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築12年、1回目の大規模修繕
住みよいマンションにするためには
　マンション改修の専門家・設計専業の建築士事務所で構
成する「マンション・ユニオン保全設計協同組合」が管理
組合の協力を得て５月26日に工事見学会を、７月28日に
居住者の小学生を対象とした夏休みイベント（施工会社の
塗装技能士指導による塗装体験）を行った。
　L・ヴィアーレシティは2001年竣工してできた管理組合
であるものの、７年後には「建物保全委員会」を発足。理
事会と連携を保ちながらセミナー参加などによりマンショ
ンの維持保全の知識の習得に励んだ。
　2009年、大規模修繕工事の検討開始。
　住民自らの目で経年劣化の個所などを確認し、建物の現
状を知った。その上でフローチャートの作成、大規模修繕
工事の進め方の検討をはじめた。そこで設計・監理方式を
選択している。
　大規模修繕工事の検討開始に際して、「管理組合が工事
を実施する目的・方針を明確にすることが大切です」とい
うのは師岡英裕理事長。
　管理組合が決めたL・ヴィアーレシティ第１回大規模修
繕の基本方針は①初期性能を戻すことと、居住水準に見合
うグレードアップ②情報の開示と合意形成（すべてにおい
て丁寧に、わかりやすく、オープンにし、区分所有者の合

意を得て進めていく）③安全第一（居住者・地域住民の配
慮も考えた工事計画とし、子ども対策なども周知する）④
資金計画（修繕積立金の範囲内で工事を実施する。その後
は将来の大規模修繕を見据えて長期修繕計画を見直しす
る）。
　理事長は「工事の必要性を理解してもらうためには、よ
そのマンションの規模修繕工事を見学することが効果的。
必ず複数の理事メンバーで参加し、特に女性に参加しても
らうとよいと思います。工事が始まってからは理事会と修
繕委員会で作る実行委員会方式を採用したことが成功しま
した。設計者、施工者、委員会の３者が緊張感を持つこと
がいい工事につながります」と話している。

　File Data. 51　神奈川・上鶴間／ L・ヴィアーレシティ管理組合

管理組合

工事データ
○工事名／ L・ヴィアーレシティ大規模修繕工事　○建物概要／ 2001（平成13）
年３月竣工・SRC造（一部RC造、S造）・12階建て・168戸　○発注者／ L・ヴィ
アーレシティ管理組合　○設計・監理者／マンション・ユニオン保全設計協同組
合（担当：㈲モア・プランニングオフィス一級建築士事務所）　○施工者／㈱ヨコ
ソー ○主な工事内容／仮設（現場事務所、資材倉庫、廃材仮置場の設置、足場・
メッシュシート養生等）／躯体回復／外壁タイル／外壁塗装／防水／シーリング
／鉄部他塗装／その他建築関連工事　○工期／平成25年１月～平成25年７月

株式会社ヨコソー
本社　〒238-0023  神奈川県横須賀市森崎１-17-18　☎046-834-5191
東京支店　〒144-0046  東京都大田区東六郷１- ３-10　☎03-3736-7751
代表者：佐藤幹男　設立：1953年（昭和28年）２月　資本金：１億円
http://www.yokosoh.co.jp

施工者

工事見学会で体験談を語る師岡理事長

中庭スペースに仮設事務所を設置

植栽ポットの仕上げ塗装に子供たちも真剣

施工者からは仮設計画を中心に説明が行われた

集会所棟の上にバルコニーの鉢植えなど
一時保管場所を作った

東日本大震災で破損したエキスパンション。
その役目を果たした

居住者の小学生を対象とした塗装体験
イベントを実施
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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

　マンション敷地内に設置された埋設ガス管については、

使用者、つまり管理組合の資産とされている。このため、

ガス管の取り替え工事等、維持管理は管理組合の費用負担

で行わなければならない。

　昭和50年代までに使用されてきたガス管には腐食の恐れ

のある材質のものがあり、改善工事を施さなければならな

いが、未改善のマンションが相当数残っているという。

　そこで、平成22年から「ガス導管劣化検査等支援事業」

として、埋設管のガス漏れがどの程度あるかを確認するた

めにも必要となる土木工事等の費用を国が一部負担し、改

善工事を促進することとなった。

　ガス漏れは危険なだけでなく、不要なガス料金の支払い

にもなっている。

　補助制度の運営については経済産業省の外郭団体である

一般社団法人都市ガス振興センターが実施。補助金の有効

活用により、劣化した埋設ガス管の改善につなげたい。

補 助 金 の 概 要
制度名　ガス導管劣化検査等支援補助金

制度の利用要件

　都市ガス用の管材、埋設部分の配管、建物内の白ガ

ス管など

補助率

　改善工事に要する費用のうちの1/4（上限2,000万円）

公募期間

　申請は随時。ただし平成25年５月から翌１月31日ま

での間に、工事開始予定日が申請から３カ月以内の件

名であること

申請方法

　原則としてガス事業者が申請手続きを代行するの

で、ガス事業者に相談してください

※都市ガス振興センターパンフレットより

問　い　合　わ　せ　先

◆申請書提出、資料請求、事務等個別の申請に
　関するお問い合わせは

一般社団法人　都市ガス振興センター
事業部　経年内管改善普及促進第一グループ
☎03-3502-5597　http://www.gasproc.or.jp

ガス導管劣化検査等支援補助金制度の案内平成25年度

都 市 ガ ス 振 興 セ ン タ ー
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　マンションの大規模修繕工事は管理会社が７割のシェアで受注しているという。つまり、管理組合とし

て「すべて管理会社お任せ」というのが実態であるのだ。

　ところが、ここに第三者の視点を入れて工事を行ったらどうなるであろうか。大規模修繕工事の実施には、

「設計・監理方式」「責任施工方式」がある。第三者の専門家・設計コンサルタントが入る設計・監理方式

も根付いてきたようにみえるが、一部の設計者によって評価が落ちているという声もあがっている。

　ここで今一度、設計・監理方式の役割を見直してみようと思う。

設計・監理方式とは…
　設計・監理と施工を分離する方式。調査・診断、

仕様や工法の検討、工事費の積算、業者選定の補

助などを工事業者とは別の設計事務所等に委託し、

工事開始後は工事が適切に行われているかを監理

してもらうこと。

　管理組合と工事業者が交わす工事請負契約の他

に、管理組合と委託契約を結んだ設計事務所等が

第三者として入ることによって、公平な競争原理

が働くなどのメリットが生じる。

責任施工方式とは…
　特定の工事業者に設計から施工までを一括して

管理会社などの１業者に任せる方式。管理会社を

含む複数の工事業者を募集して競争入札を行う場

合や、最初から特定の１社を指名して特命発注す

る方法などがある。

　工事の監理については、管理組合ができる範囲

で行うか、すべて工事業者にお任せするか。この

ため信頼のおける工事業者を選定することが大前

提となる。

マンション大規模修繕工事マンション大規模修繕工事
『設計・監理方式』を見直す ! !

着工前の住民説明会

　建物が経年劣化により何らかの不具合を生じるのは道

理である。

　しかし、その不具合部分を行き届いた調査により発見

し、その不具合が発生したメカニズムを確認した上で、

同じ不具合が短期間に再び起こることがないように改修

設計の使用を作成することが修繕の要といえる。

　不具合の原因を確認しないまま、ありがちの仕様で修

建物調査診断・改修設計について

特　集
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繕した場合、工事が終わった後の、比較的短期間のうち

に故障が再発することがある。

　建物調査は、その後に行う大規模修繕工事の範囲や仕

様を決定する基になるもの。必要な項目を実施し、無駄

な工事を行わないために決め細かい調査・診断を行いた

い。

　そのためには、工事に利害関係のない立場で調査・診

断を行うことが必要である。

　建物の劣化要因として、注目すべきは以下の３点。

　１． 紫外線による劣化や太陽の放射エネルギーによる

伸縮

　２．雨水による躯体内鉄筋の腐食

　３． 地震等による建物の動きに非構造部材が追従でき

ないこと

　大規模修繕工事の目的は、建物を適切に改修し、耐久

性や資産価値を高め、維持保全することである。

　このため改修設計業務は、既存材料の耐用年数、建物

調査診断報告書、管理組合の要望等をもとに総合的に判

断して、改修範囲、改修方法、使用材料、部分補修等の

提案を行うことになる。

　建物調査・診断の結果から、①必ず実施すべき工事

②グレードアップのため実施した方がよいと思われる工

事 ③予算があれば実施したい工事 ④現時点で実施す

る必要のない工事等、さまざまな角度から検討（環境面

や資金面、建物の長寿命化等）の上、修繕項目、改修項

目および仕様を提案し、大規模修繕工事概算見積書、仕

様書、改修図面を作成する。

あぐらをかく同輩が
設計コンサルタントの評価を落としている

　　　　　　NPOリニューアル技術協会名誉会長
　　　　　　アワーブレーン環境設計株式会社会長

須 山 清 記 氏

改修設計業務について

Comment

　近年、設計・監理方式のメリットであったはずの工事

業者間の競争原理、検査の独立性などといった効果が見

えにくくなってきている。

　それは図面を自分で書くことをせず、商売優先で工事

業者やメーカーからマージンを搾取する設計コンサルタ

ントが増えてきているからである。

　住民説明会などでも説明は工事業者任せというケース

もある。図面を自分で書いていれば、工事を開始してか

らも職人より先に予測ができるはずだ。

　工事の作業性が悪いがために進捗状況がよくないと

いって元請け業者を怒鳴っている設計コンサルタントも

いるようだが、業者任せにしているから起こる良い例で

ある。

　仕事というものは苦労をして自分で考えなければダメ。

設計というポジションにあぐらをかいている同業、同輩

建物調査・診断の流れ（コンサルタント業務）

下見調査

不具合状況の把握

↓

アンケート調査

調査計画書（案）提出

↓

調査資料整備

↓

本調査

・目視調査　・外装材付着力調査

・コンクリート中性化深さ調査

・故障および故障数量調査　・その他必要項目調査

↓

補修の必要性判定

↓

原因の検証

↓

調査・診断報告書説明会（理事会・修繕委員会）

↓

住民説明会
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が設計コンサルタントの評価を落としているといえよう。

◇

　本来、設計・監理方式にはメリットが多い。

　調査に基づいた仕様の作成、調査によって判明する不

具合個所の数量、工事中の検査など、設計コンサルタン

トが入ることによってより確実な工事となる。

　12年で工事を行った個所が次は15年周期になるなど、

いかに長持ちさせるかも設計者の仕事だ。

　また、築10年の建物と築30年の建物で仕様がかわるの

も設計者の腕。最近ではプロポーザル方式といって、工

事業者に工事の手法を提案させて競わせる方式もあるが、

管理組合と工事業者のやりとりで成立するはずはない。

専門的な第三者がいてはじめて適正な判断ができるとい

える。

◇

　設計コンサルタント選定において、見積もり合わせを

行っている管理組合があるようだが、設計・監理業務は

委託契約であり、工事業者の請負契約とは異なる。

　金銭面でコンサルタントを決めれば商売優先のお金の

流れができてしまう。

　設計・監理料は工事費に比べて軽微で、工事業者の見

積もり合わせによって設計・監理料程度の金額差は確保

できる。

　設計コンサルタント選びは、金額競争ではなく、信頼

できるコンサルタントに選らんで委託してほしいと管理

組合に訴えたい。

工程ごとの監理者検査

管理組合、監理者、工事業者による定例会議

大 規 模 修 繕 工 事 の 流 れ

大規模修繕工事実施（準備）の総会決議

↓

設計・監理業務委託契約締結

↓

建物調査・診断

↓

修繕設計案の提示（概算見積もり含む）

↓

実勢計画案作成

↓

施工会社選定補助

↓

工事請負契約締結

↓

住民説明会実施

↓

工事着工

↓

工事監理・技術指導

↓

工事竣工
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　理事会（修繕委員会）が工事会社を選定するための一

連のサポート。これは設計コンサルタントが行う管理組

合への補助作業である。

　優良な工事会社とは、健全経営・改修工事実績・総合

技術力・アフター対応力等の整った工事会社をいう。そ

んな工事会社の選定では、実際に工事を取り仕切る現場

代理人とその支援体制が重要となる。

　優秀な現場代理人（仕事の先を読んで工事の段取りが

できる、作業員に指示通りの作業をさせることができる、

居住者対応が的確で早い）には、優秀な職長や作業員が

工事会社選定のポイント
実際に工事を仕切る現場代理人と、

その支援体制が重要

ついていることが多く、現場の良し悪しは代理人で決ま

るといっても過言ではない。

　適正な見積もり金額とは、必ずしも最も安い金額では

なく、設計仕様を確実に施工するためのバランスのよい

内訳単価に基づく。実態が浮かび上がるような資料（工

事会社選定比較表等）を作成し、また工事会社選定の重

要なポイントとなるヒアリングに立ち会い、アドバイス

を行う。

工 事 業 者 選 定 の 流 れ

入札会社公募条件の設定
↓

入札会社公募
↓

書面選定
↓

現場説明会
↓

見積もり合わせ
↓

工事会社選定資料提出
↓

工事会社ヒアリング
↓
内定

工事会社選定補助の内容
①見積もり参加案内書の作成

②現場説明書の作成

③現場説明会（現場の説明、各仕様の説明）

④設計図書等の質疑・応答の作成

⑤見積もり合わせの比較資料の作成

⑥見積もり合わせ資料の作成

⑦工事会社ヒアリングの立ち会い

⑧工事契約書作成の指導

設計・監理コンサルタントの紹介
　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・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。
　そもそも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が現
実です。
　こうした実状から、「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」という声が業界からも上がっています。

　修繕設計会社紹介センターを通せば、会費や紹介料は
不要です。
　「マンション名・住所」「築年数」「戸数・階数」「設計
事務所への希望事項」「ご担当者名」などの事項を教え
ていただければ、後日紹介会社をご連絡いたします。

…………………………………………………………………
●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

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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　マンション大規模修繕工事の完成保証について、現状では「工
事を受注した工事会社が、同等クラスの同業工事会社に依頼して工
事完成保証人になってもらっている」のが通常です。
　このやり方は工事会社相互に貸し借りが発生し、公正さを欠き、
談合の温床になりやすく連鎖倒産のリスクもあるとの批判がありま
す。
　また金銭保証がついているのかいないのか、どこまで保証される
のか明確ではありません。公共工事については、アメリカなどから
その問題点を指摘され、すでに工事会社間の相互保証制度は廃止
が進んでいます。
　全国建物調査診断センターの「マンション大規模修繕工事完成
保証」制度は民間マンション大規模修繕工事を第三者が完成保証
する公正明大な制度で、すでに首都圏の大手工事会社では年間数
十憶円の工事に利用されています。
＜全建センターの完成保証のメリット＞
・スピーディーで使いやすい
　 　審査基準をパスした会社であれば、個別工事案件審査書類提

出後、営業日ペースで３日以内に保証が受理される。個別工事
案件審査書類は、工事請負契約書のほかに①内訳明細書②仕
様書③図面④質疑応答書⑤見積もり要項書の５種類のみ。

・現場もスムーズ
　 　当完成保証は、個別工事案件の数量・単価・施工内容を審査

段階で精査することで保証を発行するので、工程において中間
検査などの時間を割く必要がない。４年超、500件超のさまざま
な仕様の大規模修繕工事を完成まで保証した実績がこの体制を
可能にしている。

・ヒアリングに対応
　 　ヒアリングの際、コンサルタントより見積もり参加会社が利用

する予定の完成保証が現実の利用で文書化を求められることが
あるが、当完成保証は保証会社より事前に保証予約書面を発行
することにより対応している。

①会社が倒産しても大丈夫
万が一、工事会社の倒産などで工事が中断されてしまったら、
ただちにこの制度が対応を開始します。工事現場や工事会社
の状況を確認、代替施工に向けて工事完成保証の手続きを行
います。

②保険会社が制度をバックアップ
住宅金融支援機構提携の金融機関㈱ジェイ・モーゲージバン
クが保証します。大手損害保険会社に一部損害については保
険もかけています。安心して完成させることができます。

③工事着工金・中間金の損害や追加工事費用を保証
工事着工金・中間金を支払っている場合で、出来高と支払額
との差異が生じた場合の損害金について保証します（約款を
確認してください）。

④引き継ぐ業者をあっせん
工事が中断されてしまったら、その後の工事を引き継ぐ工事
会社を見つけて工事を再開するのは大変です。この制度では
残りの工事を引き継ぎしてくれる適正な工事会社を選定、あっ
せんします。また、工事の出来高査定も公正に行われます。

………………………● 問い合わせ先 ●………………………

全国建物調査診断センター
☎03-6278-0424　http://zenken-center.com

………………………………………………………………………

全建センターの完成保証は ここが違う！
工事中に、工事会社が倒産したらどうなるかご存知ですか？
●支払ったお金は戻ってくるの？
●どうやって工事を続行すればいいの？
● 引き継ぐ工事会社の足場の組み替えや手戻り工事などの

追加費用（増高費用）が発生したら？

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、
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

「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
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小規模マンションに最適
「工事監理監修」方式

　市街地マンションにおける改修方法としてNPO横浜マ
ンション管理組合ネットワーク（浜管ネット）が７月27日、

「中型マンション改修工事見学会」を行った事例マンショ
ンを紹介する。
　管理組合の取り組みにはまず、管理会社の倒産が引き金
になった。これまでの経理の不透明さ、会計のずさんさを
目の当たりにし、管理組合は自主管理を目指そうと浜管
ネットに相談依頼に来たのだ。
　組合運営の立て直しの助言を求めつつ、次いで築1985
年竣工であることから建物管理・計画修繕の問題も出てき
た。ただし、予算が充分にあるわけではなかった。
　そこで浜管ネットから提案があったのが、原則30戸未
満の小規模マンション向けに制度化された「小規模マン
ション設計監修・工事監修方式」。
　修繕資金が蓄積されていない小規模老朽マンションに少
しでも適正な維持管理ができるよう、目を向けてもらうこ
とを目的した制度である。提案型の基本計画書による責任
施工会社選定を行い、設計コンサルタントは工事監修だけ
を行うもの。廉価な費用で工事の質を確保しようとする新
たな取り組みである。
　ところが、ポートハイム第２吉野町は51戸。小規模マ

ンションの要件には当てはまらない。今回は、浜管ネット
技術者部会の岡田建築設計事務所が個別案件として対応し
てくれたレアケースといえる。
　施工はカシワバラ・コーポレーションが担当。外壁タイ
ルの剥離防止工法を採用し、工事見学会での目玉ともなっ
た。外壁補修の後、壁面をコーティングするもので、汚れ
にくく、美しさの保持。タイルも「クローンタイル」と呼
ばれる柔らかな樹脂タイルでひび割れの再発防止となる材
料も使用している。

　File Data. 52　横浜／ポートハイム第 2 吉野町管理組合

管理組合

工事データ

○工事名／ポートハイム第２吉野町大規模修繕工事　○建物概要／ 1985（昭和
60）年竣工・RC造・１棟・７階建て・51戸　○発注者／ポートハイム第２管理組
合　○施工者／㈱カシワバラ・コーポレーション　○工事監修／㈱岡田建築設計
○主な工事内容／足場設置／下地処理／外部塗装／鉄部塗装／ベランダ防水／共
用廊下シート貼り替え／その他　○工期／平成25年７月１日～平成25年９月28日

株式会社カシワバラ・コーポレーション
関東支社
〒212-0013  川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館10階
☎044-540-1031　代表者：柏原伸二　設立：1949年（昭和24年）３月
資本金：２億5,010万円　http://www.kashiwabara.co.jp

施工者

施工者の居住者向け連絡ボード。
工程表など随時更新される

外壁塗装の試験施工①
希釈率3％、5％、7％の塗料を用意

外壁タイルの貼り替え工法を紹介

共用廊下・階段床を剥離し、長尺
シート貼りを行う

外壁塗装の試験施工②
実際に3種類の塗料を塗布した部分を見比べてみる

ひび割れ0.3mm以上のUカット
シーリングの補修を実践

外壁タイルの洗浄方法を説明
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建物の耐久性に関する意識調査（国土交通省）
　マンションの居住者にとって、「どれだけ建築物を長持

ちさせられるか。」は切実な問題である。国土交通省のア

ンケート結果（建物の耐久性に関する建築主・生産者の

意識）でも、『防水性の維持』がトップ項目になっている。

　また、漏水、剥離、剥落等の直接的な欠陥や外観変化

など、耐久性や寿命など日常生活の不具合回避にも強い

関心がある。

　さらに、同省の設計・施工関係者への外装仕上げ材の

寿命に関するアンケートでは、塗装系仕上材は５年以下、

左官系仕上材（モルタル塗りなど）は６年～ 10年の間で

寿命に達するという回答が多かった。

　石調パネルなどの乾式工法を除きほとんどの仕上材に

ついて、多くの設計・施工関係者が10年以内で寿命に達

すると考えているのがわかる。一般的な大規模修繕工事

サイクル13年に対して材料寿命が不足している。

耐久性のある外装材とは
　印藤文夫氏（印藤設計事務所代表・元日本設計取締役）

は、その著書で外壁改修工事に採用する材料の重要なポ

イントを次のように指摘している。

　『アクリルゴム塗料が定期的な塗り替えによって所定の

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

マンション改修への警鐘マンション改修への警鐘
● ● ● ● ● ●　外壁の防水改修って何 !?③　● ● ● ● ● ●

耐久性に関する要求性能（％）

防 水 性 の 維 持 56% 耐剥離・剥落性 40%

美 観 35% 断 熱・ 遮 音 性 33%

構 造 安 全 性 32% 耐腐食・腐朽性 27%

耐 火 性 4%

※ 大久保孝昭・独立行政法人建築研究所上席研究員、井戸川純子・
国土交通省国土技術政策総合研究所研究官著「建築物の耐久性に
関する建築主・生産者の意識」建築雑誌vol.117、No.1494、2002
年10月号より） 問　い　合　わ　せ　先

東亞合成株式会社
機能化学品事業部　建材・土木グループ

http://www.toagosei.co.jp
〒105−8419 東京都港区西新橋１−14−１

☎03−3597−7341（ダイヤルイン）

伸長性を維持するかぎり、外部からの雨水の浸入もなく、

躯体コンクリートの中性化は進展しない。現在までのと

ころ、コンクリート躯体保護機能において、最も信頼で

きる塗料である』こと。

　更に、『JIS A 6021規格によるアクリルゴム系化粧防水

塗料の銘柄に十数種類のものがあるが、メンテナンスも

考慮に入れて長期間の効果を期待するには、アクリルゴ

ム系樹脂固形分が50%を超え、かつ、可塑剤を含まない

もので、使用実績も15年を超えるものから選択する』こ

とである。引用：「マンション修繕・管理の実際」

　現在、アクリルゴム系化粧防水塗料の銘柄は種々ある

が、東亞合成のアクリルゴム系外壁化粧防水工法「アロ

ンウオール®」は40年を超える実績があり、乾燥塗膜中の

アクリルゴム系樹脂固形分が57％以上で、可塑剤を含ん

でおらず、十分にポイントを押さえている。

施工前
アロンウオール®
施工後15年

ひび割れが全く発生していません。
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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

瑕疵は身近にある
　管理組合にとって大規
模修繕工事は費用と周到
な準備を費やす一大イベ
ントだ。委員会活動をス
タートさせ、長い時間が
経過してやがて工事が終

わる。
　しばらくたって瑕疵が見つかることもある。一般
に施工会社は瑕疵を認めたがらず、言い訳をぐずぐ
ずと述べたてる。
　実際、ある管理組合で外壁塗装後、数か月でリフ
ティング（収縮剥離）が現れてきた。しかし、施工
会社は「そうなることは最初からわかっていたが、
仕様書のとおり実施した」と述べたという。そうで
あるならば事前の試験を具申しなければならない。
この手の施工会社には注意が必要だ。

瑕疵の際の費用負担
　瑕疵は、直ちにあるべき品質にしなければならな
いが、問題は費用の負担だ。
　そこで、３年程前に新しくできたのが大規模修繕
工事かし保険である。
　大規模修繕工事の瑕疵を担保した保険で、数社が
取り組んでいる。この保険は、施工会社が加入して

保険料を払うが、最終的には工事代金に上乗せされ
る可能性があるのだから、管理組合としてはしっか
りした瑕疵保険会社を選定しているかを施工会社に
確認することが肝要だ。
　もし瑕疵が見つかったときには保険で賄えるかも
しれないので、管理組合は施工会社が新たな仕組み
の瑕疵保険に入っているかをチェックしたい。

ダメな施工会社のチェック機能として
　工事中に施工会社が倒産し、工事の継続に不安を
もたらすこともある。
　現在、施工会社は他の同規模の施工会社と工事継
続の契約をすることが多い。この場合、移行先の会
社も倒産があり得る。
　そこで、工事の完成を保証する大規模修繕工事完
成保証が先ごろできた。
　ある管理組合は「工事が終わらないと工事代金を
支払わない」という。この場合、完成保証は必要ない。
　これらの保険や保証の利点は、それらの会社が第
三者機関として一定の基準をつくり、それに沿って
加入を引き受けるので、そもそもダメな施工会社は
そこで弾かれる。そういう意味においても、大規模
修繕工事の万が一に備え、新しいセーフティーネッ
トとして考慮したい。 （論説委員会）

大規模修繕工事の新たなセーフティーネット
NPO日本住宅管理組合協議会／集合住宅管理新聞『アメニティ』2013年7月5日付第370号より
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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。

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 
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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

㈱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

全 国 各 地 の マ ン シ ョ ン 大 規 模 修 繕 ト ピ ッ ク ス

　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。

　東大阪市は1967年、布施市、河内市、枚岡市が合併し
発足しました。
　もともとこの地域は「河内のオッサン」で知られる町
です。「おー、よう来たのワレ　まあ上がって行かんかい
ワレ　ビールでも飲んで行かんかいワレ」の歌がありま
すが、中小企業工場の密集地で、技術の高い人の集まり
でもあります。
　2002年12月、 東 大 阪 宇 宙 開 発 協 同 組 合（Astro 
Technology SOHLA）を設立。2009年１月、人工衛星「ま
いど１号」の打ち上げにも成功しています。
　そんな街・東大阪。実は、大阪市内の都市化で失われた、
古き良き大阪人の気質（おせっかい）を色濃く残す町な
のです。
　そんな町で、どのようにマンションの大規模修繕に関
わってきたか―。

◇

　東大阪は人情、人のつながりを大切にする土地柄とい
うことはもうおわかりだと思います。
　秋の小学校の運動会の前日は理事会など開かれません。
運動会の応援に家族で参加するために徹夜で並んで場所
取り（＝酒盛り）をするからです。
　12月も理事会などより、自警団が優先。テントを張って、
ストーブ炊いて、夜警で回って、酒盛りです。差し入れ
も当たり前です。

◇
　こうした地域での営業は、売る側が値段を決めるので
はなく、管理組合が値段を決めるようにしてあげること
が肝心です。
　中小企業の技術者の集まりという点からも、上から言
われることは聞きたくない、我々のことは我々で決めた
がります。さらに「おせっかい気質」ということか、他
人のことにも口を出し
たがります。
　とにかく「自分たち
が価格を決める主人公」
というシチュエーショ
ンを整え、納得感を演
出することが大事。そ
れがコンサルティング
力といえるのではない
かと思います。

東大阪編

東大阪市下小阪にある司馬遼太郎記念
館。司馬氏の自宅と安藤忠雄設計の建
物で構成されている
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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

〒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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　６月23日㈰、神奈川・横浜にあるグランフォーレ戸塚ヒ

ルブリーズ管理組合（2002年竣工・10階建て・２棟・206戸）

が行った防災訓練の様子を、マンション住民である森崇氏

のブログより紹介します。

◇

　当日、自治会防災委員は朝９時にコモンハウス前に集合。

10時から始まる防災訓練に向けて準備を行った。

　本部長、副本部長を決めコモンハウス内に本部立ち上げ、

本部長の指令のもとに委員が様々に動いた。

　10時に非常ベルがマンション内に鳴り響く。

　外階段を使って住民達が降りて来る。そしてコモンハウ

スへ集まる。安否確認をして開始を待つ。参加人数は74人。

　訓練ではAEDや消火器の使い方、起振車体験の３つを体

験した。

　起振車体験は震度６強の揺れを体感。立っていられず、

座ってもいられない程、上下左右斜めに揺れ動き、現実に

はこれ以上の強さの揺れが襲って来るのだ。

◇

　グランフォー

レ で は 防 災 訓

練を春と秋に開

催。春期は戸塚

消防署が主催と

なっている。

起震車が到着

消火器の使い方も行った参加者訓練ではAEDの実践も震度6強を体感する

起震車を使って
　　　　震度6強を体感
起震車を使って
　　　　震度6強を体感

防 災 訓 練
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●主催：（般社）全国建物調査診断センター
　　　　（般社）建物修繕技術協議会
●共催：関西ペイント㈱
　　　　㈱スターテック
●後援：NPO全国マンション管理組合連合会
　　　　（般社）首都圏マンション管理士会

第1部「大規模修繕、知らないと損する『失敗の研究』」
その管理組合は何故、大規模修繕工事を失敗したのか？

○工事見積もり書の見方が正しかったのか？

○工事会社のヒアリングに正しい質問をしたのか？

○工事資金の調達方法は間違っていなかったのか？

講師：㈱リノシスコーポレーション（一級建築士事務所）　佐藤成幸常務

http://www.renosys.jp

第2部「目からウロコ !?それぞれのマンションに最適な排水管工事の工法とは？」
講師：㈱スターテック

● 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




