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管理組合
File Data. 67

横浜市保土ケ谷区／ R マンション管理組合

法面、雁行、吹き抜け．．．
仮設足場に苦労した丘の上のマンション
見晴らしの良い丘の上に立つ大手不動産業者の高級マンショ
ンブランド。しかし、改修工事を行うには厳しい立地条件であっ
た。
建物が丘の上に立っており、さらに法面（のりめん＝切土や
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盛土により作られる人工的な斜面）
、建物形態も雁行式という
環境である。建物の前面道路が１車線で狭く、車の通行も不自
由。要するに最も大きな問題は仮設足場の設置、工事車両の出
し入れだった。
足場を設置する敷地が狭く、建物の形状が複雑である場合に
用いられる部材がユニット化されておりハンマー１本で組立が
できるくさび緊結式足場（ビケ足場）を採用した。

マンション法面の足場設置前の様子

法面に足場を設置

建物内部にある旧受水槽跡に現
場事務所と作業員詰所を設置

事務所を設置する前の
旧受水槽跡の内部

作業員用の仮設トイレ、シ
ンクも建物内に設置できた

仮設資材置き場。仮設足場に関して
は2週間程度の年末・年始休暇期間
中の防犯対策にも配慮した

駐輪場は丘を掘って地下に建
物を立てた際の、建物と丘の間
に作った空間（ドライエリア）
に３カ所ある。また、建物内に
吹き抜け部分が１カ所あり、地
下駐車場の車両通行を妨げない
よう、駐車・駐輪場のどちらも
足場の足を地面に着かないよう
に仮設する必要があった。

日常使われていない外階段の半分に
棚を設置し、バルコニー荷物の仮置
き場を作った

3月2日、住民とともに慰労会を開催。
くす玉も管理組合のお手製

管理組合から感謝状、記念品を授与される

駐輪場はアンカーブラケット、駐車場にはベランダーキャッ
チャーを採用するなど、とにかく仮設足場への工夫が最重要課
題であった。こうした既設建物の状況に合わせた足場の設置ア
イデアを持ち合わせていることなどは、修繕専門工事業者が新
築を手がける業者と差別化できる長所と言っていいだろう。
また、今年の冬は近年類を見ないドカ雪が２回も降り、積雪
が溶けるのに１週間もかかった。塗料など５℃以下では乾燥が
しにくいといった理由で使用できず、そもそも積雪が邪魔をし
て作業の進行が遅れる原因となった。
さらに管理組合との話し合いで年末・年始休暇は２週間と設
定。休暇期間は養生ネットを折りたたみ、ベランダに開放感を

持たせたが、同時に防犯対策も考慮。毎日警備員がランダムに
巡回することも契約項目に入れた。
こうして特例的な現場ではあったが、管理組合と工事業者と
のコミュニケーションが非常にうまくいき、竣工後は管理組合
が主催の竣工慰労会を開いた。管理組合から感謝状をもらった
り、手作りのくす玉などで慰労してもらった現場代理人の武吉
栄泉さんは「竣工時には工事に対するアンケートハガキを配布
させていただくのですが、
『ご苦労さまでした』
『キレイになっ
て嬉しい』などのお褒めのお言葉をいただきました。こうした
言葉は現場代理人冥利に尽きるというもので、工事中の苦労も
一気に吹き飛びました」と話している。

●施工者：株式会社 ヨコソー
■本
社：〒238−0023 神奈川県横須賀市森崎１−17−18
☎046−834−5191（代表）
■東京支店：〒144−0046 東京都大田区東六郷１−３−10
☎03-3736-7751
代表者：佐藤 幹男 設立：1953年（昭和28年）２月 資本金：１億円
http://www.yokosoh.co.jp
工事データ ○建物概要／ 1997年（平成９年）３月竣工・
RC造・１棟・地上６階地下１階建て・32戸 ○工事名／ R
マンション大規模修繕工事 ○発注者／ Rマンション管理組
合 ○施工者／㈱ヨコソー
○主な工事内容 ・共通仮設／現場事務所、材料置き場、仮
設トイレ等 ・足場仮設／ 600mm楔式緊結足場、状況に応
じてブラケット足場、単管足場を併用 ・躯体補修／高圧水
洗浄、外壁タイル薬品洗浄、モルタル欠損・鉄筋爆裂補修、
外壁タイルひび割れ・浮き・白華部・目地補修等 ・シーリ
ング／外壁打ち継ぎ目地、サッシ・建具回り等 ・外壁塗装
／外壁、手摺壁、上裏、鉄部及び共用部等に施工されている
全ての塗装面 ・防水／改質アスファルトシート防水トーチ
工法（屋上）、ウレタン塗膜防水（バルコニー、庇等） ・建
築関連工事／各戸玄関前床タイル・エントランス大理石面・
エントランス床石面クリーニング等
○工期／平成25年11月～平成26年３月下旬（約５カ月＝年
始年末休暇約２週間含む）

ヨコソーからも理事長へ感謝状。一連のコラー
ジュも管理組合によって作成されたもの

●訂正
前号57号３ページにある株式会社ディー・
アール・シー一級建築士事務所のホームペー
ジアドレスを下記のとおり訂正し、お詫び
いたします。
http://www.drc7.com

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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管 理 組 合 の 大規模修繕工事検討の第１歩は…
パ ー ト ナ ー 設計コンサルタント選びから！
大規模修繕工事を計画・検討するに当たって、最初に何をすればいいのでしょうか？初めて管理組合の理事になり、
「大規
模修繕工事の計画年です」と言われても戸惑うことばかり…。そこで大切になるのが管理組合のパートナー選びです。調査か
ら施工まで管理会社等に「すべてお任せ」という責任施工方式で工事を実施する管理組合も多いようですが、１級建築士など
第三者の設計コンサルタントをパートナーとする設計・監理方式を採用することで満足の行く工事ができたというケースも多
くあります。そんな管理組合の声を取り上げてみました。
コンサルタントのおかげで
納得した工事と住民交流ができた！
Aマンション（築15年44戸）理事長
１級建築士の先生と出会えたことが大きかった。
輪番制で役員が回ってきて理事長になった。引継ぎの際にそ
ろそろ修繕工事を実施する時期と言われたが、何をどうしてい
いかわからない。インターネットでマンション管理組合の団体
を見つけて相談に行き、「まずは建物の劣化状況の診断を」と
いう話になった。
そこで初めてマンションの修繕工事に経験豊富な１級建築士
を紹介してもらい、大規模修繕工事を実施する上での流れなど
を説明してもらった。
実は、住民の中に知り合いの工務店を介して強引に工事を進
めようとする人がいて、このままではその人の思いのまま引き
ずられていく不安が一番大きかったのだった。
経験のある専門家がコンサルタントを引き受けてくれ、理事
会や住民にも工事のいろはをわかりやすく説明してくれた。
不具合状況を全戸のアンケート調査で把握したり、随時広報
を出すようアドバイスしてもらったことで、工事前より住民同
士であいさつや会話を交わす人が多くなった。
理事会でもみんなで意見を出し合う雰囲気ができて、すべて
は１級建築士がコンサルタントを務めてくれたおかげで納得し
た工事とともに、住民交流ができたと喜んでいる。

長期修繕計画を見直し
修繕工事の周期を延長
Bマンション（築23年280戸）長期修繕計画委員会委員長
２回目の大規模修繕工事を行う前に長期修繕計画委員会を理
事会の下部組織として立ち上げ、初めて設計事務所にコンサル
タントを依頼した。
これまでの長期修繕計画（長計）も１回目の大規模修繕工事
も管理会社任せで行っていたが、住民の高齢化もあり、将来的
な資金計画を立てるためにも、今おカネをかけて精度の高い長
期修繕計画への見直しを敢行したのだ。
新たに出来上がった30年の長期修繕計画は水回りやエレ
ベーター、機械式駐車場などの設備工事が組み込まれており、
今後は修繕積立金の段階的値上げを行っていかなければならな
いことがわかった。
ただ、新たな長計の作成を手がけた設計事務所から、建物の
構造はプレキャストコンクリート造（＝PC造。あらかじめ工
場で鉄筋コンクリートの壁、スラブでの面材を製作し、これを
現場で組み合わせてつくる構造）で状態が非常に良いという診
断を得た。同時に２回目の大規模修繕工事の実施を５年延長し
てはどうかというアドバイスももらった。
それで修繕工事の周期を延ばし、その間に修繕積立金値上げ
の合意形成を優先しようということになった。
今後、長期修繕計画委員会を常設し、設計事務所とも顧問契

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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約を結んで、マンションにとって最適な維持管理と資金計画を
行っていこうと思う。
会社より現場代理人の選定が重要
設計コンサルの業界実績が物言う
Cマンション（築12年66戸）修繕委員会委員長
今回の工事に当たって、一番頭を悩ませたのは工事業者の選
定だった。どの業者がよいのかさっぱりわからない。
漠然と健全経営・改修工事実績・総合技術力・アフター対応
力を工事業者に求めればよいと思ったが、設計コンサルタント
からは「実際に工事を取り仕切る現場代理人こそ重要」と教え
てもらった。
優秀な現場代理人（仕事の先を読んで工事の段取りができる、
作業員に指示通りの作業をさせることができる、住民対応が的
確で早い）には、優秀な職長や作業員がついていることが多く、
現場の良し悪しは代理人で決まるといっても過言ではないとい
う。
こんな現場代理人を見極め、引っ張ってこられるのは業界の
専門家でなければ難しいだろうと思う。これだけでも設計コン

サルの、マンション改修業界における実績は必要だと感じた。
率直に業界に顔が効くのかどうか―ド素人の管理組合が直接工
事業者と話をするだけでは舐められて当然。
相手は営利企業で、
業界のプロフェッショナル。だからこちら側にも第三者のプロ
は必要なのだ。
結果として、優秀な現場代理人が来てくれて非常に感謝して
いる。住民から…特に日中に在宅する主婦や高齢者からは「現
場代理人が住民に対しても気さくに受け答えをしてくれた」
「工
事の人は怖いイメージだったが、実際の職人がみんな非常に愛
想がよい」など、現場作業員に対する高評価を受けた。
大規模修繕工事の発注方式
設計・監理と施工を分離する方式。調査・診断、仕
様や工法の検討、工事費の精算、業者選定の補助など
を工事業者とは別の１級建築士または設計事務所に委
託し、工事開始後は工事が適切に行われているかを監
設計・監理
理してもらうこと。
方式
管理組合と工事業者が交わす工事請負契約のほか
に、管理組合と委託契約を結んだ設計事務所等が第三
者として入ることによって、公平な競争原理が働くな
どのメリットが生じる。

大規模な計画修繕工事にあたっての
建物・設備の調査・診断の実施について n=1,423
マンション管理業者に
依頼した
修繕工事請負業者が
9.7％
サービスでしてくれた
建築士事務所に
18.4％
依頼した
調査・診断専門業者に
13.4％
依頼した
マンション管理業協会の
「技術センター」に依頼した 0.8％
調査・診断は実施したが、
2.0％
依頼先は不明である

責任施工
方式

49.5％

管理会社や修繕専門業者など特定の工事業者に設計
から施工までを一括して１業者に任せる方式。複数の
工事業者を募集して競争入札を行う場合や、最初から
特定の１社を指名して特命発注する方法などがある。
工事の監理については、管理組合ができる範囲で行
うか、すべて工事業者にお任せするか。このため信頼
における工事業者を選定することが大前提となる。

4.5％

その他
不明

1.7％
0
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着工前の住民説明会の様子

※国土交通省 平成 25 年度マンション総合調査より

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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Report

給水設備にまつわる話③
マンションの給水方式

マンションの給水方式は、過去の歴史をたどるとほと
んどが貯水槽を用いた方式が採用されてきました。水道
本管の水を受水槽から屋上の高架水槽に上げ、そこから
落下する勢いで各住戸に給水する方式です。
しかし、平成の時代に入り水道事業者の供給性能が向
上すると、より衛生的な水源を確保しようという動向か
ら、貯水槽が不要な「増圧直結方式」が選定されること
が多くなりました。
この直結方式は衛生面ばかりでなく、水槽の維持管理
（点検・清掃・水質管理等）が不要になるなど、管理費の
節約というメリットもあります。
ただ、ライフラインが分断されるような大震災を想定
し、緊急時の飲料水として貯水槽方式を継続していく管

給水塔

高架水槽
建
揚水ポンプ

物

理組合も少なくありません。
この場合、1982年に定められた「建築設備耐震設計・
施工指針」をもとに水槽、ポンプなどの耐震性を確保す
る必要があります。貯水槽自体に被害が生じれば、そも
そも緊急時の飲料水の役目が果たせないことになるから
です。
さらに高架水槽の架台は耐震性として危険度が高く、
受水槽は残しても高架水槽は撤去するケースが増えてい
ます。現在はポンプが小型で性能もよくなり、自然流下
による高架水槽方式の需要が少なくなってきたといえる
ようです。
建物自体の耐震化も大切ですが、重量のある水槽の耐
震改修もあわせて検討する必要があります。

建
揚水ポンプ

物

受水槽

受水槽

P

P

A. 高架水槽方式

B. 給水塔方式

受水槽に貯めた水を高架水槽に揚水ポンプで
上げ、高架水槽からの自然流下で各戸に供給す
る方式。近年の新築マンションではほとんど採
用されていない。

受水槽に貯めた水を給水塔の高架水槽に揚水
し、高架水槽からの自然流下で各戸に供給する
方式。郊外にある大規模団地で採用されている
ケースがある。

建

建
圧送ポンプ

物

東日本大震災によって
被害を受けた受水槽

ブースターポンプ

物

受水槽
P
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C. 圧送ポンプ方式

D. 増圧直結方式

受水槽に貯めた水を圧送ポンプで各戸に供給
する方式。

水槽を介さず、水道本管からの給水を直送す
る方式。水圧の不足分をブースターポンプで補
う。衛生面からも水道局が採用を推進している。

マンションの屋上から姿を
消しつつある高架水槽

〈参考図書〉
『マンションを長持ち
させる設備改修ノウハウ』
柳下雅孝／著

㈱エクスナレッジ／刊

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。ミャンマー・

In Manmar

ヤンゴンのミャンマー研修機構視察の模様をお届けします。

外国人作業員の時代がやってくる！？ Part7
研修カリキュラムを受ける若者を面接
ミャンマー・ヤンゴン国際空港に現地時間の15時30分
頃到着したわれわれは、まずヤンゴン市内のホテルに荷
を降ろしました。
ここからは過密スケジュールのはじまりです。なにせ
時間はほぼ２日間しかありません。その中で働きたいミャ
ンマーの若者や建設業界の要人、現地のスタッフらと会
い、研修現場を視察するなど多くの情報を頭にインプッ
トしなければならないのです。
日本で働きたいミャンマーの若者の面接は到着翌朝９
時から16時まで、宿泊したホテルのバンケットルームで
行いました。日本の改修会社５社に50人以上が面接を受
けました。

ホ テ ル の 面 接 会 場。Japan
Construction（ 建 物 ）Survey
（ 調 査 診 断 ）Centre（ セ ン タ ー）
Meeting（会議）としっかり表示

面接は6人ずつ。自己紹介では簡単
な日本語を話し、以後は通訳を介し
て会話が進む

ヤンゴン市内の風景。圧倒的に集合
住宅が多いと感じた

足場をかけた工事現場の様子。足場
の安全性が確保出来ているのか心配

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。

書類や面接で選考されたミャンマー人が６カ月間に及
ぶ研修カリキュラムへ進める仕組みです。今回は20人弱
が選ばれたようでした。
面接では、日本の各社社長としては、日本で改修工事
の技術を学び、５年間の実習期間で覚えたことをミャン
マーに還元してほしいという会話が欲しかったところで
すが、
「日本でお金を稼いで両親に楽をさせてあげたい」
という若者が多く、「とにかく貧しい」世情をアピールす
るようであったことは否めませんでした。
しかし、「お金だけではなく技術の援助を」と言ったの
は、翌日に訪問した寺院で100人もの孤児を引き取り、育
てている高僧でした。（つづく）

家屋の修繕風景。日曜
大工のような感覚だ

ミ ャ ン マ ー 建 設 業 協 会（MCEA）
の幹部と会食。日本の人材不足、
ミャ
ンマーの技術力の発展についての意
見交換がメインとなった
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Guidance!

工事会社倒産・瑕疵へのリスク回避

管理組合が安心して大規模修繕工事を実施できるように

工事完成保証、大規模修繕瑕疵保険をセットで提供
大規模修繕工事の際は、
「工事完成保証、大規模修繕瑕疵保険」を
セットで工事会社にリクエストしましょう！
マンション等の総合建設業・東海興業㈱（東京都中央区）が
2013年４月、東京地裁へ民事再生法の適用を申請しました。
マンション大規模修繕工事も手がけており、発注した管理組合
は工事の停止、引き継ぎ会社の再選定・再契約などの影響を受
けました。
世の中の経済事情が不透明な中、安心して任せられる工事会
社かどうかのリスク回避を検討しておいたほうが賢明なのは確
かです。
このため、全国建物調査診断センターでは、管理組合が安心
して大規模修繕工事を実施できるように、工事会社の倒産対策
として「大規模修繕工事完成保証」を制度化し、工事後の瑕疵、
倒産対策として、住宅あんしん保証の「大規模修繕工事瑕疵保
険」をセットで提供しています。
これにより、工事会社倒産・瑕疵へのリスク回避により想定
外の出費を防止することができ、工事業者選定等への理事会・
修繕委員会の精神的負担を大幅に軽減することができます。
◇
「大規模修繕工事完成保証」は、工事会社が倒産等により工
事の続行ができない場合、引き継ぐ工事会社の紹介、前払金・
追加工事費用等を賄う保証です。

大規模修繕工事完成保証とは…
①工事会社倒産へのリスク回避
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。
②保証機関が制度をバックアップ
保証機関として第三者である、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」がこの制度に対応し
ますので、安心の保証制度となります。
③金銭面での保証
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に損害金について保証します。追加費用
がなしで工事完成が可能になります。
④引き継ぎ業者の紹介
工事が中断されてしまった場合は発注者（管理組合）の要望に

より、残りの工事を引き継いでくれる適正な代替履行業者を紹
介し、工事完了まで支援します。工事の出来高査定も公正に行
われます。
◇
「大規模修繕工事瑕疵保険」は、工事後に施工瑕疵（欠陥）
が見つかった場合にその瑕疵を補修するためにかかった費用を
保険金で賄う保険です。

大規模修繕工事瑕疵保険とは…
①保険の仕組み
工事業者が大規模修繕工事を実施した部分の瑕疵により、管
理組合に対して交付した保証書に基づき、瑕疵担保責任を履行
するために工事業者が加入する保険です。工事業者の倒産等に
より瑕疵の補修が行われない場合は発注者に直接保険金が支払
われます。
②保険対象部分
・構造耐力上主要な部分 ・雨水の浸入を防止する部分
・給排水管路 ・給排水設備 ・電気設備 ・ガス設備 ・防
錆工事を行った手すり等の鉄部 ・外壁に設置されたタイル（タ
イル剥落に係る特約）
③保険金の種類
・修補費用・損害賠償保険金
 事故を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直
接修補に要する費用
・事故調査費用保険金
 修補が必要な範囲、方法、金額を確定するための調査費用
・仮住まい費用保険金
 大規模修繕工事を実施した住棟を修補する際に、居住者が
転居を余儀なくされた場合の宿泊費等
・駐車場賃借費用保険金
 瑕疵による事故を修補する際に足場の設置を伴い、居住者
が駐車施設から移動を余儀なくされた場合の駐車場費用
問 い
合わせ

一般社団法人 全国建物調査診断センター
TEL：03-6278-0424 http://zenken-center.com

「あんしん大規模修繕工事かし保険」管理組合を守る保険制度です！
申込実績 900 棟！（平成 26 年 7 月現在）

大規模修繕保険事業課
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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」

NPO日住協・設立45周年記念シンポジウム開催
テーマ「高経年マンションの管理運営のこれから」
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「築30年、100万戸時代－高経年マンションの新たな管理
の方向を考える」を開催します。
区分所有法の第一人者である鎌野邦樹・早稲田大学法科大学
院教授が「これからのマンションの管理と再生」をテーマに基
調講演を行い、続いて小林秀樹・日本マンション学会会長（千
葉大学教授）と鎌野教授、そしてNPO日住協の管理組合理事
などがパネリストとなって、高経年マンションの管理のこれか
らについて論議を深めます。
シンポジウムは、高経年マンションの関係者だけでなく、築
年数の浅いマンションにとっても、先輩マンションの経験、知
見を学ぶ絶好の機会となるといえるでしょう。
☆☆☆
鎌野教授は、昨年秋に発売された書籍『新・マンション管理
の実務と法律』（斉藤広子明海大学教授、篠原みち子弁護士と
共著）の中で管理組合の経営的管理を提唱しています。
特に、経年マンションや団地にとって、管理費や修繕積立金
の財源に加え、共用部分や共有敷地を活用して新たな資金を獲
得する資金獲得業務、さらにより積極的な活用として高齢の区
分所有者等に対する福利厚生サービス等を目的とする共益的施
設の設置といった共益的活用業務を説いています。
また、管理組合の業務として、マンション管理に随伴するも
のとして、区分所有者に対する諸々の生活上のサービス業務を
展開する生活サービス業務が考えられるとしています。
☆☆
一方、小林会長は、日本マンション学会誌の第48号の論文「住
環境形成における管理組合の役割を積極的に位置づける」で、
次のような提案をしています。
「人口減少を背景に住宅需要が減退する中で、マンションの
資産価値を維持するためには、管理組合にとって住環境の魅力
を高めるような活動を行う必要が高まる。団地内に各種施設を
誘致する、コンビニや宅配サービスを導入するなどである。さ
らに、共用部分のバリアフリー化やインターネット回線の導入
も求められる」。
このようにマンションの居住・資産価値を維持するために、
通常の維持管理に加えて、現状の変更を行うような活動を進め
ることを「運営管理」と称したいとしています。
☆☆

シンポジウムでは、NPO日住協の管理組合役員も参加し、
高経年マンションにとって深刻化する役員のなり手不足をどう
解決しようとしているかなどの事例を報告します。また、高経
年になると管理組合と自治会の路線が分かれるケースもみられ
ますが、どう解決したかなどの経験談を話す予定です。
20年も前から管理組合と自治会が一体化、理事長は自治会
長を兼ねる管理組合。一体化はしていないが、管理組合と協調
路線を敷き、一人の自治会退会者を出さない、といった事例紹
介も行います。
☆☆☆
NPO日住協は、マンション管理組合団体として国内で最初
に設立しましたが、築30年以上の高経年マンションが会員の
半数以上を数え、高経年マンションが直面する諸問題を丸ごと
抱え込んでいます。
建物の老朽化と住民の老齢化、
バリアフリー
化、コミュニティの活性化などへの挑戦で、高齢化の荒波を乗
り越えようとしているのです。
45年前、高度成長経済の時代の真っ最中にNPO日住協は誕
生しましたが、地方からの働き手の受け皿として首都圏には、
日本住宅公団（当時）の団地が次々と開発された時期でもあり
ました。
団地ができて管理組合が結成され、NPO日住協には連帯感
を求める唯一の受け皿として、1989年には182組合68,351戸と
戸数ではピークを記録。500戸を超える団地が多く、1,500戸
というマンモス団地も加入しました。
＜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）
司会：川上湛永（NPO日住協会長）
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
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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

ベランダの床の不陸調整と勾配調整
ベランダ、バルコニー床は雨水等がたまらないように
傾斜をつけ、溝や排水口に水が流れる仕組みになってい

藤

秀

人

しかしその勾配調整にも限界があり、1／20勾配以上の勾
配がないと水溜りが発生してしまいます。1／20の勾配で
は歩行するのにかなりの違和感が発生してしまいます。
ベランダ、バルコニーは法律用語で「共用部分の専用
使用部分」と呼びます。共用部分なのだけれど、そこに

ます。
表題の「不陸」とは、平らでなく凹凸があることを言

住む住民が専用的に使用している部分ということで、外

います。打設したコンクリートの表面がでこぼこしてい

部の他の住民からは良い状態なのか悪い状態なのかわか

たり、平らな仕上がりになっていない場合、水たまりに

りにくい部分でもあります。

なりやすくなります。そこで凹凸を削ったり、なめらか
にする作業を「不陸調整」といいます。

そこで、施工会社としては工事前のアンケートにより、
ベランダ、バルコニーの不具合の状態をある程度把握し

共用部分の廊下やベランダ、バルコニーの床勾配につ

ます。場合によっては住戸に立ち入ってベランダ、バル

いては、幅1.5mに対して15mm程度の傾斜（1／100勾配）

コニーの調査をしなければならないケースも出てくるの

で設計するケースがほとんどです。こうした傾斜が取ら

で、管理組合や住民の協力は欠かせません。

れていない場合は「勾配調整」をしなければなりません。

開放廊下・ベランダの床勾配は1 ／ 100勾配で設計され
ていることが多い
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齋

写真は、勾配調整の施工写真です。参考にしてください。

一般的に勾配調整は樹脂モルタルで行うが、調整後の防
水改修の工法選択がさらに重要だ

当事者を加えない「団地再生」検討会が開始されたが…
NPO日本住宅管理組合協議会／集合住宅管理新聞『アメニティ』2013年9月5日付第384号「論談」より

国土交通省は７月７
日、
「住宅団地の再生の
あり方に関する検討会」
の 設 置 を 発 表。 ７ 月22
日には第一回会合が開か
れた。検討会では、住宅
団地の実態把握のうえ、
建替えや改修の再生手
法、枠組み、土地利用な
どを検討、来年末には施策のあり方をまとめるとい
う。
◇区分所有者が不在
検討会は、座長に浅見泰司・東大大学院教授のほか、
委員は８人の有識者で構成されている。ほかに行政
関係者も参加する。委員は大部分が学者、弁護士な
どだ。
この構成で一番の問題点は、当事者が欠けている
こと、つまり「団地再生」に最大の利害関係を有す
る居住者・区分所有者の代表者が１人も参加してい
ないことである。
当事者の重視は、いま各界で強調されており、専
門家一辺倒の弊害も東電福島事故で痛切な教訓を得
たところである。
◇座長は適任といえるか
浅見氏といえば、同じ国土交通省の下にあって、

結論がでないまま休止（？）している「マンション
の新たな管理ルールに関する検討会」の委員である。
その結論が出ない理由はいろいろあるが、端的にい
えばマンションの居住者・区分所有者をはじめとす
る各方面からの異論が続出しているのに、それを反
映せずに強引に結論を得ようとした一部メンバーの
態度にある。
その中心メンバーが新しい検討会のまとめ役に適
切といえるだろうか。
さらに浅見氏は、団地の建替え決議要件が厳格す
ぎるという立場で書かれた『マンション建替え』と
いう本の編著者として主要な役割を果たしている。
このようにすでに結論をもった人物を座長として、
客観的な検討ができるかどうか、はなはだ疑問があ
るといわなければならない。
◇団地再生は重要な課題
われわれNPO日住協には、すでに再生の課題が
現実になっている多くの団地の管理組合が構成メン
バーにいる。したがって今回の検討会が検討課題と
している建替え、改修、地域の再生については、当
事者として極めて重大な関心を持っている。同様の
管理組合および管理組合団体も全国に多数ある。
そういう団体、区分所有者の声をよく聞き、それ
を反映できる検討会こそ求められていることを強調
したい。
（論説委員会）

から、
へ。
拝啓

皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

弊社では創業50周年を迎えた本年４月１日をもって社名を変更いたしました。
これまで以上に社員一同さらなる努力をもって邁進していく所存でございます。
今後ともご愛顧賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

敬具
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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

リフォーム 事 業 本 部
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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

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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教えて！管理組合交流相談室
Q12

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。
＜第57号14p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
住戸の賃貸化・空き室化は管理運営にとっていくつも
の問題点が生じます。
まず、現に居住する区分所有者と、自ら居住していな
い区分所有者では管理に対する意識に差が生じます。
居住していない区分所有者は役員になることができな
い管理規約が多いことから、役員のなり手不足の問題と
なったり、その区分所有者への組合運営上の書類等の送
付の手間、通信費の拠出など、業務負担についても差が
出てしまいます。
また、賃借人は区分所有者と同様に生活ルールを守る

ベストアンサー編

義務がありますが、所有物ではない、仮住まいであると
いった意識などから、管理組合の決めごとに無関心であ
るケースがみられます。
ただし、老朽化した郊外型マンションでの賃貸化率・
空き室率が増加しているのは事実です。
管理組合によっては賃借人も役員となれる、居住して
いない区分所有者に協力金の負担などを管理規約に設け
る手法をとり、区分所有者間の負担のバランスをとって
いるところもあります。
郊外の大規模団地では、地域コミュニティーの存在な
どから巣立った子どもが結婚して親と同じ団地の所有者
として戻ってくるといったケースもあり、空き室化の歯
止めとなっているようです。
賃貸化・空き室化を黙ってみているだけではマンショ
ンの荒廃につながりかねません。管理組合として問題意
識を持って何かしらの手立てをする必要があるのではな
いでしょうか。

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！
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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

マンション管理の専門家の活用法を教えて!?

国の指針で「マンションの管理主体は管理組合である」
とか、
「マンション管理士等専門的知識を有する者の支援
を得て、主体性を持って」などという記述があります。
ただし、私のマンションでは専門家と呼ばれるのは管

理会社だけで、すべてお任せしています。指針のような
管理組合が主体で管理が行えるような専門家の活用はど
のようにすればよいのでしょうか？

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

●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

おもしろコラム
ちょっと一息

10月は乾燥が始まる季節！

９月のあいだは、残暑がぶり返すことがあったり台風
がやってきたりと、まだまだ雨が降ることも多く、湿度
も高い状態が残ります。
しかし10月に入ると、もう本格的な秋を迎えます。
「女心と秋の空は変わりやすい」と言いますが、それも
また事実で、春先のように、雨が数日続いたかと思うと
晴天が数日続くといったように、周期的にお天気は変化
します。しかし春のお天気と決定的に違うのは、晴れた
日の湿度です。
春先の晴天をもたらすのがおおむね温暖な高気圧なの
に対し、秋口にやってくる高気圧は大体がシベリアから
の高気圧です。シベリアと言えば真冬の冬将軍の出身地！
冷たくて重い空気のかたまりです。シベリアはご存じの
ように陸地ですので、陸で生まれ育った高気圧は乾燥し
ています。だから秋から冬の寒侯期には乾燥したお天気
が続くのです。
また、年によっては10月に入ってもまだ完全な秋とは
言えない年もあります。そういう年は、シベリアの高気
圧と、夏の暑さをもたらす太平洋高気圧が日本付近で衝
突し、いわゆる秋雨前線を形成します。これは梅雨前線
や菜種前線と同じ停滞前線で、長期間に渡ってしとしと
と雨を降らせ続けます。いちどきに降る雨の量は少しず

つでも、山の斜面などでは水分がどんどん蓄積されてい
くので、あまり長く雨の日が続くと、土砂災害の危険も
出てくるので警戒が必要です。
10月といえば秋も真っ盛り。一年でいちばん過ごしや
すい月ではないでしょうか？ それだけに登山に出かけ
たりスポーツをしたり、アウト・ドアでのレジャーの計
画を立てている方も多いと思います。しかし、
「女心と秋
の空」です。
お天気の急変には気をつけてくださいね！
（文：気象予報士 チャーリー／絵：吉田たつちか）
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