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「我々の家を直す工事だから」
理事長の言葉に住民みんなで協力
　栃木県小山市。駅前のにぎやかな街並みを抜けるとすぐ
に住宅街が広がる。運動場の広い規模の大きな小山市立小
山城東小学校に隣接する、８階建てのガーデンハイツ城東
の屋上に上ると、360度視界をさえぎることのない関東平
野にいることがよくわかる。
　平成９年に竣工したマンションは長期修繕計画の通り、
23年３月の総会で大規模修繕委員会を立ち上げた。ここで
委員長に選出されたのが鳥羽一行・現理事長。輪番制で次
に回ってくる理事会を見据えて、大規模修繕工事の陣頭指
揮をとることになる。
　工事計画を作成するにあたって鳥羽理事長が一番気にか

けていたことは「住民みんなが満足する工事にしよう」と
いうこと。
　工事を決めた総会、住民説明会で繰り返し「我々の家を
直すのだから、しっかりと工事関係者に協力しましょう」
と呼びかけた。
　現場代理人の岩浪正さんは「理事長の言葉が効いたと思
います。本当に協力的で工事をしやすいマンションでした」
と話す。
　足場組み立ての際、近隣に一時的な代替駐車場を探した
がなかなか見つからなかった。このとき、車を戸建ての庭
先に置かせてもらえるよう情報を持ってきたのが住民であ
り、「地元の人間じゃないとできない対応がたいへん助かっ
た」と岩浪さん。「工事中の苦情も一切ありませんでした」。
　工事会社に対する理事長の評価もすこぶる高い。「最初
は地元のゼネコンにしようかと思ったけど、やはり改修専
門は経験があって頼りになった。とにかくお知らせなど全
戸への連絡が小まめにやってくれる。これが一番大切」。
　苦情が表れないのも、コミュニケーションが図れていた
効果といえよう。
　エントランスの自動扉化、共用電灯のLED化、ノンスリッ
プの防水シートなど、外観に気を配ってきれいになったマ
ンションに住民みんなが満足のいく工事に仕上がったよう
だ。

　File Data. 45　栃木・小山／ガーデンハイツ城東管理組合

管理組合

エレベーター扉の仕上げを変更

鳥羽一行理事長（左）とイワサ＆M’sの
現場代理人・岩浪正さん

屋上はアスファルト防水の上にシート
をかぶせた

修繕委員会で外壁の色の説明を受け
る。このあと住民アンケートを実施

共用廊下の外灯をLED化。
省エネ効果に期待

共用廊下は滑り止め長尺シート防水を採用

●施工者
株式会社イワサ＆M’s
〒113-0034 東京都文京区湯島２-21-17 M’sビル
リニューアル本部　☎03-3813-7669
http://www.iwasa-m.com

工事データ
○工事名／ガーデンハイツ城東改修工事　○建物概要／ 1997（平成９）年６月竣工・SRC造・１棟・地上８階建て・83戸　 
○発注者／ガーデンハイツ城東管理組合　○施工者／㈱イワサ＆M’s ○主な工事内容／共通仮設（現場事務所、資材倉庫、廃
材仮置場の設置等）／直接仮設（建物外周足場・メッシュシート養生等）／下地処理（外壁・天井等の鉄筋爆裂、ひび割れ、
モルタル浮きの補修等）／共用外部仕上げ（共用外部壁・天井、バルコニー内壁・外壁、階段内壁・外壁、エントランスホー
ル壁、磁器タイル貼り替え等）／共用鉄部塗装／防水／その他改善・改良（LED照明への交換、エントランス自動扉化等）　 
○工事期間／ 2012年９月１日～ 2013年２月９日
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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的にマンション大規模修繕工事の設計・監理コン

サルタントは一級建築士事務所（設計事務所）に委託し

ている管理組合が多いようです。しかし、設計事務所の

大部分は「新築の建築物」を対象としており、「マンショ

ン大規模修繕工事」を専門にしているところはごく僅か

であるのが現状です。

　また、そんな少数の設計事務所でも多くの実績があり、

多くのノウハウを蓄積しているところはさらに少ないと

いうのが実態です。

　もともと修繕を専門とする設計事務所は会社規模の小

さなところが多く、大々的な宣伝や広告、PRをしていま

せん。ほとんどが口コミで知られる程度で、マンション

管理組合にとって圧倒的

に情報が不足しているの

です。

◇

　一般社団法人　修繕設

計会社紹介センターは第

三者としての立場で中立

に、客観的に業績等を参

考にしてマンションの修

繕設計のできる設計事務

所を選定し、管理組合に

紹介する機関です。

管理組合の皆様へ　設計・監理コンサルタントをご紹介します!!

　マンションの大規模修繕工事といえば、その時に輪番

制で役員になったみなさんは何千万円、何億円の修繕工

事を住民の代表として取り仕切ることになります。

　大規模修繕工事の実施には大きな責任とストレスがか

かり、次の代へ先延ばしにする人も少なくありません。

　設計・監理のコンサルタントという専門家を入れれば、

技術的な裏付けやコスト計算はもとより、役員の心理的

負担も最小限に抑えることができます。

　将来的に大規模修繕工事を計画予定の管理組合のみな

さまにはぜひとも修繕設計会社紹介センターを通して心

強い修繕工事のパートナーを見つけてほしいと願ってい

ます。

一般社団法人  修繕設計会社紹介センター

〒102-0045  東京都築地１−９−11−906
☎03−6278−8170　FAX 03−6272−5468

E-mail: tatemonochosa@gmail.com
URL  http://www.syuzensekkei.net

※ 紹介の申し込み時には下記の事項のご用意をお願いして
います。

⑴マンション名・住所　⑵築年数　⑶戸数・階数　⑷管理
会社名　⑸今までの大規模修繕工事の回数　⑹今後の大規
模修繕工事の予定　⑺現在、お付き合いのある工事会社ま
たは設計会社　⑻設計会社への要望等

問い合わせ先

大規模修繕工事新聞にメルマガ版登場 !
首都圏の管理組合役員限定、無料読者募集 !!先着

500名!
好評の「大規模修繕工事新聞」の役立つ情報をいち早く、あなたのメールに無料で
配信（随時）します。この機会に是非、ご参加ください！

登録（無料）は右記から → http://www.kenken.vc/index15.html

マ ン シ ョ ン 大 規 模 修 繕 工 事

専門家が入れば、コストも心理的負担も最小限に



4

●会社概要　株式会社アーツコンサルタント

●設　立　平成11（1999）年９月　●資本金　1,200万円

●所在地

　〒171−0022

　東京都豊島区南池袋２−13−８ タカセ南池ビル2F

　☎03−5958−5322　 FAX 03−5958−5323

　E-mail：info@artscon.com

●�主な業務内容

　�⑴建物の調査・診断⑵建物の耐震診断⑶大規模修繕工

事に関する設計及びコンサルティング⑷長期修繕計画

の作成⑸管理組合支援コンサルティング⑹建物の企画・

設計⑺建物の積算⑻その他上記に関連する業務

●社員数　22人

●過去3年間の業務実績

設計・監理コンサルティング

　2012年　17物件　41棟　1,699戸

　2011年　11物件　11棟　  669戸

　2010年　18物件　24棟　1,807戸

弁護士や税理士もあわせた
「マンションサポート協議会」も設置

　㈱アーツコンサルタントの特徴として「お客様（管理組合）
に一番喜んでもらえる」のは、やはり「積算業務」が主で「コ
スト管理ができる」ことが最大といえる。
　実は大規模修繕工事の設計コンサルタントで、積算がで
きる事務所は多くない。
　「積算」ができるコンサル会社という前提で管理組合から
発注される、建物診断、修繕設計、工事監理、さらには長
期修繕計画の作成をアーツコンサルタントでは独自に請け
負うことができるのである。
　新築２年目のかし診断にも管理組合とともに立ち会い、
客観的な診断が管理組合支援コンサルティングを位置付け
ている。
　こうしたことから、大規模修繕工事は管理会社や施工会
社任せではなく、管理組合主導として、善意の第三者とし
てアーツコンサルタントを勧める声は少なくない。
　志岐社長は、マンション改修に特化した「マンションサ
ポート協議会」の理事長にも就任。建築だけでなく、設備
改修、耐震診断など、建物の劣化状況をよく見極めて工事
の提案をするという。また、弁護士や税理士などの専門家
もあわせ、マンション全体のサポートができる仕組みを構
成している。
　また、2014年４月から消費税が８％、15年10月から10％
になることで、長期修繕計画の見直しを依頼する管理組合

「コスト管理に強い」マンションリニューアル・コンサル会社

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
紹

介

第16回

工事監理＝仕様書通りの施工品質を確保して
いるか、施工状況を確認する　　　　　　　

重要な検査は管理組合役員等と一緒に行う 不具合がないか管理組合役員等に工事の
説明をしながら確認していく　　　　　

が増えている。長期修繕計画の見直しは修繕積立金の根拠
ともなり、簡単な対応はできない。
　いずれにせよ、アーツコンサルタントは、建物・設備の
劣化状況を把握して、急いで施工する場合か、否かを相談
できるコンサル会社である。

1級建築士事務所

  ㈱アーツコンサルタント

代表取締役　志 岐 祐 二 さん

1級建築士
オフィスは池袋駅東口徒歩7分。志岐社長（左）のもと22人のスタッフが働く
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　「配管替え」に比べて、P・C・Gマルチライナー工法な

ら工事費用は約半分、工期も１～２日間で済みます。

　しかも、保証期間は20年です。ちなみに「ライニング

工法」にはさまざまな種類があり、また費用・工期・保

証期間もさまざまですから、それぞれの特徴を知ってお

く必要があります。

　「ライニング」は古くなった配管を元通り、もしくはそ

れ以上に修復する「更生工事」のことです。排水管のラ

イニングには長く、塗布方式が行われてきました。この

方法はもともと30年ほど前から行われている給水管の工

法です。

　配管の内部にライニング剤（エポキシ樹脂）を吹き付

けて塗っていく、つまり、配管の内側をコーティングす

るものです。

　しかし、給水管のライニングは単に「鉄錆を止め、飲

み水が赤水にならないように防止する」のが目的でした。

ライニング層の厚さも0.3㎜以上と決められていますが、

水道水しか流さない給水管の場合はそれだけの厚さがあ

れば、十分にもつわけです。

　しかし、これは排水管が求められる「排水に対する耐

久性、耐震補強」とは目的がまったく違います。前述し

ましたが、排水管は時間経過とともに腐食し、だんだん

薄くなっていきます。さらに、マンションの排水管の縦

本管は、各階ごとにスラブ、床、壁で固定されているため、

地震の縦揺れ、横揺れによる、ねじれや衝撃などの影響

を受けやすくなっています。

　それを一番受けるのが、ねじ切り部や分岐部付近です。

また、古くなった排水管の内部はねじ、継ぎ手部分のみ

ならず、全体的にあばた状に腐食するピッチング現象を

排水管の「延命」と
「再生」は違う

起こしています（写真参照）。

　これでは、大地震がなくても塗布ライニングによるラ

イニング層が剥離してしまい、再び漏水事故が発生して

しまいます。つまり、穴のあいてしまった配管にとって、

塗布ライニングはその場しのぎ的な「延命」施工になり

がちなのです。

　ライニング前の不十分なスケール除去や、ライニング

剤の塗り残しなど、施工不良が見受けられるケースもあ

るのです。

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

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

あばた状に腐食した古い排水管の内部
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　築20年程度までのRC造の共同住宅を中心に、建物の現れる典型的な不具合・劣化の現象を部位
ごとに類型化し、約900枚のカラー写真と解説を加えた。
　監修者は、建物検査の専門会社である受託検査保証協会（本社東京・大場善和社長）。同社の資料
提供から不具合・劣化現象、検査時点の築年数など5段階に分けて対処法を紹介している。
　今後大規模修繕工事に取り組む管理組合にとっても、自分たちのマンションがどのレベルにある
のかを比較考量するための資料となりえる。

『マンションの不具合・劣化 総覧　～要注意・要補修の現象を見極める～』
B5判ソフトカバー・200ページ　日経アーキテクチャ／編　大場善和／監修　定価／ 3,800円（税抜）

新 刊 紹 介 『マンションの不具合・劣化 総覧
～要注意・要補修の現象を見極める～』

【ポリフィンが劣化しない理由①】
　コンクリートは熱によって伸縮します。特に屋上のコンク
リートは日中の太陽熱で膨張し、夜間収縮します。このような
動きを毎日繰り返しているわけです。伸縮を繰り返すことから
屋上防水材には大きな弾性が必要なので、使用できる素材は有
機物に限られています。
　ただし、有機物はセメント、ガラスなどの無機物と比べて分
子構造上の問題で耐候性が劣ります。
　では、既存の防水材の耐候性はどうでしょうか？
　耐候性が優れているかどうかは、炭素同士の不飽和結合（炭
素の２重、３重結合のこと）の量が目安となります。
　不飽和結合は化学的に不安定で、他の元素と結合して飽和構
造に変化しようとします。これが劣化として現れるのです。

◇
　現在、最も多く屋上防水で使用されている「アスファルト」
は天然物なのでさまざまな分子構造が存在し、不飽和結合が多
いロットほど早く劣化します。
　シート防水で用いられる「ポリ塩化ビニル」は製造時には不
飽和結合はありませんが、水や紫外線の影響で脱塩酸という現
象が起きると不飽和結合が発生し、連鎖的に劣化が起きます。

◇

　これに対し、ポリオレフィン系防水シートPOLYFIN（ポリ
フィン）を構成する飽和ポリオレフィン樹脂は人工的に不飽和
結合を取り除いたもので、不飽和結合が分子中に全く存在しま
せん。これが水、紫外線、熱などの劣化要因に影響を受けない
理由です。

【ポリフィンが劣化しない理由②】
　一般的に屋上で使用されているウレタン、ポリ塩化ビニル、
ゴムなどの防水材には、「弾性を増すための可塑剤」という添
加物が大量に混和されています。
　この可塑剤は水、紫外線、熱などの刺激により、防水材と分
離して表面に出てきます。この現象をブリードといいます。
　屋上防水材においては、可塑剤がブリードすると弾性が失わ
れ、収縮も起こります。
　POLYFIN（ポリフィン）は可塑剤等の添加物を含まず、特
殊飽和ポリオレフィン100％で作られているため、ブリードが
全く起こらず、経年による物性の変化は見られません。

◇
　これらが当社製品の25年保証を提供できる根拠となってい
ます。

ポリオレフィン系防水シートPOLYFIN（ポリフィン）

25年保証の屋上防水シート POLYFIN
長期保証の理由は高耐久性

解説・・・なぜ劣化しないのか !?
カスタージャパン㈱　代表取締役　尾 崎 晴 彦
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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。
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リフォーム・既存住宅売買保険事業室

　大規模修繕工事を対象とする大規模修繕工事瑕疵（か
し）保険を手がける㈱住宅あんしん保証（安藤浩社長）
は昨年12月、建設塗装工事業界で日本唯一の全国組織で
ある「一般社団法人日本塗装工業会」と大規模かし保険
の取り次ぎ業務を提携した。
　同工業会は「最近、発注者である管理組合から会員会
社に対し、大規模かし保険に加入するようリクエストさ
れるケースが増えている。このため、会員会社が保険加
入の手続きをスムーズにできるように工業会として取り
次ぎ業務を整備する」と話す。
　また「瑕疵担保責任が補償されれば、管理組合の安心
につながるだけではなく、管理組合が工事会社選定時に、
工業会の会員工事会社を選定する環境ができるので心強
い」とも。
　管理組合の要望に幅広く応える体制、会員会社のサポー
ト、大規模かし保険の活用度アップなど、今回の業務提
携は各方面へ大きなメリットがありそうだ。

　㈱住宅あんしん保証は１月、大規模かし保険に「タイ
ル剥落特約」を新設した。
　従来の大規模かし保険は、外壁改修工事（タイル張替え、
目地改修工法、樹脂注入工法等）を行った場合、「雨水の

浸入を防止する部分に対する工事」として保険の引き受
けを行ってきた。
　ところがこの場合、工事完了後にタイルが剥落しても
下地部分である外壁が防水性能を満たさない状態でない
と保険金の支払い対象とはならなかった。
　管理組合、設計会社、工事会社から、「タイルが剥落し
た場合でも保険金を支払える保険商品としてほしい」と
いう要望が多く寄せられたため、「タイル剥落特約」の認
可を取得し、１月18日から発売を開始した。
　工事完了後に工事実施部分のタイルが剥落した場合で
も、住宅あんしん保証が修補費用等を保険金として支払
うことになる。

◇
　「タイル剥落特約」は、保険期間５年タイプ（タイル張
替え、目地改修工法、樹脂注入工法等）と保険期間10年
タイプ（ピンネット工法、乾式タイルカバー工法、乾式
サイディングカバー工法等）の２つのタイプがあり、工
事内容により保険期間が決定する。
　昨年、外壁タイル等の劣化・損傷の対策のために、マ
ンションにおいて行われる「特定建築物定期調査の定期
報告」にて、「外壁全面打診」が必要となった。これによ
り剥落の危険性が判明しやすくなり、今後はタイル剥落
防止工事が増加する。
　「タイル剥落特約」の新設について住宅あんしん保証の
担当者は「タイル剥落特約付きの大規模修繕工事瑕疵保
険に加入することで、管理組合・設計事務所・施工業者
にとって、瑕疵保険の利用価値がアップするものと思わ
れます」と話している。

住宅あんしん保証
日本塗装工業会と業務提携

大規模かし保険
タイル剥落特約を新設

名　称 一般社団法人日本塗装工業会

所在地
〒150-0032
東京都渋谷区鴬谷町19-22（塗装会館３階）

連絡先 TEL. 03-3770-9901　FAX. 03-3770-9980

設　立 昭和23年　任意団体日本塗装工業会として発足

正会員 約2,500社

URL http://www.nittoso.or.jp

タイル剥落特約を付保することにより、より安全な工事が期待
できる。保険への加入は施工業者が契約者となる

大 規 模 修 繕 工 事 瑕 疵（ か し ）保 険

管理組合からのリクエスト急増！
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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

リフォーム専門業者だからできる
きめ細かいサービスをご提供します。

プランニングから施工・アフターサービスまで
真心を込めて対応させていただきます。

株式会社 トータルリフォーム
本　　社：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-20-13 花園公園ビル7F　　0120-406-341
千葉支店：〒273-0033 千葉県船橋市本郷町475-1 石井ビル3F　☎047-332-4440
横浜支店：〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町4-65 ポラリス9Ｆ　☎045-680-0568

・建物工事の設計、施工、請負及び監理
・建物の調査、診断、改修工事の設計
・建物、構築物の外壁工事、塗装工事、防水工事
・内装仕上工事業、その他

事業内容
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　マンションのベランダ
からの受動喫煙は不法行
為であるとして、階下の
住民を相手に150万円の
損害賠償を求める訴訟を
起こしていた件で名古屋
地裁（堀内照美裁判官）
は12月13日、 階 上 住 民
の精神的損害を認めて

５万円の支払いを命じた。判決は確定している。
　被告側は「マンションの規則でベランダでの喫煙
は禁じられていない」などの理由で「違法性はない」
と反論したが、裁判所は「他の居住者に著しい不利
益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為
に当たる」と認めた。

◇
　階上住民は70代の女性で、2010年５月ころから階
下の男性住民（60代）にベランダでの喫煙をやめる
よう求めていた。階下住民は階上住民の訴えのみな
らず、回覧板や掲示板へ管理組合が注意を促したが、

「ベランダで喫煙を禁じるルールはない」などといっ
て喫煙を続けた。

◇
　愛煙家の肩身がいっそう狭くなる判例が出たが、

問題は喫煙そのものよりもやはりマナーの良しあし
についてといえそうだ。
　階上住民は「再三にわたって喫煙をやめるよう要
請をした」としているが、階下住民はそれには配慮
せずに喫煙を続けた。管理組合が注意喚起を行って
も行動は変わらなかったようで、階下住民の喫煙は
結果的に「不法行為」と判断された。

◇
　マンションは共同住宅なのだから、お互いの気遣
いが必要である。こうした気遣いができないようで
あれば、共同住宅に住む資格はないといえるだろう。
　ルールの有無を掲げる前に、まずはマナーや節度
を保った生活態度かどうかに気をつけたい。

12月13日名古屋地裁　ベランダ喫煙に賠償命令

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

ベランダの喫煙に対する判決例が出たのは名古屋地裁が初めて
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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 7,000部

配布先 東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

（2013.1 改訂 3）

地域別 竣工年別東京都
47.5％

神奈川県
26.3％

茨城県0.3％
栃木県0.2％
群馬県0.2％

宮城県1.3％

埼玉県
12.9％

千葉県
11.3％

1977年 6.7％

1978年 9.0％

1987年 6.2％

1988年 9.5％

1998年
17.6％

2000年
17.9％

1999年
16.9％

2001年
16.2％

本紙は、首都圏を中心とした
約7,000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


