
2016
8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

2016.8.5

1

C O N T E N T S

2p

4p

6p

7p

8p

11p

14p

16p

修繕奮闘記File Data 93

業者選定は従業員満足度も重視

「住民への配慮など教育が行き届いている」

商品紹介

マンション改修用薄型

Low-E複層ガラス「ペアスマート」

現金事故を防ぐポイント③

・フロントが偽装請求書等を用いて着服

・管理員が駐輪場使用料を着服…etc.

商品紹介

対震玄関ドア「デレマース」

考察　マンションのエレベーター

エレベーターリニューアルの時期

アラウンドマンションよもやま話

「新・マンション標準管理規約について」

NPO日住協論説委員会

教えて！管理組合交流相談室 

Q  大規模修繕、着手から完了まで

どのくらいかかる？

A 工事企画の着手からは2 ～ 3年

   合意形成が極めて重要なポイント

セミナー

大反響！「工事費節約」第2弾

11月27日のお知らせ

「中破」は全65棟、熊本は48棟
　一般社団法人マンション管理業協会（山根弘美理事長）は６月
14日、熊本地震で被災した九州地方の会員受託マンションの被災
状況の調査結果（第２報）を発表しました。
　管理業協会は全国の管理会社365社で構成する、マンション管
理適正化法の指定法人で、九州７県では7,473棟、震度７を記録
した熊本県では572棟を管理しています。
　発表（回答数ｎ＝6,926棟）によると、九州全体における建物
の被災としては、大破が1棟（0.01％）、中破が65棟（0.94％）、
小破が423棟（6.11％）。熊本では大破が１棟（0.18％）、中破が
48棟（8.48％）、小破が348棟（61.48％）となっています。
　調査は、管理組合が建物の復興計画と修復工事の進め方を検討
するための第一歩として位置付けられています。

〈表〉九州地方会員受託マンションの被災状況
（単位＝棟、n＝6,926）

建物の被害状況 回答県
別小計大破 中破 小破 軽微 被害無し

福　岡 0 16 38 32 4,965 5,051
佐　賀 0 0 7 0 127 134
長　崎 0 0 0 0 295 295

熊　本 1
0.18%

48
8.48%

348
61.48%

130
22.97%

39
6.89%

566
100%

大　分 0 0 1 30 303 344
宮　崎 0 0 0 0 148 148
鹿児島 0 0 0 0 388 388

合計 1
0.01%

65
0.94%

423
6.11%

172
2.48%

6,265
90.46%

6,926
100%

※�「大破以上」＝倒壊や建替えが必要な致命的被害、「中破」＝大規模
な補強・補修が必要、「小破�」＝タイル剥離、ひび割れ等補修が必要、
「軽微」＝外見上殆ど損傷なし
※（平成28年６月14日現在）

マンション被災の報告
一般社団法人  マンション管理業協会

九州地方会員受託マンションの
被災状況概要

20100105-20160805-80

熊 本 地 震
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　File Data. 93　埼玉県・三郷市／パークフィールドみさとテラ・ウエスト 3 街区 2 号館管理組合

管理組合

　2011年東日本大震災時、外壁のいたるところにひび割

れやコンクリートの亀裂が発生。当時の管理組合は３年

後に２回目の大規模修繕工事を予定していたため、理事

会が中心となり外壁などの調査やアンケートによるバル

コニーの状態の確認等、地震による被害の情報収集を行

いながら、部分的に応急処置対応を行った。

　その後も外壁から漏水が発生し、ゴンドラを用いて部

分補修を実施。こうした経過をもとに2014年10月、理事

会の諮問機関として大規模修繕委員会を発足した。修繕

委員会では１回目の大規模修繕工事で設計・監理を担当

したボス建築コンサルタンツの助言を仰ぎながら、２回

目の工事を目指し、改修設計業務委託の締結後、建物調

査診断を実施した。

　同年12月、２回目の大規模修繕工事は公募により施工

業者12社の応募があり、設計コンサルタントが作成した

応募会社一覧評価表をもとに、修繕委員会による評価内

業者選定は従業員満足度も重視
「住民への配慮など教育が行き届いている」

繕工事実施および修繕積立金取り崩し案」が承認された。

　その後、２社に対するヒアリングを実施し、７月の臨

時総会で施工業者を㈱太陽に決めた。

　修繕委員会によると、太陽の選定理由は「とにかくヒ

アリングの内容、現場代理人のイメージがよかった」。ヒ

アリングでは単なる質問への受け答えだけでなく、実際

に使用する資材を持ってきたりと、現物をみせることで

理事や修繕委員らが関心を持ったという。

　また、「企業理念で顧客第一主義はもちろんだけど、従

業員の満足度も重視している点の印象がよかった。従業

員のやりがいがないとそもそも良い工事にはならないか

ら」とも。

　着工は８月。工事中も修繕委員会は外壁塗装色につい

ての住民アンケート、住戸玄関不具合アンケート、防水

現状調査、各棟エントランスの扉形状の調査、足場から

エントランス天井は木目調のアルミ化粧板で高級感を出している エントランスホールの壁はボーダータイルに変更した

大規模修繕工事の経過を話し
てくれた大規模修繕委員会の
メンバーら

容を加えて一次選定を実

施。12社から６社に絞っ

た。

　翌年２月、その６社から

現地調査の上、見積もり依

頼を行った結果、２社を選

定。３月の設計コンサルタ

ントによる住民説明会、４

月の通常総会で「大規模修

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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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／パークフィールドみさとテラ・ウエスト３街区２
号館大規模修繕工事　○建物概要／ 1991（平成３）年３月竣
工・RC造・地上13階・14階建て・２棟・189戸　○発注者／パー
クフィールドみさとテラ・ウエスト３街区２号館管理組合　
○監理者／㈱ボス建築コンサルタンツ　○施工者／㈱太陽
○主な工事内容
・�共通仮設／仮設事務所、資材置き場、仮設設備、各所養生、
植栽置き場設置等

・直接仮設／足場架設設置
・下地処理／外壁劣化部調査・補修
・シーリング／外部建具まわり～外壁打継ぎ目地打ち替え
・�洗浄／各棟屋上まわり高圧洗浄、ベランダ面・外壁面・廊
下面洗浄

・外壁塗装／外壁・ベランダ・廊下塗装、玄関枠塗装
・鉄部塗装／屋上・各所鉄部
・�防水／屋上ルーフ笠木ウレタン、バルコニー床ウレタン、
廊下ウレタン

・�エントランス改修／扉改修、天井木目アルミスパンドレル
設置、照明器具交換、内壁面御影石調塗装仕上げ、縁石交
換等

・�その他／エレベーター化粧シート貼り、駐輪場転倒防止柵
設置、屋上鉄骨階段発錆防止対策、金物交換等
○工事期間／ 2015年８月17日～ 2016年３月27日

設計・監理者：株式会社 ボス建築コンサルタンツ
■本社
〒105−0004��東京都港区新橋５−28−３�ユニ鎌倉２階
☎03−3434−3611
■埼玉支店
〒330−0845��埼玉県さいたま市大宮区仲町２−25
☎048−783−2635
代表者：梅沢　真　　設立：1990年（平成２年）８月
資本金：5,000万円
http://www.boss-ac.co.jp

施工者：株式会社 太陽
■本社
〒336−0026��埼玉県さいたま市南区辻２−３−５
☎048−863−8948
■東京営業所
〒173−0004��東京都板橋区板橋１−45−１�落合ビル3F
☎03−5375−3775
代表者：阿部悠久子　　設立：1975年（昭和50年）６月
資本金：１億円
http://www.renewal-taiyo.co.jp

シーリング作業中。現場の対
応の早さも高い評価だった

塗装作業風景。住民への配
慮など従業員教育が行き届
いている

の確認等を実施。アンケートを回収するだけでなく、回

答も行うことで、「できることとできないことを理解して

もらうようにした」と修繕委員長。

　工事中の会社の姿勢についても、進捗状況、告知、ア

ンケートなど広報が細かい、現場代理人の対応が素早い、

住民への配慮など従業員教育が行き届いている等、修繕

委員会からは高い評価を得た。

　大規模修繕工事を終えた今後、修繕委員会は今回工事

の経験を継続するためにも「これからも理事会へのアド

バイザリー的役割を担い、長期修繕計画案の策定や資金

計画など、他の住民にも参加を呼びかけながら引き続き

活動していく」としている。

エレベーター扉を化粧シート、周辺を御影石調で仕上げ、高級感を出した



4

2016.8.5

マンション改修用
薄型Low-E複層ガラス「ペアスマート」

既存サッシのまま、1枚ガラスの窓をペアガラスへ
遮熱・断熱、結露低減、省エネで夏も冬も快適

　AGC旭硝は今年２月から、マンション改修用薄型
Low-E複層ガラス「ペアスマート」の販売を開始しました。
従来の１枚ガラスを既存のサッシをそのまま使用しなが
ら、遮熱性、断熱性に優れた複層ガラスに改良できると
いう商品です。
　室内の温度を夏も冬も快適に保つポイントは、外気に
直接触れる窓ガラスの性能によります。特殊金属膜を施
したLow-E複層ガラスは、夏は遮熱効果、紫外線カット、
冬は断熱効果を発揮。カビやシックハウスの原因となる
結露も低減されます。
　また、ガラスとガラスの間に断熱性に優れたクリプト
ンガスを封入。ガラスには特殊金属膜（Low-E膜）をコー
ティングし、省エネルギー性能を高めています。
　施工は１窓あたり30分～１時間程度。既存枠を取り外
し、サッシを解体して中身のガラスを入れ替えます。

◇
　マンション標準管理規約（第22条）によると、各住戸
の窓ガラスは共用部分であり、管理組合の責任と負担で
計画修繕を実施するとしています。ただ、省エネ性能向
上や結露によるシックハウス問題など、緊急・重大な必
要性がある場合は、管理組合が定めた細則によって区分
所有者の責任と負担で工事ができるとしています。
　とはいえ、施工性、経済性等を考慮すれば、戸別での
工事より管理組合の責任で計画的な工事をするほうが望
ましいといえるでしょう。

1枚ガラスからペアスマートへの取り替え〈断面イメージ〉

ペアスマートの特長
❶高遮熱断熱性
・�一般的な新築マンションと同等以上の断熱性能を
発揮
・η値（日射熱取得率）0.41
　※�ガラスの日射熱取得率はJISで定義されており、小数第２位

まで示され、数値が小さいほど遮熱性能が高いことを意味し、
建物の冷房負荷の大小を示す指標となっています。

・�クリプトンガス充填により、熱貫流率（U値）1.92W/
㎡ K
※�クリプトンガスとは、白熱電球などに使用される不活性
ガスです。空気より比重が重いため、断熱性に優れます。
無味・無臭・不燃。
※�熱貫流率は、熱の伝えやすさを表した値で、数値が小さ
いほど断熱性が高いことを意味します。

❷意匠性
・�耐熱強化ガラス使用。従来の網入りガラス（防火
部位）と違い、ワイヤレスで視界もスッキリ
・�共用廊下側はプライバシー性の高いフロスト調ガ
ラス（半透明ガラス）を使用

❸軽量
・�複層ガラス厚みは２枚で６㎜（重量は15kg/㎡）。
従来の網入りガラス（１枚）6.8㎜よりも軽量化を
実現

既存のサッシを利用し、スマートなペアガラスを装着する
ことで1枚ガラスの窓をLow-Eペアガラスの窓にできる

中桟、換気ブレスを外し、１枚の大開口へ。1枚ガラスの窓を耐熱強化Low-E複層ガラス
へ変更した例。サッシは既存のものをそのまま使用している

ガラス性能比較

1枚ガラス ペアガラス ペアスマート

日射熱除去率
（η値）

0.86 0.76 0.41

熱貫流率
（U値）

5.9 2.9 1.9

Low-Eペアガラスは、一般的なペアガラスと違い、ガラスに特殊
金属膜を施した商品です。
※�「１枚ガラス」…フロート板ガラス５ミリ、「ペアガラス」…フ
ロート板ガラス５ミリ＋空気層12ミリ＋フロート板ガラス５ミ
リ、「ペアスマート」…（Low-Eガラス３ミリ＋クリプトンガス
４ミリ＋フロート板ガラス３ミリ）

●問い合わせ先

旭硝子株式会社 AGCガラスカンパニー
〈製造・販売元〉

AGCグラスプロダクツ株式会社
〒110-0015
東京都台東区東上野4-24-11�NBF上野ビル
ナビダイヤル�0570-001-555
https://www.asahiglassplaza.net
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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へ̶。

　本書は、マンション総合コンサルティング㈱、マンション
コミュニティ研究会代表である廣田信子氏のブログをまとめ
たもの。
　高経年・高齢化による空き室・賃貸の増加、管理の破綻、
そしてマンションのスラム化へ…「マンション大崩壊」が話
題となっている昨今だが、「住む人」のことを本当に考え、しっ
かりとしたコミュニティで管理組合運営を行うことが大崩壊
から逃れる方法だと説く。
　その管理組合運営も「何が正しいか」ではなく、「どう調
和するか」であるという。
　廣田氏はセミナー等でよく「集まって暮らすことの素晴ら
しさ」を口にする。暮らしの中でできた同志とともに組合運

　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、
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を訪問し、管理組合の相談を受けるサービ
スを行っています。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。訪問相談料は初回無料！

【相談受け付け例】
Q1�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

Q2�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

Q3�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

Q4�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

●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

　一般社団法人全国建物調査診断センター・ミャンマー人材開
発機構は、ミャンマー連邦共和国の有力教育機関と全面的に業
務提携し、ヤンゴン市内に教育施設と有能な教師陣を配置。日
本の工事現場に適した技能が習得できるよう、キメ細かい研修
カリキュラムを確立しています。
　このたび開設したミャンマー人材開発機構ホームページで
は、外国人技能実習制度の内容から、実習生受け入れの流れ、
研修カリキュラム、現地での技能実習の状況を映像で見ること
ができるなど、ミャンマー人材開発機構の一連の活動を閲覧で
きます。
　今後、建築業界は深刻な人手不足、日本人の若者の業界離れ
が進んでいくと考えられます。ミャンマーでの技能実習制度に
関心のある方は是非ホームページを覗いてみてください。
　URL：http://www.kensyumyanmar.com

営や建物維持管理を行っていくことは、戸建て住まいではで
きないことだ。
　しかし、そこには「対立」なく、「調
和」が必要である。本書には安心して
マンションに住めるヒントが散りばめ
られている。

本 の 紹 介

『2020年マンション大崩壊から逃れる50の方法！』
著者／廣田信子　発行／宝島社

四六判・253ページ
定価／ 1,300円＋税
2016年５月26日発売

ISBN978-4-8002-5545-7

『2020年マンション大崩壊から逃れる50の方法！』

全　建　セ　ン　タ　ー ミャンマー人材開発機構
ホームページ開設

http://www.kensyumyanmar.com

管理組合役員向け訪問相談サービス

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
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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❼　フロントが偽装請求書等を用いて着服
【経緯】
　マンション管理担当課長でもあるフロント社員は、会計担当
社員が承知していない管理組合の銀行口座の通帳・印鑑を預か
り、偽装した請求書や業務指示書を用いて当該口座へ送金し、
出金・着服しました。
　また、漏水事故等による保険金請求で、保険会社に対して損
害保険金本体については、正規の管理組合の銀行口座を指定し
入金させ、臨時費用保険金については別口座を指定して入金さ
せ、そこから出金・着服していました。

【再発防止策】
①�管理会社が承知していない銀行口座については、管理組合と
協議し、管理組合決算の中に取り組むことを推奨するととも
に、それが困難である場合には、当該口座の存在について、
管理会社へ登録していただく。
②�重要事項説明書ならびに決算報告書に「従業員は、管理組合
が保管している通帳・印鑑・キャッシュカード等を預からな
い」旨を記載する。
③�保険金請求業務を職務分離し、フロント社員が属しない部署
において担当する。
④�チェック機能を確保する観点から、課長職のフロント兼務を
解消する。

ケース❽　管理員が駐輪場使用料を着服
【経緯】
　管理員が、駐輪場使用料等の契約書を区分所有者から取得後、
当該契約書を破棄し、会社に報告しないで使用料を着服しまし
た。
　管理員の犯行の裏には、フロント社員が駐車場の管理を管理
員任せにしていた怠慢があり、マンション会計部で作成してい
る「駐車場・駐輪場稼働台帳」とは別に、管理員が「駐車場・
駐輪場稼働台帳」を別途作成しており、実際の利用状況の照合
を怠っていたことから覚知が遅れました。
　また、管理員は、管理会社指定または管理組合指定の領収書
を使用せず、市販の領収書を使用していました。

【再発防止策】
①空き駐車場募集を掲示板に掲示する。
②�管理員が市販の領収書を使用できなくするために、現場で「領
収書」等を発行する場合には、現金の取り扱いルールおよび
管理会社または管理組合指定の「領収書」を管理組合員に周
知する。

③�マンション会計部は、駐車場・駐輪場使用料等の口座引き落
としの原始証憑（申込書、契約書等）を記録・保管し、それ
から「駐車場・駐輪場稼働台帳」を作成する。管理員は「駐
車場・駐輪場利用状況表」を作成し、無断貸出の防止ルール
を作った上で、管理組合または管理会社は「駐車場・駐輪場
稼働台帳」と「駐車場・駐輪場利用状況表」を照合して実際
の利用状況を確認する。

ケース❾　管理員が施設利用料を着服
【経緯】
　管理員が駐車場や集会室等の施設利用者から受領した現金を
会社に報告しないで着服しました。管理会社指定または管理組
合指定の領収書はあるが、連番管理・複写式としていないため、
管理員が勝手に使用できるようになっていました。

【再発防止策】
①�管理員が市販の領収書を使用できなくするために、現場で「領
収書」等を発行する場合には、現金の取り扱いルールおよび
管理会社または管理組合指定の「領収書」を管理組合員に周
知する。

②�管理事務所で使用料等の現金を受領する場合、管理員が「領
収書」（連番管理・複写式等）を発行し、現金入金明細書に
記入する。

③�フロント社員が現金を回収する場合は、現金、領収書（控）、
現金入金明細書を照合した上で、回収を記録する。

ケース10　管理員が駐輪場シールで不正・着服
【経緯】
　駐輪場シールの使用と残枚数を台帳等で管理していないた
め、管理員は駐輪場シールと引き換えに使用料として現金を受
領し着服しました。管理会社指定または管理組合指定の「領収
書」（連番管理・複写式等）はありましたが、それを使用しな
いで市販の領収書を使用していました。

【再発防止策】
①�管理員が市販の領収書を使用できなくするために、現場で「領
収書」等を発行する場合には、現金の取り扱いルールおよび
管理会社または管理組合指定の「領収書」を管理組合員に周
知する。

②�管理事務所で使用料等の現金を受領する場合、管理員が「領
収書」（連番管理・複写式等）を発行し、現金入金明細書に
記入する。

③�フロント社員は、管理員が記録した「駐輪シール管理台帳」
の記録と残枚数を確認する。

現金事故を防ぐポイント③
ちょっと気になる

会計処理
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対震玄関ドア
「デレマース」 好評発売中!!

ドアの中にドアが…新発想の2ドアシステム
　大震災の際、新耐震基準のマン
ションであれば倒壊の可能性は極
めて低いと言えます。問題は「閉
じ込め」。地震によって躯体（壁）
がゆがみ、玄関ドアが開かず、部
屋内に閉じ込められるケースが多
数発生しているのです。
　たとえバール等で玄関ドアをこ
じ開けて人が避難できたとして
も、今度はそのドアを再度閉めて
施錠することは困難です。東日本
大震災でも有事の際につけ込んだ
被害（空き巣・事務所荒らし）が
問題になりました。
　そこで好評発売中なのが東海ド

ア㈱製造、野口興産㈱販売の地震対応玄関ドア（対震ドア）
「デレマース」です。「デレマース」はドアの中に小さな
ドア（小扉）を設けた新発想の２ドアシステム。
　大地震により玄関ドアの枠が変形しても軽く押す程度
の力（3kg ～）で簡単に開放できます。また「デレマース」
は従来の対震玄関ドア比で２倍以上変形しても避難扉が
開くため避難が可能となります。
　無事に避難した後、次に心配なのが部屋の防犯です。「デ

レマース」は避難後の施錠・開錠が可能で、小扉にも専
用のカギが付いているため、繰り返し施錠が可能です。
　震災後の生活・火事場泥棒から財産を守ることができ
ます！
　※�主に建具の業界では、地震に耐えうる「耐震」では

なく、地震に対応するという意味で「対震」という
用語を使っています。

●「デレマース」、ドア交換のお問い合わせは…

野口興産株式会社
リニューアル事業部
TEL：03-3994-5627　FAX：03-3994-5631
shiba@noguchi-kousan.co.jp
http://www.noguchi-kousan.co.jp
野口興産のホームページでは、対震ドア「デレ
マース」の詳細説明、動画も閲覧できます。

デレマース設置後の感想は？
・�以前は地震が来ると、すぐに玄関を開けに行って
いましたが、（設置後は）そのような心配はしなく
なりました。（50代女性）
・�（地震が起きた時）火のまわりとともに、避難出口
が心配でしたが、（設置後は）地震が起きても玄関
は開くんだと安心しています。（70代女性）

玄関ドアが開かなくて
も「第2のドア」で脱
出可能

小 さ な 力（3kg ～。
指先で押す程度の力）
でも簡単に開放可能

従来対震ドア デレマース

約16mmのズレ（1/120） 約32mmのズレ（1/60）

従来の対震ドアは1/120変形し
ただけで扉の開閉が非常に困難
（約50kgの力が必要）になります。

デレマースは1/60変形しても、避難扉
が開くため、倒壊直前でも脱出が可能
（約3～14kgの力で開く）になります。

高さ
1,900mm

避難扉

バールでこじ開けると、その
後の施錠が困難となる

震災後の防犯対策も…



8

2016.8.5

考 察　マンションのエレベーター　最終回
―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　昇降機検査資格者　笹原　俊一

◆エレベーターリニューアルの時期
①法定耐用年数
　エレベーターの寿命を決めるひとつの基準として法定耐用年
数があります。
　エレベーターは17年と定められていますが、法定耐用年数
は、税法上の原価償却をする時の定数であり、エレベーターの
寿命を示すものではありません。
　エレベーター会社は、この法定償却年数を根拠にエレベー
ターの更新またはリニューアルを提案してきますが、一般的な
環境で使用されるエレベーターが17年で寿命を迎えることは
ありません。
　特殊な環境とは、海岸に近く塩害の可能性、化学工場内、温
泉が近い等の特殊環境が影響しない限り、最低20 ～ 25年は使
用できると考えられます。
　エレベーター設置には、建物とは別に確認申請が義務付けら
れており、設置環境等も建築基準法と定められていますが、あ
くまでも目安であり、法律の定めによるものではありません。
②使用頻度
　マンションのエレベーターの場合は、使用頻度が限定的なた
め、商業ビル等に比べて寿命が長くなります。エレベーターの
消耗劣化要因の一番は、使用頻度です。
　商業ビル、テナントビル等は、入居者等の変化に比例して使
用頻度に劣化があり、エレベーター寿命に大きく影響しますが、
マンションは戸数が限られるため事務所化が進まない限り、使
用頻度に大きな変化がありません。
　建物竣工年等により設置台数は異なりますが、一般的80世
帯程度まではエレベーター１台で対応できます。また、エレベー
ターの寿命要因には、メーカー、機種、製造年等の関係があり
ます。
③メーカー、機種別
　日本の大手乗用エレベーターメーカーは、主に三菱、日立、
東芝、日本オーチス、フジテックの５社です。民間の分譲マン
ションであれば、この５社のシェアは、おそらく98%を超えて
います。私の経験上からの見解ですが、大手５社によるエレベー
ターはどこも各部品のクオリティが高く、長寿命です。反対に、
とあるメーカーでは、部品の寿命が短く、ランニングコストが
高い機種もあります。

　また、1985年以降に設置された大手５社の乗用エレベーター
は、マイコンおよびインバーター制御化され、半導体等の製造
中止により主にプリント基板の再生産ができなくなり、それを
理由にリニューアル工事の提案をするメーカーもあります。

◆リニューアルの種類
①モダニゼーション＝「近代化」
　日本では一般的にはリニューアルと呼称されていますが、欧
米では一般的にモダニゼーション（modernizaition）と呼称さ
れています。直訳すると「近代化」となり、古くなった部分を
更新し、その時代に適用させるという意味になると思います。
モダニゼーションにはいくつからの種類があり、一般的に電気
関係の更新を示しています。
②電気関係の更新
　エレベーターは鉄道のレールのようなエレベーターレールが
昇降路（シャフト）内に縦に敷設され、その間をカゴが昇降し
ています。レールには樹脂製のガイドが使用されているので、
基本的に鉄道のようにレールが摩耗することはありません。ま
た、カゴは自動車に例えればトラックのようなフレーム構造に
なっているので、カゴ内の床や壁に多少の劣化があっても強度
に大きく影響することはありません。
　したがって、初回のエレベーターモダニゼーションは、電気
関係の更新となります。
③建物寿命と修繕計画
　エレベーターモダニゼーションは消費電力の削減、安全性の
向上などの大きなメリットが得られ、モダニゼーション後のラ
ンニングコストの削減等、投資効果を期待できます。
　また、建物維持管理は「最終寿命」を仮定した上での修繕計
画が重要だと考えます。
　計画を持たずにエレベーター更新を先送りすると、結果的に
経済的損失につながります。

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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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。

40戸以下の中・小規模マンションを主体に
改修工事を行っております！

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
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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。

●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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　国土交通省は３月14
日、新しいマンション標
準管理規約（以下、「標
準規約」）を発表した。
　この標準規約はマン
ション管理組合を制定あ
るいは改定する際の「参

考」として作成されているものである。
　しかし、実態としては過半数の管理組合が標準規
約に準拠して作成されており、その改定のたびに標
準規約に準拠して自らの規約を改めている例も多い。
　これまでNPO日住協の見解発表などで指摘してき
たように、今回の標準規約改定は問題点が多いので、
各管理組合は自らのマンション・団地の実情をよく
検討した上で対応することが必要だと思われる。
　そのため、NPO日住協としては、各管理組合の役
員の皆様に留意していただきたい点を述べておきた
いと考える。
　その基本点は、「外部専門家管理の導入」「コミュ
ニティ条項の削除」「専有部分の面積から、購入時の
価格を基準とした議決権への変更」は、行わないほ
うが望ましいということである。

　「外部専門家管理の導入」はマンションの主権者で
ある区分所有者の権限を狭めるものであり、「コミュ
ニティ条項の削除」は建物管理の円滑化の上でも障
害を作りかねない可能性があり、最後の「議決権の
変更」は客観的根拠に乏しいものだと考えられるか
らである。
　これら３点は、本来標準規約に採用すべきでない
と私たちは考えているが、仮に管理組合の諸事情か
ら採用したいという意見があるところでも、慎重な
検討と討論の上に圧倒的多数の同意を得て、行うべ
きだと考える。
　標準規約のコメントでは、新しい議決権基準は新
築分譲のマンションにのみ適用することを考えてい
るとのことだが、それでは区分所有者が全く事情を
知らないままに新基準が押し付けられることになり、
今回の改定の不当さを典型的に示すものである。
　今回の新しい標準規約は、その他の部分も含めて、
一般的に日常的に問題なく運営されている管理組合
にとっては、特に改定をする必要はなく、慌てて新・
標準規約に準拠して改定することは、害はあっても
利はないことを指摘しておきたい。
� （NPO日住協論説委員会）

新・マンション標準管理規約について
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5月5日付第404号「論談」より

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

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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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

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
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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
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工事企画の着手からは2 ～ 3年
合意形成が極めて重要なポイント
　最初に大規模修繕工事をやろうと着手することを決めてから
工事が終了するまで２～３年かかります。一般的にいうと、そ
の間に通常総会だけで２～３回あることになりますから、３回
くらいは総会の議案に上がることになります。さらに臨時総会
を開く必要が生じることもあります。
　つまり、大規模修繕工事は組合員の合意を形成することが極
めて重要なポイントと言えるのです。
　総会ではじめて大規模修繕工事について取り上げるのは、工
事の準備に着手するための方針の決定で、このときに同時に修

Q34　大規模修繕、着手から完了までの時間はどのくらいかかるの？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　築８年のマンションの理事長になりました。
　２回目の理事会で管理会社から長期修繕計画に基づいて、「そ
ろそろ大規模修繕工事の計画を立てたほうがよい」と提案され
ました。
　まだ、時期尚早のような気もしますが、自分のときに工事を
企画してその年度にできるものでしょうか？
　手順や重要なポイントがあれば、教えてほしいです。それに
一般的に大規模修繕工事は、その着手から完了までの時間はど
のくらいかかるのでしょうか？

ベストアンサーに選ばれた回答

繕委員会を設置することを決めることなどが議決されます。
　その後は、アンケートの機会などもありますが、できるだけ
詳細に組合員への広報で、経過報告を続けることが大切です。
　設計・監理方式を選択した場合、次の総会での議題は建築士
設計事務所を決めることで、予算のことも含めて承認されるこ
とになるでしょう。
　設計事務所の選定と、設計事務所が計画した主な工事内容と、
工事概算金額に予備費を含めた金額について、まず総会で承認
を受けます。
　その上で、さらにアンケートや説明会を実施して、工事詳細
内容の工事仕様書の作成と工事金額の計算をし、「大規模修繕
工事新聞」のような業界紙などにより公募で見積もり参加を希
望する施工業者に見積もりを依頼します。
　参加業者が多数にのぼった場合には、書類による内部選考で
数社に絞ります。その数社についてヒアリングを含め、再度選
考を行い、理事会で施工業者を内定します。それを受けて、組
合員に工事実施への合意を得るとともに、内定した施工業者と
請負金額などについて、組合員の承認を受ける総会を行います。
いずれにしても１戸当たり少なくとも数十万円を要する管理組
合の大事業ですから、組合員の合意は、念には念を入れて行う
ことが求められます。

　〈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

「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

052-212-5210 06-6232-5033 092-436-1388

本　　社　〒232-0025  神奈川県横浜市南区高砂町2-19-5
　　　　　　　　　　　☎045-225-8200
東京支店　〒105-0023  東京都港区芝浦1-14-5
　　　　　　　　　　　☎03-5730-3950
圏央支店　〒252-0231  神奈川県相模原市中央区相模原2-3-16
　　　　　　　　　　　☎042-704-9661
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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

　　　　　　セミナー係　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

キリトリセン

　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

　先日、取引先の若者が「体調不良のため静養しますので」
と言って退職の挨拶に来ました。あまり、多くは語りま
せんでしたが、彼を見ていて、ふと思ったことがあります。
　フジテレビジョン初代社長となった人に水野成夫がい
ます。明治32年生まれ、旧制静岡中学から旧制第一高等
学校を経て、大正13年、東京帝国大学法学部を卒業…と
いう経歴からわかるように、とにかく、才智の塊のよう
な人でしたが、同時に、トップになったかと思えば最下
位に沈むという学生時代の成績そのままに、その人生は
きわめて毀誉褒貶の激しいものでした。
　学生時代は文学に凝ったかと思えば、柔道部の猛者と
して鳴らし、東大時代には共産主義運動に身を投じ、獄
中で転向。出獄後は、翻訳家・フランス文学者としてベ
ストセラーになったかと思えば、戦後は一転、経済同友
会幹事、国策パルプ社長会長、フジテレビ社長、産経新
聞社社長を歴任、財界四天王の一人とまで呼ばれるよう
になった…と。でも、言いたいのはこの人の華麗なる遍
歴…ではなく、そのお母さんの話。
　水野が中学四年の時、例によって突然、文学にのめり
込んだ挙句、突然、友人らとともに進級試験をすっぽか
して伊豆へ逃避。自然に触れ、詩の朗読などをして過ご

していたが、元々が衝動的に思い立っての…、まあ、い
つの時代にもある若者のノリで始めたこと。あっという
間に資金が底をつき、背に腹は代えられず、やむなく水
野が母に送金依頼の電報を打つ。叱責の声が返ってくる
かと思いきや、折り返し、母から多額の現金と共に「人
生は長い、ゆっくり静養せよ」と書いた手紙が送られて
きたとか。
　私も自身の経験から、若者らに、「人生は短い、ボーっ
とするな、急げ急げ！」と、つい尻を叩きがちでした。でも、
若いうちは、必要とあれば、「人生は長い、ゆっくり静養
せよ」もありだと思うんですよ。無為に過ごす日々も長
い人生の間では大切なことなんじゃないかなと。ちなみ
に水野は、母の手紙を見て、思うところがあったらしく、
進級の追試を受けた上で、日本中の秀才が集まる一高受
験にその後の人生すべてを賭けようと考え、そのため、
一心不乱に勉学に打ち込み、受験終了後は山のような参
考書を宿の女中にやると、さっさと帰郷したとか。
　ところが、自己採点の結果はあまり芳しくないもので
あったらしく、母に「不合格の可能性が高い。その場合
は進学を断念して船乗りになる」と話したところ、母は
一言、「男がそうと決めた以上、最後までやり通しなさい」
と言ったと。この辺り、いかにも明治という時代の空気
ですが、要は「若者には休息する権利がある」というこ
となのでしょうね。� （文：小説家・池田平太郎）

ちょっと一息

おもしろコラム

人生は長い、
静養せよ！
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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
●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）

実例が示す究極の工事費節約セミナー第2弾！
工事費節約が面白いほどわかる！コンサルタントのぶっちゃけ話

99パーセントの理事長が知らない「工事とお金」の話

理事長が知るべき工事費節約法！
　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

　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。
大反響につき「工事費節約」セミナーの第2弾です！
　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。これぞ、本音セミ
ナーです。お申し込みください！

●第1 部
理事長が孤立しないための工事費節約法！
　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　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

11/27

参加費 30名定　員

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。

お問合せ・お申込み

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。

セミナー申込はがき

※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

管理組合名

代表者名

ご住所

ＴＥＬ

E-mail

竣
工
年

役
職

総
戸
数
参
加
人
数

キリトリセン


