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管理組合
File Data. 34 神奈川・相模原市／グランイーグル wing 橋本管理組合
築10年のアフターサービス規準
瑕疵責任を踏まえた修繕計画がコンセプト！
昨年７月～今年１月で１回目の大規模修繕工事を実施し
た。竣工年が2001年６月なので近年では早い工事の実施と
みられるが、管理組合にとってはそれなりの事情があった。
エキスパンションのない１棟140戸、シーリング材の異常
な劣化、最上階の廊下部分の雨漏り…。
過去に各戸で起こった不具合は管理組合としてではなく、
区分所有者が対応していたため、個人では建設会社や分譲
会社との交渉には限界があった。
「比較的多くのひびが見られるのは、エキスパンションが
ないからではないか？各戸の不具合の対応が不十分ではな
いか？等、分譲会社に問題提起を行いましたが、聞く耳を
持ってもらえなかった」と豊岡修繕委員長。
そこでNPO相管ネットに相談したところ「10年以内だと
施工の不具合として建設会社に瑕疵責任を問える可能性が
ある」
「構造的な問題があるかどうかは別として、予防修繕
こそがマンションが長持ちする秘訣」との助言があり、早
めに大規模修繕工事を実施したほうがよいだろうと判断し
た。
築７年目にして有志を集め、理事会の諮問機関である修
繕委員会を立ち上げた。
安全に暮らせるマンションであることに加え、マンショ
ンの資産価値を上げるために何をすべきか、住民アンケー
トも行いながら検討を繰り返した。当初は２カ月に１回の
集まりが会合のスパンも縮まり、大規模修繕工事の準備が
本格化するころには２週間に１回程度の会合を持つことに
なっていた。
修繕工事の施工業者選定については、見積もり依頼は12
社から。その中から有力な４社を絞ってヒアリングを行い、

豊岡隆行修繕委員長（左）と市川髙定委員

「地元」という信頼性に加え、金額的な面も考慮して地場の
業者に決めた。
金額面では「足場を自社で持っていることが見積金額に
大きく反映されていた」と市川さん。雁行型マンションの
ため、実際の施工よりも足場が組みにくい難点がある。
そこで足場の組み立てを優先に業者選定を行うことで、
費用の軽減がかなったというわけだ。
加えて修繕委員会が建物の外装や駐車場の車路面の色・
模様等、住民の声を聞くことを心がける等、各種のグレー
ドアップ工事の内容について、住民の納得度を高めるよう
工夫した。
建物のひびは伸縮クラックであることが確認でき的確な
対策が打てたこと、修繕項目の一部は竣工時の工事不具合
としてアフターサービス規準が適用され、経費の最適化に
つながったことは大きな成果であったようである。

デザイン性UPと自動ドア化で、
エントランスをグレードアップ

◀長寿命の化粧路盤（ファンタ
ジーマルチフロー）に変更

1棟140戸という建物にもかかわらずエキスパンションがなかったが、タイル壁の構造スリット
が十分に入っていることを確認。構造スリット部のタイル浮きに注視して、タイル壁を修繕した
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駐車場の車路面の工事の際、不便で電車、バス
を利用した人は交通費を申請できるようにした

駐車場前の車路に亀裂が入っていた

工事データ
○工事名／グランイーグルwing橋本大規模修繕工事 ○建物概要／
2001（平成13）年竣工・SRC造・地上13階て地下１階・１棟・140
戸＋店舗１ ○発注者／グランイーグルwing橋本管理組合 ○設
計・監理者／ NPO相模原マンション管理組合ネットワーク ○主な
工事内容／共通仮設／足場仮設／躯体下地補修／シーリング／外壁
塗装／鉄部塗装／屋上防水補修／その他 ○工事期間／ 2011年７月
～ 2012年１月

会社探訪

ヤマギシリフォーム工業株式会社

内外装の建築工事から設備工事まであらゆる分野で、創業以来150年
培ってきた経験とノウハウを活かしています。

建築構造物のメンテナンス事業を柱とした世界一の総合改修工事業者を目指す
塗装専門の下請け業者から元請け工事会社にシフト
チェンジすべく、およそ40年前から集合住宅を中心とし
た建物の改修工事に着目してきた。以来一貫してマンショ
ン・集合住宅の大規模修繕工事・改修工事を事業の柱に
そえている。
平成23年、６代目代表取締役に就任した山岸大輔社長
は「今後もこの軸をずらすことなく、水回り設備や電気
設備工事などにも力を入れて、世界一の総合改修工事業
者となることを目指す」と話す。
また昨年起こった東日本大震災による建物の復旧工事
の影響もあり、耐震改修への積極的な取り組みも行って
いる。
「困っているお客様の不安を解消できるように、しっ
かりと社会貢献をしていきたい」と山岸社長。
そもそもマンション改修業者として先駆者である同社。
品質保証ISO9001を改修業界で初めて取得したり、仮設
足場の監視カメラを設置する防犯システムを独自開発し
たり、日本初の改修工事保証制度の代表を長年務めるな
ど、進取の精神も高い。
近年は施工技術、営業ノウハウ、経営面の講義まで、
若手中心の社内研修を毎月行っている。世代交代の過渡
期で、ベテラン社員の経験が若手スタッフに伝わるよう
社員教育に注力しているという。
山岸社長はインタビューの最後に「歴史の長い会社で
あるということは、多くの実績があるということ。長年
培った経験とそれに基づくノウハウでお客様のあらゆる
ニーズに対応できると自負しています」と結んでくれた。
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ヤマギシリフォーム工業株式会社
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本社 〒140−8668 東京都品川区南品川４丁目２番36号
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http://www.ymgs.co.jp
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嘉永年間

会 社 設 立 昭和22年３月６日
代

表

者

山岸大輔

資

本

金

１億円

正 社 員 数 86人
現場代理人数
営業種目
⑴外壁改修
⑷内部改修

40人
⑵各種防水
⑸設備関連

⑶鉄部塗装
⑹調査・診断業務

過去３年間の改修工事実績
2010年度 物件 50億円
2008年度 物件 62億円

特

色

2009年度

物件

60億円

売上高の95%以上が集合住宅修繕工事で占め
ており、マンション等社会的資産の維持保全
に努めてきております。塗装専門工事会社よ
り発展したことから、下地処理の重要性と仕
上げの大切さを十分理解し、アフターケアに
おいても専任者による即応体制を整えており
ます。

東京・南品川に所在する本社外観

本社4Fは営業本部フロア

施工中のマンション

現場の社員や協力会社の作業員による安
全衛生協議会。事故のない、働きやすい
仕事場にすることが大切

安全品質管理部社員による安全パトロー
ル。現場代理人や作業員だけではなく、
第三者的な立場での点検・管理

工事竣工までに、社内検査や監理者検査・中間
検査（管理組合立会い）など複数の検査を行う
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大規模修繕工事新聞・読者セミナー第4弾

大規模修繕工事成功のためのキーワード

2.25

～給排水設備工事で知らなければならないこと～

全国建物調査診断センターは２月25日、読者セミナー
第４弾を三井住友海上テプコビルで行いました。内容は
建築と設備の２部構成です。
今回は第２部の設備のテーマで「大規模修繕工事成功
のためのキーワード～給排水設備工事で知らなければな
らないこと～」を掲載します。
講演は１級建築士事務所㈱T.D.S。設備改修工事の基本
から、診断の手法と判定基準、工事の基本計画や実施計画、

設備の部では給排水設備の診断から施工計画まで工事全般について解説

外面の劣化状況

選定の
ポイント

内面の腐食・サビ発生状況、老廃物の付着状況（閉塞状態）

配管の肉厚現象状況

生活に影響を及ぼしたくない場合は、超音波、Ｘ線調査が適しますが、的確な調査診断には抜管、内
視鏡などは不可欠ですので、許される範囲でそれぞれの調査方法を組み合わせた診断方法選定が必要
です。

抜管調査
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施工計画まで、４つのステップにおける手法をコンサル
タントの側から説明してもらいました。
大規模修繕工事新聞では、この中の一部を下記に掲載
します。
＜診断する時期と理由＞
①配管、継手等の耐用年数を見据え、不具合のはじまる前
②漏水・赤水の発生、水の出が悪い、排水のつまりなど
不具合が発生しはじめた時点
③現行設備システムの改良を検討する時点
（コメント）
・実際の現場では、配管と継手がどんな仕様なのか管理組
合で把握していないケースがほとんど。このため、通例
は②不具合発生後に診断することが多い。ただ、不具合
による住戸間のトラブル防止のためにも管理組合として
把握しておくべき①が理想的診断時期といえる。近年で
は高架水槽方式から増圧直結方式へのシステム変更時な
ど、配管が継続使用可能か見極める③も増えている
・診断の報告書作成は１～ 1.5カ月程度

内視鏡調査

超音波肉厚調査

X線調査

サルに質問します !
設計コン

大規模修繕
＋
設備改修
○あて先：一般社団法人 全国建物調査診断センター
〒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
○採用者発表：
紙面への掲載を持って代えさせていただきます。
※投稿者の個人情報につきましては、紙面掲載の場
合の寸志送付先名作成、あるいは読者層を図るデー
タ集計以外の目的には使用いたしません。

見

積

も

質問・相談の採用者には寸志（図書券１万円分）をプ
レゼント！
マンションの大規模修繕工事や設備改修工事などにつ
いて、わからないこと、悩んでいること、相談している
ことがありましたら必要事項を記入の上、郵便または電
子メール、FAXで下記まで送信してください。マンショ
ンの改修工事を多く手掛ける設計事務所の建築士等が問
題を解決いたします！
質問内容は編集上、文章構成などを変更する場合があ
ります。ご了承ください。
また採用以外の質問・相談にも設計コンサルタントが
個別にお応えします。

質問・相談について
必要事項の記入
○住所・マンション名・氏名・管理組合での役職
○マンションの竣工年・棟数・階数・総戸数
（わかる範囲で）
○質問・相談内容

り
コンサルタントなどの専門家に資料作成や工事内容の説

質問者：東京・墨田区

明等を依頼するケースが一般的です。

管理組合理事長

設計コンサルタントからのアドバイスを受けながら見

2004年竣工・１棟・７階建て・60戸
質問内容：工事業者の選定方法を教えてください。
現在管理会社から理事会へ大規模修繕工事の見積書が
来ていますが、この金額をそのまま鵜呑みにする必要は

積内容の正確さ、工事費（数量、単価）の妥当性、施工
管理体制の質、熱意、姿勢等の選定基準により工事業者
を選んではいかがでしょうか。
マンション大規模修繕工事業に特化した工事業者、設

ないと思います。
ただそうは言っても他にどういう工事会社があって、
どこに頼めばいいのかもかわりません。信用できる会社

計コンサルタントついては（般社）全国建物調査診断セ
ンターもご活用ください。

を紹介してもらえませんでしょうか。
回答者：
（般社）全国建物調査診断センター

矢部氏

回答：工事業者には管理会社の施工部門のほか、総合建
設業（ゼネコン）
、
塗装、
防水等の専門工事業者があります。

A社

C社

大規模修繕工事新聞に掲載している工事業者はマン
ションの大規模修繕を専門に行っている会社ばかりなの
で、安心ではないでしょうか（笑）
。
ただし、ページを開いたときに目についた１社に飛び

B社

D社

ついて工事を依頼するのは賢明とは言えません。
工事業者の選定方法は、会社の規模、経営状況、修繕
工事の実績、事務所の所在地などの一定条件に合う候補
を複数社選んで共通の仕様書に基づいた工事金額見積書
の作成を依頼し、ヒアリングなどを行って各社の評価を
して選定することが最もベターだと思います。
一般的には、マンション住民からの推薦、業界紙やイ
ンターネット、業界団体の会員などによって募集し、工
事業者の候補を複数社に絞っていきます。
候補となった工事業者に対してマンションの現場説明
会を開きます。このとき、工事の設計図書、数量計算書、

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

見積要領書などの説明をします。各社に見積書の提出を
依頼するためです。
しかし、こうした流れを管理組合役員だけでできるケー
スはまれです。多くのマンションでは第三者である設計
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今、話題のfacebookで何ができるのか？

facebook.comにアクセスしましょう。姓名やメールアド

離れて住んでいる友達や孫たちとの交流ができるとか、ビジ

レスなどの必要な情報を入力し、届いたメールに書かれ

ネスに利用できるのではないか等々いろいろと云われているも

ているURLをクリックすると、登録完了です。Facebook

のの、何から手を付ければいいのかわからない。

ペ ー ジ が 表 示 さ れ た ら、 上 部 に あ る 検 索 窓 に「 マ ン

そこで、大規模修繕工事新聞では、
「マンション大規模
修繕工事広場」のfacebookページを開設。新聞読者との

シ ョ ン 大 規 模 」 と 入 力 す る かhttp://www.facebook.com/
mansiondaikiboのアドレスで、ページを開きます。
トップ画像の右下にある［いいね！］をクリックする

交流を深めていくことにしました。
マンション大規模修繕に関する話題をタイムリーに共

だけでマンション大規模修繕工事のFacebookページに参

有することでマンションライフの向上にいささかでも貢

加でき、Facebookページからの最新情報を自分のニュー

献できれば幸いです。Facebookを楽しむには、はじめに

スフィードでも見られるようになります。

アカウントの登録が必要です。あなたの名前はもちろん、

また、みなさんからのご意見やご質問、情報なども「マ

興味あることや、プロフィール写真などここで登録した

ンション大規模修繕工事広場」のfacebookに発信するこ

内容がFacebook上でのあなたの自己紹介になります。

とができます。

ま ず は、 イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 し て、http://www.

（ジャーナリスト：井上勝彦）

①http://www.facebook.comにアクセス

②必要情報を入力し、アカウントの登録

③登録を完了し、facebookスタート

④［いいね！］をクリック
http://www.facebook.com/mansiondaikibo

管理組合様へ
工事期間中の安心をご提供します。
マンション大規模修繕工事を依頼している工事会社が、
工事完成前に倒産しても、

マンション大規模修繕工事
わが国初の
『大規模修繕工事完成保証制度』
なら 安心 です。
完成保証制度のご案内

万が一、
工事完成前に工事会社が倒産しても、
確実に工事を完成することができます。

マンション大規模修繕工事完成保証制度
についてのお問い合わせは

一般社団法人 全国建物調査診断センター

☎03-6304-0278

6

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
〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル2F

大規模修繕工事安心保険パック

けが、盗難、施工瑕疵に対応
（般社）全国建物調査診断センターは５月１日、あいお
いニッセイ同和損害保険㈱、㈱住宅あんしん保証と提携
し、大規模修繕工事で必要な管理組合側の損害補償をま
とめた「安心保険パック」の発売・周知を開始した。
安心保険パックの中身は下記の通り。
⑴管理組合役員のケガの補償
工事中の現場調査、打ち合わせ、工事監理・検査など
に管理組合役員が立ち合う時、その際に生じたケガの補
償を行います。あいおいニッセイ同和損害保険が日常生
活などのさまざまな事故によるケガを補償する。
⑵住まいの補償
工事期間中に予想もしない盗難が発生した場合、その

損害を管理組合の工事における損害保険加入で補償する。
こちらもあいおいニッセイ同和損害保険が引き受け会社
となる。
⑶瑕疵保険
これからのマンション修繕工事は、工事業者の「瑕疵
保険」加入で安心できる。
大規模修繕工事で瑕疵があった場合、工事会社とその
有無を争わなくても保険で修補費用が賄える仕組み。基
本的には保険料も工事会社が支払うことになる。
また、工事完了の数年後、工事会社が倒産した場合の
修補費用も保険で賄うことができる。
◇
こうした上記３の補償プランをまとめたのが「安心保
険パック」です。
ご検討の際は下記までご連絡ください。

問

い

合

わ

せ

（般社）全国建物調査診断センター
業務センター
安心保険パックの内容

☎03-6278-0424 FAX.03-6272-5468
http://www.zenken-center.com

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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新 刊 紹 介

『マンション管理実務のための区分所有法』
『マンション管理実務のための管理適正化法』
本書は区分所有法とマンション管理適正化法を現場の目線でわかりやすく解
説している。
購読者層としては、マンション管理業界の第一線で活躍している実務者を想
定しているが、管理組合役員にとっても難しくなく参考にしやすい一冊である。
また、ペット飼育や騒音トラブル、
管理費等の滞納など、
管理実務に役立つ「お
悩み」相談Q&Aも掲載。管理会社フロント担当が管理業界で長きにわたって第
一線で活躍できる礎（いしずえ）として本書を手に取れる本といえる。
２冊同時発行・A5判・定価各2,800円（税別）
著者／親泊哲氏、日下部理絵氏・発行元／㈱早稲田経営出版

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。
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頭の痛い放置自転車対策
「 約400戸 の 団 地 の 管
理組合役員ですが、大き
な悩みの種は放置自転車
があふれて困っていま
す」
。
こちらの管理組合では
年末に粗大ごみとして大
量に処分するのですが、
毎年100台以上にもなり、役員がボランティアでタイ
ヤのチューブをはがすなどある程度解体しなければ
ならないそうです。
さらに処分する費用も１台数百円かかり、管理組
合の会計からねん出しなければなりません。
今は自転車が安いから処分する手間を考えたら、
古いものは乗り捨てで新しいものを買ったほうがい
いという人もいるようです。
しかし、放置自転車で困っている管理組合は少な
くありません。他のマンションでは、どのような放
置自転車対策をしているのでしょうか。
横浜市にある10棟・800戸の大型マンションで、放
置自転車の無償回収を行っているNPOを利用してい
る管理組合があります。
もともとそのマンションの駐輪場使用料は自転車
１台月額200円。使用細則で登録シールを貼ることが
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NPOが無償で回収

決まっています。
登録シールのない自転車はルール違反の放置自転
車とみなされ、特定の個所に集めて処分する旨をマ
ンション内に公示します。約１カ月鎖をつけて保管
し、所有者である申し出がなければ、警察に防犯登
録の確認を依頼し、盗難車でなければNPOに無償回
収してもらうのです。
管理組合の人に聞くと、以前はやはり１台500円で
処分していたそうで、その費用だけで年間８万円の
無駄な予算を組んでいたと話しています。
無償回収をするNPOについては下記ホームページ
参照。
http://www3.ocn.ne.jp/~myose/
NPOが引き取った自転車は修理・整備され国内で
再利用されるか、海外援助などに回されます。

放置自転車は一定期間鎖でつながれ、処分する旨を公示される

〒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

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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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）

※各マンションには１部お届けしておりますが、複数部ご希望の方はセンターまでご一報ください。
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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

