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管理組合
File Data. 40 神奈川・戸塚／ライオンズマンション東戸塚ヒルズ管理組合

課題は狭い敷地での共通仮設工事
様々な工夫は改修専門会社の強み
JR横須賀線・東戸塚駅から徒歩25分、閑静な高台の住宅
街に立地するマンションに西側からは大山や富士山が見渡
せる。
そんな抜群の眺望のマンションで行った１回目の大規模
修繕工事。大きな課題点は、資材置き場や作業員の事務所
等の確保できる敷地がないということだった。
まず、建物の前に９基ある３段式駐車場の上段９台分は
隣接する民間駐車場を借りて住民の車両を移動し、工事車
工事データ
○工事名／ライオンズマンション東戸塚ヒルズ大規模修繕工事
○建物概要／ 2000（平成12）年３月竣工・RC造・１棟・地上７
階建て・62戸 ○発注者／ライオンズマンション東戸塚ヒルズ管
理組合 ○設計・監理者／㈱T.D.S ○施工者／㈱アイピー 21
リニューアル事業部 ○主な工事内容／共通仮設（現場事務所、
資材置き場設置等）／直接仮設（外部足場・飛散防止メッシュシー
ト養生等）／外壁下地補修／シーリング／外壁塗装／鉄部等塗装
／屋上・バルコニー床・開放廊下床防水／その他（EV扉シート
貼り・消火器プレート交換等） ○工事期間／ 2012年８月20日～
2013年１月20日（予定）
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両用とした。住民の車があれば足場が組み立てられないか
らだ。
またそのうちの１基は中段・下段も工事用とし、塗料等
の資材置き場とした。
現場事務所は確保できたが、作業員の休憩スペースは喫
煙所程度のものをがけの上に作った。入れる人数が限られ
てしまうので作業員は車の中で食事をとることが多いよう
だ。作業員用の仮設トイレもそれとわからないように囲み
をつくって敷地内に設置した。
狭い敷地にアイデアというか、苦肉の策で仮設工事を行
い、約半年間に及ぶ作業が進んでいる。
ただし敷地が狭いマンションは都心にはどこにでもあ
る。こうした工夫はいくらでもできるということが、改修
専門会社の強みといえるのではないか。
むしろ管理組合と設計コンサルタント、施工会社との連
携は良好であり、こちらのほうが工事の進捗に影響を与え
るようだ。
理事会の下部組織である修繕委員会がよく勉強している
ようで、住民に対する周知など「工事への協力に理解があ
る」と、施工会社㈱アイピー 21の現場代理人・堀川和彦氏
はいう。
「工事開始の当初、バルコニーのものを動かしてくれな
い住戸があったんですが、すぐに修繕委員の方が働きかけ
てくれました。工事の流れを知っているので、指示は的確
で要望もわかりやすく、とてもやりやすいです」
●設計・監理者
株式会社T.D.S
〒103−0012 東京都中央区日本橋堀留町１−６−13
☎03−5649−3666
http://www.tds-arc.com
●施工者
株式会社アイピー 21 リニューアル事業部
〒101−0051 東京都千代田区神田神保町１−20
☎03−3293−4803
http://www.ip21.co.jp

屋上防水工事では既存のアスファルト防水の上
に新規のアスファルトをかぶせる工法を採用。
つなぎ目はバーナーであぶって融着する

外壁打継ぎ目地やアルミサッシ回りの
シーリング打ち替え作業

3段式駐車場の上段を工事車両で借り、
作業員の待機所としても活用

工事用のトイレは、それとわからないよう
に囲みをつくって敷地内に設置した

がけの上に作業員の仮設休憩所を設置

高台の立地で、晴れた日には富士山、
大山が見える

この人に訊く―

株式会社住宅あんしん保証 安藤浩社長

「大規模修繕工事かし保険」利用が増加中
９割は管理組合からの見積もり条件に
マンションの大規模修繕工事を対象にした「かし保険」の利用が増えています。こ
の大規模修繕工事かし保険は施工者を保険契約者とした任意加入の保険ですが、管理
組合からの要望による加入が目立ってきているといいます。国土交通省によりますと、
大規模修繕工事かし保険制度がはじまった2010年度の加入実績が約200棟だったのに
対し、2011年度は約400棟と倍近くの加入と急増しています。
そこで、住宅瑕疵保険業界のリーデングカンパニーである株式会社住宅あんしん保証・
安藤浩社長に大規模修繕工事かし保険の現状や今後の展望などについて聞きました。
－大規模修繕工事かし
保険の利用件数が増
えている？
弊社の2011年度保険
申込受付件数は158棟で
す。2012年も昨年上半
期比で、すでに約３倍のお申込みをいただいています。
－保険申込物件の特徴は？
大規模修繕工事かし保険は施工会社を保険契約者とした任意
加入の保険ですが、その９割が管理組合側から工事会社に「保
険の加入」を依頼するケースです。
工事発注の際に、かし保険の加入を見積もり条件とする管理
組合が増えているということです。
－管理組合が見積もり条件などにかし保険を加えるメリット
は？
ポイントは４つ。①施工会社は保険申込については国土交通
省の指定を受けた保険法人（現在５社）への事業者登録をする
必要があります。一定水準に達している施工会社が登録を認め
られるため、安心できる会社の中から選定することができます。
②保険法人（第三者）による検査体制です。保険法人として
保険金の支払い対象となる工事をわざわざ見過ごすわけにはい
きません。このため施工中から徹底した工事の検査を行います。
管理組合としてはより精度の高い工事を期待することができま
す。
③それでも施工の瑕疵（かし）が発生したときには保険法人
から施工会社に保険金が支払われるので、「施工の瑕疵だ、瑕
疵ではない」などともめることなく、確実に瑕疵の修補が行わ
れます。
④施工会社が倒産しても、管理組合に保険金が支払われるシ
ステムなので、施工会社選定の際の理事会や修繕委員会のプ
レッシャーも軽減できるのではないでしょうか。

大規模修繕工事かし保険

つまり、かし保険の被保険者は施工会社なのですが、実際に
保険で守られるのは管理組合なのです。
－国土交通省もかし保険の普及を後押ししている
国土交通省は2011年度に、一定の設計基準を満たして、か
し保険に加入するマンション大規模修繕工事を対象に補助金制
度を設けました。申し込みは終わりましたが今年度も制度を実
施。来年度も引き続き実施されることを期待したいですね。
－今後の御社の取り組みは？
今年２月に全国各地で行われたかし保険関係のセミナー受講
者は延べ1,600人に上り、その６割をマンション管理組合関係
者が占めたといいます。
今後もさらに管理組合向けの説明会や情報発信を増やし、保
険の仕組みを理解してもらうよう努力したいと思います。
管理組合が安心して工事を発注できる環境整備に尽力してい
きます。
名

称

株式会社

住宅あんしん保証

設

立

1999（平成11）年６月８日

資本金

４億円6,550万円

代表者

取締役社長 安藤

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６階
TEL.03-3562-8122（代表）

許認可

浩

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
指定日：平成20年５月12日
国土交通大臣登録 住宅性能評価機関
（登録番号 国土交通大臣 第44号）

わかりやすいDVD、ガイドブック作成

国土交通省認可の住宅瑕疵担保責任保険法人㈱住宅あんしん保証はこのほど、大規模修繕工
事かし保険について管理組合向けのわかりやすいDVDとマンガを多用したガイドブックを作成
した。また実際のかし保険の契約者である工事業者向けにも保険証券の発行手続きの際、保険
内容などを管理組合へ説明するDVDを作った。
いずれも希望者には無償で配布
する。
大規模修繕工事かし保険とは、
工事後に施工ミスなどの「かし」
が見つかった場合、工事業者が加
ガイドブックは管理組合向け 入する「かし保険」によって修補
費用が保険金で賄えるというもの。
保険会社は工事中から第三者機関として検査を行い、
「かし」を
未然に防ごうとするため、管理組合にとっても安心して大規模
修繕工事を任せられるメリットがある。
管理組合向け（左）と工事業者向けDVD
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修繕設計会社紹介センターが優秀な
設計コンサルタントを紹介します！
Q

大規模修繕工事の進め方はどうすればいい？

A

まずは修繕工事を熟知している公平な第三者に進行を委託

A

すべきです。
Q 過剰な工事、施工不良な工事、マンションに適する修繕工
事はどう決めるの？
A 施工に対する客観的な視点が大事です。その意味で第三者
の公正な視点が重要といえます。
Q 建設を手がけた大手ゼネコンなどに頼むのが安全で容易な
のでは？
A 新築の設計と修繕のそれは全く違います。新築は部材と図
面、修繕は現地調査と図面、手順が全く異なるので、マンショ
ンの修繕工事を専門としている設計事務所を選ぶほうが安全
だといえます。
Q 施工業者は、どうやって選ぶの？
社団名：一般社団法人修繕設計会社紹介センター
住 所：東京都中央区築地１ー９ー 11
☎03 ー 6278 ー 8170 ／ FAX. 03 ー 6272 ー 5468
tatemonochosa@gmail.com
http://www.syuzensekkei.net
設 立：平成24年８月13日
役 員：理事長・吉野笙一 理事・船山敬太
設立趣旨：当社団法人の設立趣旨は、およそ12年に一回
の割合で行われているマンション大規模修繕工事は、輪
番制を基本とする理事から構成される管理組合が取り仕
切っている。大規模修繕に対する経験不足をカバーする、
信頼出来る相談相手が必要となっているので、相談相手

マンション大規模修繕工事の流れ
（修繕設計会社紹介センターが紹介した
設計コンサルタントの役割）
建

物

調

査

建物調査報告書作成
工事計画案立案
工事計画方針決定
住民アンケート実施
共用部分詳細調査
工事範囲図書作成
工法等の検討
数量調査作成
概算見積もり作業
概算見積書作成
総会準備補助
業者選定補助
見積もり検討
工事契約立ち会い
工事実施内容の確認
施

工

監

理

中間検査立ち会い
竣工検査立ち会い
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相見積もりによる選定が基本です。見積もり合わせに適す

る基準を決めるのも設計コンサルタントの役目です。
Q 設計コンサルタントは修繕設計会社紹介センターにたくさ
ん登録しているの？
A 当社団法人は大規模修繕工事新聞を発行している㈳全国建
物調査診断センターと提携しています。そのネットワークか
らの要請が当社団法人の発起の動機です。
Q 紹介して頂ける設計コンサルタントは、どんな会社？
A 大規模修繕工事新聞（㈳全国建物診断センター発行）が取
材から当社団法人の趣旨に共感していただいた設計会社で
す。発行部数がネットワークの広さの証です。
Q なぜ社団法人なの？
A 紹介に営利が入り込まないことを目的とし社団法人を設立
しました。公益社団法人を目指しています。

として能力がある一級建築士事務所とマンション管理組
合の役員を結びつけることを目的としている。
（定款抜粋）
※当社団法人は大規模修繕工事新聞（一般社団法人全国
建物診断センター発行）が行う数多い取材の内、管理
組合及び理事か
らのニーズに基
づき設立しまし
た。 広 報 は 大 規
模修繕工事新聞
を主体としてお
ります。
修繕設計会社紹介センターのホームページ

近年のマンション大規模修繕工事における設計コンサルタントの業務
フローは左のようになりつつあります。
では、最初に決めなくてはならない、信頼できる「設計・監理コンサ
ルタント」とはいったいどこにいるのでしょうか？管理会社から推薦を
受けていませんか？建設した建設会社に依頼していませんか？
第三者・中立的立場であるはずの設計・監理者の選定で、中立的でな
い管理会社からの推薦を採用しては本末転倒。理事の皆様、ここが腕の
みせどころです。
◇
当社団法人の設立趣旨は弊紙『大規模修繕工事新聞』制作の中から生
まれています。読者の管理組合員や理事のニーズから生まれたというこ
ともできます。
「設計・監理コンサルタント」は一級建築士事務所に委託するのが普
通です。
しかし、一級建築士事務所は「新築の建物」を対象とするところが大
部分で、「マンションの大規模修繕工事」を専門にしているところは少
数です。この２つは、
同じ設計でも全く手順が異なり、
「似て非なるもの」
といえるでしょう。
当社団法人は、
その少数の設計事務所の中から、
取材を通じてマンショ
ン大規模修繕の実績を多く持ち、ノウハウを蓄積している信頼できる事
務所を、第三者としての立場から中立に、客観的に厳しく審査し、業績
と口コミも参考にして、修繕設計会社として選定しています。
一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」は、中立的立場を守れる
優秀な修繕設計専門の設計会社を、社団法人として中立的に紹介する機
関なのです。
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大規模修繕工事新聞・読者セミナー第6弾

東京・京橋

㈱住宅あんしん保証本社会議室

テーマ「本当に知りたい
マンションの太陽光発電システムの実態」
全国建物調査診断センターは建物修繕技術協議会とともに
10月21日、読者セミナー第６弾を東京・京橋の三井住友海上
テプコビル6F（住宅あんしん保証本社会議室）で行いました。
共催はNPO法人ECO-ECO建物再生推進協会。同NPOの五十嵐
一夫理事長、和田徹也氏が講師となり、太陽光発電システムの
導入等について解説してもらいました。
◇
１ページに記したとおり、国（経済産業省資源エネルギー庁）
では、太陽光発電などの再生可能エネルギーを電力会社が買い
取ることを義務化した「固定価格買取制度」を７月からスター
トさせました。
マンションでは10kW以上のシステムを設置する場合、余剰
買取か全量買取のどちらかを選択することができます（10kW
未満は余剰買取のみ）。
※余剰買取とは、太陽光発電により得た電力から自分のマン
ションで使った電力を引き、余った電気があればこれを売
電する方法。全量買取は、自分で消費した電力とは無関係
に太陽光発電したすべての電力を売電する方式
2012年度の売電価格は余剰買取・全量買取ともに42円／
kWhです（年度ごとに変動あり）。
売電収入
余剰買取制度の電気料金削減イメージは次のとおりです。
東京都のマンションで20kWの太陽光発電設備を真南・傾斜
角20度で設置。発電は共用部分に充当。月の電気料金10,000
円で昼間の電消費が30％の場合。
その結果、１年間の電気料金は約18,000円削減になりまし
た。
ただし、電気料金削減とは別に余剰電力の売電収入が約36
万円／年見込めます。余剰買取の期間10年でみると、約360万
円が管理組合の収益となります。
・・・
全量買取制度利用による経済的メリットの概算は次のとおり
です。
東京都のマンションで20kWの太陽光発電設備を真南・傾斜
角20度で設置。全量売電。
その結果、年間発電量は約１万9,000kWh ／年になりました。
買取価格42円／ kWh×10割（全量）×18,922 kWh
＝約79.5万円／年
１年間の売電収入は約79.5万円となり、買取期間最長の20
年でみると、約1,590万円が管理組合の収益となります。
◇
国の太陽光発電システム設置に対する補助金対象では、太陽
光発電普及センター（J-PEC）に太陽電池モジュールが登録さ
れていることが条件になります。
太陽電池の最大出力の合計値が10kW未満のもので、1kW当
たり３万～ 3.5万円の補助金が交付されます。24年度の募集期

当日は約20人が参加。熱心な質疑も飛び交った

間は来年２月28日まで。
国以外でも、各都道府県・市町村で補助金制度を設けている
ところがあります。国の補助金に追加して交付を受けられるの
で、各自治体で確認してください。

太陽光発電で利用できるマンション共用部分
・共用廊下の電灯
・エレベーター内照明
・オートロック
・ゴミ置き場の照明
・管理事務所・集会所の照明
・エントランスの照明、など

導入時の注意事項
・10kW未満のシステムは余剰買取制度のみ
・10kW以上のシステムは設備設置の補助金対象外
・高圧一括受電の場合は自家消費量が大きく売電できない
ケースも
・東京電力との契約内容により、電気料金の削減額は変動
する
・余剰、全量どちらの制度を利用しても、収益事業となり
課税対象となる
・既存の屋上防水との兼ね合いについて十分な検討が必要

既存の屋上防水との兼ね合いについて
・太陽光発電設備を設置するためには基礎固定用アンカー
で防水層を貫通させ、躯体に固定する方法が一般的
・屋上防水は一般的に10年保証だが、防水層の上に太陽光
発電設備の架台等を設置すると保証は消滅する
・防水層に傷をつけずに専用のアンカーバーを接着剤で固
定して架台を取り付ける方法があるが、この場合も防水
の残存保証期間は消滅する
・太陽光発電設備の設置と防水工事を一緒に行う場合、防
水メーカーの指定した基礎工事を採用するなど防水メー
カー各社と協議する必要がある

太陽光発電システム導入に関する問い合わせ
NPO法人ECO-ECO建物再生推進協会
横浜市中区万代町３−５−８ ☎045−664−5678
http://ecoeco.yu-nagi.com eco-eco@major.ocn.ne.jp

「ECO-ECO」の観点から長計の
必要性を解説する五十嵐一夫氏

太陽光発電システムについて説明する
和田徹也氏
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排水管

リニューアル
入 門

水漏れ事故、排水不良…
配管に起こるトラブルを解消！
株式会社P.C.Gテクニカ

「どこへ問い合わせて
いいのか、わからない」
マンションの上と下の階で水漏れ事故が起きたとき、
それが給水管や給湯管であった場合と排水管であった場
合と大きく異なります。
実際に排水管から汚水が漏れたとなれば、他人の生活
排水で汚された下の居住者にとっては、
「消毒して洗剤で
こすればいいじゃないか」というわけにもいきません。
その結果、
「臭いが抜けない」
「壁紙が汚れた」といっ
た苦情も大きくなります。
さらに配管工事においては大改修工事となります。
管理会社が入っていれば、管理会社へ連絡して調査を
済ませ、それから部分的に配管替えをするわけですが、
その際、作業ができない場合にはコンクリートを壊すと
いう大掛かりな工事になってしまいます。コストも大き
な数字に跳ね上がります。
管理組合ではそのような場合に備えて保険に入ってい
るわけですが、契約条件によっては保険が効かない場合
もあるようです。
保険が出た場合でも、改修には時間もかかり、居住者
の精神的負担や近隣トラブルも発生しやすくなります。
こうなると、管理組合にとっては頭が痛くなる一方で
すが、よく聞くのが「困っているけれど、どこへ問い合
わせていいのかわからない」という声です。
全国的にもまだ排水管改修について知る機会は少ない
ようです。最近では
「建築総合展」
「マンション管理フェア」
「マンション排水管洗浄・更生勉強会」などの実演展示会
や技術セミナーが開かれています。こうした機会に会場
に足を運んでいただければ参考になると思います。

昭和の建物の排水管はボロボロ
建物の排水管の管材として使われているものは、最近
では硬質塩化ビニル管が主流ですが、昭和60年代から平
成初期までの建築物件においては、配管用炭素鋼鋼管（白
ガス管）、排水用鋳鉄管が多く使われていました。
平成16年６月、国土交通省が施工業者やマンション管
理組合向けに作成した『改修によるマンション再生手法
に関するマニュアル』では、これらの管材はすでに修繕
時期にきていると示されています。
多くのマンションでは年１回、排水管の定期清掃を行っ
ていますが、15年、20年経過したマンションの中には「定
期清掃をしたくても排水管がボロボロで、清掃すると管
に穴（ピンホール）があいたり、亀裂が生じたりして漏
水事故が起きるからできない」という事態にあるマンショ
ンも少なくないようです。
業者によっては、応急処置で漏れたところの外からテー
プを巻くようなこともしますが、これはもぐら叩きのよ
うです。
マンションの配管は同じ時期に敷設しているわけです
から、たとえば100戸のマンションで水漏れ事故が１件起
きたとすると、腐食の影響の大小の違いはあれ、他の99
戸ですぐ同じことが起きてもおかしくないのです。

排水管の内部に詰まった錆び、汚れ

伝統に培われた信頼と技術を提供いたします。
2012年7月、東京ビッグサイトで行われた第17回R&R
建築再生展に出展したP.C.Gテクニカのブース。主催者に
よると3日間で約4万5000人の来場者数があった

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

■社名
■住所
■URL
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株式会社P.C.Gテクニカ
東京都品川区北品川５−７−14−405
☎03−3440−6401
http://www.pcgtexas.co.jp

日本ビソー㈱
マンション大規模修繕工事に最適なゴンドラ足場

ユニット式 SSP システムを開発

マンション大規模修繕工事の仮設足場工事では、枠組足場、単管
足場、くさび緊結式足場などの鋼管足場が多く採用されています。
しかし、近年利用が増えているのが機械式足場（移動昇降式足場や
ゴンドラ）です。
ゴンドラは高層マンションだったり、１階が駐車場や店舗などに
なっている場合に採用されるケースが目立ちます。既存の工法であ
る鋼管足場とどちらを採用するか比べる場合、費用や工期・作業性・
工事中の環境などを比較してみるとよいでしょう。
このページでは、日本ビソー㈱が開発したゴンドラ足場「ユニッ
ト式SSPシステム」を紹介します。

多くのマンションの工事で一般的な
鋼管枠組足場の一例

ゴンドラは1階に駐車場や店舗があ
る場合に採用されるケースが多い

大規模修繕工事において眺
望や通風が妨げられる工事期
間中のうっとうしさ、あるい
は防犯性への不安感、また全
体を覆われていることに対す
る圧迫感・閉塞感など皆様の
ご不満が多く聞かれるところ
です。
そこで日本ビソー㈱は中層
マンション向けに、透過性の
高い養生シートとゴンドラを
組み合わせたゴンドラ養生シ
ステム＝「ユニット式SSPシ
ステム」を開発しました。
工事施工範囲のみゴンド
ラ・養生シートが施され、工
事を行わない住戸では通常ど
おりの快適環境が確保できま
す。
設置条件によっては、費用

▲ユニット式SSPシステム
中層マンション大規模修繕工事

バルコニー面施工イメージ

も鋼管足場と変わらないケースもあるため、今後は足場工法の
選択も工事内容の検討項目に入ってくる時代といえそうです。

ユニット式SSPシステムのメリット
●建物全体が養生シートで覆われることがないため日照や眺望
を遮らず、工事を行わない住戸では通常どおりの環境が保て
る
●工事中の住戸でも作業終了時に養生シートを折り畳んでしま
うため、夜間や工事のない休日は解放感が得られる
●SSP養生メッシュシートの透過率は80％以上
●バルコニー内部と外部を区分して施工。外部施工が完了した
ら養生システムは先行解体してすっきり
●ゴンドラは屋上から吊り下げるシステムのため、外部から足
場を伝って侵入される心配がなく防犯性に優れている
●ゴンドラはボタン操作で上下だけでなく左右どちらでもレー
ルで移動でき、ゴンドラ・養生シートとともに移動するため
ゴンドラを設置し直す必要がなく作業効率がアップ
●７～８階建ての場合、鋼管足場と変わらない費用で設置可能
（設置条件あり）

ユニット式SSPシステムは

＋
ゴンドラと

＝
SSP養生シートの

組み合わせ
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サルに質問します !
ン
コ
計
設

大規模修繕
＋
設備改修
○あて先：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７-19-22-305
TEL. 03-6304-0278
FAX. 03-6304-0279
tatemonochosa@gmail.com
○採用者発表：
紙面への掲載を持って代えさせていただきます。
※投稿者の個人情報につきましては、紙面掲載の場合の寸
志送付先名作成、あるいは読者層を図るデータ集計以外
の目的には使用いたしません。
質問者：埼玉・大宮市 居住者
2005年竣工・２棟・８階建て・約110戸
質問内容：新築時から結露がひどくてたまりません。管理組合
や管理会社にも相談しているのですが、なかなか解決できませ
ん。結露はどうやって防いだらよいのですか？
回答者：一級建築士事務所 ㈱美幸建築企画
代表 荒川 幸男 氏
回答：結露は、空気が持っていられる水分量が、温度によって
異なるために発生します。
また水蒸気は壁の隙間などにも入り込み、常に水蒸気圧は一
定になろうとする性質があります。
したがって、熱が伝わらず温度の低い部分が生じると、そこ

表1
ポイント

質問・相談の採用者には寸志（図書券１万円分）をプレゼント！
マンションの大規模修繕工事や設備改修工事などについて、
わからないこと、悩んでいること、相談していることがありま
したら必要事項を記入の上、郵便または電子メール、FAXで下
記まで送信してください。マンションの改修工事を多く手掛け
る設計事務所の建築士等が問題を解決いたします！
質問内容は編集上、
文章構成などを変更する場合があります。
ご了承ください。
また採用以外の質問・相談にも設計コンサルタントが個別に
お応えします。

質問・相談について
必要事項の記入
○住所・マンション名・氏名・管理組合での役職
○マンションの竣工年・棟数・階数・総戸数
（わかる範囲で）
○質問・相談内容
は低温多湿となり、結露が発生しやすくなります。表面温度の
低いところに多湿の空気が触れることで結露が起こるのです。
結露の発生しやすいところは、①台所や浴室など水蒸気の発
生量の多い湿度の高いところ②暖房していない部屋や北側の部
屋、トイレなど室温の低いところ③押し入れや部屋の隅、家具
の裏側など空気のよどむところです。
最近は住宅の気密化が進み、室内で発生した水蒸気は、窓を
開けたり換気扇を回したりしないと、冬の間でも、家の中は多
湿の状態で、非常に結露が起こりやすくなっています。
表１のように日常生活でも予想以上に水蒸気が発生していま
す。水蒸気を抑えるような住まい方をしないと結露は防げませ
ん。

結露を防ぐ住まい方
具

体

的

な

対

策

水蒸気を発生させない

［発生源となるものに注意］
浴室、台所、植木、熱帯魚、人、洗濯物、
洗濯乾燥機、
浴室乾燥機、
加湿器、
石油ストーブ、
ガスストーブ

発生させた水蒸気は発生
させた場所で効率よく排
出する

［換気扇の使用方法］
①台所・居間の換気扇で、有害ガス排出だけでなく、水蒸気の排出もする
②入浴後は浴室の壁やタイルが完全に乾燥するまで換気扇を使用する
③暖房時、寝る前に５分間の換気をして室内の温度を下げる

空気のよどみを
つくらない

［家具の置き方］
・家具を壁から５㎝以上離し、さらにすのこ等で床との隙間をつくり、対流をつくる
・押し入れも、壁や床にすのこを置いて対流をつくる
・ふすまはガラリをつけるか開けたままにしておく
・すのこの下に「あんか」を置き、相対湿度を下げる（火事に注意）

※窓ガラスにできた結露はっせっせと拭き取りましょう。室内の水蒸気量を減らす効果があります。
住まいに関する作業部会編著『集合住宅の住まい方と管理』より
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●営業本部
●北関東支店

●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店
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マンション管理とコミュニティ
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』2012年10月5日付第361号より

基本はコミュニティ
3.11の東日本大震災以
降、コミュニティの意義

コミュニティの創意的活動を

が再認識されている。マ

したがって、マンション管理組合のコミュニティ

ンション管理の上でコ

活動といえば、総会の準備や理事会の日常活動、各

ミュニティ活動をどう位

種の広報、アンケートの実施、共同清掃や草取りなど、

置付けるかについて考えてみたい。
そもそもコミュニティとは、一定の共通意思を持っ

通常の管理組合活動そのもののなかで、推進し、強
化することが基本である。

た地域社会のことである。その意味では、分譲マン

もちろん、夏祭りや餅つきなどの催し物、その他

ションなどの建物は共用の財産の維持という共通の

地域との交流など一般に自治会活動とみられている

目的があるから、濃淡の差はあれ、コミュニティは

活動にも大いに取り組んだり、協力したりする必要

それなりに形成されているといえよう。

があるのは言うまでもない。

一般に「管理組合は物の管理」
「自治会は人の関係、

マンションごとに自治会、町内会との関係はいろ

つまりコミュニティの推進」と言われていて、管理

いろであるが、それぞれの条件に応じた創意的な活

組合としてコミュニティ活動に力を入れていないと

動を見出していただきたいと思う。

ころも多い。

標準管理規約が2004年、管理組合の業務に「地域

しかし、「物の管理」といえども、すべて人を介し

コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ

て行われるのであって、総会から日常の管理運営に

形成」を追加しているのもこのためであり、管理組

いたるまで、人々の関係のないものはない。

合としてもこれを活用してコミュニティ活動を大い

だから人間関係をよくすればするほど、管理組合
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の本来の仕事は成功することになる。

に推進することを期待したい。

（論説委員会）

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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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。

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、

マンション大規模修繕工事
わが国初の
『大規模修繕工事完成保証制度』なら 安心 です。
完成保証制度のご案内

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。

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

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

一般社団法人 全国建物調査診断センター

☎03-6304-0278

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル2F

〒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

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

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

配布先マンションデータ
千葉県
12.2％

埼玉県
13.2％

築24年 8.7％
築8年
19.2％

地域別 東京都
45.3％

神奈川県
29.3％

築9年
17.7％

築年別

築10年
16.8％

築12年
17.5％

築11年
20.1％
（2011.7 改訂 2）

※各マンションには１部お届けしておりますが、複数部ご希望の方はセンターまでご一報ください。
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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

