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好評

マンション大規模修繕「評判サイト」

工事会社の評判等掲載
アクセスは毎月3,000人超

NPO修繕コンサルタント紹介機構が開設している「評判サイ
ト」が好評です。
内容は大規模修繕計画を進めるためのお役立ち情報、各工事会
社の評判、トラブル事例と解決方法を掲載。毎月3,000人以上の
アクセスがあります。
サ イ ト 運 営 者 はNPO
修繕コンサルタント紹介
機構、相談・問い合わせ
は一般社団法人全国建物
調査診断センター、一般
社団法人修繕設計会社紹
介センターまで。
〈詳しくは４ページへ〉
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総合シンクタンク
「マンション総研」立ち上げ
マンションにかかわるリサーチ、コンサルタント、情報発信を
兼ねる総合シンクタンク「マンション総研」を立ち上げます。マ
ンション総研は、一般社団法人全国建物調査診断センターと一般
社団法人修繕設計会社紹介センターおよびNPO修繕コンサルタ
ント紹介機構の調査、研究部門を統合したものです。
●修繕部門局
・建築病理学研究
・建築材料検証研究
・新規工法検証研究
・工事費用推移動向研究

●管理部門局
・管理体制改善研究
・管理収支改善研究
・駐車場運営改善研究
・合意形成研究
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特集

管理費は本当に下がるの？
「管理費削減」情報にみる正解と誤解

10年くらい前は新聞やTV、書籍や雑誌などで「管理費削減」
の文字が目立っていました。近年ではインターネットで情報を
得やすくなり、また管理組合の意識も高くなってきたのか、一
般報道の熱は過ぎ去ったようにみえます。
ただし、今後の高齢化社会に向け、「管理費削減」を望む管
理組合は多いはず。はじめて理事になった人も気になるテーマ
です。ところが、数多くの「情報」には、一部のマンションに
しか当てはまらないことや偏った人の意見にスポットが当たっ
ているなど、鵜呑みにできないものもあります。
「管理費削減」について一般報道で書かれた記事を「ちょっ
と怪しい疑問の数々」としてピックアップし、管理会社のスタッ
フやマンション関係者に聞いた話をまとめてみました。
表

ちょっと怪しい疑問の数々～ほんとにホントなの？

①管理会社に業務内容のスリム化を求め、値下げさせた。
業務の見直しで、２、３割削減できる例が多い
②管理員を住み込みから通勤に変えたら、委託費が半減し
た
③管理会社を変えたことで、支出が２割安くなった
④人件費や設備の保守点検などの費用が、適正な金額なの
か疑問に思い、今までと違う管理会社に見積もりを出し
てもらったところ、年間の管理費は約50%も削減するこ
とができた
⑤ゼネコンやデベロッパー系列の管理会社だと分譲当初の
見積もりが甘く、値下げに応じるケースが多い
⑥機械式駐車場の保守費用は管理会社の言い値で決まるこ
とが多く、削減余地は大きい
⑦設備点検や補修などは管理会社が専門の業者に再委託し
ているため、管理会社の言い値で決まる
⑧管理会社に丸投げせず、それぞれの業者に組合が直接、
委託するほうが望ましい
①管理会社に業務内容のスリム化を求め、値下げさせた。業務
の見直しで、2、3割削減できる例が多い
…「スリム化で値下げ」「見直しでの削減」はグレードダウン
を意味する
例えば、建物周囲のごみ拾いや建物内の床掃き拭きで、毎日
１回行っていたものを、週３日しか清掃員が来なくなれば、値
下げにつながります。「業務内容のスリム化」というと聞こえ
はいいですが、要は仕事量を減らしただけ。過剰なサービスや

不要・不急の業務の見直しは必要ですが、そうするためには管
理組合できちんと業務の要・不要の話し合いができていなけれ
ばなりません。
「うちは同じ仕様で値下げさせた」という管理
組合の話も聞きますが、利益の確保ができない値下げは、下請
けへの委託費を削り、下請けは作業員の人数を減らし、用具費
用を下げるなどのマイナス要素もあるということです。
②管理員を住み込みから通勤に変えたら、委託費が半減した
…住み込みも通勤も管理員にかかる経費は変わらない
住み込みも通勤勤務も原則的に週40時間という労働時間は
同じです。住み込みは住居を提供しているわけですから、住宅
手当を含めているため、額面上は通勤より低い給与設定の場合
が多いといえます。
また通勤には交通費の支給もあるから、トー
タルで考えると通勤と住み込みとは「ほぼ同じ」というのが管
理会社数社の一致した意見のようでした。
③管理会社を変えたことで、支出が2割安くなった
④人件費や設備の保守点検などの費用が、適正な金額なのか疑
問に思い、今までと違う管理会社に見積もりを出してもらっ
たところ、年間の管理費は約50％も削減することができた
…他 社の営業マンが従前より高い見積もりを出すはずがな
い!?
管理会社にも大・中・小があり、会社を維持する経費はふつ
うに考えて大手ほどかかるし、施設やスタッフの充実度、教育
システムに差があります。大手から中小に変えれば、当然経費
は安く済むといえます。会社の体制か価格かは管理組合の選択
肢です。
次に、物件を受注するという営業の観点からみれば、従前よ
り高い見積もりを出すことは考えられません。物件のデータを
入手して、まずは受注へとこぎつけたいのが営業マンです。一
時的に安くしても、その後、修繕工事などで元を取ろうとする
ことも考えられます。
安い管理会社に変更した後、設備点検の対応の悪さなどが
あったため、マンション管理士に業務仕様のチェックに入って
もらったところ、新しい管理会社の仕様はやはり大幅なグレー
ドダウンだった、というケースもあるようです。
⑤ゼネコンやデベロッパー系列の管理会社だと分譲当初の見積
もりが甘く、値下げに応じるケースが多い
…分譲時は上級の管理サービスのメニューを用意

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
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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

管理会社はこう反論しています。「最初からギリギリの予算

ただし、管理会社のほうも、消費者つまり管理組合にサービ

でやる商売はないでしょう」とは、あるスタッフの言葉です。
「高

スを買ってもらえるためにはどうしたらよいかと考える発想が

級志向の人、経済的な人。いろんな価値観の人がいて、管理組

足りません。品質維持の意識は業界全体の課題として考えてい

合の性格がだんだんできていく。このマンションは裕福そうな

かなければならないことです。他人さまのおカネを預かって

人が見当たらなかったから、仕事量が最低の一番安いメニュー

サービスを提供するのが仕事なわけですから、それをどのよう

を用意しました、とはいえません」。管理会社は営利企業。利
益を追求するのが目的だから、上級メニューで増収を図りたい。
管理組合から注文されればそのメニューにも応じるスタンスだ
といいます。「でも下請けの見積もりに上乗せしているだけの
会社もある」と関係者は話しています。

に効果的に使ったらお客さまが喜ぶのか、そういう努力をして
いかなけりゃいけない。業務のチェックを下請け任せにして、
仕事していないのにカネを払っていたことがばれて払い戻した
ケースもあります。こういう管理会社があるから委託費が高い
といわれ、会社の変更が多くなるんです。
ただ、
委託費用に関しては、
企業間で価格の差があるのは知っ
ておいてもらいたいことです。スタッフの教育訓練システムを
持って実施しているかどうか。フロントの後方支援体制はどう
なっているか。防犯システム、緊急対応システムはきちんと機
能するか。長計はどういう方針で作っているか。会社のマニュ
アルがしっかり実行されているかなど、外注でもいい、体制に
カネをかけている会社とそうではない会社があることを知って
いただきたい。サービスの精度を上げようとすれば、費用もか
かるのです。
ある管理組合で管理会社数社から見積もり取って比較をした
とき、危機管理、地震のときの対応についての説明がよかった
ので金額の高かった会社に決まった例もあります。セキュリ
ティーが自前でできる会社、現地で設備のチェックしてくれる
会社は安心、という理由でした。値段だけじゃなく、消費者の
立場でものを言えるか。お客の側からものを考えた提案ができ
るか。そうなると値段と品質は関連してくるといえます。
でも今は管理組合のほうを向くといっても「嫌ならここを
カットしましょう」などと答える会社のほうが多い。考える会
社かどうか。管理組合のみなさんが見極めてください。

⑥機械式駐車場の保守費用は管理会社の言い値で決まることが
多く、削減余地は大きい
⑦設備点検や補修などは管理会社が専門の業者に再委託してい
るため、管理会社の言い値で決まる
⑧管理会社に丸投げせず、それぞれの業者に組合が直接、委託
するほうが望ましい
…下請け業者との直接契約は管理費見直しの定番！
業界関係者は「業者と会社がもたれあっているのは事実」と
明言します。業者同士で付き合いがあるのはどこの業界も一緒
です。しかし、管理会社の場合は、下請け業者の見積もりを精
査せず、その上にマージンを乗せることがあるため「言い値だ」
「二重取りだ」と非難されるケースも多いようです。
また管理組合と下請けとの直接取引を妨害することで公正取
引委員会からも注意がなされたこともありました。一般報道の
決まり文句は「下請け業者と直接契約を結べば管理会社のマー
ジン部分が削除できる」というものです。こうした業者との関
係を見て、一般報道のように管理組合が各業者を上手に操るこ
とができれば理想ですが、しっかりイニシアティブを取れない
組合は各業者の取りまとめに混乱を来たすだけになってしまい
ます。
自分たちが率先して管理を行うのか、管理会社にお任せがい
いのか。管理費の高い安いは、管理会社が決めるのではなく、
そんな組合の姿勢で決まるのではないでしょうか。
管理会社を変えて管理費が値下がっても、将来的にも組合の
活動が機能しなければ、後に余計な修繕（出費）を余儀なくさ
れる可能性は十分にあります。「本当に管理費は値下がるのか」
の答えは各管理組合が持っているといえそうです。

コメント

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

管理サービスの内容を決めるのは管理組合
管理組合として管理会社に何を頼みたいのか。決めるのは管
理組合のみなさんです。管理会社が管理サービスの内容決めて、
勝手に押し付けているように思われがちですが、管理組合が業
務を発注してそれを管理会社が受託するという契約関係です。

2016.9.5
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「評判サイト」は大規模修繕工事の特性や事例からデータを集約し、真
「評判サイト」 実を伝えていくことで、閲覧者である管理組合のリスク分散と大規模修繕
工事の成功へ導くことを目的としています。どうぞ各ウェブサイトを閲覧
紹 介
していただき、相談、お問い合わせ、ご意見をお寄せください。

（1）マンション大規模修繕

評判… …………………………

・サイトの特徴
 大規模修繕計画を進めるためのお役立ち情報、トラブル事例と解決方法、各
工事会社の評判を掲載
・毎月のアクセス数（2016年7月現在）
約6,500PV（ウェブページ閲覧回数）
、約3,500人が訪問
●http://towman-hyouban.com

（2）マンション工事

評判… …………………………………

・サイトの特徴
 マンションの工事の種類と特徴を中心としたお役立ち情報、各工事会社の評
判を掲載
・毎月のアクセス数（2016年7月現在）
約7,000PV（ウェブページ閲覧回数）
、約3,000人が訪問
●http://mansionkouzi.com

（3）設計コンサルタント

評判… ……………………………

・サイトの特徴
 設計コンサルタントの役割、利用目的のほか、事例からひもとく設計コンサ
ルタントの見極めポイント、選定チェックシートなどを掲載
・毎月のアクセス数（2016年7月現在）
約7,000PV（ウェブページ閲覧回数）
、約3,000人が訪問
●http://sekkeiofficehyouban.com

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5 「あんしん大規模瑕疵保険」の申込実態報告
●新請負契約書で申し込みが増加

●現場検査の15%で「是正」を指摘

㈱住宅あんしん保証によると、平成22年８月の販売開
始から平成28年７月までの「あんしん大規模修繕工事瑕
疵保険」申込受理件数は2,200件。申し込みについては管
理組合が工事会社へ加入をリクエストしたケースが90%、
工事会社が自主的に加入したケースが10%ということで
す。
また、「マンション修繕工事請負契約約款」が発表され
た今年４月～７月の申込受理208件。新しい請負契約書に
は、
「大規模修繕工事瑕疵担
保保険（有・無）
」の記載項
目があり、
「問い合わせ実績
からですが、大規模瑕疵保険
が管理組合の目にとまりやす
くなったことが要因で、申し
込みが増加しているようで
す」と、住宅あんしん保証の
担当者は話しています。
さらに、新しい請負契約書
には「工事完成保証（有・無）」
新請負契約書には「大規模修繕工 の記載もあるため、管理組合
事瑕疵担保保険」
「工事完成保証」
から工事完成保証制度の詳細
の記載があり、管理組合からの問
い合わせが増加している
内容についての問い合わせも
増加しているとしています。

申込受理件数を工事種別でみると、
「外壁改修工事・屋
上防水」が60%で最も多く、給排水管路の工事や耐震改
修への申し込みも増えています。
付帯する特約では、防水・給排水管路工事の両方とも
保険期間延長特約が95%付帯していますが、
「手すり、柵、
鉄部等の特約」はほとんど付帯していません。
工事期間は「４カ月」が半数。マンションの規模によ
りますが、４カ月程度が一般的といえるでしょう。
検査内容は「あんしん大規模修繕工事瑕疵保険」の検
査であることから、ほとんどが住宅あんしん保証検査で
実施されていますが、注目は「是正率」
。15%の現場検査
で「是正」
、つまり「やり直し」等を指摘していることに
なります。
◇
現在、国は既存住宅のインスペクション（診断・検査）
、
瑕疵保険の普及を進めています。
これにより、一般消費者や住民、管理組合に情報が伝
わり、既存マンションの専有部分の売買を補償する「既
存売買瑕疵保険」の申し込みが増加しています。
今後は、同じ既存マンション共用部分の計画修繕工事
の瑕疵・欠陥を補償する「大規模瑕疵保険」も同様に普
及が進むと考えられます。
住宅あんしん保証では「今後も管理組合、工事会社な
どへ瑕疵保険制度の情報を提供し、利用しやすくなるよ
うサポートしてまいります」としています。

（表 2）付帯する特約

（表 1）工事種別
外壁改修工事・屋上防水
給排水管路更新
給排水管路更生
耐震改修

60%
20%
10%
10%

（表 3）工事期間
4カ月
3カ月
5カ月

防水に係る保険期間延長特約（10年）
タイル剥落特約（5年）
給排水管路工事に係る保険期間延長特約（10年）
手すり、柵、鉄部等の特約（2年）

95%
80%
95%
5%

（表 4）現場検査内容
50%
20%
10%

住宅あんしん保証検査
団体検査

95%
5%
※是正率 15%

「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 2200 棟！（平成 28 年 7 月現在）

大規模修繕保険事業 課

06-6232-5033

092-436-1388

2016.9.5

052-212-5210
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電気料金節約と電力自由化

各マンションでの対応、どうすればいい？
資源エネルギー庁、登録小売電気事業者331社（8月4日現在）
経済産業省は2016年４月、これまで東京電力など地域の電
力会社が発電、配送電、小売りに関して一貫体制としてきた電
力供給について、小売業への参入を全面自由化させました。同
省資源エネルギー庁への登録小売電気事業者は８月４日現在、
331社です。
これによりマンションの各戸（専有部分）の契約について、
そのライフスタイルや価値観に合わせて消費者が電力会社や料
金メニューを自由に選択できるようになりました。
消費者にとっては電気料金の節約につながる環境になる一
方、
「どの会社、どのプランが一番よいのか」わかりづらいの
も事実です。また共用部分の節約に努めたい管理組合にとって、
各戸の選択の自由を妨げることができないという課題も生じま
す。電力自由化において、各マンションではどういう対応をす
ればよいのでしょうか。

化し、電気とガスなどのセット割引や、ポイントサービス、家
庭の省エネ診断サービスなど、多様なサービスが可能となりま
す。
とはいえ、増加する新規参入会社は建設、電話、家電、テレ
ビ、商社と多種多様。数年後にはどの会社が淘汰されているか
見当もつきません。さらに小売電力自由化をして４カ月たった
８月にいたっても、新電力会社への申し込み件数は東京電力管
内で2%程度という状況です。マンション住戸も戸建ても電気
事業者の選択については、そろって静観している様子だといえ
るでしょう。

（図）電力・ガス・熱システム改革のスケジュール
出展：資源エネルギー庁

「現段階では早急な判断をしない」が得策
新電力会社参入に続き、ガスも多様化
2016年、電力の小売りが全面自由化されましたが、来年４
月には都市ガスの小売りが自由化されます。
さらに2020年に発送電分離がなされ、東電などの既存電力
会社が発電、送電、小売りを一貫して独占する状況がなくなり、
発電も小売りも完全に公平な自由競争となります。これが電力
自由化の終着点といえるでしょう。
次いで2022年、ガスの導管分離が予定されており、電気に
続いてガスも全面自由化されます。これに伴い、ガス会社の電
力参入、電力会社のガス販売など、他の業種（重電、建設、商
社、電話、家電等）からの参入が激化しているのです。
電力・ガス会社を選べることにより、各社のサービスが多様

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

管理組合として考えたいのは、共用部分の電気料金の節約で
す。高圧一括受電は発電所から送配電される電力を管理組合が
まとめ買いして各戸に小分けするシステム。このため全戸が契
約を変更する必要があり、小売電気自由化の流れとは逆方向で
合意形成が難しいとされています。
スマートメーターの導入は
“検針”
から遠隔通信による
“検診”
に移行していくため、東京電力が順次、無料で取り替えを実施
中です。マンション共用部分や家庭で使うエネルギーを管理す
るシステム「MEMS（メムス）
」
「HEMS（ヘムス）
」を設置すれば、
エネルギーの節約が可能となるスマートマンション化へと進ん
でいきます。政府は2030年までにすべての家庭にエネルギー
管理システムを導入するとしています。
電子ブレーカーは、エレベーターやポンプなど、負荷設備契
約を主開閉器契約＋電子ブレーカーの導入で基本料金が削減さ

れるというものです。導入コスト等、費用対効果が検討材料と

小売電気自由化においては
「現段階では早急な判断をしない」
ほうが得策といった考え方が一般的です。また、各戸が小売電

なります。
入コストは蛍光灯に比べて高いが長寿命、消費電力が少ないな

気事業者と契約する際は、あくまで各戸の責任範囲内であり、
管理組合に責任は及ばないことも明確にしておくことも必要で

どのメリットがあります。また白熱灯と蛍光灯について政府は、

しょう。

照明器具のLED 化は使用電力量そのものを減らす方法。導

2020年度をめどに国内の製造と国外からの輸入を禁止する方
針を固めています。
◇
マンションは共用部分と専有部分があり、共用部分の電力も
生活のために必要な消費電力であります。家庭の電気料金だけ
に目を向けていると、電気料金を値上げされると共用部分、専
有部分の２重の値上げとなることに気づかないことにもなるで
しょう。管理組合としては住民に対し、トータルな情報提供と
合意形成を図っていくことが望まれます。

●問い合わせ窓口
経済産業省資源エネルギー庁
ナビダイヤル0570-028-555
＜受付時間＞9：00−18：00
※土日祝日、年末年始を除く

（表）電気代を節約するための主な手段
小売電力自由化
高圧一括受電
スマートメーター
MEMS

電子ブレーカー

LED照明

特
徴
・家庭を含むすべての消費者が電力会社や料金メニュー、サービスを自由に選べる
・管理組合が高圧で一括受電し、低圧に変圧して各戸に供給する
・全戸の契約変更の同意が必要
・「通信機能」がついた電力量計。電力使用量の「見える化」
、検診が自動化となる
・東電では順にスマートメーターへの取替を実施中。無料
・マンション向けエネルギー管理システム。マンションの建物内で使用する電力消費量等を計測蓄積し、導
入拠点や遠隔での「見える化」を図り、空調・照明設備等の接続機器の制御やデマンドピークを抑制・制
御する（スマートマンション化）
・従来のバイメタル式ブレーカーに替えて、電流値と電流動作時間によって遮断を判断する電子回路とした
もの
・基本料金を削減することができる
・長寿命（蛍光灯の４倍以上） ・蛍光灯の50%以下の消費電力
・紫外線、赤外線の放出が微量（虫が寄りにくい）
・水銀などの有害物質を含まず、CO2は蛍光灯の60%以下

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

2016.9.5

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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大規模修繕工事【工事費節約】セミナー
7 ／ 24

於：東京・住宅あんしん保証本社会議室

全国建物調査診断センターは７月24日、東京・京橋の㈱住
宅あんしん保証本社会議室で「工事費節約」をテーマに大規模
修繕工事セミナーを行いました。
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。
そこで、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人の設計コンサルタントがその極めた成功方法など
について講演しました。
今号では㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）
佐藤成幸専務の講演から、取り扱った事例の一部を掲載します。
ケーススタディーその①

工事実施の優先順位と「実施しない優先順位」
を検討
●物件概要
神奈川県・平成15年竣工・RC造・地上５階建て・１棟・67戸
●経過
築11年目に大規模修繕工事の計画検討をスタートし、翌12
年目で工事を実施する予定であった。ところが、調査・診断後
にコンサルタントが示した工事費用予算に対して、修繕積立金
が不足する見通しが出てきた。
●対応策
設計検討段階では、実施する工事の優先順位だけでなく、直
近の大規模修繕工事では実施しないものの優先順位も合わせて
議論した。
屋外に雨よけのための屋根がほしい、エントランス部分の段差
をなくしたい、駐車場出入り口にカーブミラーがほしいなど、い
い機会だから取り入れたいという工事項目もあったが、大規模修
繕工事に組み入れなくてもよいものだった。実施しないとしたも
のも工事項目の優先順位には劣化診断の結果を当然踏まえるが、
机上ではなく実際の耐久年数情報のフィードバックや仮設工事費
用とのバランスなど、総合的な経済的合理性を加味した。
●結果と考察
①競争見積依頼は予算規模オーバーでも実施する工事項目を組
み入れた。ただし設計図書には後に工事範囲の見直しがある
ことを記載した。
②競争効果により、ある程度の費用圧縮を図れたが、施工業者
の見積段階ではやはり予算オーバーだった。
③しかし、想定内なのであらかじめ検討していた工事を実施し
ない優先順位にて工事項目を除外した。
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④その結果、現実に工事契約ができる、まとまったパッケージ
ができた。
◇余談として…下地補修の清算費用（タイル焼き増し）が大き
く減額になり、契約時に除外した項目で、最後に実施できた
工事もあった。
ケーススタディーその②

工事計画を2年半休止
積立金値上げと貯蓄、合意形成図る
●物件概要
東京23区・平成13年竣工・RC造・地上６階建て・１棟・19戸
●経過
築11年目に大規模修繕工事の計画をスタートした。平成24
年の建物調査・診断後、コンサルタントが提示した検討段階の
工事費用予算に対して、長期修繕計画の予算金額が大きくオー
バーしてしまった。そもそも目安としていた長期修繕計画に工
事項目が詳しく明示されていないなど、非常にずさんで、この
ことから工事資金の徴収方法をめぐって、理事や区分所有者の
意見が二分しかねない事態に陥ってしまった。
●対応策
長期修繕計画の内容を分析したところ、国土交通省が策定し
たガイドラインの様式にならうものではなく、特に仮設工事や
下地補修の工事内容に計上の不備があった。
そこで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（結果的に２年半かかる）し、長期
修繕計画の修正、資金計画の練り直しから着手した。
改めて30年の長期修繕計画を作成し、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認識をもってもらった。
そこで積立金の値上げと貯蓄する期間を設けた。
●結果と考察
①積立金の値上げと貯蓄する期間を設けたことにより、工事実
施の合意形成が図れた。工事の実施は
２年半後の平成26年９月となった。
②休止期間を設けることで、そもそもの
現実的ではない金額を予算として、そ
れに無理やり合わせるという本末転倒
な状態を逆転させることができた。
③また休止期間があったことで、賛成・
反対の衝突をさけて真に必要なものは
何かを議論し、深く考えることができ
た。
講師を務めた㈱リノ
シスコーポレーショ
ン・佐藤成幸専務

2016.9.5
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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
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本 の 紹 介

『フォトアーカイブ「昭和の公団住宅」』

昭和34年から53年続いた団地新聞『The KEY』『The New
KEY』の取材記者で編集長も務めた編者が、同紙の報道写真
約13万点から、143団地328点を厳選掲載した写真集。
昭和40年代後半、皇太子殿下（現天皇陛下）が公団住宅を
視察した写真から、往時の運動会、夏祭り、小学校の入学・
卒業式など、近代日本が歩んだ足跡が公団住宅を通し、余す
ところなく表現されている。
日本住宅公団が設立したのは昭和30年。中堅所得者向け
の住宅供給がはじまり、「団地族」が流行語になった。木造
長屋や木賃アパートが当たり前の時代、鉄筋コンクリート造
りで食事室と寝室を完全に分離し、内風呂付きで、流し台は
ステンレス、トイレは水洗などというスタイルが登場したの

美濃部東京都知事との団地問題討論会
（1970年6月撮影：滝山団地・東京都東
久留米市）

だった。
現在のマンション生活の原型ともいえるライフスタイルの
歴史が写真で彩られている。
団地新聞『The KEY』は日本初のタ
ブロイド判。平成24年に廃刊した。
『フォトアーカイブ「昭和の公団住宅」
』
編者／長谷田一平
発行／智書房
発売／星雲社
A5判・211ページ
定価／ 2,000円+税
2015年10月10日発売
ISBN978-4-434-211546

主婦の味方「移動スーパー」（1969年5
月撮影：武里団地・埼玉県春日部市）

集団登校（1967年1月撮影：光が丘団地・
千葉県柏市）

2016.9.5
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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
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

●営業本部
●北関東支店
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●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。

人のくらしを美しく

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。

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

本

2016.9.5

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

13

教えて！管理組合交流相談室
Q35 床のフローリング化で気をつける点は？
築年の古いマンションを購入しました。そこで、床コンクリー
トの上に直接じゅうたんを敷いている部屋の床をフローリング
にリフォームしようと思います。
どういった点に気をつければよいですか？遮音等級について
も教えてください。

ベストアンサーに選ばれた回答
遮音等級等、調査で規約等作成
管理組合が定めたルール確認を
マンションにおいてリフォームできるのは、自分が区分所有
権を有する部分（専有部分）に限られるのが原則です。ただし、
各区分所有者それぞれが勝手にリフォームをしてしまうと、違
法なリフォームがあったり、建物全体の修繕計画などに影響す
ることも考えられます。
リフォーム工事に関する規約や細則を定めているマンション
も多いので、まずは管理組合に相談し、ルールを確認すること
が必要です。

◇
床の遮音等級は、コンクリートの厚さや床材の種類、床下空
間の大きさ、床の面積、発生する音の種類（重量床衝撃音、軽
量床衝撃音）によって違い、L値で示します（表１）
。
一般的には規約等でL-45、L-40以上としている管理組合が多
いようです。
しかし、床材のカタログに記載されている「L等級」は、試
験時と異なる下地だと指標と大きな差が出ることがあります。
このため、床材単体の特性を表示した「⊿L（デルタエル）」が
作られました（表２）
。
⊿LL値は「軽量衝撃音」レベルです。表の見方として、下
階への影響を極力減らしたい場合は⊿LL-4以上とされていま
す。ただし、⊿LL-4以上の商品は高額なため、⊿LL-3以上とす
るなど、管理組合では建築士などに調査してもらい、下地の様
態も含め論理的に遮音性能を考えて規約等に盛り込んでおくこ
とが望まれます。
重量衝撃音は⊿LH値で表記されます（表３）
。
〈参考〉
『Q&Aマンションリフォームのツボ』
編者／マンション維持管理支援・専門家ネットワーク
発行／民事法研究会

（表１）遮音等級の目安
遮音等級
床衝撃音

L-35

L-40

人の走り回り、飛び跳ね ・ほとんど聞こえない
など

L-45

L-50

・か すかに聞こえるが、 ・聞こえるが意識するこ ・小さく聞こえる
遠くから聞こえる感じ
とはあまりない

椅子の移動音、物の落下 ・通常ではまず聞こえな ・ほとんど聞こえない
音など
い

・小さく聞こえる

・聞こえる

L-55
・聞こえる
・発生音が気になる

生活実感、プライバシー ・上階の気配を感じるこ ・上階で物音がかすかに ・上階の生活が多少意識 ・上階の生活状況が意識 ・上階の生活行為がある
程度わかる・椅子を引
される・椅子を引きず
の確保
とがある
する程度・気配は感じ
される状態・スプーン
きずる音はうるさく感
る音は聞こえる・歩行
るが気にはならない
を落とすとかすかに聞
じる・スリッパ歩行音
などがわかる
こえる・大きな動きは
が聞こえる
わかる
遮音等級
空気音

D-60

D-55

D-50

D-45

D-40

ピアノ、ステレオなどの ・ほとんど聞こえない
大きい音

・かすかに聞こえる

・小さく聞こえる

・かなり聞こえる

・曲がはっきりわかる

テレビ、ラジオ、会話な ・聞こえない
どの一般の発生音

・通常では聞こえない

・ほとんど聞こえない

・かすかに聞こえる

・小さく聞こえる

生活実感、プライバシー ・カラオケパーティーな ・隣戸の気配を感じない ・日常生活で気兼ねなく ・隣戸住宅の有無がわか ・隣戸の生活がある程度
の確保
どを行っても問題ない
生活できる・隣戸をほ
るがあまり気にならな
わかる
※機器類の防振が必要
とんど意識しない
い
※室内の暗騒音を30dBA程度と想定してまとめたもの

出典：日本建築学会「建築物の遮音性能基準と設計指針」

（表2）軽量床衝撃音低減性能の等級（ΔLL等級）
表記する等級

表記する等級

重量床衝撃音レベル低減量の下限値

125Hz帯域

250Hz帯域

500Hz帯域

1kHz帯域

2kHz帯域

ΔLL-5

15dB

24dB

30dB

34dB

36dB

ΔLL-4

10dB

19dB

25dB

29dB

31dB

ΔLL-3

5dB

14dB

20dB

24dB

26dB

ΔLH-2

−5dB

−10dB

−10dB

−10dB

ΔLL-2

0dB

9dB

15dB

19dB

21dB

ΔLH-1

−10dB

−10dB

−10dB

−10dB

ΔLL-1

−5dB

4dB

10dB

14dB

16dB

出典：一般財団法人 日本建築総合試験所
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（表3）重量床衝撃音低減性能の等級（ΔLL等級）

軽量床衝撃音レベル低減量の下限値

63Hz帯域

125Hz帯域

250Hz帯域

ΔLH-4

5dB

−5dB

−8dB

−8dB

ΔLH-3

0dB

−5dB

−8dB

−8dB

出典：一般財団法人 日本建築総合試験所

500Hz帯域

国土交通省「小規模な倉庫」の取り扱い
実態に適さない通達は、現場混乱のもと
国土交通省は平成27年
２ 月27日、 各 都 道 府 県 建
築行政主務部長あてに「小
規模な倉庫の建築基準法
上 の 取 扱 い に つ い て（ 技
術的助言）」という通達を
出した。
これについて現場では、
実態にそぐわない通達だと混乱の原因となっている。
今回の通達は、土地に自立して設置する小規模な倉庫
（物置等を含む）のうち、外部から荷物の出し入れを行う
ことができ、内部に人が立ち入らないものについては、
建築基準法上の建築物に該当しないものとし、建築確認
等の手続きについても不要であるとした。
一見、建築確認申請を不要とした画期的な通達と思え
たが、「小規模な倉庫」の「小規模」とは「奥行が１m以
下かつ高さが2.3ｍ以下、床面積が２㎡以内」という条件
がついた。
つまり、この「小規模」に該当しなければ、逆に「建
築確認が必要」ということになるのだ。
「２㎡以内」の倉庫とは、戸建ての庭先のプレハブ物置
が一般的。町内会や自治会、管理組合など自主防災組織
で使用するものを想定しているとはとても思えない。建

築確認を申請するためには、審査機関に支払う申請手数
料、申請のできる登録業者への設計監理料がかかるのだ。
これまで建築確認については、一般的に10㎡以上の建
築物の新築・増築が該当し、それ以下の建築や、購入す
る倉庫の設置程度はあまり意識されてこなかった。この
ため、マンション敷地内には新たな防災倉庫を設置しや
すく、自治防災組織を管轄する自治体（地域振興課）な
どでも、積極的な設置を補助事業などで呼びかけている
ところがある。
ところがこの国の通達によって、自治体が防災倉庫の
設置を後押しているにもかかわらず、自主防災組織に必
要とされる防災倉庫の大きさのものは確認申請が必要と
なってしまったのだ。
これでは地域の自主防災について本気考えている地方
自治体、各地の自治会、
管理組合等に混乱を招き
かねない。
自治防災組織の防災倉
庫ついては、この通達の
適用から外すなどの特例
等が必要なのではないだ
ろうか。
（編集部）
自主防災組織の防災倉庫はとても
「2㎡以内」で収まるとは思えない

好評！メルマガ無料配信登録
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
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15

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
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

●第

理事長が知るべき工事費節約法！

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

日

時

2部

11/27（日）
13：30 〜 17：00

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

参加費

無料

定

員

30名

受付開始 13：00
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。

●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

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、下記へ電話、FAX、メールでお申し込みください。

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）

群馬県 0.3％
栃木県 0.4％
茨城県 0.9％

発行部数

30,000部

埼玉県
10.7％

京都府
11.7％

首都圏
神奈川県
25.4％

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。

和歌山県 0.7％
奈良県 4.5％
滋賀県
県 2.6％

千葉県 7.2％

配布先マンションデータ

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

関西圏
東京都
55.1％

兵庫県
29.2％

大阪府
51.3％

（2016.2 改訂 6）

※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

