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■６月２８日
―

枚管連第５５回交流会開催

『高齢入居者等への支援』を主テーマに会員の情報交換

―

６月２８日午後１時から市民会館第４集会室にお
いて、２５会員３３名とお試し参加者3名が出席して
第５５回交流会を開催。
今回テーマは今年度の会員の希望テーマラン
キング5位になり、初めて取り上げました。管理組
合の課題としてなじみが薄いテーマですが、高齢
化社会を反映しているようです。
65才以上を高齢者、75才以上を後期高齢者と
しました。

マンション内コミュニティによる
高齢者支援

事前アンケート調査とその結果の配布

【本人と家族の自己責任】
＊日頃の健康管理、＊友達つくりと助け合い、
＊コミュニティへの協力等
【自治会、老人会、ボーンティア団体等の支援】
＊暮らしの中での見守り・声かけ、＊通院・買物の
付添い、＊電球交換・小修理、＊交流の場等
【高齢者支援の協力体制つくり】
＊行政主導の校区福祉委員会、民生委員等との
協力、＊マンション内団体の協力による支援体制
つくり、＊要支援者の実情とニーズの把握等。

調査項目は：＊居住者の年齢構成把握度、＊高
齢者の比率、＊支援の内容、＊友人同士、老人会、
自治会、管理組合、ボランティア団体による支援
状況、＊管理組合による共用部分のバリアフリー
化と専有部分リフォーム支援の状況、＊高齢入居
者等に係わる住民間トラブル状況、等。
アンケート調査結果一覧表と総括資料を事前
に会員に届け、交流会ではその説明と意見交換
をしました。

マンション居住者の高齢化と世代交代

【コミュニティによる支援の限界】
＊介護保険制度による認定に該当しない場合に
は、コミュニティによる支援があれば、居住を続け
る可能性が高い。＊「要支援１・２」、「要介護１～５」
に認定された場合には、親しい友人あるいは家
族同様のおつきあいをしている友人による支援
がなければ居住を続けることは難しくなる。

会員の45％は住民の年齢構成をだいたい把
握し、55％が分からない。把握している会員の回
答結果は：＊１戸当たり人数は築10年程度で約3人
～築40年程度で約2人と漸減。＊居住者の内65才
以上居住者の比率は、上記の築年数に応じ、平均
約5％～約45％と漸増。＊65才以上一人住まい
の戸数比率は築７年程度なら数％と少ないが、築
40年にもなってくると20％弱と大きなウエイトを
占めるようになって来る。

管理組合が支援できること
【他のコミュニティ団体との協力・資金支援】
【共用部分の建物・設備のバリアフリー化等】
＊スロープ設置、＊手すり設置、＊エレベータ設
置、＊車いす仕様トイレ設置、＊集会所改修等
【専有部分リフォーム細則整備】
＊福祉目的のリフォームに配慮する。
【使用細則での共有財産使用と共同生活ルール】
＊高齢入居者等に係わる住民間トラブルに使用
細則を適用する場合、一定の配慮をする。
以上

築40年頃の高経年マンションでは居住者の年
齢分布のピークがおよそ70才になる。築年数が
さらに進むと独居住戸が増え、その後次世代の
入居者に交代していく。
マンションが適切に管理、改修されていけば、
建物設備は100年（3世代）以上、新築時に近い状
態で住むことができると言われている。
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「大規模修繕に取り組もうとしている方へ」
その③

見積もり回答が同じでも表２でしたら「談合さ
れたかも」と感じやすくなります。つまり設計価
格の妥当性が問題になります。最悪の場合は設
計事務所が「高めの設計価格」を提示して、談合
を仕切ることもあります。このため、設計価格の
妥当性の検討が不可欠です。この作業をしない
と、上記の表1の場合は「Ａ社は75％だから割安
だ」と勘違いをして契約する危険性があります。

設計価格と談合の関係
緊急連載の３回目は「設計価格と談合の関係」
です。一般的には設計事務所がマンションの劣化
診断などを行い、「この工事対象なら、このぐらい
の費用が必要」と算出するものです。管理組合は
この数字を参考に、工事対象部位の選定や予算
化などを検討します。

２．設計価格の明細の開示を求める
―― どんぶり勘定からの脱皮を

はじめての大規模修繕工事に取り組む理事会
や修繕委員会のメンバーの中には、設計価格を神
聖なものと勘違いするケースがあります。一般的
には設計事務所は、後で予算が足らなくなること
を回避するために、余裕をもって金額設定します。

設計事務所は設計価格に関しては「大枠（大項
目）と合計金額のみの提示」にとどまっているケ
ースが多いようです。この場合は「主要な小項目
の単価（明細）の開示を求める」ことが大切です。
開示に抵抗を示す設計事務所は問題があります。

その「余裕」は設計事務所や市場環境によって
少し変化しますが、見積もりの平均金額に対して
15～20％が多いようです。このため、談合等がな
ければ見積もり金額は設計価格に対して「70％～
90％」になることが多く見受けられます。もし、す
べての見積もり金額が「90％前後」でしたら、談合
を疑う必要があります。

設計価格が適切かどうかの判定は、多くの落
札金額や実際の市場価格との比較をしないと判
断できません。多くの見積もり金額ではありませ
ん。落札金額です。なぜなら見積もり金額には談
合だけでなく「事実上のお断り価格」が含まれて
いるからです。

１．設計価格によっては談合がやりやすくなる
―― 妥当性の確認を

３．「事実上のお断り価格」を見抜く
―― 小規模マンションは特に重要

設計事務所から提出された設計価格によって
は談合がやりやすくなります。表１は談合に気づ
きにくい例です。（考え方のための例示）

大規模修繕工事の工事費も需給バランスを色
濃く反映します。昨年夏ごろには消費税増税対策
としての駆け込み需要が急増し、「事実上お断り
価格」が多く発生しました。

設計価格
２億円
比率

（表１）
Ａ社
Ｂ社
Ｃ社
１．５億円 １．６億円 １．７億円
７５％
８０％
８５％

施工業者からみれば「すでに契約が満杯にな
っている状態」や「ほぼ満杯」の状態では「高値
入札のご挨拶価格」を提示するのは当然のこと
です。特に大手のゼネコン系や改修専門業者が
「儲けの少ない小規模マンションを回避」するの
は経営判断としてよくあります。

一見すると設計価格に対する見積もり比率は
75％～８５％で、問題がないように見えます。しか
し、大きなからくりがあります。表２は同じマンショ
ンでの見積もり金額ですが、妥当な設計価格が
１億6000万円だった場合です。

設計価格
１．６億円
比率

小規模マンションが施工業者の規模やブランド
力を最重視すると「事実上のお断り価格」や「談
合の高値価格」の見積もりばかりを徴取する危
険性があります。

（表２）
Ａ社
Ｂ社
Ｃ社
１．５億円 １．６億円 １．７億円
９４％
１００％
１０６％

＊次回は民間工事と談合・リベートです
（ 枚管連会員内マンション管理士 片山

－２－
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■会員紹介
中宮第４団地住宅
京阪御殿山駅から徒歩約７分、殿山百済通りに
面した枚方台地西入り口に当たるところに位置し
ております。近くに、御殿山神社、御殿山生涯学習
センター、殿山第一小学校、枚方第一中学校が歩
いて数分のところにあります。
団地の敷地内は緑に囲まれ桜も多く、約150m
にわたって桜並木が続き、春はすばらしい景観と
なります。
当マンションでは、４年前に屋上防水、３年前に
排水管更新工事／専有部、２年前に給水管改修
工事／専有部を行っております。
今後の課題は、数年後の「大規模修繕の外壁
塗装工事」他、様々あります。
（ 米澤 記 ）

「 資料 」 中宮第４団地住宅
総戸数
２４０戸
棟数
９棟（内１棟は集会所）
建築・分譲開始 １９６９年（昭和４４年）

枚管連の正会員数は、２０１４年７月１日現在で、団体会員は２８、個人会員は１２、合計４０です。
団体会員管理組合の総戸数は約５５００戸です。また、賛助会員数は２０です。

－３－
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行事案内
第５６回交流会
日時 ： 2014年8月23日（土）13時～13時30分
場所 ： リバティパーク枚方C棟集会室
テーマ： 「 来年度交流会年間共通テーマ選定 」

第９回総会
日時 ： 2014年8月23日（土）13時30分～
場所 ： リバティパーク枚方C棟集会室
総会終了後に記念講演会と懇親会を予定

※ ８月は、年１回の総会開催月となります。
交流会も同じ会場で、総会前に行います。

問い合わせ先： 枚管連事務局 TEL 856-2084

■新規入会 会員紹介
① 平成２６年６月
② 平成２６年７月

個人加入
個人加入

香里山ノ手ｱｰﾊﾞﾝｺﾝﾌｫｰﾄ
香里ヶ丘ウ゛ィアーレ

７０戸
１５８戸

寝屋川市美井元町
枚方市香里ヶ丘三丁目

■新規入会 賛助会員紹介
① 平成２６年６月

業種 ： マンションリニューアル工事
社名 ： 協立技研株式会社

住所 : 泉大津市なぎさ町6-1
きららセンタービル6階

■行事報告（２０１４年５月１日～６月３０日）
・５月１１日 ： 枚管連会報第３８号発行
・５月１２日 ： 第９２回理事会
・５月１７日 ： 第６回機械式駐車場交流会
・５月２５日 ： 長期修繕計画作成セミナー

・６月 ９日
・６月１５日
・６月２５日
・６月２８日

■NPO法人 枚方ﾏﾝｼｮﾝ管理組合連合会(枚管連)
枚管連は、枚方市内の分譲マンションの管理組
合が会員（個人会員も「可」）の自主的な集まりで
す。交流会を中心に、会員向け個別相談会、理事
研修会、修繕工事研修会等を行っています。この
活動は2009年度の国交省補助事業にも採択され
ています。

■編集後記

：
：
：
：

第９３回 理事会
管理組合用会計ソフト説明会
枚方市都市整備推進室との話合い
第５５回交流会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hirakanren.com
年会費

団体会員

12,000円 ＋ 比例費（ 戸数×90円 ）
比例費は256戸以上23,000円で固定

個人会員

4,800円

ＴＥＬ／ＦＡＸ ： ０７２－８５６－２０８４ （山田）
ｅ－ｍａｉｌ
： hda01561@nifty.com
お気軽にお問い合わせください。

（山本）

最近、特に何もしたわけではありませんが、急
に腰が痛くなりました。始めの３日ぐらいは、かな
り痛かったのですが、その後、普段の生活には支
障がない程度になり、腰に負担がかかる時だけ
痛みを感じるようになってしまいました。

友人には、もう年だからしょうがないと言われ
ましたが、今まで腰痛には全く縁がなかった自分
にとっては、かなりやっかいな事になっています。
今度、整体にでも行ってみようかと思います。

－４－

