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駅前の立地で外壁塗膜剥離を実施
外部利用者多く養生の徹底が重要課題に
　工事対象は外壁、鉄部塗装、躯体目地シール、躯体

補修、バルコニー防水等。

　注意した点は、駅前徒歩１分に立地し、バス停、病

院、民家に隣接している上、１階にスーパーマーケッ

ト、２階には歯医者や小児科、学習塾などのテナント

が入っており、居住者はもとより外部の利用者に対す

る配慮が重要課題であった。

　このため外壁塗膜剥離作業では養生を徹底。塗膜カ

ス落下防止やホコリ等の飛散に対し、足場にビニール

シート張りの養生を行うなど最大限注意する方法を

取った。

　敷地が無いため現場事務所、資材置き場等は、マン

ション３階の中庭に設置。逆にこれにより建物全体が

見渡せ、居住者側が受ける騒音、埃の発生等を事前に

予測することができた。

　足場資材の搬入・搬出時間は、通勤時間帯を避け、

早朝や土曜日に行う計画。歩道に面した工事個所およ

び店舗付近についても、歩行者の少ない早朝に作業を

実施した。

　テナント、スーパーマーケット、

近隣商店との連絡、報告は施工会社

が密にコミュニケーションを取り、

工事が円滑に進むよう努めた。

　File Data. 21　神奈川・横浜市／ファミール屏風ヶ浦管理組合

工事データ
○工事名／ファミール屏風ヶ浦大
規模修繕工事　○建物概要／ 1973

（昭和48）年９月竣工・SRC造・
10階・123戸　○発注者／ファミー
ル屏風ヶ浦管理組合　○施工者／
㈱ヨコソー　○主な工事内容／共
通・足場仮設／外壁下地補修／
シーリング／外壁等塗装／鉄部等
塗装／防水／その他建築関連　○
工事期間／ 2020年９月～ 2011年
２月

管理組合

機器を使って、完全に削り落とすベランダの外壁旧塗膜を剥離材塗布後、
手道具で削り落とす

施工前の状態 足場をかけた時の様子



3

共同住宅の建築・設備に精通した技術スタッフが「安心」と「信頼」を提供します

たてもの株式会社
国土交通大臣指定　住宅瑕疵担保責任保険法人

全国建物調査診断センターとの共催セミナー

東京・虎ノ門の本社外観

登録現場検査員の研修風景

会社窓口。東京・虎ノ門

登録検査員による現場検査風景

会社探訪

●企業データ

社 名 たてもの株式会社

所 在 地 〒105−0001  東京都港区虎ノ門１丁目22番12号

電 話 03−3500−4777㈹

F A X 03−3500−4775

U R L http://www.nais-th.co.jp

E - m a i l tatemono@nais-th.co.jp

創 業 平成21年１月

代 表 者 近藤　均

資 本 金 ５億5,300万円

正 社 員 数 50人

登 録 現 場
検 査 委 員 数

約1,300人

保 険 取 次
提 携 店 数

約300社（設計事務所が90%以上）

特 色

当社は、瑕疵担保履行法の施行に合わせ設立・
認可を受けた瑕疵保険に特化した保険法人で
す。新築住宅から既存住宅まで国土交通省が
認可する全ての保険商品を用意しています。
傘下に東京建築検査機構（確認機関）を持ち、
特に検査技術等に定評があり、共同住宅系の
新築・既存住宅や大規模修繕保険等では検査
技術だけでなく、ユーザーのニーズに合致し
た特約付の保険商品を用意しております。

　平成21年10月１日、住宅瑕疵担保履行法がスタートし

た。工事を行う事業者がかしの補修等を確実に行うよう

保険や供託を義務付ける法律であり、この制度のもと、

たてもの㈱は国土交通省により６番目の指定法人を受け

た。瑕疵担保保険に特化した新しい会社といえる。

　社員の半数は中高層マンションの設計・施工に経験が

長い技術部隊が占める。保険、保証機関の会社であるが、

「保険の内容に伴って、共同住宅の建築・設備に強いこと

が当社の大きな売りです」と渡邊取締役。

　23年度から補助事業も加わり、大規模修繕工事を予定

する管理組合にとって、瑕疵担保保険を扱う保険会社か

らの情報は今後必要大となってきそうだ。

・工事完了から５年間プラス屋根防水も５年間
　（延長特約を用意）
・設備工事単体での保険加入もOK
・昭和56年６月以前の建物（旧耐震）も保険加入OK
・複数住棟（団地型）に対する現場検査特約を用意
・保険金額は最大５億円まで
・補助金制度の活用あり
・顧客のニーズに合わせ様々な特約を用意

たてもの保険（大規模修繕保険）の特長
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集合住宅から公共施設まで。

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。

人のくらしを美しく

三和建装株式会社
一級建築士事務所

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

NPO全国マンション管理組合連合会（全管連）は2009
年秋の第59回全管連代表者会議で「省エネ・再生専門委
員会」を設置し、マンション再生に関する方策の検討を開
始。その結果、2010年春の第60回代表者会議で「マン
ション再生基本法（仮称）」を決議し、全管連構成全19団
体の連名で国土交通省をはじめ、各政党、マスコミ等に対
し「マンション再生法の提言」として働きかけている

～NPO全管連の歩み～
マンション再生法制定に向けて
シリーズ①

　わが国の戦後の住宅政策は量的な住宅不足の解消にはじま
り、一貫して新規供給または建て替えによって住宅水準の向上
を図ってきた。
　近年は住宅基本法他、既存住宅の維持保全にも目を向けられ
はじめたが、これも新築住宅において一定の水準を得た住宅の
保全がベースになっている。
　マンションにおいては、区分所有法改正での建て替え条項の
緩和、マンション建替え円滑化法の制定、長期優良住宅促進法
の制定とその新築適用による認定基準、新築住宅への各種支援
策、税制上の優遇策など、「新規供給と建て替え」を優先する
政策と見ざるを得ない。
　鳩山政権下で打ち出された「CO2の1990年度比25%削減」を
住宅政策で示そうとすれば、新規供給の政策を180度転換して

●2010年
5月11日
・国土交通省マンション政策室
　マンション再生基本法提言に至る経緯と提言内容を説明
・環境省地球環境局地球温暖化対策課
　省エネ改修や建物の長期使用によって、環境保護、省エネ
といった効果が期待できるだけでなく、建て替えないことで
CO2削減にも大いに貢献できると説明
・菅義偉衆議院議員（自民党マンションワーキングチーム座長）
　マンション再生基本法の趣
旨説明と提言に至った経緯を
説明。超党派で取り組んでも
らいたいと要望する
5月18日
・建築基本法シンポジウム
　建築基本法制定準備会の神
田順会長（東京大学教授）と
今後連携して行動することを話し合った
5月19日
・中村哲治参議院議員（法務大臣政務官）
　中村哲治法務大臣政務官にマンション再生基本法制定への
協力をお願いし、意見交換を行った

各政党、各省、関係団体への働きかけ　全管連の取り組み　※役職は当時のもの

・阿久津幸彦衆議院議員（民主党国交省担当副幹事長）
　基本法という名称は理念法と理解され、具体的なルールの
議論が切り捨てられる可能性があるなどといったアドバイス
を受けた
5月30日
・中村哲治参議院議員（法務大臣政務官）
　中村法務大臣政務官（奈良
県選出参議院議員）が全管連
構成メンバーの奈良県マン
ション管理組合連合会の事務
所を訪れ、意見交換を行った
7月24日
・�早稲田大学高口研究室公開
セミナー
　�「マンションの外断熱改修による効果的な長期修繕計画を
考える」

　管理組合からみたマンションの再生について講演
7月30日
・�マンション学会記念シンポジウム
　�「マンションのより長寿命化と再生」
　マンション再生法の提案と意義について講演

背景と理念
新規供給から既存住宅の維持保全へ
住宅政策の転換の必要性を問う

住宅ストックの長期使用をどうやって促進するかという政策に
変える必要があるといえよう。
　今日、既存住宅数はすでに世帯数を大幅に上回っており、さら
に新たな住宅を供給するような政策を進める時代ではない。また
マンションでは、建て替えのための合意形成も極めて難しい。
　マンションの新規供給の下落や建て替えによる数少ない事業
実績を求めるより、既存マンションのより長寿命化を目指す再
生工事は、量的な実績も期待され、経済的効果も期待できる。
　ただし、既存住宅のすべてが長期使用に耐えられるわけでは
なく、設備や居住システムなど時代のニーズに合った維持保全
を行う必要があり、このためには「再生」を視野に入れた既存
住宅の長期使用促進のための法的整備が必要になってくる。
　全管連では、既存マンションをより長寿命化し、その間の社
会的変化、社会的ニーズに合わせた「省エネ」・「改善による再
生」等により、居住生活の水準向上を第一義とする住宅政策の
転換の必要性を問うとともに、マンション再生法の制定を提言
するものである。

菅衆議院議員に説明する全管連メンバー

奈良県管連メンバーの話を聞く中村政務官

（写真提供：NPO全国マンション管理組合連合会）
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マンションライフライターマンションライフライター

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。

大 田 区 マ ン シ ョ ン 交 流 会

NPO法人化を視野に活動を展開中
　JR蒲田駅西口から徒歩10分にある大田区民センター４

階第２教室で４月10日㈰、第65回大田区マンション交流会

が行われ、参加してきました。

　今回は情報交換会ということで22人が参加。管理費滞納

問題、東日本大震災を契機とする居住者名簿の作成、管理

組合役員報酬、エレベーターでの救出訓練、管理会社から

自主管理への変更など、さまざまなテーマが飛び交い、各

マンションでの経験談など、情報交換が盛んに行われまし

た。

　東京・大田区内を中心にマンション管理についての情報

交換を行うことを目的に2000年3月、会を発足させた。

個人会員を主に40人が会員となっている。

　今年度はNPO法人化の認証を取得予定。会から上がっ

た意見、発言をまとめ、管理会社への対応、マンション管

理士制度の見直し、長期生活支援資金貸付制度の適用など

11項目の提言を、国会議員に対して２月17日に行いました。

　会設立11年目。少しずつメジャーを目指して活動中です。

●�所在地・連絡先�●

事務局　〒144−0054  東京都大田区新蒲田１−20−６−410

　　　　☎03−3736−2874　 FAX 03−3736−2874 

E-mail：aatakahashi@ybb.ne.jp　URL：http://www.geocities.jp/aatakahashi

会員状況

○会員　40人（平成23年４月現在）

講 演 会 ・ 情 報 交 換 会
会　場：大田区民センター

参加費：500円／回（会場費、資料代等）

日　程：

　２月、６月、10月…第３木曜日  19：00 ～ 21：00

　４月、８月、12月…第３日曜日  13：30 ～ 16：30

・地域の社会資本として安全な地域づくりに貢献する

・�マンション世帯が中心となり、防犯活動を推進し、

町会を巻き込んだ安全な地域づくりに貢献する

・�マンションの管理を活性化させ、資産価値の向上を

推進する

　会の目的

マン管イン

●http://mankan. in

高橋会長のご自宅マンションでの
理事長苦労話が動画で見られます

意見交換会では活発な発言が相次ぐ 代表の高橋明彦会長 勉強会では講師を招いて専門的な話を聞く
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　りそな銀行は４月13日、管理組合対象の信託商品「マ

ンション修繕積立金信託」（りそな合同運用指定金銭信託）

の取り扱いを開始した。

　同商品は、信託金の元本に欠損が生じる場合にりそな

銀行が元本を補てんする契約を取り交わした上で、修繕

積立金を運用・管理するというもの。

　運用期間は５年。預入金額は1,000万円以上で、追加の

預け入れは随時5,000円から可能。満期日以降、収益金と

ともに払い戻す。ただし、修繕費用に充当する場合に限

り中途解約が可能で、この場合の解約手数料は不要。

　配当率は、預け入れ日にりそな銀行店頭に表示する５

年ものの予定配当率を適用する。配当の支払いは年２回、

信託報酬と諸経費等を控除した金額が支払われる。

　運用の結果、元本割れが生じた場合には「元本補てん

契約」により、りそな銀行が元本を補てんする。ただし、

りそな銀行が破たんするなどの保険事故があった場合に

は元本補てん契約が履行されない可能性がある。信託の

元本は預金保険制度の対象。

◇　◇　◇

　2002年（平成14年）４月１日以降のペイオフ解禁（預

金保険上の保護が全額から定額＝１金融機関につき１預

金者あたり元本1,000万円＝に移行）により、管理組合の

資産をどう守るかという議論が盛んになった。

　しかし、現在ではペイオフという言葉は風化し、代わ

りに管理組合資産の横領事件等が頻繁に発覚している。

　信託商品を検討する

かということもあるが、

今一度管理組合のおカ

ネは自分たちで守るの

だという目的で、資産

の確認を行ってほしい

ものである。

〒110-0015 東京都台東区東上野４－24－11 NBF上野ビル11F
TEL.03－5806－6711　FAX.03－5806－6721

03－5806－6711

管理組合対象の信託商品を開始
「マンション修繕積立金信託」
管理組合対象の信託商品を開始
「マンション修繕積立金信託」

り そ な 銀 行
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　国土交通省は４月18日、「マンションの修繕積立金に関

するガイドライン」を発表し、修繕積立金の目安を示した。

ガイドラインの本文は国土交通省の下記アドレスからダ

ウンロードができる。

　◇http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/

　　mansei/manseikanri.htm

　ガイドラインによると、例えば10階建てで建築延床面

積が8,000㎡のマンションで、専有床面積が80㎡の場合、

修繕積立金月額の目安の平均値は15,840円。目安の幅は

10,000円から21,200円まで。

◇

　ガイドラインで示す修繕積立金の目安は、平成20年６

30年で必要な総額を均等に積み立て

■ 戸当たり修繕積立金の㎡単価／月

階数/建築延床面積 平　均　値 事例の３分の２が含まれる幅

【15階未満】

5,000㎡未満 218円／㎡・月 165円～ 250円／㎡・月

5,000 ～ 10,000㎡ 202円／㎡・月 140円～ 265円／㎡・月

10,000㎡以上 178円／㎡・月 135円～ 220円／㎡・月

【20階以上】 206円／㎡・月 170円～ 245円／㎡・月

　注）機械式駐車場にかかる修繕積立金に影響する度合いが大きいことから別計算としている

月に国土交通省が公表した長期修繕計画作成ガイドライ

ンに沿って作成された長期修繕計画の84事例をもとに、

新築時から30年間に必要な修繕工事費の総額を出し、そ

こから毎月の積立額を算出した。

　また、現在一般的である年数が経つにつれて値上げを

していく方式ではなく、定額を均等に30年間積み立てて

行く方式で算出しているため、増額や修繕積立基金を組

み込んでいない。

　国土交通省では新築マンションの購入予定者や、今後

長期修繕計画や修繕積立金の見直しを検討している管理

組合に対してガイドラインの活用を促している。

【例】10階建て・建築延床面積8,000㎡のマンションで、専有床面積80㎡の場合
　　　　◇目安の平均値　80㎡×202円／㎡・月＝16,160円/月

　　　　◇目安の幅　 80㎡×140円／㎡・月＝11,200円/月から80㎡×265円／㎡・月＝21,200円/月まで

■ 均等積立のイメージ

注） 築後30年間に必要な修繕
工事費の戸当たりの総額
522万円について、修繕積
立金を30年間均等に月額
14,500円（年額174,000円）
積立てて確保する場合を
想定

修繕積立金のガイドライン作成国土交通省
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おかげさまで創業107年

http://www.ip21.co.jp　e-mail: ip21@ip21.co.jphttp://www.ip21.co.jp　e-mail: ip21@ip21.co.jp
〒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〒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
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東海塗装株式会社
リニューアル事業部

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

　東日本大震災の影響によって、外壁コンクリートにひび割れ

が見られたマンションもあり、改めて被害の大きさを感じる方

も多いと思います。しかし、そもそも塗料は耐震性を考慮して

おりません（本誌15号参照）。仕上げ材のひび割れと躯体の亀

裂は区別すべきです。

　ひび割れは構造等への大きな被害であり、「手抜き工事だ！」

「即修繕を行わなければ大変なことになる」─そんな住民の方々

の不安をあおるような風評については、冷静に判断していただ

きたいと思います。

1）塗料のタイプ（凹凸模様塗り）
　凹凸模様塗りなど比較的厚く塗るタイプの塗料には硬質タイ

プと弾性タイプがあります。硬質タイプは、アクリルリシン

（JIS6909：外装薄塗材Ｅなど）や吹き付けタイル（JIS6909：

複層塗材E、REなど）です。

　このうち、弾性タイプは大きく分けると３種類に分かれます。

　　①微弾性タイプ⇒ 微弾性塗料（JIS6909：可とう形改修塗

材Eなど）

　　②弾 性 タ イ プ⇒ 弾性タイル（JIS6909：防水形複層塗材

Eなど）

　　③高弾性タイプ⇒ 建築用途膜防水材（JIS6021：アクリル

ゴム系塗材など）

　　弾性力（軟らかさ）は①⇒②⇒③の順に大きくなります。

2）塗料の役割
　地震のような外的な要因でひび割れが生じる主な事例は次の

通り。

　　・ コンクリートの乾燥収縮（水分が蒸発して体積が小さく

なってひび割れる）

　　・ 寒冷地区などで冬季コンクリート中の水分が凍結し

て膨張し、この膨張厚でひび割れが発生する

　　・ 地震、弱い地盤や幹線道路の近くなど建物に振動や

応力が加わりひび割れが発生する

　　・ コンクリートの中性化が進行して鉄筋が腐食し膨張

してひび割れる

　塗料の役割は「コンクリートの保護」で、直接ひび割れ防止

につながるのは、上記のコンクリートの中性化を防止してひび

割れが起きるのを防ぐことです。

　その他の原因によるひび割れを塗料で防止することはできま

せん。できることは、ひび割れが発生しても弾性塗膜のように

ひび割れに追随して伸びることでひび割れ内部の中性化を防止

し、ひび割れの拡大を防ぐ（遅らせる）ことです。

3）地震との関係
　上記のように地震による外力によるひび割れを塗料で防ぐ事

は現実には不可能です。

　ひび割れる／割れないの限界点では、中性化を遅らせてコン

クリートの強度を保ってひび割れが発生しにくくなるといえる

かもしれませんが、今回のように圧倒的な外力が加わったひび

割れを防ぐのは不可能です。

　また、１）のように最大でも１～２㎜以上のひび割れに塗膜

は追随しませんから、それ以上クラックが入ると塗膜も持ちま

せん。

　逆に言えば見た目で判断すると外観上はひび割れていなくても

塗膜の下のコンクリートはひび割れしている可能性もあります。

4）まとめ
　塗料（塗膜）の役目は上記のように躯体そのものを強化する

ものではありません。今回の震災のような強力な力が加わった

場合、塗料（塗膜）の性能の限界値を超えており、これに対し

てすべて工事の手抜き等の風評が流れるのは間違っています。

　逆にこのような震災につけ込んで改修工事をあおるような発

言にも注意が必要です。

　ただし、経年劣化の伴うものは、きちんと管理しなければ管

理責任が問われる場合もあります。管理組合の方々には冷静に

考えて対応を行っていただきたく切に願うものです。

マンション外壁改修塗料相談センター 開 設

http://www.kansai.co.jp
関 西 ペ イ ン ト 株 式 会 社
関西ペイント販売株式会社

地震によるコンクリートの
ひび割れと塗膜の関係

関 西 ペ イ ン ト 発 外壁改修って何？《その５》

外壁のひび割れの様子
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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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フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

　大震災時、浜松町の文化放送では椅子から転がり落ちそうになりながらアナ
ウンサーがまるで何事もないかのような口調で防災情報を伝えつづけていま
した。ラジオマンたるものリスナーに余計な動揺を伝えてはいけない、と入社
当時から教えられてはいましたが、アナウンサーのプロ根性がこれ程までとは
…見直しました！
　リスナーさんからのメールも増えてきています。『テレビの被害映像を繰り
返し見てショックが大きい。ラジオの方が楽なのでラジオを聞くことにした』
など、こちらも予想していなかった反応が寄せられています。切り替えのタイ
ミングに悩みに悩みつつ、特別番組から通常番組に戻ったときは、『いつもの人
がいつもの声で喋ってくれて嬉しい』というメールを沢山頂きました。もちろ
ん、『計画停電のもっと細かく情報をいれてほしい』など、音だけのメディアで
あるラジオにとって課題も浮き彫りとなりました。
　テレビやインターネットとは違う役割を担ったラジオ。
　ちょっと沢山の情報に疲れてしまったとき、久しぶりにラジオのスイッチを
入れてみてはいかがでしょうか。

●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、パソコン
でラジオが聞けるradiko（ラジコ）も
あります。詳しくは文化放送のホー
ムページをご覧ください。（関東1都
7県でのサービスとなります） 

文化放送を聴くには…？

大震災時、テレビやネットとは違う役割を担ったラジオ

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

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。

● 問い合わせ先 ●
〒160−0023  東京都新宿区西新宿７−19−22−305　　TEL. 03−6304−0278　FAX. 03−6304−0279

tatemonochosa@gmail.com　　◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com

発行部数 5,000部

配布先 東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

（2010.6 改訂 1）

地域別 築年別東京都
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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。

配布先マンションデータ


