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東京・台東区／カーサ浅草桜橋管理組合

バルコニー打ち放し面はタイルを挟むようにデザイン

川沿い物件は強風に注意、
打ち放しデザインにも配慮
『隅田川花火大会』の打ち上げ台となる浅草桜橋の
すぐたもとに建つカーサ浅草桜橋は、隅田川からの風
の流れを考慮して設計されたという。
近隣への日照・通風の障害をできるかぎり軽減し、
配慮した建築計画によって、試行錯誤の末、2棟をＶ
字型配置とすることで居住者の快適性と、近隣環境の
保全を両立させた。
建物を14階と高層化することで建蔽率を52％に
おさえ、広々としたオープンスペースや豊富な植栽を
確保している。
川沿いの建物の注意点は強風。仮設工事は慎重に
行った。また足場は敷地奥側（隅田川側）から開始す
る必要があったため、足場の開始は隅田川の花火終了
後とした。
設計・監理は新築時の設計事務所である茜設計に委
託。建物はタイルと打ち放しを組み合わせた重厚なデ
ザインが特徴であり、大規模修繕工事では外壁の打ち
放しの質感維持が工事のひとつのポイントとなった。
打ち放し面の塗装はカラークリアー仕上げ。打ち放
しは爆裂・ひび割れが目立ちやすく、特に気を使った。
仕上げは現地で数種類の見本塗装を行って理事会との
協議の結果決定した。
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バルコニー打ち放し面の補修作業

施工を請け負ったアイピー 21の現場代理人は「東
京・下町の現場ですので、特に居住者への作業員の挨
拶は徹底させることに気を使いました。たとえお子様
であっても作業員が挨拶することで、理事会では高い
評価をいただきました」と話す。
工事終了後の竣工・引き渡しで、設計事務所、施工
会社はともに管理組合から感謝状を授与された。

工事データ
○工事名／カーサ浅草桜橋大規模修繕工事 ○建物概要／ 1996
年10月竣工・2棟・130戸・SRC造・14階建て ○発注者名
／カーサ浅草桜橋管理組合 ○設計・監理者名／㈱茜（あかね）
設計 ○施工者名／㈱アイピー 21 ○主な工事内容／共通仮設
／ひび割れ、鉄筋爆裂、欠損、外壁浮き等下地補修／内外壁他塗
装・鉄部塗装／建具廻り打替、目地等シーリング／屋上、バルコ
ニー床、共用廊下防水／その他…地下受水槽ピット補修、廊下照
明器具更新など ○工事期間／ 2009年7月～ 12月

電波障害対策のための施設のデジタル化へ
め 施設 デ タル化
ル

国が新たに助成金を拡充
総務省は民間のマンションなどに置かれている受信障害対策共聴施設に対し、2月1日から助成
金交付の拡充を発表した。

受信障害対策共聴施設をデジタル化対応に改修する
または ケーブルテレビに切り替える

デジタル化で新たに受信障害となる地域に共聴施設を設置する

助成制度への問い合わせ

総務省テレビ受信支援センター

ナビダイヤル 0570-093-724

地デジ放送への問い合わせ

総務省地デジコールセンター

ナビダイヤル 0570-07-0101
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横浜／野庭第三住宅管理組合

建物の永続性を目的に修繕計画を立案、実施
築35年。住民の高齢化を配慮し、3回目の大規模
修繕工事は各棟のエントランスを手で押したり引いた
りするスイングドアから、自動ドアに変えた。
もっとも、
管理組合の最重点事項はコンクリート等、
躯体の保全・下地処理、長期修繕計画は平成元年、管
理組合の自前で作成した。建築関係の仕事に従事して
いる住民に参加してもらい、管理組合の中に技術者集
団を構成している。
管理組合の方向性は「建て替えを視野に入れず、建
物の永続性を目的に修繕計画を立て、実施すること」
と石河雅司理事長は話す。
今後は共用廊下の照明のLED化を計画。電気代60％カットを目指すという。
業者選定にあたっては、競争入札通じて、12年前に施工業者に選んだ大規模修繕工事の実績から、再度㈱アー
ル・エヌ・ゴトーを選択した。
石河理事長は「塗装工の養成を自前で行っているなど、流れの職人を使わないところが信頼できる。施工レベ
ルが高く、施工中の住民への挨拶ができる職人層の評判は高い」と
話している。
工事以外の管理組合の取り組みとしては、住民の高齢化から、
24時間セキュリティーサービスの導入を検討。独居老人の見守り
を念頭に、専有部分の火災保険の充実、水まわりや建具の不具合へ
の対応など、専有部分のトラブルにどう対応していくかを今後の課
題にあげている。
工事データ

施工前の外装

施工後の外装

○工事名／野庭第三住宅第3次外壁改修塗装工事 ○建物概要／築35年・5棟・
300戸・SRC造・10階建て ○発注者名／野庭第三住宅管理組合 ○設計・監理
者名／㈱英綜合企画設計 ○施工者名／㈱アール・エヌ・ゴトー ○主な工事内容
／共通仮設／足場組立、解体／外壁下地補修等／シーリング／外壁塗装／防水／鉄
部塗装／その他…駐輪場その他外構部塗装・エントランス回りのグレードアップ
○工事期間／平成21年8月～平成22年6月末予定

施工前の各棟のエントランス

エントランスは自動ドアに改修

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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マンションライフライター

の

（般社）首都圏マンション管理士会
マンション管理に関係する公的機関や民間団体の紹介コーナー。管理
組合へのアプローチ、マンションへの取り組みをマンションライフライ
ター kitamiが活動拠点となる事務所やその他の現場にお邪魔します。

会の目的は会員のスキルアップと
管理士制度の啓発

か、本部にいろいろな専門委員会や研究会を設け多くの会員が
活動しています。研究会のテーマとしては判例研究や相談事例
研究など。特に相談事例などは、実際の経験を情報として得る
わけですから、会員同士の情報交換や現場での活用に役立って
います。
また、本部では月曜日から金曜日まで毎日マンション管理に
関する無料電話相談を受けています。さらに、月1回は法律相
談や技術相談会を無料で設けています。各支部では地元自治体
等と連携してセミナーや相談会を行い管理組合との交流を図っ
ています。
岡本理事長は管理組合に対して、
「自
分たちの財産を守り、快適な生活をお
くるためには、やはり多くの住民が管
理組合運営に関心をもっていただき、
そして携わってほしい」といいます。
「人任せではダメ。管理会社に任せて
いたとしても主体性を持ってほしい。
そしてマンション管理には専門的な知
識が必要なときもあるので、そのとき 神 田・ 昌 平 橋 ビ ル に あ
る事務所で岡本光弘理
にはいつでもマンション管理士を活用 事長が快く取材に応じ
してほしい」
。
てくれた

1都3県に16支部を置く首都圏マンション管理士会の本部
事務所はJR秋葉原駅電気街口から徒歩約4分のところにあり
ます。
本日取材に応じていただいたのは、理事長の岡本光弘さん。
快活ながらも終始にこやかで、やわらかい物腰の方という印象
を受けました。
その岡本理事長によると、「ここ数年、マンション管理士の
資格を得るだけでなく、その資格をちゃんと生かし、仕事につ
ながるよう努力している人が増えて来ている」そうです。
2001年12月9日に第１回マンション管理士試験が実施さ
れ、翌年11月15日、約200人の会員で当管理士会（初代理
事長・岡﨑泰造氏）がスタートした。2004年3月25日有限
責任中間法人、2008年12月1日一般社団法人の認可を受け、
現在は600人超の会員数を誇る。マンション管理士会の全国
組織である日本マンション管理士会連合会（全国約2,000人
が加盟）の事務局も担当している。
マンション管理士は宅地建物取引主任者や行政書士、1級建
築士などの資格と合わせて持っている人が多い。マンション管
理士は管理組合の規約改正や長期修繕計画の見直
しなどの個別の業務をサポートするものや、管理
組合と顧問契約を結ぶなどの継続的業務の受託な
ど少しずつ増えていることから、制度が徐々に定
着しているといえるかもしれません。
当管理士会の設立目的は大きく分けて2つ。一
つはマンション管理士のスキルアップのための研
修やサポート、他の一つはマンション管理士制度
の社会的啓蒙です。
今年2月27日、中央区銀座・ホテル銀座
研修については、本部では年10回、さらに各 ラフィナートにて第8回定時総会を開催
支部でもそれぞれ研修会を開いています。このほ

主な活動
1. マンション管理士制度の周知と啓発
2. 管理組合等を対象とするマンション管理士の紹介と顧問
契約のあっせん
3. 管理組合役員等を対象とする相談会およびセミナーの開
催、講師の派遣
4. マンション管理に関する国、地方公共団体、公益団体お
よび関連諸団体との連携と協力
5. 会員の資格向上のための研修会、研究会の開催

会員状況
会費規程

「マンション管理士として業務に携わっている正
会員の報告を聞く」といったテーマの座学研修会
などの他、管理会社の施設見学会も行っている

16支部・636会員
入会金：正会員10,000円
年会費：正会員16,000円

● 所在地・連絡先 ●
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-5昌平橋ビル3F
☎03-3256-6431 FAX 03-3256-6432
E-mail：info@kanrisi.org
URL：http://www.kanrisi.org
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耐震状況を把握して対策していますか？
川崎区のセソール川崎京町ハイライズ管理組合（築22年541戸）
は、地方企業の商品周知を目的に、新潟の㈱ティーエフサービスの広
報スペースを一時的に管理事務所の一画に設けた。
2004年10月に起こった新潟県中越地震を契機に、信越地方では
大地震に対する防災の意識が高まっている。こうした流れを川崎の管
理組合が「それをうちでも」と業者に掛け合い、専有部分を対象とす
る耐震グッズを並べて住民の耐震意識の向上を図るという。
現場販売は商品によって20－30％ OFFとなり、取り付けもサー
ビスで行ってくれる。
● ㈱ティーエフサービス
新潟県三条市一ノ門1-12-2
http://www.tf-service.jp

耐震、緊急避難セットなどを揃えている
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☎0256-36-5235

管理事務所の区画で販売の様子。現場販売は2、3割引
きで、取り付けサービスもOK

エコに配慮し、
「紙」を材料とした「e-サポート」 マンションはスケールメリットが生かせるた
も販売。材料が紙でも十分な強度がある
め、SALE、割引を行いやすい
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「建築設計」
「改修設計」「構造設計」「設備設

計」各専門技術者を有する総合設計事務所
大所帯を有する翔設計の事務所内の様子。左側に起立しているのが貴船社長

住み継ぎコンサルで、老朽化マンションも活性化へ
―今の改修設計事務所に求められているものは
コンクリートの中性化や塗料の選択についての改修技
術はもちろん必要ですが、新築の構造から耐震診断・補強、
設備系にも対応できる事務所が求められていると思いま
す。
本当に建物を知っている能力のある人が重要視される
のではないでしょうか。改修だけしかやったことない人
は、今後はあまり必要とされなくなるかもしれません。
翔設計では、20年前以上に当社で新築した物件のコン
サルを続けています。建物の造り、その後のライフサイ
クルの中で、どのようなアドバイスができるのか―構造
を知っている設計と、改修しか知らない設計とでは技術
的なレベル差があると考えます。
―工事による資産価値アップのポイントは
マンションの評価について、
（1）耐久性…躯体、外装、
内部共用部 （2）安全性…地震安全、避難安全、火災安全、
防犯 （3）使用性…外構設備、高齢者対応、電気・ガス
設備、給・排水設備 （4）快適性…時代適応、デザイン性、
生活環境、立地、の4つに分類し、このマンションには何
が必要か住民アンケートなどを交えてデータ化します。
これまでは耐久性や安全性が重要視されてきましたが、
昨今はそうしたものよりも、高齢者対応、電気・ガス設備、
デザイン性などの付加価値への要望が高くなっている傾
向にあるようです。
太陽光、LED、サッシの断熱性などの省エネ改修も当
然ニーズが高まっています。
あるマンションでは、若い世代を呼び込めるようエン
トランスや外壁の色を変え、同時に現住民のためにもと、
バリアフリー工事を実施したところ、売却価格が上がっ
た、
という例はいくらでもあります。現状を正しく認識し、
長所を生かして短所を減らすことが資産価値アップのポ
イントといえるでしょう。
―築30年を超えるマンションへの提案
当社では「住み継ぎを意識したマンション」への対応
にも力を注いでいます。
老朽化したマンションでも建て替えの話の前に、結婚

した子どもが親のマンションの別の部屋に住みたいと思
わせるような取り組みです。
中古マンションの売買状況をみると、購入者の60％以
上が、以前の住まいから近距離の物件を選んでいる結果
があります。
親族、友人、近隣住民など、マンションの事情を知っ
ている人が住むことによって、ローカルコミュニケーショ
ンを確立することができます。建て替えをしなければス
ラム化していくと思われたマンションでも、
「親族、友人
近住」という生活価値があれば、そこに人が住み、コミュ
ニティーが存在し、建物のスラム化を防ぐことができます。
これが今後のマンションの資産を考える上での長期的
な戦略といえます。当社は、そんな将来も視野に入れて
コンサルティングをさせていただいています。
●組織概要
株式会社翔設計
代表取締役 貴船美彦
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-15 鈴福ビル
☎03-5410-2525㈹ FAX 03-5410-2560
E-Mail：info@sho-sekkei.co.jp
URL: http://www. sho-sekkei.co.jp
●主な業務内容
（1）建築、環境の企画、開発（2）建築計画、設計、

監理（3）マンション大規模修繕コンサルティング（4）
既存建築物の調査、診断、改修設計、工事監理（5）耐
震診断・補強設計（6）建築事業に関するコンサルティ
ング
●社員数
正社員52人
●過去3年間の業務実績
■大規模修繕関係コンサルティング業務
2009年 約4,100戸
2008年 約3,000戸
2007年 約2,200戸
■設備改修関係コンサルティング業務
2009年 約1,150戸
2008年 約 610戸
2007年 約 480戸
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解説

大星 賞の

判例検証

不在区分所有者への協力金請求は、妥当
最高裁

自ら専有部分に居住しない区分所有者に対し、管理組合が管
理規約を変更して条文化した「住民活動協力金（戸当たり月額
2,500円）」の支払いを求めていた件で最高裁第三小法廷は1
月26日、
「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」な
どと規約変更の無効という不在区分所有者の主張を認めた控訴
を棄却し、「規約変更の無効をいう主張には理由がないことは
明らか」として管理組合による住民活動協力金の請求を認めた。
下記に事件概要と最高裁の判断を整理してみた。

事件概要
○当該物件は大阪市内・昭和40年竣工・4棟868戸
○組 合費は一律1万7,500円（管理費8,500円、修繕積立金
9,000円）
○役員は規約上の選挙規定により、本件マンションの居住者か
ら選任されるものとしている
○分譲後20年過ぎから賃貸住戸等が増加、平成16年ころには
約170戸が不在区分所有者の住戸となり、役員に就任しな
いなど管理に協力しないことへの不満が出るようになった
○平成16年総会で、不在区分所有者に対し、1戸当たり5,000
円の協力金の負担を条文化した管理規約等の変更を可決した
○総会後、不在区分所有者が所有する181戸のうち、17戸分
の支払いが拒否された
○管理組合は支払い拒否の不在区分所有者に対し、順次支払い
を求める訴訟を提起したところ、裁判所から協力金の額を
2,500円にする和解案が出された
○平成19年総会で、協力金を「住民活動協力金」として2,500
円の計上、役員の活動経費と報酬の支払いを条文化した管理
規約等の変更を可決した
○5人の不在区分所有者（専有部分数12戸）が和解案を拒否
した

大阪高裁（控訴審）の判断
▽規約変更では、不在区分所有者に住民活動協力金として月額
2,500円の支払義務を課すとともに、役員報酬や必要経費
の支給も認めることにしたものであり、そうすると、役員の
不公平感は報酬の支給により補てんされるということができ
る
▽不在区分所有者であるがために避けられない通信費等の出費
相当額程度を組合費に加算して負担させればよく、役員の報
酬や必要経費の財源として住民活動協力金を設けて負担させ
るべき合理的な根拠は認められない
▽したがって、規約変更は区分所有法第31条「一部の区分所
有者の権利に特別の影響を及ぼす」に該当する
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すすむ

賞 弁護士

◆大星法律事務所
◆東京都中央区銀座6-3-12 数寄屋ビル9F
◆TEL 03-3571-1138
◆著書：
『大星賞の不動産紛争Q&A』『施設
トップのためのわかりやすい福祉経
営』（共著）『住宅・設備をめぐる裁
判事件解説集』
（監修）
『PL用語辞典』
（監修）など

協力金請求事件
2010.1.26

おお ぼし

大星

最高裁の判断
◇本件マンションは規模が大きく、保守管理、良好な住環境の
維持には各区分所有者の協力が必要不可欠であるにもかかわ
らず、総戸数868戸中約170戸ないし180戸が不在区分所
有者の所有する住戸であり、規程上役員になることができな
い
◇不在区分所有者は役員になる義務を免れているだけでなく、
日常的な労務の提供などの貢献をしない一方で、居住する区
分所有者は本件マンションの保守管理、良好な住環境の維持
を図っており、不在区分所有者はその利益のみを享受してい
る
◇一定の金銭的負担によって居住区分所有者と不在区分所有者
の間の不公平を是正しようとしたことには、必要性と合理性
が認められる
◇本件規約の変更によって不在区分所有者が受ける不利益は、
住戸当たり月額2,500円であり、居住区分所有者が負担す
る組合費1万7,500円の約15％増しの2万円にすぎない
◇住 民活動協力金の趣旨に反対して支払いを拒否しているの
は、不在区分所有者が所有する約180戸のうち12戸を所有
する5人にすぎないことから、協力金の額も含め、規約変更
が受忍限度を超えるとまでは言えず、
区分所有法第31条「一
部の区分所有者の権利に特別の影響をおよぼすべきとき」に
該当しない

非協力者が増加傾向の現状
判決は大いに評価できる
本件は、管理組合の役員のなり手がなくなった昨今の事
情に対し、これを防止するため、協力金を上乗せすること
で役員の人材と報酬の財源確保を間接的な形とはいえ同時
に徴収できる画期的な判決として、大いに評価できるとい
えるでしょう。
本件の被告は不在区分所有者であったが、このような判
例の考え方をさらに前進させると、在住区分所有者であっ
ても、およそ隣り近所の居住者の名前も知らない都会型の
所有者や高齢化して役員を引き受けない所有者など、勢い
管理組合の運営には全く関心を示さない非協力者が増えて
いる昨今では、居住区分所有者と言っても不在区分所有者
と何ら変わらないと言って過言ではない。
そうなると、居住所有者でも不在所有者と同視できる人
にも管理費の増額を認めてよいか、居住所有者にも適用す
るか、また上乗せ額の割合（判例では15％）をどの程度ま
で引き上げることができるのか等が、今後の争点となって
くるのではないだろうか。
なお、国交省がすすめる「管理者管理方式」について、
国交省は管理費や修繕積立金の負担義務や使い方などを定
める管理規約の見本を示して管理者が主体的に管理するよ
う指導しているが、本判例が出た以上、一歩進めて、不在
所有者に対する協力金規定を定めるべく行政指導をすべき
ではないかと思われる。
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超高層マンション改修の手引

世界で一番やさしいマンション大規模修繕

外壁等大規模修繕工事の進め方
一般的に超高層マンションの定義はないが、本書では「20
階建て以上高さ60ｍ以上の建物」と定め、マンションリフォー
ム技術協会の超高層改修分科会（設計事務所、専門工事業者、
メーカー等で構成）が5年間の調査、検討、討議を重ねた成果
をまとめた。
基本的に低中層と超高層で大きく異なるのは、足場。45m
以上は枠組み足場の設置が難しいため、ゴンドラ足場を利用す
ることになるが、作業性や経済性に劣るので、それをいかに向
上させるかという課題がある。
また、超高層のための特殊な機械設備があり、豪華なラウン
ジなどの共用施設もある。修繕だけではなく、管理面からも超
高層のポイントを言及。超高層マンションの大規模修繕工事実
例は7件紹介していて、レアな事例もあり、とても参考になる。
（K-Yoshiki ）

110のキーワードで学ぶ20
著者のマンション大規模修繕研究会は、日本建築家協会
（JIA）メンテナンス部会を中心に大規模修繕工事に積極的に
取り組む若手建築家グループ。
本書はエクスナレッジ社の「世界で一番やさしい」シリーズ
とあって、本物の基礎知識や工事への心得をはじめに、大規模
修繕の流れ、どんな工事があるのか、また設備や耐震、グレー
ドアップ工事についても解説している。
見開きで、右側にタイトルと文章、左側は写真／図・表と、
わかりやすい編集・構成で、一般管理組合向けに仕上がってい
る。
初心者からマンション管理士などの専門職まで、基本中の基
本をふんだんに盛り込んだ、
「頼りになる1冊」といえること
ができる。
（K-Yoshiki ）

B5判156ページ
定価3,000円＋税
（般社）マンションリフォーム技術協会
技術委員会・超高層マンション改修分
科会／編集
（般社）マンションリフォーム技術協会
／発行
※一般書店での取り扱いはありません。
お 求めはマンションリフォーム技術
協会まで。
【問い合わせ】☎03-5289-8641

B5判240ページ
定価3,000円＋税
マンション大規模修繕研究会／著
㈱エクスナレッジ／発行
一般書店で発売中

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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マンション・ビルの水道工事、
配管工事、
大規模修繕工事、
マンション・ビル設備のリフレッシュは
スターテックにお任せください。 お客様のご予算・条件等にベストマッチしたプランをご提案
水道・配管工事でお困りの方はこちら→03-3739-8851 まで！
建物の配管工事、水道工事、大規模修繕工事ならスターテックまで

〒144-0052 東京都大田区蒲田3-23-8 蒲田ビル9階
TEL：03-3739-8851 FAX：03-5744-6133
st100@star-tech-kamata.co.jp
http://www.star-tech-kamata.co.jp/
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えっ !? 結局おカネの話？
今回は、管理組合のや
り方がちょっとひどかっ
た話です。
130戸、築12年目で初
めて実施した大規模修繕
工事。理事会は確かに頑
張りました。
一級建築士のコンサル
タントに設計・監理を依
頼し、十数社にのぼる施
工業者から見積もりを取り、5社に絞ってプレゼン、ヒア
リングを行いました。
結果、理事12人の満票で改修専門業者のA社に決定。
落札価格は1億1,500万円でした。
ただし、A社と契約を結ぶにあたって、理事会は「もう
ちょっとなんとかならないか」と金額面の値下げを求め
ました。最安値であったゼネコンのB社が1億円という数
字を出していたからで、それをA社の営業担当は後から知
りました。
でもとにかく満票で選定されたこともあり、A社の営業
担当は職人の人工数や数量の見直し、企業努力などによっ
て1億300万円にまで工事金額を下げ、管理組合に改め
て見積書を提出しました。
さて、その後、A社には管理組合からの連絡はありませ
ん。
2週間後、営業担当に「今回はご縁がありませんでした
…」という手紙が1通。
最終的に施工業者に決まったのは、プレゼン、ヒアリ

ングで0票だった1億円のゼネコンB社だったのです。
◇
見積もり合わせ、プレゼン、ヒアリングを行った上で、
満票で決まったA社が1億300万円までの金額を提示した
のにもかかわらず、施工業者は300万円の差で0票のB社
に決まりました。そしてA社への断わりの連絡は手紙が1
通のみ。
担当のコンサルタントは「最終的には管理組合が決め
ることなので、その決定がおかしいからといって、他の
業者を押すことはできませんでした」と語っています。
施主は管理組合ですから、どんな形でも施主の決めるこ
とが最優先となるというのです。
◇
結局おカネの話だけで決まるのなら、プレゼン、ヒア
リングをやる必要がありますか？
プレゼンをした業者はみんな労力と時間をかけて来て
いるのです。それを選定する管理組合のメンバーもせっ
かくの休日をプレゼン、ヒアリング、結果を検討する会
合に当てているのではないでしょうか。
そもそもサブコンよりゼネコンが最安値ってどう思
う？っていうのが世の常識なのに、何故こうしたことが
起こるのでしょう？
書類選考、見積もり合わせ、プレゼン、ヒアリングを行っ
た上で、最後に金額だけで業者を選定した管理組合。結
果的に施工中、施工後もあわせて満足な工事ができるの
でしょうか。
まあ乞うご期待!?くらい言っておきましょうか、今
は…。
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おもしろコラムもご覧ください！
http://zenken-center.com
毎月㈲日本ジャーナル社が発行する全国建物調査診断センターの生活お役立ち情報紙や
ホームページも覗いてみてください。そこには、おもしろコラムが満載です。
2010年4月号の目次
・金は持っている人の所に集まる

・キャベツの底力

・白い食べ物は肺を潤す

・地球儀にツバルを見る

・電子レンジ簡単レシピ「ロールキャベツ」
執筆は医学博士、管理栄養士、薬剤師、気象予報士、小説家など

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。

フェイバリット キューアール

新時代の夜明け !? パソコンでラジオを聴こう !

ヨシノアイコ

ラジオ局の社員だと時々、放送に出演する機会があります。そんな時、恋人や家族に
興奮しながら『○時にラジオに出るから聴いて！』などというと、後で『ラジオがザー
ザーいって聴けなかったよ、
ごめん』
と軽く謝られることが多々ありました。
しかし！ついに、そんな軽い言い逃れのできなくなる時代が到来しました。なんとイ
ンターネットができるパソコンさえあれば、
ラジオが聴けるようになったのです！
学生時代、深夜ラジオを聴いていたけど、社会人になって聴かなくなり今はラジオ受
信機さえ持っていない。聴こうにも雑音が入ってしまって聴く気がしない…などラジ
オを聴く意思があっても、
数々のハードルがありました。
でも今年3月15日からラジオ放送が番組もCMもそのまま、クリアな音質で聴ける
「IPサイマルラジオ」
が関東と関西地区で配信されています。
昔ハマっていたパーソナリティーを探してみるもよし。今気になっているアイドル
や作家を探してみるもよし。あのころの甘酸っぱい思いや、テレビでは語らないあんな
話こんな話を聴いて親近感がわくかもしれません
（幻滅するかもしれませんが）
。
しかも登録なし、
おカネもかからない。
家事をしながら聴けます。パソコンで仕事をしながら、ツイッターしながら、ショッ
ピングしながら聴けるのです。
文化放送ホームページの左上の
「radiko」のボタンをクリックしてみてください！

文化放送を聴くには…？
●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、デジタル
ラ ジ オ や イ ン タ ー ネ ッ ト ラ ジ オ、
ポッドキャスティングで聴いてみて
は？文化放送のホームページをご覧
ください。

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

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

配布先マンションデータ
千葉県
11.0％

埼玉県
13.8％

築25年 9.7％
築10年
20.6％

地域別 東京都

44.6％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
30.6％

築年別
築11年

築24年
9.4％
築23年
9.0％

17.7％
築12年
18.2％

築13年
15.4％
（2010 年現在）

●発行元：一般社団法人全国建物調査診断センター
●発行人：吉野笙一
〒104-0061 東京都中央区銀座7-17-5 永谷タウンプラザ703
TEL.03-6278-0424 FAX.03-6272-5468
tatemonochosa@gmail.com
http://www.tatemono-sindan.com
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