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修繕奮闘記File Data 79

高層、強風からリフトクライマーを設置

タイル等は階層で劣化進行速度に違いも

ライター kitamiの『お邪魔しま～す！』

関西圏出張

小野工建、新社屋竣工

ミャンマー人材開発機構

磯部塗装の技能実習生

作業着配布でやる気up ！

排水管更生技術『SL-PRO工法』

可視光線硬化による埋設管更生

浴室の排水トラップ、外構の排水桝へも対応

Lecture

「隠されている『工事失敗』の現実」パート3

施工者選定の失敗etc.

外壁のカラーシミュレーション

よくある質問と回答

教えて！管理組合交流相談室 

Ｑ  既存マンションに電気自動車導

入は拡大するの？

Ａ  エコカー、またはカーシェアも

視野にしては…

Seminar

次回は10月25日㈰

　「コミュニティ条項削除」への反発から、なかなか進捗しない国土交通
省のマンション標準管理規約「改正」？「改悪」？ですが、一方、総務
省では５月12日、自治行政局住民制度課長名で各都道府県あてに「マン
ション住民の地域とのつながり」など、管理組合をターゲットにした「コ
ミュニティの発展」について取り組むべきとする内容の通知が出されま
した。
　この通知は、総務省が昨年設置した「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（座長：河合克義　明治学院大学社会学部教授）」
の報告書をまとめたもので、災害時または防災面での課題解決の方策を、
都市部ではマンションの「コミュニティの発展」に向けるとしています。
　�http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/toshi_community_hatten/
index.html�参照

　国交省がマンション管理組合を財産管理団体と決めつけて反発されて
いる傍らで、総務省は「国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策
室と協議済み」との文言を添えながら、各地方公共団体に自治会・町内
会と同様の取扱いを管理組合にも認めることとしています。
　総務省の通知は、主に①地方公共団体が地縁団体を対象に各種の連絡・
支援を行う際には、コミュニティ活動を行っていると認められる管理組
合等に対しても同様の取扱いを行う②地方公共団体による部局横断的な
支援体制の構築に加え、自治会・町内会や管理組合の活動をワンストッ
プで支援する組織の設置について検討を行う、等を求めています。

＜具体的取組みの例＞
　・管理組合等に対するまちづくりの専門人材派遣や講習
　・マンション同士の情報交換の場の創出�
　・�マンションと地域のコーディネーターとしての役割を果たすコミュ
ニティ相談員の設置

　・�まちづくり支援センターなど、自治会・町内会や管理組合といった
各種主体の活動をワンストップで支援する組織の設置

　・�マンション共用部分におけるコミュニティスペースの設置に対する
インセンティブの付与

　・�望ましいコミュニティのあり方に関する民間事業者との共同研究
　・�管理組合等を自主防災組織や災害弱者等の名簿情報の提供先として
位置付けるなど、防災面における役割の明確化

　・�避難行動要支援者のうち、名簿情報の提供に拒否の意思表示をした
対象者を除いた分の名簿情報を提供する方式の採用

　・関係部局によるプロジェクトチームの設置
　・�自治会・町内会や管理組合といった各種主体と、民生委員や社会福
祉協議会、地域包括支援センター等との連携支援

管理組合ターゲットに
「コミュニティの発展」への

取り組み検討を

総務省が各都道府県あてに通知
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　File Data. 79　東京・足立区／グランシティレイディアントタワー管理組合

管理組合

　東京・隅田川沿いに立地する21階と13階建てのマンション。
隣接する大型ホームセンターの建物の影響もあり、21階棟は
高層階になるにつれ、風が強くなる。
　このため、南面と西面に移動式昇降足場（リフトクライマー）
を設置して作業を行っている。一般的なゴンドラ足場では揺れ
が激しく、固定型の足場のほうが施工性も確保できるという判
断である。
　作業は３フロアごと。枠組み足場と違い、作業が終われば養
生シート等もないので、居住者のストレスも軽減できる。
　１回目の大規模修繕工事であり、PC（プレキャストコンク
リート＝工場で製造されたコンクリート製品）を使っていると
ころもあるため、大きな劣化進行は見られなかったようだが、
高層物件としてありがちな中間層でのタイルのひび割れ・浮き
などが目立ったという。これは下層階と上層階との揺れを保つ
ために、その歪みが中間階に出るのではないかと言われている
が、今後の高層マンションの業界での検討課題といえるのでは

高層、強風からリフトクライマーを設置
タイル等は階層で劣化進行速度に違いも

ないだろうか。
　とはいえ、内壁にALC（軽量気泡コンクリート）が使用され
ていることなど、一般的に躯体自体の劣化は進行が緩やかでは
ないかというのが作業者たちの感想だ。当然、高層マンション
であるため、足場をかけなければわからない部分が多いことか

21階の屋上階にはプールがあるた
め、梅雨の時期とはいえ、子供たち
のために最優先で工事を進めている

リフトクライマーを上から撮影 シンヨーでは「あなたの笑顔を作
りたい」をスローガンに工事に取
り組む

屋上に風速計を設置。風速が10ｍ
以上の場合、高所での作業について、
現場代理人の判断で取りやめる部位
もある

屋上の庇が大きいケース。足場仮設
の設置が難しい

高層（21階）・川沿いで枠組み足
場の設置が難しく、作業について
は安全性を第一に考慮しなければ
ならない

バルコニー天井裏の塗装が剥がれて
いたため、既存塗膜を撤去し、新た
に塗装を行う

高層、強風などにより、部分的に移
動式昇降足場（リフトクライマー）
を設置して作業を行っている

リニューアル事業本部
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工事データ
○工事名／グランシティレイディアントタワー大規模修
繕工事　○建物概要／ 2004（平成16）年竣工・SRC一部
PC、ALC造・地上13、21階建・２棟・194戸　○発注者／
グランシティレイディアントタワー管理組合　○設計・監
理／大和地所コミュニティライフ㈱　○施工者／シンヨー
㈱
○主な工事内容
・共通仮設／�現場事務所、作業員詰所、仮設トイレ、廃材

仮置き場
・直接仮設／�枠組み足場、移動式昇降足場、落下防止鋼製

朝顔
・防　　水／�ヘリポート下屋上補修、庇・バルコニー・開

　　　　　　�放廊下側溝・２階吹き抜け・外部階段踊り場・
ゴミ置き場屋根補修

・下地補修／�モルタルクラック・欠損・爆裂・浮き、タイ
ルクラック・浮き、クリーニング

・外壁等塗装�／外壁吹付けタイル、バルコニー上裏、石彫
吹付け、廊下上裏、天井ボード

・シーリング�／外壁打継ぎ、手すり誘発目地、避難ハッチ
まわり

・鉄部他塗装／玄関扉枠、メーターボックス・鋼製扉
・その他建築�関連／面格子脱着、エレベーター扉・カゴ内

ダイノックシート貼り、手すり根元カバー脱
着、エントランス風除室内装クロス

○工事期間／ 2015年５月１日～ 2015年12月27日（予定）

■設計・監理者：大和地所コミュニティライフ 株式会社
　本社
　〒105−0003
　東京都港区西新橋２−８−６　住友不動産日比谷ビル2F
　☎03−3580−1900
　代表者：原　旭　　設立：2003年（平成15年）10月
　資本金：5,000万円
　http://www.daiwa-cl.co.jp

■施工者：シンヨー株式会社
　本社
　〒210−0858��神奈川県川崎市川崎区大川町８−６
　☎044−366−4771㈹
　代表者：中尾　祐輔　　創業：1930年（昭和５年）４月
　資本金：５億円
　https://www.sinyo.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

やゴミの始末など、防災センターの係員の方々が協力的で、工
事が非常に進めやすい環境です」と話す。
　大規模修繕工事は、騒音や圧迫感など居住者への精神的な負

担が大きい。しっかりとした対応に加えて、作業員の施工性を
考えた計画を立てることが、あらゆる負担の軽減になるのでは
ないかといえる。

劣化した躯体目地の既存シーリング
材を撤去している様子。この後に新
しいシーリング材を充填する

タイルの浮き部分を機械工具（サン
ダー）により撤去している様子。下
地にひび割れが確認される場合は補
修工事を行う

作業員の工事車両を敷地内におけ
るよう、防災センターの職員が要
領よく駐車スペースを確保してく
れている

ら、外観からの目視だけでは
判断できない。
　その点、管理会社が管理組
合をリードし、長期修繕計画
から設計見積もりの作成、施
工業者の選定等を行っている
ので、居住者からのクレーム
もないという。
　現場代理人の石橋正志さん
は「工事車両のスペース確保
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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

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 　マンション管理に関係する公的機関や民間団体、企業をマンションラ
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
関西圏の情報獲得のために取材出張を敢行いたしました。その様子をお
届けします。

関 　 西 　 圏 　 出 　 張

　マンションライフライター kitamiは一般社団法人全国建物調
査診断センター（全建センター）から委託を受け、『大規模修
繕工事新聞』発行のお手伝いをさせていただいています。
　全建センターは『大規模修繕工事新聞』の発行以外にも、国
の外国人技能実習制度に基づいたミャンマー研修機構、大規模

　今回、首都圏で広がっている外国人労働者について、関西圏
ではまだまだお客（＝管理組合）の認知度が低い印象を受けま
した。
　「人材が少ないのはわかっている。でもうちは日本人だけに
しろ」「他を高くしてもうちだけ安くして」等々、関西圏（大阪？）
では「うちだけ優遇してくれ」という文化があるようです。
　しかし、そんなうまい具合に行くでしょうか。日本人（特に

●関西圏出張の訪問会社日程

7月9日㈭ 協立技研株式会社（改修専門業者）
〒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　TEL：0725-22-0515
建装工業株式会社（改修専門業者）
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-1-52　TEL：06-6821-3611
株式会社リノシスコーポレーション（一級建築士事務所）
〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1-3-4　TEL：06-6944-2348
関西ペイント販売株式会社（塗料メーカー）
〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目6-14　TEL：06-6203-5701

7月10日㈮ 株式会社小野工建（改修専門業者）
〒566-0001 大阪府摂津市千里丘6-4-2　TEL：06-6389-2831
株式会社カシワバラ・コーポレーション（改修専門業者）
〒553-0007 大阪府大阪市福島区大開2丁目3-5 カンザキビル4F　TEL：06-6460-5335
株式会社Ｔ.Ｄ.Ｓ（一級建築士事務所）
〒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　TEL：06-4396-3511
シンヨー株式会社（改修専門業者）
〒592-8341 大阪府堺市西区浜寺船尾町東3-423　TEL : 072-261-3447

修繕工事完成保証制度等を手がけています。
　そこで、首都圏から飛び出し、関西圏で活躍されている設計
コンサルタント、改修業者にも全建センターの業務を周知する
とともに、関西圏の情報を得るために７月９日、10日の２日間、
全建センター・院田浩利氏と一緒に大阪に行ってきました。

若手）の人材不足による外国人作業員導入への受け入れは、首
都圏では浸透してきています。「うちだけ」は逆に「高くつく」
「どこかで手を抜く」ことにつながるといえるでしょう。

◇
　今回、お礼を言いたいのは関西ペイント販売。２日間、車を
出していただきました。運転をしていただいたのは濱野武課長
と林珠基課長。大阪本社にて、杉田広訓部長にもお話をいただ

関西ペイント大阪本社のエント
ランス

マンチェスターユナイデッドのスポ
ンサーでもある関西ペイント

大阪関西ペイントの事業方針を話
してくれた杉田広訓部長

濱野武課長、林珠基課長が車で大阪
府内を案内してくれた
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6-4-2

協立技研の入る、きららセン
タービル

カシワバラ・コーポレーション
関西営業所（大阪市福島区）

新社屋外観（摂津市千里丘）

吹田市にある建裝工業関西支社

大阪市福島区の一級建築士事務所
Ｔ.Ｄ.Ｓ大阪支店の社内風景

竣工式の様子

一級建築士事務所リノシスコーポ
レーション（大阪市中央区）

堺市にあるシンヨー大阪事業所

営業部業務風景

　９日朝、新横浜を出て最初に向かったのが泉大津市の協立技
研。ミャンマー外国人技能実習制度に評価をいただき、協力会
社が集まる安全大会の場で説明させていただくことになりまし

　10日は小野工建８：45着。アポイントを取っていなかった
にも関わらず、小野社長もあとから同席していただき、ミャン
マーの技能実習制度のビデオも視聴していただきました。協力
会社への受け入れ体制を期待したいと感じました。
　カシワバラ・コーポレーションでは、すでにジャカルタオフィ
ス、ヤンゴンオフィスを開設しているお話を聞きました。
　次いで設計コンサルタントのT.D.Sでは、業者選定の際の見

た。
　吹田市の建裝工業はすでに東
京本社で説明しており、さらに
関西圏の協力会社への周知を依
頼しました。大阪・中央区のリ
ノシスコーポレーションでは設
計コンサルタントの立場で、関
西圏と首都圏との管理組合の考
え方の違いを教えていただきま

小野工建、新社屋竣工
　摂津市の小野工建は５月７
日、新社屋の竣工披露式を行い
ました。
　社員のほか、協力会社約80
社がお祝いに駆けつけたそうで
す。同社は設立43年。マンショ
ン専門改修業として、資本金
１億2,000万円、年間売上約52
億円の実績があります。

した。
　ほんと、文化圏が違うのですね。でもね、なんでも同じなん
てつまらない。勉強になりました。

積もり参加要項の内容について、要件の中の「完成保証人」か
ら「完成保証制度」へ、と提案。今後は同業他社の「保証人」
を求める要件は古いのではないか、という会話をしました。
　最後は、堺市のシンヨー大阪事業所。川崎にある本社で常務
に説明させていただいていたので、逆に業界のことをいろいろ
教えてもらう感じになりました。
　それでもやはり地域差というのは否めず、その点、ライター

kitamiとして、十分把握して、
紙面の内容に生かさなければ
なりません。
　今回の出張でお会いした人
は計19人。勉強させていた
だきました。
　みなさま、貴重な時間を本
当にありがとうございまし
た！

きました。
　「塗料メーカーの立場として、塗膜の調査・診断・塗替仕様
の提案などを通じて、マンション改修工事のお手伝いができる
よう努めています」
　ちなみに全建センター・院田氏は兵庫県出身、関西大学卒。
ライター kitamiの地元は先祖代々横浜・上大岡なので、地理・

交通事情はみなさんに「お任せ」いたしました。車内でときど
き「通天閣はどこにあるの？」「あべのハルカスって何？」など、
大阪人にバカにされるようなことも言いました。また、「アポ
の時間まであるからゆっくり」とか、逆に「次は急いで」等々、
無理も聞いていただきました。本当にすみませんでした。



6

　「マンションを購入する前に」「役員になる前に」と

題して、知っておきたい管理組合の役割・運営・仕事

について、初心者にもわかりやすく解説した管理組合

入門書。

　著者はNPO全国マンション管理組合連合会の川上湛

永事務局長。マンションは購入してからの価値の維持

のため、建物や敷地、外構の管理が大切だとしている。

　内容は初心者向けで、「女性理事長の

時代へ」「会計担当理事をどうするか」

など随所に身近なコラムが挿入していて、とても読み

やすく仕上がっている。

　また、大規模修繕工事については川上氏が会長を務

めるNPO日本住宅管理組合協議会発行の『設計監理方

式の導入～コンサルタント選定マニュアル～』が紹介

されている。

本 の 紹 介 『運営からトラブル解決まで
マンション管理組合お役立ちハンドブック』

『運営からトラブル解決まで
マンション管理組合お役立ちハンドブック』
川上湛永（かわかみ・やすひさ）／著
実業之日本社／発行
四六判208ページ
2015年３月28日発売
本体価格 1400円+税
ISBN 978-4-408-59426-2

『設計監理方式の導入
～コンサルタント選定マニュアル～』
マンション・ユニオン保全設計
協同組合／編著
NPO日本住宅管理組合協議会／発行
B5判96ページ
2010年12月発売

〈問い合わせ〉
日住協事務局  ☎03-5256-1241

　６月26日、ミャンマー・レイダンにあるミャンマー人

材開発機構の日本語学校で、磯部塗装㈱（本社東京江東区・

磯部武秀社長）の技能実習生６人に対し、磯部塗装のネー

ム入り作業着が配布された。３カ月間の日本語カリキュ

ラムが終了し、これから技術指導がはじまる。

　手渡したのは全国建物調査診断センター・ミャンマー

担当の院田浩利氏。作業着の着方は塗装、防水等の技術

を教える柳澤裕治氏が指導した。

ミャンマー人材開発機構
磯部塗装の技能実習生  作業着配布でやる気up！

外国人作業員の時代がやってくる!? Part18

ミャンマー・レイダンにある日本語学校にて 磯部塗装の技能実習生に作業着が配布された

塗装、防水を教える日本人講師から作業着の着
方を教わる

磯部塗装が受入企業となり、研修中の実習生の
メンバー

　磯部塗装の技能実習生６人はこのあ

と、ヤンゴン郊外にあるアウンパラヒ

タ寺院でさらに３カ月間の技術指導を

受ける。指導の際に使用する材料は、

関西ペイント、ダイフレックスにより、

日本の塗材、防水材の提供を受けてい

る。

　全建センターの院田氏は「会社のロ

ゴ入りの作業着をもらったことで実習

生も会社（磯部塗装）の一員だと、ま

すますモチベーションが上がってきま

した」と気合が入っていることがうか

がえるという。

　数カ月後、日本でも同じ作業着をき

て仕事をすることになる。これから暑

くなるけど、みんなガンバって！！
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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
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SL-PRO工法で使用する可視光線照射の機材

可視光線硬化による埋設管更生
浴室の排水トラップ、外構の排水桝へも対応

　老朽化した排水配管、または地中の埋設管を更生工事
によってリニューアルさせる特殊工法「SL-PRO工法」を
紹介します。SL-PRO工法は可視光線で硬化する樹脂を使
用し、老朽化が進んだ建物の排水設備（外構埋設排水管、
浴室の排水トラップ、外構の排水桝）を安価・短時間で
リニューアルさせる工法です。
　紫外線ではなく、可視光線のため人体への影響もあり
ません。また、更生工事であることから開削等の大型重
機が不要となり、振動や騒音もなく、敷地内に工事跡も
残りません。
　大規模修繕工事も３回目を迎える管理組合にとって、
外構の埋設排水管も修繕項目の対象となってきます。ま
た、桝と埋設管の一体型更生であり、浴室の排水トラッ
プにも対応するなど、費用対効果を含め、一考したい工
法といえるでしょう。

◇
　工法の手順を説明します。まず小型CCDカメラによっ
て管内の劣化・損傷状況を確認します。
　次に光硬化性樹脂が含浸されたSLライナー（専用のラ

イニング材）を管内に挿入します。反転工法ではありま
せん。SLライナーは、臭気がなく、周辺環境にも配慮し
ています。
　管内から十分の長さのSLライナーを引き寄せ、次にフ
ランジプラグ（機密性を保つため）を装着。SLライナー
挿入後、術つなぎ状の可視光線照射機材を挿入・設置し
ます。
　ランプ照射を開始。可視光線によって光硬化性樹脂が
含浸されている部分が硬化します。硬化完了後、強度の
高いFRPパイプとして形成されます。
　照射完了後、空気の圧力養生を行い、排気とともに機
材をゆっくり引き抜きます。
　フランジプラグを脱着し、インナーフィルムをきれい
に剥離させるため、出口側に反転させます。
　管口付近を切断し、ライニングが形成できているかを
確認。管内の平滑状況と既設管への圧着状況を確認した
ら施工完了です。

『SL-PRO工法』の特徴
・�可視光線によるライニングで人体に影響がない（紫
外線ではない）
・�外構の埋設管を施工する場合、掘削作業がない（大
型重機の必要がない）
・�掘削作業がないため、道路に帯（工事跡）ができな
い（見た目の変化がない）
・�掘削作業がないうえ、硬化時間が短く、施工は１日
で完了。即日排水制限が解除できる
・�大規模な機材が不要のため、施工スペースが小さく、
機材費が抑えられる
・�既設管の撤去・処分費用がかからず、短期間のため
人件費も抑えられる
・�桝と埋設管を一体型で更生することにより、木根な
どを防ぎ、管の強度・保全性に優れている

排水管更生技術『SL-PRO工法』

㈶日本建築センター技術審査証明工法（申請中）
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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

小型CCDカメラによって管内の劣
化・損傷状況

可視光線照射機材を挿入・設置

光硬化性樹脂の硬化

工場で生産したSLライナー（専用
のライニング材）

挿入した機材側にもフランジプラグ
を装着

施工後の管内の断面図

ライニング材に光硬化性樹脂が含
浸されている様子

可視光線照射を開始

既存管の中に、それ以上の厚さの
樹脂が形成されている様子

機密性を保つためのフランジプラグ
を装着

可視光線の照射中

共同開発会社

㈱リテック
㈱住吉製作所

㈱オール

1.5m 材料コンテナ

2m 4m

巻取ウインチ

上流桝 下流桝

照射機材・作業スペース

桝と埋設管を一体型で更生する

埋設排水管

2m

●最小限の施工スペース

●施工フローチャート

機材準備 管内洗浄
ライニング材
引　込

照射機材
設　置

可視光線
照射・硬化

機材撤去・
管口仕上げ

SL-PRO工法　CS推進部　京浜管鉄工業㈱
〒160−0011��東京都新宿区若葉１−12−５　TEL：03−3358−4873　http://www.keihin-se.com/setsubi_reform/sl-pro

問い
合わせ
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事例紹介⑥　施工者選定の失敗3

◇経過
　見積もりを地元業者から優先的に取得したいという意向が管
理組合からあった。しかし、設計コンサルタントは、今回の工
事内容は工務店レベルの地元業者では難しいと考え、改修工事
専門会社の見積もり取得を助言した。
　見積もり取得後、ヒアリングを実施するよう、理事会に助言
したが管理組合は聞き入れず、結局地元業者を採用することに
なってしまった。
　工事がはじまると、居住者対応がまったく後手に終始し、現
場代理人は慣れない居住者対応に追われて、肝心の施工品質や
工程といった管理に時間を充当できず、散々な出来栄え工事に
なった。
◇失敗の分岐点
　設計コンサルタントが管理組合推薦の地元業者の事前実績を
調べていたところ、共同住宅改修工事について、経験ゼロとい
うことを把握し、それゆえに採用を見送るように助言したの
だったが、管理組合から聞き入れてもらえなかった。
　決定の際には地元だから小回りが利く、緊急時の対応が早い
などという期待があったが、そもそも居住者のニーズを把握し
ていない会社であるため、小回り以前に根本的な工法ができな
い状態であった。
　緊急時の対応は担当者個人の携帯電話だったが、台風等では
あちこちから電話が入り、結局通話ができなかった。地元だか
ら小回りが利くなどというのは、ケースバイケースで錯覚とな
るという認識を持つべきといえる。
◇後日談として
　工事中、居住者との専有部分をめぐるトラブルが発生。採用
された地元業者は工事後も相当な期間にわたり、その対応に追
われていた。トラブルの内容は個人財産の破損で、設計コンサ
ルタントに「どうしたらよいですか」と頻繁に救いを求めてい

たという。

事例紹介⑦　施工者選定の失敗4

◇経過
　修繕委員長が独断専行、専横主義的人物であるパターンのひ
とつ。
　この事例では施工業者選定前に、突如設計コンサルタントを
解約し、委員長が強硬に推薦する施工業者を選定。同時に委員
長推薦の工事監理者（と称する）を採用した。
　結果として、工事終了後、管理組合が施工業者と契約してい
る竣工後のアフター点検、手直しについてまったく対応せず、
工事監理者もまったく取り合ってくれない状態が続いた。
　工事監理者は建築士事務所でもなく、建築士も存在しなかっ
た。
　さらに、委員長は工事完了後に引っ越していた。
◇失敗の分岐点
　解約された設計コンサルタントは、委員長と採用された施工
業者の関係性を把握していたため、その旨、意見を具申してい
たが、修繕委員会メンバー等も委員長を恐れて公にされずにい
た。
　委員会の行動に理事会は全面追認しかしていなかったので、
コンサルタントがいない時点で何らかのチェック機能が働いて
いなかった。
　工事監理者については資格要件を確認していなかった。
◇後日談として
　管理組合では施工会社の対処について、解約したにもかかわ
らず、その設計コンサルタントに救いを求めた。
　曰く、「引っ越ししていった委員長の行為など、施工業者と
の関係性がスキャンダラスなため、改めて他社に経緯説明する
ことは避けたかった」。
　その後、設計コンサルタントは弁護士を入れたプロジェクト
チームを作るスキームを提案。法的措置に則り、施工業者を相
手に調停を申し立てた。
　施工業者は調停の場でも勝手な持論を展開するなど、終始開
き直りの態度をとったが、それでも点検行為だけは実施させる
ところまでこぎつけた（平成23年での1年点検が平成26年の実
施となった）。
　管理組合はこれ以上の論争より、アフター保証はいらないか
らこの施工業者との縁を切りたいと嘆いている。

　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３回目です。

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3

4 ／ 26　東京・京橋　住宅あんしん保証本社会議室にて紙上採録

物件概要：SRC地上 10 階、地下１階建て・161 戸

物件概要：RC造、地上 14 階建て・132 戸

「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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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へ̶。

Q1　水性塗料と溶剤系塗料ではどちらが安全ですか？

A1　�住居での使用という点から、水性または弱溶剤系を

選択されるケースが増えています。近年では、水性

低汚染形塗料の開発や弱溶剤系内装塗料の低臭化も

進んでいます。

Q2　水性塗料と溶剤系塗料の違いは何ですか？

A2　�水性塗料は希釈剤（薄めるための液体）に水（清水）

を使用し、溶剤系塗料は希釈剤に溶剤（シンナー）

を使用します。水性塗料も溶剤系塗料もその主体と

なる樹脂がその塗料の性能を決定します。

Q3　長持ちする樹脂（塗料）は何ですか？

A3　�一般的に外壁に使用される塗料の主な樹脂はアクリ

ル、ウレタン、シリコン、フッソの４種類です。グ

レードはアクリル＜ウレタン＜シリコン＜フッソ

で、フッソ樹脂塗料が一番長持ちします。

Q4　 水性塗料と溶剤系塗料では、どちらの性能が上です

か？

A4　�水性塗料も溶剤系塗料もその主体となる樹脂が、そ

の塗料の性能を決定しますので、水性だから性能が

劣るということはありません。用途・環境・目的に

応じて選択することをおすすめします。

Q5　好きな色で塗装できますか？

A5　�塗料の特徴のひとつは、いろいろな色を調色できる

点です。塗料の種類によっては調色できる色が限定

されますので、ご確認ください。また地域によって

は景観条例が定められている場合があります。景観

条例については、お住まいの役所窓口にお問い合わ

せください。

＜取材協力：関西ペイント販売㈱東京建設塗料販売部＞

よ く あ る 質 問

外壁のカラーシミュレーション　その❹

ローラーで上塗り材を塗布している様子 実際に3種類（希釈率3％、5％、7％）の塗
料を塗布した部分を見比べた工事見学会

大規模修繕工事への理解のため、住民に塗布
体験をしてもらったイベント
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千葉本社 〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町31番3号
TEL 047（434）1786　FAX 047（434）1789
TEL 047（434）1751㈹

東京本社

支店

営業所
〒111-0056 東京都台東区小島2-13-3 ティーエスケービル
TEL 03（5809）3374　FAX 03（3866）5805
TEL 03（5809）3151㈹

神奈川・埼玉

津田沼

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

●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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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
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施工会社倒産・施工瑕疵へのリスク回避に
全建センターは完成保証と瑕疵保険をセットでご提供いたします！

へのリスク回避にへのリスク回避に
と瑕疵保険をセットでご提供いたします！と瑕疵保険をセットでご提供いたします！

〇「大規模修繕工事完成保証」は、工事会社が倒産等により工事
の続行ができない場合、引き継ぐ工事会社の紹介、前払金・
追加工事費用等を賄う保証です。

〇「大規模修繕工事瑕疵保険」は、工事後に施工瑕疵（欠陥）が
見つかった場合にその瑕疵を補修するためにかかった費用を
保険金で賄う保険です。

問　い
合わせ

一般社団法人　全国建物調査診断センター
TEL：03-6304-0278　info@zenken-center.com　http://zenken-center.com

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

Q23　窓ガラス等の改修費用はだれが負担するの？

　マンションは専有部分と共用部分に責任負担が分かれてい
て、個人（区分所有者）が負うものか、管理組合として行うも
のなのか、判断が難しい問題です。
　特に専用使用部分であるバルコニー等に面した窓のガラスや

サッシなどはトラブルになりがちと言われています。
　今後の課題のためにも、窓ガラス等の改修費用は実際、だれ
にあるのか教えてください。

教えて！管理組合交流相談室　クエスチョン編

エコカー（EV）、またはカーシェアも視野にしては…
　電気自動車（エコカー・EV）に対応できる設備を備える、カー
シェアリングを導入することは、これからのマンションの付加
価値を高めるものと考えられます。
　ただし、大がかりなエコカーの電源設備の設置等は総会での
特別決議（４分の３以上）が必要となります。また、車を持た
ない世帯から管理組合の資金を使うことに反対意見が出ること
も想定されます。
　一方、共用部分の形状や効用を変えるほどではなく設備導入
が可能ならば、普通決議（過半数）で通ります。こうしたエコ
カー、またはカーシェアリングの導入は、今後の普及事情によ

Q22　既存マンションに電気自動車導入は
拡大するの？　　　　　　　

教えて！管理組合交流相談室　ベストアンサー編

＜第66号14p参照＞

ベストアンサーに選ばれた回答

るため、管理組合としても
視野に入れておく必要があ
るでしょう。
　そしてエコカー導入の検
討が実際になれば、管理組
合としては、電気使用料の
負担についての管理規約改
正、カーシェアリングでは
使用細則、使用契約書の定
め等が必要となるでしょ
う。
　いずれにしろ、共用施設に対する不公平がないよう、トラブ
ルのもとにならないような事前準備が必要です。

　＜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）

電気自動車（EV）の電源を
設置したマンション例



15

◇ 実態を考慮しない標準
管理規約改正案

　「マンションの新たな管
理ルールに関する検討会」
報告書の問題点のうち、
今回は「コミュニティ条
項」の削除を取り上げる。
　報告書は削除理由とし
て管理組合が財産管理団
体であることと自治会費

の徴収の問題とをあげているが、これは、物事の見方が
非常に狭く、実態に合わず適切ではない。
　管理組合が財産管理団体であることは、区分所有法が
定めているとおりである。しかし、単なる財産管理団体
ではない。基本的には、区分所有者が当該のマンション
に住み、暮らしを営みながら、互いの人間関係を作り上げ、
地域の共同社会を作り上げている。この共同社会こそコ
ミュニティであり、自らの住む環境を、ハードもソフト
もともに快適に保ちながら、マンションの建物の管理を
行っているのである。ハードとしての建物さえ維持され
ればよいというものではない。
　現にそのことは、区分所有法第６条が、ペット飼育の
可否や居住以外の住宅使用の制限範囲などをはじめ、専
有部分の使用による区分所有者相互関係の基本を規約や
使用細則が決めていることで明確にしている。このよう
に住生活の環境整備は、建物の維持管理とともに、区分
所有者（居住者）間の良好なコミュニティの存在が不可

欠なのである。
　報告書が「コミュニティ条項」削除の理由としている
自治会費の徴収問題は、管理組合と自治会の性格の相違
に応じた対応をキチンとすればよいだけのことである。
　裁判例は、任意団体の自治会費を管理組合が強制的に
集めるのは違法だとは言っているが、管理組合のコミュ
ニティ活動そのものを否定することなど全く述べていな
い。
　それを報告書は「マンションの管理とは関係ない、あ
るいは管理との関係性の薄い業務や活動に対し、例えば、
マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、
管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後
に、その決議は違法無効」だとか、「一方、管理組合の役
員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業
務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した
役員等に違法な支出についての個人責任や損賠賠償責任
が生じる恐れあることに、区分所有者は十分留意する必
要がある」などという「注意喚起」の文言を「標準管理
規約コメント」に記載するべきだと述べ、いわば区分所
有者に脅しをかけている。
　コミュニティ関係の行事を行ったり、費用を支出した
からといって違法になる何の根拠もなく、もちろん判例
もないことはいうまでもない。
　このような事実に反する根拠による脅迫的な言辞を弄
しながら「コミュニティ条項」の削除を押しつけようと
する報告書の一方的な主張に反対し、同条項の維持を強
く求めるものである。� （論説委員会）

「コミュニティ条項削除」は不適切
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7月5日付第394号「論談」より

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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● 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。


