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「職人みんな非常に愛想がよい」
改修専門会社のポイントは住民評価
　長期計画修繕書を踏まえた１回目の大規模修繕工事とは
いえ、今回の実施は築11年目では大きな不具合もなく、予
防修繕として今後の建物維持保全に有効な設計・施工を目
的としている。
　着工１カ月前の平成24年６月16日（19時～）、17日（10
時～）に行った住民説明会にはそれぞれ約50人、延べ100
人以上が参加した。139戸としてはとても関心が高いマン
ションといえるのではないだろうか。
　工期は珍しく、盆と正月の両方を含めた７月～翌１月末
の約７カ月間。一般的には、真夏の暑い時期に養生シート
は耐えられない、正月くらいはシートを外してほしいなど
ということから、避けられがちな工期である。
　ところが施工会社からすると、繁忙期に下請けの協力会
社に発注すると会社・職人の選択の余地はなく、繁忙期
を除いた場合には良い職人を変えずに使用できるというメ
リットがある。
　規模の大きなマンションであれば協力会社の数も増え
る。協力会社や職人の数を増やせば工期も早く済むことに
なるが、今回は早く・安くではなく、少数精鋭の協力会社・
職人を集めたのだ。
　住民側からは「現場代理人が、工事に初体験で素人の住

門の工事会社と比して、改修専門会社のアピールポイント
が住民評価であることは言うまでもない。
　マンション管理がわかる工事会社であることがどれだけ
重要か。
　今後、この管理組合は地下１段、地上３段回転式で、「空
き」が増えた機械式駐車場の合理化を検討材料としている
という。

　File Data. 48　神奈川・横須賀市／ダイアパレス久里浜フローラルガーデン管理組合

管理組合

住民説明会に参加し、工事
内容を聞き入る住民

エントランス回りの状況

クレーン車による足場設置工事住民説明会において説明する
施工業者スタッフ

地下1階地上4階の機械式駐車
場。借り手不足から今後のあり
方を検討する予定

工事データ
○工事名／ダイアパレス久里浜フローラルガーデン大規
模修繕工事　○建物概要／ 2001（平成13）年３月竣工・
RC造・１棟・11階建て・139戸　○発注者／ダイアパレ
ス久里浜フローラルガーデン管理組合　○元請け管理会
社／コミュニティワン㈱　○施工者／㈱ヨコソー　○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）／躯体補修（外壁・天井等の鉄筋爆裂、ひび割れ、
モルタル浮きの補修等）／外壁洗浄／シーリング改修／
内外壁塗装／鉄部塗装／ベランダ床防水／廊下床防水／
屋上防水／その他建築雑工事、等　○工期／平成24年７
月17日～平成25年１月26日

民に対しても気さくに受け
答えてくれた」「工事の人
は怖いイメージだったが、
実際の職人がみんな非常に
愛想がよい」など、高評価
を受けた。
　マンション開発・新築専
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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

　 写 真 は、
パリのレ・

アール地区という繁華街から
すぐのアパルトマンです。上
階が住居になっていて１階部
分が店舗になっています。
　パリの中心部ですが、新宿のようなごちゃごちゃ感がある
地域に立地しているアパルトマンでした。
　レ・アール地区はその昔、有名な市場があり、「パリの台
所」と言われていました。現在は巨大なショッピング・モー
ル「フォーラム・デ・アール」が誕生しています。

アイコさんの

マンション事情
パリ編

新 刊 紹 介 マン管センター新刊『理事会運営細則モデル』

考に、理事会運営のルールを持った管
理組合が少しでも増えることを期待し
たい。

A4判／ 89ページ
定価2,000円（税込・送料別80円）
登録管理組合・「センター通信」購読会員は
割引価格 1,600円（税込・送料別80円）
発売：2013年4月23日
申し込み・問い合わせ先
　☎03-3222-1535（出版部）

　このたび公益財団法人となったマンション管理センターが
『理事会運営細則モデル』を作成、発表した。
　輪番制で役員が決まることの多い理事会で、その運営を適
正に行うためには、理事会運営等に関するルールを検討し、
できるだけ具体的に明文化しておくことが望ましい。
　マンション管理センターでの日頃の相談業務においても、

「理事会への不満」「理事会の役割・権限」などといった理事
会運営についての相談件数が数多くあるという。
　こうしたことから『理事会運営細則モデル』はマンション
標準管理規約の規定＆コメントをもとに作成された。

『理事会運営細則モデル』作成のポイント
　・理事会及び理事長等の職務
　・定例理事会の開催
　・理事会議事録閲覧等のルール
　・専門家及び専門委員会の活用
　・理事会活動の広報
　・新旧役員の引き継ぎ
　・役員候補者の選出方法
　・役員報酬等の支給
　例えば、マンション標準管理規約では「新旧役員の引き継
ぎ」に関する定めはないが、管理組合としては業務の継続性
を確保するために懸案事項や保管帳票等の引き継ぎは重要。
引き継ぎ業務を形骸化させず、実質的に行うためには理事会
運営細則等によって引き継ぎ時期、引き継ぎ内容等について
具体的に定めておく必要がある。
　『理事会運営細則モデル』では相談事例等をもとに各条文
にコメントをつけて、わかりやすい説明を加えた。本書を参
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スマートマンション導入加速化推進事業概要
［MEMSとは］

　MEMS（Mansion Energy Management System）とは、マン
ションの建物内で使用する電力消費量等を計測蓄積し、導入拠
点や遠隔での「見える化」を図り、空調・照明設備等の接続機
器の制御やデマンドピークを抑制・制御する機能等を有するエ
ネルギー管理システムのこと。
　本事業においては、MEMSアグリゲータが提供し、補助対象
として事前に登録を受けたサービス・システムをいう。

主な補助対象サービス・システム（平成25年5月13日現在）
サービス・システム

名称
コ　　メ　　ン　　ト

イニシャル
コスト

サービスコスト
（月・戸）

省エネサービス

東急コミュニ
ティー

エネルギー管理支援
サービス（仮称）高圧
一括受電併用プラン

管理会社ならではのコミュニティ単位や地域に合わせた
「日々楽しめるコミュニティ・ツール」で次世代のエネ
ルギーマネジメトを実現する新しいサー ビスを提供い
たします。

50戸
400万円～

400円～

・ 光や音声による省エネアドバイ
・ 家電の最適コントロール
・電力割引サービス
・ コミュニティー単位「見える化」

伊藤忠アーバン
コミュニティ

BB4Uエネルギー管理
支援サービス

長年に渡る集合住宅向けブロードバンド接続サービス、
スマートITマンション改修施工実績に加え、エネルギー
マネジメント/高圧電力一括受電サービスを一体となっ
て提供いたします。

価格未定 価格未定

・専有部見える化
・共有部自動制御
・デマンドコントロール
・電力割引サービス

長谷工アネシス
ＨＡ電力供給・管理支
援サービス

マンションを知り尽くした長谷工グループが高圧一括受
電とエネルギー管理により、安全・安心な暮らしをサポー
トします。

50戸
2,620万円～

300円
・見える化
・時間帯別料金
・共用部制御

アイピー・パワー
システムズ

電力一括購入
サービス＋

創業以来スマートメーターを標準装備した一括受電サー
ビスを提供しております。スマートメーターの設置・運
用実績は業界最大です。

50戸
350万円～

200円～
・見える化
・節電電力プラン

NTTファシリ
ティーズ

エネビジョンエネル
ギー管理支援サービス

電力会社から集合住宅向けに高圧電力を一括購入するこ
とで、5％安い電気を提供します。また、デマンドレス
ポンスサービス「EnneVision（エネビジョン）」によ
り入居の節電を支援します。

50戸
360万円～

0円

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

ファミリー
ネット・ジャパン

高圧一括受電を活用し
たスマートエネルギー
サービス

高圧一括受電の仕組みとスマートメーター、ＭＥＭＳを組み
合わせることにより、独自のデマンドレスポンス型電気料金
メニュー「スマートプラン」をはじめとして、節電や防災対
応等の集合住宅のスマート化を提供するサービスです。

50戸
1,591万円～

～1,900円

・専有部エネルギー見える化
・共用部見える化表示端末
・共用部デマンドコントロール装置
・節電型電気料金プラン

［MEMSアグリゲータとは］
　本事業において、マンションにMEMSを導入するとともに、
クラウド等によって自ら集中管理システムを設置し、補助事業
者に対しエネルギー管理支援サービス（電力消費量を把握し節
電を支援するコンサルティングサービス）を行うエネルギー利
用情報管理運営者として、SII（一般社団法人環境共創イニシ
アチブ）に登録を受けたもの。

〒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

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。

一般社団法人 環境共創イニシアチブ  審査第二グループ  MEMS担当　☎03-5565-4121問い合わせ
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おまとめ＋ピークシフト
年30万円以上節約の可能性も!?

　川崎市高津区の341戸のマンション管理組合が共用部分の電
気料金の節約手法について、東京電力にシミュレーションを依
頼した。

表１　対象マンション

川崎市高津区
昭和57（1982）年竣工

２棟・341戸＋管理員室・９階建て
エレベーター５基　平置き駐車場

表2　シミュレーション結果

現在の契約メニュー
従量電灯C＋低圧電力

電気料金メニューを変更した場合
おまとめプラン（低圧高負荷契約） ピークシフトプラン＋低圧電力

現メニューとの差額 現メニューとの差額
年間電気料金

（月額平均）
2,040,595円

（170,050円）
1,771,248円

（147,604円）
▲269,347円

（▲22,446円）
1,739,069円

（144,922円）
▲301,526円

（▲25,128円）

　結果として、おまとめプラン（低圧高負荷契約）と、ピーク
シフトプラン＋低圧電力のシミュレーションをしてもらい、お
まとめ…が約27万円／年、ピーク…が約30万円／年の節約に
なることがわかった（表２参照）。
　ただし、一般のマンションでは電力会社にどんなメニューが
あるかなど、素人の管理組合役員にはわからない。
　管理組合は昨年10月以降値上がりした電気料について、と
にかく電力会社へ問い合わせに行ったことが新しい情報の取得
につながったようだ。

おまとめプラン（電灯＋動力＝低圧高負荷契約）
　おまとめプラン（低圧高負荷契約）は、照明器具などの
電灯（従量電灯契約）と、エレベーター、水道用モーター
など動力（低圧電力契約）を合計した契約方法。従量電灯
の使用量が大きなマンションでは有効といえる。

ピークシフトプラン
　電気の使用時間帯を、ピーク時間から昼間時間・夜間時
間に、または昼間時間から夜間時間に、電気使用量の大き
さによって電気をシフトして使う工夫で、電気料金の低減
の可能性がある。ただし、蓄電器などが必要な場合がある。

　東京電力は平成24年９月１日から平均8.46％の値上げを実施し、
10月の電気料金支払い分から実際に値上がりした。
　そこで管理組合が東京電力に問い合わせを行い、電気料金メ
ニュー変更シミュレーションの結果を出したのが平成25年１月末。
２月からメニュー変更を行い、３月分で前月比９万円減、値上げ前
の前年９月分よりも５万円以上減額した数字が出た。
　メニュー変更では、契約数を７から６へ。またおまとめプランに１
つ、ピークシフトプランに２つ変更している。どちらも東電からの提
案だ。
　ピークシフトで必要な蓄電器は、マンション内にある２台の自動

販売機が役割を果たし、２契約についてピークシフトを利用するこ
とができた。

◇
　メニュー変更をした３月分の電気料金が前月比９万円減だが、当
然季節によって、共用部分の電気使用量が違うので、毎月９万円の
マイナスになるわけではない。
　また、特定マンションの電気料金の節約手法が個々のマンショ
ンの当てはまるとは限らない。
　電気料金の節約を検討するためには、まず管理組合で電力会社
へ接触し、いろいろな情報を得ることからはじめる必要がある。

電 気 料 金 見 直 し 事 例
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　前号でお話ししたが、大切な資産であるマンションを
長期にわたって良好な状態に維持するためには、鉄筋コ
ンクリートの劣化を予防することが重要である。特に不
可避であるひび割れから浸入する水分で起こる劣化に対
処できる材料・工法を選ぶことが必要だ。
　そこでひび割れが拡がっても切れない「塗膜防水材」
によりマンションの長寿命化に貢献できる方法を紹介し
たい。
　屋上防水だけでなく、外壁も塗膜防水材で改修する、
つまり建物全体を防水塗膜で包み込む「トータルメンテ
ナンス」こそ、マンションを長く持たせるコツであり、
これからの長寿命化のあり方といえるだろう。

トータルメンテナンスを提案・
マンションの長寿命化と資産価値の保持

トータルメンテナンスを提案・
マンションの長寿命化と資産価値の保持

● ● ● ● ● ●　外壁の防水改修って何 !?②　● ● ● ● ● ●

アロンアルフア®の東亞合成

外壁にも塗膜防水材で
建物全体を防水改修

タイル外壁には
「クリアウオール®工法」

建物のメンテナンスにメリット

　タイル外壁では目地に詰められているモルタルの保護
が重要である。
　モルタルの目地は雨水や各種劣化因子の入口となり、
躯体である鉄筋コンクリートの劣化を助長するばかりで
なく、雨水による乾燥収縮湿潤膨張の繰返しを引き起こ
す。それが、タイル剥離の一因となっている。
　タイル外壁を長持ちさせるための方法は、目地を含め
て継ぎ目のない「シームレスな塗膜」で被覆する方法だ。
　タイル外壁で従来より使用されている工法では、ひび
割れへの追従性や耐久性が不足しており、年月とともに
美観を損なう不具合が少なくない。
　タイル外壁用保護材を選定する際には、タイル張りの

意匠性を損なわず、長期にわたって目地モルタルを保護
できるものを選定することが重要となるのだ。

◇
　タイル外壁用保護材「クリアウオール®」は防水・保
護機能はもとより、耐汚染性も優れた柔軟な透明塗膜で、
タイルのひび割れ部分や目地モルタルからの雨水の浸入
を防止し、タイルの剥離を予防する。
　クリアウオール®でタイル張り仕上げ外壁を防水・保護
することにより、下地のコンクリート躯体を含めて、長
期にわたり良好な状態を維持することができる。また次
の大規模修繕工事も想定した商品設計をしており、汚れ
除去や不具合の修正後に再び塗り重ねれば十分に性能を
維持することができる。

現地工事見学会で、施工業者スタッフがタイル面への防水施工状況
「クリアウオール®」を参加管理組合の人々に説明している様子

　大規模修繕によってタイル
の風合いや意匠を損なわない
こと、施工当初の美観が長い
間維持できること、タイルの
剥離予防ができることが、「ク
リアウオール®」工法の最大
のメリットといえるだろう。

（次回は、タイル張り仕上げ
以外の外壁の推奨工法を紹介
する。）

「クリアウオール®」施工物件
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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

　騒音問題で、ある居住者から管理組合に対して苦情がありま
した。理事会で話しを聞いてもらいたいということです。
　子供の飛び跳ねる音、重い物を動かしているような音、犬の
鳴き声など、当事者間で話し合いを行ったがまるで改善されな
いことから、管理組合に相談が来たのです。
　当初管理組合では、理事会として議事報告を行い、騒音への
注意を住民にみんなに呼びかけました。
　しかし、その後も改善がないとして階下住民から再度苦情の
申し出があり、管理組合で解決・対策を講じてほしいと言われ
ています。

　ごく一般的には上下階の騒音問題について、管理組合は関与
しないというのが原則だが、影響が広範囲に及ぶような場合に
は理事会が前面に出て行って、相互の意見を聞きながら解決に
乗り出すこともあり得る。
　マンションにおける生活騒音トラブルは「フローリング改修」

「住み方のマナー」の２通り。
　フローリング改修については、管理規約等に遮音等級の規定
を設け、それに準じていなければ原状回復を求めることができ
る。一方、住み方のマナーは感情的なもので左右されるため、
管理組合で対応することは難しいし、裁判所でも和解を求めら
れるケースが多い。
　下記に２通りの判例を掲載した。参考にしてほしい。
◎フローリング改修
＜トラブル事例＞
　絨毯張りの床をフローリング床に張り替えたため、上階の生
活音が段階的に階下の室内に響くようになった。階下住民は慰
謝料と差し止め請求として原状回復工事を求めた。
＜判決例＞
　平成８年７月30日　東京地裁八王子支判

生活騒音問題
管理組合に解決してほしいのですが…

＜判決要旨＞
　地裁判断では慰謝料
請求のみ認め、差し止
め請求を否定した。
① 不法行為を構成する

か否か
　管理規約に違反する
形でフローリングに変
更したことなどから、社会生活上の受忍限度を超える違法なも
のであると判断した。慰謝料75万円。
②差し止め請求が認められるほどの違法性を有するか否か
　差し止めによる原状回復については相応の費用と損害をもた
らすことから差し止め請求を是認するほどの違法性はないと判
断した。
◎住み方のマナー
＜トラブル事例＞
　引っ越してきた賃借人の子供（３～４歳）の走り回る音が受
忍限度を超えるとして階下住民が訴えた事案
＜判決例＞平成19年10月３日　東京地裁
＜判決要旨＞
○ 子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音は、かなり

大きく聞こえるレベルである50 ～ 60dB程度のものが多く、
深夜にも及んだ

○ 被告が幼児をしつけるなど住まい方を工夫し、階下住民であ
る原告に対し、誠意ある対応を行うことは当然である

○ 被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかでは
なく、原告に対して乱暴な口調で突っぱねるなど、その対応
は極めて不誠実なものであった

○ 原告は、最後の手段である訴訟等に備えて騒音計を購入し、
精神的にも悩み、原告の妻は、咽喉頭異常感、不眠等の症状
も生じた

★以上の点から、裁判所は被告の住まい方や対応の不誠実さを
考慮し、子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音は、
一般社会生活上、原告が受忍すべき限度を超えるものと判断。
被告に36万円（慰謝料30万円、弁護士費用６万円）の支払い
を命じた。
＜検証＞
　上階の生活騒音が不法行為となるか否かは、受忍限度を超え
るかどうかの判断になる。
　騒音に対する受け止め方が各人の感受性に左右されるもので
あり、階上、階下の住民の努力やコミュニケーション関係で解
決につながることもある。
　法曹関係者の１人は、「まずは簡易裁判所における調停や
ADR（裁判外紛争解決手続き）による解決可能性の有無を検
討すべき」と述べている。
　実は、騒音トラブルが深刻な訴訟に発展した場合、裁判所の
判断はこれまで、受忍限度は各人の受け止め方であることを理
由に「和解」を前提に原告の請求を退けるケースが多い。
　被害を訴えた住民が勝訴したケースでは、騒音計を入手して
デシベル数を計る、管理組合を通して全戸に生活騒音に関する
書面を配布する、調停を申し立てたが相手に拒否された…など、
トラブル解決への努力を最大限行っても訴訟しなければ解決し
そうもない状態にあったことが勝訴の大きな要因になったよう
だ。

相 談 内 容

回　　答

マ ン シ ョ ン

エ ト セ ト ラ
管 理 運 営 相 談

●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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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 

・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。

株式会社 IWAMOTO

営 業 項 目

登録商標 2012-070052

―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 

　私ども㈱IWAMOTOは、仮設足場と建物本体を良質な
ステンレスアンカーで固定することで足場の倒壊防止
対策を行っています。
　固定する材料は、良質なステンレスアンカーを使用
することによって、外壁のコンクリートの爆裂を起こ
すことなく、建物を守ることにつながります。
　このため、良質なアンカーを使用しなかったマンショ
ンでは、爆裂は建物の外観が悪くなることはもちろん、
雨水の浸入を許し、建物内部に水路（雨水が流れる道）
を作ってしまうことが多々あるようです。
　実は、この水路が一番の問題なのです。
　一度水路ができてしまうと、雨水はどこかにたまっ
たり、雨が降るたびコンクリート内をずっと雨水が流
れ続けます。
　建物内部の雨水は時間が経つとカビ、コケを発生さ
せ、当然、各部屋への雨漏りにつながります。
　こうして住民からクレームが起こり、改修工事の要
求が高まります。が、ここでおかしいと思うのは、劣
化の原因が工事を行うための仮設足場によるものだと
いうことです。
　日本の塗装、防水業界は先進国の中でもトップクラ
スの技術を持っています。

　塗装業界の３度塗り、防水業界の10年保証…。私ど
もの仮設業界は、この塗装、防水業者の作業を安全に
施工するためのお手伝いをしています。
　その、お手伝いをする業者が改修工事の原因を作っ
てはいけないのです。
　そこで、仮設業界から発注者である管理組合、元請
けの施工業者に対して提案があります。爆裂の原因の
一つ、ステンレスアンカーを仮設業者に任せるのでは
なく、直接購入して「このアンカーで施工すること」
と指示してほしいのです。
　適正な材料を用いてもらえれば、不要な工事の原因
となることはありません。
　㈱IWAMOTOは海外からステンレスアンカーを直接
買い付けし、平成25年５月16日現在１玉当たり130円

（税別）を実現することができました（登録商標2012-
070052）。
　その他、養生に使うメッシュシート類（防災、防音
etc.）などについても日本一の低価格を挑戦し続けてお
ります。
　マンションは管理組合の財産です。その財産を守る
ために仮設足場が劣化原因となることのないように資
材のチェックを検討していただきたいと思います。

劣化原因とならないために資材のチェックを
㈱IWAMOTO　代表取締役会長　岩　本　  修

Suggestion
足場業者からの提言
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マンションライフライターマンションライフライター

の

ひとことエッセイひとことエッセイ
　新築時のパンフレットにある施設・設備で、入居後トラブルにな
りやすいもの、勝手にベストテン！！じゃない、ワースト5は？
　5位はエントランスや中庭の噴水じゃないでしょうか。今や新築
ではほとんど見受けられなくなりましたね。
　噴水は、池の清掃やポンプ・配管のメンテナンスが必要です。一
度不具合があると「これを直して何かいいことあるのか？」という話
になり、結局修繕費用と噴水の費用対効果を考えて「故障したまま」
放置し、池に藻やこけがわいている光景を見うけます。
　余談ですが、リゾートマンションの温泉施設も大変です。温泉水
の成分が水道水と違うのでメンテナンスに非常にお金がかかるそう
です。
　4位はコンビニです。24時間不特定多数の利用、中高生のたむ
ろが問題、と言いたいところですが、ここではマンション内にある
売店を名指ししてランクインさせました。
　住民が利用できるサービスで分譲会社が売り文句として、マンショ
ン内に置いた売店を指すことにします。マンション内の売店ですが
商品の売値は敷地外（例えば駅前コンビニなど）と一緒。そのくせ、
家賃なしです。売り上げの一切は管理組合に入りません。
　えーっと売り場は、共用部分です。そこでジュースや軽食、雑貨
などを置いていて、マンション住民以外から買いに来る人はいませ
ん。
　ショバ代なく商売をしているのです。そのうち大規模修繕工事の
一環として天井やフロアは管理組合のお金で修繕されるのでしょう
ね。なんていい儲け話なんでしょ。
　3位、逆になくてトラブルになる集会施設。
　ある総戸数700戸の新築マンションで、理事会を開く場所がない
ということになりました。キッズルームやインターネット利用ルーム
はあるんです。
　初代理事長が「おかしいんじゃないか」と分譲会社担当者に聞
いたら「集会室なんてふつうはありませんよ」という回答をしたと言
います。

　「売った後は知らない」という典型的な例です。700戸の大規模
マンションで集会所がないわけがないのに、しら～っと「ありませ
んよ」と。どういう神経なんでしょうか。
　このマンション、理事会はキッズルームで行うことにしたそうです。
机とイスが並ぶインターネット利用ルームは閑古鳥が鳴いていると
いいます。
　2位…時代の流れで受水槽、高架水槽等の水槽ということにな
るんでしょうか。
　大震災時、耐震性のない高架水槽がどかんと落ちて、人身被害
をもたらす可能性があります。受水槽も東日本大震災で崩壊したケー
スがあるようです。
　新鮮な水の供給ということで、東京都をはじめとする行政区では、
水道本管からの直結方式を推進しています。
　直結方式を取り入れば、高架水槽とともに、大きな受水槽やポ
ンプ室のスペースが空き、防災倉庫・駐車場の新設など有効活用
している管理組合が増えています。
　では最後に、栄えあるベストワン！じゃない、ワーストワンは
………ドン！
　今や機械式駐車場といえるのではないでしょうか。
　10年くらい前、新築時は総戸数と同じたけの駐車場数を設ける
ことを条件に建設許可を出した行政もあることから、狭い敷地内に
ピット式３段、地上４段回転式、タワー駐車場などの機械式駐車
場を併設するマンションが多くありました。
　ところがマンション住民の高齢化、若者の車離れなどから、駐
車場の借り手が減ってきています。
　実際に機械式駐車場を撤去して自走式にしたり、部分的に撤去
してその部分を平置き駐車場にしている管理組合の取り組み事例は
どんどん増えています。
　今後分譲マンションのチラシで「駐車場無料！！」なんていう文言
を見つけたら、時代を見据えていない、「売れりゃ何だっていい」と
いう分譲会社のセールストークだと思った方がよいでしょう。

知らなきゃ損するマンション管理入門

新築時の不良財産ワースト5…？

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
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「あんしん大規模修繕工事かし保険」管理組合を守る保証制度です！
平成24年度300棟の申込件数（前年比2.2倍増加）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 室

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へ̶。
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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：〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3-9 横濱ビル6F　☎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


