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第 17 回枚管連通常総会 

日時 2022 年 9 月 10 日（第 2 土曜）     

場所 枚方市総合文化芸術センター 

本館 1F 創作活動室 

時間 13:30〜16:00（受付 13 時 15 分〜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方マンション管理組合連合会 

第 17 回通常総会 

第 17 回通常総会を開催いたします。送付してい

ます総会議案書をご一読願います。正会員（議決

権 1）の組合員の方はどなたでも出席し発言して

いただくことが出来ます。現時点で会場の入室に

人数制限は生じていませんが、新型コロナウイル

ス感染対策上、事前に必ず出欠の通知を頂きます

ようお願いいたします。当日は、手洗い、マスク

の着用をお願い致します。発熱、風邪のような症

状のある方は出席をお控えください。 

交流会「なんでも相談」 

 総会終了後、会員間の相互交流を促進するため

「なんでも相談」を開催します。 

なお、枚方市より塚本住宅まちづくり課長が来

賓出席されます。 

枚管連連絡先のご案内 

電話回線：０８０－７９６９－８９７２ 

メールアドレス：info＠ hirakanren.com 

枚管連 HP：https://hirakanren.com 
 

第 89 回交流会を開催 

6月25日(土)に枚方市総合文化芸術センター別館2

階多目的室にて、建築家･野口志乃氏を講師にお迎え

し、定例交流会を開催しました。 

 

【第１部】専有部リフォームの注意事項 

講師：北野工作室・野口氏 

「リフォーム」は実は和製英語で、通常、古く

なったものの原状回復の意味合いで使いますが、

現状よりアップデートさせる場合に使っている

「リノベーション」が、古いマンションでは必要

となってきます。そこで、間取り変更等のリノベ

ーションを申請されることも珍しくありません。

そうなると全体の設計との関係や、原状からの変

更について、共用部を管理する管理組合との協議･

確認が必要となります。 

このように、マンションは自宅だけが良ければ

よい、と言うわけにはいかないのですが、共有資

産であるマンションの管理についての意識を、業

者や購入者が十分持っているわけではないのが実

状です。 

マンションが皆で共有資産を管理するものであ

ることや、コミュニティの一員となることの認識

もなく、賃貸の感覚で入って来る購入者も多いた

め、リフォームに関する明文化（規約細則の定め）

が大切になります。 

ただ、マンションは一つ一つ異なり、ルールは

各マンションで自分たちで考え、検討、合意する

必要があります。管理組合には様々な家族構成の

方がおられ価値観も異なります。区分所有法では

マンション管理に全員が参加することが義務付け
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られていますが、住民同士の仲が良い、コミュニ

ティ形成がなされていることは、規約細則を定め

る合意形成のうえで、大変重要なことになります。 

禁止事項をはっきりと示す（電気容量等）こと

は、施主の際限のない要望をまとめる立場の業者

にとっても非常に助かります。 

ただ、禁止一辺倒ではなく、例えば古いマンシ

ョンではエアコンスリーブ（スリーブ：躯体を貫

通する穴）がついていない場合があります。慎重

を期す必要はありますが、鉄筋探査を行い、端の

方であれば小口径でスリーブを開けることは可能

な場合もあります。躯体だからすべてダメとして

しまうのではなく、開けることが可能な場所を提

示することも必要です。 

構造設計、設備設計一級建築士といった構造や

設備を判定できる建築士をアドバイザーとして活

用することも知っておくといいと思います。注意

すべきなのは、現場は、構造設計図のとおりでは

ない場合もあり、鉄筋探査等の調査等による確認

が必要ということです。調査や工事中に建物に関

する不具合が分かる場合もあり、すみやかに管理

組合に報告するように伝えておきましょう。天井

をめくると床版の鉄筋が露筋していたような事例

もあります。 

勝手なリノベーションはさせてはいけませんが、

流通市場の価値は保ちつつリノベーションをある

程度許容し、空き家が増えてしまうことも避け、

その基準をみんなで考えていこうとするマンショ

ンでありたいです。特に、すでに空き住戸が多数

生じているような高経年マンションは、より積極

的な努力が必要です。 

そのためにも、コミュニティ形成が必要です。

規約細則をつくるということは、そのマンション

の将来への方向性を決めることです。自分達の作

りたいマンションライフとはどういったものかを

考え対応していきましょう。 

問：スリーブを開けられる場所の根拠を教えて下

さい。小口径のサイズはどの程度でしょうか。 

答：ラーメン構造の場合、構造計算上は柱と梁で

もたせていますが、建物全体に及ぼすもろもろ

の影響を考慮し判断します。梁間の 3 分の 1 の

場所ならすべて可というわけではありません。

壁も耐力壁、非耐力壁とで扱いが大きく違いま

す。階数による荷重を考慮し、コンクリートの

増し打ちをした上で開口するといった方法もあ

り、すべて専門家の判断を要します。小口径は

100mm のイメージです。鉄筋の施工状況も確認

が必要です。 

問：二住戸間を行き来できるようにしたいと希望

がありました。 

答：物理的、技術的にできないことはないですが、

構造体上の担保が必要です。高さ 180 ㎝、幅 80

㎝の開口部を設けるとした場合、壁を厚く増し打

ちした壁で荷重を支えられるようにする方法はあ

りますが工事費、時間、音の問題を伴います。 

問：光ファイバーの配線が増やせませんでした。 

答：色々な業者がいますので提案を出してもらう

ことはしても良いのではないでしょうか。 

答（会員）：インターネット回線業者ニューロとＮ

ＴＴ隼の導入の調査をしてもらいましたが配線

設置が理由で不可でした。 

答（会員）：エアコンスリーブから通しました。 

問：遮音等級を現在の 45 から 40 等級に上げたい

のですが、費用等は高くなりますか。 

答：スケールメリットにもよりますが、高くはな

ります。 

問：工事同意書をもって業者がお尋ねすると居住

者が驚かれる場合があります。管理組合が承認

したとなると安心もされるのですが、説明会を

行ってもらった場合もありますが。 

答：そういった対応や説明をしてくれる業者でな

いと逆にダメだと思います。 

問：電気容量を増量する工事は大変でしょうか。 

答：戸数にもよりますが、思われる以上に高いと

は思えませんがいくつかの業者から見積を取る

必要があると思います。 

答（会員）：30 戸ですが幹線を増線しました。410 

万円、コンサル料約 30 万円含む。条件：空きパ

イプシャフトを使用しはつり工事なし。引込み

分電盤交換は希望者個人負担約 77 千円。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

［細則案作成例、手続手順等の講演資料を枚管連

HP の会員の部屋にもアップしていますので、理事

会でご活用ください。］ 

工事の際の注意事項（枚管連） 

感知器(自動火災報知設備)の移動：リフォームの際、

間取りの変更や天井撤去に伴い、感知器を移動・

移設する場合、工事の内容によっては増設が必要

な場合があり、消防署(予防課）に感知器の警戒範

囲の確認が必要になります。単に「天井クロス貼

替」とだけ申請にあっても、下地ボード共取り替

えるときは、当然に感知器を取り外し、場所を動

かすといったことはあり、間取りの変更をすると

感知器の個数増設が必要な場合もでてきます。 

感知器は、個人が寝室等に設置するのを義務付

けられた住宅用火災警報器とは違い、管理組合の

所有ですので、共用部分として点検・管理の責任

は管理組合にあります。そのため、感知器につい

ては理事会が消防署に確認する必要があり、施工
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業者と一緒に設計図持参のうえ出向くのが良いの

ですが、業者のみが行って、協議の結果報告を受

ける場合も多いと思います。注意点は、消防署か

ら、感知器の移設について設置場所の指定や、勝

手に間取り変更をしないこと、周辺仕上げ材料な

どについて条件付きで OK とする場合があります

が、施工業者がそれを管理組合に全部伝えないこ

とがあるということです。「消防署に確認済」と言

うだけだったり、協議に使った図面を差し替えて 

リフォーム申請を出してくることも実際に会員が

経験しました。  

交流会の前に、枚管連より枚方寝屋川消防組合の

予防課と協議したところ、消防署が施工者との協議

で確認した設計図に「受付印」を押し、各管理組合

が保管できるようお願いし了承を得ています。  

また、協議の内容についても管理組合から電話

で確認できます。施工条件等についても、消防署

側で書面にしてもらってください。消防からの書

面には、設置に関する確認と今後、将来にわたっ

ての注意が記載されます。 

この件は消防署側も真剣に受け止め、この対応

について枚方、寝屋川、津田の各消防署に通達さ

れています。 

リフォーム申請書は、消防署が確認した図面を

添付した上で、理事会は工事を承認し、工事終了

後は感知器の鳴動試験を実施し、感知器の周辺も

含めた写真も含めた報告書を受取り保管してくだ

さい。感知器の移動、増設については、管理組合

が消防署に確認する立場であると消防署も理解し

ていますので、心配せず問合わせしてください。 

交流会でお渡ししたリフォーム細則の作成例の

「様式(例)」の中で、「関係機関確認･協議･届出状

況」というのを設けています。ここに書かれた内

容をそのまま受け取るのでなく、協議内容を予防

課に確認する、添付書類については消防予防課の

ゴム印をついてもらうよう事前に言っておく、と

いうことがポイントになります。 

また、感知器の数が増えるときに、今後の感知器

の一斉交換の際、増設分については個人負担とする

場合は、規約細則等で明確にしておきましょう。 

配管工事の確認：キッチン等の移動がある場合、

給排水管は工事後に確認することが難しいため、

写真･図面を工事報告書に添付して貰いましょう。

また、原則として同じ種類の配管を使用する必要

がありますが、築年数がたっている場合、配管素

材について指定することもご検討ください。 

室内パイプスペース壁面へのインターホン設置： 

配管が通っている室内のパイプスペース壁に共

用設備であるインターホンを設置変更する場合、

その配線を壁内部に通す可能性があります。室内

のパイプスペースは専有部にあたりますが、配管

工事等の際にははつり工事もあるため、インター

ホンを一旦取り外す必要が出てきます。原状回復

も含めた費用は区分所有者の負担となる事を文書

で了承を得ておく必要があります。 

 

【第2部】コーヒータイム＆なんでも相談会 

問：消火器の数が多く交換費用をできるだけ抑え

て交換したいです。ホームセンターは安いです

が数個なら無償で引き取ってくれました。 

答：管理会社の見積は高かったので賛助会員に見

積を取りました。5 千円程度でした。 

問：雑排水管の共用部の配管の交換時期は国交省

のガイドラインでは 40 年くらいです。塩ビ管と

つなぎ手の接着の寿命はどのくらいでしょうか。

共用部だけでなく専有部の枝管交換も含めると

相当の費用が必用となります。 

答（野口氏）：ガイドラインはあくまで計画と考え、

まず全戸アンケートを実施し、ぼこぼことした

音はしていないか、詰まり臭いがないか確認し

異常がなければ問題はないと考えられます。フ

ァイバースコープで確認もできます。接続部は

確かにつまりの原因になることはありますが対

応することは可能です。 

答：雑排水管清掃の際、1 軒ですが、きれいになっ

た状態の配管をファイバースコープで写しても

らい、役員が確認しています。 

問：インターホンの基盤と言った交換部品が生産

終了すると連絡が来ました。 

答：インターホンの交換については長期修繕計画

にも費用計上があるはずです。賛助会員からも

見積がとれますので、相見積を実施し検討して

ください。 

問：機械式駐車場で錆がつくとのことで、カバー

をつけておられる方がおられます。錆止めを塗る

など業者も対策したのですが、今も使用されてい

て、カバーが飛んでしまったことがあります。 

答：カバーが飛んでしまうと機械式駐車場の故障

してしまいうので使用を許可しているところは

ないと思います。錆と言われる可能性の一つと

して、チェーンにグリースを塗りますがそれが

飛び散ると茶色で錆がかかっているように見え

る場合があります。以前に比べ駐車場の点検回

数が減ったことにより、業者がかなり多めにグ

リースをチェーンに塗る状態もあり、対応として

年に１回はグリースをふき取ったうえで塗って

もらうことも検討してみることをお勧めします。 

問：継続役員(一部役員が翌年度理事会でも留任す

る)の必要性を枚管連では推奨していますが、実
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際にされた組合での経験を聞かせてください。 

答：2 回理事長として対応し、2 回目の時点で半数

交代も導入しましたが、それでもその後、継続

性が持たなくなり、同時に管理会社の撤退の通

知が来たため、理事長に復帰しました。今後は

常時、継続理事と輪番制理事での両輪の体制が

必要と判断しています。 

 

枚方市主催「マンション管理基礎セミナー」  
枚方市主催による「マンション管理基礎セミナー」

が 9 月 19 日（月・祝）にラポール４階・会議室にて

開催されます。枚方市から各管理組合に案内が郵送

されますので各自お申し込み下さい。 

新型コロナウイルスの影響で３年ぶりの開催とな

りますが、枚管連も要請を受け講師派遣等、これま

でも協力しています。 

今年は「管理組合の課題対応の事例」として、枚

管連の 3 管理組合がインタビュー形式で、①機械式

駐車場の台数削減、②修繕積立金の値上げ、③管理

会社の変更 について、取り組みの紹介を行います。 

 

枚管連 HP がリニューアルしました        

https://hirakanren.com 

枚管連 HP が情報たっぷりにリニューアルされ

ました。マンション管理について、会員の実践を

含め多くの情報を取り揃えています。 

これまでの資料や会報のバックナンバーも整理、

更新のうえ、関係法令やガイドライン等の資料も

一括整理し、いつでもご利用いただけます。 

枚管連にご協力いただいています賛助会員の紹

紹介データも新たに設け、業種毎に掲載していま

す。今まで以上にご利用いただけたらと思います。 

マンション関連のニュース記事をピックアップ

するフェイスブック(facebook.com/hirakanren)

も併せてご覧ください。 

 
 

 

ご利用ください 

●管理組合の個別相談･支援 (随時対応) 

管理運営上の諸問題に、専門家も交え随時ご相

談に応じます(原則無料)。内容によっては出張に

て対応します。役員交代時の研修会は特に評価を

いただいており、各管理組合の状況や課題に応じ

て対応します。 

その他、ご遠慮なくお問い合わせください。 

 (事務局 ☎ 080-7969-8972) 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

◆枚管連のホームページがリニューアルし大変

嬉しいです。今まで保管してきた沢山の資料の確

認から始まり、移行作業は専門的なスキルも要

し、事務局職員 2 名の直営作業により終えること

ができました。併せて、賛助会員の鮫島氏にご協

力いただき本当に感謝しております。 

直営で急ぎ作業のため、拙い箇所はご容赦頂き 

改善、ご要望がありましたらお寄せください。 

◆7 月から新年度が始まりました。枚管連の活動

は他には例を見ない、真剣に管理組合運営を考え

ていこうとする会員同士が協力することにより、

活動が長年続けられています。より一層活発な運

営を行ってまいります。 

［役員・職員を募集］ 

枚管連の役員や職員など、ご

協力いただける方を募集して

おります。会議は月一回にま

とめ、あとは役員メールで連

絡を取り合い対応していま

す。マンション関連情報や技

術をお持ちの方はもちろん、情報を集めたい方、

こんな内容を扱いたい、滞納対応をもっと知りた

い等、管理組合での経験を活かし、一緒に取り組

みましょう。(入口記) 


