
マンションの押し買い？にご用心!!
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1回目の大規模修繕工事に続き
段階的な計画修繕で、資産価値アップを目指す
　1972年建設の「住宅供給公社所有権留保付き長期分譲住宅

（所有権留保付きマンション）」。住宅金融公庫（当時）への住
宅ローン全額を返済するまで住戸と敷地の所有権は東京都住宅
供給公社に留保されるという住宅の供給方法で、このため建設
から36年目の2008年に初めて管理組合を設立した「北砂四丁
目住宅」については、過去に本紙第22号２ページ File Data.27
で紹介した。
　前回掲載は2010年８月から１年に及び実施した１回目の大
規模修繕工事に内容について
　管理組合設立までの35年間、共用部分の維持管理の主体が
東京都住宅供給公社だったことから、一般の分譲マンションと
比べて計画修繕が手厚く行われてこなかった感は否めない。「特
に下地補修に配慮した」という現場代理人の言葉が記載されて
いる。

　File Data. 69　東京都江東区／北砂四丁目住宅管理組合

管理組合

　こうした経緯から、時間を取り戻すかのように管理組合主体
で、組合員が望む維持管理を行っているのだ。管理組合が望む
維持管理とは、おざなりの補修ではなく、資産価値を意識した

既存のポンプ室内に架台を作り、増圧
ポンプを新設し地下受水槽を廃止した

メーター回りの引き込み管を更新する
ため、既存配管を撤去する

不要となった配管を撤去する

集会室の共用トイレの給水管を露出にて新設

歩道内の引き込み管（耐震鋳鉄管）の更新

外構沈下部補修中

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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地盤沈下解消のためコンクリート打設

バイク置き場を新設し、機械式ゲートを新設

エントランスをオートドアに改修 1階ピロティ塗装改修工事完了

工事データ
○工事名／北砂四丁目住宅平成25年度改修工事　○建
物概要／ 1972（昭和47）年竣工・SRC造地上14階建・
526戸　○発注者／北砂四丁目住宅管理組合　○設計・
監理／アワーブレーン環境設計㈱　○施工者／㈱アー
ル・エヌ・ゴトー　○主な工事内容／足場仮設／給水設
備改修（ポンプ等）／集会室トイレ及び管理員室給水管
更新／外構／駐輪場・バイク置き場改修／ピロティ塗装・
照明器具更新／エレベーターホール自動ドア改修　○工
事期間／ 2014年１月６日～３月31日

設計・監理者：アワーブレーン環境設計株式会社
東京都中央区新富１−３−２  新富町一丁目ビル4F
☎03−3297−0245　http://www.ourbrain.co.jp
施工者：株式会社アール・エヌ・ゴトー
川崎市中原区新城中町16−10 
☎044−777−5158　FAX. 044−777−5120
office1@rngoto.com　http://www.rngoto.com

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

模修繕工事の際にすでに修繕項目として予定してあったもの
だ。
　第３弾の工事も11月17日から開始。来年３月までの予定で
外周（駐車場含）のアスファルト舗装打ち替え、ダスト室改修、
植栽工事、外灯新設などを行う。「駐車場は車１台毎のスペー
スを広くする。そういうことだけでも全然違うと思う」とある
管理組合役員。
　40年超のマンションだけに、一般のマンションと同様に住
民の高齢化、賃貸化も目立つようになってきた。
　「若者や親から独立していった子どもたちが戻ってこられる
ようなマンションにしたい。一方で年老いた親たちのためにバ

リアフリーも意識したい」と管理組合役員はいう。それが管理
組合が求める資産価値アップにつながるというわけだ。
　長年公社の所有だったマンションに管理組合ができ、合意形
成のもと、自由な工事ができるようになった。「やりたい修繕
工事はいくらでもある」―常に予算に合わせて段階的に修繕工
事を進める管理組合の視界は、まだ先にある。

「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

維持管理なのであ
る。
　今回、計画修繕
第２弾として紹介
す る の は2014年
１月から３カ月間
で行った給水設備
改修、駐輪場・バ
イク置き場改修、
ピロティ・１階エ
レベーターホール
扉改修など。大規
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改修工事に新発想！

新時代の工事に欠かせない

アイテムはこれだ！

搬入搬出・ごみ分別がらーく楽
エコパレット
　大規模修繕工事を行う上で必ず発生する産業廃棄物。撤去し
た既存の材料、消耗部品、使用した塗料缶など、修繕種目や工
法によっては排出量が多い。
　一般的にはコンテナをマンションの敷地内に置いて、コンテ
ナがいっぱいになれば捨てに行くことを繰り返しているが、小
規模なマンションでは置く場所にも困り、分別のために複数台
置くことなど不可能なケースがほとんどである。

●問い合わせ  ─────────

野口興産㈱
東京物流センター
エコクリーングループ
☎048-449-8840

http://www.noguchi-kousan.co.jp

　「エコパレット」は、敷地が限られている仮設スペースの中

多くの大規模修繕工事の現場で
使用している産廃用コンテナ

混合（アスファルト・廃プラ）、金属、段ボー
ルをパレット分けをして分別問題を解消

ユニック車が入れるところまで運び、あとは
キャスターで移動できる

で「小スペースで有効活用でき
る移動式のごみ置き場」という
イメージで、折りたたみ式の移
動が楽な商品だ。ユニック車（ト
ラッククレーン）が入れない現
場ではキャスター付きにより車
輌が入れるところまで移動でき
る。
　小スペース活用のため複数台
設置してごみの分別にも最適。

専用の防災シートをかぶせることで見栄
え、防災面での居住者の不安も解消する。
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　旧日本住宅公団（現UR都市機構）の積立債券住宅。当時は
入居前に年間60万円、それを５年間積み立てて住居選択の優
先権を得たが、３年建設が遅れ、挙句の果てにオイルショック
だから、780万円の約束が1,210万円と公団がずうずうしく言っ
てきた。
　そこで「積立者の会」を作り、１年間の抗議活動でわかった
ことが、多摩市がゴネ、鉄道会社がゴネ、着工遅れの金利を購
入者に全部吹っかけていたこと。結果は国会も問題にして、和
解策としてわずかな利子補給で手を打たれた。
　しかしながら住んでみると、積立者の会でかなりの人が顔見
知りになっていて、老人支援を含む自発的なコミュニティが活
発で、住みやすい良い団地になったと思う。
　ただし、そうした仲間が一度に高齢化し、理事会は70超え
た人がほとんど。平成20年度の理事会が「これはまずいよ」
と広報で問題提起し、23年度に「高齢化対策組織検討委員会」
が発足した。
　委員会では組織改善策を提案。理事長への負荷編重対策とし
て総務担当理事の新設する、理事長は副理事長候補を指名推薦
できる、前期理事の３カ月補佐役の義務化など。

　総戸数990戸で、そこに1,840人が住み、平均年齢57.7歳、
65歳以上が733人で全体の約40％を占める。
　1993年から建替えは修繕の延長として位置づけ検討を開始
し、多世代が支える街と等積（等しい面積）交換の一括建替え
を目指して2000年２月に臨時総会で推進決議を図り、約84％
の承認を得て、建替え決議に向けて検討を行うことになった。
　その一方、2001年から２年間、建替え検討の一環として千
葉大学、専門家、住民とで「まちづくり研究会」を発足。大規
模団地の再生について議論を重ね、建物と住民の暮らしの両面
から団地を良くしていく団地再生という考え方、コミュニティ
から住民合意を得られるようにしていくことの大切さを学ぶ。
　そのころ、社会経済状況の悪化が進み、このまま建替え推
進では住民負担が増大することが顕著となったため、2002年、
通常総会にて等積交換による建替えの検討を終了。団地再生へ
の活動が承認され、通称「団地を良くする会」を発足した。
　まずはコミュニティ活動の拠点を整備し、夏祭りや土曜市、
野外映画会を実施。近隣小学校の児童には集会所の壁に絵を描
いてもらった。居住者者や外部オーナー用の団地再生新聞や新
入居者用のパンフレットなどの作成・配布も行っている。

NPO日住協・設立45周年記念シンポジウム

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」

高齢化対策に組織改善策を提案

豊ヶ丘5-3住宅管理組合
【多摩ニュータウン・1976年（昭和51年）・10棟・240戸】

建替え推進から団地再生へ転換

団地管理組合法人西小中台住宅
【千葉市・1971年・40棟・990戸】

　NPO日住協（日本住宅管理組合協議会）の設立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」の続編を紙上採録いたします。今回は会員管理組合からの報告です。

　また理事の職務をまとまた「理
事会運営細則」を作成。理事入門
者用「理事会運営の栞」、新入居
者用「入居者の栞」も作り、理事
長や管理事務所への問い合わせや
不満の電話が少なくなることを期
待する。
　大規模災害対策では、「震災対
策・防災委員会」を立ち上げ、見
守りを含め「震災対策・防災委員
会細則」の制定作業を現在行って
いる。

　自治会と協力しながら今まで以上
のコミュニティを大切に育み、参加
した住民との対話の中から、団地再
生への理解を深めてもらう活動を
12年間、コツコツと積み重ね、現
在は「子育てが楽しい団地」をコン
セプトに、若い世代の入居促進にも
力を入れている。
　「今までの活動はいろいろな人の
協力と参加のもとできました。いつ
までも元気な街を作っていくことだ
と思って活動を続けております」

小池博・豊ヶ丘 5-3 住宅調査
検討委員長

浜岡紀子・西小中
台住宅理事
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マ ン シ ョ ン の 建 物 ・ 設 備 点 検
～劣化進行を知るためのチェックポイントとは～

一般社団法人全国建物調査診断センター　　柳　澤　裕　治

給湯器付PS扉の塗膜剥がれ
【 現 況 】
　給湯器付PS（パイプスペース）扉において、塗膜剥がれが
みられるケース。剥がれの発生個所はマンションの階数、方角
などに特徴がない。
　塗膜剥がれは、扉の亜鉛メッキと塗膜の最下層との間に発生
している。一度塗り替えを行っている状況だが、剥離している
のは新設時の下塗りと推定される。
　塗膜面も紫外線で劣化し、粉末状に白亜化（チョーキング）
している。一方、扉の裏面は良好である。

【 原 因 】
　テープを貼り付け、引っ張ることによる付着力確認試験を行
う。結果は、剥離が発生している扉は付着力が低下しているが、

ライマーを塗布しなければならない。
　ところが、本現場ではエッチングプライマーを塗布した形跡
がなく、新築時に適切な塗装仕様が施されていなかったのでは
ないかと思われる。
　このため、雨水等の影響を受けやすい個所、給湯器の利用頻
度による熱の影響を受けやすい個所を中心に付着力が低下した
と考えられる（よって方向性がつかめなかった）。

【 対 策 】
　現況で付着力のあるなしに関わらず、いずれは既存塗膜は全
体的に付着力が著しく低下すると考えられる。
　このため、既存の塗膜をすべて除去し、亜鉛メッキ適性のあ
るエポキシ樹脂プライマーを塗装し、上塗りには耐水性、耐候
性に優れたウレタン樹脂塗料を塗装する。

塗膜面の白亜化（チョーキング）PS扉の塗膜の剥がれPS扉の塗膜の膨れ

剥がれのない個所では
付着力があり、方向性
がつかめない状況であ
る。
　一般的に亜鉛メッキ
の上にフタル酸樹脂系
塗料を塗装する場合に
は、必ずエッチング加
工（腐食加工）したプ
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名　　称 三和建装株式会社

設　　立 1978年（昭和53年）４月

資 本 金 １億円 

代 表 者 代表取締役社長　中　衆司

所 在 地

本社
〒188−0011 東京都西東京市田無町１−12−６
TEL. 042−450−5811（代表）
埼玉営業所
〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町
２−３−１  若葉ビル2F
千葉営業所
〒273−0032 千葉県船橋市葛飾町２−341−３
サミットビル603
神奈川営業所
〒222-0021 神奈川県横浜市港北区篠原北
１−１−14  石井ビル2F

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.sanwakenso.co.jp

事業内容
ビル・マンション大規模改修／建築一式／塗
装／吹付／防水／内装／その他工事

外国人作業員の時代がやってくる!? Prat10

−建設業界における人材不足が深刻になっている
　業界全体の仕事量に対し、職人さんの全体数が明らかに不足
している状態にあります。
　このため、職人不足を理由に品質の低下につながらないよう、
社内検査を強化し品質確保に努めています。
　とはいえ、職人不足による労務費の高騰が急激であり、最終
利益の予想が難しくなりつつあると感じています。
−人材不足のままだとマンション改修業界はどうなるのか
 　2030年には職人数が半数になるとのデータがあります。オ
リンピック関連、震災復興の影響から職人さんの取り合いの状
態がさらに顕著となり、労務費の高騰の影響で修繕積立金内で
大規模修繕工事を実施できない管理組合の増加が予想されま
す。
−そうした人材不足の解決策として考えていることは？
　日本人の若手の育成・異業種から建設業界への引き込みが最
も大切です。
　一方で、外国人技能実習制度の活用は今後重要になってくる
とも考えています。
− 外国人技能実習制度の活用を前提に8月のミャンマー視察に

参加した
　視察前に国連フォーラムに参加し、ミャンマー人の国民性を
勉強しました。
　「家族思いであること」「謙虚であること」「おカネより仕事
のやりがいを重視すること」―そのことを現地で実際に感じる

パートナーとしての労働力確保と
より良い工事の実現を

　2014年４月４日、「第２回建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置を

検討する閣僚会議」が開かれ、そのまとめが内閣官房から発表された。在留期間

の延長、外国人技能実習制度の監理体制の強化など、来年度初頭には「緊急措置」

による外国人材の受け入れを開始する予定だ。果たして改修業界の現場ではどの

ようなことになるのだろうか。ミャンマー視察研修に参加した三和建装㈱の中衆

司社長に話を聞いた。

ことができたことは貴
重でした。
　我々は単に安い労働
力の確保という視点で
はなく、パートナーと
し て 最 終 的 に 技 術 を
ミャンマーに持ち帰っ
てもらい、これから発展していくミャンマーの建設業を支える

「人財」を育成できればと考えています。
−工事を発注者する管理組合に訴えたいことは？
　ミャンマーはよく30年前の日本と言われています。国民性
も日本人に類似し勤勉です。これからの建設業界に不可欠な存
在なので、管理組合側にも受け入れて頂くことを望んでいます。
　また、職人不足はこれからもずっと続きます。お盆や正月時
期を避けて、春と秋に工事をすることが通例でしたが、少し時
期をずらせば良い職人さんの確保、さらには金額を安く抑える
ことも可能なケースがあります。
　従来の発想に捉われずにご検討いただければより良い工事が
実現できると考えております。

この人に訊く― 三和建装株式会社　中　衆司社長

ヤンゴン市内に日本語の
看板を設置

教室内の様子。今後は午前、午後、
夜間と、生徒や授業のカリキュラ
ムを充実させていく予定

ヤンゴン市内に日本語学校開設
　全国建物調査診断センターが運営するミャンマー研修機
構の一環として「ミャンマー人材開発機構」が11月17日、
ヤンゴン市内に開校した。ミャンマー人材開発機構とは、
主に日本で働きたいミャンマー人のための日本語の学習
塾。日本の企業と提携して設立した。
　開校時の授業は月曜から金曜まで午前９時～ 12時の３
時間。今後は午後１時～４時、また夜間枠での授業のカリ
キュラムを拡大・充実させていく予定としている。
　現地スタッフは日本人、ミャンマー人の計６人。外国人
技能実習制度を利用して日本で働きたい生徒が中心とな
る。

中　衆司社長
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浮体式波動抑制装置「波平さん」
液面揺動による波高が1/3以下に減衰
浮体式波動抑制装置「波平さん」

液面揺動による波高が1/3以下に減衰

大 地 震 か ら 給 水 タ ン ク を 守 れ ！

　中央大学、㈱十川ゴム、㈱エヌ・ワイ・ケイは、横須賀管工
事協同組合との開発協力により、マンション等の給水タンク（貯
水槽）を地震被害から守る浮体式波動抑制装置「タンクセイバー

『波平さん』」を製造・販売している。（独）科学技術振興機構
の平成24年度支援事業の採択課題。
　東日本大震災では仙台市立の小中学校196校中62校で貯水槽
の破損被害があり、中でも11校では貯水槽が完全に破壊した。
　大地震により貯水槽が破損する原因のひとつにスロッシング
現象が考えられる。スロッシング現象は長周期地震動によって
容器の中の液体が激しく波打つこと。
　この波動を抑制し、大地震から「水を守る」ために開発され
たのが「波平さん」である。「波平さん」の設置はタンク内の
水に浮かせるだけ。地震で大きく動こうとする流体は「波平さ
ん」を通ることで液面揺動による波高が大きく減衰（1/3以下）
し、タンクの損壊を防ぐことができるという。
　近年、衛生面やタンクの維持費などから水道本管からの直結
給水方式を採用するマンションが増えている。

浮体式波動抑制装置「タンクセイバー『波平さん』」

スロッシング【sloshing】
　液体を入れた容器が振動した場合に、液体の表面が大き
くうねる現象

※出典：デジタル大辞泉

　一方、有事の際の水の確保を視野に入れてあくまで貯水槽方
式にこだわる管理組合も少なくない。ただ、この場合、地震で
貯水槽が破損するのではないかという不安を払しょくすること
ができなかった。
　波動抑制装置により「命の水」を守ることができれば、防災拠
点としてマンション貯水槽の重要性が増していくかもしれない。

浮体式波動抑制装置の特徴
●衛生性に優れた樹脂製
⇒ 基準の厳しい純水装置や飲料水にも使える特殊柔軟性

ポリエチレン樹脂を採用
● 軽量で柔軟性があり、人が簡単に持ち運べ、簡単施工

で簡単設置可能
⇒ パネル同士をSUSボルトで接続するだけで簡単に組立

て、水槽内に置くだけ（水を入れると浮遊した状態と
なる）

●基本的にメンテナンスフリー（高耐久性）
⇒ 人が踏んでも割れることなく、耐久性に優れ、水面下

ではほとんど劣化がみられない

●実施工第1号は横須賀市民病院
　横須賀管工事協同組合は今年８月、横須賀市民病院の給
水タンクへ「波平さん」設置工事を行った（実施工事第１
号）。対象タンクはFEPパネル製（３ｍ×６ｍ×1.5ｍ）。
　施工時間の目安（１タンクあたり）は、①タンク外での
仮組み（約15分）、②タンク内の本組み（約15分）、別途、
水槽への搬入・水槽内の清掃・水張り（装置浮上）等あり。
ほぼ半日あれば導入が
可能となる。
　施工費は、貯水槽の
面積や水深によって異
なるが、横須賀市民病
院のケースでは１タン
ク１段施工で約35万円

（材料・工事含む・税別）
だった。

何もしていないときの
水槽内の中の状態

装置を水槽内に入れ、
浮体しておくと波動が
抑制される

横須賀市民病院の水槽に導入し
ている際の様子
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　大規模修繕工事のリーディングカンパニーの１社であ

る㈱カシワバラ・コーポレーション（本社山口県岩国市、

柏原伸二社長）は11月４日付けで関東支社を移転した。

　新住所・電話番号等は下記のとおり。

　　〒108-0075

　　東京都港区港南１丁目８番27号　日新ビル９階

　　☎03-5479-1400　FAX. 03-5479-1401

　　関東支社長　木村保久

　㈱カシワバラ・コーポレーションは1949年（昭和24年）、

柏原塗装店として創業。プラント塗装をベースに成長を

続け、マンションの大規模修繕工事でも業界１，２を争う

業績をあげている。

　今年２月には西関東営業所を東京都町田市に新規開設

した。

リフォーム事業本部
TEL：03-5479-1400　 FAX：03-5479-1401

〒108-0075  東京都港区港南１丁目８番27号 日新ビル９階

　専有部分リフォームに関する基本的な注意点を給排水か
ら空調、電気設備、建築工事に整理・分類した１冊。
　マンションへの永住意識が高まる中、リフォームを行う
住戸が増えているが、マンションのルールも知らない業者
に任せっぱなしで、後のトラブルにつながるケースも絶え
ない。
　本書では「住戸内のリフォームやってはいけないことは
何か」「工事のよりどころとなる住戸内リフォームガイドラ
インを示す」をテーマに注意ポイントをまとめている。
　区分所有者が専有リフォームをする
際の事前知識として、理事会が区分所
有者からのリフォーム届を承認する際
の指針として、わかりやすい小冊子と
いえる。

　マンション改修事例の中でモデルとなるような事例ばか
りを集め、写真や解説付きでわかりやすく紹介した、積算
資料ポケット版マンション修繕編の別冊本。
　巻頭に国が今年度打ち出したマンション修繕関連の施策
や住宅リフォーム事業者団体登録制度、大規模修繕瑕疵保
険などについて、国土交通省担当官へのインタビューを掲
載。
　マンション改修工事は大きく６つに分類し、各々につい
て基礎知識として解説した上で、モデル事例25を取り上げ
ている。

本 の 紹 介

『マンション住戸内設備改修
～やってはいけないこと～』

『マンション改修モデル事例集』

『マンション住戸内設備改修
～やってはいけないこと～』
平成26年10月１日発行 
A5判・全82ページ ・1,200円（税別）
本書の問い合わせ
協会事務局☎03-5289-8641

一般財団法人経済調査会発行
A4変型判・全120ページ・980円（税込）
平成26年11月10日刊
本書の問い合わせ
住宅情報事業部☎03-5148-1650

カシワバラ・コーポレーション 関東支社を移転
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　住宅ローン借り換えとは、金利や返済条件等をよくするため、
現在借入中の金融機関から別の金融機関に借入先を変更する手
段です。別の金融機関で今借り入れている住宅ローンを完済し、
新たに借り入れた金融機関に住宅ローンの残高分を返済してい
きます。
　借り換えを行うことの最大のメリットは「総支払い額」を少
なくすることです。住宅ローンの借り入れには、保証料、手数
料、登記費用等の諸費用が必要ですが、金利が低くければ、こ
れらの諸費用を含めても「総支払い額」が少なくなるケースも
みられます。
　また「フラット35」の借り換えも可能です。「フラット35」
は住宅金融支援機構が銀行などの金融機関と提携して販売して
いる住宅ローンで、全国で300以上の金融機関が販売していま
す。このため、金融機関によって借り換え効果を期待すること
ができるのです。
　表の借り換え事例はフラット35を借り換えた事例です。全
期間固定金利で、残りの返済期間は24年、ローン残高は2,600
万円です。この条件で借り換えをシミュレーションした結果、
今後の総支払い額は約3,650万円から約3,136万円に下がりまし
た。借り換え時の諸経費が約64万円かかったので、これを指
し引くと総返済額が約450万円、毎月の返済額が17,853円減額
となりました。

◇
　固定金利から変動金利へ変更する場合など、将来の経済動向
によって今後の返済額が増えてしまう例も考えられます。借り
換えの際にはトータルな効果を検証し、慎重に選択することが
賢明です。

「総支払い額」450万円の減額も可能です!!
住宅ローンの借り換えを考えてますか？

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。

〒108-0075　東京都港区港南1丁目8番27号 日新ビル9階

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

＜借り換え事例＞
現在の住宅ローン JMBフラット35

金利タイプ・適用金利 全期間固定・金利2.7％ 全期間固定・金利1.6％
残高（借り換え額） 2,600万円 2,600万円
残 り の 返 済 期 間 24年 24年
毎 月 返 済 額 126,752円 108,899円
今後の総支払い額 約3,650万円 約3,136万円

※ボーナス返済なしで試算

●詳しいお問い合わせは…㈱ジェイ・モーゲージバンク
　　　　　　　　　　　　フリーダイヤル 0120-035-235

0 10 20 30 40 50 60 70 80

借り換え理由 ＜複数回答可＞ｎ＝812

68.7％

55.8％

23.6％

8.6％

7.5％

3.6％

3.3％

2.8％

金利が低くなるから

返済額が少なくなるから

適用金利が上昇し、
返済額が増加するから

金利優遇の優遇幅拡大や返済終了
までの通気適用が受けられるから
今後の金利上昇や毎月の返済
額増加が不安になったから
それほど長く借りる必要が
なくなったから

変動金利に移行するのが
不安だったから

その他 ※住宅金融支援機構　住宅総合調査室調べ
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東上剛司選手（左）

　高齢女性が所有してい
る古いマンションの一室
を、宅建業者が「高く買
います」といって、相場
より高値（仮に１千万円
とします）を提示しまし
た。高齢女性は喜んで承
諾し、売却の委任状を提
出しました。最後にその

時、宅建業者は「このマンションは古くて、傷んで
いるので修理代はあなたが負担してください」とい
い、高齢女性は気軽に「負担します」と答えました。

1千万円の売価にナント修理代が1千万円！
　翌日、宅建業者は、部屋の傷み具合を調べるとし
て別の者を連れていきました。そうして調べた結果、
部屋はかなり傷んでいるので「修理代が１千万円か
かる」といいます。驚いた高齢女性は「解約します」
といいましたが、宅建業者は「すでに買う人がいる」

「売却の委任状ももらっているから解約できない」と
いい、さらに態度を急変させて大声で乱暴な言葉を
吐いたそうです。
　最近話題になった「押し買い」とは、何らかの品
を強引に持ち去ることですが、このマンションの手
口も、実質的には「押し買い」と言えます。

国土交通省、マンションの悪質勧誘・
訪問に注意喚起
　国土交通省では最近、マンションの販売などの不
動産取引に関して、宅建業者から電話による執拗な
勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えているとして、
注意を喚起しています。宅地建物取引業法では、宅
建業者に対し、契約の締結の勧誘をするに場合、次
の行為等を禁止しています。
⑴ 威迫する行為（威迫：いはく＝威力を示して相手

を脅し従わせようとすること）
⑵ 私生活や業務の平穏を害するような方法でその者

を困惑させる行為
⑶ 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号または名

称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である

旨を告げずに勧誘を行う行為
⑷ 相手方が契約を締結しない意思（勧誘を引き続き

受けることを希望しない旨の意思を含む）を表示
したにも関わらず、勧誘を継続する行為

⑸ 迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問す
る行為

　特に、①断ったにも関わらず、しつこく電話をか
けてくる、②長時間にわたって電話を切らせてくれ
なかった、③深夜や早朝といった迷惑な時間に電話
をかけられた、④脅迫めいた発言があった、⑤自宅
にと押しかけられ強引に契約を迫られた等があれば、
やり取りを記録して、その宅建業者に免許を出して
いる行政庁に連絡してください。

マンションの押し買い？にご用心！！
NPO福岡マンション管理組合連合会「福管連だより」第214号より

ロープ工事とプロボクサー2足のわらじ
11・7　東上選手、4R負傷ドロー
　11月７日㈮後楽園ホール第５試合。「トージョー！
トージョー！」応援団のコールが鳴り響く中、日本
スーパーフェザー級第７位・東上剛司（ドリーム）
がリングに上がった。
　スーパーフェザー級８回戦。対戦相手は斉藤正樹

（TEAM10COUNT）。
　試合は、互いにけん制し合いながら進んだ序盤の
3R、東上選手の左側頭部が切れ、血が噴き出した。
３度のリングドクターによるチェックの後、ついに
4R33秒、レフェリーストップ。８回戦のうち半分の
4Rを経過していないため結果は負傷ドローだった。

◇
　1980年生まれ・34歳になる東上選手は日常、ロー
プブランコ工事を得意とする㈱エーファイブ（東京・
墨田区）の社員として勤務している。ボクシング一
本で食べていけるのは一握り。日中は仕事をしなが
らトレーニングを続ける選手
がほとんどで、そんな選手を
バックアップする企業は欠か
せない存在だ。
　試合当日は社員を含む何十
人の応援団が東上選手に声援
を送っていた。 東上剛司選手（左）
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●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

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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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へ̶。
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管理組合名義であることが重要！確認を。
　マンション管理適正化法第76条では管理組合の財産を管理
会社名義の銀行口座で保管することが禁止されています。一時
的に管理会社名義の収納口座に入れ、各種支払い業務の済ませ
た後、管理組合名義の保管口座に移し替える場合でも、区分所
有者から徴収した翌月末までに移し替えること、積立金等金銭
の１カ月分以上についての保証措置をとることなどが義務付け
られています。
　管理規約で「管理組合の預金口座を開設する」ことを明確に
しておきましょう（参考：マンション標準管理規約第62条）。

Q15　預金口座の名義が管理会社になって
いてもよいのでしょうか？　

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第59号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

　修繕積立金は金額が大きくなるので保管には注意が必要で
す。特に通帳と印鑑等を区別して保管しておくことが大切にな
ります。保管口座について通帳も印鑑も管理会社が持っている
なんてことは考えられませんし、理事長が１人で預かっている
というケースもよくありません。
　管理会社との契約内容を明記してある管理委託契約書におい
て、おカネの流れ（口座の振り替え方式、口座の名義、印鑑・
通帳の保管、保証契約、経費支払い等）がどうなっているのか
確認しておきましょう。こちらも国土交通省から出ているマン
ション標準管理委託契約書が参考になります。

◇
　近年、収納口座・保管口座をともに管理組合名義にしていて
も経費の支払い等をコンピューターサービス（ファームバンキ
ング）で行っているケースがあります。ファームバンキングに
アクセスするためのパスワードの保有は印鑑を保有することと
同じ（印鑑なしで支払いができる）です。
　こうしたケースでは保証契約の必要性があり、支払明細書や
口座引落内訳明細書等の確認を行う必要があります。

Q16　ペット禁止マンションですが娘にねだられて困っています。

　わが家は管理規約でペット飼育が禁止されています（小鳥及
び魚類を除く）。ところが座敷犬など小型のペットを抱えてい
る人も見かけることから、最近小学生の娘にペットをねだられ
ています。

　マンションのルールだから守らなければダメと諭しています
が、マンション内のお友達の家でも飼っていたりすると、答え
に窮してしまいます。みなさんはどうお考えなのでしょうか。

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編
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　享保の改革で知られる八代将軍徳川吉宗に対し、尾張藩第七
代藩主徳川宗春は、それを真っ向から否定するような政策を打
ち出したことで知られています。
　質素倹約、質実剛健を旨とし、大奥をリストラし、自らも質
素な服をに身を包み、食事の品数を減らすまでして国家財政立
て直しに奮闘した吉宗に対し、宗春は「消費を抑制することは
国民生活を苦しめ、結果的に財政再建に逆行する」として、名
古屋城下に遊興施設を誘致し消費拡大政策を採る…。
　二人の主張は、今日でもどこかで聞いたような話にも聞こえ
ますが、これは、どちらが一方的に正解で、どちらが一方的に
不正解という類の物ではないように思います。
　すなわち、民主制というのは、とかく、選挙民からの指示を
得るために国民の歓心を買おうとする傾向があり、その結果、

「民富て国貧す」となりがちであるのに対し、独裁制というも
のは、基本的に民意というものを顧みる必要がないことから、

「国富て民貧す」という可能性が高くなるわけで、この辺は我々
の生活が貧窮するのも困るものの、バラマキの挙げ句に国家財
政が破綻するというのも、結果的に我々の生活に大変な災厄を
もたらすということを考えれば表裏一体、自己矛盾のジレンマ
と言っても良いのかもしれません。
　ちなみに、吉宗は紀伊家の四男から将軍に登り詰めた人です
が、宗春も尾張家の十九男として生まれており（吉宗が12歳
年長）、これは普通は家督を継ぐことなく、他家に養子に出るか、

そうでなければ一生を厄介者として生きることを宿命づけられ
ていた存在であり、それが、将軍と尾張藩主になったわけです
から、当初、吉宗は自分と似た経歴のこの分家の当主に親近感
を持ってこれを迎えたと言われています。
　しかし、尾張藩主となった宗春は、紀伊家出身のこの将軍が
気にくわなかったのか、あるいは厄介者であった頃に吉宗の財
政再建のための緊縮財政による庶民の窮乏を目の当たりにして
いたこともあったのか、吉宗の政策を真っ向から否定するよう
な消費拡大策を打ち出します。
　これにより、少なくとも名古屋城下に限っては、倹約令で停
滞していた街は活気を取り戻しますが、当然、将軍吉宗として
は容認しがたい話であり、宗春が参勤交代で江戸へ下った際に
は詰問の使者を差し向けています。
　このとき、宗春は、一応、上意として受け賜ったものの、尾
張藩主と幕吏という立場に戻った後は整然と反論し、使者を黙
らせたと言いますから、単なる吉宗への当てつけなどではなく、
彼には、それなりの自分の政策に対する理論的裏付けがあった
ように思えます。
　しかし、この路線対立の結末は宗春の一方的敗北で終わりま
す。
　消費拡大によって経済の活性化を図るという政策は、どうし
ても爛熟退廃の気風に繋がりやすいもののようで、尾張藩のモ
ラル低下も目に余るものとなった上、消費刺激策という名のバ
ラマキを続けてきた結果、藩財政はついに破綻。
　バブル崩壊により財政赤字に転落したことから、庶民に増税
を課したことで民衆の支持も失い、頃合い良しと見た吉宗は、
将軍家との対立を案じていた尾張家重臣団と呼応しクーデター
を敢行、宗春は失脚に追い込まれました。

（文：小説家　池田平太郎）

ちょっと一息

おもしろコラム

「国富て民貧す」と
「民富て国貧す」

おかげさまで創業111年
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16

● 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
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