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国土交通省 省エネ住宅ポイント
3 ／ 10 発行申請受付開始
交換商品は最大30万ポイント
国土交通省は３月10日、省エネ住宅ポイントの発行申請受付を開始し
ました。
対象期間は閣議決定日の平成26年12月27日以降の工事契約です。着工
が平成28年３月31日までとします。管理組合での申請も可能です。
申請できるのは最大30万ポイント（耐震改修の場合は45万ポイント）。
交換商品は省エネや環境に配慮したもの、地域振興に資するもの、全国
で使える商品券などです。
大規模修繕工事において、窓サッシ交換、断熱改修、バリアフリー化
などグレードアップを図る修繕を検討している管理組合においても制度
の利用ができます。
交換商品は限られていますが、防災時の備蓄品、コミュニティ形成な
どに役立てるものを選択することもできるようです。
◎対象となるエコリフォーム
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井または床の断熱改修
③設備エコ改修（エコ住宅設備※を３種類以上設置する工事）
※太 陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、
節湯水栓
④その他の工事等
・バリアフリー改修（手すり設置、段差解消、廊下幅等拡張）
・エコ住宅設備（２種類以下）
・リフォーム瑕疵保険への加入
・耐震改修工事
⑤既存住宅購入を伴うリフォームによるポイント加算（既存住宅購入加
算）
◎対象期間
・工事の着手
平成26年12月27日～平成28年３月31日
※契約対象となる工事全体
◎交換可能なポイント
・１戸当たり300,000ポイント（耐震改修は450,000ポイント）
◎ポイント交換
・省エネ・環境配慮に優れた商品
・地域振興に資するもの（地域商品券、地域産品、復興支援）
・全国で使える商品券・プリペイドカード（商品の提供事業者が環境
寄附を行うなど、環境配慮型のもの）
・環境寄附・復興寄附
◎問い合わせ先
省エネ住宅ポイント事務局
0570-053-666〈ナビダイヤル〉 http://shoenejutaku-points.jp
1

管理組合
File Data. 74

大阪・枚方市／管理組合法人労住まきのハイツ

管理組合主導でリーズナブルな
鋼版パネル耐震壁補強工法を採用
2014年６月、管理組合主導でリーズナブルな耐震改修
を完工し、関西圏で注目を浴びたのが、大阪府枚方市に
立地する築39年（当時）の管理組合法人労住まきのハイ
ツだ。
４棟の建物は1975年竣工で旧耐震基準であったが、住
民は当初、耐震改修には乗り気ではなかった。それは耐
震化のための診断、設計、施工に億単位の費用がかかる
こと、行政の助成制度があっても制約が多く、書類作成
に手間がかかることなどが主な理由である。
ところが、約130管理組合の連合組織として活動する
NPO京滋マンション管理対策協議会（京滋管対協）が主
催した耐震改修セミナーへの参加で「自分たちにもでき

であるという方向性はぶれなかっ
た。
最終的に管理組合が選んだのは

る耐震改修がある」ことを知った。
当日のセミナー講師は西澤秀和・
関西大学教授。西澤教授は鉄骨構造
学や耐震工学等が専門で歴史的建造
物の保存修復などを手がけている。
また、阪神・淡路大震災では被災し
て傾いたマンションを復旧によって
よみがえさせるなど、建物を社会資

施工前

補強鉄板の仮付け

施工前

補強壁設置中

完成

産ととらえ、長寿命化に取り組む工
学者としても有名だ。
その西澤教授に耐震調査と耐震対
策の検討を依頼し、耐震改修の方向
性を見出していくことになる。
しかし、労住まきのハイツは「た
だお任せ」するだけではない。西澤
教授も含め、京滋管対協の谷垣千秋
幹事ら専門家に依頼し、管理組合内の理解や周知ができ
るよう、シンポジウムを開くなど、管理組合主導の工事
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完成

「鋼版パネル耐震

施工者は５社のコンペで小野工建を採用。西澤教授が

壁補強工法」
。建

代表のNPO文化財修復構造技術支援機構が行った耐震対

物内の階段室やエ

策業務・設計・監理への費用が1,134万円、小野工建の契

レベーターホー

約工事費用が6,090万円、トータル7,224万円。ゼネコン

ル、廊下などに鋼

に頼めば億単位がかかるケースだ。

板パネルを設けて

住民説明会で説明する小野工建建築部の飯田部長

管理組合理事長は「西澤先生に耐震相談をして、手の

補強するものだ。

届く耐震改修だと納得できた。このため臨時総会で工事

Is値（構造耐震指

を決めるまで１年半かからなかった。うちは『100年マン

標）は国が求める

ション』が合言葉。建物を壊さず住み継ごうと思っている」

0.6を上回る0.8と

と話している。

した。
行政の助成制度

※参考文献『週刊金曜日』2014年８月29日／第1005号
38ページ・山岡淳一郎著

を利用すると、鉄
骨ブレースによる
補強が求められる
が、この工法は景
観的にも費用的に
竣工の約2カ月前の5月11日、京滋管対協主
催の工事見学会を実施。中央が西澤教授、右
が京滋管対協の谷垣幹事、左が労住まきのハ
イツ修繕委員長

も自分たちのマン
ションには合わな
いと判断した。

監理者：NPO文化財修復構造技術支援機構
■事務局所在地
〒571−0067  大阪府門真市石原町19番24号
代表者：西澤 英和（関西大学教授）
設立：2007年（平成19年）６月
設立の目的：この法人は、歴史的建造物の修復保存や歴史
的景観を生かしたまちづくりを推進する不特定多数の一
般市民、団体及び行政に対して、文化財建造物の修復構
造学を主体に、技術の継承、技術者の育成支援、文化財
建造物の修復及び保全等に関する事業を行うことによ
り、伝統建築物の安全性や耐久性の向上を図り、もって
広く人類社会に貢献することを目的とする。
施工者：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㈹
代表者：小野 展康
創立：1968年（昭和43年）８月
資本金：１億2,000万円
http://www.ono-kohken.co.jp

工事データ
○工事名／労住まきのハイツ住棟建物4棟の耐震補強工
事 ○建物概要／ 1976年（昭和51年）竣工・RC造7,8
階建て・４棟・380戸 ○発注者／管理組合法人労住ま
きのハイツ ○設計・監理／ NPO文化財修復構造技術
支援機構（ASSEC） ○施工者／㈱小野工建 ○主な工
事内容／１号棟～４号棟のバルコニー側・階段室・廊下
の鉄板補強 ○耐震工事の流れ／調査・レーザー探査→
仮設・養生→塗膜剥離・はつり→下地補修→アンカー打
設→耐震工事（配筋工事→鋼板建込→グラフト工事）→
下地処理塗装→仕上げ ○工事期間／ 2014年１月14日
～６月30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
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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）
の模様をお届けする2回目です。

外国人作業員の時代がやってくる！？ Part14
日本語学校を見学、実習生が学ぶ教室を実感
１月30日、午前と午後に分かれて参加各社が面接を行
いました。結果として今回は７社23人が採用予定となり
ました。
「面接」というツアーの大きな目的である仕事を終え
た一行はリフレッシュを兼ね、今ツアー唯一の観光とし
てヤンゴン中心部にあり、ミャンマーで最も有名なシュ
エダゴン・パゴダ（寺院・仏塔）を見学しました。高さ
100mの黄金のストゥーパ（仏塔）を中心に仏塔や廟が林
立しています。
ミャンマーでは乾季にあたる時期ですが、夕刻は涼し
く、裸足で歩く境内が気持よいくらいでした。
さて、翌31日は学校や実習風景の見学です。この日の
夜にはもう帰国便に乗るため、ホテルをチェックアウト
した後にロビーに集合。９時に日本語学校に向けて出発
しました。
同校は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」
が昨年11月、ヤンゴンのレイダンに開校したものです。
授業は月曜から金曜まで午前９時～ 12時の３時間。31日
は土曜で休校でしたが、実習生が学ぶ教室などを実感し
てもらいました。現地スタッフは日本人、ミャンマー人
の計６人。教科書は、すべて日本語で書かれた㈱スリー
エーネットワーク発行の『みんなの日本語初級』を採用
しています。外国人技能実習制度を利用して日本で働き

31日は9時にホテルを出発し、レ
イダンにある日本語学校を見学
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31日は土曜で休校日。平日は午
前、午後の部で3時間ずつ講義が
行われる

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。

たい生徒が中心となっています。
学校を後にして次にJETROヤンゴン事務所を訪問。こ
のときの様子は63号５ページにすでに掲載しました。
この後は、塗装や防水の実習風景を見学にアウンパラ
ヒタ寺院に移動します。（つづく）

1月30日夕刻、面接を終え、ヤン
ゴン中心部にあるシュエダゴン・パ
ゴダ（寺院・仏塔）を見学

パゴダ境内での記念撮影

教科書は㈱スリーエーネット
ワーク発行の『みんなの日本語
初級』を採用

JETROヤンゴン事務所にて、ミャ
ンマー事情を聴講

この人に訊く―

建装工業株式会社 栗田直樹取締役

ミャンマー人の受け入れ
しっかりとした教育システムに尽力
政府では「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置」において、
外国人技能実習制度の受け入れ強化を発表した。建設業界では若者離れに
より作業員の高齢化が進んでいる。改修業界のリーディングカンパニーで
ある建装工業も2015年１月29日～２月１日、全建センターが主催するミャ
ンマー視察ツアーに同行した。このツアーに参加した栗田直樹取締役に業
界の現状、外国人作業員の受け入れについて話を聞いた。

外国人作業員の時代がやってくる!? Prat15
−マ ンション改修業界でも作業員不足が問題となってい

いと思います。
文化の違いに戸
惑 っ た り、 逆 に 慣 れ

ます

て楽な遊びを覚えた

マンションストックが600万戸を超え、修繕工事の絶対

り し な い よ う、 実 習

量が増加しています。
東日本大震災の復興や、さらに輪をかけて2020年の東

栗田直樹取締役

生をフォローする専門の担当をつけ、早く日本のやり方
に慣れて立派に育ってほしいと思います。

京五輪・パラリンピックに向け、インフラ関連工事が増
大する見通しです。
建設業界は他の業種に比べ、若年層が少なくなり、年々、

−工事を発注する管理組合に対して伝えたいことは？
マンションの修繕工事は、お客様が住まいながらの工

高齢化が進んでいる現状があります。そのような中、当然

事となりますので、居住者の皆様に安心していただくた

作業員不足はさらに深刻な問題となると認識しています。

めにも、実習生にはまず、日本語や日本の習慣などをよ
く勉強させ、きちっとした挨拶や気配り、マナーができ

−人材不足問題はどのように解決するのでしょうか？
基本的には若年層が魅力を感じる業界となるような環
境作りが必要です。
それは３Ｋと呼ばれるようなイメージからの脱却です。
労働時間や待遇などの改善、社会保険の加入、１次下請け・
２次下請けなど重層構造の解消等が考えれらます。まず

る明るいキャラクターに育て上げたいと思います。
皆様から、当社の教育システムはしっかりしている、
実習生の作業員は印象が良かったなどと言ってもらえる
よう、作業員教育に尽力します。
まずはそれが前提であり、その上で人材不足の解決、
国際貢献を目指してまいります。

は以上のような改善を行いつつ、日本人の若者を確保し、
教育・育成することが大切です。
しかし、現実はそれでは間に合わない。そこで外国人技
能実習制度を活用して国際貢献をしながら、緊急的な人
手不足を補うことを視野に入れる必要性が生じています。

名

称

建装工業株式会社

創

業

1903年（明治36年）

資 本 金

３億円

代 表 者

髙橋修身

所 在 地

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
TEL. 03−3433−0503
関西支店
〒564−0063  大阪府吹田市江坂町２−１−52
TEL. 06−6821−3611
東北支店・関東支店・千葉支店・横浜支店・
中部支店・札幌営業所・青森営業所・福島営
業所・茨城営業所・新潟営業所・柏崎営業所・
福岡営業所・町田工事事務所

Ｕ Ｒ Ｌ

http://www.kenso.co.jp

事業内容

マンション大規模修繕工事／給排水管等設備
工事／内装工事／外構工事／一般建築物塗装
工事／建築、原子力・火力・水力各発電所、
橋梁及び鋼構造物、石油化学プラント等の各
種塗装工事／コンクリート防食工事

−そこで栗田さんは1月、協力会社を伴ってミャンマー視
察に参加されました
ミャンマー人は非常にまじめで、家族思いで、素朴な
国民性だと聞いていましたが、実際に30人の若者との面
接を通し、改めてハングリーでピュアで、仕事に対して
ひたむきな考えを持った若者が多いと感心しました。
結果、協力会社３社が８人受け入れることになりまし
たが、６カ月間の事前研修と日本語学習をしっかりやっ
てきてほしいと思っています。
−外国人の受け入れ体制はどのように考えていますか？
実際は、協力会社が受け入れ会社となって、協力会社
の社員として実習してもらうことになりますが、当社と
しても実習生のケアについてはしっかりと考えていきた
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施工業者
必見 !!

YouTube動画広告も簡単に！
マンション管理組合への営業新手法とは…

近年、デジタルマーケティングの領域で、もっとも顕
著なのがYouTubeなどの動画広告です。
今やスマートフォンで動画を気軽に楽しめる視聴スタ
イルが広がり、静止画（文章、写真、イラスト）だけの
広告やホームページは置いていかれる感があるといえる
のはないでしょうか。
大手広告会社によると、動画広告は静止画広告の16倍
のクリック率があるそうです。そこで、一般社団法人全
国建物調査診断センター
（全建センター）はこのほど、廉
価で簡単にできる動画配信システムを開発いたしました。
マンション管理組合への営業新手法として大いに期待
されるシステムと言えるでしょう。
◇
とはいえ、建設業界ではどんなものが動画広告となり
えるでしょうか？
＜動画テーマの一例＞
①社長のあいさつ ②現場の施工状況
③施工マンションの修繕部位とその改善例
④管理組合役員との打ち合わせの様子
⑤施工後の管理組合役員の声 ⑥現場スタッフのPR
動画サイトの利用ユーザーは全インターネットユー
ザーの半数を超え、その利用は現在も拡大していると言
われています。動画広告は今後、大きな期待が寄せられ
ています。
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スマートフォンやiPadで動画撮影したものを全建センターの編集部に
送信するだけで、処理・手続きすべて編集部が行います。

料金は動画1本 につき、3万円（税別）です。

問い合わせ

一般社団法人 全国建物調査診断センター
大規模修繕工事新聞編集部
☎03−6304−0278
info@daikibo.jp.net
http://daikibo.jp.net

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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マンション
みどりの維持管理

.3

Vol

前号に続き、植栽から10年たった緑地管理への提案と
して、ポイント３を掲載します。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としてください。
ポイント③

10年たった樹木の根について考える

10年たった樹木の根について考える上でも述べて参り
ましたが、樹木は時と共に成長しますそれは根も上部と
共に成長しているという事がいえます。
大きく成長した樹木の枝葉を見てその樹木の根の事を
考えた事があるでしょうか。樹木の根は樹種により特徴
が全く異なります。
♣対策と管理方法
樹木の根は普段地中に潜っていて目にはなかなか見え
づらいものです。
植栽時には将来の根の張り方を予測しないといずれ道
路舗装やマンションの基礎に影響をあたえかねません。
樹木の根は、地中に深く伸びる事が出来なくなった時、
長く遠くに伸びると必然的に根元が太くなり、結果「根
上がり」を起こしてしまいます。
その結果、舗装を持ち上げてしまったり、根が地表に
浮き出して歩行や走行に支障をきたす原因にもなってし
まいます。
また、大きな頭のわりに根が小さすぎて強風で倒れて
しまうという可能性も考えられます。
♣根上がりによる根の対策
根上がりが発生した場合、樹木の根のまわりの舗装を
撤去して、根茎域を明らかにし、土壌を入れ替え、根を
地中に向かわせるなどの方法があります。
また、大きくなった樹木の抜根を行い以前より規模の
小さい樹種の樹木を植栽しても良いと思います。
♣強風による倒木
樹木の生長に伴い、枝葉が繁ることによって風の抵抗
を受けやすくなります。
根鉢が浅く樹木が倒れてしまう場合は、支柱を施す事
により、強風に対抗することができます。

植栽から10年たった
緑地管理への提案②
よくマンション植栽に使用されるゴールドクレストな
どのコニファー根は上部に比べて根の成長が遅いため、
強風で倒れやすい傾向にあります。
一部のコニファーは安価で植栽時に大量に使用される
ことが多いですが、こういった傾向を踏まえて、もう一
度植栽樹種を見直す必要もあるではないでしょうか。
＜参考＞株式会社牧野造園
E-mail：maki@makinozoen.mkgp.jp
URL：http://makinozoen.mkgp.jp

◆緑のリニューアルとは
緑のリニューアルとは、
これからも住み続けたくな
る住環境を創り出すため
に、 管 理 費 予 算 に 合 っ た
（維持管理を軽減もしくは、
効果的に使って）緑や環境
の改善を図ることをいいま
す。
例 え ば、 築 10 ～ 15 年 みどりの管理をきちんとすると
を経過したマンションの緑 植栽は生まれ変わる
は、定期的に管理をしていても樹木が大きく生長して、日
当りや見通しを悪くするなど生活や防犯面などで支障をき
たしたり、維持管理費をかけても植栽本来の機能や効果が
発揮されず無駄な投資になっている場合が多くあります。
そのような状況を改善するために、緑のリニューアルを
行います。
緑のリニューアルは、緑の診断から始まり、改善方針や
リニューアルプランの作成、
リニューアル工事の実施計画、
合意形成のための資料作成（管理組合議案書づくりなど）
が必要となります。
また、リニューアル後の中長期的な管理計画の作成も必
要となります。
最後になりますが、マンションの緑は単にマンション居
住者だけのものではなく、街の環境財産でもあります。マ
ンションの緑の管理は、周辺の緑や街並みとの関わりにも
配慮して実施していく必要があります。
＜参考＞
『マンションのみどり Q&A』
公益財団法人 都市緑化機構 http://urbangreen.or.jp

「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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外壁のカラーシミュレーション

その❶

「修繕工事とカラーコーディネート」
色彩アンケートが居住者の関心のきっかけに
近年、マンション大規模修繕工事において、外壁塗装
の際のカラーコーディネートが注目されています。
そこで、関西ペイント販売の１級カラーコーディネー
ター（環境色彩）に協力してもらい、
「マンション外壁の
色彩について」
「周辺の環境」
「色彩調和」
「外壁の塗り分
けと色」
「よくある質問」などの項目に分け、シリーズと
して掲載していきます。
◇
マンションの外壁は12年周期で塗り替えや補修をする
計画を立てているケースが一般的です。適切な修繕を行
わなければひび割れが進行し、雨水などの水分が浸入、
結果として外壁コンクリートの落下などの危険を招く可
能性が出てきます。
このため、大規模修繕工事で外壁の塗り替え等を行い
ますが、住み心地向上には外壁色の選択は重要なポイン
トです。さらに色の選択には周辺環境との調和も大切で
す。
また、一般の居住者が修繕工事に関心を持ってもらう
きっかけに外壁の色彩についてアンケートを取ると効果
的であると言われています。
◇
こうしたことから、工事会社の立場からも管理組合に
対してカラーコーディネートの提案が一般化してきまし

た。そこでメーカーである関西ペイント販売に対し、各
号テーマを決めて色彩についての基本やトピックなどを
聞いていきます。
関西ペイント販売では１級カラーコーディネーターが
修繕計画に参加し、住民アンケートなど管理組合の意見
を調整しながら、高品質の塗料を提供するとともに、心
地よい生活環境のマンションを目指してさまざまな色合
いを提案しています。
〈次号は「マンション外壁の色彩について」
〉

1級カラーコーディネーターとは…
東京商工会議所が認定する資格。１級～３級に分
かれており、１級はさらにファッション色彩、商品
色彩、環境色彩の３分野がある。特に住宅・建物等
の資格である環境色彩は他に比べて難関で、2014年
度の合格率は13.4％だった。
●問い合わせ
関西ペイント販売㈱
マンション外壁改修塗料相談センター
東京：☎03-5771-8905
大阪：☎06-6203-5701

関西ペイントおよび関西ペイント販売は2013年から、英国のサッカーク
ラブチーム「マンチェスター・ユナイテッド」（Manchester United Football
Club Limited）と、塗料メーカーとしては世界で初めて、公式グローバルパー
トナー契約を締結いたしています。
昨年６月には、屋根用高日射反射率塗料「アレスクール」とターペン可溶
ウレタン樹脂塗料「カンペ１液ＭレタンＨＧ」の２商品に「マンチェスター・
ユナイテッド」意匠デザイン缶を採用するなど、顧客に対して彩りと楽しさ
を提供しています。

東京本社エントランスに飾れている「マンチェスター・ユナ ▶
イテッド」のポスター、レギュラー選手のサインボール等

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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カシワバラ・コーポレーション

新社長に柏原伸介氏
マンション大規模修繕工事等を手がける㈱カシワバラ・コーポレーションは３月１日付で、柏
原伸介・専務取締役が代表取締役社長に就任した。前社長の柏原伸二氏は取締役会長に就く。
また同日付で関東支社を本社に昇格し、岩国・東京の二本社制を導入した。
【新社長】
柏 原伸介（かしわばら・しんすけ） 1980年１月14日山口・岩国生まれ。明治大学農学部卒。
米国サンタモニカカレッジ卒。2006年柏原塗研工業（現カシワバラ・コーポレーション）入社。
2013年専務取締役。
【新体制】
東京本社：〒108−0075  東京都港区港南一丁目８番27号 日新ビル９階 ☎03−5479−1400
岩国本社：〒740−0022  山口県岩国市山手町一丁目５番16号 ☎0827−22−1255

柏原伸介・新社長

新刊紹介 低炭素社会の実現に向けマンションのスマート化へ
節電はもちろん、エネルギー管理（測定器で電気の利
用状況を把握する、電気を使う時間をずらす＝ピークシ
フトなど）により、スマートに（賢く）限りあるエネルギー
や資源を効率的に利用しようと経済産業省が推し進めて
いるのが「スマートマンション」である。
具体的にマンションに導入されるスマート化には次の
５項目がある。
①共用部分・専有部分の電力需要の「見える化」（エ
ネマネ）②電力のひっ迫時に電力需要が起きる時間をず
『まるわかりスマートマンション
スマートマンションが基礎からわかる！』
著者／日下部理絵（マンション管理士）、古澤和也（太陽光発電アドバイザー）
発行／住宅新報社 体裁／ A5 判・196 ページ 定価／ 1,500 円＋税

らす節電協力（DR）③時間帯別料金やピーク価格など独
自の料金プランの設定（独自料金）④太陽光発電や蓄電
池等による電源確保（創蓄連携）⑤エアコンや照明など
の消し忘れを情報通信技術で遠隔操作（家電制御）。
スマート化の推進はもちろん、東日本大震災を契機と
してエネルギーの需給が変化し、また地球温暖化問題に
関する意識が高まっていることに由来する。低炭素・循
環型社会の構築を図り、持続可能な国土づくりを推進す
るといった国の重要課題の一環である。
本書では、低炭素・循環型社会を実現するためにも、
建物自体が高断熱性能を装備する、省エネ型の設備機器
を搭載する、エネルギー管理を導入することが今後、必
須になっていく、と述べている。

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、

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

オートロックマンションの新聞配達
どうしていますか？
防犯はマンションの大
き な 課 題 の ひ と つ で す。
そこで気になるのが日本
特 有 の 新 聞 配 達。 各 戸 に
配達するまでのサービス
は諸外国ではあまり見受
け ら れ ま せ ん。 マ ン シ ョ
ンでは、防犯を目的にオー
トロックを導入していま
すが、オートロックと日本の新聞配達の関係性はどうク
リアされているのでしょうか？夕刊は集合ポストという
マンションが多いようなので、朝刊での事例を集めてみ
ました。
◇ ◇ ◇
24h機能の防災センターあり
〈360戸・1棟・オートロック2個所〉
24時間体制の防災センターに、主要な大手新聞販売店
の配達人の顔写真、氏名等を登録し、防災センターの番
号を押せば、センターの警備員が確認し入れるようにし
ている。
◇
管理組合が「立ち入りダメ」
〈206戸・2棟・オートロック2個所〉
管理組合の決めごとは１階の集合ポストへの投函のみ。
各自宅まで希望する住戸は各自で新聞販売店と契約し、
配達人がエントランスのインターホンで部屋番号を押し
て建物内に入ってもらわなければならない。例えば５時
～５時半の間などと契約し、そのときには起きて待って
いるといった具合。
◇
不定期に暗証番号を変更
〈30戸・1棟・オートロック1個所〉
主要な大手新聞販売店の担当者へ暗証番号を教えて、
各戸への配達を可能に。暗証番号は不定期に変更する。
◇
後付けオートロック…そして？
〈100戸・1棟・オートロック1個所〉
後付けのオートロック。テンキータイプで解錠できる
ようにした。外部の新聞販売店に暗証番号を知らせるの
は防犯性が低くなるため、住み込み管理員や販売店との
話し合いで解錠時間を５時と定めた。同時にエントラン
スに防犯カメラも増設した。

◇
超高層マンションは完全防備
〈1600戸・1棟・オートロック3個所（正面玄関、１Ｆ
エレベーター、各階フロア入り口＝1住戸に対して3個
所）
〉
契約している新聞販売店スタッフの顔写真を登録し、
24時間マンションに勤務している管理会社が必ず本人と
顔写真を照合し、全フロアのセキュリティーパスを渡す。
◇
早朝1時間のみオートロック解錠
〈200戸・4棟・オートロック4個所〉
オートロックは住み込み管理員が早朝５時から６時ま
でを解錠。その間に新聞配達を促す。防犯対策は防犯カ
メラの設置にて。
◇
入館時は腕章巻いて
〈100戸・2棟・オートロック2個所〉
契約している新聞販売店へ暗証番号を教えると同時に、
マンション内へ入館する際にはあらかじめ渡している管
理組合名の入った腕章をつけてもらう。
◇ ◇ ◇
今やエントランスのオートロックは新築ではついてい
て当たり前の設備です。防犯やプライバシー保護、また
は資産価値を考えると、既存マンションでも設置するこ
とが望ましいと考えられ、設置を希望する住民も多くなっ
ています。
ただ、後付けで設置はしたものの、うまく機能できず
に外してしまったという管理組合もあるようです。
事例でもあるように、新聞配達や宅配業者の問題や監
視カメラとの連携、またはエントランスにオートロック
をしても駐車場から建物内に入れる構造など、オートロッ
クの機能性と利用の仕方がどこまでリンクするかが問題
となってきます。
後付けの場合は設置す
る前に管理組合でよく話
し合いしてから決断する
必要がありそうです。
（編集部）
新聞配達といっても複数社の出入りがあり、配達人の交代もあ
る。配達人が入った隙に不審者がもぐりこむケースもあると考
えると、どうすればよいのか慎重に検討したいテーマといえる
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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！

業界初の小規模修繕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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●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

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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教えて！管理組合交流相談室
Q19 ベランダに物置を置く人への対策は
ありますか？ Part2

ベストアンサー編

次いで、国土交通省が発表している中高層共同住宅使
用細則モデルです。

＜第63号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答
ルール作りの参考に判例、使用細則モデル紹介

○○マンション使用細則
（バルコニー及び屋上テラスでの禁止行為）
第11条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー
及び屋上テラスにおいて、次の各号に掲げる
行為をしてはならない。

前回、ベランダ・バルコニーは共用部分であることを
住民に周知し、勝手な使い方を認めず、管理組合がルー

一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂
による花壇等（芝生を含む）の設置又は造成

ルを作って使い方を規定することが大切であると書きま

二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、

した。

縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造

そこでルールを作る際に参考となる裁判事例を紹介し

三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機

ます。

器等の設置

バルコニーに物置を設置した人（賃借人）に対し、物
置 の 撤 去 を 命 じ た 判 例 で す。 物 置 は 間 口1.5m、 奥 行

四

緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置

90cm、概ね大人ひとり分くらいの大きさでした。

五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品
の設置若しくは取付け

取り外して移動が容易ではないこと、バルコニーの清
掃がしにくく、落ち葉がたまり、排水の妨げになること、

六

防水工事の際に移動の手間暇がかかること、外観を悪く

七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法

していることなどから、管理組合は「共同の利益に反す

多量の撒水
以外の使用

る行為」であるとして、行為の差し止めを求めました。
結果として美観面、緊急時の避難の妨げとなる機能面、

判例や使用細則モデルを参考に、それぞれのマンショ

修繕工事への影響、そして躯体への影響等を考慮して総

ンでもルールの見直しまたは住民への周知をしてみては

合的に判断され、物置を撤去するよう命じられました。

いかがしょうか。

教えて！管理組合交流相談室
Q20

クエスチョン編

管理組合の法人化のメリット・デメリットは？

現在、管理組合の預金口座名義が「○○○○管理組合
理事長○○○○」という理事長の個人名義となっていま
す。理事は輪番制であり、そのときの理事長が破産した
場合どうなるのでしょうか。逆に大規模修繕工事などで

な負担が大きくなります。こうしたことから法人化の話
が進んでいます。
管理組合の法人化のメリット・デメリットを教えてく
ださい。

借り入れを行う場合は理事長名のため、理事長の個人的

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
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ちょっと一息

10のものを
10発揮する努力

企業の中で10の力を10発揮しているところは少ない。多く
が10のうち７くらいの力しか出し切れていないように思う。
であれば、10のものを12にするより、７のものを９にしよう
とする努力の方が、よほど、実現が容易なのではないだろう
か…。
その一例として、元帝国陸軍大本営参謀から、伊藤忠商事最
高顧問に転身し、土光臨調の参謀長にまで登り詰めた瀬島龍三
氏を紹介します。山崎豊子氏の小説『不毛地帯』では、その主
人公のモデルに擬されたと言われています。
瀬島氏は、「不毛地帯」で描かれたところの第三次中東戦争
における情勢分析について、こう述べておられました。
曰く、
「①
イスラエルが勝つ ②短期間で終わる ③スエズ運河は閉鎖さ
れる」と。
当時、大方の予想は、すべてその逆であったにも関わらず、
瀬島氏はこれをすべて的中させたそうですが、中でも特に人々
を驚かせたのが③を的中させたことだったそうです。
瀬島氏に、それが予測できた秘密こそ、この稿の本旨なので
すが、それはエリート参謀の出で、伊藤忠入社後も、企業内参
謀本部を作った男の発想とは思えない着眼点でした。
瀬島氏が副社長になったとき、彼は自ら世界中の伊藤忠の支
店、営業所を回ったのだそうです。中には、アフリカなどの、
あまりに辺鄙な営業所で、そこの駐在員をもちゃんと訪ねて
回ったと言います。

でも、訪ねて来られた方としては、突然、本社のお偉いさん
がくるなんて、
「何かあるんじゃないのか」と、疑心暗鬼になっ
たそうですが、粗末な駐在所で共に夜を徹して話し込み日本か
ら持ってきた酒を酌み交わすうち、段々と、皆、心を開くよう
になったとか。
彼らにしてみれば、一番、耐えられないのが、
「自分は忘れ
去られている」と思えること。 「俺は忘れられて居るんじゃ
ないか…」という気持ちは即ち、商社にとって命綱とも言うべ
き情報の末端神経が機能不全を起こすことを意味するわけで
す。
瀬島氏は、彼らに、
「何を言ってるんだ！会社は、おまえを
頼りにしているんだぞ！」と言い、あるいは「心配するな！本
社に、この瀬島が居る限りは…」みたいなことも言ったでしょ
う。
これで、奮い立った、これらの営業所から送られてきた情報
を基に、瀬島氏は第三次中東戦争を分析し、伊藤忠に莫大な利
益をもたらしたわけです。
10のものを10発揮させる努力…、おわかり頂けたでしょう
か。
（文：小説家・池田平太郎／絵：そねたあゆみ）
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