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神奈川・川崎市／第一鷺沼グリーンヒル管理組合
とはいえ、劣化具合が進んでいる場合や、性能向上の
要望が高いなど、特に高経年マンションでは扉交換を実
施するケースが増えている。
近年の玄関扉は気密性、遮音性、断熱性、防犯性のほか、
レバーハンドルのバリアフリー性能など、商品性能がグ
レードアップされている。
さらに今回、施工会社には窓や玄関扉の更新を得意と
する㈱ラクシーを選定。見積もり競争による価格の調整、
工事部位の優先順位などにより、全体工事費用に余裕を
持たせることができたため、玄関扉交換の提案が実施可

築40年、全戸玄関扉交換工事を実施
管理組合主体かどうか、事前確認も必要
築40年、３回目の大規模修繕工事となると、建物の下

玄関扉
交換の手順

地や外壁、鉄部の補修といった一般的な修繕のほかに、
玄関扉や窓サッシの交換、エントランスまわりの改修等

①古い玄関扉を撤去する

がグレードアップ工事の対象になる。
今回、第一鷺沼グリーンヒル管理組合では玄関扉交換
を大規模修繕工事に組み込んだ
各戸の玄関扉は共用部分と解釈できるが、マンション
標準管理規約第７条２項二号で「玄関扉は、錠及び内部
塗装部分を専有部分とする」と記載されている。
このため、１、２回目の大規模修繕工事では玄関扉の
修繕について、扉外側の塗装の塗り替えや化粧シートの

②玄関扉を撤去したら、養生
して桟をカット

③既存枠の内部に新しい枠を
設置

④下げ振り保持器を使い、新設枠の
垂直を調整

⑤既存枠と新設枠の間に
シーリング

接着張りなどで改装するケースが多い。

玄関扉をカバー工法で交換
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壁のひび割れ、欠損補修

集合ポストはA4サイズが入るものに交換

能となった。
工法は既存の枠に新たな枠をかぶせた上で扉も交換す
る「かぶせ工法」を採用。大きな騒音、振動、粉塵の発
生も少なく、約１時間半～２時間で施工が完了するため、
採用が一般化しているようだ。
ただ施工においては在宅していてもらう必要がある。

開放廊下の長尺シート張り

基本的には建物の高経年とともに住民の年齢層も高いた
め、在宅率が高く、現場代理人によると「トラブルはまっ

工事データ

たくなかった」という。
このほか、玄関扉の外側・内側、外壁、天井、廊下床、
バルコニー床の色を決める際にも、理事会４人プラス修
繕委員３人が中心となり、何度か住民アンケートをとり
ながら、合意形成に至った。
高経年マンションでの３回目、４回目の工事は、今後
も玄関扉やサッシの交換工事が増加すると思われる。共
用部分として管理組合主体で修繕にあたるかどうか、各
区分所有者に対し、事前の確認や調整、合意が必要とな
るといえよう。

○工事名／第一鷺沼グリーンヒル大規模修繕工事
○建物概要／ 1977（昭和52）年竣工・RC造・地上
７階・１棟・52戸
ル管理組合

○発注者／第一鷺沼グリーンヒ

○施工者／㈱ラクシー

○主な工事内容
・共通仮設／現場事務所兼詰所、各所養生等
・直接仮設／足場設置、飛散防止ネット設置等
・下地補修／下地ひび割れ、鉄筋爆裂、欠損補修等
・外 壁塗装／外壁、バルコニー、廊下、階段の手す
り壁、天井等

施工者：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
■東京支店
〒105−0004 東京都港区新橋２−12−７ 労金新橋ビル5F
☎03−6628−5240
■神奈川営業所
〒220−0003 神奈川県横浜市西区楠町10−８
☎045−290−3222
代表者：倉川久男
創業：1990年（平成２年）８月
資本金：２億5,000万円
https:// www.ruxy.co.jp

・鉄部塗装／各種鉄扉、PS扉、各扉、鉄製品等
・バルコニー防水／ウレタン
・床タイル／既製品タイル張り替え、タイル洗浄等
・シ ーリング／外壁打継目地、建具まわり、サッシ
まわり等
・外壁洗浄／高圧水洗浄
・長尺シート張り／開放廊下
・建築他工事／駐車場床塗装、駐車場区画線引き等
・玄関扉交換／各戸玄関扉、住戸室名札交換等
○工事期間／ 2017年５月８日～ 2017年９月９日

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

2017.10.5

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
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8/29 民泊関係管理規約改正を国交省が発表
住宅宿泊事業法成立を踏まえ可能・禁止の双方の規定例を提示
国土交通省マンション政策室は８月29日、住宅宿泊事業法
成立を踏まえたマンション標準管理規約を改正、発表しました。
今年６月９日の住宅宿泊事業法成立により、今後さらに実施
しやすくなった住宅宿泊事業（いわゆる民泊）において、分譲
マンションでのトラブルを防止するため、民泊を許容するか否
かを管理規約上で明確化しておくことを目的としています。
また、国交省では「民泊をめぐるトラブルを防止するために
は、民泊を許容するかどうかについて、あらかじめ区分所有者
間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、民泊を許容す
る、あるいは許容しない、どちらかの旨をマンション管理規約
上に明確化しておいていただくことが望ましい」という考え方
を示しています。

改正条文
第4章 用法
〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止
する場合に応じて、次のように規定〕
（ア）住宅宿泊事業を可能とする場合
（専有部分の用途）
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。

２ 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第
３条第１項の届出を行って営む同法第２条第３項の
住宅宿泊事業に使用することができる。
（イ）住宅宿泊事業を禁止する場合
（専有部分の用途）
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。
２ 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第
３条第１項の届出を行って営む同法第２条第３項の
住宅宿泊事業に使用してはならない。

◆パブコメに意見提出1,120件
国土交通省では６月19日から７月18日までパブリックコメ
ントを実施しましたが、その結果、294者（団体含む）
・1,120
件の意見が提出されました。
マンション民泊で考えられる被害・トラブルではゴミの散乱、
夜中のパーティ、不特定多数の外国人の出入り、家主不在型民
泊オーナーがマンション住民の気持ちを考えないことなどがあ
げられます。
「民泊禁止」マンションでは、
マンション内での周知やコミュ
ニケーションを高めておくことが重要です。

大規模修繕工事見積参加者募集 10 ／ 20締切
【物件概要】
・発 注 者：マイファースト石神井公園管理組合
・住
所：東京都練馬区石神井町３−10−23
・建物構造：RC造地上５階建て・19戸
【工事内容】
①共通仮設②直接仮設③下地処理④シーリング⑤外壁塗装
⑥鉄部塗装⑦防水⑧その他
【予定工期】
・2018年２月～５月（予定）
【応募条件】
①東京都内に本社または支店があり、本工事を担当できる②
監理技術者である一級建築士もしくは一級建築施工管理技士の
社員を、工事期間中監理技術者として現場に常駐させることが
できる③資本金１億円以上で、応募営業所等に係る過去３年間
の完成工事高に占める改修工事の売上げ比率が30%以上である
④経営事項審査結果における建築一式もしくは塗装、防水各工
事の総合評定値（P評点）、経営状況（Y評点）がそれぞれ850
点以上である⑤応募営業所等において、過去３年間に当マン
ション同規模以上のマンションないし集合住宅の大規模修繕工
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事で契約額５千万円以上の工事を10物件以上の元請として受
注した実績がある工事会社である（施工中を含む）⑥過去３年
間に赤字決算がない
【提出書類】
①連絡窓口および担当者氏名、応募する工事内容を記載した
見積参加願い（書式自由）②応募条件を証する書類と会社概要
【応募締切】
2017年10月20日17時必着
【応募先】
〒160−0023 東京都新宿区西新宿４−32−４
ハイネスロフティ 608号
株式会社KAI設計 TEL. 03−6300−5709
can@kaisekkei.com
【その他】
＊提出は郵送または宅急便による送付とする。
＊書 類選考結果の通知予定は2017年10月23日。通知はメール
にて行う。
＊電話などでの問い合わせには一切応じない。また、提出書類
は返却しない。

成年後見制度を利用する
まずは情報の共有が肝心
住民共通の課題として捉えていく
拡大する認知症問題

成年後見制度について

平成28年、65歳以上は約3,461万人（人口比27.3%）
。平成
33年には３人に１人が65歳以上になると言われています。高
齢化による認知症問題は今後広がっていき、10年後、20年後
にはもっと拡大していることでしょう。
認知症と思われるマンション住民に対して、本人に親族がい
る場合は、まず親族に連絡して、対処を依頼する方法が最初の
対応として多く取られていますが、単身で親族がいない、もし
くは親族の連絡先がわからないことも多く、手詰まりとなる
ケースがあります。
また、親族に連絡がついたとしても対処に非協力であること
も多いようです。
介護の専門職によると、ある程度症状が進行し、認知症に伴
う困った行動が見られるようになっても、適切に介護の専門職
につなぐことによって症状が安定し、困った行動が落ち着く場
合も少なくないといいます。
問題となるのは、孤立した認知症高齢者なのです。

そこで、大きなトラブルになる前に、情報として共有してお
きたいのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には「法定後見」
「任意後見」の２種類があり
ます。
「法定後見」は認知症や知的障害など判断能力が不十分
またはまったくない人が対象で親族か、親族がいない場合は市
町村長などが裁判所に申し立てをします。
一方、
「任意後見」は判断力があるうちに自分で後見人と契
約することで、まだなじみにくい状況にあるようです。

認知症高齢者の対応はだれがするか
とはいえ、マンションではこうした認知症高齢者への対応は
だれが行うのか。自治体か、自治会か、管理組合か、管理会社
か、民間事業者か―。
認知症高齢者を第一に考え、認知症高齢者に悪影響を与えな
いよう、見守りシステムを基盤とした地域支援といった考え方
は当然、自治体から民間事業者まで多数の地域社会の対応が肝
心になります。
しかし、管理費等の滞納のほか、区分所有法による共同の利
益に反するような行動（暴言を吐きながら徘徊したり、ゴミ屋
敷化など）がある場合は、当事者である管理組合が解決しなけ
ればならない問題となります。
管理会社に頼ったところで、「認知症高齢者への対応にフロ
ントマンや管理員等の現場職員がかかりきりになると、現場の
業務にかなり支障が出てくる」という回答が返ってくると想定
されます。
マンションにおいてはどのような対策が今後必要になるの
か、将来的な課題といえそうです。

○成年後見制度で受けられるサービス
「財産管理」
不動産などの管理・保存・処分
金融機関との取引
年金や不動産の賃料など定期的な収入の管理やローン返済、
家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金などの支払い
生活費の送金や日用品の買い物
生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受け取り
権利証や通帳などの保管
遺産相続などの協議、手続きなど
「身上監護」
本人の住まいの契約締結・費用の支払い
健康診断などの受診・治療・入院費用の支払いなど
医師から病気やケガなどの説明に同席する
介護保険などの利用手続き
リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支払い
老人ホームなど施設の入退所、
介護サービスなどの情報収集、
本人との話し合い、費用の支払いなど
介護サービスや施設のチェック、異議申し立てなど
※後見人は、賃貸借契約の保証人、入院などの保証人、手術の
同意などはできないとされています。毎日の買い物、掃除、
食事の準備、身体介護なども行いません。
◇
利用できる制度は何があるのか、その内容はどのようなもの
なのか。まずは情報の収集からはじめることが肝心だと考えら
れます。自治会が対応するのか、
管理組合がやるのかではなく、
住民同士の共通の課題として捉えていく必要があるでしょう。

2017.10.5
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東京・荒川区／トキアス管理組合

アフターサービス前に修繕個所発見
築11年、早めの大規模修繕実施を決断
竣工後10年のアフターサービス保証が切れる前に建物
診断を実施する必要から、その延長で大規模修繕工事の
検討がはじまった。
築９年、建物診断の１年前に一般応募３人、担当理事
２人の修繕委員会を発足。コンサルタント会社による建
物診断の結果、外壁タイルの浮きや塗装、コンクリート
の劣化など、修繕したほうがよい多数の個所が発見され
た。
アフターサービスで分譲会社が修繕を行う部位もあり、
築11年目での早めの大規模修繕工事の実施を決断した。
施工業者の選定は、業界紙に掲載した公募で集まった

設計画が難航した。プレハブの現場事務所等はどうして

17社を書類審査で10社に絞り、見積依頼で４社、さらに

も四角い形状で、立地スペースの確保が難しい。そこで

プレゼン、ヒアリングで２社に絞り、最終的な見積額の

歩道や植裁部分を借用して通路を設置。作業員の移動も

提示で日装に決まった。

施工性を高めるために重要なことなので、理事会、修繕

日装は統括現場代理人のほか、住居棟４棟にそれぞれ

委員会にも理解してもらったという。

４人の責任の現場代理人を

次に、タイルの浮きや劣化が予想よりもはるかに上回

置くことを提案。中に女性

ることが判明。当初、それでも多めの16万枚の貼り替え

の担当も入れ、主婦だけの

予定していたが、さらに５万枚の追加が生じた。

日中など住戸内に入りやす

着工前に用意したタイルに５万枚もの不足である。タ

い環境づくりも提示した。

イルの追加についても見本焼から本生産への工程があり、

実際の工事では、敷地内

バルコニー側には通風性、採光性、
透視性が高く、なおかつ軽量な最
新のクリアメッシュシートを採用

数カ月の時間を要する。
このため、施工方法の検討や工程の調整が必要になり、

クレーンを使って大組み足場
を組み立て・設置
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の植裁や歩道の形状から、現場事務所が立てにくく、仮

当初は竣工が２カ月遅れる見通しになった。

高層（20階建て）への足
場設置のため、地盤を転圧

朝礼風景。工事が重なる時期
には100人を超えることも

建物の立地状況から現場事務
所設置の際、歩道や植裁部分
を借用して通路を設置

全建センターが窓口となる外国人
技能実習制度を活用し、受け入れ
たミャンマー人の実習生も作業員
としてりっぱに活躍している

足場設置後、タイルの調査
では設計時より劣化が多く
みられた

こうした予期せぬ状況は現場代理人の工程管理の腕の
見せ所だ。作業工程順序の変更、
作業員の増員を行うなど、
工期短縮を図り、なんとか40日延期で工事の進捗が可能

タイル浮き部を撤去作業中

外壁タイルは3種類。タイル
の焼き直しに時間がかかる

に。すでに理事会の承認も得て、９月中旬の竣工、引渡
しを目指している。
統括現場代理人は「620戸もある大規模マンションです
が、理事会や修繕委員の方が住民対応にも協力していた
だき、そうした面でタイルの問題以外に工事に支障が出

工事データ
○工事名／トキアス大規模修繕工事

○建物概要／

ることはありませんでした」と話している。

2005（平成17）年竣工・SRC造・地上20階・４棟
＋付属棟・620戸

○発注者／トキアス管理組合

○施工者／㈱日装
○主な工事内容
・共通仮設／現場事務所、仮設トイレ、作業員休憩所、
資材置場、廃材置場等
・足場仮設／鋼製枠組み足場、メッシュシート養生、
落下物防止養生等

施工者：株式会社 日装
■本社
〒160−0022
東京都新宿区新宿２−13−12 住友不動産新宿御苑ビル
☎03-3354-4191
代表者：小川隆幸 創業：1959年（昭和34年）
資本金：１億円
https://www.nisso-x.co.jp

・下 地補修／タイル・躯体（建物の天井、壁のコン
クリート部）のひび割れや爆裂、
モルタルの浮き等、
タイル部分の薬品洗浄、塗装部分の高圧洗浄等
・外壁塗装／壁面、天井等
・鉄 部塗装／鋼製建具や扉（劣化が進行している個
所）等
・防水／屋上・屋根、ルーフバルコニー床
・シーリング／窓まわり等
・そ の他／サッシ・ガラス・玄関ポーチ扉クリーニ

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

ング、共用棟各室内装リフォーム等
○工事期間／ 2016年９月５日～ 2017年９月15日
（予
定）

2017.10.5
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全建センター「本音セミナー」

紙上採録

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パート2
開閉式パーテンションの紹介
7 ／ 23

東京・京橋

住宅あんしん保証本社会議室にて

全国建物調査診断センターは７月23日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第31回本音セミナーを開きました。
㈱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パート２」から、その一部を掲載します。
今回は超高層タワーならではの大規模修繕工事時に使用され
る仮設として、開閉式のパーテンションについて紹介します。
＜構成：編集部＞

超高層タワー型マンション事例②

超高層の事例と書いてあるんですが、施工作業に関してもバ
ルコニー側では床の塗装など横移動する必要があるんですね。
例えばゴンドラへの乗り込み、足場への出入りでも、横移動を
簡単にできたほうが作業が効率よく、品質よくできる。このよ
うな発想からここのパーテーションを下側だけでも―セキュリ
ティーは担保した上で―くぐり通しにして、工事期間中だけで
も横移動が安易にできれば工期短縮・コスト削減効果が期待で
きるのではなか、このような特性を持って開発されました。
LNパーテーションは専用の鍵で開閉するため、工事時間外
でのセキュリティーを確保しています。

◇パーテンションの改造
バルコニーにあるお隣との隔て
板（パーテーションボード）で
す。ほとんどのマンションでは避
難経路になっていまして、「非常
の際は蹴破って隣に移動してくだ
さい」というようなステッカーが
貼ってあります。
この板に体重をかけるとバリン
と割れて、横に移動ができるとい
うものなんですが、実はこうした
パーテーションの下側をくぐり抜
けるよう改造して、工事の際に効
率的に横移動ができるようにしてみてはどうかと発想して、開
発した商品が「LNパーテーション」です。

パーテーションのレバーを下げると
扉が外れやすくなる

◆従来のパーテーションとの比較
高齢の女性が従来のパーテーションを蹴破る実験をしたとこ
ろ、通り抜けられる穴が開くまで計18回蹴飛ばさなければな
りませんでした。さらにボードの破片や割れた小口でケガをす
る恐れもあります。
LNパーテーションはレバーを下げ、パーテーションを押す
と扉が倒れます。広い開口部が確保できるので、ケガの心配も
なく避難することができます。
LNパ ー テ ー シ ョ ン は 特 許： 第5660568号、 意 匠 登 録： 第
1433499号を取得
●商品に関する問い合わせは

野口興産㈱リニューアル事業部

パーテーションが下がったら、手や
足で楽に扉を倒すことができる

☎03-3994-5627

きれいに外れるので板の破片や割れた
小口でケガをする恐れもない

※写真はナカ工業株式会社ホームページより抜粋引用
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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。

特−27

「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 2850 棟！（平成 29 年 6 月現在）

大規模修繕保険事業 課

06-6232-5033

092-436-1388

2017.10.5

052-212-5210
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全国建 物調 査 診断センター

マンション管理組合に役立つウェブサイト一覧
設計専門のコンサルを知りたい時は…

修繕コンサルタント紹介センター
http://syuzensekkei.info
マンション修繕設
計専門の優秀なコン
サルタントを一般社
団法人として中立的
に紹介する機関の
ホームページです。
管理形態や修繕
ニーズに合わせ、最適なコンサルタントを数社紹介します。区
分所有者の合意形成から、修繕範囲の決定、工事会社の選定、
竣工立ち会いに至るまで、トータルな支援を行っています。

こ の サ ー ビ ス は、
マンション大規模修
繕の実績を多く持ち、
ノウハウを蓄積して
い る 信 頼 で き る、 少
数のコンサルタント
会社及び工事会社の
中から、第三者の立場で中立に、客観的に厳しく審査し、業績
と口コミも参考にして、工事会社を選定しご紹介しています。

30戸以下のマンションの修繕なら…

小規模マンション専門【コンサルタ
ント会社・工事会社】紹介サービス
http://shokibo-mansion-kouji.com
30戸以下の小規模マンション特有の問題は「高い修繕費」
と「情報不足」です。

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

修繕の際は管理士、コンサルに相談する前に…

「ちょっと待って相談」サービス
http://mansionkanri-sodan.com
大規模修繕工事に
直面した管理組合役
員の方々がひと足飛
びに設計コンサルタ
ン ト、 マ ン シ ョ ン 管
理士等に依頼するに
は 情 報 不 足 で、 最 初
の相談相手として依頼する根拠もありません。
こうした不安のひとつ前に、１級建築士、１級施工管理技士
等が直接管理組合を訪問するサービスです。

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へ̶。

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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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

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

2017.10.5
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「外部専門家の活用ガイドライン」が出されたが…
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9月5日付第420号「論談」より

このほど国交省が「外

向けに出したというが、
「担い手不足」に直面してい

部専門家の活用ガイドラ

るような管理組合はこんな文書を自ら見ることはな

イン」という文書を発表

い。

し た。2016年 ３ 月 に 新

むしろ外部専門家が国交省のお墨付きが出たと管

しい標準管理規約を発表

理組合に働きかける道具にするだけだ。同じ国交省

したことにともない、そ

から出されているマンション管理適正化指針は管理

のなかで提唱している外

の主体としての管理組合（区分所有者）の役割を正

部専門家を理事長や管理者として受け入れる際の「ガ

当に強調しているが、ガイドラインは外部専門家の

イドライン」の内容を解説したものである。

メリットとして「意思決定の迅速化」をあげ、結局

しかし、われわれは国交省がこういうものを出す
こと自体に疑問を持つ。
そもそもマンション標準管理規約は管理組合が規
約を作成あるいは改定する際の「参考」として出さ
れているものである。
しかも、第三者である外部専門家を、管理組合の

理者）に意思決定そのものを委ねようという意図で
あり、きわめて問題である。
さらにガイドラインは全文34ページの相当部分を
使って、問題発生時の対応を細則や契約書で明確に
しておくべきだとし、対応案を列挙している。

業務執行者として内部に導入することを積極的に推

この点は逆に、これだけ危険性の多い外部専門家

進することは、この間の標準管理規約をめぐる過程

の導入をなぜ推奨するかの問題点を、かえって示し

でも多くの批判のあった問題である。それをあたか

ているともいえるのである。この点からも、外部専

も国交省が導入を推奨するような形で見解表明をす

門家は問題別、課題別に依頼するのが適切で、常時

ることは不適切だといわなければならない。

助言を求めるにしても顧問などの形での関与がよい

だいたい、国交省はこのガイドラインを管理組合

12

のところ管理組合員にはできないから外部理事長（管

と考えられる。

（NPO日住協論説委員会）

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

リニューアル事業本部

2017.10.5
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教えて！管理組合交流相談室
Q49 団地再生、管理組合が取り組めるアイデアは？
マンションや団地の区分所有者は、共用部分や建物敷
地が共有であるため、いちいち共同決定を必要とし、自
らの思い通りにはならないという面があります。
近年、高齢者が亡くなったり、賃貸に出しても借り手
がいなかったり、そうしたことから空き住戸が目立ちは
じめています。特に郊外の団地では空き住戸が早々埋ま
ることが難しい状況です。
「団地再生」というワードが行政の取り組みとして聞こ
えてきますが、建物維持管理や建替え以外で、管理組合
側が取り組めるアイデアを教えてください。

のなり手不足等、好ましいものではない。そこで管理組
合が当該区分所有者から委託を受けて、他の区分所有者
（親族を含む）への賃貸借を「取り次ぐ」業務を行う。
取り次ぎは掲示板や広報誌等に賃貸したい旨を掲示す
ることを承認するなど。宅建業法等との関係もあり、あ
くまで管理組合は賃貸借契約のきっかけを提供するにす
ぎない。
ただ、顔見知りに貸せたり、親族のために借りられた
りができるため、賃貸借人双方の希望がかなう割合は高
くなり、マンションコミュニティの活性化にもつながる。
②空き住戸の規約共用部分化
管理組合が空き住戸を取得し、規約共用部分とした上
で、共用施設（談話室・ゲストルーム等）として利用する。

ベストアンサーに選ばれた回答
管理組合ができる生活サービス
今こそ「積極的・経営的管理」へ

区分所有者の相続問題等をきっかけに空き住戸を管理組
合が無償で取得できる場面も考えられるため、このよう
な窓口を開き、このような業務を展開できる態勢を整え
ておくことは双方にとって有意義である。
③生活支援サービス事業の取り次ぎ

マンションや団地は戸建てと異なり、共用部分や共有

（ア）一人暮らしの高齢者等のための見守り・配食・清掃・

の敷地があります。そこでマンションや団地の利点を生

買い物等のサービス事業（イ）子育て・日常家事（ベビー

かすための管理組合の試みとして、①高齢者を含めた区

シッターの派遣、学童やペットの預かり、空き住戸の管理、

分所有者全体の活用②高齢者等に対する生活上のサービ

リフォーム）等の生活支援サービス事業（ウ）自動車等

スの支援などができないかを考えてみます。

のレンタルサービス事業等の取り次ぎを行う。

【例1：資金獲得業務（共用部分・共有敷地の賃貸経営）】

管理組合の役割は区分所有者間の取り次ぎとなる。管

建物の共用部分を区分所有者以外の者（第三者）に使

理組合が窓口となることによってサービス提供会社は一

用させて使用料を徴収したり、共有の敷地の一部を駐車

定数の顧客をまとまって獲得できることからスケールメ

場等として区分所有者以外の者に賃貸して賃料を徴収す

リットを受ける可能性がある。

る。

◇

【例2：共益的活用業務（福祉施設等への賃貸）
】
建物の共用部分（集会室等）を、第三者が福祉施設等
に変更して区分所有者の利益にもなるような福祉事業等
を行うために賃貸する。
※例 １との違いは、賃貸の主目的が資金の獲得ではな
く、賃借人の行う事業により区分所有者が利益を受

以上のような管理組合の取り組みは、
「積極的・経営的
管理」と捉えられます。管理会社にお任せの「消極的管理」
の反対語です。
高齢化社会が到来している現在、管理組合が主導する
「積極的・経営的管理」への取り組みは今こそはじめなけ
ればならない問題といえます。

けるところ。
【例3：生活サービス業務】
①空き住戸の賃貸借の取り次ぎ
空き住戸の放置は防犯上、管理費等の滞納関係、役員
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＜参考＞
『新・マンション管理の実務と法律』日本加除出版発行

マンション改修は年間9,000億円市場
国交省がリニューアル報告書を発表
国土交通省・建設経済統計調査室は６月30日、平成28

しました。

年度受注分における建築物リフォーム・リニューアル調

発注者を「管理組合」に限定した工事受注高は9,621億

査報告を発表しました。調査対象期間は平成28年４月１

円で、同比10.3％減でした。工事の種類では「改装・改修」

日～平成29年３月31日。

が9,011億円。依然、マンション改修は年間9,000億円市

これによると、住宅に係る物リフォーム・リニューア

場であることがわかる数字といえます。

ル工事の受注高は５兆5,819億円で、前年度比37.6%増加
（表1）
住宅
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度

（表3）
用途（共同住宅）
専有・専用部分
共用部分

（単位：億円、対前年度比%）
受注高
30,706
33,582
48,238
37,838
40,566
55,819

前年度比
1.6
9.4
43.6
▲21.6
7.2
37.6

（単位：億円、対前年度比%）
平成28年度受注分
6,838
12,590

前年度比
121.1
▲9.8

4,560
425

▲23.7
306.7

専有・専用部分・共用部分全て
不明

（表2）
工事種別（住宅）
住宅合計
増築
一部改築
改装・改修
維持・修理

（表4）
発注者
管理組合
個人
公共
民間企業

（単位：億円、対前年度比%）
受注高
55,819
1,517
1,641
45,462
7,199

前年度比
37.6
3.0
▲46.4
46.2

（単位：億円、対前年度比%）
平成28年度受注分
9,621
35,772
4,525
5,722

前年度比
▲10.3
80.7
▲10.3
26.2

関東防水管理事業協同組合

2017.10.5
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第32回
本音セミナー

11/26（日）
13：30 〜 17：00

大規模修繕
コンサルタント・管理会社との

正しい付き合い方

受付開始 13：00

第

1 部「選んではいけないコンサルタントとは」

第

成幸

2部

定

員

30名

スペシャルトークショー

●ゲスト：パークシティ溝の口管理組合

●講師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤

無料

参加費

専務取締役

元理事長

（マンション管理士）

●司

菅
●内

寿一郎氏

会：㈱ＫＡＩ設計

●内容：
・管理会社の本音は？

鈴木

純一郎

代表取締役社長

容：

・管理会社やコンサルの実力の探り方

・管理組合のぶっちゃけ話、
その真実

・管理会社に期待していいもの

・理事会の責任とリスク、
現実対策

・信頼できるコンサルタントの見分け方

・組合運営の教科書は、
事例から学ぶしかない

お問い合わせ・お申し込み

●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㈱

マンション名・お名前・住所・参加人数・

●後援：NPO 全国マンション管理組合連合会

電 話 番 号 を 記 入 の 上、下 記 へ 電 話、

●会場：㈱住宅あんしん保証本社会議室

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、

TEL：03-6304-0278

都営浅草線宝町駅A6番出口徒歩2分）

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

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。

大規模修繕工事新聞 電子版
全建センターではこのたび、大規模修繕工事新聞の電子版を
大幅にリニューアルし、より読みやすくなりましたのでご案内
申し上げます。電子版はマンションにお住まいの方ならどなた
でも無料で配信が受けられます。
登録は簡単！ホームページの入力窓にあなたのメールアドレ
ス等を記載して、送信ボタンを押してください。「大規模修繕
工事新聞電子版新規登録送信が完了しました」のメールが届い
たら登録完了です。毎月２日に新聞が無料で配信されます。

http://daikibo.jp.net/dregi
フリーペーパーに蓄積された情報はネットを通じて、必要
な情報が簡単に検索できるほか、電子版の形でマンション住
16

一般社団法人
全国建物調査診断センター

無料配信登録、受付中！

民の方々も自由に閲覧できます。なお、マンション管理組合
の役員の皆様のお悩みや相談に、専門家が無料で回答する
facebookページ（教えて！管理組合交流相談室）や「編集部
公 式facebook」 も
合わせて閲覧いた
だけます。
大規模修繕工事
新聞電子版がマン
ション管理組合の
円滑な運営に少し
でもお役に立てれ
ば幸いです。

マンションの適正な管理のための管理組合向け無料情報ツール

本紙は、大規模修繕工事の情報紙として

2017年 10月号

首都圏・関西圏の約30,000管理組合を対象に、

日本一

の発行部数を誇るフリーペーパーです。

http://www.zenken-center.com

発行元：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
発行人：吉野笙一

CONTENTS
2p 修繕奮闘記File Data 108
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月刊メルマガ
（電子ブック版）
無料登録受付中！

〒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
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アフターサービス前に修繕個所発見
築11年、早めの大規模修繕実施を決断
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開閉式パーテンションの紹介
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コンサルタントや工事会社と
接触する前に建物診断で、
管理組合として、状況を
把握しておきたい時
全国建物調査診断センターが第三者の立場で
調査・診断を行います。

建物診断内容
◦屋上・ルーフバルコニーなど防水劣化状況の目視調査
（シート防水、アスファルト防水、塗膜防水など）
◦外壁タイルのひび割れ・錆水付着・白華・汚れ・剥離状況調査
（目視・一部打診）
◦外壁や共用部塗装の劣化状況調査（目視）

10p 教えて！ 管理組合交流相談室
Q 団地再生、管理組合が
取り組めるアイデアは？
A 管理組合ができる生活サービス
今こそ「積極的・経営的管理」へ

◦外壁の浮き・はらみ・ひび割れ・欠損の状況調査
（目視・一部打診）
◦シーリングのひび割れ・破断状況調査（目視・一部打診）
◦鉄部の発錆状況・塗装の劣化状況調査（目視）
、外壁の集中的
な汚れ調査（目視）

12p 第32回セミナー
スペシャルトークショー開催
11月26日のお知らせ

毎月、先着10件まで無料です！
一般社団法人全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278

20100105-20171005-94

FAX. 03-6304-0279

E-mail: info@zenken-center.com
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●申し込み先
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管理組合
File Data. 108

神奈川・川崎市／第一鷺沼グリーンヒル管理組合
とはいえ、劣化具合が進んでいる場合や、性能向上の
要望が高いなど、特に高経年マンションでは扉交換を実
施するケースが増えている。
近年の玄関扉は気密性、遮音性、断熱性、防犯性のほか、
レバーハンドルのバリアフリー性能など、商品性能がグ
レードアップされている。
さらに今回、施工会社には窓や玄関扉の更新を得意と
する㈱ラクシーを選定。見積もり競争による価格の調整、
工事部位の優先順位などにより、全体工事費用に余裕を
持たせることができたため、玄関扉交換の提案が実施可

築40年、全戸玄関扉交換工事を実施
管理組合主体かどうか、事前確認も必要
築40年、３回目の大規模修繕工事となると、建物の下

玄関扉
交換の手順

地や外壁、鉄部の補修といった一般的な修繕のほかに、
玄関扉や窓サッシの交換、エントランスまわりの改修等

①古い玄関扉を撤去する

がグレードアップ工事の対象になる。
今回、第一鷺沼グリーンヒル管理組合では玄関扉交換
を大規模修繕工事に組み込んだ
各戸の玄関扉は共用部分と解釈できるが、マンション
標準管理規約第７条２項二号で「玄関扉は、錠及び内部
塗装部分を専有部分とする」と記載されている。
このため、１、２回目の大規模修繕工事では玄関扉の
修繕について、扉外側の塗装の塗り替えや化粧シートの

②玄関扉を撤去したら、養生
して桟をカット

③既存枠の内部に新しい枠を
設置

④下げ振り保持器を使い、新設枠の
垂直を調整

⑤既存枠と新設枠の間に
シーリング

接着張りなどで改装するケースが多い。

玄関扉をカバー工法で交換

2

壁のひび割れ、欠損補修

集合ポストはA4サイズが入るものに交換

能となった。
工法は既存の枠に新たな枠をかぶせた上で扉も交換す
る「かぶせ工法」を採用。大きな騒音、振動、粉塵の発
生も少なく、約１時間半～２時間で施工が完了するため、
採用が一般化しているようだ。
ただ施工においては在宅していてもらう必要がある。

開放廊下の長尺シート張り

基本的には建物の高経年とともに住民の年齢層も高いた
め、在宅率が高く、現場代理人によると「トラブルはまっ
たくなかった」という。
このほか、玄関扉の外側・内側、外壁、天井、廊下床、
バルコニー床の色を決める際にも、理事会４人プラス修
繕委員３人が中心となり、何度か住民アンケートをとり
ながら、合意形成に至った。
高経年マンションでの３回目、４回目の工事は、今後
も玄関扉やサッシの交換工事が増加すると思われる。共
用部分として管理組合主体で修繕にあたるかどうか、各
区分所有者に対し、事前の確認や調整、合意が必要とな
るといえよう。
施工者：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
■東京支店
〒105−0004 東京都港区新橋２−12−７ 労金新橋ビル5F
☎03−6628−5240
■神奈川営業所
〒220−0003 神奈川県横浜市西区楠町10−８
☎045−290−3222
代表者：倉川久男
創業：1990年（平成２年）８月
資本金：２億5,000万円
https:// www.ruxy.co.jp

工事データ
○工事名／第一鷺沼グリーンヒル大規模修繕工事
○建物概要／ 1977（昭和52）年竣工・RC造・地上
７階・１棟・52戸
ル管理組合

○発注者／第一鷺沼グリーンヒ

○施工者／㈱ラクシー

○主な工事内容
・共通仮設／現場事務所兼詰所、各所養生等
・直接仮設／足場設置、飛散防止ネット設置等
・下地補修／下地ひび割れ、鉄筋爆裂、欠損補修等
・外 壁塗装／外壁、バルコニー、廊下、階段の手す
り壁、天井等
・鉄部塗装／各種鉄扉、PS扉、各扉、鉄製品等
・バルコニー防水／ウレタン
・床タイル／既製品タイル張り替え、タイル洗浄等
・シ ーリング／外壁打継目地、建具まわり、サッシ
まわり等
・外壁洗浄／高圧水洗浄
・長尺シート張り／開放廊下
・建築他工事／駐車場床塗装、駐車場区画線引き等
・玄関扉交換／各戸玄関扉、住戸室名札交換等
○工事期間／ 2017年５月８日～ 2017年９月９日

2017.10.5
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8/29 民泊関係管理規約改正を国交省が発表
住宅宿泊事業法成立を踏まえ可能・禁止の双方の規定例を提示
国土交通省マンション政策室は８月29日、住宅宿泊事業法
成立を踏まえたマンション標準管理規約を改正、発表しました。
今年６月９日の住宅宿泊事業法成立により、今後さらに実施
しやすくなった住宅宿泊事業（いわゆる民泊）において、分譲
マンションでのトラブルを防止するため、民泊を許容するか否
かを管理規約上で明確化しておくことを目的としています。
また、国交省では「民泊をめぐるトラブルを防止するために
は、民泊を許容するかどうかについて、あらかじめ区分所有者
間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、民泊を許容す
る、あるいは許容しない、どちらかの旨をマンション管理規約
上に明確化しておいていただくことが望ましい」という考え方
を示しています。

改正条文
第4章 用法
〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止
する場合に応じて、次のように規定〕
（ア）住宅宿泊事業を可能とする場合
（専有部分の用途）
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。

２ 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第
３条第１項の届出を行って営む同法第２条第３項の
住宅宿泊事業に使用することができる。
（イ）住宅宿泊事業を禁止する場合
（専有部分の用途）
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。
２ 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第
３条第１項の届出を行って営む同法第２条第３項の
住宅宿泊事業に使用してはならない。

◆パブコメに意見提出1,120件
国土交通省では６月19日から７月18日までパブリックコメ
ントを実施しましたが、その結果、294者（団体含む）
・1,120
件の意見が提出されました。
マンション民泊で考えられる被害・トラブルではゴミの散乱、
夜中のパーティ、不特定多数の外国人の出入り、家主不在型民
泊オーナーがマンション住民の気持ちを考えないことなどがあ
げられます。
「民泊禁止」マンションでは、
マンション内での周知やコミュ
ニケーションを高めておくことが重要です。

大規模修繕工事見積参加者募集 10 ／ 20締切
【物件概要】
・発 注 者：マイファースト石神井公園管理組合
・住
所：東京都練馬区石神井町３−10−23
・建物構造：RC造地上５階建て・19戸
【工事内容】
①共通仮設②直接仮設③下地処理④シーリング⑤外壁塗装
⑥鉄部塗装⑦防水⑧その他
【予定工期】
・2018年２月～５月（予定）
【応募条件】
①東京都内に本社または支店があり、本工事を担当できる②
監理技術者である一級建築士もしくは一級建築施工管理技士の
社員を、工事期間中監理技術者として現場に常駐させることが
できる③資本金１億円以上で、応募営業所等に係る過去３年間
の完成工事高に占める改修工事の売上げ比率が30%以上である
④経営事項審査結果における建築一式もしくは塗装、防水各工
事の総合評定値（P評点）、経営状況（Y評点）がそれぞれ850
点以上である⑤応募営業所等において、過去３年間に当マン
ション同規模以上のマンションないし集合住宅の大規模修繕工

事で契約額５千万円以上の工事を10物件以上の元請として受
注した実績がある工事会社である（施工中を含む）⑥過去３年
間に赤字決算がない
【提出書類】
①連絡窓口および担当者氏名、応募する工事内容を記載した
見積参加願い（書式自由）②応募条件を証する書類と会社概要
【応募締切】
2017年10月20日17時必着
【応募先】
〒160−0023 東京都新宿区西新宿４−32−４
ハイネスロフティ 608号
株式会社KAI設計 TEL. 03−6300−5709
can@kaisekkei.com
【その他】
＊提出は郵送または宅急便による送付とする。
＊書 類選考結果の通知予定は2017年10月23日。通知はメール
にて行う。
＊電話などでの問い合わせには一切応じない。また、提出書類
は返却しない。

首都圏マンションリニューアル事業部 北海道支店 東北支店 横浜支店 中部支店 福岡営業所
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成年後見制度を利用する
まずは情報の共有が肝心
住民共通の課題として捉えていく
拡大する認知症問題

成年後見制度について

平成28年、65歳以上は約3,461万人（人口比27.3%）
。平成
33年には３人に１人が65歳以上になると言われています。高
齢化による認知症問題は今後広がっていき、10年後、20年後
にはもっと拡大していることでしょう。
認知症と思われるマンション住民に対して、本人に親族がい
る場合は、まず親族に連絡して、対処を依頼する方法が最初の
対応として多く取られていますが、単身で親族がいない、もし
くは親族の連絡先がわからないことも多く、手詰まりとなる
ケースがあります。
また、親族に連絡がついたとしても対処に非協力であること
も多いようです。
介護の専門職によると、ある程度症状が進行し、認知症に伴
う困った行動が見られるようになっても、適切に介護の専門職
につなぐことによって症状が安定し、困った行動が落ち着く場
合も少なくないといいます。
問題となるのは、孤立した認知症高齢者なのです。

そこで、大きなトラブルになる前に、情報として共有してお
きたいのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には「法定後見」
「任意後見」の２種類があり
ます。
「法定後見」は認知症や知的障害など判断能力が不十分
またはまったくない人が対象で親族か、親族がいない場合は市
町村長などが裁判所に申し立てをします。
一方、
「任意後見」は判断力があるうちに自分で後見人と契
約することで、まだなじみにくい状況にあるようです。

認知症高齢者の対応はだれがするか
とはいえ、マンションではこうした認知症高齢者への対応は
だれが行うのか。自治体か、自治会か、管理組合か、管理会社
か、民間事業者か―。
認知症高齢者を第一に考え、認知症高齢者に悪影響を与えな
いよう、見守りシステムを基盤とした地域支援といった考え方
は当然、自治体から民間事業者まで多数の地域社会の対応が肝
心になります。
しかし、管理費等の滞納のほか、区分所有法による共同の利
益に反するような行動（暴言を吐きながら徘徊したり、ゴミ屋
敷化など）がある場合は、当事者である管理組合が解決しなけ
ればならない問題となります。
管理会社に頼ったところで、「認知症高齢者への対応にフロ
ントマンや管理員等の現場職員がかかりきりになると、現場の
業務にかなり支障が出てくる」という回答が返ってくると想定
されます。
マンションにおいてはどのような対策が今後必要になるの
か、将来的な課題といえそうです。

○成年後見制度で受けられるサービス
「財産管理」
不動産などの管理・保存・処分
金融機関との取引
年金や不動産の賃料など定期的な収入の管理やローン返済、
家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金などの支払い
生活費の送金や日用品の買い物
生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受け取り
権利証や通帳などの保管
遺産相続などの協議、手続きなど
「身上監護」
本人の住まいの契約締結・費用の支払い
健康診断などの受診・治療・入院費用の支払いなど
医師から病気やケガなどの説明に同席する
介護保険などの利用手続き
リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支払い
老人ホームなど施設の入退所、
介護サービスなどの情報収集、
本人との話し合い、費用の支払いなど
介護サービスや施設のチェック、異議申し立てなど
※後見人は、賃貸借契約の保証人、入院などの保証人、手術の
同意などはできないとされています。毎日の買い物、掃除、
食事の準備、身体介護なども行いません。
◇
利用できる制度は何があるのか、その内容はどのようなもの
なのか。まずは情報の収集からはじめることが肝心だと考えら
れます。自治会が対応するのか、
管理組合がやるのかではなく、
住民同士の共通の課題として捉えていく必要があるでしょう。

2017.10.5
5

管理組合
File Data. 109

東京・荒川区／トキアス管理組合

アフターサービス前に修繕個所発見
築11年、早めの大規模修繕実施を決断
竣工後10年のアフターサービス保証が切れる前に建物
診断を実施する必要から、その延長で大規模修繕工事の
検討がはじまった。
築９年、建物診断の１年前に一般応募３人、担当理事
２人の修繕委員会を発足。コンサルタント会社による建
物診断の結果、外壁タイルの浮きや塗装、コンクリート
の劣化など、修繕したほうがよい多数の個所が発見され
た。
アフターサービスで分譲会社が修繕を行う部位もあり、
築11年目での早めの大規模修繕工事の実施を決断した。
施工業者の選定は、業界紙に掲載した公募で集まった

設計画が難航した。プレハブの現場事務所等はどうして

17社を書類審査で10社に絞り、見積依頼で４社、さらに

も四角い形状で、立地スペースの確保が難しい。そこで

プレゼン、ヒアリングで２社に絞り、最終的な見積額の

歩道や植裁部分を借用して通路を設置。作業員の移動も

提示で日装に決まった。

施工性を高めるために重要なことなので、理事会、修繕

日装は統括現場代理人のほか、住居棟４棟にそれぞれ

委員会にも理解してもらったという。

４人の責任の現場代理人を

次に、タイルの浮きや劣化が予想よりもはるかに上回

置くことを提案。中に女性

ることが判明。当初、それでも多めの16万枚の貼り替え

の担当も入れ、主婦だけの

予定していたが、さらに５万枚の追加が生じた。

日中など住戸内に入りやす

着工前に用意したタイルに５万枚もの不足である。タ

い環境づくりも提示した。

イルの追加についても見本焼から本生産への工程があり、

実際の工事では、敷地内

バルコニー側には通風性、採光性、
透視性が高く、なおかつ軽量な最
新のクリアメッシュシートを採用

数カ月の時間を要する。
このため、施工方法の検討や工程の調整が必要になり、

クレーンを使って大組み足場
を組み立て・設置

6

の植裁や歩道の形状から、現場事務所が立てにくく、仮

当初は竣工が２カ月遅れる見通しになった。

高層（20階建て）への足
場設置のため、地盤を転圧

朝礼風景。工事が重なる時期
には100人を超えることも

建物の立地状況から現場事務
所設置の際、歩道や植裁部分
を借用して通路を設置

全建センターが窓口となる外国人
技能実習制度を活用し、受け入れ
たミャンマー人の実習生も作業員
としてりっぱに活躍している

足場設置後、タイルの調査
では設計時より劣化が多く
みられた

こうした予期せぬ状況は現場代理人の工程管理の腕の
見せ所だ。作業工程順序の変更、
作業員の増員を行うなど、
工期短縮を図り、なんとか40日延期で工事の進捗が可能

タイル浮き部を撤去作業中

外壁タイルは3種類。タイル
の焼き直しに時間がかかる

に。すでに理事会の承認も得て、９月中旬の竣工、引渡
しを目指している。
統括現場代理人は「620戸もある大規模マンションです
が、理事会や修繕委員の方が住民対応にも協力していた
だき、そうした面でタイルの問題以外に工事に支障が出

工事データ
○工事名／トキアス大規模修繕工事

○建物概要／

ることはありませんでした」と話している。

2005（平成17）年竣工・SRC造・地上20階・４棟
＋付属棟・620戸

○発注者／トキアス管理組合

○施工者／㈱日装
○主な工事内容
・共通仮設／現場事務所、仮設トイレ、作業員休憩所、
資材置場、廃材置場等
・足場仮設／鋼製枠組み足場、メッシュシート養生、
落下物防止養生等

施工者：株式会社 日装
■本社
〒160−0022
東京都新宿区新宿２−13−12 住友不動産新宿御苑ビル
☎03-3354-4191
代表者：小川隆幸 創業：1959年（昭和34年）
資本金：１億円
https://www.nisso-x.co.jp

・下 地補修／タイル・躯体（建物の天井、壁のコン
クリート部）のひび割れや爆裂、
モルタルの浮き等、
タイル部分の薬品洗浄、塗装部分の高圧洗浄等
・外壁塗装／壁面、天井等
・鉄 部塗装／鋼製建具や扉（劣化が進行している個
所）等
・防水／屋上・屋根、ルーフバルコニー床
・シーリング／窓まわり等
・そ の他／サッシ・ガラス・玄関ポーチ扉クリーニ

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

ング、共用棟各室内装リフォーム等
○工事期間／ 2016年９月５日～ 2017年９月15日
（予
定）

2017.10.5

大阪支店：
（06）4804-3123 神戸支店：
（078）646-3511
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全建センター「本音セミナー」

紙上採録

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パート2
開閉式パーテンションの紹介
7 ／ 23

東京・京橋

住宅あんしん保証本社会議室にて

全国建物調査診断センターは７月23日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第31回本音セミナーを開きました。
㈱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パート２」から、その一部を掲載します。
今回は超高層タワーならではの大規模修繕工事時に使用され
る仮設として、開閉式のパーテンションについて紹介します。
＜構成：編集部＞

超高層タワー型マンション事例②

超高層の事例と書いてあるんですが、施工作業に関してもバ
ルコニー側では床の塗装など横移動する必要があるんですね。
例えばゴンドラへの乗り込み、足場への出入りでも、横移動を
簡単にできたほうが作業が効率よく、品質よくできる。このよ
うな発想からここのパーテーションを下側だけでも―セキュリ
ティーは担保した上で―くぐり通しにして、工事期間中だけで
も横移動が安易にできれば工期短縮・コスト削減効果が期待で
きるのではなか、このような特性を持って開発されました。
LNパーテーションは専用の鍵で開閉するため、工事時間外
でのセキュリティーを確保しています。

◇パーテンションの改造
バルコニーにあるお隣との隔て
板（パーテーションボード）で
す。ほとんどのマンションでは避
難経路になっていまして、「非常
の際は蹴破って隣に移動してくだ
さい」というようなステッカーが
貼ってあります。
この板に体重をかけるとバリン
と割れて、横に移動ができるとい
うものなんですが、実はこうした
パーテーションの下側をくぐり抜
けるよう改造して、工事の際に効
率的に横移動ができるようにしてみてはどうかと発想して、開
発した商品が「LNパーテーション」です。

パーテーションのレバーを下げると
扉が外れやすくなる

◆従来のパーテーションとの比較
高齢の女性が従来のパーテーションを蹴破る実験をしたとこ
ろ、通り抜けられる穴が開くまで計18回蹴飛ばさなければな
りませんでした。さらにボードの破片や割れた小口でケガをす
る恐れもあります。
LNパーテーションはレバーを下げ、パーテーションを押す
と扉が倒れます。広い開口部が確保できるので、ケガの心配も
なく避難することができます。
LNパ ー テ ー シ ョ ン は 特 許： 第5660568号、 意 匠 登 録： 第
1433499号を取得
●商品に関する問い合わせは

野口興産㈱リニューアル事業部

パーテーションが下がったら、手や
足で楽に扉を倒すことができる

☎03-3994-5627

きれいに外れるので板の破片や割れた
小口でケガをする恐れもない

※写真はナカ工業株式会社ホームページより抜粋引用
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全国建 物調 査 診断センター

マンション管理組合に役立つウェブサイト一覧
設計専門のコンサルを知りたい時は…

修繕コンサルタント紹介センター
http://syuzensekkei.info
マンション修繕設
計専門の優秀なコン
サルタントを一般社
団法人として中立的
に紹介する機関の
ホームページです。
管理形態や修繕
ニーズに合わせ、最適なコンサルタントを数社紹介します。区
分所有者の合意形成から、修繕範囲の決定、工事会社の選定、
竣工立ち会いに至るまで、トータルな支援を行っています。

30戸以下のマンションの修繕なら…

小規模マンション専門【コンサルタ
ント会社・工事会社】紹介サービス
http://shokibo-mansion-kouji.com
30戸以下の小規模マンション特有の問題は「高い修繕費」
と「情報不足」です。

こ の サ ー ビ ス は、
マンション大規模修
繕の実績を多く持ち、
ノウハウを蓄積して
い る 信 頼 で き る、 少
数のコンサルタント
会社及び工事会社の
中から、第三者の立場で中立に、客観的に厳しく審査し、業績
と口コミも参考にして、工事会社を選定しご紹介しています。

修繕の際は管理士、コンサルに相談する前に…

「ちょっと待って相談」サービス
http://mansionkanri-sodan.com
大規模修繕工事に
直面した管理組合役
員の方々がひと足飛
びに設計コンサルタ
ン ト、 マ ン シ ョ ン 管
理士等に依頼するに
は 情 報 不 足 で、 最 初
の相談相手として依頼する根拠もありません。
こうした不安のひとつ前に、１級建築士、１級施工管理技士
等が直接管理組合を訪問するサービスです。

「外部専門家の活用ガイドライン」が出されたが…
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9月5日付第420号「論談」より

このほど国交省が「外

向けに出したというが、
「担い手不足」に直面してい

部専門家の活用ガイドラ

るような管理組合はこんな文書を自ら見ることはな

イン」という文書を発表

い。

し た。2016年 ３ 月 に 新

むしろ外部専門家が国交省のお墨付きが出たと管

しい標準管理規約を発表

理組合に働きかける道具にするだけだ。同じ国交省

したことにともない、そ

から出されているマンション管理適正化指針は管理

のなかで提唱している外

の主体としての管理組合（区分所有者）の役割を正

部専門家を理事長や管理者として受け入れる際の「ガ

当に強調しているが、ガイドラインは外部専門家の

イドライン」の内容を解説したものである。

メリットとして「意思決定の迅速化」をあげ、結局

しかし、われわれは国交省がこういうものを出す
こと自体に疑問を持つ。
そもそもマンション標準管理規約は管理組合が規
約を作成あるいは改定する際の「参考」として出さ
れているものである。
しかも、第三者である外部専門家を、管理組合の

のところ管理組合員にはできないから外部理事長（管
理者）に意思決定そのものを委ねようという意図で
あり、きわめて問題である。
さらにガイドラインは全文34ページの相当部分を
使って、問題発生時の対応を細則や契約書で明確に
しておくべきだとし、対応案を列挙している。
この点は逆に、これだけ危険性の多い外部専門家

進することは、この間の標準管理規約をめぐる過程

の導入をなぜ推奨するかの問題点を、かえって示し

でも多くの批判のあった問題である。それをあたか

ているともいえるのである。この点からも、外部専

も国交省が導入を推奨するような形で見解表明をす

門家は問題別、課題別に依頼するのが適切で、常時

ることは不適切だといわなければならない。

助言を求めるにしても顧問などの形での関与がよい

だいたい、国交省はこのガイドラインを管理組合

と考えられる。

（NPO日住協論説委員会）

2017.10.5

業務執行者として内部に導入することを積極的に推
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教えて！管理組合交流相談室
のなり手不足等、好ましいものではない。そこで管理組

Q49 団地再生、管理組合が取り組めるアイデアは？
マンションや団地の区分所有者は、共用部分や建物敷

合が当該区分所有者から委託を受けて、他の区分所有者
（親族を含む）への賃貸借を「取り次ぐ」業務を行う。

地が共有であるため、いちいち共同決定を必要とし、自

取り次ぎは掲示板や広報誌等に賃貸したい旨を掲示す

らの思い通りにはならないという面があります。

ることを承認するなど。宅建業法等との関係もあり、あ

近年、高齢者が亡くなったり、賃貸に出しても借り手

くまで管理組合は賃貸借契約のきっかけを提供するにす

がいなかったり、そうしたことから空き住戸が目立ちは

ぎない。

じめています。特に郊外の団地では空き住戸が早々埋ま

ただ、顔見知りに貸せたり、親族のために借りられた

ることが難しい状況です。

りができるため、賃貸借人双方の希望がかなう割合は高

「団地再生」というワードが行政の取り組みとして聞こ

くなり、マンションコミュニティの活性化にもつながる。

えてきますが、建物維持管理や建替え以外で、管理組合

②空き住戸の規約共用部分化

側が取り組めるアイデアを教えてください。

管理組合が空き住戸を取得し、規約共用部分とした上
で、共用施設（談話室・ゲストルーム等）として利用する。
区分所有者の相続問題等をきっかけに空き住戸を管理組

ベストアンサーに選ばれた回答

合が無償で取得できる場面も考えられるため、このよう
な窓口を開き、このような業務を展開できる態勢を整え

管理組合ができる生活サービス
今こそ「積極的・経営的管理」へ

ておくことは双方にとって有意義である。
③生活支援サービス事業の取り次ぎ

マンションや団地は戸建てと異なり、共用部分や共有

（ア）一人暮らしの高齢者等のための見守り・配食・清掃・

の敷地があります。そこでマンションや団地の利点を生

買い物等のサービス事業（イ）子育て・日常家事（ベビー

かすための管理組合の試みとして、①高齢者を含めた区

シッターの派遣、学童やペットの預かり、空き住戸の管理、

分所有者全体の活用②高齢者等に対する生活上のサービ

リフォーム）等の生活支援サービス事業（ウ）自動車等

スの支援などができないかを考えてみます。

のレンタルサービス事業等の取り次ぎを行う。

【例1：資金獲得業務（共用部分・共有敷地の賃貸経営）】

管理組合の役割は区分所有者間の取り次ぎとなる。管

建物の共用部分を区分所有者以外の者（第三者）に使

理組合が窓口となることによってサービス提供会社は一

用させて使用料を徴収したり、共有の敷地の一部を駐車

定数の顧客をまとまって獲得できることからスケールメ

場等として区分所有者以外の者に賃貸して賃料を徴収す

リットを受ける可能性がある。

る。

◇

【例2：共益的活用業務（福祉施設等への賃貸）
】

以上のような管理組合の取り組みは、
「積極的・経営的

建物の共用部分（集会室等）を、第三者が福祉施設等

管理」と捉えられます。管理会社にお任せの「消極的管理」

に変更して区分所有者の利益にもなるような福祉事業等

の反対語です。

を行うために賃貸する。

高齢化社会が到来している現在、管理組合が主導する

※例 １との違いは、賃貸の主目的が資金の獲得ではな

「積極的・経営的管理」への取り組みは今こそはじめなけ

く、賃借人の行う事業により区分所有者が利益を受

ればならない問題といえます。

けるところ。
【例3：生活サービス業務】

＜参考＞

①空き住戸の賃貸借の取り次ぎ

『新・マンション管理の実務と法律』日本加除出版発行

空き住戸の放置は防犯上、管理費等の滞納関係、役員

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へ̶。

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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マンション改修は年間9,000億円市場
国交省がリニューアル報告書を発表
国土交通省・建設経済統計調査室は６月30日、平成28

しました。

年度受注分における建築物リフォーム・リニューアル調

発注者を「管理組合」に限定した工事受注高は9,621億

査報告を発表しました。調査対象期間は平成28年４月１

円で、同比10.3％減でした。工事の種類では「改装・改修」

日～平成29年３月31日。

が9,011億円。依然、マンション改修は年間9,000億円市

これによると、住宅に係る物リフォーム・リニューア

場であることがわかる数字といえます。

ル工事の受注高は５兆5,819億円で、前年度比37.6%増加
（表1）
住宅
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度

（表3）
用途（共同住宅）
専有・専用部分
共用部分

（単位：億円、対前年度比%）
受注高
30,706
33,582
48,238
37,838
40,566
55,819

前年度比
1.6
9.4
43.6
▲21.6
7.2
37.6

（単位：億円、対前年度比%）
平成28年度受注分
6,838
12,590

前年度比
121.1
▲9.8

4,560
425

▲23.7
306.7

専有・専用部分・共用部分全て
不明

（表2）
工事種別（住宅）
住宅合計
増築
一部改築
改装・改修
維持・修理

（表4）
発注者
管理組合
個人
公共
民間企業

（単位：億円、対前年度比%）
受注高
55,819
1,517
1,641
45,462
7,199

前年度比
37.6
3.0
▲46.4
46.2

（単位：億円、対前年度比%）
平成28年度受注分
9,621
35,772
4,525
5,722

前年度比
▲10.3
80.7
▲10.3
26.2

関東防水管理事業協同組合

2017.10.5
11

第32回
本音セミナー

11/26（日）
13：30 〜 17：00

大規模修繕
コンサルタント・管理会社との

正しい付き合い方

受付開始 13：00

第

1 部「選んではいけないコンサルタントとは」

第

成幸

2部

定

員

30名

スペシャルトークショー

●ゲスト：パークシティ溝の口管理組合

●講師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤

無料

参加費

専務取締役

元理事長

（マンション管理士）

●司

菅
●内

寿一郎氏

会：㈱ＫＡＩ設計

●内容：
・管理会社の本音は？

鈴木

純一郎

代表取締役社長

容：

・管理会社やコンサルの実力の探り方

・管理組合のぶっちゃけ話、
その真実

・管理会社に期待していいもの

・理事会の責任とリスク、
現実対策

・信頼できるコンサルタントの見分け方

・組合運営の教科書は、
事例から学ぶしかない

お問い合わせ・お申し込み

●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㈱

マンション名・お名前・住所・参加人数・

●後援：NPO 全国マンション管理組合連合会

電 話 番 号 を 記 入 の 上、下 記 へ 電 話、

●会場：㈱住宅あんしん保証本社会議室

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、

TEL：03-6304-0278

都営浅草線宝町駅A6番出口徒歩2分）

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

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。

大規模修繕工事新聞 電子版
全建センターではこのたび、大規模修繕工事新聞の電子版を
大幅にリニューアルし、より読みやすくなりましたのでご案内
申し上げます。電子版はマンションにお住まいの方ならどなた
でも無料で配信が受けられます。
登録は簡単！ホームページの入力窓にあなたのメールアドレ
ス等を記載して、送信ボタンを押してください。「大規模修繕
工事新聞電子版新規登録送信が完了しました」のメールが届い
たら登録完了です。毎月２日に新聞が無料で配信されます。

http://daikibo.jp.net/dregi
フリーペーパーに蓄積された情報はネットを通じて、必要
な情報が簡単に検索できるほか、電子版の形でマンション住
12

一般社団法人
全国建物調査診断センター

無料配信登録、受付中！

民の方々も自由に閲覧できます。なお、マンション管理組合
の役員の皆様のお悩みや相談に、専門家が無料で回答する
facebookページ（教えて！管理組合交流相談室）や「編集部
公 式facebook」 も
合わせて閲覧いた
だけます。
大規模修繕工事
新聞電子版がマン
ション管理組合の
円滑な運営に少し
でもお役に立てれ
ば幸いです。

緊急連絡！
大規模修繕工事新聞の電子版移行に
伴うメルアド登録のお願い
「大規模修繕工事新聞」は、おかげさまで、まもなく発行100号を迎えま
す。今般「電子版」をリニューアル発行することになりました。
なお、リニューアルした「大規模修繕工事新聞」電子版は、全国どこから
でも無料で閲覧出来るようになりました。

電子版のメリット！

マンション
住民全員の
情報の共有
全住民が情報を
共有することで、
役員交代が
スムースに
出来ます！

新聞紙を
整理・管理
廃棄する
面倒は
ありません。

新聞を
マンション全戸に
回覧したり
掲示する必要が
なくなります。
大規模修繕工事に
おける
住民の合意形成が
スムースに
なります。

メルアド登録

http://daikibo.jp.net/dregi

電子版書棚

http://daikibo.jp.net/den/

●記事検索が出来るようになりました。
●必要な記事（部分）を切り取り
（スクラップ）保存できるようになりました。
●表示画面が必要十分なものだけになり、すっきりしました。
●表示速度、頁めくり速度が速くなりました。
●スマホでの閲覧が読みやすくなりました。
●紙面の拡大縮小がスムースにできるようになりました。
東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿603

一般社団法人全国建物調査診断センター内

大規模修繕工事新聞編集部

今すぐ申込み下さい。

http://daikibo.jp.net/dregi
●大規模修繕工事に関する情報満載
●管理組合役員の悩み解決
●マンション住民との大規模修繕工事に関する情報の共有
●大規模修繕工事の事例満載
●政府や関連団体の大規模修繕工事に関するニュース速報
●紙上相談および回答など質疑応答もできます。
●有益コラムも好評！
●毎月３万件以上に無料配信しています。
●登録・解除、
自由です。
●紙媒体の３日前に配信。

