過ぎようとしている。現地のマンション副理事長に聞いた。
【４月28日発信：全国マンション管理組合連合会（全管連）・川上湛永事務局長】

水槽の復旧は60日待ち
水をもらいにいく毎日
２週間経つのに、被災当時と状況がほとんど変わらな

大半の住民は１週間経ち、マンションに戻ったが、小
さい子どもを抱える住民の中には避難所から戻らない人

いというのは、熊本市中央区のマンション副理事長の稲

たちもいた。余震が続く中で、精神的にダメージを受け、

田雅嘉さん。稲田さんは、熊本県マンション管理組合連

避難所の体育館の方が安全という思いからだ。

合会の副会長も務める。
14日夜の地震で飛び起きたが、玄関ドアが開かず、体
をぶつけて外に出た。14階建ての７階に住むが、上階の
住民から「助けて！」の声に、管理事務所からバールを
取り出し、こじ開けた。ドアが開かない住戸は他にも数
戸あった。
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た。

マンションに戻ったが、一番困るのはトイレ。集会所
で順番を待つが、容器に水を入れていく。
この水の確保が至難だ。14階の屋上にある高架水槽は
壊れて、使えない。洗濯は、コインランドリー通いだ。
高架水槽の被害を受けたマンションは多く、復旧は60
日待ちになると言われている。

数日後、開設された避難所には９割近い住民が避難し

近くの食品工場の井戸に水をもらいにいく毎日。隣の

たほか、近くの駐車場に車を止めて避難する住民も多かっ

マンションは、２年前に井戸を掘り、今回、水の確保の

壊れた高架水槽。復旧は60日後になるという（熊本市中央区）

開放廊下に散乱した用具など（熊本市中央区）

苦労から解放された。
エレベーターは４日目に動いた。激しい揺れで、エレ
ベーターシャフトの軸が傾いたと懸念されたが、奇跡的
に復旧した。

復旧費用の負担
熊本県の地震保険加入率は28.5％
近くのマンションで、地震
による揺れを建物に伝えない

応急措置もとれず
被災当時のままのマンション
マンションの被害は、14階建ての７、８階の中間階に

役割をするエキスパンション
ジョイントが揺れでずれた例
があり、テレビで盛んに紹介
された。本来、エクスパンショ
ンジョイントは、建物と建物

被害が出たケースが多い。
ベランダに面した壁に穴が空いた。耐震壁ではない雑

の間の揺れを吸収するために

壁だった。耐震的には問題は少ないという専門家の判断

あり、見当違いの騒ぎだ。た

だが、余震で空隙が広がるようで不気味だ。

だ、復旧費用の負担が圧しか

開放廊下の壁の一部に、Ｘ状の亀裂が出たところが数
か所。これは10階以上に特に被害が集中した。

かる。
マンション住民が片付ける
家具などのゴミも敷地内にた

マンションの方
角により被害が異

まる一方だ。市に連絡しても、

なり、横揺れの違

収集に来ない。大地震

いによるようだ。

から２週間になるが、
混乱したままだ。

別棟の５階建て

子どもたちの通う、

の棟は、ほとんど
無傷で、揺れの違

小中学校も５月９日ま

いで、こんなにも

で休校の措置が取られ

差がでるのかとい
う印象を受けた。

棟をつなぐエクスパンションジョ
イントが揺れでずれたマンション
①（熊本市内）

廊下に面した壁にＸ条の亀裂が入る
（熊本市中央区）

ている。この状態で、
通えるのか不安が募っ
ている。

震災がれきを集積したマンションの一角。
どこの被災マンションもがれきがたまる一
方だ（熊本市内）

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。

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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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

7

ちょっと気になる
会計処理

現金事故を防ぐポイント②

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❹

組合、会社から信頼の管理員が着服

【経緯】
住み込み管理員が理事長印を預かり、個人用備品購入代金や
飲食代金、慰労金等の領収書と請求書に確認印を押印して、フ
ロント社員経由でマンション会計部に提出し、備品を流用、飲
食代金については現場小口現金から支払う現金を流用、慰労金
についてはマンション会計部から受領した現金を着服しまし
た。
当該管理員は、約18年同じマンションに勤務していたため、
管理組合ならびに会社から信頼を得て、理事会から折衝業務を
任され、担当フロント社員が関与できない状況となっていまし
た。
【再発防止策】
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フロント社員ならびにその上司の理事会への関与を強めるた
め、理事会にフロント社員が毎回出席し、議事録を作成後、
上司に提出する業務手順に変更する。
③理事会議事録にない支払いについては、上司が支払いの可否
について理事長に直接確認する。
④定期的な人事ローテーションを行う。
⑤備品リストを作成し、棚卸しを記録する。

ケース❺

消えるボールペンで数字書き換え

【経緯】
住み込み管理員が支払い申請時に消えるボールペンで記載し
た支払い申請書と払出票を提出。理事長が押印した後で、数字
を書き換えました。
また、名義変更時に数時間、理事長より一時的に銀行印を預
かり、白紙の払出票に押印したものを保管しておき、後日出金
し着服。発覚を防ぐため、理事やフロント社員が通帳原本を確
認できないように誘導するとともに、監査時や総会対応時には
通帳コピーを偽造したものを提出していました。
また、銀行残高証明書についても偽造し、原本に見せかけて
います。なお、通帳を管理事務室に保管しているため、当該管
理員は理事長から出金に必要な帳票に押印してもらうことで不
正な出金が可能です、当該管理員は約７年同じマンションに勤
務していました。

【再発防止策】
①管理組合サイドに理事長印等の取り扱いの留意事項を周知する。
②管理員による理事長印の保管、押印代行、予備の払戻請求書
への押印を禁止とする内容を業務記述書等に記載する。
③マンション会計部ならびに内部監査部門は通帳原本および預
金残高証明書原本を確認する。
④通帳の保管を従来の管理事務室保管から本社会計センターに
変更する。
⑤通帳レス・ファームバンキングを導入する。
⑥定期的な人事ローテーションを行う。
⑦内部監査部門が適切に機能するために、熟達した専門的能力
を持った人材を配置する。

ケース❻ フロントが会計業務を兼務、報告書を改ざん
【経緯】
フロント社員が銀行預金口座の払出請求書に不正に銀行届出
印を取得して現金を引き出し、着服しました。
また、当該フロント社員が出納会計業務を兼務している状況
を利用し、会計報告書を改ざん。銀行残高証明書を偽造して報
告し、発覚を免れました。
なお、承認者は通帳残高と会計報告書の残高チェック、銀行
残高証明書原本の確認を怠っていました。当該フロント社員は
約10年同じマンションを担当していました。
【再発防止策】
①管理組合サイドに理事長印等の取り扱いの留意事項を周知す
る。
②フロント社員による理事長印の保管、押印代行、予備の払戻
請求書への押印を禁止とする内容を業務記述書等に記載す
る。
③フロント社員担当による出納業務を禁止し、出納会計担当が
行う体制とする。
④出納会計マネジャー、フロントマネジャー、内部監査部門は
通帳原本および預金残高証明書原本を確認する。
⑤改ざんが困難な会計ソフトに切り替えた上、出納会計担当者
が月次決算報告書を作成する。
⑥通帳レス・ファームバンキングを導入する。
⑦定期的な人事ローテーションを行う。
⑧内部監査部門が適切に機能するために、熟達した専門的能力
を持った人材を配置する。
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Q&A

エレベーターと地震

一般社団法人マンション管理組合支援センター
Q8

 レベーターの外側の扉は簡単に開くことができる
エ
のですか？
A8 外側の扉は、外側から開けられない構造になってい
ますが、内側からは一般の方でも理解できる構造ですの
で、開けられると思います。
ただし、ご自身が乗っている箱が床より高い位置にあ
る場合、脱出の際には十分注意が必要です。
この方法は、あくまでも大規模災害が発生して建物内
で火災などの非常自体が発生した場合の手段です。メー
カーや機種により対応が異なりますが、一般的な想定で
お話したものと考えてください。この方法でも、階と階
の間に停止している場合は外に出ることはできません。
Q9

 は、階と階の間に停止した場合にはどうしたらい
で
いのですか？
A9 一番は救助を要請することです。ただし、広域で大
規模災害が発生した場合、メンテナンス会社や消防など
の到着は時間がかかることが予測されます。
もし、エレベーター内に閉じ込められた乗客がいた場
合には、まず火災を発生させないようにすることです。
エレベーターの中に長時間いても窒息することはあり
ません。
Q10 住民の力で救出することはできませんか？
A10 昔のエレベーターには脱出口がありましたが、い
たずらをする人や無理な脱出の際に事故が起きる場合が
多く、脱出口は中から開くことができない救出口にかわ
りました。
したがって、エレベーターの中から乗客は脱出できな
くなりました。
Q11 ではどうすればいいでしょうか？
A11 エレベーターは消防法で防火構造になっていま
す。また、防火地域内に設置される最新のエレベーター
には扉が防煙構造のものもありますので、閉じ込められ
た乗客がいることがわかった場合、エレベーターシャフ

その③

昇降機検査資格者

笹原

俊一

ト内に煙が入られないように防火扉を閉めたりすること
が、一般の住民ができる最良の処置でしょう。
建物の被害状況により判断が異なりますが、無理に素
人が救出するより安全だと考えられます。※ホームエレ
ベーターは防火構造ではありません。
Q12 他に住民でできることはありませんか？
A12 エレベーターはメーカー、機種により、構造が異
なりますので、マンションに応じた非常事態時に対応で
きるエレベーターサバイバルマニュアルのようなものを
作成して備えたらどうでしょうか？
住民の中に電気、機械関係のお仕事をされている方が
そのマニュアルをみれば、ある程度の緊急処置が可能な
ようなマニュアルを作成しておけば、非常事態時に何も
できないより、多少なりとも心強いのではないでしょう
か。
いわば、航空機の非常マニュアル的な存在として活用
できれば、最悪の事態だけは避けられる可能性はあると
思います。
火災さえ発生しなければエレベーター内は比較的安全
です。
建物の耐震構造は異なりますが、アメリカのロサンゼ
ルスで大地震が派生したときなど、建物は倒壊したにも
関わらず、エレベーターシャ
フトだけは建っていたことも
ありました。
エレベーターシャフトは一
般的に４本柱の中にあるた
め、他の共用部分より強固な
構造になっているのが一般的
です。
緊急マニュアルの取り扱い
には十分な注意が必要です
が、住民の皆さんで協議され
非常事態対応のマニュアル
てはいかがでしょうか？
を作成・活用しておくこと
も必要だ

2016.6.5
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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

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。

特−27

業界初の小規模修繕専門業者だからできる
40 戸以下の中・小規模マンションを主体に
きめ細かいサービスをご提供します。
改修工事を行っております！
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
10

工事会社社員のプロボクサー

東上選手、気力の判定勝ち
４／ 28

後楽園ホール

４月28日後楽園ホール、スーパーフェザー８回戦。東
上剛司選手（ドリーム所属／日本スーパーフェザー級７
位）がリングに上がりました。
対戦相手は同級11位の山元浩嗣選手（ワタナベ所属）
。
日本ランカー同士の対戦です。
試合は第３ラウンド、東上選手の右ストレートがヒッ
ト。山元選手の左目が腫れてきました。７ラウンドには
バッティングカットで出血し、ドクターチェックを受け
ました。
とはいえ、一進一退の好ゲーム。東上選手は1980年生
の35歳、山元選手も32歳ながら打ち合いが続き、見てい
る方も興奮が高まります。
結果は77−75、77−76、76−77で東上選手が２−１の
判定勝ち。通算戦績を13勝（2KO）13敗５分のイーブン
としました。
◇
東 上 選 手 は 通 常、 マ ン
ションの大規模修繕工事
を手がける㈱エーファイ
ブ（ 本 社： 東 京 墨 田 区、
木村康三社長）の社員と
東上選手入場時には、エーファイ
して勤務しています。
ブの社員らがのぼり旗を高く掲げ
て出迎えた

ボクシング一本で食べていける選手はひと握り。日中
は仕事をしながらトレーニングを続ける選手がほとんど
で、そんな選手をバックアップする企業は欠かせない存
在です。
試合当日は会社関係者等も含めて150人超えの大応援団
が駆けつけ、東上選手へ熱い声援を送っていました。

試合は手に汗握る展開も東上選
手が常に1歩リード

8回戦をフルに戦い、勝ち
名乗りを上げる東上選手

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へ̶。

[ 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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関西ペイント株式会社・ 関西ペイント販売株式会社
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●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

リニューアル事業本部

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

2016.6.5
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教えて！管理組合交流相談室
Q32 総会時、理事が議案に反対できるか？
昨年10月から管理組合の理事を務めています。
現在の理事会の懸案事項は大規模修繕工事の実施です。建物
調査・診断を行ったところ、大きな損傷はないとみられ、工事
を数年延ばしてもよいのではないかと思ったのですが、理事長
の独断で６月の総会議案に盛り込まれることになりました。こ
の人は10数年理事長を続けており、他の理事が口出しできな
い状況なのがわかります。
しかし、私は理事長の独断に賛成できかねます。総会時に工
事の実施案を図ったところで、理事の私がその議案に反対する
ことができるのでしょうか？

ベストアンサーに選ばれた回答
理事のまま反対か、辞めて反対か
各管理組合の状態に合った方策を
理事会は管理組合の執行機関として、年間業務方針案や予算
案、あるいは滞納者への訴訟提起案、工事の実施案など、総会
前に提案事項を決めています。
理事会全員一致であれば問題ありませんが、反対があった場
合はどうするべきでしょうか？
主流な考え方は２通りです。
⑴総会で理事の立場で反対する
理事会の立場は総会への提案である。理事は総会の「決定」

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

14

に従って、それを執行する義務があるのであって、
「案」に賛
成する義務はない。
このため、理事会で少数派であっても総会で多数になるよう
訴える権利はある。理事も一区分所有者として発言の自由があ
るのは妥当だと思われる。
⑵総会で一区分所有者として反対する
理事は管理規約により、総会の決議で選任されることになっ
ている。
また区分所有法において役員の資格に特に制限はない。
ただし、執行機関である理事会の内紛をそのまま総会に持ち
込むことは、理事会不信になりかねず、当然に理事会「案」も
不信を招きやすい。
このため、理事は一致した態度で総会に臨むべきで、総会で
意見を言いたいのなら理事を辞任した上で、一区分所有者とし
て発言すべきである。
◇
どちらが正解とは言えませんが、後のトラブル回避のために
も各管理組合の状態にあった方策を「理事会運営細則」等で定
めておくことが考えられます。
とはいえ、質問者のマンションのような「他の理事が口出し
できない」理事長は例外です。早く印籠を渡して、みんなが関
心のある管理運営にしたいものです。
〈参考〉
『マンション管理の「なぜ？」がよくわかる本』
発行／住宅新報社
著者／ NPO日本住宅管理組合協議会

「民泊」解禁
管理規約改正でトラブル回避を
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』2016年4月5日付第403号「論談」より

マ ン シ ョ ン、 戸 建 て 住
宅の空き部屋を宿泊施設
と し て 使 用 す る「 民 泊 」
が 広 ま っ て い る が、 厚 生
労働省と国土交通省は４
月、 民 泊 を 旅 館 業 法 の 簡
易 宿 所 に 位 置 づ け、 面 積
要件を緩和するなど、事実上民泊を解禁した。
マンション、戸建て住宅などを中心に、プラットフォー
マーといわれる情報仲介サイトを通じて、民泊が半ば公
然と行われており、部屋を貸し出すホストは年々増加。
2015年度は5,000人以上、ゲストとされる宿泊者は50万人
を超えたといわれる。
東京、大阪など大都市部では数年来、ホテル不足が深
刻になっている背景がある。満室を示すホテルの稼働率
は80％を超えているという。
４年後の東京五輪・パラリンピックを控え、観光立国
を推進する安倍政権は、内閣府の規制改革会議で民泊を
旅館業法の適用外とすることを求めた。
一方、厚労省と国交省の有識者会議も、民泊の普及の
ため、民泊業者の登録制度を設けてトラブル対策とし、
住宅地でも民泊を認め、１泊２泊から可能とする内容な
どを盛り込んだ新法制定を2017年度初めにも目指してい

る。
４月の解禁、また来年の新法による本格解禁に伴い、
マンションの区分所有者、賃借人、占有者などが民泊ビ
ジネスに乗り出す恐れがある。家具、設備の調達などの
投資もそれほど必要でなく、手軽で儲かるビジネスとさ
れ、管理規約などで厳格に規制しないと、マンションで
も広がる懸念がある。
マンション、戸建て住宅とも近年、空き家が急速に増
えており、民泊ビジネスが広がる条件がそろっている。
特にマンションでは、監視の目が届きにくい面もあり、
民泊が拡大してからでは対応が後手となり、収拾がつか
なくなることも予測される。
民泊は外国人の利用が主体のため、生活週間の違いか
ら、夜間の騒音、ゴミ出し等のトラブルが発生する。
こうしたトラブル回避のためには、管理規約、使用細
則の整備が必要だ。都心の高層マンションではその対応
として、すでに管理規約改正に踏み切ったケースもある。
日住協では民泊に関する規約改正案を検討しているが、
①民泊等、短期間の不特定のものに対する貸与を禁ずる
②民泊の事実が確認された場合、理事長は区分所有者等
に対して調査のため、専有部分への立ち入りを請求でき
るなどの規定が最低限必要になると想定している。
（NPO日住協論説委員会）
キリトリセン

好評！メルマガ無料配信登録
料金受取人払郵便

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

新宿局
承 認

160 8790
323

405
差出有効期間
平成30年２月
28日まで
（切手不要）

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
セミナー係

2016.6.5

daikibo.jp.net

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。
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□ 希望しない

大規模修繕工事「工事費節約」セミナー
大規模修繕工事を勉強された管理組合役員は、一般の組合員の理解と賛同のもと、総会の承
認という大仕事が待っています。工事費の予算合意を得なければ役員は孤立してしまい、せっ
かく検討した工事も実施できません。
多くの大規模修繕工事において工事費の節約を経験してきた2人の講師が、その極めた成功
方法を明かします。これぞ、本音セミナーです。
無難な一般論や建前論は、他のセミナーや書籍、インターネットで十分！貴重な機会です。
さあ行動しましょう。お申し込みください！
●第

1部

●第

理事長が知るべき工事費節約法！

2部

理事長が孤立しないための工事費節約法！

予想もしなかった工事費予算オーバーが発生し、
工
事の見通しが必要になった！その時のリスクと対応
方法について、事例を通して公開し、解決方法を伝授
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

理事長が孤立する!?工事費節約、ぶっちゃけ話で解
決しましょう！
●講師：㈱ＫＡＩ設計
菅

代表取締役社長

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

キリトリセン

セミナー申込はがき

純一郎

診断設計実績は建築部門約50物件、設備部門約80

日

時

7/24（日）

13：30 〜 17：00

受付開始 13：00
竣
工
年

管理組合名
代表者名

役
職

総
戸
数
参
加
人
数

ご住所

ＴＥＬ

参加費

無料

定

員

30名

●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

E-mail

★ご相談・ご要望などを自由にお書きください

（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。

お問合せ・お申込み
マンション名・お名前・住所・参加人数・電話番号を記入
の上、左側のセミナー申込はがき、または下記へ電話、
FAX、メールでお申し込みください。

TEL：03−6304−0278 FAX：03−6304−0279
E-mail：info@zenken-center.com
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※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。

