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全 建 セ ン タ ー
給排水管改修コンサルタント紹介サービス

会費・紹介料不要
一般社団法人全国建物調査診断センター（全建センター）はこのほど、
「給排水管改修コンサルタント紹介サービス」を開始しました。
給排水管改修工事には、ストレスがたまる問題が３つあります。
□住民の合意形成が難しい
□「設備専門の」改修コンサルタントが非常に少ない
□共用部分と専有部分の区分や取り扱いがよくわからない
全建センターでは毎月30,000個所のマンション管理組合に情報誌「大
規模修繕工事新聞」を配布しています。こうした実績をもとにした情報
や相談等から、読者サービスの一環として給排水管改修コンサルタント
をセレクトし、無料で紹介することをはじめました。
全建センターは第三者としての立場で中立かつ客観的に厳しく審査す
るとともに、コンサルタントの業績や口コミなども参考に「頼りになる
改修コンサルタント」を選定いたします。
全建センターへの会費や紹介料といった費用は一切不要。電話、FAX、
Eメールにて、お申し込みをお待ちしています。

2017年度安全衛生大会
外国人技能実習生制度活用方針発表
8p 〜 名刺広告
13p 暑中お見舞い申し上げます
14p 教えて！ 管理組合交流相談室

パイプシャフト内の排水管からの漏水

屋上給水管の劣化状況

Q 賃貸化増え、組合員間に労力差。
解消方法は？
A 役員報酬や管理協力金の方法あり
不在組合員2,500円徴収の判例も
16p 第32回セミナー
スペシャルトークショー開催
11月26日のお知らせ

給排水管改修コンサルタント紹介サービスのHP

☎03−6304−0278

FAX. 03−6304−0279
info@zenken-center.com
20100105-20170805-92

http://www.kyuhaisui.info
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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

特別版【サッシ改修】

マンション標準管理規約によると、窓サッシ（窓枠）
、窓ガラス、玄関扉などの開口部は「共用部分」と扱うこと
と定められている（第22条）
。原則として、管理組合の責任と負担において計画修繕を行うことになり、戸別の区分
所有者が勝手に修繕をしてはならない。
とはいえ、高経年マンションでは経年劣化の進行が各戸によって異なっていたり、管理組合で合意を得ることが
難しいケースがある。こうしたマンションでは雨の吹き込み、結露等に悩まされている住戸もあり、標準規約では「一
部の住戸において緊急かつ重大な必要性が生じる場合」を鑑み、
「各区分所有者の責任と負担において工事を行うこ
とができるよう、細則をあらかじめ定める」ことができるとも規定している。
ただし、計画修繕を定め、管理組合主導で全戸対応をすることが前提である。このページでは『修繕奮闘記』特
別版として、過去記事より「全戸一斉サッシ改修」を行った２事例を掲載する。
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マボリシーハイツ第三期大規模改修工事

省エネサッシ改修
環境省から補助金1.4億円
「地域協議会民生用機器
導入促進事業」の補助対象
となったのは、高断熱住宅
等へのリフォームの省エネ
資材（サッシ・ガラス等）
を住宅に導入する事業。交
付資格としては、地域協議
会の会員、設備機器導入件数は10 件（戸）以上などとい
う制限がある。マボリシーハイツは全596戸の設備機器導
入となり、熱貫流率や電気の使用量、エアコンの使用時
間などから計算すると、改修前後のCO2排出量は、年間約
70t削減される。
補助交付額は、対象事業（省エネサッシ等導入）費の
1/3に当たる1.4億円。
また、各戸専有部分の固定資産税の1/3が減免されるこ
とから、管理組合では工事後に設計・監理を担当するア
ワーブレーン環境設計の建築士が発行する証明書をもっ
て、横須賀市に減免申告を行い、受理された。
サッシ改修について、改修前は日射がまぶしいくらい
に差し込んでいたが、改修後は特殊金属膜のある複層ガ
ラスで、遮熱効果があり、紫外線も大幅にカット。冷暖
房の負荷の軽減、内装や家具の色あせ防止等に効果を発
揮している。目の前を幹線道路が走っている棟でも、窓
を開けているのと閉めるのとでは、はっきりと大きな違
いを感じることができる。
住民によると、
「改修前は台風が来ると雨が吹き込んで、

置いた雑巾もすぐにびしょびしょになった」。気密性の高
いサッシに交換したことで、「そのような心配はもうあり
ません」と話している。
工事データ
○建物概要／築31年・22棟・596戸・PC造・５階（一
部２，３階）建て ○設計・監理者／アワーブレー
ン環境設計㈱ ○サッシ施工者／トステム㈱（現・
㈱LIXIL）、三和アルミ工業㈱ ○工事期間／ 2008年
３月～ 12月

改修前と後。改修後は特殊金属膜のある複層ガラスで、遮熱効果があり、
紫外線も大幅にカット

気密性の高いサッシに交換し
たことで台風でも雨の吹き込
みがなくなった

ハンドルは開閉がしやすい
ユニバーサル仕様に

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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磯子レインボーハイツ団地大規模修繕工事

複層ガラス採用で約2,300万円補助
27棟別長計策定し「100年タウン」目指す
３回目の大規模修繕工事
は2011年 ９ 月 の 大 規 模 修
繕工事対策委員会の設置か
らはじまる。メンバーは各
種講習会やセミナー、相談
会に参加して情報収集を行
い、内部でも工事や長期修繕計画に関する学習会を行っ
た。2012年の総会で設計コンサルタントとして英綜合企
画設計を選定。2013年の臨時総会で工事実施を決定した。
窓サッシ・玄関ドア改修については築30年以上経過し
ているため、居住者からカタカタ音がするという希望で
修繕項目に取り入れた。さらに大規模修繕工事に先駆け、
窓サッシ・玄関ドア改修を実施することになった。
複層ガラスを採用すると決めたことから、国土交通省
の省エネ改修推進事業に申請。約2,300万円の補助を受け
ることができた。
工事完成後、英綜合企画設計に依頼し、30年間の棟別

大規模修繕工事に先駆けて
窓サッシ改修工事を実施

国土交通省・省エネ改修推
進 事 業 で 約2,300万 円 の
補助を受けた

長期修繕計画（27棟）の策定を開始。マンションの「長
寿命化・再生」に尽力し、
「魅力ある100年タウン」を目
指している。
工事データ
○建物概要／ 1980 ～ 1984年（昭和55 ～ 59年）
竣工・
PC造（一部RC）・27棟・381戸 ○設計・監理者／
㈱英綜合企画設計 ○サッシ施工者／㈱LIXIL ○工
事期間／ 2014年２月～ 11月

コ メ ン ト
管理組合主導の全戸に対する窓サッシ改修では、複
層ガラス、真空ガラスへの取り替えなど断熱性、機密
性の高い省エネ工事の観点から、国や自治体の助成制
度の活用が期待できる。
しかし、制度の発表や手続き方法など、管理組合の
工事予定時期がそのまま当てはまるとは限らない。こ
のため、コンサルタントをはじめ、専門業者からの情
報を得やすい環境を整えておくことが大切である。
また、全戸対応は管理組合の金銭的な負担も大きい。
長期修繕計画への組み込みと、しっかりとした資金計
画の作成も必要だ。管理組合主導で建物の長寿命化を
図ることが、長期的にも安心した住生活の継続につな
がるといえる。

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

設置した窓サッシの模型。カ
バー工法で複層ガラス入りの
アルミサッシに交換した

TEL 03-6871-9951（代表） FAX 03-6871-9952

2017.8.5

本社を移転しました。
〒171-0031 東京都豊島区目白2-1-1 目白NTビル6F
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2018年12月から本放送開始
マンションで4K・8Kを受信するためには？
●早めの検討、住民周知が必要
BS・110度CSの4K・8Kスーパーハイビジョン（SHV）実用
放送が2018年12月、現行の衛星放送とは異なった規格で開始さ
れます。
現在、家電売り場で4Kテレビや4K対応テレビが売られてい
ますが、一部ケーブルテレビやインターネットなど配信サービ
ス以外、一般の家庭で視聴することはできません。
また、視聴するにしても4Kテレビや4K対応テレビに加え、
受信機能のある4Kチューナーが必要となります。
加えてマンションで2018年12月以降、BS・110度CS左旋の
実用放送を見るためには、右左旋共用アンテナの設置や、ブー
スター、分配器などテレビ共同受信設備を3,224MHz対応機器
へ改修することが必要です。
設備の改修には工事計画、資金調達、総会決議、工事発注な
どの手続きなど、工事完了まで長期間を要します。
管理組合の対応が遅れると、4K・8K放送を見たい住戸が待
ちきれず、ベランダに勝手に受信アンテナを設置するケースが
増えると考えられます。
マンションの住民から「聞いていない」「早く教えてくれれ
ばよかったのに」などといった苦情が出ないよう、管理組合内
での早めの検討と対応、住民への周知が必要といえるでしょう。
※現 行のハイビジョン（2K）は2018年以降も継続して視聴
可能。スーパーハイビジョン（4K・8K）を必要としない
家庭では新しいテレビを購入しなくても、今のテレビのま
まテレビ番組を見ることができます。

4K・8K放送のロードマップ

○4K・8Kとは
4K・8Kスーパーハイビジョン放送は、現行のハイビジョン

（2K）を超える超高精細な画質による放送をいう。スーパーハ
イビジョンの解像度は4Kが約800万画素、8Kが約3,300万画素
で、それぞれハイビジョン（2K）の４倍、16倍超となり、よ
り立体感、臨場感ある映像を楽しむことができる。

○BS・110度CSの4K・8Kを見るためには
現行のBS放送、110度CS放送は放送衛星より右旋（うせん
＝右回り）
で電波が送られている。
それを左旋
（させん＝左回り）
で出すと、右旋と同じ分の帯域が新たに使えることになる。こ
の左旋の電波を使うことで4K・8K放送を実現させるのである。
このため、BS・110度CSの4K・8Kを見るためには右左旋共
用のアンテナが必要となり、マンションのテレビ共同受信設備
も使用周波数帯域3,224MHzまで対応する機器に変更（改修）
する必要がある。
管理組合で変更（改修）の必要がある主な機器
機

器

役

割

アンテナ
（右左旋受信仕様）

放送衛星からの電波を受信し、同軸
ケーブルに伝送する。

ブースター
（3,224MHz仕様）

アンテナからのテレビ信号を増幅す
る。

分配器
（3,224MHz仕様）

テレビ信号を同軸ケーブルに分ける
ための機器。

壁面端子
（3,224MHz仕様）

テレビ信号を取り出す壁面のテレビ
端子。

分波器
（3,224MHz仕様）

衛星放送（BS・110度CS）と地上
放送の信号を分ける機器。テレビの
入力端子が衛星と地上で分かれてい
るために必要。

※同軸ケーブルは、伝送距離によっては交換しなくても伝送できる
可能性がある。

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
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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

マンション設備の地震被害と対策まとめ

躯体・基礎固定のない部位に損壊多し
熊本地震、東日本大震災の被害状況より
熊本地震、東日本大震災による設備被害において、建物が壊
れていない場合の建物の中の設備配管類は壊れていませんでし
た。敷地の外から内にはいるライフライン（給水・排水・ガス・
電気）が傷んでいました。建物は基礎で固定されているので、
建物自体がしっかりしていればよいのですが、屋外は建物に固
定されていないので、損壊が多くみられたようでした。
地震による被害では屋外の排水桝管路が一番問題なのです
が、（勾配が十分にとれる）高さがないと耐震性がないんです。
フレキシブルな継手が排水設備の材料にはない。それを補修し
ていくことになるが、高さがあると、勾配をとるような対応に
変えることができます。
災害が発生した場合、すべての排水を禁止する管理組合があ
ります。この場合、いつになったら使えるようになるのか、排
水の安全が確認できたかどうかと管理組合が住民に発信するこ

とが大事です。
排水管の使用の可否についての簡易確認には、①排水経路の
設備を目視確認する②各戸の排水器具から横引き管、共用立て
管、１階床下ピット内排水管、屋上排水桝などに異常がないか
目視確認するなどの方法があります。
具体的に建物内の排水管が使用できるかどうかの確認には、
色つきのトイレットペーパーをピンポン玉程度に丸め、最上階
住戸のトイレから立て系統に流し、屋外排水桝の蓋を開けて流
れてくるのを待ち、
異常があるかどうかを見る方法があります。
トイレットペーパー代わりにピンポン玉に番号をつけて流す方
法もあります。
（７月12日かながわ労働プラザ、神管ネット主
催CPD事業セミナー「災害目線の大規模修繕～マンション設
備の災害等での被害と対策～」㈲トム設備設計・町田信男氏よ
り）

マンション設備の災害等での被害と対策
設備名
部 位
給水設備
埋設給水管
（共用部分）
FRP水槽
（ 受 水 槽・ 高 架
水槽）

被
害
地盤沈下変異に給水管が対応できずに破損し、漏水・
給水停止
①スロッシングにより破損し、漏水・給水停止
②スロッシングにより満減水警報発令
③水槽は破裂しなかったが接続管の破損により漏水
④水槽が基礎ごと倒れ漏水

給湯設備
電気温水器
（専有部分）
排水設備
屋外排水桝管路
（共用部分）

リフォーム交換時の固定不備による転倒で漏水

消火設備
①屋外埋設管
（共用部分）

電気設備
（共用部分）

①地盤沈下変異に排水管が対応できず、建物と屋外
排水桝までの排水管の破損により排水まき散らし
②地震により排水桝内のモルタル欠損やズレ、接続
管部の欠損
③地震によりヒューム管（コンクリート管）接続部
が欠損し、漏水
①地盤沈下により埋設配管破断

②屋上
①屋外配線配管

②屋上消火補給水管の転倒
①地盤沈下により埋設配管破断

②盤類

②屋外独立設置盤類の転倒

対
耐震管への更新

策

①スロッシング対応水槽への更新
②取り扱い説明書確認
③地震対応緊急遮断弁の取り付け
④建 物内は躯体と一体となった基礎に固
定、屋外は基礎杭を打った基礎ベースと
一体に固定
基礎固定3カ所と頂部転倒防止金物設置
①地盤沈下対応配管に更新
②現場打ち鉄筋コンクリート桝や塩ビ桝に
交換
③塩ビ管に交換
①屋内消火栓管は耐震管である消火用ポリ
エチレン管に更新、連結送水管は3曲が
り以上の沈下対策配管に更新
②躯体＋基礎＋架台＋水槽を緊結固定
①フレキシブル管への更新と配線に余裕を
持たせる
②躯体等に固定するか、基礎杭付きベース
に固定

※スロッシングとは…地震等で発生する振動によりタンク内の液体の表面が大きくうねる現象

2017.8.5
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国土交通省

民泊新法成立、標準管理規約改正へ
―「禁止」条文は認められるか―

マンションの一室を旅行者などに宿泊提供する「民泊」のルー
ルを定めた住宅宿泊事業法（民泊新法）が６月９日、参院本会
議で可決、成立しました。これにより、民泊ホスト・事業者は
旅館業法の許認可がなくても都道府県知事に「届出」をするこ
とで、年間180日を上限に民泊を運営することが可能となりま
す。施行は来年１月予定。
国土交通省では６月19日、同法の成立を踏まえ、マンショ
ン標準管理規約改正（案）のパブリックコメント（意見公募～
７月18日必着）を開始。意見公募を経て今夏、標準管理規約
改正を決定する予定としています。
標準管理規約改正案では12条（専有部分の用途）の条文例
に加え、コメントでは下記の条文例も提示されています。
・住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している住民であ
る等、家主居住型の住宅宿泊事業のみ可能とする
・住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用している専有
部分において宿泊させる、家主同居型のみ可能とする
・住宅宿泊事業の実施そのものだけでなく、さらに、その前段
階の広告掲載等をも禁止する
・住宅宿泊事業を実施する届出を行った場合、その旨を管理組
合に届け出なければならない

「民泊禁止」条文、果たして…
「届出は受理されない」と言えるか
住宅宿泊事業法は、住宅宿泊事業を営もうとする際の届出、
住宅宿泊管理業や仲介業の登録制等を定めたもの。民泊サービ
スの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの
普及を図ることを目的としています。
同法は「民泊サービスの普及」が大前提にあるため、マンショ

ンで管理規約に禁止を定めていたというだけで、果たして宿泊
事業の「届出は受理されない」と言えるかどうか、というと現
時点での判断は難しいのではないかと思われます。
京都市のように条例で「規約で禁止している場合には宿泊事
業を制限する」としているケースもあるが、東京五輪・パラリ
ンピックを想定していることもあり、他の自治体が条例で民泊
を規制することは期待できない。
また、管理規約に反する「ヤミ民泊」問題も出てくるかもし
れない。
「民泊禁止」マンションでは、マンション内での周知
やコミュニケーションを高めておくことが大切だといえるだろ
う。

民泊事業者への対応例
東京・新宿のS管理組合（1981年竣工・120戸）では民
泊行為を管理規約で禁止しています。
そのマンションで2016年から６件の民泊事業を行って
いる住戸あることを理事会で把握しました。
先に発覚した３件につき、理事会が弁護士を通じて民泊
の停止勧告を行い、１件はマンションから退去することで
解決しましたが、残る２件はその後も続けていたため、弁
護士から保健所と警察に通報。現在、保健所と警察から注
意勧告と事情聴取を受けています。
後に発覚した３件についても、理事会では即座に同様の
対応を行い、今後も「疑わしき状況が発覚次第、同様の手
続きを即座に取る」と厳正に対処することを住民に周知し
ています。

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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2017年度安全衛生大会

建装
工業

外国人技能実習生制度の積極的な活用方針発表

マンション大規模修繕工事のリーディングカンパニーである
建装工業㈱は６月15日、東京・高輪のTKP ガーデンシティ品
川で、2017年度安全衛生大会を行いました。

建装工業では今年、各支店・営業所等が全国の協力会社にア
ンケートを実施したところ、約1/4の協力会社から外国人技能
実習生制度を「今後利用したい」という回答結果を得ました。
このアンケート結果をもとに、
今回の安全衛生大会の中で「外
国人技能実習生制度の積極的な活用方針」を発表。ミャンマー
人の技能実習生制度を一年間試行し、高い評価を得ていること
もあり、協力会社の頭痛の種である労働力不足を補うことを目
的に、建装工業が外国人技能実習生制度の適切な情報提供を行
い、安心できる制度の利用を可能とする環境整備に努めるとし
ています。
建装工業の技能実習生受
け入れに関しては、一般社
団法人ミャンマー人材開発
機構が窓口を担当しており
ます。同機構では、視察ツ
アーの参加者が年々増加し
ていることもあり、視察ツ
アーの実施を毎月企画して
ヤンゴン郊外にある研修施設
を訪問・見学（2015年1月）
います。

●視察ツアースケジュール（2泊4日）
日

程

地

名

行

程

1

日

目

成田空港発
ミャンマー・ヤンゴン着

朝：成田発ミャンマー最大の都市ヤンゴンへ
夕：ヤンゴン着 スーレーシャングリラホテルにチェクイン

2

日

目

ヤンゴン

午前：面接（送り出し機関「Htay one service」事務所にて）
午後：面接（送り出し機関「Htay one service」事務所にて）

3

日

目

ヤンゴン
ヤンゴン発

朝：ホテルチェックアウト
◎JETRO訪問 ◎日本語学校訪問・研修施設見学
夜：ヤンゴン発（帰国の途へ）

成田空港着

朝：成田空港着

4

日

目

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を支援し、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。来日前の技能実施教育内容には日本語教育も含まれている。

【問い合わせ】 一般社団法人ミャンマー人材開発機構（ミャンマー認定日本語学校）
TEL：03-6304-0278 FAX：03-6304-0279
E-mail：info@zenken-center.com http://www.kensyumyanmar.com

2017.8.5
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暑中お見舞い申し上げます
大規模修繕コンサルタント

一級建築士事務所

株式会社神奈川建物リサーチ・センター
〒231-0023 横浜市山下町193-1山下町コミュニティビル3F
TEL：045-227-8471

暑中お見舞い申し上げます

http://www.krcnet.jp

暑中お見舞い申し上げます
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。

化研マテリアル株式会社
〒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

2017、暑気厳しき折柄

暑中お見舞い申し上げます
一級建築士事務所
代表取締役

岡

株式会社 T. D. S

俊

英

〜大規模修繕コンサルティングから耐震診断・補強設計まで
〒103−0012
東京都中央区日本橋堀留町１−６−13
TEL. 03−5649−3666
http://www.tds-arc.com
mail: kanto@tds-arc.com

暑中お見舞い申し上げます
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

〒171−0031 東京都豊島区目白２−１−１ 目白NTビル6F
TEL. 03−6871−9951 http://www.keihin-se.com
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暑中お見舞い申し上げます
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
〒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

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

住宅金融支援機構提携金融機関

「顧客指向であること」
これが私たちの出発点です。

株式会社ジェイ・モーゲージバンク

タキロンマテックス株式会社

代表取締役社長

瀬

尾

純一郎

〒108−0075 東京都港区港南一丁目８番 27 号 日新ビル９階
FAX. 03−5782−7935
TEL. 03−5782−7930
http://www.j-mb.jp

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/

益々ご清祥のこととお喜び申し上げます

暑中お見舞い申し上げます
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
奈 良 間

力

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

2017.8.5

代表取締役
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暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

大規模修繕工事における管理組合様のパートナー

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

一級建築士事務所

アレス有限会社

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

川

代表取締役

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

修繕・改修業界が飛躍的に発展する中

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

管理組合様の良きパートナーとして住みよい
住環境を創るお手伝い、豊かな心を創造します。

株式会社リノシスコーポレーション
一級建築士事務所
代表取締役

大

櫃

良

之

東京事務所：〒162−0843 東京都新宿区市谷田町２−20 ☎03−5206−5789
横浜事務所：〒231−0003 横浜市中区北仲通２−17−２ ☎045−227−5789
名古屋・大阪・神戸・京都・岡山 http://www.renosys.jp

暑中お見舞い申し上げます
『塗料界新報』発行元として、
塗料・塗装業界の情報をいちはやくお届けします。

株式会社 塗料界展望社
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
E-mail: trt-n@onyx.dti.ne.jp
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暑中お見舞い申し上げます
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

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
メールアドレス：boss@boss-ac.co.jp

暑中お見舞い申し上げます
歴史に裏打ちされた技術力でご奉仕いたします

建設塗装工業株式会社
代表取締役社長

𠮷

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
ＵＲＬ：http://www.kensetsu-toso.co.jp
E-mail: ref-info@kensetsu-toso.co.jp

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

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。

大規模修繕工事はシンヨーへお任せください !!

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. 03−3555−7556
TEL. 03−3555−6038
http://www.sie-jp.com
sie＠sie-jp.com

代表取締役社長

中

尾

祐

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

今後も日本一の発行部数を誇る業界紙として

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。

暑さ厳しき折 皆様のますますのご健勝とご自愛を
お祈り申し上げます

すまい美しく

厳密な診断を元に建物としての性能と資産価値を分析し、
時代のニーズにマッチしたプランを提案致します。

代表取締役

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

暑中お見舞い申し上げます

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
TEL. 03−6892−7510 http://www.toho-cp.co.jp/

暑中お見舞い申し上げます

東京湾岸支店 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-5-3 TEL047-381-1901

2017.8.5
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暑中お見舞い申し上げます
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。

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

暑中お見舞い申し上げます
「喜び」と「幸せ」を繋ぐ
企業を目指して

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

皆様に愛される紙面づくりに努めてまいります！

暑中お見舞い申し上げます
給排水管更新工事から大規模修繕工事まで
創業 86 年の弊社にお任せ下さい

川本工業株式会社
代表取締役

川

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

暑 中 お 見 舞 い 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。

代表取締役

増

田

聡

明

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
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暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

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。

スターテックにお任せください！

株式会社
代表取締役

マンションの設備改修工事は

株式会社スターテック

アール・エヌ・ゴトー

後

藤

龍

彦

代表取締役社長

〒211-0043
川崎市中原区新城中町16−10
TEL 044−777−5158
http://www.rngoto.com

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

暑中お見舞い申し上げます
当社は外断熱によって皆様の快適な住空間つくりを
お手伝い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

暑中お見舞い申し上げます
『直すことは、守ること。』

工事完了後の瑕疵・不具合を「瑕疵保険」でカバーします。

しっかり、まじめに、誠実に。

株式会社 住宅あんしん保証

代表取締役

佐

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

おもしろコラム
ちょっと一息

暑中お見舞い申し上げます

緑豆春雨で
健康維持

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/

ただし、涼性なの
で、冷え性の方は胡
椒、ガーリックなど
のスパイスや海老、
韮（にら）などの体
を温める食材ととも
に調理することをお
勧めします。
ちなみに、私は夕
食を緑豆食品にし
て、１カ月で５キロ
ほど体重が落ちまし
た。例えば、もやし
と野菜、豆腐の炒め
物や、春雨のラーメ
ン、焼きそば、サラダ等、工夫を凝らし美味しくいただ
いています。
春雨には馬鈴薯デンプンで作ったものと、緑豆が原料
のものがあります。緑豆春雨でないと、清熱解毒利水の
効果は全く得られませんのでご注意くださいね！
（文／薬剤師、薬食同源アドバイザー：高田理恵・絵／吉
田たつちか）
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ムシムシとしたこの季節は、湿気が飛ばず、体の中に
も余分な湿がたまりがち。
・蒸し暑い＝水分を摂りすぎる＝胃腸が冷える＝代謝
が低下＝老廃物の排泄が遅れる＝体がだるい、むくむ、
しんどい＝冷や奴や冷や麦などのあっさり系しか食べら
れない＝胃腸が冷える…といった悪いサイクルにはまっ
ていませんか？？？
この季節のお勧めは、解毒と利水の働きが強い、緑豆
食品がお勧めです。
日本ではモヤシ原料としての緑豆以外、あまりなじみ
がありませんが中国では、清熱解毒、消暑止渇、利水の
働きの高い食品として、よく料理に用いられます。緑豆
春雨、
緑豆もやしにも同様の効果があります。これらには、
その効能どおり、体の毒素を排泄する、のぼせ、ほてり、
喉の渇きを抑える、体にたまった余分な水分を解毒する
などの働きがあり、むくみ、だるさ、夏バテをとる最良
の食品です。

代表取締役社長
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「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
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06-6232-5033

092-436-1388

自立管理のすすめ
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7月5日付第418号「論談」より

◇民主主義指数
自由・独立・平等など、
当時としては非常に新し
い価値観を提唱したのが
福 沢 諭 吉 で あ る。「 学 問
のすすめ」で述べている。
当時の人口は3,000万人だ
が300万冊ほど売れ、大きな評判と支持を得た。
英国の調査機関ザ・エコノミスト・インテリジェンス・
ユニット（EIU）は、世界167カ国・地域を対象にした
2016年度の「民主主義指数（DI）」を１月に発表した。
これは２年に１度行っており、各国政治の民主主義レ
ベルを評価し、「完全な民主主義」「欠陥のある民主主義」
「混合政治体制」
「独裁政治体制」のいずれかに分類される。
評価対象は「選挙手続と多元主義」「政府の機能」
「政
治への参加」「政治文化」「市民の自由」と５つの部門が
ある。
それぞれ10点が最高。その平均数値が高いほど完全な
民主主義となり、「政府の機能」以外がすべて10点だった
ノルウェーが平均9.93点で１位。
◇多元主義は民主的運営の根幹
日本は7.99点で20位。アジア最高位だったが「政治へ

支店

神奈川・埼玉

営業所

津田沼・市川

◇自立管理は多元主義から
管理組合に置き換えてみたい。
「役員選任手続はオープンで適切か」
「組合員に適正な
情報提供をし、総会や理事会は民主的に行われているか」
「総会や理事会などに積極的に参加するとともに、議論を
深める態度に依拠しているか」「多様な考え方を受け入れ
ているか」
。
管理会社に丸投げをしたり、予定調和的な理事会運営
になっていないか。
「欠陥のある民主的運営」
「独裁的運営」
という評価は管理組合には似合わない。
真に民主的で自立的な管理組合運営こそが管理組合の
明るい将来を期待できる。
「管理組合民主主義指数」をよ
り高めるために、参考にしていただきたい。
（NPO日住協論説委員会）
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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㈹

の参加」が6.67点と低く、平均で８点を割り「欠陥のあ
る民主主義」に分類された。
再開は1.08点の北朝鮮。
「選挙手続と多元主義」と「市
民の自由」で０点となり「独裁政治体制」となった。
民主主義の根幹である「多元主義」は多様性を容認・
是定するという立場であり、政治的には、国民の興味関
心や信念の多様性を認めることで、近代民主主義の最も
重要な要素である。
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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

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

関東防水管理事業協同組合
16
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教えて！管理組合交流相談室
Q47 賃貸化増え、組合員間に労力差。解消方法は？
うちのマンションの理事会は輪番制で役員を行うこと
になっていますが、近年、住戸を賃貸に出し、組合員は
遠隔地に居住するケースが増えてきました。また、病気
や仕事（海外出張など）の理由から役員を引き受けるこ
とができない住戸も増えています。
これでは役員になる住戸が偏り、時間や労力を使って
管理組合運営に関わる組合員と、まったく関わらない組
合員との間で、感情的な差が生じてきてしまいます。組
合員間の不公平を解消するような方法はありますか？

ベストアンサーに選ばれた回答
役員報酬や管理協力金の方法あり
不在組合員2,500円徴収の判例も
同じ建物を区分所有しているわけですから、在住組合
員も不在組合員も同じ負担や責任があって当然と考える
のは普通でしょう。このため、役員報酬を設定したり、
役員を引き受けない組合員に対して管理協力金を徴収す
るなど、不公平感を解消している管理組合もあります。
住民活動協力金を認めた最高裁判決（平成22年１月26
日）を紹介します。
当該マンションでは、総戸数868戸のうち180戸で賃貸

リニューアル事業本部
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化したため、不在組合員に対してのみ、月額5,000円の協
力金を求める管理規約改正決議を可決しました。その後、
不在組合員から徴収する金額は「住民活動協力金」とい
う名称で月額2,500円に設定変更がされていました。
ただし、このように一部の組合員から特別に金額を徴
収するという管理規約の改正は、区分所有法第66条（建
物の区分所有に関する規定の準用）および第31条（規約
の設定、変更および廃止）第１項後段の「一部の区分所
有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾
を得なければならない」場合に当たります。このため、
「不
在組合員の同意なくしては認められない」として、規約
改正を認めず、支払いを拒否する組合員があらわれまし
た。
事件は訴訟になり、最高裁は「本件規約変更により、
不在区分所有者が受ける不利益は、月額2,500円の負担で
あり、在住組合員の負担する組合費に対し、不在組合員
は15％増しに過ぎない」と金額の相当性を評価。不利益
を受ける180戸の不在組合員のうち、反対者は12戸を所有
する５人に過ぎない（ほとんどの不在組合員が月額2,500
円の負担に納得している）ことから、特別の影響を及ぼ
す場合にも当たらないと判断しました。
とはいえ、これから住民活動協力金、管理協力金等、
一定の金額負担を採用する場合には、金額の設定などに
ついて十分に検討し、慎重に決めることが大切です。
＜参考：横浜市発行『マンション管理・再生の手引き』＞

大規模修繕工事新聞 電子版
全建センターではこのたび、大規模修繕工事新聞の電子版を
大幅にリニューアルし、より読みやすくなりましたのでご案内
申し上げます。電子版はマンションにお住まいの方ならどなた
でも無料で配信が受けられます。
登録は簡単！ホームページの入力窓にあなたのメールアドレ
ス等を記載して、送信ボタンを押してください。「大規模修繕
工事新聞電子版新規登録送信が完了しました」のメールが届い
たら登録完了です。毎月２日に新聞が無料で配信されます。

無料配信登録、受付中！

facebookページ（教えて！管理組合交流相談室）や「編集部
公式facebook」も合わせて閲覧いただけます。
大規模修繕工事新聞電子版がマンション管理組合の円滑な運
営に少しでもお役に立てれば幸いです。

http://daikibo.jp.net/dregi
フリーペーパーに蓄積された情報はネットを通じて、必要
な情報が簡単に検索できるほか、電子版の形でマンション住
民の方々も自由に閲覧できます。なお、マンション管理組合
の役員の皆様のお悩みや相談に、専門家が無料で回答する

●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

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

2017.8.5
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第32回
本音セミナー

11/26（日）
13：30 〜 17：00

大規模修繕
コンサルタント・管理会社との

正しい付き合い方

受付開始 13：00

第

参加費

1 部「選んではいけないコンサルタントとは」

●講師：㈱リノシスコーポレーション
佐藤

成幸

第

無料

2部

30名

●ゲスト：パークシティ溝の口管理組合
元理事長
●司

菅
●内

鈴木

寿一郎氏

会：㈱ＫＡＩ設計

●内容：
・管理会社の本音は？

員

スペシャルトークショー

専務取締役

（マンション管理士）

定

純一郎

代表取締役社長

容：

・管理会社やコンサルの実力の探り方

・管理組合のぶっちゃけ話、
その真実

・管理会社に期待していいもの

・理事会の責任とリスク、
現実対策

・信頼できるコンサルタントの見分け方

・組合運営の教科書は、
事例から学ぶしかない

●主催：一般社団法人 全国建物調査診断センター・

お問い合わせ・お申し込み

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㈱

マンション名・お名前・住所・参加人数・

●後援：NPO 全国マンション管理組合連合会

電 話 番 号 を 記 入 の 上、下 記 へ 電 話、

●会場：㈱住宅あんしん保証本社会議室

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）
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。
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一般社団法人
全国建物調査診断センター
TEL：03-6304-0278
FAX：03-6304-0279
E-mail：info@zenken-center.com

