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未来の大規模修繕工事に向け

ドローン実用化へ
着々と準備
一般社団法人全国建物調査診断センターと、そのシンクタンク
であるマンション総研は現在、共同でAI（人工知能）や小型無人
機ドローンを活用した大規模修繕工事の設計・監理方式を開発し、
実用化を目指しています。
小型無人機ドローンを用いたシステムは、これまで作業員が行っ
ていたマンション外装部分の調査をドローンに搭載したカメラで
判定するものです。より広範囲で確実、安全な作業を実現するこ
とができます。
現時点では飛行のテストと、カメラで得られるデータのソフト
化を行っており、着々と実用化への準備を進めています。

7p Seminar
大規模修繕100組合の教訓から
学ぶ事例研究と考察
8p ライター kitamiのお邪魔しま～す！
グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ
4/2 第14回桜まつり
14p 教えて！ 管理組合交流相談室
Q 名 簿作りに管理会社が非協力で
困っています！
A「購入者リスト」と混同せず
管理組合自身で作成するべき
16p 第31回セミナー
大規模修繕100組合の教訓
7月23日のお知らせ

飛行テストするマンション総研の菅氏

全 建 セ ン タ ー
「無料屋上防水診断サービス」

ス タ ー ト ！
全国建物調査診断センター（全建センター）はこのほど、防水
材料メーカーである田島ルーフィング㈱の協力を得て「無料屋上
防水診断サービス」を開始しました。
全建センターへ申し込みがあった管理組合に対し、専門の調査
員が現地に向かい、屋上防水層の表面劣化を指触・打診して劣化
状態を確認します。この調査を報告書として作成して、管理組合
に提出するまでの作業をサービスするものです。
＜詳しくは５ページへ＞
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小型無人機ドローン
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管理組合
File Data. 101 東京・西東京市／ヌーベルヴィラージュひばり管理組合
工事の進捗は人対人の信頼関係
いかに関心を持ってもらえるかが大事
12,600㎡の広大な敷地の中央に中庭と附属棟が存在し、
それを囲むように３棟の建物がコの字型に配置されるな
ど、ランドスケープデザインが施された瀟洒なマンショ
ン。１回目の大規模修繕工事は躯体の下地補修、共用廊
下の外壁や天井等の塗装、シーリング、防水など一般的
な工事の他、敷地内の敷石洗浄などをメインに行った。
どこの現場代理人でもマンション大規模修繕工事で一
番気を遣うところは、
「新築工事と違い、限られたスペー
スと建物ごとに違う仕上がり状況、居住者の生活環境に
支障が起きないような作業などを事前に検討して計画を

民の皆さんとの人対人の関係です」ときっぱり。「工事に

立て、その期間がないときでも着工と同時に考えて臨機

対する信頼関係をいかに築いて最後まで保ち、喜んでい

応変に工事を進めなければならなりません」という。

ただけるか。そこに一番配慮しました」。

今回は建物の周囲に２重のセキュリティと柵・壁があ

管理組合側は理事会が任期により工事計画途中で交代。

り、足場材の搬出入には念入りな計画が必要だったとい

施工会社を決定時と、実際の施工時で理事が変わってし

う。また「各棟に吹抜けが32カ所あり、足場の作業工程

まったため、施工中の理事会時の報告は、資料に写真や

に大きく影響が出ました」とも。

図面を入れるなど「わかりやすい資料になるよう心がけ

住居空間や造園スペースが特殊な形状の建物は、仮設
工事計画に他の倍以上の知恵や経験が必要となる。

た」という。
足場がある程度設置された後には「お子様向けの工事

さらに部屋のタイプによっては、１住戸に南側と北側
両方にバルコニーがあり、仕上げ工程が倍になるケース
もあった。

説明会」も実施。イベント感覚で危険個所を説明、実際
に現地を回って工事個所などをみてもらった。
玄関扉塗装工事では、玄関扉を開けての作業のため、

このため、現場代理人に工程通り作業を進める上で重
要視していることはと聞くと「理事会や修繕委員会、住

住居棟に囲まれた中庭には付属棟が存在する

塗装職人と居住者が作業についてのやり取りをするため、
できる限り“営業向き”な職人を配置し、居住者が工事

丸みがかった構造で足場の設置が難しい

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。

足場材の搬出入には念入りな
計画を必要とした

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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粉じんを吸引しながら
鉄部をケレン

下地補修工事は電動ドリル等
による騒音・振動・ホコリが
発生する

に対して関心を持ってもらえるようにした。
「なぜ工事するのか」
「どんな工事を行うのか」―子ど
もや工事をリードした理事会や修繕委員会だけでなく、
大規模修繕工事は常に一般居住者の大人たちに関心を
持ってもらえるように工事を進めることが理想である。
工事データ
○工事名／ヌーベルヴィラージュひばり大規模修繕工事
○建物概要／ 2003（平成15）年竣工・SRC造一部RC造・
地上15階・３棟（その他管理棟など）・316戸 ○発注者
／ヌーベルヴィラージュひばり管理組合 ○監理者／㈱
ボス建築コンサルタンツ ○施工者／三和建装㈱
○主な工事内容
・共通仮設／仮設事務所・作業員休憩所・植栽棚・仮設
手洗い場・トイレ・資材倉庫・廃材置場等の設置
・直接仮設／足場設置・解体、１階の一部にセンサーラ
イト付き防犯カメラを設置
・下地補修／外壁等の調査（目視・打診調査）、清掃及び
既存脆弱塗膜除去、ひびわれ補修、鉄筋爆裂補修、タ
イルひび割れ・欠損・浮き補修、タイル目地脆弱部補修、
外壁高圧水洗浄他
・シーリング／外壁・手摺壁の内側・共用廊下等の天井
目地、バルコニー内の窓廻り、１階通路他
・外壁他塗装／廊下壁、梁、中央壁、内部・外部階段壁、
バルコニー天井、外部階段天井他
・鉄部塗装／玄関扉枠、MB扉、竪樋、ドレイン、隔て板等
・防水／・各棟の屋上や屋根…平場や笠木、排水溝のウ
レタン塗膜防水
・ルーフバルコニー…平場の洗浄、既存シート撤去、下
地調整
・バルコニー…床の既存シート撤去、新規シート貼り
・廊下、階段…排水溝のウレタン塗膜防水
・シーリング／打継目地、避難口まわり、エキスパンジョ
イント根本、外部アルミ建具まわり等
○工事期間／ 2015年８月18日～ 2016年４月20日

飛散防止の養生を徹底し、塗
装ムラがないようローラーで
作業する

敷地内の敷石を高圧水にて洗浄

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
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：三和建装株式会社
■本社
〒188−0011  東京都西東京市田無町１−12−16
☎042−450−5811
■埼玉営業所
〒351-0022
埼玉県朝霞市東弁財１−３−４  朝霞台駅前ビル402号
☎048−458−0695
代表者：中 衆司
創業：1978年（昭和53年）４月
資本金：１億円
http://www.sanwakenso.co.jp

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。
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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お問い合わせは
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この人に訊く―

水白建築設計室 水白靖之 一級建築士

日本の修繕技術は現代建築の先駆け
ビンテージマンションは根付く!?
近年、中古でレトロ感がある雰囲気のマンションを「ビンテージマンショ
ン」と呼ぶそうです。さらに新築マンションの着工件数が激減し、
「マンショ
ン購入は新築より中古のビンテージマンションを狙え！」などと銘打つ雑
誌のタイトルも目につくようになりました。そこで50棟に１棟が「ランド
マーク（文化財）
」に指定されている歴史の街ニューヨークに約４年滞在し
た、一級建築士の水白靖之さんに日本でもビンテージマンションが根付く
のか聞いてみました。

名

称

水白建築設計室

創

業

2001年（平成13年）

今でもセントラル
パ ー ク 周 辺 に は、 築
100年くらいの「高級

代 表 者

水白

靖之

建 ち 並 び、 歴 史 の 色

所 在 地

〒273−0128
千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山４−７−４
山中第１ビル２階
TEL. 047−384−2159

Ｕ Ｒ Ｌ

https://mizushiro.jimdo.com

築130年を超える文化財です。

事業内容

長期修繕計画の策定・見直し、建物の調査・
診断、大規模修繕工事等の設計・監理・施工
会社選定補助、理事会・専門委員会への助言

−ニューヨークと日本の違いは？

マンション」が多く
が濃く残る街という

水白靖之氏

印象があります。ジョ
ン・レノンが凶弾に倒れたダコタ・ハウスもそのひとつで、

ダコタ・ハウスをはじめ、ニューヨークの高級マンショ
ンは天然石材が使われています。地震の心配がないこと

−ニューヨークに行ったのは？

もあり、現在の新築でも石やレンガ造りが多く、日本の

大学院で歴史的建造物の保存について勉強しにいきま

ような鉄筋コンクリート造りは多くありません。
外装材でタイルが用いられることもありません。高価

した。
そもそも日本の大学卒業後に入社した一級建築士事務

な天然石の代用品が安価なレンガ造りで、日本ではそれ

所でマンションの改修工事の調査・設計監理業務に携わ

を真似したタイル貼りの外壁が普及しています。
「本場」

り、独立後もマンションの大規模修繕工事等を手がけて

の感覚との違いは否めません。

いました。
修士課程を修了し、インターン（主に改修工事の現場
監理を担当）を経て、帰国後に業務を再開したのです。

−日本でもビンテージマンションが根付きますか？
石やレンガで造られた建物よりコンクリートでできた
現代建築のほうが、その保存が難しいと言われています。

−ニューヨークの建物の印象は？

ニューヨークにもRC造りがないわけではありません。

ニューヨーク市内に建つすべての建物のうち、約２%
が「ランドマーク（文化財）
」に指定されています。実に
50棟に１棟が文化財という割合です。

その補修風景もみられます。
しかし、普及率では日本の比ではありません。日本の
マンションの修繕技術は、欧米における現代建築の修繕
の先駆けになるの
で は？ と 考 え る こ
ともできるのでは
ないでしょうか。
築50年 を 超 え た
RC造りの修繕技術
が 進 化 す れ ば、 日
本的なビンテージ
マンションの概念
が定着するかもし

2016年、 東 側 外 壁 改 修 工 事 中 の ダ コ タ・ ハ ウ ス
（1884年竣工、8階建て93戸）
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コンクリートの補修をしているスターレット・リーハ
イビル（1931年竣工、倉庫・貸事務所ビル）

れません。

全

建

セ

ン

タ

ー

無料屋上防水診断サービス
適切な改修計画作成のための一助に
「屋上防水改修も大規模修繕工事と同時に実施しないと
いけないものなの？」
「屋上防水の延命方法はあるの？」
―一般的な大規模修繕工事は足場を組むため、できる工
事は同時に行ってしまおうと、外壁、鉄部、防水改修をセッ
トにしているケースが多いといえます。
とはいえ、屋上での作業は足場がなくても行うことが
可能なケースも多々あります。
大規模修繕工事は多額の費用がかかります。管理組合
の資金計画を考慮して、延期できる工事は延ばすことも

ひとつの考え方でしょう。
全建センターの無料屋上防水診断は、そうした工事項
目に悩む管理組合にとって利用しやすいサービスです。
屋上防水層の表面劣化状態と緊急対応が必要なポイン
トを診断報告書にまとめ、適切な屋上防水の改修計画を
作成するための一助となります。
※防 水層・断熱材の劣化を科学的に分析（劣化の進行を
定量評価）する精密検査も可能です。ご希望の場合は
有料となりますので、別途ご相談ください。

【無料屋上防水診断サービス】の流れ

診断の
報告書を
提出

お申し込み

専門の調査員が屋上防水層の表面劣化を
指触・打診して劣化状態を確認

劣化調査の結果を報告書として作成し、
管理組合に提出（作成期間は約 1 カ月）

無料屋上防水診断書の例

屋上防水の劣化状況を
わかりやすく解説

改修する際に注意したい
ポイントについてアドバイス

緊急に補修が必要な
個所をピックアップ

屋上防水の
延命方法を紹介・提案

●お申し込み先：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 info@zenken-center.com

2017.5.5

関東防水管理事業協同組合
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Report………………………………………………………………
東京ガス・都市計画研究所

NEW都市生活レポート（2017年3月発行）

『熊本地震後にみる首都圏の生活者の地震防災意識と実態』
東京ガス・都市計画研究所では2016年４月に発生した熊本
地震後の７月、首都圏の生活者の地震防災意識の変化等を調査
し、発表しました。
調査結果から、地震対策がさらに必要だという意識は７割超
と高く、食料品、飲料水、生活用品などを備蓄する事の実施割

合も６割も超えていました。
ただ、近隣との交流が消極的で不安に思っている人も多く、
地域のセーフティネットワークが必要だということもわかりま
した。

図1

図2

熊本地震の認知
知らなかった

4.4%

発生したことだけ
知っている 3.0%

熊本地震後、身の回りの地震対策がさらに必要だと思ったか

あまり思わなかった

4.7%

32.9%

知っており、ニュースなどで
頻繁に情報を確認していた／
確認している
64.4%
やや思った

（n=1153）

首都圏における熊本地震の認知度は95.6%。属性別にみると、
熊本地震への関心は２人以上世帯の男性が最も高く、約７割が
「頻繁に情報を確認していた」。一方、単身世帯の男性は「頻繁
に情報を確認していた」人が４割にとどまり、「知らなかった」
と回答した人も14％いて、最も関心が低かった。
図3

2.3%
思った

どちらともいえない
19.0%
知っており、ニュースなどで
時々情報を見ていた／
見ている
28.2%

思わなかった

41.0%

（n=1106）

身の回りの地震対策がさらに必要だと思った人は７割超
（思った＋やや思った）であり、思わなかった（あまり思わな
かった＋思わなかった）は１割に満たなかった。属性別にみる
と、男性よりも女性のほうが、単身世帯よりも２人以上世帯の
ほうが、地震対策がさらに必要だと思った割合が高かった。

大きな地震が起こったことを想定したとき、あなたが不安に思うこと（複数回答）

地震発生時、家族がどこにいるのか
トイレが使えなくなる
避難所での生活
離れて住んでいる家族や親族の安否
暑さ・寒さ
断水
ご自宅の建物の倒壊
備蓄している食料の不安
ご自宅の建物の火災
停電
支給される食料や飲料の不足

66.1%
44.9%
41.8%
40.1%
36.0%
35.7%
34.4%
30.7%
29.7%
28.7%
27.2%

生活用品の不足
物流の混乱
外出先から無事に帰れるか
無事に避難できるか
情報が入ってこない
ガスの供給停止
公共交通機関の停止
電話がつながらない
家具や設備が倒れる
道路の分断
新たに発生する健康不安

25.7%
25.1%
24.3%
23.1%
22.0%
21.2%
20.3%
19.5%
18.9%
18.5%
16.8%

誰を頼っていいかわからない 14.1%
近隣に知り合いがいない
13.4%
自治体やマンションの備蓄の有無
9.9%
ガソリン・灯油の不足
9.9%
誰に相談したらいいかわからない
9.1%
持病
9.0%
避難所の場所がわからない
6.3%
不安に思うことはない
5.1%
ガスメーターの復帰方法がわからない
4.5%
その他
2.6%
（ｎ＝1153）

家族への心配が最も高く、次いでトイレ、避難所での生活の不安が続いた。ひとり暮らしの女性に限った回答では、特に
「近隣の知人がいない」ことへの不安が目立った。地域住民との関係性作りは重要であると考えられる。
調査
概要

6

調査時期：2016年7月 調査方法：インターネットによるアンケート調査
調査対象：一都三県（東京・埼玉・千葉・神奈川）在住、男女20 ～ 69歳 回答者数：1,153人

紙上採録

全建センター第30回記念セミナー
大規模修繕100組合の教訓
3 ／ 26

東京・京橋

全国建物調査診断センターは３月26日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第30回記念セミナーを開きました。
セミナーは30回で参加者は1,000人を超え、毎回好評をいただ
いています。
今号では㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）
の佐藤成幸専務が講師を務めた「大規模修繕100組合の教訓か
ら学ぶ事例研究と考察について」から、その一部を掲載します。
＜構成：編集部＞

教訓から学ぶ事例研究と考察
リノシスコーポレーション・佐藤成幸氏
よその管理組合ではどうしたのだろうか―？
自分がこれから取り組まなくてはならない大規模修繕工事の
課題と同じような経験をした管理組合の情報に関心を持たれる
人は多い。にも関わらず、その情報を入手するのが難しい事情
があります。
管理会社の担当者は守秘義務などいろいろな制約があり、実
際に経験した理事や修繕委員もそっと肩の荷を降ろした後に、
工事の苦労話を他に発信して広く役立てたいというような、苦
労をさらに背負い込むようなケースは少ないのです。
全建センターの「大規模修繕100カ所の実録」というサイト
で100管理組合の修繕奮闘記を公開しています。こうしたサイ
トを利用しながら、日々時間が空いているときにでも情報を得
ることができる環境があることを覚えておいてください。
この100カ所の実録の中で、私が経験した事例と絡み合わせ
て、こうしたほうが良い、こう考えたほうがよい、ということ
を話します。

仮設工事の選定
◇高層、強風からリフトクライマーを設置
物 件概要／東京都足立区・2004年（平成16年）竣工・SRC
一部PC、ALC造・地上13階、21階建て・２棟・194戸
工期／ 2015年５月１日～ 12月27日
仮設工事に関して、リフトクライマーを用いて養生を行った
管理組合奮闘記の例を抜粋しました。
物件概要で注目したいのは21階という階高です。そこで工

住宅あんしん保証本社会議室にて

事をするに当たって、高層、強風というのがあるのでリフトク
ライマーというものを使って、工事を切り抜けましたという内
容が奮闘記に書かれてあります。
実際に我々の経験でも、超高層になると天候の中での災害の
リスクは共通で、どのような仮設を用いるかを重要視します。
急いで工事をしてほしいということが品質のみならず危険にも
つながりかねないという場合もありえます。
全体を養生シートで覆う仮
設工事は、極端に居住環境が
変わり、ストレス性が高いと
いわれますが、全面的に覆い
をかけないリフトクライマー
やゴンドラを用いることに
よって精神的な負担を軽減す
る効果が図られます。
仮設工事は建物の構造や規
高層、強風などにより、部分的に移
模、工事内容や工期、そして 動式昇降足場（リフトクライマー）
安全や居住者負担軽減、工事 を設置して作業を行った
費用といったあらゆる角度か
らの総合的な検討が必要な分野です。
ですから足場は何がいいですか、という質問に対する決定版
の回答はありません。それぞれのやり方のメリット・デメリッ
トを組み合わせることによって、選択をしていくということが
大事な作業となります。
近年、仮設に関する費用は工事全体の中で非常にウエートを
占めています。工事が終わればなくなる仮設だから安ければい
いやと考える向きもありますが、実際、人命にかかわる事故も
起きています。
管理組合に対する仮設足場の比較検討案を表にしました。管
理組合の最大のニーズは何なのか？こうしたことを整理してお
くことたいへん重要であろうと思います。
リフトクライマーは、上からワイヤーで吊るしているわけで
はないので、風には強い。ただし、移動が遅いですね。上の方
の現場にいくだけで20 ～ 30分かかるとか。そうするとどこに
使うのがよいのかということを十分にシミュレートしないと、
効率的に作業ができるかどうかのポイントになります。

●仮設足場の検討・比較（提案事例）

A案

B案

C案

工
法
工
期
金額比率
工
法
工
期
金額比率
工
法
工
期
金額比率

作業効率・コスト重視の計画案
連結式ガイドレールゴンドラ＋枠組足場
12カ月
1
リフトクライマー＋枠組足場
14カ月
1.4（A案に対しての比率）
連結式ゴンドラ2層タイプ＋枠組足場
24カ月
2.0（A案に対しての比率）

景

観

作業性

防

△

◎

△

○

○

○

◎

○

◎

犯

2017.5.5
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マンションライフライター

の

グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ
マンション管理に関係する公的機関や民間団体の紹介コーナー。管理
組合へのアプローチ、マンションへの取り組みをマンションライフライ
ター kitamiが活動拠点となる事務所やその他の現場にお邪魔します。

4 ／ 2 第14回桜まつり
地域の防犯・防災環境の活性化へ
４月２日10時～、浜管ネット正会員のグランフォーレ
戸塚ヒルブリーズ（2002年竣工・２棟・206戸）で開か
れた第14回桜まつりに参加してきました。
マンション前の約500mの区間に200本のソメイヨシノ
の花びらが舞う戸塚・八幡山。この花見の名所を自分た
ちで守り続けていこうという目的で開始したのが、グラ
ンフォーレ桜祭りです。
過去には桜の花がひとつだったり、雨で寒かったりと、
絶好の日和はなかったようですが、今年は桜も七部咲き
（？）、お昼くらいから太陽も顔を出して、まずまずの天
候でした。
催しはいつものように盛りだくさん。近隣マンション
のモデラ・ピークス戸塚（2005年竣工・８棟・290戸）
、ウィ
スティリアヒルズ戸塚（1997年竣工・１棟・152戸）
、そ
の他地域住民が参加、模擬店などを出店しました。
住民有志による模 擬 店
は、おにぎり、焼きそば、
生ビール、豚汁、カレーラ
イスの販売、
花の絵額作り、
春のお花や野菜販売など、
色とりどり。kitamiも昼間
からビールをいただき、久
地元中学のブラスバンドには毎年大
しぶりにほろ酔い気分で桜
勢の大人に感動を与えている

明治学院大学のチアリーダーも毎年
参加。子供が嬉しそう

グラン券は自治会発行。模擬店で交
換ができる

14年続く桜まつりはすでに地元の定番に

の鑑賞をすることができました。
○理事長談：大きなイベントはコミュニティーを形成す
る場です。マンション単体ではなく、周辺住民との協調
も大事だと考えます。幸い、私たちには「八幡山の桜を
守ろう」という共通の思いがありました。ひとつのマン
ションで行う「桜祭り」によって、演奏する地元中学の
ブラスバンド部の父兄も参加してくれています。それが
コミュニティー形成はもちろん、地域の防犯・防災環境
の高まり・活性化につながっています。

道化師・びりのパフォーマンス

地元小学校の教師と父兄で構成する
バンド演奏も好評

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

「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 2500 棟！（平成 28 年 11 月現在）

大規模修繕保険事業 課

06-6232-5033

092-436-1388

2017.5.5

052-212-5210
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無料「見積参加者募集」

本 の 紹 介

掲載受け付け中！

『管理組合・理事のための
マンション管理実務必携』
マンションの維持管理の総合的なサポートを行う弁
護士、建築士、税理士、マンション管理士らで構成す
るマンション維持管理支援・専門家ネットワークがマ
ンション管理全般の必須知識をまとめた概説書。理事
として知っておきたいマンションの建築・設備、法律
や管理規約、マンション管理と税務など、多岐に亘る
マンションライフでの問題や悩みについて、解決の道
筋をつける内容となっている。
また最近の問題においても、
「民泊」とマンション
については禁止の規約例、定義規定、さらに規約の実
効性を確保する手続き規定例などを記載。改正個人情
報保護法では、管理組合の義務や
留意事項などわかりやすく説明し
ている。
『管理組合・理事のためのマンション管理実務必携』
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
A5判・288ページ
定価／ 2,500円＋税
2017年３月25日発売
ISBN 978-4-86556-145-6

●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店

（1）募集項目
・設計コンサルタントまたは施工会社
（2）建物概要
・マンション名・所在地
・建物構造（RCまたはSRCなど）
・竣工年・階数・総戸数
（3）工事概要
・下地補修、タイル補修、防水ほか
（4）予定工期
（5）見積参加要項（応募条件）
・資本金・経審・工事実績・工事完成保証制度への加入・
支店所在地など
（6）提出書類
・会 社案内・財務諸表・直近の実績表・担当者名刺な
ど
（7）提出先住所
（8）締切日
（9）問い合わせ先
希望者は『大規模修繕工事新聞』編集担当：北見まで。
kitami@k-mansionlife.com TEL/FAX. 045−316−4505

2017.5.5

●営業本部
●北関東支店

大規模修繕工事新聞では、「見積参加者募集」掲載希望
を受け付けています。募集応募要項は下記のとおり。掲
載は無料です。ただし掲載スペースについては『大規模
修繕工事新聞』編集担当の裁量といたします。
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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

12

リニューアル事業本部

特−27

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

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
2017.5.5

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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教えて！管理組合交流相談室
Q44 住民名簿作りに管理会社が非協力で困っています！
住民間で防災意識が高まってきています。理事会とし
てやるべきこととして、防災備品の確保などやるべきこ
とは多々あり、みんなで結束しようという機運にありま
す。
その中で、居住者名簿を作りたいので、管理会社へ名
簿を見せてくれと要求したのですが、
「個人情報保護法に
触れる」といって断られました。
そもそも名簿は管理組合のもので、管理会社の業務は
管理組合の委託のはずではないでしょうか？
管理会社の非協力な態度に腹が立ち、困っています。

ベストアンサーに選ばれた回答
「購入者リスト」と混同せず
管理組合自身で作成するべき
管理会社が『
「個人情報保護法に触れる」といって断る』
回答が混乱を招いているようです。
管理会社が持っている区分所有者名簿は、分譲会社が
分譲時に作成した購入者名簿が基礎となって、その後に
分譲会社または管理会社が管理費等徴収のために活用し
ているものと思われます。そうすると、分譲会社または

管理会社は管理組合に対して、「購入者リストを第三者に
提供することはできない」ことになります。
とはいえ、災害に備えて居住者名簿は必要でしょう。
しかし、それは管理組合が自身で作成するべきものと思
われます。居住者名簿の作成をきっかけに、コミュニ
ティー形成を考え直す効果にもつながります。
［参考］マンション標準管理規約
第64条（帳簿類の作成、保管）
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及
びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利
害関係人の理由を付した書面による請求があったと
きは、これを閲覧させなければならない
ただし、５月30日の改正個人情報保護法施行によって、
管理組合も法律の対象となるので注意が必要。その辺り
は管理会社または専門家に協力を仰ぎたいものです。
個人情報データを収集する場合、その保管、開示、訂
正などの管理方法において利用細則を定めておくことも
必要です。
この名簿を管理会社も取り扱うことになることもあり、
管理会社との間で名簿の取扱規則などのルールを決めた
り、管理員やフロントマンからの誓約書を求めることも
必要となります。

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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元請になりたがる一部管理会社の脅しと横暴
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』2017年4月5日付第415号「論談」より

◇修繕積立金は一部管理
会社の標的！
大規模修繕工事の60%
ほどは管理会社が元請け
となっているが、一部の
管理会社は実際の工事を
下請けに丸投げし、あた
かも自社が施工しているかのように見せている。
全体の工事費の20～30%以上が、そういう管理会
社の取り分である。それは工事費に上乗せされるの
で、例えば下請けが１億円で施工の場合、それとは
別に少なくとも2,000万～3,000万円を管理会社が手
にし、合計１億2～3,000万円を管理組合が支払う。
工事規模が大きくなれば、管理会社が横取りする
金額はどんどん増え、管理組合の修繕積立金は減る。
さらに管理会社は親切ごかしに、あそこを直しましょ
う、ここを直すべきですなど、様々な無駄遣い提案
をし、理事長に媚を売り、印鑑を押させる。
このようなことは日常行われている。
管理組合のことを考えた取り組みをしている管理
会社は多くなく、憂うべきことである。
◇ある管理会社の横暴ぶり
ある管理会社が下請け施工会社に「弊社管理物件

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㈹

支店

神奈川・埼玉

営業所

津田沼・市川

への対応について」というタイトルの文書を送達した。
「弊社管理物件の大規模修繕工事に関しては、弊社
は何らかの方法で関与していくことを大前提として
いるため、当該施工会社に対していかなる形でも営
業活動につながる行動は謹んでいただくよう申し入
れを行いました」
「つきましては、貴社におかれましてもたとえ施工
実績のあるマンションであっても、弊社管理物件に
おいては、管理組合への直接的な営業はもちろん、
セミナーの案内等、間接的営業活動も一切控えてい
ただきますようお願い申し上げます」
管理組合を我がものとし、自由競争を阻害し、さ
らに当該管理会社による下請け施工会社に対する脅
しと横暴ぶりが伺え、管理組合のおカネを、単に金
づるとして捉えていることも明白である。
このような管理会社を元請けにした大規模修繕工
事では、先述のように工事費は余分にかかる。元請
け可能な施工会社に加え、適切な見積もりを見極め
て元請け選定をして工事を進めたい。管理組合は主
体は自らにあることを認識し、管理会社に任せるこ
とはやめたい。施工会社は管理組合に寄り添い、質
の高い仕事をしてもらいたい。
（NPO日住協論説委員会）
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新 理 事 長 の 皆 様 へ

第31回
本音
大規模修繕100組合の教訓から判明した
セミナー

課題と解決方法を大公開！

○頑張らない大規模修繕とは
○工事の基本が面白いほどわかる
○管理会社との付き合い方のコツ ○こうして業者は嘘をつく
○99％の理事長が知らないお金の話
講師紹介
第

1部

第

●テーマ：大規模修繕100組合から学ぶ事例研

2部

●テーマ：大規模修繕100組合から学ぶ優先基

究と考察
（仮）
●講

準の考え方
（仮）

師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤

日

時

成幸

●講

専務取締役（マンション管理士）

7/23（日）

13：30 〜 17：00

師：㈱ＫＡＩ設計
菅

参加費

純一郎

無料

定

代表取締役社長

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・マンション総研・㈱住宅あんしん保証
●共催：関西ペイント㈱・田島ルーフィング㈱ ●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。

お問い合わせ・お申し込み
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。

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