放射能汚染と除去方法
日本原子力研究開発機構が 模索
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管理組合
File Data. 31 東京・文京区／ルミネックス小石川管理組合
都心の単身者向けマンション
若い女性中心に工事を進捗
ルミネックス小石川は主に女性の単身者向け造られた、20
戸のおしゃれなワンルームマンション。
ところがコンクリートの打ち放しやシーリングなど、見た
目に劣化が目立つようになってきた。
築10年くらいから大規模修繕工事の話題は出はじめていた
が、単身者向けということもあり、日ごろは仕事などで顔を
合わせない人ばかりで、会うのは年１回の総会のときだけ。
工事の話は延び延びになっていた。
そんな中、管理会社から大規模修繕の見積もり額を提示さ
れ、「ホント？」ということで建築事務所にコンサルタント
として入ってもらった。コンサルの助言もあり組合員全員で
大規模修繕委員会を発足。若い女性を中
心に常時７〜８人が委員会に参加した。
これが幸いしてコミュニティーが出来
上がる。
古川千佳理事長は「工事でコミュニ
ティーが出来上がったので、他にもいろ
いろ改善しようという声があがりまし
た」と管理組合意識の向上を喜ぶ。
今回の設計、監理を担当した西田建築
士は語る。「工事を成功させるのは私達 工事前のエントランス。建物内に侵入しやす
コンサルではありません。住んでいる皆 い造りだった
様が自分のマンションにどれだけの意識
が持てるかなのです。その意識こそが工
事を成功に導くのです。」
取材当日は工事に伴うもとのとして、
トランクルーム新設に伴う利用細則や自
転車・バイクの細則変更に関する臨時総
会が行われていた。総会後も管理会社等
への質問が相次ぎ、居住者がマンション
管理運営への意識が上向いていることが
工事前の駐輪設備
うかがえた。

臨時総会後に写真撮影に集まっていただいた
方々。写真中央、赤ちゃんを抱いているのが古
川千佳理事長

長尺塩ビシートで防水加工。階段にも滑り
止め材料を使用

有限会社西田建築事務所
一級建築士

西 田 秀 次

〒270-0011 千葉県松戸市根木内353-46
TEL/FAX. 047-346-2149
工事データ ○工事名／ルミネックス小石川大規模修繕
工事 ○建物概要／ 1997（平成９）年竣工・RC造・地
上５階・20戸 ○発注者／ルミネックス小石川管理組合
○設計・監理者／㈲西田建築事務所 ○施工者／東海塗
装㈱ ○主な工事内容／共通仮設／直接仮設（足場）／
下地補修／シーリング／内外壁等塗装／防水／長尺シー
ト貼り／その他 ○工事期間／ 2011年９月１日～ 11月
30日
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工事ではエントランス脇をとおる共用廊下
に施錠式の扉を設置

工事で駐輪場からトランクルームに変更

エントランス脇から侵入しやすかったエレ
ベーターホールにも施錠式の柵を設けた

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

東海塗装株式会社
リニューアル事業部

● 専有部分リフォーム経験談リポート ●

マンションも人間の体と同じ、リフォーム個所に優先順位を
――リフォームを考えられたきっかけは？
奥様：
築45年の建物ですので、大分前から考えてはいまし
た。決定的だったのは、昨年１月の出来事ですね。
瞬間湯沸かし器から伸びていた配管がポキっと折れ
て水がブワーっと吹き出してきたんです（笑）。CM
みたいな光景を目の当たりにして、家の中の見えな
い部分が一体どんな状況になっているのかすごく不
安になってしまいました。この大事件を機に真剣に
リフォームを検討するようになりました。とにかく、
水廻りが気になるので、配管や配線などの基礎をき
ちんと直したいと相談したリフォーム会社には伝え
ました。
ご主人様：
築年数の古い物件ですので、果たしてリフォームで
きれいに直すことができるのかという不安が実際に
はありました。
リフォーム会社：
マンションも人間と同じなんです。築年数が浅けれ
ばお化粧だけでキレイにできる場合も多いでしょ
う。しかし、築年数が30年を超えた物件を今後30年
安心して住める状態にするためには傷みやすい水回
りや配管、配線などのインフラをきちんと整備して
おくことが最優先事項。結果として大きく掛かるリ
フォーム費用を有効的に使うことにもなります。

築年のあるマンションリフォーム
ポイントは【生活価値】を上げること
リフォーム会社：
リフォームで一番大切なのは、生活価値を上げるこ
とです。断熱や生活動線の見直しは重要なポイント
ですよね。今回施工したＳ様のマンションは、１棟
50戸。間取りはほぼ同じですが温熱環境はそれぞれ
どこに位置するかによって違ってきます。最下階角
部屋のＳ様邸は、外気の影響を受けやすくかなり厳

天井・床・壁の木下地組み、専有部分の給排水配管も全て撤去し、
完全なスケルトン状態に

しい状況でしたので外壁面には断熱材をくまなく入
れて窓も二重サッシにして改善しています。現在人
口が減る中で、古い建物をどう再生し長持ちさせる
かが国策としても重要です。そのためには、表層だ
けのリフォームではなく、生活価値を上げるために
きちんとインフラを整備することが必要になってき
ますので、どうしても施工範囲が広くなり費用がか
かってしまう。その分の補助を国が補填してくれる
制度などもぜひ活用することをおすすめします。
――住み心地はいかがですか？リフォーム前と変化を
感じますか？
ご主人様：
本当に快適です。違いはすごく実感しますね。クー
ラーを少しかければすぐに冷えて寒くなるほどよく
効きますし、以前は悩みの種だったカビの発生もも
ちろんありません。マンション自体の大規模修繕も
あって、内も外も本当に新築のようになって嬉しい
ですね。
奥様：
今 回のリフォームは非常に満足しています。「今後
30年住める家」という方針を自分たちで決めて基礎
を徹底的にやったので、本当に安心できました。二
重サッシですから、断熱はもちろん、防音効果も！
こんなに違うものかと驚く毎日ですよ。何にも聞こ
えないから不安になるくらいです（笑）。
――まとめ
築45年のマンションにお住まいのＳ様。配管類の基
礎工事、断熱性能向上を主眼に、スケルトンリフォー
ムを実施されました。住宅・建築物省CO2先導事業
のモデルケースとしても認定されたリフォーム工事
を施工され、住み心地の良さを実感されているとい
うＳ様ご夫妻にお話を伺いました。

この物件の仕上がりは…次号でお伝えします!!

Ｓ様邸は最下階・角部屋であるため、夏は熱く、冬は寒いといった
室内環境の厳しさが悩みだった。もちろん撤去解体後には、断熱な
どもされていないコンクリート躯体が現れた

株式会社LIXIL 営業カンパニー
築年のあるマンションリフォーム
お問い合わせ 特需営業3部 リフォーム特需東日本支店
ポイントは【生活価値】を上げること
リフォーム特需 第2営業所 営業2課

〒110-0015 東京都台東区東上野6-9-3
☎03-3842-7133 FAX.03-3842-7250
Email: hatah4@lixil.co.jp
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㈱アール・エヌ・ゴトー社長

後藤龍彦氏が
旭日双光章を
受 章
㈱アール・エヌ・ゴトー・後藤龍彦社長が11月３日、
平成23年秋の叙勲発表「旭日双光章」を受章しました。
旭日双光章は、「勲章制定ノ件」
（明治８年太政官布告
第54号）により「国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者」に授
与されています。「社会の様々な分野における功績の内容
に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与

お礼の言葉を述べる後藤龍彦社長

するものです。
写真は12月８日、横浜ベイシェラトンホテル＆タワー
ズで行った「後藤龍彦氏の旭日光章受章を祝う会」の模様。
後藤社長は「今回の受章は皆様の代表として拝受した
もの」とし、今後も「尚一層の塗装業界の技術向上・地
位確立に尽力する」と話しています。

神奈川県前知事・松沢成文氏からお祝いの一言

旭日章の等級と賞状

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。

マンション外壁改修塗料
開 設
相談センター
●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。
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へ̶。

関西ペイント株式会社・ 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 ]

☎

http://www.kansai.co.jp
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マンションコミュニティ研究会第４回フォーラム

コミュニティがマンションの価値を決める！
紙上採録

11・24 東京・下北沢 北沢タウンホールにて

マンションコミュニティ研究会（廣田信子代表）は11月24日、東京・下北沢の北沢タウンホー
ル大ホールで「コミュニティがマンションの価値を決める！」と題し、
第４回フォーラムを行った。
このページでは第１部パネルトークの中から、篠原みち子弁護士の講演「人間関係トラブルを
抱える管理組合とうまく運営している管理組合の事例」を取り上げる。

人間関係トラブルを抱える事例
●総会でのやり取りが原因で感情的なしこりが生じ、理事会の
やり方にことごとく反対するケース
過去の理事会のやったことをすべてもう一回決議をしてひっ
くり返す。そういうことをやっている管理組合でした。
これはリゾートマンションで、共用施設の脱衣所にトイレが
ない。だからトイレを作ってほしいという声があったので200
万円近くかけてトイレを作ったんですけれども、次の理事会で
そのトイレを壊したいと。ようは前の理事会がやったことはす
べて気に入らないのです。
それで前の決議をひっくり返すためのは何分の１の決議があ
ればいいのかということで相談に来たんです。「そんな無駄な
ことを」と言ったんですけれども、やはり200万円近くかけて
トイレをつぶしてしまった。取り壊したとそういうケースです。
◇
２つ目ですが、これは裁判になりました。
建替え推進に関する決議だったんですけれども、最初は建替
えの推進派として積極的に行動していたし、理事会にも協力的
だった区分所有者C。ある日から突然、総会の決議、理事会の
やることすべてに反対するようになって、ことごとく内容証明
郵便を送りつけ、その上で総会決議無効確認と管理者解任訴訟
を提起しました。
裁判は控訴した高裁でもやはり棄却されました。
区分所有者Cが強い行動に出たのも理由がないわけではなく
て、私が見る限り、建替え推進の進め方ですね、それがかなり
拙速で、ラフな計画だったんです。もう少し丁寧にやればこう
はならなかったのかなという気がしております。
●会社での人間関係をそのままマンションに持ち込むケース
ある業者が分譲したマンション、分譲会社の社員や偉い方が
たまたまたくさん住んでいたんですね。
元役員をやった方が理事長をしている状況が比較的長く続い
たマンションなんですが、現役時代にその役員と相当の確執が
あったらしいKさんが理事会の方針にことごとく反対をいたし
ます。管理費等は、自分名義の口座にプールしているから取り
に来いといって、自分から払おうとしません。
管理組合のほうでは裁判を起こしました。この方の風貌はき
ちっとした英国紳士風の方です。そういうことから裁判長も
「判
決ではなく、話し合いで払ってもらえるよう一生懸命本人を説
得しました」と、「会社でそれなりのお立場だったんでしょう。

講演する篠原みち子弁護士

どういう事情でこういうことをしてお支払いにならないのか教
えてください」というようなこともいろいろ言ったようです。
管理組合が勝訴し強制執行するかどうかにもなったんです
が、逆にそんなことをやっているうちに、その人から理事長に
対し名誉棄損の損害賠償の訴訟が起こされました。
議案書にこの人が支払わないからこの人の部屋番号と氏名を
書いてしまえば、それが理由で払ってくるかもしれないという
気持ちと、あの野郎書いてやれという気持ちがない混ぜになっ
ていたかと思うんですけど、そういう風に書いてあることが名
誉棄損だということで訴訟を起こされました。
Kさんの請求は棄却になりましたが、その後の管理費もまた
払わなくなりました。２回目の訴訟を準備していたところ、裁
判所の判断は同じだろう思ったのか任意に払うようになったん
ですが、自動引き落としの手続きは絶対とらない。必ず振り込
みをする。こういう状況です。

うまく運営している事例
700戸弱の団地で、うち店舗が20区画。この店舗に分譲当初
から総会で暴言を吐いたり、理由もないのに自治会長を訴える
等の問題行動を起こす人がいました。
このような人物に理事会を牛耳られては困るという共通認識
が生まれ、それがよい面での結束につながったようです。
自分たちの団地に今度こういう花を植えたいだとか、この木
がこんなに大きくなったよだとか、そういうことを非常に楽し
んだり、笑いにしたりしています。
で、自分たちのマンションを良くすることが役員の役目なん
だという気持ちを強く持っていますし、団地に愛着を持ってい
るのが話をして感じられる。非常に気持ちがいいんですね。
今の理事長さん、
副理事長さんたちが若い役員を引き込んで、
いずれ理事長等になってもらうんだと積極的に声をかけて、理
事会や委員会の中に引き込んでいる状況があります。

合意形成に必要なコミュニティの力
古い言い方ですが、
「お互い様」という言葉を思い出して、
大切にしていかなければならないんだなと思います。
管理組合の内部においてもそうなんですけれども、意見とか
考え、好み、生活スタイル、立場、あらゆるものが違うわけです。
でもお互いへの気遣いっていうのかな、そういうことが管理
組合内部の役員と区分所有者、そういうことが少しずつ良くす
るカギになるのかなと思います。

〒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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活 用 で き る マンション関連支援制度

2

東京23区、東京都下、神奈川、千葉、埼玉の自治体の中からピックアップした、
主なマンション関連支援制度を数回に分けて紹介します。

●新宿区●
担当部署：住宅課居住支援係

☎03-5273-3567

対

事業名：分譲マンションアドバイザー制度利用助成
内

容：㈶東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する
「分
譲マンション管理アドバイザー制度」および「分譲マ
ンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用した
管理組合等に対して、派遣料の全額または一部を助成
する（平成23年度で終了）。
助成等：⑴管理アドバイザー制度
 同一年度内に、講座編のうちいずれかのコースを１
回、相談編のうちいずれかのコースを１回、全額助成
が受けられる。
⑵建替え・改修アドバイザー制度
 入門編は、同一年度内にいずれかのコースを１回、
全額助成が受けられる。
 検討書の作成に関するコースは、いずれかのコース
１回10万円を上限とし、支払った派遣料を助成する。
対 象：―

その他：・新宿区マンション管理相談員派遣制度の設置
・マンション管理相談

●文京区●
担当部署：地域整備課住環境整備担当
☎03-5803-1374

事業名：耐震診断助成事業・耐震改修設計助成事
業・耐震改修促進助成事業
内

容：建築物の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修を行う所
有者に対し、その費用の一部を助成する。
助成等：（分譲マンションの場合）
・耐震診断
耐震診断に要した費用の10分の２（上限100万円）
・耐震改修設計
耐震改修設計に要した費用の２分の１（上限200万
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円）
・耐震改修
助成対象工事費の２分の１以内（上限1,000万円）
象：・昭和56年５月31日以前に建築された旧耐震建築物
・耐火建築物または準耐火建築物であり、かつ、地階
を除く階数が３階以上の共同住宅で、２以上の区分
所有者が存する建築物

その他：・マンション管理セミナー（年２回）
・分譲マンション管理相談員派遣
・分譲マンション建替え・改修相談員派遣
・分譲マンション管理個別相談

●台東区●
担当部署：住宅課

☎03-5246-1217

事業名：マンション計画修繕調査費助成
内

容：大規模修繕の実施や長期修繕計画を作成するために共
用部分の建物及び設備の調査を実施する場合、調査費
の一部を助成する。
助成等：調査費の３分の１か助成限度額のいずれか少ない額
［助成限度額］
○建物調査
50戸以下
30万円
51戸から100戸以下 44万円
101戸以上
67万円
○給排水調査
100戸以下 19万円
101戸以上 29万円
対 象：―

事業名：分譲マンションアドバイザー利用助成制度
内

容：㈶東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「分
譲マンション管理アドバイザー制度」または「分譲マ
ンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用した
管理組合等に対して、派遣料を全額助成する。
助成等：派遣料の全額助成

対

象：―

助成等：調査に要した費用（住宅以外の用途部分に要した費用

事業名：マンション耐震化助成
内

容：耐震アドバイザー派遣、耐震診断、耐震改修工事の実
施設計及び耐震改修工事を実施する場合に、その費用
の一部（耐震アドバイザー派遣は全て）を助成する。
助成等：⑴耐震アドバイザー派遣費用の全額
⑵耐震診断、実施設計、耐震改修工事
 １㎡の費用単価（単価限度額あり）×延べ面積×２
分の１、又は助成限度額のいずれか少ない額
○耐震診断・耐震改修工事実施設計
・費用単価限度額：1,000円／㎡
・延べ面積1,000平米以上かつ３階以上の助成限度額：
200万円
○耐震改修工事
・費用単価限度額：47,300円／㎡
・延べ面積1,000平米未満の助成限度額：250万円
・延べ面積1,000平米以上かつ３階以上の助成限度額：
1,500万円
対 象：⑴非木造の耐火又は準耐火建築物で、住戸面積の合計
が延べ面積の２分の１を超える
⑵昭和56年５月31日以前に建築確認を受けている
⑶法令等に違反して、現に是正の指導を受けていない

その他：・「分譲マンションよろず相談室」の開催
・分譲マンション管理セミナー（年４回）

●墨田区●
担当部署：住宅課

☎03-5608-6215

事業名：分譲マンションアドバイザー制度利用助成
内

容：㈶東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する
「分
譲マンション管理アドバイザー制度」および「分譲マ
ンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用した
管理組合等に対して、派遣料の一部を助成する
助成等：アドバイザー派遣料の３分の２
対 象：―

事業名：分譲マンション計画修繕調査支援制度
内

容：大規模修繕を行う前に、建物の計画修繕調査を実施す
る際の調査費の一部を助成する

は除く）の３分の１以内で、１件50万円限度
対

象：築後５年以上経過した区内分譲マンションの管理組合

事業名：分譲マンションリフォームローン償還助成
内

容：
（独）
住宅金融支援機構の
「マンション共用部分リフォー
ム融資」を受けて行う管理組合等に対して、その融資
の償還の一部を助成する。
助成等：住宅金融支援機構の金利が1％低利になるように計算
した額
※住宅金融支援機構の融資を受ける期間は７年間を限
度とする。
対 象：―

その他：墨田区マンション管理士会による無料の相談会
 みだマンション管理組合ネットワーク（略称：す
す
みネット）の活動

●江東区●
担当部署：住宅課 住宅指導係

☎03-3647-9473

事業名：マンション計画修繕調査支援制度
内

容：大規模な修繕に計画的に対応するため、修繕の場所や
時期・工事内容・所要金額等の調査を行なったとき、
その費用の一部を助成する。
助成等：調査費用の３分の１の額または下記助成限度額
［助成限度額］
60戸以下
219,000円
61 ～ 90戸
282,000円
91 ～ 120戸
287,000円
121 ～ 200戸
388,000円
201戸～ 300戸 520,000円
301戸～ 400戸 624,000円
401戸～ 500戸 709,000円
501戸以上
793,000円
対 象：築後７年以上経過した耐火構造の民間マンション

その他：・分譲マンション相談
・耐震化アドバイザー派遣制度
・分譲マンション管理アドバイザー派遣制度
・セミナー、講演会・勉強会・交流会など
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災害救助法の住宅応急修理制度の適用の考え方
厚労省のマンション見識不足はひどすぎる！！
東日本大震災による被
害マンションに適用する
と し て 平 成23年 ６ 月30
日、厚生労働省社会・援
護局総務課長名で「災害
救助法の住宅の応急処理
について」通知が出され
ました。
具体的な応急処理の対象は１世帯当たり52万円の
範囲内で、居室、炊事場、トイレ等日常生活に欠く
ことのできない部分の補修にあてられます。
そもそも災害救助法の住宅の応急処理制度はマン
ションの共用部分は適用外でしたが、東日本大震災
で被害にあった多くの被災マンションからの要望に
より、国会での審議を経てマンション共用部分への
適用についての考え方が整理されたものです。
ところが、厚労省によるマンションの見識不足は
ひどいものでした。
そもそも「専有部分」を「専用部分」と明記して
います。マンションのことを全く知らない人が書い
たことだとわかります。
◇
問題となる主な点は以下の通り。
⑴エ レベーターの補修は２階以上が対象（１階住民
は補修しなくても生活できるため対象外）
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⑵共用階段の被害についても１階住民は対象外
⑶屋上の防水の被害は最上階の住民のみが対象
つまり、共用部分であるにもかかわらず、適用は
各世帯となり、管理組合ではないということになり
ます。
◇
「専有部分」を「専用部分」と書くほどの役人です
から、マンションの共用部分というものを知らない
のでしょうね。
一般的にエレベーターの維持管理費用は、１階住
民はエレベーターを利用しなくても管理費内に組み
込まれ、管理組合の支出項目になっています。
共用階段や屋上防水の経年劣化による修繕は、各
世帯の持ち分割合から修繕積立金を集めて実施して
います。
「おれは１階に住んでいるからエレベーターを使わ
ねえ。だから管理費を払わねえ」って人、いつの時
代の苦笑話でしたっけ？
国の役人がマンションを理解していないことがよ
くわかりました。
マンション区分所有者のみなさんはそういう役人
の態度を肝に銘じて、マンション行政の在り方につ
いてどんどんアピールしていかなければなりません。
行政に対するご意見・ご要望のある方は本誌まで
（12p参照）。
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NPO高齢者マンション支援協会発足
●

事業内容

●

❶マンション内の施設のバリアフ
リー化等、高齢者の住環境向上
のための各種支援業務
❷高齢者の居住するマンションの
管理組合・居住者等に対する各

マンションの高齢化に特化したNPO高齢者マンション支援協会発足
（菅野安男・設立発起人代表）が11月29日、横浜のマンション管理支援
協会青木橋教室で設立総会を開いた。
高齢者問題に直面しているマンションは多々存在している。管理組合・
自治会・居住者等に助言・相談・支援を行うことで、高齢者の人格と個
性を尊重した自立を支援しつつ、高齢者にとって住みやすい住環境の向
上を図っていくことを主な目的として活動を行う。

種支援業務
❸マンション居住者に対し、介護
保険法に基づく各種支援業務
❹マンション居住者に対し、障害
者自立支援法に各種支援業務
❺マンション内の高齢者に対する
成年後見人事業等の各種業務
❻高齢化社会における、医療福祉・
社会福祉等に関する情報の収集
や発信、及び高齢化社会への啓
発事業等の各種業務

全人口に占める、65歳以上人口の割合（%）

問 い
合わせ

横浜市神奈川区栄町11-4 栄町第一ビル4階

マンションにおける、年齢別居住者の割合（%）

☎045-453-7141（マンション管理支援協会内）

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
10

11

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。
発行部数

5,000部

配布先マンションデータ
千葉県
12.2％

埼玉県
13.2％

築24年 8.7％
築8年
19.2％

地域別 東京都

45.3％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
29.3％

築9年
17.7％

築年別

築10年
16.8％

築12年
17.5％

築11年
20.1％
（2011.7 改訂 2）

● 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
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