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管理組合
File Data. 47

横浜・金沢区／ S 住宅マンション管理組合

受水槽を撤去、直接各戸の蛇口へ
75mm増圧ポンプで直結増圧化
横浜・金沢区のS住宅マンション管理組合で、地域の管
理組合向けに給水直結増圧化工事の見学会を行った。当日
は８管理組合約20人が参加した。
近年、各地方自治体では、給水方式を直結増圧化できる
建物の範囲を拡大している。これにより、大型団地での直
結増圧化も可能になり、採用事例が増えている。事例の管
理組合はこうした規制緩和を受けて施工した大型物件であ
る。
横浜市など水道事業者の給水システムに対する動向によ
り、給水工事の傾向は変動する。近年では、新築から直結
増圧方式のマンションもあるが、高経年マンションでは受
水槽、高架水槽方式が主流。横浜市のように対象範囲が広

地域の管理組合向けに工事見学会を実施。
当日工事概要を説明する修繕委員長

そのメリットからもっと拡大していくと考えられる。
◇
管理組合では、多発する漏水事故などによる給水管改修
の必要性から「計画修繕委員会（給水システム）
」を設置。
受水槽（加圧給水）方式から直結増圧給水方式に変更する
方針を採択した。
主な理由は①修繕計画によると、将来、受水槽、加圧ポ
ンプ設備の更新に約1.5億円の支出があること②受水槽、加
圧ポンプ設備の維持管理費が現状で年300万円支出してい
ること。直結増圧給水方式に切り替えると、①②の支出が
節減できることになるのだ。また、受水槽跡地には6台分
の駐車場が確保でき、管理組合収入となる。不要となる大
きなポンプ室も取り壊して駐車場に改修することも理事会
案として考慮中という。

75mmの増圧ポンプ。小型化してスペースも取
らないが、この1台で200戸まで給水ができる

工事の概要
・工事名：横浜・金沢区A住宅直結増圧化工事
・建物概要：築24年・13棟362戸＋集会所
・主な工事内容：
 老朽化した共用部分の給水管をステンレス管に交
換するとともに、加圧給水方式から直結増圧給水方
式へ給水システムを変更する
・工事期間：４カ月間
・工事費用：
 総額約9,000万円・戸当たり約26万円（管理組合
の積立金から全額支出）
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がれば、改修の際に直結増圧方式への給水システム変更は、

真剣に工事の情報収集する参加者たち。実際
にみると、工事内容もわかりやすい

直結増圧給水について
メリット
●水道本管からの水が直接供給されるため、より清潔
な水の供給が受けられる
●受水槽等の清掃がなくなり、ポンプ点検などのメン
テナンス費も大幅に節減できる
●ポンプの小型化で電気代が節減できる
●受水槽跡地を駐車場などに利用できる（管理組合の
駐車場収入が増える）
デメリット
●受水槽を使用しなくなるため、災害時の飲料水の確
保ができなくなる
●水道本管の断水時には、マンションも同時に断水と
なる

●●●●●●

外壁の防水改修って何 !?①

●●●●●●

アロンアルフアの東亞合成

トータルメンテナンスの提案・
マンションの長寿命化と資産価値の保持
コンクリート劣化
最大の敵は雨水

タイル仕上外壁・
ひび割れは繰り返す

大切な資産であるマンションを長期にわたって良好な

タイル外壁の大規模修繕工事では、薬品洗浄と傷んだ

状態に維持するためには、鉄筋コンクリートの劣化を防

タイルの張り替えを行うのが一般的。長年しみついた汚

止することが重要である。そもそもコンクリートは経年

れは、強い薬剤や高圧水での洗浄を行い、更に研磨材で

劣化やひび割れの発生が宿命である。

表面の汚れを削り取る。

劣化の原因は、空気中の炭酸ガスによる中性化、海岸
近くの飛来塩分による塩害など様々。
コンクリートは夏冬・昼夜の温度差や乾燥湿潤により、
膨張・収縮を起こすことでひび割れが生じる。そこに雨
水が入り込むことによって鉄筋が錆び、爆裂・剥離など

これは、タイルの表層とタイルの目地モルタルを一層
傷つけ汚れの付着と雨水の浸入が起こりやすい状態をつ
くり出す。劣化の根本治療に
はなっていないのだ。
放置すると、ひび割れや劣
化した目地モルタルから雨水

が起こるわけだ。
また、マンションで発生する雨漏りは屋上より外壁で

が浸入し鉄筋の腐食や、大き

多く発生している の が 実

な事故となるタイルの剥落を

態。
これは外壁に対し防水・

招くこともある。

保護をするという発想がな
いためだ。建物を劣化させ
ないためには、雨水をコン
クリートに侵入させない外
壁防水が必要。

外壁の汚れを高圧洗浄
によって落とす

外壁修繕にも防水で
トータルメンテナンス
では、雨水が入り込まないようにするためにはどうし

劣化による剥落

たらよいか。
そこで東亞合成㈱が開発した、外壁修繕工事の仕上げ
に塗膜防水材で建物全体を覆う工法に注目したい。
屋上防水だけではなく、外壁も塗膜防水材で改修する。
つまり、屋上・外壁を一体とした建物全体を防水材で覆う、
「トータルメンテナンス」という提案である。
この「トータルメンテナンス」こそ、マンションとい
ひび割れの例

鉄筋の錆汁と白華現象
（エフロレッセンス）

う建物の長寿命化をはかるコツであり、これからの資産
価値保持のあり方といえるのではないか。次号では具体
的な方法を紹介する。（つづく）
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こ れ か ら の 大 規 模 修 繕 工 事 を 考 え る

資産価値の向上 ～エントランス内外改修編～
これからのマンション大規模修繕工事を考える
場合、経年による老朽化のほか、社会的老朽化や

改修前

改修後

居住者の高齢化への対応が課題にあがる。単なる
維持管理でなく、グレードアップの必要なものは
何か。
実際の事例写真をもとに、参考としていただき
たい。今回はエントランス内外改修編。

改修前

改修後

植栽して緑地帯を整備。エントランスの庇をステンレス化し、外壁面を
シート状の石調仕上げで改修した

改修前

改修後

メールボックスを更新し、壁面に石調状シートを採用。メールボックス
の下に荷物置き場を新設し、利便性をアップした

改修前

改修後

階段をなくし、スロープを設置。手すりを設けてバリアフリー
化を図った
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ピロティ部分への風雨の吹き込みに対して暴風スクリーンを新設。庇は
アルミ板・ルーバーのデザインを施した

改修前

改修後

エントランスホールのグレードアップ。天井や内壁等の内装、照明、建
具などを改修・更新。従来の暗い払拭し明るいイメージにした

改修前

改修後

メールボックスの交換、照明器具の更新、壁面に石調タイルを採用し、
高級感を演出した

改修前

改修後

スロープを設けるスペースがない個所には昇降機を設けた

全国建物調査診断センター地方活動第１弾！
福 島 ・ い わ き 市 民 住 ま い 講 座

「初めての住宅外壁・屋根塗り替えセミナー」
いわき産業創造館ラトブにて開催
一般社団法人全国建物調査診断センター（吉野笙一理
事長）は地方活動の第１弾として、福島・いわき市民住
まい講座を開催している。
塗装工事の正しい知識さえ知っていれば、トラブルを
未然に防ぐことができる。この講座では「賢い業者選択
の判断基準」「塗料選択の知識」
「塗装見積書の見方」の
ポイントについて、だれでもわかりやすい説明を行う。
●日時：５月25日㈯  14：00 ～ 15：30
●会場：いわき産業創造館ラトブ6F
（福島県いわき市平字宇田町120）
●講師：志賀晶文・全国建物調査診断センター理事
（放射線取扱主任者）
●定員：15人
お申し込みは電話、FAX、Eメールで今すぐ！
0120-4116-99 FAX. 0120-1683-70
Eメール shiga@mtf.biglobe.ne.jp
●主催：一般社団法人全国建物調査診断センター
●共催：い わき商工会議所、福島民友新聞社、テレ
ビユー福島、いわき民報社、ラジオ福島、
福島民報社、いわき市民コミュニティ放送
●協力：志賀塗装株式会社

●営業本部
●北関東支店

●工事本部
●東関東支店

おかげさまで創業

塗装見積書の見方などをテーマに講演する志賀晶文・
全国建物調査診断センター理事

アイコさんの
パリ編

マンション事情

パリ左岸にある高級住宅街・セーブ
ルバビロン駅近くのアパルトマンです。
パリでは１階部分がお店になっていて上が住居になっ
ていることも多く、こちら
の１階部分は高級お惣菜屋
さんになっています。
大規模修繕工事の準備で
足場を組む様子は日本と変
わりませんね。

●海外工事部
●関西支店

109年

〒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

http://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jp
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修繕設計会社紹介センター 設計・監理コンサルタントの紹介
3月末までに問い合わせ90件、紹介30件超
一般社団法人 修繕設計会社紹介センターは昨年（2012年）
10月に発足し、３月末で半年を迎えた。この間の問い合わせ
は90件を超え、実際に紹介に至った件数は30件を超えている。
実際の流れは下記のとおり。
管理組合から電話やFAX、メール等で問い合わせをいただき、
管理組合が思い浮かべる設計コンサルタントの希望を聞き、そ
の上で２，
３社を紹介。その中から管理組合が選択する。
管理組合の希望で多いものは、
・小さな物件でも対応しても
らいたい・都心から遠くても大丈夫か・管理組合員を説得でき
る能力がある人をお願いしたい・工事会社と結びつきがない人
を紹介してほしい、など。
◇
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ある。

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をしていない。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。
こうした現状から、「将来的に大規模修繕工事を計画予定の
管理組合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」としている。

問い合わせ先

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

関西ペイント
マンチェスター・ユナイテッドと
スポンサー契約
関 西 ペ イ ン ト 株 式 会 社 は １ 月18日、 イ ギ リ ス の サ ッ カ ー ク ラ ブ チ ー ム
『Manchester United Football Club Limited』（マンチェスター・ユナイテッド）
と３年間の公式スポンサーシップ契約を締結したと発表した。
マンチェスター・ユナイテッドには現在、日本代表の香川真司選手が所属す
る世界でも有数の人気チーム。
関西ペイントは日本、アフリカで最大シェアを獲得する塗料メーカーで、主
に自動車用塗料、工業用塗料、装飾用塗料、船舶用塗料、保護塗料などを開発、
販売。日本、アフリカ、インド、中国、ヨーロッパに計18オフィスを構えている。

マンチェスター・ユナイテッドの公式ホームページ
のスポンサー欄に関西ペイントのバナーも

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 ]
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☎

http://www.kansai.co.jp

高齢化、賃貸化で
役員のなり手がなくて困っている
相談内容
管理組合役員のなり手がなくて困っています。
現在は輪番制で回しているが、体調面の理由で辞退する人や
賃借人などが増え、決まった人に固定されてしまいがちになり
つつあります。
一生懸命やる人と、お気楽な人と、マンション内の意識差が
調和を乱すことにもなりかねません。
なにか解決方法はあるでしょうか。

回

答

多くの事例で役員を断る一般的な問題は、①住民の高齢化②
多忙を理由に理事を拒絶③賃貸人の増加と、相場が決まってい
る。
こうしたマンションの課題を把握した上で、取り組みたい問
題だが、解決策はたやすくない。
管理組合の役員、特に理事長になると責任や時間的な負担が
計り知れない。だからみんなが避けて通りたい道なのである。
ただし、だれもいないということの重圧から、覚悟を決めて
引き受けてくれる人もいる。
こうした人に対して、あの人が引き受けてくれたからいいや、
自分には関係ない、という人がいることこそが、役員を引き受
けた人たちが一番しゃくに障ることではないだろうか。
もちろん、仕方なく役員を引き受けたからといって、何の責
任も感じず、何の行動も起こさない人もいる。
マンションの管理運営、維持管理に意識があり、行動する人
は、何も行動しない人に比べると、同じ資産管理の上で大きな
不公平感があると思う。
一番の解決策は、この不公平感の解消ではないだろうか。
「役員報酬」「管理協力金」は、その最たる例といえる。

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

東海塗装株式会社
リニューアル事業部

マ ン シ ョ ン
管 理 運 営 相 談
エ ト セ ト ラ

①住民の高齢化
高齢者が高齢化の負
担を理由に辞退する
ケ ー ス で は、 負 担 の 少
ない役職を担当しても
らうなどの方法で説得
してみる。
ただし、高齢者一人による頑固な反対で議事が進まないケー
スなどもあり、見極めは必要である。
②多忙を理由に理事を拒絶
理事の資格を緩和する方向で管理規約を改定する。
（例）マンション標準管理規約
第35条
管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長○名
三 会計担当理事○名
四 理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下
同じ。
）○名
五 監事○名
２ 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合
員のうちから、総会で選任する。
３ 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選に
より選任する。

例えば、区分所有者の配偶者や、一親等以内の親族（親子）
でも理事になれるようにするなどと規約に加えることも可能と
する。
③賃貸人の増加
外部に住む区分所有者が増え、理事を引き受けないケースが
増えている。居住する区分所有者からみると、外部に住む人は
理事を引き受けることがなく、不公平感を感じる。
そこで「役員報酬」
「管理協力金」制度を検討する。
・
「役員報酬」は、国土交通省平成20年度マンション総合調査
によると、約19％の管理組合で理事への報酬（月額3000 ～
6000円）があると回答している。上記②に対しても有効。理
事になっても出席しない人もいるが、出席回数に応じて報酬
を支払う形が一般的なようだ。
・
「管理協力金」は、組合運営に参加できない外部区分所有者
などに対し、参加する人との不公平感を是正するとして管理
費に「管理協力金」を加えるようにする。現在、多くの管
理組合では電話代や郵便代の通信費を計上するところもあ
るが、責任や行動を負担することがないため、
「管理協力金」
の理解も増加している。
 ただし、お金を出せば、理事をしなくてもよい、管理組合
の活動に参加しなくてもいいと解釈されても困る。管理運営
はみんなで行うものだという理解は広報などで浸透させてい
くべきであろう。
※2010年１月27日、最高裁が不在区分所有者に対する上乗せ
管理費が適法とする判例を出した

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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Caution!

危険！足場の施工不良 倒壊事故の原因は!?

平成24年３月、埼玉・松山市のマンション大規模修繕
工事で足場の倒壊により、２人の児童の死傷事件が起こっ
た。埼玉県警は足場の設置を請け負った会社社長らをさ
いたま地検に書類送検した。
事故の原因は、足場と建物本体をボルトや金具で固定
するなどの倒壊防止措置が取られていなかったこと。労
働安全衛生法は、倒壊防止のため足場の根元の固定や、
建物側に穴を開けてアンカーを埋め込んでつなぐなどの
対策を義務付けている。
◇
足場の建材メーカー社長は「建物を養生シートで覆う
わけだから、少しの強風でも倒れないような対策はとら
なければならない」と話す。
「基本的には、ちゃんとアンカーを打て、ということな
んですが、それをやらない業者もいます」

作業員の一つひとつの作業が
危険を防ぐことになる

営 業 項 目
・足場工事一式
・メッシュシート各種販売
＜防災シート・防音シート・
シート結束ひも等も取り揃えております＞
・足場資材各種販売
・ステンレスアンカーピン・ラッセルネット・
土のう袋・トン袋・マスカーテープ等
＜その他いろいろ取り揃えております＞
是非お問い合わせください。
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一定間隔で壁つなぎ（アンカー）等を設けることになっ
ているが、その作業を怠っていることが事故の原因だと
いうのだ。
◇
では作業を怠る原因は何だろう。
「やはり、工事費用のダンピングです。費用が下がれば、
そのしわ寄せは下請けに回ってきます。下請け業者はア
ンカーの数、建材のレベル等で調整するようになるので
す」と建材メーカー社長。
大規模修繕工事の作業は大きな危険がつきまとう。危
険を回避する対応には元請け業者もしかり、発注者であ
る管理組合にも責任が及ぶ可能性がある。
いよいよ、管理組合も下請け業者の作業内容を知って
おくことが必要な時代になってきた。

高層マンションにはクレーンで
足場材をあげる

足場の確保があってはじめて、さまざまな
職人が安心して働くことができる

―日本、中国、韓国、フィリピン、インドネシア…
アジア各国で展開する建材メーカー

商標 2012-070052

株式会社 IWAMOTO
本社 〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央2-13-3 アートフランスビル4Ｆ
TEL.042-757-8094 FAX.042-757-8089
URL http://www.tobiiwamoto.co.jp E-MAIL: info@tobiiwamoto.co.jp

〒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

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。

事業内容
・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

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：〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3-9 横濱ビル6F ☎045-680-0568
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マンションライフライター

の

ひとことエッセイ

知らなきゃ損するマンション管理入門

資産価値ってだれのため？

マンションの資産価値が上がるとか落ちる―なんてことをよ
く耳にしますが、
「資産価値」ってなんでしょう？そもそもあな
たにとって、
「資産価値」って重要なことでしょうか。
「資産価値の９割は立地条件で決まります」
「眺望の優れた高層物件や共用施設が充実した物件など、

セールスポイントのある物件は値下がりしにくい」
「いく

らで貸せるのか、インターネットで家賃相場を調べるこ
とで収益力をみて、資産価値を推測することができます」
以上、とあるフリーペーパーからの抜粋です。
とはいえ、
「オレ、おととしから35年ローンです。70過ぎま
でここに住むんです」というアラフォーの既婚男性が僕の後輩
にいるのですが、その彼にとってみれば、フリーペーパーのい
う「資産価値」なんてまったく意味がない。売ったり貸したり
しなければ、資産価値は関係ないものね。
☆
そこで最近、はやりのワードが「居住価値」です。
横須賀のニュータウンにあるAマンション（300戸）では、新
築マンション特有の空き巣が多発しました。居住者同士、だ
れも顔見知りはいないのです。そこで「あいさつ運動」を開始。
今では防災活動やさまざまなサークルで住民同士がみんな顔
見知りになり、
「事実、同じニュータウンの他のマンションより
不動産屋での販売価格が上がっている」と分譲当時の理事長
が得意気に話しています。

川崎市のBマンションは、32戸の小規模物件。ここの理事
長も「実はね、昔の日本の村落って、だいたい30世帯ででき
ていたらしいよ。だから物事を決めたりするには30世帯くらい
がちょうどいいんですよ」と、これまた得意気。マンション内
で野球チームをつくったり、ゴルフにいったりしているそうです。
埼玉の奥地にある築40年の大型団地（700戸）では「ここ
に資産価値があるわけない」と割り切って、広い敷地を利用し
てりっぱな丸太小屋を作ったり、かまどを作ったり。また近隣
の川の掃除を行ったり。
「もはや生きがい」と理事長。団地内
の小修繕はたいがい管理組合で直してしまうそうです。そうし
て楽しんでいるうちに、不思議と若い世帯の入居が増加してき
たといいます。
☆
「終の棲家にしたい」と考えている人は、より積極的にコミュ
ニティーに関わるべきでしょうね。だって、
「うちのマンション
はいい」って得意気に話す人がいるんだもの。それなりの苦労
はあると思うけど、苦労に見合ったこともあるようですよ。
それこそ「居住価値」といえるのではないでしょうか。
仕事の都合などで、仕方なく転売または賃貸に出す方につ
いても「居住価値」が大事かもしれません。
なんてったって、
「居住価値」が「資産価値」につながるの
ですから。

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

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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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
〒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

リフォーム・既存住宅売買保険事業室
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