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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

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。
2018年 2月号

月刊メルマガ
（電子ブック版）
無料登録受付中！
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築20年超、初の大規模修繕工事

駐車場建物近接で仮設計画も難しく

判例の広場

12月18日最高裁判決

理事会決議で理事長職解任可能に

全建センター

現場代理人研修システム

優良参加者に修了証を交付

Topic

どうする？在来浴室排水口のリフォーム

専有・共用部分一体で工事する必要あり

㈱ウィズアップ

大規模修繕工事期間中

網戸の保管・クリーニングサービスの現況

教えて！ 管理組合交流相談室

Q 住民からの度重なる質問、

　 どう対応すればいい？

A 理事長は住民への報告義務なし

　 書類閲覧等、規約への明文化を推奨

アラウンドマンションよもやま話

・民泊新法にどう対応するか

・民泊新法、なお多くの問題点

第33回セミナー

3月25日のお知らせ

「コンサル・管理会社との付き合い方」

20100105-20180205-98

外壁・防水診断に加え
給排水設備の現状調査サービスを開始

全 建 セ ン タ ー

　一般社団法人全国建物調査診断センターでは『大規模修繕工事

新聞』読者サービスとして実施している屋上・バルコニー防水と、

外壁や共用部塗装の無料調査・診断に次いで、新たに「給排水設

備現状調査サービス」を開始しました。

　コンサルタントや工事会社と接触する前に、給排水設備の現状

や改修履歴を把握しておきたいとき、全建センターが第三者の立

場で調査・診断を行い、客観的なアドバイスを行います。

給排水設備現状調査サービスの内容

○竣工時の機器、配管類の図面確認

○貯水槽、ポンプの状況、目視調査

○共用給水管、共用排水管の外観目視調査

○漏水履歴の報告書等の確認

○給排水修繕履歴の確認

●外壁、防水、給排水設備の

　無料診断の申し込み・問い合わせ先

一般社団法人全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278　FAX.03-6304-0279

E-mail  info@zenken-center.com

URL  http://zenken-center.com

1階住戸下、ピット内の汚水管、
排水管の様子

無料
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　File Data. 113　神奈川・相模原市／東急ドエル・アルス小田急相模原管理組合

管理組合

築20年超、初の大規模修繕工事
駐車場建物近接で仮設計画も難しく
　駅から徒歩６分、生活品は周辺ですべてが手に入る好

条件に立地する36戸のマンションで、築21年目にして初

の大規模修繕工事が実施された。

　管理会社の変更などもあり、平成27年12月に現在の管

理会社である日本住宅管理㈱リニューアル推進センター

による建物調査診断を実施。調査結果からコンクリート

の収縮や地盤の変化・振動等によって生じるひび割れの

発生、塗膜機能の低下、鉄部でのサビの発生等、遅れば

せながら改修工事の必要性が確認された。

　翌28年３月、日本住宅管理と設計・監理業務の委託契

約を締結。６月、マンション内公募で５社がエントリー。

見積もり比較により５社から３社に絞り、10月、ヒアリ

ングにて㈱ラクシーに内定した。

　翌29年７月、ラクシーから工事説明会資料、仮設計画

の提出、タイルの見本焼きの確認等が行われ、住民への

工事説明会を経て８月に着工。台風、長雨の中、年内完

成を目指して工事を進めている。

　物件の特徴としては、機械式駐車場が建物に近接して

おり、「仮設計画が難しかった」と施工者の営業担当が述

べている。工事期間中は住民の車両の移動先として９台

確保する必要があり、近隣の駐車場確保にも工事会社が

尽力したという。開放廊下と住戸の間が吹き抜けとなっ

ており、その部分にも足場を設置する必要があるなど、

他のマンションよりも仮設費用がかかったという点も

あった。

　もちろん、築20年超ではじめての大規模修繕工事とあっ

て、外壁でのクラックの発生や塗膜の剥がれが著しい状

況にあった。

　外壁仕上げ塗材が石調吹き付けもあり、また複数の防

完璧なバルコニーの養生汚れが目立った石調塗装面は、光沢の保持力・耐水性・耐候性などに
優れているアクリルシリコン樹脂塗料を塗布

10月中旬、大きな台風に備え
て、養生シートをたたんでいる
様子

近隣マンションを対象にした
工事見学会を実施

廊下側も吹き抜けで足場を
設置した様子を説明
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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へ̶。

設計・監理者：日本住宅管理株式会社
■関東支店
　〒103−0022
　東京都中央区日本橋室町４−３−16
　柳屋太洋ビルディング４階
　☎03-6214-2512
代表者：盛　孝志　　創業：1977年（昭和52年）
資本金：5,000万円　　http://www.njk21.co.jp

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／東急ドエル・アルス小田急相模原大規模改修工事　
○建物概要／ 1997（平成９）年２月年竣工・RC造・地上６階建て・
１棟・36戸　○発注者／東急ドエル・アルス小田急相模原管理
組合　○設計・監理者／日本住宅管理㈱　○施工者／㈱ラクシー
○主な工事内容
共 通仮設／仮設事務所、作業員詰所、資材置き場、防犯対策等
直 接仮設／鋼製足場（枠組み、ブラケット足場）、飛散防止メッ

シュシート等
下 地・躯体補修／下地劣化調査、ひび割れ、鉄筋爆裂、モルタル・

タイル浮き補修等
シ ーリング／外壁・タイル目地、サッシまわり、建具まわり等
外 壁塗装／一般外壁、石調塗装面、廊下・階段・バルコニー天

井等
鉄 部塗装／玄関扉枠、メーターボックス扉、端子盤、共用部鋼

製扉等
防 水／塔屋、屋上、ルーフバルコニー、各階バルコニー、開放

廊下床等
清 掃・クリーニング／塗装・石調面、外壁タイル面、サッシ・

ガラス外面等
そ の他工事／各所ステッカー張替え、アルミ製面格子撤去・復

旧等
○工事期間／ 2017年８月～ 2017年12月

水工法を使用しなければいけない複雑な建物形状でもあ

る。このため、防水施工にあたっては通行止めをしたり、

事前に関係の住民への周知、説明等に苦慮したという。

　築20年超のため、工事計画で対象部位は多かった。し

かし当然ながら、修繕積立金にも限りがあるため、今回

は足場を架ける外壁改修工事、そして住戸に絡むバルコ

ニー等の防水工事を最優先とした。これらは、管理組合、

設計・監理者との話し合いで最終判断を下した。

　今回の大規模修繕工事は施工者であるラクシーを通し

て、近隣マンションを対象にした工事見学会も実施。見

学会当日も台風に見舞われたが、雨の多かった10月をや

り過ごし、なんとか予定通り年内に工事を完了すること

ができた。

タイル面の劣化（浮き）の状況 タイル補修の作業中 バルコニー天井の塗装。ロー
ラでできない部分を刷毛で調
整する

屋上防水は塩ビシートの機械
式固定工法を採用
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総会決議無効確認等請求本訴、
組合理事地位確認請求反訴事件

平成29年12月18日　最高裁第一小法廷

─────
判例の広場
─────

●判決の要旨
　理事を組合員のうちから総会で選任し、理事の互選により理
事長を選任する定めのある管理規約を有する管理組合で、その
互選で選任された理事長職を、理事の過半数の一致により、解
任することができるとした事例。原審では、役員の解任は総会
の決議事項であるため、管理規約に違反している等、解任決議
の無効を認めていた。しかし、最高裁が一転、「理事長職を解き、
理事としたものであるから、この決議の内容が管理規約に違反
するとはいえない」として、管理組合側の主張を認める判断を
行った。

●事案の概要
　舞台は、福岡県久留米市のマンション（築４年・158戸＋店
舗１）。2013年１月、管理組合設立総会を開催し、役員を選出。
３月の理事会で互選により、Y氏を理事長に選出した。
　ところが同年10月、Y氏は理事会決議を経ないまま、他の理
事から反対されていた管理会社変更について、独断で臨時総会
の招集を通知した。
　こうしたY氏の行動に対し、10月20日の定時理事会（Y氏欠
席）で、出席した全理事の一致により、A氏を新理事長とし、
Y氏の役職を理事長から理事に変更する旨の決議を行った。
　また、Y氏は翌年の総会で理事も解任された。このため、Y
氏は管理組合に対し、理事会決議、総会決議等の無効確認等を
求めて提訴した。

●最高裁の判断
　役員の選任および解任については、総会決議を経なければな
らない。一方、理事の互選により選任された理事長については、
理事の過半数の一致で理事長の職を解任できると解釈するのが
相当である。
　よって、出席した理事の全員一致により、Y氏の理事長職を
解き、理事としたものであるから、このような決議の内容が本
件管理規約に違反するとはいえない。

●一審・二審は管理組合が敗訴
　平成28年３月の福岡地裁小倉支部の判決ではY氏の主張を認
め、Y氏の理事長職を解任した理事会決議を無効と判断。その

理事会決議で理事長職解任　理事の過半数の一致で可能に

後に新理事長となったA氏が招集した総会も「権限がない者」
が招集したものであり、総会開催の手続きに瑕疵があったもの
だとして、Y氏の理事長職解任を確認した総会決議は無効とし
ていた。
　また、同年10月の福岡高裁判決も地裁判決を追認していた。

管理規約の条文
第40条　管理組合に次の役員を置く。

（１）理事長
（２）副理事長
（３）会計担当理事
（４）書記担当理事
（５）理事
（６）監事
２ 　理事および監事は組合員のうちから、総会で選任する。

ただし、区分所有者が法人の場合は、所有する法人の役
員または従業員を代表者として届け出ることができるも
のとし、この場合は届け出された代表者を理事および監
事として選任できるものとする

３ 　理事長、副理事長、会計担当理事および書記担当理事
は、理事の互選により選任する

第41条 　役員の任期は、原則として２年とする。ただし、
再任を妨げない

２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする
３ 　任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任

の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う
４ 　役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその

地位を失う

第 53条　次の各号に掲げる事項については、総会の決議
を経なければならない

（１）～（12）　略
（13） 役員の選任および解任ならびに役員活動費の額およ

び支払い方法
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関東防水管理事業協同組合

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

能力・意欲を増進させる人材育成6カ月コース

現場代理人研修プログラム修了！！全建センター
　一般社団法人全国建物調
査診断センターでは「マン
ション大規模修繕工事専門
の現場代理人」の能力向上・
生産性を高める人材育成６
カ月コース「現場代理人成
長プログラム」を実施。１
月13日に全プログラムを修
了し、代表講師の岡崎利正
氏から11人に修了証が授与
されました。
　講習は集合研修６回と通
信講座６回。講習過程の修
了者には修了証を発行しま

【グループディスカッションのテーマ例】
＜原因、対策について説明すること＞
① 台風情報があったため、メッシュシートの結束をより強

固にした際、足場部材が落下してしまった。
② バルコニーの複合防水の水勾配不良が生じた。既存およ

び改修（ウレタン防水+長尺塩ビシート張り）とも、ウ
レタン防水の厚み分（100mm）の段差が出てしまう。

③ 足場２段＋手すり（５スパン）が突風で倒壊した。外壁
が石張り仕上げで足場つなぎがとれなかった。

【問い合わせ・申し込み】
　一般社団法人 全国建物調査診断センター
　〒160−0023 東京都新宿区西新宿８−12−１
　　　　　　  サンパレス新宿603
　☎03−6304−0278　FAX：03−6304−0279
　E-mail： info@zenken-center.com

現場代理人研修プログラム修了証

す。講義は毎月１回、講義の終わりにはグループディス
カッションも行われ、研修プログラム参加者が意見を交
換しながら、自己研鑽している姿が印象的でした。

　深刻化する人手不足と、受注競争の激化は、マンショ
ン大規模工事業者の現場代理人の役割を大きく変えつつ
あります。
　このため工事業者にとっては、現場代理人の生産性向
上を目的とし、能力と意欲を増進させることが生き残り
の条件になってきました。
　管理組合にとっても業者選定の重要検討項目である現
場代理人の選考評価について、その指標となる業界初の
研修システムといえるでしょう。

グループディスカッションの発表風景

代表講師の岡崎利正氏から11人に修了証が授与された
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「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

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

専有・共用部分一体で工事する必要あり
　昭和40 ～ 50年代に建設された団地やマンションの浴室
は、アスファルト防水を施した上にタイル仕上げを行っ
た浴室（一般的に「在来浴室」という）が多くあります。

　一般に浴室排水口は樹脂ライニングによる延命工法が
主流となっている。配管自体よりも排水金物や接続部分
の腐食が顕著になります。
　さらに経年が進むと、排水金物まわりに関係のないア
スファルト防水層からも漏水が発生するようになる傾向
が目立ちはじめています。

戸別リフォームでは対応できない

　在来浴室はスラブ下配管（下階天井内配管）のため共
用部分の範囲であり、戸別リフォームでは施工範囲外と
なるため、完全な対応ができないことは明らかです。
　さらにユニットバスへのリフォームが急増している今
日、排水口や排水トラップ部分を改修せずにユニットバ
スを導入してしまうケースが少なくないということが問
題となっています。
　タイル張り浴室の中に「ユニットバスを置く」戸別リ
フォームは、ユニットバスの排水を既存の古い排水口に

接続することになり、後日、古い排水口まわりを修理、
改修する場合、ユニットバスを解体しなければ施工でき
ないことが問題となります。

理想は管理組合主導の一体管理リフォーム

　現在の浴室排水口は今後増える戸別のユニットバスリ
フォームに対応できていません。
　既存の床面を改修せずに、ユニットバスの排水を放流
すると、排水口まわりの腐食、漏水事故など、悲惨な状
態になる事例が多数みられています。
　こうした事態を避けるためにも、管理組合が主導する
一体管理リフォーム、または管理組合主導の全体一斉工
事を選択することが賢明といえるでしょう。
　管理組合が一体管理する場合は、専有リフォームのガ
イドラインを作成し、浴室排水口など専有・共用部分の
境目にある重要な部分の取り扱いをしっかり記述する必
要があるといえます。

　この在来浴室は、排水口、排水トラップが専有部分（モ
ルタル、仕上げタイル）と共用部分（コンクリートスラブ）
にまたがり設置されています。

どうする？在来浴室排水口のリフォーム

浴室排水口まわりの断面図



2018.2.5

7

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

横浜市「団地再生支援モデル事業」
地域福祉・交流拠点「カフェみなみ」オープン

南長津田団地管理組合
所 在 地：横浜市緑区長津田町

竣 工 年：1971年（昭和46年）竣工

建物概要：RC造４階建て・21棟・488戸

管理形態：委託管理

　　　　　（三井不動産レジデンシャルサービス）

　横浜市は平成25年度以降、住民が中心となって団地の

課題や再生に取り組む管理組合を対象に、「住民発意の団

地再生」を支援する「団地再生支援モデル事業」を行っ

ています。

　南長津田団地では、建設から45年を経過し、団地内の

住民約1,000人の高齢化率（65歳以上）が45％を超え、自

助・共助への取り組みが懸念されていました。

　こうした中、横浜市の団地再生コーディネーターとと

もの検討委員会を設置。住民の意見を広く求めるととも

に、団地中央にある集会所を整備し、地域福祉・交流拠

点「カフェみなみ」を増築。2016年５月にオープンしま

した。

　コーヒー、紅茶、日本茶等は１杯100円。カフェみなみ

運営委員会に登録する40人の住民ボランティアが交代で

接客しています。日に20 ～ 25人の利用があるそうです。

　高齢者だけでなく、子育て世代を含めた多世代が集ま

れる場とすることで、住民間のつながりが作れる、そん

な憩いの場となることが目標です。

南長津田団地 「カフェみなみ」の外観 「カフェみなみ」の内観 カフェ入口のスタンド看板
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株 式 会 社 ウ ィ ズ ア ッ プ
　大規模修繕工事の際は、窓まわりのシーリングの打ち

替えや塗装等により、工事会社から「網戸は各自で取り

外してください」と事前に言われることになります。

　そして外した網戸は「保管用の包装ビニールをお渡し

しますので、ご自宅の中に保存してください」などといっ

て、網戸を室内で保管しなければならなくなるのです。

　㈱ウィズアップ（本社大阪・和田哲弥社長）では、工

事期間中の網戸の取り外し・取り付けのほか、同社倉庫

での保管、網や網戸本体のクリーニング、張り替えを行

うサービスを行っています。

　取り外しから取り付けまで一貫したサービスなので、

居住者の負担が軽減されるといった利点があります。

　和田社長は「全住戸を対象とした網戸の張り替え、ク

リーニングの実施と保管のお問い合わせが増えています。

今後は作業場や活動範囲を拡大させ、さらにお客様に喜

んでいただけるサービスへと成長させていきます」と意

気込みを語っています。

大規模修繕工事期間中
網戸の保管・クリーニングサービスの現況

希望する住戸の網戸の取り外し

住民の希望により、預かった網戸の張り替えを行う クリーニングサービスも行う

預かった網戸を保管先へ運搬

●会社データ……………………………………………………………………………………………………………………………

株式会社 ウィズアップ
おそうじ相談室　フリーダイヤル0120-894-234　　E-mail：info@withup.co.jp　　URL：http://www.withup.co.jp

活動エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・大阪府・兵庫県

保管場所：①横浜市港北区　②大阪市北区東天満

作業実績：実施棟数　219棟　実施戸数　3,622戸（2017年12月現在）
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全建センター第32回「本音セミナー」
「大規模修繕100組合の教訓」から学ぶ事例研究と考察

11 ／ 26　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11月26日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第32回本音セミナーを開きました。
ここでは㈱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、「管理組合内の手続きや
合意形成に関わるもの」の一部を掲載します。〈構成：編集部〉

■よくある管理組合からの合意形成に関する「不安」事例一般
１． 大規模修繕工事議案の総会で反対！って多数の意見が出た

らどうしよう
　⇒昨今の分譲マンションの社会情勢にからみても、十数年経
てば大掛かりな修繕は必要だねということが、ほぼ理解・認識
されていますので、よほどのことがない限り、実例しても総会
時に反対の嵐が吹き荒れるということはありません。
　もしあれば合意形成の手続きに非常に乱暴なことがあったこ
とだけになります。

２． 総会や工事説明会に出席していない人が多くて、本当に賛
成してくれているのかわからない

　⇒そもそも通常総会でどれくらいの出席率がありますか？最
近、だいぶ下がっている事例のほうが多いですね。出る人が現
理事、次期理事で構成されている場合が多いですね。
　ただ、これが大事なところで、理事になることがバツゲーム
のように感じられる人がいますが、決してそうではありません。
　理事をやることによって、見えなかったものが見えてくる、
総会は出席したほうがいいんだなって気持ちを芽生えさせるこ
とが大事です。

３． 工事中にバルコニーの片付けや制約に協力をしてくれない
人が続出して、工事が進まなくなったらどうしよう。工事
中に「そんなことは聞いていない！」って人が出てきたら
どうしよう

　⇒では「なんて聞いていましたか？」と尋ねてみましょう。
　一定の経緯・経過の段階でいろんな発信をしているはずです。
工事にはこのような制約がありますということを何度も何度も

発信しているんですが、「そんなことは聞いていない！」とい
う人がいた場合、こうしたことは何月何日こうしたものでたく
さん発信していますよ、と事実の記録を履歴として置いておく
ことが必要になります。聞いていない方がいけないことだと思
わせることです。

４． 工事が失敗したら、他の人たちに責められる、責任をとれ
とか言われるのではないか

　⇒大規模修繕工事というのは「何もしない」という行為で、
例えば老朽化により（通常の保存行為や管理行為を怠り）、建
物内に水が入って、漏水等で被害住戸が発生した場合、民法上
の管理者、管理規約上の理事長が、その責任を問われることは、
正当な話としてありえます。

５． こんなに多額の工事費用を一度に使用して無駄使いだとか
非難されないでしょうか

　⇒「何もしない」「お金を使わない」ということがいいとい
うわけではなく、きちんとした修繕をやらないことのほうが、
いろいろなリスクを生みます。
　大規模修繕工事をはじめとした、大掛かりな計画修繕のため
に修繕積立金は積み立てられるものでありまして、逆に日常的
な管理に修繕積立金は流用できません。
　お金があるだけ使ったらいいのかというのではなく、そもそ
も修繕のために使うお金であります。ですから、これを適切に
合理的に使うためにどうしたらいいか、使う前提で１円も無駄
にしない方法はどうしたらいいのか、こういう発想の中で取り
組みをされたほうがいいと考えております。

■トラブルが発生しにくい環境を事前段階からつくりあげておく
　「知らなかった」「聞いていない」「対応する時間が足りない」
等、事前に知っていれば、そもそもトラブルにならなかったこ
ともあります。
　そのためには、工事前の説明会だけではなく、事前の計画段
階からの「知らせる」手法が重要となってきます。

紙 上 採 録

集会形式に
よる説明

（図）

広報物に
よる説明

・調査診断内容の説明会
・工事内容（設計）の説明会
・大規模修繕工事の議案総会
・工事着工前の工程等の説明会

・委員会、理事会での検討議事録の配布や掲示
・ 大規模修繕工事に関する検討のみを編集した読み

やすいニュースレターの作成と配布
・ 管理組合でネットウェブ環境が整っている場合は、

そこでのニュース配信
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特－27

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



2018.2.5

11

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・市川

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

リニューアル事業本部
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理事長は住民への報告義務なし
書類閲覧等、規約への明文化を推奨
　理事長は、取り扱う業務について、総会で報告する義

務はありますが、住民に直接知らせる義務はありません。

　その根拠に平成４年５月22日の東京地裁判決（判例時

報1448号）があります。

　区分所有法上の管理者である理事長は、総会で選任さ

れた理事数名の中から互選によって選出されたものに過

ぎず、個々の区分所有者から直接、管理者になることを

Q53　住民からの度重なる質問、どう対応すればいいの？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　輪番制で理事になり、互選で理事長を受けました。

　そうしたら、ある時、ある住民（組合員）から直接、

自宅に質問状が届き、「文書で回答せよ」と書かれていま

した。

　また、電話でも、質問というより、延々とクレームを

言われることがあります。

　理事長といっても、管理組合運営についてはよくわか

りません。どうすればよいでしょうか。

ベストアンサーに選ばれた回答

委任されたものではないから、個々の区分所有者の受任

者であるとみることはできないというわけです。

　これにより、管理業務に支障を来すほどの執拗な問い

合わせや苦情について、理事長が個別に直接回答する必

要がないことが明らかになりました。

　同じような内容の訴訟では、平成13年10月の東京地裁

判決でも原告の住民が敗訴しました。法務省も「理事長

は個々の区分所有者は個々の区分所有者の受任者ではな

いので、総会報告でよい」との見解を示しました。

　ところが、平成28年12月９日大阪高裁で、住民が会計

書類等の組合資料の閲覧、組合員名簿の写真撮影を認め

る判決例が出ました。このマンションでは日常管理や修

繕工事において、理事会の組合運営に不信感を抱いたこ

とには相応の理由があったと判断されました。

　クレーマー的な住民がいる一方、理事会側に問題があ

る場合もあります。どこまで報告義務があるかどうか、

管理組合が管理している書類を重要性（プライバシーな

ど）に照らして分類し、管理規約に明文化することを推

奨します。

＜参考＞ NPO福岡マンション管理組合連合会・創立30周

年記念誌『管理組合読本』
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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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　民泊新法が成立した。今
年６月15日が決定し、そ
の３カ月前の３月15日に
は事業者の登録が開始さ
れる。マンションを含め、
違法民泊が横行する中で、
新法の施行には問題が山
積みされている。

　国交省は民泊新法の施行に対応するためとして、マン
ション管理組合に対し、規約の改正、整備が必要だとい
うことで、規約案を発表し、説明会なども開催している。
　これはマンション管理の適正化を図ることを担当して
いる行政当局としては、本末転倒である。
　そもそもこれまで、相当数のマンションで、違法な民
泊によって騒音やゴミの放置などで多くの被害が発生し、
社会問題となっていることは周知のことであろう。
　大方の管理組合規約には住居専用の規定があり、その
規定によって短時間のおけいこ教室や学習塾も申請を受
け、許可したり、禁止したりしているところが多い。
　民泊というものが、それらに比べるとはるかに長時間、
周辺の住居に影響を与える行為であることは言うまでも
ない。
　それを「民泊は、通常の住居としての使用範囲」とい
う勝手な解釈を取り決め、「規約が今のままなら民泊でき
る」として、管理組合に改正を求めているのが今の実態

である。
　つまり規制緩和を口実にした一部の金儲けのために、
もともと何の規制もなく自立的に管理組合で決められる
べき規約を、こうすべきだという形で新たな規制を管理
組合に迫っていることにほかならない。
　規制強化ではないか。
　ただ、われわれとしては本来それぞれの現行規約で許
可、不許可の対応をすればいいのであるが、そのままに
しておくことでいっそう被害をうけることだけは避けな
ければならない。
　当面の管理組合としての対応については、次のように
考える。

① 理事会で「住居専用の規約は、民泊の禁止を含む」
という規約解釈を決めておく。総会で行えばもっ
といいが、理事会で十分である。

② ほとんどの管理組合で民泊反対の組合員が圧倒的
に多いであろうから、条件のあるところでは、「住
居専用」の部分に「いわゆる民泊は認めない」旨
の文言を加える。この場合、国交省の条文例では
抜け道があり、適切でない。

③ なお、居住者がいて行われるいわゆるホームステ
イは「民泊」に入らないと思われる。

民泊新法にどう対応するか
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12月5日付第423号・2018年1月5日付第424号「論談」より

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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（前ページのつづき）
　民泊新法について、民泊はマンション住民の生活環境
を悪化させるものであり、「居住専用」の規約があれば民
泊は許されないこと、その上で念押しのため理事会で「居
住専用の規約のもとでは民泊は許可しない」との解釈を
決議しておくこと、さらに心配であれば、規約に「いわ
ゆる民泊は禁止」の条文を追加すること、などを前ペー
ジで述べた。
　それに続いて、民泊新法をめぐるその他の問題につい
て述べたい。
　第一は、そもそも民泊必要論の前提である海外観光客
の増加に伴う宿泊施設の不足は本当に事実かという問題
である。
　この間、日本中小ホテル旅館協同組合は「ホテル不足
はない」との趣旨の見解を表明、民泊新法には否定的態
度をとってキャンペーンを行っている。
　また、仮に施設不足が事実だとしても、何も住民生活
に迷惑をかけるマンションや一般民家の「活用」ではなく、
関係の中小ホテルや旅館の施設拡大への支援策こそ、行
政当局として行うべき施策ではないだろうか。
　第二は、常識に外れた解釈を、国交省など関係当局が

マンション管理組合に押し付けようとしていることであ
る。
　居住専用の規定があれば、その住戸はその住まいは営
業行為に使用できないのが当然である。
　多くのマンションでは短時間のお稽古ごとの教室や塾
などの使用にも許可申請をして許否を決めている。
　それを居住者が不在のまま宿舎として用いる営業とし
ての民泊が「居住専用」に当てはまらないのは常識である。
　政府が「住居としての使用の範囲」などと勝手に決め
る権限などまったくありえない。
　第三は、規約の改正を急かせる理由のひとつとして、

「いったんマンションないで1戸でも民泊の届出が実行さ
れたら、以後はその当事者の承諾を得なければ禁止でき
ない」かのような宣伝をしていることである。
　許可を得て営業をしていた商店の事後禁止ならともか
く、無許可のまま当局に実施の申請をしただけで、当事
者に拒否権が生ずることはない。
　そのことは、ペット飼育を禁止する既定の新設は当該
飼育者にたいする特別の影響に当たらないとした判決例

（東京高裁1994年８月４日）に照らしても明らかである。
（NPO日住協論説委員会）

民泊新法、なお多くの問題点
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●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。

13：30～17：00（日）3/25

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。

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

日　時

テーマ

会　場 ㈱住宅あんしん保証本社会議室

①コンサルタントと管理会社の本質解剖
②事例から学ぶ成功例、失敗例
③理事長のリスクを徹底研究

参加費 無料 定　員 30名

講　師 第1部：㈱リノシスコーポレーション
　　　　佐藤　成幸　専務取締役 （マンション管理士）
第2部：㈱KAI 設計
　　　　菅　純一郎　代表取締役社長

大
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　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。

　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

大規模修繕工事新聞 電子版 無料配信登録、受付中！

http://daikibo.jp.net/dregi

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。



〒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

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

〒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

http://www.zenken-center.com

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

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。
2018年 2月号

月刊メルマガ
（電子ブック版）
無料登録受付中！
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修繕奮闘記File Data 113

築20年超、初の大規模修繕工事

駐車場建物近接で仮設計画も難しく

判例の広場

12月18日最高裁判決

理事会決議で理事長職解任可能に

全建センター

現場代理人研修システム

優良参加者に修了証を交付

Topic

どうする？在来浴室排水口のリフォーム

専有・共用部分一体で工事する必要あり

㈱ウィズアップ

大規模修繕工事期間中

網戸の保管・クリーニングサービスの現況

教えて！ 管理組合交流相談室

Q 住民からの度重なる質問、

　 どう対応すればいい？

A 理事長は住民への報告義務なし

　 書類閲覧等、規約への明文化を推奨

アラウンドマンションよもやま話

・民泊新法にどう対応するか

・民泊新法、なお多くの問題点

第33回セミナー

3月25日のお知らせ

「コンサル・管理会社との付き合い方」

20100105-20180205-98

外壁・防水診断に加え
給排水設備の現状調査サービスを開始

全 建 セ ン タ ー

　一般社団法人全国建物調査診断センターでは『大規模修繕工事

新聞』読者サービスとして実施している屋上・バルコニー防水と、

外壁や共用部塗装の無料調査・診断に次いで、新たに「給排水設

備現状調査サービス」を開始しました。

　コンサルタントや工事会社と接触する前に、給排水設備の現状

や改修履歴を把握しておきたいとき、全建センターが第三者の立

場で調査・診断を行い、客観的なアドバイスを行います。

給排水設備現状調査サービスの内容

○竣工時の機器、配管類の図面確認

○貯水槽、ポンプの状況、目視調査

○共用給水管、共用排水管の外観目視調査

○漏水履歴の報告書等の確認

○給排水修繕履歴の確認

●外壁、防水、給排水設備の

　無料診断の申し込み・問い合わせ先

一般社団法人全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278　FAX.03-6304-0279

E-mail  info@zenken-center.com

URL  http://zenken-center.com

1階住戸下、ピット内の汚水管、
排水管の様子

無料
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　File Data. 113　神奈川・相模原市／東急ドエル・アルス小田急相模原管理組合

管理組合

築20年超、初の大規模修繕工事
駐車場建物近接で仮設計画も難しく
　駅から徒歩６分、生活品は周辺ですべてが手に入る好

条件に立地する36戸のマンションで、築21年目にして初

の大規模修繕工事が実施された。

　管理会社の変更などもあり、平成27年12月に現在の管

理会社である日本住宅管理㈱リニューアル推進センター

による建物調査診断を実施。調査結果からコンクリート

の収縮や地盤の変化・振動等によって生じるひび割れの

発生、塗膜機能の低下、鉄部でのサビの発生等、遅れば

せながら改修工事の必要性が確認された。

　翌28年３月、日本住宅管理と設計・監理業務の委託契

約を締結。６月、マンション内公募で５社がエントリー。

見積もり比較により５社から３社に絞り、10月、ヒアリ

ングにて㈱ラクシーに内定した。

　翌29年７月、ラクシーから工事説明会資料、仮設計画

の提出、タイルの見本焼きの確認等が行われ、住民への

工事説明会を経て８月に着工。台風、長雨の中、年内完

成を目指して工事を進めている。

　物件の特徴としては、機械式駐車場が建物に近接して

おり、「仮設計画が難しかった」と施工者の営業担当が述

べている。工事期間中は住民の車両の移動先として９台

確保する必要があり、近隣の駐車場確保にも工事会社が

尽力したという。開放廊下と住戸の間が吹き抜けとなっ

ており、その部分にも足場を設置する必要があるなど、

他のマンションよりも仮設費用がかかったという点も

あった。

　もちろん、築20年超ではじめての大規模修繕工事とあっ

て、外壁でのクラックの発生や塗膜の剥がれが著しい状

況にあった。

　外壁仕上げ塗材が石調吹き付けもあり、また複数の防

完璧なバルコニーの養生汚れが目立った石調塗装面は、光沢の保持力・耐水性・耐候性などに
優れているアクリルシリコン樹脂塗料を塗布

10月中旬、大きな台風に備え
て、養生シートをたたんでいる
様子

近隣マンションを対象にした
工事見学会を実施

廊下側も吹き抜けで足場を
設置した様子を説明
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設計・監理者：日本住宅管理株式会社
■関東支店
　〒103−0022
　東京都中央区日本橋室町４−３−16
　柳屋太洋ビルディング４階
　☎03-6214-2512
代表者：盛　孝志　　創業：1977年（昭和52年）
資本金：5,000万円　　http://www.njk21.co.jp

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／東急ドエル・アルス小田急相模原大規模改修工事　
○建物概要／ 1997（平成９）年２月年竣工・RC造・地上６階建て・
１棟・36戸　○発注者／東急ドエル・アルス小田急相模原管理
組合　○設計・監理者／日本住宅管理㈱　○施工者／㈱ラクシー
○主な工事内容
共 通仮設／仮設事務所、作業員詰所、資材置き場、防犯対策等
直 接仮設／鋼製足場（枠組み、ブラケット足場）、飛散防止メッ

シュシート等
下 地・躯体補修／下地劣化調査、ひび割れ、鉄筋爆裂、モルタル・

タイル浮き補修等
シ ーリング／外壁・タイル目地、サッシまわり、建具まわり等
外 壁塗装／一般外壁、石調塗装面、廊下・階段・バルコニー天

井等
鉄 部塗装／玄関扉枠、メーターボックス扉、端子盤、共用部鋼

製扉等
防 水／塔屋、屋上、ルーフバルコニー、各階バルコニー、開放

廊下床等
清 掃・クリーニング／塗装・石調面、外壁タイル面、サッシ・

ガラス外面等
そ の他工事／各所ステッカー張替え、アルミ製面格子撤去・復

旧等
○工事期間／ 2017年８月～ 2017年12月

水工法を使用しなければいけない複雑な建物形状でもあ

る。このため、防水施工にあたっては通行止めをしたり、

事前に関係の住民への周知、説明等に苦慮したという。

　築20年超のため、工事計画で対象部位は多かった。し

かし当然ながら、修繕積立金にも限りがあるため、今回

は足場を架ける外壁改修工事、そして住戸に絡むバルコ

ニー等の防水工事を最優先とした。これらは、管理組合、

設計・監理者との話し合いで最終判断を下した。

　今回の大規模修繕工事は施工者であるラクシーを通し

て、近隣マンションを対象にした工事見学会も実施。見

学会当日も台風に見舞われたが、雨の多かった10月をや

り過ごし、なんとか予定通り年内に工事を完了すること

ができた。

タイル面の劣化（浮き）の状況 タイル補修の作業中 バルコニー天井の塗装。ロー
ラでできない部分を刷毛で調
整する

屋上防水は塩ビシートの機械
式固定工法を採用

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へ̶。
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総会決議無効確認等請求本訴、
組合理事地位確認請求反訴事件

平成29年12月18日　最高裁第一小法廷

─────
判例の広場
─────

●判決の要旨
　理事を組合員のうちから総会で選任し、理事の互選により理
事長を選任する定めのある管理規約を有する管理組合で、その
互選で選任された理事長職を、理事の過半数の一致により、解
任することができるとした事例。原審では、役員の解任は総会
の決議事項であるため、管理規約に違反している等、解任決議
の無効を認めていた。しかし、最高裁が一転、「理事長職を解き、
理事としたものであるから、この決議の内容が管理規約に違反
するとはいえない」として、管理組合側の主張を認める判断を
行った。

●事案の概要
　舞台は、福岡県久留米市のマンション（築４年・158戸＋店
舗１）。2013年１月、管理組合設立総会を開催し、役員を選出。
３月の理事会で互選により、Y氏を理事長に選出した。
　ところが同年10月、Y氏は理事会決議を経ないまま、他の理
事から反対されていた管理会社変更について、独断で臨時総会
の招集を通知した。
　こうしたY氏の行動に対し、10月20日の定時理事会（Y氏欠
席）で、出席した全理事の一致により、A氏を新理事長とし、
Y氏の役職を理事長から理事に変更する旨の決議を行った。
　また、Y氏は翌年の総会で理事も解任された。このため、Y
氏は管理組合に対し、理事会決議、総会決議等の無効確認等を
求めて提訴した。

●最高裁の判断
　役員の選任および解任については、総会決議を経なければな
らない。一方、理事の互選により選任された理事長については、
理事の過半数の一致で理事長の職を解任できると解釈するのが
相当である。
　よって、出席した理事の全員一致により、Y氏の理事長職を
解き、理事としたものであるから、このような決議の内容が本
件管理規約に違反するとはいえない。

●一審・二審は管理組合が敗訴
　平成28年３月の福岡地裁小倉支部の判決ではY氏の主張を認
め、Y氏の理事長職を解任した理事会決議を無効と判断。その

理事会決議で理事長職解任　理事の過半数の一致で可能に

後に新理事長となったA氏が招集した総会も「権限がない者」
が招集したものであり、総会開催の手続きに瑕疵があったもの
だとして、Y氏の理事長職解任を確認した総会決議は無効とし
ていた。
　また、同年10月の福岡高裁判決も地裁判決を追認していた。

管理規約の条文
第40条　管理組合に次の役員を置く。

（１）理事長
（２）副理事長
（３）会計担当理事
（４）書記担当理事
（５）理事
（６）監事
２ 　理事および監事は組合員のうちから、総会で選任する。

ただし、区分所有者が法人の場合は、所有する法人の役
員または従業員を代表者として届け出ることができるも
のとし、この場合は届け出された代表者を理事および監
事として選任できるものとする

３ 　理事長、副理事長、会計担当理事および書記担当理事
は、理事の互選により選任する

第41条 　役員の任期は、原則として２年とする。ただし、
再任を妨げない

２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする
３ 　任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任

の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う
４ 　役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその

地位を失う

第 53条　次の各号に掲げる事項については、総会の決議
を経なければならない

（１）～（12）　略
（13） 役員の選任および解任ならびに役員活動費の額およ

び支払い方法

大阪支店：（06）4804-3123  神戸支店：（078）646-3511
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関東防水管理事業協同組合

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

能力・意欲を増進させる人材育成6カ月コース

現場代理人研修プログラム修了！！全建センター
　一般社団法人全国建物調
査診断センターでは「マン
ション大規模修繕工事専門
の現場代理人」の能力向上・
生産性を高める人材育成６
カ月コース「現場代理人成
長プログラム」を実施。１
月13日に全プログラムを修
了し、代表講師の岡崎利正
氏から11人に修了証が授与
されました。
　講習は集合研修６回と通
信講座６回。講習過程の修
了者には修了証を発行しま

【グループディスカッションのテーマ例】
＜原因、対策について説明すること＞
① 台風情報があったため、メッシュシートの結束をより強

固にした際、足場部材が落下してしまった。
② バルコニーの複合防水の水勾配不良が生じた。既存およ

び改修（ウレタン防水+長尺塩ビシート張り）とも、ウ
レタン防水の厚み分（100mm）の段差が出てしまう。

③ 足場２段＋手すり（５スパン）が突風で倒壊した。外壁
が石張り仕上げで足場つなぎがとれなかった。

【問い合わせ・申し込み】
　一般社団法人 全国建物調査診断センター
　〒160−0023 東京都新宿区西新宿８−12−１
　　　　　　  サンパレス新宿603
　☎03−6304−0278　FAX：03−6304−0279
　E-mail： info@zenken-center.com

現場代理人研修プログラム修了証

す。講義は毎月１回、講義の終わりにはグループディス
カッションも行われ、研修プログラム参加者が意見を交
換しながら、自己研鑽している姿が印象的でした。

　深刻化する人手不足と、受注競争の激化は、マンショ
ン大規模工事業者の現場代理人の役割を大きく変えつつ
あります。
　このため工事業者にとっては、現場代理人の生産性向
上を目的とし、能力と意欲を増進させることが生き残り
の条件になってきました。
　管理組合にとっても業者選定の重要検討項目である現
場代理人の選考評価について、その指標となる業界初の
研修システムといえるでしょう。

グループディスカッションの発表風景

代表講師の岡崎利正氏から11人に修了証が授与された
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専有・共用部分一体で工事する必要あり
　昭和40 ～ 50年代に建設された団地やマンションの浴室
は、アスファルト防水を施した上にタイル仕上げを行っ
た浴室（一般的に「在来浴室」という）が多くあります。

　一般に浴室排水口は樹脂ライニングによる延命工法が
主流となっている。配管自体よりも排水金物や接続部分
の腐食が顕著になります。
　さらに経年が進むと、排水金物まわりに関係のないア
スファルト防水層からも漏水が発生するようになる傾向
が目立ちはじめています。

戸別リフォームでは対応できない

　在来浴室はスラブ下配管（下階天井内配管）のため共
用部分の範囲であり、戸別リフォームでは施工範囲外と
なるため、完全な対応ができないことは明らかです。
　さらにユニットバスへのリフォームが急増している今
日、排水口や排水トラップ部分を改修せずにユニットバ
スを導入してしまうケースが少なくないということが問
題となっています。
　タイル張り浴室の中に「ユニットバスを置く」戸別リ
フォームは、ユニットバスの排水を既存の古い排水口に

接続することになり、後日、古い排水口まわりを修理、
改修する場合、ユニットバスを解体しなければ施工でき
ないことが問題となります。

理想は管理組合主導の一体管理リフォーム

　現在の浴室排水口は今後増える戸別のユニットバスリ
フォームに対応できていません。
　既存の床面を改修せずに、ユニットバスの排水を放流
すると、排水口まわりの腐食、漏水事故など、悲惨な状
態になる事例が多数みられています。
　こうした事態を避けるためにも、管理組合が主導する
一体管理リフォーム、または管理組合主導の全体一斉工
事を選択することが賢明といえるでしょう。
　管理組合が一体管理する場合は、専有リフォームのガ
イドラインを作成し、浴室排水口など専有・共用部分の
境目にある重要な部分の取り扱いをしっかり記述する必
要があるといえます。

　この在来浴室は、排水口、排水トラップが専有部分（モ
ルタル、仕上げタイル）と共用部分（コンクリートスラブ）
にまたがり設置されています。

どうする？在来浴室排水口のリフォーム

浴室排水口まわりの断面図

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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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

横浜市「団地再生支援モデル事業」
地域福祉・交流拠点「カフェみなみ」オープン

南長津田団地管理組合
所 在 地：横浜市緑区長津田町

竣 工 年：1971年（昭和46年）竣工

建物概要：RC造４階建て・21棟・488戸

管理形態：委託管理

　　　　　（三井不動産レジデンシャルサービス）

　横浜市は平成25年度以降、住民が中心となって団地の

課題や再生に取り組む管理組合を対象に、「住民発意の団

地再生」を支援する「団地再生支援モデル事業」を行っ

ています。

　南長津田団地では、建設から45年を経過し、団地内の

住民約1,000人の高齢化率（65歳以上）が45％を超え、自

助・共助への取り組みが懸念されていました。

　こうした中、横浜市の団地再生コーディネーターとと

もの検討委員会を設置。住民の意見を広く求めるととも

に、団地中央にある集会所を整備し、地域福祉・交流拠

点「カフェみなみ」を増築。2016年５月にオープンしま

した。

　コーヒー、紅茶、日本茶等は１杯100円。カフェみなみ

運営委員会に登録する40人の住民ボランティアが交代で

接客しています。日に20 ～ 25人の利用があるそうです。

　高齢者だけでなく、子育て世代を含めた多世代が集ま

れる場とすることで、住民間のつながりが作れる、そん

な憩いの場となることが目標です。

南長津田団地 「カフェみなみ」の外観 「カフェみなみ」の内観 カフェ入口のスタンド看板
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株 式 会 社 ウ ィ ズ ア ッ プ
　大規模修繕工事の際は、窓まわりのシーリングの打ち

替えや塗装等により、工事会社から「網戸は各自で取り

外してください」と事前に言われることになります。

　そして外した網戸は「保管用の包装ビニールをお渡し

しますので、ご自宅の中に保存してください」などといっ

て、網戸を室内で保管しなければならなくなるのです。

　㈱ウィズアップ（本社大阪・和田哲弥社長）では、工

事期間中の網戸の取り外し・取り付けのほか、同社倉庫

での保管、網や網戸本体のクリーニング、張り替えを行

うサービスを行っています。

　取り外しから取り付けまで一貫したサービスなので、

居住者の負担が軽減されるといった利点があります。

　和田社長は「全住戸を対象とした網戸の張り替え、ク

リーニングの実施と保管のお問い合わせが増えています。

今後は作業場や活動範囲を拡大させ、さらにお客様に喜

んでいただけるサービスへと成長させていきます」と意

気込みを語っています。

大規模修繕工事期間中
網戸の保管・クリーニングサービスの現況

希望する住戸の網戸の取り外し

住民の希望により、預かった網戸の張り替えを行う クリーニングサービスも行う

預かった網戸を保管先へ運搬

●会社データ……………………………………………………………………………………………………………………………

株式会社 ウィズアップ
おそうじ相談室　フリーダイヤル0120-894-234　　E-mail：info@withup.co.jp　　URL：http://www.withup.co.jp

活動エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・大阪府・兵庫県

保管場所：①横浜市港北区　②大阪市北区東天満

作業実績：実施棟数　219棟　実施戸数　3,622戸（2017年12月現在）
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全建センター第32回「本音セミナー」
「大規模修繕100組合の教訓」から学ぶ事例研究と考察

11 ／ 26　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11月26日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第32回本音セミナーを開きました。
ここでは㈱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、「管理組合内の手続きや
合意形成に関わるもの」の一部を掲載します。〈構成：編集部〉

■よくある管理組合からの合意形成に関する「不安」事例一般
１． 大規模修繕工事議案の総会で反対！って多数の意見が出た

らどうしよう
　⇒昨今の分譲マンションの社会情勢にからみても、十数年経
てば大掛かりな修繕は必要だねということが、ほぼ理解・認識
されていますので、よほどのことがない限り、実例しても総会
時に反対の嵐が吹き荒れるということはありません。
　もしあれば合意形成の手続きに非常に乱暴なことがあったこ
とだけになります。

２． 総会や工事説明会に出席していない人が多くて、本当に賛
成してくれているのかわからない

　⇒そもそも通常総会でどれくらいの出席率がありますか？最
近、だいぶ下がっている事例のほうが多いですね。出る人が現
理事、次期理事で構成されている場合が多いですね。
　ただ、これが大事なところで、理事になることがバツゲーム
のように感じられる人がいますが、決してそうではありません。
　理事をやることによって、見えなかったものが見えてくる、
総会は出席したほうがいいんだなって気持ちを芽生えさせるこ
とが大事です。

３． 工事中にバルコニーの片付けや制約に協力をしてくれない
人が続出して、工事が進まなくなったらどうしよう。工事
中に「そんなことは聞いていない！」って人が出てきたら
どうしよう

　⇒では「なんて聞いていましたか？」と尋ねてみましょう。
　一定の経緯・経過の段階でいろんな発信をしているはずです。
工事にはこのような制約がありますということを何度も何度も

発信しているんですが、「そんなことは聞いていない！」とい
う人がいた場合、こうしたことは何月何日こうしたものでたく
さん発信していますよ、と事実の記録を履歴として置いておく
ことが必要になります。聞いていない方がいけないことだと思
わせることです。

４． 工事が失敗したら、他の人たちに責められる、責任をとれ
とか言われるのではないか

　⇒大規模修繕工事というのは「何もしない」という行為で、
例えば老朽化により（通常の保存行為や管理行為を怠り）、建
物内に水が入って、漏水等で被害住戸が発生した場合、民法上
の管理者、管理規約上の理事長が、その責任を問われることは、
正当な話としてありえます。

５． こんなに多額の工事費用を一度に使用して無駄使いだとか
非難されないでしょうか

　⇒「何もしない」「お金を使わない」ということがいいとい
うわけではなく、きちんとした修繕をやらないことのほうが、
いろいろなリスクを生みます。
　大規模修繕工事をはじめとした、大掛かりな計画修繕のため
に修繕積立金は積み立てられるものでありまして、逆に日常的
な管理に修繕積立金は流用できません。
　お金があるだけ使ったらいいのかというのではなく、そもそ
も修繕のために使うお金であります。ですから、これを適切に
合理的に使うためにどうしたらいいか、使う前提で１円も無駄
にしない方法はどうしたらいいのか、こういう発想の中で取り
組みをされたほうがいいと考えております。

■トラブルが発生しにくい環境を事前段階からつくりあげておく
　「知らなかった」「聞いていない」「対応する時間が足りない」
等、事前に知っていれば、そもそもトラブルにならなかったこ
ともあります。
　そのためには、工事前の説明会だけではなく、事前の計画段
階からの「知らせる」手法が重要となってきます。

紙 上 採 録

集会形式に
よる説明

（図）

広報物に
よる説明

・調査診断内容の説明会
・工事内容（設計）の説明会
・大規模修繕工事の議案総会
・工事着工前の工程等の説明会

・委員会、理事会での検討議事録の配布や掲示
・ 大規模修繕工事に関する検討のみを編集した読み

やすいニュースレターの作成と配布
・ 管理組合でネットウェブ環境が整っている場合は、

そこでのニュース配信
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理事長は住民への報告義務なし
書類閲覧等、規約への明文化を推奨
　理事長は、取り扱う業務について、総会で報告する義

務はありますが、住民に直接知らせる義務はありません。

　その根拠に平成４年５月22日の東京地裁判決（判例時

報1448号）があります。

　区分所有法上の管理者である理事長は、総会で選任さ

れた理事数名の中から互選によって選出されたものに過

ぎず、個々の区分所有者から直接、管理者になることを

Q53　住民からの度重なる質問、どう対応すればいいの？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　輪番制で理事になり、互選で理事長を受けました。

　そうしたら、ある時、ある住民（組合員）から直接、

自宅に質問状が届き、「文書で回答せよ」と書かれていま

した。

　また、電話でも、質問というより、延々とクレームを

言われることがあります。

　理事長といっても、管理組合運営についてはよくわか

りません。どうすればよいでしょうか。

ベストアンサーに選ばれた回答

委任されたものではないから、個々の区分所有者の受任

者であるとみることはできないというわけです。

　これにより、管理業務に支障を来すほどの執拗な問い

合わせや苦情について、理事長が個別に直接回答する必

要がないことが明らかになりました。

　同じような内容の訴訟では、平成13年10月の東京地裁

判決でも原告の住民が敗訴しました。法務省も「理事長

は個々の区分所有者は個々の区分所有者の受任者ではな

いので、総会報告でよい」との見解を示しました。

　ところが、平成28年12月９日大阪高裁で、住民が会計

書類等の組合資料の閲覧、組合員名簿の写真撮影を認め

る判決例が出ました。このマンションでは日常管理や修

繕工事において、理事会の組合運営に不信感を抱いたこ

とには相応の理由があったと判断されました。

　クレーマー的な住民がいる一方、理事会側に問題があ

る場合もあります。どこまで報告義務があるかどうか、

管理組合が管理している書類を重要性（プライバシーな

ど）に照らして分類し、管理規約に明文化することを推

奨します。

＜参考＞ NPO福岡マンション管理組合連合会・創立30周

年記念誌『管理組合読本』

　民泊新法が成立した。今
年６月15日が決定し、そ
の３カ月前の３月15日に
は事業者の登録が開始さ
れる。マンションを含め、
違法民泊が横行する中で、
新法の施行には問題が山
積みされている。

　国交省は民泊新法の施行に対応するためとして、マン
ション管理組合に対し、規約の改正、整備が必要だとい
うことで、規約案を発表し、説明会なども開催している。
　これはマンション管理の適正化を図ることを担当して
いる行政当局としては、本末転倒である。
　そもそもこれまで、相当数のマンションで、違法な民
泊によって騒音やゴミの放置などで多くの被害が発生し、
社会問題となっていることは周知のことであろう。
　大方の管理組合規約には住居専用の規定があり、その
規定によって短時間のおけいこ教室や学習塾も申請を受
け、許可したり、禁止したりしているところが多い。
　民泊というものが、それらに比べるとはるかに長時間、
周辺の住居に影響を与える行為であることは言うまでも
ない。
　それを「民泊は、通常の住居としての使用範囲」とい
う勝手な解釈を取り決め、「規約が今のままなら民泊でき
る」として、管理組合に改正を求めているのが今の実態

である。
　つまり規制緩和を口実にした一部の金儲けのために、
もともと何の規制もなく自立的に管理組合で決められる
べき規約を、こうすべきだという形で新たな規制を管理
組合に迫っていることにほかならない。
　規制強化ではないか。
　ただ、われわれとしては本来それぞれの現行規約で許
可、不許可の対応をすればいいのであるが、そのままに
しておくことでいっそう被害をうけることだけは避けな
ければならない。
　当面の管理組合としての対応については、次のように
考える。

① 理事会で「住居専用の規約は、民泊の禁止を含む」
という規約解釈を決めておく。総会で行えばもっ
といいが、理事会で十分である。

② ほとんどの管理組合で民泊反対の組合員が圧倒的
に多いであろうから、条件のあるところでは、「住
居専用」の部分に「いわゆる民泊は認めない」旨
の文言を加える。この場合、国交省の条文例では
抜け道があり、適切でない。

③ なお、居住者がいて行われるいわゆるホームステ
イは「民泊」に入らないと思われる。

民泊新法にどう対応するか
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12月5日付第423号・2018年1月5日付第424号「論談」より
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（前ページのつづき）
　民泊新法について、民泊はマンション住民の生活環境
を悪化させるものであり、「居住専用」の規約があれば民
泊は許されないこと、その上で念押しのため理事会で「居
住専用の規約のもとでは民泊は許可しない」との解釈を
決議しておくこと、さらに心配であれば、規約に「いわ
ゆる民泊は禁止」の条文を追加すること、などを前ペー
ジで述べた。
　それに続いて、民泊新法をめぐるその他の問題につい
て述べたい。
　第一は、そもそも民泊必要論の前提である海外観光客
の増加に伴う宿泊施設の不足は本当に事実かという問題
である。
　この間、日本中小ホテル旅館協同組合は「ホテル不足
はない」との趣旨の見解を表明、民泊新法には否定的態
度をとってキャンペーンを行っている。
　また、仮に施設不足が事実だとしても、何も住民生活
に迷惑をかけるマンションや一般民家の「活用」ではなく、
関係の中小ホテルや旅館の施設拡大への支援策こそ、行
政当局として行うべき施策ではないだろうか。
　第二は、常識に外れた解釈を、国交省など関係当局が

マンション管理組合に押し付けようとしていることであ
る。
　居住専用の規定があれば、その住戸はその住まいは営
業行為に使用できないのが当然である。
　多くのマンションでは短時間のお稽古ごとの教室や塾
などの使用にも許可申請をして許否を決めている。
　それを居住者が不在のまま宿舎として用いる営業とし
ての民泊が「居住専用」に当てはまらないのは常識である。
　政府が「住居としての使用の範囲」などと勝手に決め
る権限などまったくありえない。
　第三は、規約の改正を急かせる理由のひとつとして、

「いったんマンションないで1戸でも民泊の届出が実行さ
れたら、以後はその当事者の承諾を得なければ禁止でき
ない」かのような宣伝をしていることである。
　許可を得て営業をしていた商店の事後禁止ならともか
く、無許可のまま当局に実施の申請をしただけで、当事
者に拒否権が生ずることはない。
　そのことは、ペット飼育を禁止する既定の新設は当該
飼育者にたいする特別の影響に当たらないとした判決例

（東京高裁1994年８月４日）に照らしても明らかである。
（NPO日住協論説委員会）

民泊新法、なお多くの問題点
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●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。

13：30～17：00（日）3/25

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。

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

日　時

テーマ

会　場 ㈱住宅あんしん保証本社会議室

①コンサルタントと管理会社の本質解剖
②事例から学ぶ成功例、失敗例
③理事長のリスクを徹底研究

参加費 無料 定　員 30名

講　師 第1部：㈱リノシスコーポレーション
　　　　佐藤　成幸　専務取締役 （マンション管理士）
第2部：㈱KAI 設計
　　　　菅　純一郎　代表取締役社長

大
規
模
修
繕
工
事 

第
33
回
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大
反
響
！
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ル
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理
会
社
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き
合
い
方
特
集 

第
２
弾

　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。

　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

大規模修繕工事新聞 電子版 無料配信登録、受付中！

http://daikibo.jp.net/dregi

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。



一般社団法人 マンション総研・㈱住宅あんしん保証 

13：3 0 ～ 17：0 0
受付開始13：0 0

（日）日　時 無料 3/25　　　参加費 30人定　員

2018年

大規模修繕

第1部 第2部

選んではいけない
コンサルタントとは！
●管理会社やコンサルタントの実力の探り方
●コンサルタントに期待していいもの
●信頼できるコンサルタントの見分け方
●コンサルタント団体には注意しろ

●講師：㈱リノシスコーポレーション
　　　　リノシス総合研究所所長
佐藤　成幸　専務取締役 （マンション管理士）

理事長は楽しい！

●ゲスト
・鈴木寿一郎氏 （パークシティ溝の口管理組合元理事長）
・山本美賢氏  （パークシティ溝の口管理組合元理
事、一般社団法人防災ラボ監事、一般社団法人カワ
サキノサキ理事）
●司　会：　（株）ＫＡＩ設計 　　　　　
                  　菅　純一郎　代表取締役社長

理事長とリスク！理事長とリスク！

第33回
本音セミナー
第33回
本音セミナー

＜対話方式のトークショー＞

＜内容＞
●管理会社のぶっちゃけ話、その真実
●理事会の責任とリスク、現実対策
●組合運営の教科書は、事例から学ぶしかない



●講師：㈱ＫＡＩ設計　
菅　純一郎　代表取締役社長　
主に首都圏での修繕コンサルタント。実績は
豊富で現在、この分野で若手のNo.1コンサル
タントです。
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）他多数。
http://kaiseikkei.com　

●講師：㈱リノシスコーポレーション
　　　　  リノシス総合研究所所長
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講師
が、工事の初歩から業界動向まで組
合側の立場で解説してくれます。　
http://www. renosys.jp　

前回、対談方式のトークショーが大好評でした。
本音セミナーです。お早めにお申し込みください！

お申込みお申込み
一般社団法人 全国建物調査診断センター
E-mail： info@zenken-center.com
〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿603
☎ 03-6304-0278　FAX：03-6304-0279

●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 

管理組合名

代表者名

ご住所

ＴＥＬ

E-mail

竣
工
年

役
職

※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。

員
人
加
参
　
　
数
戸
総

セミナー申込用紙

FAX：03-6304-0279 便利で簡単、ネットでの
お申し込みは

http://zenken-center.com/semi3-25

第33回
本音セミナー
第33回
本音セミナー理事長さんへ

（日） 3/252018年
東京・京橋
定員 30 名
参加無料

詳しくは （般社）全国建物調査診断センター

理事長とリスク理事長とリスク
＜第１部＞
選んではいけな
いコンサルタントとは！

＜第２部＞

理事長は楽しい！
●対話方式のトークショー

●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。

https://youtu.be/QoB7Km_uflo
セミナーの模様（YouTube配信中）







一般社団法人 全国建物調査診断センター

●管理会社や工事会社などとの利害関係がない第三者により、   
　客観的なアドバイスが受けられます。

●修繕工事の受注を目的としていないため、管理組合の立場
　立った調査・診断・報告が行われ、安心して依頼できます。

●マンションに精通した調査スタッフが調査・診断します。

●わかりやすい報告書により、現状を正確に把握できます。

無料

一般社団法人『全国建物調査診断センター
給排水設備現状調査サービスのご案

コンサルタントや工事会社と
接触する前に、給排水設備の
現状や改修履歴を把握し
おきたい時



給排水設備現状調査内容

【給排水設備調査サービス】の流れ

お
申
し
込
み

出
提
ご
を
書
告
報

お申込み方法：下記に必要事項をご記入いただきFAX、メールまたは、お電話にてお申し込みください。

一般社団法人　全国建物調査診断センター
〒160 -0023　東京都新宿区西新宿 8-12-1 サンパレス新宿 603
TE L：03 -6304 -0278 　FAX：03 -6304 -0279 　E-mai l：info@zenken-center.com

　http://zenken-center.com/ts/

●竣工時の機器、配管類の図面確認

●貯水槽、ポンプの状況、目視調査

●共用給水管、共用排水管の外観目視調査

●漏水履歴の報告書等の確認

●給排水修繕履歴の確認

ネットからのお申込みは

※日程の調整は、当方から連絡させていただきます。
※内視鏡調査、抜管調査については別途ご相談となります。

役職

管理組合名

お名前

ご住所・部屋番号

TEL

E-mail

現状調査・診断
専門の調査員が給排水設備の状態を調査・診断します。

http://zenken-center.com/kht



一般社団法人『全国建物調査診断センター』の
建物診断サービスのご案内！

一般社団法人『全国建物調査診断センター』の
建物診断サービスのご案内！

毎月、先着10件まで
無料です。

毎月、先着10件まで
無料です。

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

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

●管理会社や工事会社などとの利害関係がない第三者により、客観的な
アドバイスが受けられます。

●修繕工事の受注を目的としていないため、管理組合の立場に立った
調査・診断・報告が行われ、安心して依頼できます。

●マンションに精通した調査スタッフが調査・診断します。

●わかりやすい報告書により、現状を正確に把握できます。

「大規模修繕工事新聞読者サービス」

一般社団法人　全国建物調査診断センター



建物診断内容建物診断内容

【建物診断サービス】の流れ

※日程の調整は、当方から連絡させていただきます。

お申込み方法：下記に必要事項をご記入いただきFAX、メールまたは、お電話にてお申し込みください。

　

管理組合名

お名前

ご住所・部屋番号

TEL

E-mail

役 職

目視調査を報告書として作成。

診断の
報告書を
ご提出

お申し込み

専門の調査員が屋上防水層や
外壁の表面劣化を指触・打診
して劣化状態を確認します。

〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿603

http://zenken-center.com/ts/ネットからのお申込みは

☎　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

●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）
●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・一部触診）
●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）を行います。

●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）
●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・一部触診）
●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）を行います。

●

●

●

●

●

●



4つの技術で紫外線から外壁を護る

ラジカル

ラジカルキャッチャー

HALSラジカルキャッチャー
極微量すり抜けた紫外線によって発生した
ラジカルは、HALSラジカルキャッチャーで
捕獲し全て無害化

シリコンレジン

UV(紫
外
線
)

超強力な結合エネルギーを持つ国産「高性能
シリコンレジン」で紫外線劣化を阻止

高性能シリコンレジン

UV

UVトラップ

UVトラップ
「高性能シリコンレジン」をすり抜けた紫外線を
「ＵＶトラップ」で無害化

UV

酸化チタン

ラジカルバリヤコート

ラジカル

ラジカルバリヤコート
酸化チタンへの紫外線到達を阻止しラジカル
発生を抑制

旧塗膜
下　塗

「ラジカル」の発生と活動を抑えることで、塗料の耐久性を飛躍的に向上させます。

これらの技術でフッソ樹脂塗料同等レベルの耐候性を実現！！

フッソ
樹脂塗料

シリコン
樹脂塗料

高い

安い

平均的塗替周期（年）
5 8 10 15

アクリル
樹脂塗料

ウレタン
樹脂塗料

アレス
ダイナミック

塗料の種類

い
良
が
性
候
耐

従来シリコン樹脂塗料

従来ウレタン樹脂塗料

10年 10年 10年

従来フッソ樹脂塗料 15年 15年

15年 15年

8年 8年 8 年 8年

塗替周期(年)
0 10 20 30 35

2回
塗替回数

2回

3回

4回

塗り替えサイクルコスト

水性反応硬化形ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料

高光沢完全水系工法高耐候 強力な付着性超低汚染防カビ・防藻

0 3‒5711‒8904【お問い合わせ】 関西ペイント販売株式会社 建築塗料販売本部
〒 -  東京都大田区南六郷 丁目 -


