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神奈川・横浜市／ブロードスクエア戸塚管理組合

確実な品質工程管理のため
大型物件を小工区分割して施工
今回工事の大きな特徴は、399戸の建物全体を大き
く３分割し、分割した工区を更に40 ～ 60戸程度のブ
ロック分けて施工したことである。工事が安全にス
ムーズに進行すると同時に、確実な品質工程管理を行
うことが目的だ。
仕上げのこだわりとしては、下地補修部分に対して
新築時の塗装模様を復元してから全体的に改修仕様の
塗装を施工し、補修跡が目立たないよう均一の仕上げ
を行った。
また、建物の手摺天端やアルミ手摺の脚部のひび割

補修を十分に行ってから次工程へ進むようにした。

れからの漏水や浸水による鉄筋露出を防ぐため、バル

タイル補修に関しては、漏水を伴う浮き等の不良や

コニー・開放廊下・外部階段・屋上パラペットの天端

下地のひび割れが多くあり、再発防止のため、特に手

部分については既存の脆弱塗膜を全て剥離し、下地の

間をかけた工事を実施している。

外壁タイル補修で、漏水を伴う施工前の
不良個所

補修跡が目立たないよう均一の仕上げを行う

工事データ
○工事名／ブロードスクエア戸塚大規模修繕工事 ○建物概要／イースト
コート（D・E棟）SRC造・11階 平成８年・３月竣工、ウエストコート（A・
B棟）SRC造・13階・平成７年12月竣工、サウスコート（C棟）SRC造・13階・
平成８年８月竣工、合計399戸＋中央棟 ○発注者／ブロードスクエア戸塚
管理組合 ○設計・監理者／アワーブレーン環境設計㈱ ○施工者／㈱アー
ル・エヌ・ゴトー ○主な工事内容／仮設工事／外壁下地処理工事／シー
リング工事／外壁塗装工事／無機複合防水工事／ウレタン防水工事／アス
ファルト露出防水補修工事／鉄部等塗装工事／長尺塩ビシート貼り工事／
その他工事 ○工事期間／ 2009年９月～ 2010年５月

共用廊下にある換気口を取り外して洗浄

駐輪場ラック等分解できる部品に関しては
分解し塗装を行った

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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会社探訪

株式会社

ヨコソー

「建築の美と機能への限りなき挑戦」をモットーに

安全・環境・品質のトータルマネジメントシステムの確立を目指す
創業以来103年。長年の経験とノウハウを受け継ぎ、共
有する技術社員たち。嶋田力社長は「社員教育を一番に
考え、
社員の技術力で他社との差別化を図りたい」と話す。
「専門工事会社ですから、営業部員もみんな現場を経験
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本社〒238−0023 神奈川県横須賀市森崎１−17−18
東京支店〒144−0023 東京都大田区東六郷１−３−10

話

03−3736−7751（東京営業部）

しているし、今でもオーナーや監査役も含め全役員が全

電

物件の朝礼に参加して、
『現場』というものを把握してい
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http://www.yokosoh.co.jp

ます」
そして、その現場での技術力向上の軸となっているの
が 安 全 衛 生（OHSAS18001）
、 環 境（ISO14001）、 品 質
（ISO9001）といった３つのマネジメントシステムの導入
である。
全社員が工事中の安全システムや環境管理、品質保証

創

業

明治41年10月
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嶋田
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本

金

１億円

力

正 社 員 数 129人

を理解し、行動するため、それぞれに研修会を開く。研

現場代理人数

修会では、各人が現場での取り組みを発表したり、ベテ

過去３年間の大規模修繕工事実績
2009年度 843物件 61億円
2008年度 763物件 62億円
2007年度 807物件 58億円

ラン社員や外部講師を招いて講義を行い、内容をレポー
トで提出させる。
建築士や建築施工管理技士、建築塗装技能士などの資
格取得も奨励。役員や営業部員、常備作業員も含めると、
各種国家資格・取扱主任者資格の取得者は400人超に上る。
「すべては教育ためにやっています。そして安全・環境・

上）

特

色

品質のシステムの確立によって、お客様に喜んでいただ
ける会社を目指します」と嶋田社長は話している。

75人

大規模修繕工事では、例えば足場仮設など、
様々な工程の中で居住者の皆様の安全を最大
限に配慮。高齢化社会に伴うバリアフリー化
工事や、資源の有効活用、廃棄物発生の低減、
低VOC・光触媒・遮断熱塗料などの環境対
応型塗料の使用など、時代のニーズに応える
取り組みも行っています。

横須賀・本社内の第一事業部の様子

2009年3月、東京支店の新社屋が完成。屋上に
ソーラーパネルを設置し、省エネ化を導入

2010年6月、全社員と協力会社300人が集い、
安全衛生・環境大会を実施した

品質に関する研修会での技術発表の様子

今年1月に行われた全社員対象の品質大会

2010年11月6日、7日、 三 笠 公 園 で 開 催 さ
れたよこすか産業まつりに出展。市民向けに塗
装教室を開いた
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全 管 連 国に対し再生法提言へ全国集会
3月9日

参議院議員会館、日本教育会館で

全国の管理組合団体で組織するNPO全国管理組
合連合会（全管連・穐山精吾会長）は３月９日14
時～参議院議員会館で「マンション再生法制定を
めざす議員集会」を開き、国会議員ら６人に意見
陳述を行った。
また同日18時30分～一ツ橋の日本教育会館で全
国集会を開き、17団体を中心に120人が参加。国
会議員も４人出席しマンション問題に関する意見
を述べてもらった。
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マンション再生法とは
新規供給と建て替えを優先したマンション施策の
現状から、既存ストックの長期使用促進のための法
的整備を目指すもの。
既存マンションを適正に維持管理するだけでなく、
「省エネ」「改善による再生」等その時代の生活スタ
イルや社会的な必要性に応じた再生をすることで、
より長寿命化を図ることを目的とする。

参議院議員会館で行われた議員集会で、
中村哲治参議院議員・前法務大臣政務次
官に対しマンション再生法成立への意見
陳述をする穐山精吾全管連会長

自民党マンション問題ワーキングチームで座長を
務める菅義偉衆議院議員の意見表明

日本教育会館の全国集会でマンション
再生法要旨を説明する山本育三氏・全
管連省エネ・再生委員

大口善徳氏・公明党マンション問題議員懇話会の
幹事長。99年の衆議院予算委員会でマンション
問題を取り上げ、翌年マンション管理適正化法が
成立するきっかけを作った

関係団体からは代表7人が参加し、各団
体の意見を述べた。写真は建物診断設計
事業協同組合の山口実理事長

全国集会では120人が参加。国会議員は4人出
席してマンション問題に関する意見を述べた

塗膜防水検定講習会を実施
施工技術レベルのアップ目指し
マンションの修繕に携わる一級建築士事務所の㈱ボス建築コ
ンサルタンツとマンション共同検査機構㈱３月11、12日、横須賀・
北久里浜にある㈱富士防で「第１回水硬化型ウレタン塗膜防水
検定講習会」として学科と実技試験を実施した。
協力メーカーは㈱ダイフレックス。当日は東日本大震災が発
生したものの関連会社10社の職人15人が参加した。

検定講習会の意図
マンション大規模修繕工事等の
改修需要の増大と、品質管理に対
する社会的背景を踏まえ、技能者
のレベルアップを促すことで品質
管理の確保・向上を目的とする。
学科と実技の検定試験に合格し
た技能者にはメーカーの認定書
（プライベートライセンス）が授
与される。認定期間は６年。更新
時には更新用の講習を受ける必要
がある。

ボス建築コンサルタンツの横超和夫社長の
主催者あいさつ

次いでマンション共同検査機構が
あいさつを行った

1日目に行われた講習の様子。マニュアル解説・
実技解説（DVD）注意事項・採点項目の確認等

2日目。実技試験開始。養生をしてから
シートを張る

シート結合部にテープを張り、補強布を張る作業

ウレタン塗料の主剤と添加剤の配合を計算

よく混ぜることで適正な粘度にして
ダレやムラを防ぐ

下塗り、補強布張り、上塗りの作業順

・㈱ボス建築コンサルタンツ
東京都渋谷区代官山町14−23
セントラル代官山４F
☎03−3770−1340

補強布張りの際に浮き上がりには注意する

メーカーやライセンスを持つ社員が
検定員となって採点

・マンション共同検査機構㈱
神奈川県横浜市西区みなとみらい
４−７−１−３F
☎045−228−7370
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3・11

2011年３月11日に発生した東日本大震災は、国内観測史上最大のマ
グニチュード9.0を記録しました。津波と火災では多くの被災者が出て
おり、12日の福島原発爆発などの発生で避難指示も発令されました。
首都圏のマンションでも埋立地に立地するケースでは地盤の液状化現
象等により、大きな被害が出ているところがあるようです。

東日本
大震災

首都圏マンションの
被災の現状
首都圏マンションでの主な被害状況
○地盤の液状化現象
・断水、下水道使用の制限、ガス供給の停止
・地盤沈下
・傾いた建物や外灯
・タワー式の機械式駐車場の崩壊
○受水槽破裂で機械室が水浸しになった
○外壁コンクリートの亀裂、落下
○避難して留守にする居住者宅への空き巣
○地震による停電と東電の計画停電

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

東海塗装株式会社
リニューアル事業部
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大きな被害の原因は液状化現象
首都圏のマンションでは今回の東日本大震災によって
建物の倒壊や火災、死者が出るなどの大きな被害はもた
らされてはいない。
目立った被害といえるのは主に埋立地の液状化現象に
よるものといえそうだ。
液状化の「三重苦」は断水、下水道使用の制限、ガス
供給の停止といったライフラインの断絶である。給水所
に行列ができ、ポリタンクを手に並ぶのが毎日の仕事と
なっているという人も多いという。
タワー式の機械式駐車場が崩壊し、建て替えを検討し
ている管理組合もある。ただし保険も使えないため組合
資金からねん出しなければならない。駐車場の中の車に
も破損を受けた居住者もいたようだ。
機械式駐車場のその他では、地震によるマンションの
停電で車が使えなくなって混乱となり、今後東電の計画
停電のこともあって、管理組合が近くの公園を借りられ
ないかを行政と交渉しているマンションもある。
この他国土交通省から「計画停電に伴うエレベーター
利用に関する注意喚起等について」通達が出た。
停電によってエレベーターが停止し、利用者がエレベー
ター内に閉じ込められないように周知することが目的で、
計画停電の時間帯はエレベーターの利用を控えるよう貼
紙する、非常用電源によって運行する場合を除いて運行
を停止する、という内容である。
治安の問題では、避難して留守にする居住者宅への空
き巣被害が問題視されている。現在は少ないが今後、帰
宅した居住者による発見で被害件数が増えてくる可能性
があるという。
◇ ◇ ◇
首都圏マンションでは大破等の多大な被害はないもの
の、災害はまたいつ起こるとも限らない。管理組合とし
て想定される対策は準備しておきたいものである。

気になる安否 ──

管理組合ができることは

レポート

居住者名簿の作成、伝言サービスの周知etc.
大震災を教訓に平時からの備えを
このたびの東日本大震災で被災された方々に対し、お見舞い
とお悔やみを申しあげます。
私たちのマンション管理組合では、今回の地震の被害の大き
さと恐怖から教訓を得て早速話し合いの場を持ち、災害に備え
てマンション居住者の心構え、準備しておくこと、管理組合で
備えておくことなどをまとめました。ここでは管理組合として
できることを中心に紹介いたします。
◇
大きな災害が訪れた時には、マンション居住者は運命共同体
です。安否確認や人命救助は居住者同士で支え合って行ってい
く必要があると思われます。その備えとして最も重要なのは管
理組合が居住者名簿、緊急連絡先名簿の整備しておくことです。
しかし、今回の大震災では大津波の影響が大きく、行方不明
者の数が未だに１万人を超え、家族や友人等の「安否確認」が
できずに苦しみました。
わかったことは、停電すれば固定電話が使用できなくなり、
携帯電話も混線しつながらなくなるということです。
そこで、各携帯会社の災害用伝言板サービス（表参照）が活
用できることがわかりました。こうした伝言板サービスを平時
から居住者に周知しておくことも管理組合の役目といえるかも
しれません。
管理組合では居住者名簿の作成によって災害弱者の存在がわ
かり、伝言板サービスの周知によって確認の幅が広がるといえ
ることになります。

マンション生活にためにも
名簿の整備と重要性の理解を
阪神・淡路大震災の場合はマンション自体に被害が大きく、
どう復旧していくのか話し合い決議しなければなりませんでし
た。この時に連絡先が分からなければ、復旧計画に対する合意
が得られず、壊れた部分を直すことができないという事態につ
ながります。
建物の復旧はマンション生活の復興の第一歩です。そのため
には連絡先の確保として、居住者名簿、緊急連絡先名簿の整備
と、その重要性の意味を理解してもらうことが必要なのです。
◇
次の大災害がどのような形で現れるかわかりませんし、私た
ちのマンション生活を直撃するかもしれません。
そのときになってパニックにならぬよう、過去の大震災の教
訓を生かすことが最も大切なことではないでしょうか。

■管理組合で備えておくこと
①救助用具・避難用具の準備をする
②防災計画を立て、居住者に周知する
③連絡、避難誘導の体制を整えておく
④居住者名簿、緊急連絡先名簿の整備し、安否確認が取れる
ようにする
⑤エレベーター内に簡易トイレ、水等を準備しておく（閉じ
込めがあった場合の対処として）
⑥けが人が出た場合、火災発生時の119番通報
⑦エレベーター内に人が閉じ込められた場合のエレベーター
会社への連絡
⑧建物外に防災倉庫を設置し、
防災用品・救助用具を準備する
⑨災害時に防災倉庫のカギを開けておく
⑩年に１回は避難訓練を実施する

■災害発生時の連絡方法
災害発生時には、停電すれば、固定電話が使用できなくなる
上、携帯電話でも混線し、繋がり難くなる。このような家族や
友人と連絡が取れない場合は、
下記の災害用伝言板を活用する。

■各携帯会社の災害用伝言板サービス
①AU災害伝言板 URL ⇒ http://dengon.ezweb.ne.jp/
②ｉモード災害用伝言板サービス（パソコン用）⇒
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
③ソフトバンク災害伝言板 URL ⇒
http://dengon.softbank.ne.jp/J
④NTT伝言ダイヤル：171
⑤Web回線は地震の際でも、繋がりやすい
⑴各種掲示板
⑵mixi
⑶ツイッター
⑷スカイプ
※これらを活用すれば、連絡が取れる可能性があがる。
⑸アイフォン⇒ド メイン：@i.softbank.jpなどの形式で送
れば、通常の、携帯ソフトバンクと違い到
達する可能性は高いと思われる。
■筆者
杉本久美子（すぎもと・くみこ）
マンション管理士、NPO湘南マンション管理組合ネッ
トワーク副会長、横浜市マンションアドバイザー。現
在自宅マンション管理組合の理事長（３期目）
。
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マンションライフライター

の

NPOかわさき住環境ネットワーク
マンション管理に関係する公的機関や民間団体の紹介コーナー。管理
組合へのアプローチ、マンションへの取り組みをマンションライフライ
ター kitamiが活動拠点となる事務所やその他の現場にお邪魔します。

住宅相談のワンストップサービスを目指す
川崎は武蔵小杉の総合自治会館で行われたNPOかわさ
き住環境ネットワーク（かわ住ネット）３月定例会に参
加してきました。
高齢者や障害者に優しい住まいづくり、地震に強い住
まいづくり、シックハウス対策、工事等の契約トラブル
対応、公的補助制度の案内など、相談内容に応じて、建築、
医療、福祉、法律の専門家がアドバイザーチームを作っ
て対応するNPOです。
2005年4月に設立し、
同年8月NPO法人登記。会員は、
建築士を中心に弁護士・マンション管理士・施工者・福
祉住環境コーディネーター・ケアマネージャー・他関連
する専門家で構成している。
今回の定例会ではまず建材メーカーが製品の紹介を
行った勉強会、その後理事会やマンションン管理アドバ
イザー部会等の部会からの業務報告ありました。４月定

例会の勉強会は新年度ということでアドバイザー研修会
をする予定です。
理事長の後藤留五郎さんにお話を聞くと「これからは
中古住宅を住みやすくするための改修にもっと目を向け
ていていかないといけない」といいます。
「かわ住ネットはいろいろな分野の専門家のネットワー
クが特色です。かわ住ネットに相談すればあらゆる住環
境問題の答えを導くことができる、いわゆる住宅相談の
ワンストップサービスを目指しています」

主な活動
住宅相談の受付（窓口相談・現地相談）
、調査診断業務、
セミナー等の開催、相談アドバンザーやリフォーム等施工
者の育成など

○会員

会員状況
62人（平成22年10月現在）

かわ住ネットが受託する
川崎市の住宅相談窓口
（かわ住ネット事務局でも相談を受け付けている）

3月8日、武蔵小杉の総合自治会館で行った定例
会の様子。このときは約30人の会員が集った

セミナーであいさつをする後藤
留五郎理事長・一級建築士

北部：川崎市住宅供給公社住まいの
情報サロン
毎週月・水・金曜午後１時～４時
☎044−844−7306（予約制）
南部：川崎市まちづくり公社
ハウジングサロン
毎週火曜午後１時～４時
☎044−211−7851（予約制）

● 所在地・連絡先 ●
事務局

〒211−0053
川崎市中原区上小田中５−２−４−303

3月12日溝口で行った川崎市助成事業である
優良住宅普及推進講習会の様子。講師は会員の
一級建築士4人が交代で務めた

実際のマンションの大規模修繕
工事現場で見学会を行うことも

☎044−753−0028 FAX 044−753−0029
E-mail：info@kawajyu.net
URL：http://www.kawajyu.net

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

し

住宅瑕疵保険で

住まいの

安心

を、
お約束。

たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険

国土交通大臣指定

住宅瑕疵担保責任保険法人第6号

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

8

107年

おかげさまで創業

〒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

http://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jp
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大 規 模 修 繕 工 事 足場の選択してますか？
マンション大規模修繕工事を行う場合、足場の費用は総工事費の15 〜 20%が目安といわれています。し
かしこんなにおカネがかかるにも関わらず、実際の工法ばかりに注意がいき、職人が作業する足場は「施
工業者任せ」になっているのではないでしょうか。
足場といっても様々なバリエーションがあります。管理組合が足場の選択をすることができるのです。

足場を選択する際のチェック材料
①安全性

②作業性

③住環境への配慮

④経済性

ゴンドラ工法SSPシステムの特徴

ゴンドラ工法の全体写真

職人の安全・作業性は重要
これからは住環境や経済性も
これまでの鋼管製の枠組み足場のイメージは、眺望
や風通しが悪い、晴れた日に洗濯物が干せない、工事
が終わるまでずっと足場を設置したまま、１階部分が
ふさがれてしまう、など「わずわらしい」と感じてい
るものが多いでしょう。
しかし、足場がなければ、外壁等高所での作業は無
理だし、ベランダ等は職人が居住空間を通る必要が生
じてしまいます。
足場は施工に欠かせないものですが、それでも足場
設置の優先順位は職人の①安全性や②作業性で、居住
者のことはあまり考えられていませんでした。
ただ、これまで足場というと一般的に枠組み足場の
ですが、居住したままの改修工事の市場も大きくなり、
居住者のニーズに合わせた足場も必要となっています。
「正月に足場をかけたままだと嫌だから、無理行って

1階駐車場の出し入れも可能
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・上からワイヤーで吊り下げる電動の作業用ゴ
ンドラ
・塗料の飛散や材料の落下を防ぐ養生ネットは
透光率の高いものを採用
・透光率が高いため居住者の眺望を確保
・ゴンドラの着床台は専用架台で、駐車場や店
舗のある１階回りを占拠しない
・養生シートは電動で昇降が可能
・住 環境に関係するベランダ面のみの設置や、
枠組み足場との併用も可能
・枠組み足場に比べ、設置・解体に時間がかか
らない
年内に工事を終わらせた」「シートで覆われていると息
苦しいから工事中は息子宅で過ごした」など、非日常
的な空間への不満は昔のものになりつつあります。
つまり工事中でも居住者の生活を考えた③住環境へ
の配慮です。眺望、日照、圧迫感、防犯etc.居住環境に
関する管理組合への提案はたくさんあります。
管理組合への提案には当然④経済性も含まれます。
工法や材料を安く抑えたとしても、最後は解体してし
まう足場の費用が高ければ意味がありません。
足場も施工業者任せから管理組合が選ぶ時代になっ
てきたといえましょう。

1階店舗への支障なし

屋上の吊り具設置例

集合住宅から公共施設まで。

人のくらしを美しく

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。

一級建築士事務所

三和建装株式会社

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

マンション外壁改修塗料
開 設
相談センター
●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。
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へ̶。

関西ペイント株式会社・ 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 ]

☎

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

フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

つながるソングス＆義援金募集
観測史上日本最大の規模となった今回の震災。
防災メデイア、安心メデイアのラジオが今頑張らずにいつ頑張るのか、と東日本
大震災支援キャンペーン「勇気と元気 つながろうジャパン！」を実施していま
す。手をさしのべる「勇気」、逆境に負けずめげない「元気」、日本全体がつながって
いく気持ちを、ラジオを通じて伝えられたらと思っています。
番組展開としては、日本全体がつながっていく気持ちを奮い立たせるような曲
「つながるソングス」をオンエアしています。
また、文化放送では被災された方を応援するための義援金を受け付けています。
●銀行振込：三井住友銀行（浜松町支店） 普通預金 口座番号7479714
●郵送（現金書留）：〒105-8002文化放送 東日本大震災義援金係
●募金箱：
文化放送2Ｆ受付、1F裏の警備室に募金箱をご用意させていただいております。
（株）文化放送 東京都港区浜松町1-31

文化放送を聴くには…？
●有事の際の情報源はラジオです。
災害時、いざという時に使えるよう
に、日頃からラジオを聴きましょう。
●文 化 放 送 の ダ イ ヤ ル はＡＭの
「1134kHz（キロヘルツ）
」
。
●ラジオが聴こえにくい時は、ラジオ
を窓際に移動したり、向きを変えた
り。コンポの場合はループアンテナ
で調整。電化製品からはできるだけ
離しましょう。
●それでも聴きづらい時は、パソコン
でラジオが聞けるradiko（ラジコ）も
あります。詳しくは文化放送のホー
ムページをご覧ください。
（関東1都
7県でのサービスとなります）

皆様からお預かりした義援金は、全額、中央共同募金会を通じて、
「東日本大震
災」復興支援のため、被災地にお送りします。暖かいご支援御待ちしています。

女性には…女性のための専用サイト
「文化放送プラスＦ」がオススメです！

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

本 紙 は、首 都 圏 の 約5,000管
理組合を対象に大規模修繕工事
の情報を掲載・配布するフリー
ペーパーです。
発行部数

5,000部

配布先マンションデータ
千葉県
11.8％

埼玉県
14.0％

築25年 9.3％
築8年
17.9％

地域別 東京都

43.9％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
30.3％

築9年
17.0％

築年別

築10年
20.2％

築24年
9.4％
築23年
8.8％

築11年
17.4％
（2010.6 改訂 1）

● 問い合わせ先 ●
〒160−0023 東京都新宿区西新宿７−19−22−305
TEL. 03−6304−0278 FAX. 03−6304−0279
tatemonochosa@gmail.com
◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com
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