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大規模マンションの修繕工事
安全管理の徹底が第一義
　店舗も合わせて５棟541戸。2,000人近い人が住む大

規模マンションでの修繕工事は、施工品質はもとより

常に住民への配慮、安全を守ることに第一の注意が注

がれる。

　子ども説明会を実施したり、「こうじのおねがい・

おやくそく」と題したチラシを配布した。子どもを通

して親の意識を高めることにもつながる。

　仮設足場もクレーン車２台を入れて、素早く設置し

た。１台で人力に頼って少しずつ設置していくより、

資材の落下などの可能性が少なくなるからだ。

　さらにこの足場設置では、作業員の通るルートを住

民のそれから完全に住み分けをした。資材を持った作

業員が住民のルートを通らない配置を徹底している。

　管理組合の相川洋明理事長は「信用のおける施工業

者を選ぶという考えで、今回の大規模修繕工事をシン

ヨーさんにお願いしたが、工事の段取りや、子どもた

ちへの安全に関する姿勢などをみていて、今のところ

採用してよかったと感じている」と話している。

　特別な工事では、ハト対策として防鳥ネットを設置

予定。出窓、天端には鳩害剣山も設置する。

　File Data. 23　神奈川・川崎市／セソール川崎京町ハイライズ管理組合

工事データ　○工事名／セソール川崎京町ハイライズ第二回大規模修繕工事　○建物概要／ 1987（昭和62）年11月竣工・SRC造・
地上12階・541戸　○発注者／セソール川崎京町ハイライズ管理組合　○設計・監理者／㈱汎建築研究所　○施工者／シンヨー㈱
○主な工事内容／共通仮設／躯体・モルタル改修／タイル改修／屋根改修／防水／シーリング／建具改修／金物改修／外壁等塗装
／鉄部等塗装／防鳥対策／その他改修　○工事期間／ 2011年４月１日～ 2012年１月31日（予定）

管理組合

管理組合役員、設計・監理者、施工者が揃い
4月1日、日枝神社で安全祈願祭を行った

高圧洗浄で外壁の汚れをとり、下地処理を行う

4月24日の日曜日には、子ども説明会を実施

建具枠回りのシーリングを全面更新

現場では危険なところへは行かない、
触らないなどの注意事項をお願い

ベランダのアルミ手すり支柱の腐食部分を補修
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人に、都市に、環境にやさしい技術革新、建物再生、再構築を目指す

株式会社ソエジマ
創業87年、『仕上工事業を通して社会に貢献する』を
経営理念としております。

2010年ソエジマ創業85年史を発行 新入社員研修現場見学の様子 築40年の集合住宅でサッシカバー工法実施

2010年度施工物件
アゼリア狛江大規模修繕工事

2010年度施工物件　東海宮崎台マンション 東海宮崎台マンション
管理組合立会検査の様子

会社探訪

●企業データ

社 名 株式会社ソエジマ

所 在 地

本　社
〒156－0052��東京都世田谷区経堂５－28－10
神奈川営業所
〒254－0014��神奈川県平塚市四之宮２－22－17

電 話 03－5918－6856

F A X 03－5918－6858

U R L http://www.soejima.co.jp

E - m a i l info@soejima.co.jp

創 業 大正13年２月

代 表 者 副島眞一

資 本 金 9,000万円

正 社 員 数 22人

現場代理人数 12人

事 業 内 容 調査診断、改修・修繕工事、新築仕上げ工事

過去３年間の大規模修繕工事実績
　2009年度　12億円　　　　2008年度　16億２千万円
　2007年度　17億２千万円

特 色

総合改修工事業者として施工管理技術力と技
能力の発揮を重視し、特に修繕工事ではお客
様が日常生活を営まれている中での作業にな
りますので、最小限のご不便で、安心して生
活できるよう管理者・技能者の教育に努めて
おります。

　創業以来87年を歩んできたソエジマ。

　塗装を始めとする建物の総合仕上工事業として社会に

貢献してきた自負がある。担当者は「他社のやらない事

をやるチャレンジ魂と、数多くの革新的工法を確立した

パイオニア精神があります」と語る。

　コンクリートの劣化を防ぐ『リフリート工法』、我が国

で最初に採用した『ローラーブラシ塗装工法』、美しさを

付与する『壁紙を貼って上から塗装する工法』…いずれ

もソエジマの開発工法で、新しい工法の開発は広く社会

に技術・技能を広める事につながっている。

　マンション大規模修繕工事施工にあたって、同社のキー

ワードは下記の５つ。

　①安全管理・品質管理・工程管理を徹底する

　②適切な診断と根本治療を実施する

　③お客様との事前打合せとコミュニケーションを図る

　④精神誠意に対応し丁寧をモットーに作業する

　⑤アフターメンテナンス計画を提案する

　同社では創業以来死亡災害ゼロを継続しており、「安全

は工事の基本が大前提」だと担当者。「これが、私たちソ

エジマがお約束する信頼のプロセスです」。

　今、同社は建物を蘇らせるという使命感のもと、これ

までの実績の上に新たな研究開発を図り、人に、都市に、

環境にやさしい技術革新、建物再生、再構築をつくり上

げて行くという。
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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

〒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

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。

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

たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険住宅瑕疵保険で

住まいの

安心
を、お約束。

か し

　国土交通省は５月30日、平成23年度「既存住宅流通・リフォーム推進事業」で、マンションの大規

模修繕工事を行う際、１戸当たり25万円（ただし１管理組合2,000万円限度）の補助金を出すと発表した。

　申し込みの締め切りは７月29日までで、必須工事を行う（下記参照）、大規模修繕工事瑕疵保険に加

入する、住宅履歴情報の登録・蓄積を行うことが要件に入っている。

　東日本大震災のため、国土交通省からの発表が遅れたが、補助事業の狙いに沿って申請することで、

来年度の予算額が期待できる。

募集期間　５月30日～７月29日（必着）
補助対象　�平成13年３月31日以前に竣工した建物で以下

の適合するもの

　　　　　・昭和56年６月１日以降の新耐震基準建物

　　　　　・�昭和56年５月31日以前で耐震改修等を行っ

た新耐震基準建物

応募資格者　�（大規模修繕タイプ）分譲共同住宅の管理組合
補助要件　以下の要件を満たすこと
　　　　　・共用部分の長寿命化を図る

　　　　　・大規模修繕工事瑕疵保険に加入する

　　　　　・住宅履歴情報の登録または蓄積を行う

対象工事　必須工事（必ず実施しなければならない工事）

　　　　　・中性化・塩害対策

　　　　　・屋上防水（断熱工事含む）

　　　　　・外壁改修（剥落防止工事含む）

　　　　　�選択工事（少なくとも１つは実施しなければ

ならない工事）

　　　　　・�水槽、給水管および給水設備の耐久化

　　　　　・手すりおよび鉄骨階段の耐久化

　　　　　・バリアフリー対策

　　　　　・省エネ対策

　　　　　・電気自動車充電設備設置

補助費用　�戸数×25万円。ただし、１管理組合当たり2,000
万円を上限とする

○提出書類の送付先
　〒100－8691

　郵便事業株式会社銀座支店郵便私書箱第403号

　一般社団法人　住宅瑕疵担保責任保険協会

○応募に関する問合せ先
　一般社団法人　住宅瑕疵担保責任保険協会

　　☎03－3580－0180または03－5911－7801

　国土交通省住宅局住宅瑕疵担保対策室

　（勝又、村上）

　　☎03－5253－8111（内線39－445、39－458）

補助制度（大規模修繕タイプ）の概要

大規模修繕工事に最大2,000万円の補助金大規模修繕工事に最大2,000万円の補助金
国交省　平成23年度国庫補助事業 7月16日のセミナー

（12ページ参照）
で詳細報告あり！
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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。

専有部分内装リフォーム工事のご提案

　専有部分の内装リフォームをお考えの方へのご案内です。

　今の主流は、最新機能満載で多彩なバリエーションから選

択できることはもちろん、1～2日で簡単で手軽にリフォーム

ができることです。

　お手入れが簡単でお掃除が楽になり、家事そのものが楽に

なります。

※状況によっては金額が異なる場合がございます。詳しい金

額につきましては個別にご相談・御見積りを承ります。

リ　フ　ォ　ー　ム　施　工　例

水まわり4点リフォーム 160～200万円※

株式会社 LIXIL（リクシル）　旧社名 トステム 株式会社
リフォーム特需東日本支店 

TEL.0120-245-533 　FAX.03-3842-7250 　

（受付時間：平日 午前10時～午後5時）

お問合せ先

キッチン

トイレ
洗面化粧台

浴  室
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　関東では主に６月がホ

タルのシーズンです。

　本物のホタルとは無関

係ですが、マンションの

ベランダでたばこを吸う

ホタル族は絶滅危惧種と

呼べるでしょうか。

　先日も「ベランダでたばこを吸うことを禁じられ

ませんか？」という相談がありました。

　副流煙は風の向きによって、上階にも左右の隣戸

にも空気中の粉塵濃度を検出するようです。

　受動喫煙は社会問題となっている以上、喫煙者の

対抗は難しいでしょう。

　特にマンションのベランダは専用使用権を有する

　一般社団法人全国建物調査診断センターはこのほど、マ

ンション大規模修繕工事に関する情報提供ツールとして、

ホームページに「マンション大規模修繕工事広場」の掲載

をはじめました。

　「マンション大規模修繕工事広場」の特長はここ！

　①�マンション大規模修繕工事に関するすべての情報がこ

こにあります。

　②�「大規模修繕工事新聞」の過去の記事をキーワード検

索できますので、必要な情報が簡単に得られます。

　③�求める情報がない場合は、お気軽にお問い合わせくだ

さい。

ものの「共用部分」であり、ベランダでの禁止行為

を使用細則等で決めることができます。使用細則の

制定、変更、廃止は普通決議（1/2決議）で行えるため、

ルール化されれば、愛煙家はどこへも行き場がなく

なってしまうのです。

　換気扇の下でも廃気しきれないたばこの煙がリビ

ングに流れるそうですが、集合住宅という性格のマ

ンションですから、隣戸への配慮は住環境に影響し

ます（近隣住民同士が加害者、被害者という関係に

はなりたくありません）。

　ホタル族になるよりは他の住戸に迷惑をかけずに

専有部分内でたばこを楽しむしかないのではないで

しょうか。

ホタル族は 絶 滅 危 惧 種！？

HP「マンション大規模修繕工事広場」より

好　評
配信中！ 「マンション大規模修繕工事広場」

をはじめました！

H P を グ レ ー ド ア ッ プ

工事保証制度、セミナー、本誌バックナンバーについては
「zenken-center.com」で検索してください。
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おかげさまで創業107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

NPO全国マンション管理組合連合会（全管連）は2009
年秋の第59回全管連代表者会議で「省エネ・再生専門委
員会」を設置し、マンション再生に関する方策の検討を開
始。その結果、2010年春の第60回代表者会議で「マン
ション再生基本法（仮称）」を決議し、全管連構成全19団
体の連名で国土交通省をはじめ、各政党、マスコミ等に対
し「マンション再生法の提言」として働きかけている

～ NPO全管連の歩み～
マンション再生法制定に向けて
シリーズ②

　全管連は３月９日㈬、マンション再生法を目指す会議

員集会を14時から参議院会館で行った。

　参加した国会議員は中村哲治・前法務大臣政務官、川

内博史・前衆議院国土交通委員長、辻恵・老朽化マンショ

ン・団地対策を講じる議員連盟会長、三井辨雄・国土交

通副大臣、水戸将史・民主党マンション政策問題議員連

盟事務局長、菅義偉・自民党マンション問題ワーキング

チーム座長、穀田恵二・日本共産党国会対策委員長、柿

沢未途・みんなの党政策調査会副会長。

◇　◇　◇

　18時30分からは、参議院会館から神保町の日本教育会

館707号室に移り、一般参加者を交えての全国集会を行っ

た。

●2010年
11月20日
・東北マンション管理組合ネットワーク
　セミナー「�マンション再生法の提言―その背景と理念、提

言の概要」
　於：仙台市
12月4日
・関西分譲共同住宅管理組合協議会
　セミナー「マンション再生の可能性、その展望と可能性」
　於：大阪市立すまい情報センター
12月5日
・京滋マンション管理対策協議会
　セミナー「乗り越えよう！二つの老い」
　於：本能寺文化会館
●2011年
1月15日
・千葉県マンション管理士会
　セミナー「�マンション再生法の提言―その背景と理念、提

各政党、各省、関係団体への働きかけ　全管連の取り組み
言の概要」

　於：千葉市中央コミュニティーセンター
1月22日、23日
・北海道マンション管理組合連合会
　セミナー「�マンション再生法の提言」―マンションを

100年もたせる―
　於：札幌市民ホール（札幌市）、於：花月会館（旭川市）
3月9日
・国会議員集会　於：参議院会館
・全国集会　於：日本教育会館
4月23日
・�かながわマンション管理組
合ネットワーク
　セミナー「�マンション再生

法の提言―その
背景と理念、提
言の概要」

　於：かながわ県民センター

建て替えありきの法整備に疑問符
国会議員や関連団体等に呼び掛け
再生技術の開発・普及、法制定への流れを促す

　会場は満員の約120人が参加。全管連による提言の趣旨

説明のあと、出席した国会議員からはマンション再生法

に対する意見表明をいただき、関係７団体の代表者から

も再生法に関する積極的な意見を話してもらった。

　関係団体の参加は、日本マンション学会、マンション

計画修繕施工協会、高層住宅管理業協会、建物診断設計

事業協同組合、日本マンション管理士連合会、全国ビル

リフォーム工事業協同組合、リニューアル技術開発協会

の７団体。

　全管連ではこの成

果をもとに第２段階

の行動戦略として、関

係団体との再生法技術

懇談会の設立、右記セ

ミナーやパネルディス

カッションの開催など

につなげていく。

かながわ県民センターで行ったセ
ミナーの様子。講師は全管連の山
本育三・省エネ・再生専門委員

全管連・穐山精吾会長による民主党・中村
哲治参議院議員（前法務大臣政務官）への
意見陳述（議員集会にて）
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●平成23年５月10日開業

●事業内容

　・マンション改修工事の設計・監理・コンサルティング

　・長期修繕計画の作成

　・建物調査・診断

●事務所所在地

　〒151-0053

　東京都渋谷区代々木1-28-16宮島ビル501

　☎03-6300-0348　FAX03-6300-0349

　メール：miyuki.k-k@khc.biglobe.ne.jp

●事務所所在地

　〒212-0013

　神奈川県川崎市幸区堀川町580番地

　ソリッドスクエア西館10階

　リフォーム事業部

　☎044-540-1062　FAX044-540-1035

　※�神奈川営業所および南関東営業所は、現住所にて引

き続き業務を行います。（神奈川県川崎市川崎区大島

3-36-7）

事務所内風景と荒川代表 ソリッドスクエアはJR川崎駅より徒歩5分

㈱美幸建築企画 ㈱カシワバラ・コーポレーション
一級建築士事務所　㈱美幸建築企画
代表者　荒川幸男

マンションの大規模修繕工事を手掛ける㈱

カシワバラ・コーポレーションが関東支社

を５月30日、下記住所に移転しました。

事務所
開設

事務所
移転
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〒110-0015 東京都台東区東上野４－24－11 NBF上野ビル11F
TEL.03－5806－6711　FAX.03－5806－6721

03－5806－6711
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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へ̶。

　一般社団法人日本マンション学会は６月11日、千葉・

浦安の明海大学でシンポジウム「東日本大震災によるマ

ンションの被害実態と対処方法～阪神淡路大震災の教訓

を踏まえて～」を開いた。

　当日は、約300人が参加。浦安市の松崎秀樹市長が被災

状況を写真を使って報告し、管理組合に補修費用の補助

制度を設置する（１ページ参照）など行政の取り組みを

紹介した。

　また、東日本からはマンション管理支援ネットワーク

せんだい・みやぎの事務局・泉清隆氏らが被害の実態を

報告。創価大学の黒木松男教授が地震保険の課題につい

て解説した。

　日本マンション学会としては、被災マンションの課題

（1）マンションの区分所有解消制度創設の検討
　液状化により倒壊する危険がある仙台のマンション

で、解体・敷地売却による区分所有関係の解消を選択

　→�非常事態においては全員の合意ではなく多数決によ

る区分所有解消、敷地処分が可能となる制度の創設

を検討すべき

（2）�震災関連支援制度がマンションを想定していない
ことへの対応

①被災者生活再建支援法

　現行の被災者生活再建支援法は被害を受けた所帯に対

する支援である

　→・�マンションの再建・建替え、補修の場合は、管理

組合が一括申請できるようにする

　　・マンションの解体に対する支援金を別途創設する

　　・�被災者生活再建支援法とは別にマンション対象の

「被災マンション生活再建支援制度」を創設する

②地震保険

　現行は建物の傾斜や主要構造部の損傷の程度が基準

で、共用部分の非構造壁・扉・設備（EV、受水槽、ポ

ンプ等）・敷地等、専有部分の壁・床・天井・扉等の被

害は一部損認定も難しい

　→・�地震保険法施行令１条１項１号～３号および損保

会社が採用するマンションの損害認定基準表を改

正する必要がある

　　・�査定プロセスが閉鎖的であり、認定による保険金

額の差異も著しく、管理組合に対する透明性を確

保すべき

（3）液状化による敷地内ライフラインの被害への配慮
　一戸建の液状化被害が様々な支援制度の対象になって

いる

　→�マンション敷地内の上下水道・ガス管などの復旧に

対しても、国、自治体による公的支援が行われるべ

き

（4）補修資金に対する特別融資制度の拡充
　非耐震壁、設備等の被害が大きいにもかかわらず、地

震保険では損害の認定を受けられないか、一部損の認定

しか受けられない

　→�多額の補修費用の調達に苦慮するマンションに対し

て、低利の特別融資制度を設ける必要がある

（5）コンサルタント派遣への援助
　管理組合に対して被害程度の診断、補修計画、補修に

向けての意思形成のあり方等、緊急に専門家の援助が必

要とされている

　→�国、自治体において、コンサルタントに依頼する費

用の補助制度を創設する必要がある

と政策提言について、東日本大震災特別調査研究委員会・

折田泰宏委員長（前学会会長）が緊急提言を行った。

日本マンション学会による緊急提言を述べる折田泰宏・前学会長

東日本大震災に緊急提言  ～阪神・淡路の教訓を～

………………　日　本　マ　ン　シ　ョ　ン　学　会　………………

提言事項

東日本大震災によるマンション被害に対する緊急提言 ＜抜粋＞
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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
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フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

　非常に私事ですが、先日結婚いたしました。
　そして挙式・披露宴・2次会パーティを行ったのですが、ラジオ局ではない
方の結婚式と違うのは、やはり司会。
　社内の暗黙の了解として「司会はアナウンサーに頼む」のですが、どのアナウ
ンサーに頼むかによって離婚率が違う、というのも有名な話で、ある看板男性ア
ナウンサーの離婚「打率」は5割超ともいわれています。
　そして私はその高打率のアナウンサーに頼んだわけですが…。笑いあり涙あ
り、時にはDJ風、落語家風、とパーソナリティの本領を発揮してもらいました！
　また、高田純次さんや久保純子さん、Wコロンさんなどからビデオメッセージ
をもらったり、ビジュアル系アーティストの葵さんに、私の名前を入れたオリジ
ナル曲を披露してもらったり。高田さんは新郎の名前を最後まで間違えていた
けど…。
　他にも、広報誌担当の先輩にパンフレットを作ってもらったりパーティ
BGMを番組風に作ってもらったり、と遊べるところは最大限遊ぶ「ラジオ局精
神」を発揮してもらいました。みなさん、本当にありがとうございました！

●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） 

文化放送を聴くには…？

「ラジオ局精神」あふれた結婚式

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

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。

●�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

発行部数 5,000部

配布先 東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

（2010.6 改訂 1）

地域別 築年別東京都
43.9％

神奈川県
30.3％

埼玉県
14.0％

千葉県
11.8％

築25年 9.3％

築24年
9.4％

築23年
8.8％

築8年
17.9％

築11年
17.4％

築10年
20.2％

築9年
17.0％

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。

配布先マンションデータ

「大規模修繕工事新聞」読者限定セミナー第２弾！

大規模修繕工事への補助事業とマンションの地震対策
～知っておくべき大切なことがここにあります～

（土）
13：30～17：00

日　時 参加費 無  料
●会　　　場：たてもの（株）本社会議室
　　　　　　　東京都港区虎ノ門1丁目22番12号
　　　　　　　SVAX TSビル2階
●参　加　費：無料　定員30人
●お申し込み：（般社）全国建物調査診断センター
　　　　　　　TEL：03－6304－0278
　　　　　　　FAX：03－6304－0279
　　　　　　　E-mail：tatemonochosa@gmail.com

※4ページに補助事業の概要（セミナーで詳細が聞けます）

国土交通省・住宅生産課の水野誠一専門調査員が講師として
参加してくれることになりました！講演の内容は、大規模修
繕・補助事業、リフォーム検索WEBについてです。


