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管理組合
File Data. 66

神奈川・逗子市／逗子マリーナ 4・5 号棟管理組合
今回は、逗子マリーナ４・５号棟管理組合が実施した大規模
修繕工事を取り上げた。

海辺のリゾートマンション
躯体補修にピンネット工法を採用
ヨットハーバーを囲むように立地するリビエラ逗子マリーナ
敷地内のマンションは計９棟・1,266戸。大部分が別荘として
所有されている海辺のリゾートマンション。チャペルのあるブ
ライダル会場やレストラン、パーティースペースなどが充実す
る海浜総合リゾート施設にある。

塩害による影響で爆裂個所が多い。
鉄筋の錆をワイヤーブラシ等で除去
し、鉄筋防錆材を塗布する

鉄筋露出部分のコンクリート・モル
タルをすべてはつり、除去する

ハツリ部分が多い個所は、木で型枠
を作って固定しながら補修作業を
行った

錆の処理をした後、コンクリートの
脆弱面を強化するアルカリ性を付与
し、アンカーピンを打ち込む

体コンクリートが大きく剥れ
落ち、
結局は鉄筋爆裂でした。
爆裂補修に型枠を使用したり
と新築工事かと思える程の補
修内容で苦労しました。」と
話している。

リフォーム 事 業 本 部
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◇
逗子マリーナ４・５号棟は222戸のうち、約60世帯が居住し
ているが、その他の約70％超が週末や休暇などに訪れる外部
区分所有者である。
とはいえ、理事会はしっかり機能していて、第三者機関を入
れる「設計・監理方式」を選択して工事計画を立てた。
「設計・
監理方式」とは、企画調査、診断、仕様・工法の検討、工事費
の積算、業者選定の際の見積もりチェックなどを設計事務所等
に委託し、工事中は業者の施工が適切に行われているかを監理
してもらうもの。高級リゾート地では一般的に管理会社に「お
任せ」となるケースが多いが、４・５号棟は人任せではなく、
管理組合の「意思」を明示したというわけだ。
その理由として大きかったのが、着工時に経年が築38年に
なること、海辺による塩害の影響が大きいこと、の２点。
特に躯体コンクリートの劣化状態はひどく、ひび割れにはポ
リマーセメントペーストをすり込んだり、電動グラインダーで
U型に溝を作ってシール材を塗るUカットシール工法などを採
用した。
さらに劣化が進んだ部分で鉄筋露出やコンクリート欠損部分
はピンネット工法を採用。コンクリートドリルで躯体コンク
リート中に30㎜以上の深さに孔を空け、ステンレスピンを挿
入。エポキシ樹脂を充填し仕上げを行った。
その他でも、屋上や壁面などにも高級リゾートの重厚感を出
す部材が用いられ、その劣化が進んでいた。こうした飾り部材
を撤去し、建物の維持管理として、すっきりとした仕様とした。
施工を担当した㈱カシワバラ・コーポレーションの赤桐正和・
現場代理人は工事を振り返って「下地調査の際、目視ではひび
割れと判断できる箇所も、打診棒やハンマーで叩いてみると躯

アンカーピンを固定し、コンクリー
トやモルタルの剥落防止を強化する

コンクリートの欠損部分にポリマー
セメント系下地修復材を充填

ポリマーセメント系下地修復材は高
い遮断機能によって雨水や空気の浸
入を抑止する

施工前。重厚感を出すために設置し
た木枠だったが、劣化による損傷が
目立っていた

損傷の多い木枠を撤去し、すっきり
とした外観に変更

勾配屋根に高級感のある瓦を使用。劣
化部分を交換した。瓦風にモルタル成
型されたもので、今回は高弾性アクリ
ルゴム系の壁面防水化粧材を使用した

屋上は紫外線や温度変化の影響が大
きく、劣化の進行が早い

施工前の屋上の様子。高級感を出す
ために煉瓦状の飾りが設置されてい
たが、打ち込み部分から劣化がはじ
まっていた

施工後の屋上の様子。不要な飾りは
すべて撤去し、ウレタン塗膜密着工
法を施した

●設計・監理者：株式会社ディー・アール・シー一級建築士事務所
■本社：〒190−0003 東京都立川市栄町４−17−１ ☎042−521−6788（代表） 代表者：惣谷健太
設立：1986年（昭和61年）６月 資本金：4,000万円 http://www.lifeport-s.com
●施工者：株式会社カシワバラ･コーポレーション
■関東支社：〒212−0013 川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア西館10階 ☎044−540−1031（代表）
■南関東営業所：〒210−0834 川崎市川崎区大島３−36−７ ☎044−211−1613
代表者：柏原伸二 設立：1949年（昭和24年）３月 資本金：２億5,010万円
工事データ ○建物概要／ 1975年（昭和50年）３月竣工・
RC造・２棟・９階建て・222戸 ○工事名／逗子マリーナ４・
５号棟大規模修繕工事 ○発注者／逗子マリーナ４・５号棟
管理組合 ○設計・監理者／㈱ディー・アール・シー一級建
築士事務所 ○施工者／㈱カシワバラ・コーポレーション
○現場代理人／赤桐正和 ○主な工事内容 ・仮設工事／現
場事務所、作業員休憩所、資材倉庫、工事用水電力等 ・下
地補修工事／塗装面の洗浄、タイル面の洗浄、ひび割れ補修、
鉄筋露出部・欠損部補修、モルタル面浮き補修 ・外壁等塗
装工事／バルコニー天井・壁、アプローチ天井、その他 ・
鉄部塗装／鉄扉・高架水槽、その他 ・防水改修工事／バル
コニー、外階段、庇、屋上・ルーフバルコニー（ウレタン塗
膜密着工法） ・シーリング工事／屋上瓦状PC庇目地、開口
部廻り、開口部皿板武、外構、その他 ・その他／ドレン金
物竪樋改修、避難ハッチ交換（腐食部） ○工期／平成25年
12月上旬～平成26年５月下旬（６カ月）

https://www.kashiwabara.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

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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る
自 分 た ち で 守
マンション地震対策
コンクリート造のマンションは耐火構造なので火災には強いですが、揺れが激しかったり、エレベーターによる閉じ込め事
故が生じたり、マンションならではの地震対策を理解しておく必要があります。
大震災のときには管理会社や公共機関の助けを期待できません。被災生活を含め、どうしたら自分たちで守れるのか―集合
住宅という居住環境で学んだこと、この環境の中で災害対策に取り組んでいることなどを、マンションの事例を通して紹介し
ます。

事例

毎年、住民と防災訓練も行い、火災や震災については啓蒙し、
それなりには有事に備えてきたつもりでだったが、3.11の東日
本大震災を経験したことで、今までのことがほとんど役に立た
ないことを実感する。「無事確認カード」を玄関ドアに出した
住戸は15戸／ 420戸だった。
大震災の当日はエレベーターへの閉じ込め事故が１件（１時
間後に救出）
。自動で遮断するガスのマイコンメーターの復旧
方法がわからない、家具の転倒でドアが開かないという相談が
多くあったが、対応が十分でなく、対策本部を翌日集会所に設
置した。
住民向けマニュアルは作成し、配布していたが、管理組合や
自治会などの組織として対応マニュアルはなかったので、大震
災を機に作成した。
◎3.11で学んだこと
・階数、形状により揺れの実体感が異なり、室内の被害状況も
違った
・14階より大きな被害が１階で起こった
・一時避難場所（対策本部）、救護所、相談窓口の開設は必須
・パソコン、コピー機が使用できない。情報収集機器をいつで
も使えるようにしておく
・照明機器、暖房器具を点検しておく。その他備蓄品の確認
・安否確認、周知・広報の方法を考えておくこと
・自分の身は自分で守る（自助）、地域のことは地域で（共助）
、
他所からの支援は数日後になる（公助）のPR
◎3.11後、住民からのアンケート
・停電によりセキュリティーロックが外れ、防犯面での不安が
あった
・停電で階段灯が消え、昇降に
不安と困難を感じた
・管理組合からの告知や広報が
なかった。防災マニュアルを
作っておくべきだと思った
・管理組合で水・保存食などを
備蓄しておけばよかった
・マンション内で知り合いが少 大震災により建物に入ったせん断
亀裂（仙台市）

なかったので、もう少し顔見知りを作っておけばよかった
・エレベーターが自動発電で動いたのがよかった

事例

Aマンション管理組合
1983年竣工・7棟・420戸
1 ≪2011.3.11東日本大震災で学んだこと≫

Bマンション管理組合
2003年竣工・7棟・426戸
2 ≪大震災でも「死者0を目指す」取り組み≫
東日本大震災の経験は、これまで行ってきた防災対策がほと
んど効果を発揮しないことを教えてくれた。
防災・減災の基本は「自助」の考え方と行動。それを補完す
るのが「共助」の精神で成り立つ「自主防災会」である。Bマ
ンションでは
「全住戸から１人の防災委員」
を出してもらい、
「隣
近所の人々が役割を分担しながら力を合わせ助け合う」共助の
精神で成り立つ自主防災会を結成した。
各住戸に最低１カ所の「安全ゾーン」を作ってもらい、その
必要性を繰り返し徹底している。災害時、揺れがおさまり、在
宅家族の安否を確認し、問題がなければ初期消火などの対応、
避難要請と避難誘導を図る。
「震災時・行動マニュアル」
に従い、
共助の活動を開始する。
こうした初期の防災行動の徹底が最も重要であるとして、毎
年秋に開催している防災訓練では各戸への放送を通じ、「震災
時・行動マニュアル」の手順の確認を実施している。
防災員の登録は結成初年度で95％に達した。3.11を経験し、
大震災でも「死者０を目指す」新たな取り組み・防災対策を構
築する。
◎自主防災会の初期対応と住民の協力
１）震度５強以上の地震被害が確認された場合は、集会所に災
害対策総合本部を設置し、災害救助活動を開始する。
２）防災員の中からフロアーリーダーを決め、防災備品庫また
は消火栓ボックスに収納してある「震災時・行動マニュア
ル」に従って集合した防災員やその他住民を指揮して、災
害救助活動を開始する。
３）初日の活動は、初期消火、人命救助活動を優先し、安否確
認を並行して行う。
４）２日目以降、
「震災時・行動マニュアル」に従い、災害対
策総合本部と調整の上、必要な対策を行う。
５）集会所の安全を確認後、臨時避難所と一時救護所を開設す
る。
６）集会所には避難者用に100人・３日分の水と食料を備蓄し

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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ている。
◎自主防災会の意識と機能を高める防災訓練
１）毎年、すべての在宅者対象の防災訓練を1.5時間以内で効
果を発揮できるように実施する。震災後は参加者が激増し、
700人を超えている。
２）２年に１度、防災員の担当者変更式を行う。主な目的は、
同じフロアーの防災員が話し合いを通じて防災コミュニ
ティーを作ること。
３）毎年、フロアリーダーを開
催して自主防災会の結団式
を行う。
４）毎年、AED（自動体外式除
細動器）の操作講習会を開
催。受講者数は３年で230
人 を 超 え、 住 戸 数 の50 ％
受水槽のパネルの欠損（仙台市）
を超えた。

（水・電気）
の復旧までどう各自対応していくかを議論している。
・防災委員会の仕組み
 2008年自治会下部組織として防災委員会を設置。現在は
16人
・防災活動状況
防災訓練（年２回）
春季…消防署主体の訓練（AED、消火訓練、三角巾、担架、
起震車体験、救助訓練など）
秋季…防災委員会主体の訓練（災害を想定した災害時対応マ
ニュアルに沿った訓
練）
・自治体の補助
 これまでに補助金を利用し
て購入した防災用品は、防災
用テント３基、
発電機４台
（管
理組合で購入）
、投光器３台、
東日本大震災における瓦礫の山
簡易トイレなど

事例

（石巻市）

Cマンション管理組合
2002年竣工・2棟・206戸
3 ≪大震災時、そのときにいた防災委員は3人のみ≫
2011年、災害時対応マニュアルと安否確認用ボードを作成。
マニュアルは自分のマンションの実情にあったものを一から作
成することが重要である。作成する過程が訓練するものとなる。
東日本大震災時では当日集合できた委員は３人のみ（委員長、
副委員長は帰宅できず）。マニュアル巻頭に、かぎの保管者、
物資保管場所、機材操作手順書を載せており、だれでもすぐに
機材の使用ができるようにしている。集まった人だけで対策本
部を作り、臨機応変に対応できるシステム作りが重要。
災害時対応マニュアルは表紙を入れて全５ページ。シンプル
で実践的な対応行動のみを記載している。
当マンションは免震装置がついているため、基本的にはマン
ションの倒壊はある程度防げると判断し、現在はライフライン

おかげさまで創業

【地震保険とは？】
地震保険は、損害保険の一種で地震による災害で発生し
た損失を補償する保険です。言い換えれば、地震による被
害は地震保険に加入していなければ保険金は出ません。
一方、地震保険は独立の保険ではなく、火災保険に付帯
する契約方式になっており、さらに主契約の30％～ 50%
の範囲内で保険金をせってすることになっています。つま
り、被害があっても最大50%までの補償しか加入できない
のです。
「地震被害は地震保険でしか賄えない、しかし、地震保
険の適用は限られている」―理事会としては、大震災が来
る前に管理組合としての意思を議論、検討した結果を総会
議事録などの記録に残しておく必要があります。後々に合
意がなかったことへクレームをつける人が出てくる可能性
があるので、その対策でもあります。

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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この人に訊く―

株式会社ティーエスケー 竹内 一 新社長

「すべての人の笑顔」をモットーに
成長企業を目指す
「環境保全、共生型社会への対応と推進」を基本理念とし、マンションの総合リ
ニューアル、大規模修繕工事を手がける㈱ティーエスケーは６月30日、株主総会
後の取締役会において組織改革を行い、竹内豊千代表取締役が代表取締役会長に、
竹内一取締役副社長が新たな代表取締役社長に就任した。新社長就任直後の竹内
一社長に話を聞いた。
−新社長に就任しましたが、今の意気込みは？
建設業界を取り巻く環境は、東日本大震災における復興事業
や2020年の東京五輪・パラリンピックの影響で、業界内の景
気自体は上昇傾向にあるといえます。
一方、価格競争における安価受注はいまだに続き、それに伴
う労働賃金は据え置きで、それぞれの会社、個人レベルでは依
然厳しい状況と言わざるを得ません。
試しに職人さんの工事単価を上げて見積もりを作ってみたら
６連敗しました（笑）。つまり、技術うんぬんより安値競争で
あることは間違いないんです。
また、建設業界での就労人口は平成９年の700万人を最高に
現在は400万人に減少していると言われています。高齢化の影
響で５年以内にはさらに100万人減の300万人規模になってい
く状況にあります。将来的に労働力不足は大きな問題の一つに
なるでしょう。
この建設業の現状の中で、どうしたら企業として成長してい
くか、それを模索していかなければなりません。
−安値競争、労働力不足を打破するための対策は？
先に申し上げたように職人単価を上げた見積もりでは仕事が
受注できませんでした。ベテランの良い職人が減っていく一方
で若年層の入職が進んでいないのにもかかわらず、です。
国では、女性の建設業従事者を倍にしたいだとか、定年の延
長だとか、日本人でなんとかできないなら外国の方に頼るか…
などと考えているようですが、現場サイドではとにかく使える
職人の早急な確保が安値競争、労働力不足問題の対策だと考え
ています。
−今回、ミャンマー視察に行かれましたが？
労働力不足対策のひとつとして、法務、外務、厚生労働、経
済産業、国土交通の五省共管による公益財団法人国際研修協力
機構（JITCO）が進める外国人技能実習制度・研修制度に着目
しました。
中でも全国建物調査診断センターがミャンマー研修機構を立
ち上げたので、その視察に参加したのです。
ミャンマー人とはどういう性格の持ち主なのか、どんな意欲
があるのか、私たちの業界の仲間に入ることに理解はあるのか。
技能実習制度なので、日本で技術をしっかり覚え、ミャン
マーに帰ってその技術力をしっかり役立てもらえたらと思いま
した。逆に日本で得た技術力が資格などとして生きなきゃ、何
の意味もないと思います。しかし、それは私たちが言えること
ではありません。
国同士でちゃんと制度化して、せっかく日本で覚えた技術が
しぼんでしまわないようにしてもらえれば、社会貢献として私

千葉・船橋市にある本社ビル
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年1回、協力会社を対象とする研修
会を実施。人材育成、人と人とのつ
ながりにも注力する

たちも意義があること
だと考えています。
−今 後 の 抱 負 や モ ッ
トーは？
より良い企業に成長
していくためには、私
は第一に「誠実」と考
えます。厳しい環境の
中、社内の規則やコン
プライアンスなどを地
道に実施し、顧客ニーズに確実に応えることです。
第二に企業にとっての明確な「ビジョン」です。会社の近未
来像（目標）が、ともに働く従業員と共感・共有でき、社会に
必要とされる道筋が明確であることがポイントです。
第三に「人と人とのつながり（情報）
」です。企業に必要な
ものとして「情報（ネットワーク・コミュニケーション）
」が
あります。単に物理的なネットワークではなく、お互いの立場
を理解した上での情報共有＝人と人とのつながりということで
す。
これら３つがそろったときに企業は成長します。
最後に「私たちの仕事を通して、関連するすべての人が笑顔
になること」―これがティーエスケーのビジョンであり、モッ
トーでもあります。
名
称
創
業
設
立
資 本 金
代 表 者

所 在 地

Ｕ Ｒ Ｌ
事業内容

株式会社ティーエスケー
1945年（昭和20年）８月
1970年（昭和45年）７月
１億円
代表取締役社長 竹内 一
本社
〒273−0014 千葉県船橋市高瀬町31−３
☎047−434−1751（代）
東京支店
〒130−0026 東京都墨田区両国４−38−１TSビル３階
埼玉支店
〒336−0017 埼玉県さいたま市南区南浦和３−６−13
神奈川支店
〒212−0012 神奈川県川崎市幸区中幸町４−46アーク２ビル201
http://www.kk-tsk.co.jp
マンションの総合リニューアル／商業ビル・
公共施設のリニューアル／建築物工事／マン
ション・戸建て住宅のリフォーム

ミャンマー視察の際、孤児院の子ら
と記念撮影

ミャンマー建設協会の幹部と会食

マンションライフライター

ミャンマー研修機構

の

マンション管理に関係する公的機関や民間団体をマンションライフラ
イター kitamiが活動拠点の現場にお邪魔するコーナー。今号からは8月

In Manmar

8日～ 10日に行ったミャンマー・ヤンゴンのミャンマー研修機構視察
の模様を連載します。

外国人作業員の時代がやってくる！？ Part6
ミャンマー研修機構視察＜概要＞
８月８日朝７時、すでにうだるような暑さの中、リム
ジンバスに乗り込みました。行先は成田空港第一ターミ
ナル。同行者は、
㈱日装・小川隆幸社長、
㈱ティーエスケー・
竹内一社長、三和建装㈱・中衆司社長、㈱荒川防水興業・
荒川哲洋社長、㈱アリマ・石井延幸氏。
朝11時の全日空便で約６時間半。２時間30分の時差を
含めて、15時30分ころヤンゴン国際空港に到着しました。
ヤンゴンは雨季で湿っぽく、時折、強い雨が降りましたが、
常に曇り空で気温は25、6度。日本の真夏よりは過ごしや
すい気候でした。
今号では大まかな日程と写真を紹介し、以降、数回に
分けてミャンマー視察旅行の細かな模様を掲載します。
視察の基本テーマは、政府が推進している「外国人技
能実習制度」への取り組みです。同制度は、平成22年７
月の改正入管法の施行に伴い、法務省入国管理局が発表
した技能実習生の入国・在
留管理に関する指針（平成
25年12月 改 訂 ） に 基 づ い
ています。
労働者不足問題を打破す
るための打開策のひとつと
して、工事を発注する管理
組合も興味を持ってほしい
到着後の翌朝9時から面接を開始。 と思います。
夕方4時まで5社が実施した

寺院が経営する学校の校舎。ヤンゴ
ン市内の中心から車で2時間のとこ
ろにある

技能実習制度の研修生は、この学校
の建物を使って塗装・防水などを実
施研修を行う

ミャンマー研修機構とは
一般社団法人全国建物調査診断センターがミャンマー連
邦共和国に開設した研修機関。現地ヤンゴンで６カ月間、
塗装、防水の基礎教育を行う。研修カリキュラムで用いる
塗料や防水材は現地のものではなく、関西ペイント㈱、㈱
ダイフレックスが材料の供給を支援し、日本の材料を実際
に使う。
人材の受け入れについては、国が認定した日本側受け入
れ機関とミャンマー側送り出し機関が外国人技能実習制度
に基づいて実施。来日前の研修内容には日本語教育も含ま
れている。

主なミャンマー視察日程
８月８日㈮

16：00 ヤ
 ンゴン国際空港到着・ミャンマー
入国
18：00 ミ
 ャンマー側送り出し機関の代表者
と夕食

８月９日㈯

9：00 面接開始
昼食休憩
16：00 面接終了
18：00 ミャンマー建設協会（MCEA）幹部
と夕食
10：00

８月 10 日㈰

12：00
14：30
17：00
21：45

 内観光（ボージョーアウンサン・
市
マーケット）
寺院＆孤児院に向け出発
寺院＆孤児院到着
日本語学校訪問
ヤンゴン国際空港出発

寺院は孤児院も兼ねている。ゴミの
中に捨てられていた子どもなど約
100人を高僧が引き取り、育てて
いるという

ヤンゴン郊外にある日本語学校の風
景。この日はひらがなの文字を勉強
していた
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東京 高 圧 一 括 受 電 サ ー ビ ス 開 始
電力
共用部電気料金を削減
東京電力は８月５日、高圧一括受電で既設分譲マンション共
用部の電気料金を削減できるサービス「スマートマンションサ
ポートサービス」を開始しました。
同サービスの大きな特徴
は、契約を変更するだけで、
検針、料金請求・収納、電気
設備の保安管理など日常の作
業は今のままと変わらないと
いうこと。現在の一括受電会
社のサービスでは東京電力と
共用部、専有部の間に一括受
サービス開始の翌8月6日、NPO日
住協の事務所を訪れ、川上湛永会長
電会社が入りますが、東電の
（左）らにサービスの内容を説明す
サービスではその部分に管理
る東京電力の職員

組合が入り、
東電と管理組合と２者による契約となるためです。
１棟50戸以上が対象で、サービスの導入費用は東電が負担、
共用部の電気料金が20％～ 40％削減可能、電気使用量や料金
の確認・管理ができる「でんき家計簿」の利用などのメリット
があります。
2016年からはマンションを含め、一般家庭でも自由に電力
会社を選べるようになります。高圧一括受電サービスは全戸の
合意で電気料削減等のサービスが受けられるため、管理組合で
は早めの検討が望まれるといえるでしょう。

問い合わせ先

●高圧一括受電サービスの概要

フリーダイヤル：0120-995-002
受付時間：9 時～ 17 時（月曜～土曜）

契約

サービスの流れ

電力需給契約（高圧）
電力供給（高圧）
東京電力

共用部

電力供給（低圧）
管理組合

電力サービス契約（低圧）

サポート
業務委託契約

電力供給（低圧）

専有部
（マンション各戸）

一括受電サービスの提供

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。

8

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」

NPO日住協・設立45周年記念シンポジウム開催
10 ／ 24

日比谷図書館コンベンション大ホール

NPO日住協（日本住宅管理組合協議会）は10月24日、日比
谷図書館コンベンション大ホールで設立45周年記念シンポジ
ウムを開催します。
1969年10月、「分譲集合住宅管理組合協議会」として設立し
た日住協は1983年、規約と名称を「日本住宅管理組合協議会」
と改正し、公団分譲のマンション以外の管理組合も組織化の対
象にしました。その後、2003年にはNPO法人格を取得し、名
称も「NPO法人日本住宅管理組合協議会」とし、現在に至っ
ています。
このたびのシンポジウムは日住協設立45周年に当たり、改
めて日住協の原点と歴史を振り返るとともに、現在のマンショ
ン管理をめぐる状況を深く考察し、マンション管理の今後の方
向を明らかにし、管理組合団体の存在意義を明確化していくこ
とで、日住協の今後のあり方を考えるものです（参加費無料・

事前登録制）
。
＜開催要項＞
日 時：平成26年10月24日㈮ 午後１時30分～４時30分
会 場：日比谷図書館コンベンション（大ホール）
基調講演：鎌野邦樹氏（早稲田大学法科大学院教授）
演 題：
「これからのマンションの管理と再生」
パネルディスカッション：
「高経年マンションの新たな管理の方向を考える」
パネリスト：
鎌野邦樹氏（早稲田大学法科大学院教授）
、小林秀樹氏（日
本マンション学会会長）
、大石和夫（NPO日住協理事長）
参加費用：無料（登録が必要）
問い合わせ：事務局 ☎03-5256-1241
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp

第11回首都圏マンション管理大学開講
管理組合運営の問題解決、組合活動のレベルアップへ
講師にマンション研究、実践の最先端を行く学者・専門家ら

8月3日、初日第2講座の様子。テーマは「標準管理規約と
高経年化マンションの問題点」。講師は柳沢明夫氏（NPO
日住協理事・マンション管理士）

マンション関連法規、組合運営、大規模修繕など
全4日間13講座を企画
NPO日住協は８月のお盆を除く毎週日曜日、第11回首都圏
マンション管理大学（学長：丸山英氣氏・千葉大学名誉教授、

弁護士）を全４回開講しました。
国土交通省によれば、全国のマンションのストック数は、
590万戸を数え総人口の１割を超える人々がマンションに住ん
でいます。また、
「世帯主が60歳以上」は、
50.1％と半数を占め、
築年数40年を経過するマンションは32万戸、築年数30年を経
過するマンションは129万戸とされ、
「建物と居住者の二つの
老い」の傾向が顕著に現れています。
高経年マンションの「建物・設備及び管理組合運営」への今
後の対応策の追求は、日住協にとっても喫緊の課題と受け止め
ています。
そこで今年も、マンションに関する問題解決の仕方・情報提
供に加え、管理組合活動のレベルアップのために「首都圏マン
ション管理大学」を開講しました。
講師陣には、マンション問題研究、実践の最先端を行く学者・
専門家を迎えました。管理組合の皆さんが
「自分たちの住まい」
を適切に管理し、良好なコミュニティを作り、快適な住環境を
維持して行くために欠かせない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、コミュニティな
どに関する13講座を企画しました。

「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 25 年度申込実績 900 棟！（平成 26 年 7 月現在）

大規模修繕保険事業 室
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工事を進める上での問題点 ―施工者の視点から―
マンション大規模修繕工事を上手に行う方法とは
㈱ヨコソー

専務取締役

タイルの色合わせ
タイルを張り替える場合、既存のタイルと新しく作る
タイルに色違いが生じます。なるべく色違いが出ないよ
うに既存タイルをタイル工場に送り、見本焼きを行い、
管理組合と確認しながら、タイルの色合わせを行ってい
かなければなりません。
マンションに予備のストックがあればよいですが、無
い場合は新たに作ります。
多くのタイルは釉薬（ゆうやく）という、うわ薬を塗
布して窯で焼き上げます。タイルを焼く窯そのものの特
徴や、その時々の湿度・温度といった自然環境により、
生産されるタイルの色合いが変わってきます。このため、
試し焼きを行い確認する必要があるのです。

タイルは工場製品。本焼きには1.5カ月～
2カ月かかる

管理組合とともにタイルの色合わせを行う
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齋

藤

秀

人

着工前にタイルを採取、見本焼きに約２～３週間、見
本焼き承認後の本焼きには1.5カ月～２カ月の期間を要し
ます。
ただし、見本焼きをしたところで、すべての面のすべ
てのタイルの色合わせをすることは不可能です。日当た
り、風雨の影響、建物の東西南北側、低層部・高層部で
の変化はどうしても生じてしまいます。
また、タイル回りの目地についても風化の差があり、
決めた目地の色ですべての面に合うとはありません。
こうした状況にもかかわらず、見本焼きを繰り返すと
それだけ工事の進行は遅れます。
「タイルの色合わせに100%はない」を了解した上で、
精度の確認をしていた
だきたいと思います。

タイルの予備がなければ新たにつくらなけ
ればならない

着工前に見本焼きで確認する

タイルを加工する工場作業員

日当たり、風雨の影響などでどうしても
合わない面も出てくる

管理組合役員勉強会
「大規模修繕工事―よくある質問事例と回答―」その２
紙上採録

6 ／ 29 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６月29
日㈰午後１時30分から、東京・京橋で「大規模修繕工事を
マスターするために―よくある質問事例と回答―」と題し、
管理組合役員勉強会を開きました。
講師は㈱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。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。
次回勉強会の予定は９月28日㈰です（16ページ参照）
。

Question4.
防水工事の工法や材料が多種多様でどれが良いのかわか
らない

Question3.
機械式駐車場の全面取り替え工事って必要なの？

Answer
現在の機械式を同種類の機械式へ更新する長期修繕計画
は、結局行われていない
機械式駐車場は、鉄骨、支柱、パレットの構造部材系、モー
ターやチェーン、ワイヤーの駆動系、センサーやスイッチ
の電装系の３種類の部材に仕分けされます。
修繕計画のサイクルでは鉄骨、支柱、パレットの構造
部材の交換がおよそ20年周
機械式駐車場を自走式立体
期、モーターやチェーン、
駐車場に交換した工事例
ワイヤーの駆動系の交換が
５～８年周期、センサーや
スイッチの電装系の交換が
３年周期程度に設定されて
います。
使用頻度にもよります
が、駆動系と電装系の部材
工事前、既存の機械式駐車場

施工中、機械式駐車場を解体・撤去

交換はおおむね計画通りに行われているようです。
しかし、構造部材系の交換は事故破損や維持管理不足以
外ではあまり実施されていません。つまり経年劣化が原因
で交換する必要はないといえます。
堅牢さは鉄骨階段と大差ありません。鉄骨階段を20年で
交換したマンションはないでしょう？

立体自走式駐車場が完成

Answer
防水材料では、あらゆる部位に万能的に最良である材料
と工法は存在しない
2000年４月の住宅品質確保促進法（品確法）の施工後、
分譲会社は新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水
の浸入を防止する部分」の瑕疵について、最低10年間の保
証を義務付けられました。
その結果、防水を施工している部位が増加。したがって
改修工事の際も防水個所の施工部位が増加しました。
改修工事の防水工法は基本的に撤去・更新を採用しない
場合がほとんどです。既存の防水層にかぶせる、塗り重ね
る工法となるので、その既存の防水層との相性が重要にな
ります。
例えば、あるマンションの屋上では、平場は露出アスファ
ルト防水、笠木はウレタン塗膜防水としていたり、別のマ
ンションでは平場はシート防水、側溝をウレタン塗膜防水
としています。
つ ま り、 そ の 部 位 や
既存材料との関係で最
適 な 材 料・ 工 法 が 決 ま
るのです。「最も良い材
料・ 工 法 を 教 え て 」 と
いわれても、「万能的に
最良である材料と工法
既存防水のふくれを補修し、アスファ
は存在しない」と回答
ルト防水の2層重ね工法を採用した例
せざるを得ません。
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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、

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

12

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

●営業本部
●北関東支店

●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店
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教えて！管理組合交流相談室
Q11

自分の部屋を勝手に改造している
住戸があって困っています。
＜第56号12p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
専有部分リフォームガイドラインの作成を
専有部分の修繕や改造等については、
「できること」と
「できないこと」があることを知ってもらうことが大切で
す。事前承認の規定があるにもかかわらず、承認なしに
工事に着手してしまい、トラブルになることがあります。
実際に壁に勝手に穴を開けたり、連続した２戸を１戸
にしたり、上下階で内階段をつけてしまったりすること
があります。
建物本体の強度に影響を及ぼす改造は決してやっては
いけません。壁紙やカーペットの張り替えはできても、
畳やカーペットをフローリングに改造するには専門的な

ベストアンサー編

検討が必要となります。
電気の使用容量を増やす場合にも幹線の取り換えなど、
建物全体としての対応が必要な場合があります。エアコ
ンの設置でも壁やベランダの天井に固定ボルトを設置し
たところが水漏れの原因になった事例もあります。
また、理事長が事前承認・不承認を適切に実施するに
は建築士等の専門家のアドバイスを受けることが必要な
場合も考えらえますので、管理規約に明文化しておくこ
とも大切です。
理事長は承認なしに行った工事に対して、是正のため
の必要な勧告を行い、差し止めや原状回復などの措置を
取ることができます。
届出だけでよい工事、承認が必要な工事、決してやっ
てはいけない工事などの詳細を規定した「専有部分リ
フォームガイドライン」を作って居住者に配布しておく
と効果的です。
（参考／横浜市発行「マンション管理・再生の手引き」
）

教えて！管理組合交流相談室
Q12

クエスチョン編

マンションの築年が進み、賃貸化率・空き室率の増加が不安です。

東京郊外の築38年の団地です。交通の便が悪いことも
あって、賃貸化率・空き室率の増加が目立ってきました。
こうした賃貸化率・空き室率の増加によって起こる具

体的な不具合を教えてください。また、対処法などがあ
るのでしょうか。

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。

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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おもしろコラム
ちょっと一息

低気圧の誕生

温帯低気圧は、暖気と寒気の衝突でできます。
空気には、温度差のある空気同士がぶつかると、温度
を同じようにする性質があって、そのために温帯低気圧
は発生します。
停滞前線は、寒気と暖気の勢力が同じ時にできますが、
そのどちらかの勢いが強くなった時、そこにキンク（ね
じれ）ができ、それが大きくなると、温暖前線と寒冷前
線を伴った温帯低気圧が誕生します。台風も、元は熱帯
低気圧という低気圧の一種です。
地球の性質上、北・南緯５度より赤道に近い辺りでは、
滅多に台風は誕生できません。おおむね、海水温が26.5℃
以上の海上で、大量の水蒸気をエネルギー源として台風
は誕生します。暖かい空気の塊（かたまり）だけででき
ているので、台風はほぼまん丸な形をしており、温帯低
気圧のように温暖前線や寒冷前線を伴っていません。
そうして回転しながら、さらに暖かい空気と大量の水
蒸気を吸収することで台風は発達してきます。
台風は「中心付近の最大風速が毎秒17.2mを超えた熱帯
低気圧」を指します。だから、中心付近の最大風速が衰
えてくると、その場所に応じて熱帯低気圧に変わったり、
温帯低気圧に変わったりするのです。
「台風が温帯低気圧になる」と、ホっとしたように報道

している天気予報がよくありますが、これは決して安心
できることではありません。先ほども述べたとおり、低
気圧は暖気と寒気の衝突によって成り立っています。
台風が温帯地域にもたらす暖気は、普通の温帯低気圧
を誕生させるそれよりもはるかに高い温度を持っている
ため、普段よりも寒気と暖気の温度差が大きくなり、一
般の温帯低気圧よりも激しい気象現象が発生する恐れが
あります。
台風が温帯低気圧に変わると聞いても、決して気を緩
めず、用心を怠らないようにしてくださいね。
（文：気象予報士 チャーリー／絵：吉田たつちか）
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