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全建センター、実習生第1陣が成田に到着
全建センターの研修カリ
キュラムを習得したミャン
マー国籍の外国人技能実習生
第 １ 陣（ ６ 人 ） が ２ 月16日
６時48分、ベトナム航空310
便で成田空港第1ターミナル
に到着しました。
彼らは株式会社アサヒ建裝
（本社横浜・坂田舟平社長）
全建センターの実習生第1陣として
期待される6人
を受け入れ企業として来日。
このあと、ル・シエラ国際交流日本語教育センターにてさらに１カ
月の日本語研修を受けてアサヒ建裝の実習生となる予定です。
成田入国当初、実習生らは緊張と戸惑い、不安な面持ちでいっぱ
いのような面持ちでしたが、記者の問いかけには「これから楽しみ
です」とはっきり答えてくれました。
＜４・５ページに関連記事＞

マンション管理センター
居住者名簿作成に関する冊子作成
要点、細則モデル、法制度まとめ
公益社団法人マンション管理センターは１月26日、
「マンション
管理組合で作成する名簿の取扱いに関する細則について」と題した
冊子を発表、発売を開始した。
内容は・管理組合が作成する名簿に関連
する法律等の状況・名簿の取扱細則の策定
に向けて考慮すべき事項と策定方針・名簿
取扱細則モデルおよび細則モデルに係るコ
メントなど。
A4判・80ページ・定価1,080円（登録管
理組合・センター通信購読会員 864円）。

1

管理組合
File Data. 73 東京・西東京市／ラヴィドール田無ステーションフロント管理組合
材料のグレードアップこそ
管理組合の賢い選択・節約の手法
もはや民間マンションでは一般的な陶磁器タイルだが、
モルタルの目地部分は酸性雨や塩害、凍害等の影響で徐々
に劣化していく。こうした劣化によって水分がタイルの
裏側、躯体のひび割れから内部に侵入し、コンクリート
内の鉄筋にサビが発生、タイルの浮き、剥がれ、爆裂に
つながっていくことになる。
今回設計コンサルを担当した株式会社T.D.Sは「外壁タ
イルの張り替えが、見本焼き、本焼きとも現状とほぼ同
等に仕上がり、施工後もほとんど張り替えた個所がわか
らないほどうまくいった例」と話す。
屋上の斜壁部については漏水の経緯があったことから、

そして工事費用のシェアが大きいのが足場。今回の現
場では１階がピロティ式の駐車場であり、工事中でも車

下地補修を行った後にセラミック浸透性の吸水防止材を

の出入りに支障がないよう、角度や高さの設定が自由な

施工する方法を採用した。外壁斜柱のタイル部分につい

ブラケット式足場を採用した。

ては表面に吸水防止効果を発揮する吸水防止材を施すこ

ブラケットとはパイプなどに取り付ける固定金具のこ

とによって、雨水をブロッ
クし、汚れの付着を抑制す
る。
また、通常の弱溶剤系塗
料よりも低臭気のため、住
まいながらの改修工事にも
適しているという。これも
設計コンサルの提案で管理
組合、施工会社との打ち合

斜壁部の補修で、セラミック
浸透性の吸水防止材を施工し
ている様子

セラミック浸透性の吸水防止材を
施工した後の状態

1Fが駐車場により角度や高さの
設定が自由なブラケット式足場を
採用

玄関扉枠、その他メーターボック
ス扉の鉄部塗装

庇部分はウレタン塗膜防水で施工

駐車場吸音クロスの部分張り替え

わせで 実 施 し た も のであ
る。
どこに、何に費用をかけ
るかが管理組合の今後の大
規模修繕工事におけるピッ
クアップポイントといえそ
うだ。
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と。本仕様の足場が確保できないスペースで設置した。

防犯対策にも注力。足場の出入り口には侵入防止の金

パイプを金具（ネジ）で固定するため、施工中の音が静

網・オートロック式の防犯ドア・防犯カメラ・人感センター

かというメリットもある。中高層マンションでも採用が

付きライトを設置して、居住者の安心への配慮を行った。

広がっている。
住民対応として近年、一般的になっているのが、工事
状況のインターネット化。工事期間中は居住者のみが確
認できるようID・パスワードで 管理したマンション専用
のホームページを開設。工事の進捗や洗濯物干し情報（バ
ルコニー使用の可・不可）をパソコンやスマートフォン
で戸別に確認できるシステムが導入した。

1F駐車場の隔板ゲートの塗装

パーゴラ（日陰棚）の塗り替え

設計・監理者：一級建築士事務所 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

工事データ
○工事名／ラヴィドール田無ステーションフロント大規模修
繕工事 ○建物概要／ 2002年（平成14年）竣工・RC造地上
９階建て・１棟・69戸 ○発注者／ラヴィドール田無ステー
ションフロント管理組合 ○設計・監理／一級建築士事務所
㈱T.D.S ○施工者／三和建裝㈱
○主な工事内容／
・共通仮設／現場事務所、作業員詰所、植栽棚、資材倉庫等
・直接仮設／作業足場設置・解体、メッシュシート、足場出
入り口には侵入防止の金網・防犯ドア（オートロック）・防
犯カメラ・人感センター付きライトを設置
・下地タイル補修／下地調査（目視・打診調査）、清掃及び既
存脆弱塗膜補修、ひびわれ補修、タイル張替、タイル浮き
注入、鉄筋爆裂補修、モルタル浮き補修ほか
・シーリング／打継目地、外壁縦目地、手摺壁目地、手摺支
柱根元ほか
・外壁等塗装／外壁、手摺壁内側、各所天井ほか
・鉄部塗装／縦樋、玄関扉枠・MB・PS扉、隔板 機械式駐車
場ゲート 、パーゴラほか
・防水／屋上勾配部（保護塗装）、ルーフバルコニー（ウレタ
ン塗膜防水・通気緩衝工法）、ベランダ（不良部のみ長尺塩
ビシート）、共用廊下（不良部のみ長尺塩ビシート）、庇（ウ
レタン塗膜防水
・内装、その他工事／エントランスクリーニング、ルーバー
フェンス洗浄、駐車場吸音クロス部分張り替え
○工事期間／ 2014年８月16日～ 12月27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

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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マンションライフライター

ミャンマー研修機構

の

In Manmar

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。今回はミャン
マー・ヤンゴンのミャンマー研修機構視察（平成27年1月29 ～ 31日）
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！？ Part12
研修カリキュラムを受ける若者を面接
昨年８月に続いて１月29日にミャンマー・ヤンゴンに
やってきました。
国際空港への到着時刻は現地時間の17時30分頃。偏西
風の影響なのでしょうか、前回より約２時間多くかかり
ました。ホテルに到着するのも遅く、夕食がはじまった
のもすでに19時を大幅に過ぎた頃。日本時間では夜10時
近くということになってしまいました。
受け入れ企業として参加していただいた方々にはお疲
れとは思いましたが、夕食時に簡単な自己紹介をしてい
ただきました。
今回の参加企業は、日装、TSK、鈴木防水、三和建装、
ヤマギシリフォーム工業、磯部塗装、装武、荻野化成、
建装工業、春成塗装、さがみ塗装工業、大和、大武美装
の13社。
さて、翌日は朝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の面接です。
◇
１月末のミャンマーは乾季で、ものすごく暑いことを
想定していましたが、夜はかなり涼しく、また日中も陽
射しは強いが空気が乾いているせいか体感温度ではあま
り暑く感じることはありませんでした。
一方、日本で働きたいミャンマーの若者の面接は熱く、
今回は90人を超える希望者が集まりました。この中から、

ヤンゴン市内の風景。やぐらという
ほうがふさわしい足場仮設
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日本で言えば「安全第一」という
標語が目立った

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。
面接の翌日は全建センターが実施している日本語学校、
技能実習風景へと案内します。（つづく）

ホテルでの面接時の様子。5，6人
を1グループとして対応する

待合室では緊張した面持ちのミャン
マーの若者が集っている

ミャンマーでの現地スタッフ。
左から2番目が全建センターの
院田浩利氏

日本人スタッフは現地のアパートに
滞在している

外国人作業員の時代がやってくる!? Part13
―識者に訊く―「ぜひこの国の発展に貢献していただきたい」
日本貿易振興機構（JETRO）ヤンゴン事務所

海外投資アドバイザー

牛

腸

純

和

１月31日、日本貿易振興機構ヤンゴン事務所の海外投資ア
ドバイザー・牛腸純和氏にミャンマー連邦共和国の概要と現
状、日本企業の民間投資について、今回全建センターのツアー
に参加した13社の社長・役員らが説明を受けました。牛膓氏は、
日本の直接雇用主が現地に来て、責任を持って選別している
体制を評価してくださいました。

という印象です。
2011年民政化になって、アメリカや日本がミャンマーを助け
ようとなってきたわけです。
ベトナムは同じシチュエーションの中で20年やってきていま
す。ミャンマーの産業発展のレベルはベトナムの15年前、タイ
の40年前、それくらいの開きがあります。

ミャンマーとはどんな国？

技能実習制度の実態は？

ミャンマーの電化率は３割で、一部の都市部だけ。７割は
電気のないところです。まず、そういうところだと認識されたい
と思います。農業に関わる方はほとんど無電化のところに住ん
でいる。逆にいうと援助のしがいがあるというお国柄です。
2011年までは軍独裁で、民政に移ってからまだ３～４年しか
経っていません。ですから３～４年前でしたら今の北朝鮮を思
い浮かべていただけるといいのですが、まともなことも言えな
い、という時代でした。それで非常に貧しくなってしまった。
本来は天然資源である、
天然ガス、石油、石炭、銅、
宝石が豊かで、米、ごま（油）
、
穀類など農産物も非常に豊
かな国であったんですけれど
も、軍の政治になって制度
約１時間にわたり、ミャンマーと
いう国、技術研修制度の実態につ
等がすべて決壊してしまった

技能実習生に関しては、中国、インドネシア、ベトナム、フィ
リピンの次の拠点として多くの企業がミャンマーに可能性を求
めてお見えになっています。
ただ、ミャンマー人の受け入れ当初、日本側の機関に問題
があって、一時技能研修生の受け入れをストップしたことがあ
りました。昨年の５月から再開を許可したのですが、ミャンマー
側、日本側の双方の機関で芳しい話は聞きません。
それは他の国でもかつてあったことですが、機関の体制が
しっかりしていなかったことが原因です。このため、体制をき
ちんと整えていれば必ずしもそうとは言い切れません。
出だしのころはあまりいい評判がないのが正直なところで
す。
ただ、こうしたことで１回ダメになって、また日本側でトラブ
ルとなったら法務省はミャンマーをやめようということになりか
ねない。
こういったことがないようにするためにも日本側・ミャンマー
側の機関の選定を特に重要視して、うまく技能実習制度を継
続させていったほしいです。
ぜひぜひですね、この国の
発展に貢献していただきたいと
思います。

いて講義を受けた

日本貿易振興機構
（JETRO・ジェトロ）
牛腸純和（ごちょう・ふみかず）氏
ジェトロは、貿易・投資促進と開発途上
国研究を通じ、日本の経済・社会の更な
る発展に貢献することをめざして、日本
企業の海外展開支援、外国企業の日本へ
の誘致、日本の通商政策への貢献、開発
途上国の支援と研究を行っています。
＜ホームページより＞

外国人技能実習制度の仕組み

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

株式会社小野工建

サービス・スピード・セイフティの3S精神が基本

改修専門業として耐震補強工事にも着手
マンション大規模改修工事専門業としては、京阪神地区のパ
イオニアである同社。その経営理念はサービス（誠実）
・スピー
ド（迅速）
・セイフティ（安全）の3S精神とし、顧客（マンショ
ン管理組合）の資産価値向上と住生活環境の改善に努めること
としている。
近年では改修専門業のリーディングカンパニーとして耐震補
強工事にも着手。マンションの状態や住民に配慮して最適な工
法で施工している。
代表的なものが枚方市・労住まきのハイツ管理組合法人（築
1975年・４棟・380戸）で行った鋼版パネル耐震壁補強工法。
以下３つの条件で耐震補強施工計画を進めた。
１．意匠的に外観を損ねてしまう枠付鉄骨筋交補強は使わない。
２．工事費も修繕積立金の範囲内に抑える。
３．制約が多く結果的にコスト高になる自治体の補助金は使わ
ない。
住空間として圧迫感のある鉄骨ブレース（一般的にベランダ
などで見られる鉄筋筋交）は使用せず、中間層数層に鋼版パネ
ルを設置することで国の目標IS値0.6の1.3倍にあたる0.8を超
えるよう設計。高コストである鉄骨ブレースを避けることで工
事費も廉価になり、また関西地区では補助金制度に鉄骨ブレー
スを使用する制約や条件などがあることから制度の申請を見
送った経緯がある。
設計は阪神・淡路大震災時の建替え施策（スクラップアンド
ビルド）に対抗した関西大学・西澤英和教授。鉄骨構造学や耐
震工学などが専門で、そこに住んでいる住民がいることを思
い、既存の建物を簡単に無くしてはいけないと主張した教授で
ある。
また、小野工建ではデジタル・サイネージ（電
子掲示板）による居住者用の工事状況情報のオリ
ジナルソフトを開発。アニメや動画で子どもも理
解できるような工事の流れ、作業の様子を工事物
件ごとに設置する。洗濯物が干せる情報はもちろ
ん、昼間はマンションにいない勤め人などがパソ
コンやiPadで作業中の工事写真をみることができ
るなどの対応をしている。
こうして管理組合や居住者の立場で提供する工
事を提供することで信頼と実績を積み重ねている
のが「小野工建」である。
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居住者が仕事から帰ってくつろぐつい
でに、自宅のパソコンやiPadで工事
写真をみることもできる

●企業データ
社
所

名
在

電
F

地
話

A

X

E - m a i l

株式会社 小野工建
本社 〒566−0001
大阪府摂津市千里丘４−14−32
06−6389−2831㈹
06−6380−6515

info_t@ono-kohken.co.jp

U
R
L http://www.ono-kohken.co.jp
創
業 昭和43年８月
代
表
者 小野展康
資
本
金 １億2,000万円
正 社 員 数 76人
過去３年間の大規模修繕工事実績
2015年度 52億円
2014年度 45億円
2013年度 40億円
特 色
１．マンション大規模改修工事専門業として京阪神地区のパ
イオニア。平成26年度現在の工事実績は1900件・戸数
19万戸を超える。
２．そ の中には、最高36階の超高層マンションから１工事
1074戸の大型大規模改修工事まで幅広く仕上げ、評価
を得ている。
３．高層マンションの改修に業界で我社が初めてゴンドラを
導入したことにより、高層マンションの改修には特に強
いと自負。
４．工事後のアフター訪問は、６カ月に１回訪問する体制が
確立している。
５．２回目・３回目のリピート工事比率が高い。

大阪・摂津市の本社。5月には近隣オフィ
スビルへ移設予定

枚方市・労住まきのハイツで行った耐
震壁補強工事の様子

エントランスには36インチのデジタル・
サイネージ（電子掲示板）で居住者用の
工事状況をアップ

外観を意識して、鉄骨ブレースを用いな
い独自工法を採用した
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マンション
みどりの維持管理

.2

Vol

植栽された樹木は10年経つとどのように変化していくのか、

8

大きくなってしまった緑陰樹や
シンボルツリーの見直し
例：クス・イチョウ・ケヤキ・トチなど

が大きく成長すると年間管理の剪定費もかさみます。
また、大きくなりすぎた樹木が電線などにかかってマンショ
ンの構造物そのものに影響してしまう場合もあります。大きな
樹木を伐採するときは住民から反対されるケースも考えられま
す。
その場合は住民と一緒に
“生活や構造物に支障がないか”
“マ
ンションにとって必要な緑であるか”など現状の緑の診断を行
い、理解を得てから対象となる樹木を選別して下さい。
ポイント②

ポイント①

また今現在どのような状況になっているでしょうか。
マンションの緑の価値が重要視される今、植えたままになっ
ている緑を見直すことによってその価値をできるだけ引き出し
てあげる事ができるかもしれません。より良い緑への将来を見
据えて毎年の管理を行っていくヒントを提案します。

植栽から10年たった
緑地管理への提案

生垣の見直し
例：ヒイラギモクセイ、レッドロビンなど

夏涼しい木陰をつくり緑豊かな景観を作り出す目的で植栽
される緑陰樹ですが植栽から10年もたつと枝や伸び葉が茂り、
逆に陰気なイメージを与えかねません。
また、木の特性を考えず、大木になる木に間隔を開けずに植
栽してしまい、結果的に過密植栽になってしまう例もあります。
今まで樹木が生長し、大きくなるのは良いとされてきましたが、
本来の役割を果たしていなければマイナス効果です。

生垣はコンクリ－ト擁壁のように無機質ではなく、緑の壁と
なりマンションの景観向上にも貢献しています。
しかし、樹種によっては非常に病害虫がつきやすく景観も損
なう上、維持管理にコストがかかってしまいます。
また、植栽時に樹木の生長を考えず間隔をあまり空けず列植
してしまい過密状態になっている例も見受けられます。
♣対策と管理方法

♣対策と管理方法
緑陰樹やシンボルツリーには主に大木になる木が使われるた
め、植栽をする時には10年、20年後にこの木がどういう成長
をとげるかという予測をする事が必要です。大きくなってし
まった木への対策は剪定や移植、伐採などがあげられます。
♣剪定
混み合っていて、日当たりや風通しが悪いなど支障のある枝
を剪定します。ただ、樹形を考えないぶつ切り剪定はかえって
景観や樹木の生育を妨げる可能性があります。
♣移植
支障となる木を敷地内の別の場所に移植するという方法で
す。緑の量を減らさず、抜いた樹木を再利用できる有意義な方
法ですが、大木となってしまった樹木を移植する事はとても難
しく大掛かりな工事になります。
♣伐採
剪定や移植で対応できない
場合は、間引き（伐採）を行
うというのも一つの手段で
す。植栽した当初は一本あた
りの固体が小さかったためそ
芝生、花壇、樹木の手入れなど、
れなりの本数を植栽してバラ
みどりの管理をきちんとすると植
ンスを保っていた箇所も樹木
栽は生まれ変わる

生垣によく用いられる樹種の一例として常緑であり可憐な花
が咲くサザンカ・ツバキなどが挙げられますが、チャドクガと
いう非常に有害な害虫が発生しやすい樹種です。
生垣は病虫害が発生すると一気に広がりやすいので、樹種の
選定と定期的な管理以外にも見回りが必要になります。
♣病虫害対策
病虫害は、樹種の選択と効果的な管理により防ぐ事が出来ま
す。もし、長い間病虫害が慢性化している場合は違う樹種に植
え替えても良いかもしれません。
♣過密植栽
マンションの生垣などは、仕上り時に生垣として完成されて
いる必要があるためか、過密
状態のところを多く見受けま
す。
樹木が成長し、根詰まりを
起こして枯れてしまう前に間
引きを行い、樹形を整えてい
趣味と実益を兼ねた「園芸同好会」
く必要があります。
のあるマンション。月2回で芝の
手入れもビシッと決まっている

＜参考＞株式会社牧野造園
E-mail：maki@makinozoen.mkgp.jp
URL：http://makinozoen.mkgp.jp
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193人参加の工事見学会を実施

川崎／河原町分譲共同ビル管理組合法人
本紙第59号（2014年11月５日発行）の続報として、川崎市
幸区の河原町分譲共同ビルで行っている耐震改修工事の経過を
報告する。
今回は２月15日に実施した工事見学会を取材。当日は３部
の入れ替え制で、近隣の町内会やマンション自治会、東京大学
や日本大学、東洋大学の研究室、建築業者、マンション管理組
合ネットワーク、マンション管理士会など、計193人が参加し
た。工事期間は平成26年７月から今年７月末までの約13カ月
間。現在は中庭側に杭工事から新設する鉄骨ブレースの組み立
てが完成する段階で、今夏までに完成を目指す。
耐震改修への取り組みは平成21年から開始。平成25年５月
の定期総会において、設計費4,000万円、工事費10億5,000万円、
監理費1,700万円（消費税は別途５%）で承認された。
平 成26年、「 川 崎 市 マ ン
ション耐震改修工事等事業助
成制度」（工事費用の15.2%
か つ 戸 当 た り30万 円 以 下 ）
を利用。工事が２年にかかる
ため、工事費用は年度ごとに

工事見学会の進捗状況を説明する
神品勝征理事長

耐震工事を見学する参加者ら

昨年10月、杭工事、掘削工事の
様子

中庭側に新設する鉄骨
ブレースの完成予想図

見学会当日（2月15日）、中庭での
鉄骨ブレース組み立てによる養生

〈工事概要〉
工事名／河原町分譲共同ビル耐震改修工事
建築主／河原町分譲共同ビル管理組合法人
設 計／㈱竹中工務店東京一級建築士事務所
監 理／㈱川崎設計
施 工／㈱竹中工務店 横浜支店
主な工事内容／土留め、杭、掘削、中庭耐震補強壁新設、補
強鉄骨組立、ピロティ耐震補強壁新設、階段横耐震補強壁
新設、解放廊下コンクリート、電気・ガス・水道他盛替設備、
塗装他仕上げ、外構復旧等の各工事
〈建物概要〉
構造・規模／昭和50年（1975年）竣工・SRC造15階建て・
６棟693戸＋店舗29戸
分譲業者／神奈川県住宅供給公社、川崎市住宅供給公社
管理形態／自主管理
工
期／平成26年７月１日～平成27年７月31日（予定）

分けて申請することができた。神品勝征理事長は、
「やはり費
用が出なければ工事はできない。川崎市への交渉、調整に時間
を費やしました」と語る。
今回の大規模な耐震改修プロジェクトの特徴について、工事
監理を担当した川崎設計の坂東保則・一級建築士が１．共用部
分のみの補強（バルコニーを含む専有部分には変更を加えな
い）
、２．
「住みながら」を意識した工事の実現（騒音や日常動
線など工事に伴う住環境への影響を
最小限に抑える）
、３．設計・施工
の一貫体制（工事技術のほかにも、
工期、工費〈＝助成制度の利用、消
費税値上がり等〉
）で最適化を図る、
を心がけたと説明した。
座学のあとは設計・施工者である
竹中工務店の担当者の説明のもと、
現場見学を行った。
中庭の施工前の状態

養生の内側（共用廊下）から
見た鉄骨ブレース

鉄骨ブレース設置の概況

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

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
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防災関連商品

ルミセーフシリーズ

蓄光材料で暗闇でも高輝度レベルで安心避難誘導！
日没12時間後も暗闇で視認できる残光機能を維持
今回紹介するのは防災関連商品として、床材等を手が
けるタキロンマテックス（本社東京都港区・谷口充生社長・
☎03−5781−8150）が販売する蓄光材料を使った避難誘導

フラインがストップしてしまえば、復旧までに最低３日
間かかるとも言われています。
そこで、マンション大規模修繕工事等の際にでも検討
したいのが、安全避難誘導商品。蓄光材料を用いて高輝度・

商品「ルミセーフシリーズ」です。
この商品は、日中の太陽光や蛍光灯などに中に含まれ
る紫外線を吸収し、蓄え、夜間など暗いところで自己発
光する蓄光材料を使用したもので、腕時計の文字盤など

長残光機能の「ルミセーフシリーズ」は日没の12時間後
も暗闇で視認できる高輝度（3mcd/㎡）を維持します。
また、素材が柔軟でサイズ調整も可能なため、R曲げ、
直下曲げなどの施工が自由にでき、階段段鼻、手すり、コー

に使われています。
大震災は夜間に起こる可能性もあります。また、ライ

避難階段にルミセーフステップを設置

手すり、外階段、PS 扉の塗り替え…
鉄部塗装ならお任せください！

ナーなどにもスピード施工ができます。

壁面や手すりなどへのポイント施工も可能

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
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管理会社のあるべき姿とは
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』2015年2月5日付第389号「論談」より

最近は管理会社の再編

体である管理組合の自立性を前提とし、そこからの

－合従連衡（がっしょう

発注による「管理業務」を適切・誠実に遂行すると

れんこう＝その時の利害

ころある。

に従って、結びついたり

管理会社が、管理組合に対して「新任理事長への

離れたりすること）がす

指導」や「理事会運営支援」「総会運営支援」等を行

さまじい。
その背景には、

うのは、管理会社の役割からの逸脱である。管理会

管理業界の寡占化の流れ

社は「管理」の領域に関与すべきではない。

がある。

これに対し、それでは輪番制で毎年理事が交代す

しかし、こうした流れは必ずしも管理会社の健全

る管理組合が多い中で、理事会や総会運営ができな

化、管理業務の適切な遂行につながっているわけで

いと言われる。しかし、組合運営を管理会社に依存

はない。

してしまえば、管理業務の委託⇔受託という利害関

むしろ、災害対策や専有部サービスの拡充など、
本来の業務とは離れたところでの「サービス」競争

係の対立する管理組合・管理会社間の緊張関係が弱
体化する。管理組合の自立が何よりも重要なのだ。
その上で、管理会社にはこの原則を踏まえて、管

が目立っている。
そこで、そもそも管理会社とは何か、管理会社の
本来の役割とは何かについて考えたい。

理組合の自立を側面から促す対応を要請したい。
その一例が、理事会運営支援や総会運営支援につ

管理会社とは、実はその名称とは異なり、
「管理の

いては、自らの業務とするのではなく、行政や管理

会社」
ではなく、
「管理業務実施会社のはずである。
「管

組合団体等、さまざまな業界情報を管理組合に提供

理会社」は管理の主体である管理組合との「管理業

し、その自立を支えるということではないだろうか。

務委託契約」に基づき、
「管理業務」を遂行する会社

現在の管理会社の合従連衡を超えて、こうした管

であるものなのだ。
したがって、管理会社の本来の役割は、管理の主

理会社像を明確にした管理会社が生まれてくること
を望みたい。（論説委員会）

「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

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
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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
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教えて！管理組合交流相談室
Q18 ベランダに物置を置く人への
対策はありますか？
＜第62号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
共用部分であることの理解を周知する
マンションのベランダは基本的に共用部分です。それ
を各住戸が専用使用している、ということの理解が必要
です。
建物の躯体である壁は共用部分で、住戸の専有部分は
一般的に内装の上塗り部分（上塗り説）または壁の内側
中心部分（壁芯説）を採用しています。
このためベランダ・バルコニーも躯体のとされ、開放
廊下や階段、エレベーター、屋上、外壁と同様、共用部
分となるわけです。
つまり、そこに住む住民が独占的に専用使用している

ベストアンサー編

ベランダであっても、管理組合としては住戸によって勝
手な使い方をして躯体を傷つけたり、建物全体の美観を
損ねることを避ける必要があるのです。
また、有事の際の避難経路でもあり、物置などをおい
て居住者の生命が危険にさらされる可能性も除去しなけ
ればなりません。
したがって、ベランダ・バルコニーは共用部分である
ことの理解を周知し、勝手な使い方を認めず、管理組合
が管理規約や使用細則で使い方を規定することが一般的
となっています。ご自分のマンションの管理規約を広げ
て確認してください。
＜参考文献＞
『新・マンション管理の実務と法律』
齊藤広子、篠原みち子、鎌野邦樹／著
日本加除出版㈱／発行
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
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クエスチョン編

ベランダに物置を置く人への対策はありますか？ Part2

※次号では、ルールを作る際の参考になる裁判事例、使用細則例を掲載する予定です。

塗料の運搬をはじめて110余年！
創業明治29年

危険物、塗料系の
廃棄物収集・運搬はお任せください。
小缶からドラム缶、粉体フレコンバッグ、廃材、ビニールシート、廃ローラー、
ウェスなどの産廃物も処理します。電着槽、塗装ブースの清掃も承ります。
産業廃棄物取扱業者

東京都産業廃棄物収集運搬業 許可番号／第13-10-001629号

株式会社 小野運送店
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東京都産業廃棄物処分業 許可番号／第13-20-001629号

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

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。

おもしろコラム

ちょっと一息

北極星を探す目印
「カシオペア座」

一年を通してほぼ頭の真上にある「Ｗ」に似た形の星
座に気づかれたことはあるでしょうか？ これは「カシ
オペア座」といって、
北極星を探す目印にもされています。
このカシオペアというのは、ギリシア神話では、エチ
オピエの王妃でした。しかし自分が美人であることを自
慢して、海の妖精と競争をしたせいで、神々の怒りを買い、
自分の娘であるアンドロメダを怪物のえじきにするよう
命じられました。少女アンドロメダは鎖で絶壁の波打ち
際に縛られ、美しい頬を蒼ざめさせて涙を流して打ち震
えていました。ちょうどそこに通りかかったのが、勇者
ペルセウスでした。ペルセウスはかつてメデューサとい
う怪物を退治したことがあります。それは髪の毛が全て
蛇でできていて、一目見ただけで人を石にしてしまうほ
ど恐ろしいと言われたものでした。ペルセウスがメデュー
サを退治したとき、その血が地面に染みこんで、翼の生
えた馬となり、それをペガサス（天馬）と呼びペルセウ
スはそれに乗って空を駆けているときに岩場に縛られた
美少女を見つけたのです。
ペルセウスはアンドロメダに近づいて、どうしてそん
なところに縛られているのかと尋ね、アンドロメダにそ
のいきさつを知らされました。そうしているうちに遠く

の海からはゴーっという轟音とともに真っ黒で大きな、
赤い口と尖った白い歯を見せた蛇が迫ってきつつありま
した。
するとペルセウスは、ペガサスを巧みに操りながらそ
の怪獣に剣を何度も突き立て、とうとうその蛇を退治す
ることに成功しました。それを見て喜んだアンドロメダ
の両親たちはペルセウスに感謝し、アンドロメダと結婚
することになりました。
冬の夜空では、カシオペアとアンドロメダ、そしてペ
ルセウスとペガサスが、それぞれお互いにとってなくて
はならないもののように寄り添って見ることができます。
（文：気象予報士・小説家 チャーリー／絵：吉田たつちか）
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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 ●
〒160−0023 東京都新宿区西新宿８丁目12−１−603 サンパレス新宿６階
TEL. 03−6304−0278 FAX. 03−6304−0279
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

