
一 般 社 団 法 人 日 本 リノベーション・マネジメント協 会 

（2012 年度） 第 2 回 理事会 議事録 

 

 

日 時 ： 2013 年 3 月 8 日（金）14：00～16：30 

場 所 ： 事務所会議室にて 

出 席 者 ： 会 長 ： 岡 廣樹 

(敬称略)  理 事 ： 森田 富夫、小西 巌、三根 清、小田 和幸、呼子 政史、 

山之内 康之、谷垣 徹、草刈 保廣、小倉 正憲 

  社 員 ： 山本 隆彦、松田 築、松宮 博司、金本 康来、十河 恵理 

  委 任 状 ： 辻 裕樹、辻田 清輝、別所 宏昭、釜田 佳孝 

配布資料 ： 1. RMAJ 組織図及び会委員名簿 

  1-1 ホワイトリスト委員会発表資料 

  2. 仕様書委員会発表資料 

  3. 契約関係委員会発表資料 

  4. 広報委員会発表資料 

  5. 九州支部発表資料 

  6. 協会倫理規程 

  ７. 協会会費規程 

  ８. 協会相談受付規程 

  ９. 協会懲戒規程 

  １０. 旅費・謝金等支給規程 

  １１. 協会支部規程 

  １２. 第 3 回エコハウス＆エコビルディング EXPO 来店者リスト 

  １３. マンション快適管理フェア 

  １４. 大規模修繕工事瑕疵保険検査機関について 

   第 1 回理事会議事録 

会議記録の文責  ： 十河 恵理 

会議記録の作成日  ： 平成 25 年 3 月 21 日 

 

議事： 

Ⅰ．岡会長挨拶 

  ・日経アーキテクチュア 3/10 号の「見える化」特集に RMAJ の記事が掲載。 

  ・九州支部設立記念講演の参加者 50 名、全国紙の建設関連新聞社が数社参加した。 

   今後も時間を置かずにいろんなイベントを行っていきたい。 

関西支部、関東支部設立記念講演なども開催し、マスコミに掲載してもらい宣伝していく。 

  ・3/28 KSK と RMAJ 共催の講演会を実施する。テレビ局参加の予定あり。 

 

 



Ⅱ．検討事項 

1) 関西支部・関東支部キックオフについて 《岡会長》 

   RMAJ の決算は 3 月末、総会は 6 月に実施する。それまでに関西支部、関東支部のイベントは行い 

たい。6 月の RMAJ の総会の後に各委員会の総会を実施すること。各委員会の総会の中で記念講演

を（国交省の方、地方整備局建政部の方など）に講演をしてもらうなど、イベントを計画し今から準備を

してほしい。 

   中四国支部の設立、東海支部の設立に関しても、動いていきたいと考えている。 

 

 2)支部長について 《岡会長》 

  ・九州支部長・・・小倉 正憲 理事 

  ・関西支部長・・・小西 巌 理事 

  ・関東支部長・・・検討中 

 

 3）各委員会の方針及びメンバー選定について[資料 1] 

1．ホワイトリスト委員会 《森田理事》 [資料 1-1] 

【運営方針】 定義づけ、資格者の選定、委員会の設立、定期なホワイトリストの更新、違反者に関す

る処罰の規程の設置。 

【メンバー】 理候補者を募ります。副委員長 1 名、委員 3 名、アドバイザー数名を予定している。  

    岡会長＞ホワイトリスト委員会や倫理員会などは、できるだけ委員の名前は非公開にする。 

   2．倫理委員会 《辻理事》 

     欠席のため次回の発表とする。 

   3．オープンブック監査委員会 《十河》 

    【運営方針】 監査の時期を検討し、詳細を決定していく。 

    【メンバー】 山本氏、松田氏、岡会長を希望 

   4．見積・積算委員会 《楠山理事》 

     欠席のため次回の発表とする。 

   5．支部設立委員会 

    ・関東支部 《呼子理事》・・・次回の発表とする。 

    岡会長＞関東支部に関しては東京で検討し、4 月の理事会までには総会後のイベントまで計画を 

すすめてほしい。 

    ・関西支部 《三根理事》・・・小西支部長と検討中。次回の発表とする。 

    【メンバー】 小西支部長、幹事は検討中、事務局長 三根理事（事務局会社は㈱ウェイズとする） 

    ・中四国支部 《小田理事》 

    【運営方針】 九州支部の運営方針を参考に検討していく。今後のスケジュールとして、25 年 4 月より 

説明会を随時開催し普及活動を行うと伴に会員募集を開始する。２年度は初年度の活動と関連業

界団体との連携を図る。支部は広島とし、支所は岡山、四国、山陰の 4 ヶ所で運営していきたい。 

役員に関しては、できるだけ法人会員として入会してもらう。会員目標数は、法人会員 10 社、個人

会員 50 名、賛助会員を 30 名として行っていきたい。 

支部会議を 6 回/年、支所会議を 4 回/年開催していく。 



    6．事務局 《十河》 

    【メンバー】 鹿島建物事務部、マドック平元氏、ウェイズ脇氏、十河を希望するが、十河以外社員で 

ないため再検討する。ウェイズの脇氏は、関西支部にメンバーとして欲しい。 

    【運営方針】 次回の発表とする。 

    7．教育・資格制度委員会 《三浦理事》 

欠席のため次回の発表とする。  

8．仕様書委員会 《山之内理事》  [資料 2] 

    【運営方針】 1.大規模修繕に特化した仕様書の作成及び更新 2.新仕様・新工法の検討 3.設備 

     仕様書の作成 

    【メンバー】 立候補及び会長の推薦から選定していく。 

    9．契約関連委員会 《小西理事・山本氏》 [資料 3] 

    【運営方針】 1.RM 約款解説本の出版 2.契約書面（サンプル）の作成と協会メンバーへの公開 

     3.協会メンバー内外に対するセミナーの開催及び広報活動 4.大規模修繕で用いる業務と請負の 

     両約款（設計監理・責任施工方式） 

    【メンバー】 小西理事、山本氏、釜田弁護士、仁木氏、呼子理事を希望。 

    10．施工委員会 《草刈理事》 

     【運営方針】 ホワイトリストとなる業者を 200 社集めたい。 

      ・統括管理会社部会 《辻田理事》 欠席のため次回の発表とする。 

     ・専門工事部会 《別所理事》 欠席のため次回の発表とする。 

    11．広報委員会 《谷垣理事》 [資料 4] 

【運営方針】 1.広報活動のポジショニング 2.コンセプトは見える化のコミュニケーション  

3.情報の共有化 

【メンバー】 白木理事、十河を希望。 

山本氏＞施工体制マニュアルを HP にリンクを作成してほしい。KSK の HP から RMAJ にリンクする。 

12．九州支部 《小倉理事》 [資料５] 

【運営方針】 前回の報告の通り。会員の獲得と工種別のホワイトリストを作成し勉強会を実施する。 

社団法人としての協会の理念と実際入会する人たちの目指すビジネスの思いの差をコーディネート

していける方法を検討し会員獲得に繋げる。 

Ⅲ．大規模修繕工事瑕疵保険検査機関について 《住宅あんしん保証 北村様》 [資料 14] 

  ・資料 14 のとおり 

   RMAJ は、瑕疵保険検査機関委託業務として㈱住宅あんしん保証と契約をする。 

Ⅳ．各規程の内容検討 [資料 6、7、8、9、10、11] 

  ・支部規程について・・・（役員）第５条 副支部長は 2 名以内とする。監査は 2 名以内とする。 

  ・（地域・構成）第３条の各支部地域内で会員が登録した時点で、その支部は発足していると認識する。 

Ⅴ.顧問弁護士について 《岡会長》 

  ・釜田弁護士に依頼中。時期は未定。契約金額未定。【承認】 

Ⅵ．RMAJ パンフレットについて 《小倉理事》 

  ・マンション管理組合の名称が入っているものでなく、オフィスビル、商業ビル用に営業できるようオーナ

ー用のパンフレットを作成してほしい。 



  岡顧問＞マンション以外のパンフレットも作成していく。 

  ・現在のパンフレットを再度チェックし修正する。 

Ⅶ．エコハウス＆エコビルディング EXPO 出展報告 《十河》 [資料 12] 

  ・資料のとおり 

Ⅷ．マンション快適管理フェアについて 《十河》 [資料 13] 

  ・出展申込みを行う。出展費用について、会員企業から費用を分担する。 

Ⅸ．その他検討事項 

  ・新規申込者の承認について 《小倉理事》 

   1．アオケン株式会社（福岡市）【承認】 

  ・3/28（木）価格開示方式公開セミナーの案内及び営業のお願い 《谷垣理事》 

   RMAJ 会員にもメール案内を行う。 

 

 次回以降の会議日程 

   ・第 3 回 2013 年 3 月 29 日（金） 理事会 

   ・第 4 回 2013 年 4 月 26 日（金） 理事会 

   ・第 5 回 2013 年 5 月 未定  理事会 

   ・第 6 回 2013 年 6 月 27 日（木） 理事会/総会 

 

   場所 ： 鹿島建物総合管理㈱ 会議室 

   時間 ： 14：00～ 

 

以上 



会長挨拶 
 

基本理念 
 

協会定款
 

 

協会概要 
 

組織図 
 

組織機能 
 

従来の発注方式について 
 

第3の発注方式について 
 

オープンブックについて 
 

ホワイトリストについて 
 

RM協会へのお問合せ（法人） 
 

RM協会へのお問合せ（個人） 
 

トップページ > 組織図 

※当委員会組織は、今後の価格開示方式普及のための実務を行う必要があるため、実務のできる委員長が必要である。 

※RM業務のための資格は、日本CM協会認定ACCMJ、CCMJ資格の取得を奨励する。 

価格開示（オープンブック）方式が、マンション大規模修繕工事の常識を変える
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　　　ＲＭＡＪ
　一般社団法人日本リノベーション・マネジメント協会

　　仕様書委員会　計画案

１、大規模修繕に特化した仕様書の作成及び更新

 １）初版共通仕様書の完成

２）第2版へ向けての仕様内容の変更・追加案の検討と作成

３）ＲＭＡＪ会員への共通仕様の展開

２、新仕様・新工法の検討

１）各協賛メーカーからの新仕様・工法の情報収集

２）ＲＭＡＪ仕様の提案　（施工委員会、職長とメーカーを含めた検討による提案）

３）上記項目の他委員会との調整と検証・展開　（施工委員会・積算委員会）　

４）仕様書への反映

３、設備仕様書の作成

１）設備小委員会を立ち上げ仕様書作成への検討実施

仕様書の作成・更新 改訂

　　　　仕様の追加・検討・提案

　メーカー
　施工会社

職長

情報収集

　施工委員会

積算委員会

仕様書への反映

調整・検証・展開

委員会運用イメージ

会員・一般への展開・普及

B71851
テキストボックス
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【資料３】 

理事会配布資料  ＲＭＡＪ契約関係委員会 
2013 年 3 月 8 日 

 
１．委員会メンバー（案） 
希望メンバー構成 
※小西理事、山本（近住管）以外のメンバー 
・ 釜田弁護士 
・ マンション管理会社 
・ 建築設計事務所 
・ 専門工事会社 
・ その他 

 
２．ＲＭ約款解説本の出版 
・ 3 月末を目処に、鹿島出版会作成の第 2 稿ゲラに対する著者校正 
※現時点（3 月 5 日時点）における進行状況 

・ 約款等本文（180 頁）＋ＲＭ約款・ＲＭ委託書の解説本文（70 頁）については、釜田

先生による著者校正確認待ち。この確認後に、鹿島出版会に入稿。 
・ 上記の以外の原稿（約 30 頁）及び図表について、現在整備中。 
・ 当委員会としての当面の目標は、このＲＭ約款解説本の出版（４月出版） 

 
３．契約書面（サンプル）の作成と協会メンバーへの公開 
・ ＲＭ契約約款による契約で用いる契約書面（サンプル）の作成 
・ 契約書面（サンプル）の協会メンバーへの公開方法の検討 
・ 契約書面の事例収集 
※その他整備が必要な書面 

・ 見積書 
・ アットリスク特約の書面 
・ 建築士法２４条の７の書面（重要事項説明書） 
・ 建築士法２４条の８の書面（交付書面） 

 
４．協会メンバー内外に対するセミナー開催及び広報活動 
・ 教育・資格制度委員会との調整事項 

 
５．大規模修繕で用いる業務と請負の両約款（設計監理・責任施工方式） 
・ 上記約款をキーワードとした他組織（高住管など）との連携 
・ 上記約款について、協会メンバーへの提供（ＰＤＦ）の検討 

 
以上 



作成：平成25年3月8日(金)
広報委員会委員長　谷垣　徹

□広報活動のポジショニング

■組織機能

ホームページやセミナー、雑誌、新聞などの媒体を活用して協会の情報を発信し
あらゆる顧客(管理組合、管理会社、建設業関係者、官庁、等)に方針や政策、並びに
事業取組を理解いただき、協会活動への連携的な取り組みを促進する機能

発信情報によっては、マス媒体による無償報道も可能であるため、この視点からの
活動にも積極的に取組む

■組織連関

各委員会との情報の共有化、特に事務局との連携が重要

■活動内容 ■発信媒体

協会全体の情報発信 ホームページ

各委員会の情報発信 セミナー

その他 情報誌

新聞、TV等マス媒体

□コンセプト

□情報の共有化(収集)

■定期理事会

■事務局との情報交換(随時)

■その他

□委員会メンバー

■事務局

白木　事務局長

十河　委員

広報委員会の取組(案)

Vosual Communication

RMAJ 顧客

広報媒体
HP、セミナー、機関誌

お問合せ媒体
HP、電話、FAX

【資料4】



【資料5】

予算額(円)

Ⅰ.収入の部

１　会費収入 1,080,000

個人会員　 50名 今年度は、

支部交付金 1,080,000 法人会員　4法人　全額交付と仮定

２　事業活動収入 180,000

総会収入 60,000 30名×1回

講演会収入 120,000 30名×2回

資料頒布収入 0

3　雑収入 0

４　受取利息 0

　　当期収入合計 1,260,000

　　前期繰越予定額 0

　　収入合計 1,260,000

Ⅱ.支出の部

１　事業活動費 1,110,000

会　議　費 50,000

会　場　費 120,000 40,000×3回

旅費交通費 330,000

通信運搬費 50,000 電話代　切手代等

諸　謝　金 0

消耗品費 30,000

印刷製本費 100,000

広告宣伝費 25,000

委　託　費 180,000 事務委託費

設備・備品費 140,000 ﾊﾟｿｺﾝ代、その他備　

新聞図書費 0

支払手数料 5,000

雑　　　費 80,000 会計ｿﾌﾄ購入費及び保守料含む

　　当期支出合計 1,110,000

　　次期繰越予定額 150,000

支出合計 1,260,000

　　当期収支差額 0

　　次期繰越収支差額 0

ＲＭＡＪ九州支部　2013年度収支予算（案）

(自 2013年4月1日　至2014年3月31日)

科　　　　目 備　　　　考



【資料12】

第3回　エコハウス＆エコビルディングEXPO　来店者リスト（2013/2/27～3/1）

日付 会社名 氏名 役職 住所 TEL/FAX 備考

2013/2/27 鹿島建物㈱ 宅　正雄 代表取締役社長 東京都新宿区市谷本村町2-1 03-5228-5152/03-5228-5159

鹿島建物㈱ 柴崎　慎也 代表取締役副社長 東京都新宿区市谷本村町2-1 03-5228-5152/03-5228-5159

㈱eライフ 渡辺　義則 環境企画室　室長 愛知県名古屋市中区錦2-15-22　りそな名古屋ビル5F 052-784-7058/052-202-1333

コンサルタント木村事務所 木村　惇 代表 東京都葛飾区高砂2-4-16 03-3673-3531

大間町議会議員 野崎　信行 青森県下北郡大間町大字根田内8-165 0175-37-5597 書籍希望

1 WIND　SPOT 周　順　軍 ディレクター 台湾

2 ㈱東京測器研究所 篠田　幸雄 営業部　企画技術課　課長代理 東京都品川区南大井6-8-2 03-3763-5611/03-3763-7348

3 タマキホーム㈱ 玉城　公之 代表取締役 沖縄県那覇市壺川1-12-8 098-831-9285/098-833-9229 東京営業所あり

4 ㈱ハマダ 浜田　智一 取締役 千葉県木更津市潮見4-14-9 0438-36-7721/0438-36-7734

5 (有)深野工芸舎 宮城県柴田郡柴田町入間田字鳥屋森96 0224-56-4042

6 中谷　治一 埼玉県さいたま市南区沼影2-12-3、2-501エステート浦和（公団） 048-864-8171

7 2013/2/28 ㈱きんでん 長嶺　正彦 電力本部　電力社会システム部　課長 東京都千代田区九段南2丁目1番21号 03-5210-7172/03-5210-7259

8 KSK 實松　幹次郎 理事 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号5階 06-6306-1133/06-6195-5414

9 NTTファシリティーズ 山本　雅道 安全品質管理室長 東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー 03-5444-5238/03-3452-3325

10 ㈱明林ホーム 後藤　健介 岐阜県各務原市各務おがせ町6-37明林ビル 058-384-5500/058-384-3344 書籍希望　築25年　

11 新日鉄住金エンジニアリング㈱ 金山　裕介 調達本部　調達企画部　調達企画室　シニアマネジャー 東京都品川区大崎一丁目5番1号大崎センタービル 03-6665-2557/03-6665-4803

12 ソノテック 長薗　祐光 東京都多摩市貝取2-12-1-304 042-373-4315

13 ㈱日刊建設通信新聞社 田中　良明 企画局　記者 東京都千代田区神田錦町3-13-7名古路ビル本館 03-3259-8716/03-3259-8730

14 三菱UFJリース 藤田　学 環境事業部　課長代理 東京都千代田区丸の内新丸の内ビルディング25階 03-6865-3464/03-6895-3512 マンション理事長（築7年目）

15 ㈱レーベンコミュニティ 熊谷　真悟 建物管理企画部　修繕企画課　課長 東京都豊島区池袋1丁目13番18号 03-5979-8590/03-5979-8513

16 清水建設㈱ 片岡　誠 技術戦略室　企画部　主査　工学博士 東京都中央区京橋二丁目16-1 03-3561-1260/03-3561-8533

17 石坂　信 墨田区本所4-11-7アーバンヒル吾妻橋 70戸　エレベータ交換、LED変更、太陽光パネル設置検討中

18 石坂　信 静岡県沼津市高沢町　高沢パークハウス803号 2012エレベーター交換済み

19 2013/3/1 鹿島建設㈱東京建築支店 金子　千秋 品質監理部　次長 東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル6階 03-5771-7831/03-5771-7832

20 ㈱創和 松山　諭 営業企画部 神奈川県横浜市中区住吉町1-6MPS関内1003 045-662-7636/045-662-7669 書籍希望　パークハウス鎌倉雪ノ下　（築9年目）

21 奥地建産㈱ 奥地　誠 代表取締役社長 大阪府大阪市中央区南本町4丁目1-8アルテビル南本町9階 06-6243-3700/06-6243-3710

22 塗装報知新聞社 有馬　弘純 記者 東京都新宿区矢来町3番地 03-3260-6111/03-3260-6116
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合　　　　　　　 計 556,500

備　考
＊出展申込締切り：平成25年3月15日（金）

小　　　　　　　 計　（　税　　抜　） 530,000

消　　　費　　　税　（　5 　　％　） 26,500

　※公演時間：30分

　※座席：40席／シアター形式

・PRセミナー 1 枠 100,000 100,000

　※展示会場内特設コーナーにて

　※パンチカーペット

　※インフォメーションカウンタ、パイプ椅子

　※100Vコンセント（900V、電気使用料込）

　※蛍光灯40W

　※システム壁（カラーは選択可能）

　※社名看板（20文字）

・レンタルパッケージAプラン 1 セット 80,000 80,000

・展示スペース 1 小間 350,000 350,000

　※1小間（間口3.0×奥行3.0m）スペース

品　　　　　　　　　　　　　名 数　　量 単 位 単　　　　　　価 金　　　　　　　額

FAX 03-6418-5797
折原

御見積合計金額 ¥556,500 合計 E-mail orihara@trso.co.jp

銀行振込にてお願いいたします。 〒150-0012東京都渋谷区広尾1-1-39　11階

TEL 03-6869-6352 担　当

トレードショーオーガナイザーズ株式会社

御支払条件

下記の通り御見積申し上げます。

件　　　　 名 【マンション快適管理フェア】
（朝日 住まいづくりフェア2013内）ご出展料金

平成25年3月1日
一般社団法人　日本リノベーション・マネジメント協会　御中

御　見　積　書







別室セミナー見積書
 差出人: 折原　弘晃（トレードショーオーガナイザーズ株式会社） <orihara@trso.co.jp>

 送信日時: 2013年3月4日月曜日 16:55
 宛先: honbu-info@rma-j.or.jp
 ＣＣ: 岡　廣樹
 件名: Re: 本日はありがとうございました：トレードショー折原

十河様
 
たびたび失礼いたします。トレードショーオーガナイザーズ・折原です。
先週の展示会はお疲れ様でした。
 
お電話にてご説明差し上げました通り、展示会場外・別室ご利用に関して。
＊１日／１部屋（４５㎡程度）：２１０，０００円（税込）
＊０９：００～１８：００
＊椅子、テーブルなど備品は別料金
＊４０～５０席程度（備品によって変わる可能性あり）
＊場所は展示会場とは別フロアーになります
 
お話の通り展示会場、協会様ブースより離れてしまい、
来場者様へご不便をお掛けする可能性があります。
よって、大変申し訳ございませんが、
こちら別室でのセミナー開催はお勧めできません。
 
そこで再度ご提案差し上げます。
＊協会様ブース内でミニセミナーを開催する。
＊ミニセミナー用スペースとお客様対応スペースを設ける。
　１小間→２小間、４小間、６小間など
＊イメージ（ブース規模による）
　１日３回（１１：３０、１３：３０、１５：３０）×３日間＝９セッション
　１０名×９セッション＝９０名
＊以下リンクに他出展社の写真をご用意しております。
    ダウンロードしてご覧くださいませ。
http://xfs.jp/JgDSS
 
ご不明な点は気軽にご連絡ください。
０３－６８６９－６３５２
取り急ぎ、よろしくお願い致します。
 
折原
 

From: 折原　弘晃（トレードショーオーガナイザーズ株式会社） 
Sent: Friday, March 01, 2013 9:10 PM
To: honbu-info@rma-j.or.jp 
Cc: h-oka@coop.kajima-tatemono.com 
Subject: 本日はありがとうございました：トレードショー折原

一般社団法人 日本リノベーション・マネジメント協会
十河　恵理　様
CC：岡会長
 
お世話になります。トレードショーオーガナイザーズの折原です。
本日はお時間をいただきありがとうございました。
RM協会様の益々のご発展に向け、弊社展示会をご活用いただければ幸いです。
 
ご提案差し上げました、以下項目のお見積書を添付させていただきます。
ご確認くださいませ。
　＊出展小間
　＊ブース装飾
　＊セミナー枠
 
また、展示会場外、別室でのセミナー開催につきまして
追ってご連絡を差し上げます。
 
ご不明な点は気軽にご連絡ください。
090-1750-5996
よろしくお願い致します。
 
----------------------------------------------------------------- 
トレードショーオーガナイザーズ株式会社 
折原　弘晃 / Hiroaki Orihara
 
〒150-0012 
東京都渋谷区広尾1-1-39　恵比寿プライムスクエアタワー11F 
TEL： 03-6869-6351　FAX： 03-6418-5797 

ページ(1)




