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管理組合
File Data. 22

東京・杉並区／方南第一マンション管理組合

築38年、
「スラブ下配管」を床上に
排水・給水・給湯・ガス・通気管更新
工事前、排水枝管はスラブを貫通して下階に敷設さ
れた、かの「スラブ下配管」
。
排水管の劣化に伴い、修繕工事を行うにも上階の専
有管が下階の天井内（専有部分）にあるため、下階区
分所有者の了解を得て、下階の天井を解体、工事する
必要があり、区分所有者が各戸で修繕するのではなく
管理組合として対応する必要が生じていた。
また、排水管以外の専有管（給水、給湯、ガス管）
も同じく下階天井内にあり、排水管と同じく、配管劣
化の際の補修が困難であるという問題があった。
このような問題を解消すべく、管理組合主体で、共
用部分の排水立て管と、専有部分の給水・給湯・排水・
ガス配管を交換する、大掛かりな給排水管再生工事を
行った。
排水立て管は雑排水、汚水、通気管の３本だった
が、工事後は排水用集合継手を用いたシステム変更に
より、
１本と省スペース化。専有部分の配管において、
「スラブ下配管」
を自室床上に配管する
「スラブ上配管」
へとシステム変更することにより、浴室をユニットバ
スに変更することが可能になった。
管理組合が一括して各住戸への施工を促すことは容
易ではない。本マンションでは各住戸への工事前の全
戸訪問調査等の取り組みにおいて、国土交通省のマン
ション等安心居住推進事業にも選ばれた。

マンションライフパートナーズ、京浜
管鉄工業による工事前の準備説明会

調査は、管理組合理事は玄関先までしか入室せず、
居住空間の調査はコンサルタントのみ。全戸訪問を実
施した後、「居住者の管理組合活動に対する理解や関
心が高まったようだ」としている。
工事データ
○工事名／方南第一マンション給排水設備等再生工事
○建物概要／ 1973（昭和48）年２月竣工・SRC造・
地上12階地下１階・45戸 ○発注者／方南第一マン
ション管理組合 ○設計・監理者／㈲マンションライ
フパートナーズ ○施工者／京浜管鉄工業㈱ ○主な
工事内容／共通仮設／排水設備改修工事（専有・共用）
／専有部分給水・給湯・ガス管更新／浴室改修／換気
設備改修／雨水排水設備改修 ○工事期間／ 2010年
４月23日～ 2010年10月31日

施工前は、上階の排水管が下階の
天井に配管されていた

施工前、トイレのパイプスペースに雑排水管、 3本の配管を、排水用集合継手を用いたシステ
汚水管、通気管の3本が通っていた
ム変更により、1本で賄うようにした

●設計コンサルタント
一級建築士事務所
㈲マンションライフパートナーズ
〒169−0074 東京都新宿区北新宿１−４−９ 柏木VL206
☎03−3364−2457 FAX 03−3364−2458
http://www.mansion-r.com
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新規排水管を床下に設置、施工中（洗面所）

配管の省スペース化により浴槽の大きな
ユニットバスの導入が可能に

●元請け施工会社
京浜管鉄工業㈱
〒160−0011 東京都新宿区若葉１−12−５
☎03−3358−4873
FAX 03−3358−4876
朝日 住まいづくりフェア2011に
http://www.keihin-se.com
出展した際の様子。1ページ参照

会社探訪

荻野化成株式会社

メーカーとユーザーを結ぶ塗料業界の
トータル・コーディネーター

メーカー最新情報、おすすめ情報をワンストップで提供
荻野化成㈱は、塗料や防水メーカーの販売を担うディー
ラーである。
自動車で例えれば、トヨタ車、日産車、HONDA車等を
販売するディーラー。損害保険に例えれば、
東京海上日動、
損保ジャパン、三井住友海上等を取り扱う保険代理店。
メーカーとユーザーを結ぶ塗料業界のトータル・コー
ディネーターということが、荻野化成のコンセプトであ
り、存在意義である。
このため、多くの塗料、防水メーカーの最新情報や荻
野化成のおすすめ情報をワンストップで得ることができ
る。
大規模修繕工事を行う際、多くの管理組合は施工業者
の選定に注力し、仕様材料はその施工業者任せという傾
向にあるが、使用する材料についてはむしろ荻野化成等
のディーラーに求めたほうが的確で偏らない情報を得る
ことができるといっていいだろう。
本社と隣接し
て経営するペイ
ントミュージ
アムは塗料の
ショールームと
して一般から設
計事務所、塗装
業者まで活用で
きる展示スペー
本社屋に隣接するペイントミュージアム。
スがあり、また
外装、内装（床・天井・建具など）すべて

塗装体験等のカルチャースクールなども開催。地域のコ
ミュニケーションプラザの役割を果たす。
同社では「日本は、塗装は保護機能ばかりに目が向け
られてきましたが、ライフスタイルに合わせ、楽しむた
めの色の紹介、塗料の選択アドバイスの場を目指してい
ます」と話している。
●企業データ
社
所

在

電

名

荻野化成株式会社

地

〒239−0835 横須賀市佐原４丁目９−２

話

046−834−1611

F

A

X

046−836−4873

U

R

L

http://www.oginokasei.co.jp

E - m a i l keisuke-o@oginokasei.co.jp
創

業

昭和56年４月

代

表

者

荻野圭輔

資

本

金

2,000万円

正 社 員 数 40人
事 業 内 容

塗料、防水および副資材の販売
上記に付帯する一切の業務

特

私たちは塗料・塗装の分野において、お客様
に価値ある商品とサービスを提供し、その信
頼に応え、
健全な収益体制を確立することで、
会社の発展と社員の幸せを実現し、社会資本
の保全と環境色彩に貢献する企業を目指しま
す。

色

を塗装で仕上げている

塗料の種類や性質、色見本、塗り見本などを展示したショールーム。一般向けの塗装教室も開いている

荻野化成友の会は設立18年目。定期的な
勉強会、懇親会を続けている

職人向けの実技研修会。新製品を
使った実習ができる

2010年11月、横浜ベイシェラトンで
創立30周年記念式典を開催
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大 規 模 修 繕 保 険 加 入 の 工 事 事 例 を 紹 介

保険料、検査料は工事代金の0.3～0.8％程度
大規模修繕保険の普及が進んでいます。
大規模修繕の瑕疵保険の認可を取得している保険法人は現在
４社。基本的な保険の組立は同一ですが、商品の組み立て方に
はそれぞれ特色があるようです。ここでは、たてもの㈱の大規
１：一般的な事例
Sハイツ管理組合
昭和60年
約50,000㎡
150戸
15階建・１棟
防水工事・外壁工事・シーリング工事
工事内容
防錆工事を行った手すり等の鉄部
工事請負金額 約２億円
管理組合
新築年月
延べ床面積
戸
数
規 模・ 棟 数

模修繕保険の事例を紹介します。
瑕疵があった場合の保険はもとより、第三者機関による２〜
５回にわたる検査が行われることは、管理組合にとって保険加
入の大きなメリットといえるでしょう。

２：昭和56年以前（旧耐震）の事例
Nマンション管理組合
昭和50年
約7,700㎡
105戸
８階建・１棟
防水工事・外壁工事・シーリング工事
防錆工事を行った手すり等の鉄部
約１億2,000万円

「１：一般的な事例」は、外壁補修、屋上防水、鉄部塗装を行っ
た最も一般的な工事事例である。「工事請負金額」とは、施工
業者へ支払う工事代金のこと。大規模修繕工事保険加入で必要
な保険料、検査料は合計でも工事金額の約0.3％であった。
「２：昭和56年以前（旧耐震）の事例」は、たてもの㈱が扱
う大規模修繕工事保険の特長で、旧耐震構造の建物への保険を
受けないところもある。
たてもの㈱が扱う大規模修繕保険では、特約で旧耐震建物も
引き受けが可能で、保険料、検査料合計で工事金額の0.35%前
後だった。
上記２事例はいずれも１棟のマンションであったが、
「３：
設備工事のみの事例」は、14棟からなる団地型で、その上、設
備工事単体の工事事例であり、保険料、検査料合計は工事金額
の約0.8%。
ポイントの１つは全14棟からなる団地型であること。瑕疵保
険は現場検査を２～４回実施し、その検査に合格することを条
件に保険加入が可能となるが、基本は棟別に検査を実施する。
つまり棟数が多いほど検査料が負担となるのだ。
とはいえ、たてもの㈱が扱う大規模修繕保険の特約「団地型

３：設備工事のみの事例
K住宅管理組合
昭和57年
約25,000㎡
280戸
５階建・14棟
給水給湯管の更新・排水管更生工事
※団地型特例検査適用
約２億4,000万円

特例検査」により、複数棟の検査を同時に実施することで検査
料の大幅な圧縮が可能となった。
ポイントの２つ目は、設備工事単体での保険加入が出来たこ
とである。保険法人によっては設備工事単体での保険加入が出
来ない保険法人もあるので要チェックといえる。
以上の３つの工事
事例を紹介したが、
それぞれの管理組合
が計画する大規模修
繕工事に合った保険
設計について、早い
段階で保険法人に相
談することをすすめ
屋上防水工事の検査も第三者が行う
ことが保険加入のメリット
たい。

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

たてもの保険（大規模修繕保険）の特長
・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「団地型特例
検査」を用意
・保険金額は1,000万円から最大５億円まで
・平成23年度は国土交通省による補助金制度が予定されている
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東海塗装株式会社
リニューアル事業部

大規模修繕工事へ補助金
大規模修繕工事へ補助金

事業者対象の説明会を実施

たてもの㈱本社会議室にて
国土交通省は平成23年度既存住宅流通・リフォー
ム推進事業の一環として、
「共同住宅長寿命化大規模

ついては、東日本大震災の影響で、東北への復興支
援との関連から補助金の内容が変わる予定。

修繕工事」に設計・施工基準を設け、要件を満たす
●日

工事に対し補助金を交付する事業を立ち上げる。

時：６月10日㈮
①14：00～15：30

事業は、住宅ストックの品質向上や流通活性化を

②16：00～

図ることが目的。対象は、設計・施工基準を満たす
●場

所：たてもの㈱

住宅瑕疵担保責

●対

象：補助事業への申請や手続きの実務者

任保険法人・た

●内

容：補助金の概要（要件、規模、スケジュー

ほか、瑕疵保険への加入等が要件となる。

（港区虎ノ門１−22−12

これに伴い、
（般社）全国建物調査診断センターと

てもの㈱は６月
９・10日、工事
事業者に対する

会議室
svax tsビル）

ル）と申請に方法ついて
※申請期間は６～７月になる見込み
●申込窓口：たてもの㈱ 鴨宮

☎03−3500−4770

補助事業制度説

※補助制度の内容はほぼ変化なし。ただし事業規

明会を実施す

模は５億円程度に縮小される見込み（東日本大

る。

震災の復興支援との関連から）

制度の実施に

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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マンションライフライター

の

ハウスクエア横浜
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。

住まいづくりのヒントがいっぱい
体験館は9つのゾーンで構成
NPO横浜マンション管理組合ネットワークがハウスクエア
横浜の3Fに事務所を置いていることで、ライター kitamiも会
合やセミナー、調べもの等でしばしば訪れる場所です。
ハウスクエア横浜は平成7年3月25日開業。「住まいと暮ら
し（House）の広場（Square）」を意味して名付けられた。
生活者が必要な住情報を集約して発信する施設として地域に根
付いている。
館内の住まいづくり体験館は、企画展示、防犯体験、バリア
フリー体験、住まいの科学など９ゾーンで構成されています。
特に高齢者等のバリアフリー設備が多く、身体機能の衰えに
配慮したベッド、トイレ、バス、キッチンなど、見て、触れて、

ハウスクエア横浜の特長
・年間60万人の来場者
・住まいづくりに必要で大切なセミナー＆イベントの開催
・
「住まいの総合カウンター」「住まいづくり体験館」「ラ
イブラリー」

横浜・都筑区中川にある
ハウスクエア横浜

バリアフリーリフォームを考慮して
いる方への浴室、トイレ、寝室、キッ
チンなどのモデルがある
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使ってみることで参考になることが多いと感じました。
また、シニア体験も受付中。肘や腕、膝に重りをつけ、専用
ゴーグルで白内障の不自由さを実感。車いすに乗ったり、押し
たりすることの体験も非常に有意義だと思いました。

事業内容
⑴住まいづくり及び住生活に関する情報サービスの提供、
及びコンサルティング業務
⑵住宅展示場、情報館等施設の賃貸及び管理運営
⑶住まいづくり及び住生活に関するイベント、シンポジ
ウム、セミナーの開催
⑷建築家、インテリアデザイナー等の業務サポート

● 所在地・連絡先 ●
株式会社日本住情報交流センター
〒224−0001 横浜市都筑区中川１丁目４番１号
☎045−912−4110 FAX 045−912−4711
URL：http://www.housquare.co.jp

館内の住まいづくり体験館

NPO横浜マンション管理組合ネッ
トワークの協力により、マンション
管理から建物・設備のグレードアッ
プなどを解説したパネルを展示

無料相談ができる「住まいの
総合カウンター」

防犯体験コーナーでは最新の防犯
設備・システムを体験できる

蔵 書 約3700冊 を 誇 る
ライブラリー

今こそマンションは地震保険に加入するべきか！？
東日本大震災で地震保険の料率アップは確実？
現在、一般的に管理組

検討し、管理組合内部の意思を確認することである。

合が加入している住宅総

どういう理由で地震保険を「付けた」
「付けなかっ

合保険、マンション管理

た」かということを区分所有者のだれにも説明できる

組合保険
（積立型を含む）

ようにしておくことが重要なことだといえるだろう。

などの火災保険は、地震

ところで、今回の東日本大震災で広域かつ大規模

や津波による損害を補償

な災害を招いたため、地震保険の料率がアップする

しない。地震等による災害補償は、地震保険でしか

ことは確実だと言われている。また確定申告におけ

賄えないのだ。

る損害保険料控除についても、火災保険に付帯され

しかし、共用部分対象の地震保険を付けている管

る地震保険料部分のみとされている。

理組合はあまり多くない。それは、支払われる保険

もし現在、地震保険の加入を検討されている管理

金額に制限がある割に保険料が高すぎるなどの理由

組合があれば、地震保険の保険料改定前に加入する

が大きい。

ことがベターだろう。

ただし、今回の大震災では、首都圏のマンション

地震保険加入については、付保する・しないは結

でも外壁のせん断亀裂があったり、タイルが崩落す

果論として、まずは管理組合内部での検討、意思確

る被害があった。

認が第一である。

そうなると「なぜ地震保険に入っていなかったの

㈱グッド保険サービス

か」という議論が管理組合内部で起こる可能性は当

〒151−0053
東京都渋谷区代々木１−57−２ ドルミ代々木408
0120−77−8160
http://goodhoken-kanrikumiai.co.jp

然出てくるだろう。
「今こそマンションは地震保険に加入するべきか!?」
答えは管理組合の考え方によって異なる。肝心な
のは、地震保険を付保するメリット・デメリットを

地

震

保

険

取 材 協 力

金

の

支

払

例

マンションが被災した場合の地震保険金の支払いは３区分。
①全 損：地震保険契約金額の100％（時価が限度）
②半損：地震保険契約金額の50％（時価の50％が限度）
③一部損：地震保険契約金額の５％（時価の５％が限度）
（例）再調達価格2,000万円（時価額1,200万円）のマンションの場合
契約例：火災保険契約金額2,000万円（再調達価格で契約）で、地震保険の契約金額は付帯する火災保険契約金額の
30％～ 50%の範囲内で、例では上限50％の1,000万円とする。
①地震による主要構造部の損害額 1,200万円（時価額の100％）全損につき 1,000万円×100％＝1,000万円の支払い
②地震による主要構造部の損害額 540万円（時価額の45％） 半損につき 1,000万円×50％＝500万円の支払い
③地震による主要構造部の損害額 180万円（時価額の15％） 一部損につき 1,000万円×５％＝50万円の支払い
④地震による主要構造部の損害額 30万円＜時価額1,200万円×３％ 一部損の３％未満につき支払対象外
※主要構造部以外の損害は地震保険の損害程度の判定に含まれない。
例えば、地震による窓ガラスの損害は金額に関わらず損害に含まれないことになる。

〒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
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おお ぼし

すすむ

解説

大星 賞の

判例検証

横浜地裁

区分所有権等競売等請求事件
本件は区分所有者（被告A）が区分所有法６条１項の「区分
所有者の共同の利益に反する行為」をしたとして、団地管理組
合の棟別総会決議において、法59条１項に基づき競売請求と損
害賠償を求めた事案。控訴審で被告Aが①高圧一括受電方式の
導入に同意②任意に部屋を売却して出て行く③和解金50万円を
支払う等を理由に４月15日、和解が確定した。

【事件の要点】
・建物は５階建て４棟からなる団地型マンション（全125戸）
・平成21年５月定期総会で、電気幹線改修工事を特別決議（４
分の３以上）で可決した
電気幹線改修工事
高圧一括充電方式による電気供給システムへの変更。
高圧一括充電方式は、高圧受電設備を設置して一括受電
し、そこから各戸に電気を供給する。
高圧受電のためのキュービクル・各戸にトランスの設
置、各戸の室内分電盤までの配線工事が必要。東京電力
との戸別契約を改め、高圧受電設備を設置する会社Bとの
戸別契約に変更することになる。
・総 会終了後、被告Aが会社Bとの戸別契約を拒否したため、
高圧一括充電方式による電気供給契約ができず、工事を進め
ることができなくなった
・平成21年10月臨時総会。既存の幹線ケーブルを使用して東電
から電気供給を受けつつ、各戸への配線工事のみ行うことを
決議。同11月に完成
・臨時総会では、被告建物につき区分所有法59条に基づく競売
および被告に対する損害賠償請求を提訴することを４分の３
の多数で決議
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すすむ

賞 弁護士

◆大星法律事務所
◆東京都中央区銀座6-3-12 数寄屋ビル9F
◆TEL 03-3571-1138
◆著書：
『大星賞の不動産紛争Q&A』『施設
トップのためのわかりやすい福祉経
営』（共著）『住宅・設備をめぐる裁
判事件解説集』
（監修）
『PL用語辞典』
（監修）など

電気幹線改修非協力をきっかけに
59条競売請求が認められる
2010・11・29

おお ぼし

大星

【従前の経緯】
・平成14年６月、管理組合はケーブルテレビ導入に伴い、全戸
のテレビ端子交換を行ったが、被告Aは協力を拒否した
・平 成18年に行われた雑排水管改修・浴室防水工事に反対し、
工事業者が室内に立ち入ることを拒否。このため同系統５戸
の工事ができなかったことから、管理組合は被告Aに対し損
害賠償請求を提起した。平成19年１月和解
・平成21年に行われた各戸玄関扉の内外塗装、
サッシ回りのシー
リング工事について、被告Aはこれを拒否した

【地裁の判断】
・被 告Aが会社Bとの契約を拒んでいることは工事が止まって
いる唯一最大の理由である
・被告Aが契約を拒否している理由は正当性があるものと認め
られない
・被告Aは他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ること
には目を向けないという姿勢が顕著である
・被告の対応により本件工事を進められないことは区分所有法
６条「共同の利益に反する行為」に当たると解される
・
「他の方法によってその障害を除去することが困難」な場合
に該当する
・被 告Aの不法行為による電気工事の追加費用109万2,000円、
電気工事によって低減される電気料金１万7,514円、その他被
告Aの行為と因果関係にある弁護士費用40万円が管理組合の
損害となる
・原告は被告A所有物件の区分所有権および敷地権、建物の共
有持分について競売を申し立てることができる

【コメント】
ライフラインに大きな影響を与えない工事についての59条競
売の適用であり、控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられ
たが、和解による解決となって何よりだった。
管理組合の運営に協力しないことは共同の利益に反する行為
である。その行為が高じれば所有権を剥奪するという結果もあ
りだということを示した判決例である。

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。

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
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設計事務所の担当者が病気になったら、
工事はどうなってしまうのか！
設計事務所が倒産したら、
工事はどうなってしまうのか！

「マンション大規模修繕、
調査、
診断、設計、
監理、完成保証制度」
が 解決します。

重要 !!

設計事務所が
「マンション大規模修繕、
調査、
診断、
設計、
監理、
完成保証制度」
に加入しているかを是非確認してください！！

コンサルタントの役目を果たす設計事務所は工事会社
より規模が小さく、また経営的に不安定な会社も少なく
ありません。さらに社長や担当者が病気や事故で動けな
くなった場合などでも、委託業務の遂行が困難となれば
工事が中断される可能性も出てきます。
そうした不測の事態に際し、当センターが他の会員設
計事務所をあっせん、設計・監理業務を
遂行し、管理組合の負担を最小限に抑え
て工事を継続・完成させるのがこの「マ
ンション大規模修繕、調査、診断、設計、
監理、完成保証制度」です。

完成保証制度の利用にあたって
・設 計事務所は全国建物調査診断セン
ターへ会員登録（入会金、年会費無料）
・管 理組合から完成保証の要求を受け、
保証機関のジェイ・モーゲージバンク
へ申請
・保証料は、調査・診断・設計・監理を
通しで委託していることが前提で、設
計・監理の0.7%
・不測の事態に際し、全国建物調査診断センターが他の設計事務所をあっせん、完成保証を実行

制度のメリット
1

万が一、調査、診断、設計、監理を委託している設計事務所が倒産しても確実に業務の継続・完成を保証する

2

調査、診断、設計、監理の着手金や中間金の損害を保証する

3

倒産などで中断した調査、診断、設計、監理の業務を継続する際、それまでの業務・出来高査定を公正に行う

株式会社 ジェイ・モーゲージバンク
保証業務部
URL http://www.j-mb.jp/shuuzen
〒105−0004 東京都港区新橋１丁目18番16号
日本生命新橋ビル２階
TEL 03−3509−7816 FAX 03−3591−7885
貸金業登録番号 関東財務局 （2）第01433号
日本貸金業協会会員（No.002761）
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一般社団法人 全国建物調査診断センター
http://www.zenken-center.com
〒160−0023 東京都新宿区西新宿７−19−22−305
TEL 03−6304−0278 FAX 03−6304−0279
Email：tatemonochosa@gmail.com

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

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
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