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神奈川・葉山町／ H マンション管理組合

玄関ドア、インターフォン更新など
2回目大規模でグレードをアップ
築23年目での第２回大規模修繕工事は、玄関ドア、
インターフォンの更新、エントランス入口にスロープ
を新設、エントランスホールに宅配ボックスを設置す
るなど、グレードアップを加えた工事となった。
工事の推進係として輪番制の理事会の下に修繕委員
会を設置。建築と住まいに詳しい委員の協力を得て住
民へのアンケートを実施し、意見交換と調整をすすめ
た。
玄関ドアやインターフォンの更新では、２重ロック
やカメラ付など防犯性能をアップ。エントランスのス
ロープ、宅配ボックスは将来訪れる住民の高齢化を考
えて採用した。管理組合理事長は「住民の声をきちん
と聞いたうえで、どうせやるなら全部やろう」と合意
形成ができていったという。
すべて積立金会計で賄い、
各戸からの一時金も借入金もない。
Hマンションの施工は、吹き抜け部分が各所にあっ
て足場が組みにくく、海が近く風が強いので養生に苦
労した。今年は梅雨の中、台風も発生したことから最

終段階で工期が１週間延びるなどの影響もあった。
とはいえ、工事がはじまれば「すべて施工者（イワ
サ＆M’s）にお任せでね」と理事長。
「現場代理人の水口さんの反応が早いし、何かあれ
ばすぐ報告もあるし。私たち工事の素人は、工事がは
じまったらプロに任せておけばいいんです」
今後の検討課題はサッシ回り。やはり海が近いこと
もあって、金属の劣化が目立つという。網戸の交換な
どを管理組合主導で検討していく予定だ。

施工前のエントランス入口前

エントランス入口部分にスロープを施工中

施工後の新設スロープ

全戸玄関ドアの交換施工中

エントランスホールに宅配ボックスを設置

建物内には各所に吹き抜けがあり、足場の
設置にも工夫が必要

工事データ
○工事名／ Hマンション大規模修繕工事 ○建物概要／ 1990（平成２）年６月竣
工・RC造・１棟・６階建て・52戸 ○発注者／ Hマンション管理組合 ○施工者
／㈱イワサ＆M’s（イワサ・アンド・エムズ） ○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（足場・メッシュシート養生等）
／下地処理／共用外部塗装／屋上、ベランダ防水／スロープ新設／玄関ドア交換
／インターフォン交換／その他 ○工期／平成25年２月25日～平成25年６月30日

お話をいただいた管理組合理事長（右）と
イワサ＆M’
sの水口直樹現場代理人
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施工者

株式会社イワサ＆M’s（イワサ・アンド・エムズ）
〒113−0034 東京都文京区湯島２−21−17 M’sビル
0120−50−8183 代表者：増田聡 設立：1970年12月（昭和45年）
資本金：１億円 http://www.iwasa-m.com

首都圏ではマンションの分譲がはじまってから50年以

大規模修繕工事対象マンション数の推移（2013.1時点）

上経過していることから、高経年のストックが増え、大
規模修繕工事の回を重ねているところが多くみられます。
今回は、こうした状況が今後どのように推移していく
のかを調べることにしました。
右のグラフは大規模修繕工事の対象になるマンション
数とその推移を示したものです。現時点、３年後、６年
後における１回目、２回目、３回目の工事対象マンショ
ン数を横線で表記しました。

大規模修繕工事

現

時

竣工年

点
件

３
数

年

竣工年

後
件

６
数

年

竣工年

後
件

数

１回目（築11 ～ 15年）
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３回目（築37 ～ 41年）

1972 ～ 1976

2,956 1975 ～ 1979

4,166 1978 ～ 1982

7,311

計

17,353

工事対象総数は微増ながら、ピークの状態を保持

計

18,251

計

19,955

6年後には3回目の対象が主座に

現時点の工事対象総数は17,353件でこれまでの最高値

グラフが示すように、現時点においては１回目、２回

ですが、３年後に18,251件、そして６年後に19,955件と

目、３回目の順に大きな差をつけて並んでいます。そし

微増し、今後６年間はピークの状態を保持することがで

て３年後は順位に変化は無いけれど、その差はぐんと迫っ

きます。しかし、各回別にみると対象数は大きく変化し

てきます。そして６年後には順位が逆転し、３回目がトッ

ます。

プになり、２回目、１回目の順に変わっていきます。
１回目の工事対象に絞ってみると、現在のシェアは

1回目の工事対象だけが右下がりの推移

50％と圧倒的ですが、３年後には42％、６年後には31％

１回目の工事対象は現時点においては第８次マンショ
ンブームのころのものですが、６年後はリーマンショッ

と縮小していきます。さらに９年後までひろげると20％
になります。

ク直前の物件が主になり27％の減になります。２回目の

これまで１回目の工事を主に展開してきたメンテ市場

対象は現時点がバブル前の不安定な時期で、６年後には

ですが、今後は高経年マンションが主流になり、とくに

バブル後の第７次ブームのころの物件になるので12％の

３回目以降の工事への対応が求められてくるでしょう。

増。３回目は現時点の対象は第１次オイルショックのこ

http://mansiondata.co.jp/

ろで、６年後はショック後の第４次ブーム中の物件にな
るので247％の大幅増になります。

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

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
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NPO
日住協

エレベーターリニューアル工事見学会

7 台全部を同時期に全面更新

埼玉・狭山市

ガーデンシティ狭山管理組合
築後29年目の既存エレベーター７台全部を
同時期に全面更新を行った事例をNPO日本住
宅管理組合協議会（日住協）で工事見学会と
して取り上げました。
見学会開催時には工事は完成していました
が、工事に至った経緯・準備プロセス、工事

見学会を実施したガーデンシティ狭山

着工までの歩みを、管理組合理事長、エレベー
ター工事委員会委員より詳細に報告していた

だきました。

工事見学会＆マンションデータ
●工事見学会期日：2013年３月16日㈯
●会場：埼玉県狭山市北入曽755-1
ガーデンシティ狭山

コミュニティ・ホール

1983年（昭和58年）
・SRC造・11階建て・２棟・
498戸
●エレベーター保守会社：
三菱電機ビルテクノサービス
●参加者：11管理組合19名

今回は設計・監理方式を採用せず、管理組合内部にエ
レベーター工事委員会を立上げ、技術面及び管理組合内
部意向調査などを行いました。
管理組合が行った準備としては、組合員すべてがリ
ニューアルを望むとはかぎらないことから、まず組合員
の意向を調査に尽力しました。その後、予算・工事概略
を検討し、下記手順によって実施計画案へと進めました。
①合員の意識調査②専門委員会の設置③総会での決議
④エレベーター委員会での検討⑤実施計画の作成。
委員会が行った作業は下記の通り。

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。

〒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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状況などをチェック

②能・性能および品質は同等であること
③事期間中、エレベーターの同時停止は、２台以内とした

⑥検査、竣工
・エレベーターの作動など詳細な検査を行い完成

④住民説明会実施（説明会のポイント）
・組 合員の意見および最新の安全基準を最大限設計に

・竣工後のメンテナンス契約等について確認
⑧まとめ

反映した）
・エ レベーターの機能、外観等の変更面を大きく伝え

・充分な検討期間を作ること
・管理組合をサポートする専門委員会の設置が不可欠

る

・不明点があればいつでも連絡を

・全戸に協力して頂く内容を具体的に広報

次に工事施工会社より工事内容説明があり、エレベー

⑤工事資材の搬入
・工 事の動線に係るリスク（居住者車両の通行や運搬

疑応答を行い、活発な意見交換となりました。

時の居住者への安全配慮）

説明後、実際にリニューアルしたエレベーターの見学

⑤工事着工
・居住者へのビラ、
掲示板等により工事の進捗、
エレベー

と「停電」や「地震」など緊急時の対応について、管理
会社とエレベーター内を直接つなぐ体験会も行いました。

ターの停止期間（時間）等の最新情報を報告
・毎 月必ず定例打合せがあり、施工会社を含めて進捗

エレベーター改修中の様子

ターを利用しない人にどのように合意を得たのか等の質

（記事作成協力・NPO日住協

更新後のエレベーター

上地光男理事長、西山博之理事）

工事見学会には11管理組合が参加した
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新 刊 紹 介
『マンションの動的管理』
～既存マンションの長寿命化と再生への指針～
山本育三／著
神管ネット会長であり、全国マンション管理組合連合会（全管
連）会長でもある、山本育三・関東学院大学名誉教授の著書。
本書は、マンション管理は通常の維持管理＝「守り」の姿勢で
は時代のニーズとの乖離（かいり）が大きくなることから、積極
的に「攻める管理」＝動的管理（ダイナミック・マネジメント）
を提唱する。
「マンションの動的管理」のポイント
・管理開始時の管理規約等を時代の変化にそって流動的に改正・
運用を図る
・長寿命化を射程に入れた長期修繕計画を立て着実に実施する
・主要な工事周期ごとに施設・設備の向上を図り、新規供給マ
ンションの水準に近づける
・修繕積立金にある程度の余剰積み立てをしておく
・耐震補強や外断熱工事などの特定の目的のためには特別修繕
積立金方式も射程に入れる
・専有部分まで踏み込み、「共同管理」と「個別（私的）管理」
の概念の導入も視野に入れる
著者は「マンション再生法」と関連現
行法との整合性について、「できるだけ早
い時期に国として取り組むことを期待し
たい」と述べている。
『マンションの動的管理
～既存マンションの長寿命化と再生への指針～』
山本育三／著
関東学院大学出版会／発行
丸善出版／発売
A5判／ 111ページ／定価1,800円（税別）
ISBN978-4-901734-53-0
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『マンションの滞納管理費等
回収実務ハンドブック』
滞納管理費等回収実務研究会／編
滞納管理費等回収実務研究会は６月４日、『マンションの滞納
管理費等回収実務ハンドブック』（民事法研究会）を発刊した。
本書の前文では発刊の目的について、下記のように書いている。
①管 理組合の理事会役員が主体になって裁判関係の訴状等
を作成することができるように「各種書式の記載事例」を
掲載
②法的対処ではなくて管理組合（債権者）と滞納者（債務者）
とが十分に話し合い、両者が納得したうえで回収していく
方法への対応策を推奨
③マ ンションは社会資本と同時に個人財産の集合体である
ゆえ、「当該財産のあるべき保全策」を提案
滞納者をマンションから追い出す結果が強い「排除の論理」よ
りも、マンション内の「コミュニティーの醸成」を図りつつ滞納
金回収活動を行うことを重視した内容で、私たち管理組合ネット
ワークが個別の管理組合に対して行う相談支援のための、非常に
参考となる書籍といえる。

『マンションの滞納管理費等
回収実務ハンドブック』
滞納管理費等回収実務研究会／編
民事法研究会／発行
A5判／ 231ページ／定価2,000円（税別）
ISBN978-4-89628-872-8

関 西 ペ イ ン ト 株 式 会 社

8月販売開始

塗料による外壁クラック補修工法『アレスクラックホルダー』
―穴埋め不要、ひと手間省けて工費も節減―
従来のクラック補修工事（下地補修工事）の工法は、クラッ
クの幅に応じて①フィラー擦り込み（刷毛引き）工法〔原則0.3
㎜未満のクラック〕や②Uカット（Vカット）シーリング工法〔0.3
㎜以上のクラック〕が採用されてきました。
①フィラー擦り込み工法は、クラックに充填材を「擦り込む」
工法ですが、単に「穴埋め」にすぎないことから、挙動するク
ラック（ワーキングクラック）に施工した場合、その挙動の影
響で仕上げ面（塗装面）にクラックの再発が現れることも少な
くありません。
②Uカットシーリング工法は、ワーキングなクラックに沿っ
てU字の溝を掘りシーリングを打設する工法です。
「クラックに対しシーリング目地を新たに設ける」という工
法で、クラックからの浸水防止を目指します。
シーリング打設部の意匠性を回復する（平滑化）ため、モル
タル左官仕上げを併用する場合は躯体に潜在するクラックの挙

動の影響が施工後の仕上げ面に表出
する等の懸念点がありますが、問題
なしという結論が出ています。
◇
そして、上記の従来工法をより進
化させた新世代工法が、アレスク
ラックホルダー工法です。
ラック補修工法として、ワーキン
グクラック上に弾性防水層を架橋形
成することで、①防水効果を発揮す
るだけでなく、躯体・下地の挙動が
仕上げ塗装面に達することを遮断
し、②クラックの挙動により再び仕
上げ面に割れが発生することを防止
する工法といえます。

〈表〉「アレスクラックホルダー」標準施工仕様
工

程

使

用

材

料

所要量（kg/㎡）

1

下地清掃

2

プライマー塗付（※1） アレスクラックホルダー１：水４

3

１層目

アレスクラックホルダー（無希釈）

4

補強メッシュ（※2）

クラックホルダー用メッシュ

5

２層目

アレスクラックホルダー（無希釈）

6

仕上げ塗装

※溶剤系塗料は使用不可

乾燥時間（23℃）

クラックが建物を侵食し
ている施工前

クラックに充填材を「擦
り込む」工法

塗 付 方 法
繊維ブラシ・タワシ
ワイヤーブラシ等

水洗い（ブラッシング併用）
0.05

２時間～７日以内

ローラー・刷毛

0.9～1.7

３時間～７日以内

ローラー・刷毛

0.9～1.7

16時間～７日

ローラー・刷毛

弾性防水層を架橋形成す
ることで防水効果、割れ
の発生を防止する

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

●営業本部
●北関東支店

●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店
7

ペット訴訟・現在の判例の到達点は…？
ペット問題はマンションで起こるトラブルの筆頭に上げら
れ、管理組合にとって頭痛のタネのひとつだ。今回の「判例の
広場」コーナーでは、裁判所の判断基準となりえる代表的な判
例を取り上げながら、横浜マリン法律事務所の石川恵美子弁護
士に、ペット訴訟における現在の判例の到達点をまとめても
らった。
【一般的なペット訴訟の争点】
ペット飼育禁止規定のあるマンションで、禁止規定を優先さ
せるか、あるいは飼育の実態を優先させるか
【裁判所の代表的な判断】
１）全面的にペット飼育を禁止する規定を設けている管理規約
も、有効である
２）ペット飼育禁止規定があるにもかかわらず、ペット飼育を
している飼い主が「具体的な被害が発生していない（共同
の利益に反していない）」などとする抗弁は、認められない
３）盲導犬など、動物の飼育が飼い主の日常生活・生存に関し
て不可欠な意味を有すると客観性をもって認められる場合
は、ペット飼育禁止規定があっても、ペットの飼育は認め
られる
判例①

禁止規定優先、飼育者への承諾不要
1994・8・4 東京高裁
（判例要旨）
ペット飼育について、「一律に禁止する」という規約改定が、
「当然のように無効である」とは言えないとした事例。飼い主
は規約改定前からペットを飼っており、具体的な被害が発生し
ていないことから「一律に共同の利益に反する行為ではない」
などと抗弁していた。だが裁判所は、具体的に他の居住者に迷
惑をかけたかどうかにかかわらず、飼育自体が管理規約に違反
する行為で、区分所有者の共同の利益に反する行為に当たると
判断した。また、飼い主は当該規約の改正が「特別の影響を及

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
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マ ン シ ョ ン
管 理 運 営 相 談
エ ト セ ト ラ

ぼす」から飼い主の承
諾が必要であると主張
したが、飼い主の生活・
生存に不可欠のもので
はないため、
「当てはま
らない」とされた
判例②
「飼育中一代限り」決議以降の飼育に差止命令
1998・3・26 最高裁
（判例要旨）
飼育中の犬、猫一代限り、その飼育を認める旨を決議し、管
理組合の指導のもとにペットクラブを設立したマンションで、
それ以降に犬の飼育を開始した区分所有者に対して行った犬飼
育の差止請求が認められた事例。飼い主の行為が管理組合に訴
訟提起を余儀なくさせたことは不法行為を構成するとして弁護
士費用の一部も支払いを認めた

【裁判所はなぜこのように考えるのか】
１）マンションは、隣近所の住居が密接しており、騒ぎのない
共同生活を前提としている
２）ペットの対象は、飼い主の主観によって多様で、必ずしも
一般的に愛玩するべき対象といえない動物もある
３）ペットへのしつけの程度は、飼い主によって千差万別であ
る
４）生態や習性、そのペットの存在自体が、他の入居者に不快
感を与えることがある
５）ペットの糞尿による汚染や臭気、病気の伝染や衛生上の問
題、鳴き声の騒音、かみ傷事故など、無形の影響を及ぼす
６）ペットによる具体的な被害とは何かという判断は極めて相
対的なもので、
「無形の影響」を考えると、実害の有無を
表現することは現実的でない（例えば、存在自体に嫌悪感
を持つ人もいる）
７）上記のような禁止規定の理由から、禁止規定がある以上、
飼育方法に規制を加えたとしても限界がある

ルールは住民の生活があってこそ
自分たちで決めていくことが肝心
【コメント】
ペット訴訟は、密かに飼う人がいるために、管理組合内部に
深刻な対立を生み出し、訴訟に発展する流れとなる。ところが
裁判になっても、
裁判所に和解を勧められて終わることが多い。
不毛な争いをするくらいなら、よくよく話し合って、多くの人
の納得が得られるようにすべきだ。
ペットが生活の支えという人もいる。動物アレルギーの人も
いる。その中で、落としどころはどこにあるのかを見つけるた
めには、言いたいことを言い合うことが必要である。対立はダ
メ。紛糾しないように議論の限りを尽くしてほしい。
規定やルールは住民の生活があってこそ。ペット飼育を解禁
するに当たっても、住民の合意が絶対条件だ。仲良くやってい
くためには、どんなルールが必要なのかを、自分たちで考えて
決めていくことが肝心である。
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全国各地のマンション大規模修繕トピックス
㈱リノシスコーポレーション１級建築士事務所

佐藤成幸常務取締役
６月23日に東京・京橋で行った全国建物調査診断セン
ターのセミナーから。佐藤常務がコンサルタントとして
取り組んだ地域文化のよく表れた事例を紹介します。

大阪編
大阪のマンション管理組合の理事会で、頻繁に出る言
葉があります。
「それなんぼやねん？」
「なんぼになんねん」
「なんぼで
できるんや」
設計コンサルタントとして、設計概算工事金額の説明
をすると…あくまで設計段階での概算です…「そうか、
ようわかった。それでホンマはなんぼになんねん？」。
資材に対する説明で、耐候性、耐久性などの特質を話
したところで「その材料なんぼやねん？」
設計コンサルが施工業者の見積書の比較表を作り、理
事会で説明する場面です。
コンサルからの説明を前に、決まってある理事が「こ
れなんぼになんねん？」と切り出し、
「これは○○円でで
きるわ」と別の理事が答え、次には「いやいや○○円で
充分やで」とさらに別の理事が話はじめます。コンサル

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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の説明を聞かずに勝手に会話が進んでいくのです。
ただし「○○円で充分」という発言に根拠はありません。
理事は全員、建築に素人。何を知って発言しているわけ
ではないのです。
施工業者との価格交渉でも、業者の回答の前に同じよ
うな会話が進みます。
「値引きは○○でできるはずや」…。
結果、工事の説明がどうとかではなく、値引きの「い
さぎよさ」で施工業者が決まるケースが多々あります。
例えば5800万円の工事に対し、800万円をスパッと削っ
て「やります！やらせてください！」というと、
「よっしゃ」
と大阪人の心をとらえ
るようです。
工事のど素人なのに、
指 し 値（ さ し ね ） を し
たがるのが大阪人。「な
ん ぼ で や れ、 そ し た ら
やらしたるわ」。
工 事 の 内 容 な ん て、
なんでもええんの？

大阪のシンボル・通天閣▶

―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

登録商標 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

「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

おかげさまで創業

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

11

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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