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修繕奮闘記File Data 91

6月4日、工事見学会を実施

「大規模修繕で大切なのは準備」

修繕奮闘記File Data 92

高層マンションでゴンドラ採用

隔て板外し、施工品質向上につなげる

Topic

ミャンマー・ヤンゴン

5/30 新塗料製造工場開所式

国土交通省

管理適正化・再生推進事業

平成28年度採択は、日住協ら4事業者

名刺広告

暑中お見舞い申し上げます

教えて！管理組合交流相談室 

Q  管理規約を改正する必要はある

のか？

A 実情に合っているかを検討

  管理組合ごとに判断を

民間（旧四会）連合

マンション修善工事請負契約約款

工事完成保証の記載欄盛り込む

セミナー

7・24「工事費節約」テーマに

　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連）は４月14日に
発生した熊本地震で４月末、５月中旬と２回、現地でマンション
の被災状況の調査や被災した管理組合を対象とする相談会を開催
しました。その活動の一端を報告します。

◇
　ほとんどのマンションで被害を受けており、８割以上が被災し
たと判断されます。外観は何ともなく見えても、一歩立ち入ると、
開放廊下の壁や玄関扉近くにＸ条のせん断亀裂が入っていたり、
外壁タイルの落下などが見られます。
　また棟と棟をつなぐエキスパンションジョイントが大きな揺れ
で外れ、ずれています。ほとんどのマンション敷地で地盤が沈下、
亀裂などが見られました。
　給排水管の損傷で、ライフラインの被害が大きいのも特徴です。
水のトラブルでは飲み水だけでなく、トイレ、洗濯もできなくな
り、日常生活に大きな被害をもたらしました。

◇
　５月14、15日の被災マンション相談会では２日間で176管理組
合、380人が相談にみえました。マンションに特定して相談する
ところがないことが、これだけ参加者が殺到したのではないかと
推測されます。
　相談会で管理組合と話し合う中で、罹災証明の発行が行われて
いないことが判明しま
した。明らかに市の対
応不足で、マンション
住民にも罹災証明が出
されることへの認識不
足だったのでは、とみ
ています。
　遅れてようやく市の
福祉課に窓口が開設さ
れることになりました。

マンション被災の報告
〈2016・6・19発信〉

NPO全国マンション管理組合連合会
事務局長　川　上　湛　永

20100105-20160705-79

震災により開放廊下が散乱している様子
（熊本市内）

熊 本 地 震
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　File Data. 91　神奈川・大和市／グランシーナ大和ステーションプレイス管理組合

管理組合

　６月４日10時、神奈川・大和市のグランシーナ大和ス

テーションプレイスのコミュニティールームでNPOかな

がわ県央マンション管理組合ネットワーク（NPOかなが

わ県央ネット）の工事見学会が開かれた。

　見学会のあいさつに立った工事着工時の理事長は「大

規模修繕工事で大切なのは準備です。設計コンサルタン

トに手伝ってもらいながら、丁寧に準備を進めていった」

と話してくれた。

　2015年３月に修繕委員会を発足。NPOかながわ県央

ネットに相談しながら、インターネット等で探した７社

の設計コンサルタントから、設計費用の見積もり、ヒア

リング等を行った。結果、㈱建物保全センターを選定し、

同年７月末に業務委託契約を締結した。

　委託契約締結後、すぐに108戸より主にバルコニー等

の不具合のアンケート調査（一部立ち入り調査）を実施。

6月4日、工事見学会を実施
「大規模修繕で大切なのは準備」

的値上げを先延ばしにしている経緯もあり、さらに修繕

委員会から「値上げをしないと長期的な視点から将来は

一時金の発生もやむなし」というシミュレーションが提

示された。一般区分所有者からは大きな反対意見もなく、

値上げ案は通った。

　施工業者は公募により13社がエントリー。書類選考で

見積依頼業者を７社に。さらに現場確認を経て見積書提

出後にヒアリング依頼業者を２社に絞った。

　この２社のうち、「工事中の居住者への配慮、住環境へ

の提案がよかった」（修繕委員長）という㈱カシワバラ・

コーポレーションが施工業者として採用された。

　工事内容は一般的な１回目の大規模修繕工事だが、建

物が林立する立地条件から、足場仮設や資材の搬入が難

共通仮設工事として作業員休憩
所、資材倉庫を設置。現場事務
所はマンション内の2階コミュニ
ティールームを借用した

参加者は約30人。足場から屋上
へと、普段目にしない光景を見学

かながわ県央ネットによる工事見
学会を実施。あいさつする工事着
工時の理事長（中央）

駐車場からの出入りにより、
部分的にゴンドラ足場を設置

建物に隣接した駐輪場付近でも
枠組み足場が採用できす、ゴン
ドラを採用

さらに建物調査や試験を行

い、修繕項目の内容・費用

等に関して修繕委員会と協

議を重ねていった。

　この間、総会において修

繕積立金が２倍となる値上

げを通した。従来の資金計

画で設定されていた段階

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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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／グランシーナ大和ステーションプレイス大
規模修繕工事　○建物概要／ 2005（平成17）年竣工・
SRC造・地上14階建て地下１階建て・１棟・108戸　○
発注者／グランシーナ大和ステーションプレイス管理組
合　○設計・監理／㈱建物保全センター　○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／作業員休憩所、資材倉庫、お手洗い場等。
現場事務所は２階コミュニティールームを借用

・直接仮設／鋼製足場、飛散防止メッシュシート
・下地補修／鉄筋爆裂、タイル浮き、ひび割れ
・シーリング／タイル目地、サッシ回り
・外壁高圧水洗浄／高圧水洗浄
・外壁塗装／外壁、天井
・鉄部塗装／玄関扉枠、竪樋
・防水／屋上、庇、バルコニー、廊下側溝等
○工事期間／ 2016年３月１日～ 2016年７月30日予定

設計・監理者： 株式会社建物保全センター
■本社
〒221−0835��横浜市神奈川区鶴屋町３−35−11
　　　　　　ストーク横浜二番館504
☎045−324−6152
代表者：福市博臣　　設立：1986年（昭和61年）12月
資本金：1,000万円
http://www.k-tateho.jp

施工者：株式会社カシワバラ・コーポレーション
■本社
　〒108−0075��東京都港区港南一丁目８番27号
　　　　　　　日新ビル９階
　☎03−5479−1400
■西関東営業所
　〒194−0215��東京都町田市小山ヶ丘１丁目10−５
　☎042−798−0660
代表者：柏原伸介　　創業：1949年（昭和24年）３月
資本金：２億5,010万円
http://www.kashiwabara.co.jp

屋上に設置したゴンドラの
架台の状況

見学会中に作業していた
外壁高圧水洗浄の様子

養生シートは通常、足場の外側に設置するが、今回は隣接するホテルや
階下の駐車場を意識してゴンドラの内側にも取り付けている。上下だけ
でなく横移動もできるゴンドラの特徴を生かして天井塗装などの作業位
置に合わせて置き、塗料の飛散防止により注意を払っているのだ。「現場」
ならでの工夫である

しいというのが、このマンションでの工事の特徴である。

　駐車場・駐輪場の出入り口ではゴンドラを採用し、マ

ンション裏側では道路を通行止めにしてトラックやク

レーンを入れ、枠組み足場を組み立てた。

　とはいえ、理事会や修繕委員会が一丸となって工事に

取り組んでいる様子もうがかえる。現場代理人の宮下浩

規さんは「状況報告や追加作業など、工事をしっかり把

握していただき、会社の提案に対してはっきり決断もら

えているので、作業がしやすい。こんなに団結している

管理組合さんはあまりありません」。

　管理組合にとって、満足できる工事とは「お任せ」で

はなく、管理組合の高い関心度が大きいようだ。
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　File Data. 92　横浜市／ D’グラフォート横浜クルージングタワー管理組合

管理組合

　横浜・馬車道、みなとみらい地区に立地する21階建て
の高層タワーマンション。昭和9年竣工の横浜市認定歴史
的建造物・旧東京三菱銀行横浜中央支店（元第百銀行横
浜支店）跡地に平成16年、マンションを建設。同時にマ
ンション低層部は銀行時代の外観意匠が復元された。
　由緒ある建造物であるため、または観光客が多い立地
とあって、仮設、養生への配慮が大きいことが工事の大
きな特徴である。
　資材倉庫、廃材置き場は通行人のいる国道側に設置。
ただし、使用する仮囲いは中が見えないように配慮し、
さらにマンションの外観と周辺環境に調和した御影石タ
イプを使用している。
　また、馬車道からみなとみらいの赤レンガ倉庫や中華
街に訪れる観光客も多く、通行人に対する警備・誘導員
による安全通行も徹底した。
　塗料などの飛散などでは養生に配慮したが、特に高圧
水による壁の洗浄時には通行規制も実施。ところがさ

高層マンションでゴンドラ採用
隔て板外し、施工品質向上につなげる

オーバーになることもあり、工事の進捗に関して、今後
高層マンションでの業界の課題点となるのではないかと
思われる。
　管理組合の取り組みも関心度が高く、「ベランダのパー
テーション（隔て板）の取り外しについて、管理組合が
中心になって全戸にお願いしてくれたことがありがた
かった」と現場代理人。
　枠組み足場ではないゴンドラの場合、横移動に時間が
かかる。プライバシーなどの問題で嫌がる居住者も多い
中、隔て板を外してもらえれば、職人がその階の行き来
が楽になり、作業の時短にもつながるのだ。
　隔て板の取り外しは、修繕委員会の協議における管理

現場事務所・作業員休憩所は21
階の展望室を借用。みなとみらい
全景を眺めることができる

マンションの低層部は銀行時代
の外観意匠を復元している

マンションは昭和9年竣工の旧東京
三菱銀行横浜中央支店跡地に立地

ゴンドラ足場を採用。上下移動と
左右横移動が可能のゴンドラで作
業を実施

記者もゴンドラに乗らせてもらっ
た。高層階になればなるほど「揺れ」
で作業性に難はあるが、今後必須の
作業形態であることは間違いない

まざまな国から観光客で
「STOP」など簡単な英単
語も通じないことがあり、
他のマンションでは見られ
ない苦労もあったという。
　現場代理人によると、「洗
浄水が飛散しないように高
圧水洗浄の水をバキューム

しながら作業する
のですが、ゴンド
ラがすごく揺れ
て、それはたいへ
んでした」と語る。
　足場仮設は上下
移動と左右横移動
が可能なゴンドラ
を 採 用。11基 設
置したが、電力が
限られるため、全
基動かせるわけで
はない。フル稼働
でも６基。洗浄係
とバキューム係が
複数乗ると定員
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工事データ
○工事名／D’グラフォート横浜クルージングタワー大規模修
繕工事　○建物概要／ 2004（平成16）年３月竣工・RC造・
地上21階建・１棟・135戸　○発注者／D’グラフォート横浜
クルージングタワー管理組合　○監理者／㈱ファーマ一級建
築士事務所　○施工者／㈱ヨコソー
○主な工事内容
・共通仮設／仮設事務所、作業員詰所、資材倉庫の設置等
・�直接仮設／建物外周ゴンドラ・足場仮設、飛散防止メッシュ
シート設置

・�シーリング／タイル目地、天井・床目地、ベランダ建具取
り合い等

・�下地補修／タイルひび割れ、浮き補修、塗装面鉄筋爆裂補修、
外壁洗浄等

・外壁等仕上げ／外壁吹付け塗装等
・�鉄部塗装／屋上・塔屋周り各種扉・端子盤、バルコニー隔て板、
雨樋、駐輪場等

・�防水／ベランダ防水（側溝、巾木ウレタン、長尺塩ビシー
ト貼り）、21階屋上笠木等

・�その他／ベランダガラス等の各所クリーニング、アプロー
チ床防滑処理等

施工者：株式会社ヨコソー
■本社
　〒238−0023��神奈川県横須賀市森崎１−17−18
　☎046−834−5191
■東京支店
　〒144−0046��東京都大田区東六郷１−３−10
　☎03−3736−7751
代表者：佐藤幹男　　創業：1908年（明治41年）10月
資本金：１億円
http://www.yokosoh.co.jp

ゴンドラ足場では、作業員の乗
れる人数が限られる

資材・廃材置き場を御影石タイプの
仮囲いの中に設置。観光客が多い立
地のため、警備・誘導員による安全
通行も徹底した

観光客が多い立地ということもあっ
て、塗料などの飛散や、特に高圧水
による壁の洗浄等、養生には気を
配った

21階屋上の高圧水洗浄作業の様子

組合の方針として、全戸に通達したという。
　現場代理人は「作業性が上がるとともに、隔て板の下
の細かなところまできれいにできて、施工品質もアップ
できました」という。
　管理組合の理解がなければ施工精度の限界もある。施
工の品質向上は、管理組合や居住者の協力がいかに大切
か。それがわかるエピソードといえよう。

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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　関西ペイント㈱（石野博社長）は５月30日、ミャンマー

連邦共和国ヤンゴンのシュエピーター工業団地で、新塗

料製造工場の開所式を行いました。

　関西ペイントは2015年１月、現地の塗料大手ニン・タ・

ジン・ウー（HTZ0）社と合弁会社「関西ペイント・ミャ

ンマー」を設立。このたび、新工場の本格稼働を開始し

ました。ミャンマーで外資系塗料メーカーによる、現地

生産の塗料工場は2011年の民主化後初めて。これまでは

マレーシアの関西ペイントのグループ会社から塗料を輸

入し、販売していました。

　石野社長は開所式で、「新工場では単に塗るだけの塗料

ではない、カビ、細菌から生活を守るライフサポート塗

料や、建物をひび割れ、汚れから守る高機能性塗料など

の製品を発信していきます」とあいさつ。「デング熱な

ど�蚊を媒介とする病気から人々を守るオンリーワン製品

（Anti-Mosquito�Paint）」などの生産に注力していくとして

います。

　関西ペイントは近年、ASEAN諸国

やインド、南アフリカなど世界70カ

国超で事業を展開。ミャンマーでも

2011年のネピドー新国際空港を皮切

りに、公共施設向けに塗料の供給実績

があります。

　また、全国建物調査診断センターが

手がけるミャンマー人材開発機構へも、ミャンマー人研

修生が実習で使用する塗料を提供してくださっています。

　石野社長は「ミャンマーの優秀な人材と関西ペイント

グループの技術が融合することにより、魅力的製品を供

給し、インフラ事業、建設事業などミャンマー経済の発

展に貢献していくことだと考えています」と話していま

した。

ミャンマーのメディアから質問を受ける石野社
長。通訳は全国建物調査診断センターが担当した

開所式での石野博・関西ペイント社長の挨拶

取材を受ける関西ペイント・
ミャンマーのタウン社長

当日の開所式には関係者やマスコミなど
約800人が集まった

石野社長と全国建物調査診断
センター・吉野理事長（左）

5月30日、ヤンゴン・シュエピーター工業団地新工場の正門で、招待客のお出迎え風景

ミャンマー・ヤンゴン
　　5/30 新塗料製造工場開所式

関西ペイント

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へ̶。
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　一般社団法人全国建物調査診断センター鹿児島支部は５月
29日㈰13：30 ～、かごしま県民交流センターで鹿児島市初の

多く、終始よい雰囲気のセミナーとなりました。
　菅氏の講演は、「工事失敗の研究＝隠れている失敗の現実は
と!?」をテーマとしながら、自身のコンサルティングの経験か
ら、理事会や修繕委員会で集約した情報等を住民に正しく伝え
ること、合意形成の大切さを参加者に教示していました。

一般社団法人 全国建物調査診断センター
東京都新宿区西新宿12-1-603
☎03-6304-0278
Email：info@zenken-center.com

「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

全国建物調査診断センター 鹿児島市初の勉強会を開催
5 ／ 29　於：鹿児島市・かごしま県民交流センター

セミナー風景。会場はかごしま県民交流センター

管理組合役員勉強会を開
催しました。講師は一
級建築士事務所㈱KAI設
計・代表の菅純一郎氏が
務めました。
　当日は約10管理組合
20人超が参加し、講演
後も参加者からの質疑が

管理適正化・再生推進事業
平成28年度採択は、日住協ら4事業者

国　土
交通省

　国土交通省住宅局マンション政策室は５月25日、３月９日
付けで公示を行った「平成28年度マンション管理適正化・再
生推進事業（マンションの新たな維持管理適正化・再生促進）」
の評価結果を発表。NPO日本住宅管理組合協議会（日住協）
ら４事業者が採択されました。
　対象事業としては、管理不全マンション等の管理組合の活動
を支援する専門家の育成や専門家派遣の体制整備など、一連の
管理組合への支援事業。１法人1,000万円を限度に補助が得ら
れます。

【NPO日住協の採択事業の概要】
○�千葉・習志野市の習志野香澄１丁目住宅管理組合からの相談
で、NPO日住協を通して管理適正化・再生推進事業に応募

○香澄１丁目住宅管理組合の課題

　・対応支援
　　①滞納管理費等の問題への対策の具体化
　　②�マンションリフォーム問題に対する理事会の対応支援
　　③�現在進行中の香澄団地将来委員会（高齢化対策等）の活

動支援
　・具体策
　　①�マンション管理士、弁護士、非営利活動法人の協力を得

ながら成案を得る
　　②�NPO日住協、マンション管理士およびマンションリ

フォーム推進協議会の支援を得る
　　③�将来委員会の活動状況を日住協の協力を得てマンション

管理士がまとめる
○交付申請額：約180万円

●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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暑中お見舞い申し上げます

一級建築士事務所

東京都新宿区西新宿４－32－４ハイネスロフティ 608 
TEL：03－6300－5709　FAX：03－6300－5803

http://kaisekkei.com

代表取締役　菅　　　純一郎

株式会社ＫＡＩ設計

2016  拝啓、盛夏の候

暑中お見舞い申し上げます

給排水管更新工事から大規模修繕工事まで

創業 86年の弊社にお任せ下さい

〒231－0026 神奈川県横浜市中区寿町２－５－１
TEL：045－662－2021（代）

ＵＲＬ：http://www.kawamoto-ind.co.jp

代表取締役　川　本　守　彦

川本工業株式会社

暑中お見舞い申し上げます

当社は外断熱によって皆様の快適な住空間つくりを
お手伝いさせていただきます。

Sto Japan 株式会社（シュトージャパン）

代表取締役　佐 々 木　隆
〒102－0093
東京都千代田区平河町２－11－１ 平河町ロンステート 1階
TEL. 03－5216－1530　FAX. 03－5216－1760
http://www.stojapan.com

「喜び」と「幸せ」を繋ぐ
　　　　　　　企業を目指して

暑中お見舞い申し上げます
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暑中お見舞い申し上げます
管理組合様の良きパートナーとして住みよい

住環境を創るお手伝い、豊かな心を創造します。

一級建築士事務所

名古屋・大阪・神戸・京都・岡山　http://www.renosys.jp

東京事務所：〒162－0843 東京都新宿区市谷田町２－20　☎03－5206－5789
横浜事務所：〒231－0003 横浜市中区北仲通２－17－２　 ☎045－227－5789

代表取締役　大　櫃　良　之

株式会社リノシスコーポレーション

暑さ厳しき折　皆様のますますのご健勝とご自愛を
お祈り申し上げます

厳密な診断を元に建物としての性能と資産価値を分析し、
時代のニーズにマッチしたプランを提案致します。

東京都中央区日本橋堀留町２－８－４
TEL. 03－6892－7510　http://www.toho-cp.co.jp/

代表取締役社長　早　坂　榮　二

TOHO 株式会社

益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます

〒101－0051  東京都千代田区神田神保町１－20
TEL：03－3293－4803（リニューアル事業部）

ＵＲＬ：http://www.ip21.co.jp

代表取締役社長　板　橋　邦　浩

暑中お見舞い申し上げます

マンション設備改修専門会社として、

「技術と信頼」の実績を積み重ねてまいります。

〒160－0011  東京都新宿区若葉１丁目12番５号
TEL. 03－3358－4873　http://www.keihin-se.com

代表取締役社長　平　松　拓　也

京浜管鉄工業株式会社

暑中お見舞い申し上げます

歴史に裏打ちされた技術力でご奉仕いたします

〒101－0044  東京都千代田区鍛冶町２－６－１ 堀内ビルディング６階
TEL：03－3252－2512

ＵＲＬ：http://www.kensetsu-toso.co.jp
E-mail: ref-info@kensetsu-toso.co.jp

建設塗装工業株式会社
代表取締役社長　𠮷　田　幸　一

暑中お見舞い申し上げます

マンションリニューアルに最適な工法と

高品質な建材をお届け致します。

〒105－0003  東京都港区西新橋２－35－６第３松井ビル

☎03－3436－4001　FAX. 03－3578－1155

URL : http://www.kaken-material.co.jp
E-mail : info@kaken-material.co.jp

化研マテリアル株式会社
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弊紙では皆様に恩返しができるよう

各種企画を立案し

暑中お見舞い申し上げます

『直すことは、守ること。』
しっかり、まじめに、誠実に。

〒238－0023  神奈川県横須賀市森崎１－17－18
TEL：046－834－5191　http://www.yokosoh.co.jp

代表取締役

佐　藤　幹　男

暑中お見舞い申し上げます
マンションの設備改修工事は

スターテックにお任せください！

〒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
http://www.star-tech-kamata.co.jp

代表取締役社長　星　野　隆　之

株式会社スターテック

暑中お見舞い申し上げます

本　　　社　〒113－0034  東京都文京区湯島２－21－17 M's ビル
横 浜 支 店　〒231－0006  神奈川県横浜市中区南仲通３－30　４階
新潟営業所　〒950－0891  新潟県新潟市東区上木戸１－４－８
フリーダイヤル：0120－50－8183　ＵＲＬ：http://www.iwasa-m.com

代表取締役　増　田　　　聡

高度な技術と豊富な実績が信頼の証しです。

暑中お見舞い申し上げます
優良な監理団体として、

優秀な外国人技能実習生を受け入れております。

東京事務所
〒160－0016  東京都新宿区信濃町 12 番地　信濃町 SANMOビル 6F

TEL. 03－3358－6249　　FAX. 03－3359－8639
http://www.sie-jp.com　　info＠sie-jp.com

代表理事　半　崎　一　広

SIE 協同組合（SIE 無料職業紹介事務所）

暑中お見舞い申し上げます
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一級建築士事務所

本　　社　東京都港区新橋５－28－３ ユニ鎌倉 2F
　　　　　TEL：03－3434－3611
横浜支店　神奈川県横浜市西区みなとみらい４－７－１
埼玉支店　埼玉県さいたま市大宮区仲町２－25
メールアドレス：boss@boss-ac.co.jp

代表取締役社長　梅　沢　　真

株式会社ボス建築コンサルタンツ

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

マンション改修業界における唯一の業界紙として

本年も「存在価値ある企業」を目指していきます。

〒163－0825 東京都新宿区西新宿２－４－１ 新宿 NSビル 25F　
☎03－5281－0881　　http://www.dyflex.co.jp

代表取締役社長　三　浦　吉　晴

株式会社 ダイフレックス

暑中お見舞い申し上げます

東京都千代田区外神田４－14－１　秋葉原UDX21 階
東京支店　☎03－6837－8888

田島ルーフィング株式会社

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

160 年の伝統と最新の技術が大規模修繕工事の

成功をお約束します。

〒140－8668  東京都品川区南品川４－２－36
TEL. 03－3474－2900　FAX. 03－3450－2760
http://www.ymgs.co.jp

すまい美しく

代表取締役　山　岸　大　輔

暑中お見舞い申し上げます
お客様のニーズに応えられる建物の

機能と価値を高めるご提案をいたします。

〒146－0082  東京都大田区池上５－５－９
TEL. 03－3753－7141　http://www.tkip.jp

代表取締役　奈 良 間 　力

東 海 塗 装 株 式 会 社

暑中お見舞い申し上げます
『塗料界新報』発行元として、

塗料・塗装業界の情報をいちはやくお届けします。

株式会社 塗料界展望社
代表取締役社長　荒　井　康　雄

〒113－0021  東京都文京区本駒込３－22－２
TEL. 03－3824－5711
E-mail: trt-n@onyx.dti.ne.jp
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暑中お見舞い申し上げます
大規模修繕工事における管理組合様のパートナー

〒136－0076  東京都江東区南砂２－２－16  東陽町グリーンハイツ301
TEL（03）5683－2403　http: //www.eastsun.jp

E-mail: eastsun@js6.so-net.ne.jp

代表取締役　所長　西　尾　哲　二

一級建築士事務所

イーストサン株式会社

暑中お見舞い申し上げます

「顧客指向であること」 

　　　　　　　　これが私たちの出発点です。

〒108－6030  東京都港区港南２－15－１  品川インターシティＡ棟 30 階 
TEL. 03－5781－8150　FAX. 03－5781－8130

http://www.t-matex.co.jp/ 

代表取締役社長　谷　口　充　生

タキロンマテックス株式会社

皆様に愛される紙面づくりに努めてまいります！

暑中お見舞い申し上げます
大規模修繕工事はシンヨーへお任せください !!

〒210－0858  川崎市川崎区大川町８－６
TEL. 044－366－4771　FAX. 044－366－7091
http://www.sinyo.com

代表取締役社長　中　尾　祐　輔

建築物の劣化を防ぎ美観を創る、
優れた建築用機能性塗料の開発・市場展開をしてまいります。

〒144－0045  東京都大田区南六郷３－12－１
TEL: 03－5711－8904　FAX: 03－5711－8934
http://www.kansai.co.jp

代表取締役　毛　利　訓　士

関西ペイント販売株式会社

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます
人・技術・設備・情報の 4本柱で

常に先進のリニューアルをお届けします。

株式会社　アール・エヌ・ゴトー

代表取締役　後　藤　龍　彦
〒211-0043
川崎市中原区新城中町16－10
TEL 044－777－5158
http://www.rngoto.com

暑中お見舞い申し上げます
お住まいの方のストレスが軽減できる
ような工事に努めます。

東京都西東京市田無町１－12－６
TEL：042－450－5811（0120－408－038）
http://www.sanwakenso.co.jp/

代表取締役社長　中　　衆　司

三 和 建 装 株 式 会 社

暑中お見舞い申し上げます

住宅金融支援機構提携金融機関

〒108－0075  東京都港区港南一丁目８番 27 号 日新ビル９階
TEL. 03－5782－7930　　FAX. 03－5782－7935

http://www.j-mb.jp

代表取締役社長　瀬　尾　純一郎

株式会社ジェイ・モーゲージバンク

暑中お見舞い申し上げます

〒194－0021  東京都町田市中町１丁目15－７
TEL. 042－732－3834　FAX. 042－732－3693
http://www.7fukuken.co.jp

七福建設株式会社  
代表取締役　佐　藤　國　男
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工事完了後の瑕疵・不具合を「瑕疵保険」でカバーします。

〒104－0031  東京都中央区京橋１－６－１ 三井住友海上テプコビル 6F 
TEL. 03－3562－8122

http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo/ 

代表取締役社長　髙　橋　渉　一

株式会社 住宅あんしん保証

暑中お見舞い申し上げます

今後ともよろしくお願いいたします

暑中お見舞い申し上げます

経理・税務・社会保険手続きなどワンストップで

中小企業・個人事業者をバックアップ致します。

〒188－0011  東京都西東京市田無町２－９－６ 野崎ビル 706
TEL：042－468－0441

ＵＲＬ：http://www.yamamoto-office.jp

代　表　山　本　大　造

山本総合会計事務所

暑中お見舞い申し上げます

東京湾岸支店 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-5-3 TEL047-381-1901〒279-0025

暑中お見舞い申し上げます
アジア諸国より優れた人材を発掘し、
外国人技能実習生として日本に招聘し、

監理業務を行う団体として認可を受けております。

〒251－0052  藤沢市藤沢976秀明ビル2F
TEL. 0466－25－5001　FAX. 0466－25－5019　URL： asia-kouryu.com

代表理事　川　端　一　矢

公益社団法人 アジア技術技能人材交流協会

暑中お見舞い申し上げます
大規模修繕工事、給排水管取り替え、多様な設備改修の
設計・監理で快適な住生活をサポートいたします。

株式会社建物保全センター
代表取締役　福市博臣
〒221-0836  横浜市神奈川区鶴屋町 3-35-11-504
TEL：045-324-6152　URL：http://www.k-tateho.jp
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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。

特－27
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見解が異なる！
　総務省は「町内会とマ
ンション管理組合のつな
がりを大切にしたい」と
うい方針を出していた
が、国交省が全否定。マ
ンション標準管理規約を

改悪し、いくつかが管理組合の実態やあるべき姿を
無視したものとなった。
　特にコミュニティ条項の削除については管理組合
に大きな誤解を与えている。「コミュニティ条項を削
除しなければならないのか」と言った理事さんから
の問い合わせもある。
　なぜそうなったのか。標準管理規約の改悪者たち
が「管理費の使い途に疑問があるとの住民の批判」
をその一つに挙げ、夏祭りや新年会など親睦を深め
るための飲食会や自由参加の行事に管理費を使わな
いようにといった流れをつくった。
主体である管理組合が決めればよい
　標準管理規約は「参考」なのだが、「適用」すべき
と言わんばかりなのである。忘年会やクリスマス会
などのイベントにも影響が及ぶ可能性が大きい。コ
ミュニティ条項（名称はなんでもよい）については

総会に諮り、みんなで決めればよいのである。国が
どうのこうのと言うことではない。管理費の使い途
は、「管理費」「業務」の条項に管理組合運営上の必
要性を明記すればよい。できればコミュニティとは
何かを、ざっくりと（細かくしない）共有しておき
たい。そこがないと、批判の的になりかねない。
共同体意識の醸成
　マンションはその規模に関わらず、知らない人た
ちが集まって住む共同体である。マンションの共同
体は意識をして作らなければ芽生えもせず、発展も
しない。共同体意識が全ての分母であり、分子とし
ていろいろな課題や問題があり、共同体意識があっ
てこそ、さまざまな取り組みが可能となる。共同体
意識を発揮して、ベクトルを合わせて目的や目標な
りをクリアする。
　例えば大規模修繕工事などは、それがなければう
まくいかない。音問題、ゴミ捨て問題なども同様で
ある。
　顔の見える共同づくりにはあいさつをはじめとし
た、それぞれの管理組合がつくり上げたい共同体お
よびその意識、即ちコミュニティを分母にした運営
が必須である。� （NPO日住協論説委員会）

マンションのコミュニティは必須
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6月5日付第405号「論談」より
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リニューアル事業本部

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

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

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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本　　社　〒232-0025  神奈川県横浜市南区高砂町2-19-5
　　　　　　　　　　　☎045-225-8200
東京支店　〒105-0023  東京都港区芝浦1-14-5
　　　　　　　　　　　☎03-5730-3950
圏央支店　〒252-0231  神奈川県相模原市中央区相模原2-3-16
　　　　　　　　　　　☎042-704-9661

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。

40戸以下の中・小規模マンションを主体に
改修工事を行っております！

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
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実情に合っているかを検討
管理組合ごとに判断を
　管理規約を改正するマンションは標準規約よりも、当初の規
約が「公平性に欠けるため」「トラブルになる可能性があるた
め」、マンションの実情に照らし合わせて改正するケースが多
いようです。したがって、標準規約の改正に伴って改正する必
要はなく、改正すべき点があるかどうか、マンションの実情に
合っているかどうかをよく検討した上で、管理組合ごとに判断
されるとよいでしょう。

◇
　新築マンションにおいて、管理規約の作成者は分譲会社や管
理会社で、ほとんどが販売時に用意している原始管理規約です。
　平成25年度マンション総合調査結果（平成26年４月23日公
表）によると、この原始規約を含め、複数回管理規約を改正し
たことがある管理組合は約６割（グラフ①）でした。
　一方、グラフ②のマンション標準管理規約改正の認知状況で
は、約４割が「標準管理規約のことを知らない」と答えています。

Q33　管理規約を改正する必要はあるのか？ 

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　マンション標準管理規約が３月14日、改正されたと聞きま
した。私たちの管理規約も標準規約に沿って改正すべきでしょ
うか？

ベストアンサーに選ばれた回答

グラフ①
管理規約の改正の有無

ない
36.3％

不明4.4％

ある
59.3％

グラフ②　マンション標準管理規約改正の認知状況 

改正された
標準管理規約を
知っている
45.9%

改正前の標準管理規約を
知っている　6.8%

標準管理規約の
ことを知らない
38.1%

不明  9.3%

◇
　管理規約の改正は、総会にお
いて区分所有者数と議決権の各
3/4以上の賛成が条件となりま
す。過半数の普通決議より、レ
ベルの高い特別決議でありま
す。安易に標準管理規約に照合
して改正すると、トラブルが
あった場合、再度改正するにも
手続きが大変です。
　よく検討して、各管理組合に
適合した管理規約を意識するこ
とが大切ではないでしょうか。
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　民間（旧四会）連合協定

工事請負契約約款委員会が

４月、マンションの共用部

分が対象の外壁塗装、屋上

防水、給排水管更新などの

修繕工事の実情を反映した

「マンション修善工事請負

契約約款」を策定、発表し

ました。

　マンションに対する計画

修繕の考え方が定着して30

年以上経過していますが、

これまで工事請負契約書式

や約款については標準モデ

　約款における発注者は、分譲マンション管理組合等を

想定しており、管理組合法人あるいは、法人化していな

い場合は区分所有法上の管理者である管理組合理事長と

なります。

　工事範囲は基本的に改修工事が対象となりますが、駐

車場や付属棟などの増改築工事の発生も想定しています。

　契約書式モデルには、発注者や受注者、工事場所、工

事期間、請負代金、支払い方法、監理業務の委託内容の

ほか、工事完成保証や大規模修繕工事瑕疵担保責任保険

の欄等も盛り込まれています。

　今後、マンションの大規模修繕工事では、この約款を

もとにした契約書式が管理組合と施工会社の間で利用さ

れることになります。

■詳しくは…

　民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款委員会

　ホームページ

　マンション修繕工事請負契約書（PDF）

　　http://www.gcccc.jp/contract/pdf/

　　mansion-1-construction.pdf

「マンション修善工事請負契約約款」発表

平成28年４月　民間（旧四会）連合が策定

工事完成保証、瑕疵担保責任保険の記載欄盛り込む

マンション修善工事請負契約約款

ルがなく、新築工事向けのものを代用することが一般的

でした。

　そこで一般社団法人日本建築学会等の民間連合により、

「マンション計画修繕工事請負契約約款協議会」の協力を

得て、マンション修繕工事に適合させた工事約款が作成

されたのです。
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TEL：03－6304－0278　FAX：03－6304－0279
E-mail：info@zenken-center.com

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

13：30～17：00
受付開始13：00

（日）
日　時

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、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。


