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築18年目で第1回大規模修繕工事
柱・梁のないWRC造で修繕周期は長め!?
　閑静な住宅街の中に３階建ての低層で、200戸以

上のスケールで立地する藤和横浜下永谷ホームズ。

5LDK・150㎡超の専有部分は分譲当時、「億ション」

だった。

　見た目の劣化が感じられないことから今回が１回目

となる大規模修繕工事。築18年目のことである。

　マンションの構造はWRC造（壁式鉄筋コンクリー

ト造）。柱と梁で骨組みを造るRC造（鉄筋コンクリー

ト造）に対し、柱と梁を使わずに主に耐力壁とスラブ

だけで住戸を構成する造りである。

　柱や梁を使わないために住戸内は広い間取りにする

ことができる。藤和横浜下永谷ホームズのような、広

大な敷地を十分に利用した３階以下の高級感のある低

層集合住宅に用いられることが多い。

　実際に足場をかけて調査をすると、外壁ではタイル

の浮き、クラック、鉄筋の爆裂など「外観の目視調査

のときよりも下地の劣化が多かった」と㈱カシワバラ・

コーポレーションの現場代理人・伊藤彰浩氏はいう。

しかし「それでも築12年程度で行う一般のマンション

と同程度」とも。すべて耐力壁を用いているため、修

繕周期は長めと考えてよさそうだ。

　ただ、シーリングについては接着力の劣化が進み、

サッシ回りや外壁目地のシールは口が開いたような状

態になり、雨水などが浸入しやすくなっていた。

　伊藤現場代理人は「マンションの修繕周期は構造体

や新築時の施工、立地条件など、さまざまです。一般

的なマンションではやはり10年～ 15年周期の間で大規

模修繕工事は行う計画がよいでしょう」と話している。

　File Data. 28　横浜市港南区／藤和横浜下永谷ホームズ管理組合

管理組合

タイルの試験施工部分。管理組合にタイル
の色や、洗浄後の様子を確認してもらう

タイルの浮き、躯体のクラック等を
テープでマーキングしている

くさび緊結式足場を採用。中層建築用で搬入の
小回りが利き、ハンマー1本で組立ができる

外壁目地、サッシ回り等はシーリングの
新規打ち替えを行う

組み立て、組み替え作業が簡単にできるため、足場を設
置する敷地が狭く、複雑な形状の建物で使用しやすい

バルコニーのアルミ手すりの養生。従来の薄い素材は
アルミ表面を傷つけることも考えられるため、今回業
界で初めて硬いプラスティック製の養生を施した

●設計・監理者
よこはま建築監理協同組合
横浜市中区山田町５−１ フロール山田第２−109
☎045−252−9207　　http://www.ybell.jp
●施工者
株式会社カシワバラ・コーポレーション
川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階
☎044−540−1062　FAX 044−540−1035
Reform-j@kashiwabara.co.jp　http://www.kashiwabara.co.jp

工事データ
○工事名／藤和横浜下永谷ホームズ大規模修繕工事　○建物概要
／ 1993（平成５）年３月竣工・RC造地上３階建・12棟・205戸＋
管理棟　○発注者／藤和横浜下永谷ホームズ管理組合　○設計・
監理／よこはま建築監理協同組合　○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　直接（足場）仮
設／下地補修（コンクリート・モルタル面）／下地補修（外壁タ
イル面およびコンクリート・モルタル面）／シーリング／洗浄
／外壁等塗装／鉄部塗装／バルコニー・屋内階段室の床仕上げ 
○工事期間／ 2011年９月20日～ 2012年３月31日（予定）
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行政、マンション業界から信頼。企業としても「安心」が売り

株式会社住宅あんしん保証
国土交通大臣指定　住宅瑕疵担保責任保険法人

あんしん掲示板（洗濯カレンダー） あんしん掲示板（テストサイト）

登録事業者の研修会風景9月26日付で本社が三井住友海上
テプコビル6Fに移転

屋上防水工事の検査風景

会社探訪

　住宅瑕疵担保履行法の制度化により、㈱住宅あんしん

保証は平成20年５月、国土交通省が認可する住宅瑕疵担

保責任保険法人として第１号指定を受けた。

　今年９月のたてもの㈱の業務停止の際には、国土交通

省からたてもの㈱が引受け済の保険契約の引継ぎの指名

を受けている。

　また、今年６月は全国の管理会社約400社で構成する㈳

高層住宅管理業協会が４社ある保険法人の中から、㈱住

宅あんしん保証の取次店となることを選択した。

　行政、マンション業界からの信頼を得ていることが窺

い知れる。

　数多くの大手企業が株主となり、有価証券報告書など

財務内容もHPに公開。企業としても「安心」を全面に押

し出す。

　大規模修繕工事瑕疵保険では、工事業者が工事を行っ

ている管理組合向けにWeb掲示板を作成するサイト「あ

んしん掲示板」を構築。洗濯カレンダー、工程表、在宅

主な株主（全62社）
◆ 建材商社　住友林業㈱、双日建材㈱、三井住商建材㈱、

伊藤忠建材㈱、丸紅建材㈱
◆木材建材流通業　36社
◆ 建材メーカー　TOTO㈱、YKKAP㈱、城東テクノ㈱、

クリナップ㈱、三協立山アルミ㈱、ニチハ㈱、パナソニッ
ク電工㈱、フクビ化学工業㈱、㈱ハウステック、大建工
業㈱、永大産業㈱、㈱ウッドワン、サンウエーブ工業㈱、
チヨダウーテ㈱、㈱ノダ、㈱パル、吉野石膏㈱、マグ・
イゾベール㈱

◆ 金融機関　三井住友海上火災保険㈱、㈱三井住友銀行、
㈱損害保険ジャパン

●企業データ

社 名 株式会社住宅あんしん保証

所 在 地
本社　〒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

電 話 03−3562−8122（本社）

F A X 03−3562−8031

U R L http://www.j-anshin.co.jp

創 業 平成11年６月

代 表 者 安藤浩

資 本 金 ４億6,550万円

正 社 員 数 148人

届 出 事 業 者 約18,000社（うち大規模事業者150社）

のお願い、工事中

の諸注意などの発

信ができる。当該

管理組合住民にし

か見られないアカ

ウント、パスワー

ド入力で情報の漏

えいも防げる。

　保険に加入する

工事業者と、工事

業者が工事契約を

する管理組合への

配慮。他の保険法

人にはないサービ

スである。
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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

　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連、穐山精

吾会長）は10月16日、東日本大震災で被災したマンショ

ンの復興をテーマに「被災マンション復興支援セミナー」

を仙台市宮城野区の仙台サンプラザで開いた。共催・

NPO東北マンション管理組合連合会（東北管連、鎌田坦

会長）。

　当日は、全国から全管連関係者や宮城県内の管理組合

役員、建築士ら約150人が参加した。

　セミナーでは、東北管連会長の鎌田坦氏が「東日本大

震災のマンション被災概要」、同常務理事の紺野智博氏が

「マンションの被災、その時居住者は…」、同副会長の浅

野次郎氏が「東日本大震災におけるマンションの被災と

復旧」と題して講演を行った。

　東北管連では会員対象のアンケートを実施（会員142組

合のうち有効回答88件）。「外壁亀裂（クラック・ひび割

れ）」があったマンション67件、「タイルの剥落」45件、「各

戸玄関ドアの変形・使用制限」26件などの回答があった。

　「マンションの被害は外部からは損傷のないように見受

けられたり、主要構造部ではない外壁の亀裂なので専門

家から心配ないと言われることもあるが、居住者にとっ

てのダメージは大きい」と鎌田会長。受水槽が大破したり、

建物が傾いているマンションもある。

　一方、電気、ガス、水道などのすべてのライフライン

が罹災したマンションで、震災対策本部を設置し、炊き

出しや介助、水汲み、買い出しなどの「助け合い」を実

践した住民同士の活動紹介もあった。

　セミナーの最後に、被災マンション復興支援セミナー

決議文が全管連事務局長の谷垣千秋によって読み上げら

れ、関連法や行政等への指摘・要望としてセミナー参加

者一同の決議とし採択した。今後、関係機関に強く要望

していく。

復興支援セミナー集会決議文（要旨）
＜要望＞
１ ．マンションの建物の復旧・復興に向けた支援制度において

は、専有部分だけではなく、共用部分も含めた支援制度を基
本とし、支援の対象は、管理の主体者たる管理組合とするこ
とを強く要望する。

理由：
　被災マンションが受けられる支援制度には①被災者生活再建
支援法に基づく被災者生活再建支援制度②災害救助法に基づく
住宅の応急修理制度がある。
　これらの制度の対象は住宅全般であるため、マンションでは
専有部分に居住する個人が対象となり、管理組合を主体とした
工事を想定していない。このため、今回、マンションの復旧・
復興で非常に不合理な制度として利用されている。
＜要望＞
２ ．マンションの速やかで合理的な復旧・復興を促進するため

に、仙台市や宮城県等をはじめとする関係各自治体において、
早急にマンション管理組合に対する専門家（建築設備、建築、
法律等）派遣制度の設立を要望する。

理由：
　マンションの復旧工事にあたって、管理組合が相談できる専
門家が非常に少ない。
　被害の状況やそれに対する適切な復旧、それに要する費用な
ど、管理組合が十分検討できる材料を得ることが速やかな復旧
と無理のない資金計画につながる。
＜要望＞
３ ．適正な復旧・復興を進めるために、積極的に専門家を活用

する管理組合に対し、助成制度を設けることを要望する。
理由：
　復旧工事や様々な課題の対応、さらに専門家活用が長期にわ
たることもある。こうした災害復旧費用は本来、修繕積立金に
含まれていない。
　復旧工事にかかる費用は１の要望にあるが、専門家派遣につ
いても助成制度の設立を要望する。

NPO全管連、管理組合支援へ集会決議文を採択10.16

◆◆◆◆◆◆◆◆◆　仙台「被災マンション復興支援セミナー」　◆◆◆◆◆◆◆◆◆

被災マンションの状況を説明する
東北管連・鎌田会長

開会のあいさつをする全管連・穐山会長 決議文を読み上げる全管連・谷垣事務局長



5

被災地・仙台、築36年マンション
震災前に耐震補強工事を実施
　仙台市のシンボルとして親しまれる広瀬川の河岸に

立地する広瀬ニューライフマンションは建築基準法の

新耐震基準が施行される前の昭和50年竣工した。

　平成21年に第１期耐震補強工事を終え、現在第２期

耐震工事が進行中。工事のコンサルタントはNPO東

北マンション管理組合連合会（東北管連）の浅野次郎・

１級建築士が担当している。

　震災前の第１期工事では、柱、梁からなる開口部に

RCの耐震壁を９個所に新設。既存柱への鋼板巻きは

３個所に施した。

　壁を厚くするためのRC壁増し打ちは柱、梁、地中梁

にアンカーを打ち込み、鉄筋を取り付け、コンクリートを

打設。硬化養生後に吹き付けタイル仕上げを行った。

　鉄骨ブレースも１個所に導入した。

　現在は東日本大震災で大きなクラックが入った1F

店舗内において、RC壁打ち増し工事が進行中。より

強固な耐震補強を施している。

　File Data. 29　宮城県仙台市／広瀬ニューライフマンション管理組合

工事データ　○工事名／広瀬ニューライフマンション耐震補強工事　○建物概要／ 1975（昭和50）年竣工・SRC造地上11階建・２棟・
100戸＋管理事務所　○発注者／広瀬ニューライフマンション管理組合　○設計・監理／ NPO東北マンション管理組合連合会　○
施工者／㈱コンステック　○主な工事内容／ RC壁新設―９個所／柱鋼板巻き―３個所／ RC壁増し打ち（壁を厚くする）―１個
所／鉄骨ブレースの増設―１個所　○工事期間／ 2009年９月24日～ 2009年12月10日

管理組合

柱鋼板巻きを説明する東北管連副会長の
浅野次郎一級建築士

柱、梁からなる開口部に耐震壁を新設

壁厚が薄い既存RC壁に、新たに
RC壁を打ち増しした

RCの耐震壁新設は全部で9個所

鋼製のブレースを取り付け、周辺に
割裂防止筋を設置

1F店舗内のRC壁に打ち増しする工事の
進行中。2回目の耐震補強工事である



6

雨漏り、タイルの浮き・はがれを外見からチェック！

赤外線カメラを使用した調査診断
足場設置前に建物全体の劣化把握が可能に

株式会社  ア サ ヒ 建 装
●E-mail: info@asahikenso.co.jp●　 0120-39-7757 ●URL: http://asahikenso.co.jp

赤外線建物診断のことなら、お気軽にご相談ください。

『赤外線建物診断技能師』資格者3名在籍中。今後も更に資格者を増員予定。

　㈱アサヒ建装（三浦豊社長）はマンション・ビル等の建物調査診断において、赤外線サーモグラフィーカメ
ラや専用診断ソフト等を使用した赤外線建物診断を開始しました。一般的な打診や触診などの方法よりも建物
全体の劣化や異常を効率的に見つけ出せるとして、調査報告書の信頼度アップにつながると考えられます。

一般的な建物調査方法
◇目視および手の届く範囲での打診・触診

◇ 外壁塗膜の付着力、コンクリートの中性

化、シーリング材の物性試験を専用機器

にて測定（いずれも手の届く範囲で）

※ 外壁等では足場を組まないとタイルの浮

きやはがれなど、補修する正確な数量が

わからない。このため、実費清算にする

ケースが多く、劣化個所が予想以上に多

かったことを想定して、予備費を設けて

おく必要がある。

◆赤外線建物診断の方法
　建物の劣化個所にあらわれる温度差を赤外線サーモグラ
フィーカメラで確認し、色の違いなどを見て、雨漏りやタイル
の浮き・はがれ等の劣化や異常を把握する。赤外線サーモグラ
フィーカメラのほか、レーザーレンジメーター（距離計）や温
湿度計、デジカメ等も併用し、データを専用診断ソフトに取り
込んで解析する。
◆赤外線建物診断のメリット
・短時間で建物全体の診断が可能
・ 目視や打診、触診等で判断できない雨漏りなどの異常個所が、

データ解析で判明できる
・ 足場を組まなくても建物全体の診断ができるため、補修する

数量の誤差が小さくなり、実費清算の額も小さくなる

赤外線サーモグラフィーカメラで
建物診断を開始　　　　　　　　

液晶画面に映る建物の状態

レーザーレンジメーター（距離計）

温湿度計。デジカメ等も併用し、デー
タを専用ソフトに取り込んで解析する

○印の部分にタイルの接着力が低下した温度分布を確認しました。この部分は笠木から水分が侵入
したことが原因になっている可能性があります。

○印の部分にタイルの接着力が低下し、剥離の初期段階である温度分布を確認しました。タイルと
躯体の間に空気層が形成されていると考えられます。

赤外線放射温度計（サーモグラフィー）調査結果

5
階
部
分
、南
面
、ベ
ラ
ン
ダ
外
壁

4
階
部
分
、北
面
、外
壁
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 ●マンション向け植栽管理サービス開始

 ●『スマイルエコ コレクション 2011』開催

　屋上・壁面緑化などを手がける東邦レオ㈱（橘俊夫
社長）はこのほど、マンションの居住価値向上とコミュ
ニティー形成に特化した植栽管理サービス『クリエイ
ティブ・グリーン』を開始した。
　東邦レオ営業担当は「都市緑化に30年以上の実績を
持つ当社のノウハウを、継続的なコミュニケーション
が求められるマンション管理分野に応用しました」と
話す。

　㈱LIXILは横浜・みなとみらい地区のパシ
フィコ横浜B展示ホールで10月22・23日、『ス
マイルエコ コレクション 2011』を行った。
　住戸の簡単リフォームから大規模リフォーム
までの情報紹介、最新の住宅設備機器の展示な
ど、これからの住まいづくりを楽しみながら体
験できる。
　セミナーは「間違った節電していませんか？
今日から役立つ節電セミナー」「地震に負けない家を作ろう！地震対
策セミナー」など。他にも芸能人のトークショー、プリキュアショー
や仮面ライダーショー、アルミ材クラフトや太陽光クラフトのワーク
ショップ、東北グルメのフードコーナーなど、家族で楽しめるイベン
トとなった。

　また『クリエイティブ・グリーン』にかかる費用は、
水道料金や人件費などのコスト改善によって、現行の
植栽管理費用内に含めて提供するという。
　定年して元気な60代が増えている。植栽管理を通し
ての住環境整備やコミュニティー形成は、これからの
マンションにとっての新しいサービス商品といえよ
う。

グリーンクリエーターとは、花と人が好きな女性を中心にコミュ
ニケーションの重きを置いて植栽管理を行うスタッフのこと

マンション専有部分のリフォー
ムでは、施工前後の展示でその
差を体感。浴室、洗面、トイレ
などのリフォーム・パックの紹
介も行っている

◇問い合わせ：東邦レオ㈱　東京都豊島区北大塚1-15-5
　　　　　　　営業窓口  ☎03-5907-5500　　専用HP  http://www.mansion-green.jp

◇問い合わせ：株式会社LIXIL　東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング36階　http://www.lixil.co.jp
※㈱LIXILは2011年4月1日、トステム・INAX・新日軽・サンウエーブ・東洋エクステリアを統合し、住宅関連総合サービスを提供している。

『クリエイティブ・グリーン』の3つのポイント
■植栽管理コストの適正化
・ 無理や無駄のない植栽管理計画の立案、散水方

法の見直しでのコスト改善、技術者からパート
まで適材適所のスタッフ配置などよってコスト
の適正化を図る

■花を咲かせる管理の演出
・ 開花時期に合わせた頻度の高い植栽管理を行い、

季節感を演出する
■コミュニティー形成のお手伝い
・ 植栽管理で摘みとったお花のプレゼントや、寄

せ植え体験やハーブ石鹸づくり講座などのイベ
ントを定期的に開催する

東邦レオ㈱

㈱LIXIL
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カルバート漏水改修工法

防波堤、浄水場トンネル等の技術を
マンション・ビルへ応用
防波堤、浄水場トンネル等の技術を
マンション・ビルへ応用

漏水防止に画期的なライニング工法

業界初 !

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

国内のエネルギー関連施設の保全工事を専門に請け負い、長年の実績があります。
その高度な技術をマンション大規模修繕工事に活かしております。

調査能力に関しては地下ピットから屋上まで建物すべてで実施し、信頼される誠実な施工と管理を提供しています。

電動やすりや電動ドリルで漏水個所をはつる

ライニング下地プライマー

水和凝固材の塗布

地下ピット内、施工前の漏水個所の状態

ライニングメッシュ張り

エポキシライニング

発砲ウレタン樹脂を注入

導水管設置

完了

　東海塗装株式会社（奈良間力社長）は、防波堤や浄水

場トンネル、地下街などの漏水改修技術（カルバート漏

水改修工法）をマンション・ビル・公共建物等の建物に

業界で初めて応用しました。

　漏水の根本がどこにあるのかを調査によって突き止め、

止水範囲の設定、ウレタン樹脂など止水材の注入。水和

カ ル バ ー ト 改 修 工 法 の 流 れ

凝固材を塗布し、エポキシ樹脂をライニング（被覆）す

ることによって、漏水を完全に防止します。

　マンションの地下ピットに駐車場がある場合など、漏

水で悩んでいる管理組合にとっては一考に値する新しい

ライニング工法といえるでしょう。
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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
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　ある管理組合で、各住

戸の用途は住居用以外ダ

メ―つまり事務所使用を

やめさせようという話が

持ち上がりました。これ

まで何の決まりもなかっ

たので、管理規約を改正するのに、この際「住居専用」

を強調しようという流れになったのです。

　ここで個人タクシーを営んでいるAさんから、ク

レームが出てきました。

　「自宅を事務所としてタクシー協会に登録している

から、事務所扱いを認めてもらわなけりゃ困る」

　管理組合が、なんで「住居専用」にしたいかとい

うと、事務所だと夜間の不在や、不特定多数の人の

来訪などという防犯上の不安があるからです。

　マンションも築年数が進むと、部屋を貸し出して

外に住む人が増えます。そんな不在区分所有者がす

べて不動産屋任せで事務所使用もOKとしていたら、

暴力団関係者が出入りするようになった、という可

能性も出てこないとは限りません。

　マンション標準管理規約では、専有部分の用途（第

12条）について、「専ら（もっぱら）住宅として使用

するものとし、他の用途に供してはならない」と定

めています。その「専ら住宅としての使用」とは、「生

活の本拠」であるかどうかで判断するとコメントに

書かれています。

　こうしてみると、個人タクシーのAさんは、まずそ

こに住んでいるのだから問題ありません。

　近年、SOHOといわれる事業者、例えばインターネッ

ト関係者、株式投資家などの在宅ワークの人が増え

てきました。Aさんと同様、自分の立場が良いのか悪

いのかがわかるよう、住居と事務所の概念をしっか

り明確にしておきたいですね。

　ちなみに、この管理組合では、管理規約に「専ら

住宅としての使用」の条文

を加えるほか、玄関扉や集

合郵便受け、共用廊下に企

業名を表記しない、看板を

出してはいけないなどの約

束ごとも決めました。

住戸の事務所使用不可の規約改正
SOHO事業者はどうなるの？
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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へ̶。

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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● 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

（2011.7 改訂 2）

地域別 築年別東京都
45.3％

神奈川県
29.3％

埼玉県
13.2％

千葉県
12.2％

築8年
19.2％

築24年 8.7％

築9年
17.7％

築12年
17.5％

築11年
20.1％

築10年
16.8％

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


