暑中お見舞い申し上げます
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管理組合
File Data. 63

埼玉・川越市／かわつる三芳野団地管理組合

「スラブ上将来接続口」を設置
段階的に全戸スラブ上配管化を目指す
まず、今回の工事は47棟・548戸のうち、５階建ての
中層15棟・400戸の給排水管の更新工事がベースである。

既存の洗濯排水トラップ（スラブ貫通部）

排水トラップ撤去後

しかし、ここで
はオプション工
事となった「ユ
ニットバスリ
フォーム」に焦
点をあてたい。
既存は在来浴
室のスラブ下配
管。上階の排水

枝管が下階の天井内を通って共用立て管につながってい
る。枝管は専有部分でなく共用部分として取り扱うこと
が判例により一般化しているので、管理組合が主体となっ
て改修工事に取り組むことになった。
スラブ下配管では、スラブ貫通部周辺からの漏水が多
くなるが、実際、原因個所はなかなか突き止められない。
この原因を突き止めるには浴室全体をリフォームするこ
とが手っ取り早い。
しかし、各戸リフォームに任せておくとコンクリート
床に埋まっている排水金物まで改修しにくいため漏水の
原因個所はなくならず、また、各戸リフォームではスラ
ブ下配管のままであることは変わらない。コンクリート
に埋まった古い排水口はそのまま残され、漏水事故の危
険性はますます大きくなる事態を招くことになる。
こうしたことから、管理組合が全戸一斉リフォームに
導くことが理想的であるが、各戸の金銭的な問題やすで
にリフォームしてしまったなどの理由で現実的ではない。
その突破口として管理組合は「段階的スラブ上化改修手
法」を選択した。今回は排水立て管の更新にあわせ、在
来浴室のユニットバスリフォームを同時オプション工事
として組み込むことで、一定数の浴室排水管のスラブ上
化を実現する。今回の工事を見合わす住戸に対しては、
将来リフォームする際に適切に排水管を接続することが
できる「スラブ上将来接続口」を設けて対応することと
なった。
結果的に今回の工事で47%の住戸で一気に排水管スラ
ブ上化が完成した。残りの住戸については、将来リフォー

浴室・洗濯排水スラブ床上配管化

下階天井内にある既存の浴室洗濯排水管の撤去後

設備改修のキーワードはフレキシビリティ
６ 月18日、 第19回 建 築 再 生
展（東京ビッグサイト）で㈲マ
ンションライフパートナーズの
柳下雅孝氏が「マンションを長
持ちさせる給排水設備改修ノウ
ハウ」と題して、特別セミナー
を行った。
柳下雅孝 1級建築士
柳下氏はマンション設備改修
を専門とする１級建築士で、マンション管理士の資格も併せ持
つ。マンション設備コンサルタントとして、100年マンション
の視点は①水回りリフォームは自由度を向上させることが勘
所、②利便性も向上させる配慮が必要、③その結果としてライ
2

フサイクルコストが低減することが重要、と説く。
「設備改修のキーワードはフレキシビリティです。ちょっと
した提案で三方に良い工事ができることもある。それをやらな
いことで残念な結果に終わる工事もたく
さんみてきました」。その道の専門家に
聞くことが良い工事への近道である。
参考図書
『マンションを長持ちさせる設備改修ノウハウ』
著者：柳下雅孝 発行：㈱エクスナレッジ
B5判159ページ 定価：2,625円（税込）
ISBN：978-4-7678-1408-7

既存の在来浴室

既存の在来浴室を解体し、床防水を実施

ムを行う際にスラブ上化の具体的な施工マニュアル（浴
室リフォーム細則）を議決し、マニュアルに沿ったリ
フォームかどうかを審査する体制を作った。
浴室のリフォーム時期を各戸にゆだねながらも、排水
管の適切な接続をマニュアルに盛り込み、
「段階的」では

MKSリフォーム賞受賞
一般社団法人マンション計画修繕施工協会（MKS：
坂倉徹会長）は５月、同協会が創設した第４回マン
ション・クリエイティブリフォーム賞の審査結果を
発表。６月４日、東京・大手町サンケイプラザにて
第６回定時総会と併せて表彰式が行われた。
この賞に選ばれたのが「かわつる三芳野団地中層
棟給排水設備改修工事」
。排水立て管更新に合わせて
ユニットバスリフォームを全体の47%の住戸で行い、
その他の住戸に「スラブ上将来接続口」を設け、さ
らに「浴室リフォーム細則」を定めて将来的に全戸
スラブ上配管化を目指していることが改修モデルの
ひとつとして評価された。

ユニットバスに更新後

あるが将来的に全戸スラブ上化を目指すことができる。
設計・監理を担当した柳下雅孝・一級建築士は「スラ
ブ下配管の問題で苦労している団地・マンションは全国
に数多く存在するが、その管理組合に明るい兆しと勇気
を与える事例であることを確信している」と話している。
工事データ
○建物概要／ 1982年（昭和57年）８月竣工・RC造（一
部PC造 ）
・47棟・548戸（ 中 層 棟： ５ 階 建 て・15棟・
400戸＋低層棟：２階建て・32棟・148戸） ○工事名／
かわつる三芳野団地中層棟給排水設備改修工事（工事対
象は中層棟400戸） ○発注者／かわつる三芳野団地管
理組合法人 ○設計・監理者／㈲マンションライフパー
トナーズ ○施工者／京浜管鉄工業㈱ ○主な工事内容
／共通仮設工事／共用給水管更新／１階床下排水管更新
工事／住戸内専有管更新／共用排水立て管更新／付帯建
築工事／オプション工事（ユニットバスリフォーム）
○工期／平成24年４月～ 12月

●設計・監理者：有限会社マンションライフパートナーズ
本社：
〒169−0074 東京都新宿区北新宿１−４−９
☎03−3364−2457 代表者：柳下雅孝
設立：2003年（平成15年） 資本金：300万円
http://www.mansion-r.com
●施工者：京浜管鉄工業株式会社
本社：
〒160−0011 東京都新宿区若葉１−12−５
設備・リフォーム事業部

受賞楯を持つかわつる三芳野団地管理組合法人の則村氏
（写真中央・工事当時の修繕委員長）と伊藤氏（事務局長）

☎03−3358−4873（直通）

代表者：平松拓也 設立：1952年（昭和27年）12月
資本金：１億円 http://www.keihin-se.com/
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外国人作業員の時代がやってくる!? Part.5
外国人技能実習制度 受け入れ期間、３年から５年へ
一般社団法人全国建物調査診断センターが公益社団法人アジ
ア技術技能人材交流協会と提携して開設した「ミャンマー研修
機構」。「企業単独型」ではなく、同協会による「団体監理型」
研修生の受け入れ形態を実施する点、日本語教育と同時に塗装、
防水の基礎教育を行う点などを特徴としています。
外国人技能実習制度は2015年度より、人手不足が深刻な建
設業での外国人労働者の受け入れを拡大する緊急措置として、
受け入れ期間を現在の３年から２年延ばして最長５年間に、過
去の実習生の再入国を２〜３年にする検討が行われています。
建設関係の技能労働者は1997年の約450万人をピークに約
120万人減少しています。一方、震災復興や東京五輪関係の建
設需要が増えています。
専門家によると「政府は若者の建設業への就職や、離職者の
再就職の支援などに取り組んでいるが、いずれも時間がかかる
と話しています。
このため、「即戦力」となる外国人労働者の受け入れ拡大を
決めたようです。

みなさんとともに体制づくりをしなければなりません」。
参加者からは「受け入れたはいいが、休みがち、働けな
い状態となっては困る。日本の若者でも外国人でも、我々
が求めているのは粘り強さ」などといった意見が出た。
説明側として参加した公益社団法人アジア技術技能人材
交流協会の片山亨氏は、
「健康診断も２回行います。実際
には故郷の家族のために必死に働く若者が多い。今どきの
日本の若者とは比べられないでしょう」と返答。
竹内副社長は「国は違っても人間は同じ。親方をどれだ
け信頼してもらえ
るかが肝心です。
そういう点では受
け入れ側もしっか
りとした理解と準
備をそろえておく
ことが大切だと思
います」
と話した。
千葉・船橋の㈱ティーエスケー本社会議室で
行われた説明会の様子

求めているのは粘り強さ
日本の若者でも外国人でも…
㈱ティーエスケーは６月19日、千葉・船橋の本社会議
室で協力会社に対し、外国人実習生の受け入れに関する説
明会を開いた。ティーエスケー・竹内一取締役副社長は、
日本の労働人口の減少、外国人労働者受け入れの是非や課
題、その方法など、パワーポイントで作成した資料をもと
に説明。「これから仕事は増えます。それには協力会社の

●問い合わせ先

一般社団法人全国建物調査診断センター
ミャンマー研修機構担当
☎03-6278-0424 FAX. 03-6272-5468
Email: info@zenken-center.com

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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管理組合役員勉強会
「大規模修繕工事事例特集」その４
紙上採録

3 ／ 23 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９月28日㈰です（20ページ参照）
。

大規模修繕工事事例
本当にあった工事の怖い話④

隣の管理組合との小さな競争効果も生まれ、理事の一層
前向きな姿勢や入居者の協力が大いに図れた。
そうすると当然、工事中の近隣への気遣いも「お互い様」
という関係・環境となり、工事もスムーズに進んだ。その他、
工事以外の管理上の問題の情報交換の機会も増え、良いコ
ミュニケーションができるようになったという。

番外「嬉しい話」
8．うちの自慢は大規模修繕工事
物件概要：SRC10階建て・２棟・135戸
工
期：６カ月間

経過

番外「嬉しい話」

歴史のある地域で有名なK市の某マンション管理組合が
弊社リノシス・コーポレーションを採用していただいた。
7．となりも大規模修繕工事適齢期
当初、地域性もあるのかどうかわからないが、弊社は管
物件概要：RC ６階建て・１棟・63戸＆RC ６階建て・１棟・ 理組合理事から厳しい目で見られていた。
64戸
ところがコンサルティングが進むにつれ、弊社への評価
工
期：４カ月間
が次第にアップ。大規模修繕工事の施工会社選定にあたり、
弊社のマネジメントにより、管理組合の意中の会社が期待
経過
していた予算内で工事請負を決めると、もうすごい感謝の
別々の隣り合う管理組合の理事が自治会活動で出会い、 言葉をいただいた。
大規模修繕工事の話になった。このとき、一方の理事長が
聞けば弊社がコンサルタントを引き受ける前に同じ施工
「一緒に合同の工事にしませんか」と提案。もう一方の理 会社に声をかけたが、やりたくないと言わんばかりの高額
事も「どうせやるなら」と意気投合して、ここに合同工事 な工事代金を内示されていたらしい。
計画がスタートした。
工事に当たっては弊社の厳しい工事監理で立派な出来栄
コンサルタント選定も合同で行い、弊社リノシス・コー えで完成した。
「思っていた施工会社に頼めてこんなに立
ポレーションを選択していただいた。弊社は管理組合の趣 派にできて、あれもこれも全部リノシスさんのおかげや
旨に合わせて、打ち合わせも合同日程、調査や工事監理も わぁ」。
日程を調整して集中して行い、合同工事のメリットを生か
その後…
した。
当の管理組合理事は「大規模修繕工事の出来栄えを見て
施工会社も１社に決めて共通経費など、切り詰められる
費用を合理的に削減できた。もちろん、総会や工事説明会 ほしい」「このときの経験を生かしたい」ということから、
地域のマンションに「うちの大規模修繕工事は、な」と語っ
は個別で対応した。
て回った。
その後…
すると、地域のあちこちのマンションから是非とも説明
コンサルタント費、工事費ともに合理的な経費の削減効 してほしいとの依頼が来るようになり、このときの理事ら
果が図れた。別々に工事場合と比較してそれぞれ－20％、 が中心となり、地域でマンションネットワークコミュニ
－15％だった。
ティーを結成。定期的な会合を継続しているという。
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管理組合
File Data. 64 東京・渋谷区／キャニオングランデ代々木公園管理組合

山手通り、首都高沿道の高級マンション
排気ガスと振動の影響が第一課題
代々木公園も徒歩圏内。都心に住まいながら緑も感じ
られる高級住宅街。ただし、山手通りの沿道ということ
もあり、排気ガスによる外壁や天井面の汚れが目立って
いた。また、山手通りの地下を走る、首都高速道路建設
工事による振動の影響からか、タイルの浮き・ひび割れ
が通常マンションより多く、３万枚のタイルを用意した。
こうした幹線道路・首都高沿道ということが大規模修
繕工事に取り組む際の第一課題。次いで渋谷・富ヶ谷と
いう高級住宅街の立地条件から、外観の意匠性も重視さ
れた。

外壁には薬品洗浄を行い、共用廊下の長尺シートを貼
り替え、共用階段・バルコニーの長尺シートを新設した。
エレベーター扉・内壁のダイノックシート張りも追加工
事で行った。ダイノックシートとは硬化化粧フィルムの
こと。耐候性や耐久性があるだけでなく、重厚感、高級
感のある素材でもある。
機能改善という点では、11Fルーフバルコニー点検扉が
錆びていたのでカバー工法で扉を交換。雨どいの継ぎ目
から漏水があったので自在ジョイント（接合する角度が
自由に変化する継手）を取り付けた。
また、１階の階段の踊り場に雨が吹き込み、地下に流
れていたので排水溝とステンレス蓋を設置したり、バル
コニー手摺壁にひび割れが多いため耐震スリットを設置
するなど、施工中の現場対応による細かな提案を管理組
合に行い、実施している。
１回目の大規模修繕工事とあって、基本的には外壁補
修、鉄部塗装、防水改修など、一般的なもので、工事計
画を立てるが、実際に足場を組むことによって、想定以
外の改善工事を施すケースが多々あるものだ。
また、施工会社にとって苦労したのは、足場設置時に
職人の確保が難しかった点。最終的に予定工期に間に合っ
たが、近年の職人不足を実感したという。
消費税増税前の駆け込み工事や公共事業増加の影響で
職人不足は顕著になっている。
今後は平成27年10月の消費税10%も強行される可能性
が高いことから、来年3月の契約ラッシュが多少なりと予

before and after

外壁東面の施工前と施工後の様子

屋上展望テラスは既存のアスファルト防水の上のタイルを
平滑処理を行い、ウレタン塗膜防水を施工した。

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
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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

屋上防水もウレタン塗膜防水施工を実施

共用廊下は既存の長尺塩ビシートを撤去し、新しい長尺塩ビシート
を施工。巾木・溝はウレタン塗膜防水とした

測される。
大規模修繕工事の計画は時間的な余裕を持って、早め
に準備していくことが工事をスムーズに進め、工事金額
も適正額を求めることができると考えられよう。

工事データ
○建物概要／ 1999年（平成11年）５月竣工・SRC造・１棟・
地下１階地上11階建て・42戸 ○工事名／キャニオング
ランデ代々木公園大規模修繕工事 ○発注者／キャニオ
ングランデ代々木公園管理組合 ○施工者／三和建装㈱
○主な工事内容
・共通仮設／現 場事務所、資材置き場、仮設電気・給排
水設備、ガードマンの配置等
・直接仮設／外部足場、飛散防止養生等
・下地補修／タ イル面の洗浄・浮き処理・張替え、不良
目地補修、塗装面のひび割れ・爆裂補修、
モルタル浮き処理等
・シーリング／ サッシ回り・鋼製建具回り・ステンレス
製建具回り、打継目地等のシーリングの撤
去・更新
・外壁塗装／廊下、バルコニー、階段等
・鉄部塗装／屋 内消火栓用補助水槽、玄関枠、メーター
ボックス枠・扉、エレベーター機械室扉、
バルコニー隔て板等
・防
水／屋上搭屋、屋上展望テラス、各戸バルコニー
防水、エアコン室外機置場、共用廊下、階
段室床等
・そ の 他／共 用廊下の長尺シート張替え、共用階段・
バルコニーの長尺シート新設、エレベーター
扉・内壁のダイノックシート張り等
○工期／平成25年９月２日～平成26年１月31日（５カ月）

追加工事でエレベーターの扉はダイノックシート加工にした

●施工者：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
☎042−450−5811（代表）
代表者：中 衆司 設立：1978年（昭和53年）４月１日
資本金：１億円 http://www. sanwakenso.co.jp

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

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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暑中お見舞い申し上げます

暑さ厳しき折 皆様のますますのご健勝とご自愛を
お祈り申し上げます
厳密な診断を元に建物としての性能と資産価値を分析し、
時代のニーズにマッチしたプランを提案致します。

TOHO 株式会社
代表取締役社長

早

坂

榮

二

東京都中央区日本橋堀留町２−８−４
TEL. 03−6892−7510 http://www.toho-cp.co.jp/

暑中お見舞い申し上げます
大規模修繕工事はシンヨーへお任せください !!

森

代表取締役社長

哲

夫

〒210−0858 川崎市川崎区大川町８−６
TEL. 044−366−4771 FAX. 044−366−7091
http://www.sinyo.com

2014

拝啓、盛夏の候

暑中お見舞い申し上げます
一級建築士事務所
代表取締役

株式会社 T. D. S

岡

俊

英

〜大規模修繕コンサルティングから耐震診断・補強設計まで
〒103−0012
東京都中央区日本橋堀留町１−６−13
TEL. 03−5649−3666
http://www.tds-arc.com
mail: kanto@tds-arc.com

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます
建築物の劣化を防ぎ美観を創る、
優れた建築用機能性塗料の開発・市場展開をしてまいります。

関西ペイント販売株式会社
代表取締役

原

秀

樹

〒194−0021 東京都町田市中町１丁目15−７
TEL. 042−732−3834 FAX. 042−732−3693
http://www.7fukuken.co.jp
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利

訓

士

〒144−0045 東京都大田区南六郷３−12−１
TEL: 03−5711−8904 FAX: 03−5711−8934
http://www.kansai.co.jp

暑中お見舞い申し上げます
外壁塗装・防水・各種リフォーム工事
集合住宅やマンションの修繕工事

七福建設株式会社
杉

毛

アレス有限会社
代表取締役

川

本

喜

樹

〒336−0031 さいたま市南区鹿手袋１−23−１
TEL：048−838−2731 FAX：048−865−8833
http://www.kenkoutatemono.co.jp

暑中お見舞い申し上げます
人・技術・設備・情報の 4 本柱で
常に先進のリニューアルをお届けします。

株式会社

アール・エヌ・ゴトー

代表取締役

後

藤

龍

彦

〒211-0043
川崎市中原区新城中町16−10
TEL 044−777−5158
http://www.rngoto.com

160 年の伝統と最新の技術が大規模修繕工事の
成功をお約束します。
すまい美しく

暑中お見舞い申し上げます
お客様のため、そして地球の未来のため
建築の美と機能への限りなき挑戦 を続けてまいります。

代表取締役
代表取締役

山

岸

大

輔

〒140−8668 東京都品川区南品川４−２−36
TEL. 03−3474−2900 FAX. 03−3450−2760
http://www.ymgs.co.jp

佐

藤

幹

男

〒238−0023 神奈川県横須賀市森崎１−17−18
TEL：046−834−5191 http://www.yokosoh.co.jp

益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます

暑中お見舞い申し上げます
地球環境にやさしい建築設備の
ベストソリューションを提案します。

川本工業株式会社
代表取締役

川

本

守

彦

〒231−0026 神奈川県横浜市中区寿町２−５−１
TEL：045−662−2021（代）
ＵＲＬ：http://www.kawamoto-ind.co.jp

暑中お見舞い申し上げます

廃油、塗料、危険物専門の産廃収集運搬業者
現場回収もＯＫ！
創業 1896 年（明治 29 年）

当社は外断熱によって皆様の快適な住空間つくりを
お手伝いさせていただきます。

株式会社 小野運送店

Sto Japan 株式会社（シュトージャパン）

代表取締役社長

小

野

正

彦

〒140−0004 東京都品川区南品川４−２−33
TEL. 03−3474−2081・8778 FAX. 03−3474−2838
http://www.ono-unso.co.jp

代表取締役

佐 々木

隆

〒102−0093
東京都千代田区平河町２−11−１ 平河町ロンステート 1 階
TEL. 03−5216−1530 FAX. 03−5216−1760
http://www.stojapan.com
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暑中お見舞い申し上げます
お住まいの方のストレスが軽減できる
ような工事に努めます。

三 和 建 装 株 式 会 社
中

代表取締役社長

衆

司

東京都西東京市田無町１−12−６
TEL：042−450−5811（0120−408−038）
http://www.sanwakenso.co.jp/

暑中お見舞い申し上げます

マンションの設備改修工事は
スターテックにお任せください！

お客様のニーズに応えられる建物の
機能と価値を高めるご提案をいたします。

東 海 塗 装 株 式 会 社
奈 良 間

代表取締役

〒146−0082 東京都大田区池上５−５−９
TEL. 03−3753−7141 http://www.tkip.jp

星

野

隆

之

〒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
http://www.star-tech-kamata.co.jp

拝啓、盛夏の候

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

株 式 会 社 アサヒ建 装

株 式 会 社 アサヒ総 合 防 水

取締役社長

坂

田

舟

平

〒227−0038 横浜市青葉区奈良３−21−２
☎045-961-7757 FAX. 045−961−7767
国土交通大臣許可（般−25）第 22939 号
http://www.asahikenso.co.jp

暑中お見舞い申し上げます
お客様の多種多彩なご要望にお応えできるよう、
より上質な精度の高い仕上がりを提供しております。

リフォーム工房 カキザキ
代表取締役社長

柿

崎

隆

雄

〒031−0801 八戸市江陽５−６−20
フリーダイヤル 0120−940012
http://www.kakizaki-paint.jp
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株式会社スターテック
代表取締役社長

力

2014

暑中お見舞い申し上げます

代表取締役

三

浦

豊

〒194−0044 東京都町田市成瀬３−１−５
☎042−710−6303 FAX.042−710−6304
東京都知事許可（般−23）第 136975 号

暑中お見舞い申し上げます
より高品質な建築材料をお届けいたします。

化研マテリアル株式会社
〒105−0003 東京都港区西新橋２−35−６ 第３松井ビル
TEL：03−3436−4001
ＵＲＬ：http://www.kaken-material.co.jp

暑中お見舞い申し上げます
快適で資産価値を維持させるための再生事業
「大規模修繕プロジェクト」に力を注いでいます。

建設塗装工業株式会社
〒101−0044 東京都千代田区鍛冶町２−６−１ 堀内ビルディング７階
TEL：03−3252−2511
ＵＲＬ：http://www.kensetsu-toso.co.jp

暑中お見舞い申し上げます
経理・税務・社会保険手続きなどワンストップで
中小企業・個人事業者をバックアップ致します。

山本総合 会計事務所
代表取締役社長

板

橋

邦

浩

〒101−0051 東京都千代田区神田神保町１−20
TEL：03−3293−4803（リニューアル事業部）
ＵＲＬ：http://www.ip21.co.jp

代

表

山

本

大

造

〒188−0011 東京都西東京市田無町２−９−６ 野崎ビル 706
TEL：042−468−0441
ＵＲＬ：http://www.yamamoto-office.jp

益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます

暑中お見舞い申し上げます
大規模修繕工事における管理組合様のパートナー

一級建築士事務所

イーストサン株式会社
代表取締役

所長

西

尾

哲

二

〒136−0076 東京都江東区南砂２−２−16 東陽町グリーンハイツ301
TEL（03）5683−2403 http: //www.eastsun.jp
E-mail: eastsun@js6.so-net.ne.jp

暑中お見舞い申し上げます
『塗料界新報』発行元として、
塗料・塗装業界の情報をいちはやくお届けします。

株式会社 塗料界展望社
代表取締役社長

荒

井

康

雄

〒113−0021 東京都文京区本駒込３−22−２
TEL. 03−3824−5711
E-mail: trt-n@onyx.dti.ne.jp

暑中お見舞い申し上げます
一級建築士事務所

株式会社 なごみ設計
〒231−0033
神奈川県横浜市中区長者町５丁目56番地２ 千歳観光ビル２階
TEL. 045−250−0275 http://www.nagomisekkei.co.jp
info@nagomisekkei.jp
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暑中お見舞い申し上げます
管理組合様の良きパートナーとして住みよい

暑 中 お 見 舞 い 申し上 げます

住環境を創るお手伝い、豊かな心を創造します。

株式会社リノシスコーポレーション
一級建築士事務所
代表取締役

大

櫃

良

之

東京事務所：〒162−0843 東京都新宿区市谷田町２−20 ☎03−5206−5789
横浜事務所：〒231−0003 横浜市中区北仲通２−17−２ ☎045−227−5789
http://www.renosys.jp

増

田

聡

〒113−0034 東京都文京区湯島２−21−17 M's ビル
フリーダイヤル：0120−50−8183
ＵＲＬ：http://www.iwasa-m.com

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

マンション設備改修専門会社として、
「技術と信頼」の実績を積み重ねてまいります。

「顧客指向であること」
これが私たちの出発点です。

京浜管鉄工業株式会社
代表取締役社長

平

松

拓

也

〒160−0011 東京都新宿区若葉１丁目12番５号
TEL. 03−3358−4873 http://www.keihin-se.com

暑中お見舞い申し上げます
アジア諸国より優れた人材を発掘し、
外国人技能実習生として日本に招聘し、
監理業務を行う団体として認可を受けております。

公益社団法人 アジア技術技能人材交流協会
代表理事

川

端

一

矢

〒251−0052 藤沢市藤沢976秀明ビル2F
TEL. 0466−25−5001 FAX. 0466−27−0334 URL：asia-kouryu.com

おもしろコラム
ちょっと一息

夏の健康の味方
「スイカ」

スイカのおいしい季節になりました。この時期キンキ
ンに冷えたスイカにかぶりついたときの至福感は何とも
いえないものがありますね。実は、スイカは単に渇きを
癒しくれるだけでなく、健康に役立つ様々な機能も持っ
ている健康食品なんです。今回はスイカの健康機能につ
いて紹介したいと思います。
スイカは、熱帯アフリカのサバンナ地帯や砂漠地帯が
原産地とされていますが、日本には室町時代以降に中国
から伝来したようです。中国では、西から伝わってきた
瓜ということで西瓜（シーグァ）と呼ばれていて、日本
へは漢字も発音もそのまま伝わって来たみたいです。
スイカの学名は、
「Citrullus vulgaris」と言います。スイ
カやキュウリ、ゴーヤなどウリ科植物に含まれる「アミ
ノ酸シトルリン（Citrulline）
」は、スイカから初めて見つ
けられたためにスイカの学名に因んでこのように名づけ
られました。
実は、このシトルリン、とてもすばらしい健康機能を
12

代表取締役

タキロンマテックス株式会社
代表取締役社長

谷

口

充

生

〒108−6030 東京都港区港南２−15−１ 品川インターシティＡ棟 30 階
TEL. 03−5781−8150 FAX. 03−5781−8130
http://www.t-matex.co.jp/

暑中お見舞い申し上げます
2008 年の創刊以来、首都圏 10,000 の管理組合へ、
無料情報紙「大規模修繕工事新聞」をお届けしています。

一般社団法人 全国建物調査診断センター
理事長

吉

野

笙

一

〒104−0045 東京都中央区築地１−９−11−906
TEL：03−6278−0424
URL：http://zenken-center.com

持っています。まず、シトルリ
ンは尿の素である尿素の材料と
なる物質であることから利尿作
用があります。尿がスムーズに
排泄されると尿と一緒に様々な
老廃物の排泄も促進されます。
また、この利尿作用とシトル
リンのもう一つの作用である血
管拡張作用の二つの働きによっ
て血圧を下げる効果も期待され
ています（なお、利尿作用にはスイカに含まれるカリウ
ムも関わっています）。
さらにシトルリンやスイカの赤色色素リコピンは、が
んやその他の生活習慣病の原因になるなど万病の元であ
る悪玉の酸素「活性酸素」を消去してくれる優れた抗酸
化作用も持っています。このように、身近な食品の中に
もすぐれた健康機能を持つものが数多くあります。それ
らの健康機能を上手に使い分けながら、上手く食生活に
取り入れていきたいものです。
スイカに感謝！
（文：中本屋幸永・医学博士、食品保健指導士／絵：吉田あゆみ）

The present situation in Mansion

マ ン シ ョ ン 管 理 動 向 の ホット な 話 題

第4回

第三者管理方式

「コミュニティ」条項の削除に反発広がる
国土交通省では平成24年１月から、
「マンションの新た
な管理ルールに関する検討会」
（座長：福井秀夫・政策研

地域を含めたコミュニティ活動を支援してほしい」と述
べました。
同年10月には、千葉・浦安の明海大学で全管連、マン
管協、日本マンション学会、日本マンション管理士連合
会４者がマンションコミュニティに関する共同提言を発
表しました。
◇

究大学院大学教授）を立ち上げ、同年８月まで９回の会

問題は、主力委員らが「管理組合は財産管理団体」と

合を開きました。
内容としては、理事会方式が機能しない管理組合を対

決めつけて議論を進めたことにあります。
管理組合の基本は区分所有者が管理運営の執行機関と

象に、区分所有者以外の第三者による適正な管理の実施
を担保するための業務運営の枠組みづくり、専門家を活

して理事会を組織し、その理事会が実際に活動していく

用した管理組合の運営に対応した標準管理規約の整備等

「理事会方式」です。現に理事会方式で問題なく運営して
いるマンションがほとんどで、それに沿ってマンション

を検討するものでした。
理事会方式が機能しない管理組合とは、区分所有者の

標準管理規約も発表されているわけです。

高齢化、外部所有者の増加による賃貸化により、総会出

ところが、主力委員らの議論の流れでは、
「管理はプロ

席率の低下、役員のなり手不足が問題となっているマン

に任せるべき」「コミュニティは管理組合ではなく、自治

ションをイメージしています。こうしたマンションでは、

会の仕事」という主張が強くなり、基本の理事会方式は

特定の区分所有者に負担が偏り、管理活動自体が形骸化

ないものとして「第三者管理方式」の種類をいかにまと

してしまう問題が生じます。

めるかという点に終始してしまいました。
その結果、「マンション標準管理規約からコミュニティ

そこで専門家を活用した「第三者管理方式」の検討を

条項を取っ払え」ということになり、各方面から非難を

はじめたのでした。
◇

受け、検討会が2年間も停滞することになっています。
国土交通省によると、検討会はあくまで
「停滞中」とい

しかし、事態は思わぬ方向に展開していきます。平成
24年８月の第９回検討会以降２年が経とうとしています
が、検討結果も出さないまま会合は開かれていません。

うことのようですが、一方で９回行った検討会の議論は
「行政の他の施策に生かしていきます」とも話しています。

その理由については、検討会の主力委員らが「管理組
合は財産管理団体」であるとしてマンション標準管理規
約第27条、第32条の「コミュニティ」条項の削除を議論
の中心に持ってきたことにあります。
検討会への反発は広がりました。
全国マンション管理組合連合会（全管連・山本育三会長）
は平成25年３月、太田昭宏国土交通大臣と面談、第三者
管理に反対の申し入れを行いました。
マンション管理業協会（マン管協・山根弘美理事長）
も同年４月、太田大臣に対して「マンションに安心・安
全で長く住まうための要望」を提出し、
「管理組合による

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。

明海大学で行われたシンポジウム。マンション管理組合関連
4団体の長が壇上に並び、共同提言を行った。

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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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。
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全建センター＋NPO日住協

タイアップ企画

管理組合団体が教えてくれる「マンションお得な話」

西山事務本部長のセミナー風景。50人程度収容の
会場は満員になった

第20回マンション快適管理フェア開催
５月30日～６月１日の３日間行われた「朝日 住まいづ
くりフェア2014」の特別企画展として、NPO日住協主催
で第20回マンション快適管理フェアを開きました。
会場は東京ビッグサイト西１・２ホール。朝日 住まい
づくりフェア期間中の来場者は、33,046人でした。5月30
日には、NPO日住協理事・西山博之事業本部長が特別セ
ミナーを行いました。

特別セミナー
高齢者見守りと高経年化した管理組合運営の事例紹介
NPO日住協・西山博之
今後のマンション管理は高齢者が
安心して暮らせるコミュニティー意
識の向上が大事となります。高齢者
支援は、孤立した弱者や高齢者見守
りと福祉活動を含めたものにしてい
くべきです。
こうした活動に関係する管理組合、
自治会、町内会などが協力して行う
NPO日住協理事
西山博之事業本部長
と同時に、行政にも協力を仰ぐ必要
があります。
◇
NPO日住協会員の事例紹介です。
東京・日野市のＴ団地管理組合では、居住者台帳の提
出を管理規約に盛り込み、義務化しています。毎年11月
の総会後から全戸に呼びかけ12月までに各号棟の新役員
が各戸を訪ねて100％回収するそうです。各号棟の役員が

高齢者世帯を把握することで「見守る」役割を与えられ
るというわけです。
東京・江東区のO団地管理組合では「高齢者見守り支援
協議会」を設立。高齢者や障害者世帯を対象に「安心登
録カード」を配布し、「見守り」体制を強化しました。
東京・町田市のF管理組合では理事会に「福祉・高齢者
担当理事」を設け、理事会の下部組織として「福祉・高
齢者委員会」があります。また、地域の「たすけあいの会」
に加入し、買い物、清掃、病院への用事、電球等の取替
えなど有料による住民の手伝いを行っています。
東京・江戸川区のC管理組合は、住民有志による「助け
合いの会」の活動を開始しました。地域の絆を深めるこ
とを目指し、支援費用は無料で家具やベランダの植木鉢
の移動、電球の取り替えや網戸の取り付け、買い物代行、
病院の付き添いなどを行っています。ただし、支援をす
る人の年齢が69.5歳と高齢化している、徘徊する人の見
守り支援は不可能に近い、運営費が不足しているなどと
いった問題点も上がっています。
このようにNPO日住協でも、各管理組合と連携を図り、
情報交換を密にしています。その上で各管理組合にあっ
た方法を見出し、高齢者が安心して暮らせるコミュニ
ティー活動を普及させたいと考えています。

第11回首都圏マンション管理大学
参加者募集中
今年も、マンション管理組合役員等のスキルアッ
プ、管理組合活動のレベルアップを目的に第11回首
都圏マンション管理大学を開催します。
開催期間は、８月のお盆を除く毎週日曜日、８月
３日、10日、24日、31日の４日間。マンション関連
法規、規約、管理組合運営、大規模修繕、再生、防災・
防犯、コミュニティーなどに関する13講座を企画し
ています。
受講料は１人15,000円（テキスト代込、消費税込）
。
修了者には「修了証書（学長名）」を授与します。
会場はNPO日住協本部（東京都千代田区神田須田
町１−20製麺会館３階）。
定員27人程度で、７月25日申し込み締め切り。
●問い合わせ：NPO日住協事務局 ☎03−5256−1241
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp
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●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

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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教えて！管理組合交流相談室
Q9 修繕積立金はどうやって決まるのですか？
工事で借入を検討しています。
＜第54号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
長期修繕計画に基づいて積立額を決定する
管理費は、管理委託費や水道光熱費、エレベーターな
ど共用部分の保守維持費や運転費、清掃費など、経常的
な経費です。毎月の経費を把握し、それに見合った金額
を区分所有者から収納します。
一方、修繕積立金は、多額の費用を要する大規模修繕
工事費用の捻出のため、長期修繕計画に基づいて積立額
を決定する必要があります。修繕積立金が不足した場合、
なかなか大規模修繕工事の実施ができず、建物の劣化が

進んでしまうというこのとにもなりかねません。
このため、早い時期に建物の状況に応じた長期修繕計
画を作成し、それの応じた資金計画を立て、修繕積立金
はいくらが妥当なのかを検討する必要があります。
平成25年度マンション総合調査によると、戸当たりの
修繕積立金は月額平均10,783円。㎡当たり149円となって
います。
修繕積立金額の決定方法でも、「長期修繕計画で算出さ
れた必要額に基づき決めた」が75.9％。他の回答では「管
理費の一定割合とした」6.7％、
「近隣の他のマンションの
金額を参考にして決めた」2.3％、「その他」10.6％となり
ました。
また、各区分所有者ごとの負担金額決定方法は、「各戸
の専有面積の割合に応じて算出」が83.1％、「各戸均一」
が13.1％だった。

教えて！管理組合交流相談室
Q10

ベストアンサー編

クエスチョン編

管理費や修繕積立金の預金口座名義はどうしているのが一般的ですか？

うちのマンションでは、管理費等を管理業者名義の収
納口座に振り込んでいます。
近年、管理会社の倒産や管理会社社員の横領事件など、
資産保全に関して不安なニュースが数多く耳に入り、不

安です。
管理費等の口座について、他のマンションではどうし
ているのか教えてください。

「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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リフォーム 事 業 本 部
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