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管理組合
File Data. 16

神奈川・大和市／藤和シティホームズ大和管理組合
工事データ
○工事名／藤和シティホームズ大和大規模修繕工事
○建物概要／ 1998年竣工・１棟40戸・SRC造・11階
建て ○発注者名／藤和シティホームズ大和管理組合
○設計・監理者名／㈱岡田建築設計事務所 ○施工者
名／シンヨー㈱ ○主な工事内容／コンクリート下地
補修（ひび割れ、浮きの補修）／タイル補修（ひび割
れ、浮きの補修）／ベランダ及び廊下床防水／鉄部塗
装／外壁改修（タイル面と塗装仕上げの面）／各戸の
郵便受け交換／各戸の玄関扉のレバーハンドル交換／
エントランス打ち放し面若返り工法／枠組み足場及び
仮設ゴンドラ／その他 ○工事期間／ 2010年９月１
日～ 12月25日

一部足場にゴンドラを使用
打ち放しにカビを押さえる工法

塩害、美観を著しく低下させるカビの発生などを押さ

１回目の大規模修繕工事ということもあり、一般的

える工法「若返りシステム」を採用した。

なコンクリートやタイルのひび割
れ、浮きの補修や鉄部塗装等が主な
工事種目であるが、１階に機械式駐
車場があることから、今回の工事の
大きな特徴は写真の通り、一部足場
にゴンドラを使用した。
また、打ち放しコンクリート特有
の滑らかな表面を取り戻すと同時
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に、鏡面剥離の原因となる中性化や

1 階部分に機械式駐車場があることから
枠組み足場ではなく、ゴンドラを使用

ゴンドラを吊るしている
屋上の機材設置の様子

ゴンドラは養生シートの内側に
このように配置される

マンションの顔であるコンクリート
打ち放しの意匠性を向上

11 月 27 日には NPO かながわ県央マン
ション管理組合ネットワークで工事見学
会を実施した

建設塗装工業株式会社

会社探訪

鉄道の橋梁保全を基盤にして長年培ってきた
伝統を改修業界に生かす

今こそ、マンションの改修工事に携わる職人の技量を見直すとき

東京・日本橋にあるリフォーム事業部の玄関
（ISO認証の盾とともに）

建物を造る、改修するといった技術は各職種に携わっ
ているすべての職人の技量に関わっているといえる。そ
の職人が各現場でその技術と実力を存分に発揮してはじ
めて立派な工事として建物が生まれ変わるといっても過
言ではない。
年前を比べると各現場で職人の技術が発揮されておらず、
本当にお客様に喜んでもらっているのか疑問だ」と本多
透常務取締役。

在

名

建設塗装工業株式会社

地

〒101−0047 東京都千代田区内神田３−２−１

リフォーム事業部 〒103−0021 東京都中央区日本橋本石町３−２−６
電

話

03−3275−3077
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http://www.kensetsu-toso.co.jp
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塚本

資

本

金

１億円

正雄

正 社 員 数 232人
現場代理人数 168人
過去３年間の改修工事実績
2009年度 170物件 33億５千万円
2008年度 155物件 33億１千万円
2007年度 145物件 31億８千万円

特

底できるとは考えられない」
マンションの大規模修繕工事は管理組合、居住者の一
惑わされることなく、信頼のおける業者に根拠のしっか
りとした金額で発注したいものだ。
そうした業者選定の上で、初めて職人の技量に目を向
けることができるのではないだろうか。

●企業データ

所

その原因はやはり安易な価格競争にあるという。
「専門の職人技が、常識を外れた安価な工事金額では到

大事業である。工事業者の見積もり金額の異常や安さに

ところが「改修工事業界にお世話になって30数年、数

社

鉄道沿線に立地するマンションの大規模修繕工事

創業以来、社会的インフラである鉄道の橋梁保全
を基盤にして永年培ってきた伝統を改修事業分野
色
でも受け継ぎ、その基本理念である「安全・技術・
信用」を堅持する社風を大切にしています。

1/30

10時〜

ご

案

内

大規模修繕工事
見学会＆交流会

エステ・シティ船橋管理組合（築15年・３棟・357戸）
では現在、大規模修繕工事に取り組んでいます。築60年
以上を視野に入れた建物の長寿命化の観点から15年保証
の品質にこだわった工事を進めており、他の管理組合活
動にも役立てていただきたいことから、工事見学会と管
理組合交流会を企画いたします。
施工は建設塗装工業㈱が担当しています。
日 時：１月30日㈰ 10時～ 17時
会 場：エステ・シティ船橋コミュニティセンター棟
２階集会室
住 所：千葉県船橋市藤原６−23−１
参加費：無料（昼食時にお弁当を用意いたします）
申込窓口：設計・監理者・㈱ボス建築コンサルタンツ
☎03−3770−1340 FAX 03−3770−1343
E-mail：boss@boss-ac.co.jp
詳細はHPに掲載しています。
http://www.boss-ac.co.jp
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マンションライフライター

新狭山ハイツ大規模修繕工事見学会・交流会

の

マンション管理に関係する公的機関や民間団体の紹介コーナー。管理
組合へのアプローチ、マンションへの取り組みをマンションライフライ
ター kitamiが活動拠点となる事務所やその他の現場にお邪魔します。

管理組合の横のつながりを作る機会
情報公開・共有化で役立てていくべき
今回は埼玉・狭山市堀兼地区の新狭山ハイツ団地管理
組合法人が行った大規模修繕工事見学会・管理組合交流
会にお邪魔しました。
基本的に管理組合の交流会ということなので、新狭山
ハイツ団地管理組合法人の取り組みについての話が前提
です。最寄駅から25 ～ 30分の古い団地では「資産価値が
下がることは分かっている」と中長期修繕委員会の毛塚
宏委員長。
「しかし」とここからが住民パワーのはじまりです。緑
の倍増、まるた小屋の自力建設、団地発NPOの設立など、
活発なコミュニティー活動が行政から数々の表彰を受け
ることになります。
今回の工事に関しては、３年をかけて32棟を同じ職人
に任せていることが特徴です。職人が自分の技量を存分
に出せるし、プライドもかきたてるでしょう。そうした
工事を他の管理組合に見学してもらうことも、情報の共
有化だと感じました。

12月5日、新狭山ハイツ団地集会所で行われ
た工事見学会・管理組合交流会の様子
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工事データ
○工事名／第３回新狭山ハイツ大規模修繕工事 ○建物概
要 ／ 1973年、1974年 竣 工・32棟770戸 地 上 ５ 階 建 て・PC
造、管理棟、ポンプ室、プラス２階建て店舗（５戸） ○
発注者名／新狭山ハイツ団地管理組合法人 ○設計・監理
者名／㈱ボス建築コンサルタンツ ○施工者名／日防技研
㈱ ○主な工事内容／共通仮設／直接仮設／下地補修／内
外壁、天井塗装／防水／鉄部他ボード、塩ビ類塗装／その
他／ ○工事期間／ 2009年８月～ 2012年８月

● この見学会・交流会に関する問い合わせ先 ●
第3回新狭山ハイツ大規模修繕工事
設計・監理者・㈱ボス建築コンサルタンツ

新狭山ハイツ団地管理組合法人の中長期修繕
委員会の毛塚宏委員長による、これまでのハ
イツの取り組みについての現場解説

☎03−3770−1340

FAX

03−3770−1343

E-mail：boss@boss-ac.co.jp

大規模修繕工事の設計・監理を行うボス建築
コンサルタンツの横超和夫氏

工事現場見学会の様子。管理組合同士の横の
つながりを作る機会とすることをひとつの目
的としている

手作り工作隊約40人によって丸太小屋を自力建設。10か月に及ぶ作業で1990年竣工。埼
玉県、狭山市の補助、伊藤忠記念財団の助成を得た。子ども図書館、ミニ集会所、高齢者のた
まり場として活用している

1998年から13か月かけて更地から池を造成し、
ビオトープを自力建設。2000年竣工。「わくわく
自然園を守り育てる会」が管理運営し、子どもた
ちの校外学習や環境教育の場として活用している

2000年、生ごみリサイクル事業を開始。年間11トンの生ごみを処理し、約2トンの有機堆
肥（たいひ）を生成。日曜菜園などに活用、近隣農家と連携し試験栽培も行っている

不況理由に積立金なしを総会で可決…
管理者責任は大丈夫？
「不景気が続く社会情

ンションの場合はまず管理組合の管理責任が問われ、

勢から、理事会が今後の

たとえ落ち度がなくても「民法第717条（土地の工作

修繕積立金の徴収は景気

物等の占有者及び所有者の責任）が問われることも

が上向くまで停止すると

ある」としています。

言っているが…」という
相談事例がありました。

管理組合の代表は理事長。区分所有法でいえば管
理者です。

当然このような理事会案を推奨できるはずもない

「必要な修繕が行われない状態が続き、マンション

と助言しましたが、総会で原案通り可決したとのこ

の物理的劣化に起因する事故によって住民や第三者

と。基本的には、私有財産であるマンション内での

にケガをさせるような事態が起こらないとはだれも

決めごとは、所有者同士の合意ですので、外部が口

いえません。多大な損害が管理組合や代表者に発生

出しするにも限りがあるのですが…。

する恐れもあります」と同弁護士。
◇

◇
2007年８月、京都でビルの外壁タイルが剥落した

◇

上記の相談事例マンションで万一のことがあった

事故がありました。落下したタイルの破片が散乱し、

ら、管理組合は区分所有者から賠償金や修繕費用を

さらに落下する危険から前面道路が通行止めとなる

徴収することができるのでしょうか。

騒ぎとなりました。この件で通行人等に被害はあり

問題は、そもそもそんなマンションの理事を務め

ませんでしたが、マンション管理に詳しい弁護士に

る勇気のある人はいるんだろうか、ということにも

よれば「もしも被害が出ていれば最終的には所有者

なりかねません。

責任の問題が発生する可能性もある」そうです。マ

ISO9001・14001 認証取得により、万全な品質管理と
環境に配慮した施工管理システムを構築致し、お客様
に安心とご満足を頂ける改修工事をご提供致します。
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大規模修繕保険加入のポイントは第三者による現場検査！
国 交 省 認 可

保 険 法 人 の 現 場 検 査 で「 安 心 を プ ラ ス 」

昨年７月からスタートした、施工後の工事事業者の不

ラスされる気がする」と好評を得ている。現場検査を実

慮（倒産等）に備えた大規模修繕保険。保険加入にあたっ

施し、現場検査に合格して初めて「保険証券」が発行さ

ては第三者（保険法人）による現場検査が２～４回実施

れる。大規模修繕工事を着工する予定のある管理組合は、

する。

今一度大規模修繕保険の加入を検討するべきではないだ

この第三者による検査が管理組合から「安心材料がプ
検査機関：
検査機関として実績のある日本ERI㈱、㈱東京建築
検査機構の他、全国400社の検査機関と提携
現場検査員：
㈱たてものの現場検査員研修を終えた約1600人の
現場検査員を全国に配置
事業者登録：
大規模修繕保険の加入には「大規模修繕事業者登
録」が必要であり、現在、約60社を超える施工事
業者の本店・支店・営業所が事業者登録を行って
いる

ろうか。

管理組合の資料請求先
一般社団法人全国建物調査診断センター
○大規模修繕保険「瑕疵保証センター」
〒231−0033 横浜市長者町５−56−２
☎045−250−6185 FAX 045−261−6033
※管理組合からの資料請求について
資料請求をする場合は①大規模修繕工事時期はいつか
②施工業者は決まっているか、をご確認の上ご連絡くだ
さい。資料の内容が異なります。
保険契約者は大規模修繕工事を請け負った工事会社と
なります。管理組合は工事業者に保険加入をご希望して
下さい（任意）
。工事業者は事前に事業者登録が必要に
なります。

保険利用の流れ
大規模修繕事業者登録

◀

保険契約申し込み

◀

①現場検査︵着工前︶

②現場検査︵工事完了時︶

◀

工事完了報告書

◀

保険証券発行申請

◀

保険証券・保険付保証明書の発行

伝統に培われた信頼と技術を提供いたします。
マンションの建物調査から大規模修繕工事まで

東海塗装株式会社
リニューアル事業部

たてもの株式会社は平成21年9月に国土交通大臣より
指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。
か

し

住宅瑕疵保険で

住まいの

安心

を、
お約束。

たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険

国土交通大臣指定

住宅瑕疵担保責任保険法人第6号

たてもの株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 保険営業部
TEL.03-3500-4770 FAX.03-3500-4775
URL http://www.nais-th.co.jp
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千葉・稲毛区／コープ園生管理組合

25年品質保証付き防水工事
コスト、耐久性で選択
築30年超の郊外型大規模団地の悩みは一般的に、住民の
高齢化と建物の高経年化による将来的な維持管理費の資金
不足。全国マンション管理組合連合会などでは、
これを
「２
つの老い」と呼び、研究・啓蒙活動を行っている。
ただし、実際に問題を解決していかなくてはならないの
が管理組合である。
コープ園生管理組合は屋上防水工事において、施工業者
３社から見積もりを取り、材料メーカーの比較でカスター
ジャパンの防水シートPOLYFINポリフィンを採用した。
選択した理由は25年の品質保証、35年の耐用年数。他２
社の10年、15年の保証期間を考えると、トータルコストで
は圧倒的な差ができることになる。
ポリフィンはドイツ製の防水シートで、改修工事でも下

施工前の屋上の様子

地を問わず、通気性・弾性・安全性にも優れ、保証はドイ
ツの保険会社がバックアップする。
製品としては次世代型の防水シートといえよう。

高圧洗浄後の溜まり水を目安として
下地処理を行う

シール材や接着材を使用しない工法によ
り、自走熱溶着機で接合している

◀ドイツからこの現
場のために来日し
た 工 事 監 督。40
年の経験を持つマ
イスター
次世代型のポリフィン防水シートを施工中

施工後の様子。25年保証の品質が大きな特徴

工事データ
○工事名／コープ園生（2010年度）屋根防水断熱改修工事 ○建物概要／ 1980年竣工・７棟242戸・RC造・５階建て ○発注者
名／コープ園生管理組合 ○設計・監理者名／㈱協和建築設計事務所 ○施工者名／㈱日装 ○材料製造／カスタージャパン㈱
○主な工事内容／屋上防水におけるPOLYFINポリフィン（熱可塑性エラストマー系ルーフィングシート）防水工事 ○工事期
間／ 2010年７月20日～ 11月30日
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第13回
一級建築士事務所

㈱リノシスコーポレーション

田

村

晴

久 さん
一級建築士

横

山

直

樹 さん
一級建築士

中央右が横山さん、左が田村さんとその他東京事務所のスタッフ（事務所内で撮影）

他業種と関係性のない第三者の立場で
住民の要望を受け入れる機会を多く持つ
一人ひとりの区分所有者、住民の意見や要望を受け入
れも含め、管理組合の意見、要望をできるかぎり反映し
た計画になるよう、アンケートのみならず、現場の調査、
設計説明会等を数多く開くことを心がけている。
工事の範囲、仕様を決定していく過程では、他業種と
関係性のない第三者の立場で、理事会や修繕委員会の理
解と納得がある上での進行に注力する。よりわかりやす
い資料提供やサンプル提示等にも配慮を欠かさない。
大規模修繕工事をスムーズに進めていくには、何より
合意形成に十分な時間と努力をさかなければならないと
考えるからである。
そのためにも、調査診断、設計、業者選択、工事監理
すべての場面で、その経緯の明確化と情報へのアクセス
を確保することは不可欠。理事会や修繕委員会の信用を
得なければコンサルタントの意味はない。

適時、適切、合理的で経済的なスケジュール管理、過
剰設計のないバランスのとれた計画の提案を目指す。
●会社概要 株式会社リノシスコーポレーション
●設立 平成元年４月 ●資本金 1,000万円
●所在地
東京事務所
〒132−0061 東京都新宿区市谷柳町32番地
☎03−5206−5789 FAX 03−5228−0456
横浜事務所
〒231−0003 横浜市中区北仲通２−17−２
☎045−227−5789 FAX 045−662−1457
URL：http://www.renosys.jp/
●主 な業務内容 ⑴マンションのコンサルタント（大規
模修繕等）⑵建物の調査診断 ⑶建物の設計 ⑷建物
の工事監理 ⑸特殊建築物等の定期調査報告 ⑹マン
ション管理組合へのアドバイス、その他関連業務
●社員数 39人（うち、一級建築士14人）
●過去3年間の大規模修繕工事の設計・監理実績
2009年 68件
2008年 62件
2007年 50件

リノシスの
業務コンセプト
対話重視
公正性・透明性
適時適切
（改修前）斜 壁部分が石調塗装仕上げとなってお （改修後）砂 埃の汚れ対策として、光触媒塗装を
り、学校のグランドに隣接しているた
採用
め砂埃の汚れが目立っていた

（改修前）ス チールの鉄骨階段の為、発錆・腐食 （改修後）メンテナンスフリーを考慮してステンレス
が目立っていた
製に。また、視覚的安心感と透過性に配
慮し、手摺子をパンチングメタルにした
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開放廊下の灯りは改修前、手摺壁に足元のフット
ライトが埋め込まれていたが、防犯性と経済効果
を考慮し、住戸壁側にLEDブラケットを新設した

107年

おかげさまで創業

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-20 電話：03-3293-4803 FAX：03-3293-4809

http://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jp

マンション外壁改修塗料
開 設
相談センター
●信頼・安心のホットライン。塗料のトップブランド
（塗料メーカーシェア No.1
株式上場一部会社）がマンション外壁改修塗料のご相談をお受けします。
●「無料外壁診断サービス」も実施中。お気軽にご相談ください。
●下記ホームページアドレスから、 マンション改修を応援します！！ を御覧下さい。
お問い合わせは

多年の実績と経験を持ち、優れた技術力を誇る当社へ̶。

関西ペイント株式会社・ 関西ペイント販売株式会社
[ マンション外壁改修塗料相談センター ]

☎

http://www.kansai.co.jp
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マンション駐車場

エトセトラ

①

駐車場不足、空き駐車場の増加、迷惑駐車、機械式駐車場にかか
る高いメンテナンス費や修繕費など、駐車場問題は昔からペット、
騒音とともにマンションの３大トラブルのひとつといわれていま
す。トラブルといわれるにはトラブルの根底に何があるのかを知ら
なければなりません。そこで駐車場問題の基本をまとめてみました。

その

1 駐車場使用料はどうやって決まるの？

メンテナンスをほとんど必要としない平置きの場合、
一般的に近隣駐車場料金の相場を参考するケースが目立
ちます。近隣駐車場料金を参考にするのは、自宅マンン
ションの駐車場を借りられない人が近隣の民間駐車場を
借りるケースで、その公平性をとるため近隣の相場を参
考にするという傾向があるといえます。
近隣駐車場は遠くて不便ということから、自宅マンショ
ンの駐車場を高めに設定して、公平性を調整しているマ
ンションもあります。機械式駐車場と平置きを併用して
いる場合も、平置きより出し入れの時間がかかる機械式
駐車場を安くするなど、やはり利便性の順で料金設定に
差をつけているところが多いといえるでしょう。
ただし機械式駐車場は、電気代や２カ月に１回程度の
保守点検、４～５年ごとに行うワイヤーなど消耗品の取
り替え、さび止めのための塗装、壊れたときの修理や最
終的な全面交換など、相当な費用がかかります。
そんな機械式も「近隣の相場」を参考に分譲時の設定
を継続しているケースがほとんど。
これだけ費用がかかる理由があるのだから、機械式駐
車場の長期的な保全計画を作成して使用料設定に反映す
る必要があるのでは？

マンション標準管理規約第29条には、駐車場使用料は
駐車場自体の管理に充てる他は「修繕積立金として積み
立てる」と書いてあります。管理費というのは、管理業
務委託費や共用部分の光熱費など日常の管理に対しての
支払いを計算して設定されています。その計算式の中に
駐車場収入を組み込んでいるわけは、実は分譲時の分譲
会社の販売戦略として管理費を低く設定するため、とい
うことなのです。その分譲時の会計方法をそのまま継続
していては将来的な資金難は否めないでしょう。
駐車場収入を管理費に充当することを前提に予算を組
んでいる場合、駐車場に空きが増えて管理費不足となる
マンションも増えています。
とはいえ、現状では管理費だけで予算を立てられない
マンションが多いのも事実。今は無理だとしても、将来
的には管理費会計だけで予算を組み、駐車場収入を修繕
費に回せるよう関心を持つ必要があります。
機械式がある場合は駐車場だけで相当な費用がかかる
ことから、管理費や修繕積立金と分けて駐車場専用口座
を作ることを考えてもいいのではないでしょうか。

その

2 駐車場収入の使い道はどうなっているの？

駐車場使用料は管理費や修繕積立金と一緒にまとめて
引き落とされるのが一般的。区分所有者全員から引き落
としたいろいろな名目のおカネが、管理組合（管理会社）
によって管理費会計や修繕積立金会計に分けられていま
す。
駐車場収入はというと、管理費会計に組み込まれるケー
スが多いといえます。しかし機械式はメンテナンス費用
が定期的にかかり、これでは後々生じてくる費用を捻出
できなくなる心配が生じます。
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機械式がある場合は駐車場専用口座を作る必要があるのでは…
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集合住宅から公共施設まで。

人のくらしを美しく

経験と技術で資産を守り、向上させる

大規模修繕工事のプロ集団。

一級建築士事務所

三和建装株式会社

本

社：〒188-0011 東京都西東京市田無町1-12-6
http://www.sanwakenso.co.jp

0120-408-038
営業所：埼玉・千葉・神奈川

このコーナーでは、文化放送社員の
ヨシノアイコが番組のちょっとした
裏話や面白おかしいスタッフたちの
お話を通してラジオの楽しさをお伝
えします。

フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

箱根駅伝中継後のスポーツ部、
「次の駅伝まであと…」???
あけましておめでとうございます。
今年はウサギ年。わが文化放送制作部の中では、本物のウサギを連れてあい
さつ回りに行こうか、という話も出ていましたが、ウサギがかわいそうなので
止めようと思います。
さて、
文化放送の年始といえば、
「箱根駅伝完全生中継」
です。
熱戦を11時間以上、完全に生中継します。お正月、ずっとテレビに張り付い
ているわけにいかない方も、家のラジオで家事をしながら、車で移動中も駅伝
をチェックできます。
この箱根駅伝生中継は、文化放送スポーツ部の一大プロジェクトでもあり、
年間を通じて出雲、全日本、箱根・・と、ずーっと文化放送は大学駅伝を追いか
けています。
中継車に乗ってレポートする人、スタジオでしゃべる人、中継ポイントでの
技術さん、記者、
営業、
クライアント…大勢の人がこの11時間以上、
一喜一憂。
正月から出勤でかわいそう、と思っていましたが本人たちは意外と楽しそう
です。駅伝が終わると皆さん「ああ、次の駅伝まであと355日もある…」と抜け
殻になっています。

文化放送を聴くには…？
●有事の際の情報源はラジオです。
災害時、いざという時に使えるよう
に、日頃からラジオを聴きましょう。
●文 化 放 送 の ダ イ ヤ ル はＡＭの
「1134kHz（キロヘルツ）
」
。
●ラジオが聴こえにくい時は、ラジオ
を窓際に移動したり、向きを変えた
り。コンポの場合はループアンテナ
で調整。電化製品からはできるだけ
離しましょう。
●それでも聴きづらい時は、デジタル
ラ ジ オ や イ ン タ ー ネ ッ ト ラ ジ オ、
ポッドキャスティングで聴いてみて
は？文化放送のホームページをご覧
ください。

女性には…女性のための専用サイト
「文化放送プラスＦ」がオススメです！

http://www.joqr.co.jp/plus-f

本 紙 は、首 都 圏 の 約5,000管
理組合を対象に大規模修繕工事
の情報を掲載・配布するフリー
ペーパーです。
発行部数

5,000部

配布先マンションデータ
千葉県
11.8％

埼玉県
14.0％

築25年 9.3％
築8年
17.9％

地域別 東京都

43.9％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
30.3％

築9年
17.0％

築年別

築10年
20.2％

築24年
9.4％
築23年
8.8％

築11年
17.4％
（2010.6 改訂 1）

● 問い合わせ先 ●
〒104−0061 東京都中央区銀座７−17−５ 永谷タウンプラザ703
TEL. 03−6278−0424 FAX. 03−6272−5468
tatemonochosa@gmail.com
http://www.tatemono-sindan.com
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