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期間中に配布する工事チラシに
最大限の「気配り・気遣い」
　施工者であるカシワバラ・コーポレーションのベテラン
営業マンA氏がスキルアップを目的に自ら申し出て、現場
副代理人として工事に加わった現場からの報告である。
　シティ能見台いこいの街は能見台でも一番の高台に立地
しており、海からの風が強く感じられる。
　このため、「風の強い日はいつも以上に塗料等の飛散に
気を使った」とA氏。「当たり前のことですが、作業員（特
に鳶）には親綱、安全帯を厳しく徹底させました」。
　現場に入って改めて実感したのは居住者とのコミュニ
ケーション。普段は営業として、理事会や修繕委員会など、
工事を行うことをある程度理解している人々と工事の内容
や進行等について話ができる。
　ところが現場に入って工事開始早々、居住者である女性
の問い合わせに「着工前の工事説明会でご説明したように
…」と切り出すと、「主人は説明会に出たけど、私は出て
いないし、素人だから理解できない」と言われた。
　確かに、どこのマンションでも工事説明会の参加は全体
の30％～ 40％。資料は全世帯に配布するが、すべてが工
事を理解してくれているとは限らない。
　「弊社代表がいつも言う『究極の仕上げ屋』を目指し『几
帳面、真面目、丁寧』に『気配り・気遣い』を入れるには
何をすればいいかを考えました」
　そこで、工事期間中に配布する工事チラシをわかりやす
くしようと施工部位の写真と施工後（他物件等）の写真を
載せ、今まで一色刷りだったのをカラーにして配布した。
　すると居住者から好評の声が。「最後には『細かい気遣

いをしてくれて、良かった』とお褒めの言葉を多々いただ
きました」とA氏。

　「居住者の皆様が大規模修繕
工事を理解してくれたら、工事
自体、非常に円滑に進むことも
改めて勉強しました」とも。現
場に出てこそわかるというもの
があるのだ。

　File Data. 26　横浜市金沢区／シティ能見台いこいの街第二管理組合

管理組合

14階建マンションの足場の枠組みは
クレーン車で積み上げる

共用廊下の防水改修。まずは既存のシートを
はがしてケレン・清掃

外壁や共用廊下の内壁、バルコニーの天井、手
すりなどの色彩決定を掲示板でお知らせ。階段
の長尺シートの色は立体で表現した

続いて専用の接着剤を塗布する

理事会のみなさんと足場解体前の竣工前検査。
中間検査も含め、工事期間中2〜3回は管理組
合と一緒に建物を回る

最後に機器を使って圧着。側溝は
ウレタン塗膜防水で施工

●設計・監理者
株式会社英綜合企画設計
横須賀市小川町25−５−203
☎046−825−8575　http://www.hanabusa.e-arc.jp
●施工者
株式会社カシワバラ・コーポレーション
川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階
☎044−540−1062　FAX 044−540−1035
Reform-j@kashiwabara.co.jp
http://www.kashiwabara.co.jp

工事データ
○工事名／シティ能見台いこいの街B・C棟大規模修繕工事　 
○建物概要／ B棟：1996（平成８）年７月竣工・RC造地上14階建・
63戸、C棟：1996（平成８）年３月竣工・RC造地上14階建・63戸

（第二管理組合はB棟～ D棟全３棟・237戸）　○発注者／シティ
能見台いこいの街第二管理組合　○設計・監理／㈱英綜合企画設 
計　○施工者／㈱カシワバラ・コーポレーション　○主な工事内
容／共通仮設　直接仮設／下地補修・洗浄・シーリング／外壁等
塗装　鉄部塗装／防水／その他付帯工事　○工事期間／ 2011年
２月１日～７月20日

◀バルコニー塗装工事用チラシ
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給排水設備の更新から更生までニーズに合った改修工法を提案

京浜管鉄工業株式会社
常に時代が求める住環境を見据え、高度な「品質保証」と
より一層の「顧客満足」を追求しています。

専有部分の給水・給湯・排水管を同時に更新した事例本社社屋。最寄りはJR四ツ谷駅 スラブ下配管の事例。スラブ上へと改修する

排水管更生工事に使用する重機（ドリーム工法）換気設備改修の事例。屋上にベンチレーターを設置 居住者説明会の風景

会社探訪

　新築建築物の設備工事や石油プラント工事などを営業

種目に60年近い社歴の中、約30年前からマンション改修

を開始。給排水設備の更新から更生まで、管理組合のニー

ズに合わせた改修工法を提案する。マンションの設備改

修会社の中でも長い社歴と豊富な実績を持つ１社である。

　設備の改修工事は、共用部分のみならず専有部分に立

ち入る必要があるケースが多い。そのため、「専門の技術

者といっても居住者様とのコミュニケーションをとれる

ことが大切」と平松拓也社長。

　居住者向け説明会では現場代理人が中心となって工事

の内容を説明し、理解してもらうことで居住者と現場と

の距離を近くすることに注力しているという。

　現場で発生したトラブル、管理組合や居住者からの要

望、ほめられたことなどを社員、協力会社を交えて話し

合う社内勉強会も随時開いている。

　「居住者様に工事に気持ち良く協力していただくため、

管理組合の工事だけでなく、居住者様にもなにかしらの

お手伝いができたらいいと思っています」（平松社長）

　例えば、設備の工事期間中に専有部分のドアノブの不

具合修理を行ったり、フルリフォームを行ったりするた

めのリフォーム相談所を設置するなど。

　近年、工事内容も給排水設備改修のみならず、空調換

気設備の改修等、求められる工事は多様性を増してきて

おり、管理組合または区分所有者のニーズに合わせた改

修提案はますます必要となってくるといえよう。

●企業データ

社 名 京浜管鉄工業株式会社

所 在 地 本社  〒160−0011  東京都新宿区若葉１丁目12番５号

電 話 03−3358−4873（設備・リフォーム事業部）

F A X 03−3358−4876（設備・リフォーム事業部）

U R L http://www.keihin-se.com

創 業 昭和27年12月15日

代 表 者 平松拓也

資 本 金 5,000万円

正 社 員 数 55人

現場代理人数 36人

営業種目
⑴建築設備リフォーム及び各種配管更生工事
⑵ 暖房・冷房・換気・給水・排水・衛生・冷凍・冷蔵・製氷

温湿度調整装置
⑶上下水道工事
⑷ 化学機械据付及び配管設計製作　各種タンク製作組立据付

並びに配管工事
⑸上記にかかわる設計並びに施工

過去３年間の改修工事実績（マンションリニューアル部門のみ）
　2010年度　23物件　20億円　　2009年度　37物件　20億円
　2008年度　43物件　15億円

特 色

50年を超える実績と確かな技術力、ノウハウ
に基づく設計から施工までの一貫工事システ
ムにより、高度な「品質保証」とより一層の「顧
客満足」を追求。常に時代が求める住環境を
見据え、安心・安全を第一に更なる一層の信
頼に応えるトータルリフォームシステムを目
指しております。



4

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

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。

７月16日に行った『大規模修繕工事新聞』読者セミナーより「大規模修繕工事のすべて」の一部を紹介します。

第2テーマ「大規模修繕工事のすべて」
＜大規模修繕工事の進め方①～⑯＞

一級建築士事務所
㈲ 建 物 診 断 セ ン タ ー
　代表取締役　澤 田 博 一 氏

㈶マンション管理センター／評議員・各種委員会委員
㈳高層住宅管理業協会／各種委員会委員

講
紹

師
介

大規模修繕工事新聞読者セミナー第2弾その②

大 規 模 修 繕 工 事 の す べ て
第　2　部　第　2　テ　ー　マ7.16

①3大要素の検討
■組織計画
　外部コンサルタントを入れるのか、施工会社と管理組合の責
任施工方式にするのか、または理事会だけで行うのか、専門委
員会を設けるのか―については、最初に決めておくことが重要
です。後から再考するとその分、時間のロスになるからです。
■時間の計画
　総会で決議する必要があることを考えると、定期総会の時期
を考えて工事実施時期を想定し、逆算してスケジュールを立て
ることが望ましいでしょう。何回の会合で何を決めるかを予定
します。工事期間は正月、梅雨、酷暑を避ける傾向にあります。
■資金計画
　長期修繕計画の資金計画のチェックが大事です。いつの時期
にどのくらいの金額がかかるのか、工事予算の大枠を知ってお
かないと議論が先に進みません。
②調査診断の実施
　仕様書を作成するために調査はやるべきです。診断結果をよ
く理解し、なぜ工事が必要なのかわかりやすい説明を求めるこ
とも大切です。適正な現状把握は区分所有者の合意形成のもと
になります。大規模修繕工事は通常、普通決議で実施できます
が、限りなく全員に理解してもらうためにも説明は必要です。
③修繕設計の実施
　外部コンサルタント（設計者）を入れる場合、コンサルタン

トの選考、修繕項目の打ち合わせ、予算との兼ね合いが必要で
す。
④資金計画
　工事費用は修繕設計により概算がわかります。修繕積立金残
高で不足する場合は優先順位をつけ、一部工事の取り止め・仕
様変更により減額することも考えられます。
⑤合意形成
　説明会やアンケートの実施、理事会や専門委員会での審議内
容の広報を適宜行います。
⑥工事見積もり依頼
　見積依頼先のリストアップは公募（業界紙など）、紹介推薦、
検索（経営事項審査）などの方法があります。
⑦施工社選定方法
　ａ入札（一般競争・指名競争）ｂ見積もり合わせｃ特命（随
意契約）現場代理人予定者を含めたヒアリングの実施を推奨し
ています。
　⑧～⑯は次号へ。
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　東京都は６月28日、「東京における緊急輸送道路沿線建築物の耐震化を推進する条例」第７条第１項に規定す

る特定緊急輸送道路の指定を行った。

　これにより特定緊急輸送道路の沿道建築物の、マンション管理組合を含む所有者等には耐震診断の実施・報

告等が義務付けられる。

　対象になる建築物は約5,000棟となる見込みで、耐震診断等の費用はほとんどが国と都の負担で賄うことにな

る。該当物件にはDM・戸別訪問による周知・説明を行う。

東京都・緊急輸送道路沿道建築物耐震化推進条例

沿道旧耐震5,000棟対象に耐震診断を義務化
延べ面積1万㎡以下は国と都で全額負担

条例の制定理由…………………………
　首都直下地震に備え、震災時の復旧復興活動を支

える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞される

ことを防止するため

特定緊急輸送道路………………………
　緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化の

必要がある道路

　東京都全体の特定緊急輸送道路図（PDF）

　http://www.taishin.metro.tokyo.jp/yuso/all.pdf

特定沿道建築物…………………………
　下記に該当するものを特定沿道建築物として定め、

その所有者等に耐震化に必要な義務を課す

　ア　敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物 

　イ　 昭和56年５月31日以前に着工された建築物（旧

耐震基準） 

　ウ　 道路幅員のおおむね

２分の１以上の高さ

の建築物

耐震化に関する費用の助成……………
耐震診断助成

　延べ面積１万㎡以下

　　国：1/3　都：定額補助（実質全額）

　延べ面積１万㎡超　

　　国：1/3　都：14/30　所有者：1/5※

　※ 区市町村が独自に上乗せして助成する場合、所

有者の負担軽減が可能です

施行期間…………………………………
　条例は平成23年４月１日だが、耐震化状況の報告

義務は同10月10月開始。耐震診断実施義務等は来年

４月１日から施行する

罰　則……………………………………
　耐震診断の実施義務を怠った場合、建築物の名称

の公表や罰金50万円以下などが科せられることがあ

る

条　　例　　の　　概　　要
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〒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

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

　東日本大震災の影響も

含め、首都圏のある自治

体（市）が耐震診断など地

震対策に関するアンケー

ト調査を行いました。

　市が把握している（新

築時に提出する建築計画

概要書等）マンションの

管理組合を対象とし、「○○マンション　管理組合事務

所気付　理事長様」宛におよそ6,000通郵送しました。

　いきなりちゃんとしたお名前もない「理事長様」

宛のアンケートですから、回答の期待は多くできま

せん。それでも少しずつは返信があり、20％程度の

回答率は期待できるのではないかと思っています。

◇　◇　◇

　ところで気になるのは、このアンケートを受け取っ

た理事長かその他か知りませんが、「今後は郵送しな

いで欲しい」「なぜアンケートには答えなければいけ

ないか」「市の担当者の名前が入っていないから出さ

なくていいね」といった電話が問い合わせとしてか

かってくることです。

　行政の意図は、マンションの適正な維持・管理を

支援するため、各種支援施策に還元するため、のア

ンケートです。

　過去、分譲マンションは戸建て住宅と同じ私有財

産であって、行政が口出しすることではないと、管

理組合団体の要望が通らないことが多かったのです

が、近年特に都市部ではマンションは個人の私有財

産であるにも関わらず、マンションに着目する行政

が増えてきました。

◇　◇

　行政の施策がいつも正しいかというと疑問はあり

ます。

　しかし、まちづくりの観点で行っていることに対

して、「郵送するな」「なんで答えなければいけないか」

といった反応はどうでしょうか？

　マンション行政ではこれまでも各種補助制度、税

制優遇などを行っています。それはマンション住人

の要望が膨れ上がって、行政が無視できなくなった

ことが要因なのです。

　これからももっと、どんどんマンションに対する

意識を行政に植え付ける必要があるのではないで

しょうか。

　自分がめんどくさいというだけの人は、集合住宅

に住んでほしくないですね。

行政アンケートに協力する必要あるの？
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●会社概要　株式会社エー・アール・シーエンジニアリング
●設　立　平成15（2003）年４月　●資本金　1,000万円
●所在地
　〒108−0014 東京都港区芝４−２−10 秀栄ビル４階
　☎03−5765−7101　 FAX 03−5765−3201
　E-mail：arc-net@rapid.ocn.ne.jp
●�主な業務内容
　 ⑴建築設計・工事監理業務　⑵建物・設備調査・診断

業務　⑶大規模修繕工事・設備修繕工事の修繕設計・
工事監理業務　⑷長期修繕計画策定業務　⑸管理組合
運営サポート業務　⑹建物瑕疵調査・コンサルタント
業務　⑺建築紛争の司法支援業務　⑻関連調査業務（建
物周辺環境調査、ビル風、室内環境調査等）　⑼新築工
事現場躯体検査サポート業務（配筋検査、Con打設立会
い、かぶり厚さ非破壊検査）

●社員数　８人（契約・派遣社員含む）
●過去3年間の業務実績
建築・設備修繕工事調査・設計・監理業務
　2010年  ７物件12棟1,095戸　 2009年  ２物件４棟564戸
　2008年  ３物件３棟426戸
建築・設備調査・診断
　2010年  ７物件14棟1,007戸　 2009年  ９物件13棟487戸
　2008年  14物件14棟1,464戸
長期修繕計画策定
　2010年　０物件　 2009年　０物件
　2008年　３物件８棟279戸

コンサルも新しいニーズに対応する姿勢が大切
　マンションの建物調査や居住者アンケートの結果から、
建物の共通の不具合個所を抽出し、それに対応した適切
な改修設計を提案し、管理組合に充分理解を得たうえで
工事に着手することが大切な手順と考える。
　また、通常の修繕周期を引き延ばし、建物のライフサ
イクルコスト（建物の生涯費用）の低減を図る。あるいは、
修繕周期10年～ 15年に実施する修繕費用のピークカット

（平準化）を行い、修繕積立金の確保に余裕を持たせるこ
とも提案している。
　25年以上のマンションでは長期修繕計画上、特に設備
では「更生・補修」、「更新・交換」かの難しい判断が要
求される。
　設備の場合は、使用している配管材料、配管の経年劣
化状態で補修工法を判断することが必要。このため、修
繕周期を迎える前に経年劣化状態の詳細な調査費を修繕
計画に盛り込む必要もあるといえよう。
　これら基本的事項を踏まえて、建物の固有な特性、環
境立地、地域特性を十分踏まえて、大規模修繕計画を管
理組合とともに立案するのが設計コンサルタントの仕事
である。
　建物の美観・耐久性を確保し、さらに機能的にも新築
時と同等もしくは現在の社会的ニーズに合わせることは、
建築の財産価値を高めることにもなる。
　最後に３月11日の東日本大震災を契機に、太陽光や風
力でつくった電気を電力会社が全て買い取るための「再
生エネルギー特別措置法案」が成立した。これに対応して、
既存マンションでも屋上への太陽光発電設備の設置が今

管理組合のニーズにあった改修工事を提案

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
紹

介

第15回

タイル壁面を打診し、不具合個所にマーキングを
行っている様子

バルコニーのアルミ手すりのぐらつきを防止する
補強金物固定ボルト、トルクの検査

管理組合修繕委員会による
施工業者物件説明会風景　

後増えることが予想される。
　マンション改修の設計事務所としても、新しいニーズ
にどんどん対応していく姿勢が求められると言えるだろう。

1級建築士事務所

  ㈱エー・アール・シーエンジニアリング

代表取締役社長　石 橋 正 義 さん

1級建築士
港区芝の事務所にて。ARC代表の石橋正義さん
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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

　今年４月、トステム、INAX、サンウェーブ、新日軽、TOEXの５メーカーが合併し、住生活総合メーカー株
式会社LIXIL（リクシル）が誕生しました。
　これにより、専有部分の給・排水配管、キッチン、洗面化粧台、ユニットバス、電気温水器等および共用部
分のうち各戸に付属する窓サッシ、玄関扉等のマンショントータルリフォームが可能になりました。

　住宅総合メーカーが直接リフォーム工事を行うため、代理店や販売店、リフォーム会
社等の中間マージンがカットできることになります。
　また、間に他社が入らないことでメーカーとお客様との距離感も縮まり、よりいっそ
う価格やアフターサービスで
の安心感を実現できます。

メーカーダイレクトで費用節約
マンショントータルリフォーム
メーカーダイレクトで費用節約
マンショントータルリフォーム

業界唯一の取り組み

株式会社 LIXIL（リクシル）
リフォーム特需東日本支店 

TEL.0120-245-533 　FAX.03-3842-7250 　

（受付時間：平日 午前10時～午後5時）

お問合せ先

ユニットバス導入▶

◀サッシ改修

◀キッチンの配管更新

●メーカーダイレクトの仕組み●
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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　　　　　　 （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。

http://www.kansai.co.jp

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 ]

関西ペイント株式会社・ ☎
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

ヨシノアイコ

　「居心地の良い現状を維持するか、未知の世界に飛び込むか、どっちを選びますか？」
―こんな漠然とした質問を、この数ヶ月間何十人に投げかけてきました。
　このたび、またまた私事ですが文化放送を退社することにしました。夫の海外勤務に
ついていきます。行先はフランスのパリ。期間は1年。
　文化放送には 1 年間の休職制度というものはなく、行くか辞めるかの 2 択！文化放送
の仕事も人間も大好きな私は迷って迷って会う人会う人に相談し、冒頭の質問をしてき
ました。
　久保純子さんは「家族は一緒にいるべき！」。ビジュアル系アーティストの葵さんは「常
に新しい世界を選んできて、僕は後悔してません」。高田純次さんは「常に現状維持に決
まってんだろ！でも国がフランスだってなら話は別。行く」。
　これからどんな人生が待っているのか、自分でもさっぱりわかりませんが相談した方々
に自信をもって話せるような充実した日々を過ごしたいと思っています。
　短い間でしたが、この暢気なコーナーを見てくださった方々に心よりお礼を申し上げ
ます。
　今後はブログやポッドキャストでパリでの生活を発信していこうと思っています。も
しよろしければ「吉野亜衣子」で検索してみてください。
　本当にありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野亜衣子

●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…？

結婚、退社、そしてパリへ

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

（2011.7 改訂 2）

地域別 築年別東京都
45.3％

神奈川県
29.3％

埼玉県
13.2％

千葉県
12.2％

築8年
19.2％

築24年 8.7％

築9年
17.7％

築12年
17.5％

築11年
20.1％

築10年
16.8％

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


