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ゲリラ豪雨、浸水被害対策に…

簡易式止水板『フラッドセーフライト』

教えて！管理組合交流相談室 

Q  悪臭！ゴミをためる賃借人への

対応は？

A 最終的な解決法は

     賃貸借契約の解除と専有部分の

引渡し請求

セミナー

7・24「工事費節約」テーマに

　『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。

●事例紹介：同業他社の完成保証人は頼みづらい
　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
利用する管理組合（18棟・945戸）では、工期が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まし
た。
　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％です。
　施工を担当した会社の営業マンは「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。そこで管理組合に完成保証制度をお勧めし
ました」と話しています。
　他の業界関係者からも「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」と指摘する声があがっています。

●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

工事完成保証制度の周知と理解を！

しっかりした完成保証（履行保証）は
金銭保証にあり！

20100105-20160505-77
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　File Data. 88　東京・板橋区／パークホームズ上板橋ヒルトップレジデンス管理組合

管理組合

　今回は閑静な住宅街の丘の上に立地する高級マンショ
ン。分譲時に採用された材料も高級感が漂っている。
　パークホームズ上板橋ヒルトップレジデンスは４～９
階がアルミカーテンウォール、10階の最頂部がフライン
グコーニスと呼ばれるアルミパネル部分で、通常はロー
プ（ブランコ）作業で清掃が行われている。ガラス張り
の高層ビルの大半がカーテンウォール工法で、その清掃
風景がこのマンションでもあるのだ。
　今回は全面足場がかかるので、ロープ作業では見落と
しがちな部分を重点的に調査し、不具合個所の発見と補
修、入念な清掃および撥水剤の塗布を行った。
　その他の外壁においては過去、タイルを補修した経験
がある。このため浮き・欠損部を入念に調査し、修繕個
所は既存タイルの撤去・新規タイルの張り付け、エポキ
シ樹脂モルタルによる欠損部の充填、アンカーピンニン
グ工法による落下防止などを部位に合わせて採用した。
　外廊下やバルコニーのシートに浮き、ふくれ、変退色

分譲時の採用材料に高級感
クリーニングにも配慮が必要

る仕上がりとなり、騒音についても改善された。
　ルーフバルコニーの床材については、端部処理、継ぎ
目共に耐久性の限界を超えており、劣化のひどい住戸に
ついては、床材を撤去し、接着剤が残ってしまうことから、
露出仕上げ可能な床用補修材を施工した。
　オーナーズラウンジの張出パラペットの吹き付け塗装
仕上げ面が、上部クラックからのエフロレッセンスによ
り汚れが目立っていたため、パラペット上部にウレタン
塗膜防水を施工し、その上にステンレス水切りを設置し、
雨水等が張出パラペット下部に垂れないよう汚れ防止対
策を行った。
　三和建装では、各作業の責任者（職長）の自主検査→
現場代理人検査→社内検査（工事部スタッフ）→監理者
検査→管理組合検査→居住者アンケートによる指摘等、
複数のチェック体制で工事を進めている。各検査結果を

タイル欠損部は患部周辺タイルを
撤去し、下地補修の上、新しいタ
イルを張り付ける

黒メッシュシート採用で工事中
の圧迫感を軽減

アルミカーテンウォールを
水洗い清掃

タイル張り替え作業中。浮いて
いるタイル面はアンカーピンニ
ング工法を採用

屋上は防水層の状態が良いた
め、今回はトップコートのみ塗
り替えた

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

などの劣化がみられ、通常
より早い劣化スピードとい
う判断から全面更新を実
施。特に１階部分の共用廊
下に関しては、台車の音な
どの騒音対策として、弾力
性・遮音性のある特殊シー
トに貼り替え、高級感のあ
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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

工事データ
○工事名／パークホームズ上板橋ヒルトップレジデンス第１
回大規模修繕工事　○建物概要／ 2003（平成15）年12月竣工・
RC造・地上11階建・１棟・184戸　○発注者／パークホーム
ズ上板橋ヒルトップレジデンス管理組合　○コンサルタント
／㈱集工舎建築都市デザイン研究所　○施工者／三和建装㈱
○主な工事内容
・�仮設／資材倉庫、工事トイレ、洗い場、廃材置き場等の設
置

・�躯体補修／下地調査、ひび割れ部、欠損部、モルタル浮き
部等の補修、高圧洗浄等

・�防水改修／屋上、ルーフバルコニー、バルコニー、サービ
スバルコニー、開放廊下、外部階段、各所庇等の防水改修

・タイル補修／外壁タイル（45三丁掛山型タイル）の補修
・�石補修／外床影石・エントランス内床等の洗浄
・�特殊左官／外壁見付面、廊下手摺内壁、各所天井、外構用
擁壁等の塗装

・�金属／オーナーズラウンジ張出パラペット汚れ防止水切り
設置、自転車置き場屋根のタッチアップ塗装、アルミ手摺・
面格子・アプローチ軒天井等のクリーニングおよび撥水剤
塗布

・�金属製建具／アルミ建具・鋼製ドアの調整、エントランス
ホール玄関ドア・格子塗装、フロアーヒンジ交換、アルミカー
テンウォールの水洗い清掃および撥水剤塗布

・�塗装／一般鉄部全般、排水ドレインの塗装、立体駐車場の
鉄部錆び、劣化部分の下地処理の上、タッチアップ塗装

・�内装／内壁・天井ビニルクロス、内床クッションフロアー、
内床長尺ビニール床シート等の貼り替え

・舗装／インターロッキング・中庭床石の洗浄
・その他／穴あきブロックの洗浄、消防水利標識の交換等
○工事期間／ 2015年７月13日～ 2016年１月16日

施工者：三和建装株式会社
■本社
　〒188−0011��東京都西東京市田無町１−12−16
　☎042−450−5811
■埼玉営業所
　〒351−0022��埼玉県朝霞市東弁財１−３−４
　朝霞台駅前ビル402号
　☎048−458−0695
■千葉営業所
　〒273−0032��千葉県船橋市葛飾町２−341−３
　サミットビル603号
　☎047−495−7255
代表者：中　衆司　　創業：1978年（昭和53年）４月
資本金：１億円
http://www.sanwakenso.co.jp

1階渡り廊下は、台車等の騒音対
策として弾力性・遮音性のある特
殊シートに貼り替えた

ルーフバルコニーの劣化した床
材を撤去し、露出可能な床用補
修材にて施工した

オーナーズラウンジの張出パ
ラペットの汚れ防止対策とし
てステンレス水切りを設置

中庭床石（写真）や外構のインター
ロッキングの洗浄等も実施

検査シートに記録して監理者に報告し、監理者の承認後
に次の工程に移る。

　ISOの手法に沿った検査手順により、施工の品質管理を
確保しているという。
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マンション再生法成立に向けマンション再生法成立に向け
東京・京橋でシンポジウム開催東京・京橋でシンポジウム開催

N P O 全 管 連

4
6/

　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連）は４月

６日、東京・京橋の㈱住宅あんしん保証の大会議室にお

いて、「マンション再生法の意義とありかた」と題し、シ

ンポジウムを開きました。

　マンション再生法の正式名称は「マンションの改良に

よる再生を円滑に促進するための法律」。全管連では2010

年、マンション再生法要綱案を提言し、関係機関に働き

かけはじめました。

　既存マンションの建替えについては、区分所有法、マ

ンション建替え円滑化法等が整備されていますが、改良

によるマンション再生、長寿命化については、未だ体型

だった法律が整備されていません。そこで改良によるマ

ンション再生を法律で担保しようというのがマンション

再生法の目的です。

①�既存マンションの改良による再生を円滑に行うことで、

既存マンションをより長寿命化させることに寄与でき

る。

②�その間の全工事額による経済的効果は、数少ない建替

えによる経済的効果より期待できる。

③�既存マンションの空き家化や老朽化を防ぎ、ひいては

我が国の既存住宅の劣悪化を防ぐ一方、既存住宅水準

の向上に寄与できる。

《作成の経緯》
○検討委員会

・2010年４月　「マンション再生法要綱案」を低減

・2014年12月　検討委員会を設置。法案の検討を開始

・2015年９月　全管連総会で検討結果を承認

・2015年秋～　運動化を開始

○検討委員会の構成

・外部委員：小林秀樹（�千葉大学大学院教授・検討

委員会委員長）

　　　　　　鎌野邦樹（早稲田大学法科大学院教授）

　　　　　　篠原みち子（弁護士）

・内部委員：�山本育三（全管連会長・神管ネット監事）

　　　　　　川上湛永（全管連事務局長・日住協会長）

　　　　　　西尾弘之（�全管連省エネ/再生委員・中

部管連会長）

4月6日の会場は約100人が参加した 司会進行は全管連・川上湛永事務局長が務めた シンポジウムのパネリスト。右から山本育三・全
管連会長、小林秀樹・千葉大大学院教授、篠原み
ち子弁護士、鎌野邦樹・早大法科大学院教授

④�それぞれのマンションでそれまで培われた持続的居住

環境を存続し、居住者の住要求に応え、かつ一定の水

準を維持しながらより長寿命化を目指す必要がある。

　これらの背景と趣旨が「このマンション再生法を提出

する理由である」と山本全管連会長が呼びかけました。
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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

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 13回目の桜祭りは大盛況！
「コミュニティ形成は欠かせない」

　横浜・戸塚区のグランフォーレ戸塚ヒルブリーズ（2001年
竣工・２棟・206戸）の桜祭りに４月３日、行ってきました。
実はライター kitamiはこの桜祭りのビデオ撮影係として毎年参
加しているのです。
　桜祭りは自治会が、同管理組合と共に毎年行っているもので、
今年で13回目になりました。また近年は近隣の２つのマンショ
ン自治会が出展者として加わり、地域的な広がりが大きくなっ
ているようです。
　とはいえ当日は早朝から予期せぬ強い雨。どうなることかと
思いましたが、開始の10時までには雨はやみ、午前中は来場
者も最多といっていいほど大盛況となりました。

早朝からの強い雨も上がり、
例年以上の来場者で大盛況！

近隣中学校の協力で、ブラスバンド部の発
表会の場を設けた。マンション以外の住民
が参加しやすくなる企画としても好評

模擬店は、おにぎり、焼きそば、生ビー
ル、豚汁の販売、花の絵額作り、春
のお花や野菜販売など、色とりどり。
どれも行列ができるほどにぎわう

ブラスバンド部の実力が素晴らしく大
人は感動しまくり。とはいえ演奏して
いる子の親はビデオ撮影に忙しい様子

毎回、人気を集める明治学院大学スカーレッツの
チアリーディング。横浜キャンパスが近くにある
という環境から、参加・協力してもらっている

すべての片付けを終わった5時過ぎからの反省会。
参加した近隣マンション自治会も参加し、地域の

「団結の和」ができあがっていることがわかった

　催し物では、地元中学のブラスバンド演奏、明治学院大学の
チアリーディング、町内のお囃子、路上ライブのバンドやピア
ノ演奏など、実力派ぞろいのパフォーマンスで盛り上がりまし
た。模擬店は住民有志や２つのマンション自治会、明治学院大
学サークル、福祉クラブ生協など、どの店も行列でにぎわって
いました。
　桜祭りの予算は、自治会員向けの引き換え券やブラスバンド
部へのお弁当代、ボランティア保険加入費、模擬店用のガスボ
ンベ代、外部招聘者への出演料など、合計約25万円。すべて
自治会費からまかなっているといいます。
　とはいえ、管理組合の行事としても「コミュニティ形成は欠
かせない」と、桜祭り実行委員長を兼任する現理事長から話を
聞きました。
　実はライター kitamiとして、学者が決めたマンション標準管
理規約における「コミュニティ条項の削除」について、当事者
であるマンション住民がどう考えるかを尋ねた次第です。

●桜祭り実行委員長兼現理事長の話
　今、自治会の加入率は70％です。管理組合としても建物を
維持・管理していく共同体とは無関係でいたい世帯が増えてい
くことが心配です。
　桜祭りは自治会が主催ですが、使用するテントやテーブル、
椅子のほか、集会所の品々は管理組合がコミュニティ形成のた
めに揃えているものです。
　集合住宅に住むことは戸建てと違ってスケールメリットがあ
ります。スケールメリットを生かすには、みんなで同じ方向に
進まなければなりません。ペットや騒音問題、大規模修繕工事
等に一番大切な合意形成があるからです。
　だから、この桜祭りは管理組合にとっても大切なのです。管
理組合にコミュニティ論が不要だというのは、学者の机上の論
理にすぎないのではないですか？
　ちなみに管理組合費と自治会費はきっちりと分け、桜まつり
も自治会費で賄っています。その上で、管理組合の業務として
の「居住者間のコミュニティ形成」は必要だと思います。
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「建物の長寿命化の実現」に向けて品質を向上するための対策を推進

株式会社 太陽
企業コンセプト―「すべてはお客様のために」

会社探訪

　職人が確保できず、現場が止まる。そんな事態を招く

ほど、建設業界では深刻な職人不足に陥っている。多く

の建設会社が手をこまねいているこの問題に正面から向

き合い、いち早く対策に乗り出したのが大規模修繕工事

を専門とする施工会社の㈱太陽だ。

　㈱太陽では、創業から仕事を共にしてきた協力会社と

強固なパートナーシップを築いているため、これまで職

人不足で工事がストップするという事態には陥っていな

いが「10年後はそうはいかなくなります」と、同社専務

の阿部佳介氏は危機感を抱いている。

　そのため今年の２月、子会社を立ち上げた。約40年の

社歴で培ってきた技術とノウハウにより、大規模修繕工

事を専門とする腕のいい職人を育成するためだ。

　「職人不足で困るのは、結果的にお客様ですから…」と

阿部専務。職人不足に陥ると、腕のよい職人を確保でき

なくなり、施工品質は低下し、工事費用は高騰する。子

会社設立はまさに「すべてはお客様のために」を追求し

てのことである。

　また、「お客様にとってよいことか否か」を判断基準と

して、現場管理業務やサービスの改善に取り組んできた。

自社の施工品質を社内の人間が検査するのは建設業界で

は普通のことだが、自分の仕事を自分で検査するのは手

前味噌ではないかと、外部の専門家による検査を業界に

先駆けて取り入れたのも同社だ。

●企業データ

社 名 株式会社�太陽

所 在 地
本社　〒336−0026
　　　埼玉県さいたま市南区辻２−３−５

電 話 048-863-8948
F A X 048-864-4686

E - m a i l info@�renewal-taiyo.co.jp
U R L http://www.renewal-taiyo.co.jp
創 業 昭和50年６月
代 表 者 阿部悠久子
資 本 金 １億円
正 社 員 数 56人
現場代理人数 28人
過去３年間の改修工事実績
　2014年度　39物件　31億円　2013年度　40物件　31億円
　2012年度　41物件　32億円
特　色
　施工会社というスタンスのほか、設計コンサルタントとし
ても活動しています。また健全経営が評価され、工事期間中
の履行保証について「銀行」が保証。地震保険の独自開発で、
工事中の地震による負担の軽減も可能にしました。健全・安
心が㈱太陽のクオリティです。

社長自ら足場に上り、現場の安全
パトロールを行う

お客様からの問い合わせ対応や
提案を行う本社営業本部

現場で起こった問題は、再発防
止策を職人とともに検討

さいたま市に所在する
本社社屋

建設会社では数少ない女性
社長の阿部悠久子社長

技術力の向上を目的とした
施工の実技研修

品質向上を目的に、職人に向け
て開催する技能講習

　古い慣習の建設業では、施工品質は現場代理人や作業

員の力量に委ねられ、造る人によって品質に差が生じる。

そうした品質のバラつきを解消するために、「個人の力量

任せ」ではなく、定められたワークフローを基に業務や

サービスを改善しながら品質を向上していく、

まるで製造業のような仕組みも取り入れてい

る。

　施工品質を向上することは、マンションの寿

命を延ばすことに直結する。現在10 ～ 12年周

期が推奨されている大規模修繕工事が、もしも

品質向上によって20年周期にできたとしたら、

管理組合のメリットは計り知れないだろう。

　㈱太陽が掲げる「建物の長寿命化の実現」と

いうISO品質方針には、そんな願いが透けて見

える。
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「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！
申込累計1900棟！（平成28年3月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

052-212-5210 06-6232-5033 092-436-1388

事故例①
・物件概要
　築30年・１棟・200戸
・工事内容
　共用雑排水管ライニング（更生）工事
・事故内容
　３年前に工事を行った築30年のマンションで、１階住戸内
から ｢異臭がする｣ と相談が寄せられた。
　管理組合と管理会社は部屋に入り床下から感じる臭いを確
認。原因は排水管ではないかということで、３年前に工事を行っ
た工事会社に問い合わせたが「きちんと工事したのでありえな
い、工事ミスが原因ではない」と工事の瑕疵・不具合の疑いを
否定した。
　管理組合は当時の工事で、業者募集する際、工事会社へ大規
模修繕工事瑕疵保険の加入を条件付けていたため、保険法人に
調査を依頼。保険法人と調査会社は異臭の発生個所と工事個所
に因果関係を認め、一部床材を壊し、内視鏡で管周辺を調べた。
　その結果、水漏れが起きており、雑排水の水たまり状態によ
る異臭とされ、水漏れ原因は工事瑕疵であることが判明し、保
険金支払い可能と判断。適切な補修範囲を保険法人が決定し、
施工した工事会社が補修工事を行い、床材等も原状回復した。
　修費関係の総額380万円、補修期間は約３週間だった。
・補修費関係の総額380万円内訳
　　補修費、２住戸の工事中の仮住まい費、事故調査費
・保険金の支払額
　�　約310万円（工事部分の補修費　※共用部分補修費、床材
部分等原状回復費、仮住まい費、事故調査費等）
・工事会社の自己負担分
　　約70万円（免責金額10万円含む）
・請負工事金額（保険金支払限度額）
　　約2,500万円（3,000万円）
・保険料等
　　約23万円（基本保険料＋現場調査料等）

●工事会社には被害者救済の義務あり
　以上、保険金支払い事例を紹介しました。
　保険金の支払額は約310万円ですが、補修費等として工事会

大 模 繕 疵 険 内 整規 修 瑕 保 の 容 理
―管理組合の理解のために―

その4　工事後の「瑕疵・不具合」の保険支払い事例紹介
社に保険金が支払われます。
　一見「工事会社のための保険制度ではないか」と思いますが、
工事で被害を被ったのは管理組合であり、工事会社には瑕疵担
保責任を含め、被害者救済の義務があります。ただし、工事の
瑕疵・不具合の補修費等は高額になりがちで、工事会社が補修
対応を含めた救済を充分にできないケースが多いのです。
　そんな内容に保険金支払いをすることで、管理組合を救済す
る仕組みが瑕疵保険なのです。
　保険金支払い限度額は数千万円のため、保険期間中に瑕疵・
不具合が発生すれば、再度、限度額まで保険金請求することが
できるので安心です。
　また、原因個所をスムーズに修復できれば、トラブルを引き
ずることもありません。

●大切なのは想定外トラブルに備えること
　大規模修繕工事瑕疵保険を取り扱う保険法人の１社である㈱
住宅あんしん保証では、平成28年３月現在、大規模修繕工事
瑕疵保険の申込実績が累計1,900棟超になりました。
　現在、保険金支払い事例は35件ですが、工事会社や管理組
合から雨漏り、水漏れ、その他瑕疵・不具合の相談事例はさら
に多く、100件程度の増加傾向にあります。
　工事着工前の申込が必要なため、工事後の瑕疵・不具合が発
生してしまった後では、遅いといえます。
　管理組合にとって大切なのは想定外のトラブル回避につなが
ることです。
　自動車の自賠責保険（事故が起きた場合に、運転者が被害者
を救済するために強制的に保険加入するもの）と同様に大規模

工事会社に瑕疵保険加入を条件化する意識が
必要では！？

修繕工事においても、
今回紹介した事例のよ
うに、瑕疵・不具合か
ら管理組合を救済でき
るよう「工事会社には
瑕疵保険加入を入札の
条件にする」という意
識を持つことが必要な
のではないでしょう
か。
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　File Data. 89　横浜市／横浜パークタウン団地管理組合

管理組合

　2014年６月、第３次大規模修繕工事を終えた管理組合

は同年12月、第３次大規模修繕工事第Ⅱ期工事として大

規模な外構工事の実施に向けて検討をはじめた。すでに

建物内の給排水管工事も実施済であるなど建物の修繕は

定期的に行ってきたが、外構工事は横浜パークタウン団

地でもはじめての試み。「高齢化社会を前提としながら、

子育て世代にも優しい校内環境整備」をテーマに掲げ、「こ

れからの30年を見据えたインフラ・環境づくり」を目指す。

　今回の工事の最も大きな特徴は、CM（コンストラクショ

ン・マネジメント）方式を採用したプロジェクトである

こと。CM方式は欧米では標準的な施工体制であり、発注

者から委任されたCMr（コンストラクション・マネジャー）

が全体工事について、工期や予算、施工種別の分離発注

等を含めた計画・管理を行う。

　日本の大規模修繕工事は、設計・監理方式（設計コン

CM方式による外構工事見学会
「30年見据えた環境づくり目指す」

コミュニティーがCMrとして、管理組合が発注する４社の

まとめ役になった。

　CM方式によるメリットは、発注者と専門工事業者が直

接契約を結ぶことによってコストの透明性が図れること、

専門工事業者の施工責任が増すことによって施工品質が

向上すること。

　こうしたCM方式を採用できるのも自主的な管理組合で

あるからこそで、熱心な管理組合で今後広がる可能性が

ある。

　さて、実際の工事については来年７月までの工期のう

ち、着工から３カ月目であったが、NPO横浜マンション

管理組合ネットワーク（浜管ネット）主催で４月16日、

工事見学会が行われた。工事の本番はこれからだが、大

規模な外構工事は前例が少ないため、関心の高い20人ほ

埋設排水管はライニング工法採用
で、工事費の削減ができた

現 場 説 明 す るCMrの 東 急 コ
ミュニティー工事監理部の部長

NPO浜管ネット主催の工事見学会。
珍しい外構工事の見学会とあって、
関心の高い管理組合が集まった

擁壁補修のための足場仮設を設置 擁壁壁面のブロック目地の割
れ、雑草の侵入を補修

サルタントが設計・工事監

理を行う）、責任施工方式

（施工会社が設計から施工

までを行う）の２方式が一

般的だ。いずれも施工は元

請け会社に一括発注し、工

事責任、工事保証を求める

ことになるが、今回は東急
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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

工事データ
○工事名／横浜パークタウン団地第３次大規模修繕工事
第Ⅱ期工事（外構工事）　○建物概要／ 1976年10月～
1980年４月竣工・複合型構造（RC造・PC造・壁式構造）・
３～ 11階建・10棟・985戸　○発注者／横浜パークタウ
ン団地管理組合　○CMr ／㈱東急コミュニティー　○施
工者／㈱石勝エクステリア、増田電気㈱、㈱大和、世紀
東急工業㈱
○主な工事内容／・埋設排水管更生・歩道や車道、駐車
場、広場の舗装・植栽（伐採・抜根・補植）・縁石、側
溝の整備・擁壁補修・屋外照明灯の更新、防犯カメラシ
ステムネットワークの導入、バリアフリー化（敷地内の
スロープ、階段、各棟エントランス回りなど）、その他（既
存構造物の撤去・新設）
○工事期間／ 2016年１月18日～ 2017年７月31日（予定）

木を伐採し、防災の観点から広場
機能の見直しを行う

この歩道を2トンクラスの緊急
車両が通行できるよう拡張する

屋外照明灯を更新し、LED化。広場、
駐車場、エントランス等、目的に沿っ
た灯具、照度を確保する

照明用電線と防犯カメラ用電線の
同一ルートに埋設する

どの参加者によるCMrなど工事関係者への質問が相次い

だ。

　工事説明では修繕部位、工事工法、出来栄えを現状と

CGによるイメージで資料として配布。車道や歩道などを

色分けして陳腐化を防ぐ、スロープの傾斜を小さくして

手すりをつけるなど、CGで改修後の様子が理解できるよ

う工夫していた。

　埋設排水管は地盤沈下による排水枡の陥没や勾配不良、

木の根の侵入等が見受けられた。

　改修は更生（ライニング）工法を採用。管内カメラ調査、

高圧洗浄による根切り作業、クリーニング後、ライニン

グにて管内に樹脂膜を作り、配管を補強した。管交換と

比べ、数億円もの工事費節約となったという。

　目に見える修繕部位では舗装整備の色分け、インター

ロッキング化などによる環境改善の期待は大きい。約

５万㎡の敷地での大規模外構工事。来年７月、生まれ変

わった横浜パークタウン団地を見るのが楽しみである。
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リニューアル事業本部

●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
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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へ̶。

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

ゲリラ豪雨、浸水被害対策に・・・
軽量パネル簡易式止水板『フラッドセーフライト』

　建築資材の開発・販売を手がけるタキロン㈱は2016年
５月から、水災対策の新製品・軽量パネル簡易式止水板『フ
ラッドセーフライト』の発売を開始します。
　近年、ヒートアイランド現象が原因で突発的なゲリラ
豪雨が発生し、浸水被害が増加しています。建物内部へ
の水の浸入を防止するには土のうなどが使用されていま
すが、土のうは１袋約18kgあり、高さ30cm積み上げるだ
けでも多大な労力を要します。
　そこで迅速な対応を可能とするのが樹脂製の軽量タイ
プの止水装置『フラッドセーフライト』です。
　『フラッドセーフライト』は面材部分に中空構造のポリ
カーボネートパネルを採用し、最大幅２m・高さ50cmで
も約10.8kgと軽量です。また、設置は左右のレバーを倒
して、ピンを押すだけ（特殊固定金具＝特許出願中）な
ので、土のうと比べて設置時間が大幅に短縮できます。
　タキロン㈱による製品性能試験では、止水が難しいと
されている初期浸水時から最大水深50cmまで１時間当た
りの漏水量は５リットル／時間／㎡という優れた止水性
を発揮しました。
　事前工事で常設する柱やレールが不要であるため、マ
ンションのエントランスなどに設置しても、建物の美観
を損なわない点も長所の一つといえます。

　浸水被害対策において補助金制度を設ける地方自治体
も増えています。自衛手段として管理組合として検討し
てみてはいかがでしょうか。

【問い合わせ・資料請求】

タキロンマテックス㈱
東京支店　☎03−5781−8150　FAX.�03−5781−8130
大阪支店　☎06−6453−8170　FAX.�06−6453−8177
http://www.t-matex.co.jp

フラッドセーフライトをエントランスに設置した事例
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特－27

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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千葉本社 〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町31番3号
TEL 047（434）1786　FAX 047（434）1789
TEL 047（434）1751㈹

東京本社

支店

営業所
〒111-0056 東京都台東区小島2-13-3 ティーエスケービル
TEL 03（5809）3374　FAX 03（3866）5805
TEL 03（5809）3151㈹

神奈川・埼玉

津田沼
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最終的な解決法は
賃貸借契約の解除と専有部分の引渡し請求
　住戸内のゴミについては、すぐに撤去することは困難

な場合がありますが、共用部分に置かれたゴミは撤去請

求ができます。悪臭については、賃借人に対して差止請

求をすることができます。

　共用部分にゴミが放置された場合の撤去請求や悪臭の

差止請求を行ってもなお、改善されない場合、管理組合

は区分所有者と賃貸人に対し、賃貸借契約の解除と、賃

Q31　悪臭！ゴミをためる賃借人への対応は？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　ある住戸の賃貸人が２～３年前からゴミを部屋にため

るようになりました。夏場には悪臭と虫が発生し、近隣

住戸からも苦情がでています。管理組合としては賃借人

にどのような対応を取ることができますか？

ベストアンサーに選ばれた回答

貸人に対する専有部分の引渡しを請求することが可能で

す。

　音や振動や臭いなどで他人の生活や財産を侵害するこ

とは、区分所有法６条で禁止する共同の利益に反する行

為にあたるためです。

　ただし、ゴミの撤去請求によって、一時的にゴミがな

くなったとしても、それで問題が解決せず、再度ゴミを

置いてしまうことも考えられます。悪臭についてもゴミ

が根拠かという争点で判決を無視すれば問題が解決しな

いおそれがあります。

　このため、賃貸人の区分所有者と賃借人を共同被告と

する賃貸借契約の解除と、賃借人が使用している専有部

分の引渡しを請求することになるのです。

〈参考文献〉

　『Q&A　マンション管理紛争解決の手引』

　第一東京弁護士会　司法研究委員会／編

　新日本法規出版／発行

　A5判・並製・330ページ　定価3,700円（税別）

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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料金受取人払郵便

新宿局
承　認

405
差出有効期間
平成30年２月
28日まで
（切手不要）

1 6 0 8 7 9 0
3 2 3

東京都新宿区西新宿8-12-1

サンパレス新宿603

全国建物調査診断センター

　　　　　　セミナー係　行

『大規模修繕工事新聞』をメールマガジンで差し上げています。
メルマガをご希望されない場合は□にチェックを入れてください。
　　　　　　　　　　　□ 希望しない

キリトリセン

◆怪文書氏は理事長経験者
　築40年ほどの公社分譲
の団地管理組合で、排水
管更生工事をめぐり、怪
文書が数百のポストに投
函されている。内容は、・
工法がよくない、・下請け

業者の経験が浅い、・すでにミス工事を連発している、し
たがって、・A社で行うべきだ、・委託管理は公社がよいな
どで、週に数回、A4の紙に２、３枚配布されている。
　当該管理組合の理事は１年交代なので、この工事は委
員会によって数年間の勉強の末、理事会に答申したので
ある。
　ところが、怪文書氏が理事長になり、独裁状態で公社
やA社と交渉し、工事を行う寸前までいったが、理事長の
交代となり、１年間のロスの後、仕様、業者等を総会で
決め、今回の工事となった。
　現理事長は温厚で、当初、怪文書には反応しないほう
がよいとの立場をとり、無視し続けていた。しかし、ウ
ソばかりで、誹謗・中傷も書き出した。そこで、毅然と
反論することになった。

◆NPO日住協を標的にしたウソ
　怪文書氏は、「NPO日住協は、業者とつるんでいる」と
して、理事長になるとすぐに本会を退会した。NPO日住
協として、とても悲しい話である。
　私たちは管理組合の協議体であり、行政、業界などに
媚びることなく意見を言い続けており、「管理組合による」
「管理組合のための」「管理組合団体」であることを誇り
に活動している。
　前回の本欄では、NPO日住協理事の遺憾な活動につい
て書いた。本会は理事個人の思惑を簡単に行える組織で
はない。理事会の民主的運営によって、会員の求める役
割を果たせる仕組みになっているが、一部の独裁的活動
によって崩されかかった。
　長い歴史と伝統を傷つけた理事に腹は立つが、蓋をし
て隠すことは会員の皆様に嘘をつくことになる。
　自浄作用があることと渡したり自身に対する教訓も含
めて明示した。
　前者も後者も、自己の歪んだ思いを通すために都合の
よい嘘をつき、邪魔な存在を傷つけるような振る舞いに
怒りを覚える。
　重要なのは管理組合も本会も、民主的運営が原則であ
る。共に気を引き締めて活動を続けたいものである。

（NPO日住協論説委員会）

怪文書を撒く…独善的な人 ！々
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』2016年3月5日付第402号「論談」より

　一般社団法人全国建物調査診断センター（全建セン
ター）は「大規模修繕工事新聞」専用サイトをリニュー
アルしました。工事完成保証、駐車場問題解決、修繕
設計会社紹介、小規模マンション専門の工事会社紹介
など、全建センターの事業についてもリンクしやすい
構成になっています。
　また、メルマガ登録すれば更新時するたびに配信さ
れます。ぜひとも、「大規模修繕工事新聞」専用サイ
トを覗いてみてください。
◆メルマガ登録のメリット◆
・新聞に掲載された情報が無料で配信される
・�新聞を回覧せずとも管理組合役員、住民間で同時に
情報を共有できる
・�回覧していたり、コピーして再配布する必要がなく
なる

daikibo.jp.net

好評！メルマガ無料配信登録
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TEL：03－6304－0278　FAX：03－6304－0279
E-mail：info@zenken-center.com

13：30～17：00
受付開始13：00

（日）
日　時

無料

●主催：一般社団法人 全国建物調査診断センター・
　　　　㈱住宅あんしん保証
●共催：関西ペイント㈱・㈱ダイフレックス
●後援：NPO 全国マンション管理組合連合会
●会場：㈱住宅あんしん保証本社会議室
　　　　東京都中央区京橋1-6-1  三井住友海上テプコビル6F
　　　　（JR東京駅八重洲南口徒歩6分、
　　　　東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩1分、
　　　　都営浅草線宝町駅A6番出口徒歩2分）

大規模修繕工事「工事費節約」セミナー

理事長が知るべき工事費節約法！
　予想もしなかった工事費予算オーバーが発生し、工
事の見通しが必要になった！その時のリスクと対応
方法について、事例を通して公開し、解決方法を伝授
します。
　●講師：㈱リノシスコーポレーション
　　　　　佐藤　成幸　専務取締役
　マンション大規模修繕工事のコンサルタントとし
て経験豊富な佐藤氏。工事の初歩から業界動向まで、
管理組合側の立場で解説してくれます。
　http://www. renosys.jp

　大規模修繕工事を勉強された管理組合役員は、一般の組合員の理解と賛同のもと、総会の承

認という大仕事が待っています。工事費の予算合意を得なければ役員は孤立してしまい、せっ

かく検討した工事も実施できません。

　多くの大規模修繕工事において工事費の節約を経験してきた2人の講師が、その極めた成功

方法を明かします。これぞ、本音セミナーです。

　無難な一般論や建前論は、他のセミナーや書籍、インターネットで十分！貴重な機会です。

さあ行動しましょう。お申し込みください！

●第1 部
理事長が孤立しないための工事費節約法！
　理事長が孤立する!?工事費節約、ぶっちゃけ話で解

決しましょう！

　●講師：㈱ＫＡＩ設計

　　　　　菅　純一郎　代表取締役社長

　診断設計実績は建築部門約50物件、設備部門約80

物件のコンサルタント会社の代表です。著書に『管理

組合のためのマンション大規模修繕のポイント』（住

宅新報社）。

　http://kaiseikkei.com

●第2 部

7/24

参加費 30名定　員

マンション名・お名前・住所・参加人数・電話番号を記入
の上、左側のセミナー申込はがき、または下記へ電話、
FAX、メールでお申し込みください。

お問合せ・お申込み

お申し込みいただいた方へは別途ご案内を申し上げます。

セミナー申込はがき

※ご記入いただいた個人情報は当センターから発信するご案内等のほかには
　利用いたしません。

★ご相談・ご要望などを自由にお書きください

管理組合名

代表者名

ご住所

ＴＥＬ

E-mail

竣
工
年

役
職

総
戸
数
参
加
人
数

キリトリセン


