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マンションの適正な管理のための管理組合向け無料情報ツール

本紙は、大規模修繕工事の情報紙として

首都圏・関西圏の約30,000管理組合を対象に、

“日本一”の発行部数を誇るフリーペーパーです。
2018年 3月号

月刊メルマガ
（電子ブック版）
無料登録受付中！
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第33回セミナー

3月25日のお知らせ

「コンサル・管理会社との付き合い方」
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大阪で技能実習生制度説明会を開催

外壁・防水・給排水設備
無料！現状調査・診断サービス

メール相談も受け付け中

外国人作業員の時代がやってくる!?Part27

大　反　響　！

　一般社団法人ミャンマー人材開発機構では１月から３回、大阪

でミャンマー技能実習生制度説明会を行いました。

　建装工業㈱、協立技研㈱等のもと、３日間で約130人の協力会社

社長等に参加していただき、ミャンマー人技能実習生の実態、日

本での働きぶり、企業が技能実習生を受け入れるために注意する

ことなどを説明しました。

　今後も日本人の作業員不足から、外国人実習生に求めるものが

高くなると考えられます。詳しくは２ページへ。

　一般社団法人全国建物調査診断センターでは『大規模修繕工事

新聞』読者サービスとして、外壁や共用部塗装、屋上のバルコニー

防水、給排水設備の無料調査・診断を行っています。

　コンサルタントや工事会社と接触する前に、建物まわりや給排

水設備の現状、改修履歴を把握しておきたいとき、全建センター

が第三者の立場で調査・診断を行い、客観的なアドバイスを行っ

ています。ぜひご利用ください。メール相談も受け付けています。

詳しくは８ページへ。

●外壁、防水、給排水設備の無料診断の申し込み・問い合わせ先

一般社団法人全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278　FAX.03-6304-0279

E-mail：info@zenken-center.com

URL：http://zenken-center.com

ミャンマー人材開発機構
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ミ ャ ン マ ー 人 材 開 発 機 構

ミャンマー技能実習生制度説明会、大阪で実施

協力／協立技研、建装工業

　一般社団法人ミャンマー人材開発機構はこのほど、ミャン
マー技能実習生制度説明会を大阪で実施しました。
○日時：１月16日　10時～ 12時
　会場：協立技研㈱本社
　参加：協力会社５社・８人
○日時：１月30日　18時～ 19時
　会場：建装工業㈱関西支店
　参加：協力会社60社・100人
　講師はミャンマー人材開発機構の院田氏に加え、外国人研修
生の受け入れ機関であるSIE協同組合の半崎氏、渡邊氏が務め
ました。
　内容は、院田氏が、ミャンマー人技能実習生の実態、日本で
の働きぶり、一緒に働いている人の感想、日本に入国するまで
の流れ、現地の日本語学校の取り組み、良い実習生をどのよう
に募集するのか、など。
　SIE協同組合の半崎氏、渡邊氏は、企業が技能実習生を受け
入れるために注意すること、2017年11月に実習生法が新しく
運営されたためその概要説明について説明を行いました。
　院田氏は、昨年も１月に同内容でセミナーを開催したことに
触れ、「昨年と比べ比較にならないほど真剣な眼差しでセミナー
を聞いている人が多かったようです。裏を返せば、日本の労働
力不足を物語っているように感じました」と述べています。
　今後、技能実習生はサービス業にも展開する方向でもあり、
外国人技能実習生の受け入れへの関心は高まっていくと予想さ
れます。
　とはいえ、アジア全体でも人手不足は否めない状況で、企業
としては早めの対応が必要といえるでしょう。情報だけでも得
ておくためにも、セミナーへの参加をおすすめします。

講師を務めているのは院田氏建装工業での説明会風景

　ミャンマー人材開発機構は、全国建物調査診断センター
がミャンマー連邦共和国の有力教育機関と全面業務提携
し、ヤンゴン市内に教育施設を開設した機関。現地ヤンゴ
ンで６カ月間、塗装、防水の基礎教育を行う。研修カリキュ
ラムで用いる塗料や防水材は現地のものではなく、日本の
材料を実際に使っている。
　人材の受け入れについては、国が認定した日本側受け入
れ機関とミャンマー側送り出し機関が外国人技能実習制度
に基づいて実施。来日前の研修内容には日本語教育も含ま
れている。

今後のセミナー開催予定
防水業者対象

「人手不足対策、ミャンマー技能実習生の実態セミナー」
日時：４月２日㈪　15：00 ～ 17：00
会場：田島ルーフィング㈱会議室
　　　東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21
定員：40人　参加費：無料
申し込み先：
　☎03-6304-0278　FAX. 03-6304-0279
　E-mail：info@kensyumyanmar.com
　担当：院田浩利

　また、２月５日は関西ペイント㈱大阪本社の協力で、関西で
同じ内容でセミナーを開催し、７社21人が参加。こちらも皆
真剣なまなざしで説明を聞きいっていました。
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ゼネコン勤務時代の 現場・設計・積算 の経験を活かし

一級建築士事務所 イーストサン株式会社 を設立

大規模修繕工事における

　　　　　管理組合様のパートナー

●大規模修繕工事コンサルタント　●建物調査・診断
●設計　●工事監理　●長期修繕計画作成
●設備調査診断・設計・工事監理

事業
内容

〒136-0076 東京都江東区南砂2-2-16 東陽町グリーンハイツ301号
TEL：03-5683-2403　FAX：03-5683-2426
http://www.eastsun.jp　E-mail: eastsun@js6.so-net.ne.jp

一級建築士事務所

イーストサン株式会社

マンション管理組合総会決議
無効確認等請求事件

平成29年9月14日　最高裁上告不受理

─────
判例の広場
─────

　
●事案の概要
　神奈川県藤沢市所在のマンション（昭和42年竣工・RC造・
５棟・175戸）の区分所有者である原告２人が、被告である管
理組合に対し、管理規約の改正（共用部分等の管理、修繕積立
金の取り崩し）、給排水管等設備改修工事の請負契約の締結、
借り入れおよび修繕積立金の使用に関する総会決議の無効を求
めた事案。
　工事対象には共用、専有部分に属する給排水管・ガス管だけ
でなく、浴室、トイレ、給湯器、洗濯パン、洗面化粧台などが
含まれていたことから、専有部分の先行工事をした者との不均
衡、浴室やトイレなどの所有権は管理組合にない点などが争わ
れた。
　工事は原告の住戸がある棟の４戸を除く171戸で完了し、管
理組合は工事代金を支払っている。
　判決は一審の横浜地裁で管理組合の主張を支持。原告である
区分所有者の請求を棄却した。東京高裁でも区分所有者の控訴
を棄却。最高裁は上告を受理しなかった。

●原告の主な主張
・ 浴室、トイレ等の専有部分の設備工事を一体として行う必要

性はない。
・ 区分所有者の意思に反して改修工事をすることは、区分所有

者の区分所有権の侵害である。
・ 専有部分の改修工事に修繕積立金を充てる決議は、すでに専

有部分について先行工事を行っていた区分所有者との間に不
均衡が生じる。

・ 修繕積立金を用いて工事が実施されると、工事によって設置
されたユニットバス、トイレ等の設備の所有権が管理組合に
帰属することになることになり、区分所有という仕組みの基
本に反するため、決議は無効である。

●被告の主な主張
・ 専有部分に属する給排水管、浴室、トイレ等の設備は一体的

かつ効率的な管理のために必要なものであり、区分所有者の
共同の利益に資するものである。

・ 配管類の交換で、浴室の床をはつり、既存の浴室を再設置す
るには、①多額な費用のかかる防水工事が必要となる、②配
管類のみ交換すると旧設備から漏水する危険がある、③撤去
したバランス釜・浴槽を再接続する部品の調達ができないお
それがある。このため共用部分の工事とともにユニットバス
化に更新する必要があった。

・ トイレ設備は共用部分の給排水管と物理的に接続されていて、
共用部分と物理的一体性を有する部分であり、配管類のみ更
新しても旧設備から漏水する可能性がある。

浴室やトイレも修繕積立金で更新!?　専有部設備の一体改修を決議
・ 先行工事をした区分所有者に先行工事代金を補償すると、修

繕積立金の負担で従前の更新設備による利便性の利益を与え
ることになり、かえって公平性を欠く結果となる。

・ 既存設備を続けて使うことを希望した区分所有者に対しては、
標準品の価格相当額をオプション工事代金から値引きするこ
とによって実質的な補償をしている。

●裁判所の判断
・ 管理規約を改正し、専有部分を共用部分とともに一体として

管理することは、建物等の維持管理に必要かつ有益であるか
ら、規約の新設がただちに区分所有権を侵害するとは認めら
れない。

・ 本件工事に先立って浴室、トイレ等の設備を自費で更新した
者と、本件工事によって修繕積立金で更新を行った者との間
に不均衡が生じる可能性は否定できないが、原告以外にも先
行工事を行った者が相当数あり、先行工事の設備を再利用す
る者には減額措置がとられている。先行工事を行った者が相
当数いる中で、総会決議や工事に反対しているのは原告２名
にすぎない。

・ 浴室・トイレ設備等は共用部分と専有部分の各配管と接続し
ている。給排水管等を更新するためには浴室内のバランス釜
と浴槽を撤去し、防水工事が必要であったが、これをユニッ
トバス化することで低予算の工事が可能になった。逆に、旧
設備の再設置は漏水の危険性があることからも共用部分の管
理と一体として行う必要が認められる。

・ 浴室やトイレ等の所有権について、専有部分と共用部分は管
理規約によって定まっていることから、工事代金を修繕積立
金から拠出したからといって、ただちに管理組合に帰属する
ものではない。

・ 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、これ
を棄却する。

【コメント】
　確かに配管類については、その管理は管理組合が主導で共用
部分の本管と専有部分の枝管一体の工事をしたほうが効率的と
思われる。
　ましてや個人任せでは配管を更新しない住戸は当然あり、漏
水事故など近隣トラブルとなる可能性は高くなる。
　しかし、浴槽や洗面化粧台等は個人の趣味にも左右するため、
家財まで管理組合の主導で行ってよいものか等、今回の判決に
疑問を投げかける人も少なくない。
　判例を読めば、今回のケースでは管理組合の主張に分がある
ようだが、これを勘違いして強硬な態度で不要な工事を推し進
める管理組合が出てこないことを願いたい。
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　大規模修繕工事を手がけるリノ・ハピア㈱は化研マテリア
ル㈱、AGCポリマー建材㈱と協同でウレタン防水工事の施工
効率アップ、工期短縮等を目的にウレタン防水材小型圧送機

「RAKUマシーン」を開発しました。
　従来のウレタン塗膜防水施工には、スムーズな施工を妨げる
３つの問題が存在していました。
１．攪拌（かくはん）不足による防水材の硬化不良
２． 材料の荷揚げや防水材の運搬などにかかる人的コスト
３．大量に排出される一斗缶などの廃材処理
　こうした問題点から人の手に依存した施工では効率が悪く、
品質にもバラツキが生じていました。
　これを解決するために開発したのが、ウレタン防水材小型圧
送機「RAKUマシーン」です。

問い合わせ リノ・ハピア株式会社
〒145-0062 東京都大田区北千束3-1-3　  0120-270-451

リノ・ハピア 検索

RAKUマシーンによる4つのメリット
①作業時間の短縮
　・人手による一斗缶の荷揚げ、荷降ろしが不要となる
　・人手による材料の配合、攪拌も不要になる
②品質の安定
　・ 機械による自動配合のため、ウレタン防水材の品質不良を

防ぐ
　・ ウレタンの圧送量もコンピューター制御で、必要量のみ調

達できる
　・ 季節や気温などで変化する吐出粘土も自動調整を行うこと

ができる
③廃材の削減
　・ 従来工法で大量に廃棄していた一斗缶をすべてなくせる
　・ 使用するドラム缶はリサイクルするので、環境に優しい
④施工効率の向上
　・ウレタン材の吐出量は毎分12リットル
　・ 最大施工面積は１日約3,000㎡
　圧送機の小型化で、ワンボックス車への積載も可能となりま
した。自動攪拌により、配合や攪拌が早く、均一、確実に行う
ことができます。
　とにもかくにも管理組合にとっての最大のメリットは工期短
縮です。作業効率のアップは工費の節約にもつながります。
　また、防水材の運搬が激減することでバルコニーの作業期間
も短くなり、住民のストレス軽減が期待できます。
　こうした最新工法の情報は、施工会社選定にあたっても検討
材料となることでしょう。

ウレタン防水材小型圧送機「RAKUマシーン」
作業効率アップ、工費節減、品質向上に効果あり

工法紹介

一斗缶の廃材は人がつぶしてまとめ
る必要がある

電動ギアポンプ採用でウレタン材の
吐出量は毎分12リットル

従来の施工では、材料の荷揚げや荷
降ろしは人が行っている

ワンボックス車への積載が可能なほ
ど小型化された



2018.3.5

5

　これからのマンション大規模修繕工事を考える
場合、経年による老朽化のほか、社会的老朽化や
居住者の高齢化への対応が課題にあがるケースが
少なくありません。単なる維持管理でなく、グレー
ドアップは２回目、３回目の大規模修繕工事の懸
案事項です。
　実際のエントランス内外改修の事例写真をもと
に、参考としてください。

改修前
改修後

植栽して緑地帯を整備。エントランスの庇をステンレス化し、外壁面を
シート状の石調仕上げで改修した

改修前
改修後

メールボックスを更新し、壁面に石調状シートを採用。メールボックス
の下に荷物置き場を新設し、利便性をアップした

改修前
改修後

階段をなくし、スロープを設置。手すりを設けてバリアフリー
化を図った

改修前
改修後

ピロティ部分への風雨の吹き込みに対して暴風スクリーンを新設。庇は
アルミ板・ルーバーのデザインを施した

改修前
改修後

エントランスホールのグレードアップ。天井や内壁等の内装、照明、建
具などを改修・更新。従来の暗い払拭し明るいイメージにした

改修前
改修後

メールボックスの交換、照明器具の更新、壁面に石調タイルを採用し、
高級感を演出した

改修前
改修後

スロープを設けるスペースがない個所には昇降機を設けた

Photograph

大規模修繕工事グレードアップ事例紹介
エントランス内外の実際の改修とは !?
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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2850棟！（平成29年6月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

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

　厚生労働省は2013年３月、「新水道ビジョン」を策定・発表し、
全国に浸透しています。
　この「新水道ビジョン」の基本概念は「安全な水・快適な水
を、安定して供給する」ことです。
　マンションでも20年程前まで、水道局の規定で貯水槽を設
置しなければなりませんでした（貯水槽水道方式）が、現在は
材料や設備機器の技術進歩もあり、「貯水槽を介さない給水方
式（直結給水方式）」に改修するケースが圧倒的に増えています。
受水槽や高置水槽などの貯水槽は定期的にメンテナンスをしな
ければなりません。また貯水槽の劣化による漏水や部材腐食な
ど、修繕あるいは更新の費用負担が発生します。
　このため、厚生労働省や地方自治水道局では、増圧直結給水
方式や直圧直結給水方式といった直結給水方式を推進している

のです。
　ただし、マンションによっては、地域の水理状況や立地環境
など、直結給水方式の導入には条件がある場合があります。管
理組合としては、まず自分のマンションがどのような給水方式
になっているのか確認し、その後でどのような給水方式にして
いくことがベターなのか検討することが大事なことと言えま
す。

〈文／全国建物調査診断センター・給排水設備担当：淵上〉

解 説 と 事 例マンション設備の改修

マ ン シ ョ ン の 給 水 方 式 に つ い て

高置水槽方式
配水管→受水槽→揚水ポンプ→
高置水槽→
各戸のパイプシャフト（PS）→蛇口

ポンプ圧送方式
配水管→受水槽→圧送ポンプ→
各戸のパイプシャフト（PS）→蛇口

増圧直結給水方式
配水管→圧送ポンプ→
各戸のパイプシャフト（PS）→蛇口

直圧直結給水方式
配水管→
各戸のパイプシャフト（PS）→蛇口

●マンションの給水方式

直結給水方式

貯水槽水道
方式

給水方式

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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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

　大規模修繕工事を行うためには仮設足場を組み、作業員の安
全確保と作業性能を上げる必要があります。いい加減な仮設足
場をすれば、足場倒壊による事故も発生してしまいます。
　このため、ほとんどのマンション大規模修繕工事の現場で
は、アンカーピンを躯体に打ち込むことで足場資材と建物を固
定し、仮設足場の倒壊防止対策を行っています。
　このアンカーピンは、コンクリート躯体に打ち込んだ後に先
端部分が開くことによって、さらに頑丈となる仕組みになって
います。
　工事が終了すると、このアンカーピンは不要となるのですが、
より頑丈にコンクリート躯体に打ちつけたことによって、取り
外すことは容易ではなくなります。
　基本的に取り外すことの難しいアンカーピンはそのままコン
クリート躯体に埋め込
んでいます。（写真①
～⑤参照）
　つまり、粗悪な（鉄
分の多い）アンカーピ
ンを使用すると、躯体
の中で酸化し、錆が発
生、コンクリートの爆
裂を起こす劣化原因と
なるのです。
　現在は錆びにくいス

テンレスアンカーを使用するケースが多いですが、価格競争に
よって下請け業者への圧力が大きいと「手抜き」につながるこ
とが考えられます。
　ある大手の改修工事会社の現場代理人は「きちんとすべての
アンカーピンを検査・記録しています」と断言しましたが、元
請けからみる下請けの仕事において「完璧」ということがある
でしょうか？
　最良の策はひとつ。下請けの足場業者に資材の搬入を任せる
のではなく、元請け業者が直接ステンレスアンカーを購入する
ことです。
　アンカーピンの埋め込みは避けられないとして、建物躯体保
護のためには良質な資材のチェックを怠らないことではないで
しょうか。

大規模修繕工事の足場のアンカーピンは
良質な資材のチェックを怠らないこと

Suggestion!

① 足場資材と建物躯体
を固定している状態

② 工事が終われば足場
を撤去する

③ ただしアンカーピン
は躯体の中に差し込
んだまま

④ アンカーピンの上か
らタイルをかぶせる

⑤施工後の様子
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　管理会社や設計コ
ンサルタント、工事
会社と接触する前に
建物の状況を把握し
ておきたい時、全国
建 物 調 査 診 断 セ ン
ターが第三者の立場
で、調査・診断を行います（毎月、先着10件まで無料）。
●建物診断サービスの内容
　・ 屋上・ルーフバルコニーなど防水劣化状況の目視調査（シー

ト防水、アスファルト防水、塗膜防水など）
　・ 外壁タイルのひび割れ・錆水付着・白華・汚れ・剥離状況

調査（目視・一部打診）
　・外壁や共用部塗装の劣化状況調査（目視）
　・ 外壁の浮き・はらみ・ひび割れ・欠損の状況調査（目視・

一部打診）
　・シーリングのひび割れ・破断状況調査（目視・一部打診）
　・ 鉄部の発錆状況・塗装の劣化状況調査（目視）、外壁の集

中的な汚れ調査（目視）

　合意形成のヒント
は？修繕工事で失敗
しないための情報を
得るには？コンサル
タントにこんなこと
を聞いてみたいのだ
けど、他の管理組合
はどうしているの？…管理組合理事長、修繕委員が情報交換す
るための掲示板を作りました。
　相談や回答を行うにはメンバー登録（無料）を行う必要があ
ります。参加・利用に関するご質問やサポートは、ホームペー
ジをご利用ください。

　大規模修繕工事に
直面した管理組合役
員の方々がひと足飛
びに設計コンサルタ
ント、マンション管
理士等に依頼するに
は情報不足で、最初
の相談相手として依頼する根拠もありません。
　こうした不安のひとつ前に、１級建築士、１級施工管理技士
等が直接管理組合を訪問するサービスです。

　『大規模修繕工事新
聞』読者サービスと
して実施している屋
上・バルコニー防水
と、外壁や共用部塗
装の無料調査・診断
に次いで、新たに「給
排水設備現状調査サービス」を開始しました。
　コンサルタントや工事会社と接触する前に、給排水設備の現
状や改修履歴を把握しておきたいとき、全建センターが第三者

大規模修繕工事新聞読者対象

他の管理組合はどうしているの？

修繕の際は管理士、コンサルに相談する前に…外壁・防水の無料建物診断に加え…

無料建物診断サービス

掲示板「大規模修繕工事ひろば」

【1日無料】改修相談制度給排水設備調査サービス

http://zenken-center.com/ts

http://dskpark.net

http://mansionkanri-sodan.comhttp://zenken-center.com/kht

マンション管理組合に役立つウェブサイト一覧
全 国 建 物 調 査 診 断 セ ン タ ー

の立場で調査・診断を行い、客観的なアドバイスを行います。
●給排水設備現状調査サービスの内容
　・竣工時の機器、配管類の図面確認
　・貯水槽、ポンプの状況、目視調査
　・共用給水管、共用排水管の外観目視調査
　・漏水履歴の報告書等の確認
　・給排水修繕履歴の確認
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全建センター第32回「本音セミナー」
「大規模修繕100組合の教訓」から学ぶ事例研究と考察

11 ／ 26　東京・京橋　住宅あんしん保証本社会議室にて

　全国建物調査診断センターは11月26日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第32回本音セミナーを開きました。
ここでは㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）の
佐藤成幸専務が講師を務めた「大規模修繕100組合の教訓から
学ぶ事例研究と考察について」から、「管理組合内の手続きや
合意形成に関わるもの」の一部を掲載します。〈構成：編集部〉

■合意形成のポイント①
タイムリーな説明会の開催
　大規模修繕工事の過程において、調査報告会や設計説明会、
工事説明会、管理組合総会など、スケジュールに合わせて計画
段階の節目ごとにタイムリーに集会を開催します。
　遅すぎるタイミングは逆効果。また説明では反対や厳しい意
見が出ても賛否をはかるわけではないので、「聞く」余裕を持
つことも大事です。もらった意見もまだまだ取り入れるほどの
余地がある、こうしたところが説明会の実際のポイントという
ことになります。
　また、工事着工前の説明会は経験上、工期が７カ月以上に及
ぶような大掛かりなマンションの場合は、着工前と、工事後３、
４カ月経った中間に実施することもあります。
　中間に説明会を実施することによって、後半の工事に関して
の居住者の協力度合いがうんとあがります。やはり３、４カ月
も経つと忘れてしまうんですね。
　自分のところに来るとなった段階で、人間は聞く耳を持てる
ということがありますので、長い工期に及ぶ場合は、工事着工
前の説明会を中間時に開催すると経験上、極めて効果的だと考
えております。

（図）工事に対する嫌悪感へのケア例

工事の計画立案によるもの

人と自治組織によるもの

・児童が多いマンションで夏休み中の工事を１カ月間休止した
・盛夏期間中の施工対象住戸の負担軽減のため、工事休止期間を設けた
・ 特に住戸近接の騒音振動が激しい場合は、「集会室」等を一時避難場所として使用する

ことができるようにした

・ 在宅が必要な工事で、在宅できないことにより工事全体への影響が大きい場合、居住
者同士が連携を行い、カバーし合った

・ 高齢者等、工事に関わる事項を公に聞きにくい立場の方に「近所の付き合い」的な流
れで工事情報を伝え合った

■合意形成のポイント②
肉体的・精神的な「嫌悪感」をケア
　合意形成の支障になることに対して、工事の計画立案による
ものや人と自治組織によるものに分け、その対処方法の具体例
を上げました。
　まず、肉体的な負担や精神的な不安からくる「嫌悪感」～嫌
だなあと思う気持ち～をケアすることにより、居住者の賛同を
得やすくすることが、実際の効果として非常に高いです。
大規模修繕工事を経験した方はお分かりだと思いますが、何が
一番、住まいながらの工事でストレスになるか、あるいは環境
が変わるかというと、仮設工事の足場です。
　建設現場で足場を組んで建物の中に人が入って、日常生活を
送っているということは、バルコニーの使用制限もさることな
がら、その足場に囲われているという事実だけでものすごいス
トレスがたまります。
　ということは不安があり、嫌だなという気持ちになりやすい
ということですね。例えば、非常に暑いとか、風が通らないと
か、足場や工事資材などで子どもが危ないとか、そういう工事
に対する嫌悪感があるものの、具体的に「嫌です」と言いにく
いので、クレーム的なマイナス意見につながっていくことが出
てくるわけです。工事実
施に対して、弱いが否定
的な立場を取る人が出て
くるのです。
　こうしたものをケアし
て お か な い と、 シ ン パ
シーを感じる人たちが増
えてしまうことになりま
す。

紙 上 採 録

セミナー当日の会場風景
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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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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・市川

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

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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関東防水管理事業協同組合

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

受信システムへの改修が必要
個別アンテナは安全管理責任の所在確認を
　あるマンションでベランダに衛星放送用受信アンテナ

を取り付けている住戸がありました。管理組合は総会で

「共聴アンテナを設置した際は、各戸のアンテナは個人の

費用で撤去すること」を決議し、その後に共聴アンテナ

を設置しました。しかし、その住戸はアンテナを撤去し

なかったため、裁判になった例があります。

Q54　4K8Kテレビのアンテナ設置どうする？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　多くの住戸で衛星放送を受信するためにベランダにア

ンテナが設置されています。ベランダは専用使用が許さ

れた共用部分であることを総会で確認しましたが、大規

模修繕工事で施工の邪魔になっても自主的に撤去しては

くれません。

　今後、4K8Kテレビについても個別に受信したい住戸が

出てきて、管理組合との温度差が問題となるようで不安

です。

　これらのアンテナの取り扱いはどうすればよいので

しょうか？

ベストアンサーに選ばれた回答

　判決は「ベランダは専用使用を許された共用部分であ

り、通常の使用方法をしなければならない。共聴アンテ

ナが設置された以降に個別アンテナを設置することは通

常の用法とはいえず、管理規約違反である」として、ア

ンテナの撤去を命じました。

　2018年12月から新4K8K衛星放送が始まります。しか

し、今の設備では受信できず、新4K8K衛星放送対応受信

システム（アンテナ、ブースタ、分配器、テレビ端子など）

が必要になります。

　ここで問題なのは、地上デジタル放送に変更されたと

き、アナログ放送が見られなくなるため、全国レベルで

対応する必要がありましたが、新4K8K衛星放送が開始さ

れても現在の放送は現在のテレビで見られることです。

　このため、新4K8K衛星放送を見たい住戸と、今のまま

でよいという住戸が出てきて、ベランダの受信アンテナ

が地デジ放送のとき以上に増えると考えられます。

　2020年には東京五輪・パラリンピックがあります。管

理組合で新4K8K衛星放送対応受信システムへの改修工事

を行うか、行わない場合はベランダの受信アンテナの安

全管理責任はどこにあるのかなど、後のトラブルとなら

ないよう、早めの対処が必要となるでしょう。

＜参考＞ NPO福岡マンション管理組合連合会・創立30周

年記念誌『管理組合読本』
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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。

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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◆ 気づいたときは遅かっ
た

　築13年、27戸のマンショ
ン にAさ ん は １ 年 半 ほ ど
前に入居、その時から理
事会と総会が開催されて
いないということが耳に
入ってきた。

　その時点では確かめようがなかったので事実の把握に
努めていたが、実際に総会の招集が１年半の間にないこ
とを確認した。
　Aさんは管理会社の担当者と会い、前もって伝えておい
た決算書類などを見せるように迫ったところ、「サーバー
が壊れてデータがふっ飛んだ」との説明があった。
　なんとも都合のよい言い訳ではないか。バックアップ
は当たり前であり、決算書類は紙で残っているはずであ
る。
　後日、担当者から、修繕積立金等は社長が使い込んで
いるとの説明があった。
◆お任せ管理は問題が多い
　管理会社の責任は重いが、管理会社に完全にお任せし
ている管理組合にも問題が多い。印鑑と通帳を管理会社
に預けており、毎月の管理報告はおろか、年次決算も求
めていない。
　築後13年間、設立総会以降、総会は１回開催されただけ。

総会がないので理事はいないし、理事会もない。
　しかし管理会社から指名を受けた区分所有者が、名ば
かりの理事長と副理事長に就いているのだが、極めて軽
率な行為である。
　管理会社はスキあらばと、管理組合のお金を狙ってい
るのは本件で明らかであるが、管理組合のポケットの中
身を知っているのだから当然か。
　管理組合は、管理会社の掌の上に乗せられコントロー
ルされていることにも気づいていない。
◆自立的な思考と行動
　なぜこのようなことになるのか、である。管理会社の
確信的な犯罪的行為は、管理組合の甘さを見ながら進め
る。
　逆に言えば、管理組合が主体的・自立的に自分たちの
マンションを守れば牽制機能が働き、管理会社に不正の
スキを与えることはなかった。
　管理をすべて委託するということではなく、自分たち
で考えて行動する。その一部を委託するのである。委託
している部分は毎月の理事会でしっかりと報告させ、間
違いがあれば指摘すればよい。
　間違いがあればわかるということは自立管理ができて
いるということである。
　スキを狙う管理会社と付き合う最上の案は、管理組合
の自主的・自立的な思考と行動であり、それが自立管理
である。 （NPO日住協論説委員会）

管理会社の不正と自立管理の重要性
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』2018年2月5日付第425号「論談」より

リニューアル事業本部



2018.3.5

15

　小生の次女はアメリカ人と結婚し、子どもを授かった。
その孫が小学校高学年になり、日本語が最近少し怪しく
なってきた。お父さんと話す時はもとより母親と話す時
も英語だ。特に母親に口答えする時とか喧嘩する時には
日本語が出てこなくなった。私との会話も難しい日本語
が混ざると、一時、テンポが遅くなる。
　そんなこともあって、ポケットタイプの小さな翻訳機

（ポケトーク）が開発されたとのニュースをみて、少し高
い（３万円前後）と思ったが、孫との会話がスムースに
行える一助になればと思い、早速予約した。
　２月末に届くというので、心待ちにしていたところ、
大学生の孫（長女の子供）に、「じいちゃん、そんなもの
買わなくても、スマホの無料アプリで十分だよ」と教え
られた。
　VoiceTra（音声翻訳）という無料アプリで、国立研究
開発法人情報通信研究機構の先進的音声翻訳研究開発推
進センター（NICT）が開発した純国産の優れモノだ。
　同センターの説明によると「世界の『言葉の壁』を打
ち破り、グローバルで自由な交流の実現を目標として、
多言語音声翻訳技術の研究開発と産学官（産業界、学校、
官公庁）連携による社会実装を推進する」という。多く
の人が使い込むことにより、翻訳精度が向上するので、

ちょっと一息

おもしろコラム

ＡＩ翻訳機

当 面 無 料 に
し て い る ら
し い。 今 は
は や り のAI
の 技 術 を 駆
使 し て い る
よ う だ。 か
く て、 ポ ケ
ト ー ク の 方
は 予 約 を 取
り消させてもらった。
　自動翻訳アプリは「Google 翻訳」でも、既に実用段階
に入っているようで、会話モードでは、音声入力で２つ
の言語をリアルタイム翻訳、スマホが通訳機に早変わり
する他、外国旅行などで、レストランのメニューや店の
看板などをカメラで撮ると即座に日本語に翻訳してくれ
るらしい。
　次女に子供ができた時、英語を学びなおそうとしたら、
娘から、「英語でなく日本語でしゃべるように」ときつく
言い聞かされた。子どもたちが日本語もしゃべれるよう
にするためだということで合点した。
　ＡＩやスマホの発達で、世界中で言葉の壁がなくなる
時代になれば、戦争の脅威も減ってくるに違いない。今
まで、電話機能しか使ってこなかったスマホだが、これ
からはもっと色々な用途で使いこなせるようになりたい
ものだ。
 （文：ジャーナリスト・井上勝彦／絵：そねたあゆみ）
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●主催：一般社団法人 全国建物調査診断センター・マンション総研・㈱住宅あんしん保証
●共催：関西ペイント㈱・田島ルーフィング㈱
●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）
　　　　　　　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。

13：30～17：00（日）3/25

お問い合わせ・お申し込み

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。

一般社団法人全国建物調査診断センター
TEL：03-6304-0278　FAX：03-6304-0279

E-mail：info@zenken-center.com

日　時

会　場 ㈱住宅あんしん保証本社会議室

参加費 無料 定　員 30名

内　容 第1部：選んではいけないコンサルタントとは！
　・管理会社やコンサルタントの実力の探り方
　・コンサルタントに期待していいもの
　・信頼できるコンサルタントの見分け方
●講師
　㈱リノシスコーポレーション
　　　　佐藤　成幸　専務取締役 （マンション管理士）
第2部：＜対話方式のトークショー＞理事長は楽しい！
　・管理会社のぶっちゃけ話、その真実
　・理事会の責任とリスク、現実対策
　・組合運営の教科書は、事例から学ぶしかない　
●ゲスト
　鈴木寿一郎氏 （パークシティ溝の口管理組合元理事長）
　山本美賢氏 （パークシティ溝の口管理組合元理事）
●司会　㈱KAI 設計　菅　純一郎　代表取締役社長

大
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模
修
繕
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事 
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　全建センターではこのたび、大規模修繕工事新聞の電子版を
大幅にリニューアルし、より読みやすくなりましたのでご案内
申し上げます。電子版はマンションにお住まいの方ならどなた
でも無料で配信が受けられます。
　登録は簡単！ホームページの入力窓にあなたのメールアドレ
ス等を記載して、送信ボタンを押してください。「大規模修繕
工事新聞電子版新規登録送信が完了しました」のメールが届い
たら登録完了です。毎月２日に新聞が無料で配信されます。

　フリーペーパーに蓄積された情報はネットを通じて、必要
な情報が簡単に検索できるほか、電子版の形でマンション住

大規模修繕工事新聞 電子版 無料配信登録、受付中！

http://daikibo.jp.net/dregi

民の方々も自由に閲覧できます。なお、マンション管理組合
の役員の皆様のお悩みや相談に、専門家が無料で回答する
facebookページ（教えて！管理組合交流相談室）や「編集部
公 式facebook」 も
合わせて閲覧いた
だけます。
　大規模修繕工事
新聞電子版がマン
ション管理組合の
円滑な運営に少し
でもお役に立てれ
ば幸いです。
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マンションの適正な管理のための管理組合向け無料情報ツール

本紙は、大規模修繕工事の情報紙として

首都圏・関西圏の約30,000管理組合を対象に、

“日本一”の発行部数を誇るフリーペーパーです。
2018年 3月号

月刊メルマガ
（電子ブック版）
無料登録受付中！
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Event

ミャンマー人材開発機構

技能実習生制度説明会、大阪で実施

工法紹介

ウレタン防水材小型圧送機

効率アップ、工費節減、品質向上に効果

Photograph

大規模修繕工事グレードアップ事例紹介

Series

マンション設備の改修

マンション給水方式について

全建センター

マンション管理組合に役立つウェブサイト

教えて！ 管理組合交流相談室

Q  4K8Kテレビのアンテナ設置ど

うする？

A 受信システムへの改修が必要

    個別アンテナは安全管理責任の所

在確認を

アラウンドマンションよもやま話

管理会社の不正と自立管理の重要性

第33回セミナー

3月25日のお知らせ

「コンサル・管理会社との付き合い方」

20100105-20180305-99

大阪で技能実習生制度説明会を開催

外壁・防水・給排水設備
無料！現状調査・診断サービス

メール相談も受け付け中

外国人作業員の時代がやってくる!?Part27

大　反　響　！

　一般社団法人ミャンマー人材開発機構では１月から３回、大阪

でミャンマー技能実習生制度説明会を行いました。

　建装工業㈱、協立技研㈱等のもと、３日間で約130人の協力会社

社長等に参加していただき、ミャンマー人技能実習生の実態、日

本での働きぶり、企業が技能実習生を受け入れるために注意する

ことなどを説明しました。

　今後も日本人の作業員不足から、外国人実習生に求めるものが

高くなると考えられます。詳しくは２ページへ。

　一般社団法人全国建物調査診断センターでは『大規模修繕工事

新聞』読者サービスとして、外壁や共用部塗装、屋上のバルコニー

防水、給排水設備の無料調査・診断を行っています。

　コンサルタントや工事会社と接触する前に、建物まわりや給排

水設備の現状、改修履歴を把握しておきたいとき、全建センター

が第三者の立場で調査・診断を行い、客観的なアドバイスを行っ

ています。ぜひご利用ください。メール相談も受け付けています。

詳しくは８ページへ。

●外壁、防水、給排水設備の無料診断の申し込み・問い合わせ先

一般社団法人全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278　FAX.03-6304-0279

E-mail：info@zenken-center.com

URL：http://zenken-center.com

ミャンマー人材開発機構
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ミャンマー技能実習生制度説明会、大阪で実施

協力／協立技研、建装工業

　一般社団法人ミャンマー人材開発機構はこのほど、ミャン
マー技能実習生制度説明会を大阪で実施しました。
○日時：１月16日　10時～ 12時
　会場：協立技研㈱本社
　参加：協力会社５社・８人
○日時：１月30日　18時～ 19時
　会場：建装工業㈱関西支店
　参加：協力会社60社・100人
　講師はミャンマー人材開発機構の院田氏に加え、外国人研修
生の受け入れ機関であるSIE協同組合の半崎氏、渡邊氏が務め
ました。
　内容は、院田氏が、ミャンマー人技能実習生の実態、日本で
の働きぶり、一緒に働いている人の感想、日本に入国するまで
の流れ、現地の日本語学校の取り組み、良い実習生をどのよう
に募集するのか、など。
　SIE協同組合の半崎氏、渡邊氏は、企業が技能実習生を受け
入れるために注意すること、2017年11月に実習生法が新しく
運営されたためその概要説明について説明を行いました。
　院田氏は、昨年も１月に同内容でセミナーを開催したことに
触れ、「昨年と比べ比較にならないほど真剣な眼差しでセミナー
を聞いている人が多かったようです。裏を返せば、日本の労働
力不足を物語っているように感じました」と述べています。
　今後、技能実習生はサービス業にも展開する方向でもあり、
外国人技能実習生の受け入れへの関心は高まっていくと予想さ
れます。
　とはいえ、アジア全体でも人手不足は否めない状況で、企業
としては早めの対応が必要といえるでしょう。情報だけでも得
ておくためにも、セミナーへの参加をおすすめします。

講師を務めているのは院田氏建装工業での説明会風景

　ミャンマー人材開発機構は、全国建物調査診断センター
がミャンマー連邦共和国の有力教育機関と全面業務提携
し、ヤンゴン市内に教育施設を開設した機関。現地ヤンゴ
ンで６カ月間、塗装、防水の基礎教育を行う。研修カリキュ
ラムで用いる塗料や防水材は現地のものではなく、日本の
材料を実際に使っている。
　人材の受け入れについては、国が認定した日本側受け入
れ機関とミャンマー側送り出し機関が外国人技能実習制度
に基づいて実施。来日前の研修内容には日本語教育も含ま
れている。

今後のセミナー開催予定
防水業者対象

「人手不足対策、ミャンマー技能実習生の実態セミナー」
日時：４月２日㈪　15：00 ～ 17：00
会場：田島ルーフィング㈱会議室
　　　東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21
定員：40人　参加費：無料
申し込み先：
　☎03-6304-0278　FAX. 03-6304-0279
　E-mail：info@kensyumyanmar.com
　担当：院田浩利

　また、２月５日は関西ペイント㈱大阪本社の協力で、関西で
同じ内容でセミナーを開催し、７社21人が参加。こちらも皆
真剣なまなざしで説明を聞きいっていました。

首都圏マンションリニューアル事業部　北海道支店　東北支店　横浜支店　中部支店　福岡営業所
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ゼネコン勤務時代の 現場・設計・積算 の経験を活かし

一級建築士事務所 イーストサン株式会社 を設立

大規模修繕工事における

　　　　　管理組合様のパートナー

●大規模修繕工事コンサルタント　●建物調査・診断
●設計　●工事監理　●長期修繕計画作成
●設備調査診断・設計・工事監理

事業
内容

〒136-0076 東京都江東区南砂2-2-16 東陽町グリーンハイツ301号
TEL：03-5683-2403　FAX：03-5683-2426
http://www.eastsun.jp　E-mail: eastsun@js6.so-net.ne.jp

一級建築士事務所

イーストサン株式会社

マンション管理組合総会決議
無効確認等請求事件

平成29年9月14日　最高裁上告不受理

─────
判例の広場
─────

　
●事案の概要
　神奈川県藤沢市所在のマンション（昭和42年竣工・RC造・
５棟・175戸）の区分所有者である原告２人が、被告である管
理組合に対し、管理規約の改正（共用部分等の管理、修繕積立
金の取り崩し）、給排水管等設備改修工事の請負契約の締結、
借り入れおよび修繕積立金の使用に関する総会決議の無効を求
めた事案。
　工事対象には共用、専有部分に属する給排水管・ガス管だけ
でなく、浴室、トイレ、給湯器、洗濯パン、洗面化粧台などが
含まれていたことから、専有部分の先行工事をした者との不均
衡、浴室やトイレなどの所有権は管理組合にない点などが争わ
れた。
　工事は原告の住戸がある棟の４戸を除く171戸で完了し、管
理組合は工事代金を支払っている。
　判決は一審の横浜地裁で管理組合の主張を支持。原告である
区分所有者の請求を棄却した。東京高裁でも区分所有者の控訴
を棄却。最高裁は上告を受理しなかった。

●原告の主な主張
・ 浴室、トイレ等の専有部分の設備工事を一体として行う必要

性はない。
・ 区分所有者の意思に反して改修工事をすることは、区分所有

者の区分所有権の侵害である。
・ 専有部分の改修工事に修繕積立金を充てる決議は、すでに専

有部分について先行工事を行っていた区分所有者との間に不
均衡が生じる。

・ 修繕積立金を用いて工事が実施されると、工事によって設置
されたユニットバス、トイレ等の設備の所有権が管理組合に
帰属することになることになり、区分所有という仕組みの基
本に反するため、決議は無効である。

●被告の主な主張
・ 専有部分に属する給排水管、浴室、トイレ等の設備は一体的

かつ効率的な管理のために必要なものであり、区分所有者の
共同の利益に資するものである。

・ 配管類の交換で、浴室の床をはつり、既存の浴室を再設置す
るには、①多額な費用のかかる防水工事が必要となる、②配
管類のみ交換すると旧設備から漏水する危険がある、③撤去
したバランス釜・浴槽を再接続する部品の調達ができないお
それがある。このため共用部分の工事とともにユニットバス
化に更新する必要があった。

・ トイレ設備は共用部分の給排水管と物理的に接続されていて、
共用部分と物理的一体性を有する部分であり、配管類のみ更
新しても旧設備から漏水する可能性がある。

浴室やトイレも修繕積立金で更新!?　専有部設備の一体改修を決議
・ 先行工事をした区分所有者に先行工事代金を補償すると、修

繕積立金の負担で従前の更新設備による利便性の利益を与え
ることになり、かえって公平性を欠く結果となる。

・ 既存設備を続けて使うことを希望した区分所有者に対しては、
標準品の価格相当額をオプション工事代金から値引きするこ
とによって実質的な補償をしている。

●裁判所の判断
・ 管理規約を改正し、専有部分を共用部分とともに一体として

管理することは、建物等の維持管理に必要かつ有益であるか
ら、規約の新設がただちに区分所有権を侵害するとは認めら
れない。

・ 本件工事に先立って浴室、トイレ等の設備を自費で更新した
者と、本件工事によって修繕積立金で更新を行った者との間
に不均衡が生じる可能性は否定できないが、原告以外にも先
行工事を行った者が相当数あり、先行工事の設備を再利用す
る者には減額措置がとられている。先行工事を行った者が相
当数いる中で、総会決議や工事に反対しているのは原告２名
にすぎない。

・ 浴室・トイレ設備等は共用部分と専有部分の各配管と接続し
ている。給排水管等を更新するためには浴室内のバランス釜
と浴槽を撤去し、防水工事が必要であったが、これをユニッ
トバス化することで低予算の工事が可能になった。逆に、旧
設備の再設置は漏水の危険性があることからも共用部分の管
理と一体として行う必要が認められる。

・ 浴室やトイレ等の所有権について、専有部分と共用部分は管
理規約によって定まっていることから、工事代金を修繕積立
金から拠出したからといって、ただちに管理組合に帰属する
ものではない。

・ 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、これ
を棄却する。

【コメント】
　確かに配管類については、その管理は管理組合が主導で共用
部分の本管と専有部分の枝管一体の工事をしたほうが効率的と
思われる。
　ましてや個人任せでは配管を更新しない住戸は当然あり、漏
水事故など近隣トラブルとなる可能性は高くなる。
　しかし、浴槽や洗面化粧台等は個人の趣味にも左右するため、
家財まで管理組合の主導で行ってよいものか等、今回の判決に
疑問を投げかける人も少なくない。
　判例を読めば、今回のケースでは管理組合の主張に分がある
ようだが、これを勘違いして強硬な態度で不要な工事を推し進
める管理組合が出てこないことを願いたい。
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　大規模修繕工事を手がけるリノ・ハピア㈱は化研マテリア
ル㈱、AGCポリマー建材㈱と協同でウレタン防水工事の施工
効率アップ、工期短縮等を目的にウレタン防水材小型圧送機

「RAKUマシーン」を開発しました。
　従来のウレタン塗膜防水施工には、スムーズな施工を妨げる
３つの問題が存在していました。
１．攪拌（かくはん）不足による防水材の硬化不良
２． 材料の荷揚げや防水材の運搬などにかかる人的コスト
３．大量に排出される一斗缶などの廃材処理
　こうした問題点から人の手に依存した施工では効率が悪く、
品質にもバラツキが生じていました。
　これを解決するために開発したのが、ウレタン防水材小型圧
送機「RAKUマシーン」です。

問い合わせ リノ・ハピア株式会社
〒145-0062 東京都大田区北千束3-1-3　  0120-270-451

リノ・ハピア 検索

RAKUマシーンによる4つのメリット
①作業時間の短縮
　・人手による一斗缶の荷揚げ、荷降ろしが不要となる
　・人手による材料の配合、攪拌も不要になる
②品質の安定
　・ 機械による自動配合のため、ウレタン防水材の品質不良を

防ぐ
　・ ウレタンの圧送量もコンピューター制御で、必要量のみ調

達できる
　・ 季節や気温などで変化する吐出粘土も自動調整を行うこと

ができる
③廃材の削減
　・ 従来工法で大量に廃棄していた一斗缶をすべてなくせる
　・ 使用するドラム缶はリサイクルするので、環境に優しい
④施工効率の向上
　・ウレタン材の吐出量は毎分12リットル
　・ 最大施工面積は１日約3,000㎡
　圧送機の小型化で、ワンボックス車への積載も可能となりま
した。自動攪拌により、配合や攪拌が早く、均一、確実に行う
ことができます。
　とにもかくにも管理組合にとっての最大のメリットは工期短
縮です。作業効率のアップは工費の節約にもつながります。
　また、防水材の運搬が激減することでバルコニーの作業期間
も短くなり、住民のストレス軽減が期待できます。
　こうした最新工法の情報は、施工会社選定にあたっても検討
材料となることでしょう。

ウレタン防水材小型圧送機「RAKUマシーン」
作業効率アップ、工費節減、品質向上に効果あり

工法紹介

一斗缶の廃材は人がつぶしてまとめ
る必要がある

電動ギアポンプ採用でウレタン材の
吐出量は毎分12リットル

従来の施工では、材料の荷揚げや荷
降ろしは人が行っている

ワンボックス車への積載が可能なほ
ど小型化された
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　これからのマンション大規模修繕工事を考える
場合、経年による老朽化のほか、社会的老朽化や
居住者の高齢化への対応が課題にあがるケースが
少なくありません。単なる維持管理でなく、グレー
ドアップは２回目、３回目の大規模修繕工事の懸
案事項です。
　実際のエントランス内外改修の事例写真をもと
に、参考としてください。

改修前
改修後

植栽して緑地帯を整備。エントランスの庇をステンレス化し、外壁面を
シート状の石調仕上げで改修した

改修前
改修後

メールボックスを更新し、壁面に石調状シートを採用。メールボックス
の下に荷物置き場を新設し、利便性をアップした

改修前
改修後

階段をなくし、スロープを設置。手すりを設けてバリアフリー
化を図った

改修前
改修後

ピロティ部分への風雨の吹き込みに対して暴風スクリーンを新設。庇は
アルミ板・ルーバーのデザインを施した

改修前
改修後

エントランスホールのグレードアップ。天井や内壁等の内装、照明、建
具などを改修・更新。従来の暗い払拭し明るいイメージにした

改修前
改修後

メールボックスの交換、照明器具の更新、壁面に石調タイルを採用し、
高級感を演出した

改修前
改修後

スロープを設けるスペースがない個所には昇降機を設けた

Photograph

大規模修繕工事グレードアップ事例紹介
エントランス内外の実際の改修とは !?

大阪支店：（06）4804-3123  神戸支店：（078）646-3511
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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2850棟！（平成29年6月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

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

　厚生労働省は2013年３月、「新水道ビジョン」を策定・発表し、
全国に浸透しています。
　この「新水道ビジョン」の基本概念は「安全な水・快適な水
を、安定して供給する」ことです。
　マンションでも20年程前まで、水道局の規定で貯水槽を設
置しなければなりませんでした（貯水槽水道方式）が、現在は
材料や設備機器の技術進歩もあり、「貯水槽を介さない給水方
式（直結給水方式）」に改修するケースが圧倒的に増えています。
受水槽や高置水槽などの貯水槽は定期的にメンテナンスをしな
ければなりません。また貯水槽の劣化による漏水や部材腐食な
ど、修繕あるいは更新の費用負担が発生します。
　このため、厚生労働省や地方自治水道局では、増圧直結給水
方式や直圧直結給水方式といった直結給水方式を推進している

のです。
　ただし、マンションによっては、地域の水理状況や立地環境
など、直結給水方式の導入には条件がある場合があります。管
理組合としては、まず自分のマンションがどのような給水方式
になっているのか確認し、その後でどのような給水方式にして
いくことがベターなのか検討することが大事なことと言えま
す。

〈文／全国建物調査診断センター・給排水設備担当：淵上〉

解 説 と 事 例マンション設備の改修

マ ン シ ョ ン の 給 水 方 式 に つ い て

高置水槽方式
配水管→受水槽→揚水ポンプ→
高置水槽→
各戸のパイプシャフト（PS）→蛇口

ポンプ圧送方式
配水管→受水槽→圧送ポンプ→
各戸のパイプシャフト（PS）→蛇口

増圧直結給水方式
配水管→圧送ポンプ→
各戸のパイプシャフト（PS）→蛇口

直圧直結給水方式
配水管→
各戸のパイプシャフト（PS）→蛇口

●マンションの給水方式

直結給水方式

貯水槽水道
方式

給水方式

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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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

　大規模修繕工事を行うためには仮設足場を組み、作業員の安
全確保と作業性能を上げる必要があります。いい加減な仮設足
場をすれば、足場倒壊による事故も発生してしまいます。
　このため、ほとんどのマンション大規模修繕工事の現場で
は、アンカーピンを躯体に打ち込むことで足場資材と建物を固
定し、仮設足場の倒壊防止対策を行っています。
　このアンカーピンは、コンクリート躯体に打ち込んだ後に先
端部分が開くことによって、さらに頑丈となる仕組みになって
います。
　工事が終了すると、このアンカーピンは不要となるのですが、
より頑丈にコンクリート躯体に打ちつけたことによって、取り
外すことは容易ではなくなります。
　基本的に取り外すことの難しいアンカーピンはそのままコン
クリート躯体に埋め込
んでいます。（写真①
～⑤参照）
　つまり、粗悪な（鉄
分の多い）アンカーピ
ンを使用すると、躯体
の中で酸化し、錆が発
生、コンクリートの爆
裂を起こす劣化原因と
なるのです。
　現在は錆びにくいス

テンレスアンカーを使用するケースが多いですが、価格競争に
よって下請け業者への圧力が大きいと「手抜き」につながるこ
とが考えられます。
　ある大手の改修工事会社の現場代理人は「きちんとすべての
アンカーピンを検査・記録しています」と断言しましたが、元
請けからみる下請けの仕事において「完璧」ということがある
でしょうか？
　最良の策はひとつ。下請けの足場業者に資材の搬入を任せる
のではなく、元請け業者が直接ステンレスアンカーを購入する
ことです。
　アンカーピンの埋め込みは避けられないとして、建物躯体保
護のためには良質な資材のチェックを怠らないことではないで
しょうか。

大規模修繕工事の足場のアンカーピンは
良質な資材のチェックを怠らないこと

Suggestion!

① 足場資材と建物躯体
を固定している状態

② 工事が終われば足場
を撤去する

③ ただしアンカーピン
は躯体の中に差し込
んだまま

④ アンカーピンの上か
らタイルをかぶせる

⑤施工後の様子
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　管理会社や設計コ
ンサルタント、工事
会社と接触する前に
建物の状況を把握し
ておきたい時、全国
建 物 調 査 診 断 セ ン
ターが第三者の立場
で、調査・診断を行います（毎月、先着10件まで無料）。
●建物診断サービスの内容
　・ 屋上・ルーフバルコニーなど防水劣化状況の目視調査（シー

ト防水、アスファルト防水、塗膜防水など）
　・ 外壁タイルのひび割れ・錆水付着・白華・汚れ・剥離状況

調査（目視・一部打診）
　・外壁や共用部塗装の劣化状況調査（目視）
　・ 外壁の浮き・はらみ・ひび割れ・欠損の状況調査（目視・

一部打診）
　・シーリングのひび割れ・破断状況調査（目視・一部打診）
　・ 鉄部の発錆状況・塗装の劣化状況調査（目視）、外壁の集

中的な汚れ調査（目視）

　合意形成のヒント
は？修繕工事で失敗
しないための情報を
得るには？コンサル
タントにこんなこと
を聞いてみたいのだ
けど、他の管理組合
はどうしているの？…管理組合理事長、修繕委員が情報交換す
るための掲示板を作りました。
　相談や回答を行うにはメンバー登録（無料）を行う必要があ
ります。参加・利用に関するご質問やサポートは、ホームペー
ジをご利用ください。

　大規模修繕工事に
直面した管理組合役
員の方々がひと足飛
びに設計コンサルタ
ント、マンション管
理士等に依頼するに
は情報不足で、最初
の相談相手として依頼する根拠もありません。
　こうした不安のひとつ前に、１級建築士、１級施工管理技士
等が直接管理組合を訪問するサービスです。

　『大規模修繕工事新
聞』読者サービスと
して実施している屋
上・バルコニー防水
と、外壁や共用部塗
装の無料調査・診断
に次いで、新たに「給
排水設備現状調査サービス」を開始しました。
　コンサルタントや工事会社と接触する前に、給排水設備の現
状や改修履歴を把握しておきたいとき、全建センターが第三者

大規模修繕工事新聞読者対象

他の管理組合はどうしているの？

修繕の際は管理士、コンサルに相談する前に…外壁・防水の無料建物診断に加え…

無料建物診断サービス

掲示板「大規模修繕工事ひろば」

【1日無料】改修相談制度給排水設備調査サービス

http://zenken-center.com/ts

http://dskpark.net

http://mansionkanri-sodan.comhttp://zenken-center.com/kht

マンション管理組合に役立つウェブサイト一覧
全 国 建 物 調 査 診 断 セ ン タ ー

の立場で調査・診断を行い、客観的なアドバイスを行います。
●給排水設備現状調査サービスの内容
　・竣工時の機器、配管類の図面確認
　・貯水槽、ポンプの状況、目視調査
　・共用給水管、共用排水管の外観目視調査
　・漏水履歴の報告書等の確認
　・給排水修繕履歴の確認
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全建センター第32回「本音セミナー」
「大規模修繕100組合の教訓」から学ぶ事例研究と考察

11 ／ 26　東京・京橋　住宅あんしん保証本社会議室にて

　全国建物調査診断センターは11月26日、東京・京橋の住宅
あんしん保証本社会議室で第32回本音セミナーを開きました。
ここでは㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）の
佐藤成幸専務が講師を務めた「大規模修繕100組合の教訓から
学ぶ事例研究と考察について」から、「管理組合内の手続きや
合意形成に関わるもの」の一部を掲載します。〈構成：編集部〉

■合意形成のポイント①
タイムリーな説明会の開催
　大規模修繕工事の過程において、調査報告会や設計説明会、
工事説明会、管理組合総会など、スケジュールに合わせて計画
段階の節目ごとにタイムリーに集会を開催します。
　遅すぎるタイミングは逆効果。また説明では反対や厳しい意
見が出ても賛否をはかるわけではないので、「聞く」余裕を持
つことも大事です。もらった意見もまだまだ取り入れるほどの
余地がある、こうしたところが説明会の実際のポイントという
ことになります。
　また、工事着工前の説明会は経験上、工期が７カ月以上に及
ぶような大掛かりなマンションの場合は、着工前と、工事後３、
４カ月経った中間に実施することもあります。
　中間に説明会を実施することによって、後半の工事に関して
の居住者の協力度合いがうんとあがります。やはり３、４カ月
も経つと忘れてしまうんですね。
　自分のところに来るとなった段階で、人間は聞く耳を持てる
ということがありますので、長い工期に及ぶ場合は、工事着工
前の説明会を中間時に開催すると経験上、極めて効果的だと考
えております。

（図）工事に対する嫌悪感へのケア例

工事の計画立案によるもの

人と自治組織によるもの

・児童が多いマンションで夏休み中の工事を１カ月間休止した
・盛夏期間中の施工対象住戸の負担軽減のため、工事休止期間を設けた
・ 特に住戸近接の騒音振動が激しい場合は、「集会室」等を一時避難場所として使用する

ことができるようにした

・ 在宅が必要な工事で、在宅できないことにより工事全体への影響が大きい場合、居住
者同士が連携を行い、カバーし合った

・ 高齢者等、工事に関わる事項を公に聞きにくい立場の方に「近所の付き合い」的な流
れで工事情報を伝え合った

■合意形成のポイント②
肉体的・精神的な「嫌悪感」をケア
　合意形成の支障になることに対して、工事の計画立案による
ものや人と自治組織によるものに分け、その対処方法の具体例
を上げました。
　まず、肉体的な負担や精神的な不安からくる「嫌悪感」～嫌
だなあと思う気持ち～をケアすることにより、居住者の賛同を
得やすくすることが、実際の効果として非常に高いです。
大規模修繕工事を経験した方はお分かりだと思いますが、何が
一番、住まいながらの工事でストレスになるか、あるいは環境
が変わるかというと、仮設工事の足場です。
　建設現場で足場を組んで建物の中に人が入って、日常生活を
送っているということは、バルコニーの使用制限もさることな
がら、その足場に囲われているという事実だけでものすごいス
トレスがたまります。
　ということは不安があり、嫌だなという気持ちになりやすい
ということですね。例えば、非常に暑いとか、風が通らないと
か、足場や工事資材などで子どもが危ないとか、そういう工事
に対する嫌悪感があるものの、具体的に「嫌です」と言いにく
いので、クレーム的なマイナス意見につながっていくことが出
てくるわけです。工事実
施に対して、弱いが否定
的な立場を取る人が出て
くるのです。
　こうしたものをケアし
て お か な い と、 シ ン パ
シーを感じる人たちが増
えてしまうことになりま
す。

紙 上 採 録

セミナー当日の会場風景
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関東防水管理事業協同組合

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

受信システムへの改修が必要
個別アンテナは安全管理責任の所在確認を
　あるマンションでベランダに衛星放送用受信アンテナ

を取り付けている住戸がありました。管理組合は総会で

「共聴アンテナを設置した際は、各戸のアンテナは個人の

費用で撤去すること」を決議し、その後に共聴アンテナ

を設置しました。しかし、その住戸はアンテナを撤去し

なかったため、裁判になった例があります。

Q54　4K8Kテレビのアンテナ設置どうする？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　多くの住戸で衛星放送を受信するためにベランダにア

ンテナが設置されています。ベランダは専用使用が許さ

れた共用部分であることを総会で確認しましたが、大規

模修繕工事で施工の邪魔になっても自主的に撤去しては

くれません。

　今後、4K8Kテレビについても個別に受信したい住戸が

出てきて、管理組合との温度差が問題となるようで不安

です。

　これらのアンテナの取り扱いはどうすればよいので

しょうか？

ベストアンサーに選ばれた回答

　判決は「ベランダは専用使用を許された共用部分であ

り、通常の使用方法をしなければならない。共聴アンテ

ナが設置された以降に個別アンテナを設置することは通

常の用法とはいえず、管理規約違反である」として、ア

ンテナの撤去を命じました。

　2018年12月から新4K8K衛星放送が始まります。しか

し、今の設備では受信できず、新4K8K衛星放送対応受信

システム（アンテナ、ブースタ、分配器、テレビ端子など）

が必要になります。

　ここで問題なのは、地上デジタル放送に変更されたと

き、アナログ放送が見られなくなるため、全国レベルで

対応する必要がありましたが、新4K8K衛星放送が開始さ

れても現在の放送は現在のテレビで見られることです。

　このため、新4K8K衛星放送を見たい住戸と、今のまま

でよいという住戸が出てきて、ベランダの受信アンテナ

が地デジ放送のとき以上に増えると考えられます。

　2020年には東京五輪・パラリンピックがあります。管

理組合で新4K8K衛星放送対応受信システムへの改修工事

を行うか、行わない場合はベランダの受信アンテナの安

全管理責任はどこにあるのかなど、後のトラブルとなら

ないよう、早めの対処が必要となるでしょう。

＜参考＞ NPO福岡マンション管理組合連合会・創立30周

年記念誌『管理組合読本』
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◆ 気づいたときは遅かっ
た

　築13年、27戸のマンショ
ン にAさ ん は １ 年 半 ほ ど
前に入居、その時から理
事会と総会が開催されて
いないということが耳に
入ってきた。

　その時点では確かめようがなかったので事実の把握に
努めていたが、実際に総会の招集が１年半の間にないこ
とを確認した。
　Aさんは管理会社の担当者と会い、前もって伝えておい
た決算書類などを見せるように迫ったところ、「サーバー
が壊れてデータがふっ飛んだ」との説明があった。
　なんとも都合のよい言い訳ではないか。バックアップ
は当たり前であり、決算書類は紙で残っているはずであ
る。
　後日、担当者から、修繕積立金等は社長が使い込んで
いるとの説明があった。
◆お任せ管理は問題が多い
　管理会社の責任は重いが、管理会社に完全にお任せし
ている管理組合にも問題が多い。印鑑と通帳を管理会社
に預けており、毎月の管理報告はおろか、年次決算も求
めていない。
　築後13年間、設立総会以降、総会は１回開催されただけ。

総会がないので理事はいないし、理事会もない。
　しかし管理会社から指名を受けた区分所有者が、名ば
かりの理事長と副理事長に就いているのだが、極めて軽
率な行為である。
　管理会社はスキあらばと、管理組合のお金を狙ってい
るのは本件で明らかであるが、管理組合のポケットの中
身を知っているのだから当然か。
　管理組合は、管理会社の掌の上に乗せられコントロー
ルされていることにも気づいていない。
◆自立的な思考と行動
　なぜこのようなことになるのか、である。管理会社の
確信的な犯罪的行為は、管理組合の甘さを見ながら進め
る。
　逆に言えば、管理組合が主体的・自立的に自分たちの
マンションを守れば牽制機能が働き、管理会社に不正の
スキを与えることはなかった。
　管理をすべて委託するということではなく、自分たち
で考えて行動する。その一部を委託するのである。委託
している部分は毎月の理事会でしっかりと報告させ、間
違いがあれば指摘すればよい。
　間違いがあればわかるということは自立管理ができて
いるということである。
　スキを狙う管理会社と付き合う最上の案は、管理組合
の自主的・自立的な思考と行動であり、それが自立管理
である。 （NPO日住協論説委員会）

管理会社の不正と自立管理の重要性
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』2018年2月5日付第425号「論談」より

　小生の次女はアメリカ人と結婚し、子どもを授かった。
その孫が小学校高学年になり、日本語が最近少し怪しく
なってきた。お父さんと話す時はもとより母親と話す時
も英語だ。特に母親に口答えする時とか喧嘩する時には
日本語が出てこなくなった。私との会話も難しい日本語
が混ざると、一時、テンポが遅くなる。
　そんなこともあって、ポケットタイプの小さな翻訳機

（ポケトーク）が開発されたとのニュースをみて、少し高
い（３万円前後）と思ったが、孫との会話がスムースに
行える一助になればと思い、早速予約した。
　２月末に届くというので、心待ちにしていたところ、
大学生の孫（長女の子供）に、「じいちゃん、そんなもの
買わなくても、スマホの無料アプリで十分だよ」と教え
られた。
　VoiceTra（音声翻訳）という無料アプリで、国立研究
開発法人情報通信研究機構の先進的音声翻訳研究開発推
進センター（NICT）が開発した純国産の優れモノだ。
　同センターの説明によると「世界の『言葉の壁』を打
ち破り、グローバルで自由な交流の実現を目標として、
多言語音声翻訳技術の研究開発と産学官（産業界、学校、
官公庁）連携による社会実装を推進する」という。多く
の人が使い込むことにより、翻訳精度が向上するので、

ちょっと一息

おもしろコラム

ＡＩ翻訳機

当 面 無 料 に
し て い る ら
し い。 今 は
は や り のAI
の 技 術 を 駆
使 し て い る
よ う だ。 か
く て、 ポ ケ
ト ー ク の 方
は 予 約 を 取
り消させてもらった。
　自動翻訳アプリは「Google 翻訳」でも、既に実用段階
に入っているようで、会話モードでは、音声入力で２つ
の言語をリアルタイム翻訳、スマホが通訳機に早変わり
する他、外国旅行などで、レストランのメニューや店の
看板などをカメラで撮ると即座に日本語に翻訳してくれ
るらしい。
　次女に子供ができた時、英語を学びなおそうとしたら、
娘から、「英語でなく日本語でしゃべるように」ときつく
言い聞かされた。子どもたちが日本語もしゃべれるよう
にするためだということで合点した。
　ＡＩやスマホの発達で、世界中で言葉の壁がなくなる
時代になれば、戦争の脅威も減ってくるに違いない。今
まで、電話機能しか使ってこなかったスマホだが、これ
からはもっと色々な用途で使いこなせるようになりたい
ものだ。
 （文：ジャーナリスト・井上勝彦／絵：そねたあゆみ）
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●主催：一般社団法人 全国建物調査診断センター・マンション総研・㈱住宅あんしん保証
●共催：関西ペイント㈱・田島ルーフィング㈱
●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）
　　　　　　　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。

13：30～17：00（日）3/25

お問い合わせ・お申し込み

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。

一般社団法人全国建物調査診断センター
TEL：03-6304-0278　FAX：03-6304-0279

E-mail：info@zenken-center.com

日　時

会　場 ㈱住宅あんしん保証本社会議室

参加費 無料 定　員 30名

内　容 第1部：選んではいけないコンサルタントとは！
　・管理会社やコンサルタントの実力の探り方
　・コンサルタントに期待していいもの
　・信頼できるコンサルタントの見分け方
●講師
　㈱リノシスコーポレーション
　　　　佐藤　成幸　専務取締役 （マンション管理士）
第2部：＜対話方式のトークショー＞理事長は楽しい！
　・管理会社のぶっちゃけ話、その真実
　・理事会の責任とリスク、現実対策
　・組合運営の教科書は、事例から学ぶしかない　
●ゲスト
　鈴木寿一郎氏 （パークシティ溝の口管理組合元理事長）
　山本美賢氏 （パークシティ溝の口管理組合元理事）
●司会　㈱KAI 設計　菅　純一郎　代表取締役社長

大
規
模
修
繕
工
事 
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　全建センターではこのたび、大規模修繕工事新聞の電子版を
大幅にリニューアルし、より読みやすくなりましたのでご案内
申し上げます。電子版はマンションにお住まいの方ならどなた
でも無料で配信が受けられます。
　登録は簡単！ホームページの入力窓にあなたのメールアドレ
ス等を記載して、送信ボタンを押してください。「大規模修繕
工事新聞電子版新規登録送信が完了しました」のメールが届い
たら登録完了です。毎月２日に新聞が無料で配信されます。

　フリーペーパーに蓄積された情報はネットを通じて、必要
な情報が簡単に検索できるほか、電子版の形でマンション住

大規模修繕工事新聞 電子版 無料配信登録、受付中！

http://daikibo.jp.net/dregi

民の方々も自由に閲覧できます。なお、マンション管理組合
の役員の皆様のお悩みや相談に、専門家が無料で回答する
facebookページ（教えて！管理組合交流相談室）や「編集部
公 式facebook」 も
合わせて閲覧いた
だけます。
　大規模修繕工事
新聞電子版がマン
ション管理組合の
円滑な運営に少し
でもお役に立てれ
ば幸いです。



4つの技術で紫外線から外壁を護る

ラジカル

ラジカルキャッチャー

HALSラジカルキャッチャー
極微量すり抜けた紫外線によって発生した
ラジカルは、HALSラジカルキャッチャーで
捕獲し全て無害化

シリコンレジン

UV(紫
外
線
)

超強力な結合エネルギーを持つ国産「高性能
シリコンレジン」で紫外線劣化を阻止

高性能シリコンレジン

UV

UVトラップ

UVトラップ
「高性能シリコンレジン」をすり抜けた紫外線を
「ＵＶトラップ」で無害化

UV

酸化チタン

ラジカルバリヤコート

ラジカル

ラジカルバリヤコート
酸化チタンへの紫外線到達を阻止しラジカル
発生を抑制

旧塗膜
下　塗

「ラジカル」の発生と活動を抑えることで、塗料の耐久性を飛躍的に向上させます。

これらの技術でフッソ樹脂塗料同等レベルの耐候性を実現！！

フッソ
樹脂塗料

シリコン
樹脂塗料

高い

安い

平均的塗替周期（年）
5 8 10 15

アクリル
樹脂塗料

ウレタン
樹脂塗料

アレス
ダイナミック

塗料の種類

い
良
が
性
候
耐

従来シリコン樹脂塗料

従来ウレタン樹脂塗料

10年 10年 10年

従来フッソ樹脂塗料 15年 15年

15年 15年

8年 8年 8 年 8年

塗替周期(年)
0 10 20 30 35

2回
塗替回数

2回

3回

4回

塗り替えサイクルコスト

水性反応硬化形ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料

高光沢完全水系工法高耐候 強力な付着性超低汚染防カビ・防藻

0 3‒5711‒8904【お問い合わせ】 関西ペイント販売株式会社 建築塗料販売本部
〒 -  東京都大田区南六郷 丁目 -







一般社団法人 全国建物調査診断センター

●管理会社や工事会社などとの利害関係がない第三者により、   
　客観的なアドバイスが受けられます。

●修繕工事の受注を目的としていないため、管理組合の立場
　立った調査・診断・報告が行われ、安心して依頼できます。

●マンションに精通した調査スタッフが調査・診断します。

●わかりやすい報告書により、現状を正確に把握できます。

無料

一般社団法人『全国建物調査診断センター
給排水設備現状調査サービスのご案

コンサルタントや工事会社と
接触する前に、給排水設備の
現状や改修履歴を把握し
おきたい時



給排水設備現状調査内容

【給排水設備調査サービス】の流れ

お
申
し
込
み

出
提
ご
を
書
告
報

お申込み方法：下記に必要事項をご記入いただきFAX、メールまたは、お電話にてお申し込みください。

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 8-12-1 サンパレス新宿 603
TE L：03 -6304 -0278 　FAX：03 -6304 -0279 　E-mai l：info@zenken-center.com

　http://zenken-center.com/ts/

●竣工時の機器、配管類の図面確認

●貯水槽、ポンプの状況、目視調査

●共用給水管、共用排水管の外観目視調査

●漏水履歴の報告書等の確認

●給排水修繕履歴の確認

ネットからのお申込みは

※日程の調整は、当方から連絡させていただきます。
※内視鏡調査、抜管調査については別途ご相談となります。

役職

管理組合名

お名前

ご住所・部屋番号

TEL

E-mail

現状調査・診断
専門の調査員が給排水設備の状態を調査・診断します。

http://zenken-center.com/kht



一般社団法人『全国建物調査診断センター』の
建物診断サービスのご案内！

一般社団法人『全国建物調査診断センター』の
建物診断サービスのご案内！

毎月、先着10件まで
無料です。

毎月、先着10件まで
無料です。

コンサルタントや工事会社と
接触する前に建物診断で、
管理組合として、状況を把握
しておきたい時

コンサルタントや工事会社と
接触する前に建物診断で、
管理組合として、状況を把握
しておきたい時

●管理会社や工事会社などとの利害関係がない第三者により、客観的な
アドバイスが受けられます。

●修繕工事の受注を目的としていないため、管理組合の立場に立った
調査・診断・報告が行われ、安心して依頼できます。

●マンションに精通した調査スタッフが調査・診断します。

●わかりやすい報告書により、現状を正確に把握できます。

「大規模修繕工事新聞読者サービス」

一般社団法人　全国建物調査診断センター



建物診断内容建物診断内容

【建物診断サービス】の流れ

※日程の調整は、当方から連絡させていただきます。

お申込み方法：下記に必要事項をご記入いただきFAX、メールまたは、お電話にてお申し込みください。

　

管理組合名

お名前

ご住所・部屋番号

TEL

E-mail

役 職

目視調査を報告書として作成。

診断の
報告書を
ご提出

お申し込み

専門の調査員が屋上防水層や
外壁の表面劣化を指触・打診
して劣化状態を確認します。

〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿603

http://zenken-center.com/ts/ネットからのお申込みは

☎　03-6304-0278　FAX：03-6304-0279　E-mail：info@zenken-center.com

一般社団法人　全国建物調査診断センター

●屋上・ルーフバルコニーなど防水劣化状況の目視調査（シー
ト防水、アスファルト防水、塗膜防水など）
●外壁タイルのひび割れ・錆水付着・白華・汚れ・剥離状況
調査（目視・一部打診）
●外壁や共用部塗装の劣化状況調査（目視）
●外壁の浮き、はらみ、ひび割れ、欠損の状況調査（目視・一
部打診）
●シーリングのひび割れ・破断状況調査（目視・一部触診）
●鉄部の発錆状況・塗装の劣化状況調査（目視）、外壁の集
中的な汚れ調査（目視）を行います。
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他の管理組合では
どうしているのだ
ろう？ こんな悩みが

あるのですが？

コンサルタントに
これを
聞いてみたい！

コンサルタントから
管理組合に
質問します？

合意形成の
ヒントは？

大規模修繕工事で
失敗しない

ための情報は？

大規模修繕工事の
お悩み
解決ひろば

大規模修繕工事ひろば

大規模修繕工事新聞提供

http://dskpark.net
管理組合理事長、修繕委員の情報交換のための
掲示板、誕生！

一般社団法人　全国建物調査診断センター「大規模修繕工事新聞編集部」

　管理組合の理事長を引き受けたものの、予想外の難問の数々に遭遇して悩みが尽きないという方が少なくあ
りません。こんな時に、他の理事長はどう解決したのだろうかなど、アドバイスや情報交換をしたいという声
が多くありました。そこで、大規模修繕工事新聞を発行する全建センターはこのほど、大規模修繕工事初のこ
ころみとして、掲示板「大規模修繕工事ひろば」を開始しました。
　特に大規模修繕工事における様々の問題を中心に情報交換をする掲示板として期待されています。 マンショ
ン管理組合役員、管理組合員ならば、参加（投稿・閲覧）は自由で無料です。ただし、投稿に際しては事前の
登録が必要です。

　利用のしかたは簡単で、HP題字下の検索窓にキーワードを打ち込めば、関連するスレッド（1つの話題に
属する複数の記事をまとめたもの）が表示されるので、読むことはもちろん、必要な情報を新たに追加して書
き込むこともできます。
　試しに、「民泊」と入力してみてください。民泊に関する情報が出てくるので、民泊問題でのトラブル事例や、
解決の具体的な方法などを新たに書き込んでみてください。全建センターでは、この掲示板サイトを大規模修
繕工事新聞の読者サービスの一環として積極的に展開してまいります。



＜使い方説明＞

掲示板の案内｜「ひろば」について｜参加申請｜相談投稿｜お問合せ｜

初めての方は参加申請（登録）をしてください。

情報をフォームから送る場合

回答を見る・回答する

このボタンをクリックすると、当該タイト
ルの全ての情報を見ることができます。ま
た、事前登録をいただいている方は、関係
する情報を新規に投稿することが出来ます。
（投稿は承認制です。承認後表示されます）

キーワードが表示されて
います。キーワードをク
リックすると、そのキー
ワードが使われている
データが一覧表示されま
す。

情報のタイトル

当該記事の抜粋
が表示されま
す。

キーワード検索

検索キーワードでこのサイトに収録されている
すべての情報が表示されます。

＜事前登録申請について＞
１．「大規模修繕工事ひろば」へ参加するには、事前
の登録申請が必要です。
２．参加できるのは、マンション管理組合理事長、修
繕委員、管理組合員に限らせていただきます。
３.　未登録の方は、HPの閲覧はできますが、投稿は
できません。

大規模修繕工事ひろば

＜運営＞
一般社団法人　全国建物調査診断センター「大規模修繕工事新聞編集
部」〒160-0023　東京都新宿区西新宿 8-12-1 サンパレス新宿 603 　 
TEL：03-6304-0278　FAX：03-6304-0279
E-mail： info@zenken-center.com

このサイトに関する
一般的な
お問い合わせはこち
らから

事前登録
承り中！
事前登録
承り中！

http://dskpark.net


