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費用・施工性で「露出配管」を採用
「見栄えは悪いが、背に腹は代えられない」

　配管の腐食が進み、どこから漏れているかわからない

漏水事故が年に３、４回発生するようになった。

　専門家によるファイバースコープの調査を実施。調査

の結果、管理組合は「共用部分も専有部分も修繕しない

と漏水事故が頻発する」状況であることを知った。

　修繕に対し、受水槽方式を撤去して直結給水方式を取

り入れたのは、設計・監理者からの提案。水道本管から

　File Data. 60　横浜市／ TS マンション管理組合

管理組合

引き込んだ水に増圧ポンプで圧力を加えて、直接各戸の

蛇口まで給水する方式への改修を計画した。

　直結給水方式にすると、受水槽に貯水しないので水道

本管から直接衛生的な水が供給できる、水槽のメンテナ

ンス費がなくなるなどといったメリットを得ることがで

きる。

　ただし、問題は専有部分の工事について。各戸に委ね

ると修繕しない住戸が出て、修繕状況がバラバラになる。

　また、共用部分のみの修繕で、なおかつ直結給水にシ

ステム変更すると、時間帯によって圧力が高くなるケー

スもあり、専有部分の老朽配管が破裂する可能性が高く

なることが予測できた。

　なるべく費用の支出を抑えるため、選択したのが「ほ

ぼ露出配管」で給水管交換工事を実施すること。費用面

だけでなく、改修をしにくいパイプスペースなど、施工

性の問題もあり、“露出” 配管が選択されたといえる。

◇

　管理組合によると、「やるのなら専有部分も含めてやら

ないと、漏水事故はなくならない」を前提に住民の説得

に当たったという。

　しかし、そのためには資金の確保が問題となる。「露出

配管は見栄えは悪いが、背に腹は代えられない」。そう結

配管は、既存管を建物内部に残したまま、新しい管を“露出”で設置した。既存管が収納されてい
るパイプスペースが狭い場合など、施工性が悪いと費用負担が大きくなる。施工性と見た目と、どっ
ちを取るかということであるが、見た目は慣れれば問題ない。大切なのは、給水は重要なライフラ
インなのだから、しっかりとした維持管理が必要、ということである
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工事データ

○建物概要／ 1977（昭和52）年９月竣工・RC造・１棟・５階建て・68戸　○発注者／ TSマンション管理組合
○設計・監理者／㈲トム設備設計　○施工者／川本工業㈱　○ポンプメーカー／㈱川本製作所　／工事名／ TSマ
ンション大規模修繕工事　○主な工事内容／共用部分、専有部分の給水管交換／高架水槽方式から水道管直結増
圧給水方式へのシステム変更／共用部分のガス管交換　○工期／平成18年７月～ 12月　○工費／約4,000万円

論付けた。

　共用・専有部分に対応した工事手法の検討、資金計画、

各戸への周知、意思の統一に１年半を要した。その間に

ポンプについて
　マンションの規模によって、ポンプの大き
さ、管口径の大きさが異なるので、製品は現
場によって異なる。75mmの口径のポンプが
製作されて、１台200戸程度のマンションへ
の導入も可能である。このため、各棟までの
配管水路の長い大規模団地でも直結給水シス
テムを導入するケースが増えている。
　さらに現在のポンプの性能は、低騒音、省
スペース、省エネルギー（インバーター制御）、
野外型、キャビネット型と進化していて、物
件に応じてさまざまな設計ができるように
なっている。

修繕積立金の額も工事費用に合ってきた。

　管理組合では今でも「共用部分だけでなく、専有部分

の配管も手がけた今回、管理組合が音頭を取って、リー

ダーシップを発揮しないとできない工事だった」と話し

ている。

●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

写真の高架水槽はすでに撤去された。これまで、
水道本管から受水槽に貯水し、揚水ポンプで高架
水槽まで水を揚げて、自然の流下で各戸の蛇口ま
で給水していた。今後は、下から増圧ポンプで直
接蛇口まで揚げるだけとなる 受水槽を撤去した空地に駐輪用のルーフを新設。駐輪場不足はどこの管理組合も悩みのタネで

ある。受水槽の撤去は、そのメンテナンス費用が不要になるというメリットだけでなく、跡地
の有効利用が可能になる

既存のポンプ2台を撤去して、75mm口径
の最新型の増圧ポンプを3台新設した。3台
を交互に稼働することで、バックアップ機能
を充実させ、省エネ、低騒音の効果がある
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　大規模修繕工事は住まいながら作業を行うため、騒音、臭気、
粉じん、毒性の高い材料の使用等に大きな制限があり、さらに
短工期で仕上げまでを求められる。
　このため、必ずしも100％完璧な工事は不可能と言っても過
言ではない。
　一般社団法人マンションリフォーム技術協会は2011年８月、
外装が主体の大規模修繕工事にも限界があることを管理組合に
理解してもらえるよう、小冊子『精度の限界』を発行した。

　タイル目地のシーリング材の仕上げは（タイルの形状にもよ
るが）、ヘラの作業等の工夫がポイントとなる。

　ただし、タイル目地の中にシー
ルがはみ出すような見栄えになる
こともある。シーリングの主性能
要求は綿防水材であるため、意匠
性（見栄え）の追及には限界があ
る。
　シーリング打ち替えの際の既存
シーリング材の撤去についても、
新築の施工時による凹凸が多く、
凹み部分に入り込んでいるシーリ
ング材を完全に撤去することは極めて難しく限界があるといえ
る。

1）タイル浮きはすべて直すのか
　基本的なタイル浮き補
修方法は、張り替え、浮
いている部分へのエポキ
シ樹脂の注入、ステンレ
スピンで浮き部分を抑え
る工法がある。
　タイルは剥落した場合
の危険度を考えて、補修
方 法 を 考 え る。 内 壁 や、
人間の腰より低いところ
など、タイルがはがれても大きな事故につながらない個所は、
補修しない場合がある。コストが上がるだけでなく、健全な部
分に悪影響を与える可能性があるからだ。
2）タイル浮き部の打診の空隙音はすべてなくなるか
　タイルの下には、モル
タル面がある場合と、下
地モルタルがなく直張り
あるいはそれに近い状態
のものがある。
　打診でわかるタイルの
空隙音をなくすまで浮い
ている部分へエポキシ樹
脂を注入することは難し
い。目的はタイルの落下
防止を行うことであり、エポキシを注入することではない。

　共用廊下やベランダ床
のシートに使われている
材料は、耐候型防滑性で
あるだけでなく、シート
の端部やシートのジョイ
ント部からの雨水浸入を
防止することが目的だ。
　雨水の浸入は、コンク
リートを通過して鉄筋を錆びさせることから、構造体の劣化に
つながるため、重要な工事といえる。
　ただし、床の凹みは人間の技量では直しきれない。そこで、
シートの上に水がたまりやすくなったというクレームが出やす
くなる。
　これは材料の止水能力が今までより高くなった結果である
が、勾配の取り合いで水がたまったようにもみえてしまうこと
にもつながる。
　住宅の品質確保の促進等に関する法律（住宅品確法）で標準
価値が示される。これによると、３㎜超の誤差は瑕疵、1.5㎜
程度の凹みはやむを得ないと考えられている。
　共用廊下の形状では、各扉、エレベーター入口、階段入口等、
勾配をつけづらい個所がある。
　ひとつの事例としては、1.5㎜以下を判断する方法として、
約1.5㎜の厚みの10円玉を利用して手直しの判断目安とし、補
修しているケースもある。

大規模修繕工事に関する知識と情報を得るために…
一般社団法人  マンションリフォーム技術協会

改修工事に100％はない！精度の限界 Part1

打診してタイルの浮き状況を管理組
合役員に説明する現場代理人

浮いている部分へのエポキシ樹脂の
注入する作業員

「精度の限界」 14p

床シートの水たまりの処理の限界
事例①

「精度の限界」 26p

シールの打ち替えを見栄えの限界
事例②

「精度の限界」 28p

タイルの浮き補修の限界
事例③

10円玉が沈むケースは補修をしたい

目地の仕げには限界がある
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1）タイルひび割れ部はすべてなくなるか？
　タイルのひび割れは、
躯体に入ったひびが原因
であり、放置すれば雨水
が浸入する。
　原則として張り替えと
している設計者も多いが、
足場をかけなければ気が
付かないところならその
ままにする場合もある。
　限られた予算内でどのレベルまで改修するのか、どこまでを
張り替えるか決めて施工することになる。
2）タイル目地部の不具合はすべてなくなるか？
　タイルの目地は、タイ
ルとタイルをつなげて面
で持たせたり、タイルの
裏側に水が回るのを防い
だり、下地の伸縮を吸収
したりする働きがある。
　取れた目地は埋め直す
ことが原則である。
　だが、すべての目地を
新築時のように埋め戻せばいいが、非常にコストがかかる。ま
た、目地痩せした程度で薄塗りのように埋め直しても、効果は
期待できない。
　埋め戻すレベルには限界があり、無理に埋めても薄すぎて再
剥離を生じさせたり、目地の色違いを起こしたり、白華現象（エ
フロレッセンス）を起こすなどのクレームにつながる。

　タイルを張り替える場
合、既存タイルと新たな
タイルで色違いが生じる
ことがある。
　色違いが出ないように
既存タイルの実物を工場
に送り、見本焼きを行う。
　しかし、横光を直接受
けると反射の違いも含め、
色違いの問題が生じることもある。
　問題は色・ツヤ・凹凸状況すべてを合わせる必要があるが、
実際には日当たり、風雨の影響で東西南北、低層・高層部分で
色違いが生じているものもある。
　見本焼きではこのすべての面、すべてのタイルに色合わせす
ることは不可能である。タイル目地の風化の差も激しく、すべ
ての目地に合うとは言い切れない。
　以上により、タイルの色合わせに努力しても限界がある。

タイルの製作期間について
　タイルの製作は、まず既存タイルを抜き取り「見本焼き」
を行い、その精度を管理組合・設計者・施工者が確認。了
解を得て初めて「本焼き」に入る。
　「見本焼き」に要する期間は１カ月程度。「本焼き」には
さらに１～２か月程度を要する。
　このため、決められた工程内では、２回以上の見本焼き
は工事の進捗状況に影響が出ることになる。

『精度の限界』
大規模修繕工事の出来栄え・保証・精度
に関して事前に知っていただくために

2011年8月1日発行
A5判・全52ページ ・1,200円（税込）

「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

　このことから、細かく画びょうで紙をとめるような感覚の補
修方法を採用した場合は、無理なエポキシの注入を行わない
ケースもみられる。
　すなわち、このようなケースでは浮き音が残っている場合が
多いと言え、浮き音＝補修工事不良とはならない。
3）タイル付着強度不足はなおるか
　タイルの浮き補修は、基本的にはタイルを打診して補修を
行っていくが、浮き音がしない部分は補修を行わないのが一般
的である。かなりのコストアップを覚悟しなければならないか
らだ。
　しかし、浮き音がせず、補修を行わなかったタイルの付着力
が必ず健全であるということは言い切れない。常識的には、大
規模修繕後であってもタイルの浮きに変化がないか定期検査を
行うのがよいのではないかと思われる。

　このため、明らかな目地の欠損は補修し、その他は止水性を
高める工法などを採用して目地からの不具合を進めさせないよ
うにするケースもある。

目地の埋め直し施工中

既存タイルと新規タイルの見本

躯体に影響するひび

「精度の限界」 30p

外壁タイル面のひび割れ・欠損補修の限界
事例④

「精度の限界」 32p

張り替えタイルの色合わせの限界
事例⑤
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　昭和39年５月に設
立した「渡辺物産株
式会社」が４月１日
付で、「リノ・ハピア
株式会社」に社名変
更した。

　「リノ」はリノベーションから、「ハピア」はHappyから
の造語で、人を笑顔にするというキャッチフレーズをモ
チーフにしている。
　旧社名「渡辺物産株式会社」は、創業者が建築用材料
を販売する会社を設立したことに由来する。その後改修
工事を扱うようになり、現在は集合住宅の改修工事、特
にマンションの大規模修繕工事の専門工事業者として、
その事業を確立してきた。

　株式会社日装（小川隆幸社長）は１月15日より、本社
を移転した。電話等連絡先の変更はなし。
　新住所
　〒160−0022
　東京都新宿区新宿２丁目13番12号  新宿ISビル
　TEL. 03−3354−4191（代表）　　FAX. 03−3354−4192

　株式会社カシワバラ・コーポレーションは関東地区で
のお客様サービス向上を目的に２月４日より、西関東営
業所（高木正彦所長）を開設した。
　新住所
　〒194−0215  東京都町田市小山ヶ丘１−10−５
　TEL. 042−798−0660　　FAX. 042−798−0661

　横浜企業経営支援財団は３月24日、横浜型地域貢献企
業の認定式を行った。席上で株式会社大和（佐藤正道社長）
が貢献企業最上位（３段階で一番上位）の認定を受けた。
　ボランティア活動として会社や現場回りの清掃活動・
公共施設（養護施設）の塗装・公園施設（主に鉄部）の
塗装を推進して行ってきたことが認められた。
　http://www.daiwa-co.com

新 社 名 リノ・ハピア株式会社

設　 立 1964年（昭和39年）５月

資 本 金 １億円

代 表 者 代表取締役社長　渡辺　清彦

所 在 地 本社
〒145−0062  東京都大田区北千束３−１−３

（渡辺ビル）
TEL. 03−3748−4011（代表）
FAX. 03−3748−4012
支店
城東支店、多摩支店、神奈川支店、埼玉支店、
千葉支店、城北支店

Ｕ Ｒ Ｌ http://reno-happia.co.jp

営業種目 建造物の総合改修工事
①建物外壁・屋上等の劣化調査・診断
②枠組足場・ゴンドラ等仮設工事
③コンクリート面等の躯体補修
④外壁タイル等の剥落・落下防止工法
　（GPSピンネット工法）
⑤屋上・バルコニー等全般の防水工事
⑥吹付塗装工事等全般
⑦内装改修工事
⑧耐震補強工事

渡辺物産から「リノ・ハピア」へ
  社名変更

  本社移転

  西関東営業所開設

  横浜型地域貢献企業の認定

日装

カシワバラ・コーポレーション

大和

大規模修繕工事施工会社What’s New?
　多くの人が住みながら行う集合住宅の改修工事は、技
術的な解決だけでなく、安全面や環境面に対する気配り
が重要である。
　こうしたことから、大規模修繕工事によって建物を元
気にするだけでなく、「居住者のみなさまに笑顔になって
もらいたい！」という想いを社員一同が持ち続け、そし
て行動できるようにするために、社名を「リノ・ハピア
株式会社」に一新したという。リノ・ハピア㈱の新しいロゴマーク
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１．消えた現場代理人
　物件概要：RC ５階建て・１棟・56戸・工期：４カ月間

経過
　問題の現場代理人（施工会社）は常勤契約で工事管理を
請け負っていた。工事監理者が週１、２回検査チェックを
行うため、その現場代理人とは、その都度顔を合わせて打
ち合わせをしていた。夜間には現場代理人からの工事日報
が監理者に送付されており、毎朝の朝礼、夕方の点呼、翌
日の指示事項等の記載内容のチェックも毎日している。
　ところが、「常勤の現場代理人が昼間いない」という情
報が入ってきた。
　監理者が抜き打ちで現場に行くと、確かに現場代理人が
消えていた！
　携帯電話に連絡すると、「足場に上がっています」という。

「すぐ降りてきて」と言ってもなかなか下りてこない。時
間経過後にまだ降りて来ない再度電話をすると「本社から
緊急の呼び出しがあって、足場降りてからそのまま本社に
帰りました」…本当はどこに消えてしまったのか！？

その後…
　監理者はただちに施工会社の上席を呼び出して事情を確
認した。

　そこで、現場代理人は毎朝、朝礼後に現場を抜けて別の
現場に赴き、日中はそこで現場指示をし、夕方に戻り点呼
して日報の作成をしていたという実態が判明した。
　常勤という本契約に違反しているだけでなく、法令違反
の可能性もあったため、監理者は後日国土交通省担当局に
報告した。

2．アフター点検手直しが終わらない
　物件概要： RC ２階建て・２棟・40戸（斜面地共同住宅）・

工期：５カ月間

経過
　大規模修繕工事を行う際、管理会社を施工会社として選
定した。
　ただ、実際は施工時点より、現場代理人をはじめ、すべ
て丸投げ工事であった。それどころか設計図書内事項の仕
様を変更して追加費用までとっていた。
　アフターサービスの１年点検をしたところ、ルーフバル
コニーより漏水が発生している個所が見つかった。
　ところが、管理会社曰く「うちは設計図書通りに工事を
したので工事範囲外からの漏水は責任外です」という。管
理組合が「工事範囲外と証明されたの？」と聞き返すと、「そ
れはそちらで瑕疵だと判断して指摘してください」と回答
する。「反対でしょ。貴社で調べて結果が違うなら有償と
言えばいいんじゃないのですか？」。
　しかし、管理会社は譲らない。「調べるのは組合様のほ
うで」「営業段階では管理もしているから工事後に不具合
があっても安心だと言っていた」「管理と工事は別部署で
す」「…」。

その後…
　結局、管理会社はしぶしぶ調査を行ったが、「工事範囲
外は関係ない」「工事範囲は決めていない」などやりたく
ないモードが全開で対応していた。管理会社を変更すると
いえば、「それなら工事の件で呼ばれても行かない」と居
直る始末。
　１年点検の手直しでこのありさま。時間を費やしている
間に何と２年点検の時期を経過してしまった。
　なぜそこまで何も対応しないのか。どうやら丸投げ先の
工事会社が動かないからというのが理由のようで、今年で
５年目になるがいまだに同じ状態のままである。

大規模修繕工事事例

本当にあった工事の怖い話①

　全国建物調査診断センターと建物修繕技術協会は３月23
日㈰午後１時30分から、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。この勉強会は３カ月に１度のペースも参加者か
ら好評を博しており、毎回満席の状況です。
　今回、第１部を「大規模修繕工事事例特集」、第２部を「給
排水設備改修事例特集」題して講演を行いました。
　ここでは第１部の「大規模修繕工事事例特集～本当に
あった工事の怖い話、嬉しい話、他～」について、講師の
㈱リノシスコーポレーション（１級建築士事務所）佐藤成
幸常務取締役の講演を紙上採録します。
　次回勉強会の予定は６月29日㈰です（16ページ参照）。

管理組合役員勉強会
「大規模修繕工事事例特集」その１

3 ／ 23　東京・京橋　住宅あんしん保証本社会議室にて紙上採録
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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

三和建装株式会社
一級建築士事務所

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

＜１ページの続き＞

　（下請け業者の安定のために毎月支払いを行う元請け業

者がある。工事終了後に工事代金を支払う管理組合が多

く、そこで収支のタイミングに大きなズレが生じ、金融

機関から運転資金を借りるケースが出てくる。）

　ところが、それを知らぬ管理組合からはヒアリング時

に、借入金額が多いのではないか。経営に不安があるの

ではないか、という質問が多いという。

◆建物等の維持・保全のために
　賃金を上げるためには、発注元の管理組合は「見積も

りを叩きすぎない」ことが肝心だ。「安ければよい」と叩

くと、業者は仕事を取るために職人への支払いを減らす。

手抜き工事も生まれかねない。

　一部を完工から１年後の支払い契約を求める管理組合

もあるようだ。

　元請け業者は、下請け業者に対しては早く支払いたい

ので、やはり銀行から借り入れて賄う。経営を苦しめる

ことになる。

　１年後の支払いは、瑕疵等が発生した時の担保という

性格である。しかし、瑕疵等が発生したときに施工会社

が対応しなければ、その会社は社会からスポイルされる。

◆職人の育成も大切
　国や地方自治体の事業を民間企業などに委託する際に

結ぶ公契約では最低賃金などを定めており、その考え方

の導入も必要かもしれない。

　工事開始後から完了までに４分割して支払っている管

理組合もあるが、とても少ない。

　職人の賃金を平均賃金に戻し、彼らには技量向上に励

んでもらい、建物等の維持・保全に努めてほしい。管理

組合として、職人等の育成に関心を持つことも大切であ

る。（論説委員会）

◇　◇　◇

　NPO日住協の上記の論説を受け、職人不足の打開策を

考えてみます。

　人手不足の問題は工事の進捗の遅れ、納期のずれ込み、

品質の向上が見込めないことにつながります。今後は公

共事業の増加に加え、東京五輪・パラリンピックの開催

等で、適正な賃金の確保ができなければ職人離れがます

ます進んでいくことになりかねません。

　労働力の矛先は外国人作業員に向けられる時代が来る

のでしょうか。

続く職人不足、その打開策は！？
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おかげさまで創業111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

　 平 成25年10月11日 午

前２時過ぎ、福岡市博多

区の整形外科病院から火

災が発生した。この事故

に よ り70歳 代、80歳 代

の高齢者10人が犠牲に

なった。

　被害が拡大した原因について博多消防署では次の

３点をあげている。

　①煙などの流入を防ぐため１階～４階に合わせて

７つの防火扉があったが、それらが自動では作動せ

ず、すべて扉が開いたままの状態だった、②消火器

などによる初期消火が行われていなかった、③消防

署への通報が遅かった。

　７つの防火扉のうち、通常閉まっていなければな

らない常時閉鎖式の扉も、ひもで開いたままの状態

で固定されていたという。また、煙感知式で閉まる

扉もあったというが、作動しなかった。

　火災の原因は、１階処置室にあった加湿器が24時

間プラグに差し込まれており、警察は加湿器周辺が

火元と特定している。

　電気系のショートは一般家庭や店舗等、どこでも

起こり得る。ほこりがコンセント付近でショートす

ることを「トラッキング現象」というそうだ。

　予防策としては　複数のプラグをコンセントに差

し込む「たこ足配線」を避け、定期的にプラグを抜

いて掃除すること。コードを曲げたり、カーペット

の下を通して使用するのは劣化を促進すると専門家

は指摘している。

◇

　今回の病院火災では防火扉が閉まらなかったこと

が事故を大きくした最大の原因だといわれている。

　この際、各マンションでも防火扉の位置、役割、

状態などの確認をしてはいかがだろうか。

　また初期消火や119番通報の遅れも指摘された。日

頃の避難訓練、消防訓練の重要性が浮き彫りになっ

たといえよう。

　この事故がマンションにすべて当てはまるわけで

はないが、「他山の石」として事故防止に役立ててほ

しい。

　参考： NPO福岡マンション管理組合連合会「福管連だより」

第218号

閉まらなかった防火扉、遅れた初期行動
福岡の病院火災を教訓に！
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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

　「マンション管理動向のホットな話題」と題して、新し
いコーナーを作ります。このコーナーでは、マンション
と暴力団排除条例、駐車場使用料の収益事業性、第三者
管理方式、マンションの省エネ化、脱法ハウス・違法貸
しルーム、「相続放棄」への対応など、マンション管理の
現状はどうなっているのかについて、各テーマの入り口
と概要をわかりやすくまとめていきます。第１回は「マ
ンションと暴力団排除条例」について。

第1回 マンションと暴力団排除条例

　「暴力団排除条例」の目的は、大まかにいうと暴力団が市民
生活の中に入ってくる場合、条例を盾に市民が暴力団を拒否で
きるというものです。条例を無視するような行動を暴力団が取
れば、警察に訴えて、警察も条例を盾に動くことができるので
す。
　この「暴力団排除条例」は2011年10月、東京都・沖縄県を
最後に全都道府県で施行されました。
　そこで、マンションにとって、どのような影響があるのか調
べてみたいと思います。
　暴力団関係者とみられる人がマンション所有者または不動産
会社に対して、マンションの売ってくれ、貸してくれと言って
きたときには所有者には次の義務があります。
　　①契約をしない義務　②確認の努力義務
　　③明文化の努力義務　④解除等の努力義務
　仲介する不動産会社等にも次の義務が生じます。
　　①助言その他の措置義務
　　②知った上での代理・媒介禁止義務

◇
　威圧的な態度の住民が入居して怖い、知らぬ間にマンション
が暴力団事務所になっていたなど、平穏な市民生活に暴力団を
入り込むことを売買・賃貸契約の時点で拒否することができる
のです。
　管理組合の中には、管理規約に「暴力団等の排除責任」の条
文を設け、区分所有者に売買・賃貸時の責任の所在、意識付け
を行っているケースもあります。

「暴力団等の排除責任」を入れた管理規約例
＜マンション標準管理規約第20条（区分所有者の責務）に第
20条の２（暴力団の排除責任）を追加した例＞
第20条の２（暴力団等の排除責任）
　区分所有者は、その専有部分を譲渡又は貸与するときは、次
の各号に掲げる者に譲渡又は貸与してはならない。
一 　暴力団構成員、反社会的政治結社構成員、反社会的宗教団

体構成員その他反社会的な行為を行うおそれのある者又は団

　　　The present situation in Mansion

マ ン シ ョ ン 管 理 動 向 の 　　 な 話 題
体

二　賭博、売春、麻薬密売等違法行為を行う者又は団体
三 　第一号及び第二号に掲げる者又は団体を対象物件内に居住

させ、又は反復継続して出入りさせる者
四　その他共同生活環境を侵害するおそれのある者又は団体

（参考：三井一征事務所）

　ただし、暴力団排除条例は、その施行以前からすでに所有者
である区分所有者や賃借人に何らかの対応を求めるものではあ
りません。
　つまり、すでにマンション内に暴力団関係者が住んでいたり、
暴力団事務所があった場合には、条例を盾に「追い出す」こと
はできないのです。
　暴力団関係者と知った場合に、これらを追い出すためには、
管理組合としては「他の区分所有者の共同利益に反する」とし
て、区分所有法第57条～ 60条で対応します。
・第57条（共同の利益に反する行為の停止等の請求）
・第58条（使用禁止の請求）
・第59条（区分所有権の競売の請求）
・第60条（占有者に対する引渡し請求） 
　しかし、暴力団関係者が他の住民に危害を加えるなど、共同
利益に反する行為があって初めて行使できるもので、単に暴力
団関係者だというだけでは訴えることは難しいといえます。
　最高裁は1987年（昭和62年）７月17日、賃貸借契約解除、
明渡し請求を認める判決を出しています。
　これは、暴力団がマンションの１室を組事務所として賃借し、
専有部分および共用部分の不当使用、区分所有者に対する威圧
的態度および暴力団同士の抗争等により、区分所有者の共同の
利益に著しく反する行為を行った、という事案でした。

ホット
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一 般 社 団 法 人 　 全 国 建 物 調 査 診 断 セ ン タ ー

　一般社団法人全国建物調査診断センターでは５年間、

7,500件のマンション管理組合を対象に「大規模修繕工

事新聞」を発行し続けて得た情報をもとに「積算コスト」

を新開発し、３年間試行して完成させました。

　マンション大規模修繕工事専門の新しい積算代行サー

ビスで、「安さ」と「見やすさ」が最大の特徴です。

職人不足

コスト上昇

積算の外注でコスト削減！

マンション大規模修繕工事専門
積算代行サービス新登場

工事積算
◎個別受注

◎3サービスパック受注
◎月定額契約

いずれもOKです！

一般社団法人 全国建物調査診断センター　積算代行サービスセンター
☎03-6304-0278　tatemonosenter@yahoo.co.jp　http://zenken-center.com

連絡先
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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

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

ひとことエッセイひとことエッセイ

　よくマンションを人間の体に例えて修繕工事の解説を

行う専門家がいます。

　骨は鉄骨・鉄筋、筋肉はコンクリート。給水設備は血

液等の循環器系、排水は消化器系など。そして、経年す

るごとに傷みや不具合が出てくることから適切な健康管

理は大切で、人間ドックのように定期的な検査を行って

長生き・長持ちさせましょう、というわけです。

　こうした考えを持たずに、建物の維持管理をせずにい

ると、不具合の大きさに突然慌ててしまいます。

　給水管が経年により「傷み・詰り・漏れ」が起こると

大変です。配管内が錆びて、それが固まって、乾いて、

詰まって…給水は血液等と例えましたので、人間でいう

と動脈硬化ということになってしまいます。

　排水は消化器系と書きましたが、消化排泄ができなけ

れば当然体に変調を来すことになります。

◇

　ただし、日頃血液の流れは目に見えません。配管も同

じで、人々が気になるのは素敵なキッチンや化粧台、機

能的な洗濯機やトイレなどの「目に見える設備」で、ほ

とんどの人は配管に無関心です。

　水はどこから来て、どういう仕組みで蛇口から流れる

のか。バスやキッチンで流された排水はどのように流さ

れていくのかに関心を寄せるでしょうか。

　それはなぜか。見えるところに配管がないからです。

だから、熱い油をササっと排水口に流したりする人が出

てくるのです。

　目に見える設備はマンションの設備の一部でしかあり

ません。しかし、本当に大切で興味を持ってもらいたい

ものは、天井や床下、壁などに隠れた「目に見えない設備」

です。目に見えないだけで、マンションでの快適で安心・

安全な生活を維持していく上では欠かせないものなので

す。

◇

　近年、「水は買うものだ」と公言してはばからない人が

いるようです。水道水からどんな水が流れてきても心配

だ。だから飲み水は買うし、だから給水設備がどうなっ

ているのかも関係ない、と。

　しかし前述したように、動脈硬化になって破裂してし

まっては問題です。維持管理だけはしっかりやっておき

たいものです。

　次回は、おいしい水の管理責任はだれにあるのか、そ

の一部に触れます。

知らなきゃ損するマンション管理入門

マンション給排水設備にまつわる話①
建物の中の「血液」「消化器系」

リフォーム事業本部
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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へ̶。



14

耐震性能を新耐震基準にすることが肝心
　現在、建物の構造強度基準は昭和56年に建築基準法が改正
され、改正以後を新耐震基準、それ以前を旧耐震基準と呼んで
います。
　阪神・淡路大震災ではマンションも大きな被害を受け100棟
以上の建物が大破倒壊により建て替えを余儀なくされました。
しかし、それらのほとんどは旧耐震建物だったので新耐震基準
の設計方法や計算手法は今も見直されていません。
　こうしたことから、大地震でマンションを倒壊させないため
には、まずは新耐震基準の建物であるかどうかを確認します。
　旧耐震建物であれば耐震診断を行い、現状の耐震性能を正確
に把握した上で、新耐震基準まで耐震補強工事を行うことが肝

Q6　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？

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第51号11p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

心でしょう。
　東日本大震災では津波による被災は甚大でしたが、地震が直
接原因による建物の大きな被害はあまりみられませんでした。
　ただし、震源から遠く離れた関西で、超高層ビルに予想外の
大きな被害がありました。今後は長周期地震動への対策の見直
しが行われています。

◇
　鉄筋コンクリート造の構造躯体は、圧縮に強いコンクリート
と、引っ張りに強い鉄筋からできています。
　こうした鉄筋コンクリートはどのように劣化するのでしょう
か。
　新築時のコンクリートは強アルカリ性ですが、経年とともに
中性化が進みます。するとひび割れなどから雨風がコンクリー
ト内部に入り込み、中の鉄筋が錆びたり、酸化します。
　構造躯体にとっては鉄筋の腐食が一番の問題ですが、中性化
遅延・回復方法や鉄筋の防食・除錆方法がまだ確立していませ
ん。
　建物の保護のためにも、大規模修繕工事時の躯体補修は重要
なのです。

Q7　組合活動がなくても、適正な管理だから安心だといえる仕組みはないでしょうか？

　私のマンションでは管理会社に一切お任せで、管理組合の活
動はまったくありません。役員も輪番制で１年ごとに全部代
わってしまうので、「１年間だけ役員を務めていれば仕事は管
理会社がやってくれる」という風潮でここまできました。

　近年、管理会社スタッフや理事長の横領事件が相次いでいる
と聞きます。
　管理組合活動が盛んでなくても、「適正に管理が行われてい
るから安心だ」といえる仕組みはないのでしょうか？

　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！

　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

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！
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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。

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
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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

※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





本サービスは、安さと見やすさが特徴ですが、
詳細は以下の通りです。

積算
◎数量確認、机上積算、
指定内訳書に記入
◎現地調査ありと現地調査なし
の２コースあります。
【例】「現地調査なし」の料金は
40戸で 10 万円になります。

足場図
基本事項記入表に記入して
いただき、積算現地調査時
に足場の調査も行います。
躯体トレースも含みます。
※平面図１枚、立体図４枚、
　詳細図、強度計算

下地補修図
野帳と契約集計表を精査し、
JWCADにて凡例記入各面数
量計算、最終集計表を作成し
ます。

※A3-６枚程度

※積算画面

一般社団法人　全国建物調査診断センター





話題騒然！

新聞発行と同時に、同じ内容のメールマガジンを

無料でお届けしています！



メルマガ版 （電子ブック）
無料配信好評受付中 !

配信されたメールを開き、下記のバナーをクリックすると、新聞が閲覧できます。



http://kenken.vc
健康長寿研究所

健康で長生きをテーマにしたボランティアサイトです。

健康長寿研究所

おせっかい爺の結婚相談室

おせっかい爺の結婚相談室　　　　和装 deグルメ　　　　　　　PHOTO俳句　　　　　　PHOTO　de スケッチ

実作狂歌講座　　　　              中国健康体操　　                   １冊からの本作り　　　               日帰り温泉　　　                      green-box

このサイトは、健康で元気に長生きする情報を紹介・共有するサイトです。
ご自分自身のためにも、平和な世の中のためにも、子や孫や国に迷惑をかけず、元
気で長生きするとともに、自然にフェイドアウトいたしましょう！

のんびり、ゆっくり
時の過ぎ行くままに

「チベットの奇跡」
３万もの赤い屋根が
谷を埋め尽くす
ラルン・ガル・ゴンパ

★バナーをクリックいただくと、当該ページが開きます。

http://kenken.vc/
http://kenken.vc/?page_id=16
http://atec.heteml.jp/wdg/
http://omosiro-column.com/?cat=145
http://kenken.vc/?cat=19
http://omosiro-column.com/?cat=549
http://kenken.vc/?cat=3
http://jiden.info/
http://kenken.vc/?cat=4
http://atec.heteml.jp/green-box/
http://jiden.info/
http://kenken.vc/
http://kenken.vc/



