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閑静な住宅街に存在感あるマンション
意匠性アップにこだわり再吹付けも実施
　戸建て住宅が並ぶ閑静な住宅街。一際存在感のあるマンショ
ンがレクセルプラッツァ蒲生だ。小学生の子どもを持つ世帯が
多く、居住世帯が比較的若いマンションでもある。
　１回目の大規模修繕工事とあって、基本的な修繕項目は外壁、
防水、鉄部、シーリングの改修だが、よりこだわったのが外壁
塗装面の意匠性、カラーリングについて。
　タイル張りの部分が少ないマンションのため、より重厚感の
ある塗装仕上げを求めた管理組合と施工者との間で、塗材の検
討に相当な時間をかけた。
　結果的に上塗りに菊水科学の石材調塗材仕上げ材を選択。豊
富なカラーバリエーションが可能なセラミック系細骨材の質感
で、塗料にはない意匠性が表現できるというもの。
　また、特に外観の塗装面はリシンガンによる吹付けを行った。
一般的に改修工事ではローラーを用い、再吹付けをするケース
は少ない。より重厚感のある意匠性アップにこだわった結果だ

　File Data. 70　埼玉・越谷市／レクセルプラッツァ蒲生管理組合

管理組合

といえよう。
　その他の注意点では、普段から小学生が中庭で遊ぶ日常があ
るため、施工前に「キッズ説明会」を開催。共働きの世帯も少
なくないため、マンション内で遊ぶ子どもの安全に十分な配慮

外壁は塗料にこだわり、重厚な石材調塗材を用いて意匠性をアップ

既存アスファルト防水層の平場に改修用アスファルトトーチ工法にて施工

を必要とした。
　中庭には駐輪場を移動して資材倉庫
（有機溶剤等危険物等の保管を含む）、廃
材コンテナを設置。カラーコーン等でバ
リケードで区画した。さらに居住者用に
植木等の仮置き場も作ったが、植木だけ
でなく、荷物の仮置き場も設置。その分、
子どもたちの遊ぶスペースが狭まったが
工事期間中の我慢を子どもにも理解して
もらったということになる。
　作業員と居住者の動線の分離について
の配慮は徹底した。作業員はメインやサ
ブエントランスを使わず、防犯用にテン
キー錠をつけた工事作業員用扉を工事期
間中のみ外部から敷地内への侵入者対策
とした。
　現場事務所や作業員休憩所、洗い場、
仮設トイレは隣接の越谷市との協議によ
りコミュニティハウス脇の提供公園を借
用。公園の遊戯を近隣住民の子どもたち
が使えるよう、現場事務所等は仮囲いを
して対応した。

▶

▶
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ベランダ荷物が多く、植木置き場を設置した 中庭に資材置き場を設置 工事作業員用の出入り口

工事データ
○工事名／レクセルプラッツァ蒲生大規模修繕工事　○建物概要／
2002年（平成14年）竣工・RC造地上８階建て・１棟・197戸（＋
集会棟１戸）　○発注者／レクセルプラッツァ蒲生管理組合　○設
計・監理／㈱T.D.S　○施工者／三和建装㈱
○主な工事内容／
・共通仮設／現場事務所、工事用トイレ、廃材置き場等
・直接仮設／足場、メッシュシート
・�下地補修／モルタル浮き、欠損、鉄筋露出、ひび割れ等の補修、
高圧洗浄等

・タイル補修／浮き、ひび割れ等の補修、タイル洗浄等
・�シーリング／打継ぎ目地、タイル取り合い部、サッシ回り、建具
回り等

・�外壁等塗装／一般外壁、バルコニー、共用廊下、手すり壁、天井、
その他

・�鉄部塗装／避雷針、屋上通気筒、各戸玄関枠、鉄骨階段、消火栓
ボックス、メーターボックス等

・防水改修／屋上、バルコニー、共用廊下床、排水溝等
・�その他／自動ドア新設、東日本大震災によるコンクリート破断個
所の補修等
○工事期間／ 2014年１月～７月

設計・監理者：株式会社T.D.S（ティー・ディー・エス）
■本社
　〒103−0012
　東京都中央区日本橋堀留町一丁目６−13��昭和ビル３階
　☎03−5649−3666
■大阪支店
　〒556−0015
　大阪府大阪市浪速区敷津西二丁目１−12��YKビルディング７階
　☎06−4396−3511
代表者：岡　俊英　　設立：1979年（昭和54年）６月
資本金：3,000万円　　http://www.tds-arc.com

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
■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
　☎048−711−4613
■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号
　☎047−495−7255
■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
　☎045−438−7273
代表者：中　衆司　　設立：1978年（昭和53年）４月
資本金：１億円　　http://www.sanwakenso.co.jp

エントランスの開閉式ドアを自動ドアに変更

　作業員や材料搬入は工事用の出入り口を使い、休憩などは提
供公園を使うことで動線分離を徹底した。
　１回目の大規模修繕工事の経験を生かし、今後も戸建て住宅

▶

街の中でランドマークとしての存在感をこれからも維持してい
く。

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
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●会社概要　株式会社T.D.S（ティー・ディー・エス）
●設　　立　昭和54（1979）年　　●資本金　3,000万円
●所 在 地
　大阪支店
　　〒556−0015
　　大阪市浪速区敷津西２丁目１−12�YKビル７階
　　☎06−4396−3511
　　E-mail：osaka@tds-arc.com
　　URL：http://www.�tds-arc.com
　東京本社
　　〒103−0012
　　東京都中央区日本橋堀留町１丁目６−13�昭和ビル３階
　　☎03−5649−3666
　横浜支店
　　〒231−0023��横浜市中区山下町31
　　☎045−264−4253
●主な業務内容
　�■建物調査・診断■設備調査・診断■大規模修繕（改修）
工事の設計及び設計予算書作成■設備改修工事の設計及
び設計予算書作成■施工会社選定補助■工事監理・監修
■定期点検■長期修繕計画作成■耐震診断・耐震補強設
計■修繕委員会立上げ支援■日常コンサルティング■資
産価値向上コンサルティング■瑕疵調査

●社員数　43人（内１級建築士17人）
●過去3年間の業務実績
　建物、設備調査診断・設計・工事監理業務
　　2013年度　9,501戸　　2012年度　8,174戸
　　2011年度　10,418戸
　耐震診断、補強設計
　　2013年度　25棟　　2012年度　42棟
　　2011年度　29棟

大規模修繕から設備改修、耐震補強まで
建物の総合的なコンサルタンティングを実施

　平成26年２月、東京本社から出向した泉谷勝久さんが

大阪支店長に就いたのはその２カ月後の４月から。大阪

支店では大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀を中心にマンショ

ン大規模修繕工事のコンサルタントを手がけている。

　東京本社を経験して生まれ育った関西に戻ってきた目

でその違いを見ると、関西は「より人と人とのつながり

が求められる」「情を大事にする」感覚があると泉谷支店

長はいう。

　その理由として上げたのが、リピーターが多いこと。

大阪支店は平成14年開設。その時から10年以上付き合い

のある管理組合が少なくないというのだ。

　長期修繕計画作成の依頼があり、大規模修繕工事の後

に設備工事、小修繕を行い、２回目の大規模修繕工事の

時期が来るなど、長い時間一貫して建物を見続けていく

という管理組合との付き合い方が東京本社のときより目

立つという。

　「大規模修繕工事だけでなく、給排水や照明などの設備

改修、耐震補強など建物の総合的なコンサルタンティン

グを行っています。良い仕事を管理組合に還元していく

ことで認めてもらい、さらに長いお付き合いや他の管理

組合にも紹介してもらえるように尽力していきます」

リピーター増加で管理組合と長い付き合いを

コ
ン

サ
ル
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ン

ト
紹

介

一級建築士事務所  ㈱T
ティー ディー エス

.D . S

取締役大阪支店長　泉　谷　勝　久 さん

　　　　　　一級建築士

大阪支店の社内風景 工事検査の様子 耐震補強（SPAC工法）を施した京阪モール
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全建センター＋NPO日住協　タイアップ企画

動き出す、旧耐震マンションの建替え、敷地売却
NPO日住協会長　川 上 湛 永

コラム

　改正マンショ
ン建替え円滑化
法が平成26年12
月24日に施行さ
れた。６月に成
立したから、半
年で施行という
異例の早さだ。

旧法と違って、旧耐震マンションの建て替えを促すのが
狙いとされる。政府は、30年以内に７割の確率で発生す
ると首都直下地震を予測している。マンションは首都圏
にとりわけ集中している。中央、港、品川区など都心区
では、マンション化率は７割を超える。大地震が発生す
れば、日本の重要機能が集中する首都に甚大な被害が予
測される。ビル、マンションが倒れ、道路がふさがり、
死傷者が出れば、首都の機能はマヒするのは確実だ。
　改正建替え円滑化の特徴は、初めて５分の４による特
別多数決議で、敷地売却制度を取り入れたことだ。特定
行政庁が、耐震性に劣るマンションを認定、一定の手続
きを経て、敷地売却組合を設立、敷地と建物の権利を集
約、それを買受人（デベロッパー）に売却する。マンショ
ン所有者だった住民は、分配金を受け取る。借家人へは、
補償金を支払い、借家権を消滅させる。国交省は11月14
日に、「耐震性不足のマンション敷地売却ガイドライン案」
を発表、売却への詳細な手続きを定めている。
　もちろん、建替えについても、規定が定められ、５分
の４で、建替えが決議されるが容積率が緩和されるのが
特徴だ。敷地条件により異なるが、５割の緩和だから、
デベロッパーには有利な規定になる。
　これまでネックとされた条件が取り払われ、画期的な
改正だと歓迎する一部の学者、専門家もいるが、果たし
てそうだろうか。
　旧耐震マンションは全国で106万戸とされるが、その
うち東京都内に36万戸が集中する。旧耐震マンションは、
100戸前後の中小規模マンションが多い。赤坂、青山、麻
布など高級住宅地にも多く建つ。そのほとんどは建築基

準法による既存不適格建築物だ。用途地域の変更で、建
物の高さ、容積が新らしい規制に違反する。既存不適格
のマンションそのものは、違法建築ではないが、建て替
えの際には、新規制の網が被る。高さが制限され、容積
率も抑えられる。一方、自治体の日影規制の網も被る。
地域の住環境を守るために自治体が定めたもので、この
規制の解除はむずかしい。旧耐震マンションの集中する
都心の安全率を高めたいというのが国交省の狙いでもあ
るが、既存の規制が阻む。
　あるデベロッパーは、「建替えで、まず管理組合と粘り
強く、交渉するが、無理なら敷地売却をすすめるしかな
いですね」と指摘する。今回の基準では、耐震性不足の
認定は、Ｉs値（構造耐震指標）0.6未満だが、マンション
によっては、0.2未満というところもあるという。何年も、
建替え協議をしているうちに、大地震が来たら、と不安
を募らせる管理組合もある。建替えか、敷地売却か、管
理組合もむづかしい選択を迫まられる。マンションは全
国に600万戸、管理組合数は10万組合と推定されるが、こ
れまで建替えに成功したのは183だけ、そのうち東京都内
が117を占める。建替えは地価が高い立地でないと成功し
ないとされる。
　改正建て替え円滑化法は、果たし機能するだろうか。

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
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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。

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
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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
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世紀を超えて快適サポート

頌　春
謹んで新年のご挨拶を申し上げます

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

代表取締役社長　早　坂　榮　二

TOHO 株式会社

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。

本年もよろしくお願いいたします。

〒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

代表取締役　毛　利　訓　士

関西ペイント販売株式会社

謹賀新年
大規模修繕工事における管理組合様のパートナー

〒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

代表取締役　所長　西　尾　哲　二

一級建築士事務所

イーストサン株式会社

迎春 謹んで新年のお喜びを申し上げます
皆さまのご健勝とご多幸をお祈りいたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします

株式会社  アサヒ建装
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　http://www.asahikenso.co.jp

〒160－0022
東京都新宿区新宿 2－13－12
住友不動産新宿御苑ビル
TEL 03－3354－4191　FAX 03－3354－4192
http://www.nisso-x.co.jp

謹んで新春のお慶びを申し上げます

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

謹賀新年
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。

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

代表取締役　奈 良 間 　力

東 海 塗 装 株 式 会 社

迎春 謹んで新年のお喜びを申し上げます
皆さまのご健勝とご多幸をお祈りいたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします

株式会社 アサヒ総合防水
代表取締役　三　浦　　豊

〒194－0044  東京都町田市成瀬３－１－５
☎042－710－6303　

謹　賀　新　年
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新年おめでとうございます。
建設業界がさらなる発展をとげる一年に
なることを願っております。

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/

代表取締役社長　中　　衆　司

三 和 建 装 株 式 会 社

新春のお慶びを申し上げます

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。

〒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

代表取締役　川　本　守　彦

川本工業株式会社

あけましておめでとうございます 

『塗料界新報』発行元として、

塗料商品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

竹 内 　 一代表取締役社長

謹んで新春のご祝詞を申し上げます

〒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

代表取締役　増　田　　　聡

高度な技術と豊富な実績が信頼の証しです。

あけましておめでとうございます
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

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

明けましておめでとうございます
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昨年11月に心機一転！今年も宜しくお願いします！！

〒108－0075 東京都港区港南１－８－27 日進ビル９階
TEL：03－5479－1402

常務取締役　リフォーム事業本部長　岡　野　和　雄

㈱カシワバラ・コーポレーション

迎　　　春 

明けましておめでとうございます

一級建築士事務所

本　　社　東京都港区新橋５－28－３ ユニ鎌倉 2F
　　　　　TEL：03－3434－3611
横浜支店　神奈川県横浜市西区みなとみらい４－７－１
埼玉支店　埼玉県さいたま市大宮区仲町２－25
メールアドレス：boss@boss-ac.co.jp

代表取締役社長　梅　沢　　真

株式会社ボス建築コンサルタンツ

新年のお慶びを申し上げます

〒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

代表取締役社長　板　橋　邦　浩

明けましておめでとうございます

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！

〒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

代表取締役社長　星　野　隆　之

株式会社スターテック

歴史に裏打ちされた「技術力」でご奉仕致します

〒101－0044  東京都千代田区鍛冶町２－６－１ 堀内ビルディング６階
tel 03－3252－2512　fax 03－3252－2513
HP：http://www.kensetsu-toso.co.jp/

代表取締役社長　塚　本　正　雄

建設塗装工業株式会社

謹んで新年のお慶びを申し上げます

「喜び」と「幸せ」を繋ぐ
　　　　　　　企業を目指して

謹賀新年
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。

〒031－0801  八戸市江陽５－６－20
フリーダイヤル 0120－940012
http://www.kakizaki-paint.jp

代表取締役社長　柿　崎　隆　雄

リフォーム工房 カキザキ

『大規模修繕工事新聞』も６年目に突入しました！
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謹賀新年
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。

〒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

すまい美しく

代表取締役　山　岸　大　輔

謹んで新年のお慶びを申し上げます謹んで新年のお慶びを申し上げます

謹賀新年
明けましておめでとうございます

〒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

七福建設株式会社  
代表取締役　佐　藤　國　男

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。

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

代表取締役

佐　藤　幹　男

新年のお慶びを申し上げます。

謹　賀　新　年

新春のお慶びを申し上げます

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。

〒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

代　表　山　本　大　造

山本総合会計事務所

読者に愛される紙面づくりを目指します！
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謹んで新年のお慶びを申し上げます

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。

〒160－0011  東京都新宿区若葉１丁目12番５号
TEL. 03－3358－4871　http://www.keihin-se.com

代表取締役社長　平　松　拓　也

京浜管鉄工業株式会社

明けましておめでとうございます
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。

〒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

代表理事　川　端　一　矢

公益社団法人 アジア技術技能人材交流協会

明けましておめでとうございます

「顧客指向であること」 

　　　　　　　　これが私たちの出発点です。

〒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/ 

代表取締役社長　谷　口　充　生

タキロンマテックス株式会社

新年おめでとうございます
大規模修繕工事はシンヨーへお任せください !!

〒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

代表取締役社長　中　尾　祐　輔

新年明けましておめでとうございます

当社は外断熱改修によって皆様に快適な住空間を
提供させていただきます。

Sto Japan 株式会社（シュトージャパン）

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

工事完了後の瑕疵・不具合を「瑕疵保険」でカバーします。

〒104－0031  東京都中央区京橋１－６－１ 三井住友海上テプコビル 6F 
TEL. 03－3562－8122

http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo/ 

代表取締役社長　安　藤　　浩

株式会社 住宅あんしん保証

謹んで新春のお慶びを申し上げます

平成26年11月、埼玉に自社所有の物流センターを開設しました！
創業1896 年（明治29 年）

産廃収集運搬、倉庫業のパイオニア

〒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 

代表取締役社長　小　野　正　彦

株式会社 小野運送店

謹　賀　新　年

2015年も
よろしくお願いいたします
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ゴンドラ単体工法開発で耐震工事促進へ
　建築基準法は1981年（昭和56年）６月の改正で建物を
旧耐震基準と新耐震基準とに大別した。新耐震基準は震
度５程度の地震に対してほとんど損傷せず、震度６、７
程度の地震に対しても人命に危害を及ぼすような被害を
生じさせないことを目標としている。一般的に住宅にはIs
値0.6以上が求められている。
　このため、旧耐震基準建物で基準値に達しない建物所
有者に対し、行政などが耐震補強工事の推進策を積極的
に講じているが、高額な費用などを理由に進んでいない
のが現状である。
　一方、大規模な耐震補強をしなくとも耐震スリットを
施すだけでIs値を基準値まで引き上げることができるケー
スも少なくない。
　ただし、耐震スリット工事は、足場を設置する大規模
修繕工事と同時に行う以外、単独ではゴンドラを用いる

耐震スリットカッター搭載ゴンドラ『耐・スリ・ゴン』
工期短縮・低コスト・居住者配慮のメリット

耐震スリット工事の特許工法

　旧耐震基準建物の外壁にスリットを施工することでIs値（耐震指標）を基準値まで引き上げることができる建
物が少なくない。そこで、マンションの大規模修繕工事を手がけるリノ・ハピア㈱は、工期半減、コスト半減、
生活環境の変化ゼロをスローガンに、ゴンドラを用いた単独の耐震スリット工事が行える新工法『耐・スリ・ゴン』
を開発し、管理組合等に提案している。
　※�公益財団法人東京都中小企業振興公社『平成23年度都市課題解決のための技術戦略プログラム製品開発プ

ロジェクト助成事業』採択工法
　※ベターリビング評定工法

ほかなく、ゴンドラは作業床が不安定でスリット工事に
は不向きな問題点がある。
　低コストな補強工事で基準値をクリアできる建物が増
えることができれば…そこでリノ・ハピア㈱では耐震工
事を前進させる手段として新工法『耐・スリ・ゴン』を
開発した。
　『耐・スリ・ゴン』は３点吊りのゴンドラ単体工法で、
ゴンドラ固定用の吸着装置を搭載、荷揚げ用可動式ウイ
ンチを搭載、スリットカッターにカバーを取り付けて集
塵機と接続し、粉塵の飛散を大幅に低減するなどの特徴
がある。
　ゴンドラの単体工法を実現することで、仮設費用の削
減、作業場所のピンポイント選択、居住者の生活環境の
変化を抑えることができる。
　この新工法開発により、耐震工事がさらに進んでいく
ことが期待される。

●問い合わせ  ───────────────────────────────────────────────

リノ・ハピア株式会社
本社　〒145−0062　東京都大田区北千束３−１−３
城東支店・多摩支店・神奈川支店・埼玉支店・千葉支店
代表：渡辺清彦　資本金：１億円　設立：1964年（昭和39年）５月　 0120−270−451　http://www.daikibo.net
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「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

傾斜地、法面、吹き抜け…
ロープ工法採用で工事を敢行
　アーバンコンフォート横浜和田町の完成から丸12年が
経った2013年７月、管理会社の提案により修繕委員会を
立ち上げ、大規模修繕工事の進め方をもとに取り組み方
から資金計画まで、一連の協議に入った。
　募集した修繕委員は当初３人。これに理事４人を加え
た７人で第１回大規模修繕工事のスタートを切った。
　ただ、この修繕委員会のそれからの情報収集、修繕工
事知識の習得、居住者へのアプローチ（アンケート等で
の周知）には目を見張るものがあった。
　そもそも傾斜地にあり、西側は法面、南側に戸建て住
宅が隣接し、マンション内も吹き抜けのような造りになっ
ていて、立地条件、構造が特殊なマンションである。
　修繕委員長の佐藤眞一さんはいう。「勉強をはじめて、
国土交通省や管理会社が提案する修繕工事は、いわゆる
ひな型であってパッケージ商品ではないか？うちのマン
ションが合わせることはないのではないかと疑問を持っ
た」。

　File Data. 71　横浜市保土ケ谷区／アーバンコンフォート横浜和田町管理組合

管理組合

　こうした思いから「修繕委員会は『自分たちのマンショ
ンは、自分たちがリードする』『できない理由を考えない』
をモットーに、将来の２回目、３回目の修繕工事を考え、
今現在のベストな修繕工事を理事会に提案できるように」
尽力していくことになる。
　居住者もこれに応え、第３回修繕委員会時にメンバー
が11人に増加。３回行ったアンケートも常に100％の回答
を得た。
　管理会社の建物調査診断や居住者からのアンケートを

高所作業に慣れた㈱エーファイブ
ならではのロープ工法

材料の積み降ろしのため、設置可能
な場所に組み立てた足場

ブランコに乗りながらの
高圧洗浄作業

資材運搬のための足場

作業員を支えるロープ

マンションの裏側は法面

浮きや欠損部分のタイルをカッ
トし、張り替える

2階部分の廊下の横が傾斜面なので
足場を設置することができない
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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へ̶。

工事データ
○工事名／第１回アーバンコンフォート横浜和田町
大規模修繕工事　○建物概要／ 2001年（平成13年）
竣工・RC造地上６階建て、地下１階建て・38戸　�
○発注者／アーバンコンフォート横浜和田町管理組
合　○施工者／㈱エーファイブ　○主な工事内容／
共通仮設／外壁タイル補修／外壁塗装／屋上防水／
共用廊下・バルコニー防水／共用部分照明のLED化
／ BS/CS110°アンテナの設置／その他　○工事期
間／ 2014年９月５日～ 12月15日

施工者：株式会社エーファイブ
〒130−0004��東京都墨田区本所３丁目14番７号
☎03−3623−2979　FAX.�03−3623−2968
代表者：木村康三
設立：2003年（平成15年）８月
http://www.afive.co.jp
【会社の特色】
　ロープワーク技術、高所作業での慎重かつ効率よい
動きの習得により、現代の複雑な建造物や超高層ビル
での建物メンテナンスおよび修繕工事を手がける。

もとに不具合個所の優先順位の検討を開始。優先順位か
ら外れるものは毎月出している「第１回大規模修繕委員
会NEWS」でていねいな説明を行った。
　大規模修繕工事に先行して行ったのが、加圧ポンプの
更新をやめて直圧給水方式への変更と一部激しい劣化部
分の鉄部塗装。直圧給水によって不要となり撤去した受
水槽跡は、大規模修繕工事時の資材置き場となった。
　修繕委員会が大きな影響を受けたのは毎月参加してい
る地域のマンション交流会と、ロープ工法を用いて行っ
た近隣マンションの大規模修繕工事見学会だった。
　立地や構造を考えると仮設足場が設置しにくい。また、
ロープ工法を用いると仮設足場代が約1/3となり、工事費
全体も半分以下という見積もりを得た。
　足場をかけないロープ工法の場合、降りながら作業を
するため昇ることができない、ブランコが揺れるため工
程によっては力が入りにくいなどの欠点もある。一方、
足場代を節約できるほか、メッシュシートがないため日
当たりの悪さを気にしないでもよく、圧迫感がないとい

うメリットもある。
　結果として、近隣マ
ンションを手がけた
ロープ工法を得意とす
る㈱エーファイブを施
工者に採用した。ただ
し、㈱エーファイブの
木村康三社長も「足場
が設置できる場所では
足場作業を提案しま
す」と話す。さまざま
な条件を踏まえて、適
切な選択をする――修
繕委員会が尽力した情
報収集が集約され、目
指す「今現在のベスト

マンション内部は吹き抜け
のような構造

露出アスファルト防水の屋上は防水
層の劣化が進んでおらず、トップ
コートを塗り替えた

長尺塩ビシート開放廊下床は側溝に
ウレタン防水を施す

右から修繕委員会の稲本明稔副委員
長、佐藤眞一委員長、㈱エーファイ
ブの本多治現場代理人

な修繕工事」に行き着いたといえるのではないか。

計画段階から施工後まで毎月、さら
に臨時号を合わせ20号以上発行した
「第1回大規模修繕委員会NEWS」
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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！

　雨水を流すために屋上などに設置されている排水ドレ

ンは鉛ドレンが一般的で、重さは約２kgある。そこで鉛

の代わりに伸縮自在のアルミエキスパンドメタルをポリ

マーゴムで包んだシート素材を使用したのが改修用２重

ドレン『グッドレン』。鉛は100％不使用で、重量は鉛の

３�分の１の800g程度。

　ゴムシートなので環境にもやさしく、ホースが縦樋に

入りやすく工夫されている。

　鉛は加工しやすい金属として幅広く使われているが、

その毒性を問題として、各分野で脱鉛、無鉛化の動きが

早まっている。

材　質
・シート部：�アルミエキスパンド入り変成シリコーン

ゴムシート（シートとパイプの接合部は

FRP樹脂）

・パイプ部：�縦＝塩ビ管（VU管：肉薄管）、横＝塩ビ

パイプ（内側：軟質塩ビ、外側螺旋補強

材＝硬質塩ビ）

鉛100％不使用の改修用2重ドレン
グッドレン

●問い合わせ　野口興産㈱　東京本社　☎03−3994−5601　http://www.noguchi-kousan.co.jp

◀鉛は不使用、重さは従来の
　鉛ドレンの3分の1

▶ヨコ型ドレンのホースが縦樋に
　入りやすく工夫され、チーズ管・
　エルボー管の両方に対応
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Q17　違法駐車に迷惑しています。対策はありますか？

　マンションの敷地内や沿道に駐車している車が多く、通行の
妨げになったり、子どもや高齢者にも危険です。中には駐車場

のようにずっと停めている不良居住者もいます。他のマンショ
ンではどのような対策をとっているのでしょうか？

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編

争いは不毛。対立せず、議論の限りを
　マンションでのペット飼育の問題は後を引きません。マン
ションのルールを守ることは何か。そんな原点を諭したところ
で、争いごとに発展するだけです。
　今回は、ペット訴訟における現時点の裁判所の判断の到達点
について、法律家のまとめから引用します。

◇

【一般的なペット訴訟の争点】
　ペット飼育禁止規定のあるマンションで、禁止規定を優先さ
せるか、あるいは飼育の実態を優先させるか

【裁判所の代表的な判断】
１）�全面的にペット飼育を禁止する規定を設けている管理規約
も、有効である

２）�ペット飼育禁止規定があるにもかかわらず、ペット飼育を
している飼い主が「具体的な被害が発生していない（共同
の利益に反していない）」などという抗弁は、認められな
い

３）�盲導犬など、動物の飼育が飼い主の日常生活・生存に関し
て不可欠な意味を有すると客観性をもって認められる場合
は、ペット飼育禁止規定があっても、ペットの飼育は認め
られる

Q16　ペット禁止マンションですが
　飼っている人がいます。

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第60号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

【裁判所はなぜこのように考えるのか】
１）�マンションは、隣近所の住居が密接しており、騒ぎのない
共同生活を前提としている

２）�ペットの対象は、飼い主の主観によって多様で、必ずしも
一般的に愛玩するべき対象といえない動物もある

３）�ペットへのしつけの程度は、飼い主によって千差万別であ
る

４）�生態や習性、そのペットの存在自体が、他の入居者に不快
感を与えることがある

５）�ペットの糞尿による汚染や臭気、病気の伝染や衛生上の問
題、鳴き声の騒音、かみ傷事故など、無形の影響を及ぼす

６）�ペットによる具体的な被害とは何かという判断は極めて相
対的なもので、「無形の影響」を考えると、実害の有無を
表現することは現実的でない（例えば、存在自体に嫌悪感
を持つ人もいる）

７）�上記のような禁止規定の理由から、禁止規定がある以上、
飼育方法を工夫したとしても限界がある

【コメント】
　ペット訴訟は、密かに飼う人がいるために、管理組合内部に
深刻な対立を生み出し、訴訟に発展する流れとなります。とこ
ろが裁判になっても、裁判所に和解を勧められて終わることが
多い。不毛な争いをするくらいなら、よくよく話し合って、多
くの人の納得が得られるようにすべきではないでしょうか。
　ペットが生活の支えという人もいるし、身体的に動物アレル
ギーの人もいます。その中で、落としどころはどこにあるのか
を見つけるためには、言いたいことを言い合うことが必要です。
対立はダメ。紛糾しないように議論の限りを尽くしてほしいと
思います。
　自分たちのマンションにはどんなルールが必要なのかを意見
を出し合い、自分たちで考えて決め、決まったことは守ってい
くことが肝心です。
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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

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
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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。

関西圏
発行部数 13,000部

（2015.1 改訂 4）

首都圏 東京都
47.5％

大阪府
54.9％

神奈川県
26.3％

兵庫県
29.0％

茨城県0.3％
栃木県0.2％
群馬県0.2％

滋賀県4.2％宮城県1.3％

埼玉県
12.9％

京都府
11.9％

千葉県
11.3％

本紙は、首都圏・関西圏を中心と
した約13,000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


