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5p 商品紹介
耐震ドア「アケルくん」
開ける力が200㎏⇒6.12㎏に

住宅瑕疵（かし）担保責任保険法人の㈱住宅あんしん保証は「あ
んしん大規模修繕工事瑕疵保険」の商品改定を行い、新規保険契約
の引き受けを2015年２月よりスタートします。
商品改定の主な内容は（１）工事会社倒産後の保険継続を制度化、
（２）外壁塗膜担保特約、
（３）給排水管路工事に係る延長特約10年、
（４）太陽光発電設備工事特約５年、（５）手すり・柵・鉄部特約２

6p 大規模修繕工事瑕疵保険
工事会社倒産後の保険継続を制度化
外壁5年、給排水管10年へ延長も

年など。
また、事業者団体が住宅あんしん保証に登録する認定品質大規模
修繕工事制度、団体登録により受けられる事業者登録料・保険料の
団体割引についても国土交通大臣の認可を取得しました。
◇

8p マンションみどりの維持管理①
緑と花の環境整備で
住民間のコミュニケーションを活発に
9p 経済産業省
EV・PHV充電設備導入促進事業
分譲マンションは設置費用1/2を補助

（１）工事会社倒産後の保険継続の制度化について。
現在の商品は大規模修繕工事の完了後に工事会社が倒産し、その
後に瑕疵が発見された場合、修補費用が管理組合に直接支払われる
仕組みです。ところが工事中に工事会社が倒産した場合、代わりの
工事会社に対しては保険契約の引き継ぎが想定されていないという
盲点がありました。
瑕疵保険の被保険者はあくまで途中で倒産した工事会社であり、
工事を引き継ぐ工事会社を対象とする仕組みがなかったのです。
住宅あんしん保証の今回の商品改定は、この盲点に着眼。業界で

14p 教えて！管理組合交流相談室
Ｑ 違法駐車の対策はありますか？
Ａ 取 り締まる管理組合の姿勢を周
知徹底する

初めて、工事中の倒産等によって工事の続行ができない場合、代わ
りの工事会社が所定の手続きを行うことで保険契約の継続が可能に
なる商品としました。
代わりの工事会社の選定は管理組合の検討事項ですが、工事会社
の斡旋などが盛り込まれた全国建物調査診断センターの「マンショ
ン大規模修繕工事完成保証」等でカバーできます。

16p Seminar
次回は来年4月26日㈰

大規模修繕工事を行う祭には、工事完成保証と瑕疵保険をセット
として検討することで、理事会や修繕委員会等の精神的負担の軽減
が図れるといえるのではないでしょうか。
＜６ページへつづく＞
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管理組合
File Data. 72 神奈川・横須賀市／よこすか海辺ニュータウン ザ・タワーハウス管理組合
消費税値上げで工事の前倒しを決断
浮いた900万円は次の工事資金へ
2014年４月の消費税8%への値上げに伴い、
「税金が５％
のうちに契約を済ませよう」と13年９月に工事契約を締
結。一般的に大規模修繕工事は「12 ～ 15年」といわれて
いることを念頭に置いた上で、ザ・タワーハウス管理組
合は築11年目での工事実施を選択した。
元理事長で、現在は顧問を務める前川誠さんは「工事
総額が３億円だったので、浮いた消費税アップ（３%）
分の約900万円を次の工事資金として残すことができまし
た」と組合が工事を前倒しした決断を説明する。
一方、工事計画の立ち上げは早く、最重要視と位置づ
けたコンサルタント選びに１年間を費やした。
「コンサ
ルタントの良し悪しが工事の成功のカギを握っていると
いっても過言ではないと考えた」と前川さん。長期修繕

数量を積算してもらい、６カ月かけて70ページにわたる
「工事仕様書」を作成した。
仕様書作りで心がけたところは、
「まだ築11年なので、
きれいにすることを第一の目的とせず、必要な不具合個

委員会で独自にコンサルタ
ント選定チェックリストを
考案し、委員会メンバー８
人による
「無記名投票方式」
で最終候補２社から選定し
た。
コンサルタントに決まっ
た㈱英綜合企画設計は、調
査診断から修繕項目、
部位、

足場の荷揚げにはレッカー車を使
用。足場資材は中間ステージを設
け、一時仮置きして、ウインチに
て屋上まで持ち上げる

高層マンションのため、メッシュ
シートは足場資材の内側に設置
し、シートが風で動くのを防ぐ

横行昇降3段式駐車場前の足場は、
ブラケット足場を設置し、工事期
間中も車の出し入れを可能にした

コンクリート躯体の下地補修。コ
ンクリートの中性化や脆弱性を
チェックする

外壁タイルの浮き部分をマーキン
グ。補修を行い、躯体を保護、外
観を良くする

▶
開放廊下の天井の施工前と施工後。不具合個所を補修し、
建物の寿命を延ばす
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所の修繕を最重視したこと」だという。
「前倒しの工事な

という。

ので、２回目の大規模修繕工事にオカネをできるだけ残

さらに工事の検討から完了まで３年もの間活動してき

すように考えた。その結果、修繕積立金は値上げせずに

た長期修繕委員会のメンバーの努力にも「頭が下がる思

次の工事を迎えられる。これも管理組合役員がマンショ

い」と感謝の言葉を述べていた。

ンの運営コスト削減に日夜努力している賜物です」。
この仕様書や内訳数量書をもとに、工事会社７社に見
積もりを依頼した。同じ土俵の上で工事金額を比較検討
できるようにしたのだが、まったく同じ工事内容でも金
額の「低い会社と高い会社」で１億円もの差がでたという。
こうして工事会社選定も長期修繕委員会で慎重に検討し、
約４カ月をかけて建装工業㈱に決まった。
工事中に苦労した点は、工事が４店舗の営業妨害とな
らないようにすること。足場設置のために店舗の来客用
駐車場を移動したが、鍼灸院などへは車椅子で通院する
人もあり、仮駐車場の配置などにも細かく配慮した。
前川さんは初めての大規模工事を振り返り、
「管理組合
では次の大規模修繕工事のときも今回のコンサルタント、
工事会社を最有力候補にしたいと思うほど、良質で安価
でできた工事の成功は両者のおかげだと感謝している」
設計・監理者：株式会社 英綜合企画設計
■横浜事務所
〒236−0042 横浜市釜利谷東２−11−14 MKビル102号室
☎045−788−1935
■横須賀事務所
〒238−0004 横須賀市小川町25−５−203
☎046−825−8575
代表者：島村 利彦 設立：1987年（昭和62年）１月
資本金：1,200万円
http://www.hanabusa.e-arc.jp
施工者：建装工業株式会社
■本社・首都圏マンションリニューアル事業部
〒105−0003 東京都港区西新橋３−11−１
☎03−3433−0503
■横浜支店
〒220−0023 神奈川県横浜市西区平沼２−２−７
☎045−290−6090
■関西支店
〒564−0063 大阪府吹田市江坂町２−１−52
☎06−6821−3611
代表者：高橋 修身 創業：1903年（昭和36年）
資本金：３億円 http://www.kenso.co.jp

工事データ
○工事名／よこすか海辺ニュータウンザ・タワーハウス
大規模修繕工事 ○建物概要／ 2003年
（平成15年）竣工・
SRC造 地 上20階 建 て・ ３ 棟・318戸（ ＋ 店 舗 ４ 戸 ）
○発注者／よこすか海辺ニュータウン ゲートスクエア
ザ・タワーハウス管理組合 ○設計・監理／㈱英綜合企
画設計 ○施工者／建裝工業㈱
○主な工事内容／
・共通仮設／現場事務所、資材置き場等
・直接仮設／作業足場、ロングスパンエレベーター
・躯体下地補修／躯体（建物）の不具合個所や外壁の塗
装面・タイル面の補修
・シ ーリング／外壁目地、アルミサッシ回りの目地等、
防水材の新規打ち替え
・外壁等塗装／躯体（建物）の保護、美観の向上
・鉄部塗装／鉄部の耐久性、美観の向上
・屋上防水／屋上の漏水防止、居住性向上
・バルコニー・開放廊下防水／バルコニー・開放廊下の
側溝のウレタン防水、塩ビシートの不具合個所の補修
・外部階段防水／外部階段の側溝のウレタン防水および
防滑性ビニル床シートへの張替え
・建 築雑工事／換気ガラリ清掃、隔て板欠損個所交換、
雨樋不具合個所交換等
○工事期間／ 2014年１月６日～８月15日

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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会社探訪

協立技研株式会社

30年目を迎える施工実績。豊富な実績と高い技術力で、
皆様の建物を守ります。

問題は宝の山、解決手段として工法や工具の開発に注力
本社事務所に伺って最初に驚いたのが緑の多さ。自然
の植栽鉢が机の回りにたくさん配置されており、まるで
緑いっぱいの公園の中で仕事をしているような感じだっ
た。社員の皆さんも「緑に癒され、仕事に集中できる」
と好評だ。
事務所の一角には、マンションの玄関やベランダを模
したモデルルームを作って独自に開発した工法・工具を
常時展示している。管理組合役員の見学会にも活用し、
理解しやすいと、こちらも評価が高い。
こうしたユニークな社風の協立技研だけに「当社は提
案型の会社です」
と小原英昭専務。毎週行う営業会議では、
目標数字の追及は一切なく、一人ひとりの営業マンに１
週間で起こったことや困っている問題を聞きだし、会議
に参加している社員が意見を出し合いながら、対策を検
討。全員一丸となって速やかに問題に対処していけるよ
うな雰囲気を作っている。
小原専務によると、「各種会議で出てきた問題や提案は
宝の山と考え、これらを解決する手段としての工法や工
具の開発を営業企画室という部門が担当して実用新案や
特許取得に力をいれている」のだという。
このため、多数の実用新案を取得し、特許出願中案件
もあるそうだ。
例えば、足場を組み立てる際、コンクリートにアンカー
を打ち込むが、金属探知器メーカーとタイアップして、
小型で手軽に持ち運びができ、確実に鉄筋の位置を探知
し、躯体に無駄な穴を開けずにアンカーの位置を特定で
きる金属探知器を製作。全現場の足場組立時に探知機使
用を義務付けている。

本社が入る「きららセンタービル」

事務所の一角にある玄関やベランダを
模したモデルルーム
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「今後も独自の視点を大切に、さまざまな提案でお客様
の建物を守っていきます」と小原専務は話している。
●企業データ
社
所

在

名

協立技研株式会社

地

本社 〒595−0055
大阪府泉大津市なぎさ町６−１
きららセンタービル６階

お問い合わせ 0120−2525−24
電

話

0725−22−0515
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0725−22−0575
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http://www.kyouritugiken.co.jp

E - m a i l

info@kyouritugiken.co.jp

創

業

昭和61年６月

代

表

者

森山伸一郎

資

本

金

8,000万円

正 社 員 数 56人
現場代理人数

28人

事 業 内 容

建物等の劣化診断調査、マンションリニュー
アル工事、各種内装工事

過去３年間の工事実績
2014年 31億円
2013年
2012年 23億円

特

色

小原英昭専務取締役

足場組立時に鉄筋を避けるために使用
する金属探知器

28億円

協立技研は開業29年。提案型で独自の施工
法を用いた質の高い技術力で工事実績を積み
重ねています。各施工の専門分野との強い
ネットワークにより、日々高い品質の工事が
提供できるよう努めております。

緑いっぱいの社内風景

作業員が共通足場からバルコニーへ移動
する際に用いるイージータラップ

貼るだけ耐震ドアシステム
「アケルくん」
ドアの歪み17㎜での開ける力が200㎏⇒6.12㎏
震災時の閉じ込め防止、人命救助に
大震災が起こると玄関ドアが開かなくなり、室内に閉じ込められ、安否確認も難
しいケースがあります。
地震によるドア枠の歪みが10mm程度になると、ドアの開放に必要な力は100kg
以上になります。震度６強の大震災ではドア枠の歪みは17mmになると想定され、
200kg以上になるといわれています。こうなると人の力ではドアは開けられません。
ところが耐震ドアシステム「アケルくん」を取り付けると、地震によるドア枠の
歪みが17mmでも6.12kgの力で開き、さらに局部的にドア縦枠が８mm歪んでも23kg
以下の力で開くことが実験で証明されています。
「アケルくん」は、ドアの戸先側（錠前側）と上下に薄い樹脂製の滑り材をコーティ
ングするだけ。平時のときには機能を果たしませんが、有事の際の閉じ込め防止、
人命救助にたいへん効果的です。
また取り付け時にドアの調整を行いますので、それまで開閉が重い、きしむ音が
あるなどの不具合があれば解消して快適になります。
取り付け工事は１戸当たり１時間程度、費用５万円。ただし、集合住宅はスケー
ルメリットがあるため工事費用を業者に相談することができます。なお、施工はメー
カーの講習を受けた認定工事業者が行うことになっています。

①既存の玄関ドアの取り外し

アケルくんのポイント3
ポイント① 従
 来工法のようにドア枠、ドア自体を交換、器具を設置する工事
をすることがない
ポイント② 施工自体が簡易のため、低価格を実現
ポイント③ 枠が歪むと鍵が枠に当たり鍵が回らないサムターンロックにも対応
②ドアの不具合を調整

玄関ドア開閉のしくみ

③ドアの本体に滑り材をコーティング

④ドア枠にもシールを貼付

●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://reno-happia.co.jp

⑤約1時間で施工終了
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あんしん大規模修繕工事瑕疵保険

業
界
業界
初
!!
初!!

工事会社倒産後の保険継続を制度化
外壁5年、給排水管10年へ保険期間延長も

大規模修繕工事瑕疵保険は、保険の対象となる大規模修繕工
事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合に、瑕疵
担保責任を負う請負人である工事会社（被保険者）が、管理組
合（工事の発注者）に対して生じた損害を補償するものです。
マンションの共用部分工事の際に、その工事を施工する工事
会社が保険契約を申し込むことで実施されます。
保険のメリットとして、発注者である管理組合は工事完了後
に瑕疵が判明した場合に工事会社による迅速・確実な修補対応
を受けることができます。瑕疵が見つかった場合でも修補費用
が保険金請求できるので、管理組合と工事会社間で対立するこ
となく、スムーズな対応が可能です。
◇
今回の商品改定では、基本保険対象部分にある①～⑧項目の
ほか、
（２）外壁塗膜担保特約、（３）給排水管路工事に係る延
長特約、（４）太陽光発電設備工事、（５）手すり・柵・鉄部特
約が新設・改定されました。
外壁についてはこれまで、雨水の浸入を防止する部分が保険
対象であったり、「タイル剥落に係る特約」で、塗膜部分への

瑕疵担保が新設です。
給排水管路は保証期間の５年を延長特約によって10年とし
ました。
国土交通相の省エネ住宅ポイント制度化もはじまり、太陽光
発電設備は保険対象部分の新設です。太陽電池モジュール、パ
ワーコンディショナー等の設備が機能しない場合の瑕疵につい
て補償します。手すり・柵については既存の防錆等の不具合の
ほか、新設したものが「通常有すべき安全性を満たさない」場
合に保険金が支払われることになります。
検査については、
第三者である保険法人が現場検査を施工前、
施工中、施工後に数回実施します。第三者が検査や瑕疵の判断
を行うことで、瑕疵発生の防止にもつながっています。
基本保険対象部分
①構造耐力上主要な部分 ②雨水の浸入を防止する部分
③給排水管路 ④給排水設備 ⑤電気設備 ⑥ガス設備
⑦防錆工事を行った手すり等の鉄部 ⑧外壁に設置された
タイル（
「タイル剥落に係る特約」を付帯した場合に限る）

「あんしん大規模修繕工事瑕疵保険」の主な新設・改定内容
（１）工 事会社倒産後の保険継 ・被保険者である工事会社の工事中の倒産等によって工事の続行ができない場合、代わりの工事会社が所
続の制度化
定の手続きを行うことで瑕疵保険の継続が可能となる制度。
（２）外壁塗膜担保特約
保証期間：５年
（利用制限あり）

ａ．対象工事と対象部分：保険対象部分の外壁に塗装（設計施工基準を満たす塗装工事）された塗膜部分
ｂ．保険金を支払う主な場合：外壁塗膜が著しい膨れ、剥がれ、割れにより通常必要とされる性能を満た
さない場合

（３）給 排水管路工事（更新・更
生工事）に係る延長特約
保証期間：10年（基本５年）

ａ．対象工事と対象部分：保険対象部分のうち、給排水管路に係る更新あるいは更生工事（設計施工基準
を満たす塗装工事）を実施した部分
ｂ．保険金を支払う主な場合：工事実施部分が通常有すべき性能または機能を満たさない場合

（４）太陽光発電設備工事
保証期間：５年

ａ．対象工事と対象部分：保険対象部分において行われた、保険対象住宅の屋根に設置された太陽電池モ
ジュール等に係る工事。保険対象住宅または、その敷地内に設置された、パワーコンディショナー等
に係る工事
ｂ．保険金を支払う主な場合：対象工事に起因して太陽電池モジュール、パワーコンディショナー等設備
の機能が失われた場合

（５）手すり・柵・鉄部特約
保証期間：２年

ａ．対象工事と対象部分：保険対象住宅に新設した手すり、もしくは柵。保険対象住宅に設置された手すり、
柵、階段もしくは防火戸の鉄部のうち、防錆工事を実施した部分
ｂ．保険金を支払う主な場合：新設した手すり・柵が通常有すべき安全性を満たさない場合。防錆鉄部が
通常有すべき安全性を満たさない場合

問い合
わせ先

●「マンション大規模修繕工事完成保証」
一般社団法人 全国建物調査診断センター
☎03-6278-0424 http://zenken-center.com

●「あんしん大規模修繕工事瑕疵保険」
株式会社 住宅あんしん保証
☎03-3562-8122 http://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo

「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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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
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マンション
みどりの維持管理

.1

Vol

緑と花の環境整備で
住民間のコミュニケーションを活発に

近年、会社員をリタイアした住民有志により、マンション内
の緑と花の環境整備を行っているケースが増えています。自主
的な植栽管理は、住民間のコミュニケーションを活発にし、管
理組合と自治会運営をより円滑なものにするほか、管理費の大
幅な節減にも役立つものです。しかし、住民の高齢化が進行し
ていく中で、住みよい団地・マンションにし、緑と花の環境を
維持していくことは簡単なことではありません。そこで、
「マ
ンションみどりの維持管理」について、取り組み事例や植栽管
理のポイント、行政の制度などを数回に分けて掲載していきま
す。

脚立を使わない作業が基本
月4回のボランティア活動
郊外のA団地では、「近隣の管理組合のサークル活動を見学
したことをきっかけ」（住民有志）に「みどり倶楽部」を発足
させました。
参加者はすべてボランティア。活動範囲は危険を伴わない作
業、脚立を使わない作業を基本とし、専用庭以外の生垣（延べ
約650m）の剪定、小低木（アジサイ、アベリア、サツキ、ツ
ツジ、ハクチョウゲ等）の刈込み、一部花壇の草花の植栽手入
れ、芝生地の草抜きなどを行っています。作業は月４回で毎回
約10人が参加するといいます。
やりがいとしては、「環境に対して意識が高くなる」「住民に
感謝されるのがうれしい」などといった声が参加者から上がっ
ていました。
逆に「バリカンの音がうるさい」「水をまいたら、その水は
だれが払うのか」など心ない住民からのクレームを聞かされる
こともあるそうです。
それでも管理組合から年15万円の活動補助金を承認された
サークル。年間作業計画を作
成し、資金は肥料、機材など
の調達に当てています。
地域の緑を守る公益財団法
人に登録し、100本の苗木を
貰って植樹もしました。その
後のメンテナンスはみどり倶
楽部の仕事です。
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「草むしりがきつい」とみどり倶
楽部のメンバー。地味な作業が一
番たいへんなのだ

最後に参加者に
「一番きついことは何ですか？」
と聞くと、
「雑
草の草むしり」という答え。
「しゃがんで作業をするため、と
にかく腰が痛い」とか。地道な作業がやはり一番たいへんなの
だということがわかりました。
○A団地の概要
竣工：1975年４月 敷地面積：約35,000㎡ 建物：11棟・
444戸 棟前花壇：約1,700㎡ 中高木：約450本 低木：
約430本（高さ2m以下）駐車場他生垣：長さ約630ｍ
○みどり倶楽部
目的：団地敷地内共用部分の植栽や花壇など手入れ等の環
境整備 作業対象：専用庭以外の生垣の剪定（約650ｍ）、
棟前花壇以外の小低木の刈り込み、花壇・芝生他の整備な
ど 作業日：月４回（第２、４火曜、第１、３土曜）時間：
夏８：30 ～ 11：30 冬９：00 ～ 12：00 会員：平成22
年度登録人数は28人

◆緑の診断
緑は生長することで生活に
潤いを与えるものですが、時
には生活に支障をきたすこと
もあります。
そこで、マンションの緑が
生活に支障をきたしていない
敷地内に花壇を設置することで、
か、機能を十分に発揮してい
住民間のコミュニティーが広がる
るか、健全に生長しているか
様子も見受けられる
などを緑の専門家（造園コン
サルタント会社や造園会社）が診断し、改善案を提案すること
を「緑の診断」と言います。
また、緑の診断結果をもとにして、５、10年後を見通した
中長期的な管理計画や緑のリニューアルを計画します。
マンションの緑は居住者すべての共有財産であるため、緑の
管理やリニューアルにあたっては、居住者相互の理解が必要で
す。そのためにも緑の専門家による緑の診断を適切に行うこと
が重要となります。
＜参考＞ 『マンションのみどりQ&A』
公益財団法人 都市緑化技術開発機構
☎03-5256-7161 http://urbangreen.or.jp

経 済
産業省

EV・PHV充電設備導入促進事業
分譲マンションは設置費用の1/ 2を補助

経済産業省は2020年、電気自動車（EV）およびプラグ

に充電設備導入を組み込んだものがある（次世代自動車

インハイブリッド車（PHV）の年間新車販売台数70万台、

振興センターのパンフレットより）。

新車販売台数のシェア20％を目指している。

導入費用については、共用部分の幹線工事を管理組合

平成24年度補正予算「次世代自動車充電インフラ整備

が負担、それ以外の充電器本体などは利用者の受益者負

促進事業」でEV・PHV充電設備導入のための補助金が総

担とした。ただし、当初全額は管理組合が支払い、その

計1,005億円計上されている。

後受益者負担部分は利用者から分割して徴収することに

このうち、分譲マンション居住者の利用を対象とした

した。

場合、充電器購入費と設置工事費の1/ 2の費用が補助され

EV・PHV所有者に対して充電設備を提供するか、EV・

る。

PHVカーシェアサービスを導入するか。消費電力に応じ

事業への申請受付は平成27年２月27日まで、工事期間

た課金にするか、定額にするか。充電設備の利用者を個

（報告書提出）は平成29年４月28日までとなっているが、

別認証するか…マンションでは特定の居住者だけの利益

普及の程度により延長されるケースもあるという。今後

になる場合、合意形成が難しい。ただし、将来の普及等

の動向は経済産業省の外郭団体である一般社団法人次世

を考え、検討することも必要ではないだろうか。

代自動車振興センターのホープページ等で確認できる。
◇

（表2）充電設備導入の価格帯
普通充電器

分譲マンションに導入した例では、空き区画の駐車場
を利用し、居住者の利便性向上を目的に大規模修繕工事

・充電器（ポータブルタイプ）
・配線遮断器ほか電材及び雑材消耗品
・充電器据付工事
・配管・配線ほか関連工事
・試験・検査
・諸雑費

充電器価格

13万～110万円

83万～500万円

設置工事費

20万～100万円

100万～700万円

33万～210万円

183万～1,200万円

合

（表１）○普通充電設備導入費用の一例
１台 150,000円
１式 120,000円
１式
80,000円
１式
80,000円
１式
20,000円
１式
50,000円

急速充電器

計

分譲マンション用パンフレット▶

補助金申請で
合計

●問い合わせ

一般社団法人

500,000円

次世代自動車振興センター

250,000円

充電インフラ補助コールセンター

☎03-5501-4412

住宅金融 マンション共用部分リフォーム融資
支援機構 「すまい・る債」積立管理組合は0.2%引き下げ
住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融

さらに「マンションすまい・る債」の積立管理組合は0.2%

資とは、マンション管理組合が大規模修繕工事等の共用

引き下げの特典が１月よりスタート。一般リフォームで

部分リフォーム工事を行うときに利用できる融資で、対

年0.96%、耐震改修を伴う場合で年0.76%となった。

象となる工事費の８割以内、戸当たり150万円（耐震改修

「マンションすまい・る債」とは、国の認可を受けて住

工事を伴う場合は500万円）を限度に借り入れができる商

宅金融支援機構が発行する債券で、修繕積立金の計画的

品。

な積立て・適切な管理をサポートするため、定期的に継

平成27年１月５日現在、融資金利は一般のリフォーム

続購入するもの。機構による無料保護預り（債券の保管）
、

工事は年1.16%、耐震改修工事を伴う場合は年0.96%（返

高利率、優先的に弁済を受ける権利などのメリットが管

済期間1 ～ 10年）となっている。

理組合にある。

マンション共用部分リフォーム融資の金利（返済期間10年以内）
工事の種類

一般の管理組合

「マンションすまい・る債」積立管理組合

耐震改修工事以外のリフォーム

年 1.16%

年 0.96%

耐震改修工事を伴うリフォーム

年 0.96%

年 0.76%

※平成27年１月５日現在。金利は毎月見直します。住宅金融支援機構のホームページで確認してください。
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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

屋上アスファルト防水の膨れ破断
【現

況】

屋上のアスファルト系防水では経年劣化による、防水層の膨
れ、ジョイント部（接合部）のひび割れ・剥離、表面保護塗装
材の劣化、風化等が見られるようになる。膨れは２㎡以上、ひ
び割れ、剥離は５cm以上のものがあるかどうかをメジャーで
測定して確認する。

【原

因】

【対

策】

最新の部分補修の手法としては、新規に新しいシートを上か
ら被せて防水する改質アスファルトルーフィングによるトーチ
工法（被せ工法）がある。工場生産されたシート（合成繊維不
織布×改質アスファルト）をトーチバーナーで熱融着すること
で、機密性が高く、耐久性、破断抵抗性に優れた防水層を作る
というもの。
従来の熱アスファルト工法に比べ、臭気や煙の発生量が少な
く、環境への負荷が少ないことも特徴。有機溶剤を使用しない
ため、中毒や火災の危険性も少ない工法である。

屋上は直接日光に当たる場所なので温度格差が生じやすい。
下地層からの水分等が気温により浮上することでシートが膨
み、気温が下がると戻る。これを繰り返すことによって膨れ破
断の原因になる。
屋根勾配やルーフド
レンが適切でも水たま
りができる場合があ
る。水たまりは防水層
の劣化ではないが、土
やホコリがたまって草
が生えたり、夏には日
光により水がお湯にな
り、防水層や断熱材の
屋上の水たまり。乾いていても水たま
防水層の膨れ。下地層の水分により
耐久性を低下させる。
りの痕跡を確認する
発生する

トーチ工法で熱融着

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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不成立になった建替え決議から見る管理組合運営
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』2014年11月5日付第386号「論談」より

◇合意形成の努力は
築40年 の 単 棟 型 マ ン
ション。有志が建替えを
進め、やがて建替え委員
会を設置。建替え決議の
総会を開催したが、５分
の４の賛成を得られな
かった。
それまで反対者はごく少数であり、建替えに伴う
費用を負担すれば済むものだと思っていた。
しかし、行政による当該地域の高さ制限もあり、
建替え後の戸数が当初の見積もりより少なくなり、
区分所有者の負担が増えることも痛かった。
ただし重要なのは、区分所有者への合意形成に向
けての説明等を丁寧に進めていたかにある。
◇長寿命化と建替えの判断と選択
前述の事例を教訓に生かしたい。
建替えは息の長いプロジェクトであり、成功には
区分所有者の理解と合意が最優先となる。建物等が、
修繕等を適時・適切にすれば長く持つかを調査し、
長寿命化のためにやるべきことやコストとともに、
建替えの場合は、その必要性やコストなどの客観性
を保ちつつ、どちらが適切かを選択する判断材料と

して、「根拠」と「対策（方法）」を極めて合理的か
つ論理的に明示することが求められる。
◇合意形成は家造り
家は土台を頑丈にしなければ、立派な外観であっ
ても風雪に耐えられない。一見論理的でも根拠が脆
弱であれば、柱を立てずに屋根を葺くがごとしであ
る。
「少数の区分所有者が建替えに関心を持つ」ことか
ら始まり、
「多くの区分所有者が建替えをしたいと思
う」ようになり、やがて「建替えをしたいと思う区
分所有者が多数を占める」といった段階は、合意を
積み重ねていくことそのものである。
◇リーダーは客観視しよう
建替えが不成功になった例では、リーダーの建替
えの妄信、猛進がみられる。
「建替えを促進したい」と思っていても、建替えが
決まるまでは、
「建替えは必要なのか」との立場を維
持したい。
自己を客観視できるリーダーが、さまざまなプロ
ジェクトを成功に導く。それに加え管理組合の運営
には、知識を身に付けると同時に、みんなと議論を
積み重ね、倫理的、理性的、合理的、論理的にまと
めていくリーダーが求められている。（論説委員会）

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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●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

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
〒108-0075

東京都港区港南1丁目8番27号 日新ビル9階

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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教えて！管理組合交流相談室
Q17 違法駐車に迷惑しています。
対策はありますか？
＜第61号17p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
取り締まる管理組合の姿勢を周知徹底する
違法駐車の問題には、①駐車場が不足している、②来
客用駐車場がない、③マンション内に私有地があって警
察が介入しにくいなどといった原因があると考えられま

ベストアンサー編

・駐車しにくいようにプランター等を置く
・夜間・休日などに見回りをする
・違法駐車には警告票を挟み込む
◇
一時利用等の駐車スペースや来客用駐車場の新設をす
る場合は、理事会や専門委員会を設置して十分な案を検
討し、総会に提案し、議決をします。専有部分の使用に
特別な影響を及ぼす場合は、その専有部分の所有者の承
諾が必要です。
さらに総会決議は過半数ではなく、形状変更や規模に
よって特別決議を要する場合もあります。

す。
ただし、一番の問題点はマンションの居住者が自分た

駐車スペースの新設は、周辺の住戸に影響が出ます。

ちのマンションの変化や環境に関心が低いことで、こう

騒音や臭気、人の出入り、安全性などで、影響を与える

したマンションでは居住者以外の人が車を駐車したり、

可能性のある住戸には配慮が必要です。また建設時の近

不法に捨てたりするケースもみられるようです。

隣協定等により、新設できないスペースもあります。

対処法としては、違法駐車を取り締まる管理組合の姿
勢を周知徹底させることに尽きます。違法駐車を放置す

昼間に使われていない駐車場を、利用したい人の駐車
スペースとしている例もあります。

ることによって、住民同士が関心のないマンションであ

昼間の不在スペースを調査・把握して居住者にニーズ

るとみられることは必然で、車上荒らしに限らず、空き

に合わせて制度化するのですが、この場合、駐車許可証

巣や痴漢、落書きなどの犯罪を招く恐れもあります。

をフロントガラスの内に置く、部屋番号や連絡先・利用

違法駐車予防として管理組合が取り組む例は下記のと

予定時間を明記するなど、トラブルのないようにきちん
と管理をする体制の構築が大切となります。

おり。
・広報誌で啓発する
・来客用駐車には駐車許可書を発行する
・禁止看板、規制看板を設置する

＜参考文献＞
『新・マンション管理の実務と法律』

・来客用駐車は予約制とする

齊藤広子、篠原みち子、鎌野邦樹／著

・駐車禁止エリアを設け、表示する

日本加除出版㈱／発行

・ロボットゲートを設置する

A5判・316ページ・定価2,800円（税別）

教えて！管理組合交流相談室
Q18

ベランダに物置を置く人がいて困っています。対策はありますか？

ベランダに物置を置いたり、ベランダを緑一面にする
ようなガーデニングを施している住戸があります。有事
の際の意識が低いと思うのですが、こうした人たちに、
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クエスチョン編

どこからどもまでがダメなのか、何がダメなのかについ
てどうやって教えたらよいのですか？

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
おもしろコラム

ちょっと一息

縁起のいい冬野菜
「芽キャベツ」

日本ではどちらかといえば新しい野菜で、それほどポ
ピュラーではない芽キャベツ。ベルギーの首都ブリュッ
セル近郊で原産され、英語ではブラッセルスプラウトと
呼ばれています。もちろんブリュッセルの市場では、旬
の秋から冬にかけてよく見かけられます。
ビタミンCが普通のキャベツやレモンよりも豊富で、風
邪予防にも美肌にも効くことから、ヨーロッパの女性に
は人気のある芽キャベツ。しかし、小さくてころんとし
た丸い形は子供たちにもウケるのですが、独特の苦みが
大不評。口に入れるとすごく嫌な顔してベーっと出しちゃ
います。
そこで、ヨーロッパのママたちは知恵を絞って、芽キャ
ベツと子供の好きなパスタを合わせたレシピを続々と開
発。さらに、この芽キャベツは、オリーブオイルやベー
コンといったパスタに定番の脂質と調理すると、甘みを
増して食べやすくなるのです。
簡単に作れて家族みんなが喜ぶ芽キャベツパスタのレ
シピを紹介します。
ささっと熱湯にくぐらせた芽キャベツを半切りにして、
みじん切りにしたエシャロット、短冊切りのベーコンと
軽く炒めます。同時進行でパスタを茹で、おたま一杯の

パスタの茹で汁を炒めた芽キャベツ等に加えて蒸し煮に
するのがポイント。芽キャベツが好みの柔らかさになっ
たら塩こしょうで味を整え、茹で上がったパスタと混ぜ
て出来上がり。個人的に、芽キャベツの焼き具合をパス
タ同様にアルデンテにするのが、歯触りも良くてお勧め。
他に、軽く炒めた芽キャベツをホワイトソースにから
めて、チーズとパン粉を振りかけてグラタンにするのも
美味。
西洋では「赤ちゃんはキャベツから生まれてくる」と
言い伝えられているように、キャベツは子宝のシンボル。
特に、芽キャベツはひとつの株から小さな実がいくつも
なるように改良された子だくさんなキャベツで、多くの
子宝に恵まれたい人にはより縁起のいい野菜と言えそう
です。旬の今、ぜひ家庭で食べたい野菜です。
（文：コラムニスト・びねくにこ／絵：吉田あゆみ）
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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。
発行部数

13,000部

配布先マンションデータ
群馬県0.2％
栃木県0.2％
茨城県0.3％

宮城県1.3％
千葉県
11.3％

埼玉県
12.9％

首都圏 東京都

47.5％

神奈川県
26.3％

京都府
11.9％

兵庫県
29.0％

滋賀県4.2％

関西圏 大阪府

54.9％

（2015.1 改訂 4）

※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。
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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

