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全 建 セ ン タ ー
修繕コンサルタント協会を設立
公正・中立なコンサルを紹介
紹介料・会費不要

年間120件の実績

一般社団法人全国建物調査診断センターは関連団体として今年３月、
一般社団法人修繕コンサルタント協会を設立しました。
現在、改修業界では「不適切コンサルタント」問題が国土交通省やマ
スコミ等を通して騒がれています。当協会は、管理組合の管理形態や修
繕ニーズに合わせ、関連業界や管理会社等と取り引きの無い完全中立な
修繕コンサルタントを数社紹介する機関です。
その少数の修繕コンサルタントの中から、大規模修繕工事新聞等の取
材を通じてマンション大規模修繕の実績を多く持ち、ノウハウを蓄積し
ている信頼できるコンサルタントを、当協会が第三者の立場から中立に、
客観的に厳しく審査し、業績と口コミも参考にして、修繕コンサルタン
トを選定し、紹介します。
紹介料や会費は一切不要です。これまで全建センターが受け皿となり、
年間120案件の実績があります。
中立・公正な修繕コンサルタントは
区分所有者の合意形成から、修繕範囲
の決定、工事会社の選定、施工、竣工
立ち会いに至るまで担当します。管理
組合へのトータルな支援により、工事
失敗のリスクを軽減することが可能と
なります。

修繕コンサルタント協会のHP

紹介する修繕コンサルタントについて
①関連業種から完全に中立で利害関係がない
②長期修繕計画の見直し、総会での合意形成、必要な修繕範囲決
定等、業務実績が豊富
③管 理組合の立場で、管理組合への気配り、配慮ができるため、
評価が高い
④工事後のフォロー、相談も行い、管理組合との緻密な関係が維
持できる
⑤窓サッシや玄関ドア改修のコンサルティングも可能

20100105-20170705-91

☎03−6833−1179 FAX. 03−6304−0279
info@syuzen-consul.com
http://www.syuzen-consul.com
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【問い合わせ・申し込み】
〒160−0023  東京都新宿区西新宿４−32−４−603
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管理組合
File Data. 104

埼玉・川口市／グランレーヴ川口管理組合

理事会、修繕委員会主導で工事実施
重要ポイントは「品質へのこだわり」
戸建てとマンションが混在する住宅街。その幹線道路
沿いに立地するグランレーヴ川口は現在、築15年目にし
て第１回大規模修繕工事を実施している。
管理組合では理事会、修繕委員会が主導して工事を実
施。管理会社任せではなく、設計・監理者を選任して、
工事計画を立て、施工業者を選定した。
大規模修繕工事に当たり、設計者や管理組合が重要ポ
イントに置いたのが「品質へのこだわり」
。バルコニー床
のシート防水では、耐久性の高い材質を採用し、２回目
の大規模修繕工事では修繕項目に加えないことが想定さ
れている。

ない」という管理組合の意思の表れといえよう。
管理組合、監理者、施工者の３者による定例会は月２回。

３色ある内外壁のタイルの張り替えでは、見本焼きで

その他、内外壁の色を決めるときなど、晴れた日がよい

色の承認を取ったものの、１色については本焼きのやり

場合等、臨時の打ち合わせにも理事会、修繕委員会のメ

直しを行ったという。

ンバーは参加する。

「品質へのこだわり」は、
「中途半端な工事はやりたく

さらにヘルメットをかぶり、足場に上がって完了検査
に立ち会う。こうした管理組
合側の主体的な対応がその他
住民にも浸透したようだ。
現場代理人は「施工前のバ
ルコニーの片付け、網戸の取
り外し、施工中のエアコンの

理事会、修繕委員会のメンバーがヘルメットをかぶり、足場に上がって完了検査に立ち会っている様子。
施工の確認という意味以上に、発注者が積極的に工事を知ろうという対応が工事を成功に導く

使用制限など、住民のみなさ
んが協力的で、決まったこと
はきちっと守ってくれてい
る」と話す。
工事を成功に導くのは、管
理組合が積極的に工事を知ろ
うという対応に表れると言え
るのではないだろうか。

管理組合や監理者の意向により、品質にこだわった。一例はバルコニー床のシート防水。耐久性の高い材
質を採用し、2回目の大規模修繕工事では修繕項目に加えないことも想定している
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どうして今この工事をする

屋上防水のシート張り替え作業。施工前（左）とアスファルトシート設
置後の様子。この後、トップコートを塗布して仕上げを行う

のか、費用はどのくらいかかるのか、今後20年、30年後
のうちにどんな工事が必要になるのかetc…、わからない
ことは何でも監理者や現場代理人に聞き、住民の納得の
いく工事を行うことこそ、
「品質へのこだわり」といえる
工事データ
○工事名／グランレーヴ川口大規模修繕工事

○建

物概要／ 2002（平成14）年竣工・RC造（免震工法）
・
地上11階・97戸
組合

○発注者／グランレーヴ川口管理

○設計・監理者／㈲バード企画設計室

○施

工者／㈱ヨコソー
○主な工事内容
・共通仮設／現場事務所、仮設トイレ、作業員休憩所、
資材置場、廃材置場等
・足 場仮設／鋼製枠組み足場、外部メッシュシート
養生、落下物防止養生等
・下 地補修／ひび割れ、浮き、鉄筋爆裂欠損、塗膜

屋 上 の パ ラ ペ ッ ト（ 笠 木 ）、
立ち上がり部分はウレタン防
水材を塗布

壁、玄関、窓サッシなど必要
な個所の養生を行い、廊下天
井の塗装を行う

だろう。
発注者はあくまで管理組合である。
設計・監理者：
マンション・ユニオン保全設計協同組合
有限会社バード企画設計室
■本社事務所
〒115−0052  東京都北区赤羽北１−８−８
☎03−3905−1301
代表者：羽鳥修
施工者：
株式会社ヨコソー
■本社
〒238−0023  神奈川県横須賀市森崎１−17−18
☎046−834−5191
■北関東支店
〒335−0034  埼玉県戸田市笹目７−２−15
☎048−449−0091
代表者：佐藤幹男
創業：1908年（明治41年）10月
資本金：１億円
https://www.yokosoh.co.jp

脆弱部、高圧水洗浄等
・シ ーリング／サッシまわり、鋼製建具まわり、換
気口・支持金物まわり等
・外壁塗装／外壁・バルコニー天井、廊下天井等

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

・鉄部塗装／屋上、廊下、外構等
・防水／屋上、バルコニー床、廊下階段床
・そ の他／玄関枠塗装、エレベーター扉ダイノック

東海塗装株式会社

シート張り、駐輪場ラック塗装、駐車場ライン引

リニューアル事業部

き等
○工 事 期 間 ／ 2017年 ２ 月13日 ～ 2017年 ７ 月30日
（予定）

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

2017.7.5

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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第22回 R&R建築再生展2017開催
テーマ：
「改修がもたらす 新しいライフスタイル」
2017.5.31 ～ 6.2

東京ビッグサイト西1ホール

主催：建築再生展組織委員会

第22回R&R建築再生展2017が５月31日から３日間、東京ビッグサイト西１ホールで開かれました。出展企業は130団
体を超え、来場者は３日間で約３万9,000を数えました。
建築再生展の中に設けられたマンション改修村にも弊紙関係企業が出展しました。
また、期間中は特別セミナーとして、
「ストック活用施策」
「マンションの生活継続力―東日本大震災と熊本地震の教
訓―」
「高強度コンクリートとそのメンテナンス―高層マンションの補修―」など、３日間で15講演が行われました。
その中から、
「管理組合が取り組むKマンション（千葉市）の第３回目の大規模修繕」と題した講演の模様を採録します。

●特別セミナー

「管理組合が取り組むKマンションの
第3回目の大規模修繕」
Kマンション管理組合営繕専門委員会

平井裕一朗氏

■マンションデータ
建物概要／ 1975（昭和50）年竣工・SRC、RC造・
４棟・360戸
所 在 地／千葉市美浜区
■Kマンションの軌跡
1986年 第１回大規模修繕工事（外壁・鉄部塗装等）
1996年 ABC棟・外壁改修工事（ゴンドラ）
、D棟・
外壁、金物改修工事
1997年 屋上防水工事、屋上階段改修
1998年 長 期修繕計画作成（修繕積立金値上げ＝
約5,000円／戸）
2001年 第 ２回大規模修繕工事（住宅金融支援機
構から２億円借入）
2011年 A棟屋上階段改修
2014年 C棟屋上階段改修
2015年 第 ３回大規模修繕工事（住宅金融支援機
構から４億円借入）
第３回大規模修繕工事実施のきっかけは2012年夏の台
風時、C棟屋上階段のルーバーが14階から落下、その他に
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も腐食が目立つようになっ
て き た こ と が あ げ られ ま
す。
同年、営繕専門委員会に
よりコンサルタントを採用
する方向で検討を開始。と
ころが、翌年の大規模修繕
計画進捗状況説明会において、コンサルタントによる設
計・監理方式に反対意見が多数でました。このため、工
事計画を１年延期としています。
そ の 後、 設 計・ 監 理 方 式 や 発 注 形 態 に つ い て 説 明。
2014年の臨時総会、定期総会を経て、コンサルタント会
社への承認を得ました。
「発注者にとって建設生産・管理システムの選択肢が増
える」「コスト構成等の透明化が可能」といったメリット
から、設計・監理方式への理解を住民に求めました。
これまでは元施工会社との随意契約。コンサルタント
が入ることにより、複数社見積もり合わせ方式に見直す
ことができました。
Kマンションは海岸から近い立地（約２km）にもかか
わらず、鋼製部材（手すり、門扉、屋外階段）が多く使
用されていて、塩害の影響が大きくあります。鉄部塗装
に多額の費用がかかることが管理組合の長年の悩みでも
ありました。
工事では、共用廊下・バルコニーの手すりはアルミ化

を採用。強風も吹くため、風圧力資産には時間をかけて
検討を行っています。
３回目の大規模修繕工事後には、共用部分がきれいに
なったことから、専有部分のリフォームを希望する住戸

マンション改修村 part.7
最新工法・製品を展示

があり、11件でのリフォーム相談がありました。
今後は、給排水設備の更新、耐震化に関する課題が残
されています。

テック、タキロンマテックス㈱、リノ・ハピア㈱等が出
展参加していました。

マンション改修に必
要な諸々の最新工法・
製品を展示するブース
「マンション改修村」
は今回で７回目。弊紙
に関わりのある企業で
は、コニシ㈱、㈱ダイ
フレックス、田島ルー
フィング㈱、日本ビソー㈱、関西ペイント販売㈱、㈱スター

大規模修繕や耐震改修を手がけ
るリノ・ハピア㈱。ブースでは
ウレタン塗膜防水の小型圧送機
「RAKUマシーン」を展示

足場ゴンドラの日本ビソー㈱は、大規模修繕工事で多く採用されてい
るＳＳＰシステムを紹介

防水メーカーの田島ルーフィングは実演も含め、マンションのバルコ
ニー改修に対する最新工法や各防水製品を紹介

関西ペイント販売㈱のブースでは
環境配慮形高性能塗料「アレス
シックイ」の塗装体験を行うこと
ができた

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

2017.7.5

関東防水管理事業協同組合
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6・18

横浜・左近山団地

外部環境整備でコミュニティ活性化へ
パークフェスティバルを開催
左近山団地中央地区管理組合
所 在 地：横浜市旭区左近山
竣 工 年：1968年（昭和43年）１月竣工
建物概要：RC造５階建て・62棟・1,300戸
管理形態：自主管理

張りは近隣の小中学生が手がけたそうです。コンペで審
査員を務めた大学准教授は「芝生を張る、そこに絵を描く、
その一つひとつが自分事にしていく第一歩。ここが自分
の場所だっていうことにしていく入口です」とし、団地
再生への最初のステップだと話しています。
管理組合では、今回の外部環境整備が住民交流やコミュ
ニティの活性化、新たな子育て世代の流入などにつながっ
ていくことに期待しています。

「団地再生」検討から現在までの経緯

オープニングセレモニーは、中
央地区集会所前のプールを木の
板を張りウッドデッキで行った

アウトドアテントを張った芝生
の広場。芝張りは小中学生が手
がけた

横浜市旭区の左近山団地中央管理組合は６月18日、
「左
近山団地パークフェスティバルを開きました。管理組合
では平成26年度より横浜市団地再生支援事業のもと、全
国初の団地再生コンペティションなども行い、進めてき
た『左近山ダンチパーク プロジェクト』が完成。村上欽
也理事長の発声により、オープニングセレモニーを行い
ました。
今回の広場の工事では、中央地区集会所前のプールに
木の板を張りウッドデッキの交流スペースにし、交通公
園に芝生を敷き広場をつくりました。
団地パークへの主な「しかけ」は下記のとおり。
・住民みんなで作る「左近山ベンチ」
「左近山ものづくり
ラボ」
・歩く目的をつくる「さんぽみち」
「みち案内」
・すべり台だけの公園、車のおもちゃを集めたブーブー公
園など、違う個性を持っ
た「専門公園」
・団地内どこでもピクニッ
ク「左近山プレート」
・みんなで育てる「みちば
た菜園」
「みちばた花壇」
「左近山植物図鑑」など
スラッグラインなど子供の遊び
左近山ベンチや公園の芝
用具も設置

3カ所に新設した縁台では野
点（のだて）や囲碁の対局、
ものづくりワークショップが
開かれた
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近隣の小学生が描いたベンチ

H26.7
平成26年度「横浜市団地再生支援事業」に選定される
団地に居住する住民が中心となって、団地の課題や再生に向
けた将来像を共有していくことを目的に、『住民発意の団地
再生』を支援する事業。管理組合にコーディネーターを派遣
し、団地の課題整理や助言、将来像を共有するための団地再
生マスタープランの策定等の支援を行う。コーディネーター
は横浜市住宅供給公社から派遣。派遣費用：無料。
H26.10 ～ H27.3
管理組合の諮問機関である中長期計画検討委員会において、
７回の会合を開いてアクションプランの検討を行う。
・関東学院大学・中津教授を交えての街歩き・環境整備の課
題と目標の検討・外部空間の使い方の確認・空き家対策に
ついての勉強・アクションプランの構成・賃貸リフォーム
等の見学・アクションプランの取りまとめetc.
H27.2
平 成27年度「横浜市マンション・団地再生コーディネート
支援事業」に申請・受理される。コーディネーターは横浜市
住宅供給公社。
※横浜市登録のマンション・団地再生コーディ
ネーター８団体から派遣される。支援期間：１年～３年、年
間５回まで。費用：無料。
H27.10
管理組合主催による団地再生の実現に向けたコンペティショ
ンを実施。デザイン会社、大学研究室、マンション管理会社、
建築士事務所、造園設計事務所など、24団体から応募があっ
た。
H27.12
１次審査：審査委員による書類審査（非公開）
H28.1
２次審査（公開）
：応募者によるプレゼンテーション（９団体）
および住民投票
最 優秀賞は㈱スタジオゲンクマガイ提案の『左近山ダンチ
パーク プロジェクト』に決定
H28.5
管理組合総会にて工事費用を予算化
H28.7
近隣の小・中学生の意見を聞くワークショップなどを展開
H29.2
『左近山ダンチパーク

プロジェクト』をベースに工事を開始
H29.6
『左近山団地パーク』が完成

紙上採録

全建センター第30回記念セミナー
大規模修繕100組合の教訓
3 ／ 26

東京・京橋

住宅あんしん保証本社会議室にて

全国建物調査診断センターは３月26日、東京・京橋の
住宅あんしん保証本社会議室で第30回記念セミナーを行
いました。この中から㈱リノシスコーポレーション（１
級建築士事務所）の佐藤成幸専務が講師を務めた「大規
模修繕100組合の教訓から学ぶ事例研究と考察について」
、
その一部を掲載します。
＜構成：編集部＞

事例の紹介
◇塗 料をしっかり吟味。躯体保護、美観、プラス機能性
で材料選定
物件概要／東 京都大田区・1983年（昭和58年）竣工・
RC造・地上３階・１棟・23戸
工
期／ 2010年３月１日～５月31日
23戸と小規模なマンションでありますが、工事の内容
としては外壁下地補修、外壁塗装、シーリング、鉄部塗装、
バルコニー床防水など、十数年に一度行われる一般的な
大規模修繕工事です。
ただし環状七号線に近く、ばい煙や雨で外壁が汚れや
すい環境にもありました。こうしたことにお悩みのマン
ションにお住まいの方というのは、結構いらっしゃいま
すね。
都内ですごく交通量が多いところですと、風向きによっ
て外壁が汚れる、また汚れた雨が落ちやすいことがあり
ます。なんでこんなところがこんなに汚れているの？と
いうことがよくあります。
この物件では理事さんが塗料等に非常に見識がある方
で、「何でも塗ればいいんだ」という方ではなくて、自分
たちのマンションは外壁が汚れやすいので、汚れにくい

外階段、外壁塗装前と塗装後

材料を使うことによって工事を実施した効果というもの
を、より長く維持できるようにしたわけです。業者選定
と同時に、採用する塗料についても時間をかけて吟味し
ました。
まずは水溶性塗料または水系塗装仕上げ材を選択。そ
の上で膜厚の条件を厳しくチェック、耐候性テストなど
を行っています。
これまで塗料は躯体の保護という観点が大きかったが、
今後は「美観」が加わり、さらには「機能性」が求めて
います。機能性とは、雨が降ると汚れも一緒に洗い流す
ことなどです。
◇
建物の仕上げ材というものは、躯体コンクリートがむ
き出しのままですと、雨にあたり、風にあたり、中性化
が進むこともあり、それを保護するためにタイルや塗装
が施されているといえます。
同時に外観に関しては、化粧、つまり美観も重要であ
ります。ただ、塗装や防水の材料の選定如何によっては
寿命が変わってくることもあるんです。
概ね12年ごとが大規模修繕工事の時期といわれていま
す。しかし、12年はあくまで目安でしかありません。こ
のサイクルをできる限り延ばすことがこれからはますま
す重要とされています。
環境の保護や修繕積立金の有効な利用などから考えて、
大規模修繕工事においては材料の選定というものをよく
吟味し、費用対効果の高い、ロングスパン化ができる材
料を用いることによって、管理組合全体の予算を有効的
に使うことができると考えられます。

玄関ドア施工前と施工後

2017.7.5
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日本マンション学会名古屋大会

見学会

名古屋市千種区／メゾン千種管理組合
築45年・28戸・自主管理
日本マンション学会
は ４ 月23日、 椙 山 女
学園大学でのシンポジ
ウム、分科会報告の後、名古屋市千種区のパラシオン覚王山、
メゾン千種で見学会を行いました。
名古屋市千種区の覚王山は住宅地として人気が高い地区で、
ここで紹介するメゾン千種は地下鉄覚王山駅徒歩４分に立地し
ます。1972年竣工で現在、築45年。約36年間の委託管理を経て、
2008年から自主管理へ移行しました。
これまで４回の大規模修繕工事や給排水管工事を実施し、
2017年の今年、耐震補強工事の実施を予定しています。

メゾン千種の軌跡
1972年 ・竣工
2008年 ・修繕委員会を発足
・委託管理から自主管理へ移行
・規約委員会を発足。中部マンション管理組合協議会
にコンサルタントを依頼し、規約改正を開始
2009年 ・建物劣化診断、耐震診断を実施
・長期修繕計画を策定
・修繕積立金値上げ
2010年 ・耐震補強工事、給水管更新工事について総会で全員
の合意を得る
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2011年 ・４回目の大規模修繕工事（外壁及び屋上防水等）を
実施
2013年 ・管理規約の改正が総会で承認される
2014年 ・給水方式の変更、給水管更新工事を実施
2015年 ・耐震補強工事を進めていくことを再び総会で決議

耐震補強工事の検討
耐震補強工法については2009年から具体的に方法の検討を
行ってきました。
建物全体の安全基準を満たすには工費や施工方法など課題が
多く、そのためピロティ階の不安解消を最優先順位として実施
することに決定。その上で、他階においてはIs値0.3未満の階
をなくすことを検討したといいます。

日本マンション学会のメン
バーが見学。管理組合役員な
どから話を聞く

耐震化を検討している地下の
駐車場

（図）耐震補強に関する方針
市の耐震補強基準（Is 値 0.6 以上）に
達するハイレベルの補強を行う

（A）10 年後の大規模修繕工事は予定通りサッシ、玄関扉取り替えを
含めた内容で行う
（B）10 年後の大規模修繕工事は通常の内容に抑える

人命を守る程度の耐震補強を行う

（C）10 年後の大規模修繕工事は予定通りサッシ、玄関扉取り替えを
含めた内容で行う
（D）10 年後の大規模修繕工事は通常の内容に抑える

ABCDのどのパターンを目指すべきかについて、2015年の総
会で討論をした結果、Bパターンでほぼ全員が一致。快適性に
かけるコストは極力抑えて、安全で「100年マンション」を目
指す考えでまとまりました。
ところが、名古屋市の耐震補強基準（Is値0.6以上）を上回
るハイレベルな補強は１億円以上かかることが分かり、Bパ
ターンを断念。管理組合として捻出できる金額で震災に耐えう
る補強策はないかと建築士に打診した結果、一番弱いピロティ
の補強（耐震壁の設置）に加え、一部住戸内にも耐震スリット
や炭素繊維巻を取り入れる方法の提案を受けました。
人命を守る程度の耐震補強としてC，Dパターンを選択し、
万全ではないが高い確率で震災に耐え抜くことが出来る方法を

直結増圧方式への変更により、新設した給水管

検討しているといいます。
2017年５月現在、３月末に名古屋市が耐震補強工事の段階
的実施における補助金制度をスタートさせることとしため、補
助金申請に向けて準備を進めています。
また、建物の補強だけでなく有事に備え、住民の防災意識を
高めるため、近く新設予定の集会所を起点に防災会議、防災訓
練、防災マニュアルの作成の準備を行っています。

マンションデータ
建物概要／ 1971（昭和46）年竣工・RC造・地下１階、
地上６階建・１棟・28戸
附属施設／地下駐車場７台、トランクルーム11戸分
敷地面積／ 876.04㎡
建築面積／ 348.08㎡
専有部分延床面積／ 2,467.85㎡
共有部分延床面積／ 358.18㎡
バルコニー延床面積／ 165.19㎡
管理費／月額8,500円（一律）
修繕積立金／㎡ 当たり月額約330円（専有部分の広さに
よって異なる）
管理形態／ 2008（平成20）年から自主管理

「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
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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

リニューアル事業本部

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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どういう総会が望ましいか
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6月5日付第417号「論談」より

総会のあり方を改めて
考えてみたい。
二つの総会を考える。
一般に推奨されているの
は、
議案を完璧につくり、
事前の説明会を必ずやっ
て質疑もつくした結果、
総会では質問や意見もあまり出ず、短時間で終了す
るというケース。もう一つは、議案はそこそこの内
容で作成するが、総会ではいろいろと意見が続出し、
討議の一部の業務実施を取りやめ、予算を減額修正
して終わるというケース。
多くの方が、前者のケースを望ましいと考えるだ
ろう。
マンション管理の解説書の説明もどのようにして
前者のケースのように平穏に総会を済ませるよう準
備するかを詳細に解説しているものが多い。それが
本当に組合員の意見を反映しているものなら、たい
へん結構で言うことはない。
しかし、実際には議案の内容が組合員の実際の意
向とは大きく離れていても、委任状や議決権行使書
が出されていて結果は総会前に決まっており、組合

員は空しく意見を述べるだけで押し切られてしまっ
ている場合も多い。
そもそもマンション管理の解説書は、理事長や理
事会の立場から書かれているから、一般の組合員の
立場から総会に望むかなどの視点からの解説書など
は皆無に近い。それはそれで止むを得ない面もある。
しかし、理事会、理事長の立場から総会の運営を
みるについても、いかに一般の組合員の意見を汲み
あげるか、それをどう業務計画に反映するかの視点
を欠くと、一方的な押しつけになりやすい。注意を
要することである。
根本に立ち戻って本来の民主主義の観点からいえ
ば、どんな会議でもその目的は、最初に出された提
案が各自の意見発表と討論による相互の交流のもと
で、よりよい成案に仕上げられていくものではない
だろうか。
その観点からみれば、議論の活発な総会が行われ、
必要なら修正もできて大多数の組合員の満足できる
後者のケースの方が望ましいと思われる。もっとも、
そのためには委任状や議決権行使書ではなく、実出
席が多数にならないとできないことだが。
（NPO日住協論説委員会）

特−27
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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

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
12

本

2017.7.5

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
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教えて！管理組合交流相談室
Q46 組合主導の専有配管工事に関する判決例は？
築40年になり、毎年漏水事故が多くなってきたため、
管理組合主導で共用部分とともに専有部分の給排水管も
更新することになりました。
ところが、100戸のうち、２戸だけ専有部分の工事に修
繕積立金を取り崩すのはおかしいと反対し、裁判に発展
しそうな感じです。
理事会としては専有部分の配管工事を住戸任せにして
おいた場合、ほとんどの住戸で工事を行わず、漏水事故
の悩みは永遠に解決できないと考えています。
関連した判決例があれば教えてください。

ベストアンサーに選ばれた回答
近時の判決例を紹介
管理組合の計画的な対応が重要
近時の判決例を紹介します。
平成29年１月30日東京高裁判決
管理組合では共用部分の給排水管更新に加え、各戸の
浴槽、給湯器、洗面化粧台、トイレ、洗濯パンについて
も修繕積立金を使用して更新する計画を立てた。これに

反対する区分所有者が提訴した事案。判決では「区分所
有法には修繕積立金を専有部分改修に使用してはならな
い旨の規定はない」とし、原告区分所有者の訴えを退けた。
現在、上告中。
◇
管理組合では臨時総会で管理規約を改正。「専有部分で
ある設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分及
び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分
の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が
これを行うことができる」という規定を新設しました。
とはいえ、専有部分の配管ならともかく、浴槽、給湯器、
洗面化粧台等まで修繕積立金を使用するのは行き過ぎだ
という区分所有者の主張です。
そもそも配管類については本管と枝管が構造上一体と
なっていため、その管理については管理組合が共用部分
である本管と枝管一体の工事をしたほうが効率的と思わ
れます。浴槽、給湯器、洗面化粧台等の話ではないでしょ
う。
配管に限った工事においても、①専有配管工事に関わ
る管理規約の改正を行う（修繕積立金の取り崩し等を含
む）②専有配管工事を長期修繕計画に位置づける③住民
説明に関しては十分な準備・広報を繰り返すことが必要
です。

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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無料「見積参加者募集」

掲載受け付け中！
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。募集応募要項は下記のとおり。掲
載は無料です。ただし掲載スペースについては『大規模
修繕工事新聞』編集担当の裁量といたします。
（1）募集項目
・設計コンサルタントまたは施工会社
（2）建物概要
・マンション名・所在地
・建物構造（RCまたはSRCなど）
・竣工年・階数・総戸数
（3）工事概要
・下地補修、タイル補修、防水ほか
（4）予定工期
（5）見積参加要項（応募条件）
・資本金・経審・工事実績・工事完成保証制度への加入・
支店所在地など
（6）提出書類
・会 社案内・財務諸表・直近の実績表・担当者名刺な
ど
（7）提出先住所
（8）締切日
（9）問い合わせ先
希望者は『大規模修繕工事新聞』編集担当：北見まで。
kitami@k-mansionlife.com TEL/FAX. 045−316−4505

全建センター
現場代理人研修システムを創設
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、現場代理人研修システムを創設しました。
対象は、現場代理人の生産性向上や、能力と意欲を増進させ
ることを希望する工事会社。
マンション大規模修繕に絞り込んで現場代理人に必要な能力
を増進させる、業界で初の専門的な研修システムです。関西ペ
イント㈱、田島ルーフィング㈱、コニシ㈱と提携し、商品知識
の徹底も盛り込んでいます。
プログラムは７月29日を第１回とし、集合研修６回と通信
講座６回の６カ月コース。講習過程の修了者には修了証を発行
します。
集合研修の概要
◆研修日程
７月29日㈯、８月26日㈯、９月30日㈯、10月28日㈯、
11月18日㈯、１月13日㈯
時間：10：00 ～ 17：00
会場：田島ルーフィング㈱
東京都千代田区外神田４−14−１秋葉原VDX2
１階会議室
◆費用（6カ月間）
一人95,000円
（１社で２人以上申し込みの場合、一人90,000円）
【問い合わせ・申し込み】
一般社団法人 全国建物調査診断センター
〒160−0023 東京都新宿区西新宿８−12−１ サンパレス新宿603
☎03−6304−0278 FAX：03−6304−0279
E-mail：info@zenken-center.com

おもしろコラム
ちょっと一息

ビール、ビール、
ビール

2017.7.5

●世界最古文明シュメールでも飲まれていたビール
実はこのビール、とても古い歴史を持っているのをご存じで
しょうか？
世界最古の文明といえば、いまのイランやクェートにあった
シュメール文明です。紀元前3500年～ 2000年に突如興った謎
多い文明です。
このシュメール文明の影響は現在でも強く残されていて、現
在の時計は一分が60秒、一時間が60分。この60進法はシュメー
ル文明で生まれたのだとか。
それだけではありません。世界中の大人たちが愛してやまな
いビールもまた、シュメール文明で誕生したのです。
なぜそれがわかるかというと、発見された粘土板に書かれた
楔形文字にビールの作り方が書いているんです。
古代エジプト文明でもビールは飲まれていました。かのエジ
プトのピラミッドは奴隷がビシバシと鞭で打たれながら作った
と思われていますが、実際は農閑期に、一杯のビールと玉ねぎ
一個のご褒美があり、それを目当てに農民が率先してピラミッ
ド作りに参加していたんだそうです。
古代でもいまでも、働いた後の一杯のビールは最高ってわけ
ですね。
●歴史の影にビールあり
シュメール文明から人類に現れたビールですが、後に古代ギ
リシャや古代ローマでも人々のノドを潤します。
やがてビールはヨーロッパ諸国にも広がっていきました。時

は17世紀、イギリスで迫害されていた清教徒（ピューリタン）
たちが新天地を目指してアメリカ大陸に向かいます。彼らの船
『メイフラワー号』には400樽もの大量のビールが積み込まれ
ていました。
別に宴会をするためではないですよ。ビールは水よりも腐り
にくかったため積まれたのです。記録には途中ビールがなく
なってしまったという記録が残っており、これは命をつなぐ水
分がなくなってしまうに等しく、食料よりもビールがなくなる
ことは深刻であったようです。
日本で最初にビールを飲んだ人たちも、
大航海の途中でした。
幕末、アメリカの軍艦ポーハタン号と咸臨丸が勝海舟、福澤
諭吉、ジョン万次郎といった日本人を乗せてアメリカに向かい
ました。
往きは太平洋を横断してアメリカに向かい、帰りは大西洋を
渡ってアフリカ大陸沿いを行き、喜望峰を回ってインド洋を超
えて日本に帰国するという、文字通り世界一周の旅でした。
一行が最初にビールを飲んだのは、その往路のとき。そのと
きの記録を玉虫左太夫（たまむし・さだゆう）という武士が書
き残しています。
「苦味ナレドモ口ヲ湿スニ足ル」
これが日本人が最初にビールを飲んだときの記録です。
一行が喜望峰を目指していたとき、一滴の水を争って飲むよ
うな深刻な水不足になってしまいます。
そのとき船長が乗員に出したのが１人一瓶のビールでした。
勝海舟や福沢諭吉のような偉人もビールによって命を救われた
のかも知れません。
まさに歴史の影にビールあり！ですね。
（文／食文化研究家：巨椋修（おぐらおさむ））
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新 理 事 長 の 皆 様 へ

第31回
本音
大規模修繕100組合の教訓から判明した
セミナー

課題と解決方法を大公開！

○頑張らない大規模修繕とは
○工事の基本が面白いほどわかる
○管理会社との付き合い方のコツ ○こうして業者は嘘をつく
○99％の理事長が知らないお金の話
講師紹介
第

1部

第

●テーマ：大規模修繕100組合から学ぶ事例研

2部

●テーマ：大規模修繕100組合から学ぶ優先基

究と考察
（仮）
●講

準の考え方
（仮）

師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤

日

時

成幸

●講

師：㈱ＫＡＩ設計

専務取締役（マンション管理士）

7/23（日）

13：30 〜 17：00

菅

参加費

純一郎

無料

定

代表取締役社長

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㈱・田島ルーフィング㈱ ●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。

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

群馬県 0.3％
栃木県 0.4％
茨城県 0.9％
千葉県 7.2％

配布先マンションデータ
発行部数

30,000部

埼玉県
10.7％

京都府
11.7％

首都圏
神奈川県
25.4％

本紙は、首都圏・関西圏を中心と
した約30,000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。

和歌山県 0.7％
奈良県 4.5％
滋賀県
県 2.6％

関西圏
東京都
55.1％

兵庫県
29.2％

大阪府
51.3％

（2016.2 改訂 6）

※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。
● 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
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マンションの適正な管理のための管理組合向け無料情報ツール

本紙は、大規模修繕工事の情報紙として

2017年 7月号

首都圏・関西圏の約30,000管理組合を対象に、

日本一

の発行部数を誇るフリーペーパーです。

http://www.zenken-center.com

発行元：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
発行人：吉野笙一
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4p 建築再生展2017
5.31 ～ 6.2

東京ビッグサイト

「改修がもたらす 新しいライフスタイル」

6p 横浜・左近山団地
外部環境整備でコミュニティ活性化へ
パークフェスティバルを開催
7p Seminer
大規模修繕100組合の教訓
学ぶ事例研究と考察
8p 日本マンション学会見学会
36年目に自主管理へ移行
以来、組合主導の管理運営へ
10p 教えて！ 管理組合交流相談室
Q 組合主導の専有配管工事の判決例は？
A 近時の判決例を紹介
管理組合の計画的な対応が重要
12p 第31回セミナー
大規模修繕100組合の教訓
7月23日のお知らせ

月刊メルマガ
（電子ブック版）
無料登録受付中！

〒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

全 建 セ ン タ ー
修繕コンサルタント協会を設立
公正・中立なコンサルを紹介
紹介料・会費不要

年間120件の実績

一般社団法人全国建物調査診断センターは関連団体として今年３月、
一般社団法人修繕コンサルタント協会を設立しました。
現在、改修業界では「不適切コンサルタント」問題が国土交通省やマ
スコミ等を通して騒がれています。当協会は、管理組合の管理形態や修
繕ニーズに合わせ、関連業界や管理会社等と取り引きの無い完全中立な
修繕コンサルタントを数社紹介する機関です。
その少数の修繕コンサルタントの中から、大規模修繕工事新聞等の取
材を通じてマンション大規模修繕の実績を多く持ち、ノウハウを蓄積し
ている信頼できるコンサルタントを、当協会が第三者の立場から中立に、
客観的に厳しく審査し、業績と口コミも参考にして、修繕コンサルタン
トを選定し、紹介します。
紹介料や会費は一切不要です。これまで全建センターが受け皿となり、
年間120案件の実績があります。
中立・公正な修繕コンサルタントは
区分所有者の合意形成から、修繕範囲
の決定、工事会社の選定、施工、竣工
立ち会いに至るまで担当します。管理
組合へのトータルな支援により、工事
失敗のリスクを軽減することが可能と
なります。

修繕コンサルタント協会のHP

紹介する修繕コンサルタントについて
①関連業種から完全に中立で利害関係がない
②長期修繕計画の見直し、総会での合意形成、必要な修繕範囲決
定等、業務実績が豊富
③管 理組合の立場で、管理組合への気配り、配慮ができるため、
評価が高い
④工事後のフォロー、相談も行い、管理組合との緻密な関係が維
持できる
⑤窓サッシや玄関ドア改修のコンサルティングも可能

20100105-20170705-91

☎03−6833−1179 FAX. 03−6304−0279
info@syuzen-consul.com
http://www.syuzen-consul.com

2017.7.5

【問い合わせ・申し込み】
〒160−0023  東京都新宿区西新宿４−32−４−603
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管理組合
File Data. 104

埼玉・川口市／グランレーヴ川口管理組合

理事会、修繕委員会主導で工事実施
重要ポイントは「品質へのこだわり」
戸建てとマンションが混在する住宅街。その幹線道路
沿いに立地するグランレーヴ川口は現在、築15年目にし
て第１回大規模修繕工事を実施している。
管理組合では理事会、修繕委員会が主導して工事を実
施。管理会社任せではなく、設計・監理者を選任して、
工事計画を立て、施工業者を選定した。
大規模修繕工事に当たり、設計者や管理組合が重要ポ
イントに置いたのが「品質へのこだわり」
。バルコニー床
のシート防水では、耐久性の高い材質を採用し、２回目
の大規模修繕工事では修繕項目に加えないことが想定さ
れている。

ない」という管理組合の意思の表れといえよう。
管理組合、監理者、施工者の３者による定例会は月２回。

３色ある内外壁のタイルの張り替えでは、見本焼きで

その他、内外壁の色を決めるときなど、晴れた日がよい

色の承認を取ったものの、１色については本焼きのやり

場合等、臨時の打ち合わせにも理事会、修繕委員会のメ

直しを行ったという。

ンバーは参加する。

「品質へのこだわり」は、
「中途半端な工事はやりたく

さらにヘルメットをかぶり、足場に上がって完了検査
に立ち会う。こうした管理組
合側の主体的な対応がその他
住民にも浸透したようだ。
現場代理人は「施工前のバ
ルコニーの片付け、網戸の取
り外し、施工中のエアコンの

理事会、修繕委員会のメンバーがヘルメットをかぶり、足場に上がって完了検査に立ち会っている様子。
施工の確認という意味以上に、発注者が積極的に工事を知ろうという対応が工事を成功に導く

使用制限など、住民のみなさ
んが協力的で、決まったこと
はきちっと守ってくれてい
る」と話す。
工事を成功に導くのは、管
理組合が積極的に工事を知ろ
うという対応に表れると言え
るのではないだろうか。

管理組合や監理者の意向により、品質にこだわった。一例はバルコニー床のシート防水。耐久性の高い材
質を採用し、2回目の大規模修繕工事では修繕項目に加えないことも想定している
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どうして今この工事をする

屋上防水のシート張り替え作業。施工前（左）とアスファルトシート設
置後の様子。この後、トップコートを塗布して仕上げを行う

のか、費用はどのくらいかかるのか、今後20年、30年後
のうちにどんな工事が必要になるのかetc…、わからない
ことは何でも監理者や現場代理人に聞き、住民の納得の
いく工事を行うことこそ、
「品質へのこだわり」といえる
工事データ
○工事名／グランレーヴ川口大規模修繕工事

○建

物概要／ 2002（平成14）年竣工・RC造（免震工法）
・
地上11階・97戸
組合

○発注者／グランレーヴ川口管理

○設計・監理者／㈲バード企画設計室

○施

工者／㈱ヨコソー
○主な工事内容
・共通仮設／現場事務所、仮設トイレ、作業員休憩所、
資材置場、廃材置場等
・足 場仮設／鋼製枠組み足場、外部メッシュシート
養生、落下物防止養生等
・下 地補修／ひび割れ、浮き、鉄筋爆裂欠損、塗膜

屋 上 の パ ラ ペ ッ ト（ 笠 木 ）、
立ち上がり部分はウレタン防
水材を塗布

壁、玄関、窓サッシなど必要
な個所の養生を行い、廊下天
井の塗装を行う

だろう。
発注者はあくまで管理組合である。
設計・監理者：
マンション・ユニオン保全設計協同組合
有限会社バード企画設計室
■本社事務所
〒115−0052  東京都北区赤羽北１−８−８
☎03−3905−1301
代表者：羽鳥修
施工者：
株式会社ヨコソー
■本社
〒238−0023  神奈川県横須賀市森崎１−17−18
☎046−834−5191
■北関東支店
〒335−0034  埼玉県戸田市笹目７−２−15
☎048−449−0091
代表者：佐藤幹男
創業：1908年（明治41年）10月
資本金：１億円
https://www.yokosoh.co.jp

脆弱部、高圧水洗浄等
・シ ーリング／サッシまわり、鋼製建具まわり、換
気口・支持金物まわり等
・外壁塗装／外壁・バルコニー天井、廊下天井等

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

・鉄部塗装／屋上、廊下、外構等
・防水／屋上、バルコニー床、廊下階段床
・そ の他／玄関枠塗装、エレベーター扉ダイノック

東海塗装株式会社

シート張り、駐輪場ラック塗装、駐車場ライン引

リニューアル事業部

き等
○工 事 期 間 ／ 2017年 ２ 月13日 ～ 2017年 ７ 月30日
（予定）

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

2017.7.5

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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第22回 R&R建築再生展2017開催
テーマ：
「改修がもたらす 新しいライフスタイル」
2017.5.31 ～ 6.2

東京ビッグサイト西1ホール

主催：建築再生展組織委員会

第22回R&R建築再生展2017が５月31日から３日間、東京ビッグサイト西１ホールで開かれました。出展企業は130団
体を超え、来場者は３日間で約３万9,000を数えました。
建築再生展の中に設けられたマンション改修村にも弊紙関係企業が出展しました。
また、期間中は特別セミナーとして、
「ストック活用施策」
「マンションの生活継続力―東日本大震災と熊本地震の教
訓―」
「高強度コンクリートとそのメンテナンス―高層マンションの補修―」など、３日間で15講演が行われました。
その中から、
「管理組合が取り組むKマンション（千葉市）の第３回目の大規模修繕」と題した講演の模様を採録します。

●特別セミナー

「管理組合が取り組むKマンションの
第3回目の大規模修繕」
Kマンション管理組合営繕専門委員会

平井裕一朗氏

■マンションデータ
建物概要／ 1975（昭和50）年竣工・SRC、RC造・
４棟・360戸
所 在 地／千葉市美浜区
■Kマンションの軌跡
1986年 第１回大規模修繕工事（外壁・鉄部塗装等）
1996年 ABC棟・外壁改修工事（ゴンドラ）
、D棟・
外壁、金物改修工事
1997年 屋上防水工事、屋上階段改修
1998年 長 期修繕計画作成（修繕積立金値上げ＝
約5,000円／戸）
2001年 第 ２回大規模修繕工事（住宅金融支援機
構から２億円借入）
2011年 A棟屋上階段改修
2014年 C棟屋上階段改修
2015年 第 ３回大規模修繕工事（住宅金融支援機
構から４億円借入）
第３回大規模修繕工事実施のきっかけは2012年夏の台
風時、C棟屋上階段のルーバーが14階から落下、その他に
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も腐食が目立つようになっ
て き た こ と が あ げ られ ま
す。
同年、営繕専門委員会に
よりコンサルタントを採用
する方向で検討を開始。と
ころが、翌年の大規模修繕
計画進捗状況説明会において、コンサルタントによる設
計・監理方式に反対意見が多数でました。このため、工
事計画を１年延期としています。
そ の 後、 設 計・ 監 理 方 式 や 発 注 形 態 に つ い て 説 明。
2014年の臨時総会、定期総会を経て、コンサルタント会
社への承認を得ました。
「発注者にとって建設生産・管理システムの選択肢が増
える」「コスト構成等の透明化が可能」といったメリット
から、設計・監理方式への理解を住民に求めました。
これまでは元施工会社との随意契約。コンサルタント
が入ることにより、複数社見積もり合わせ方式に見直す
ことができました。
Kマンションは海岸から近い立地（約２km）にもかか
わらず、鋼製部材（手すり、門扉、屋外階段）が多く使
用されていて、塩害の影響が大きくあります。鉄部塗装
に多額の費用がかかることが管理組合の長年の悩みでも
ありました。
工事では、共用廊下・バルコニーの手すりはアルミ化

を採用。強風も吹くため、風圧力資産には時間をかけて
検討を行っています。
３回目の大規模修繕工事後には、共用部分がきれいに
なったことから、専有部分のリフォームを希望する住戸

マンション改修村 part.7
最新工法・製品を展示

があり、11件でのリフォーム相談がありました。
今後は、給排水設備の更新、耐震化に関する課題が残
されています。

テック、タキロンマテックス㈱、リノ・ハピア㈱等が出
展参加していました。

マンション改修に必
要な諸々の最新工法・
製品を展示するブース
「マンション改修村」
は今回で７回目。弊紙
に関わりのある企業で
は、コニシ㈱、㈱ダイ
フレックス、田島ルー
フィング㈱、日本ビソー㈱、関西ペイント販売㈱、㈱スター

大規模修繕や耐震改修を手がけ
るリノ・ハピア㈱。ブースでは
ウレタン塗膜防水の小型圧送機
「RAKUマシーン」を展示

足場ゴンドラの日本ビソー㈱は、大規模修繕工事で多く採用されてい
るＳＳＰシステムを紹介

防水メーカーの田島ルーフィングは実演も含め、マンションのバルコ
ニー改修に対する最新工法や各防水製品を紹介

関西ペイント販売㈱のブースでは
環境配慮形高性能塗料「アレス
シックイ」の塗装体験を行うこと
ができた

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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関東防水管理事業協同組合
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横浜・左近山団地

外部環境整備でコミュニティ活性化へ
パークフェスティバルを開催
左近山団地中央地区管理組合
所 在 地：横浜市旭区左近山
竣 工 年：1968年（昭和43年）１月竣工
建物概要：RC造５階建て・62棟・1,300戸
管理形態：自主管理

張りは近隣の小中学生が手がけたそうです。コンペで審
査員を務めた大学准教授は「芝生を張る、そこに絵を描く、
その一つひとつが自分事にしていく第一歩。ここが自分
の場所だっていうことにしていく入口です」とし、団地
再生への最初のステップだと話しています。
管理組合では、今回の外部環境整備が住民交流やコミュ
ニティの活性化、新たな子育て世代の流入などにつながっ
ていくことに期待しています。

「団地再生」検討から現在までの経緯

オープニングセレモニーは、中
央地区集会所前のプールを木の
板を張りウッドデッキで行った

アウトドアテントを張った芝生
の広場。芝張りは小中学生が手
がけた

横浜市旭区の左近山団地中央管理組合は６月18日、
「左
近山団地パークフェスティバルを開きました。管理組合
では平成26年度より横浜市団地再生支援事業のもと、全
国初の団地再生コンペティションなども行い、進めてき
た『左近山ダンチパーク プロジェクト』が完成。村上欽
也理事長の発声により、オープニングセレモニーを行い
ました。
今回の広場の工事では、中央地区集会所前のプールに
木の板を張りウッドデッキの交流スペースにし、交通公
園に芝生を敷き広場をつくりました。
団地パークへの主な「しかけ」は下記のとおり。
・住民みんなで作る「左近山ベンチ」
「左近山ものづくり
ラボ」
・歩く目的をつくる「さんぽみち」
「みち案内」
・すべり台だけの公園、車のおもちゃを集めたブーブー公
園など、違う個性を持っ
た「専門公園」
・団地内どこでもピクニッ
ク「左近山プレート」
・みんなで育てる「みちば
た菜園」
「みちばた花壇」
「左近山植物図鑑」など
スラッグラインなど子供の遊び
左近山ベンチや公園の芝
用具も設置

3カ所に新設した縁台では野
点（のだて）や囲碁の対局、
ものづくりワークショップが
開かれた
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近隣の小学生が描いたベンチ

H26.7
平成26年度「横浜市団地再生支援事業」に選定される
団地に居住する住民が中心となって、団地の課題や再生に向
けた将来像を共有していくことを目的に、『住民発意の団地
再生』を支援する事業。管理組合にコーディネーターを派遣
し、団地の課題整理や助言、将来像を共有するための団地再
生マスタープランの策定等の支援を行う。コーディネーター
は横浜市住宅供給公社から派遣。派遣費用：無料。
H26.10 ～ H27.3
管理組合の諮問機関である中長期計画検討委員会において、
７回の会合を開いてアクションプランの検討を行う。
・関東学院大学・中津教授を交えての街歩き・環境整備の課
題と目標の検討・外部空間の使い方の確認・空き家対策に
ついての勉強・アクションプランの構成・賃貸リフォーム
等の見学・アクションプランの取りまとめetc.
H27.2
平 成27年度「横浜市マンション・団地再生コーディネート
支援事業」に申請・受理される。コーディネーターは横浜市
住宅供給公社。
※横浜市登録のマンション・団地再生コーディ
ネーター８団体から派遣される。支援期間：１年～３年、年
間５回まで。費用：無料。
H27.10
管理組合主催による団地再生の実現に向けたコンペティショ
ンを実施。デザイン会社、大学研究室、マンション管理会社、
建築士事務所、造園設計事務所など、24団体から応募があっ
た。
H27.12
１次審査：審査委員による書類審査（非公開）
H28.1
２次審査（公開）
：応募者によるプレゼンテーション（９団体）
および住民投票
最 優秀賞は㈱スタジオゲンクマガイ提案の『左近山ダンチ
パーク プロジェクト』に決定
H28.5
管理組合総会にて工事費用を予算化
H28.7
近隣の小・中学生の意見を聞くワークショップなどを展開
H29.2
『左近山ダンチパーク

プロジェクト』をベースに工事を開始
H29.6
『左近山団地パーク』が完成

紙上採録

全建センター第30回記念セミナー
大規模修繕100組合の教訓
3 ／ 26

東京・京橋

住宅あんしん保証本社会議室にて

全国建物調査診断センターは３月26日、東京・京橋の
住宅あんしん保証本社会議室で第30回記念セミナーを行
いました。この中から㈱リノシスコーポレーション（１
級建築士事務所）の佐藤成幸専務が講師を務めた「大規
模修繕100組合の教訓から学ぶ事例研究と考察について」
、
その一部を掲載します。
＜構成：編集部＞

事例の紹介
◇塗 料をしっかり吟味。躯体保護、美観、プラス機能性
で材料選定
物件概要／東 京都大田区・1983年（昭和58年）竣工・
RC造・地上３階・１棟・23戸
工
期／ 2010年３月１日～５月31日
23戸と小規模なマンションでありますが、工事の内容
としては外壁下地補修、外壁塗装、シーリング、鉄部塗装、
バルコニー床防水など、十数年に一度行われる一般的な
大規模修繕工事です。
ただし環状七号線に近く、ばい煙や雨で外壁が汚れや
すい環境にもありました。こうしたことにお悩みのマン
ションにお住まいの方というのは、結構いらっしゃいま
すね。
都内ですごく交通量が多いところですと、風向きによっ
て外壁が汚れる、また汚れた雨が落ちやすいことがあり
ます。なんでこんなところがこんなに汚れているの？と
いうことがよくあります。
この物件では理事さんが塗料等に非常に見識がある方
で、「何でも塗ればいいんだ」という方ではなくて、自分
たちのマンションは外壁が汚れやすいので、汚れにくい

外階段、外壁塗装前と塗装後

材料を使うことによって工事を実施した効果というもの
を、より長く維持できるようにしたわけです。業者選定
と同時に、採用する塗料についても時間をかけて吟味し
ました。
まずは水溶性塗料または水系塗装仕上げ材を選択。そ
の上で膜厚の条件を厳しくチェック、耐候性テストなど
を行っています。
これまで塗料は躯体の保護という観点が大きかったが、
今後は「美観」が加わり、さらには「機能性」が求めて
います。機能性とは、雨が降ると汚れも一緒に洗い流す
ことなどです。
◇
建物の仕上げ材というものは、躯体コンクリートがむ
き出しのままですと、雨にあたり、風にあたり、中性化
が進むこともあり、それを保護するためにタイルや塗装
が施されているといえます。
同時に外観に関しては、化粧、つまり美観も重要であ
ります。ただ、塗装や防水の材料の選定如何によっては
寿命が変わってくることもあるんです。
概ね12年ごとが大規模修繕工事の時期といわれていま
す。しかし、12年はあくまで目安でしかありません。こ
のサイクルをできる限り延ばすことがこれからはますま
す重要とされています。
環境の保護や修繕積立金の有効な利用などから考えて、
大規模修繕工事においては材料の選定というものをよく
吟味し、費用対効果の高い、ロングスパン化ができる材
料を用いることによって、管理組合全体の予算を有効的
に使うことができると考えられます。

玄関ドア施工前と施工後

2017.7.5
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日本マンション学会名古屋大会

見学会

名古屋市千種区／メゾン千種管理組合
築45年・28戸・自主管理
日本マンション学会
は ４ 月23日、 椙 山 女
学園大学でのシンポジ
ウム、分科会報告の後、名古屋市千種区のパラシオン覚王山、
メゾン千種で見学会を行いました。
名古屋市千種区の覚王山は住宅地として人気が高い地区で、
ここで紹介するメゾン千種は地下鉄覚王山駅徒歩４分に立地し
ます。1972年竣工で現在、築45年。約36年間の委託管理を経て、
2008年から自主管理へ移行しました。
これまで４回の大規模修繕工事や給排水管工事を実施し、
2017年の今年、耐震補強工事の実施を予定しています。

メゾン千種の軌跡
1972年 ・竣工
2008年 ・修繕委員会を発足
・委託管理から自主管理へ移行
・規約委員会を発足。中部マンション管理組合協議会
にコンサルタントを依頼し、規約改正を開始
2009年 ・建物劣化診断、耐震診断を実施
・長期修繕計画を策定
・修繕積立金値上げ
2010年 ・耐震補強工事、給水管更新工事について総会で全員
の合意を得る

2011年 ・４回目の大規模修繕工事（外壁及び屋上防水等）を
実施
2013年 ・管理規約の改正が総会で承認される
2014年 ・給水方式の変更、給水管更新工事を実施
2015年 ・耐震補強工事を進めていくことを再び総会で決議

耐震補強工事の検討
耐震補強工法については2009年から具体的に方法の検討を
行ってきました。
建物全体の安全基準を満たすには工費や施工方法など課題が
多く、そのためピロティ階の不安解消を最優先順位として実施
することに決定。その上で、他階においてはIs値0.3未満の階
をなくすことを検討したといいます。

日本マンション学会のメン
バーが見学。管理組合役員な
どから話を聞く

耐震化を検討している地下の
駐車場

大阪支店：
（06）
4804-3123 神戸支店：
（078）646-3511

首都圏マンションリニューアル事業部 北海道支店 東北支店 横浜支店 中部支店 福岡営業所
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（図）耐震補強に関する方針
市の耐震補強基準（Is 値 0.6 以上）に
達するハイレベルの補強を行う

（A）10 年後の大規模修繕工事は予定通りサッシ、玄関扉取り替えを
含めた内容で行う
（B）10 年後の大規模修繕工事は通常の内容に抑える

人命を守る程度の耐震補強を行う

（C）10 年後の大規模修繕工事は予定通りサッシ、玄関扉取り替えを
含めた内容で行う
（D）10 年後の大規模修繕工事は通常の内容に抑える

ABCDのどのパターンを目指すべきかについて、2015年の総
会で討論をした結果、Bパターンでほぼ全員が一致。快適性に
かけるコストは極力抑えて、安全で「100年マンション」を目
指す考えでまとまりました。
ところが、名古屋市の耐震補強基準（Is値0.6以上）を上回
るハイレベルな補強は１億円以上かかることが分かり、Bパ
ターンを断念。管理組合として捻出できる金額で震災に耐えう
る補強策はないかと建築士に打診した結果、一番弱いピロティ
の補強（耐震壁の設置）に加え、一部住戸内にも耐震スリット
や炭素繊維巻を取り入れる方法の提案を受けました。
人命を守る程度の耐震補強としてC，Dパターンを選択し、
万全ではないが高い確率で震災に耐え抜くことが出来る方法を

直結増圧方式への変更により、新設した給水管

検討しているといいます。
2017年５月現在、３月末に名古屋市が耐震補強工事の段階
的実施における補助金制度をスタートさせることとしため、補
助金申請に向けて準備を進めています。
また、建物の補強だけでなく有事に備え、住民の防災意識を
高めるため、近く新設予定の集会所を起点に防災会議、防災訓
練、防災マニュアルの作成の準備を行っています。

マンションデータ
建物概要／ 1971（昭和46）年竣工・RC造・地下１階、
地上６階建・１棟・28戸
附属施設／地下駐車場７台、トランクルーム11戸分
敷地面積／ 876.04㎡
建築面積／ 348.08㎡
専有部分延床面積／ 2,467.85㎡
共有部分延床面積／ 358.18㎡
バルコニー延床面積／ 165.19㎡
管理費／月額8,500円（一律）
修繕積立金／㎡ 当たり月額約330円（専有部分の広さに
よって異なる）
管理形態／ 2008（平成20）年から自主管理

「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

2017.7.5
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どういう総会が望ましいか
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6月5日付第417号「論談」より

総会のあり方を改めて
考えてみたい。
二つの総会を考える。
一般に推奨されているの
は、
議案を完璧につくり、
事前の説明会を必ずやっ
て質疑もつくした結果、
総会では質問や意見もあまり出ず、短時間で終了す
るというケース。もう一つは、議案はそこそこの内
容で作成するが、総会ではいろいろと意見が続出し、
討議の一部の業務実施を取りやめ、予算を減額修正
して終わるというケース。
多くの方が、前者のケースを望ましいと考えるだ
ろう。
マンション管理の解説書の説明もどのようにして
前者のケースのように平穏に総会を済ませるよう準
備するかを詳細に解説しているものが多い。それが
本当に組合員の意見を反映しているものなら、たい
へん結構で言うことはない。
しかし、実際には議案の内容が組合員の実際の意
向とは大きく離れていても、委任状や議決権行使書
が出されていて結果は総会前に決まっており、組合

員は空しく意見を述べるだけで押し切られてしまっ
ている場合も多い。
そもそもマンション管理の解説書は、理事長や理
事会の立場から書かれているから、一般の組合員の
立場から総会に望むかなどの視点からの解説書など
は皆無に近い。それはそれで止むを得ない面もある。
しかし、理事会、理事長の立場から総会の運営を
みるについても、いかに一般の組合員の意見を汲み
あげるか、それをどう業務計画に反映するかの視点
を欠くと、一方的な押しつけになりやすい。注意を
要することである。
根本に立ち戻って本来の民主主義の観点からいえ
ば、どんな会議でもその目的は、最初に出された提
案が各自の意見発表と討論による相互の交流のもと
で、よりよい成案に仕上げられていくものではない
だろうか。
その観点からみれば、議論の活発な総会が行われ、
必要なら修正もできて大多数の組合員の満足できる
後者のケースの方が望ましいと思われる。もっとも、
そのためには委任状や議決権行使書ではなく、実出
席が多数にならないとできないことだが。
（NPO日住協論説委員会）

教えて！管理組合交流相談室
Q46 組合主導の専有配管工事に関する判決例は？
築40年になり、毎年漏水事故が多くなってきたため、
管理組合主導で共用部分とともに専有部分の給排水管も
更新することになりました。
ところが、100戸のうち、２戸だけ専有部分の工事に修
繕積立金を取り崩すのはおかしいと反対し、裁判に発展
しそうな感じです。
理事会としては専有部分の配管工事を住戸任せにして
おいた場合、ほとんどの住戸で工事を行わず、漏水事故
の悩みは永遠に解決できないと考えています。
関連した判決例があれば教えてください。

ベストアンサーに選ばれた回答
近時の判決例を紹介
管理組合の計画的な対応が重要
近時の判決例を紹介します。
平成29年１月30日東京高裁判決
管理組合では共用部分の給排水管更新に加え、各戸の
浴槽、給湯器、洗面化粧台、トイレ、洗濯パンについて
も修繕積立金を使用して更新する計画を立てた。これに
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反対する区分所有者が提訴した事案。判決では「区分所
有法には修繕積立金を専有部分改修に使用してはならな
い旨の規定はない」とし、原告区分所有者の訴えを退けた。
現在、上告中。
◇
管理組合では臨時総会で管理規約を改正。「専有部分で
ある設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分及
び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分
の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が
これを行うことができる」という規定を新設しました。
とはいえ、専有部分の配管ならともかく、浴槽、給湯器、
洗面化粧台等まで修繕積立金を使用するのは行き過ぎだ
という区分所有者の主張です。
そもそも配管類については本管と枝管が構造上一体と
なっていため、その管理については管理組合が共用部分
である本管と枝管一体の工事をしたほうが効率的と思わ
れます。浴槽、給湯器、洗面化粧台等の話ではないでしょ
う。
配管に限った工事においても、①専有配管工事に関わ
る管理規約の改正を行う（修繕積立金の取り崩し等を含
む）②専有配管工事を長期修繕計画に位置づける③住民
説明に関しては十分な準備・広報を繰り返すことが必要
です。

無料「見積参加者募集」

掲載受け付け中！
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。募集応募要項は下記のとおり。掲
載は無料です。ただし掲載スペースについては『大規模
修繕工事新聞』編集担当の裁量といたします。
（1）募集項目
・設計コンサルタントまたは施工会社
（2）建物概要
・マンション名・所在地
・建物構造（RCまたはSRCなど）
・竣工年・階数・総戸数
（3）工事概要
・下地補修、タイル補修、防水ほか
（4）予定工期
（5）見積参加要項（応募条件）
・資本金・経審・工事実績・工事完成保証制度への加入・
支店所在地など
（6）提出書類
・会 社案内・財務諸表・直近の実績表・担当者名刺な
ど
（7）提出先住所
（8）締切日
（9）問い合わせ先
希望者は『大規模修繕工事新聞』編集担当：北見まで。
kitami@k-mansionlife.com TEL/FAX. 045−316−4505

全建センター
現場代理人研修システムを創設
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、現場代理人研修システムを創設しました。
対象は、現場代理人の生産性向上や、能力と意欲を増進させ
ることを希望する工事会社。
マンション大規模修繕に絞り込んで現場代理人に必要な能力
を増進させる、業界で初の専門的な研修システムです。関西ペ
イント㈱、田島ルーフィング㈱、コニシ㈱と提携し、商品知識
の徹底も盛り込んでいます。
プログラムは７月29日を第１回とし、集合研修６回と通信
講座６回の６カ月コース。講習過程の修了者には修了証を発行
します。
集合研修の概要
◆研修日程
７月29日㈯、８月26日㈯、９月30日㈯、10月28日㈯、
11月18日㈯、１月13日㈯
時間：10：00 ～ 17：00
会場：田島ルーフィング㈱
東京都千代田区外神田４−14−１秋葉原VDX2
１階会議室
◆費用（6カ月間）
一人95,000円
（１社で２人以上申し込みの場合、一人90,000円）
【問い合わせ・申し込み】
一般社団法人 全国建物調査診断センター
〒160−0023 東京都新宿区西新宿８−12−１ サンパレス新宿603
☎03−6304−0278 FAX：03−6304−0279
E-mail：info@zenken-center.com

おもしろコラム
ちょっと一息

ビール、ビール、
ビール

2017.7.5

●世界最古文明シュメールでも飲まれていたビール
実はこのビール、とても古い歴史を持っているのをご存じで
しょうか？
世界最古の文明といえば、いまのイランやクェートにあった
シュメール文明です。紀元前3500年～ 2000年に突如興った謎
多い文明です。
このシュメール文明の影響は現在でも強く残されていて、現
在の時計は一分が60秒、一時間が60分。この60進法はシュメー
ル文明で生まれたのだとか。
それだけではありません。世界中の大人たちが愛してやまな
いビールもまた、シュメール文明で誕生したのです。
なぜそれがわかるかというと、発見された粘土板に書かれた
楔形文字にビールの作り方が書いているんです。
古代エジプト文明でもビールは飲まれていました。かのエジ
プトのピラミッドは奴隷がビシバシと鞭で打たれながら作った
と思われていますが、実際は農閑期に、一杯のビールと玉ねぎ
一個のご褒美があり、それを目当てに農民が率先してピラミッ
ド作りに参加していたんだそうです。
古代でもいまでも、働いた後の一杯のビールは最高ってわけ
ですね。
●歴史の影にビールあり
シュメール文明から人類に現れたビールですが、後に古代ギ
リシャや古代ローマでも人々のノドを潤します。
やがてビールはヨーロッパ諸国にも広がっていきました。時

は17世紀、イギリスで迫害されていた清教徒（ピューリタン）
たちが新天地を目指してアメリカ大陸に向かいます。彼らの船
『メイフラワー号』には400樽もの大量のビールが積み込まれ
ていました。
別に宴会をするためではないですよ。ビールは水よりも腐り
にくかったため積まれたのです。記録には途中ビールがなく
なってしまったという記録が残っており、これは命をつなぐ水
分がなくなってしまうに等しく、食料よりもビールがなくなる
ことは深刻であったようです。
日本で最初にビールを飲んだ人たちも、
大航海の途中でした。
幕末、アメリカの軍艦ポーハタン号と咸臨丸が勝海舟、福澤
諭吉、ジョン万次郎といった日本人を乗せてアメリカに向かい
ました。
往きは太平洋を横断してアメリカに向かい、帰りは大西洋を
渡ってアフリカ大陸沿いを行き、喜望峰を回ってインド洋を超
えて日本に帰国するという、文字通り世界一周の旅でした。
一行が最初にビールを飲んだのは、その往路のとき。そのと
きの記録を玉虫左太夫（たまむし・さだゆう）という武士が書
き残しています。
「苦味ナレドモ口ヲ湿スニ足ル」
これが日本人が最初にビールを飲んだときの記録です。
一行が喜望峰を目指していたとき、一滴の水を争って飲むよ
うな深刻な水不足になってしまいます。
そのとき船長が乗員に出したのが１人一瓶のビールでした。
勝海舟や福沢諭吉のような偉人もビールによって命を救われた
のかも知れません。
まさに歴史の影にビールあり！ですね。
（文／食文化研究家：巨椋修（おぐらおさむ））
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新 理 事 長 の 皆 様 へ

第31回
本音
大規模修繕100組合の教訓から判明した
セミナー

課題と解決方法を大公開！

○頑張らない大規模修繕とは
○工事の基本が面白いほどわかる
○管理会社との付き合い方のコツ ○こうして業者は嘘をつく
○99％の理事長が知らないお金の話
講師紹介
第

1部

第

●テーマ：大規模修繕100組合から学ぶ事例研

2部

●テーマ：大規模修繕100組合から学ぶ優先基

究と考察
（仮）
●講

準の考え方
（仮）

師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤

日

時

成幸

●講

師：㈱ＫＡＩ設計

専務取締役（マンション管理士）

7/23（日）

13：30 〜 17：00

菅

参加費

純一郎

無料

定

代表取締役社長

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㈱・田島ルーフィング㈱ ●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。

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

群馬県 0.3％
栃木県 0.4％
茨城県 0.9％
千葉県 7.2％

配布先マンションデータ
発行部数

30,000部

埼玉県
10.7％

京都府
11.7％

首都圏
神奈川県
25.4％

本紙は、首都圏・関西圏を中心と
した約30,000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。

和歌山県 0.7％
奈良県 4.5％
滋賀県
県 2.6％

関西圏
東京都
55.1％

兵庫県
29.2％

大阪府
51.3％

（2016.2 改訂 6）

※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。
● 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
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