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2回目の大規模修繕工事
ポイントはプランター
　荒川のリバーサイド、記者が訪れた5月はたくさん
の新緑に覆われており、恒例の荒川の花火大会（今年
は7月29日㈭午後7時30分～ 8時30分）は特等席
での宴会を楽しめる。
　そんな好環境にあるマンションで2回目の大規模修
繕工事を行ったのは㈱日装（本社東京・新宿、小川隆
幸社長）。躯体補修、シーリングなどの一般的な改修
工事を行った。
　今回の工事で特に配慮した点は、6F、10F、14Fの
3フロアの共用廊下に設置しているプランター（花壇）
の防水。これまでは防水加工が施されておらず、コン
クリート躯体への雨水の浸入が問題となっていた。
　プランターの防水改修では、まず土を全部掘り出
さなければならない。当初は掘り出した土を処分し、
FRP防水による加工後に新しい土を入れる予定で
あったが、工事費節約とエコ（資源を無駄にしない）
のため、土を再利用することに決めた。
　掘り出した土を土のうに詰め、廊下に約2カ月半の
間、集積。「廊下を汚しては困るし、排水ドレンまで
の雨水の流れを止めてはならないし、場所はとるし。
住んでいる中での工事ですから気を配りました」と工
事担当者。

　File Data. 8　東京・荒川区／ハイツ町屋管理組合

工事データ
○工事名／ハイツ町屋第2回大規模修繕工事　○建物概要／
1986年竣工・5棟・188戸・SRC造14階建て　○発注者名／
ハイツ町屋管理組合　○設計・監理者名／㈱東京建物リサーチ・
センター　○施工者名／（株）日装　○主な工事内容／共通仮設
／足場仮設／下地補修／シーリング／タイル補修／外壁洗浄／内
外壁等塗装／共用部仕上げ／防水など　○工事期間／ 2009年8
月下旬～ 2010年2月下旬

プランターは6、10、14Fの 3フロアに設置している

勾配調整のためモルタルを打設。左上に掘り出した土のうがみえる

FRP防水施工完了。土を戻して緑化作業へ

管理組合

　こうして住民の不便、工事のやりにくさを我慢して
得たメリットはおカネの節約であって、当初は予定に
なかった廊下笠木のウレタン塗装や樋の修理など、他
の修繕の追加工事にあてることができた。
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櫻井博宣社長にお話を聞きました。

―マンション改修での最新事情は

　私どもはお客様に喜ばれる改修の提案を心がけていま

す。その一環として、現在は外断熱改修をマンションの

状況に応じて提案させていただいております。

　約50人の社員がドイツの外断熱メーカーの施工資格を

持っています。

―外断熱というと寒冷地での採用イメージがある

　日本でも北海道から外断熱工法の需要が高まっていま

すが、実は外断熱は首都圏でも有効なのです。

　首都圏の多くの地域では湿度が高く、夏は猛暑が続き、

カビが発生しやすい状況にあります。また、冬は外気と

室内との気温差が大きく、結露によるトラブルが多発し

ています。

　室温を安定させることがカビや結露の発生を防ぐこと

につながるのです。

　外断熱改修をしたことによって、「エアコ

ンを使わなくなった」と喜んでいただける

居住者は少なくありません。外断熱は省エ

ネ効果もあるのです。

―ただコストが高い感は否めない

　確かに外断熱工法は費用が高いイメージ

があります。しかしそれは資材単価が高い

のであって、人件費等の問題ではない。普

首都圏でも有効な外断熱工法の普及に期待

及すれば資材単価は下がります。工法としてはいいもの

なのだから、海外メーカーに頼るのではなく日本の塗料

メーカーにもがんばってほしいと言いたい。

　また、行政の補助制度をもっと拡充させることで普及

につなげてもらいたいとも思います。外断熱工法は室内

環境の改善だけではなく、建物の長命化にもつながりま

す。建て替えで廃材を出すより、長命化による省エネ工

法としての外断熱工法の普及に期待したいと思います。

―マンション管理組合に向けて一言

　外断熱にすることによってコンクリートが保護される

ため、大規模修繕工事の内容やスパンが変わってきます。

管理組合にとっても長い期間で考えると決して費用が割

高というわけでもないのです。

　建物をトータルコストで考え、今以上に快適な住環境

となるような提案をさせていただこうと思っています。

TOHO株式会社
〒101-0044  東京都千代田区鍛治町1-8-3　 0120-578-775　☎03-3255-1876　
FAX 03-3255-1870　URL：http://www.toho-cp.co.jp　E-mail：Toho@toho-cp.co.jp
設立年：昭和22年8月6日　代表者：櫻井博宣　資本金：2億円　正社員数：260人　現場代理人数：155人
過去3年間の改修工事実績　2009年：830件／ 63億円　2008年：818件／ 63億円　2007年：686件／ 65億円

TOHO株式会社
マンション大規模修繕工事、給・排水管等設備改修工
事の調査・診断から施工、アフターメンテナンスまで
責任を持ってお手伝いさせていただきます。

TOHOのロゴマークを掲げるエントランス前に立つ櫻井博宣社長と本社総務部内の様子

企業DATA

会社探訪
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おかげさまで創業107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

　耐震改修で問題となるのが特定住戸への影響。耐震改
修を行うことによって特定の住戸だけ、その専有部分の
床面積が小さくなったり、日照や採光、または眺望が悪
くなる場合は、その住戸の承諾を得なければならない（区
分所有法第17条第2項）。
　外付けフレームを取り付ける場合は、フレームを取り
付けて住環境が悪化する住戸の承諾が必要。そうした特
定住戸に対しては管理費等の減額など、影響を受けない
住戸との差別化等が交渉の手段となる。
　そもそも耐震改修の総会決議要件が4分の3以上の多数
決議か、過半数の普通決議か…は、そのマンションの改

修内容によるようだ。写真のように見た目が大きく変わ
る場合は多数決議だが、柱や梁に耐震補強シートや鉄板
を巻き付ける場合など見た目の加工が小さい工事は普通
決議で工事の実施が可能であると考えられる。

どの住戸にも公平に…全戸に外付けフレームを取
り付けたマンション（横浜・169戸）

マンションが崩れる一番の要素である耐震壁のな
いピロティ部分にブレース（東京三鷹市・148戸）

東京都営賃貸住宅312戸（荒川区）のうちの一
部分にフレーム補強。分譲マンションでは合意形
成が難しいところ

（共用部分の変更）
第�17条 共用部分の変更（改良を目的とし、かつ、著

しく多額の費用を要しないものを除く）は、区分所有
者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決
議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約
でその過半数まで減ずることができる

2 　共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及
ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得な
ければならない

区分所有法

│耐│震│改│修│の│合│意│形│成│

外付フレーム補強は
承諾が最重要課題!?
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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

○敷地面積：56,593㎡　○延床面積：35,920㎡　○従業員数：250
人　○機械加工工場：2,400㎡　○組立工場：10,130㎡　○試験場：
2,300㎡　○部品自動倉庫：3,180㎡　○製品倉庫・出荷ターミナル：
7,550㎡　○事務棟：2,400㎡　○福利厚生施設：2,540㎡　○その他：
5,420㎡　○生産品目：自動給水装置・受水槽付自動給水装置・消火ポ
ンプ・家庭用ポンプ・制御機器・その他、約520機種6,800型式のポ
ンプを生産

　岡崎工場の概要
●�所在地・連絡先�●

◆岡崎工場　〒444-8530  岡崎市橋目町御領田1番地
　☎0564-31-4191（代表）　 FAX 0564-33-1181
◆東京支店　〒170-0005  東京都豊島区南大塚2-10-3
　☎03-3946-8480（代表）　 FAX 03-5395-7687
◆その他　全国10支店62営業所
URL：http://www.kawamoto.co.jp

　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。

㈱ 川 本 製 作 所 岡 崎 工 場

ポンプ一筋90年超　年間30万台を生産
　今回は名古屋で行われた日本マンション学会、全国マンション管
理組合連合会の代表者会議の出張帰りに、愛知・岡崎市にある株式
会社川本製作所（川本ポンプ）の岡崎工場を見学してきました。
　名古屋駅から名鉄線で約30分の新安城駅下車。そこからタク
シーで約15分。全国へのポンプの出荷を一手に引き受ける岡崎工
場。ポンプ一筋90年超だそうです。ブレない、この頑なな方針こそ、
信頼の礎（いしずえ）と言えるのではないでしょうか。
　川本製作所は大正8年名古屋市で創業。昭和41年に生産拠点を
岡崎市に移した。平成3年には56,600㎡の敷地面積となり、現在、
約520機種・年間30万台のポンプの生産能力を誇っている。
　工場の従業員数は事務職員も含めて約250人。カメラを手に歩
き回る私にみなさん「こんにちは」とあいさつをしてくれました。

事務棟（左）と事務棟のエントランスに展示しているポンプ。大正期か
ら生産している井戸用手押しポンプ（中央）は現在も受注があるそう

岡崎工場を紹介していただいた工
場長の川本浩史さん（左）と総務
課の堂前道郎さん

マンションの給水設備工事
で、近年多いのが水道本管
からの直結給水方式。省エ
ネの上、フレッシュな水の
給水が可能というわけで、
俄然注目を集める直結給水
ブースタポンプ（屋外設置
型）の組立例を撮影した

直結増圧ポンプの組み立ては月産150台程度。受注増にも柔軟に
対応するという

大きな工場です。「ナゴヤドーム
がすっぽり入ります」と堂前さん
から説明がありました

まずは組み立てる部品の収集

組み立て開始組み立て前

水圧試験等を実施１次工程完了

防音室にて、ポンプから発生
する運転音をチェック

水圧試験等の中
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1. 工事費の構成
　大規模修繕は建設工事の分類では「建築改修工事」で、
工事費の構成（仕組み）は図の通り。

　工事費は、大きく直接工事費と諸経費に分かれる。直
接工事費には防水や塗装など「形に残る」部分と足場な
ど「形に残らない」部分がある。
　諸経費には共通仮設費（安全に関する費用、資機材の
運搬費、廃棄物処分費など）、現場管理費（技術者の給与
や現場事務所維持費、工事広報費など）、一般管理費（会
社の事務経費や利益）があり、どれも工事を円滑に進め
るのに必要な費用である。
　こうした費用を知っておくとよいのは、見積書を見る
とき。
　例えば、会社を維持する上で必要な一般管理費の項目
がなければ要注意。絶対に必要な項目であるのがわかっ
ていれば、別の項目に上乗せされているのも見えてくる。

2. 工事費の例
　実際にかかる工事費は工事の中身に大きく左右され、

「100戸のマンションではだいたいいくらが相場なのか」
といった概算工事費などというものは、まったくあてに
ならなない。個々のマンションごとに劣化の程度や形状、
管理組合の懐具合など、あまりにも条件の違いが多すぎ
て、統計的な平均値に何の意味もないからである。
　とはいえ、数年先の資金計画を立てるのに詳細な見積
書を作成するというのも大変。具体的な工事費の例を「あ
のマンションはどのくらいの金額だったのだろう」くら

いの目で見れば、ちょっとした参考にはなるかもしれな
い。
　表は都心近郊のマンションが1回目の大規模修繕工事
を実施した際の例で、最終的な契約額（竣工時精算済み）
を示した。工事費については、工事の内容に加えて戸別
の建築面積や平均専有面積に違いがあることを十分に踏
まえた上で参考程度に止めておいてほしい。

工事費の仕組みを知っておこう工事費の仕組みを知っておこう

工事費　工事価格　工事原価　純工事費　直接工事費

消費税等相当額

図－1　工事費の構成

一般管理費等

現場管理費

※ 諸経費（共通費）

共通仮設費
１回目の大規模修繕工事　金額比較表

物件 築年数 総戸数
工事金額（税込、単位：万円）

総工事費 1 戸当たり 内容区分

A 10 47 4,300 91 ①

B 13 82 5,900 72 ①

C 23 120 4,600 38 ②

D 13 200 25,100 126 ①

注１） 容区分の①はほぼすべての工種を網羅した修繕工事。具体的には防水、
外壁、鉄部塗装、シーリング、金物建具、外構、その他

注２） 内容区分の②は金物建具、外構、その他の改修を実施しておらず、
外壁についても塗装工事のみでひび割れ補修などは含まれない

クレーン車を使って足場仮設を組み立てている様子

（かながわマンションライフ第7号より抜粋）
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求められるコンサルタントとしての役割
　マンション改修で設計事務所の役割となる「設計・監理」
は文字通り、設計と監理に分けて考えられます。
　「設計」は工事の設計仕様書作成という重要な成果物も
ありますが、居住者へのアンケートにはじまり工事内容
や資金計画、業者選定でのサポートなど、コンサルタン
トとしての役割が大きいと言えます。
　管理組合の意図を十分に理解し、現状を正しく把握し、
管理組合の要求・要望に対する適切な判断をするために、
改修案はできる限り複数のプランを提示しています。管
理組合と一緒に方針を決めて行くことが大切なのです。
　一方「監理」は、施工瑕疵や不具合のないように工事
業者の施工、品質の向上をいかに指導・監理するがポイ
ントとなります。
　ただ、工事の進行状況は現場状況や居住環境によって
様々で、机上の設計通りにはいかない場合が多々ありま
す。
　このため、工事監理においては工程・品質・安全管理
は当然のことながら、管理組合の代行者という立場で、
管理組合と施工業者との日ごろからのコミュニケーショ
ンをとっていくことが大事といえます。何か問題があれ
ば何でも話し合って解決していくスタンスが必要です。
監理でもやはり総合的なコンサルタントとしての役割が
求められているのです。

設計事務所は委託契約

いる管理組合が増えてきていますが、基本的に工事業者
は工事請負契約、設計事務所は委託契約という違いがあ
ります。
　工事内容には住環境の向上、将来の修繕のための措置
など、実際の工事金額に表れない部分もあり、目先の金
額だけで判断すると、後の管理組合の損失につながるこ
ともあると考えられます。
　コンサルタントとしての役割が大きい設計事務所は、
管理組合とは委託契約の間柄です。信頼関係があってこ
そ、マンションの将来を見つめた、いい仕事ができると
言えます。

設計・監理は管理組合との「信頼関係」で成り立つ

●会社概要
　株式会社建物保全センター
　〒221-0835  横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11
　　　　　　　　 ストーク横浜二番館504
　☎045-324-6152　 FAX 045-324-6185
　E-Mail：fukuichi@k-tateho.jp
　URL: http://www.k-tateho.jp
●主な業務内容
　 （1）建物・設備調査診断業務（2）長期修繕計画策定

業務（3）大規模修繕工事・設備改修工事の設計コンサ
ルティング業務（4）施工監理業務（5）既存建物の耐
震診断及び耐震補強施工監理

●社員数　7人
●過去3年間の業務実績
　■設計コンサル・施工監理
　　2009年1,800戸
　　2008年1,900戸
　　2007年2,100戸
　■建物・設備の調査診断
　　2009年670戸
　　2008年1,659戸
　　2007年1,200戸
　■顧問契約
　　4管理組合1,500戸
　■長期修繕計画策定
　　直近3年　12管理組合

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
紹
介

一級建築士事務所

㈱建物保全センター

代表取締役　福　市　博　臣�さん

第6回

管理組合向けの大規模修繕工事
セミナーでの講演の様子（左）
と、同じく設備のマンション工
事見学会で説明する福市氏

　近年では、工事業者
選定と同様に設計事務
所も見積もりで決めて
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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。

1. 専門委員会の運営の問題点（抜粋。以下同じ）
・専門委員会のメンバーが勝手に活動している。
・専門委員会と理事長が対立している。
・ 本来の業務範囲を逸脱し、理事会より上位の存在となってい

る。
2. 大規模工事専門委員会運営細則の事前制定
　専門委員会が本来の業務を遂行しその機能を果たすために
は、専門委員会を設置する前にその位置付けや業務の内容、委
員会の運営方法等の重要事項を取り決め、細則を制定すること
が重要と考えられる。
3. 専門委員会の設置のメリット
　管理組合にとって極めて重要な工事を円滑に進めるために
は、専門委員会を設置し大規模修繕工事実施に関する事項を専
門的に調査、検討し答申させることは極めて有効な方法といえ
る。
4. 専門委員会の位置付け
　「理事会の諮問機関」であることを明確に規定する。
5. 専門委員会の役割
　理事会からの諮問に基づいて、調査、検討しその結果を答申
することであり、理事会を補佐することである。理事会と専門
委員会の関係を専門委員会の構成員に対し十分周知しておく必
要がある。
6. 専門委員会の設置時期
　本細則モデルでは、大規模修繕工事の実施を検討することが
理事会等で決議された段階から専門委員会を設置することを想
定している。具体的には、建物の調査・診断の実施を検討する
段階からとなる。ただし、検討から施工まですべての工程を1

つの専門委員会が担当するのではなく工程ごとの委員会を設置
する方法も考えられる。委員会の設置・解散時期は各々のマン
ションの事情に応じて決定することになる。
7. 専門委員会の業務範囲
・ 専門委員会が担当する大規模修繕は、外壁塗装等工事、鉄部

塗装等工事、屋根防水工事、給水管更生・取替工事、排水管
更生・取替工事等の計画修繕工事。

・ 日常の修繕工事や保守点検業務にまで関与する等、定められ
た役割を逸脱する行為等を防止するためにも「大規模修繕工
事」の定義は重要。

8. 総会の決議
・ 専門委員会運営細則はマンション標準管理規約第70条に基

づき作成し、同47条、48条に基づき、総会の普通決議によ
り制定できる。

・ 外部専門家を活用する場合は、同48条「その他管理組合の
業務に関する重要事項」に当たり、総会の普通決議が必要。
また、外部専門家への委託費は同27条「専門的知識を有す
る者の活用に要する費用」で管理費会計から支出することが
できるが、同28条「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、
区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」に当
たる費用として、総会の普通決議を得れば修繕積立金会計か
らも支出することができる。

9. 専門委員会の資格と候補者の選出方法
・ 建物の不具合個所の状況、工事中の協力等、現に居住する組

合員等の意見の集約が不可欠であることから、「マンション
に現に居住する組合員」を資格要件とした。

・ 理事長は専門委員への諮問者であるため、専門委員を兼務す
ることはできない（ただし、小規模マンション等でなり手が
いない場合は兼務も考えられるが、理事長と委員長の兼務は
好ましくない）。

10. 専門委員会の答申
　専門委員会の答申が理事会方針とされるかは理事会の決議に
よるので、再諮問等も考えられる。理事会は専門委員会に対し、
具体的な諮問事項、内容を示すことが大事である。
11. 専門委員会の解散
　本細則モデルでは、専門委員会の常設化は想定しておらず、

「業務が完了した時に理事会決議により当該専門委員会は解散」
するとしている。これは常設することにより起こり得る弊害（専
門委員会の役割を逸脱する行為等）を予防するためである。

専門委員会を設置する意義
（マンション標準管理規約第55条解説より）

　工事の構想から実施まで、必要な工事の調査、区分所有
者全員への情報提供、意識付け、工事施工者の選定、工事
実施等と2 ～ 3年を要するとともに、その内容は専門的で
ある。（中略）大規模修繕工事の実施に関する実務を円滑
に進めるためには、興味のある人が他の管理組合業務に忙
殺されることなく、継続的に従事することが有効であると
考えられる。これが専門委員会設置のメリットである。

　㈶マンション管理センターは今年3月、「大規模修繕工事専門委員会運営細則モデル」を発表した。ここでは、
細則モデル巻頭にある「作成に当たってのポイント」の主な要点をまとめた。大規模修繕工事専門委員会の位置
付けや業務の内容、運営方法等は委員会設置前の約束事として、きちっと決めておくことが重要である。

  マンション管理センター発行  修繕委員会細則モデルのポイント !
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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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　アルミ製手すりには根元付近のコンクリートの塗膜が

ふくれ、錆び汁が漏れ出てくる問題が発生する場合があ

る。放置すると徐々に錆び汁の量も増えるので厄介な問

題だ。

　これはアルミ製手すりの内部に雨水が侵入し、コンク

リート内部の鉄筋や手すり固定用の鋼材が錆びるために

発生する。

　アルミという金属はコンクリートや鉄よりも膨張率が

大きく、太陽熱により大きく伸縮する。さらには人がも

たれかかった際などにも動くので複数の部材で構成され

ているアルミ手すりは部材間に隙間ができやすく、雨水

が中に浸入してしまうのだ。

　この問題を解決するにはアルミ手すり根元に穴をあけ

防水材を注入する方法が効果的。これまでは液状のセメ

ントスラリーやエポキシ樹脂を注入する方法がとられて

きたが、最新技術としては、コンクリートに浸透する防

錆材と柔軟なウレタン樹脂を組み合わせ、防錆と防水を

同時に行う工法がある。

　コンクリートに浸透する防錆材は亜硝酸カルシウムと

呼ばれ、コンクリートに浸透し鉄の錆びを赤錆から黒錆

に変化させることにより錆の進行を止める。

　防水用のウレタン樹脂はソリッドウレタン樹脂と呼ば

れ、水より重く、水と混ざり合わない性質（疎水性）で

あるため手すり内部に水が溜まっていても、これを押し

上げ硬化するので施工面を確実に防水することができる

（防水性ウレタン樹脂カスター KP2）。

　さらに硬化後も柔軟であるためアルミ手すりの大きな

動きにも追随し防水性を保つ。このような処理をした後、

塗装の補修を行えば問題が再発することはない。

外部

内部からの
漏水による
塗膜の膨れ

手摺壁

鋼材

浸入水

アルミ手摺り

ベランダ内部

内部からの
漏水による
塗膜の膨れ

手摺壁

鋼材

アルミ
手摺り

注入されたKP2

内部からの
漏水による
塗膜の膨れ

手摺壁 防錆材

鋼材

アルミ
手摺り

内部からの
漏水による
塗膜の膨れ

注入されたKP2

水との反応で
膨脹したKP2

手摺壁 防錆材

鋼材

排出された
内部の水

アルミ手摺り

施工前のアルミ手すりの根元 防錆材の注入 防水材（カスターKP2）の注入 施工後のアルミ手すり内部

カスターKP2を注入している様子

最新
防水事情
最新
防水事情
第1回

アルミ製手すり根元の塗膜爆裂への対処法
防錆と防水を同時に施工する
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　川崎のAマンション管
理組合では無用な排水
管トラブルを防ぐため
に日ごろの生活で心が
けることを住民向けに
まとめて全戸に配布し
ました。少しだけその
内容を紹介します。

◇
＜トラブルの原因となるもの＞
1． 台所系統：食用油、野菜くず、残飯、コーヒーか

す、茶葉、楊枝、箸などの固形物など
2． 浴室・洗面所系統：髪の毛、洗剤の泡、洗濯によ

る糸くず、歯ブラシなど
3． トイレ系統：ティッシュペーパー、生理用品、紙

おむつ、玩具等の固形物など
◇

1．台所： 
　油は、排水管つまりの一番の原因であり、排水管
の寿命を短くする元凶です。
　調理で使用した油をそのまま流すなど論外。油が
ついたフライパン、皿などを台所洗剤で洗いますが、

その時点では油は液状であるため水と一緒に流れて
いきます。
　排水管の中に入った油が比較的スムーズに流下さ
れれば問題は少ないのですが、何らかの理由で管の
中に長く滞留すると、冷えてラードのように固まっ
てしまい排水管を詰まらせ、排水管の寿命を縮める
原因となります。油を紙などでふき取ってから洗う
ようにするとよいでしょう。

2．浴室・洗面所：�
　髪の毛は、シャンプーや石鹸などと絡まって管の
内部に付着し、詰まりの原因となります。各戸で、
トラップ（水の溜まっている所）の掃除をまめにし、
髪の毛を取り除くようにしましょう。
　洗剤の泡は、意外ですがスムーズな排水を妨げる
要因の一つです。泡は、空気を内包した表面積張力
の強い膜でできています。排水管の横管に滞留する
と空気溜まりを作り、そこに洗剤の入った水などが
流れてくると、泡はどんどん成長し排水管内を逆流
し始め、最悪の場合排水口から逆流して溢れ出るこ
ともあります。洗剤の使い過ぎや、泡立ちの良すぎ
る洗剤は使用しないことです。（7月号につづく）

排水管トラブル、居住者が注意することは？①

〒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/

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。

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

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！
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フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

　テレビのニュース番組を見ていて、「文化放送」と白く明朝体で刻印された黒マイク
を目にすることがありませんか？
　テレビ局のマイクよりも主張の強くて、古臭いこのマイクは文化放送報道部の記者
たちが使っている三研マイクロホンのMS-5というマイクです。
　ラジオ記者は人数が少ないため、1人で何現場も担当しています。記者は1人1本マイ
クを持って色んな現場に直行。政治家を取り囲むときも、記者会見のときも、街の人に
インタビューするときもこのマイクを使います。
　複数の人の声を1人で録音しなければいけない、インタビューの対象に近づけない…
など、不慮の事態でも誰も助けてもくれません。そんな中、このマイクは結構な悪条件
の中でも広範囲の音がクリアに録音できるので、古臭くともMS-5は50年以上も使わ
れてきたということなんです。
　「目立ちたくてあのでかいマイクを使っているんじゃないか」と言われることもあり
ますが、実際、テレビにマイクが写ってないと「オイ、報道サ
ボってるんじゃないのか」と文化放送OBからクレームの電
話がかかってくるとか。
　ラジオ記者がマイクを握り締め、孤軍奮闘して録音した音
をぜひ、聞いてみてください。
　「ニュースパレード」（月～金　17：00～ 17：12）

●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。

文化放送を聴くには…？

ラジオ記者の味方、三研マイクロホンMS-5

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

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。

● 問い合わせ先 ●
〒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

発行部数 5,000部

配布先 東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

（2010.6 改訂 1）

地域別 築年別東京都
43.9％

神奈川県
30.3％

埼玉県
14.0％

千葉県
11.8％

築25年 9.3％

築24年
9.4％

築23年
8.8％

築8年
17.9％

築11年
17.4％

築10年
20.2％

築9年
17.0％

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。

配布先マンションデータ

おもしろコラムもご覧ください！

　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6月号の目次

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

・人類史上最古の世界標準　　・サクランボの小悪魔的な魅力　　・肝を養う睡眠法

・ビーチサンダル、ジャンダル、水雪駄　　・美しい花には毒がある（紫陽花）

http://zenken-center.com


