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メンテナンスフリー化で
大規模修繕工事をスキップ
　今回工事のテーマは「メンテナンスフリー化」。外断熱
改修やドイツ製の防水シートを取り入るなど、住生活にお
ける環境改善とともに12年～ 15年に行う大規模修繕工事
をスキップする工法を選択した。
　メンテナンスフリーの課題はシールの劣化。いくら外断
熱や最前線の工法を用いても、シーリング工事を施せばそ
の部分からの劣化が否めない。そこでほとんどをノーシー
ル工法で仕上げた。
　屋上防水で採用したポリフィン防水シートについて。通
常使用される塩ビシートは柔軟にするための可塑剤が成分
に入っているが温度変化に弱く、経年とともに減少して硬
化＝劣化する。可塑剤を含まないポリ
フィンは経年により弾性が低下しない。
また紫外線、熱、水の影響を受けない
ため、25年の保証をつけられるという。
　工事に至る経緯を説明してくれた管
理組合理事長は「２回やる工事を１回
で済ませる、足場をかける工事が30年
40年先になる。建て替えはハードルが
高いのだからおカネをかけて再生工事
を行い、将来的な効果を選んだ」と話
している。

　File Data. 41　神奈川・相模原／相模台ハイツ管理組合

管理組合

ポリオレフィン系防水シート「POLYFIN」 25年無条件保証のポリフィン防水シー
ト。パラペットからシートを敷設する

外断熱材を外壁に張り付ける作業中の様
子。今回は湿式外断熱工法（エコサーム工
法）を採用。断熱材は50㎜

外窓はアルミサッシの複層ガラス
（カバー工法）で改修

ポリフィンのジョイント部分は熱で溶着。
この方法によりジョイントが完全に一体化
するメリットが生まれる

工事データ　○工事名／相模台ハイツ2012年度再生工事　○建物概要／ 1971（昭和46）年６月竣工・RC造・４棟・地上５階建て・
110戸　○発注者／相模台ハイツ管理組合　○設計・監理者／ NPO相模原マンション管理組合ネットワーク　○施工者／㈱中島
建設　○外断熱担当：東邦レオ㈱　○屋上防水担当：カスタージャパン㈱　○主な工事内容／屋上：シート防水（POLYFIN機
械固定）断熱工法／外壁：湿式外断熱工法（エコファーム）、EPS断熱材ｔ50＋フィニッシュコート（高耐久塗材仕上げ）／玄
関扉：化粧鋼板フラッシュ戸（断熱耐震仕様カバー工法）／外窓：アルミサッシ複層ガラス（カバー工法）／バルコニー床：長
尺塩ビシート貼り／その他　○工事期間／ 2012年８月20日～ 2013年２月28日（予定）
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工事部職長による朝礼で各現場の進捗、
当日の作業内容の報告を行う

職長、担当者を集めて行う社内会議。設計の趣
旨、使用材料、工法等の確認作業を行う

お客様のニーズに合わせて足場の選択
にも工夫を

超高層マンションの改修工事の
実績も増えています

名　称 株式会社　アール・エヌ・ゴトー

設　立 1979年（創業1970年）

資本金 １億円

代表者 代表取締役　後藤　龍彦

所在地

本社
〒211−0043  川崎市中原区新城中町16−10
TEL 044−777−5158（代表）
東京支店
〒143−0016 東京都大田区大森６−27−11
TEL 03−5753−1656

ＵＲＬ http://www.rngoto.com

事業内容
マンション・ビルの大規模修繕工事／給排水・電
気・空調設備工事等

－ 職人さんを自社の直接雇用にこだわる理由は？
　元請けを頂点とする日本の建築業界特有のピラミッド

型の施工体制では、末端の下請け職人が発注者（管理組合）

の顔を知らずに作業することになります。

　新築工事ならまだしも、住みながらの工事をしなけれ

ばならない改修は「サービス業」に徹しなければなりま

せん。

　お客様が居住されている中での施工なので、職人も住

民一人ひとりに気を使って作業をする教育が必要なので

す。

－自社の直接雇用の職人さんはどこが違いますか？
　住民への気づかい、あいさつ…この程度はいちいち教

えなくてもわかっています。子供の登下校は職人が見守

ります。高齢者への配慮もいちいち言われなくても行い

ます。

　おはようございます、いってらっしゃい、気を付けて

…自然に出る言葉から「工事がはじまってから住民間で

のあいさつも当たり前になった」と感謝の手紙をいただ

くこともあります。中には小学生の女の子から「見た目

は怖かったけど、やさしく話してくれた」といった手紙

も印象に残っています。とてもうれしかった。

－技術面でも違いがありますか？
　自社の職人には資格支援制度を取り入れ、建築塗装技

常に「原点回帰」を心情に！
熟練職人の自社直接雇用が管理組合との信頼関係を築く

　株式会社アール・エヌ・ゴトーが同業他社と差別化している大きな特徴
は「職人の自社直接雇用」。管理組合の信頼を得るためという、こうした組
織作りは創業当時から守り通している。他の工事会社が元請けの施工体制
で１次～４次の下請けに流すやり方の中で、創業当時の信念を変わらず貫
いている後藤龍彦社長に話を聞きました。

　そういう意味で会

社のお客様に提案し

たい意図や品質がダ

イレクトに通じるこ

とになります。改修

工事は人と人との信

頼関係で進められて

いきます。自社の社

員が責任を持って担

当する体制こそ、常に原点回帰を目指す当社の特徴です。

－最後に管理組合にひとこと
　私たちは人が住みながらの改修工事を行うという事業

に誇りを持って仕事をしています。

　あまりに安易な安値競争で工事業者を決めないでいた

だきたいですね（苦笑）。

この人に訊く― 株式会社アール・エヌ・ゴトー　後藤龍彦社長

能士、防水施工技

能士、建築仕上げ

改修施工管理技術

者、 カ ラ ー コ ー

ディネーター等の

有資格者を多く現

場に配置できるよ

う努めています。
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尼崎市大量殺人事件と、マンションへの余波尼崎市大量殺人事件と、マンションへの余波
● ● ● ● ● ●　緊　急　レ　ポ　ー　ト　● ● ● ● ● ●

　今秋、日本中を震撼させている兵庫県尼崎市の連続遺

体遺棄・行方不明事件だが、角田美代子被告（ドラム缶

遺体事件の傷害致死罪などで起訴）がつくった「監禁小屋」

は、同市内の８階建て分譲マンションの最上階にある角

田被告宅のバルコニーに設置されていたことがわかって

いる。

　マンションでは角田被告らが集団生活を送っていたよ

うで、管理費等の滞納もあったという。管理員に対する

ものすごいクレーム、住民への威圧も多かったらしく、

住民間では目を合わせないようにするほどの迷惑住民

だったようだ。

　さらに借金返済のために競売にかけられる予定だった

角田被告の住戸は「事故物件」であるとともに、今後も

捜査のための現場保全を目的に神戸地裁はマンションの

売却取り消しを決めた。

◇

　角田被告に限らず、迷惑住民の入居を管理組合として

阻止しなければ、マンションの価値にも影響する。角田

被告の住戸は今後、競売にかかったとしても売却される

保証はなく、管理組合の共用部分として購入するにも気

味が悪いといって合意形成に至らない可能性は大きい。

　管理組合として迷惑住民への対応を行うことは、のち

に「自分の身に降りかかってくる災難」を未然に防ぐこ

とでもある。

　今回の角田被告（迷惑住民）の事件は、「共同の利益に

反する行為」に対する住民の「無関心」「無対応」が、ま

さに当該マンションの住民にとって将来的に大きな問題

となってしまうことを示した事例である。

　自分たちのマンションは自分たちで守るという意識を

みんなで持つ必要があるのだと改めて実感することが大

事ではないだろうか。

◇

　現在、暴力団等の迷惑住民に対する事前対応・その認

識などについて国土交通省が検討会を設けている。また、

今年１月には最高裁も迷惑住民に対する見解を出した。

　さらにNPO福岡マンション管理組合連合会が作成した

モデル規約のうち、該当する部分を抜粋して別枠に掲載

した。

暴力団排除条項を規定に
国土交通省が管理規約見直しへ

迷惑行為の差し止め
最高裁が組合敗訴を差し戻し

　現在、国土交通省では「マンションの新たな管理ルー

ルに関する検討会」を設け、マンション標準管理規約に

おける暴力団排除条項の規定について議論を行っている。

　標準管理規約は第三者管理方式等とあわせて、2013年

に改正予定。

［論点］
・ 反社会的勢力が専用部分を①事務所として使用すること

を禁止すること②住居として平穏無事に使用するにも関

わらず譲渡・貸与を禁止すること

・平穏無事に暮らしているのに、共同利益違反といえるか

・ 規約により、区分所有者と第三者の契約内容を規定した

場合に実効性を確保できるか（不動産流通契約では当事

者間の契約のため問題とならず）

　2012年１月、最高裁では住民の迷惑行為に対して見解

を示す事案もある。

　神奈川県藤沢市のマンション管理組合の代表者が区分

所有法６条「区分所有者の共同の利益に反する行為」を

繰り返す所有者に対し、同法57条に基づく行為の差し止

めを求めた訴訟の上告審で最高裁第３小法廷（那須弘平

裁判長）は１月17日、管理組合側が敗訴した２審判決を

破棄し、東京高裁に差し戻した。

◇

管理組合側が訴えた区分所有者の迷惑行為

　①理事長を誹謗・中傷するビラの配布

　②役員が管理組合資金を運用しているとする文書の配布

　③工事業者の現場事務所での業務妨害

　④ 理事長や役員に対する暴行など

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。

〒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

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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リフォーム・既存住宅売買保険事業室

　在京テレビ６社（日本放送協会、日本テレビ放送

網㈱、㈱テレビ朝日、㈱TBSテレビ、㈱テレビ東京、

㈱フジテレビジョン）は2013年１月頃の予定で、東

京タワーから東京スカイツリーへの送信設備の移転

を行う。

　この際、放送電波の強弱や変化などから受信状況

が発生する可能性があるため、対策が必要なことが

判明した場合、在京テレビ６社の責任と費用負担で

適切な受信対策等の対応を実施する。

　東京23区、東京都下、神奈川・千葉・埼玉・茨城

の一部の管理組合宛に文書を送っている。

　㈱ライフポート西洋（東京都千代田区・平塚一之

社長・☎03−3221−9521㈹）は防災ハンドブック『災

害に負けないマンションライフ』を作成し、全管理

受託物件の約３万7000戸に配布した。

　マンション居住者向けの防災マニュアルで、家具

の配置の見直し、家族との連絡方法の確認、ライフ

　㈱東急コミュニティー（東京都世田谷区・中村元

宣社長・☎03−5717−1001㈹）は全管理受託物件4,500

管理組合を対象に震災対応支援活動を推進する。

　管理組合への具体的な支援活動の提案内容は、①

「地震対策マニュアル」の作成②「自主防災組織」の

整備③「防災訓練ガイド」を手引きとする防災訓練

の実施④防災訓練の実施を受け、地震対策マニュア

ルの更新や防災備品の整備を行う。

　マンション内で助け合う「共助」の環境づくり、

災害に対応できる力（対災力）を備える防災活動支

援を目指すとしている。

　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連、山

本育三会長）は11月、国土交通省が設けた「マンショ

ンの新たな管理ルールに関する検討会」への意見書

をまとめ、羽田雄一郎大臣に提出した。

　全管連の意見・見解は主に３点。

　⑴ 「考えられる新たな管理方式」として６パター

ンも示すことに疑問。標準管理規約は「標準」

を１つ示せばよい

　⑵ 「マンション管理の専門家」の専門家という定

義があいまい。「外部の専門家を活用した」「新

たな方式」を議論するのなら、「専門家とは？」

という議論からすべき

　⑶ 現行標準管理規約の「理事会方式」とは異なる「管

理方式」を表示することは、この方向に誘導す

る意図が感じられる

東京タワーから東京スカイツリーへ
来年１月、テレビ送信設備を移転

T│O│P│I│C│S
● ● ● トピックス ● ● ●

ライフポート西洋
防災ハンドブックを作成

東急コミュニティー
震災対応支援を推進

全管連　新管理ルール検討会に意見書
標準管理規約の６パターンは過剰

◀『災害に負けないマンションライフ』
　A5判25ページ

T│O│P│I│C│S

ラインが止まった場合の対

処、備蓄品、マンションで

の避難生活などをまとめ、

家族や近隣住民、管理組合

で自助・共助ができる仕組

みづくりの一助とする。
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津波によって1階住戸が壊滅状態になった宮城県石巻市の
団地。団地内に仮設トイレなどが設置されていた

11月14日～16日、東京ビッグサイト・東ホールで行われ、P・C・
Gテクニカが出展した「ジャパンホームショー2012」の展示会場。
3日間の総合計来場者数は約3万3000人

　前号の文末に「100戸のマンションで水漏れ事故が１件

起きたとすると、他の99戸で同じことが起きてもおかし

くない」と書きました。

　このような現状で、今、最も懸念されるのが地震です。

地震列島といわれる日本では、年間に有感地震が約1000

回も発生しています。

　しかも日本で100年間に起きた大規模地震は、国土のほ

ぼ全域で発生しています。2011年東日本大震災が起こり、

東北、関東の東日本一帯に大きな被害をもたらしました。

　マンションの古くなった排水管はねじ込み部分や、台

所系統、分岐部が非常にもろくなっています。特に分岐

部付近は長年の清掃時におけるジェット洗浄で、管内が

削れているケースが多く見受けられます。

　また、配管は床や壁に固定されているため、地震の衝

撃や揺れに耐えきれず、破断してしまいます。小さな地

震が起きるたびに、パイプは痛めつけられているのです。

　地震時のライフラインにおいて、飲み水＝給水管の心

配をする方が多いようですが、実は気をつけなければい

けないのは、むしろ排水管です。

　給水管がダメになっても給水車や水を買うことで当座

はしのげます。しかし、排水が使えなければ、生活その

ものができないのです。

「マンションでは排水管が
壊れたら生活できない」

　とくにマンションで排水管がダメになり、水漏れが起

きれば、台所、お風呂、水洗トイレのすべてが使えなく

なります。

　仮に自宅が大丈夫でも、階下とのあいだの排水管に破

損が起こり、そこから汚水が流れていけばたいへんです。

　しかもこれが同時多発するわけですから、とんでもな

いパニックが起きてしまいます。

　阪神・淡路大震災では、埋設した下水管に大問題が起

きました。新しい管も古い管も関係なく、つないであっ

た管は折れ曲がり、地面に飛び出して使えなくなりまし

た。

　そこへそれぞれの家で流された排水が行き場を失い、

吹き出し、大問題になりました。大災害ではこれだけの

問題が起きているのです。

　ちなみにこのとき、FRPライニングで施工した下水管

には問題が起きませんでした。詳しくは後の号で記述し

ますが、古い下水管の中にFRPでもうひとつのパイプを

作る「反転工法」を採用していたのです。

　その実績を受けて現在、国土交通省はこの工法を各市

町村の下水管更生工事に奨励しています。

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

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

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
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全面塗装、築41年で3回目
建物維持管理計画は念入りに
　コーポ海老名は全面塗装仕上げのマンションで、築
19年目の平成２年にはじめて大規模修繕工事を実施。
その後、平成14年（築31年）、今回の24年（築41年）
とすでに３回の大規模修繕工事を経験した。この間に
も13年（築30年）に給水管更生工事、18年（築35年）
に排水管更新工事を行い、今後は給水管の更新を視野
に入れるなど、建物維持管理に対する積極的な計画、

実施を繰り返している。
　ただ、工事に取り掛かるまでの協議は慎重だ。各部
位の現況調査・診断を実施し、その調査結果に基づい
て修繕時期や修繕方法を決めていく。
　今回は４年くらい前から建物妻側の壁から雨水の漏
水がみられた。昨年11月より調査をはじめ、約６カ月
の工事の検討・協議時間を設けて、今年９月末から着
工している。
　今回の工事で施工側から気になった点は、東日本大
震災の影響がいまだに残っていたこと。工事自体への
直接的な影響はなかったが、やはり足場の搬入が遅れ
る、塗材・建材の搬入が遅れることがあった。
　とはいえ現場
で は、 竣 工 は
来年２月予定と
なっているが、
正月前の足場撤
去を目指して工
事を進めている
という。

　File Data. 42　神奈川・海老名市／コーポ海老名管理組合

管理組合

屋上は塔屋と笠木のみ施工し、屋上面は
状態の良さから修繕を先延ばしにした

モルタルの浮き部分にはエポキシ
を注入して補修する

躯体のひび割れ個所等をマーキング

目地の役目をしていなかった個所について、
建物の揺れなどを吸収できるように改善した

工事データ
○工事名／コーポ海老名大規模修繕工事　○建物概要／ 1981（昭和56）年３月竣工・RC造・１棟・地上11階建て・76戸＋集
会室　○発注者／コーポ海老名管理組合　○設計・監理者／㈱建物保全センター　○施工者／シンヨー㈱　○共通仮設／直接仮
設（外壁全面足場組立）／躯体補修（ひび割れ・浮き・爆裂・欠損等）／内外壁塗装（受水槽、電気・ポンプ室、ガスボンベ置
場、階段室天井等）／防水（塔屋、屋上笠木、バルコニー、共用廊下、階段室、エントランス屋根・各所庇等）／シーリング（外
壁誘発目地の打ち替え等）／鉄部塗装（屋上、MB扉、各手すり、EV扉、パーテーション等）／その他　○工事期間／ 2012年
９月24日～ 2013年２月28日（予定）
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質問者：千葉・船橋市　管理組合役員
　　　　1971年竣工・22棟・５階建て・約480戸
質問内容：築40年を過ぎた団地で各戸の電気容量が30Aです。
電気容量の不足で不便を感じている住民も多く、電気容量アッ
プを希望しています。どのような工事が必要でしょうか？
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：住戸の電気容量アップを行う工事とはいえ、マンション
では共用部分の幹線系統・分電盤の交換が必要になり、管理組
合がリニューアル工事を実施することになります。
　ただし、住戸単位でのアンペア変更は電力会社への申し込み
が必要なので、希望しない住戸はアンペア契約を変更しなけれ
ば基本料金の変更もありません。
　まずは管理組合が、社会的ニーズに合わせた電気容量アップ
の必要性を把握し、リニューアル工事に関する区分所有者間の
合意形成をとることが大切です。
　続いてリニューアル工事ですが、具体的には下記のように「単
相２線式100v」の配線を「単相３線式200v」に変更します。
　「単相２線式100v」は電圧線と中性線の２本の線を利用する
ので、100vしか使用できません。
　「単相３線式200v」は、３本の電線の真ん中の中性線と上ま
たは下の電圧線を利用すれば100v、上と下の電圧線を利用す
れば200vの家電製品が使用できます。
　単相２線式から単相３線式に変更することによって、幹線

　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。

ケーブルサイズや分電盤のアンペア契約も各住戸最大30Aから
60Aまで使用できるよう変更することができます。
　また、古いマンションの住戸内分電盤３回路分の分岐ブレー
カーしかない場合がほとんどで、リニューアル工事により、
100v回路→５回路、200v回路→３回路の合計８回路とし、エ
アコンやＩＨクッキング機器などの家電品を増やすことができ
るようになります。
　ちなみにＷ（消費電力）＝Ｖ（電圧）×Ａ（電流）という式
を参考に、30Aの契約でどれだけの家電品を使えるでしょうか。
　 照 明 器 具（100v×1A＝100W） ＋ 冷 蔵 庫（100v×1A＝
100W）＋エアコン（100v×5A＝500W）＋電子レンジ（100v
×15A＝1500W）＝2200W（100v×22A）
　上記の状況で1500Wの電力を消費するドライヤーを使用す
ると3700W（100v×37A）となり、30Aオーバーでブレーカー
が落ちるという仕組みです。

大規模修繕
＋

設備改修

設計コンサ
ルに質問します !

○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。

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

質問・相談について

東京電力から電力を引き込む引込開閉器盤はヒューズ式（写真左）
からノーヒューズタイプのブレーカー式に更新

3回路の既存分電盤（左）から改修後は漏電ブレーカー付き8回路（最
大60A）に。漏電遮断機も設置
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●営業本部　　●工事本部　　●海外工事部
●北関東支店　●東関東支店　●関西支店
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　 ◆ 新 聞 で 民 生 委 員 が
減っているという記事に
目がとまりました。
　私は500世帯が住む団地
の民生委員を30年以上続
けてきました。
　新たに入居した世帯に
民生委員の存在はわかり
にくいようですが、地域

コミュニティーを語る上ではとても重要なことだと思っ
ております。
　幼児虐待など、家庭内の嫌な事件が相次ぐ昨今、ささ
いなことでも声をかけ合える関係をもっとアピールして
いきたい。せっかく同じ団地に住んでいるおつきあいの
間柄。「おせっかいばあさん」と呼ばれよう。
　それが本望です。（三鷹市・70歳・女性・主婦）
　◆東日本大震災を機にわが家でも近所のホームセン
ターで「防災グッズ」なる商品をいくつか購入し、防災
対策に取り組もうと行動した次第です。
　建物自体の「耐震診断」や「耐震補強」は専門的で費
用と時間がかかることが多いですが、いつ来るかわから
ない地震に対しては、居室内の家具転倒防止など、でき
ることから対策を立てることが必要だと思います。
　区分所有者が集まる機会にこうした「家具転倒防止金
具」や「ガラス飛散防止フィルム」などのサンプルを管
理組合が会場の片隅に展示するなどして防災意識の向上

を図ってみてはいかがでしょうか？（藤沢市・40歳・男性・
神奈川県職員）
　◆マンションの管理員業務を続けて18年になります。
　近年、マンション関連の法律が整備され、自分たちの
財産は自分たちで管理するということを学習する機会が
増えました。
　でも、まだまだ一般の住民は管理費を払っていれば誰
かがやってくれるといった「他人任せ」が現実です。
　このため、いろいろなトラブルがマンションのエント
ランスにあるこの窓口に持ち込まれるわけですが、修繕
工事の負担区分や共用部分での禁止事項等、管理組合の
役員を経験してはじめて「ああそうだったのか」と理解
していただけるケースが少なくありません。
　マンションに永住すると考える人が多くなったといわ
れるこのごろ。自分の部屋うちだけではなく、建物全体
を自分の住居として大切にしていこうという考えが常識
になっていくといいですね。（さいたま市・51歳・女性・
管理員）
　◆金曜の夜、近所の商店街内の一般家庭で火事があっ
た。幸い少しのケガですんだようだが、お家は全焼。と
ても気の毒で…。
　今朝（日曜）も湿度が35％！マンションは住戸が隣接
しているので、飛び火の危険が大きいのではないかと不
安がよぎる。住民同士、お互い火の元には十分注意しま
しょう。そう感じた週末だった。（東京都港区・28歳・女性・
会社員）

マンション生活の悩みから管理組合運営まで
「ひとこと言わせて！」
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おかげさまで創業109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

〒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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● 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

※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。

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

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へ̶。


