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課題は、秀和レジデンスの代名詞

白い塗り壁、青い瓦屋根、鉄製柵

ライター kitamiの『お邪魔しま～す！』

国際アカデミー日本語学院

全建センター受け入れ第2弾が日本に到着

Insurance

しっかりした完成保証（履行保証）

は金銭保証にあり！

マンションみどりの維持管理

よくある住民トラブルの発生例と対応①

Color Planning

修繕工事とカラーコーディネート

アラウンドマンションよもやま話

大規模修繕工事は「三方よし」を前提に！

教えて！管理組合交流相談室 

Ｑ  小修繕の提案や業者選定は管理

会社任せでよい？

Ａ  地場業者を交えて見積もりをと

る方法も

Seminar

次回は7月26日㈰

　第24回日本マンション学会広島大会2015が４月25・26日、広島市佐
伯区の広島工業大学五日市キャンパス三宅の森NEXUS21で行われまし
た。今回のメインシンポジウムのテー
マは『人口減少とマンションの未来
像』。人口減少社会の到来をマンショ
ンに引き直して、マンション居住の
将来について識者による発表・議論
を行いました。
　また、25日13時から行った定時会
員総会で役員改選があり、小林秀樹
会長（千葉大学教授）が退任、新会
長に梶浦恒男・大阪市立大学名誉教
授が就任しました。

マンションが人口減少社会に向かうには
　分譲マンションにおいて人口減少社会の問題は、建物の老朽化や居住
者の高齢化が相まって「限界マンション」を生み出すと指摘されています。
　人口減少の影響は郊外の一戸建て等に顕在化しつつあります。千葉大
学の小林秀樹教授は、当面は高齢者を中心とした少人数世帯にとって暮
らしやすい維持管理・改修・コミュニティ形成などを適切に行い、マンショ
ンの居住価値を高める努力が大切だと話していました。
　※限界マンション＝�過疎化などで人口の50%以上が65歳以上の高齢者

になり、社会的共同生活の維持が困難な集落を「限
界集落」という。それになぞらえて高経年化で空
き家の急増や賃貸化により、建物の老朽化の放置
など、合意形成が難しく維持管理ができなくなる
マンションを指す。

………… 4/25・26 …………
広島工業大学五日市キャンパス

日本マンション学会　　
　　広島大会2015開催

広島工業大学五日市キャンパス
三宅の森NEXUS21

梶浦恒男（かじうら・つねお）新会長4月25日午後からはメインシンポジ
ウム。今大会は「人口減少とマンショ
ンの未来像」をテーマとした
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　File Data. 77　東京都太田区／秀和下丸子レジデンス管理組合

管理組合

　民法から独立して、本格的なマンション法といえる「区分所
有法」が施行されたのが昭和37年。その分譲マンション黎明
期（40年～ 50年初頭）で「秀和レジデンスシリーズ」といえば、
「高級マンション」の代名詞であった。現在でも「ヴィンテージ・
マンション」として中古住宅市場でも比較的高値で取り引きさ
れる例もあるそうだ。
　独特な白い塗り壁、南欧風の青い瓦屋根、バルコニー鉄製柵
…。ただ皮肉なことに、この高級感あふれる様相が改修工事の
課題ともなる。
　でこぼこの白い塗り壁については、前回大規模修繕工事を請
け負った工事会社が近隣に塗料を飛散させて迷惑をかけたとい
う。今回の施工会社であるカシワバラ・コーポレーションは、
新しい工具と工法を提案し、特殊な塗り壁に丁寧な作業を施し
た。上下左右から塗れる工法で一般マンションでは使うことが

課題は、秀和レジデンスの代名詞
白い塗り壁、青い瓦屋根、鉄製柵

ないもの。塗料も試験施工を行い、「垂れにくい」を基準に関
西ペイントの「アレスシリコン」等を採用した。
　青い瓦屋根は落下防止が一番の問題で、下地が腐食していな
いかをチェックするため、瓦をすべて撤去。下地補修を行い、

独特の白い塗り壁は秀和レジデンスシリーズを象徴するもの。ただし、模様が複雑なため、今回は塗料の飛散に最大限に気を配り、特殊な工具と工
法で対応した

もう一つ秀和レジデンスの特徴である南欧風の青い瓦屋根。瓦を一度すべて外して、下地補修を行い、腐食や落下の危険性がないか確認して交換した

リフォーム事業本部
TEL：03-5479-1400　 FAX：03-5479-1401

〒108-0075  東京都港区港南１丁目８番27号 日新ビル９階
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工事データ
○工事名／秀和下丸子レジデンス大規模修繕工事　○
建物概要／ 1980（昭和55）年竣工・RC造地上８階建・
53戸　○発注者／秀和下丸子レジデンス管理組合　○
設計・監理／㈱三幸設計　○施工者／㈱カシワバラ・コー
ポレーション
○主な工事内容
・共通仮設／�現場事務所、作業員休憩所、資材・廃材置

き場の設置
・直接仮設／鋼製枠組み足場の設置
・下地補修／�外壁洗浄・ひび割れ補修・鉄筋爆裂・モル

タル補修
・シーリング／打継ぎ目地・建具回り・サッシ回りほか
・鉄部塗装／�バルコニー手すり・玄関扉枠・メーター点

検扉・窓面格子ほか
・外壁等塗装工事／一般外壁・バルコニー壁・天井ほか
・防　　水／�屋上・塔屋・内部階段屋上・ルーフバルコ

ニーほか
・そ の 他／�手すりのアンカー打ち直し・瓦屋根交換・

ネットフェンス改修・アプローチタイル改
修ほか

○工事期間／ 2015年１月13日～ 2015年５月24日

■設計・監理者：株式会社 三幸設計
　横浜市中区本町３−24　本町中央ビル5Ｆ
　☎045−664−3931
　http://www.sankousekkei.jp

■施工者：株式会社 カシワバラ・コーポレーション
　東京都港区港南１−８−27　日新ビル９階�
　☎03−5479−1402
　https://www.kashiwabara.co.jp

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

さらに特徴的であり、苦労したのがバルコニー鉄
製柵の塗装。曲がって、ねじれて、本数も多い

現場事務所は秀和下丸子レジデンス集会所に
設置。こうしたことが共通仮設費用の節減に
つながる

カシワバラ・コーポレーションではHP上に
コーポレートムービーを掲載。その各所で秀
和下丸子レジデンス大規模修繕工事の画像が
採用されている

その上で新しい瓦と交換した。
　バルコニーの鉄製柵の塗装についても、複雑な形態が何本も
あるため、ある意味「職人泣かせ」である。鉄部塗装は基本、
劣化（錆）部分をケレンしてから、①錆止めの塗布、②耐用性、
耐候性等のための中塗り、③日に当たるトップコートとして耐
候性等のための上塗りを行う。しかし、昨今の技術革新により、
②③を兼ねる塗料を採用することができた。
　こうした昔の高級マンションであるが故か、住民の対応がす
こぶる穏やか、優雅というのが作業員の感想だという。
　現場代理人の赤桐正和さん（カシワバラ・コーポレーショ

ン）は今回の工事にあたって「住民の方が皆工事に対する理解
があって、日中に在宅される方も多かったのですが、作業の騒
音も作業員の出入りも、常ににこやかな対応をしてくださいま
した。皆さんとにかく優しい。こちらも高齢者等の配慮など、
率先して行いましたし、管理組合と施工会社がお互いに協力し
合って工事が進んだと実感できる現場でした」と話している。
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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 　茨城県取手市にある外国人技能実習生講習日本語学校。アジア諸国か
ら技能実習生制度により来日した実習生が１カ月間、受け入れ企業に入
る前に日本語を勉強する場所。１カ月間の入学・卒業を繰り返し、常時
150人前後が寮生活をしながら学んでいるという。留学生を対象とし
た池袋校もある。

国 際 ア カ デ ミ ー 日 本 語 学 院 取 手 校

外国人作業員の時代がやってくる！？Part18
全建センター受け入れ第2弾が日本に到着
　全建センターの研修カリキュラムを習得したミャン
マー国籍の外国人技能実習生第２陣（６人）が５月８日
７時42分、タイ・エアアジア・エックス航空XJ600便で
成田空港第２ターミナルに到着しました。
　今回の実習生は株式会社日装（本社東京新宿・小川隆
幸社長）を受け入れ企業として来日した６人です。
　成田入国時は、緊張と長旅の疲れが見て取れました。
監理団体職員によるあいさつや制服の寸法合わせのため
の作業を経て、少しずつ顔がほぐれていったようでした。
　成田空港での対応を終えて次に向かったのが、空港か
ら車で約１時間、茨城県取手市の国際アカデミー日本語
学院取手校です。この学校でさらに１カ月の日本語研修

を受けて日装の実習生となる予定です。
　ミャンマー・ヤンゴンからタイ・バンコクでのトラン
ジットを含め、約12時間かけて成田に到着。そのあとも
車で取手までと、かなりの強行軍です。
　国際アカデミー日本語学院では、斉藤卓也事務局長が
迎えてくれました。他の教室では30人ほどが楽しそうに
授業を行っている様子が伺えます。
　６人は１つの教室に入り、斉藤先生から各自、書類に
必要事項を書くように指示がありました。斉藤先生は「（到
着日の）金曜日の金が書ける人がいることに驚きました。
一般的に最初から漢字が書ける実習生はいません」と、
ミャンマー研修機構での成果について評価してもらいま
した。
　まずは取手で１カ月、がんばってほしいと思います。

㈱日装の実習生として6人が来日

日本語学院に到着後、事務局長の説明を聞く

迎えに来た監理団体の説明を聞く実習生

プロフィールを日本語で書く実習生

国際アカデミー日本語学院取手校の外観

校舎前で記念撮影。左端に斉藤事務局長
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　『マンション大規模修繕工事完成保証制度』とは、工事会社
の倒産等による工事中断など、万が一の際に管理組合が受ける
被害に対して、工事が完成するまで保証（履行保証）する制度。
工事会社の倒産した場合、すぐに工事現場や工事会社の状況を
確認し、引き継ぎする工事会社のあっせん、前払いなど金銭被
害があっても大手損害保険会社の保証を得ているため、確実に、
スムーズに工事の継続を約束します。
　支払い済みの前払金は第三者期間が調査。工事の進捗と支払
い済みの金額とに差が生じた場合の損害を保証します。
　引き継ぎ業者への支払いが当初の契約金額を超える場合にも
保証されるので、工事完成までの追加費用も不要です。
　全建センターの『マンション大規模修繕工事完成保証制度』
に加入できるのは、事前に登録をした工事会社のみ。管理組合
が大規模修繕工事の業者選定をする際には、全建センターに登
録しており、全建センターの保証制度に対応可能かどうかを確
認してください。

＜工事会社が完成保証制度に入っていれば＞
○工事会社の倒産にも迅速に対応
・�工事会社の倒産等による工事中断時には、工事現場や工事会
社の状況を確認し、迅速に代替施工を行い、工事完成へ導き
ます。

○損保会社のバックアップで安心
・�㈱ジェイ・モーゲージバンクが主体となり、損害の一部を大
手損害保険会社の保険によって保証。工事完成までをサポー
トします。

○費用面での損害にも対応
・�工事が継続不能になった時点の進捗状況と、支払い済みの着
工金・中間金を第三者機関が調査。差異が生じた場合の損害
金を保証します。代替工事会社への支払いが当初の契約金額
を超える場合も保証されるので、工事完成までの追加費用は
不要です。

○最適な引き継ぎ業者をあっせん
・�無理なく工事を継続できる工事会社を選定・あっせん。すで
に施工済みの作業のやり直しなども少なくなるため、工期の
変更などをできるだけ抑えることができます。

しっかりした完成保証（履行保証）は金銭保証にあり！

マンション大規模修繕工事完成保証制度

17億円超の大規模修繕工事
同業他社の完成保証人は頼みづらい

　今年７月からはじまる、18棟・945戸の大規模マンショ
ンで、全建センターの『マンション大規模修繕工事完成保
証制度』を利用する。工事は今年7月下旬から開始、工期
は１年２カ月に及び、工事金額も17億円以上になること
から、制度の活用を選択した。
　保証委託者は全建センターに登録している㈱アール・エ
ヌ・ゴトー。工事契約における支払い条件は着工金が工
事費総額の10％、中間金として工事出来高45％時に30％、
工事出来高78％時に30％、竣工引き渡し後１カ月以内に
残り30％。
　㈱アール・エヌ・ゴトー東京支店の渡邊一之常務取締役
は、「見積もり参加要項に同等以上の同業他社の完成保証
人を立てることとありました。しかし金額が17億円超に
もなることから、信頼関係のある会社じゃないと保証人を
頼みづらい。そこで完成保証制度を管理組合にお勧めしま
した」と話している。
　業界関係者からは「同業他社の完成保証人を立てること
自体、談合の温床になるのでは」と指摘する声もあるよう
だ。
　■工事件名／グリーンサラウンドシティ大規模修繕工事
　■建物概要／�2003～2006年竣工・RC造７階～11階建・

18棟・945戸
　■設計・監理者／㈱T.D.S
　■工事会社／�長谷工リフォーム・アール・エヌ・ゴトー

共同企業体
　■工事期間／
　　2015年７月20日～
　　2016年９月30日

青山学院大学の広大なグラン
ド跡地に立地するグリーンサ
ラウンドシティ

問い合わせ
窓口・登録機関
一般社団法人  全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278　http://zenken-center.com

保証機関・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
☎03-5782-7930　http://www.j-mb.jp

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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　今回はよくある住民トラブルをいくつか集めてみまし
た。分譲マンションに住むためには常識や任意の居住ルー
ルのほか、区分所有法や管理規約があり、専有部分／共
用部分といった区分けも存在します。いくつかのトラブ
ル例を紹介することで「分譲マンションに住む」という
ことがどういうことか、垣間見ることができるともいえ
るでしょう。

トラブル例①
●専用庭の高木
　購入した部屋が1階のモデルルームで、専用庭にコール
ドクレストが植栽されていた。８年の月日で３階まで伸
びてしまい、日照や風通しなどの問題が出てきた。上階
住民から苦情があったが、１階の区分所有者は自分の好
みで植えたものではないと苦情を受け入れず、なかなか
折り合いがつかなかった。
●解釈と対応
　マンション標準管理規約14条で専用使用権があると認
められる「１階に面する庭」（専用庭）について、その部
分の管理は同21条で「通常の使用に伴う」管理について
は専用使用権のある区分所有者の責任と負担があると規
定されている。
　１階の区分所有者に説明し、所有者による責任と負担
を理解してもらい、剪定と小まめな管理をしてもらうこ
とになった。

トラブル例②
●専用庭の生垣の高さ
　専用庭の境界を示す生垣について、統一されている高
さを、自分で費用を支払っても自分の部屋の前だけ生垣
を高くしたいという１階の区分所有者がいた。
●解釈と対応
　トラブル例①の植木と違って生垣は、専用庭を囲むフェ
ンスと同じ共用部分であると解釈されることを説明。外
観や機能性などは管理組合の管理・責任となるため、管

マンション
みどりの維持管理
マンション
みどりの維持管理 よくある住民トラブルの

発生例と対応①
Vol.5

理組合へ意見を述べてもらうこととし、現行では高さの
統一に協力をお願いした。

トラブル例③
●樹木の成長
　専用庭の樹木の成長によって上階住民から苦情が寄せ
られたため、１階区分所有者は専用庭の高木の剪定に応
じたが、造園業者から伐採・抜根を提案され、再度トラ
ブルとなった。
●解釈と対応
　従前より剪定などの管理を小まめにしていればよかっ
たが、木が大きくなりすぎたため、下枝が無く、幹も太
くなっていた。
　仮に３割残すように剪定しても、今後枯れる可能性が
高いため造園業者は伐採・抜根を奨めた。しかし１階区
分所有者の「枯れても良いから低くしてほしい」という
要望で一旦は切ったが、やはり枯れてしまい、抜根を行
うしかなかった。

トラブル例④
●樹木の財産価値
　マンション販売時点の樹木はそれほど大きくなかった
が、年数を重ねると大きく成長する樹木が増えるととも
に、植栽の過密状態から消えてしまう樹木も出てくる。
　気に入っていた樹木が減ったことから、マンションの
財産価値も下がったというクレームを管理組合に寄せる
住民がいる。
●解釈と対応
　せっかく植えた樹木だからといってすべての植栽を伐
採せずに放置していると過密状態となり、日光が差し込
まなく下枝が枯れ上がり、中木層に緑がなくなり、虚弱
な樹木が増え、倒木に至ることがある。
　樹木が過密状態になる前に、樹木と樹木の枝が触れ合
わない間隔で間伐の必要がある。マンション全体の緑化
環境を考えることが財産価値につながると説明した。
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●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

集合住宅から公共施設まで。

経験と技術で資産を守り、向上させる

大規模修繕工事のプロ集団。

人のくらしを美しく

三和建装株式会社
一級建築士事務所

本　社：〒188-0011 東京都西東京市田無町1-12-6
　　　　http://www.sanwakenso.co.jp
　　　　　    0120-408-038
営業所：埼玉・千葉・神奈川

塗料の運搬をはじめて110余年！
創業明治29年

危険物、塗料系の
廃棄物収集・運搬はお任せください。
小缶からドラム缶、粉体フレコンバッグ、廃材、ビニールシート、廃ローラー、
ウェスなどの産廃物も処理します。電着槽、塗装ブースの清掃も承ります。

東京都品川区南品川4-2-33
TEL. 03-3474-2081・8778　FAX.03-3474-2838
http://www.ono-unso.co.jp

産業廃棄物取扱業者　東京都産業廃棄物収集運搬業 許可番号／第13-10-001629号　東京都産業廃棄物処分業 許可番号／第13-20-001629号

株式会社 小野運送店
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事例紹介①　工事監理、施工者選定の失敗

経過
　築後21年目に２回目の大規模修繕工事を実施した。マ
ンションはタイル貼り仕上げの外壁で、工事に先立ち、建
物調査として手の届く範囲でテストハンマーによる打診を
行った。
　一般的な要領に習い、足場等の仮設設備を用いずに歩行
可能な範囲を打診したところ、浮きなどの不良は経年程度
の発生で、１回目の施工後も良好に対処されている状態が
確認できた。
　しかし、実際に足場を仮設したところ、妻壁や高所、目
の届かない範囲でのタイルの浮きが極端に多いことが判
明。詳細な調査の結果、実は１回目の施工でのタイル浮き
の注入工法がずさんであり、削孔しただけで注入せずに蓋
をしている個所があちこちで発見されたのだった。
　結局、１回目の大規模修繕工事では、だれでもわかる部
位はきちんと注入固定をしたが、目の届きにくい個所や足
場がなければわからない個所はほぼ全数にわたり注入して
いない、意図的な手抜き工事であったのだ。
　１回目の大規模修繕工事は築後８年目。マンションを建
設した元施工の会社がどうしてもやらせて欲しいとのこと
で実施した。第三者による工事監理は行われなかった。
　工事費用についても、２回目の大規模修繕工事より約
20％割高であったという。

事例紹介②　工事仕様の選定での失敗

経過
　築後10年目に１回目の大規模修繕工事を行った。

　その際にアルミ手すりの支柱に何らかの材料を充填した
らしい。ところが、数年経過後から手すり支柱個所に不具
合が発生。その対処を検討してきたが、何を充填したのか
わからないため対処法もなく、管理組合の悩みの種であっ
た。
　そこで弊社に相談があり、調査を実施して実態解明と改
修方法を提案することになった。
　詳細な調査において、当初の充填材料は不明だが、その
性質から手すりの取り付け状況や構造ならびに部材との相
性、適合性をよく確認をせず、とにかく充填をするだけし
たため、化学変化による膨張を発生させたものではないか
と推測。管理組合に回答した。
　材料と工法の選定にかかわるミスと判断されるものである。

事例紹介③　合意形成と広報に関する失敗

経過
　築後10年目に１回目の大規模修繕工事を行った。調査、
設計、施工者選定まで行ったコンサルタント会社を急きょ
解約して弊社が工事監理を行うことになった。
　ところが工事が進行するうち、居住者からの意見や質問
事項が増大し、現場代理人はその対処に追い回されるよう
になった。
　内容は「この部位はなんで工事しないの？」「外壁工事
はこれで終わり？まだ塗装しなければダメでは？」「なぜ
この色に塗るの？」「この部位を工事する理由は？」等々、
いずれも工事内容に関する基本的な事項ばかり。
　途中からは居住者同士の意見も「こっちが先だ」「ここ
を工事してほしい」などと錯綜し、工事に進捗がままなら
なくなり、ついには工事をストップせねばならない状況に
なった。
　個別の、場当たり的な対応ではなく、工事途中であるが
公開での説明会を開催し、工事内容の説明と工事に意義な
らびに意見徴収を図るよう、管理組合に提案した。
　原因は、検討段階での情報公開や広報、説明会や総会で
の工事に関する報告が非常に不十分であったために起こっ
た混乱であった。前任コンサルタントからの助言もなかっ
たという。

　４月26日㈰、東京・京橋の㈱住宅あんしん保証本社会議
室で全国建物調査診断センターと建物修繕技術協会が主催
し、毎回好評を博している管理組合役員勉強会を行いまし
た。その１部として、㈱リノシスコーポレーション（１級
建築士事務所）佐藤成幸専務取締役が講師を務めた「隠さ
れている『工事失敗』の現実」を紙上採録します。

管理組合役員勉強会「失敗の研究」
「隠されている『工事失敗』の現実パート１

4 ／ 26　東京・京橋　住宅あんしん保証本社会議室にて紙上採録

物件概要：SRC地下１階地上 8階建て・243 戸

物件概要：SRC地下１階地上 10 階建て・161 戸

物件概要：SRC地下１階地上 5階建て・58 戸
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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へ̶。

色彩調和
　建物にふさわしい色とはいったいどんな色でしょう

か？

　木や土、石といった昔から使われていた材料の色が『慣

れ親しんだ色』といわれています。暖色系で、薄く地味

な色が好まれるようです。鮮やかすぎない、暗すぎない、

明るすぎない色がお奨めです。

　派手な色（赤、黄、紫）や暗すぎる色は、日光に当たっ

たり、時間の経過などにより色あせを起こしやすいとい

われています。

　外壁や建物全体に使う色を同じ色味にまとめ、明るさ

などで変化をつけると、落ち着いた印象になります。

　商業地区等で店舗と住居が一緒になっている複合用途

マンションでは、存在感も大事なアクセントカラーをう

まく活用してリズムを与えましょう。

　一方、住宅街では落ち着いた色使いで街並みに統一感

を出せるといいですね。いろいろな色を使ってもトーン

を揃えると整った景観が得られます。

外壁の塗り分けと色
　色を使いすぎると、まとまりに欠ける印象になってし

まいます。

　ただし、外壁を数色で塗り分けると、１色で仕上げる

より建物に表情が出てきて、住民の満足度が高くなる傾

向にもあります。

　面積の一番大きな部位から色を決めていきます（ベー

スカラー）。面積が大きいと周囲に与える影響も大きくな

るため、鮮やかな色は避け、明るい色を選びましょう。

＜考慮するポイント＞

　・明るく飽きのこない色

　・周囲の景観との調和

　・汚れが目立ちにくい

　・変褪色しにくい色。

　次に面積の広いところの色を決めます（アソートカ

ラー）。全体の印象を方向付ける効果があります。

＜考慮するポイント＞

　・ベースカラーと差をつける（コントラスト）

　・鮮やか過ぎる色は避ける（ベースカラーに準じる）

　最後にアクセントカラーを決めましょう。面積は一番

小さいですが、配色の中で最も目立つポイントであり、

全体を引き締めたり視点を集中させる効果があります。

＜考慮するポイント＞

　・ベースやアソートカラーと同系色か、対比の色を選ぶ

　・�ニュートラルカラー（白、黒、グレー）のアクセン

トはベースカラーを落ち着かせる

　・流行を意識した色を選ぶのもよい

　真っ白や他の部位よりやや暗い色、鮮やかで目立つ色

なども部分的にうまく使えば効果的なアクセントになり

ます。

　最後に全体のバランスを確認しましょう。

　マンションの場合、付帯設備等が多く存在します。配

電盤など付帯設備は壁と同等の色で塗り、その存在を強

調しないようにしましょう。

鮮やかすぎない、暗すぎない、明るすぎない

外壁のカラーシミュレーション　その❸

東京・高輪の街並み

〈取材協力：関西ペイント販売㈱東京建設塗料販売部〉
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大 規 模 修 繕 工 事 費 削 減 の ヒ ン ト ②
―本当に必要な工事は何か？―

㈱ヨコソー　専務取締役　斎　藤　秀　人

1回目から3回目までの違いとは
　大規模修繕工事とは、足場仮設が必要な外壁改修工事
の際に、鉄部塗装、バルコニーや廊下・階段の床防水工
事を計画的に同時に行うものです。関連する工事を同時
に施工することにより、経費等が節約でき、経済的な工
事を行うことができます。
　ただし、修繕時期によってその項目が変わるため、１
回目から３回目までの工事費を削減するためには、長期
的な視野が必要といえます。
　１回目から３回目までの修繕時期・修繕項目・修繕費
用の目安を表にしました。
　第１回大規模修繕工事は、建物の初期性能の回復が目
的といわれています。外壁や鉄部、屋上、バルコニー・
廊下・階段等の床防水の劣化部分を修繕することが主な
工事内容です。一般的に築後12年～ 15年ごろに実施され
ています。
　２回目は築後24年～ 30年ごろで、１回目の基本的な工
事のほかに、鉄部・金物の更新などが加わり、戸当たり
の費用も高くなってきます。
　３回目となると、建設年代や建物等の仕組みにより、
工事内容も様々になりますが、バリアフリー関連の改修
工事、玄関扉・窓サッシの更新などが検討されはじめて
きます。
　表にした以外にも給排水・電気等の設備関係工事、エ
レベーターや機械式駐車場の更新があります。近頃では
専有部分の配管工事についても管理組合主導で実施して
いるケースが目立ってきました。

マンションの計画修繕と資金計画
　いずれにしろ、管理組合に財源がなければ工事はでき
ません。
　そこで長期修繕計画の見直しを繰り返すことによる修
繕項目の確認と、資金計画のできるだけ早い時期での検
討が必要になってきます。
　足場を組まなくても修繕できる内壁は先延ばしにする、
屋上の防水は劣化が少ないからこれも延期するなど、建
物の状態に見合った修繕計画の立て方をすることで全体
の工事費の削減が可能となります。それが「工事費を削
減するためには、長期的な視野が必要」と前述した理由
です。
　きちんとした計画修繕の検討を行わないマンションで
は、無駄な費用をかけて修繕工事を実施しているケース
が多いのではないでしょうか。

長期的な展望と計画が大切

第１回大規模修繕工事

時　　期　築後10年～15年ごろ
修繕項目　�建物構造躯体・仕上げ材、タイルの経年劣化と

傷み、屋根防水、鉄部・金物類、シーリング材
の劣化、その他

修繕費用　約80～100万円／戸当たり

第２回大規模修繕工事

時　　期　築後24年～30年ごろ
修繕項目　１回目の大規模修繕工事に加えて
　　　　　�物干し金物、室名札、集合郵便受け、窓面格子、

給排気キャップ、自動ドアエンジン、その他
修繕費用　約90～130万円／戸当たり

第３回大規模修繕工事

時　　期　築後36年～45年ごろ
修繕項目　１回目の大規模修繕工事に加えて
　　　　　�サッシ、玄関扉、ベランダ手すり、エントランス、

歩道、駐輪場、駐車場アスファルト舗装、植栽、
フェンス、その他

修繕費用　約120～200万円／戸当たり

外壁に設けた給気・排気キャッ
プは 2 回目以降

配達物のサイズの変化にもより、
集合郵便受けの更新を行う

35 年を過ぎたマンションでは、
サッシ交換が検討項目に入って
くる

玄関扉はカバー工法による更新
や耐久性・高級感のあるシート
貼り工法がある

エントランスでは高経年マン
ションほど、手で開閉するドア
から自動ドアへの更新が増えて
いる

建物ばかりでなく、歩道や駐車
場の舗装、植栽、フェンス・遊
具など外構工事も視野に入れて
おかなければならない

㈱ヨコソー
　　本　　社　神奈川県横須賀市森崎１−17−18
　　　　　　　TEL：046−834−5191
　　東京支店　東京都大田区東六郷１−３−10
　　　　　　　TEL：03−3736−7751
　　http://www.yokosoh.co.jp
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◇ 中間方式は丸投げの言

い換えか

　管理会社等が大規模修

繕工事の元請けになるこ

との批判を避けるため

に、設計監理方式でも責

任施工方式でもない、「中

間方式」や「第三者方式」

なる方法を提案している。

　しかも「私たちが責任を持ちます」と謳う。実態

は施工会社への丸投げである。謳い文句と実態には

大きな乖離がある。

　第三者方式なるものは、それを行うことによって、

その分、割高になる旨を明記している。

　ある専業改修業者は、管理会社の元請け工事を受

注するが、丸投げぶりと、管理会社による手数料名

目の搾取によって、工事費が圧迫されていることに

困惑している。

　大規模修繕工事の実行部署もあり、施工経験が豊

富な管理会社もあるが、少数である。

　単に口利き料を搾取するような管理会社等の大規

模修繕工事の誘いには十分に気をつけたい。

◇工事費の適切な配分を管理組合も意識しよう

　大規模修繕工事には「設計監理方式」と「責任施

工方式」がある。設計監理方式は管理組合と設計コ

ンサルタント（コンサル）が協議し、コンサルが仕

様設計する。それを基に見積もり合わせをし、選ば

れた施工会社が工事を行い、責任施工方式はすべて

を同一会社で行うので、チェック機能が働きにくい。

したがって日住協は、設計監理方式を薦めている。

　コンサルによる適切な仕様設計と監理、施工会社

による品質を意識した工事、発注者である管理組合

が「三方よし」となってこそ、建物等の保全が図れる。

　そのような我々の主張を逆手に取ったのが、冒頭

の中間方式等である。「元請けではない」「設計・監

理もやります」と謳っているが、見せかけの方便で

ある。

　民間の管理会社はもちろん、公的な立場にある住

宅供給公社もこのような営業をしている。

　管理会社等による方便を見抜きたい。大切な修繕

積立金の使途が建物・設備等の維持・保全につなが

るよう、真剣に向き合ってくれる設計監理コンサル

タントを探し、工事費の適切な配分を管理組合が意

識することも必要である。� （論説委員会）

大規模修繕工事は「三方よし」を前提に！
NPO日本住宅管理組合協議会／集合住宅管理新聞『アメニティ』2015年3月5日付第390号「論談」より
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業界初の小規模修繕専門業者だからできる
きめ細かいサービスをご提供します。

プランニングから施工・アフターサービスまで
真心を込めて対応させていただきます。

手すり、外階段、PS扉の塗り替え…
鉄部塗装ならお任せください！

株式会社 トータルリフォーム
本　　社：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-20-13 花園公園ビル7F　　0120-406-341
千葉支店：〒273-0033 千葉県船橋市本郷町475-1 石井ビル3F　☎047-332-4440
横浜支店：〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3-9 横濱ビル6F　☎045-680-0568

「あんしん大規模修繕工事かし保険」管理組合を守る保険制度です！
申込実績1400棟！（平成27年3月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課
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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。

〒108-0075　東京都港区港南1丁目8番27号 日新ビル9階

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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Q22　既存マンションへの電気自動車導入は拡大していくのか？

　マンションの住民で大手自動車メーカーに勤めている方がひ
とり、電気自動車のための充電設備の導入を提案し、しかし中々
みなさんの同意を得られないような状態が続いています。
　理由は、利用者が特定の人に限られてしまうため、設置場所
は共用部分であり、さらに電気料はどうやって払うのか、また

管理規約の改正は必要かなど、山積みの問題があるからのよう
です。
　今後とも、既存マンションへの電気自動車導入の拡大は難し
いのでしょうか？

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編

地場業者を交えて見積もりをとる方法も
　管理費会計の中に日常管理上のポンプの修理、フェンスの補
修などの小修繕項目があります。さらに多くがその工事は管理
会社の下請けが行います。
　管理会社からの予算案ではこのような小修繕が毎年計上され
ていますが、確かに本当に必要なのか、提案される予算は適正
なのか―大規模修繕工事は一大事業として取り組む一方、小修
繕にはあまり気を留めていない管理組合が少なくないように思
われます。

Q21　小修繕の提案や業者選定は
　 管理会社任せでよい？

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第65号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

　やはり、肝心なことは管理組合が主導権を持って管理運営を
行うことでしょう。うまくいっているところは修繕委員会や営
繕部会などを作って、住民が実施する工事を決めています。
　とはいえ、いきなりそうした専門委員会ができるマンション
ばかりではありません。
　まずは管理会社の協力会社以外から見積もりを取ってみる方
法もあるのではないでしょうか。
　気をつけたいのは、値段だけで天秤にかけないことです。管
理会社の提案は地場の業者より高いのが一般的です。それはマ
ンションに精通している、工事監理も含んでいることなどが要
因です。管理を受託している以上、不具合があった場合に逃げ
られないとも言えます。
　地場の業者では共用部分も専有部分も知らないで、工事を請
け負い、後で倒産してしまい、住民間のトラブルだけが残って
しまったなんて例もよくあります。
　業者選びはいろいろな角度からものを見て皆さんで検討され
たいと思います。
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　うちは息子の一人が左利きなのですが、左利きという
のは昔、むりやり右利きに矯正（？）されましたね。
　今は、左のままでも良いということのようで、それで
そのまま左利きになったのですが、でも、左利きの人は
そんなこんなで生活の多くが右利き対応が前提となって
いるからか、結構、右左混同の人が多いですね。
　私の友人でも、「鉛筆は右で箸は左、ボーリングは右投
げで野球は左投げ右打ち…」というのがいました。
　昔むりやり、右利きにしたというのは、個性軽視の全
体主義の発想…という批判もわからないではないのです
が、うちの息子を見ていて「やはり、仕方ないことだっ
たのかな…」という感も強くします。
　まず、飯を食べるときは私の右に座ると、肘と肘が当
たるんで、席順を考えないといけない。それから、回転
寿司も右利きの人は去っていくのを追いかける形ですが、
左利きの人は向かってくるのにぶち当たる形になるんで
す。ズボンのファスナーも右手で触るのが前提ですし、
パソコンのキーボードもEnterキーが右にあることを考え
ると、やはり、右利き対応なんでしょう。
　その上で、見ていて一番思ったのが、「文字」です。漢
字なんてのは、「はらい」とか、「はね」とか、「止め」と
か明らかに右利き前提なんです。その意味では、英語や
フランス語などのアルファベッドも然り。続き字では、

左から右へと書いていきますね。
　あれなども、右利きの人はまだ何も書いていない白紙
のところを手が滑っていきますが、左利きの人は文字を
書いた上を滑っていくことになるわけで、手や手紙が汚
れる可能性は高いでしょうし、左から右に流れるのは右
利きの人が有利な動きだと思います。（槍を連続で突き出
す動きというのは、自分からして左から右へと逃げる相
手には対応しやすいが、右から左へと逃げる相手には対
応しにくいそうで、続き字もこれと同じ原理なのでしょ
う）。
　そう考えれば、「右利き」というのは、日本だけのこと
ではなく、中国でも西洋でも古くからそういう発想があっ
たということであり、これは「人類史上最古の世界標準」
だと言えなくはないでしょうか。

（文：小説家・池田平太郎／絵：吉田たつちか）

ちょっと一息

おもしろコラム

人類史上最古の
世界標準

おかげさまで創業111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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● 問い合わせ先 ●
〒160−0023��東京都新宿区西新宿８丁目12−１−603�サンパレス新宿６階　　TEL.�03−6304−0278　FAX.�03−6304−0279

info@zenken-center.com　　◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com

関西圏
発行部数 13,000部

（2015.1 改訂 4）

首都圏 東京都
47.5％

大阪府
54.9％

神奈川県
26.3％

兵庫県
29.0％

茨城県0.3％
栃木県0.2％
群馬県0.2％

滋賀県4.2％宮城県1.3％

埼玉県
12.9％

京都府
11.9％

千葉県
11.3％

本紙は、首都圏・関西圏を中心と
した約13,000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

※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。


