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■２月２２日
―

枚管連第５３回交流会開催

『管理組合運営力の向上』を主テーマに会員の情報交換

―

２月２２日午後１時からひらかた北山アミスタ
集会所において、２２会員とお試し参加１名を含
む３３名が出席して第５３回交流会を開催。
前回１２月交流会に続いて、同じテーマを掘り
下げた情報交換をしました。
●管理会社からの自立と主体的管理
自己運営力があるが50％、管理会社などを主
体的に使っているが57％、コミュニティが良いが
32％という自己評価でした。
管理会社依存からの自立を目指し主体的に取
組んでいるが46％、改善の余地があるが54％で
す。
改善すべき分野は、管理会社の業務履行状況
を評価するが93％、主体的な理事会運営が67％、
主体的総会運営が47％の順でした。
委託管理契約の改善の余地・分野は、契約履行
状況の評価実施が71％、現行契約の範囲内で改
善を求める43％、履行状況の把握から始めるが
21％､次回契約改定交渉に反映するが21％でした。
すでに36％の会員が評価・改善要求をしており、
18％の会員が改善に取り組む予定です。
●管理組合運営力の状況と改善
運営力向上に向けた取り組み状況は、現在検討
中32％、検討予定18％、大きく改善すべき点がな
い25％、改善すべき点があるがとり組む予定なし
25％。
検討中又は予定の分野は、新役員への業務引
継、役員任期見直しや顧問・相談役制度等による
理事会強化、役員業務マニュアル作成、専門委員
会による理事会支援、等の順です。

●二つの老いに向けての取り組み
古いマンションほど住民の高齢化と建物・設備
の老朽化（二つの老い）の課題が表面化してきま
す。 二つの老いに直面しているが取り組みが遅
れている54％、直面してとり組んでいる11％、直
面していないがやるべきことはしている21％で
す。
とり組むべき具体的課題は ： 組合員の無関心
54％、管理組合の力量不足32％、管理費・修繕積
立金不足21％、建物設備の管理不十分21％。
●マンションの将来ビジョン
長期修繕計画の期間は30年程度です。２回目
の大規模修繕工事を実施した頃から、次の長期
修繕計画の見直しをするだけでなく、マンション
建設後50年、100年スパンの将来ビジョンを検討
し、合意すべき時期に入ります。
適切な改修を実施して100年以上先まで住め
るビジョンを持っている21％、長く住みたいがビ
ジョンなし36％、管理組合で検討していない43％
という状況です。
●旧耐震基準マンションの耐震診断・補強
旧耐震基準会員の状況は ： 耐震診断と耐震
補強をした22％、診断をしたが補強工事はまだ
33％、診断もしていない44％。
診断していない／補強工事をしていない理由
は ： 国の強制的指導と大きな補助、費用面で画
期的な工法がなければ実行できない57％、技術
面、資金面で難しくどうすれば良いか分からない
43％です。

●長期修繕計画の状況
現在の長期修繕計画の自己評価は ： 信頼でき
る32％、分からない50％、信頼性に乏しい18％。
実際の修繕工事との整合性は ： 概ね整合57
％、合っていない29％、経験なく不明14％。
修繕積立金の状況は ： 長期修繕計画と合って
いる46％、足りない21％、評価できない32％です。
－１－
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■大規模修繕のノウハウ
大規模修繕のキモ

2014/3/9

「大規模修繕に取り組もうとしている方へ」
その①

特に「施工業者選定の補助作業」を業務の一
つとして依頼する場合は注意が必要です。見積
もり依頼業者を公募するときに「資本金○○万円
以上」や「昨年の施工実績○件以上」などの条件
を必要以上に高めに設定すると、一定の限られ
た業者しか見積もり対象になりません。

３つの思い込みが高値契約に
マンションの大規模修繕工事に関して、会報で
経験組合の実例を掲載してきました。今回から数
回にわたって「 工事費 」関連に絞って緊急連載
します。大規模修繕工事はちょっとした思い込み
や勘違いで高値契約を余儀なくされることがあ
ります。第１回はこの点について解説します。

これらの業者が設計事務所と一定のつながり
があるところでしたら、設計事務所主導の談合
や彼らへのリベート支払いなどが当然のように
考えられます。これは建築士個人の問題ではな
く、業界が抱える構造上の問題です。結果的に工
事費は適正価格から大きく離れた高額となりま
す。

１．建築は専門家でないと分からない
―― ほんの少しの勉強を
建築に素人の理事や修繕委員の多くが「建築
は難しい」と感じているようです。しかし大半は思
い込みと言えます。新築マンションの設計や工事
をするのではないですから建築士に必要な専門
的知識は不要です。特に１回目の修繕工事は人間
に例えたら「擦り傷かかぶれ」を直す、一種の化
粧直しです。

３．時間的にもう後戻りができない
――仕切り直す勇気を
「建築業界と談合」は、古くて新しいテーマで
す。ある施工業者の担当者から「談合以外で仕事
を取ったことはほとんどない」という声が聞かれ
るほどです。このため複数社から見積もりを取っ
た結果、談合が疑われる数字が並ぶことがあり
ます。このとき、対応を間違ったら致命的な損害
を被ることになります。

ただ、少しは勉強し「クラック」や「エフロレッセ
ンス」程度の用語や、工事に関する最低限の基礎
知識は知っておくべきだと思われます。そのため
に大規模修繕工事に関する書籍やＤＶＤの購入費
用に仮に数万円使ったとしても、数百万～数千万
円の節約になれば、安いものです。

「談合を証明する証拠がないので、やむを得な
い」とか「時間的に後戻りができない」と判断す
るのは絶対避けるべきです。談合が疑われる見
積もりは、「入札不調」にするのが大原則です。つ
まり仕切り直しです。入札不調による「入札やり
直し」は公共事業などでも多く見られます。仮に
半年ぐらい工期がずれ込んでも談合による割高
な金額で契約するより正しい判断となります。

基本的な知識や用語を全く知らない状態でい
くら会議を重ねても効率的、効果的な工事実施に
は結び付きません。管理会社や設計監理会社、施
工業者との会合を考えた場合、「何を質問したら
いいのかさえ、分からない」からです。結果的に
「第三者に丸投げ」に近い状態に陥り「割高な工
事費の支出」につながります。

逆に談合が疑われる施工業者と契約した場合
は、理事会役員や修繕委員会役員に対し、「業者
から金品を貰っているのではないか」などの疑
惑を生む可能性があります。「痛くもない腹を探
られる」ことを回避するためにも、仕切り直しを
する勇気が必要です。

２．評判のいい設計事務所に任せたから安心
――談合主導やリベートも
大規模修繕工事全体を素人集団である理事会
や修繕委員会だけで仕切るのは困難です。その
ために、管理会社や設計事務所と設計監理コンサ
ルタント契約をするケースが多くあります。「他の
マンションやネットでの評判がいい設計事務所」
を選定するのは、間違ってはいませんが、「全面的
に任せても安心」は極めて危険な考えです。

＊次回は談合対策の具体例です。
（ 枚管連会員内マンション管理士 片山
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記 ）

NPO法人

枚方マンション管理組合連合会（枚管連）ニュース 第37号

2014/3/9

■エレベータ・リニュウアル（地震時Ｐ波対応型）工事について
ラウンドコート星ヶ丘

その②

【各社見積提示後の行動】
１． 乗場戸遮煙機能について
Ｂ社は当初から１階の１箇所でした。Ａ社は、当初
５階全ての５箇所の見積であったので、何故５箇所
必要なのか質問すると、消防署に書類を提出して
みないと判明しないとの回答でした。消防署に書
類を提出しそのまま認可されれば、５箇所設置し
なければならなくなるので、１階の１箇所に修正を
要求した後の金額です。又、集合住宅維持管理機
構・１級建築士の見解も１階は必要との事でした。
Ｃ社の見解は、必要ないとの回答でした。２階以上
は吹き抜けとなっているが、１階はエントランス内
に設置されるので、１箇所必要と思われましたが、
見積金額が高いので見積の修正は要求しません
でした。

３． Ｂ社については、保守定期点検契約に次の条
項が入る事を確認しました。
乙（Ｂ社）は、本契約に基づく業務の履行または
不履行に関して、乙の責に帰すべき事由により甲
または第３者に身体上あるいは財産上の損害を
与えた場合には、法令の定めるところによりその
損害を賠償するものとします。
又、裁判による紛争解決の場合、管轄裁判所は大
阪地方裁判所とする。（契約書を作成する場合地
元裁判所とする事が重要です）

２． Ｂ社にについては、当初、定期点検が工事後
３ヶ月無償、その後は月額48,000円でした。Ｂ社に
発注することを条件に、定期点検は、１年間無償と
し、月額40,000円にする事を要求し下表の金額と
なりました。

下表の最終見積を理事会に提案、Ｂ社に発注
する事が了承され、5月総会で決定、工事は9月
実施され、月末完成しました。

【３社見積比較表】
※価格は全て消費税抜き
エレベータの性能

本体及び工事価格
値引き金額
値引き後見積価格
値引き前金額として
上記に含まれる物
車椅子仕様
視聴覚障碍者対応
乗場戸遮煙機能１箇所
別途費用
モニター設置と既存防犯カメラ
５基取替費用

Ａ社

Ｂ社 ： 選択業者

Ｃ社

規格型機械室レス
９名 ６００kg
４５m／分
可変電圧可変周波数
電動機容量２．８kW
13,625,000
▲ 292,500
10,700,000

スペーセルＧＲ住宅用
９名 ６００kg
６０m／分
交流インバーター
電動機容量３．７kW
23,370,000
▲ 13,630,000
9,740,000

規格型機械室レス
９名 ６００kg
４５m／分
可変電圧可変周波数
電動機容量２．８kW
25,265,000
▲ 12,907,000
12,358,000

1,260,000
300,000
250,000

1,030,000
240,000
500,000

960,000
260,000
0

1,060,300

800,000

1,000,000

総会後防犯カメラ１基
追加発注費用含む
その他
工事中階段昇降機採用（２名）
定期点検３ヶ月１回 月額

1,230,000
40,000

1,057,200
40,000
最初１年間無料

次号に続く。
－３－

1,200,000
63,000

（ 岡崎

記 ）
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■会員紹介
Ｄ’グラフォート香里ヶ丘
当マンションは2006年9月に完成したブライト
フォートと2007年3月に完成したスカイフォートが
同一敷地内に建設された294個の三棟大規模高
層の都市型マンションです。
敷地はパイプシャッター及び塀等で完全区画
されており、ドアのオートロック鍵は二重に施され
て外部からの侵入は容易ではなく、大阪府の「防
犯モデルマンション」の指定を受けています。
駐車場は330台三層自走式、駐輪場も自走式
区画で、基本的に無料です。１階共用部には玄関
ロビー、エントランス、コミュニティルーム、アトリエ、
ウエルネス、パーティルーム、トランクルーム、自販
機２台があり、管理人の他、コンシェルジェが常駐
しています。他に冷暖房完備のバス待合所がバス
停に隣接する敷地内にあり、梅田まで雨具不要の
便利さがあります。
また、南海トラフ巨大地震対策として、三カ年
計画で防災倉庫を設置し、簡易トイレの他、救済

用機材、炊き出し用機材、食料等を多く備蓄して
います。
併せて、住民同士の交流の場として「コミュニ
ティを育む活動」を盛んに開催しています。例え
ば ： ①春のふれあい祭り、②餅つき大会、③地
元花火大会の応援、④毎月の食事会、⑤定期的
な除草と清掃作業、⑥地元小学校の夏祭りの参
画、⑦ふれあいサポート隊の高齢者助け合いの
取り組み、⑧子供映画会など ・ ・ ・ 。
枚管連に加入して日が浅く、マンション管理の
難しさを感じる今日この頃です。皆さんの指導を
受けながら快適マンションライフを目標に頑張り
ますので、よろしくお願いします。（ 御明 記 ）

■行事報告（２０１４年１月１日～２月２８日）
・1月13日 ： 枚管連会報第３６号発行
・1月14日 ： 第８８回理事会

・2月7日 ： 第８９回理事会
・2月22日 ： 第５３回交流会

■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。

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。

■その他の行事予定

第５４回交流会案内
日時 ： 2014年4月26日（土）13時～
場所 ： 市民会館３階第４会議室
共通テーマ： 「 各種修繕工事費用 」
自由テーマ： 「 何でも相談／情報交換 」
市内のマンション管理組合の役員、組合員の
方は、事前の申込みにより、どなたでも参加
できます。

日程未定 ： 第１４回大規模修繕工事研修会
日程未定 ： 第２回小規模マンション交流会
日程未定 ： 第１回長期修繕計画作成セミナー

■編集後記

（山本）

今年も早くも３月に入り、少しずつ暖かくなって
きて、寒いのが苦手な私にとってはうれしい限り
です。一方、いよいよ来月４月から、消費税が５％
から８％に上がってしまうので、少しばかり残念
ですが、丸３年を迎える東日本大震災の復興の
為だと考えれば、安いものかなとも思います。

問い合わせ先： 枚管連事務局 TEL 856-2084
＜枚管連会員現況＞
枚管連の会員数は、２０１４年２月２８日現在で、
団体加入は２９、個人加入は９、合計３８です。
会員管理組合の総戸数は約５６００戸です。
－４－
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*受付順に掲載

