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管理組合
File Data. 59

東京・練馬区／ダイアパレス武蔵関管理組合
ントランス周辺。
このページでは主な工事の「ビフォーアフター

before

and after」を写真で表した。
工事は昨年２月から８月までの約半年間。大通り沿い
且つ建物が南北に長いことから、足場の組立・解体には
苦労した。防犯対策として侵入防止金網、夜間の防犯用
にセンサーライトを設置した。
また、１回目の大規模修繕工事でタイル面にクリア塗
装が施されていたことから、今回の工事では品質確保の
為、タイルの貼り替え前にタイル１枚１枚のクリア塗装
を施した。
外構工事においては既存平板等の解体工事があり、騒
音対策として防音シートを使用、また粉じん対策として、
散水を繰り返した。

大規模修繕工事にプラス
外構・エントランス改修

工事中は、居住者向けの広報活動を重視。各戸に「工
事のお知らせ」の配布、工事用掲示板の設置などを行っ
ている。また職人が作業している様子の写真を大きくプ

今回は２回目の大規模修繕工事であったが、一般的な
塗装・防水等の建物保全のみならず、様々なグレードアッ

リントし、作業イメージを掲示するなどの工夫もした。
洗濯物干し情報等、工事用掲示板の他に管理組合の工
事専用ホームページを作成し、居住者だけが見られるサ

プ工事を行った。
グレードアップ工事となったのは、おおむね外構とエ

ビフォーアフター

イトを構築して情報を受け取りやすくした。

before and after

既存のアスファルト露出防水から塩ビシート防水へ変更

開放廊下は、防滑塩ビシートを貼り換えた。
また、面格子・換気ガラリも新しく更新した

エントランスの既存を解体・撤去。ステ
ンレス製の両開き自動ドアに変更した

エントランスホールの床は下地調整を行い、滑り
にくい質感の30cm角のタイルに張り替えた

植栽工事は、バルコニー前にはさつき、エントランス入
口に株立ち・下草類、坪庭には観葉植物を植え替えた
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外構のインターロッキング舗装工事。同時に駐輪場設備も新設した

外部階段は既存のノンスリップ金物を撤去し、踏み面、
蹴込み一体型の防滑性塩ビシートに貼り換えた

ゴミ置場は全面的に改修を行った。扉は新規にアルミ製扉に
交換。床は排水溝を設置し、ウレタン保護塗装を施工した

既存の集合郵便受けを撤去し、グレードの高いタイプに更新した

工事データ
○建物概要／ 1985（昭和60）年４月竣工・RC造・１棟・６階建て・77戸 ○発注者／ダイアパレス武蔵関管理
組合 ○設計・監理者／コミュニティワン㈱ ○施工者／三和建装㈱
①工事名／ダイアパレス武蔵関大規模修繕工事 ○主な工事内容／共通仮設／足場仮設／躯体補修／タイル補修
／シーリング／外壁塗装／鉄部等塗装／防水／その他工事 ○工期／平成25年２月～７月
②工事名／ダイアパレス武蔵関外構・エントランス床タイル張替その他改修工事 ○主な工事内容／植栽／ゴミ
置き場改修／スロープ手すり取付／インターロッキング舗装／駐輪場改修／ホール床タイル張替／エントランス
ホール改修／集合郵便受け更新／境界塀塗装／防災ツールボックス設置／その他工事 ○工期／平成25年６月～
８月
●設計・監理者：コミュニティワン株式会社
☎03−5435−6500（代表）
代表者：藤記 博
〒141−0031 東京都品川区西五反田５−２−４
設立：1975（昭和50）年５月 資本金：２億8,567万5,000円
http://www.community-one.jp
●施工者：三和建装株式会社
☎042−450−5811（代表）
代表者：中 衆司
〒188−0011 東京都西東京市田無町１−12−６
設立：1978年（昭和53年）４月
資本金：１億円
http://www.sanwakenso.co.jp

集合住宅から公共施設まで。

経験と技術で資産を守り、向上させる

大規模修繕工事のプロ集団。

人のくらしを美しく

一級建築士事務所

三和建装株式会社

本

社：〒188-0011 東京都西東京市田無町1-12-6
http://www.sanwakenso.co.jp

0120-408-038
営業所：埼玉・千葉・神奈川
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NPO 日住協

マンション再生マニュアル作成
2戸1住宅化で狭さ解消へ
NPO日本住宅管理組合協議会（NPO日住協）内に設置
したマンション管理総合研究所では平成20年から、国土
交通省・国土技術政策総合研究所と「２戸１住宅化によ
る狭さの解消」について共同研究を進めてきました。
これにより平成22年12月、研究報告のシリーズ〈Ⅰ〉
として『バルコニー通行方式による複数住戸の一体的利
用・導入ガイド』を刊行。平成25年３月、シリーズ〈Ⅱ〉
として、戸境壁の開口方式に焦点をあてた研究報告『戸
境壁開口方式による２住戸の一体的利用導入ガイド』を
まとめました。
戸境壁の開口について、構造強度の研究に基づく標準
施工仕様、さらには２戸１住宅化する場合の管理規約等
の手当て（改正条文例）の研究成果が掲載しています。

狭小住宅の面積を拡大することで
ファミリー世帯の定住化を促進
昭和40年～ 50年代初期に建設された中層共同住宅では
住戸面積が50㎡程度と、現在の居住水準からみると小規
模な住戸が少なくありません。こうした団地では高齢化
が進み、空き住戸も増えていくと予想されています。
そこでファミリー世帯の定住化を促進し、マンション
や団地内のコミュニティーの活性化を図る観点からも、

住戸面積を拡大するニーズが高まり、「２戸１改修」、つ
まり２住戸の一体的利用が求められるようになってきて
います。
ただし、２戸１改修は、建物の主要構造部である共用
部分の壁等を改修することにもなることから、個人で勝
手に行うことはできません。管理組合が建物構造上の事
前調査を行い、ルールを決める必要があります。ハード
面とソフト面の準備が整わないと改修は実施できないの
です。

＜2戸1改修の検討内容＞
①構 造安全性（耐震安全性）の観点からみた２戸１
改修実施の可能性の判断、開口形成の範囲や程度、
構造補強の方法等に関するルールの規定
②２ 戸１改修を可能とする管理規約の改正（整備）
の考え方、２戸１改修の実施後の管理規約の改正
や登記等に係る手続き

＜戸境壁開口方式の基本改修＞

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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▼

「建物管理全体の利益になる」ことが前提
将来の戸境壁の開口部を含め一括総会決議
NPO日住協が研究をまとめたのは、戸境壁開口方式に
よる２戸１改修です。
管理組合としては、戸境壁開口方式を準備・導入する
にあたって、建物調査や構造計算等を行い、実施できる
かどうかを確認しなければなりません。
団地再生のための２戸１改修ですから、
「建物管理全体
の利益になる」ことを総会で確認し、その上で調査等に
かかる費用を修繕積立金から支出すること決議も必要と
なります。
次にルールの決定です。開口部の仕様作成、共用部分
の変更に関する管理規約の改正を行い、戸境壁の開口工
事可能全個所、将来実施される戸境壁の開口部を含め一
括して総会決議を行う必要があります。
総会決議を行っておけば、その後は理事会承認で実施
が可能になります。
実施は、各住戸の所有者によって行ってください。

内で完結すること（他の専有・共用部分に影響を
与えない）
③改修後の所有権は『２つの区分所有権』のままとし、
従前の権利関係に従う
④戸 境壁開口方式を解消する場合は開口部を復旧す
ること（開口部の復旧については管理組合が定め
た方法とする）
⑤改 修工事および復旧工事に係る費用は住戸の所有
者が負担すること（建物の調査・構造計算等によ
る費用は管理組合の負担とする）
⑥新 たな開口により生じた空隙部分は、その住戸の
所有者に専用使用権を認める
『戸境壁開口方式による2住戸の一体的利用導入ガイド』
～「狭さ」を解消して若い世帯の入居を促すために～

＜戸境壁開口方式の原則＞
①階 段を挟む２住戸は将来的に戸境壁開口方式改修
が可能であること（構造計算による開口新設可能
範囲内）
②戸 境壁に出入り口を設ける場合の補強等の改修工
事が、戸境壁開口方式改修を行う当該住戸の範囲

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。

NPO日本住宅管理組合協議会／編集・発行
A4判・66ページ
頒布価格3,000円 (税込)
問い合わせ
NPO日住協 ☎03-5256-1241
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp

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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「大規模修繕工事完成保証」制度

管理会社からのオファーも増加
マンション大規模修繕工事の完成保証はこれまで、「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」のが通常でした。
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。
「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改修工事会社でも年間数十憶円の工事に利
用されています。
近年では、管理会社からのオファーが増えており、㈱東急コ
ミュニティーからは大規模修繕工事８件で制度の利用がありま
す。

完成保証のメリット

管理会社
改修工事会社

・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。

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？

会社が倒産しても大丈夫

1

工事着工金・中間金の損害や追加工事費用を保証

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。

3

引き継ぐ業者をあっせん

保険会社が制度をバックアップ

2

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。

問い合わせ先：全国建物調査診断センター

●営業本部
●北関東支店
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●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店

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

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。

☎03-6278-0424

http://zenken-center.com

謎のフン害
管理会社のフロントマ
ンから聞いた話です。
「どうもおかしい」―
あるマンションの担当フ
ロントマンとして、理事
会でハトのフン害対策が
議題に上がったので、さ
まざまな情報を集めて理
事会に報告・提案をしました。
その後、総会承認を経て、防鳥ネットや剣山のよ
うな防鳥グッズを置くことができました。
マンションの立地は都心のど真ん中ですが、近隣
に広い敷地を持つ国立大学があります。このため、
その大学の敷地内にある大きな木々からハトが次々
に飛んできて、マンションに住みつくものも徐々に
増えてきたのです。そして管理組合にとっては、長
年の重要課題となっていました。
そこで、このマンションの担当となって初めての
仕事として、力をいれました。防鳥グッズのメーカー
や施工会社と相談し、管理組合に上げ、やっと工事
が実現できたのです。
ところが、
「どうもおかしい」
。一部の内階段の踊
り場にハトのフン害がはっきりと刻印されているの

証拠を突き止めた！

です。
管理組合からも「どうなっているの？」とつつか
れはじめました。
昼間はまったくハトが飛来している様子はありま
せん。ハトの気配もありません。
「よし、夜だ」
夜10時、マンションに出向いて、外階段の扉を開け、
常備しているLEDライトをあてました。「いた…」
。
夜になると、こっそり戻って寝ているのです。そ
の証拠が写真です。
マンションは形状がさ
まざまですから、どこで
も落とし穴があると思っ
て対応しなければなりま
せん。さっそく防鳥工事
の会社に連絡し、再度相
談したいと思います。

住民も気づかない、こんなところを寝ぐらを確保していたなんて…

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。

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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完全
無料

放置自転車を回収します！

大規模団地に限らず、駐輪場に放置自転車があふれて

イクは１台から完全無料で回収してくれます。
撤去した自転車

困っている管理組合は多いはずです。
一般的なマンションでは、使用細則を作り、駐輪場使

のほとんどは、海

用料を月額100円や200円などと決め、登録シールを貼る

外に輸出されリサ

ことで、管理組合が許可した自転車だと把握できるよう

イクルするか、金

にしています。

属として処理する

登録シールのない自転車はルール違反の放置自転車と

など、環境に配慮

みなされ、
細則では処分できる旨を定めています。ただし、

した対応を行って

処分するにも、警察で防犯登録の確認をするなど、思わ

います。

ぬ手間がかかります。廃棄業者に依頼した場合、１台500
円なんて金額を要求されたりすることも…。
こうしたことから、マンションでの常に頭の痛い問題
が放置自転車。自転車回収専門業者として活動するサイ

不用自転車は5台から、バイクは1台からOK

サイクルストップグループ
問い合わせ

クルストップグループでは、不用自転車は５台から、バ

0120-959-319
http://www.cyclestop-jp.com

駐輪場がきれいになるまでの流れ

おかげさまで創業

111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
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全国建物調査診断センター

管理組合役員勉強会「大規模修繕、知らないと損する『失敗の研究』」③
紙上採録

12 ／ 15 東京・京橋 住宅あんしん保証本社会議室にて

全国建物調査診断センターは12月15日、東京・京橋で管
理組合役員勉強会「役員さん、大規模修繕工事の備えは十
分ですか？」を開きました。
㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）の佐
藤成幸常務取締役の「大規模修繕、知らないと損する『失
敗の研究』」紙上採録３回目です。次回の勉強会予定は３
月23日㈰です（16ページ参照）。

失敗事例の紹介①

倒産する会社を選定してしまった…
事例概要
SRC13階建て・686戸
・施工業者選定に公募を実施し20社集まり、そのうち16社
に見積もり依頼を行った。
・設計見積もり約９億8000万円のところ、見積最高額８億
5400万円、最低額５億4800万円だった。
・11社のヒアリングを実施した結果、最安値の会社に決定
した。
事例物件ではその後、工事竣工１年も経ずに施工業者が民事再生
の申し立てを行いました。結果として、工事保証関係事項は債務免
除となり合法的にすべてが白紙となってしまったのです。
そもそもコンサルタントは公募時点で会社の経営状況や財務
状況が悪化していることを把握していたので、見積依頼自体を
しないよう助言していました。にもかかわらず、「見積もりだ
けでも…」と安直な意識が働いて見積もりを依頼し、結果、そ
の会社が出した最安値に目がいってしまったのです。
ヒアリングを11社に対して行ったことも問題で、表面上のこ
としか聞き取りができませんでした。最終選考では、委員全員
が疲労困ぱいして冷静な判断ができず、また最安値を覆す理由
がみつからずに結局、その後倒産する会社を選定してしまった
のでした。

失敗事例の紹介②

1委員がごねて業者選定を白紙に
事例概要
SRC、RC10階建て・124戸
・施工業者選定で、最終３社のヒアリングを実施。委員会、
理事会が１社を決定した。
・総会承認の準備を進めていたが、決定した１社に対して
強硬に反対する委員が納得せずに一般住民を巻き込んで
阻止運動を行った。

・圧力に屈して、委員会、理事会が決定を白紙に戻した。
・あらためて3社ヒアリングからやり直したら、当初と違う
会社になった。この会社は強硬な反対を申し入れていた
委員があからさまに推薦する会社だった。
２回目の施工会社選定時に委員・理事のほぼ全員が、強硬に
反対する委員を大いに意識して会社を決定したため、総会で選
定経過をきちんと説明できず、組合員から不信感をかいました。
コンサルタントは一度決めたことを白紙にすることには反対
で、法的措置を取るという断固たる姿勢をもってでも突っぱね
るようにと助言していました。しかし、反対者の圧力に屈して
言うことを聞き、客観的な視野が必要な施工業者選定において、
俗人的な要素を取り込んでしまったようです。

失敗事例の紹介③

改修専門ではない地元業者選定があだに
事例概要
SRC10階建て・161戸
・管理組合としては、工事見積もりを地元業者から優先的
に取得したいという意向があった。
・コンサルタントは、今回の工事内容では地元の小さな業
者では困難と考え、改修専門会社の見積もり取得を助言
した。
・見積もり取得後、ヒアリングを実施するように理事会に
助言したが、そのまま地元業者に決定した。
地元業者は改修工事を専門としていない会社であるので、工
事優先となり、居住者対応がまったく後手に回る工事になって
しまいました。
逆に現場代理人は、慣れない居住者対応に追われ、肝心の工
事の品質や工程といった管理に時間を充当できません。結果的
に散々な出来栄えの工事になりました。
コンサルタントは地元業者について、共同住宅改修工事につ
いて経験ゼロと把握していました。したがって採用を見送るよ
うに助言していたんですが、理事会には聞き入れてもらえませ
んでした。
地元だから小回りが利く、緊急時の対応が早いなどの期待も
ありましたが、そもそも居住者のニーズを把握していないので、
小回りが利く以前に根本的な広報さえできません。
緊急時の対応は担当者個人の携帯電話のみで、台風が来たと
きにはあちこちから電話が入っている様子で結局通話もできな
いというありさまでした。
地元だからという利点も、ケースによっては錯覚となる認識
を持つべきでしょう。
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マンションライフライター

の

ひとことエッセイ

知らなきゃ損するマンション管理入門

管理組合のおカネにまつわる話⑤
「支出を減らす方法」（管理会社変更編）

管理委託費削減に管理会社の変更は有効でしょうか？
現在は既存物件の受託競争も高まっており、複数の管
理会社から見積もりを取れば今の委託費よりも安い数字
が出てくることが多いと言えます。
しかし、金額面だけを重視していると管理の品質の低
下を招く恐れがあります。どの会社も管理会社変更後は
頑張って評判のよい仕事をしますが、そのうちに金額に
見合った仕事となっていくようです。
このため、管理会社変更イコール管理委託費削減とは
いえません。
コストダウンだけで管理会社を選ばないためには、現
在の管理会社に対する不満を整理する必要があります。
管理委託費はただ安くしてくれではなかなか下がりま
せん。委託契約書の仕様をしっかり把握し、そのうえで
相見積をとって各社を比較・検討することは大いに意味
があることだと言えます。
業務仕様書は各管理会社への協力体制や自社ブランド、
各社の考え方・姿勢によって大きな違いが出る場合があ
ります。
仕様書には業務の詳細が書かれています。ただ、単純
に機械清掃をやめたり、設備点検を月１から２カ月に１
回としたり、生活環境が悪い方へ向かうような仕様の変
更はしたくありません。
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どうしてこういう仕様なのは、他社とはどうしてこう
金額が違いのかただしてみるとよいです。
各社の比較表により仕様と金額を指摘すれば、管理会
社を変更しなくても十分な「支出を減らす方法」になり
えるでしょう。
管理品質を維持する視点を持って対応したいものです。
また、協力会社への費用の支払い方にも違いがあるこ
とも述べておきましょう。
一般的に管理会社は、清掃や建物・設備管理業務を協
力会社に発注しています。
この場合、支払方法は『定額方式』
『実費清算方式』に
分かれます。
定額方式は、毎月に等分して支払いを行うのですが、
管理会社の監視の目がなければ点検もしていないのに前
もって払っているケースがあります。気づかなければ、
ただ無駄に費用を払っているだけになってします。
実費清算方式では、業務を実施・報告した後の支払い
となるため、業務の確認が可能になります。
現在の管理会社に大きな不満があれば別ですが、管理
委託費の削減を目的にしている場合は、各社サービスの
比較をした上でコストダウンになるような進め方を行い、
変更か否かは別の検討材料になると考えられます。

教えて！管理組合交流相談室
Q5

管理費等を長期滞納している区分
所有者がいて困っています！
＜第50号10p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
法的手段も辞さない覚悟で対応。
その前に管理規約の確認も
管理費等の滞納問題は、早期に解決を図るよう心がけたいも
のです。管理会社の督促業務も６カ月というスパンで委託契約
を結んでいるところが多いです。最終的に回収する責任は管理
組合にありますので、６カ月以上の長期にはしたくないもので
す。
管理会社の督促によっても解決が図られない場合は、管理組
合として再度、電話や文書督促、自宅訪問を行い、それでも配
達証明付の内容証明郵便で対応します。
書面には債務と管理規約の内容などを明記して、法的手段も
辞さないことも書いておきます。
◇

ベストアンサー編

ところで管理組合は滞納者に対して法的手段も辞さない覚悟
で回収しなければなりませんが、その根拠に管理規約の内容を
確認しておく必要があります。
マンション標準管理規約では、滞納者に対して遅延損害金を
加算して請求できることとしています。
法定手続き費用や弁護士費用などの位置づけも管理規約に明
確に記しておきましょう。
少額訴訟等の当事者としての権限を理事会決議に基づいて理
事長が提起できるよう明記しておくことも考えられます。
さらにQ5さんの相談には、滞納区分所有者の行方がわから
ないとあります。
勤務先や親族などを調査したが判明しない場合、
「公示送達」
制度を使って債務名義を取ることができます。裁判所の掲示板
に公示送達する旨を掲示し、その日から２週間経過後、書類は
送達されたと同じ効力が生じます。
滞納者は訴訟の呼び出しを受けたことになり、裁判に欠席し
ても判決を得ることができます。ただし、支払督促や少額訴訟
のような裁判所の出頭を必要としない方式には公示送達は使え
ません。滞納者の所有する動産・不動産がわかっているなら差
し押えを行います。

教えて！管理組合交流相談室

クエスチョン編

ベストアンサーにはクオカード1万円分をプレゼント！
他の管理組合ではどうしているんだろう？
管理会社や専門家ではなく、一般の人たちに聞いてみたいこ
とがありますよね？
このコーナーでは、大規模修繕工事新聞読者からの質問を掲
載し、他の読者からのアンサーを募集します。管理組合同士の
交流相談会をページにしようという企画です。
ベストアンサーに選ばれた方にはクオカード１万円分をプレ
ゼント！

Q6

他の管理組合に聞きたいことのある方、情報提供
をしてくださる方は下記まで。
一般社団法人 全国建物調査診断センター
集計センター
〒104-0045 東京都中央区築地１−９−11−906
☎03−6278−0424

FAX.03−6304−0279

info@zenken-center.com

大震災が起きたら、マンションも崩壊してしまうのでしょうか？

東日本大震災でマンションが倒れたという話はあまり聞かな
かったようですが、傾いたマンションがあったそうです。主人
は、「鉄筋コンクリートは大丈夫」といいますが、マンション

の構造もよくわかりません。ほんとうに大丈夫だといえるので
しょうか？
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大規模修繕工事にこそ、
住民参加型イベントを！
１月のある晴れた日曜日、まもなく１回目の大規模修

㈱ヨコソー

経営部

馬

上

千夏子

繕工事を終わらせようとしている都内某マンション管理
組合でのことです。大規模修繕竣工記念イベントとして、
マンションに居住のお子様向けに塗装体験＆クラフト教

しさを感じてもらえたら、施工会社の本望です。
イベントの最後に理事会の役員のお一人がご挨拶され
ました。

室を開催いたしました。
多くのマンション管理組合にとって、大規模修繕工事
をというのは管理組合をあげての大イベントになるで
しょう。一方コミュニティーの希薄さを問題視されてい
る管理組合も決して少なくないはずです。
ヨコソーではそのような管理組合に対して、少しでも
お役に立てればとの想いで、このような住民参加型イベ

「この子供たちがこの記憶を残して、20年、30年後に建
物の維持修繕を担ってほしい」
共同体として良好な住環境を維持していこうというビ
ジョンに基づいた管理組合の、ビジョン実現へ向けた一
歩のお手伝いをさせていただけたことに、心より感謝い
たします。

ントを推進しています。
◇
こちらのマンションは77世帯で構成される管理組合で
すが、この日は大人30人、子供20人、合計50人ほどの居
住の方々が集まりました。
まずは公道からエントランスにつながる壁を、作業員
に道具の使い方を習いながら子供たち自身で塗装をしま
した。用意されたレインコートを身にまとい、塗料が衣

クラフト教室での真剣なまなざしの子供たち。大規模修繕がコ
ミュニティー形成の場となるよう、施工会社も管理組合にアイ
デアを提案している

◇

服につかないようにしたものの、靴や髪の毛をペンキま
みれにして楽しむ子供たち。取り囲む大人たちも、そん
な子供力を和やかな目で見守っていました。

ヨコソーでは大規模修繕工事をコミュニティー形成の
起爆剤としていただけないか、日頃から研究を重ねてい
ます。昨年は産学共同のプロジェクトとして、神奈川県
内のいくつかの大学から『マンションコミュニティ活性
化に改修工事を役立てるアイデア』の提案を募集する取
組みも行いました。学生からは、フリーマーケットの実
施やクイズ大会、昔遊び教室、子供の絵の展示会等々、
実にユニークなアイデアが集まりました。このような企
画も今後実現させていきたいです。
しかし、イベントを成功に導くための告知や集客につ

作業員に道具の使い方を
習いながら壁にペンキを
塗る子供たち

いては、管理組合のご協力なくしてあり得ません。
管理組合活動は、実務的にやるべきことが多くご苦労
が多いことかと思います。
そんななかでも是非遊び心を持って、こうしたイベン

塗装体験の後は、共用スペースでクラフト教室を実施。
小さな体験ですが、こんなところからモノを作る素晴ら
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トの実施を多くの管理組合で推進していただけることを
切に望んでおります。

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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？
スマートマンションって何ですか
しょうか？
で
効
有
も
に
策
対
ネ
エ
省
の
ン
ョ
シ
既存マン
スマートマンションとは
スマートマンションとは、マンション全体でピークカッ
トやピークシフトなどのエネルギー管理を行い、エネ
ルギーの効率的な使用や無理のない節電を実現するマン

１．イニシャルコストの低減
２．管理組合及び住民の同意
３．暮 らしの利便性を向上させる新しいサービスの創
出
このような課題に対応しつつ、スマートマンションは
住まい選びの新しい価値にしていきたいと思っています

ションを言います。
ピークカットとは、夏や冬の電力需要のピーク（頂点）

（経済産業省）。

を低く抑えることをいい、ピークシフトは高い時間の需
要を夜間などの低い時間にシフトさせて標準化すること

しては「防災」
「役員のなり手不足」
「会計・税務」
「保険」

です。
現 在、 マ ン シ ョ ン 全 体 の エ ネ ル ギ ー 管 理 シ ス テ ム
（MEMS）を導入し、集中管理システムを構築してサービ
スを提供する事業者が増えており、こうしたことから既
存物件でもスマートマンション化が進んでいます。

スマートマンションの可能性
現状は、経済産業省等から補助金が出ることもあり、
MEMSと高圧一括受電設備の同時導入が増えています。
今後スマートマンションを推進していく中で、大きな
課題は３つです。

リフォーム 事 業 本 部
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※本 文は、第15章より抜粋したものです。本書の内容と
「空き駐車場」など、専門家へのインタビュー形式でわ
かりやすくまとめられています。

参考図書

『
［マンション管理組合・管理会社］
これからのマンション管理ガイド』
日下部理絵／著
㈱ぱる出版／発行
平成26年1月／発行
A5判・並製・208ページ
定価・1,800円（税別）
ISBN978-4-8272-0824-5
全国書店で発売中

「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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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。
発行部数

配布先マンションデータ
群馬県0.2％
栃木県0.2％
茨城県0.3％

7,000部

宮城県1.3％
千葉県
11.3％

埼玉県
12.9％

2001年
16.2％

地域別 東京都

47.5％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
26.3％

1977年 6.7％

2000年 竣工年別
17.9％

1978年 9.0％
1987年 6.2％

1988年 9.5％

1998年
1999年
17.6％
16.9％
（2013.1 改訂 3）

※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。
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● 問い合わせ先 ●
〒104−0045 東京都中央区築地１−９−11−906
TEL. 03−6278−0424 FAX. 03−6272−5468
info@zenken-center.com
◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com

