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管理組合
File Data. 39 神奈川・川崎／ダイアパレス川崎グリーンポート管理組合
という。155cmという車高制限があり、外の民間
駐車場を借りている人もいる。
使用料収入の60％は管理費会計、40％が積立金
会計。メンテ費は管理費会計から支出するシステ
ムである。

メンテ費、年間200万円を超えていた
機械式駐車場のメンテ費は１パレット3,000円
×年６回で合計年間約135万円。それでも１パレッ
ト4,500円で200万円を超えていた金額から再見積
もりをとって下げた数字である。
「ある時メンテナンス会社から、異常があるか

機械式駐車場25台分を解体、撤去

ら修理する必要があるといわれた。危険です、と。別

駐車場の借り手不足のケース増加

検討に半年かかることもある。半年も同じ状態にして

近年のマンションは、駐車場不足よりも駐車場空き
の問題を抱えている傾向にある。住民の高年齢化、若
者の車離れが、その要素といえるかもしれない。
マンションでは、機械式駐車場のシェアが多くを占

に費用がかかるので理事会で検討するんですが、その
いて何が危険なのでしょうか」とある役員の話。
日常のメンテのほかに３年ごとの塗装、チェーンや
ベアリング等消耗品の交換、将来の建て替え…機械式
駐車場ほどの金食い虫はない。

め、駐車場の借り手がなければメンテナンス費が赤字

しかも25台もの空きがある。とても費用と効果が

となるケースが増えている。そもそも駐車場の保守費

マッチしているとはいいがたい。
「だったらつぶして

用、交換費用を独自口座で管理しているマンションは

しまえ」
。

少なく、管理費会計で収入・支出を計上しているとこ

大規模修繕工事に合わせて、25台分を解体・整地し
た。その費用約300万円。解体後は平置き６台分を置き、

ろがほとんどだ。
ダイアパレス川崎グリーンポート管理組合は、１F
住戸の専用庭の一画にある専用使用権付き平置き式駐
車場12台と、機械式駐車場75台が設置されていた。

使用料収入に組み込む。
管理組合では「不要となるメンテ費を考えれば、工
事費はあっという間に元が取れる」と話している。

ところが、管
理組合による

工事データ

と、この機械式

○工事名／ダイアパレス川崎グリーンポート大規模修繕工
事 ○建物概要／ 1999年竣工・地上７階、地下１階建て・
１棟・101戸 ○発注者／ダイアパレス川崎グリーンポー
ト管理組合 ○設計・監理者／よこはま建築監理協同組合
○施工者／シンヨー㈱ ○駐車場使用料（月額）／（旧）
機械式75台２万円、専用使用権付き（1F住戸のみ）平置
き12台２万2,000円 （新）機械式50台２万円、専用使用権
付き（1F住戸のみ）平置き18台２万2,000円

駐車場の借り手
が徐々に減っ
て、25台 分 の
パレットが空い
撤去前の25台分の機械式駐車場。以前は
75台全部で年200万円以上のメンテ費が
必要だった

撤去の際には、
地下ピットを埋め、
産業廃棄物を捨てる作業を行う
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た状態であった

撤去後は平置き6台分を確保。メンテナンスフ
リーで使用料がそのまま管理組合の収益になる

川管ネットの理事を招いて、照明を明るく
した集会室で工事の説明会＆情報交換会も

この人に訊く―

株式会社日装 小川隆幸社長

「安心」
「満足」
は当たり前 感動を与えるサービスを
株式会社日装は、主にマンションの大規模修繕工事を手掛ける改修専門
業者です。同社の特徴として、社員全員に日本ケアフィットサービス協会
の「サービス介助士」の資格取得を勧めていることがあります。大規模修
繕工事と介助士資格について、
「お客様の立場に立って考えているからこそ」
という小川隆幸社長に話を聞きました。
－「サービス介助士」とは？
弊社で推進しているのは、日本ケアフィットサービス
協会の「サービス介助士２級」
（ケアフィッター）資格です。
この資格は、高齢者や身体の不自由な方が、安心して
社会参加できる環境を整えるために必要な「おもてなし
の心」と「安全な介助技術」を学ぶ資格です。
－大規模修繕工事と「介助」を組み合わせた発想はどこ
から？
お客様へのサービスの一環として、介護士資格が掲げ
る「おもてなしの心」を持って、
工事の設計、
仕様書の作成、
施工にあたりたいと考えたことから始めました。
私たちがお付き合いさせていただいているマンション
では、20年、30年と続いている管理組合も多く、住民の方々
も高年齢化してきました。
工事は日中の仕事で、臭気や騒音など在宅されている
方々の我慢や協力が必要です。
このため高齢者や身体が不自由な方たちの目線を基本
ベースにする必要があると考えました。健常者の職人レ
ベルで当たり前のことを当たり前にやっていたら、そう
した方々に対しては、改修工事自体が「押し付け」になっ
てしまうのではないか―そう考えたのです。
－「サービス介助士」の資格を推進しているのは主にど
の部署？
2007年から社員全員に対して「サービス介助士」取得
に取り組み始めました。資格取得後も継続的な研修を行っ
ています。
－具体的には？
2011年は社員全員を対象とした手話講座、聴覚障害者
の現状を学ぶ講演会、メーカー・協力業者などの取引先
を含めた安全大会では障害者の視点からユニバーサルデ
ザインを学ぶ講演会を実施しました。
手話については技能検定６級合格を目指す対策講座を
継続的に行っています。

聴覚障害者の立場からユニバーサルデザインの普及・啓発
のコンサルティングなどを行っている松森果林氏を講師に
迎えて社内研修を実施した

2012年７月には「ブ
ラインドサッカーで
変 わ る 自 分・ 社 会 」
と 題 し、 日 本 ブ ラ イ
ンドサッカー協会事
務局長の松崎英吾氏
と、 ブ ラ イ ン ド サ ッ
カー日本代表の加藤
健人選手による講演
会を開きました。
－その効果は？
工事部の社員が自主的に「安心・満足・感動」という
標語を作りました。安心と満足は当たり前ですが、さら
に感動するようなサービスをしたいとうことです。
例えば工事中は率先してお年寄りの荷物に手を差し伸
べる、塗料の臭気が気にならないように小さな芳香剤を
はるなど、お客様が喜んでもらえる仕事が自然とできる
よう社員一人ひとりが考えるようになりました。
また社員のサービス業としての理解も進むことで、顧
客満足度も高まり、リピートオーダーが増加しています。
名

称

株式会社

日装

設

立

1961年（創業1959年）

資本金

１億円

代表者

代表取締役会長
代表取締役社長

所在地

本社
〒160-0022 東京都新宿区新宿２丁目13番10号
TEL 03-3354-4191（代表）

事業内容

有澤
小川

生晃
隆幸

マンション・ビルの大規模修繕工事／給琲水・電
気・空調設備工事／耐震補強工事／造園工事／
トータルインテリアのプランニング・施工／カ
ラープランニング

視覚障害と同様にアイマスクをつけ、音の鳴るボールでプ
レーするブランインドサッカー。今年7月には日本ブライ
ンドサッカー協会事務局長や選手らによる講演会を開いた
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆

NPO法人ECO-ECO建物再生推進協会

9/1
テーマ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

横浜・かながわ労働プラザでセミナー
「長計から見たECO-ECOの必要性」
「集合住宅向け太陽光発電システムの導入」
続きは10月21日東京・京橋会場へ→12ページ参照

10年先の大規模修繕工事
キーワードは「省エネ化」
NPO法人ECO-ECO建物再生推進協会は９月１日、横浜・
かながわ労働プラザで「長計から見たECO-ECOの必要性」
「集合住宅向け太陽光発電システムの導入」をテーマにセ
ミナーを開いた。
近年、
マンションの大規模修繕工事について「省エネ化」
は大きなキーワードになっている。10年～ 20年先を見据
えて、今の工事で行うべきことを長期修繕計画の考え方
に反映していく必要があるのではないだろうか。
竣工から25年～ 35年になるころ、２、３回目の大規模
修繕工事や給・排水設備、エレベーター、機械式駐車場

設備の改修など、修繕積立金の支出が大きくなる工事の
集中時期が訪れる。
将来を見据えた長期修繕計画の考え方と必要性は、早
い時期から管理組合の中で検討されるべきだろう。
そして、その検討事項に加えるべきが「ECO-ECOの必
要性」「マンションの省エネ化」。
今回のセミナーでは、マンションへの太陽光発電シス
テムの導入と実態について、東京都環境局に採用された
「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
設置プラン」が紹介された。
今後、マンションと太陽光発電は結びつくのか―さら
に詳しい話を聞きたい管理組合の方々は10月21日東京・
京橋会場へ。12ページ参照。

9月1日横浜で行われたセミナーの様子

まずは10年～ 20年後に備えた長計の必要性

五十嵐一夫理事長が長計を解説

参加者も熱心に聴講していた

会場奥には工事に使用する設備機器を展示

太陽光発電について説明する和田徹也氏

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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P・C・G テクニカ
排水管更生工事で管理組合から感謝状

埼玉・志木市／志木ニュータウン中央の森参番街

排水管更生工事
を完成させた㈱
P・C・Gテ ク ニ
カ
（藤井金蔵社長）
は８月、施主であ
る埼玉・志木市の
志木ニュータウン
中央の森参番街管
理 組 合（1982年
竣 工・548戸、 鈴
川裕子理事長）か
ら感謝状を授与さ
れました。
志木ニュータウ
ン中央の森参番街
雑排水管更生工事
では、P・C・Gマルチライナー工法・FRPライニングにより、
主に台所系統の雑排水管更生工事を2012年３月～７月の
工期で施工しました。
今回の工事は、枝管分岐部分での洗浄痕による漏水事
故が発生したことから管理組合で工法を検討し、耐震性
にも優れたFRP（繊維補強）ライニングによるP・C・G

マルチライナー工法を選択しました。
工法は「パイプの中にパイプを形成」する方法で、期
待寿命は更新工事と同じ40年であり、このため20年保証
をつけています。
更新工事よりも排水制限など日常生活の影響が少なく、
費用が1億円程度節約できたこともP・C・Gマルチライナー
工法が評価を受けた一因であるといえるでしょう。

マンション排水管ライニング
パイプの中にパイプを作る第3の改修工法
排水管の改修工事には、①新し
い管に取り換える「更新工事」、②
ライニング材を管内に塗布する一
般的な更生工事のほか、穴の開い
た老朽管にも施工可能な、管の中
に管を作る③「パイプ・イン・パ
イプの更生工事」があります。
P・C・G協会では、この第３の
改修工法を説明した新しいパンフ
レットを作成。特に肝心な枝管分岐部分もFRP仕上げが
可能な工法として紹介しています。
枝管分岐部分の管内から穴あけとライニング加工でき
るロボット施工は特許取得の更生工法です。

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、

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

おかげさまで創業

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

109年

〒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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大規模修繕かし保険加入のポイントは第三者による現場検査！
国 交 省 認 可

保 険 法 人 の 現 場 検 査 で「 安 心 を プ ラ ス 」

平成21年10月に施行された住宅瑕疵担保履行法によって、工
事の「かし」（工事個所の欠陥）や工事会社の倒産等に備えた大
規模修繕かし保険がスタートした。保険加入にあたっては工事会
社が保険契約をすることになるが、第三者（国交省認可の保険法
人）による現場検査が２～４回実施するなど、管理組合側からみ
た特典もある。
この第三者による検査が管理組合から「安心材料がプラスされ
る気がする」と評価が高まっている。現場検査を実施し、現場検
査に合格して初めて「保険証券」が発行されるのだ。
保険法人の検査員が大規模修繕工事を第三者の目で検査し、
「か
し」そのものの防止につながる上、工事完了後原則５年間、工事
個所に「かし」があれば工事会社がきちんと補修できるように工
事会社を資金面でバックアップする。
このため、大規模修繕工事の工事会社選定での見積もり提出に
大規模修繕かし保険の加入を条件とする管理組合が増えている。
とはいえ、保険加入には保険料の支払いが必要になるため、管
理組合からのアプローチがなければ、工事会社から積極的に提案
することは多くないようだ。「大規模修繕かし保険」を知ってい
る管理組合と、全く知らない管理組合とで「安心」など受けられ
るメリットに差が出てしまっているのではないだろうか。
保険加入のメリットを考えると、「知っている管理組合」のほ
うが賢明だといえよう。
国土交通省でもかし保険制度の推進のため、かし保険への加入
を条件とした補助事業を行っている。
まずは管理組合として情報把握をすることが必要だろう。

リフォーム・既存住宅売買保険事業室

●営業本部
●北関東支店
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●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店

保険利用の流れ
工事会社が保険法人に「事業者」登録
▽
工事会社が対象工事のかし保険契約申し込み
▽
設計施工基準に従った工事内容の報告書を作成
▽
図面や仕様書などをもとに保険法人（第三者）による事前審査
▽
保険法人（第三者）による現場検査（着工前、工事中、完了時）
▽
工事完了報告書作成
▽
保険証券発行申請
▽
保険証券・保険付保証明書の発行
▽
工事に「かし」等があった場合は保険法人の審査の上、
工事会社に保険金で修補費用を支払い、修補工事を行う

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

いいね！

facebook で
情報交流を！
全国建物調査診断センターは、ホームページ上にFace
Bookを設け、マンション住民同士の情報交換に一役買っ
ています。
マンションの維持管理については近年、いろいろなセ
ミナーが頻繁（ひんぱん）に開かれたり、さまざまな書
物が発行されるなど、情報過多といえるほど充実してき
ました。
ただ、情報元からの一方的な発信であることも確かで
す。
全国建物調査診断センターではエンドユーザーである、
マンション住民同士の情報交流の場として、Face Bookで
「マンション大規模修繕工事広場」を設けています。
是非、ホームページをのぞいていただき、Face Bookで
の情報交流に参加してください！

大規模修繕工事新聞のバックナンバーもこちらから

全国建物調査診断センターのFace Bookで、情報交換と
交流をしてください！

全国建物調査診断センターが推奨するマンション大規模修
繕工事業界の会社。バナーをクリックすると、各社のHP
を閲覧できます
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サルに質問します !
ン
コ
計
設

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。

大規模修繕工事カタカナ用語辞典②
スケール：水垢のこと。成分は水中に含まれるシリカ（珪素）
で、
管内に固着し流量を減少させる。水中のシリカは、水道法上の
基準物質にも含まれていないほどふつうにある存在。
スタッコ：岩上の塗装を施すこと。厚さ20㎜以上の厚塗りを
するケースもある。
スネークワイヤー：複数の針金を合わせて作ったワイヤーで、
排水管内の「詰まり」を削り取るもの。排水管洗浄に用いられ
る器具のひとつ。
スラブ：躯体の床のコンクリートのこと。スラブ厚は上下階の
騒音問題から、最近では200㎜程度まで厚くなった。また、上
階の排水管が下階の天井裏を走る「スラブ下配管」により、共
用部分か専有部分かの帰属性を争った裁判例もある。
ダクト：換気や空調のために空気を送る設備。建物の形状によっ
てＴ字、Ｉ字型などの方法で設けられる。

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
ディスポーザー：台所のくずを粉砕して排水管に流すための装
置。マンションの場合は排水管の詰まりの原因になるケースが
少なくない。
トップコート：外壁、鉄部塗装などにおける仕上げ材のこと。
防水など表面保護を目的としている。
トップライト：日射や明かりを取り入れるために天井や屋根に
設けた窓。
トラップ：排水管内に固形物や処理できない物質の流入を防ぐ
金具。臭気の逆流も防ぐ効果がある。排水口に椀状の金具をか
ぶせる椀トラップなど。
トランス：変圧器。コイルを利用し、電磁誘導の法則を用いた
電圧を一定に保つ設備のこと。マンションの場合、直接的な電
力引き込みでは電圧が不足するため、一度電気室内のトランス
で調整し、各戸へ送電している。電気室は管理組合から電力会
社への借室となっている。
ドレン：水抜き。

〒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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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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コミュニティの絆はこうして深める
『マンション理事になったらまず読む本』174ページより
東日本大震災の発生に

ただし、主催者に過大な負担がかかる試みはNG。

よ り、 地 域 の き ず な が

無理のない範囲で楽しむことが長続きさせるコツ

見直されようとしてい

です。

ます。
災害に立ち向かうには

マンションには、さまざまなライフスタイルの人
が住んでいます。

地域住民の助け合いが必

もし、互いに顔を合わせる機会が少ないなら、そ

要だと、だれの目にも明らかになったからです。も

れを補う方法を工夫しましょう。自由に意見を書き

ちろん、マンションも例外ではありません。住民同

込める「回覧ノート」をエントランスに設置したり、

士の人間関係を深めることは、管理組合にとって重

住民だけが閲覧・書き込みできるネット掲示板を開

要な課題です。

設するなどが代表的な手段。また、部屋番号の近い

まずは、趣味などを通じて住民が交流する場を設

人同士が「コミュニティカード」を送り合う取り組
みを、管理組合が主導して盛り上げるのも有効です。

けてはいかがでしょう。
例えば、マンション内の集会室や近所の公民館を
利用して囲碁やダンスの同好会を開いたり、ペット
を飼っている人同士が集まる「ペットクラブ」を結
成したりするのです。

出典先の本紹介

『マンション理事になったらまず読む本』

通常総会や消防訓練後にバーベキュー大会を行っ
たり、バザーや夏祭りなどのイベントを開催するの
もひとつの手。大規模マンションなら、マンション
内に草野球チームを立ち上げるのも楽しいでしょう。

A5判・191ページ
定価1,575円（税込）
著者：日下部理絵
発行：実業之日本社

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
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ISBNコード978-4-408-42045-5

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

東京、
神奈川、
埼玉、
千葉の
主要マンション

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％

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。
● 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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