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いるが管理規約に代理権行
使が明文化されていないと
国交省「標準管理規約」今夏にも改正か？
きは、理事がその配偶者や
ＮＰＯ法人 埼管ネット 会長 佐々木 一
一親等の親族に委任する事
は適切でないと考えるべき
国 土 交 通 省 は、２ 月
〈検討会での主な論点（抄）
〉 である。
３、役員報酬
日、
「マンションの管理ル
１、外部の専門家の活用な
役員報酬の金額は、成果
ールに関する検討会」を２
ど、管理組合の業務体制・
等を評価する仕組みが整理
年６ヶ月振りに開催した。
運営の在り方
されていなければ、必要で
平成 年１月、標準管理
①高経年マンションの大規
ない費用を支出することに
規約の見直し・役員の成り
模改修や耐震改修等専門性
なる。公正取引に反しない
手不足等、マンションの第 や多額の資金のかかる事項
範囲で、妥当な水準を示せ
三者 管理者 管理制 度 検 討 が増加する一方、区分所有
るよう中立的な機関の活用
他、有識者による検討委員
者の高齢化や賃貸化・空室
等の工夫も検討する必要が
会を立上げたが、委員会の 化により役員の成り手不足
ある。
中から、標準管理規約にあ の懸念があることから、専
るコミュニティに関する条文
門家を活用した管理方式の ４、総会の議決の割合
総会の議決権は、各戸の
を削除すべきであるとの意 累計を用意していく必要が
床面積の割合に加え、建物
見が出され、マンション関
ある。又、利益相反の防止
係団体をはじめ多くの抗議
措置や透明性の確保が必要。 の価値割合（超高層マンシ
ョンの高層階と低層階を想
文が、国交省をはじめ委員
②外部専門家の適格性の確
定）も選択肢に加える。
会に出され、平成 年８月
保、チェック体制の充実、保
から委員会は中断していた。 証能力の確保も必要である。 ５、マンション管理組合と
自治会との関係、コミュニ
マンション標準管理規約
２、理事会における議決権
ティ活動について
の見直しを伴う主な論点と
の代理行使
①自治会は、強制加入団体
して、外部専門家の活用、理
理事会における議決権の
ではない為、
マンション管理
事の代理行使原則不可、価
代理行使は、区分所有法や
活動との関係、特に自治会
値割合に基づく議決権割合
標準管理規約に規定が無
費の徴収方法の改善策（管
制の導入、コミュニティ条
く、判例では、この代理権
理費と分離）を提示する。
項の削除 等、 点を挙げ、 行使は自治的規範として規
②「地域コミュニティに配慮
それぞれ方向性を示した。
約に委ねていると解釈して
24
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した居住者間のコミュニティ
の形成」の規定を見直す。
又、引用判例は、管理費
から自治会費の徴収を認め
ない判例だけを引用してい
る が 東 京 高 裁（ ・ ５ ・
）判決のように、管理組
合が町内会費の支払いを認
めている凡例等、反対例も
引用すべきではないか？
６、災害等の場合の管理組
合の意志決定手続き等
大規模な被災や突発的な
被災の場合には、理事会や
管理者が応急的な修繕工事
の実施が出来るよう、標準
管理規約に新たな規定を追
加する。
７、暴力団等の反社会的勢
力の排除
① 暴力団関係者への賃貸
や暴力団事務所としての住
戸の使用等、事実行為に対
応可能な暴力団排除条項を
選択肢として設ける。
② 暴力団関係者への譲渡
は行わない旨の取り決めを
区分所有者間で結ぶといっ
た対応が考えられることに
ついて、標準管理規約コメ
ントに加える。
24
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は建築基準法によって、建
物用途規模によって必要な
「二つの老い問題」
幅が決められていますが、
（人の高齢化・バリアフリー対策）
壁からの出が ㎝以内の片
側だけの手摺設置は残りの
幅が必用幅でなくなっても
が整備されていますが、分
よい緩和規定があります。
譲マンションでは、そこま
：両側に手摺を設置
での対応は難しいと思われ 〈備考〉
する場合は、手摺と手摺の
ます。
間で必用幅が確保できるか
分譲マンションのバリア
フリー化の箇所としては、 検討してください。
⑸ エレベーター籠内の手
下記のようなことが考えら
摺設置や車椅子対応の操作
れます。
盤や鏡を設地する。
⑴ 公道から敷地内に入
・共用部分の形状変更を伴
り、玄関ポーチ前までのア
うバリアフリー化の検討は
プローチ通路に段差がある
建築基準法やバリアフリー
場合は、段差部分に ㎝幅
化の基準を規定している各
のスロープを併設する。
種法律や設計指針を熟知し
⑵ 玄関ポーチ前からエレ
ている一級建築士に相談し
ベーターホール前までの通
て行うとよいでしょう。バ
路に階段や段差がある場合
リアフリー化の検討、スロ
は、階段や段差部分に ㎝
幅のスロープを併設する。 ープ設置改造工事などの設
計にあたっては、単に機能
又、スロープの設置と合わ
を満たすだけではなく、現
せて手摺の設置を行う。
在の建物のデザインに違和
⑶ 各階の廊下とエレベー
感のない形になるようにデ
ターホールに段差がある場
ザイン的な観点からの検討
合には、段差部分をスロー
と設計を行う事が求められ
プ化する。
ます。
⑷ 各階の廊下と階段に手
摺を設置する。廊下や階段
〈事務局〉

人の高齢化に対処した管
理組合のさまざまな人的支
援と共に、高齢になっても
自立した活動を行なえる高
齢者に対する物的支援とし
てのマンション共用部分の
バリアフリー化が求められ
ています。
高齢になっても自分の足
で動き回れる人が ％、車
椅子に頼ることになる人が
％といわれています。
其々のマンションの共用
部分の現状と物理的制約か
ら全ての高齢者に対応した
バリアフリー化が出来るか
もしれませんが、バリアフ
リー化の目標としては、車
椅子によって敷地内から共
用部分を通って自宅の玄関
内までスムーズに自分で移
動できるようにするといい
でしょう。
なお、公共施設などでは
視覚障害者の為の歩行ガイ
ドブロックや点字案内など
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納得、安心のできる管理

☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで

☆ 管理組合のニーズに合った管理システム

☆ 木目の細かい対応が出来ます

日本高層管財株式会社

本社東京都渋谷区代々木1‑19‑12新代々木ビル4階 〒151‑0053

ＴＥＬ03‑5388‑4471(代) ＦＡＸ03‑5388‑6463
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して「感謝」していると述
べていました。このような
チームワークがあってこ
そ、建替えは成功するのだ
と、あらためて再確認をし
ました。
立地等を活かした建築計画
来年９月の完成に向けて
基礎工事が始まっていま
す。組合員の希望から、氷
川 参 道 に 面 し た 立 地、環
境、景観に配慮した建築計

画とするなど、７階建て
戸 か ら 階 建 て １００ 戸
と、ほぼ倍のマンションに
「再生」をコンセプトとし
て高品位マンションに生ま
れ変わる予定のようです。

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｋａｎｓａｉ.ｃｏ.ｊｐ/

関西ペイントホームページ
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マンション建替え
円滑化法とは

マンションの建替えを円
滑に推進するため、区分所
有法に基づく建替え決議後
の手続きや手法を定めた法
律。平成 年 月に施行さ
れました。
主な特徴としては次の３
点が挙げられます。
・建替組合には法人格が与
えられ、契約等の手続きを
円滑に行うことができる。
・権利変換計画を定めるこ
とにより、従前の所有権や
抵当権を再建マンションに
円滑に移行することができ
る。
・建替組合が建替えに必要
な登記を、一括して行うこ
とができる。
（埼管ネット
諮問委員 柿沼英雄）


本社〒144‑0045 東京都大田区南六郷3丁目12番1号
ＴＥＬ.(03)5711‑8901 ＦＡＸ.(03)5711‑8931

建設塗料本部
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県内初の管理組合
発意による建替え

アフリーの未対応といった
こともあり、居住水準が昨
今の一般的な水準を満たし
ていないということも浮上
したのです。
耐震改修を検討しました
が、費用が多額であること
がわかり、それならば建替
えはどうかということにな
り、マンション建替えの円
滑化等に関する法律（円滑
化法）第 条による建替え
を、みんなで決断をしたの
です。
理事長のリーダーシップ
建替えに向けて区分所有
者が一丸となりましたが、
リーダーシップを発揮した
のが、管理組合と建替組合
の理事長を一貫して務めて
いる菊池昭夫氏。みんなの
意見をきちんと聴き、まと
めていった彼の思考とまと
め役としての手腕は、理事
長の手本として高く評価さ
れるべきでしょう。彼は、
組合員と、それを支えてく
れた建替えコンサルタント
である協同組合都市設計連
合、加えて事業協力者の大
和ハウス工業株式会社に対

低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料

低汚染形複合外装仕上工法

低汚染形セラミック変性ウレタン樹脂塗料

（特許 第２６１００８５号）

資料のご請求、
お問い合わせは

さいたま市の大宮高
鼻町ハイツマンション
管理組合は、１９８０
年に建設されました
が、区分所有者全員同
意のもとに建替えるこ
とになり、２０１４年
月に、さいたま市よ
り権利変換の認可を受
けました。これは、管
理組合の発意による埼
玉県内で初めての建替
えになります。
耐震診断の結果を受けて
当マンションは大宮駅か
ら徒歩８分、氷川参道の緑
道に沿って建ち、環境・生
活利便性ともに優れた立地
にあります。耐震診断を実
施した結果、１階のピロテ
ィ部分のＩｓ値が０・１５
しかないことが判明、大地
震においては倒壊する危険
性 も 指 摘 さ れ ま し た。ま
た、給水タンクやエレベー
ター等の設備の劣化やバリ

建替え後は、プレミスト大宮氷川参道とい
う名称になる
建替え前の大宮高鼻町ハイツ

10
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例えば、パソコンなどは数
年で使えなくなるので廃棄
することになります。しか
し、リスト上では、壊れた
ので、いつ廃棄したかを記
すのは当然ですが、リスト
からは除外せず履歴として
残します。
保管の期限
管理組合が続く限り、理
事会資料と議事録、総会資
料と議事録、工事記録（共
用部分はもちろん専有部分
も）
、図面等、会計に関す
る帳簿類、修繕計画と積立
金に関する書類は廃棄しな
いこと。管理組合で、それ
ぞれの保管期間を決めるこ
とも大切です。
県内のある団地管理組合
に提案した管理会社の文書
保管期間をみると、ある書
類について「永遠」となっ
ています。これは、管理組
合が管理会社に丸投げを
し、鵜呑みをして文書保存
規則に反映したのです。
法定保管期間を知ると同
時に、管理組合の継続性に
とって長期保管すべきもの
は何か、必要なことは何か

を見定め、できる限り長く
保管をするような仕組みが
必要です。
事務所がない場合の保管
保管にはスペースが必要
ですが、事務所等がない管
理組合も多く、理事長が預
かり、それを次の理事長に
渡していくという管理組合
も あ り ま す。こ の 方 法 で
は、全体として何があるの
か が 見 え ず、何 と 何 を 渡
し、預かったが非常に曖昧
であり、実際、図面が紛失
したなどの話に事欠きませ
ん。
これを改善するには、大
きなバッグと書類ケースを
用意し、ケースに番号等の
記号を付け、その中に何を
入れているのかのリストを
作成。リストを見てその中
身の文書等を確認して引き
継ぐことが必要になってき
ます。
そして、大きなバッグご
と次の理事長が預かるので
す。大 き さ は 変 わ り ま す
が、書記、会計などの担当
理事も同様に行うとよいで
しょう。

給排水設備工事
防音工事
建物・設備診断
◎
◎
◎
大規模修繕工事
各種防水工事
内装工事
◎
◎
◎

理事交代に伴い、引
き継ぎをしっかりと
管理組合役員からの相談
を受けていると、多くの管
理組合で引き継ぎが甘いと
思う事案があります。印鑑
や議事録などの書類を手渡
すだけということが慣例的
に行われているだけで、引
き継ぐ内容を新旧役員等が
理解していないことに不安
を覚えます。
引き継ぎリストで見える化
引き継ぎには、引き継ぎ
リストを作成。いつ、誰と
誰が、何を、引き継いだの
かをチェックします。同時
に、当該書類は存在したの
か否かということも記録
し、探したが見当たらなか
った、といったことも記し
ます。
リストは一度作成すれば
よいのではなく、欠落に気
づいた時点で追加し、不要
になったものは、いつ、ど
のような理由で不要になっ
たかを記し、次からはその
項目は引き継ぎしなくてよ
い旨を明らかにすること。

首都圏マンションリニューアル事業部
〒105-0003 東京都港区西新橋３丁目１１番１号
TEL 03-3433-0503 FAX 03-3433-0535
ＵＲＬ：http://WWW.KENSO.CO.JP/

東北支店・千葉支店・横浜支店・中部支店
関西支店・札幌営業所・福岡営業所
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～ Total でご提案します ～

大規模修繕工事から設備改修工事、内装リフォーム、

充実したアフターメンテナンス体制で培った信頼が、

世代を超えた永いお付き合いを実現しています。

給水管延命・更生工事
一、概要
最近のマンションは錆び
ない材質の給水管を使用し
ていますが、築 ～ 年以
上のマンションでは給水管
の材質は塩ビライニング鋼
管が使われています。内部
は塩ビで被覆されています
ので、直管部分はさびませ
んが、ネジを切るつなぎの
部分は十年をすぎるとさび
が発生し、十五年から二十
年の聞に延命・更生工事が
必要となります。いつ頃工
事を行わなければならない
かは内視鏡による調査や給
水管の一部を切り取って管
の肉厚を測定したりする調
査を行い決定します。
延 命 ・ 更 生 工 事 に は、
「錆びる」ことのメカニズ
ムから、中に通る水の性質
を変えてしまい、錆びにく
くすることで延命をはかる
工法と外科的手術によりさ
びを除去したうえで樹脂被
覆し更生をはかる方法と二
種類あります。前者は磁気

工法・脱気工法・セラミッ
クス法・カルシウム法・電
気防錆法等あり、後者はラ
イニング工法と呼ばれ、各
種団体や会社で独自の工法
を開発しています。
また、更生工事と併せて
継ぎ手や異種金属の接合が
多いメーターボックス廻り
などは更新工事とするのが
一般的となっています。
二、工事範囲と給水方式
更新及び更生工事の範囲
を決定する上で、公営水道
↓引き込み管↓受水槽↓揚
水ポンプ↓揚水管↓高置水
槽↓横引き管↓シャフト内
本管↓メーター廻り配管↓
専用部内配管に分けて検討
しなければなりません。ど
の範囲を更新し、どの範囲
を更生するかは、出来る範
囲で調査を行い決定します
が、工事のしやすさ・しに
くさも考慮します。また、
建物のライフサイクルを考
え決定することも大切です。
さらに、揚水ポンプ・受水
槽・高置水槽そのものは大
丈夫か、場合によっては直結
増圧方式に変更できないか

検討することも必要です。
マンションの給水システム
そのものを考え直すことが
出来るチャンスと言えます
ので専門家や水道事業体に
相談するとよいと思います。
専用部内配管の更生工事
や更新工事は区分所有者が
行うのか、管理組合が行うの
かと言う問題もあります。
更新工事は床をはがしたり
復旧したりする費用がかか
ります。管理組合が行うので
あれば管理規約上そうなっ
ているかの確認が必要です。
三、工事の費用と期間
工事の費用についてはメ
ンテナンス費用が大きなウ
エイトを占める工法（延命
工法）もありますので比較
検討を要します。ライニン
グ工事の概算は１００戸程
度のマンションで一戸当た
り二十万円から二十五万円
かかると言われています。
（メーター廻りの更新工事
も含めて）
ライニング更生工事は一
日から三日かかり、作業員
が住戸内に出入りするため
在宅していただくことにな

（鳥海順一）

ります。従って、かなり前か
ら居住者の皆さんに更新・
更生工事の必要性を理解し
ていただき、工事の前には
住民説明会を開催し、少し
でもトラブルを避けるよう
にしなければなりません。
この問題を放置しておく
と赤水が出ることはもちろ
ん、各所で漏水する事にな
ります。そうなってしまっ
たら更生工事は不可能とな
り大変なことです。早めの
調査・診断をして計画的に
対処していきましょう。
埼管ネットでは法律無料
相談会を毎月第一土曜日の
午後に開いています。工法
の決め方、施工会社の決め
方を管理組合の皆様ととも
に考えていきましょう。


工事後
工事前
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検索

住宅あんしん

までお問合せください！

「マンション役員研修会」

株式会社 住宅あんしん保証

一

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-1

会長 佐々木

案は受けるが決定は理事会
でします。
・管理業務の委託内容の履
行確認は忘れずに定期的に
行うようにします。
・管理会社とは、頼りすぎ
ないで賢く、緊張感をもっ
て付き合いましょう。
⑷ 定期的な広報紙発行で
住民と一層の連帯感を深め
ましょう。
（定型的な編集方法を決めて
おけば苦にならないでしょう）
・理事会報告や行動の案内
は月一回を目処に編集者を
決めておき、理事長（理事
会）が最終校正をします。
⑸ 任期中のみで終わらな
いのが組合活動です。
（維持・管理は永久に続き
ます 簡単な問題でも結論
は急がず、しっかりと引き
継ぎをします）
・管理費等の滞納状況の確
認は毎月行います。
・建物の長期修繕計画は、
五年を目処に必ず見直しを
する。
・継続課題の確認。
・管理会社の管理委託費の
見直しをする。 （ つづく）

『瑕疵保険』なら･･･

埼管ネット

に会して、
任期中に何をする
かを決めることが大切です。
役員の心構えとして「マ
ンション管理適正化法と標
準管理指針等」しっかりと
勉強をしてください。
⑴ 総会後に新・旧役員が
集まり、第一回目の理事会
を開きます。
・名前と顔の自己紹介をし
て、引き継ぎ式をします。
担当別に前役員から業務を
引き継ぎ書で受け取り、年
間スケジュール計画の主要
課題を再確認するのです。
・どんな会合でも必ず、書
記を決め記録を取り理事長
が保管・管理します。
⑵ マンションの基本を知
りましょう。
・規約（細則、契約書、名簿、
設計図書）前年度からの重
要引き継ぎ内容等を役員全
員で読み合わせをします。
・自分達の財産である建物
を一周しましょう。
・担当別書類も含め保管方
法と責任者を決めます。
⑶ 管理会社に一任しない
で自分達で考えましょう。
・管理会社からは管理の提

大規模修繕工事の

ＮＰＯ法人

む、又、マンションの価格
マンション管理組合の役
も 経 年 化 す る 程、下 落 し
員になったが、何をしたら
て、購入がし易くなってお
良いのか等、初歩的な電話
り、マンションの住まい方
相談が、昨年度８件今年に
入っても３件ありました。 も解からずに入居してくる
人も多いようです。
いずれも 年以上 年の築
この度は、そういう人達
年数を経たマンションに居
住されているとの事でした。 の為に理事長（理事）にな
「マンシ
埼管ネットでは、平成２ ったらという事で、
ョン役員研修会」というタ
年創設以来、毎年春と秋に
イトルで書いてみました。
開催している「マンション
管理組合実践セミナー」に
マンションの役員は、多
おいて、
「新役員研修会」
くの管理組合で輪番制がと
を取り上げ、 年間続けて
られ、役員の任務と役割に
参りました。
充分な理解のないまま選任
平成 年に、埼玉県が実
され、役員の任務に就くこ
施したマンション総合調査
とがあると思います。管理
でも、管理組合の管理・運
会社に委託していれば、最
営について、居住者の ・６
低限のことはできていると
％が無関心者であると報告
思われますが、マンション
されています。
の維持・管理の面からいえ
平成 年頃、埼玉県の各
ば、安心、安全な状況では
市において空き家条例が制
ないと思われます。
定されていますが、少子高
＊理事会役員になって最初
齢化により子供が巣立っ
て、両親が高齢化し管理の に何をするか？ それは、
集
楽なマンションに移り住
まり易い雰囲気づくりと一堂

住宅瑕疵担保責任保険法人

国土交通大臣指定
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日

所

時

平成

年６月 日（日）
時 分から 時 分
個別無料相談会

個別無料相談会と
第 回 春のマンション管理組合
実践セミナーのご案内

場

21

時 分開場
時 分 講演開始
越谷市中央市民会館 ５階 第４・５会議室
（東武伊勢崎線 越谷駅東口より徒歩７分）

ホームページからの情報発信 http://www.saikan-net.com/
事務局への連絡にもご協力ください

大規模修繕工事専門会社

実績に基づく豊富なノウハウ

充実のアフターケア

★事務局インフォメーション★

「相談員の方を募集しています。」
： 空いているお時間を、ＮＰＯ法人埼 管
ネット（埼玉県マンション管理組合・ネッ
トワーク）で、活動をしてみませんか？

：マンションの管理運営に関心が
あ る 方、 熱 意 の あ る 方 （ボ ラ ン テ
ィア）
、を募集しています。
１、応募資格
員等の経験がある方

①管理組合の理事長・理事・修繕委
②マンション管理士の資格を、取得
をされた方

Ｐ Ｍ ４： ）行 事 等 に よ り、土 ・ 日

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－５３－１２

（但 し、 二 つ の 条 件 に 当 て は ま ら な
い方でも、一方があれば是非お問い
合わせください。）
・管理組合からの相談対応・管理規約

２、業務内容
改正サポート・広報 その他
３、募集人員：若干名
４、 勤 務 日 ： 週 ２ ～ ３ 日 （Ａ Ｍ ： ～
出勤あり
５、勤務場所 ＮＰＯ埼管ネット事務局

日（火）

（さ い た ま 市 南 区 南 浦 和 ３ 丁 目 ３ 番
年６月

地 号・豊曜ビル２Ｆ）
６、 応 募 締 切 ： 平 成
ＰＭ５：

担当 佐々木・小島

７、お問合せ ＮＰＯ法人埼管ネット事
務局

ＴＥＬ ０４８ ─８８７ ─９９２１

〒337-0051

の改修工事実績と
経験はお客様からの信頼の証です！

第 ２ 事 業 部 （北関東支店）

00

30

1504
パスワード

saikan-user
ユーザー名
マンション Life バックナンバー

12

13

屋根防水工事の工法は、
様々です。各工法により、
①工事価格、②耐用年数・
改修後のメンテナンス費用
にも違いがありますが、素
人だけでは、その良し悪し
の判断は難しいものです。
ムリ・ムダのない改修を行
うために必要な情報を提供
します。
参加申し込みの詳細は、
近日埼管ネットＷｅｂに掲
載予定です。

00

http://www.ymgs.co.jp

FAX ０４８-６８７-１７２１

TEL ０４８-６８７-１７１０
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30

00 00

大規模修繕工事で管理組
合が考えなければならない
大切なこと。
『まちづくりと優良なス
トック形成』をテーマに越
谷市及び建築材料メーカー
に協力頂き、セミナーを行
います。
【セミナーテーマ】
１．
『良好なまちづくりの
ための外壁改修』
マンションなど大規模な
建物は周辺の景観に大きく
影響を与えています。外壁
の色を替える場合、周りと
の調和を考える必要があり
ます。越谷市で施行されて
いる景観計画と景観条例を
例に挙げ、管理組合として
必要な手続き、事前に検討
すべきことなどについて解
説します。
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