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専有リフォーム最新事例
限られたスペースをより快適に
マンションリフォームのポイントを探る

この人に訊く―
㈱建物保全センター　
福市　博臣　社長

工法紹介
超防錆、耐磨耗性、耐候性
立体駐車場Gガードシステム

TOPIC
JIAメンテナンス部会30周年記念大会
マンション大規模修繕30年の軌跡

本の紹介
『マンションにおける認知症の事例と対応策』
『大規模修繕 どこまでやるの いつやるの』

教えて！ 管理組合交流相談室
Q 専用ポーチでも自転車は置けないの？
A 専用使用部分も法的には共用部分
   管理組合のルールに従う必要あり

アラウンドマンションよもやま話
村の「寄り合い」とマンションのコミュニティ

第30回記念セミナー
大規模修繕工事100組合の教訓
3月27日のお知らせ

「チョット待って相談」サイト
　全国建物調査診断センターの傘下である一般社団法人修繕設計会社
紹介センターでは、大規模修繕工事を検討している管理組合が設計コ
ンサルタント、マンション管理士等に相談や業務を依頼する前段階で、
計画修繕の基礎知識の解説やコンサルタント選びを支援しています。
　・大規模修繕工事・設備改修工事は何からどうすればよいの？
　・修繕委員会の立ち上げ方や総会の準備・対応は？
　・信頼できるコンサルタントはどう選べばいいの？
　こうした不安の相談に対し
て、修繕設計会社紹介セン
ターでは、経験豊富なスタッ
フ（１級建築士、１級施工管
理技士、１級管工事施工管理
技士等）が直接管理組合を訪
問し、相談を受けています。
初回の訪問相談は無料です。

○お問い合わせは
　TEL：03-6304-0278　FAX：03-6304-0279
　E-mail：info@zenken-center.com

　「大規模修繕工事新聞」
のメールマガジンが好評を
得ています。登録件数も１
年前の開始当初から3,500
件にアップしました。
　メルマガ登録をすれば、
毎月「大規模修繕工事新聞」
に掲載された情報が無料で
配信されます。また、紙媒
体の新聞を回覧せずとも管
理組合役員、住民間で同時

に情報が共有できるといったメリットもあります。
　スマートフォンへの配信も可能です。ぜひ「大規模修繕工事新聞」
専用サイトを覗いてみてください！

20100105-20170305-87

登録件数は3,500件アップ

メ ル マ ガ 無 料 配 信

http://www.daikibo.jp.net

http://mansionkanri-sodan.com

好評

無料でコンサルタント選びを支援
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　マンションの築年数が増すと、購入当時のお部屋と現
在の生活環境を比べて、内装や水回り設備の老朽化、利
便性の悪さ、古びたデザイン性などを何とかしたいと願
う人も増えてきます。『大規模修繕工事新聞』の読者から
も、「専有部分のリフォーム事例を載せて欲しい」「模様
替えの特集を組んで欲しい」など、専有リフォームに関
する記事掲載の要望が多くあります。
　そこで、今号ではいくつかの事例を取り上げ、リフォー
ムへの関心を高めたり、管理組合への届出の必要性など
を理解してもらいたいと思います。

● 専有部分でも管理組合の関与は大切 ●
　前記のリフォーム工事は、着工後にリビング、ダイニ
ング、キッチンの床のフローリングを中心とした内容だっ
たことがわかった。フローリング工事の場合は特に音の
問題に関するトラブルを起こしやすい。マンションのルー
ルや共同住宅の構造を知らないリフォーム業者が請け負
い、その業者の思いのまま工事が進んでしまうと他住戸
へ影響する危険は大きい。つまり、トラブルになる可能
性があり、トラブル対策もないということになる。
　マンションリフォームが一般住宅のリフォームとどこ
が大きく違うかといえば、マンションは「区分所有建物」
だという点。完全に独立した住宅ではなく、共用部分と
専有部分とから建物ができていて、共用部分は勝手にい
じってはいけないし、他の住戸の利益を損ねるようなこ
ともしてはいけない。
　共用部分や周辺住戸への影響の可能性がある以上は、

突然のリフォーム通知に不安を感じるのだが…
　ある日、管理員に渡された管理組合からの通知
文に、階上住戸で３日後からリフォーム工事を行
うのでご承知下さいという内容が書かれてあった。
書面は工事をする部屋番号と管理組合名、ありふ
れたあいさつ文のみで、どんなリフォームが行わ
れるのか何もわからない。工事後に苦情をいわな
ければならない生活になったらどうしようかと不
安に感じている。

どんな工事をするのか、管理組合が関与してチェックす
ることは大切だ。マンションに慣れている業者なら、管
理組合が承認しやすいように、管理組合への手続きや対
応もアドバイスしてくれる。こうした手続きは、リフォー
ム会社にとっても起こりうるトラブルの防止策であるの
だから、マンションを数多く手がけるリフォーム会社な
ら熟知していて当然のはずなのだ。

■マンション概要：築15年・100戸　専有面積80㎡
■�主なリフォーム：玄関と廊下を中心にトイレの交換、
クロスの張り替えなど
■費用：約215万円
■工期：約２週間

広がりの演出に機能性、デザイン性をプラス
　玄関にあふれ出した靴や傘。狭いトイレのスペース。
調和しないカーペットの色と壁の色。こうした点を改善
しようと計画を始めたのが今回のリフォームのきっかけ
だった。
　玄関は、天井まで高さのある収納を設置。室内への扉
には鏡をつけて、広がりや奥行き感をみせた。さらに扉
には、健康建材の「エコカラットタイル」を採用。ニオ
イや有害化学物質を吸い取り、湿度をコントロールする
機能的な建材で、壁材としても使用されている。デザイ
ン性もあり、「今までと雰囲気を変えたかった」というオー
ナーも満足の仕上がりだ。
　トイレは、タンクレスを採用。タンクを取り除いた分、
スペースが広くなり、動作がしやすくなった。また、従
来はタンクの下の掃除が大変だったが、タンクをなくし、
さらにタイル張りにしたので、掃除の手間も楽になった。
色合いについては、壁紙は同じベージュ系100種から選ん
だ。当初の計画にはなかったが、計画を練るうちに、洗
面化粧台も大判タイルで高級感を出し、キッチンにも収
納や照明を取り付けるなど、リフォーム範囲も広がった。

最新事例① 収納・インテリア重視

限られたスペースをより快適に
マンションリフォームのポイントを探る

専 有 リ フ ォ ー ム 最 新 事 例
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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

■マンション概要：築35年・450戸　専有面積74㎡
■�主なリフォーム：4DKから2LDKへの間取り変更、キッ
チンや浴室等水回り設備の全面交換、全室フローリン
グ
■費用：約850万円

共用部分の工事に合わせた室内リフォーム
　数年前から排水管からの漏水事故があり、抜管調査を
したところ、管の肉厚が薄くなって穴が空いている個所
がみられたため、雑排水管と汚水管の交換工事を計画。
管理組合では共用部分のほか、専有部分についても管理
組合負担で交換工事を実施することを決めた。
　室内の壁や床をはがして配管の交換作業をする場合、
「どうせはがすなら」と室内リフォームを希望する住戸は
少なくない。解体作業などの費用が管理組合の負担であ
れば、その分、専有リフォームにかける金額が割安にな
るからだ。ひとつの住戸が単独でリフォームを行うと、

最新事例② 間 取 り 変 更

玄関は、天井までの収納を設置。奥の扉に鏡
をつけて広がりを演出し、さらに健康建材「エ
コカラットタイル」を使用して、機能性・デ
ザイン性も強調

洗面化粧台の床は大判タイルで高級感を
出してる

タンクをなくしたトイレで動
きやすくなった。床もタイル
を使用

キッチンにも収納を設置。
照明は蛍光灯からスポット
ライト式に変更

タンクレストイレとなったた
め、新たに洗面台を設置した

床をはがすところから費用が発生することになる。
　このため、工事を請け負う会社がユニットバスやトイ
レ・洗面台・キッチンの交換などを手がけることも多い。
今回は、管理組合から施工を請け負った管理会社が一住
戸を外部に住む区分所有者から借り、間取り変更を含め、
全面にリフォーム。マンション住民にリフォームのモデ
ルルームとして、公開している。

● マンション内に体感用モデルルーム設置 ●
　モデルルームのコンセプトは、家族構成の変化に対応
する間取り変更。4DKだった住戸を、子どもが独立して

リ
フ
ォ
ー
ム
前

リ
フ
ォ
ー
ム
後
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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へ̶。

夫婦２人家族の生活になったために2LDKに模様替えす
る。
　夫婦が高齢になることを考えて和室をなくして段差を
解消。廊下もキッチンもフローリングにして、居室には
置き畳を敷いた。北側の2部屋の間仕切り壁を取り払い、
布団の上げ下げのいらないベッドルームに。広くなった
部屋の一部をクローゼットにした。南側も仕切り壁を取
り、暗かった部屋を明るくした。
　キッチン、浴室、トイレ、洗面についても、すべて新
商品に交換した。実際のリフォームをイメージし、体験
できるモデルルーム。カタログやショールームでは味わ
えないことから、住民の見学者が後を絶たない。

● 難しい判断は専門家の活用を ●
　管理組合が関与するリフォーム工事の申請・承認体制
の流れを表した。ただし、一般的なマンションでこうし
た一連の仕組みが出来上がっている管理組合は多くない。
しかし、前記したように申請・承認等の手続きの理由は
トラブル防止策であるから、国土交通省が発表している
標準管理規約や使用細則モデルなどを参考に、申請や承
認の書式等を作成しておくと、今後、リフォームは行い
やすくなるだろう。
　管理組合規定のガイドラインとは、例えばフローリン
グの床材の遮音性能を「LL-45値以上」などと定めておく
こと。規定があると、騒音で問題になったときには、そ

れが守られているかどうか、問題解決へのひとつの基準
を設けることができるわけだ。施工にしても床下の太鼓
現象を妨げる工夫など、戸建てと違って配慮することが
多い。そういったことがガイドラインで示せれば、後の
トラブル対策になる。
　ガイドライン作成については、建築士などのコンサル
タントを活用したい。管理組合では難しい判断も専門家
にみてもらうと、理事会の負担も軽くなるといえよう。
面倒な手続きでもしっかり行えば、だれにとっても好ま
しいリフォームとなる。

リフォームの申請・承認等の流れ

（1）事前準備
　　　リフォームの申請書類の作成・提出
　　　設計図、仕様書、工程表の作成・提出
　　　工事計画のお知らせの掲示
　　　周辺住戸の同意書の取得

↓
（2）理事会にて審査・承認
　　　管理組合規定のガイドラインとの照合
　　　承認通知書の発行

↓
（3）リフォームの着工
　　　着工前と工事終了後の周辺住戸へのあいさつ
　　　工事中、共用部分への配慮等のチェック

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

ダイニングキッチンの施工前後

仕切り壁を取り払い、暗かった部屋を明るくした
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名　　称 株式会社建物保全センター

設　　立 1986年（昭和61年）12月24日

資 本 金 1,000万円

代 表 者 代表取締役社長　福市博臣

所 在 地

〒221−0835
横浜市神奈川区鶴屋町３−35−11
ストーク横浜二番館504
TEL.�045−324−6152　FAX.�045−324−6185

E - m a i l fukuichi@k-tateho.jp�

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.�k-tateho.jp

事業内容
（１）建物・設備調査診断（２）長期修繕計
画策定（３）大規模修繕工事・設備改修工事
の設計コンサルティング（４）施工監理

− 30年前と現在、設計コンサルタントの位置づけは変わ
りましたか？
　30年前は多くの管理組合が大規模修繕工事の重要性に

気づいておらず、設計・監理方式の理解はほとんどあり

ませんでした。

　しかし、管理組合の皆さんとともに味わう工事後の達

成感は今も昔も変わりません。弊社では大規模修繕と設

備改修の両面のサポートを行うことで、管理組合との長

大規模修繕、設備改修の設計専門会社として30年
委託契約は「信頼関係があってこそ」

　1986年12月、マンション大規模修繕、設備改修を手がける改修設計専門

会社として設立した。以来30年、改修設計の提案から合意形成のサポート、

業者選定のアドバイス、工事監理など、総合コンサルティング業務を行う。

この30年、設計コンサルタントとしての培った経験の中から、設計・監理

業務について福市博臣社長に話を聞いた。

くて深い信頼関係を

築くことができまし

た。

　工事で大切なのは

管理組合、設計事務

所、施工会社がお互

いに信頼し合うこと

です。今後も管理組

合の立場で提案業務

を行い、三者間の信頼関係を築けるようサポートしなが

ら、より良い工事を目指していきます。

−工事監理の重要性を説いています。
　工事監理では、管理組合と現場の施工業者との日ごろ

からのコミュニケーションが大事といえます。何か問題

があれば何でも話し合って解決していくスタンスが必要

です。

　弊社では週２回、終日監理を行っています。現場監理

日の業務報告を管理組合に提出したのも弊社が最初に始

めたという自負があります。

　住民の皆様の利便性と快適さを第一に考えた工事手法

の提案は、現場から生まれます。監理もやはりコンサル

タントとしての役割が求められているのです。

−コンサルタント選びはどうすればよいですか？
　近年では、工事業者選定と同様に設計事務所も

相見積もり方式で決めている管理組合が増えてき

ていますが、基本的に工事業者は工事請負契約、

設計事務所は委託契約という違いがあります。

　前述した通り、設計事務所はコンサルタントと

しての役割が大きいですから、金額だけでコンサ

ルタントを決めた管理組合には金額だけの工事内

容、工事業者選定の提案になってしまいがちにな

るでしょう。

　しかし、工事内容には住環境の向上、将来の修

繕のための措置など、実際の工事金額に表れない

部分もあるわけですから、目先の金額だけで判断

すると、後の管理組合の損失につながることもあ

ります。

　繰り返しますが、設計事務所は委託契約です。

信頼関係があってこそ、マンションの将来を見つ

めた、いい仕事ができると言えます。

この人に訊く― 株式会社建物保全センター　福市博臣代表取締役社長

福市博臣社長

理事会・修繕委員会との打ち合わせ
ではさまざまな提案や意見交換を行
い、管理組合をサポートする

検査は工事進捗ごとに実施。工程検
査・竣工検査では管理組合と確認す
ることもある

住民説明会では初めての住民にも理
解しやすいよう管理組合や工事会社
をリードする

マンション管理組合団体主催の工事見学
会では、大規模修繕工事を検討している
管理組合に現場の様子を説明
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　　　立体駐車場Gガードシステム
超防錆、耐磨耗性、耐候性等でメンテナンス費軽減効果あり
工法紹介

　機械式駐車場の塗装は、風雨・砂利・自動車の出し入
れによるタイヤの磨耗などで、他の鉄部よりも劣化・発
錆が早く、また塗装を劣化したまま放置すると、パレッ
トに亀裂や穴が生じることになります。
　㈱BAN-ZI（本社・千葉市、宮原万治社長）では、赤錆
を黒錆に変える錆転換塗料とセラミックス・樹脂・被塗
物の３種混合塗料「サビキラーシリーズ」を使用し、超
防錆、耐磨耗性、耐候性、硬度、旧塗膜との密着性等に
優れた工法「立体駐車場Gガードシステム」を開発しまし
た。保証制度もあります。
　サビキラープロは錆に直接塗装するだけで錆の進行を
止める画期的塗料です。また水性塗料で臭いもなく、火

施工場所：
　北海道・釧路市
駐車場形態：
　タワー式
総台数：30台

施工場所：神奈川・相模原市
駐車場形態：垂直昇降２段式
総台数：34台

施工場所：千葉・千葉市
駐車場形態：昇降・横行３段式
総台数：100台

●作業の流れ
工程1．下塗り（2回）：
　　�サビキラープロ＝
　　赤錆が黒錆に転換
（油分が強い場合はサビキラー
プロRS（油性）を使用）
工程2．中塗り（1 〜 2回）：
　　�サビキラープロGEP＝
　　�３種混合型エポキシ系セラミック塗料
工程3．上塗り（1 〜 2回）：
　　�サビキラープロGUP＝
　　３種混合型ウレタン系セラミック塗料
その他
　環境や錆の状況に応じて、「ウ
ルトラメタルハード」（タイヤ
レーン向け高耐久性・高耐摩耗
性塗料）、「ラバーロック」（高
防水性、高耐久性塗料）を採用
するケースもあります。

　　　■ Ｇガードシステムの特長 ■

　当工法では、発錆を止め、高硬度・高品質な塗
膜を形成し、長期的に鉄部を保護するため、メン
テナンスの手間や費用の削減にも期待できます。

事例
①

事例
②

事例
③

パレットの施工前の劣化状況 錆転換剤サビキラープロを塗布

パレットの施工前→施工後 駆動部分の施工前→施工後

3種混合塗料で上塗り

●企業データ

社　　名 株式会社BAN-ZI

所 在 地 本社�〒262-0011�千葉市花見川区三角町118

Ｔ Ｅ Ｌ 043-307-3339

F A X 043-307-3337

E - m a i l info@ban-zi.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ban-zi.jp

設　　立 2009年（平成21年）

代 表 者 宮原　万治

資 本 金 1,000万円

事業内容

特殊塗料の開発・製造・販売（錆転換塗料、
防錆塗料、遮熱塗料、コーティング塗料、防
火防炎塗料等）、その他浸透型防火剤開発・
製造等

災等の心配もなく、作業性に優れているため素人の方で
も簡単に塗装・保管ができます。また通常は水性塗料の
上に油性塗料の塗装ができませんが、サビキラープロは
水性〜油性塗料（弱溶剤から強溶剤まで）上塗り塗装す
る事が可能です。その為立体駐車場の塗り替え・メンテ
ナンスには最適です。

ここが
ポイント！

URL: http://www.ban-zi.jp/

ホームページはこちらから



2017.3.5

7

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

　国土交通省・建設経済統計調査室は12月27日、平成28
年度上半期受注分における建築物リフォーム・リニュー
アル調査報告を発表しました。リフォーム・リニューア
ル工事の市場規模や動向を把握することが目的で、調査
対象期間は平成28年４月１日〜９月30日です。
　これによると、住宅にかかわる工事の受注高は３兆
1,291億円で、前年同期比50.5%増でした（表１参照）。ま
た、住宅部門の工事受注高のうち「増築」と「一部改築」
を除いた、「改装・改修」は２兆6,501億円、「維持・修理」
は3,217億円。この２つを合算した前年同期比は64.9%増
という結果になりました。

（表1） 建築物リフォーム・リニューアル工事受注高（住宅）
の推移

上半期 前年
同期比 下半期 前年

同期比

平成23年度 14,298 2.4 16,408 0.9

平成24年度 14.993 4.9 18,590 13.3

平成25年度 22,452 49.8 25,786 38.7

平成26年度 19.868 ▲11.5 17,970 ▲30.3

平成27年度 20,796 4.7 19,770 10

平成28年度 31,291 50.5 ― ―

（単位：億円、前年同期比%）

（表2）発注者を「管理組合」とする受注高の推移

上半期 前年
同期比 下半期 前年

同期比

平成23年度 3,350 ▲25.8 4,291 7.5

平成24年度 4,314 28.8 4,965 15.7

平成25年度 8,375 94.1 6,536 31.6

平成26年度 6,114 ▲27.0 4,114 ▲35.1

平成27年度 5,941 �▲6.8 4,781 16.2

平成28年度 5,606 ▲5.6 ― ―

（単位：億円、前年同期比%）

　発注者を「管理組合」とした工事受注高（住宅部門）
は5,606億円で前年同期比は5.6%減でした。表２をみると、
上半期は３期連続減少しています。もっとも工事受注高
が高かったのは平成25年度上半期で、消費税８%値上げ
前の駆け込み発注か要因だと考えられます。
　今後も消費税10％増税、2020年の東京五輪・パラリン
ピックなど、社会情勢が反映される可能性が高いといえ
ます。大規模修繕工事を計画している管理組合にとって、
工事契約時期の検討材料に参考となる調査報告といえる
でしょう。

建築物リフォーム・リニューアル調査報告
平成28年度上半期売上高、前期比50.5%増

国　土
交通省
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マンション大規模修繕30年の軌跡マンション大規模修繕30年の軌跡
JIAメンテナンス部会30周年記念大会

　公益社団法人日本建築家協
会（JIA）メンテナンス部会
は２月８日、東京・神宮前の
建築家会館1階大ホールで30
周年記念大会を開きました。
集合住宅のメンテナンスやリ
ニューアルにコツコツと取り
組んでいた建築家が1987年、

日本建築家協会の技術部会内にメンテナンス分科会を作ったの
が始まりで、今年で30年を迎えました。
　記念大会ではマンションの大規模修繕の歴史、長期修繕計画
の成り立ちや各種修繕工事の変遷などをまとめた記念誌『マン
ションの大規模修繕�30年の軌跡』をもとに歴代の部会長が当
時の思いなどを振り返りました。

　1980年代、日本建築学会の中の集合住
宅管理小委員会※１）で「マンション管理を
ちゃんとやらないと大変なことになるよ」
ということになりました。
　私自身が住んでいるマンションでも理事
になり、「（集合住宅は）建てるばかりじゃ
どうにもならない」と気づいて、所属する
建築事務所としても改修に取り組みはじめ
ました。
　日本建築学会は基本的には学者が主流なんですけれども、「学
者だけではマンションに対応できない」「開けた学会にしない

と学問的にも大きくなれない」と、それが「市民のためのシン
ポジウム」になりました。1985年、第１回のテーマは「分譲
集合住宅の修繕」で、大きな大会の合間には「市民のためのミ
ニシンポ」も行っていました。
　93年でシンポジウムは１段落し、小委員会はあったのだけれど、
われわれ実務家は活動の場をメンテナンス部会に移しました。
　※1）�集合住宅管理小委員会：1975年設置。1985年から

1993年まで毎年全９回「市民のためのシンポジウム」
を開催した

　「稲毛海岸三丁目」「鶴川六丁目」「桜上
水団地」等、13団地管理組合で、管理組
合とは何をするものか、ということで分住
協※２）が作られました。
　桜上水団地が首都圏の団地ではじめて
行った外壁塗装に、鶴川六丁目団地管理組
合の施設担当理事として見学に行き、いろ
いろ勉強しました。
　鶴川六丁目団地でも外壁塗装をやって、
次の年にわかったことはバルコニーの上げ裏の塗料が剥がれて
きたこと。台風によってもあちこちの棟で漏水事故が発生しま
した。外壁塗装をしただけで、シーリングやひび割れ塗装も何
もやっていません。やっぱり防水を上からしないとダメだとい
うことがよくわかりました。
　1984年、分住協の止水防水研究会の主任研究員として、朝
日新聞の家庭欄に「修繕は下地から」という記事を書きました。

星川晃二郎氏

三木哲氏

85年、市民に開けた学会のシンポジウム開催
第２代部会長・星川晃二郎氏（㈱汎建築研究所）

止水防水研究会として「修繕は下地から」を発信
第３代、６代部会長・三木哲氏（㈲共同設計・五月社）

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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　それがすごい反響になって、首都圏の団地管理組合から分住
協の事務局に次々に電話が入りました。そこで止水防水研究会
に建築家がどんどん加わり、これがその後のJIAメンテナンス
部会の初期のメンバーとなります。
　※２）�分住協：分譲住宅管理組合連絡協議会。1969年設立。

日本初の管理組合組織。現・日本住宅管理組合協議会
（日住協）

　スクラップアンドビルドからメンテナン
スへという標語がありますが、ヨーロッパ
をみると、古い建物が200年、300年ずっ
と使われています。それは同じものを寿命
30年くらいで壊してしまうのと、300年使
うのとでは10倍違うわけですね。
　改修や補修が加わっても、そっちのほう
がはるかに豊かになります。社会的資産が
増えます。そんなことからマンションのメ
ンテナンスに浸かり込んでいる次第です。
　1994年、メンテナンス部会の革命期といえる『マンション
百科』が出版されて、翌年に阪神淡路大震災が発生しました。
次に『集合住宅改修工事実践仕様書・同解説』が作られる流れ
になっていきます。それまで新築の仕様書はありましたが、改
修の仕様書は見当たりませんでした。
　『マンション百科』をもとに全国セミナーも実施。それから
全国のJIAにメンテナンス部会を作ろうと、そういう活動が社
会的に認知され、活動もどんどん活発になってきました。90
年代はそうした「活動の発展と拡散」の時期でありました。

　マンションに求められる建築家として、
それぞれのマンションで長期修繕計画に基
づく計画修繕や性能向上の提案が求められ
ています。管理組合という独特の組織への
対応、居住者の高齢化やそれに伴う管理組
合の機能の低下、空き住戸の増加など、マ
ンションに関わる建築家の取り組む課題は
多いと思います。
　メンテナンス部会は、基本的には毎月１
回の定例部会とこのようなセミナーを中心に活動しておりま
す。その中で、個々の経験により蓄積された技術を共有し合う
ということで、自分たちの事例を報告し合って、切磋琢磨しな
がら自己研鑽に励んでいます。
　業務においては、建築家の体験し体得した改修技術や知識、
芸術的感受性に基づいた提案を管理組合に行い、その提案をも
とに管理組合が進むべき方向性を検討する過程で、アドバイス
を行っています。
　今後も行政、マンション管理団体、さらに次世代を担う学生
を含め、技術交流の場として、マンショ
ンに100年安全で快適に暮らすための活動
を続けていきたいと思います。

90年代は「活動の発展と拡散」の時期
第５代部会長・柴田幸夫氏（㈲柴田建築設計事務所）

マンションに100年安全で快適に暮らすための活動を
現（第８代）部会長・今井章晴氏（㈱ハル建築設計）

柴田幸夫氏

今井章晴氏

『マンションの大規模修繕 30年の軌跡』
編著／メンテナンス部会30周年記念実行委員会

発行／公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部メンテナンス部会
A4判・124ページ

定価／ 3,500円（税別・送料別）
2017年２月５日発売

本書の販売・問い合わせ
☎03-3408-8291
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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。
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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

　全国約370社の管理会社を構成会員とする一般社団法
人マンション管理業協会が会員向けに作成・配布してい
る認知症高齢居住者への対応をまとめた手引書を、「ダ
イジェスト版」として一般向けに販売を開始した。
　玄関ドアの鍵を所持していながら鍵を開けられない、
管理会社の防災センターに週１回の頻度で「泥棒が入っ
た」という連絡が来るなどの事例をもとに、認知症とマ
ンション管理の関係等を掲載している。
　認知症や介護の問題は管理会社に任せておけばよい、
というものではない。管理組合としてどう向き合うのか
を考える上で、最初に手に取りやす
い一冊といえる。

　1970年に全国的な建築運動の団体として発足した「新
建築家技術者集団（新建）」の新建叢書第１弾。新建は
発足以来約40年、建築とまちづくりセミナーや全国研
究集会、月刊誌『建築とまちづくり』発行など、「住む人、
使う人の立場に立って」運動を展開している。
　著者は新建の全国常任幹事、『建築とまちづくり』副
編集委員長。本書では「修繕積立金の無駄遣いを避ける」
という観点から、「大規模修繕の時期と工事範囲は、一
般論で判断するのではなく、建物・設備の状態から裏付
けをもって計画するべき」と指摘。「早すぎる、やりす
ぎる大規模修繕」に警笛を鳴らして
いる。

本 の 紹 介

『マンションにおける認知症の事例と対応策』
ダイジェスト版

編集・発行／一般社団法人マンション管理業協会
A4判・84ページ

定価／ 800円
2016年12月1日発売

本書の販売・問い合わせ
☎03-3500-2721

『大規模修繕 どこまでやるの いつやるの』
著者／大槻 博司

発行／天地人企画
A5判・238ページ

定価／ 2,000円+税
2016年11月10日発売

ISBN978-4-908664-02-1

『マンションにおける認知症の
事例と対応策』

『大規模修繕 どこまでやるの
 いつやるの』
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リニューアル事業本部
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専用使用部分も法的には共用部分
管理組合のルールに従う必要あり
　「ポーチ」や「アルコーブ」と呼ばれるものには、門扉によっ
て区切られているスペース、門扉による区切りがなく共用廊下
からセットバックして玄関があるスペースがあります。
　質問者の専用ポーチは門扉で区切られているため、正確には
ベランダ・バルコニーと同じく共用部分の専用使用部分となり
ますが、いずれも法的には共用部分となり、個人の使用は管理

Q42  専用ポーチでも自転車は置けないの？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　私は広い専用ポーチ（写真①）のある角部屋を気に入ってマ
ンションを10数年前に購入しました。以来、家内や子供たち
の自転車は専用ポーチに置いてきました。専用ポーチのスペー
スは14㎡ほどもあり、災害時の避難通路としても他の居住者
の妨げになることはありません。
　ところが近年、ラック式の上段に駐輪しづらい電動機自転車
などを共用廊下に置く住戸がある（写真②）ことから、理事会
で駐輪場使用細則を見直し、「保有する自転車は専有部分およ
び駐輪場以外に置いてはならない」というルールが総会を通り
ました。
　一部住民のマナーの悪さのために私たちの日常が変えられた
ようで納得いかないのですが…。

ベストアンサーに選ばれた回答

組合によって制限されます。
　このため、管理組合総会で使用細則というルールが決まれば、
それに従うほかありません。
　ただ、質問者の専用ポーチはスペースもかなり広く、１．入
居以来10年以上自転車を置いてきたこと　２．避難経路とし
て支障がないこと　３．他の私物を置いていないこと等々、使
用細則の作成にあたっては意見を述べることができたと考えら
れます。マンションによっては、美観を損ねず、簡単に取り除
くことができるものを認めているところもあります。
　また、管理組合としても注意喚起の対象は写真②の状況だっ
たことでしょう。
　マンションの決め事は、ルールありきではなく、住民の生活
ありきが本来の姿です。普段からコミュニケーションをとって、
管理組合活動に参加していれば違った結果が出ていたかもしれ
ません。

特－27

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

写真①：広いスペースがあっても、
専用ポーチは共用部分の専用使用
部分。管理組合のルールに従う必
要がある

写真②：共用廊下に置くことは防
災上や美観上の観点から許容でき
るものではない
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　民俗学者の宮本常一氏
の『忘れられた日本人』
の冒頭は、こんな話では
じまる。
　氏が対馬へ現地調査に
行ったときのこと。ある
村である老人から村の古

文書を見せてもらった。面白いので「しばらく貸し
てくれ」と頼んだ。老人は相談してくるといって村
の「寄り合い」に出かけた。
　ところがなかなか帰って来ない。行ってみると、
会場でもその外でも人々が三々五々話し合っている。
聞いてみると、村で取り決めを行うときは、みんな
の納得のいくまで何日も話し合うのだという。
　全員で話し合い、また地域ごとに話し合う。夜と
なく昼となく話し合う。用があれば帰り、終われば
また来て話し合う。とにかく無理せず、納得のいく
まで話し合う。こういう習慣が何百年となく対馬の
村々で続いてきたし、全国各地にもあったという。
　たしかにこれは昔の村落共同体の、動きの少ない
のんびりした時代だからできたことであろう。
　しかし、観点を変えてみると、マンション管理組

合の集会（総会）も形は違うが、こうした村の「寄
り合い」の復活という面があるように思う。
　区分所有法では、区分所有者全員の集会（総会）
を年一回、必ず開くことを義務付けている。昔の村
落共同体では、生活の全体が共同体の中にあった。
これに対して、管理組合では住宅の管理に関わるこ
とに範囲が限定されており、その点は違う。
　だが、そうは言っても、こと住生活、住宅の維持・
管理については、一つの共同体を形成していること
には違いはない。
　法律の立案者たちの考えがどうであったかは推測
するしかないが、全員による集会というけっこう手
間ひまのかかる方法を採用したのは、全員の納得を
追求する「寄り合い」の精神を取り入れているよう
に感じる。
　忙しい現代では、村の「寄り合い」のように時間
をかけるわけにはいかない面もあるだろう。しかし、
われわれとしても、可能な限りその精神を生かして、
徹底した話し合いとそれに基づく一致を尊ぶコミュ
ニティの形成と発展、その上に行われる管理組合の
運営を目指したいものである。
� （NPO日住協論説委員会）

村の「寄り合い」とマンションのコミュニティ
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』2017年2月5日付第413号「論談」より

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。

40戸以下の中・小規模マンションを主体に
改修工事を行っております！

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

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

13：30～17：00
受付開始13：00

（日）
日　時 無料

●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
　　　　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）

大規模修繕工事100組合の教訓

●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

　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！

●第1 部
●講師：㈱ＫＡＩ設計

　　　　菅　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://kaiseikkei.com

●第2 部

3/26
参加費 30名定　員

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。

お問い合わせ・お申し込み

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。

講師紹介

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！
h t t p : / / w ww . d a i k i b o 1 0 0 . c o m

「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

052-212-5210 06-6232-5033 092-436-1388


