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高架水層から直結給水へシステム変更
水槽・ポンプ撤去で点検維持費を削減
　共用部分に当たるメーターボックス内の配管の継ぎ目か
ら、水が滴る住戸が複数あると理事会に報告があった。管
を切断して調べてみると、管内はすでに1/3くらいが赤いサ
ビこぶで覆われていた。サビが鉄管を溶かし、管と管の継
ぎ目から水が漏れる原因を作っていたのだ。
　このときは２回目の大規模修繕工事を実施する前年。設
備改修までとなると資金面の都合がつかない。「積立金が
底をついたら困るし、借金はしたくない」。
　鶴見スカイハイツの給水システムはこれまで、
水道局から配水される水を受水槽に貯め、それを
ポンプで屋上の高架水槽に上げてから、水が落下
する重力で各戸の蛇口まで配水する方式（高架水
槽方式）を取っていた。
　給水管工事が話題に上がったのは横浜市の条例
改正後のこと。水道管から増圧ポンプを用いて直
接各戸に水を供給できる建物の範囲を「10階

建て程度」に拡大したのだ。
　スカイハイツの受水槽、高架水槽、ポンプはそれぞれ交
換時期に来ていた。「水槽を変えずに済めば、工事費をグッ
と抑えることができる」。理事会は資金のめどが立つのを
待った。
　工事が終わって…「これまで大型の揚水ポンプは振動音
と揚水管に流れる水の音がすごく大きかったのに、最新の
増圧ポンプはそれが全くなくなった。静かで気分がいい」。
理事会メンバーから話を聞くと「増圧直結方式への変更は
正解だった」という言葉が次々と飛び出す。
　ポンプの点検費が年間28万円から６万円へ。ポンプの電
気代が1/10以下へ。水槽撤去で清掃費用年間30万円が０円
へ。さらに水道本管から直結しているため、水質検査が必
要なくなり、衛生的にもよくなった。また、受水槽とポン
プ室を撤去して空いたスペースは、駐車場にして７台分の
収益が見込めるという。

　File Data. 37　神奈川・鶴見／鶴見スカイハイツ管理組合

管理組合

接続部分を抜管してみると、錆こぶのか
たまりが管の内部を1/3も覆っていた

ポンプは小型化・軽量化・音も静か
になった。保守費や電気代について
も効率がよくなっている

敷地内には受水槽が2か所あった。
撤去した後は7台分の駐車場になる

工事データ
○工事名／鶴見スカイハイツ給水設備改修工事　○建物概
要／ 1978年竣工・５～７階建て・３棟・131戸　○発注者
／鶴見スカイハイツ管理組合　○設計・監理者／㈲トム設
備設計　○施工者／㈱神奈川保健事業社　○主な工事内容
／共用部分の給水管交換（塩ビライニング鋼管からステン
レス管へ）／高架水槽方式から増圧直結方式へのシステム
変更　○工事費用／約3,200万円（戸当たり約25万円）
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マンション大規模修繕工事の総合改修業者を目指す

株式会社 大和
マンション大規模修繕工事の専門業者として半世紀。
その実績は50,000世帯に達しています。

本社工事部のフロア

社内検査・監理者検査や管理組合立会い
検査など沢山の目で確認を行う

安全大会で訓示を述べる佐藤社長
「無事故でお客様に満足いただける現場を目指しましょう」

大規模修繕工事専用サイトも開設
http://www.daiwa-shuzen.com

現場担当者や協力会社作業員を含めた
勉強会を開催　　　　　　　　　　　

品質担当者による安全パトロール

会社探訪

　マンション大規模修繕工事
を専門としたのは約30年前。
以来、確かな技術力と人材育
成により、工事品質への評価
とスタッフへの信頼を確立し
てきた。
　佐藤正道社長は「おかげさ
までリピートしてくださるお
客様が増えています」と話す。
　「工事を通して技術力の高さ
とスタッフの心のこもった対
応を感じていただき、またア
フターフォローを行いながら

お付き合いいただく中で、10 ～ 13年おきに行う建物のメ
ンテナンスであるにもかかわらず、またお声掛けいただ
けることをたいへんうれしく思っています」
　人材育成に関しては、現場責任者研修制度、各実技研
修制度、材料メーカー研修制度などをはじめ、営業マン
から現場責任者、作業員、事務スタッフまで、部門に応
じた教育を行っている。また、自社や施工中の建物周辺
の清掃活動を率先して行うなど「社員の心の育成」「人間
力に磨きをかける」のだと佐藤社長はいう。
　施工中の安全確保、防犯対策に注力しているのも大和の特
徴だ。遠くからでも一目でわかる社業員用ベストの着用はもち
ろん、仮設足場には侵入警報システムを積極的に導入、居住
者に対する盗難保険にも加入し好評を得た。
　また、夜間・休日にも対応するコールセンターを設置。

「隙のない管理体制」で万全を期す。
　佐藤社長は最後に「これまでは創業の地・横浜で地歩
を固めてきましたが、これからは『大規模修繕は大和』
を関東一円に定着すべく、『技術力と人間力』を一層磨い
ていきたいですね」と結んでくれた。
●企業データ

社 名 株式会社�大和
所 在 地 本社〒232−0025　神奈川県横浜市南区高砂町２−19−５
電 話 045−225−8200㈹
F A X 045−225−8201
E - m a i l info@daiwa-co.com
U R L http://www.daiwa-co.com

支 店

東京支店
〒108−0073�東京都港区三田３−２−８
☎03-5730-3950
城東支店　
〒130-0003�東京都墨田区横川２−８−２
☎03-6658-5255

創 業 昭和35年12月１日
代 表 者 佐藤正道
資 本 金 １億円
正 社 員 数 55人
現場代理人数 30人
過去３年間の改修工事実績
　2011年度　119物件38億円　��2010年度　104物件35億円
　2009年度　96物件30億円

特 色

マンション大規模修繕工事の専門業者とし
て、横浜の地に創業して半世紀。“住み慣れ
た環境に、時を取り戻す”をスローガンに、
いつまでも快適に暮らせるよう、お客様第一
の姿勢を貫き、質の高いサービスを提供して
まいります。

横浜市にある本社社屋
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　対象となる住宅は、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて建設された分譲共同住宅※１であって、
平成14年3月31日以前に竣工※２したものです。

　対象となる工事は、次の全ての要件を満たす工事です。
①分譲共同住宅の共用部分の長寿命化を図る工事※を行うこと
②保険法人の検査に合格し大規模修繕工事瑕疵保険の保険契約を締結すること
③住宅履歴情報の蓄積を行うこと

必須工事（必ず実施しなければならない工事） 選択工事（少なくとも１つは実施しなければならない工事）

⑴中性化・塩害対策工事
⑵屋上防水工事（断熱工事を含む）
⑶外壁改修工事

⑴水槽、給水管及び給水設備の耐久化工事
⑵手すり及び鉄骨階段の耐久化工事
⑶バリアフリー対策工事
⑷省エネルギー対策工事
⑸電気自動車用充電設備設置工事

　補助金は、以下の項目が対象になります。
①～③の合計で、１管理組合当たり2000万円
かつ総戸数×25万円が限度額です。
①�大規模修繕工事瑕疵保険契約締結のための
現場検査手数料と事務手数料相当額
②�長寿命化を図る工事の費用に、１／３を乗
じた額
③特定構造・防水検査に要する費用

問い合わせ先

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

☎03−6304−0278　tatemonochosa@gmail.com

http://www.zenken-center.com

※１��昭和56年５月31日以前に建築確認を受けて建設された住宅で、耐震改修工事を行う等、新耐震基準に適合している
住宅を含みます。

※２�完了検査済証又は表題登記の登記原因が平成14年３月31日以前のもの

※国土交通省が定める技術基準に適合する工事を行う必要があります。

　1. 補助の対象となる住宅

　2. 補助対象となる工事

　3. 補助対象となる費用

「既存住宅流通・リフォーム推進事業（大規模修繕タイプ）」概要「既存住宅流通・リフォーム推進事業（大規模修繕タイプ）」概要
国土交通省　平成24年度国庫補助事業

大規模修繕工事瑕疵保険契約の締結が必須条件

11月10日補助金交付申請書、来年2月20日工事完了実績報告を提出

応募期間  7月2日～10月19日
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リフォーム・既存住宅売買保険事業室

　第17回R&R建築再生展が７月18日から３日間、東京ビッ
グサイトで行った。出展企業は100を超え、来場者の数は
３日間で約４万5000人を数えた。
　弊紙に関わりのある企業では、住宅あんしん保証、イ
ワサアンドエムズ、シンヨー、P・C・Gテクニカ、ヤマ
ギシリフォーム工業など、マンション改修を手掛ける企
業が出展した。
　開催期間中行われたセミナーでは19日、「安心・安全の
マンション大規模改修」をテーマにマンションに特化し
た内容の講演が行われた。
　当日は機器の不具合で予定時間がずれ込み、13時過ぎ
からの講演となった明治大学
建築学科・坂上恭助／教授は、
マンションにおける給排水、
給湯、ガス、電気、空調など
の設備の在り方を編年と併せ
て説明。その中でも改修は優
先順位をつけて行わなければ
ならない、または設備診断な
どを評価する任意の評価基準

はここにいる施工者、メーカー等の参加者で作ればいい
など、「改修は制約だらけ、心してかからなければならな
い」と述べた。

●テーマ：巨大地震に備えて　技術と対策　●主催：建築再生展組織委員会

●2012. 7. 18㈬〜 20㈮　●会場：東京ビッグサイト東4ホール

建 築 再 生 展
第17回　リフォーム＆リニューアル

マンション大規模改修／ビルまるごと総合改修／耐震改修・防災改修／省エネ・創エネ改修

東京ビッグサイトで行われた
セミナー風景　　　　　　　

排水管更生、集合管ライニ
ングで注目を浴びるP・C・
Gテクニカの展示ブース

大規模修繕かし保険の説明をする
住宅あんしん保証のスタッフ　　

「マンションの給排水設備を考
える」と題して講演を行った坂
上恭助・明治大学教授

大規模修繕専門の工事会社のブース
はイワサアンドエムズ、シンヨー、
ヤマギシリフォーム工業など。写真
はシンヨーのブース
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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。

マンションライフライターマンションライフライター

の
　マンション管理に関係する公的機関や民間団体の紹介コーナー。管理
組合へのアプローチ、マンションへの取り組みをマンションライフライ
ター kitamiが活動拠点となる事務所やその他の現場にお邪魔します。

NPO法人ECO-ECO建物再生推進協会

建物の維持・管理でエコロジーとエコノミーの両立を
　梅雨の晴れ間がのぞいた７月10日の午後、横浜・大通り公
園沿いのオフィスに伺った。
　迎えてくれたのは五十嵐一夫理事長と渡邊一之副理事長。「建
物の維持・管理においてエコロジーとエコノミーは両立できる」
をスローガンに今年３月、認証を受けたNPO法人である。
　既存マンション等のストックをどのように長持ちさせるかと
いう考えのもと、建物保全に関するコンサルタント業務（長計
の策定、診断、修繕設計・監理等）を行い、その上でECO（環
境配慮）、ECO（省コスト）につながる工事仕様・工法の研究、
情報提供を行う。
　「長期的には省コストにもなるECO仕様を大規模修繕工事に
付加したトータルコーディネートを目指しています」と五十嵐
理事長。理事長は建物改修の設計・監理を手がけるアーバン・
スペース建築事務所の代表でもある。
　東京都環境局が４月に募集した「設置コストを10年以内に
回収できる集合住宅向け太陽光発電システムの設置プラン」に
陸屋根と傾斜屋根の２プランを応募。現在、環境局のホームペー
ジで概要がNPOとして唯一紹介されている。
　同会は平成21年７月、工事業者やメーカー間の勉強会とし
てスタート。今年３月のNPO化でユーザー向けに組織変更し

● 所在地・連絡先 ●
事務局
〒231−0031��横浜市中区万代町３−５−８　大久保ビル401
☎045−664−5678　 FAX 045−663−2642
URL：http://ecoeco.yu-nagi.com

【次回セミナー・相談会のお知らせ】
●日　時　平成24年９月１日㈯��13：30 ～ 16：30
●会　場　かながわ労働プラザ　ホールB
●住　所　横浜市中区寿町１−４
●テーマ　�「長期修繕計画の必要性と考え方」
　　　　　「�集合住宅向け太陽光発電システムの導入に

ついて」
●参加費　無料　定員　50人
　　　　　（申込方法についてはHPをご覧ください）

た。「管理組合や区分所有者など当会の趣旨にご賛同していた
だいた方の入会も受け付けています」と五十嵐理事長。マンショ
ン・ビルの省エネ化に拍車がかかることを期待したい。

　既存建物保全の背景にある経済性、環境性、社会性の課
題を踏まえ、建物の環境配慮啓発事業及び維持保全に関す
る支援事業を行うことで社会に寄与する。
　具体的には勉強会やセミナーを通じて啓蒙活動を行い、
コンサルティングによる支援事業を展開し、将来的には国・
自治体・公的機関に対する提言活動を行っていく。

　会の目的

自然エネルギーを題材にした『第4の革命』
上映会には約100人が参加

2～ 3か月に1回のペースで勉強会、セミナー、
現場見学会を実施。写真は長期修繕計画の必要性
をテーマに行った勉強会の様子

代表の五十嵐一夫理事長（右）と
渡邊一之副理事長

会員状況
○団体正会員　30人　○個人正会員　３人
○賛助会員　　40人（この法人の目的に賛同し、活動を
支援するために入会した建物所有者および建物管理者等
（個人・団体を問わない））

（平成24年７月現在）

会　費
団体正会員　年間60,000円　個人正会員　年間12,000円
賛助会員　　無料
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　仙台市のマンションの地震被害認定では、全
体の約半分の80棟（46.5％）が一部損壊の認定

となった。半壊が44棟（25.6％）、大規模半壊が17棟（9.9％）
と続き、全壊認定も15棟（8.7％）あり、改めて今回の震災の
被害が想像以上であったと思い知らされた。

　地震保険の査定では、172棟のうち96棟
（55.8％）が一部損壊の査定だった。その後の交

渉により、一部損２回分が支払われたマンションも５棟（2.9％）
あった。
　半壊は33棟（19.2％）で、全壊という判断で査定されたマ
ンションは１棟のみだった。
　地震保険への未加入マンションは23棟（13.4％）で、復旧費に
工面に苦労している管理組合が多かったように見うけられた。

　東日本大震災から１年３か月が経過した６月時点で、
東北管連のスタッフが感じた仙台市内マンションの復旧
工事の進捗状況は「現在までに震災被害復旧工事を完了」
25％、「現在復旧工事の施工中」30％、「復旧工事の計画
を立てている」25％、「現在も検討中」30％というのが実
感であるという。
　今回の地震による損害の程度は、地域と建物の高さ等
によって被害状況はさまざまである。また、その地盤も
影響していると思われ、建物の建っている方向なども被

害の程度への影響を及ぼしているようだ。
　今回の地震のマンションへの影響で特徴的なものは、
外壁のX状せん断破壊、内部廊下や玄関ドアの損傷による
不具合、エキスパンションの損傷、受水槽の倒壊など。
　こうした様々な個所に表れた被災の中、地震保険への
加入の有無、地震保険の査定結果、行政の罹災判定によ
る公的資金（応急修理制度等）の活用などが復旧工事の
資金事情に大きく影響し、工事の進捗状況の差に表れて
いるといえる。

　NPO東北マンション管理組合連合会（東北管連・鎌田坦会長）はこのほど、仙台市内のマンション172棟
を対象に地震被害認定と地震保険の査定について、聞き取り調査を実施。その結果をまとめ、東北管連機
関紙第49号に掲載した。一部を抜粋する。

「一部損壊」地震被害認定46％、地震保険査定56％
地震保険未加入は全体の13％で、復旧費工面に苦労も

東日本大震災 東北管連、仙台市のマンション172棟に聞き取り調査

地震被害認定

仙台市内マンションの震災復旧工事状況

地震保険査定

全壊8.7％損傷なし9.3％

大規模半壊9.9％

半壊25.6％

一部損壊46.5％

全壊0.6％地震保険未加入13.4％

損傷なし
8.1％

半壊19.2％

一部損壊55.8％

一部損壊
×2回
2.9％

コメント

コメント
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質問者：東京都・中央区　管理組合役員
　　　　1983年竣工・２棟・７階建て・約60戸
質問内容：少し前、新宿歌舞伎町で雑居ビルの不適切な維持保
全が被害の拡大を招いたように、近年では定期的な調査や報告
がされない建物で設備落下やエレベーターなどの事故が増えて
いると聞きました。
　この定期的な調査や報告というものにはどのようなものがあ
りますか？
回答者：一級建築士事務所　㈱美幸建築企画
　　　　代表　荒川　幸男　氏
回答：建築基準法第12条に基づく特殊建築物等定期報告制度
があります。
　マンション（共同住宅）は５階以上かつ面積1,000㎡以上の
ものが対象で、報告は３年に１回。調査項目は大まかに分けて
①敷地の地盤沈下・敷地内排水等の維持状況、②開口部や換気
設備の状況、③構造強度（基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外
壁・屋外設置機器等）の欠損・劣化の状況、耐火構造等の状況、
⑤避難施設の設置と維持管理の状況と、換気、給排水設備など
の建築設備等、昇降機等です。
　法12条では、特定行政庁が指定する建築物等の所有者・管
理者は専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果
を定期的に特定行政庁に報告しなければならない、とあります。
　調査の時期が来たら、特定行政庁である自治体から通知が理
事長あてに送付されるので、それを管理会社や建築の専門家に
相談すればいいでしょう。
　定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は100万
円以下の罰金となるなど、建物の所有者は罰則の対象にもなる
ので気をつけたいですね。
　ところで、この定期報告制度は平成20年４月１日から調査
の内容が一部変更されています。

　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。

　質問者のご質問の通り、日常の維持保全や定期報告が適切に
行われていなかったことが一因で事故が多発している、という
ことで国土交通省が制度の見直しを図りました。
　例えば、外壁タイル等。これまでは調査で異常があれば建物の
所有者に注意喚起をすることでしたが、20年４月以降は異常があれ
ば全面打診等により調査し、加えて外壁改修等から10年経た最初
の調査の際にも全面打診をすることになりました。
　エレベーターでもこれまで目視でよかった検査が、測定値を
明記し判定基準を明確化するなど、より安全に配慮した厳しい
調査になっています。
　調査内容については、独立行政庁が独自に決めることができ
るので、詳しくはご自分のお住まいの自治体に問い合わせてく
ださい。

大規模修繕
＋

設備改修

設計コンサ
ルに質問します !

○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。

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

質問・相談について

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
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　◆わが家はマンション
の７階ですが、６階の子
どもの走り回る音に困っ
ています。その階下の５
階の人はもっと悩まされ
ているのではないだろう
かと思うのですが、こう
した問題に対してどのよ

うなアドバイスがあるでしょうか。（男性・66歳・会社員）
　 騒音問題は当事者間でのもめ事になる前に管理組
合で解決に当たったほうがよいようです。具体的な回答
事例等は各地域の管理組合連合会やマンション管理士会、
自治体などの相談コーナーに問い合わせると、経験豊富
な相談員がアドバイスを行っています。

　◆ここ何年か、理事会の人 と々一部住民との間で管理につ
いて言い争いがあるようで、双方から主張したいことが書かれ
ている文書が頻繁に玄関ポストに入れられます。
　でも、正直双方の言い分がまるで理解できません。マ
ンションをよくしようというより、相手の悪口を言って
いるだけのようにしか見えないのです。
　管理会社はこういうとき、仲裁に入ってくれないので
しょうか。（女性・46歳・主婦）
　 ある管理会社スタッフに聞きました。
　「基本的に住民同士の仲裁は管理会社の業務ではありま

せん。ただし、第三者の立場から経験上のアドバイスは
できます。しかし、質問のようなケースでは双方とも聞
く耳を持たないことが多いですから、当事者以外の住民
のまとまりがあると、管理会社からもよりよい提案をさ
せていただくことができると思います」
　当事者以外の「その他の住民」が放っておけるレベル
なのかどうか、そこが問題です。
　「その他の住民」が暮らしにくいほどであれば、理事会
派、反対派とは別の中立的な第三のまとまりを作って改
革をしていくしかないでしょう。その際には初めから専
門家を入れて活動するほうがベターだと思われます。

　◆地元の県民センターでマンション管理に関する相談
員を月１回担当しています。
　近頃は相談内容の幅が広がり、個人からの電話も増え、
関心の高まりと歓迎しておりますが、対応に困るケース
もあります。
　相手への非難で頭がいっぱいで、事実を客観的に説明
できない人が少なからずいるということです。助けを求
めたいときにはまず一息ついて、１枚くらいでいいから
言いたいことのメモ書きを用意して、それから電話なり
で相談していただきたい。
　あわただしい日常生活での不満はちょっとしたゆとり
作りで和らぎます。騒がしい世の中、景気の回復と安定
を期待しながら…。（かながわまち協相談員）

マンション生活の悩みから管理組合運営まで
「ひとこと言わせて！」

管理組合様へ、
　　必ず工事会社にご相談下さい。

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、
わが国初の『大規模修繕工事完成保証制度』なら“安心”です。
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。

〒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

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

マンション大規模修繕工事
完成保証制度のご案内

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
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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へ̶。

●営業本部　　●工事本部　　●海外工事部
●北関東支店　●東関東支店　●関西支店

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

〒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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損保ジャパンも保険料値上げ !?
10／1築年別料金体系導入

● 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

※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。

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

　昨年７月のあいおいニッセイ同和損保に続き、東京海
上日動火災が今年10月１日からマンション管理組合向け
保険の保険料見直しを行うとした（弊紙６月５日付30号
４ページに関連記事）が、それに並走するかのように損
保ジャパンも10月１日の保険契約開始より、マンション
総合保険の保険料を改定すると発表した。
　改定理由は築年数が古いマンションほど、漏水事故を
中心とした事故が増加している（グラフ参照）ためで、
①水濡れ原因調査費用補償特約②施設賠償責任特約につ
いて、築年数別の保険料体系（４区分=表参照）を導入する。
　また、三井住友海上は来年１月１日、大規模物件のみ

●築年数10年未満の損害率を1とした場合の
　各損害率の割合

※損保ジャパン資料より
マンション総合保険・積立マンション総合保険合算　平成23年度支払実績
から集計

昨年7月あいおい、今年10月東京海上…次は三井住友？
の小改定を実施し、同10月に築年数別保険料体系の導入
を検討しているなど、大手損保各社では今後も軒並み保
険料の見直しを行う状況が続くとみられる。

◇
　マンション管理組合の対応としては、契約満期が近づ
いている場合、現在の保険契約を期限前でも解約し、保
険料が値上がりする改正前に新たに現状の保険料で長期
契約を結ぶなど、賢明な方法もある。
　築20年以上または大規模マンションは、まず保険約款
を確認して損をしない契約方法を検討するべきであろう。

●〈契約条件（例）〉

●セットする特約および築年数ごとの保険料の改定率

セットする特約：
　　水濡れ損害補償特約
　　�破損・汚損損害等補償特約（電気的・機械的事

故対象外、自己負担額5,000円）
　　臨時費用補償特約
　　失火見舞費用補償特約
　　水道管修理費用補償特約
　　�個人賠償責任特約包括契約に関する特約（保険

金額：3,000万円）
物件情報：
　　�評価額および保険金額４億5,000万円、面積4,500

㎡、住宅戸室数50戸、エレベーター１基

10年未満

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

20年以上

築年数
20年以上

15年以上
20年未満

10年以上
15年未満

０年未満
上記契約条件に追加してセットする特約

水濡れ原因調査費用補償特約＋施設賠償責任特約
（保険金額：１億円）

43.3％ 24.2％ ▲5.5％ ▲17.4％

水濡れ原因調査費用補償特約のみ 47.7％ 27.6％ 4.2％ ▲4.6％
施設賠償責任特約（保険金額：１億円）のみ 5.3％ 2.1％ ▲9.5％ ▲14.7％
なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

※損保ジャパン資料より


