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本紙は、首都圏の約5 , 0 0 0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。
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　正式名称は「マンション大規模修繕工事完成保証制度」。全国建

物調査診断センターが2009年6月にスタートさせました。

　工事を請け負った工事会社が倒産などの事由によって、大規模

修繕工事が中断し、継続の見込みが立たなくなった場合の①役務

保証②金銭保証を行います。

①役務保証

　ジェイ・モーゲージバンクと当センターが当該修繕工事の代替

施工業者などを手配し、工事の完成までを保証する。

②金銭保証

　前払金を伴うエ事において、支払金額と出来高に差異が生じ、

発注者が損害をこうむる場合に、当センターが工事の出来高の査

定を第三者機関に依頼・実施し、ジェイ・モーゲージバンクが支

払金額と出来高の差額を支払う。

● 制 度 の ポ イ ン ト ●
▼万が一工事会社が倒産しても大丈夫
　工事会社の倒産などで工事が中断してしまっ
ても、ただちに当制度が対応を開始します。
　全国建物調査診断センターが工事現場や工事
会社の状況を確認し、代替施工に向けて完成保
証の手続きを行います。
▼金融機関が保証、損害保険加入も
　住宅金融支援機構提携金融機関「株式会社
ジェイ・モーゲージバンク」が保証します。さ
らに部分的に損害保険をかけることによって保
険・保証資力を確保しています。
▼工事着手金・中間金の損害を保証
　工事着手金・中間金をすでに支払っている場
合で、出来高と支払額の差異が生じるケースは、
その差異による損害金を保証します。追加費用
の心配が不要となります。
▼工事中断後は引き継ぐ工事会社を斡旋
　倒産などで工事が中断されてしまったら、管
理組合が独自でその後の工事を引き継ぐ工事会
社を見つけて各種の手続きを繰り返すのは大変
です。この制度では、残りの工事を引き継ぐ適
正な工事会社を選定、斡旋します。工事の出来
高査定も公正に行える体制を整えています。

安心、確実な大規模修繕工事を実施する
ために「工事完成保証制度」のご案内
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3回目の大規模、外壁補修が重点に
　平成20年の施工当時、マンションは築37年。大規模修繕工
事はすでに3回目である。
　今回工事の特出すべきことは、手すりの交換。屋上や塔屋階
段、バルコニーの手すりを撤去し、アルミ製に更新した。特に
バルコニーは曲線加工であるため、材料の発注に苦慮したとい
う。
　3回目の大規模修繕工事ということで大きかったのは、外壁
下地補修。コンクリートのひび割れ、モルタルの浮き、鉄筋の
爆裂・欠損等について、足場を組む前の工事計画時点の数量よ
りも、施工をはじめてからわかる数量が何割も増していた。
作業は、超音波剥離工法で旧塗膜を完全に除去し、下地補修後、
モルタルの段差調整を行い、塗装。下地補修では、ひび割れや
浮きの部分にエポキシ樹脂を注入した。
　工事を請け負ったシンヨー㈱の担当者は「とにかく理事会が
非常に協力的」と話す。「工事計画よりも修繕個所が多い際に
実数清算としているが、理事会に次々と決断してもらえるので
工事がとまらず、余計な神経を使うこともなかった」。

　File Data. 2　横浜／高島台センチュリーマンション管理組合

工事データ
○工事名／高島台センチュリーマンション大規模修繕工事　○建
物概要／築39年・1棟・42戸・SRC造・8階建て　○発注者名
／高島台センチュリーマンション管理組合　○設計・監理者名／
双日総合管理㈱　○施工者名／シンヨー㈱　○主な工事内容／外
壁：下地補修、高圧洗浄、塗装／鉄部：高架水槽・屋上配管・鉄
骨階段等の塗装／シーリング：サッシ・鋼製建具等の更新／防水：
屋上・バルコニー・開放廊下・内部階段等の防水改修／建築雑工
事：屋上・塔屋階段・バルコニーの手すり更新、面格子・避難ハッ
チ・集合郵便受け更新等　○工事費用／約5,700万円　○工事
期間／平成20年6月～10月

曲線を描いたバルコニーの手
すりを更新

屋上手すりと塔屋階段手すり
も交換

メールボックスはA4サイズの
封書が入るものを新規に設置

管理組合

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。

　こうした理事会の対応は、現場代理人や作業員等の士気を高
める効果にもつながる。築40年近くなれば工事前の建物調査
と足場を組んだ後の状態がどのくらい違うのかは未知数だ。そ
れを理解して、工事会社の報告に素早い対応を取れば、それは
工事もやりやすい。
　理事会の熱心さは工事前からわかっていた。理事が工事会社
へ出向き、社長と面談しているのだ。やはり、良い工事にする
には、お任せではなく、管理組合が自ら動いて、自ら確認する
ことだといえるのではないだろうか。
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25年品質保証付き防水シート「ポリフィン」
ドイツ保険会社が最大68億円をバックアップ

　ドイツのKOSTER�BAUCHEMIE社が製造・加工し、ド
イツのPOLYFIN社、カスタージャパンが販売する防水シー
ト「OC�PLAN（オーシープラン／ECB）」と「POLYFIN
（ポリフィン／ FPO）」に注目が集まっている。
　ECBは1960年代に開発され、ヨーロッパでは塩ビシー
トに次ぐシェア（塩ビ約60％、ECB・FPO約30％。下地
処理を必要とせず、通気性を維持できる機械固定式カバー
工法を標準仕様とする。FPOは90年代開発の新製品。
　主成分はポリオレフィン樹脂で、いずれも国土交通省公
共建築改修工事標準仕様書では『熱可塑性エラストマー系
ルーフィングシート（俗称オレフィン系シート）』に分類さ
れる。

（1）品質保証
　屋上防水材の3大劣化要因である水、紫外線、熱に対し、
化学的な影響を受けないことから耐用年数40年以上を見
込んでいる。この製品の実績に基づき、カスタージャパン
が25年間の保証書を発行する（元請会社が連帯保証人と
なる）。ドイツのPOLYFIN社からも10年間の保証書を発
行。10年目に状態を確認後、さらに10年延長する（20
年目にも状態を確認後5年延長する）。
　保証は、ドイツの保険会社が最大5,000万ユーロ（約
68億円）をバックアップする。

（2）ジョイントの一体化
　熱可塑性樹脂の特徴で、熱融解（600℃）によることで
ジョイント部分が硬化後に完全に一体化する。このため、
経年劣化によるジョイント部分の剥離がまったく見られな
い。塩ビシートは熱に弱いため、短時間加熱による施工。

主成分は塩ビの次世代型「ポリオレフィン樹脂」

温度を上げすぎたり、加熱が長すぎると劣化する原因とな
る（最近は溶着せず溶剤で接着）。

（3）下地を問わない
　可塑性を含まず化学的に安定しているため、既存の防水
材の上に直接機械固定が可能。経年変化がないので、部分
的な増し張りも問題がなく、施工後何年経ても溶着するこ
とができる。

（4）経済性
　他の防水はすべて下地処理が必要なのに対し、この製品・
工法は下地処理を要さないので、工期が短縮され、施工コ
ストも節減できる。また、国産オレフィン系シートと比較
しても製造量が多いため、シート自体のコストも安い。

（5）通気性・弾性
　シート自体に通気性がある（0.2g/㎡ /day）ため、脱
気筒が不要となる。弾性についても可塑剤を含まないので
経年劣化により弾性が低下することがなく、屋上の熱伸縮
に追随し続ける。

（6）安全性
　可塑剤を含まないので毒性のある物質が抽出されない。
POLYFIN（FPO）は池や水槽などへの施工直後から魚類
の飼育も可能。

OC PLAN（ECB） POLYFIN（FPO）

■ 1日目工程 ■ 2日目工程

工事の流れ（200㎡の場合）

プレート取り付け 平場固定 溶着 立ち上がり固定 ドレン取り付け
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—快適なマンション生活を迎えるには？

　マンションにはスケールメリットがあり、非常に合理

的なよい住宅ということができるでしょう。

　しかし、建物内のインフラ整備が当たり前のように思っ

ている人は少なくありません。蛇口から水が出るために

は隠れた多くの設備が必要です。そして普通に水が出る

ことは建物や設備に不都合がないことです。「何もないこ

と」は「何もしないこと」では達成されません。「何もな

いこと」を保つためには、維持管理をする投資と努力が

いるのです。

　管理組合は消費者だという発想に反対です。市場から

見れば消費者かもしれないが、まず所有者でしょう。自

分たちの建物の管理については、自分たちで社会的責任

を負う必要があります。

　快適なマンション生活のためには、自分たちが共用部

分の空間や設備等を大切にし、有効に効率的に活用する

ことが必要なのです。

— そうした共用部分の管理には、コミュニティーが大切

といわれている

　かつてマンションは、鍵一本によるプライバシーの確

保をキャッチコピーとして販売されていました。そんな

ところにコミュニティーを求めても無理ですよね。

　他人への無関心は、個人主義とは異なる「孤人主義」

といっていいでしょう。

　しかし、人がそんな主義で暮らせるわけがありません。

マンションに住めば共用部分があって、さらには地域が

あり、社会があり、地球環境へとつながっていく。戸建

て住宅と違いマンションは共用部分があることで、生活

を支えるコミュニティーがひとつ増えることになります。

　「買いっぱなし」「私は関係ない」では通用しないのです。

—現在の大規模修繕工事のあり方をどう見ているか

　この社会情勢の中、工事の費用ばかりに目がいくのは

当然だと思います。このため目先のカネが先行し、大規模

修繕と日常の維持管理がリンクしていないのが現状です。

　施工計画によって管清掃や鉄部塗装、長尺シートメン

テナンスのスパンを短くしたり、外壁塗料の選択によっ

てより長く保護することもできます。

　長期修繕計画は工事に取り組むサインでしかありませ

ん。工事の目的は何か、何のために工事をするのかが大

切です。

　住民の潜在的なニーズを拾い出し、暮らしやすさを求

める生活価値の向上といった目標を管理組合が作るべき

です。潜在的なニーズの拾い出しとは、なぜそこにさび

が出たのだろう、なぜ配管から異臭がするのだろうといっ

た原因を見つけることです。そのニーズを管理組合さえ

もが知らないところで見つけられるコンサルタントは最

高ですね。

　工事の目的が決まれば、建築上の制限、予算、住みな

がらの作業による問題点等を考慮しながら、優先順位を

つけて合意形成を図っていけばよいのではないでしょう

か。

管理組合は消費者ではなく、所有者意識を

●組織概要
　本部所在地：東京都台東区台東1-6-6�古茂田ビル5F
　☎03-5816-2818　 FAX 03-5816-2819
　E-Mail：yamaguchi@adoc.or.jp�
　URL：http://www.adoc.or.jp
　�本部（東京）・北海道支部（札幌）・東北支部（仙台）・
中部支部（名古屋）・関西支部（大阪）・中国支部（岡山）・
九州支部（福岡）・沖縄県支部

　加入組合員32社（平成22年1月末日現在）
●主な業務内容
　1．�建物改修ならびに維持保全に関する調査・診断・設

計監理業務等の共同受注及び受注斡旋
　2．�建物改修ならびに維持保全に関する報告書、計画書

及び図面等の共同作成
　3．共同宣伝及び市場開拓
　4．�経営及び技術の改善向上又は知識の普及を図るため

の教育及び情報の提供
　5．その他

国土交通省認可
建物診断設計事業協同組合（建診協）

理事長　山　口　　　実 さん

　　　�日本マンション学会学術委員、㈶マンショ
ン管理センター修繕計画検討委員等歴任

第2回
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　今から10年前の2000
年にペット飼育を解禁
したマンションがあり
ます。
　ペットクラブを作り、
クラブ会員が自主規制
をしながら飼育すると

いうことを前提に総会決議が通った管理組合で、当
時は先駆者的な扱いを受け、大手一般紙にも大きく
取り上げられました。
　しかし、当時の理事長に「その後」の話を聞くと、
ペット飼育解禁前と解禁後で飼育者の数はほとんど
変わらないという結果が出たといいます。
　アンケート等で、今は飼っていないけれど潜在的
にペット飼育を認めてほしいという人が多いと踏ん
での管理規約変更決議だったのですが、つまりこれ
までこっそり飼っていた人が堂々と飼えるように
なっただけ…のようです。
　こんな話があります。
　ペット飼育禁止マンションで、「なんでうちはペッ
トを飼っちゃいけないの？」と子どもに問われたの
でマンションのルールで禁止されていると説明した

お父さん。「でも、飼っている子もいるよ」−親とし
て子どもへの答えに窮したといいます。
　そこでお父さんは思い切って総会で発言してみま
した。「ペット飼育の問題はしつけや臭いじゃなく、
住民がルールを守っていないことではないか」。そう
したら「今飼っているペットを殺害しろということ
か」などという無記名の文書が掲示板に貼られたそ
うです。
　別のマンションでは、「ペット飼育禁止だから入居
したのに、平気でエレベーターに犬と乗る人がいる」
とアトピー性皮膚炎の子を持つお母さん。「子どもが
かゆがって眠れなくても、新米住民だからどこにも
いえません」。
　一方、一人暮らしの母親に「孫一同から」という
名目で子犬を贈ったら、元気の源になったという話
もあります。独居老人の問題が取り沙汰される中、
マンションのルールも少しずつ変えていくべきだと
いう人も少なくありません。
　前述の理事長はいいます。「管理組合として、とに
かく話し合いの場を設けることが第一歩。結果がど
うであろうと、何もしなければ、かわいそうなのは
理不尽な思いをする子どもらですから」。

なんでうちはペットを飼っちゃいけないの？

〒144-0052  東京都大田区蒲田3-23-8 蒲田ビル9階
TEL：03-3739-8851　FAX：03-5744-6133
st100@star-tech-kamata.co.jp 
http://www.star-tech-kamata.co.jp/

マンション・ビルの水道工事、配管工事、大規模修繕工事、

マンション・ビル設備のリフレッシュは

スターテックにお任せください。

建物の配管工事、水道工事、大規模修繕工事ならスターテックまで

お客様のご予算・条件等にベストマッチしたプランをご提案
水道・配管工事でお困りの方はこちら→03-3739-8851 まで！

マンション外壁改修塗料
相談センター 開 設

●信頼・安心のホットライン。塗料のトップブランド　　　　　　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。

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 ]☎

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へ̶
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フェイバリット キューアール

吉野亜衣子

　先日、朝のワイド番組『吉田照美のソコダイジナトコ』のゲストが原口一博総務大臣
でした。
　水曜日のレギュラーコメンテーターとして出演しているジャーナリストの上杉隆さ
んが交渉してくれたのですが、その方法は「ツイッター」！インターネット上で「つぶや
き」を載せるミニブログのようなものです。
　生放送中、パソコンで上杉さんがノリで？ツイッターで原口大臣に対し「今、文化放
送に出演しているんです。出演してくれませんか？」とつぶやいて出演交渉。すぐに大
臣がつぶやきで快諾。いいんだ！？
　そんな気軽に日本国の一大臣のスケジュールを抑えられるとは便利な？世の中に
なったものですね！後からスタッフが大慌てで報道に走っていきました。
　ドタバタで決まった出演にもかかわらず当日のスタジオはとても和やか。でもスタ
ジオの外は文化放送の偉い人がたくさん来て、物々しい雰囲気。だってラジオは総務省
管轄だもんね。
　こんな風にラジオは新しいメディアと融合できる自由なメディアでもあるのです！
　吉田照美さんが朝から軽快トークで最新ニュースをお伝えする『吉田照美のソコダ
イジナトコ』（毎週月曜～金曜　朝6時～8時30分）。ぜひ聞いてみてください。

（吉野亜衣子）

今月のおすすめ番組は…

●有事の際の情報源はラジオ
　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。

文化放送を聴くには…？
原口大臣、「ツイッター」で生放送中に出演快諾 !?

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、文化放送の
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。
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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

おもしろコラムもご覧ください！

　毎月㈲日本ジャーナル社が発行する全国建物調査診断センターの生活お役立ち情報紙や

ホームページも覗いてみてください。そこには、おもしろコラムが満載です。
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執筆は医学博士、管理栄養士、薬剤師、気象予報士、小説家など
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・冬の夜空で青く美しい星　　・電子レンジ簡単レシピ「鯛のアクアパッサ」

http://zenken-center.com


