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管理組合
File Data. 9

東京・稲城市／多摩稲城マンション管理組合

近隣の自治会館にて住民説明会の様子。設計の建物保全センター、
施工の川本工業が工事中の注意点などを説明

専有・共用部分全交換
給・排水設備改修工事
共用部分の給水管、汚水・雑排水管、専有部分の給
水・給湯・汚水・雑排水管をすべて更新した。
1住戸の工程は約7日間。室内の解体、配管、内装、
仕上げ工事と続く。業者が立ち入るため、居住者は在
宅が必要となる。この間、施工している日中は断水。
夕方から翌朝までは、仮設管によって風呂などは使用
ができる。
マンションの中心は理事会の諮問機関である環境整
備委員会。理事会役員経験者に加えて現役の理事長、
副理事長、自治会長など、総勢約15人で構成する。
理事は1年交代だが、この環境整備委員会が継続的
な建物管理や住民からの不具合情報、自治会との夏祭
り開催など、マンションコミュニティー全般にわたる
理事会のサポーターになっている。
管理組合と顧問契約を結び、長期修繕計画の策定、
大規模修繕工事や設備改修の設計など、すべての建物
維持管理においてコンサルタント役を務める建物保全
センターの福市博臣社長は「委員会のメンバーが理事
役員出身者で、経験上、理事会の内容をよく理解し、
サポートしてくれるから工事もスムーズに進む」
「非
常にいい組織作りができている」とマンション内のコ
ミュニティーを絶賛している。

床をはつり、給水、給湯管を
新設している

旧排水管は下階の天井裏を
通っていた

工事中の居住者用仮設トイ
レ、仮設洗濯機も設置

工事データ
○工事名／多摩稲城マンション設備改修工事 ○建物概要／
1974年竣工・3棟・318戸・SRC9 ～ 11階建て ○発注者名
／多摩稲城マンション管理組合 ○設計・監理者名／㈱建物保全
センター ○施工者名／川本工業㈱ ○主な工事内容／共通仮設
／足場仮設／揚水管更新／共用給水管更新／共用汚水、雑排水管
更新／専有部給水、給湯、汚水・雑排水管更新工事／屋上汚水桝
調査 ○工事期間／ 2009年9月5日～ 2010年6月中旬

おかげさまで川本工業は2010年、
創業80周年を迎えました。
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会社探訪

シンヨー株式会社

「高い品質」
「誠実なアフターメンテナンス」
「環境に
優しいリニューアル」をモットーに、管理組合様との
長いお付き合いを目指します。

社員、協力会社スタッフの研修に注力

川崎・大川町の本社と社内の様子。左が森社長

マンションの大規模修繕工事を手掛けるシンヨー㈱は

足場研修の様子。メーカー工場での勉強会や
座学も行う

●企業データ

今年5月15日、丸80周年を迎えた。80年の歴史の中、
「誠

社

実と革新」をモットーに技術開発等、社会への貢献を行っ

所

ている。
顧客を大事にする姿勢の一環として、特に社員及び協
力会社スタッフの研修に力を注ぐ。マンション大規模修

在

電

名

シンヨー株式会社

地

〒210-0858
神奈川県川崎市川崎区大川町8-6

話

044-366-4771

Ｆ

Ａ

Ｘ

044-366-7091

メ

ー

ル

info@sinyo.com

繕工事では、足場の組み立て、防水施工、塗装、シーリ

ホームページ

http://www.sinyo.com

ングなど、それぞれ大手専門メーカーの協力によって、

創

業

昭和5年5月15日

各社の工場等での勉強会、工場見学を行う。昨年度は年7

代

表

者

森

回のプログラムで研修を行った。

資

本

金

5億7,025万円

社員に関しては建築士や建築施工管理技士などの資格

哲夫

正 社 員 数 200人

取得を奨励。1回の修繕工事から、
「次も選んでもらう」

現場代理人数

ことを念頭に置く。

過去3年間の改修工事実績
2009年 1,248件／ 79億8,000万円
2008年 1,077件／ 86億7,000万円
2007年 1,247件／ 55億3,000万円

今後は外壁や防水、鉄部の修繕だけではなく、給・排
水設備等へも積極的に工事を受注していく。

143人
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おお ぼし

すすむ

解説

大星 賞の

判例検証

すすむ

賞 弁護士

◆大星法律事務所
◆東京都中央区銀座6-3-12 数寄屋ビル9F
◆TEL 03-3571-1138
◆著書：
『大星賞の不動産紛争Q&A』『施設
トップのためのわかりやすい福祉経
営』（共著）『住宅・設備をめぐる裁
判事件解説集』
（監修）
『PL用語辞典』
（監修）など

欠陥マンション・損害賠償請求事件
瑕疵は設計、施工業者にも賠償責任あり！
不法責任、基礎・構造部以外でも追及可能
2007. 7. 6

おお ぼし

大星

最高裁

最高裁第2小法廷（今井功裁判長）は平成19年7月6日、マンショ
ン建設の瑕疵について、設計者、施工者は瑕疵担保責任を負わない
として、マンション所有者である原告の損害賠償請求を認めなかっ
た福岡高裁の第2審判決を破棄。差し戻しを命じた。
裁判長は「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合
には、不法行為責任が成立すると解すべき」とし、違法性が強度で
ある場合だけではなく、壁のひび割れ、バルコニー手すりのぐらつき、
排水管の亀裂等についても違法性の余地があるとして、所有者側の
訴えを退けた2審判決を破棄。あらためて業者側の不法行為責任の
有無について審理のやり直しを命じた。
■事件の概要
事件の舞台は大分県の賃貸マンション。東京に本社を置く設計・
監理者と、地元の施工者が工事を行い、1990年に完成。本訴訟を
起こした原告が、そのマンションを建築主から約5億6000万円で
購入した。
その後、外壁、共用廊下やバルコニー、駐車場の壁、居室内の床
スラブや壁などのひび割れ等から96年、設計者と施工者を相手に瑕
疵補修工事代金2億7000万円を含む、総額約6億4000万円の損害
賠償請求訴訟を提起した。
1審 判 決 は、 設 計 者 と 施 工 者 へ の 瑕 疵 担 保 責 任 と し て、 合 計
7400万円の損害賠償を命じたが、被告はこれを不服として控訴。
第2審では、①設計者と施工者は原告と直接の契約関係にない②建
物の瑕疵は耐力上の安全性について違法性はないなどと判断し、被
告の不法行為責任を否定。最高裁へは原告が上告していた。
■最高裁判決の要点
• 建物の建築に携わる設計者、施工者は、契約関係にない建物利用
者や隣人、通行人（居住者等）に対しても、基本的安全性に配慮
すべき注意義務を負う
• 設計者、施工者は、この義務を怠ったために基本的安全性を損な
う瑕疵がある場合、居住者等の生命、身体、財産が侵害される損
害について、特段の事情がない限り、不法行為による賠償責任を

負う
• 設計者・施工者の不法行為責任について、建物の基礎や構造体に
関わるもの等としていたが、例えばバルコニーの手摺の瑕疵であっ
ても、転落など生命または身体の危険になる要素もあり、基礎や
構造体の瑕疵に限って認められるというものではない
■不法行為責任
不法行為責任（民法第709条）とは、故意・過失によって他人の
権利を侵害し、他人に損害を生じさせたことに対する責任のこと。
債務不履行責任と異なり、加害者と被害者の間の契約関係に基づか
ないことが特徴。
不法行為責任の損害賠償請求権は、被害者が損害等を知ったとき
から3年、不法行為から20年が時効。建築物品質確保促進法（品確法）
は、「建物の主要構造部と雨漏り」は10年、それ以外は2年として
いる。
■解説
最高裁は、設計者・施工者に対し、直接契約関係のない建物利用者、
隣人、通行人（居住者等）にも、基本的安全性への注意義務・不法
行為責任を認めた。これは、原告当事者の範囲が緩和され、欠陥住
宅対応への大幅な強化となったといえる。
区分所有法の改正により、「管理者」に対し管理組合を代表して当
事者適格が認められたが、一般的なマンションは、築年数が進むと
転売により所有者が変り、売主と売買契約を結んでいない人が増え
る。居住者に賃借人が増加する傾向もある。
判例は賃貸マンションのオーナーが原告だが、こうした管理組合
が、建物の欠陥・瑕疵について、居住者等に対する基本的安全性の
不法行為責任を、施工者等に求めることができるとしている。
契約関係でいえば、購入者個人でいえば売主との売買契約となる
が、不法行為責任は契約関係に基づかないとしているため、設計者、
施工者に対しても賠償責任が生じるとした。この点も、加害者の責
任対象が広げられることは、管理組合にとって好都合となるといえ
る。
欠陥箇所への請求が品確法より長い20年という判決は、管理組合
にとって朗報といえる。基本的安全性についても、建物の主要構造
部分に限らず、たとえバルコニーの手摺であっても、利用者の生命
や身体を危険にさらすものでありえるとした。品確法は、主要構造
部分を対象に10年としているにも関わらず、である。
1ページ、6，7ページに住宅瑕疵担保責任保険の解説を掲載した。
建設時と同様、大規模修繕工事についても、今後は不法行為、賠償
責任を問う事案が発生する可能性は少なくない。

107年

おかげさまで創業

〒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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マンションライフライター

NPO耐震総合安全機構（JASO）

の

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。

耐震総合安全を追求する専門家集団
一級建築士等を中心に活動

密診断や耐震補強に多額の費用がかかることがネックになって
いると言います。
ただし行政の補助金も拡充しており、
「東京都でも中長期計
画で、緊急避難道路沿いの建物の耐震化率100％にする」（岸
崎さん）ため、今後は建築物の耐震化の普及が期待されます。
補助も一律ではなく、耐力アップにランク付けをして、少し
でも耐震に関心を持てるような工夫の必要性なども検討されは
じめています。行政へのアプローチもJASOの取り組みのひと
つです。

事務局は地下鉄有楽町線護国寺駅から護国寺を背中に講談社
を通り過ぎた先のビルの7階の1フロア。事務局デスク、パソ
コンのある部屋と会議室があります。
JASOは現在、東京都内6区から耐震化支援事業を受託。こ
の事業は平成18年にはじまり、今年3月までにアドバイザー
派遣329件、簡易診断151件、精密診断21件、補強計画・
設計3件の活動実績を作っています。
1996年、日本建築家協会（JIA）・日本建
築構造技術者協会（JSCA）・建築設備技術者
協会（JABMEE）の会員有志を中核として、
阪神淡路大震災を契機に前身である建築耐震設
計者連合（JARAC）が立ちあがる。2004年
NPO法人化。耐震総合安全機構として以後そ
の活動を引き継いでいる。
耐震診断が必要なのは昭和56年の新耐震設
計法の導入以前に建てられた建築物です。平成
18年、改正耐震改修促進法の施行により、耐
一級建築士で建築耐震アドバイザーの岸崎孝
震性の低い建築物の所有者（マンションでいえ 弘さん（左）と常務理事で事務局長を兼ねる
ば管理組合）への自治体による指導が強化され 中田亨さん
ました。
それでも分譲マンションでは「耐震改修まで
の道のりは現実的には難しい」と岸崎さん。精

マンション耐震改修工事現場見学会
（2009.8.24）

主な活動
①建築の耐震総合安全性に関する講習会、
講演会、シンポジウム等の開催 ②耐震・
改修に関する技術解説資料集の刊行 ③耐
震診断、補強設計、工事監理の実施など、
建築の耐震総合安全性の普及
会員状況
○正 会 員

JASOは会員が行った耐震診断や補強設計を
「審査会」や「判定委員会」にて必ず第三者が
チェックする

 05人（建築家、構造技術者、設備技術者
1
をはじめ、防災専門家、エレベーター、家
具の専門家やソフト面での建物管理者等の
専門家など）
○法人会員 14社
○賛助会員 22社

新潟県中越沖地震を取り上げた講演会
（文化シャッター BXホール 2008.6.6）

● 所在地・連絡先 ●
〒112-0013 東京都文京区音羽1-20-16
PAL音羽ビル7階
☎03-6912-0772 FAX 03-6912-0773
E-mail：info@jaso.jp URL：http://jaso.jp
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国 交 省 認 可

大規模修繕保険、その内容は？

理事会の負担軽減、施工の品質確保・強化に期待
これまで、マンション大規模修繕工事の保証といえば、
メーカーによる材料の保証だけで、施工に関する保証は

保険名称
・たてもの保険NAIS-IV

大規模修繕保険

ありませんでした。工事は材料の使い方によって「出来」
が違います。今回の大規模修繕保険は、
この「出来の違い」
を保険によって賄（まかな）おうというのです。

保険の対象となる工事
・構造耐力上主要な部分（例：耐震改修工事）

下記にかし保険のメリットを記しましたが、一番はマ
ンション管理組合理事長等の精神的な負担の軽減ではな
いでしょうか。

・雨 水浸入を防止する部分（例：防水、外壁、シーリ
ング工事）
・給排水管路、給排水設備、電気設備、ガス設備

一般的なマンションでは輪番制で理事が決まり、互選
で理事長になります。このときに管理組合の一大イベン
トである大規模修繕工事に当たってしまったら…工事契

・手すり等の鉄部の防錆
（防水、
外壁工事等と同時に行っ
た場合に限る）
※設備工事は単独でも保険対象となる

約書、借入があればそこに印鑑を押すのは理事長です。
保険への加入は工事業者ですが、本当にかし保険のメ
リットを生かせるのは管理組合ではないかと考えます。

大規模修繕保険のメリット

保険契約者・被保険者
・大規模修繕工事を行う請負事業者
※保険加入前に事業者登録が必要です
・事業者登録料：10,500円
※1年ごとの登録更新料は2,100円

＜管理組合のメリット＞

※登録にあたっては建設業許可証が必要です

○大規模修繕工事で瑕疵が発覚した場合、その当
時の理事会の責任を問われる可能性があるが、

保険期間

そうした不安を軽減でき、また工事業者との金

・工事完了から5年間

銭的なトラブルにもなりにくい

・手すり等の鉄部は2年間

○保険会社からの検査が加わることによって、第
三者の目が入ることで品質確保がより一層強化
される

支払保険金
・保険金額：1,000万 円、2,000万 円、3,000万 円、

○大規模修繕実施へのハードルが低くなり、組合
員の合意形成につながりやすくなる

5,000万 円、7,000万 円、1億 円、1.5
億円、2億円、3億円、4億円の10段階

＜工事業者のメリット＞

・免責金額：10万円

○保険加入によって工事受注の際の信用補完につ

・縮小てん補率：80％

ながる

※被保険者の倒産等により、工事発注者（管理組合等）か
ら直接請求を行う場合、縮小てん補率は100％となる

たてもの株式会社は平成21年9月に国土交通大臣より
指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。
か

し

住宅瑕疵保険で

住まいの

安心

を、
お約束。

たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険

国土交通大臣指定

住宅瑕疵担保責任保険法人第6号

たてもの株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 保険営業部
TEL.03-3500-4770 FAX.03-3500-4775
URL http://www.nais-th.co.jp
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保

険

料

・

検

査

料

の

例

保険料・検査料の例①

保険料・検査料の例②

請負契約金額

6,500万円

請負契約金額

2,000万円

建物延床面積

5,500㎡

建物延床面積

2,500㎡

修繕工事内容

防水工事・外壁工事・屋外の鉄部塗

修繕工事内容

給排水管設備工事及び電気設備工事

装工事

保 険 金 額 2,000万円

保 険 金 額 7,000万円
保

険

料

保

151,010円（非課税）

険

料

106,610円（非課税）

＋検査料145,500円（消費税込）

＋検査料91,500円（消費税込）

＝296,510円

＝198,110円

※検査料は検査を2回実施した場合

※検査料は検査を2回実施した場合

参考）保険料：平 成22年4月1日～平成23年3月31日までの申し込みに対して、保険金1,000万円につき4,000円の補助があ
ります。例①②の保険料はその補助金を差し引いています。

保険利用の流れ

管理組合の資料請求先
大規模修繕事業者登録

◀

保険契約申し込み

◀

①現場検査（着工前）

②現場検査（工事完了時）

◀

工事完了報告書

◀

保険証券発行申請

◀

保険証券・保険付保証明書の発行

一般社団法人全国建物調査診断センター
○大規模修繕保険「瑕疵保証センター」
〒231-0033  横浜市長者町5-56-2
☎045-250-6185

FAX

045-261-6033

※管理組合からの資料請求について
 資料請求をする場合は①大規模修繕工事時期はいつ
か②施工業者は決まっているか、をご確認の上ご連絡
ください。資料の内容が異なります。
 保険契約者は大規模修繕工事を請け負った工事会社
となります。管理組合は工事業者に保険加入をご希望
して下さい（任意）
。工事業者は事前に事業者登録が必
要になります。

工事完成保証制度もあります！
正式名は「マンション大規模修繕工事完成保証制度」。
大規模修繕工事を受注した工事業者の倒産等により、

金融機関「㈱ジェイ・モーゲージバンク（JMB）
」らと
共同で2009年6月から開始しています。

工事途中で作業の継続ができなくなった場合に、管理
組合の追加負担を最小限に抑えて、工事を継続・完成
する制度です。
全国建物調査診断センターが住宅金融支援機構提携

○工事完成保証制度「完成保証センター」
〒104-0045 東京都中央区築地1-9-11-906 ㈱FTS内
☎03-6278-0424

FAX

03-6272-5468
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第7回
一級建築士事務所

㈱ボス建築コンサルタンツ
代表取締役

横

超

和

夫

さん

大規模修繕周期は15年超、適正金額の理解も提案
建物の生涯費用の低減と環境保護
きちんとした、適正な工事を行うことによって、修繕
周期を長くする取り組みを行っています。

事例を参考に答えを導き出せるはずはありません。いろ
いろな考え方があることを知ってもらうために、複数の
情報が必要だと考えています。

通常10 ～ 12年周期の大規模修繕工事を15 ～ 18年
周期で行うことができれば、建物のライフサイクルコス
ト（生涯費用）が低減され、修繕積立金の確保にも余裕
が生まれます。
また、結果として、地球資源の節約と環境への負荷を
軽減することもできます。
しかし、そのためには適正な工事金額、適正な工事内
容を管理組合の人々に理解してもらわなければなりませ
ん。金額も内容も適正だからこそ、長期的な視野におい
て「得する」ことになるのです。

管理組合交流会の実施
約20年前から年間2回程度、管理組合交流会を実施し
ています。
実際に工事を行ったマンション管理組合に協力しても
らい、工事計画の進め方、工事内容、施工業者の選び方、
工事品質の内容などを情報交換する場です。
1つの交流会で2つの管理組合の代表者から情報提供を
してもらうようにしてい
ます。マンションは一つ
ひとつ違います。一つの

●会社概要 株式会社ボス建築コンサルタンツ
●設立 平成2年8月 ●資本金 5,000万円
●所在地
〒150-0034 東京都渋谷区代官山町14-23
セントラル代官山4Ｆ
☎03-3770-1340 FAX 03-3770-1343
E-mail：boss@boss-ac.co.jp
URL：http://www.boss-ac.co.jp
●主な業務内容 （1）長期修繕計画策定・見直し業務（2）
建物・設備調査診断業務（3）大規模修繕工事設計・監
理業務（4）設備工事設計・監理業務（5）外構施設設計・
監理業務（6）建物瑕疵コンサルタント業務（7）管理
組合運営コンサルタント業務
●社員数 8人
●過去3年間の業務実績
■大規模修繕工事調査設計監理業務
2009年 2,000戸
2008年 1,613戸
2007年 1,524戸
■設備工事調査設計監理業務
2009年 980戸
2008年 1,206戸
2007年 2,994戸
■長期修繕計画策定・見直し業務
2009年 6管理組合
2008年 4管理組合
2007年 5管理組合
■その他業務
2009年 1,068戸
2008年 3,362戸
2007年 3,117戸

6/14 横浜支店を開設しました！
管理組合交流会の様子。集会所
での工事説明会のあと、実際に
建物を見て回る
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●横浜支店
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4-7-1-3F
☎045-228-7130 FAX 045-228-7131

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。 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！
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

〒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
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最新
防水事情
第2回

サッシ回りのクラックの対処法
ドイツで開発、可塑剤を含まない弾性防水材

サッシ回りのクラック

ダッシュフレックス塗布

施工完了

サッシ回りはマンションの外壁で最もクラックが発生

ラック上に塗布することによりサッシ回りのクラックを

しやすい。これは構造上強度の弱い箇所であり、さらに

効果的に防水することができる。可塑剤を含まないため

はコンクリートや鉄よりも熱膨張率の大きいアルミが太

250％を越す弾性が持続し、汚れの付着もない。通気性

陽の熱で毎日伸縮を繰り返すためだ。このようなクラッ

のある材料なので水蒸気による塗膜の膨れも起きず、仕

クを放置すると徐々に成長しサッシ回りから部屋内へ漏

上げ材として通気性のある水性塗料を使用すると最も効

水が起こるため、大規模修繕工事の時などに建物全体の

果的だ。

処置をしておくことが重要である。
この問題に対し、これまではクラックの個所をUカット
してモルタルやエポキシ樹脂を充填する方法がとられて
きたが、これらの方法ではコンクリートの伸縮に追随で
きず充填材の剥離や新たなクラックの発生などの問題が

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

再発してしまう。
微弾性フィラーを塗装下地として使用する方法もある
が、水蒸気の影響で塗膜が膨れたり、材料に含まれる可
塑剤が徐々に表面に析出し、汚れが付着し外観が損なわ
れることもある。
「カスターダッシュフレックス」はドイツで開発され
た可塑剤を含まない弾性防水材で、塗装下地としてク
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東海塗装株式会社
リニューアル事業部

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。

㈱ヨコソーは、建物修 繕工事を通して
ホスピタリティーを探求し続けています
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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。

フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

照美さんに続いて、
大竹さんもツイッター！
もう世の中ですっかり浸透したインターネット上のつぶやき
「ツイッター」
。

文化放送を聴くには…？

今なにをしているのか、
ちょっと報告する、
という意味ではラジオと似てるじゃないか！
ということで、
文化放送でもついに大ブームとなりつつあります。

●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。

最初にはじめたのは吉田照美さん。その後は、局のアナウンサーが続き、昼のワイド
番組パーソナリティで、インターネットからは最も縁遠そうな大竹まことさんがツ
イッターを始めます。
何を隠そう私もツイッターしていますが、
「面白いことをつぶやかなきゃ」
「つぶやき
すぎると鬱陶（うっとう）しがられるんじゃないか」
「つぶやかなさ過ぎるとフォロアー
（つぶやきを見てくれる人）
が居なくなるんじゃいか」
など、
意外と悩みは尽きません。
そもそもつぶやきって悩んでするものじゃない気がします。
慣れない文化放送パーソナリティたちが、
どこまでつぶやき続けられるのか…。
ツイッターはWebからユーザー登録すれば誰でも見ることができます。照美さんの
番組ツイッターは「sokotoko1134」、大竹さんの番組は「1134golden」と検索すれ
ば見つかります。
ドキドキしながらぜひフォローしてみてください。

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

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。
発行部数

5,000部

配布先マンションデータ
千葉県
11.8％

埼玉県
14.0％

築25年 9.3％
築8年
17.9％

地域別 東京都

43.9％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
30.3％

築9年
17.0％

築年別

築10年
20.2％

築24年
9.4％
築23年
8.8％

築11年
17.4％
（2010.6 改訂 1）

● 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
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