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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律」
、いわゆるマイナンバー法の公布によって平成27年10月から、個
人は12桁、法人は13桁の番号を与えられることが制度化されました。
このマイナンバー制度は、
「住民票を有する全ての方に１人１つの番号
を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複
数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するた
めに活用されるもの」
（内閣府HPより）です。
期待できる効果として内閣府は次の３つを上げています。
・所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなる
・添付書類の削減など、行政手続が簡素化される
・行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力な
どに要している時間や労力が大幅に削減される
◇
では、管理組合はマイナンバー制度の導入で、どのような影響を受け
るのでしょうか。
前述したように「法人は13桁の番号を与えられる」ため、登記済みの
管理組合法人は10月から、登記された本店所在地あてに法人番号の通知
書が届きます。
一般の管理組合については、規約を定め、多数決の原則によって運営
されていることから、税法上「人格なき社団等」として法人とみなされ
ます。
ただし、この場合、何らかの税申告等を行っているかがキーポイント
となり、税申告のある管理組合の場合は所轄庁から法人番号が付与され
る予定となっています。
※税申告例
・外部貸し駐車場収入等の収益事業がある場合
・弁護士、
税理士、
建築士等の専門家
（個人）
への報酬の支払いにより、
源泉徴収義務が発生する場合 ※マンション管理士は対象外
・理事役員への報酬の支払いにより、源泉徴収義務が発生する場合
・管理員や清掃員等を管理組合が直接雇用し、
給与等の支払いにより、
源泉徴収義務が発生する場合
◇
税務署への法定調書（支払調書・源泉徴収票）の提出がある場合、提
出時に支払者（管理組合）の法人番号と支払を受ける者（建築士等の専
門家、理事役員、雇用管理員等）の個人番号を記載するため、あらかじ
め支払を受ける者の個人番号の提供を受ける必要があります。
さらに、この場合、個人情報保護法と違い、特定個人情報の取扱者は
取り扱い規模に関わらず、マイナンバー法の制限を受けるので、適切な
安全管理措置を講じることが求められます。
詳しくは内閣府のホームページでご確認ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido
1

管理組合
File Data. 78 神奈川・横須賀市／よこすか海辺ニュータウン ソフィアステイシア管理組合
管理組合の体制確立と事前準備で
複雑な建物構成や劣化状況に対応
ソフィアステイシア管理組合が大規模修繕を行うにあたって
取り組んだポイントは４つ。
（１）長期修繕委員会の常設（２）歴代理事長の大規模修繕
委員会全員参加（３）設計コンサル、施工会社、設備会社、管
理会社等の委託に際し、分離・分割方式を採用（４）プロポー
ザル（提案型）コンペ方式の採用。
第２期理事会が設置した長期修繕委員会は引渡し時の長期修
繕計画を25年から36年に変更。さらに第７回通常総会で36年
から48年に修正し、修繕費の積立計画も変更した。
また、大規模修繕工事着工の２年４カ月前に大規模修繕修繕
委員会を設置したが、過去の修繕履歴を知る歴代理事長全員が
この委員に就任している。
こうした管理組合の体制の確立と事前の準備が、管理組合の
基本方針の居住者への徹底が図られ、コミュニティの形成につ
ながったといえよう。
とはいえ、工事の作業自体は「たいへんだった」と現場代理

6月7日、よこすかマンション管理
組合ネットワーク主催の現場見学会
で、工事への取り組みを説明する管
理組合理事長

見学会で参加者に外壁の色について
説明する鈴木現場代理人
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人の鈴木雅博氏。４棟の構造
がそれぞれ異なり、足場を組
み立ててからわかった修繕項
目も少なくなかったという。
そ も そ も 立 地 が「 海 辺 」
。
塩害と強風にあおられる地域
で、鉄部などの錆がひどく、
１回目の大規模修繕工事で玄
関扉の全戸交換も行われてい
る。
さらに外壁の色について、

試験施工で外壁に色をつけた部分

既存の色がなかなか出せず、担当者が「普通ありえない、60
種類以上の見本を作った」などという苦労話も。タイルも同様
で、
壁面によって大小さまざまな種類のタイルを使用しており、
中には見本焼きを４回繰り返してやっと管理組合に納得しても
らったものもあった。
また４月は天候不順が続き、工事の進捗に影響するなどの不
運もあり、工期が１カ月弱延びることになりそうだ。
ただ、
大規模修繕修繕委員会を中心とした管理組合体制は「工
期より品質優先」でゆるがない。６月７日には地元のNPOよ
こすかマンション管理組合ネットワークに協力して、現場見学
会を開催。約30人の参加者が見学に訪れた。
鈴木・現場代理人は「組合活動が盛んなマンションであると
聞いていたが、管理組合が居住者をまとめてくださり、工事が
円滑に進んだことで品質の向上にもつながった。居住者のベク
トルが一方向に向いていて、コミュニティ形成がしっかりでき
ている管理組合だと思いました」と述べている。

塩害や強風で玄関扉に錆が発生する

玄関扉の新規取り付け後。1回目の
大規模修繕工事での交換は珍しい

バルコニー床はウレタン塗膜プラス長尺シー
ト貼り

塩害で鉄部が錆びやすい。写真は塗装後の
メーターボックス扉

工事データ
○工事名／よこすか海辺ニュータウン ソフィアステイシア
大規模修繕工事 ○建物概要／ 2003（平成15）年竣工・
RC造地上８～ 14階建・４棟・309戸・集会所など付属棟４
棟・自走式駐車場１棟 ○発注者／よこすか海辺ニュータ
ウン ソフィアステイシア管理組合 ○設計・監理／㈱英綜
合企画設計 ○施工者／建装工業㈱

■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（明治36年）
資本金：３億円
http://www.kenso.co.jp

自走式駐車場の屋上は半分ずつ施工。下地補
修を行った後、ウレタン防水を吹き付けてい
る様子

○主な工事内容
・仮設／現場事務所、仮設足場
・下地補修／外壁タイル面、外壁塗装面、共用部天井面
・シーリング／外壁目地、建具まわり
・高圧洗浄／高圧水、薬品洗剤
・塗 装／外壁、手すり壁、バルコニー天井、共用廊下天井
等
・鉄部塗装／メーターボックス扉、トランクルーム扉
・屋 上防水／アスファルトシート、塩ビシート、ウレタン
塗膜
・バルコニー防水／ウレタン塗膜プラス長尺シート貼り
・外 部階段床防水／ウレタン塗膜プラス階段用長尺シート
貼り
・玄関扉／塩害対策仕様カバー工法
・その他／ FRP面格子交換
○工事期間／ 2015年１月５日～ 2015年８月22日（予定）

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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管理組合役員勉強会「失敗の研究」
「隠されている『工事失敗』の現実」パート2
紙上採録

4 ／ 26 東京・京橋 住宅あんしん保証本社会議室にて

４月26日㈰、東京・京橋の㈱住宅あんしん保証本社会議
室で全国建物調査診断センターと建物修繕技術協会が主催
し、毎回好評を博している管理組合役員勉強会を行いまし
た。その１部として、㈱リノシスコーポレーション（１級
建築士事務所）佐藤成幸専務取締役が講師を務めた「隠さ
れている『工事失敗』の現実」紙上採録の２回目です。

事例紹介④

施工者選定の失敗1

物件概要：SRC 地上 13 階建て・11 棟・686 戸
◇経過
施工者選定に際し、公募して20社が集まり、そのうち16
社に見積もり依頼をした。
設計見積金額は９億7,700円であったが、その結果、見
積額は約５億5,000万円～約８億5,000万円と差が開いた。
その後、11社にヒアリングを実施。１社当たり、プレゼ
ンと質疑応答を含めて30分程度。引き続き、選定作業を行
い、結局最安値の会社に決定した。
しかし、工事竣工後１年経たずに施工会社が民事再生の
申し立てを行い、債務免除で合法的に保証事項がすべて白
紙となった。
◇失敗の分岐点
そもそも設計コンサルタントは公募の時点で、最終的に
選んだ施工会社の経営状況や財務状況が悪化していること
を把握していたので、見積依頼自体を実施しないように助
言していた。
それにも関わらず「見積もりだけでも」と管理組合が見
積もりを依頼し、その結果、
「最安値」という事実を入手
してしまった。
実際、11社という多くの会社に対してヒアリングを行っ
たため、表面上のことしか聞き取りができず、ヒアリング
ではまったく差がつかない結果を得たようだった。最終選
定では委員全員が疲労困ぱいして冷静な判断ができず、ま
た安値をくつがえす理由がみつからず、結局採用したのが
問題の会社だった。
◇後日談として
１年目点検以降の点検行為、ならびに保証がすべてなく
なったことに関して、具体的な瑕疵事項が発生していない
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のにも関わらず、管理組合内部での当時の理事や委員への
誹謗中傷が起こるようになった。
理事会への参加率も減った。施工会社は民事再生のため、
存続しているのだが、ストレスが相当なものだという。管
理組合の中には、やめるよう助言した設計コンサルタント
にも不信が残った。
内部にも外部にも気まずい思いしか残らない結果となっ
た事例である。

事例紹介⑤

施工者選定の失敗2

物件概要：SRC・RC 造、地上 10 階建て・124 戸
◇経過
最終的に残った施工会社３社のヒアリングを実施し、修
繕委員会を通して理事会が1社に決定した。
総会承認の準備を進めていたところ、決定した１社に対
して強硬な反対を申し入れていた１人の修繕委員が納得せ
ずに一般の住民を巻き込んで阻止運動を行った。
その圧力に屈して、理事会が決定を白紙に戻した。改め
て３社のヒアリングを実施。結果、反対運動を起こした修
繕委員が推薦する会社に決まった。
◇失敗の分岐点
設計コンサルタントは理事会、修繕委員会に対し、白紙
行為については反対で法的措置をとるという断固たる姿勢
を示すべきだと助言していた。しかし、反対者の圧力に屈
し、反対者の言うことを聞いて、客観的な視野がとれなく
なってしまっていた。
施工者選定時に俗人的な要素は不必要。あくまで客観性
が必要だった。
◇後日談として
ゴリ押しした施工会社に決定したあと、当該委員は委員
会へは一切出席しなくなった。工事説明会にも出席してい
ない。
他のマンション住戸も所有しており、そちらへ住んでい
るとのこと。他のマンションの大規模修繕工事を専門とし
ている施工会社に聞いたところ、そうした業界事情に詳し
い人だという話…。

この人に訊く―

リノ・ハピア株式会社 渡辺清彦代表取締役社長

「リノベーションを通じてハッピーに」
居住者配慮の視点で工法・技術の向上を目指す
大規模修繕工事の業界は「住まいながら」の工事のため、進取の精神よ
りも既存の工法を踏襲し、堅固な手法を重視する傾向がある。とはいえ、
大規模修繕工事自体が世の中に浸透し、さらに情報化社会が急速に進んで
いく中で、いかに他社との差別化を図るかという点も無視できなくなって
きている。そんな中、新たな工法・技術を開発し、提案しているのがリノ・
ハピアだ。渡辺清彦代表取締役社長に会社の取り組みについて話を聞いた。
−リノ・ハピアのホームページで「工法・技術」をみると、
耐震スリットカッター搭載ゴンドラ「耐・スリ・ゴン」、
貼るだけで耐震ドア「アケルくん」
、GNSピンネット
工法など、多く工法に取り組んでいるようにうかがえ
ます。
「耐・スリ・ゴン」はゴンドラを使い、建物の壁と柱の
間にスリット（隙間）を入れることで地震の揺れによる
建物崩壊を防ぐ工事です。
当社では先代のころにゴンドラを10台所有（現在はレ
ンタル）していたことから、
「慣れている」ということが
言えます。ただし、目的は「工事中の居住者のストレス
を無くす」ことです。
足場を組み立て、養生シートで覆うと、どうしても圧
迫感や眺望の阻害感が生まれます。
「工事中であっても足
場のない時間を作りたい」―そうした居住者配慮の視点
がゴンドラのメリットだと言えます。
「アケルくん」は高価な費用をかけず、しかしながら有
事の際の二次被害を止めるための商品です。耐震補強は
国が推進していますが、費用がかかるため、特に民間マ
ンションでは遅々として進まないのが現状です。少しで
も被害を小さくするためにも何かをしなければならない
と考えています。

2015年2月7日～ 8日、マホロバ・マ
インズ三浦で研修会を実施。グループ討
論で意見を出し合った

2015年4月4日、 中 野 サ ン プ ラ ザ で
行った社員総会で資格取得者・優秀現場・
優秀社員を表彰する渡辺社長（左）

−外壁の工法について
は？
GNSピ ン ネ ッ ト 工
法はタイル落下防止の
ため躯体から仕上げ材
までがっちり固定する
工法です。20年を超え
る実績と実態調査、お
よび学術発表により、
15年の剥落保証を確立
しました。
居住者の立場で工法
やシステムを取り入
れ、技術を向上させ、
管理組合に提案できる
よう目指しておりま
す。

−工 法・技術のほか、
人材育成に関して
はどうですか？
役 員、 部 署 長 は 定
期的に３、４人でワー
渡辺清彦社長
ク シ ョ ッ プ（ 体 験 型
講座）を行い、意見を出し合っています。研修会も随時
行い、グループの相互作用の中で何かを学びあったり創
り出したりする機会を設けています。
協力会社も対象に年４回程度、意見交換会を行ってい
ます。ここでは低賃金や社会保障、職人の育成など、問
題解決とコミュニケーションを図ることを心がけていま
す。
また、民間マンションでは良い仕事をするとお客様に
ダイレクトに喜んでもらえます。すると現場担当者や作
業員もやりがいが出て、また管理組合の仕事をしたいと
いう相乗効果もあるようです。
−2014年4月、「渡辺物産」から「リノ・ハピア」へ
旧社名は建築用材料を販売する会社を設立したことに
由来しています。
「物産」は何か商社っぽい。現在は、マ
ンションの大規模修繕工事の専門工事業者として、その
事業を確立しました。住まいながら行う改修工事は居住
者に対する配慮が重要です。
「建物を元気に、人を笑顔にする会社」「リノベーショ
ンを通じてハッピーになってもらいたい」という想いを
こめて、現社名に変更しました。
名

称

リノ・ハピア株式会社

創

業

1964年（昭和39年）

資 本 金

１億円

代 表 者

代表取締役社長

所 在 地

本社
〒145−0062  東京都大田区北千束３−１−３
TEL.03−3748−4011
城東支店、多摩支店、神奈川支店、埼玉支店、
千葉支店、城北支店

Ｕ Ｒ Ｌ

http://reno-happia.co.jp

事業内容

建造物の総合改修工事
調査・診断、外壁補修、防水、塗装、内装改
修、耐震診断etc.

渡辺

清彦
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マンション
みどりの維持管理

.6

Vol

よくある住民トラブルの２回目。トラブル例を紹介すること
で「分譲マンションに住む」ということがどういうことかにつ
いて、理解をしてもらいたいものです。また、見えないところ
で大きな問題となり、注意したいのは「根上がり」による排水
不良のトラブル。埋設配管を突き破って根が入り込み、管内部
を隙間なく塞いでしまうのです。根上がりは施工瑕疵ではなく、
経年劣化＝管理の範囲となることが少なくありません。注意し
ておく必要があるでしょう。

トラブル例⑤
●老大木の桜を切る派、切らない派
樹高が10ｍを超えるような老大木の桜で、枝や幹に腐食が
進んでいるため安全面を考え、剪定を提案した。この管理組合
では、小さいお子様がいる世帯は切る派で、年配の世帯は切ら
ない派の２つに分かれた。
●解釈と対応
よく持ち出されるのが「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という
ことわざ。昔から桜の枝は切らずに折るほうがよく、梅の枝は
折らずに切るほうがよいとされ、何でも切ってしまうのを「馬
鹿」と言った。桜は切り口から菌に侵されやすいことから、そ
う言われるようになったが、今もことわざどおりに桜は切って
はいけないと思い込んでいる人が多い。
現在は桜の切り口に殺菌塗布剤を使用するため、「桜を切る」
作業も安心できる工程で行っている。

トラブル例⑥
●薬剤散布
アレルギーがあるため薬散をやめてほしい、と一部の住民か
ら管理組合へ申し入れがあった。
また、植栽により皮膚がかぶれる、花粉症、毛虫等の苦情が
頻繁にある。

根の生育スペースが劣悪なために舗装を押し上げる

よくある住民トラブルの
発生例と対応②
●解釈と対応
薬剤散布の場合は管理組合と住民が話し合い、住民がその日
だけマンションから外出するなどの調整をする方法で解決を
図った。
その他の苦情については、
管理組合の中に植栽委員会を設け、
アンケートと取ったり、植栽管理細則や年間作業計画等のルー
ルを策定して、住民の理解を得ることが考えられる。

根上がりによるトラブル
◆放置しておくと
①舗装や植樹桝の蓋が持ち上がり壊れる
②埋設排水管に根が食い込み、破裂させる
③埋設排水管内いっぱいに根が詰まる
◆解説
根が舗装や埋設管を押し上げる主な原因は、
土の性質（粘
土等固い性質の土）や地下水位の上昇、地下の障害物（コ
ンクリートの基礎等）等による根の生育スペースの劣悪化
にある。
本来、地中深くかつ横に広く伸びていくはずの根が、十
分な生育スペースを得られないために、より良い環境を求
めて地上部付近に伸びてきて、このような問題を引き起こ
している。
根が舗装を押し上げる要因は必ずしも1つであるとは限
らない。むしろ、いろいろな要素が重なっていることの方
が多いため、調査や、それに伴った対処・管理が必要であ
り、重要になってくる。

※取材協力：株式会社 牧野造園

埋設排水管内いっぱいに詰まったメ
タセコイヤの根

http://makinozoen.mkgp.jp

取りだされた根は約15mもあった

「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 1400 棟！（平成 27 年 3 月現在）

大規模修繕保険事業課
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軽量パネル脱着式止水板『フラッドセーフパネル』
台風、ゲリラ豪雨、洪水、土砂災害…
浸水被害からマンションを守る！
一方、一般的な土嚢（どのう）は１袋約20kgで、いくつも
積み重ねる必要があり、重くて設置も運ぶのも大変です。
フ ラ ッ ド セ ー フ パ ネ ル は １ 枚 の 幅 が50cm ～ ２m、 高 さ
50cm。２mを超える場合は、取り外し可能な中間柱を設置す
ることで、延長が可能となります。
マンションでの採用は、マンションエントランス、集会所等
があります。設置費用はそれぞれのマンションで条件が異なる
ので、問い合わせてください。基本的には現地にて調査、採寸
の上、見積もり提案をしています。
近年日本列島各地で多発する台風やゲリラ豪雨、洪水、土砂
災害による浸水被害を最小限に食い止めるのが、軽量パネル脱
着式止水板『フラッドセーフパネル』です。
設置場所は、マンション・地下駐車場、店舗の入り口など。
中空構造のポリカーボネート製（透明な強化プラスチック＝
オートバイのヘルメットなどで使用されている）で、１枚約９
kg。浸水して困るエントランス等に置き、締めハンドルを回
すだけでカンタンに設置ができます。

問 い
合わせ

マンションエントランスへの設置例

中間柱を設置し2枚以上の延長が可能に

タキロンマテックス株式会社
〒108-6030 東京都港区港南2-15-1品川インターシティ A棟 TEL：03-5781-8150
http://www.takiron.co.jp/product/product_11/useDir/usepdf/floodsafe.pdf
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暑中お見舞い申し上げます
一級建築士事務所
代表取締役

歴史に裏打ちされた技術力でご奉仕いたします

株式会社 T. D. S

岡

俊

英

〜大規模修繕コンサルティングから耐震診断・補強設計まで
〒103−0012
東京都中央区日本橋堀留町１−６−13
TEL. 03−5649−3666
http://www.tds-arc.com
mail: kanto@tds-arc.com

暑中お見舞い申し上げます
お住まいの方のストレスが軽減できる
ような工事に努めます。

三 和 建 装 株 式 会 社
中

代表取締役社長

衆

司

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/

2015

暑中お見舞い申し上げます

建設塗装工業株式会社
代表取締役社長

塚

本

正

雄

〒101−0044 東京都千代田区鍛冶町２−６−１ 堀内ビルディング７階
TEL：03−3252−2511
ＵＲＬ：http://www.kensetsu-toso.co.jp
E-mail: ref-info@kensetsu-toso.co.jp

暑中お見舞い申し上げます
マンションリニューアルに最適な工法と
高品質な建材をお届け致します。

化研マテリアル株式会社
〒105−0003 東京都港区西新橋２−35−６第３松井ビル
☎03−3436−4001 FAX. 03−3578−1155
URL : http://www.kaken-material.co.jp
E-mail : info@kaken-material.co.jp

拝啓、盛夏の候

暑さ厳しき折 皆様のますますのご健勝とご自愛を
お祈り申し上げます
厳密な診断を元に建物としての性能と資産価値を分析し、
時代のニーズにマッチしたプランを提案致します。

TOHO 株式会社
代表取締役社長

早

坂

榮

二

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

暑 中 お 見 舞 い 申し上 げます

代表取締役

増

田

聡

〒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
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E-mail: kns@kenso.co.jp

暑中お見舞い申し上げます
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 FAX. 045−961−7767
国土交通大臣許可（般−25）第 22939 号
http://www.asahikenso.co.jp

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

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。

工事完了後の瑕疵・不具合を「瑕疵保険」でカバーします。

株式会社
代表取締役

アール・エヌ・ゴトー

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

株式会社 住宅あんしん保証
代表取締役社長

安

藤

浩

〒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/

益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます
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

代表取締役社長

板

橋

邦

浩

〒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
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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。
すまい美しく

山

代表取締役

岸

大

輔

〒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

暑中お見舞い申し上げます
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。

当社は外断熱によって皆様の快適な住空間つくりを
お手伝いさせていただきます。

東 海 塗 装 株 式 会 社
代表取締役

奈 良 間

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

2015

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。

代表取締役

幹

男

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

暑中お見舞い申し上げます
管理組合様の良きパートナーとして住みよい
住環境を創るお手伝い、豊かな心を創造します。

株式会社リノシスコーポレーション
一級建築士事務所
代表取締役

大

櫃

良

之

東京事務所：〒162−0843 東京都新宿区市谷田町２−20 ☎03−5206−5789
横浜事務所：〒231−0003 横浜市中区北仲通２−17−２ ☎045−227−5789
http://www.renosys.jp

10

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

拝啓、盛夏の候

暑中お見舞い申し上げます

藤

Sto Japan 株式会社（シュトージャパン）
代表取締役

力

佐

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます
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。

公益社団法人 アジア技術技能人材交流協会
代表理事

川

端

一

矢

〒251−0052 藤沢市藤沢976秀明ビル2F
TEL. 0466−25−5001 FAX. 0466−25−5019 URL：asia-kouryu.com

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

一級建築士事務所

スターテックにお任せください！

株式会社ＫＡＩ設計

株式会社スターテック

マンションの設備改修工事は

代

表

菅

純一郎

東京都新宿区西新宿４−32−４ハイネスロフティ 608
TEL：03−6300−5709 FAX：03−6300−5803
http://kaisekkei.com

代表取締役社長

星

野

隆

之

〒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

暑中お見舞い申し上げます
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
代表取締役社長

瀬

尾

純一郎

〒108−0075 東京都港区港南一丁目８番 27 号 日新ビル９階
FAX. 03−5782−7935
TEL. 03−5782−7930
http://www.j-mb.jp

益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

一級建築士事務所

大規模修繕工事における管理組合様のパートナー

株式会社ボス建築コンサルタンツ

一級建築士事務所

梅

イーストサン株式会社

代表取締役社長
本

沢

真

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

所長

西

尾

哲

二

〒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

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

優良な監理団体として、
優秀な外国人技能実習生を受け入れております。

2008 年の創刊以来、首都圏・関西圏 13,000 の管理組合へ、
無料情報紙「大規模修繕工事新聞」をお届けしています。

SIE 協同組合（SIE 無料職業紹介事務所）
代表理事

半

崎

一

広

東京事務所
〒160−0016 東京都新宿区信濃町 12 番地 信濃町 SANMO ビル 6F
FAX. 03−3359−8639
TEL. 03−3358−6249
http://www.sie-jp.com
info＠sie-jp.com

一般社団法人 全国建物調査診断センター
理事長

吉

野

笙

一

〒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
URL：http://zenken-center.com
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暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

大規模修繕工事はシンヨーへお任せください !!

代表取締役社長

中

尾

祐

輔

〒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

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

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。

「顧客指向であること」
これが私たちの出発点です。

京浜管鉄工業株式会社
代表取締役社長

平

松

拓

也

〒160−0011 東京都新宿区若葉１丁目12番５号
TEL. 03−3358−4873 http://www.keihin-se.com

タキロンマテックス株式会社
代表取締役社長

谷

口

充

生

〒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/

2015 拝啓、盛夏の候 益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます

暑中お見舞い申し上げます
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。

川本工業株式会社
代表取締役

川

本

守

彦

〒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

暑中お見舞い申し上げます
「喜び」と「幸せ」を繋ぐ
企業を目指して

東京湾岸支店 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-5-3 TEL047-381-1901
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暑中お見舞い申し上げます
工事完成保証の事業団体です
東京都知事認可

マンションリフォーム協同組合
理事長

澤

田

博

一

〒151−0053 東京都渋谷区代々木２−26−１ 第１桑野ビル 4C
TEL：03−6276−6625
http://www.tm-reform.com
mrkyo@island.dti.ne.jp

暑中お見舞い申し上げます
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。

関西ペイント販売株式会社
代表取締役

毛

利

訓

士

〒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

暑中お見舞い申し上げます

ミャンマー人材開発機構
日本語教育と同時に塗装・防水・クロスの
基礎教育を行う研修機関です。
〒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
お申し込みは院田（インダ）まで 090−1750−2841

新 刊 紹 介
新築現場が知らない知識
マンション修繕技術者の視点から
大規模修繕工事を実施しながら思う現場代理人の「あるあ
る」
。管理組合が新築時の施工会社の負担を強いられるのだと
いう。一方、築後２年保証の際に瑕疵として施工会社側が余
計な費用支出が出るケースも少なくない。
例えば、完成直後に異常が見られなくても、コンクリート
の被り厚さの確保が不十分な場合がある。原因は、鉄筋の台
直しや位置補正などであるが、修繕の現場では、被り不足に
よる爆裂、クラックのような爆裂予備群の修繕をすることに
なる。
タイル仕上げにおいても、目地処理が適切でないためにタ
イルの浮きや白華現象を起こすケースがある。
このように、外壁の仕上げや防水、シーリング、給排水設備、
超高層マンションに至るまで、「修繕技術者の視点」で、新築
時の施工性の問題点を上げている。
編著者・リニューアル技術開発協会代表の望月重美会長は
「エンドユーザーの負担や供給者側の余計な費用支出が削減
できるよう、修繕現場から新築工事への
フィードバックというテーマで本書を作
成した」としている。
『新築現場が知らない知識』
編著者／ NPO法人リニューアル技術開発協会
発行／㈱日刊建設通信新聞社
定価／ 1,944円（本体価格1,800円＋税）
判型・頁数／ B5判・99ページ
発行日／ 2014年11月28日
ISBN978-4-902611-64-9

これで完璧！マンション大規模修繕
マンション大規模修繕研究会は、日本建築家協会（JIA）メ
ンテナンス部会を中心に、おもにマンションの大規模修繕工
事に取り組む建築家で構成される。本書でも100年、200年と
長寿命が期待されるマンションで、多世代にわたる耐用を実
現するために大規模修繕工事において何をすべきかについて、
工事の基礎知識や管理組合の役割から省エネ改修、IT改修ま
でわかりやすく解説している。
例として、
「施工会社の選定方式」では、公明正大に行うこ
とが重要で、区分所有者に納得してもらえるように意識しな
がら段階を踏んで進める、としている。
具体的には施工会社公募、書類審査、見積もり合わせ、ヒ
アリング、管理組合の手続きと４つの項目に分けて図式化し、
説明。基本知識から、大規模修繕の流れ、仮設から建築・設
備の各種工事、耐震、マンションのグレードアップまで、右
頁が文章での説明で、左頁が図・表・写真でレイアウトされ
ている点がとても読みやすくできている。
管理組合役員初心者にとって、必読の
一冊といえよう。

『これで完璧！マンション大規模修繕』
著者／マンション大規模修繕研究会
発行／㈱エスクナレッジ
定価／ 2,592円（本体価格2,400円＋税）
判型・頁数／ B5判・256ページ
発行日／ 2015年5月28日
ISBN978-4-7678-1998-3
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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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大規模修繕工事費削減のヒント③
―本当に必要な工事は何か？―
㈱ヨコソー

専務取締役

斎

藤

秀

人

事前準備（検討）できる工事費削減項目
仮設工事で削れること、削れないこと
共通仮設には、現場事務所、作業員施設（休憩所・ト
イレ）
、資材置き場などがあげられます。直接仮設の足場
架設を含めると、大規模修繕工事は、この仮設工事費用
の比率が高く、全体工事費用の15%～ 30%になります。
現場事務所は集会室を活用したり、エントランスホー
ルを間仕切りして単独のプレハブ小屋の設置費用を削減
することができます。
作業員の休憩所は、工程ごとに専門の作業員（塗装、
防水、設備等）の入れ替えがあり、居住者との生活動線
や喫煙の問題等もあるため、削減対象外といえます。
また資材（塗料、作業副資材、工具など）置き場・倉
庫の確保も削減対象外です。駐車場の車両移動でスペー
スができるケースもあるので、工事前の事前準備が大切
となります。

マンション内の集会室を現場事
務所に活用した例

作業員詰所は必須。削減対象外
とはならない

タイルは在庫の保管がカギ
マンションの大規模修繕では建物からタイルを数枚採
取し、工場にてサンプル（見本焼き）を数枚作成。管理
組合の承認後、本焼きしています。
見本焼きの期間は２週間。やり直しをするとさらに２
週間必要になります。本焼きは数量が増えるので約２カ
月かかります。焼き直すのには費用がかかるのです。
さらに大手のタイルメーカーの多くは３年くらいで既
存タイルが廃盤になっています。
これを知っている管理組合では、新築から２年後の瑕
疵保証の時期にタイルの買
いだめをして10数年後の大
規模修繕工事まで在庫とし
て保管しているケースもあ
ります。
やはり、長期的視野を持つ
既存タイルと見本焼きタイルを ことが重要といえるでしょ
比較
う。

斜壁は劣化が早い
斜壁は垂直の外壁に比べて劣化が速いのをご存知です
か。
そもそも施工が難しい部分で、新築時の施工精度が悪

斜壁は垂直壁より、日光や雨が
直接当たることで劣化も速いと
いわれている

い場合はモルタルが厚く仕
上げられ、浮きが生じやす
いようです。厚いモルタル
は打診による調査も難しく
なります。
また斜壁に防水層を施し
ている場合は、剥離も生じ
やすいことになります。

修繕項目の把握と検討
足場仮設に費用がかかることを前述しました。足場を
かけなくてもよい個所は、よい個所として把握しておく
必要があるでしょう。すべて大規模修繕工事の修繕項目
に入れて計画・実施することこそ、工事費削減から最も
遠く離れた考え方といえます。
鉄部塗装では、少し錆が気になったら手入れをしてお
きます。「修繕」ではなく、「手入れ」で十分です。それ
を放っておくから大規模修繕の項目の仲間入りをしてし
まうのです。
また、大規模修繕工事時には塗料のレベルを下げて工
事費を削減することはあまり評価できません。本来、塗
料は工事費の中では安いため、高くても良い塗料を使う
ことで、躯体の保護、耐用年数が変わり、結果的に次の
大規模修繕工事の時期が延びることになります。
内壁の塗装も足場がなくても施工ができます。いつで
もできる工事は先延ばしに
するなど、検討項目はたく
さんあります。修繕積立金
の財産状況を前提に、積立
金の中で収めるか、借入し
てもやっておいたほうが得
管理組合によっては、組合員が かなどを決めることが大事
簡単な塗装を行うこともある
です。

塗料は高くても良いものを使う
ことがおすすめ

内壁は足場がなくても施工でき
る個所

㈱ヨコソー
本

社

神奈川県横須賀市森崎１−17−18
TEL：046−834−5191
東京支店 東京都大田区東六郷１−３−10
TEL：03−3736−7751
http://www.yokosoh.co.jp
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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

〒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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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

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

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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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

おもしろコラム
ちょっと一息

日本生まれの中華料理
『冷やし中華』

●冷やし中華の歴史
冷やし中華の誕生には、いろいろな説があります。そ
の中でもっとも有力なのが、宮城県仙台市青葉区錦町で
今も営業している「龍亭」の店主だった四倉義雄さんが
考案したのが、最初という説です。
暑い日本の夏、熱いラーメンの売り上げが落ちるため、
地元の仙台支那料理協同組合の人たちが、夏でも人気の
落ちない料理をと、ざる蕎麦をモデルに研究を重ね、鶏
ガラスープに醤油、酢を使ったタレに、チャーシュー、
塩もみしたキュウリ、茹でたキャベツなどを具にした冷
たい中華麺が、冷やし中華の最初という説です。昭和12
年のことでした。
他にも、昭和初期に書かれた料理本に、中華麺を冷やし、
お酢を効かせた醤油だれをかけて食べる料理法が紹介さ
れたものなどがあり、この時代、いろいろな人が、中華
麺を冷やして食べる料理を作っていたようです。
そして冷やし中華が全国的に広まるのは戦後になって
からで、昭和21年、東京の神田神保町にある「揚子江菜館」
に「五色涼拌麺」というメニューが現在の冷やし中華の
原型であると言われています。
この「五色涼拌麺」も、２代目店主の周子儀さんが大
のざる蕎麦好きということで、雑蕎麦をヒントに考案し
たとのこと。やはり冷やし中華は、ざる蕎麦の影響大で
18

すね。
●冷やし中華にマヨネーズはアリかナシか？
皆さんは冷やし中華にマヨネーズをかけるタイプです
か？ 冷やし中華＋マヨネーズという発想は、どうやら
名古屋発であるようです。
昭和32年、名古屋の食品メーカーであり、全国にチェー
ン展開している「寿がきや」が、ラーメンスープにマヨネー
ズを溶かした上で冷やし、「冷やしラーメン」として売り
出し、1960年代ごろには、現在の汁がない「冷やし中華」
にマヨネーズを添えることをはじめたそうな。
そのせいか東海地方では、冷やし中華＋マヨネーズは
当たり前のようです。また関東地方では、マヨネーズは
「か
けない派」が優勢。北海道ではかけない人が多く、全国
的には、「かける・ときどきかける派」が優勢のようです。
さて、皆さまはいかがでしょうか？
（文：食文化研究家・巨椋修（おぐらおさむ）／絵：そね
たあゆみ）
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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 ●
〒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

