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ミャンマー技能実習生は高評価！

建装工業 受け入れ
1年後に意見交換会開催
建装工業㈱は９月21日、東京・港区のTKP新橋汐留ビジネスセンター
で、ミャンマー技能実習生意見交換会を開きました。
建装工業では協力会社３社が先陣を切り、ミャンマー技能実習生７
人を受け入れ。2015年９月30日に全国建物調査診断センターのミャン
マー人材開発機構における技能実施教育カリキュラムを経て来日しま
した。その後、長野・飯田市にあるSIE協同組合のSIE講習センターで
の日本語教育期間を経て、受け入れ企業に配属されています。成田空
港に着いてから約１年。日本の習慣にも慣れはじめてきた時期でもあ
り、実習の進捗状況や私生活での出
来事、意見・要望などを話し合いま
した。
建装工業首都圏マンションリ
ニューアル事業部では「受け入れ企
業となった３社で、ミャンマーから
の実習生は全体的に高評価であり、
今後協力会社各社にも周知して活用
を広げていきたい」としています。
意見交換会に参加したミャン
マー技能実習生たち
＜４ページにつづく＞

全建センター 福岡支部を設立
一般社団法人全国建物調査診断センター（吉野笙一理事長）はこの
ほど、福岡市博多区に福岡支部を設立しました。
地方のマンションは今後、大規模修繕工事の時期に入る件数の急増
が予想され、管理組合の情報不足が深刻化してくるものと思われます。
このため、同法人は昨年11月の鹿児島支部に続き、今年11月から福
岡に支部を設立し、情報収集と管理組合への情報提供を行うこととい
たしました。
福岡支部設立の趣旨
１．地方のマンション管理組合の大規模修繕に関する正しい情報の
普及
２．同じく蓄積された都市部の修繕ノウハウの活用
３．関連業界への最新情報の提供
４．地方のマンション管理組合へのコンサルタント機能の強化
５．新聞読者の拡大
●福岡支部所在地
〒812−0881  福岡県福岡市博多区井相田１−10−１−103
TEL. 092−558−9311 FAX. 092−558−8978
info@zenken-center.com

2016.11.5

16p セミナー
大反響！「工事費節約」第2弾
11月27日のお知らせ

〒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
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管理組合
File Data. 96

千葉県・松戸市／レクセルマンション松戸管理組合

工事は既存シールの軟化がきっかけ
メーカー「初めてみるレベル」も保証外
築７、８年ころから、窓・サッシ回り、エレベーター
回りなど建物各所の既存シールの軟化が目立つように
なっていた。ひどいところではシール材がただれていた
り、触れれば手につく有り様。管理会社や分譲会社に訴
えても単に「劣化」と回答され、メーカー保証も得られ
ない。ただし、シールの軟化はメーカーから「初めてみ
るレベルだ」との発言も。
あまりにただれが目立つ個所は部分的に補修していた。
そこで、これ以上余計な費用をかけるなら、
「早めに大規
模修繕工事を行い、全面的に直したい」という意識が管

得なオプション工事」として網戸の張り替えと網戸枠の

理組合内に高まってきたのだ。

手洗い・無償保管サービスを行っている。

工事計画のための診断は管理会社が担当。しかし、今

今回工事でこのサービスを利用した住戸は約30%。バ

度は管理組合資産の約２倍の見積もりが出てきた。「修繕

ルコニー作業中は網戸を取り外し、室内で保管しなけれ

積立金の残高がいくらか知っている管理会社なのに。１

ばならない期間がある。サービスを利用すればラクシー

回目の大規模修繕工事で借り入れをしたり、一時金を集

の自社倉庫で保管するため、汚れ等が気になる居住者に

めることなんて考えられない」
。

は好評だったとしている。

マンション管理士の資格を持つ修繕委員を中心に、改

また、今年は夏の終わりに大きな台風が続いた。台風

修専門会社に見積もり募集をかけた。選ばれたのが地元・

対策では養生シートをたたみ、特に「資材置き場や足場

松戸に本社を構える㈱ラクシー。
「技術管理室の検査体制

の壁つなぎなどの確認・強化を徹底した」と現場代理人

など、品質管理に優れていると思った」というのがヒア

の柳澤さん。

リング時の修繕委員の印象だった。
◇
ラクシーでは「大規模修繕工事中だからこそできるお

建物各所で既存シールの軟化が目立った
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工事の進捗については「マンション管理の知識がある
修繕委員の方が毎週の打ち合わせ、メールのやりとりな
ど、コミュニケーションをよくしてくれたため、大きな

シールの軟化はメーカーも「初
めてみるレベルだ」とのこと

ラクシー君を使用した防犯
シート

現場事務所に設置した防犯
カメラのレコーダー

本社技術管理室による現場確
認、足場解体前検査の様子

エ レ ベ ー タ ー の 養 生。 ラ ク
シー君がお出迎え

居住者の注意を引くため、季節に
合わせて掲示板を装飾。取材時に
はハロウィンをイメージしていた

施工者：株式会社ラクシー
■本社
〒270−2225  千葉県松戸市東松戸３−７−21
☎047−312−8888
オプションで網戸の張り替え、枠の清掃、工
事期間中は自社倉庫で保管するサービスも

■東京営業所
〒105−0004  東京都港区新橋４−25−６

鈴仙ビル2Ｆ

☎03−5408−8430

問題はまったくない現場でした」
。取材は足場解体の直前。
残すところ社長直轄である技術管理室の検査を受けるだ
けとなっている。

■神奈川営業所
〒220−0003  神奈川県横浜市西区楠町10−８
☎045−290−3222
代表者：外川

工事データ
○工事名／レクセルマンション松戸大規模修繕工事 ○
建物概要／ 2004（平成16）年３月竣工・RC造・地上６
階建て・１棟・43戸 ○発注者／レクセルマンション松
戸管理組合 ○施工者／㈱ラクシー
○主な工事内容
・共通仮設／仮設現場事務所、資材置き場等 ・直接仮
設／仮設足場、飛散防止ネット ・タイル補修／外壁タ
イルの浮き、ひび割れ、欠損の張替え ・シーリング／
外壁打継ぎ目地、建具回り、サッシ回り ・外壁洗浄／
高圧洗浄、タイル薬品洗浄 ・外壁塗装／外壁、バルコ
ニー、廊下、階段の手すり壁・天井他 ・鉄部塗装／玄
関扉枠、MB扉他鉄製品 ・屋上防水／アスファルトシー
ト防水、ウレタン塗膜防水 バルコニー防水／長尺塩ビ
シート部分補修、側溝・巾木ウレタン防水 ・共用廊下・
外部階段／ポリッシャー清掃、ドレン処理 ・その他工
事／隔て板・避難ハッチステッカー貼り、各所クリーニ
ング
○工事期間／ 2016年７月１日～ 2016年11月15日（予定）

則夫

創業：1990年（平成２年）８月

資本金：２億5,000万円
http://www.ruxy.co.jp

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

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。
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

2016.11.5

お問い合わせは
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外国人作業員の時代がやってくる!? Part24

実習生、日本をリスペクト
「ミャンマーにも日本の技術を伝えたい」
受け入れ企業社長も「戦力になっている」
＜１ページのつづき＞建装工業の協力会社がミャン
マーからの技能実習生を受け入れて約１年が経過。仕事
や日本の生活、習慣にも慣れてきたころです。
９月21日の意見交換会では、実習生、受け入れ企業社
長らとともに日本での実習の進捗状況や生活での出来事
や要望など交流の場を設けました。
まず、技能実習生から、
「刷毛やローラーの使い方が慣
れてきた」「さび止め塗装を覚えた」
「ミャンマーにも日
本の技術を伝えたい」など、仕事に対する興味、感動、
将来への積極的な発言が飛び出しました。
日本の暮らしについては、
「トイレがどこにでもある」

ミャンマー人材開発機構
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技能実技教育機関。現地ヤ
ンゴンで６カ月間、塗装、防水の基礎教育を行う。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。来日前の技能実技教育内容
には日本語教育も含まれている。

「建物等のインフラや色々な物がたくさんある」
「規則正
しい生活に驚いた」
「食べ物がおいしい」
「日本人は皆親切」

めている」
。㈱大和・鈴木社長も「実習生だからと簡単な

など、少しずつ慣れてきていることがわかりました。

雑用やレベルの低い仕事はさせず、あえて日本人の職人

受け入れ企業は３社。㈱春成塗装・春成社長は「雇入
れ前は不安だったが、雇入れてみてよかった。仕事は真
面目にやってくれている。

意見交換会はTKP新橋汐留ビ
ジネスセンターのミーティング
ルームで実施

実習生の出席は7人。日本での
暮らしについて「トイレがどこ
にでもある」など驚きの声も
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と同等に扱い大型現場にも意図的に行かせている、仕事
面でも日本人同様何でもやらせて、経験を積ませている」
など、全体的に高評価をいただきました。

逆に日本のゼネコンの現場

実際、日本語レベルが格段に向上している実習生も多

での外国人の受け入れ態勢

く、勉強熱心で日本とその技術をリスペクトしている様

が不満である」
。㈱さがみ

子がうかがえるようです。さらに「仏教国で非常に礼儀

塗装工業・田邉社長は
「ミャ

正しいのも好印象」という見方もあるようです。

ンマーからの実習生は戦力

全建センター・ミャンマー人材開発機構では塗装、防

になっている。休日は社員

水に次いでタイル工の技能実習教育も開始。日本人の若

と共に富士急ハイランドや

者が職人離れしている現状を踏まえ、ミャンマーを拠点

キャンプへ行き親交 を 深

に外国人技能実習制度を積極的に推進していきます。

実習生からは「教わった技術を
ミャンマーで生かしたい」とい
う発言も

真摯に耳を傾ける受け入れ企業
の社長たち

最後に記念撮影。このあとは場
所を居酒屋に移して懇親会を
行った

大反響！ 大規模修繕工事セミナー
全国建物調査診断センターは11月27日、東京・京橋の
㈱住宅あんしん保証本社会議室で「工事費節約」をテー
マに大規模修繕工事セミナーを行います（今号の裏表紙

して、このマンションで生まれ育った30歳前後の若い
世代の２代目理事（居住者）が誕生している。
→２ 代目居住者の増加に伴い、子育て世代のマンション
ニーズが高まる。居住者の世代交代がスムーズに行わ

を見てください）
。
大規模修繕工事を勉強された管理組合役員は、一般の
組合員の理解と賛同のもと、総会の承認という大仕事が

れ、管理組合内が活性化する。
ではなぜ、１世帯２物件所有が増えたのでしょうか。

待っています。工事費の予算合意を得なければ役員は孤

このマンションではある時期をきっかけに住民同士が

立してしまい、せっかく検討した工事も実施できません。

協力し合い、管理会社への依存をやめて、自分たちでで

７月のセミナーでは大きな反響をいただきました。そ
の講演の一部から、
「資産価値を維持する驚きのマンショ
ン」の事例紹介を掲載します。講師は㈱KAI設計・菅純一

きることはやっていこうという方向転換を図りました。
その結果、管理費や工事費の比較検討も十分に行われ、
理想的な経費削減・合理化を果たすことができました。
さらに地域の学校や町内会、近隣のマンションと連携

郎代表。

したイベント開催などの効果もあり、売り物件が出た際

資産価値の維持とは…

はすぐ成約するという現象がみられるようになります。

そもそも何のために大規模修繕工事を実施するのか？
誰しもご自分のマンションの資産価値を維持したいと
考えるのは当然です。そこで多くの管理会社や工事会社
などは「資産価値の維持」という大義名分で大規模修繕

この現象に気づいた元々の住民の多くは子ども世代が
家庭を持ちはじめた時期でもあり、２件目を買っておこ
うという動きに出たようです。
これでわかるように、マンションの資産価値はそこに
住む人たちのコミュニティによるものです。

工事の提案をしてきます。
しかし、
「維持管理」という意味で大規模修繕工事はも

大規模修繕工事は、建物としての性能を維持する意味

ちろん、大切なものですが、これが直接に資産価値・販

では有効ですが、資産価値を維持するという意味では、

売価格に反映するとは考えることができません。

それをきっかけにコミュニティを促進していくことで効

そんな中で、築30年以上経過していても資産価値を維

果を表すといえるでしょう。

持している「驚き」のマンションがあります。
川崎市のAマンションは約1,000戸のマンションで、棟
別に築35 ～ 33年が経過。工事については修繕委員会や各
分科会を設置し、理事会と自治会が連携して管理会社に
頼らずに毎年の事業を進めています。
マンションの評価額がどうして高いのか？この要因を
調査するうちにさまざまな特色が見えてきました。
○マ ンション全体の10%以上が１世帯２物件を所有して
いる。
→親 世代が、子どもが住むために２件目を購入。結果と

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

2016.11.5

リフォー ム 事 業 本 部

講師を務めた㈱KAI設計・菅純一郎代表
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事故・瑕疵・倒産等発生後の補償のため
「工事保険、瑕疵保険、完成保証加入」の確認を
先 日、 マ ン シ ョ ン 改 修
工事で仮設足場の解体作
業 中 に パ イ プ が 落 下 し、
通行人が死傷した事故が
発生しました。
お亡くなりになられた
方には心より御冥福をお
祈 り 致 し ま す。 ま た、 負
傷された方には、お見舞い申し上げます。
どんなに実績ある会社でも、何らかの「ミス（事故、
瑕疵）」つまり人災は、100%防ぐことは、難しいのかも
しれません。
やはり作業するのは人間です。「100%大丈夫」はあり
えません。ましてや、職人の不足・高齢化・技術力低下
などで、リスクは高まる一方です。
工事を行う管理組合には、自分で身を守るために、自
らリスク対策を行うことが求められます。

（1）
「工事会社選びで予防」
工事会社選定の入札条件に、過去の事故・瑕疵などの
有無、安全対策方法を提出するよう記載する。さらに、
工事中に安全確認する（気が緩まないように）
。
（2）
「事故・瑕疵・倒産発生後の損害賠償、瑕疵補修対応
の備え」
事故・瑕疵・倒産等を起こした後に、しっかり補償し
てもらうために、
工事会社選定の入札条件に「工事保険（請
負業者賠償責任、
PL）
、
瑕疵保険、
完成保証に加入」
（補償額、
特約付帯も明記）を記載し、
加入しているかの確認も行う。
最後に、ある管理組合理事長の印象深い言葉を紹介し
ます。
「私は、管理組合理事長となった以上、住民の住生活を
守る責任があります。マンションは共有財産、共同生活
のようなもの。だから１％でもリスクを減らすために、
できることはしっかり対策したい。管理会社や工事会社
など第三者の言葉を鵜呑みにはしない。しっかり備えと
確認をする」
。

知っていますか？

「マンション修繕工事請負契約約款」

工事完成保証、瑕疵担保責任保険の記載欄に注目！
民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款委員会が今
年４月、マンションの共用部分が対象の外壁塗装、屋上
防水、給排水管更新などの修繕工事の実情を反映した「マ
ンション修善工事請負契約約款」を策定しましたが、実
際の現場ではあまり定着していないようです。
工事範囲は基本的に改修工事が対象となります。また
駐車場や付属棟などの増改築工事の発生も想定していま
す。
契約書式モデルには、発注者や受注者、工事場所、工
事期間、請負代金、支払い方法、監理業務の委託内容の
ほか、工事完成保証や大規模修繕工事瑕疵担保責任保険
の欄等も盛り込まれています。
今後、マンションの大規模修繕工事では、この約款を

もとにした契約書式が管理組合と施工会社の間で利用さ
れることになります。
工事会社を選定する際、工事会社が用意する契約書に
ついて、
「どの契約約款を参考に作っていますか？」と聞
いてみましょう。そこでマンションの修繕工事に特化し
ている工事会社かどうかがわかるかもしれません。
■詳しくは…
民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款委員会
ホームページ
マンション修繕工事請負契約書（PDF）
http://www.gcccc.jp/contract/pdf/
mansion-1-construction.pdf

「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！
申込累計 2300 棟！（平成 28 年 9 月現在）

大規模修繕保険事業課

052-212-5210
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06-6232-5033

092-436-1388

水害対策していますか？
軽量パネル簡易式止水板
『フラッドセーフライト』
近年、ヒートアイランド現象が原因で突発的なゲリラ
豪雨が発生し、浸水被害が増加しています。建物内部へ
の水の浸入を防止するには土のうなどが使用されていま
すが、土のうは１袋約18kgあり、高さ30cm積み上げるだ
けでも多大な労力を要します。
そこで迅速な水害対策を可能とするのが、樹脂製の軽
量タイプの止水装置『フラッドセーフライト』です。
『フラッドセーフライト』は面材部分に中空構造のポリ

設 置 事 例 ①

カーボネートパネルを採用し、最大幅２m・高さ50cmで
も約10.8kgと軽量です。設置は左右のレバーを倒して、
ピンを押すだけ（特殊固定金具＝特許出願中）なので、
土のうと比べて設置時間が大幅に短縮できます。
タキロン㈱による製品性能試験では、止水が難しいと
されている初期浸水時から最大水深50cmまで１時間当た
りの漏水量は５リットル／時間／㎡という優れた止水性
を発揮しました。これは土のうの約600倍の止水性です。

設 置 事 例 ②
【問い合わせ・資料請求】

タキロンマテックス㈱

・大阪市
海 抜0メ ー ト ル 地 点 の マ ン シ ョ ン。
津波対策と都市型ゲリラ豪雨への対
応として、止水板を導入した。

・名古屋市
過去、ゲリラ豪雨の際に冠水。エレ
ベーターの復旧に2 ～ 3時間かかっ
た経験から、止水板の購入を決めた。

■東京支店
☎03−5781−8150
FAX 03−5781−8130
■大阪支店
☎06−6453−8170
FAX 06−6453−8177
http://www.t-matex.co.jp

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。

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

2016.11.5

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
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消防設備点検・排水管清掃
全戸 100% 実施にするには…
マンション管理士
専有部分内の消防設備点検・排水管清掃は、建物全体の維持
管理のため、全戸（100%）実施が大前提です。とはいえ、各
戸の管理意識のレベル差や諸事情によって立ち会えないことか
ら、全戸実施することが困難であるマンションは少なくありま
せん。
さらに賃貸されている場合には賃借人の立ち会い協力が得ら
れにくく、多くの管理組合ではその対応に頭を悩ませているよ
うです。
ここでは居住者とトラブルを起こさないで消防設備点検・排
水管清掃の全戸実施を実現している管理組合の事例を紹介いた
します。

■事例マンション
 35年・SRC造・８階建て・112戸（ファミリータイプ32戸・
築
ワンルーム80戸）
※ワ ンルームは主に投資用で、賃貸住戸は70戸に上る。独
身賃借人が多く、入退去も多いため、マンション全体の管
理が実施しにくくなるところ、以下の要領で消防設備点検・
排水管清掃を含む工事・点検を全室実施している。
（1）消防設備点検・排水管清掃の内容や必要性を認識させる
未実施による事故発生時の損害対応の大きさ（消防点検報告
書への記載、漏水事故時の費用負担の周知など）
（2）管理規約への規定・不在時の対応
管理を行うために必要な範囲内での立ち入り請求など、
「全
戸実施」がマンションのルールだということを啓蒙する

8

大

松

健

三

（3）その他
①年間行事として定期化
「消防設備点検は４月、10月の第３土曜日」を徹底…この日
だけは在室！
②１カ月以上前の全戸アナウンス
ローテション勤務・シフト勤務者への早めの実施日告知によ
る立ち会い調整
③注意喚起の絵入りポスター
エントランス掲示板だけでなく、２カ所の裏玄関とエレベー
ター内に注意喚起の絵入りポスターを掲示
④回答書兼入室許可書（在・不在／不在時入居許可）の完全取
得
不在者から入室許可書を事前に入手するとともに、未回答者
への徹底フォロー
⑤理事によるマスターキー解錠と立ち会い
業者任せにしない
（マスターキー取り扱い細則とキーの管理）
◇
事例管理組合では
この方式を日頃から
徹底しているため、
４年前の「玄関扉改
修工事」、２年前の
「窓改修工事」も計
画通り、全戸完了す
ることができました。 排水管清掃は漏水事故や排水のつまり、悪
臭といったトラブルを防ぐためにも未実施
の住戸をつくりたくない
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本

社 〒232-0025 神奈川県横浜市南区高砂町2-19-5
☎045-225-8200
東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1-14-5
☎03-5730-3950
圏央支店 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原2-3-16
☎042-704-9661

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

●営業本部
●北関東支店
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●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店

設計・監理コンサルタント募集
【募集項目】 ・設計・監理コンサルタント
【建物概要】 ・発注者：清水口第四住宅管理組合 ・住所：千葉県白井市清水口２丁目１番地
・建物構造：11階建（２棟）・８階建（３棟）
・２階建（12棟） ・総戸数：174戸 ・竣工年：1980年  
【業務概要】 ・長期修繕計画作成または支援
・排水管工事、大規模修繕工事（３回目）等における設計、仕様作成、監理など
・修繕工事後の点検等に係わる支援 ・その他工事における支援
【応募方法】 ・e-mailにてご連絡ください。応募用紙をe-mailにてお送りします。応募用紙記入後、郵便で返送してください。
【選考方法】 ・１次審査は応募用紙の記入内容にて書類審査を実施し、書類審査に合格したコンサルタントとは、面接を行い決定
します。
・面接時に必要な提出書類は、ご連絡します。
【応募締切】 ・2016年12月16日㈮
【問い合わせ先】 ・千葉県白井市清水口２−１−15−1002 大規模修繕専門委員会 委員長 水野純也
連絡はe-mailでお願いします。 e-mail：jmizuno@pop17.odn.ne.jp

工事会社社員のプロボクサー

東上選手の不屈な精神力に感動！
10 ／ 22

プロボクシングの日本タイ
トル挑戦権を争う「最強後楽
園」が10月22日、後楽園ホー
ルで行われました。
当日、
スー
パーフェザー級８回戦でリン
グに上がったのが東上剛司選手（ドリーム所属／同級４位）
。
マンションの大規模修繕工事を手がける㈱エーファイブ
（本社：
東京都墨田区、木村康三社長）の社員をしながらプロボクサー
を続けています。
試合は「激闘」と言ってよいほどの激しい攻防戦！ 10歳も
年下の対戦相手・杉田聖選手（奈良所属／同級３位）に向かい、
中盤は圧倒的に東上ペース。「ツヨシ！ツヨシ！」会場では手
に汗握る観客からの「ツヨシコール」が鳴り響く中、熱い闘い

後楽園ホール

が繰り広げられました。
結果は僅差の判定で杉田選手に軍配が上がりましたが、仕事
をしながらプロボクシングを続け、10歳も年下の相手に激し
い打ち合いをする東上選手。その不屈な精神力に心が震えまし
た。勇気と感動をありがとう！

中盤は東上選手（左）のペース

東上選手のパンチがヒット

業界初の小規模修繕専門業者だからできる
40 戸以下の中・小規模マンションを主体に
きめ細かいサービスをご提供します。
改修工事を行っております！
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

2016.11.5
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特−27

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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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

リニューアル事業本部

2016.11.5
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教えて！管理組合交流相談室
Q38

管理会社への不満の声への対応は？

ること」は「主権者」である区分所有者にしかできない
ことです。

「管理会社がなんでもどんどん勝手にやっていて、理事

Q38さんの質問には「理事会は承認するだけだ」とあり

会は承認するだけだ」「管理員がなんにも仕事をしていな

ますが、理事会が自覚をもって管理組合業務を行うこと

い。私用電話ばかりかけている」
「管理会社を替えてはど

ができなければ、管理会社を変更しても同じ結果となる

うか」といった不満の声が管理組合内で高まっています。

可能性があります。

一方で「管理会社を替えるとしてもどこに替えるのか」
「管

管理員の怠慢については居住者の前で行われているわ

理会社を替えればすべて解決するのか」といった疑問の

けですから、その勤務状況も白日のもとにさらされ、業

声もあります。問題の根本解決はどこにあるのでしょう

務の質が際立って悪ければたちまち批判されることは必

か。アドバイスをお願いします。

至です。
管理組合が管理会社と結んでいる委託契約書をもとに、
明らかな「業務不履行」だと指摘すればよいことだと思

ベストアンサーに選ばれた回答

います。
管理組合がマンション管理についてある程度の知識が

質が悪ければ「業務不履行」を
管理組合側にも管理の知識必要

あれば、管理会社との契約も業務対応も苦情を言ったり、
改善要求をしたりするなど、管理会社の「いうがまま」

よく「マンション管理を管理会社に全面委託する」と
いう言い方をしますが、全機能を委託するということは

管理組合側の努力がなくては、管理会社との真のパー
トナー関係も成り立ちません。今後の管理組合（理事会）

ありえません。
管理会社が行うことは委託契約で決められた業務のみ。
その他必要な資料を提供してもらうことや、文書の作成

の努力に期待します。
〈参考〉『マンション管理の「なぜ？」がよくわかる本』

や配布などということについての援助や作業をしてもら

発行／住宅新報社

うことがありうるのは当たり前ですが、最終的な「決め

著者／ NPO日本住宅管理組合協議会

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 〒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㈹
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になることだけは免れることができるでしょう。

支店
営業所

神奈川・埼玉
津田沼

機械式立体駐車場の安全対策は大丈夫ですか？

「管理者向け自己チェックシート」策定
消

費

者

庁

／

国

土

交

通

省

●死亡・重傷事故の発生状況と主な発生要因
無人確認
不足
装置内に人がいる
状態で機械が作動

危険源への
接近

不適切な
自動車運転

10

外部浸入

不適切な
操作

障害物

合

2

人の乗降・歩行時の
転倒・落下

3

作動中の装置に
浸入・接触

6

車両の入出庫時に
衝突

1

1

1

6

1

7

6

6
1

計
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消費者庁と国土交通省はこのほど、機械式立体駐車場
に関わる製造者、設置者、管理者および利用者が取り組
むべき安全対策の具体的な実践例等をまとめた「機械式
立体駐車場の安全対策に関するガイドラン」の手引きを
発表しました。
国土交通省によると、機械式立体駐車場における利用
者等の死亡・重傷事故は平成19年以降、少なくとも32件
（うち死亡12件）発生しているといいます。また、このう
ちマンション駐車場での事故が全体の半数以上を占める
など、利用者が駐車装置を操作するときに多くの事故が
発生しています。
事故の主な発生状況としては、装置内に人がいないこ
との確認が不十分なまま装置を動かしたために起きたと
思われる事故が最も多く10件、次いで、子どもの予期せ
ぬ行動などにより危険源に接触したために起きたと思わ
れる事故が９件となっています。
このため、管理組合や利用者に注意喚起したいことを
「管理者向け自己チェックシート」として取りまとめまし
た。
●「機械式立体駐車場の安全対策に関する
ガイドラン」の手引き
http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html
●「管理者向け自己チェックシート」
http://www.mlit.go.jp/common/001145264.pdf

事

故

例

稼働中の装置内に子どもが立ち入り、挟まれ死亡

3

2

1
1

1

32

●死亡・重傷事故の発生場所
ホテル駐車場 3％

来客用駐車場 3％

時間貸し駐車場 10％
テナント駐車場 10％

マンション駐車場
55％

月極駐車場 19％

キリトリセン

料金受取人払郵便

新宿局
承 認

160 8790
323

405
差出有効期間
平成30年２月
28日まで
（切手不要）

東京都新宿区西新宿8-12-1
サンパレス新宿603
全国建物調査診断センター
駐車場リノベーション機構

管理組合名

竣
工
年

お名前

役
職

行

総
戸
数

ご住所

ＴＥＬ

2016.11.5

前面ゲートのない装置で、子供が装置内に立ち入
り、空車であった隣の搬器から上昇の自車の乗った
搬器に飛び移った。その際転倒し、搬器と歩廊の間
に挟まれ被災した。
この事故の場合、利用者（被災者の母親）が操作
していたが、ボタン押し補助器具を使い、操作盤か
ら離れた位置にいたため、子供が転倒した時点で搬
器の上昇を直ちに停止させることができなかったこ
とも重大な事故につながった。

計
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装置の非常停止
合

機械・電機の
不良、劣化

E-mail

『大規模修繕工事新聞』をメールマガジンで差し上げています。
15
メルマガをご希望されない場合は□にチェックを入れてください。
□ 希望しない

実例が示す究極の工事費節約セミナー第2弾！
工事費節約が面白いほどわかる！コンサルタントのぶっちゃけ話
99パーセントの理事長が知らない「工事とお金」の話
大規模修繕工事を勉強された管理組合役員は、一般の組合員の理解と賛同のもと、総会の承認という大仕事が
待っています。工事費の予算合意を得なければ役員は孤立してしまい、せっかく検討した工事も実施できません。
多くの大規模修繕工事において工事費の節約を経験してきた2人の講師が、その極めた成功方法を明かします。
大反響につき「工事費節約」セミナーの第2弾です！
無難な一般論や建前論は、他のセミナーや書籍、インターネットで十分！貴重な機会です。これぞ、本音セミ
ナーです。お申し込みください！
●第

1部

●第

理事長が知るべき工事費節約法！
予想もしなかった工事費予算オーバーが発生し、
工
事の見通しが必要になった！その時のリスクと対応
方法について、事例を通して公開し、解決方法を伝授
します。
●講師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤 成幸 専務取締役
マンション大規模修繕工事のコンサルタントとし
て経験豊富な佐藤氏。工事の初歩から業界動向まで、
管理組合側の立場で解説してくれます。
http://www. renosys.jp

2部

理事長が孤立しないための工事費節約法！
理事長が孤立する!?工事費節約、ぶっちゃけ話で解
決しましょう！
●講師：㈱ＫＡＩ設計
菅

物件のコンサルタント会社の代表です。著書に『管理
宅新報社）。
http://kaiseikkei.com

日

時

□ 駐車場使用料の会計処理・税対策
□ 機械式駐車場のメンテ費
□ 駐車場のリニューアル

□ 迷惑駐車

□ その他

□ マンション管理士

□ マンション関係団体

13：30 〜 17：00

参加費

無料

定

員

30名

□ 空き駐車場

2．現在、駐車場運営問題はどこに相談していますか？
□ 管理会社

11/27（日）
受付開始 13：00

テーマ：マンション駐車場運営相談
1．駐車場運営の相談概要について下記に印を付けてください。

代表取締役社長

組合のためのマンション大規模修繕のポイント』
（住

キリトリセン

相談申込はがき

純一郎

診断設計実績は建築部門約50物件、設備部門約80

□ 建築士事務所

□ その他

★ご相談・ご要望などを自由にお書きください

●主催：一般社団法人 全国建物調査診断センター・
㈱住宅あんしん保証
●共催：関西ペイント㈱・㈱ダイフレックス
●後援：NPO 全国マンション管理組合連合会
●会場：㈱住宅あんしん保証本社会議室
東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6F
（JR東京駅八重洲南口徒歩6分、
東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩1分、
都営浅草線宝町駅A6番出口徒歩2分）
お申し込みいただいた方へは別途ご案内を申し上げます。

お問合せ・お申込み
マンション名・お名前・住所・参加人数・電話番号を
記入の上、下記へ電話、FAX、メールでお申し込
みください。

TEL：03−6304−0278 FAX：03−6304−0279
E-mail：info@zenken-center.com
16
※ご記入いただいた個人情報は当センターから発信するご案内等のほかには
利用いたしません。

