魅力ある環境
明るいマンション生活を考える
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鉄筋鉄骨コンクリート造
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96戸 築35年（1985年10月竣工）
更新履歴：直結増圧給水、共用出入口のバリア
フリー化
（第 1 期）
、外部建具断熱化を今期までに完了
来期は大規模修繕・バリアフリー化（第 ２ 期）
を予定
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新春のご挨拶！
ＮＰＯ埼管ネット

会長 栗 原 照明
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た。大規模修繕工事にも大き
な打撃となり、管理組合とし
て修繕時期の設定・工事費の
高騰などに神経質にならざる
を得ない時期を迎えておりま
す。 加 え て、 運 悪 く 不 幸 に
も、大規模災害に遭遇された
皆様方には、なんとお悔やみ
を申し上げて良いのかお気の
毒の限りですが、一日も早い
復興を祈念申し上げ、頑張っ
てこの難局を乗り越えていた
だきたいものと陰ながら応援
しております。ご心痛、お察
し申し上げます。
従来、マンションは災害に
強い建物であると誰もが疑い
もしない状況であったものが
一変。昨年秋、大型台風の直
撃により、首都圏のマンショ
ンでもＥＶホールが浸水、超
高層 階建タワーマンション
ですら、地下階にある電気設
備が水浸しになり、全階の電
気が消え、ＥＶが停止してし
まう状況が現れました。国土
交通省・経済産業省は、 月
末、
「建築物における電気設
備の浸水対策のあり方に関す
る検討会」を立ち上げ、対応
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し上げ、尚一層の努力を惜し
みなく御願い申し上げまし
て、新しい年に期待して参り
たいと存じます。

また今年は、私自身が実を
持って昨年迄に体得した教訓
を糧に、いよいよ本格的に、
自らの舵取りの下、率先垂範
して副会長ほか役員との連
携・協力の下、再生埼管ネッ
トを更に、尚一層ステップア
ップし充実して参りたいと思
っておりますので会員各位並
びに諸先輩方の温かい御指
導・御支援・御鞭撻の程、幾
重にも宜しく御願い申し上げ
ます。
昨年を省みますと、 月か
ら消費税 ％時代に入りまし

47

本年も前年に引続き、各人
其々が、希望に満ち溢れた悔
いのない人生を生き抜いて参
２０２０年の年頭にあたり、 れるよう埼管ネットと共に全
まずは、会員の皆様方並びに 力投球で邁進して参ろうでは
ご家族の皆々様方のご健康と ありませんか。
ご多幸を祈念申し上げます。
慌ただしく、無我夢中で過
ごしてきた一年間があっと云
う間に過ぎ去り、後半には、
大型台風が関東地方を直撃、
運悪く被災された皆様方には
お悔やみ申し上げ、一日も早
い復興をお祈り申し上げたい
と存じます。と云うのが正直
な感想であります。また、心
機一転、新たな気持ちで新年
を迎えられた方々には、過去
の教訓を糧に、一層の飛躍を
遂げられますよう心からお祈
り申し上げますと共に、陰な
がら、更なるご尽力を期待申
10
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偶然の一致ではなさそうで
す。 住 民 の 高 齢 化 が 進 む 一
方、巨額な建て替えは手が届
かない。ならば、住民にとっ
て住みやすい環境を再構築し
ていこう。
ご関係者の皆様、昨年にも
増して本年も皆様方のご活躍
と当団体の更なる発展の為に
も、今後共、マンション管理
に関する各種情報の提供、電
話や面談による相談対応、地
公体と連携したセミナーの開
催などの取り組みにより、皆
様方への支援を積極的に図っ
て参りたいと考えております
ので、引続き何卒、ご指導と
ご支援を御願い申し上げ、新
春の挨拶とさせていただきた
いと思います。 
以上

策の策定に動き出しました。 はないかと考え、検討を始め
抜本的な対応を期待したいと ているところです。
ころです。今後は想定外のマ
ンション被災も視野に入れな
また、昨年から全国のマン
ければならなくなったと受け ション・団地で１００年を目
止め、視野を広くして災害対 指す動きが出てきました。全
策を広めたいと考えます。
国マンション管理組合連合会
一昨年９月、北海道札幌市 （以 下、全 管 連）で も「１０
などを中心に、広範囲に一斉 ０年を視野に入れた長期修繕
に停電するブラックアウトに 計画を打ち出しました。
」
見舞われました。管理組合も
ブラックアウト現象に対する
備えを構築しなければなりま
せん。

『イベント民泊』協力を検討
今 年 は、 東 京 オ リ ン ピ ッ
ク・パラリンピックが開催さ
れますが、マンションのイベ
ント民泊に協力できないかを
検討しています。２年前、全
管連は民泊にこぞって反対、
９割以上の管理組合は、民泊
禁止の管理規約改正を行いま
した。
しかし、ホテル不足で混乱
は目に見えていますし、期間
限定のイベント民泊なら協力
はやぶさかではない、とする
連合会もあります。ここは、
柔軟に受け止めてもいいので
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五、さて、ここで管理会社
から一方的に管理費の値上
げを提示されたら管理組合
としてはどの様な対応すれ
ば、良いのか考えて見まし
ょう。
（１） 管 理 仕 様 の 見 直 し
（時間を短縮）や付帯設備
の維持管理を直接発注す
る。
（２）現状仕様での、他管
理会社へ見積りを検討し比
較検討するしてみる。
（３）自主管理にして、管
理人は派遣会社やシルバー
人材派遣会社に委託する。
また、管理会計は専門会社
へ依頼する。
などが考えられます。
六、マンション管理の主体
は、組合員です。区分所有
者自身です。
管理組合の将来に向け
て、管理費の使途、修繕積
立金の予算措置をし、適切
な支出など精査をすること
が、管理組合自身で行う事
が必要です。
「管理会社に任せておけ

ばよい」と言う考えは。こ
れからは通用しない時代に
なり、管理の在り方を見直
すという時代が来ました。
●マンション管理適正化法
第３条に定める適正化に関
する指針第５では、
「マン
ション管理士制度の普及と
活用について」の項目があ
ります。
マンションの管理は、専
門的な知識を要する事項が
多い為、国、地方公共団体
はマンション管理に特化し
た管理士を有効に活用し管
理組合は問題に応じ、専門
的知識を有する者の支援を
得ながら、主体性をもって
適切な対応をするよう心が
けることが重要である。
とされています。
管理会社から一方的に管
理費値上げや契約更新の辞
退などの通告があり、困惑
している管理組合運営があ
ったなら、ＮＰＯ法人埼管
ネット等、専門的機関に相
談ください。親切、丁寧に
対応致します。

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

管理会社からの一方的な管理費値
上げへの対応
土屋公司

に対し「管理費値上げに同
意下さい。値上げが無理な
ら解約させて下さい。
」と
言うのが、管理会社の実情
です。
四、その原因として、アベ
ノミクス働き方改革で定年
の延長があげられます。
今まで 歳定年で、企業
を退職した人が、マンショ
ン管理員に就業する人が多
かったが、企業が其の儘再
雇用、若しくは定年延長で
本人の希望により 歳まで
働 け る こ と に な り、其 の
儘、同じ会社に就業する人
が多くなりました。
この現象が管理員の成り
手不足に陥っています。
また、現在勤務している
管理員の給与の値上げ、代
替要員の最低賃金の値上
げ、管理費の高騰も原因で
す。
65

一、近年、マンション管理
会社が、いきなり管理委託
費の値上げ要請を迫って来
る。また、一方的に管理契
約委託更新辞退のケースが
増えています。
解約理由は、
「人手不足
で良質な管理が出来ない」
との事情です。
二、今迄、管理会社は受託
物件の拡大に企業買収、合
併など活発に行ってきまし
たが、今後、受託組合の増
大は行わず、採算の見合う
管理組合に対して、サービ
スの向上を図って行くと言
う理由で、管理業務に対し
「誰でも良いから雇って管
理員に充当させると言う方
針は今後できない。
」路線
変更は、苦渋の決断として
います。
三、収益採算の取れない小
規模なマンション管理組合

60

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

令和二年

謹んで新春の
お慶びを申し上げます
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マンション・建物

大規模改修

快適・集まる・改修力

■東日本リニューアル事業部

東京支店・東関東支店・北関東支店・南関東支店

《お問合せ》

（03）
3474-1941

■西日本リニューアル事業部
関西支店・福岡営業所

《お問合せ》

（06）6382-8410

http://www.ymgs.co.jp
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株式会社ダイフレックス
本社 マンション改修チーム
〒163︲0823
東京都新宿区西新宿2丁目4︲1新宿 NS ビル23階
TEL.03
（5381）
1188
http://www.dyﬂex.co.jp

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 3-11-1
TEL03-3433-0503 FAX03-3433-0535
URL：http://WWW.KENSO.CO.JP
～ 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。

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

千葉支店

横浜支店

JQA-QM6964

埼管ネット

︵埼玉県マンション管理組合ネットワーク︶

ウレタン防水のリーディングカンパニー

JQA-EM6433

「首都圏ﾏﾝｼｮﾝﾘﾆｭｰｱﾙ事業部」
中部支店

関西支店

札幌営業所

福岡営業所

特定非営利活動法人
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潤洋

主 税 局（１９５１） 固
｢定資
産の耐用年数の算定方式 ｣
上記を簡単に言えば、柱、
梁、床で構成されている構造
体は、ひび割れなどの不良個
所が適切に修繕されていれ
ば、コンクリート表しの状態
で１２０年程度、表層を吹付
タイルや他の仕上げ材料によ
り覆っている場合、１５０年
程度は使い続けることが可能
であると言っています。
少し昔は法定耐用年数＝物
理的耐用年数であるという誤
った情報もＷｅ ｂなどで散見
されていました。
左の写真は周囲を海に囲ま
れた日本最古の鉄筋コンクリ

ート造集合住宅「軍艦島にあ
る 号棟」設計は不詳 １９
１６年竣工、築１０４年
左の写真は世界初の鉄筋コ
ンクリート造集合住宅「フラ
ンクリン通りの集合住宅」設
計はオーギュスト・ペレ １
９０３年竣工、築１１７年

は認識されていますが、国交
省が公表している「マンショ
ン耐震化マニュアル（平成
年７月再改訂） 頁」には、
新耐震基準が適応されたマン
ションにおいても「構造上の
バランスが悪い場合は耐震性
が不足している可能性がある
ため、自らのマンションの耐
震性がどの程度の水準なのか
を知り、また、必要に応じて
耐震改修等の措置を講ずる必
要がある。
」と記されていま
す。

２6

②一方、旧耐震基準が適応
されたマンションでは、前出
の「マンション耐震化マニュ
アル 頁」に「特に旧耐震基
準のマンションの耐震診断や
耐震化のための措置は、マン
ションの適切な管理の一環と
して、管理組合や区分所有者
が積極的に取り組むべき事項
として位置付けられている。
」
と記されていますが、これか
らの未来へ向けて目標設定を
行うためには耐震診断のプロ
セスは必須であるとＮＰＯ埼
管ネットでは考えています。
耐震診断の判定には構造耐
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白倉

裕（１９７９）「建 築 の 維 持
管理」鹿島出版会
②鉄骨鉄筋コンクリート造
及び鉄筋コンクリート造の構
造体の耐用年数は、鉄筋を被
覆するコンクリートの中性化
速度から算定し中性化が終わ
ったときをもって効用持続年
数が尽きるものと考える。鉄
筋コンクリート部材の効用持
続年数として、一般建物般建
物（住宅も含まれる。住宅も
含まれる）の耐用年数は１２
０年、外装仕上により延命し
耐用年数は１５０年。大蔵省

30

２．耐震基準について
新耐震基準と旧耐震基準と
いう言葉は、管理組合理事の
皆さんであれば、ご存知だと
思います。皆さんのマンショ
ンは、どの様な状況でしょう
か。今一度、確認頂ければと
思います。
①現在、新耐震基準（１９
８１年６月１日以降に建築確
認申請受理）されたマンショ
ンであれば安全であるという
前提に立っていると一般的に

14

【住まいの長寿命化を目指すために】
長寿命化（１００年マンシ
ョン）を目指す上で、「うち
のマンションは何年持つのだ
ろう？」という疑問が皆さん
お 持 ち だ と 思 い ま す。 今 回
は、長寿命化を検討されてい
る理事の皆さんへ知っておい
て頂きたい情報を共有してお
きたいと思います。
１．構造体について
先ず建物の耐用年数につい
て、公に開示されている情報
から探って行きたいと思いま
す。
多くの分譲マンションでは
構 造 体 に 「鉄 筋 コ ン ク リ ー
ト」又は「鉄筋鉄骨コンクリ
ー ト」 が 採 用 さ れ て い ま す
が、その耐用年数の研究例と
して、以下が多くの解説書な
どで度々引用されています。
①実際の建物の減耗度調査
のうえ実際の建物の減耗度調
査のうえ、建物の減耗度と実
際の使建物の減耗度と実際の
使用年数との関係から、鉄筋
コンクリート造建物の物理的
寿命を１１７年と推定。飯塚
鉄筋コンクリートの効用持続年数イメージ

震指標（ＩＳ）を用います。
ＩＳは建物の強さと粘り強さ
を総合的に評価するもので、
その数値が０・６以上ある
と、新耐震基準が適応された
マンションと同等の耐震安全
性があるとされています。
ただし、全国的に耐震診断
があまり実施されていないの
が実態です。
耐震診断が、実行されてい
ない大きな理由は耐震診断を
行った結果、構造補強が困難
である状況に陥った場合を心
配し、躊躇している管理組合
理事会が多のだと思います
が、これからの中古マンショ
ン市場では、旧耐震基準のマ
ンションは、仲介が行われる
際に耐震診断や耐震補強が実
施されていなければ、中低層
の壁式構造などの構造上のバ
ランスの良い建物を除き、市
場価値は下がって行くものと
思われます。
今日の耐震改修工法は日々
進化しており、数十年前には
生活環境に大きく影響を与え
るため難しかったことも、生
活環境性能を大きく損なうこ
とのない工法が広く開発され

ており、選択肢の巾も増え、
居住者間の合意形成も行い易
い環境が整って来ています。
左の写真及び図は耐震補強
工法イメージ

これから益々、安心・安全
に対する社会の要請は高くな
って行きます。耐震診断の先
延ばしは、資産価値の低下を

招くだけではないことを考え
て行く必要があります。
３．これからの国策について
十数年前には旧耐震マンシ
ョンは壊して建替えて行くこ
とを意図した考えを推進する
社会の流れがありましたが、
現在では耐震改修ができない
施設や地域の社会的条件の変
化により建替えを余儀無くさ
れるまでは、
「既存ストック
の長寿命化」を先ず考えて行
く流れが徐々に広がりを見せ
ていると思います。
２０１９年 月 日に国土
1２

２0

交通省より「令和２年度 住
宅局関係予算決定概要」が公
表されました。その内容は年
始に次のように報道されてい
ます。
国土交通省は、老朽化した
マンションの再生に対する補
助事業「マンションストック
長寿命化等モデル事業」を創
設する。現在、築 年を超え
るマンションは全てのマンシ
ョンストックの１割に当たる
約 万戸に上り、今後 年で
４・５倍の約３７０万戸まで
増加する見通し。これら老朽
化したマンションの再生モデ
80

40
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（第128号）
（7）2020年 2 月 1 日発行

ルとなる事業を支援し、先導
的な長寿命化手法を全国に普
及させる。
年度当初予算案に事業費
億円を新規で計上した。国
交省は昨年 月、社会資本整
備審議会に「マンション政策
小委員会」を設置し、マンシ
ョン管理の適正化やマンショ
ン再生の円滑化を話し合って
きた。老朽化マンションの長
寿命化に対する支援措置も、
この中で議論されてきたも
の。
モデル事業では、マンショ
ン再生の検討から改修工事ま
でを支援対象にする。技術的
に困難な改修工事などで、先
導的な手法を取り入れた管理
組合などに対し、事業費の３
分の１を補助する。再生手法
の検討調査などに対しては、
定額５００万円を補助する。
モデル事業で支援を受けた
先導的な長寿命化の実績を蓄
積し、老朽化した全国のマン
ションに普及するのが狙い
だ。
年度には、マンション管
理の適正化を支援する「マン
ション管理適正化・再生推進
20

17

２0

10

事業」も拡充。次期通常国会
に提出するマンション建て替
え円滑化法改正案の成立を見
据え、地方自治体が実施する
マンション再生に対する規制
緩和、改正法に基づく新制度
の普及・周知などを支援す
る。
（日刊建設工業新聞電子
版より）

現在、技術的に難易度の高
い改修工事を検討されている
マンション管理組合にとって
は、区分所有者間の合意形成
のきっかけに繋がるのではな
いでしょうか。今後の動向を
注視します。
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2020年埼管ネット行事予定表
月

日

1 月11日

行事予定

会

場

仕事始め

月

日

役員会

事務局会議室

11日

組合管理運営相談会

12日

地域交流会
役員会

事務局会議室

8月1日

8 日 賀詞交換会

事務局会議室

8 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

22日

建物保全研修会

事務局会議室

役員会

事務局会議室

9月5日

7 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

7 日 建物修繕相談会
未定 土曜サロン or 地域交流会

3月7日

4月4日

役員会

会

7 月 4 日 役員会

11日

2月8日

行事予定

場

事務局会議室

4日

組合管理運営相談会

事務局会議室

事務局会議室

4日

建物修繕相談会

事務局会議室

川口市

未定 土曜サロン or 地域交流会・法律相談会

マンション集会室

役員会

事務局会議室

1日

組合管理運営相談会

事務局会議室

1日

建物修繕相談会

事務局会議室

13日～17日夏期休暇
役員会

事務局会議室

5日

組合管理運営相談会

事務局会議室

事務局会議室

5日

建物修繕相談会

事務局会議室

越谷市

未定 土曜サロン or 地域交流会・法律相談会

マンション集会室

事務局会議室

10月 3 日

役員会

事務局会議室

4 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

3日

組合管理運営相談会

事務局会議室

4 日 建物修繕相談会

事務局会議室

3日

建物修繕相談会

事務局会議室

18日

事務局会議室

17日

建物保全研修会

事務局会議室

マンション集会室

未定 土曜サロン or 地域交流会

建物保全研修会

未定 土曜サロン or 地域交流会
5月9日

役員会

事務局会議室

11月 7 日

9 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

9 日 建物修繕相談会
未定 土曜サロン or 地域交流会
6 月 6 日 役員会

マンション集会室

役員会

事務局会議室

7日

組合管理運営相談会

事務局会議室

事務局会議室

7日

建物修繕相談会

事務局会議室

マンション集会室

21日

法律相談会

事務局会議室

役員会

事務局会議室

事務局会議室

12月 5 日

6 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

5日

組合管理運営相談会

事務局会議室

20日

管理組合実践セミナー

越谷市中央市民会館（予定）

5日

建物修繕相談会

事務局会議室

20日

法律相談会

越谷市中央市民会館（予定）

26日

仕事納め

事務局インフォメーション
1 ．管理組合様のポストが設置されていない場合、理事長様宅の集合郵
便受けに「管理組合」の表示をする等のご配慮を御願い申し上げます。
２ ．マンション管理に関する相談は随時受付しております。相談希望日
の ２ 週間程度前迄に届くよう、TEL・FAX・郵送等にて事務局宛にお
申出下さい。相談希望日時は、相談対応者の都合もありますので、第 1
希望、第 ２ 希望の日時をご指定の上、申し出下さい。
3 ．昨年度より、メルマガの配信を開始しております。どうぞ遠慮なく

スマホ版ホームページ
の配信をはじめました！

ご活用下さい。まずは、機関誌「マンション Life」メルマガ版にご登録
を御願いいたします。
事務局連絡先／ Tel：048-887-99２1

FAX：048-887-99２4

e-mail：info@saikan-net.com/ （栗原個人）kuri1310_pro@yahoo.co.jp
パソコン版／ URL：http//www.saikan-net.com/
スマホ版／ URL：http//www.saikan-net/
メルマガ版／ URL：http//www.mag2.com/m/0001682307.htm

メルマガの配信をはじめました！

