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未来の大規模修繕工事に向け
新たなマンション設計・監理方式を提案
来年度にもAI（人工知能）実用化へ
一般社団法人全国建物調査診断センターと、そのシンクタンクとし
て独立した一般社団法人マンション総研は現在、共同でAI（人工知能）
や小型無人機ドローンを活用したマンション設計・監理方式のシステ
ムを開発し、来年度の実用化を目指しています。
AIは機械学習方式とし、その分析によって現状の可視化や診断、問
題発生の予測まで行います。大規模修繕工事の設計コンサルタントの
経験を人工知能に最大限に取り入れることで、マンション設計・監理
方式の提案機能を飛躍的に向上させます。
また、小型無人機ドローンを用いたシステムも開発中です。これま
で作業員が行っていたマンション外装部分の調査をドローンに掲載し
たカメラによって判定することができ、より広範囲で確実、安全な作
業を実現することができます。
全建センターとマンション総研は未来の大規模修繕工事に向け、新
しい「設計・監理方式」の完成度を上げていく予定です。

大規模修繕工事100管理組合の実録

マンション総研のサイトにリンク！
一般社団法人マンション総研のホームページに「大規模修繕100か
所の実録！」のサイトをリンクしました。

http://www.daikibo100.com
「大規模修繕100か所の実録！」とは大規模修繕工事新聞に連載して
いる「管理組合修繕奮闘記」約100事例を紹介したものです。他の管
理組合の経験を生かし、情報不足の管理組合に役立ててもらうべく、
インターネットで閲覧できるよう作成しました。
これまで大規模修繕工事の事例研究が求められているのにもかかわ
らず、管理組合相互の情報交流が限られており、それぞれの苦労や経
験が蓄積されず、何年経っても管理組合は一からはじめざるを得ませ
んでした。
このサイトは今後も事例を110、120と積み重ね、中立で客観的な情
報として充実させていきます。また、マンション総研ではこれらの実
録を分析し、
そこから得られるノウハウを調査し、
セミナーや新聞、ホー
ムページなどで発表していく予定です。

TEL.03-6304-0278
FAX. 03-6304-0279
info@mansionsoken.com
http://mansionsoken.com
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●「マンション総研」問い合わせ先
東京都新宿区西新宿８−12−１ サンパレス新宿603
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管理組合
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神奈川・大和市／サンピア南林間管理組合

中小規模マンションは中小会社を選ぶべし
ミャンマー人作業員も「まじめ」と高評価
築28年目の昨年１月、管理会社の提案により、定期総
会で５階部分のルーフバルコニーのみの部分補修工事が
決定した。このとき、何のための工事なのかと疑問に思っ
た西岡徹さん。その総会での理事長就任後、本来の修繕
工事の必要性を探りはじめた。
管理会社の仕様書をもとにアサヒ建装に見積り依頼を
すると、おおよそ管理会社と同額で４階と５階部分のルー
フバルコニーの全面改修工事ができることがわかった。
「それでは」と、今度は全体工事の見積もりをアサヒ建
装に依頼。その仕様書をもとに５社から相見積もりをと

結果的に２回目も30万円程度の一時金徴収の必要があっ

り、２回の臨時総会を経て１月の部分補修工事を却下し、

たが、施工者に選ばれたアサヒ建装の工事状況の評価が

２回目の大規模修繕工事への合意を得た。

高く、
「みんな遅滞なく快く払ってくれた」と西岡理事長。

実は平成24年ころから大規模修繕工事の提案を管理会

「自分で勉強し、人任せにせず、すべてに直接関与した

社から受けていた。しかし、前回の大規模修繕工事で戸

ので、やりがいがあった。セミナーに参加し、業界の先

当たり約100万円の一時金徴収があり、輪番制の理事会で

達者のアドバイスはたいへん貴重だった」

は先送りされていた。

西岡理事長はさらに「小さなマンションは大きな会社

全21戸。どの小規模マンションの大きな悩みは資金問

には軽く見られて、相手にされない感じがする。中小規

題だ。とはいえ、西岡理事長がリーダーとなって共通仕

模のマンションは中小の会社を選ぶべしだと思った」と

様書をもとに相見積もりやヒアリングなどを行い、業者

も。アサヒ建装は小規模マンションを中心とする実績が

の比較・選定をした。また全建センターの大規模修繕工

20年以上ある。

事節約セミナーなどにも参加し、自分で勉強・情報を得た。

左からアサヒ建装・坂田社長、西岡徹理事長、
小坂現場代理人

特−27
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また、今回はアサヒ建装が受け入れた外国人技能実習

完工後のマンションの様子

「工期内に立派に仕上げていただき、住民み
んなが喜んでいる」と管理組合から自発的に
感謝状が渡された

天井部分をローラーで塗布

ミャンマー実習生はすでに来日1年半が
経過。日本語もかなり上達した

生としてミャンマー人が作業員として加わった。これに
ついても西岡理事長は「非常にまじめであいさつもきち
んとする。女性の住民からも好ましく映ったという声が
あった」と高評価。
「企業としても、海外援助を拡大して
いけばいいのではないか」と話してくれた。

施工者：株式会社アサヒ建装
■本社
〒227−0038 神奈川県横浜市青葉区奈良３−21−２
☎045−961−7757
■本社営業部
〒194−0044 東京都町田市成瀬３−１−５
☎045−961−7757
代表者：三浦 豊
創業：1995年（平成７年）６月
資本金：2,000万円 http://www.asahikenso.co.jp

細かい部分は刷毛を器用に
使って作業を行っている

工事データ
○工事名／サンピア南林間大規模改修工事 ○建物概要
／ 1988（昭和63）年10月竣工・RC造・地上５階建て・
１棟・21戸 ○発注者／サンピア南林間管理組合 ○施
工者／㈱アサヒ建装
○主な工事内容
・仮設／仮設足場、飛散防止ネット等
・外壁補修／タイル亀裂、浮き補修、塗装面のクラック
処理、爆裂・欠損補修等
・シーリング／窓まわり、換気口、貫通部まわりのシー
ル打ち換え等
・タイル壁洗浄・外壁塗装
・鉄部塗装／火災報知器、消火器ボックス、駐輪場、変
電設備扉等
・防水／屋上、ベランダ、ルーフバルコニー等
○工事期間／ 2016年９月26日～ 2016年11月30日

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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リスクに備える「工事完成保証制度」を検証
Inspection

金銭保証の詳細確認が重要!?

「工事完成保証制度」とは、工事会社の倒産等による工事中
断など、万が一の際に管理組合が受ける被害に対して、工事が
完成できるように保証（履行保証）する制度です。工事会社が
倒産した場合、すぐに工事現場や工事会社の状況を確認し、引
き継ぎする工事会社を紹介・あっせんすることで、速やかに代
替履行工事会社に引き継ぎ、確実に、スムーズに工事の継続を
約束します。
とはいえ、「工事完成保証制度」と呼ばれるものの、内容を
疑問視せざるを得ないものもあります。そこで、マンション大
規模修繕工事で工事完成制度を実施している３団体の制度を比
較検証してみました。
◇
①金銭保証
全国建物調査診断センター（全建センター）では支払い済み
の前払金（着手金、中間金）について第三者機関が調査し、工
事の進捗と支払い済みの金額とに差が生じた場合の損害を保証
する。
引き継ぎ業者への支払いが当初の契約金額を超える場合にも
保証されるので、工事完成までの追加工事費用も該当。つまり
代替履行工事会社が引き継ぐことにより発生する増嵩費用が工
事費の30％を上限として保証されることになる。
B協会は基本的に着手金、追加工事費の保証はなし。仮設工
事に関しては、仮設足場、現場事務所等のやりかえのみについ
て上限100万円まで金銭保証する。
C協同組合は金銭保証なし。
B協会もC協同組合も実質的に金銭保証がないまたは保証額
が少ない場合に限定されるなど、それが「工事完成保証制度」
と呼ばれるものか疑問が残る。
②役務保証
全建センターとB協会は代替履行工事会社の紹介・あっせん
を行う。
B協会では会員工事会社に再開する工事を依頼しないと仮設
足場保証が使えなくなるペナルティーあり。C協同組合は役務
保証として工事の完成を可能としている。しかし、具体的な対
策費の蓄積や担保する保険会社等の内容が不安定で、不透明な
部分がある。
③保証制度の担保性
全建センターでは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」が保証。大手損害保険会社がそれ
を再保証する仕組みをとっており、信頼がおける。
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一方、B協会は仮設保証について上限100万円を協会と住宅
瑕疵担保責任保険法人で保証する。C協同組合は実態の確認が
できない。
④審査機能
全建センターの工事完成保証制度を利用できる工事会社は登
録制で、登録時および毎年行う審査により、登録工事会社の倒
産リスクや事業性に信頼度が高い。
他の２団体は会員であれば利用可能。会員工事会社の経営上
の信頼性は不透明で、倒産リスクの可能性が見えない。
◇
制度を見る上で重要な点は「金銭保証」です。全建センター
では前払いなど金銭被害があっても工事の30%を上限に大手損
害保険会社の保証を得ているため、金銭面のトラブルがなく工
事の継続ができます。
金銭保証がなく（または少額限定）
、工事会社の紹介・あっ
せんのみでは保証制度として片手落ちといえないこともありま
せん。また、この点を説明せずに工事完成保証として管理組合
と契約し、実際に工事会社の倒産・金銭被害にあった場合、ど
ういう責任が発生するのかについても疑問が残ります。
しっかりとした工事完成保証制度は「金銭保証にあり」とい
えるかもしれません。契約の際には入札条件の段階から保証制
度の内容をしっかり確認する必要があるでしょう。
一般社団法人全国建物調査診断センター
団体概要：管理組合を対象に中立な立場で支援や助言を行
う情報提供団体
主な活動：
『大規模修繕工事新聞』発行／管理組合向け訪
問相談サービス／管理組合向けセミナー／積算
代行／修繕コンサルタント紹介／工事完成保証
制度／大規模修繕瑕疵保険の取り次ぎ
B協会
団体概要：改修専門会社約150社会員の事業者団体
主な活動：管理組合向けセミナー／会員社向けの研修会／
マンション改修施工管理技術者試験／マンショ
ン計画修繕工事関連書籍の刊行／工事保証シス
テム／大規模修繕瑕疵保険の取り次ぎ
C協同組合
団体概要：建設会社約450社が加入する事業協同組合
主な活動：資材の共同生産／事業に関する調査・研究・開
発／会員の教育及び情報の提供／工事完成保証
事業／長期性能保証事業

工事完成保証制度の比較
①金銭保証

②役務保証

③保証制度の担保性

④審査機能

全国建物調査
診断センター

△
◎
・前払金（着手金、中間金） ・代 替履行工事会社の紹
介・あっせんを行う
あり
・追 加工事費用あり（代
替履行工事会社が引き
継ぐことにより発生す
る増嵩費用）
・工 事費の30%を上限と
して保証

◎
・㈱ ジェイ・モーゲージ
バンクが保証
※大 手損害保険会社の再
保証あり

◎
・工 事完成保証制度を利
用できる工事会社は登
録 制 で、 登 録 時 お よ び
毎年審査を行う
※決 算書等の厳しい審査
の上、利用の可否が判
断される

Ｂ協会

△
△
・着 手金、追加工事費の ・代 替履行工事会社の紹
介・あっせんを行う
保証なし
・仮設足場、
現場事務所等、
仮設工事のやり替えに
よる追加費用が発生し
た場合に限り、上限100
万円まで保証
※設備工事に適用不可

○
・同 団体と住宅瑕疵担保
責任保険法人が保証

△
・す べての会員工事会社
が保証制度を利用でき
る た め、 倒 産 リ ス ク の
可能性が見えにくい

Ｃ協同組合

×
・金銭保証なし

△
△
○
・団 体および会員工事会 ・具 体的な内容に不透明 ・す べての会員工事会社
が保証制度を利用でき
な 部 分 が あ り、 実 際 の
社 が、 責 任 と 費 用 負 担
る た め、 倒 産 リ ス ク の
担保性は確認できない
により工事完成を保証
可能性が見えにくい
する
△
・具 体的な対策費の蓄積
や担保する保険会社等
の 内 容 が 不 安 定 で、 不
透明な部分がある

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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川崎市／日商岩井溝の口マンション管理組合

第3回大規模修繕は環境変化への対応
建物と居住者の老いで安心・安全を目指す
川崎市高津区の日商岩井溝の口マンション管理組合は
12月３日、近隣マンション管理組合役員や修繕委員等を
集めて、工事見学会を行った。
当日は約20人が参加した。橋詰泰理事長は冒頭あいさ
つで「今回の工事テーマは経年劣化と環境変化への対応」
と説明。事前のアンケート結果も踏まえ、築34年が経過
し建物と居住者の老いが同時に進行している中、
「全戸の
玄関ドア、
アルミサッシ（戸車、
クレセント）
、
サインプレー
トや階数表示の交換、共用部照明のLED化、外溝アスファ
ルト舗装の修繕等でバリューアップを試み、安心・安全

ルタント、施工会社いずれもガラリと代えた。これは修

な生活環境の確保を目指す」としている。

繕委員会の英断だった」という声もマンション内で上がっ

大規模修繕工事は１、２回目のときから設計事務所が
コンサルタントに入る設計・監理方式を採用、施工会社
は競争見積もりにより選定した。

ている。
これは管理組合、修繕委員会が「第３回大規模修繕工
事実施までの軌跡」（表参照）の中で、勉強や研鑽を積み

工事では、これまでコンサルタント、施工会社いずれ

重ねてきた結果といえよう。工事前の各戸への不具合ア

も相見積もりをとって公平に進めてきたが、１、２回目

ンケートも341戸のうち80%以上が回答。建物外観だけで

いずれも同じ会社に決まっていた。
「３回目にしてコンサ

なく設備のアンケートなども含め、今後の工事検討項目
も視野にいれる工夫がなされている。
工事見学会時は下地補修、シーリング、バルコニー床
防水などの各工事が終盤を迎える段階。工事見学会の参
加者からは「先駆者的な先輩マンションとして参考になっ
た」という声が上がっていた。
１月からは戸別の玄関扉改修やサッシ補修工事をはじ

12月3日 に 開 い た
工事見学会の様子

中央公園に設置した資材置場

現場では現場代理人等が
具体的な作業を説明

め、共用部分も含め、３月末には完工・引渡しとなる予
定だ。

共用廊下は既存シートを撤去⇒側溝をウレタン防水⇒新規防滑性シートへ張り替え

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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外鉄骨階段の接続部分の劣化。写真右は段差ステップ、床シートの試験施工中

換気口ガラリ交換

第3回大規模修繕工事実施までの軌跡
1982年 3月：竣工
1994年 2月：第1回大規模修繕工事
2005年 2月：第2回大規模修繕工事
2007年 6月：給水設備改修工事（増圧直結化）
2008年12月：エレベーター改修工事
2012年 2月：29年目建物点検指摘・地震被害個所補修工事
2015年 8月：建物等調査・バルコニー立ち入り調査
     10月：建物等調査・診断の判定報告
     11月：第3回大規模修繕工事基本設計完了
     12月：建物等事前調査説明会
2016年1月～ 3月：施工会社選定（公募・書類選考・見積選考・
ヒアリング）

工事データ
○工事名／日商岩井溝の口マンション大規模修繕工事 ○建
物概要／ 1982年（昭和57年）竣工・SRC造、一部RC造・地上７・
９階建・２棟・341戸 ○発注者／日商岩井溝の口マンション
管理組合 ○設計・監理者／㈱改修設計 ○施工者／㈱アー
ル・エヌ・ゴトー
○主な工事内容
・仮 設／足場、養生シート設置、中央公園の一部に現場事務
所や作業員詰所、資材置場、工事用流し、仮設トイレ設置
・下 地補修／コンクリートのひび割れや欠け、鉄筋の露出個
所の復旧、高圧水洗浄
・シ ーリング／壁面の目地やサッシまわり、バルコニー等の
手摺支柱付根のシーリング材の打ち替え
・壁 面塗装／主に天井や外壁を既存仕様と同等の仕様で塗り
替え
・鉄 部塗装／メーターボックスの扉、消火栓ボックス等共用
廊下にある鋼製品、雨水管、外鉄骨階段、その他バルコニー
内や屋上にある鋼製品、駐輪場、バイク置き場の屋根柱梁、
ゴミ置き場鉄骨の再塗装
・防 水／屋上陸屋根＝アスファル防水増貼り、ルーフバルコ
ニー＝シート防水増貼り、共用廊下＝防滑性シート貼替え
・そ の他／・アルミサッシ戸車等補修・照明器具交換・Ａ棟
エントランス前スロープ改修、手摺設置・ゴミ置き場改修・
換気口ガラリ交換・内階段床（既存Ｐタイル⇒特殊発砲シー
ト下貼り＋防滑性シート貼り）
○工事期間／ 2016年８月１日～ 2017年３月31日（予定）

    
    
    

2月：第3回大規模修繕工事実施設計確定
3月：第3回大規模修繕工事の工事概要等説明会
6月：第34期通常総会（実施決議※施工会社・工事費・
工期等決定）
8月：第3回大規模修繕工事着工
（2017年3月竣工予定）

    

株式会社改修設計
■本社
〒160−0022 東京都新宿区新宿１−34−13
第一貝塚ビル3階
☎03−5312−1160
代表者：伊藤佳比古
設立：1994年（平成６年）３月
資本金：2,500万円
http://www.kaisyuu.com
施工者：株式会社アール・エヌ・ゴトー
■本社
〒211−0043 川崎市中原区新城中町16−10
☎044−777−5158
代表者：後藤 龍彦
設立：1982年（昭和57年）10月
資本金：１億円
http://www.rngoto.com

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

「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 2500 棟！（平成 28 年 11 月現在）

大規模修繕保険事業 課

06-6232-5033

092-436-1388

2017.1.5

052-212-5210
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謹賀新年
大規模修繕工事における管理組合様のパートナー

一級建築士事務所

イーストサン株式会社
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

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます
「顧客指向であること」
これが私たちの出発点です。

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/

謹んで初春のお慶びを申し上げます
マンション・ビルの大規模開口部改修で
皆様の生活を豊かにリノベーションしてまいります。

ＹＫＫ ＡＰ株式会社
リノベーション事業部
改装営業統括部
東京改装支店
名古屋改装支店
大阪改装支店

〒110−0016
〒110−0016
〒460−0008
〒540−8534

東京都台東区台東１−28−２ 台東 YF ビル
東京都台東区台東１−28−２ 台東 YF ビル
愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 栄 ２ −1 1 −3 2
大阪府大阪市中央区谷町４−８−７ 谷町 YF ビル

TEL：03−5816−7318
TEL：03−5816−7307
TEL：052−212−4193
TEL：06−6944−8762

http://www.ykkap.co.jp/search/building/
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新年のお慶びを申し上げます
一級建築士事務所

株式会社ボス建築コンサルタンツ
代表取締役社長
本

梅

沢

世紀を超えて快適サポート

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
名古屋事務所 愛知県名古屋市中区大須４−11−17 5C
メールアドレス：boss@boss-ac.co.jp

代表取締役社長

謹んで新年のお慶びを申し上げます
謹んで
新 年 のお 慶 びを申し上げます

謹

賀

新

年

〜顧客満足度ナンバーワンを目指して〜

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 http://www.asahikenso.co.jp

『大規模修繕工事新聞』も8年目に突入しました！

頌

春
謹んで新年のご挨拶を申し上げます

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 日本橋コアビル 2Ｆ
TEL. 03−6892−7510 http://www.toho-cp.co.jp/

謹

賀

新

年

明けましておめでとうございます。
本年も「存在価値ある企業」を目指していきます。

株式会社 ダイフレックス
千葉本社

竹内

一

〒273−0014 千葉県船橋市高瀬町31−３
TEL：047−434−1751 FAX：047−434−1789
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：03−5809−3151 FAX：03−3866−5805
E-mail：renewal@kk-tsk.co.jp URL http://www.kk-tsk.co.jp

代表取締役社長

三

浦

吉

晴

〒163−0825 東京都新宿区西新宿２−４−１ 新宿 NS ビル 25F
☎03−5281−0881
http://www.dyflex.co.jp

2017.1.5

代表取締役社長
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新年明けましておめでとうございます
大規模修繕工事、給排水管取り替え、多様な設備改修の
設計・監理で快適な住生活をサポートいたします。

株式会社建物保全センター
代表取締役 福市博臣

新春のお慶びを申し上げます
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
川

代表取締役

〒221-0836 横浜市神奈川区鶴屋町 3-35-11-504
TEL：045-324-6152 URL：http://www.k-tateho.jp

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

謹んで新年のお慶びを申し上げます
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。

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. 03−3358−4871 http://www.keihin-se.com

皆様に恩返しができるよう各種企画を立案し

新年明けましておめでとうございます

「喜び」と「幸せ」を繋ぐ
企業を目指して

当社は外断熱改修によって皆様に快適な住空間を
提供させていただきます。

Sto Japan 株式会社（シュトージャパン）
代表取締役

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

新年おめでとうございます。
建設業界がさらなる発展をとげる一年に
なることを願っております。

三 和 建 装 株 式 会 社
代表取締役社長

中

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/
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謹んで新春のお慶びを申し上げます
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。

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

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

謹んで新年のお慶びを申し上げます
私たちは約束します。高品質修繕工事を行うことを。

建設塗装工業株式会社
代表取締役社長

吉

田

幸

一

〒101−0044 東京都千代田区鍛冶町２−６−１ 堀内ビルディング６階
tel 03−3252−2512 fax 03−3252−2513
HP：http://www.kensetsu-toso.co.jp/

皆様に愛される紙面づくりに努めてまいります！

明 けましておめでとうござい 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。

謹 んで 新 春 のご 祝 詞を申し上 げます
高度な技術と豊富な実績が信頼の証しです。

化研マテリアル株式会社
代表取締役

杉

山

友

秀

代表取締役

増

田

聡

〒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

本
社 〒113−0034 東京都文京区湯島２−21−17 M's ビル
横 浜 支 店 〒231−0006 神奈川県横浜市中区南仲通３−30 ４階
新潟営業所 〒950−0891 新潟県新潟市東区上木戸１−４−８
フリーダイヤル：0120−50−8183 ＵＲＬ：http://www.iwasa-m.com

明けましておめでとうございます

新年あいさつの件連絡申し上げます

マンションの設備改修工事は
スターテックにお任せください！

株式会社スターテック
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

SIE 協同組合（SIE 無料職業紹介事務所）
代表理事

矢

島

進

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

2017.1.5

代表取締役社長

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。
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〒160−0022
東京都新宿区新宿 2−13−12
住友不動産新宿御苑ビル
TEL 03−3354−4191 FAX 03−3354−4192
http://www.nisso-x.co.jp

謹賀新年

謹賀新年

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

代表取締役

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。

東 海 塗 装 株 式 会 社
山

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

奈 良 間

代表取締役

力

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

マンション改修業界における唯一の業界紙として

謹賀新年
あけましておめでとうございます
伊勝の大規模修繕
建物リニューアルは、新しい価値を創造します

株式会社 伊勝
代表取締役

伊 藤 勝 美

〒230−0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦１−５−３
TEL：045-502−1604 FAX：045−521−0287 http://www.ikatsu.co.jp

謹

賀

新

年

大規模修繕工事完成保証等、管理組合様の管理運営の
お手伝いをいたします。

『塗料界新報』発行元として、
塗料商品の情報をいちはやくお届けします。

住宅金融支援機構提携金融機関

株式会社 塗料界展望社

株式会社ジェイ・モーゲージバンク
〒108−0075 東京都港区港南一丁目８番27号 日新ビル９階
TEL. 03−5782−7930 FAX. 03−5782−7935
http://www.j-mb.jp
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あけましておめでとうございます

代表取締役社長

荒

井

康

雄

〒113−0021 東京都文京区本駒込３−22−２
TEL. 03−3824−5711

新年おめでとうございます

新年明けましておめでとうございます

大規模修繕工事はシンヨーへお任せください !!

『直すことは、守ること。』
しっかり、まじめに、誠実に。

代表取締役
代表取締役社長

中

尾

祐

佐

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

藤

幹

男

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

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。
本年もよろしくお願いいたします。

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

2017年もよろしくお願いいたします

謹んで新春のお慶びを申し上げます

あけましておめでとうございます

工事完了後の瑕疵・不具合を「瑕疵保険」でカバーします。

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

株式会社 住宅あんしん保証
代表取締役社長

髙 橋

渉

一

〒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/

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

新春のお慶びを申し上げます
経理・税務・社会保険手続きなどワンストップで
中小企業・個人事業者をバックアップ致します。

山本総合 会計事務所
表

山

本

大

造

〒188−0011 東京都西東京市田無町２−９−６ 野崎ビル 706
TEL：042−468−0441
ＵＲＬ：http://www.yamamoto-office.jp

2017.1.5

代

13

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

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

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

2017.1.5
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おかげさまで創業
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〒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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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㈹

支店

神奈川・埼玉

営業所

津田沼・市川

2017.1.5

リニューアル事業本部
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教えて！管理組合交流相談室
Q40 地震保険は理事会判断で加入できるか
東日本大震災につづき、熊本地震でもマンションに被害がで
きました。これまでうちのマンションでは管理に無関心の人が
多く、地震については「他人事」、地震保険も「高いから論外」
という雰囲気が全体的にあり、災害対策について議論もされず
にきました。
ところが近年、大きな地震がつづいたことから理事会の中心
メンバーで災害対策の話がではじめました。また、地震保険料
の値上げも話題になっています。
ただ、マンション全体的にみると未だ無関心層が多い風潮は
変わりありません。
管理組合で合意形成を得ていては災害対策が遅れてしまいま
す。理事会判断で地震保険に加入できるものでしょうか？

ベストアンサーに選ばれた回答
総会決議にかけたほうが賢明
合意結果は議事録に残しておく
マンション共用部分にかける損害保険（火災保険）の締結に
ついて、区分所有法18条で集会（総会）の普通決議で決める
とされています。
ただし、保険会社や保険商品、内容については、総会で決まっ
た予算内であれば特段の総会の決議がない限り、理事長が全区

18

分所有者の代表として決めることができます。
地震保険は火災保険とセットでなければ加入できないため、
保険商品の構成ということで理事長が決めることができると解
釈できそうです。
とはいえ、
「総会で決まった予算内であれば」
ということから、
予算にない地震保険に突然加入できるマンションがあるかどう
かは疑問です。
地震保険料が高いことからも、後のトラブル回避という面か
らも、一般的に総会決議にかけたほうが賢明といえそうです。
地震保険は2017年１月１日以降の契約から全国平均で大きく
引き上げられます。この改定は第１弾で、19年、21年と３段
階の実施となる予定です。
理事会で情報収集を行い、無関心層には「知らない、見てい
ない」と言わせないくらいの広報、説明会を行って、管理組合
の合意結果を総会議事録などに残しておくことが重要です。有
事の際、マンショ
ンが被災した場
合・しなかった場
合、地震保険に加
入・不加入してい
た経緯があること
で、ここでもトラ
ブル回避が図れる
からです。

熊本地震で被災したマンション

設計・監理コンサルタント募集 2 ／ 3締切
【募集項目】

精通した常勤一級建築士がいる③首都圏においてマン

・ロ ムルスコート幡ヶ谷第２回大規模修繕工事設計お

築士がいる④工事期間中少なくとも週１回は専任一級

よび施工監理業務
【建物概要】

建築士が工事現場を監理する⑤改修設計から工事完了、
検収引渡しまで、同一の技術者（専任一級建築士）が

・発 注 者：ロムルスコート幡ヶ谷管理組合
・住

ション大規模修繕設計・施工監理の実績を有す一級建

担当する

所：〒151-0072

【提出資料】

東京都渋谷区幡ヶ谷３丁目33番１号
・建物構造：RC造・地上７階地下１階・１棟、地下駐

（各２部、EメールにPDFファイルで添付する場合は各１部）
①事務所概要・案内②担当者所属部署、役職、氏名、電話、

車場
・総 戸 数：63戸

メールアドレス③有資格技術者（一級建築士）リスト（要

・竣 工 年：1993年

資格登録番号）④これまでの大規模修繕工事設計・施

【業務概要】

工監理受注実績⑤直近２期分の決算報告書

① 建物調査診断（追加調査が必要な場合のみ）②大規
模修繕工事の改修設計・仕様作成③施工会社選定支援
業務④工事施工監理業務⑤修繕工事完了時の確認検査・

【応募締切】
2017年２月３日午後５時必着
【応募先】

引渡し検収支援⑥修繕工事後一定期間の点検監理およ

〒151−0072 東京都渋谷区幡ヶ谷３−33−１

び瑕疵検査

ロムルスコート幡ヶ谷管理組合理事長宛

【応募条件】

Eメール：rchatagaya@gmail.com

① 原則として東京都区内および首都圏に事業拠点のあ
る一級建築士事務所②建物診断（および耐震補強）に

【問い合わせ】
Eメールのみにて対応。電話不可

大規模修繕工事新聞では、
「見積参加者募集」掲載希望を受け付けています。希望者は下記まで。
『大規模修繕工事新聞』編集担当：北見

kitami@k-mansionlife.com

TEL/FAX. 045 − 316 − 4505

2017.1.5
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大規模修繕工事100組合の教訓
http://www.daikibo100.com

100 カ所の管理組合の苦闘の記録とそこから得られる渾身の伝言を公開します！
多くの大規模修繕工事の現場において管理組合の立場でサポートしてきた2人の講師が、その極めた
成功方法を明かします。事例は100件。その苦闘の記録とそこから得られる渾身の伝言を公開します。
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！

講師紹介
●第

1部

●第

●講師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤

成幸

●講師：㈱ＫＡＩ設計
菅

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。

時

3/26（日）

13：30 〜 17：00

純一郎

代表取締役社長

診断設計実績は建築部門約50物件、設備部門
約80物件のコンサルタント会社の代表です。著
書に『管理組合のためのマンション大規模修繕の
ポイント』
（住宅新報社）
。

http://www. renosys.jp

日

2部

http://kaiseikkei.com

参加費

無料

定

員

30名

受付開始 13：00
●主催：一般社団法人 全国建物調査診断センター・
マンション総研・㈱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

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。

お問い合わせ・お申し込み
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。

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）
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TEL：03−6304−0278 FAX：03−6304−0279
E-mail：info@zenken-center.com

