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塗料をしっかり吟味
躯体保護、美観、プラス機能性で選定
　静かな住環境の中に立地するマンション。ただし環
状七号線に近く、ばい煙や雨で外壁が汚れやすい環境
にもある。
　今回の工事でのこだわりは塗料の選定。長年塗料関
連業界で勤められてきた林毅理事長らをメンバーに修
繕委員会を作り、業者選定と同時に、採用する塗料に
ついても時間をかけて吟味した。
　まずはマンション住民や周辺住民、工事の作業員の
ことを考え、水溶性塗料または水系塗装仕上げ材を選
択。その上で膜厚の条件を厳しくチェック、耐候性テ
ストなどを行った。
　「劣化すると光沢が悪くなり、チョーキングが発生、
塗膜がやせてみすぼらしくなる。1年くらいかけて塗
料の評価をして選んだので、今は非常にきれいになっ
て満足」と林理事長。
　理事長によると、これまで塗料は躯体の「保護」と
いう観点が大きかったが、今後は美観が加わり、さら
には機能性が求められるという。機能性とは、雨が降
ると汚れも一緒に洗い流すことなど。
　「マンションの超高層化で塗料の開発も発展してい
る。そうした商品が一般マンションの改修にも使える
はずなんです」。業界の人らしいコメントである。

　File Data. 10　東京・大田区／マンション南馬込台管理組合

工事データ
○工事名／マンション南馬込台大規模修繕工事　○建物概要／
1983年竣工・1棟・23戸・RC3階建て　○発注者名／マンショ
ン南馬込台管理組合　○設計・監理者名／㈱朝日管理　○施工者
名／渡辺物産㈱　○主な工事内容／共通仮設／外部足場設置／下
地補修／シーリング／外壁塗装／鉄部塗装／バルコニー床防水／
その他／　○工事期間／2010年3月1日～2010年5月31日

管理組合

取材を受けていただいた
林毅理事長

施工前の外壁の様子

施工前の渡り廊下の屋根を
上から撮影

施工後

施工後
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　改修工事は新築とは異なり、住みながらの工事のため、
「お客様とのコミュニケーション能力が必要」というのが
同社の方針。
　現場代理人になるためには、工事部独自の社内講習や
社内試験を通過しなければならない。それに合格しなけ
れば、社内での現場代理人としての資格が得られないと
いう。
　現場代理人には一級建築士や一級施工管理技士などの
有資格者をあてているため、「資格プラスα」が求められ
ているわけだ。
　資格取得の学校・講座には会社が積極的に補助をして、
社員に資格取得を奨励。その後に社内試験や定期的な講
習会を受ける体制があって、同社の現場代理人の「完成」
となる。
　本社内には150人収容できる大会議室があり、社内・
外のスタッフを集めて講習会を開くことができる。中小
会議室では、頻繁に営業と現場のコミュニケーションが
図られている。協力会社への研修などにも使われる。
　竹内豊千社長はいう。「住みながらの仕事はどれだけコ
ミュニケーションを取れるかで決まる。人の話を聞いて
自分でものを考えていくと、お客がどう感じているのか、
ならばどういう行動をすればよいのかがわかる。最終的
には技術だけではなく、人間的魅力です」。

改修工事で大事なのはお客様とのコミュニケーション能力

株式会社ティーエスケー
「品質向上」「多様化ニーズに対応」「共生型社会への
貢献」「技能×人格の社員育成」…4つのプラスαを
目指します。

千葉・船橋市の本社屋 竹内豊千社長（中央）と竹内一常務 協力会社対象の研修会。
1/9 本社大会議室にて

同社協力会（豊友会）との安全大会。
7/3 船橋グランドホテル

会社探訪

●企業データ

社 名 株式会社ティーエスケー

所 在 地 〒273-0014��千葉県船橋市高瀬町31-3

電 話 047-434-1751㈹

Ｆ Ａ Ｘ 047-434-1789㈹

U R L http://www.kk-tsk.co.jp

創 業 昭和20年8月

代 表 者 竹内　豊千

資 本 金 8,000万円

正 社 員 数 114人

現場代理人数 50人

過去3年間の改修工事実績
　2009年度　181物件　45億5千万円
　2008年度　 87物件　35億円
　2007年度　147物件　30億2千万円

特 色

弊社は売上高の92％をマンション改修工事
高で占める、マンションに特化した改修専門
会社です。外壁塗装や防水工事の他、給・排
水設備改修の受注割合も高くなってきていま
す。
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判例検証
大星  賞の
おお ぼし すすむ

　上階に住む幼児（当時3～ 4歳）の走り回る音が受忍限度を超え
るとして階下住民（原告）が提訴していた件で東京地裁（中村也寸
志裁判官）は10月3日、被告である幼児の父親の不誠実な対応や、
騒音が「かなり大きく聞こえるレベル」であることから、「一般社会
生活上原告が受忍すべき限度を超えるもの」とし、被告に36万円（慰
謝料30万円、弁護士費用6万円）の支払いを命じた。請求は慰謝料
200万円、弁護士費用40万円。被告家族は住戸を賃借して04年2
月に入居、翌年11月に退去している。

【事件の要点】
●�マンションは、88年竣工。床構造は、150mm厚のコンクリー
トスラブ。LH60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能
基準によれば、集合住宅3級、遮音性能上やや劣る水準にある。
当時、原告住戸の暗騒音※1は27～ 29dB（デシベル）だった
●�被告家族が2階住戸を賃借して入居した04年から、幼児がいると
きには、住戸内を走り回ったり、跳んだり跳ねたりすることが多
くなり、階下への騒音を及ぼすようになった
●�被告家族は入居する際、原告に挨拶をしておらず、近所づきあい
はなかった
●�原告が管理組合に訴え、子供の走り回る音などに注意を呼びかけ
る内容の書面を各戸に配布。この後も管理組合では、日常の生活
音について配慮することを求める書面を掲示し、各戸にも配布し
た。原告は管理会社や警察にも相談したが、解決には至らなかっ
た
●�原告が被告あてに、幼児の足音に配慮をお願いする手紙を投函。
被告から謝罪文言を記した返信が来たが、内容の大半は天井を棒
で突くな！などという、原告への非難で占めた。原告が訪ねた際
には、被告は「これ以上静かにすることはできない。文句がある
なら建物に言ってくれ」と乱暴な口調で突っぱねた
●�原告は、客観的なデータを得るために騒音計を入手し、記録を開始。
結果は、子供の走り回る騒音50dB～ 65dB程度※2がほぼ毎日原

生活騒音・損害賠償等請求事件
幼児の走り回る音、受忍限度超える
上階住民の「不誠実な対応」に賠償命令

2007. 10. 3　東京地裁

告住戸に及び、時に深夜まで及んだ
●�原告の妻が、精神的ストレスから来る、咽喉頭異常感、不眠等の
ため、通院加療を受けた
●�原告は被告に対し、騒音差止めと損害賠償による調停を求めたが、
被告が応じなかったため、調停不成立となった

※1�　暗騒音とは、対象とする騒音を除いた場合の、その環境における騒音のこと

※2�　平成12年東京都条例第215号では、第１種中高層住居専用地域において、

音源の存在する敷地と隣地との間の音量を45～50dBと規制している

【東京地裁の判断】
○�子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音は、かなり大き
く聞こえるレベルである50～ 60dB程度のものが多く、深夜に
も及んだ
○�被告が幼児をしつけるなど住まい方を工夫し、階下住民である原
告に対し、誠意ある対応を行うことは当然である
○�被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかではなく、
原告に対して乱暴な口調で突っぱねるなど、その対応は極めて不
誠実なものであった
○�原告は、最後の手段である訴訟等に備えて騒音計を購入し、精神
的にも悩み、原告の妻は、咽喉頭異常感、不眠等の症状も生じた
　以上の点から、中村裁判官は、被告の住まい方や対応の不誠実さ
を考慮し、子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音は、一
般社会生活上、原告が受忍すべき限度を超えるものであった、と結
んでいる。

【解説】
　これまでマンションの生活騒音に関する問題は、感じ方に個人差
があるため、多くは騒音に悩まされる被害者が折れる形の和解解決
が促されてきた。
　ところが、今回の判例は被害者＝（原告・階下住民）への賠償を
認めている。
　判決の決め手は何より原告のとった対応にある。騒音計を入手し
てデシベル数を計る、管理組合を通して全戸に生活騒音に関する書
面を配布する、被告住民に個人的にも手紙を投函する、調停を申し
立てたが被告に拒否された…訴訟しなければ解決しないだろう状態
にあったことがうかがえた。あらゆる手段を講じても解決できなかっ
たという判断につながったのではないか。

　　　大
おお

星
ぼし

　賞
すすむ

  弁護士
◆大星法律事務所
◆東京都中央区銀座6-3-12　数寄屋ビル9F
◆TEL�03-3571-1138
◆著書：�『大星賞の不動産紛争Q&A』『施設

トップのためのわかりやすい福祉経
営』（共著）『住宅・設備をめぐる裁
判事件解説集』（監修）『PL用語辞典』
（監修）など

解 説
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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。

国土交通省　国土交通政策研究所

・�国土交通行政に関する研究課題について、幅広く基礎的
な調査研究
・研究発表会、政策課題勉強会の開催
・機関誌『PRI�Review』、研究報告書の発行
・研究報告をもとにした講演、など

　主な活動
●�所在地・連絡先�●

〒100-8918　東京都千代田区霞が関2-1-2

　　　　　　　 中央合同庁舎2号館15階

☎03-5253-8816㈹　 FAX 03-5253-1678

E-mail：pri@mlit.go.jp　URL：http://www.mlit.go.jp/pri

ビュー調査を実施して結果をまとめました（弊紙第5号5ペー

ジに中間結果を1部掲載）。

　最終研究報告のポイントとしては、

・�「顔が分かる」などの相互認知型コミュニケーションが取れ

ているマンションでは、管理組合運営上の課題（理事の選任

が困難、無関心な区分所有者の増加）も少ない
・�コミュニティー形

成の初期設定とし

て、「集会室・会議

室」などがあるマン

ションではコミュニ

ティー活動が活発な

傾向にある

などとしています。

いた日は6月29日、翌30日にはお二人でまとめら

れた「マンションの適正な維持管理に向けたコミュ

ニティ形成に関する研究」の最終報告結果が研究

所のHPにアップされました。

　最終研究報告書は事例集も含め400ページ超

で、7月に発行。

　調査は平成20、21年度の2カ年で行われ、ア

ンケート調査では全国1,094管理組合から得ら

れた回答を分析。あわせて、コミュニティー形成

の先進的な取り組みを行っている管理組合、自治

会、管理会社、自治体等を対象に約40件のインタ

良好なコミュニティーは
維持管理のための「基礎体力」
　国土交通政策研究所は、霞が関官庁地区で2番目に背の高い

中央合同庁舎2号館（21階建て）の15階にフロアがあります。

総務省、国家公安委員会、公正取引委員会などが主に入ってい

る建物です。

　建物の入り口にはガードマンがいて、「入館者受付票」に必

要事項を書き、提出すると「一時通行証」カードを渡され、電

車のSuica（スイカ）やPASMO（パスモ）のようにゲートに

カードをタッチして入館します。

　国土交通政策研究所は、2001年に施行された中央省庁の再

編統合伴い発足。中長期的な視点から、国土交通政策の的確な

推進に資する基礎的な調査、研究を行っている。所員は約30

人。

　高橋正史主任研究官と福田裕恵研究官が取材に応じていただ

中央合同庁舎2号館の屋上には中央防災無
線・警察無線・消防無線のアンテナが設置
されている

機関誌『PRI Review』は年4回発行。
「最終研究報告書」とともに、郵送料を
負担すれば無償で配布する。希望者は下
記連絡先総務課まで

高橋正史主任研究官（右）と福田裕恵研究官

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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共用部分の電力費削減への取り組み紹介共用部分の電力費削減への取り組み紹介

　神奈川県下マンションアドバイザー等（CPD）委員会

が主催するCPD研修セミナーが7月4日、川崎・川崎区の

セソール川崎京町ハイライズ集会所で行われた。

　セミナータイトルは「電力費削減のためのLED電球の

採用と電力契約の見直し」。

　第1部のセミナーでは同管理組合の相川洋明理事長が証

明設備の現状と将来を含めた取り組みを説明した。

　同管理組合では、共用部分の電力費について約20年前

から別表のようにさまざまな取り組みを開始して徐々に

電力費の減らしていき、現在は当時の約半額の年間900

万円となった。平成20年度に実施した一部LED電球導入

だけでも100万円の減額となったという。

　今後もLED照明設置の拡大とともにCCFL照明など、次

世代型の照明設備の試験的導入なども考えている。

年間900万円減、約20年前の半額に 管理組合の電力費削減の取り組み
・共用部分の電力契約の見直し

・共有棟の照明を高効率蛍光灯へ変換

・共有棟内のエアコンを省エネ商品への更新

・給水ポンプのインバーター制御への更新

・�敷地内の外灯2基、駐車場棟屋上の照明15基

等にLED照明を導入

・�居住棟照明設備569灯の更新（蛍光灯28W→

特殊蛍光灯10W）

セソール川崎京町ハイライズ
○1987年～ 1988年竣工　○棟数：居住棟5棟、共有
棟4棟（管理棟、自走式立体駐車場、集会所、防災倉庫）
○戸数：541戸　○敷地面積：約26,000㎡

LEDとCCFL…次世代型の照明設備で、
一般蛍光灯に対して省エネ効果は20～
60％、寿命は約6倍の60,000時間
LED（Light�Emitting�Diode：発光ダ
イオード）…光を放出する半導体（ダイ
オード）の一種。携帯電話やデジカメな
どのバックライト、信号機などで普及。
CCFL（Cold�Cathode�Fluorescent�
Lamp：冷陰極蛍光ランプ）…「放電」と「蛍
光」の2つの現象を利用した照明装置。
やはり液晶バックライト用の光源として
普及。

立体駐車場屋上に設置したLED照明。15基を導入

第1部ではマンション集会所でのセミナー。
約100人が集まった

車両専用通路のLED照明。通行時のみ30秒点灯。
これまでは24時間点灯していた

外灯は2基に導入。参加者の関心も高い

居住棟内にある自転車置き場に設置したLED照明

マンションについて
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　大規模修繕工事において一番不安な要素は、マンショ

ン管理組合理事長等の精神的な負担ではないでしょうか。

　一般的なマンションでは輪番制で理事が決まり、互選

で理事長になります。このときに管理組合の一大イベン

トである大規模修繕工事に当たってしまったら…工事業

者との工事契約書等の書類に印鑑を押すのは理事長です。

どうしてこの業者を選定したのかと問われれば、理事長

の責任となるでしょう。

　このため、大きな金額が動く大規模修繕工事は自分の

代の理事会ではなく、次期理事会へ先送りしようという

例も多々あるほどです。

　大規模修繕保険は施工のかしを保険によって賄おうと

いうもので、国土交通省の消費者保護制度のひとつとし

て、管理組合および理事長の救世主となりうる保険です。

　下記に大規模修繕保険のメリットをまとめました。

　保険への加入は工事業者ですが、本当にかし保険のメ

リットを生かせるのは管理組合・理事長ではないかと考

えます。

　�保険名称 
　・たてもの保険NAIS-IV　大規模修繕保険

　�保険契約者・被保険者 
　・大規模修繕工事を行う請負事業者

　　※保険加入前に事業者登録が必要です

＜管理組合のメリット＞

○ 大規模修繕工事で瑕疵が発覚した場合、その当

時の理事会の責任を問われる可能性があるが、

そうした不安を軽減でき、また工事業者との金

銭的なトラブルにもなりにくい

○ 保険会社からの検査が加わることによって、第

三者の目が入ることで品質確保がより一層強化

される

○ 大規模修繕実施へのハードルが低くなり、組合

員の合意形成につながりやすくなる

＜工事業者のメリット＞

○ 保険加入によって工事受注の際の信用補完につ

ながる

大規模修繕保険のメリット 管理組合の資料請求先

一般社団法人全国建物調査診断センター

○大規模修繕保険「瑕疵保証センター」

　〒231-0033��横浜市長者町5-56-2

　☎045-250-6185　 FAX 045-261-6033

※管理組合からの資料請求について

　�　資料請求をする場合は①大規模修繕工事時期は

いつか②施工業者は決まっているか、をご確認の

上ご連絡ください。資料の内容が異なります。

　�　保険契約者は大規模修繕工事を請け負った工事

会社となります。管理組合は工事業者に保険加入

をご希望して下さい（任意）。工事業者は事前に事

業者登録が必要になります。

大規模修繕保険は管理組合の救世主か！
国交省が認可する消費者保護制度を利用しない手はない

〒105-0001  東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 保険営業部
TEL.03-3500-4770 　FAX.03-3500-4775 
URL http://www.nais-th.co.jp

たてもの株式会社は平成21年9月に国土交通大臣より
指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。

国土交通大臣指定　住宅瑕疵担保責任保険法人第6号

たてもの株式会社

たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険住宅瑕疵保険で

住まいの

安心
を、お約束。

か し
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数量計算ができる設計事務所として
　代表はゼネコンのマンション等工事の第一線の工事部

（現場監督）、見積もりの積算部、建築設計部の出身。ゼ

ネコン勤務時代に学んだ現場、積算、設計の経験を生か

してゼネコン時代の仲間と同社を立ち上げた。

　積算とは工事に必要な費用の見積もりを計算すること

で、「工事会社の比較・検討が公平で、管理組合の皆様に

内容を理解しやすく回答出来るように心がけている」と

代表の西尾さん。

　ゼネコン時代の経験を生かし、団地やマンション大規

模修繕を手掛けたところ、一番驚いたのが（新築と改修の）

屋上やベランダの防水工事の違いだったという。

　「防水の改修といっても全部はがせれば新築と同じだけ

ど、ふくれ、剥がれなどの改修工事の防水を知らなかっ

たため、松本副所長と二人、防水会社で3年勉強しました。」

　そもそも一級建築士のほかにも一級建築施工管理技士

や建築積算資格者などの資格、まさに現場を知るメン

バー、環境が整っている。

　一級構造建築士の資格者もいて、耐震診断も可能。

　調査診断・設計監理・積算からできる大規模修繕工事

と耐震診断の設計事務所として、今後のマンション維持

管理への差別化を図る。

現場を知るメンバーの強み、あり！

●会社概要　イーストサン株式会社
●設立　平成3年3月　●資本金　1,000万円
●所在地
　〒136-0076�東京都江東区南砂2-2-16
　　　　　　　　東陽町グリーンハイツ301
　☎03-5683-2403　 FAX 03-5683-2426
　E-mail：eastsun@js6.so-net.ne.jp�
　URL：http://www.�eastsun.jp
●�主な業務内容　（1）建物調査・診断（2）設計・監理
　（3）長期修繕計画作成（4）耐震診断（構造計算含む）
　（5）設備調査・診断・改修設計（6）その他関連業務
●社員数　4人
●所属団体
　国土交通省認可　建物診断設計協同組合（建診協）�
　NPO日本住宅管理組合協議会�
　NPOリニューアル技術開発協会
　マンションリフォーム協同組合�
●過去3年間の業務実績
　■調査診断・設計監理業務
　　2007年　380戸　　2008年　450戸
　　2009年　530戸

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
紹
介

足場にて外壁タイルの
注入確認検査中

屋上防水で立が上り部の
先端の確認

一級建築士事務所��イーストサン㈱

代表取締役所長　西　尾　哲　二�さん
副　所　長　松　本　一　男�さん
副　所　長　荻　田　益　巳�さん

第8回

―イーストサンのスローガン―

「純粋に」「敏速に」「熱心に」

私達は「調査・診断」「設計・監理」を通して

皆様のパートナーして、「心」と「心」の信頼を！

左から西尾代表、松本さん、荻田さん（事務所内で撮影）
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〒144-0052  東京都大田区蒲田3-23-8 蒲田ビル9階
TEL：03-3739-8851　FAX：03-5744-6133
st100@star-tech-kamata.co.jp 
http://www.star-tech-kamata.co.jp/

マンション・ビルの水道工事、配管工事、大規模修繕工事、

マンション・ビル設備のリフレッシュは

スターテックにお任せください。

建物の配管工事、水道工事、大規模修繕工事ならスターテックまで

お客様のご予算・条件等にベストマッチしたプランをご提案
水道・配管工事でお困りの方はこちら→03-3739-8851 まで！
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　屋上防水は防水工事の中でも特に重要な個所である。

　屋上で使用されている建材はすべて太陽熱の影響で毎

日大きく伸縮する。

　さらには屋上のスラブが、工場で製造されたPCやALC

の場合はRCと異なり、それぞれのジョイント部分も動く

ので、屋上防水材には大きな弾性＝伸びる性質が求めら

れる。

　しかし弾性は劣化と共に低下するので、劣化した屋上

防水材にはあちこちに亀裂が発生し漏水を招くことにな

る。

　劣化の原因としては、まず紫外線があげられる。紫外

線は化学線とも呼ばれるほど化学的な影響が強く屋上防

水材を分子レベルで破壊する。

　さらに水（雨水）の影響もある。特に水たまりのでき

る屋上では加水分解という現象が起こり屋上防水材を劣

化させる。

　他には夏季の熱など様々な要因により、屋上防水材は

約10年で再施工が必要となるといわれている。

　しかし、これらの劣化反応が全く起こらない防水材も

ある。

　それはポリオレフィン系と呼ばれる素材のシート防水

で、主原料のポリオレフィン樹脂は化学的に完全に安定

しており、紫外線、水、熱などの影響を全く受けない。

　これによって25年の防水保証をつけている。

　断熱材と併用するとエコポイントも得られるため、長

期的メンテナンスコストを大幅に低減することができる。

　環境に配慮した防水法としても、注目を集めそうだ。

25年防水保証 ポリオレフィン系防水シート
POLYFIN（ポリフィン＝カスタージャパン㈱製）

最新
防水事情
最新
防水事情
第3回

劣化が起こらない屋上防水材
ポリオレフィン系シート防水

PC（プレキャスト鉄筋コンクリート）
　�工場で製造した材料を現場へ持ち込んで躯体
を組み立てる工法
ALC（軽量気泡コンクリート）
　�普通のコンクリートの約1/4という軽量コン
クリートを工場で製造し、現場で組む工法
RC（鉄筋コンクリート）
　�現場で鉄筋・型枠を組み、コンクリートを流
し込んで躯体を造る工法
弾性（だんせい）
　�外から力を加えれば変形し、その力を取り除
けば元の形に戻ろうとする性質
加水分解（かすいぶんかい）
　�水に反応することによって分解されてできる、
化学反応のこと

用語説明
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　　��『狙われるマンション』
　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。

新刊

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：9784022506801

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

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へ̶。

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
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フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

　子どもの頃、投票日の夜はテレビが全部特別番組で、「つまらない～」とダダをこねて
ましたが、皆さんは今回（7月11日）の参議院選挙投票日の夜をどのように過ごしまし
たか？
　今回文化放送では、「下から目線キャスター」としてロンドンブーツ1号2号の田村淳
さんを中心におよそ5時間の特別番組を放送しました。
　そして初の試みとして、ツイッターとユーストリーム（オンライン動画配信サービ
ス）に挑戦。ツイッターでは、リスナーや外で取材中の文化放送記者のつぶやきで盛り
上がり、番組でも紹介しました。私は日本創新党本部から、現場から「開票センターの大
型テレビで龍馬伝が始まりました！」など放送では言えない（要らない）ことをつぶや
きました。
　また、生放送でバタバタするスタジオの様子が映し出されたユーストリームについ
ては、視聴者数は1,000人以上と常に高い注目率を維持したとのことです。
　番組終了後、淳さんと話すと、夜中1時過ぎでも「本当に楽しかった」と目をキラキラ
させていらっしゃいました。なんという前向きさ。「モテ男」と呼ばれる淳さんですが、
これはモテるわ！と鈴木純子アナと納得しました。
　これからは耳はラジオ、目はパソコンという選挙の夜の過ごし方もお勧めです。

●有事の際の情報源はラジオです。
　災害時、いざという時に使えるよう
に、日頃からラジオを聴きましょう。

●文 化 放 送 の ダ イ ヤ ル はＡＭの
「1134kHz（キロヘルツ）」。
●ラジオが聴こえにくい時は、ラジオ
を窓際に移動したり、向きを変えた
り。コンポの場合はループアンテナ
で調整。電化製品からはできるだけ
離しましょう。
●それでも聴きづらい時は、デジタル
ラジオやインターネットラジオ、
ポッドキャスティングで聴いてみて
は？文化放送のホームページをご覧
ください。

文化放送を聴くには…？

選挙報道はロンブー淳さんと…

女性には…女性のための専用サイト
「文化放送プラスＦ」がオススメです！

http://www.joqr.co.jp/plus-f

このコーナーでは、文化放送社員の
ヨシノアイコが番組のちょっとした
裏話や面白おかしいスタッフたちの
お話を通してラジオの楽しさをお伝
えします。

●�問い合わせ先�●
〒104-0061��東京都中央区銀座7-17-5�永谷タウンプラザ703　　TEL.03-6278-0424　FAX.03-6272-5468

tatemonochosa@gmail.com　　http://www.tatemono-sindan.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

（2010.6 改訂 1）

地域別 築年別東京都
43.9％

神奈川県
30.3％

埼玉県
14.0％

千葉県
11.8％

築25年 9.3％

築24年
9.4％

築23年
8.8％

築8年
17.9％

築11年
17.4％

築10年
20.2％

築9年
17.0％

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

おもしろコラムもご覧ください！

　毎月㈲日本ジャーナル社が発行する全国建物調査診断センターの生活お役立ち情報紙や

ホームページも覗いてみてください。そこには、おもしろコラムが満載です。

2010年8月号の目次

執筆は医学博士、管理栄養士、薬剤師、気象予報士、小説家など

・才能って何だろう？　　・なぜにトマトは赤い？　　・頭痛と眩暈（めまい）

・ひまわりエネルギーの活用　　・健康にも美容にもおすすめのルイボスティー

http://zenken-center.com


