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修繕奮闘記File Data 75
外構、ダスト室を全面改修

管理組合の計画修繕はいまだ途上

ライター kitamiの『お邪魔しま～す！』
ミャンマー研修機構2015.1③

実習風景の見学、高い評価と感想の声

―識者に訊く―
笑顔をいただけるような仕事を提供する

シンヨー㈱　中尾祐輔社長

『お邪魔しま～す！』②
外国人作業員の時代がやってくる!? Part17

来日30日、実習生の生活は…？

修繕奮闘記File Data 76
タイル傷つけず「つかみ金物」で足場固定

打ち放し面にはフッ素樹脂光触媒を採用

工事費削減のヒント①
足場の種類も一長一短、検討の価値アリ

教えて！管理組合交流相談室 
Ｑ 管理組合の法人化のメリット・ 

デメリットは？

Ａ メリットは個人の負担減、逆は 

手続き・費用・罰則規定

Color Planning②
色彩の検討は修繕計画の立案とともに

早い時期からスタート！

Seminar
次回は来年7月26日㈰

　国土交通省は３月27日、第11回「マンションの新たな管理ルールに関
する検討会」（座長：福井秀夫・政策研究大学院大学教授）を開き、最終
報告書案が了承されました。この報告書をもとに５月から、マンション
標準管理規約改正に関するパブリックコメントを募集。今夏には規約改
正を発表する予定です。
　同検討会は、役員のなり手不足による（区分所有者のみで適正な管理・
修繕を行うことができない）「管理不全マンション」の業務体制・運営の
あり方への対応を大前提として議事が進行していきました。
　専門家を活用した「第三者管理方式」を中心とした議論をはじめ、「管
理組合は財産管理団体」であることから現標準管理規約の「コミュニティ」
条項を削除する等の話し合いに終始していったのです。
　このため、検討会の開催は第９回（2012年８月）から、第10回（2015
年２月）まで２年６カ月のブランクが生じる結果となりました。当事者
である管理組合団体や管理会社の業界団体、日本マンション学会などか
ら各方面から批判的な意見があり、その影響が少なからずあったからで
はないかと考えられます。
　折しも総務省が2014年７月に発足した「都市部におけるコミュニティ
の発展方策に関する研究会」では、防災の観点から所有者全員加入のマ
ンション管理組合をどう地域コミュニティに取り組んで行くかが話し合
われており、コミュニティ条項を排除する国交省と真逆の議論が展開さ
れています。今後の行政のあり方も問われることとなりそうです。

◇
　報告書では標準管理規約の改定対象となる14項目をあげ、考え方の方
向性、問題意識、パブリックコメン
トの素案等をまとめています。
　外部の専門家を活用した管理方式
を３ペターン提示。同時に役員の資
格要件、役員等に就任した外部専門
家の監督、利益相反取引の防止等の
規定を整備する。理事会の議決権代
理行使（出席）を規約に明文化する。
総会議決権割合は階数や方角等の価
値割合の選択肢を提示する。コミュ
ニティ条項を排除する。以上が主な
項目です。
　詳しくはパブリックコメント募集
後の国交省のホームページで確認し
てください。

報告書作成、5月パブコメ募集
今夏、標準管理規約改定へ

コミュニティ条項削除

国交省・新管理ルール検討会

3月27日経済産業省別館で開かれた
検討会の様子
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　File Data. 75　東京都江東区／北砂四丁目住宅管理組合

管理組合

　東京都住宅供給公社が維持管理を行っていた35年。この時
間を取り戻すかのように管理組合が主体となり、資産価値を意
識した維持管理を行っている。
　資産価値とはつまり「若者、ここに住んで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」にすること。

「北砂四丁目住宅」とは…
　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。
　管理組合ができてからというもの、これまでの公社の維
持管理を取り戻すように組合の取り組みが活発となり、本
紙第22号File Data.27、第60号File Data.69でも過去の工事
例を紹介。現在も継続している工事計画の途中である。

外構、ダスト室を全面改修
管理組合の計画修繕はいまだ途上

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。

一方で「年老いた親たちのためにもバリアフリー」も同時に視
野に入れている。
　今回、計画修繕第３弾として紹介するのは、駐車場や建物外
周のアスファルト舗装打ち替え等の外構改修と、建物内に22
カ所あるダスト室（上階のダストシュートにごみを入れると１
階のゴミ溜め室まで落ちていく仕組み）の改修工事。
　駐車場・車路・外周は既存のアスファルトを撤去し、植栽を
伐採・移植。埋設排水管の補修も行うなど、すべて剥がして敷
きなおすといった全面改修となった。
　幸いなことに仮設駐車場は北側の空地を利用することができ
た。また南側の空地には築山を作ってツツジや紅葉を移植し、
庭園とした。
　植栽を整理したことで車１台分のスペースを幅2.3mから
2.5mへ広げ、さらに駐車しやすいようにラインを２重線とし
た。身障者用の駐車場を新設することもできた。
　外周のアスファルトを剥がしてわかったのは埋設排水管の詰
まり。排水が逆流していたり、その他雨水マスに汚水が流れ込
んでいる部位もあった。詰まりはバキュームで除去し、補修に
あたった。
　ダスト室は、天井・壁・床、玄関扉のサッシ、給排水設備、
照明交換等の全面改修工事。北側と南側のダスト室のどちらか

ダスト室の施工中と施工後① ダスト室の施工中と施工後②

植栽の移動により、1台分の幅
を20cm広く、ラインも2重線
とした

駐車場の既存アスファルトを撤
去。車両は建物北側の空地へ移動

舗道に見栄えのよいインターロッ
キングを採用

同時に駐車場敷地内にあったツツ
ジや紅葉を建物南側空地に移植

▶ ▶



3

工事データ
○工事名／北砂四丁目住宅平成26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
・ 共通仮設／現場事務所、作業員休憩所、資材・廃材置

き場の設置等
・ 外構改修／駐車場・車路・外周のアスファルト舗装打

ち替え、排水設備、植栽移植等
・ ダスト室改修／ダスト室の天井・壁・床補修、サッシ

交換、給排水設備、照明交換等
○工事期間／ 2014年11月10日～ 2015年３月30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

ダストシュートの補修 配管スペースのコンクリート
を斫る

ダクト室入口の既存サッシの撤
去、新設する

壁の脆弱部分の下地補修にはピンネット工
法でモルタルをコンクリートに打ち付ける
方法と、ネットバリア工法で繊維シートに
より新仕上げ層を強化する方法を採用

設備改修を行ったあと、点検口を
設置するため、サッシ枠を溶接中

ダスト室の床面に無機防水を塗
布。仕上げは長尺シートを敷き詰
める

外周の埋設排水管の補修。横主管
が詰まっていて排水が逆流する部
位もあった

片方を使えるように工程管理をしたが、526戸のごみが片方に
集まる。工期は片方約３カ月。住民は不便を強いられたようで
あった。
　ただし、施工後は清潔感あふれるダスト室に変身。管理組合
の願う資産価値アップにつながる改修工事となった。
　次回工事は今秋予定。管理組合の計画修繕はいまだ途上であ
る。



4

マンションライフライターマンションライフライター

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・ヤンゴンで実施したミャンマー研修機構視察（平成27年1月29
～ 31日）の最終日の模様をお届けします。

ミ ャ ン マ ー 研 修 機 構

外国人作業員の時代がやってくる！？Part16
実習風景の見学、高い評価と感想の声
　１月31日、JETROヤンゴン事務所を後にした我々一行
は、面接を通った実習生が塗装や防水の作業を学んでい
る、ヤンゴン郊外のアウンパラヒータ寺院に移動しまし
た。
　この寺院は約2,500人の生徒数を持つ学校を兼ねていま
す。さらには台風で親を失くし、家を飛ばされてしまっ
た子ども、橋の下で暮らしていた子どもなど60人以上の
孤児を僧侶が預かって育てています。
　こうした活動の資金源の多くは寄付で賄われているそ
うです。ツアー参加者からも少なからず寄付をさせてい
ただきました。代表者の僧侶はミャンマー人を技能実習
生として受け入れる改修業界の代表らに対し、「若者には
技術を、さらには教育を含め子どもたちの未来への援助
もお願いしたい」と通訳をとおして話していました。
　全建センターでは、金銭的な寄付だけではなく、学校
そのものを実習の教材として修繕工事を行わせてもらっ
ています。無償で学校がきれいになる、実技の場が与え
られるなど、寺院や全建センター双方にメリットがある
ことが目的です。
　さて、面接をとおり、技能実習生としてカリキュラム
をこなしている若者たちの実習風景の見学です。日本の
企業のトップが見学に来たとあって、やや緊張ぎみのよ
うでしたが、参加者からは「ずいぶん上手だな」「うまい
子だけ実践してみせているのでは？」などとかなり高い

アウンパラヒタ寺院では休日にも関
わらず、たくさんの子どもたちが出
迎えてくれた

寺院の代表である僧侶（中央）が通
訳をとおしてミャンマーの教育の現
状を説明

視察ツアーの目的である実習生の
研修風景

技能実習は6カ月間でカリキュラ
ムをこなす

歓迎会では少女の踊りや生徒たちの
演奏、寺院が用意した食事を振舞っ
てくれた

材料は関西ペイント、ダイフレック
スの提供で日本製を使用している

　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。

　ミャンマー研修機構とは

評価と感想の声をいただきました。
　彼らはここで塗装、防水の技術を学び、日本にやって
きます。マンション改修業界が国際貢献していくための
第一歩と考えられる、2015年１月の視察ツアーはこの寺
院を最後にスケジュールを終えました。（おわり）
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名　　称 シンヨー株式会社

創業・設立 1930年（昭和５年）５月・1952年（昭和27年）４月

資 本 金 ５億円

代 表 者 中尾　祐輔

所 在 地

本社
〒210−0858
神奈川県川崎市川崎区大川町８番６号
☎044−366−4771㈹
仙台支店・新潟出張所・鹿島支店・千葉支店・
千葉西支店・さいたま支店・東京支店・東京
営業所・川崎事業所・名古屋支店・四日市支
店・大阪事業所・堺出張所・岡山支店・広島
営業所・福岡支店／海外グループ

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.sinyo.com

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／プラントメンテンナンス、大型鋼構造
物の塗装工事／技術専門職の人材サービス

− 新社長に就任されてから1年が経ちました。マンションリ
ニューアル事業にはどのようなイメージを持たれましたか？

　私は長くプラント塗装業界にいましたが、事業全体を見渡す
ようになって、特に建物リニューアル事業に関しては、仕事の
進め方など業態が違うと感じました。
　基本的にお客様に満足していただける仕事をするというのは
どこも共通です。
　しかし、エンドユーザーである管理組合と直接お話をさせて
もらう、住民が暮らしている中で工事をさせてもらう…プラン
トは会社同士、または担当者とのお付き合いですから、こうし
た仕事の環境はありません。
　そのためか、リニューアル事業部の作業員のほうが物腰がや
わらかで、みんなやさしそうにみえますね（笑）。

−中でもマンションリニューアルで注力している点は？
　お客様とのコミュニケーションを深めることです。
　マンションリニューアルでは工事をきちんと行うことはもち
ろんのこと、資金計画と工事の優先順位、工事中の安全や環境、
工事後のアフターフォローなどを提案する力が必要だと感じま
す。通り一辺の工事ではなく、お客様のニーズがどこにあるの
かを理解して、すくい上げ、そのニーズを反映した提案力を持
つことです。
　今年４月から弊社ホームページを刷新しました。特別に大規
模修繕工事相談プラザといったサイトを設け、相談先の見つけ
方、適正時期と工事内容・種類、建物調査診断、発注時のチェッ
クポイント、セキュリティシステムなどを掲載し、管理組合の
方々がひと目でわかるように見やすく作成しています。
　
−お客様満足度へさらに尽力していることは？
　弊社は全国に事業所・支店を配置していますが、これまで工
事後のアフターフォローは各店所任せになっていました。そう
すると、実施されたかどうかの管理ができません。
　アフターフォローをきちんとこなせないようではリピートも
ありません。
　そこで本社にアフターメンテナンス管理室を設置。情報の一
元管理を行い、アフターフォローの「漏れ」を起こさないよう
体制を整えました。
　定期的な点検・修理を行うことで、アフターを充実し、お客
様に満足してもらえるよう努めています。

−社内研修などの取り組みはどうですか？

創業85年、軍艦塗装からマンションリニューアルへ
「これからも笑顔をいただけるような仕事を提供する」

　2015年５月、85周年を迎えたシンヨー㈱の創業は、横須賀海軍工廠の諸施設と

軍艦の塗装からはじまる。軍艦には「赤城」「陸奥」「長門」など往時の帝国海軍

が誇る艦船が名を連ねた。戦後は復興の夜明けとともに日本経済が吹き返し、プ

ラントやタンク等の塗装の需要が急伸。昭和40年代には中東における石油化学プ

ラントの塗装など、シンヨーは海外進出で成長を遂げる。一方、オイルショック、

円高などを経て、パラダイム変換の時が迫まってきた昭和60年代、建物のリニュー

アル等、国内事業へとシフトをチェンジ。今や事業売上の７割を占めるマンショ

ンリニューアルのはじまりがこの時期であった。塗装専業会社の先人として歴史

を歩んできたシンヨー。昨年、新社長に就任した中尾祐輔氏に現在の会社の取り

組みなどについて話を聞いた。

　会社はやはり組織力
です。個人のスターが
いるかいないかで会社
の評価を決められるものではありません。
　このために必要なのが教育システムです。
　年２回、若手や中堅以上などにクラス分けして技術研修会を
２日間にかけて行っています。内容は、建設業法や安全衛生教
育の知識、品質管理マニュアルの徹底、安全衛生関係提出書類

（グリーンファイル）の作成方法など。
　危険体感訓練もあり、実際に安全帯を着けて足場を組んだり、
専門機関に依頼してCGで視覚的に人が落ちる様子などを体感
してもらいます。
　何が危険なのか―危険予知ができなければ作業員に対する指
示ができません。
　研修を繰り返すことで、だれもがどの現場にいってもシン
ヨーの看板を背負って仕事ができるような体制を構築していま
す。

−最後に一言お願いします。
　弊社の大規模修繕工事のキャッチコピーは「あなたの笑顔を
作りたい」です。
　長年の実績と経験、技術をもとに、これからも笑顔をいただ
けるような仕事を提供し続けていきます。

この人に訊く― シンヨー株式会社　中尾祐輔代表取締役社長

中尾祐輔　代表取締役社長
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「ごみ出しルールも覚えた」
　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）が成田空港
に到着したのが２月16日。その後、千葉・柏のル・シエ
ラ国際交流日本語教育センターで１カ月の日本語研修を
受けて３月18日、株式会社アサヒ建裝（本社横浜・坂田
舟平社長）に赴任しました。
　それから約30日の４月13日、実習生らがどんな生活を
しているのか―ライター kitamiがちょっとお邪魔してきま
した。
　アサヒ建裝の本社所在地は横浜市青葉区の閑静な新興
住宅地。当日は三浦豊会長、坂田舟平社長が迎えてくれ
ました。
　三浦会長によると、実習生は３月19日にミャンマー人
の通訳を入れた新規入場教育を行い、翌日から２人ずつ
分けて、主に現場の清掃、作業の確認など「見習い」と
して仕事を開始。少しずつ日本の環境に慣れていっても
らっているそうです。
　お邪魔した当日は朝から強い雨のため、実習生６人の
うち、３人の仕事がお休み。そこで彼らのアパートに伺い、

30分くらい話を聞かせてもらいました。
◇

　アパートは会社から歩いて10分ほど。2DKを３戸、２
人ずつ入居しています。
　３人に会うと、なんと明るいこと。ニコニコと、会長
や社長に対しても、３人ともが“われ先に”と話しかけ
てきます。その様子で会社に溶け込んでいるのがよくわ
かりました。
　朝は６時ころ起床。７時30分には会社に集合、車で現
場まで移動し８時30分から作業開始。昼ごはんは自炊の
弁当。夕方は17時30分に仕事が終わり、18時～ 18時30
分にはアパートに帰ります。夜は食後にテレビを見たり、
インターネットで家族と会話したり。休日は掃除、買い物、
料理をしているそうです。
　「マークをみて分別。ごみ出しルールも覚えました」と
いうように、日本の生活にも慣れてきています。「桜がと
てもきれい」「富士山、見えた」とも。
　面白いのは、現場では日本名で呼ばれていること。彼
らは母国でも苗字がありません。それに発音も難しいこ
とから、彼らの名前の頭文字をとって、上田、宮田、青

来日30日、実習生の生活は…？
外国人作業員の時代がやってくる!? Part17

部屋を案内してくれた実習生たち

キッチンで自炊生活。弁当も作る

会社が用意したアパート

押し入れの中はまだスカスカ。日本の布団が
積まれている

テレビ、洗濯機、Wi-Fi ルータなど、家電は
すべて会社が用意した

木など、ニックネームのように職人さ
んから呼ばれているそうです。
　逆に実習生からは、「人によって喋
る言葉が違う」という戸惑いも。喋り
言葉の日本語は習っていないのですか
ら、仕方ありません。
　すべて少しずつ慣れていき、全建セ
ンターの実習生第１陣として後続の

「見本」となることを期待しています。
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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

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

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。

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！

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



8

協友会（協立技研株式会社安全協力会）
より高い品質を目指して、協立技研、協友会が ISO9001 認証取得（協力会としては日本初）

豊富な実績と高い技術力で、皆様の建物を守ります。

協立技研株式会社
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
　　　E-mail: info@kyouritugiken.co.jp

TEL. 0725-22-0515
FAX. 0725-22-0575

施工実績30年

お客様フリーダイヤル
ニ コ ニ コ ニホンhtt

p:/
/w
ww
.ky
ou
ritu
gik
en
.co
.jp

　File Data. 76　大阪・西淀川区／キングマンション千船管理組合

管理組合

　2000年竣工のキングマンション千船壱番館（119戸）と
2001年竣工の弐番館（153戸）で３年前、大規模修繕工事を実施。
その際の設計・監理者の㈱リノシスコーポレーションと施工者
の協立技研㈱が、壱番館・弐番館の実績のもとに参番館（111
戸）・四番館（138戸）の大規模修繕工事を受注した。
　管理組合から評価されたもののひとつに足場を固定するため
に用いた「つかみ金物」の提案がある。キングマンション千船
は外壁が全面タイル張りのため、タイルを傷つけない工法を採
用したのだ。

タイル傷つけず「つかみ金物」で足場固定
打ち放し面にはフッ素樹脂光触媒を採用

打ち放し復元工法+光触媒コーティング
施工前 施工後

はさみ金具。上のアンカーブラ
ケットは協立技研で3,000台を保
有し、仮設会社に支給している

つかみ金物による足場の設置

施工から2年後の様子。汚れなど
の付着がまったく見られない

参番館（119戸） 四番館（138戸）

▶ ▶

側のみ採用。バルコニー側は手摺壁の厚みや逆梁で採用ができ
なかった。工法が良かろうとも現場の状況判断を優先させるの
は基本。同じマンションでも部位ごとに形状が異なるケースも
ある。
　次に工事の特徴は、打ち放しコンクリートの雨垂れによる汚
れの除去。４棟共有のコンクリートゲートにはフッ素樹脂光触
媒コーティングを提案した。

キングマンション千船壱番館（119戸）・弐番館（153戸）

　一般的に作業用の仮設足場
の設置する際、足場と建物を
つなぐために外壁に穴を空け
て躯体にステンレスのアン
カーを打ち込む。こうした場
合、工事終了後はアンカーを
埋めたまま部分的なタイル補
修を行うため、当然、穴埋め
跡が残ったり、目地の色浮き
が生じることになる。アン
カーを入れたままで、躯体に
も良い影響は与えない。
　こうした事態をさけるため
に提案したのが、「つかみ金
物」。各階のバルコニーや外
廊下の鼻先に設置し、外壁を
傷つけずに足場を固定したわ
けだ。
　ただし、本工事では外廊下
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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

工事データ
○工事名／キングマンション千船参番館・四番館・団
地共用部分大規模修繕工事　○建物概要／ 2003（平成
15）年、2004（平成16）年竣工・SRC造地上15階建・
２棟・249戸（参番館111戸、四番館138戸）　○発注者
／キングマンション千船団地管理組合　○設計・監理者
／㈱リノシスコーポレーション　○施工者／協立技研㈱
○主な工事内容／・共通仮設・直接仮設・下地補修・シー
リング・外壁塗装・鉄部塗装・防水・ごみ置き場修繕・
外構・その他工事　○工事期間／ 2015年１月～ 2015年
７月（予定）

■施工者：
協立技研株式会社
〒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
☎0725−22−0515

 0120−2525−24
info@kyouritugiken.co.jp
http://www.kyouritugiken.co.jp
■G-PFシステム工法元：
株式会社ピアレックス・テクノロジーズ
〒595−0016
大阪府泉大津市条南町４−14
☎0725−22−536
http://www.pialex.co.jp

　フッ素系樹脂の使用で雨水などが玉のようにならず、親水性
といって壁と汚れの間に入り込み、汚れを浮き上がらせる。
　また、光触媒に光があたると活性酸素が発生し、これが汚れ
を分解・汚れの付着力を弱める。さらに雨によって付着力の弱
い汚れが洗い流されやすくなるという仕組みだ。
　壱番館・弐番館で施工したゲートでは塗装後２年経過したが、
雨垂れ汚れもなく、美しさを維持している。
　協立技研ではメーカーの特約代理店をしているため、安価で
提案ができることが採用に至った要因でもあるようだ。
　とはいえ、やはり現場の評価が壱番館・弐番館から参番館・
四番館へと継続受注できた大きな理由といえそうだ。現場代理
人を務めた久宝政洋・一級建築士を担当工事長とすることで管
理組合に納得いただいた経緯も記しておきたい。

G-PFシステム（打ち放し復元工法・光触媒コート仕上げ）
※㈱ピアレックス・テクノロジーズHPより
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大 規 模 修 繕 工 事 費 削 減 の ヒ ン ト ①
―本当に必要な工事は何か？―

㈱ヨコソー　専務取締役　斎　藤　秀　人

　中高層住宅であるマンションで大規模修繕工事を行う場合、
費用の中で大きなウェートを占めると言ってよいのが作業用の
仮設足場です。作業者の作業環境を考えれば施工性の優れたも
のを選択することは必然です。
　とはいえ、マンションの建物は階数や形状が千差万別。それ
に対して足場が１つの工法だけとは限りません。主な特徴を下
記にあげました。

①枠組み足場
　・ 交差筋違、鋼製布板等の基本部材を組み合わせ、積上げて

構成する
　・ 枠組み足場に用いる部材のうち主なものは、厚生労働大臣

が規格を定めている
　・ マンションやビルのような中高層建物で一般的に用いられ

る

②くさび緊結式足場（ビケ足場）
　・建物の形状に容易に対応出来る足場として使用されている
　・ 部材がユニット化されておりハンマー１本で組み立てがで

き、枠組み足場に比べて低コストである
　・ 高層建物でも外壁の塗り替えなど短期間の補修に足場とし

て使用することもある

③ロープブランコ
　・高所の小工事において迅速な対応ができる。
　・ 足場や養生シートがないため、工期中の居住者の精神的な

負担（防犯関係、圧迫感）が少ない
　・ 隣の建物との間隔が狭く仮設足場を組み立てるのが難しい

個所や、裏側が塗装仕上げの壁面である場合、仮設足場に
比べて低コストある

　ビケ足場材はトラッククレーン車が不要のため、敷地のな
いマンションにも持ち運びやすく、複雑な形状の建物もOKで、
枠組み足場廉価なため提案をしやすいと言えます。ただし、一
般的に６階建てまでで、それ以上の建物は枠組み足場をクレー
ン作業で組み立てたほうが迅速で安くなるケースが多くなりま
す。
　ロープゴンドラについても、作業員の安全性に注意が必要な
ため、だれでもできるわけではありません。専門の会社に依頼
する必要があります。そもそもロープゴンドラで作業できる職
人は限られています。
　建物形状や工事の部位、施工性などによって、仮設足場費用
の削減を提案することができます。ただし、条件が合わなけれ
ば、かえって基本的だけれども費用のかかる枠組み足場が一番
コストパフォーマンスがよいということも考えられます。
　今回の工事費削減のヒントは、「足場の種類も一長一短、検
討の価値アリ」でした。

※ 工事費用の削減は安全性にも影響をおよぶ可能性があるた
め、人工数や材料費など根拠のある計算の上で、専門家の助
言のもとで検討する必要があります。

足場の種類も一長一短、検討の価値アリ

枠組み足場 -1

ビケ足場 -1 ビケ足場 -2

ロープブランコ

枠組み足場 -2
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　春から初夏に向け、毛虫が発生しやすい時期を迎えます。今
回は毛虫対策にスポットをあて、被害を小さくする方法や管理
上の留意点について『マンションのみどりQ&A』から引用し
ます。

毛虫の被害を最小限にするためには…
◆毛虫の被害を小さくする管理方法
　毛虫が発生しやすい樹種を知って、早めの対策をすることが
被害を小さくすることにつながります。毛虫の被害を最小限に
するためには、次の４つの方法があります。
①枝や葉ごと取除く
　毛虫を見つけ次第、毛虫のついている枝や葉ごと取除き、焼
却や土中に埋めるなどして、処分するのが最も確実な方法です。
発生の初期は、１個所に群がっている場合も多いため、薬剤を
使わなくとも容易に除去することが可能です。
②消毒を行う
　毛虫が目につくほどの大きさに成長する前の早期発見と、発
生時期に合わせた早めの消毒が効果的です。特に注意したい樹
種と毛虫の発生時期については、下表を参考にして下さい。 
③適切な剪定管理を行う
　被害を最小限にするためには、早期発見が重要なポイントで
す。適切な剪定管理を行うことによって、毛虫が発見しやすい
環境を整えましょう。また、適切な剪定で風通しを良好に保つ
ことにより、毛虫の発生を抑制する効果も期待できます。
◆管理にあたっての留意点
①農薬の使用について
　農薬には様々な種類のものがあります。発生している（して

マンション
みどりの維持管理
マンション
みどりの維持管理 毛虫対策―注意したい樹種と

毛虫の発生時期
Vol.4

いると思われる）毛虫に効果のある農薬を正しく選択して下さ
い。また、人体や植物への影響を及ぼさないようにするため、
使用方法を厳守し農薬の飛散対策を行ないましょう。隣接して、
生産農地がある場合にも飛散対策が必要です。
②毛虫の人体への影響について
　毛虫の中には、かぶれや腫れを引き起こすものがあります。
特に注意が必要なものとして、ツバキ・サザンカに発生するチャ
ドクガ、他にイラガやアメリカシロヒトリなどがあります。
　毛虫へのアレルギー反応は個人差があり、毒性の低い毛虫に
対しても反応する方もいるので、毛虫駆除にあたっては、長袖・
ゴム手袋などを着用し完全防備で行なって下さい。

注意したい樹種と毛虫の発生時期

虫の種類 樹　種 発生時期
チャドクガ ツバキ・サザンカ等 4月頃、8月頃

イラガ イラガ モミジ、ケヤ
キ、カキ等 6月頃、9月頃

アメリカシロヒ
トリ

アメリカシロヒトリ
サクラ、プラタナス
等

6月上旬、8月中旬

※発生時期は、地域や毎年の気候に影響されます。

　＜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
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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

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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●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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Q21　小修繕の提案や業者選定は管理会社任せでよいか？

　管理費会計の中に日常管理上のポンプの修理、フェンスの補
修などの小修繕項目がありますが、管理会社から提案される予
算に、この必要かどうかわからない費用が毎年計上されていま
す。さらにその工事は管理会社の下請けが行います。

　管理会社の提案を受け入れることで、管理委託費用のほかに
もどんどん管理会社に組合資産を取られているのではないかと
気になって仕方ありません。小修繕を組合主導で行うにはどう
すればよいでしょうか。

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編

メリットは個人の負担減、
逆は手続き・費用・罰則規定
　一般の管理組合は法人格を取得していませんが、法律上区分
所有者の団体を構成し、多数決原理で総会の運営や財産管理等
を行っていることから「権利能力なき社団」として認められて
いると言えます。
　とはいえ、「権利能力なき社団」は実際には法人としての登
記ができません。管理組合法人として登記することは、対外関
係（第三者との取り引き）、対内関係（管理組合と区分所有者
の関係）の法律関係が明確にするというメリットがあります。
　そのほか、法人格取得のメリットは下記のとおり。

Q20　管理組合の法人化の　　　
　　　 メリット・デメリットは？

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第64号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

　① 不動産登記、電話加入、預金等が管理組合法人名義ででき
る（団体財産と個人財産の区別が明確になる）

　② 管理組合の存在・代表者が公示される（第三者が不安なく
取り引きすることができる）

　③管理組合法人が訴訟当事者になることができる
　管理組合の預金口座名義は管理組合法人名義となり、大規模
修繕工事などで借り入れを行う場合も法人名義人で行うことが
できます。また、滞納管理費や迷惑行為等での訴訟も法人が原
告となることができるため、理事長や管理者個人の精神的負担
がずっと減るというメリットがあるのです。
　一方、デメリットとしては、法人化するために煩雑な手続き
や費用がかかることがあげられます。法人化は総会の特別決議
を経て法人となり、登記をしますが、法人化していない管理組
合よりも多くの罰則規定（区分所有法第71条５項等）があり
ます。
　このため、当面の問題に直面していない管理組合の法人化は
進んでいないようです。国土交通省マンション総合調査の結果
における管理組合法人化率は、平成20年度が10.8％で、平成
25年度が12.0％でした。
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マンション外壁の色彩について
　マンションの取り決めで重要なのは「合意形成」であ
ることに間違いありません。いかにスムーズに合意を得
るか─これは外壁の色彩選定でも同じことです。
　「色を変えてイメージチェンジをしてはどうか」「新築
時の外観を気に入って購入したのだから原状復帰してほ
しい」…要望は十人十色。理事会や修繕委員会に参加して、
外壁カラープランニングをする関西ペイント販売㈱の１
級カラーコーディネーターは「住民のみなさんの気持ち
を汲み取った色彩の提案ができるよう、ヒアリングなど
の事前準備をはじめ、検討プロセスが一番大事です」と
話す。
　投票結果により差異でもきちん手順を踏んだものであ
れば結果に対する満足度は高くなります。マンション外
壁の色彩については、住民の満足度＝合意形成のプロセ
スがキーポイントといえるでしょう。

定し、それぞれ景観の整備・保全を行っていましたが、
平成16年12月に景観法が施行、景観行政を一元化しまし
た。
　これによりマンション大規模修繕工事における外観の
変更などは、景観行政団体（地方公共団体）の長への認
定申請が必要となるケースも出てきました。
　東京都では都全域を対象とした「東京都景観計画」の
ほか、それを踏まえて東京23区・都下それぞれがさらに
細かく景観計画を策定している場合もあります。さらに

「東京都景観色彩ガイドライン」など、色彩基準の指針も
あります。
　内容としては、「高彩度の色彩は避け、空や樹木の緑、
土や石などの自然の色と馴染みやすい、暖色系で低彩度
の色彩を基本とする」等、ポイントがあります。
　例えば、自然より彩度が目立たないように、丘陵地で
は突出した色は使わない、海辺では逆に暗い色ではなく
白っぽい色がよい、川沿いは町並みとしての統一感、遊
歩道からの眺めを意識した暖色系低彩度色がよいなどで
す。
　しかし、実際の色彩基準はこれを数値化し、JIS規格に
採用されている「マンセル表色系」を採用しているため、
カラーコーディネーターのようなプロの知識が必要にな
ります。
　2020年には東京五輪・パラリンピックの施設（スタジ
アム、選手村、メディアセンター等）が臨海地区に設置
されることから、海からの目線を意識した色彩基準が適

色彩の検討は修繕計画の立案とともに
早い時期からスタート！

外壁のカラーシミュレーション　その❷

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へ̶。

川沿いの建物は川からの目線を意識し
た色彩基準が適用される

用されています。
　マンションでも届出
違反に対する罰則には
罰金や懲役、是正勧告、
変更命令などがありま
すので、プロのアドバ
イスを得ることをおす
すめします。

＜取材協力：関西ペイント販売㈱東京建設塗料販売部＞

周辺の環境
　マンションではプロセスが重要ということから、色彩
の検討は修繕計画の立案に含めて行うなど、早い時期か
らスタートする必要があります。
　これまで地方公共団体が自主条例として景観条例を制
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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

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

※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。


