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所有権留保付きマンション
高齢者の住民対応に配慮
　北砂四丁目住宅は「住宅供給公社所有権留保付き長期分
譲住宅（所有権留保付きマンション）」として1972年に建
設された。
　所有権留保付きマンションとは、マンションの購入者が
購入資金を住宅金融公庫（当時）に借り入れ、その借入全
額の返済が完了する（35年または50年）まで、住戸と敷地
の所有権は住宅供給公社に留保されるという住宅の供給方
法（昭和40年代、全国の主要都市で展開され、昭和49年に
事業終了）。
　このため、返済が完了するまではマンションの共用部分
の持分も住宅供給公社にあり、北砂四丁目住宅の場合、共
用部分の維持管理の主体は東京都住宅供給公社だった。
　こうした所有権留保付きマンションの課題点は、築35年
たってはじめて所有権を得て管理組合を設立し、これまで
住宅供給公社にお任せだった管理を開始しなければいけな
いこと。35年たっていれば、居住者の多くが高齢者である。
　今回工事を担当した㈱アール・エヌ・ゴトーの現場代理
人も「年配の居住者が多く、特に１人住まいのお年寄りが
多いため、住民対応には何度も、根気よく説明を行いお客
様のお部屋に伺っての説明を心がけました」と話す。
　また、長年公社の所有物であったため、一般の分譲マン
ションと比較すると計画修繕が手厚く行われてこなかった
感は否めない。

　そこで「下地補修工事には非常に手間をかけ、また美し
く仕上げるために柱型や壁面の脆弱な既存塗膜はすべて剥
離しました」と現場代理人。

◇
　これまで合意形成の経験がなかった居住者が改めて区分
所有者となり、管理組合として適正な管理をしなければい
けなくなった。管理会社や改修専門業者など、建物を維持
管理していく上で第三者の支援、アドバイスが貴重なマン
ションといえる。

　File Data. 27　東京都江東区／北砂四丁目住宅管理組合

管理組合

施工前のマンション。施工後は今風に
イメージが大きく変わった

長年の放置でひび割れ、ふくれ等の
劣化現象が顕著に

施工前、パイプスペースの扉

コンクリートの剥離で、中の鉄筋が見えている

鉄部のケレン、清掃作業中

１階がピロティーで、ごみ収集車や自転車が通
行するため、開放廊下側(吹抜側)の一部に移動
式昇降足場（リフトクライマー）を使用した

●設計・監理者
アワーブレーン環境設計株式会社
東京都中央区新富１−３−２  新富町一丁目ビル4F
☎03−3297−0245　　http://www.ourbrain.co.jp
●施工者
株式会社アール・エヌ・ゴトー
川崎市中原区新城中町16−10
☎044−777−5158　FAX 044−777−5120
office1@rngoto.com　　http://www.rngoto.com

工事データ
○工事名／北砂四丁目住宅大規模修繕工事　○建物概要／ 1972

（昭和47）年竣工・SRC造地上14階建・526戸　○発注者／北砂四
丁目住宅管理組合　○設計・監理／アワーブレーン環境設計㈱　
○施工者／㈱アール・エヌ・ゴトー　○主な工事内容／仮設／外
壁等下地処理／シーリング／タイル／外壁等塗装／無機複合防水
／ウレタン防水／鉄部等塗装／その他工事　○工事期間／ 2010
年８月～ 2011年７月
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全国建物調査診断センターとタイアップ

　これまで全国建物調査診断センターと業務提携し

てきました『たてもの㈱』が９月14日、国土交通省

より瑕疵保険業務廃止許可を受け、瑕疵保証保険業

務から撤退いたしました。

　たてもの㈱の引き受け済み保険契約については国

交省の指導のもと、㈱住宅あんしん保証が引き継ぐ

ことになりました。また、全国建物調査診断センター

といたしましても、たてもの㈱の引き受け済み保険

契約について㈱住宅あんしん保証とタイアップする

ことにいたしました。

　前述の引き継ぎにあたって、保険会社の変更によ

る保険料、検査料等の変更はありません。保険契約

者となる工事事業者様におきましても新たな登録料

や加盟料等の費用発生はありませんし、新たに登録

契約をする必要はありません。

　申し込み済み物件に関する業務や保険証券の発行

等も引き継がれますのでご安心ください。

　11月12日に開催予定の管理組合セミナーも㈱住宅

あんしん保証と協力して実行いたします。

　今後とも住宅金融支援機構提携金融機関㈱ジェイ・

モーゲージバンク（JMB）と協同開発した「マンショ

ン大規模修繕工事完成保証制度」「マンション大規模

修繕、調査、診断、設計、監理、完成保証制度」と

組み合わせてご活用下さい。

一般社団法人　全国建物調査診断センター

　吉野　笙一

たてもの株式会社の業務停止と
保険契約の承継についての問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室
☎03-5253-8111（内線39454、39447）

株式会社　住宅あんしん保証
たてもの㈱専用相談室

☎03-6824-9441（平日９：00 ～ 17：00）

ご　あ　い　さ　つ

　保険加入により、保険の対象

となる大規模修繕工事を実施し

た部分に瑕疵があった場合、工

事請負人である工事業者に対し

て瑕疵を修繕する損害額の保険

金を支払うもの。

　保険加入に当たって保険会社

による工事検査（第三者による

監視）が入ること、工事後の瑕

疵トラブルがなくなることなど、

管理組合とっても少なからずメ

リットがある保険商品である。

　被保険者（工事業者）が倒産などの事由により、瑕疵

担保責任を履行

できない場合は

発注者（管理組

合）に対して直

接保険金を支払

う。つまり、工

事 業 者 の 倒 産

で、その業者の瑕疵の修繕に他の業者を使っても、管理

組合に保険金が出るので瑕疵の修繕は滞りなく実行でき

ることになる。

　大規模修繕工事瑕疵保険の被保険者は工事業者であり、

保険料も工事業者が支払う。

大 規 模 修 繕 工 事 瑕 疵 保 険 と は

大規模修繕瑕疵保険は『住宅あんしん保証』へ
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　東京都は６月28日に発表した「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」における特

定緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震診断の実施・報告等を平成24年４月１日から義務付ける。

　ただし延べ床面積１万㎡以下の建築物の耐震診断費用は実質的に国と都が全額負担するという。

＜11月12日には東京・京橋で耐震化推進条例をテーマにセミナーを行います。詳しくは12ページ参照＞

東京・緊急輸送道路沿道建築物耐震化推進条例

耐震診断を国と都で負担
11月12日、京橋で耐震化推進条例をテーマにセミナー

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

特定緊急輸送道路の概要
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　マンションのごみ置き

場の問題は、毎日直面す

る重要なことなのに案

外、無関心な人が多いと

思う。

　私たちのマンションは

分譲当初から、ごみをご

み置き場に捨てるだけであったため、カラスの被害

に悩まされ続け、築15年目以降はカラスよけネット

をかぶせるようにした。

　ただし、毎朝５時ごろにプラスチック製の大きな

容器を４個並べ、これにネットを張らなければなら

ない。管理員は通勤で早朝は不在のため、住民の有

志の方に謝礼金（薄謝）を払ってお願いしてきたが、

８年が過ぎ、有志の方もご高齢になり、体調を崩さ

れたため「辞めさせてもらいたい」という話が持ち

上がった。

　ごみ置き場の管理は、雨の日も、雪の日もほぼ毎

日やらねばならず、骨が折れる仕事のため、代わり

の方を公募しても希望者はいない。

　さらに早朝出勤する人から、「出がけにごみを捨て

るため汚れたネットを触るのは手が汚れ不潔だ」な

どという苦情。被害は少なくなったとはいえ、カラ

ス被害も絶えず困っていた。

　平成16年４月、川崎市で事業系ごみ収集が有料化

され、これに伴い家庭用と事業系のごみ置き場を別

にすることが義務付けられた。

　私たちのマンションは店舗と住宅の複合用途であ

り、理事会で検討した結果、ごみ収集庫（1,050ℓ、

11万4,000円）を２個購入した。

　このごみ収集庫は衛生的で便利で、住民からの評

判もよく、「ごみを出すのが楽になった」と感謝され、

近隣マンションからも見学者が訪れるほど。汚れも

水洗いで簡単に落とせる。

　ごみ収集庫を

設置以来、ごみ

収集庫の劣化も

見られず、設置

した当初の状態

を維持してくれ

ている。

マンションのごみ置き場の一例
神奈川・川崎／シャルム新丸子管理組合法人　筋田一行さん
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　長寿命化のかぎは、やはり普段からのお互いの顔と顔の関係
であったりであるとか、何かあったときにサッと動けるか、そ
ういうものに尽きるのかなと思います。
　具体的にコミュニティーを形成していくためにどういう風な
活動しているか、いくつかのマンションの事例をお話したいと
思います。

　東京・芝浦の運河のところで舟にみなさん乗っているんです
が、全部マンション住民の方々です。阪神・淡路大震災が起こっ
た１月17日に毎年、この地域の人たちが運河をめぐって、まち
の防災についてお互いに確認し合おうと、そういう風な催しを
やっています。
　彼らは「NPO海塾」を立ち上げ、防災を知るためには自分
たちのまちにどういうものがあって、運河をわたる橋を中心と
したライフラインはどういう風に通っているかということをき
ちんと確認することが「防災クルーズ」をはじめたきっかけだ
と言っています。
　たくさんある橋の名前だけでも住民同士で共有しようじゃな
いかというのが海塾の基本的な発想なんです。
　だからまず、自分たちのまちとか、マンションとか、自分た
ちの暮らしている場所を客観的に知ろうじゃないか。マンショ
ンでいうと、マンションクルーズですよね。機会室がどこにあ
るのだとか、というのを住民がみるだけでもきっかけづくりに
なるのかなと思います。

　築後35年になる300戸くらいの団地です。もともと無関心層
が多くて維持管理や経理に関してはうまくいっていませんでし
た。
　12、3年前になりますが、２回目の大規模修繕工事で立ちあ
がった人たちを中心に「もっとこの環境（住民同士で大規模修
繕を成し遂げた人間関係）をうまく使っていこう」ということ
になって、「かけはし」という互助会を作りました。
　65歳以上の人たちに、お互いにできる人がしてあげるという
ことをモットーに、例えば水道のパッキンや電球を替えてあげ
るだとか、１回300円というところからはじまって、「かけはし」
という任意団体をマンション内に作る。で、作る時に管理組合
の承認を得るなどとすると時間がかかってしょうがないので、

「この指止まれ」で集まった人が60数人集まったそうです。
　独居老人の方が「かけはし」でベランダに用意したパネルで、
赤だったら何か用事があるだとか、緑だったら今日は大丈夫だ
とか出すようにして、団地の下を通るだけでどうなのかわかる
など、いろんな工夫をしはじめるんです。
　最初は無関心だった人が、だんだん管理組合のことを知るよ
うになると、もっとやろうという話になって、電気設備の改修
になったとき、みんなで配電盤の工場見学をしたり、業者選定
も素人にわかりやすい管理組合への「説明力」で決定するよう
になりました。

　次は1,000戸くらいのマンションです。ここは「虹の会」を
作りまして、住民がNPOとして運営しているんです。
　ヘルパーさんも20人くらい実際に雇って、その中にケアマネ

マンションクルーズ1

互助会「かけはし」2

NPO「虹の会」3

　神奈川・大和市の冨士見文化会館で９月17日、『狙われるマンション』などの著書があ
るノンフィクション作家・山岡淳一郎氏の講演が行われました（主催：NPOかながわ県央
マンション管理組合ネットワーク）。
　テーマは「既存マンションの長寿命化と震災への対応―マンションを終の棲家とするた
めに」。このページでは山岡氏の講演の中で、多岐にわたる取材を通して講演の題材にし
たマンションの事例紹介を紙上採録しました。

ジャーもいるんですが、オ
フィスは団地にあった元学
童保育用の施設です。
　団地ができたころは子ど
もが多かったのですが、時
間がたって今は使われなく
なってNPOが借り受け、デイケア的なサービスもできるよう
になっています。介護支援だけではなく、障害者支援も行って
います。
　なんでこんなことができるのかというと、ここもお互いの助
け合いからはじまっています。助け合いをしているうちに５、
６年たち、これから先は「介護」ということで行政に申請して
NPO化しました。

　４棟900戸近い大規模なマンション。お互いに防災、救護、
連絡役などをフロアの中で役割を決めて、「共助（共に助け合う）
を軸にした防災に取り組んでいる」とメディアに紹介されまし
た。
　元理事長は「防災の基本はコミュニティーにある」。つまり「コ
ミュニティーで普段からいろいろお互いの顔がわかるような活
動をしている、それが取り上げられた理由では」とコメントし
ていました。
　ただ、７、８年前は住民の無関心がひどく、理事会に対する
嫌がらせもあったとい言います。「いちゃもんをつけるのはだ
いたい専門職です。でもクレームはコミュニケーションの第一
歩です。クレームをつけてきた人をむしろ専門委員会に入って
もらい、コミュニティー活動を活発化していきました」。
　こういうのもこれからのマンション管理をする上での、取り
組みの一つと考えます。

ノンフィクション作家・山岡淳一郎氏
1959年愛媛県生まれ。「人と時代」

「21世紀と公と私」を共通のテーマに
近現代史、建築、医療、政治などの分
野で旺盛な著作活動を行う。

　戦後、原子力の魅力に飛び付き、原子力をまさに「力」と
して今日の日本を築いた政治家たち（＝中曽根康弘、正力松

　儲かるから建て替えを誘導する。住民が無関心だから第三者
が介入する。飢えた業界にとってマンションは標的であって、無

太郎、田中角栄）の思惑とは―。戦後から続
く忘れ去られた歴史を解き明かす一冊。

防備な狙いどころ。だからこそ、大切なコミュ
ニティー形成、住民自治を喚起する一冊。

山岡淳一郎／著

筑摩書房／発行

ちくま新書・240ページ・定価798円（税込）

ISBN：978-4-480-06628-2

山岡淳一郎／著

朝日新聞出版／発行

四六判並製・264ページ・定価1,575円（税込）

ISBN：978-4-022-50680-1

『原発と権力─戦後から辿る支配者の系譜』

直　近　の　著　書

『狙われるマンション』

「共助」を軸にした防災4

長寿命化のかぎは「ご近所力」が握る
―マンションを終の棲家とするために―

ノンフィクション作家・山岡淳一郎氏紙上採録
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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。（構成・編集部）

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
　　取締役　澤 田 博 一 氏

㈶マンション管理センター／評議員
㈳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③

大 規 模 修 繕 工 事 の す べ て ＜最終回＞

第　2　部　第　2　テ　ー　マ7.16

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
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⑧工事実施の決議
　平成17年の区分所有法改正を受けて、第17条共用部分の変更

（形状または効用の著しい変更を伴わない通常の大規模修繕工
事）は規約で、普通決議（過半数）で可決できるようになりま
した。
　しかし、潜在的に工事を反対する人がいます。そういう人は
工事がはじまると非協力的な態度をとります。過半数を取れば
いいというのではなく、限りなく多くのみなさんの合意を得て
おいた方がよいと考えます。
　工事の予備費の支出権限を理事会に与えておくように決議し
ておくと、工事がはじまってから機動的に対応ができます。
　外壁補修等では足場を組まないと劣化状況がわからないとこ
ろがあります。実費清算にするケースが多いですが、劣化個所
が予想以上に多かったなど想定しないことが起こる場合もあり
ます。また、台風が来て工期が大幅に遅れてしまったという可
能性もあります。
　予備費は設計事務所の経験で工事金額の５～ 10％です。
　この数字をあらかじめ理事会権限として決議しておくと、後
に臨時総会を開いて再度決議する手間が省けます。
⑨工事の契約
　分譲マンション大規模修繕工事専用の工事請負契約約款は、
残念ながらありません。
　現在は民間の連合協定（いわゆる旧四会連合）の工事請負契
約約款の文言を一部改訂し、契約書、見積書、仕様書などを合
わせて契約している例がほとんどです。
　契約条件は見積もり依頼の前に十分協議して煮詰めておくこ
とが大切です。主な契約条件は、支払い条件、性能保証、履行
保証、工事保険など。
　平成21年から本格施行された住宅瑕疵担保履行法に伴い、複
数の保険会社で対応している「大規模修繕工事瑕疵保険」につ
いて情報を得ることも必要でしょう。
⑩着工前の工事説明会の開催
　工事内容、工程、仮設物の設置、日常生活への影響、広報や
連絡体制、安全防災計画などを施工する工事業者がわかりやす
く説明する会を開催します。
⑪日常生活への影響を予想して対策を協議する
　日照、通風、換気、臭気、騒音、震動、ごみやほこり、防犯
対策についても事前にどのように日常生活に影響を与えるのか
を予想して、対策を立てる必要があります。

　工事説明会で住民から多い質問は以下の通りです。
　ａ　バルコニー関係…洗濯物の物干しの時間、エアコン室外

機の扱い、鉢植えや物置の移動
　ｂ　BSアンテナの扱い
　ｃ　駐車場関係…駐車車両の移動、ごみや塗料の飛散
　ｄ　階段や廊下の通行制限
　ｅ　設備工事の場合の断水や停電
⑫近隣への着工前挨拶
　敷地が接している近隣住戸、自治会や町内会会長宅、特に協
力をお願いするところに対して、発注者である管理組合と施工
者が同行してあいさつに行くことが望ましいと思われます。
⑬工事中の定例打ち合わせ
　管理組合、施工業者、設計監理者が工事中に工事の進行状況
等を確認するため、三者で定例打ち合わせを行います。
　開催スパンは２週間に１度程度が多いです。主に住民からの
苦情や質問への対処、追加工事や工事内容の変更等について検
討します。
⑭竣工引き渡し
　工事が終わる際に竣工検査を管理組合、施工業者、設計監理
者の三者で行います。
　検査後は施工業者から工事の書類の引き渡しがあります。
　この書類は次回の工事のために非常に重要です。どの部分を、
どういう材料を使って、どういう施工を行ったのかという情報
がわかるからです。
⑮定期検査
　アフターサービスとして、竣工後１、２年目などにきちんと
検査をしてもらいましょう。そして、性能保証期間中は不具合
をきちんと手直しすることも大切です。
⑯関係書類の保存と引き継ぎ
　⑭で施工業者から引き渡しを受けた工事の関係書類。具体的
には、工事完了届け、性能保証書、材料出荷証明書、実施工程
表、下地補修施工図、工事記録写真、使用材料リストなど。専
用の保管場所（集会所や管理室など）を設定して、キャビネッ
ト等に整理して保管しておくとよいでしょう。
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■マンション学会第20回2011年東京大会
日　時：11月４日㈮、５日㈯、６日㈰
　　　　４日…市民公開シンポジウム「マンションは震災にど

う備えるべきか」16：00 ～ 17：00
　　　　５日…メインシンポジウム「マンション管理制度の再

検討」14：10 ～ 17：30（その他分科会は９：30 ～）
　　　　６日…国際シンポジウム「台湾・韓国・日本のマンショ

ン法制度と管理の諸問題」
　　　　　　　ミニシンポジウム「大規模団地建替えにおける

住民自治と合意形成―多摩ニュータウン諏訪２
丁目住宅の実例を踏まえて」

以上９：30 ～ 12：30
　　　　　　　震災復興シンポジウム「東日本大震災とマン

ション―震災特別研究委員会報告」13：30 ～
17：00

会　場：東京・白金台　明治学院大学
　　　　JR線「品川駅」徒歩約17分
　　　　東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金高輪駅」

徒歩約７分
参加費：会員3,000円、非会員4,000円
問い合わせ：gakkai@mail.meijigakuin.ac.jp

■NPO日住協第17回マンション管理フェア
「マンション快適ライフ2011」
日　時：10月28日㈮、29日㈯、30日㈰
　　　　28日…ミニセミナー「マンション管理組合における震

災対応の教訓」16：00 ～ 16：20　牧田正紀氏
（NPO日住協支部理事）

　　　　29日…講演「マンション震災時状況と復旧状況」15：
40 ～ 16：10　浅野達弥氏（若松二丁目住宅管
理組合理事長）

　　　　　　　ミニセミナー「震災アンケート結果報告」12：
30 ～ 12：50　川上湛永氏（NPO日住協支部理事）

　　　　30日…講演「高齢化対策と高齢者支援事例報告」11：
40 ～ 12：10　西山博之氏（NPO日住協理事長）

出展企業：15社
入　場：無料
会　場：東京ビッグサイト東１

ホール
　　　　ゆりかもめ線「国際展

示場正門駅」徒歩３分、
りんかい線「国際展示
場駅」徒歩７分

問い合わせ：☎03−5256−1241

　　　　　メインシンポジウム
　　　　　マンション管理制度の再検討
【基調講演】
　「マンションと法」
　　丸山英気氏（千葉大学名誉教授・弁護士）
【パネルディスカッション】
　「マンション管理と標準管理規約―マンション標準管理

規約の改正案をめぐって」
　　鎌野邦樹氏（早稲田大学法科大学院教授）
　「第三者管理方式の実践例と留意点」
　　親泊哲氏（日本マンション管理士連合会会長）
　「マンション管理方法の理論的検討―ドイツ法との比較

を通じて」　伊藤栄寿氏（愛知学院大学准教授）
　「コミュニティ主体の管理をめざす―コーポラティブ方

式の実践の中から」
　　杉山昇氏（都市住宅とまちづくり研究会理事長）

■江東・マンションふぉーらむ21
【第35回交流会開催のお知らせ】
日　時：11月５日㈯  13：00 ～ 16：30
講　演：「大規模修繕工事の塗料・塗装」 
講　師：三条場信幸氏（理事）
会　場：亀戸カメリアプラザ（亀戸文化センター）５階 
　　　　JR総武線亀戸駅徒歩２分
ＵＲＬ：http://koto-manf21.com

■NPO浜管ネットセミナー
「どうする！マンション改修工事の資金計画」
日　時：11月９日㈬  18：30 ～ 20：30
内　容：
　◎第１部：長期修繕計画に伴う改修工事の資金計画の現状と

課題
　　　　　　　講師：小島孝豊氏（１級建築士、株式会社ＩＫ

都市・建築企画研究所）
　◎第２部：公的融資等を使用した場合・民間融資を使用した

場合・リースを活用した場合のそれぞれの比較を
行います。

　　　　　　　講師：高森慎司氏（株式会社大和）
会　場：かながわ労働プラザ（Lプラザ）第３会議室
　　　　JR根岸線石川町駅徒歩３分
参加費：浜管ネット会員以外は１人1,000円（資料代）
問い合わせ：事務局　☎045−911−6541

■㈳千葉県マンション管理士会
鎌ケ谷市　マンション管理セミナー ･交流会･相談会
日　時：11月６日㈰  13：00 ～ 16：30
内　容：
　第１部セミナー
　　「建築士から見た『災害に強いマンション』」
　　　講師：野間一男氏（１級建築士・マンション管理士）
　　「マンション標準管理規約改正の解説」
　　　講師：五崎和夫氏（マンション管理士）
　第２部交流会＆個別相談会
会　場：鎌ケ谷市役所３階303会議室
問い合わせ：☎043−244−9091
白井市　マンション管理セミナー ･交流会･相談会
日　時：11月26日㈯  13：00 ～ 16：30
内　容：
　第１部セミナー
　　「管理組合の運営から見た防災」
　　　講師：吉澤 邦彦氏（マンション管理士）
　　「定期総会開催時のチエックポイント」
　　　講師：岡本洋氏（マンション管理士）
　第２部交流会＆個別相談会
会　場：白井市保健福祉センター（市役所のとなり）
問い合わせ：☎043−244−9091

■㈳埼玉県マンション管理士会
第4回鶴ヶ島マンション管理無料相談会
日　時：10月29日㈯  13：15 ～ 17：00
内　容：
　第１部セミナー
　　「ペット飼育解禁に向けた合意形成」
　　　講師：中田栄三郎氏（マンション管理士）
　第２部個別相談会
会　場：鶴ヶ島市市民活動推進センター
　　　　（若葉駅東口ワカバウォーク１階）
問い合わせ：鶴ヶ島市建築課　☎049−271−1111（内243）

昨年、マンション管理フェアでの
NPO日住協の相談ブース

11/15
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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
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　３月11日に発生した東日本大震災について、NPO

法人耐震総合安全機構（JASO）が調査団を派遣し、

岩手県、福島県など4回にわたる調査を行い、集合

住宅、マンションの被害状況について報告した内容。

取材先は、いわき、石巻、釜石、大船渡、志津川、

大槌町、陸前高田などに所在するマンション。

　JASO耐震総合安全機構で耐震診断や補強設計を

手がける建築家、構造技術者、設備技術者が５月～

８月、延べ153人が現地調査した記録である。

　５月２日から４日の３日間、女川町・石巻市・南

三陸町志津川・気仙沼市・大船渡市・陸前高田市の

現地を訪れ、記録した写真集である。

　各地域のライフライン等の被害状況を整理し、津

波と建築設備に関する提言でまとめている。著者は

「現地を訪れて、あまりにも完璧に破壊しつくされ

て、被害が大きくただ事ではないことがわかり、こ

の現実を記録に残して今後の全体の都市計画に役立

てていけたらと思って撮った」と述べている。

A5判・188ページ・オールカラー

定価2,625円（税込）

JASO耐震安全機構・技術情報委員会、

JASO非木造建物・東北津波調査団／

共著・監修

JIA日本建築家協会・メンテナンス部会、

㈳首都圏マンション管理士会／協力

㈱テツアドー出版／発行

A5判・162ページ・オールカラー

定価2,625円（税込）

瀬谷昌男／写真・文

JASO耐震安全機構／監修

㈱テツアドー出版／発行

『東北地方太平洋沖地震・津波記録写真集
3・11平成津波と集合住宅』

『写真集 Photograph Collection
　　　東日本大震災53日目

「忘れることのできない記憶」』

本 の 紹 介
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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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● 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


