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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

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。
2017年 9月号

月刊メルマガ
（電子ブック版）
無料登録受付中！
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管理組合が工事会社、工法、材料を選定

大切なのは発注者としての自覚

 Protection

大規模修繕工事

コンサルタントは不可欠な存在

㈱ウィズアップ

網戸の保管、クリーニング

張り替えサービスを実施

全建センター

現場代理人研修システム始動

7/29　田島ルーフィング会議室

本音セミナー

超高層タワー型マンション事例①

仮設計画で足場の内容を重視

水性錆転換塗料サビキラー

錆止め塗料のオール水性化を実現！

製品施工の提供も開始

教えて！ 管理組合交流相談室

Q 後を絶たない現金事故、対応は？

A 管理会社、銀行とシステム共同開発も

   自分の財産は自分で守ることが必要

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

横須賀・ソフィアステイシア
住民交流盛ん！コミュニティは磐石

　よこすか海辺ニュータウン ソフィアステイシア管理組合と自治会
（2003年竣工・４棟・309戸）は８月19日㈯、共催で夏祭りを行いました。
　ソフィアステイシアは国土交通省や消防庁も注目する「住民共助の地
域防災力」を誇るマンション。東日本大震災時の減災活動はテレビや新
聞各紙で全国に紹介され、注目を集めました。
　こうした災害に対する活動により住民交流も盛んで、コミュニティ形
成は磐石。夏祭りもハンバーガーや焼きそば、いか焼きなどの屋台、バ
ルーンアートや落語寄席などのイベントもすべて住民の手作りで行われ
ました。

20100105-20170905-93

焼きそば、とうもろこし、フラン
クフルトの屋台

子どもに人気のバルーンアート、
住民有志のガラス細工教室も

小泉進次郎衆院議員も激励に訪れた

井ノ口泰之理事長（右から2人目）と、
その左隣りが宝珠幸司自治会長

子どもを中心に大抽選会

8/19　夏　祭　り

　管理組合と自治会の関係性が良い
点について井ノ口泰之理事長は「自
治会担当理事を３人設けて自治会と
兼務しているので、風通しがよいの
です」と話しています。
　今夏は少し涼しいお盆シーズンで
したが、屋台担当の住民たちは汗
ビッショリで夏祭りを楽しんでいま
した。
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　File Data. 107　横浜市／モアクレスト上星川管理組合

管理組合

管理組合が工事会社、工法、材料を選定
大切なのは発注者としての自覚
　まず、今回工事の大きな特徴は、工事作業ためにつく

る仮設の作業床や通路である足場を設置しない工事とし

たことである。建物診断の調査結果からも「この程度の

浮きの枚数ならば、総足場ではなく、ブランコやゴンド

ラでの補修も可能であり、経済的とも言える」という報

告書を受けた。

　これを受けて管理組合が発注したのが㈱エーファイブ。

ロープ・ブランコ工事を手がける数少ない工事会社であ

る。

　「ロープ工法を売りにしているとはいえ、足場を組んだ

ほうがいい個所、ロープのほうがいい個所など、状況に

応じた提案をさせていただいています」と㈱エーファイ

ブの木村康三社長。

　しかし、今回ロープ工法の採用によって仮設足場の費

用約1,300万円が250万円に削減できることになった。こ

うした経費削減は外壁の保護塗装材のグレードアップな

どを採用することにつなげた。

ロープ・ブランコ工事のメリット
１． 低コスト…仮設床、はしご等が不要なため、工

事費用のカットができる

２． 迅速対応…高所の小工事に迅速な対応がとれる

３． 防犯…枠組み足場でありがちな不審者の侵入な

どの心配がない

４． 圧迫感の解消…枠組み足場と異なり、工期中の

圧迫感等の負担が解消される

５． 作業条件の解消…隣の建物との間隔が狭く仮設

足場を組み立てるのが難しい個所などでの工事

が可能である

SMC工法によって浮きタイ
ルはピンを打ちつける

ロープによる作業の様子2

ロープによる作業の様子1

タイル外壁の劣化具合別に
マーキング色を変えた

ロープによる作業の様子3

　そもそも管理組合の知

識・意識レベルは高い。修

繕委員会を中心にあらゆる

情報を集め、自分たちで判

断できる体制ができている

のだ。

　例えば、大規模修繕工事

予算のための建物診断は
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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

工事データ

○工事名／第２モアクレスト上星川大規模修繕工事

○建物概要／ 1989（平成元）年12月竣工・RC造・

７階建て・78戸　○発注者／モアクレスト上星川管

理組合　○施工者／㈱長谷工リフォーム（外壁以外

の屋上や鉄部、内装他）・㈱エーファイブ（ロープ

による工事…外壁タイル他）　○主な工事内容／外

壁補修／シーリング／鉄部塗装／バルコニー防水／

屋上防水／エントランス屋根防水／その他建築雑工

事　○工事金額／約7,000万円　○工期／平成25年

９月～平成25年３月

アルミの支柱の水たまり防止
対策も実施

外壁タイルの仕上げ材にはグレー
ドの高いものを使用

近隣マンション住民を集めて
工事見学会を実施

アルミのサビ対策も、管理組合
がアルミ・スチール・ステンレ
スの補修会社・工法を探し出し
て採用した

「もったいない」という。目視で診断したタイル欠陥数と

実損数はおよそ５％と見積もればよく、コンサルタント

会社に聞いても10％以上違う結果になることはない。そ

の他修繕個所も目視でよく、住民アンケートの情報収集

が貴重で、それで十分という考えだ。

　結果、今回は設計・監理者ははぶき、管理組合が工事

会社、工法、材料を選んだ。工事会社にしても、ロープ

工法での外壁担当と、その他防水などの担当会社を分け

て２社と契約するなど住み分けも行っている。

　タイル補修は、SMC工法（ステンレスピンニング工法）

を採用。特殊なエポキシ樹脂の注入ドリルを用い、余分

なエアー溜りを発生させることなく、穿孔→樹脂の注入

→ピン挿入の３工程、騒音も極めて小さい。

　アルミのサビ対策も、管理組合がアルミ・スチール・

ステンレスの補修会社・工法を探し出して採用した。

　こうした工事ができるもの中心となるリーダーがいれ

ばこそ。修繕委員長の川端志行氏は「工事がよくなるか

は現場代理人が一番重要だけれど、職人がどれだけ気持

ちを入れて作業をしてくれるかも大事。工事前に住民と

職人で交流会をやって志気を高めてもらいました。職人

がやってくれればコンサルの工事監理や検査なんて不

要」。

　管理組合からの配慮がどれだけ工事の品質をあげるか

―大切なのは、やはり発注者としての自覚である。
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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へ̶。

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

マンションの大規模修繕工事に
コンサルタントは不可欠な存在です。

一般社団法人修繕コンサルタント協会 給排水管改修コンサルタント紹介サービス

紹介する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会費・紹介料不要

　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。当協会では、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
と取引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。
　その少数の設計事務所の中から、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
る事務所を、第三者としての立場から中立に、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。

　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。

http://www.syuzen-consul.com http://www.kyuhaisui.info
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株 式 会 社 ウ ィ ズ ア ッ プ
　大規模修繕工事の際は、窓まわりのシーリングの打ち

替えや塗装等により、工事会社から「網戸は各自で取り

外してください」と事前に言われることになります。

●会社データ……………………………………………………………………………………………………………………………

株式会社 ウィズアップ
おそうじ相談室　フリーダイヤル0120-894-234　　E-mail：info@withup.co.jp　　URL：http://www.withup.co.jp

活動エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・大阪府・兵庫県

保管場所：①横浜市港北区　②大阪市北区東天満

作業実績：実施棟数　213棟　実施戸数　3,250戸（2017年８月現在）

　そして外した網戸は「保管用の包装ビニールをお渡し

しますので、ご自宅の中に保存してください」などといっ

て、網戸を室内で保管しなければならなくなるのです。

　またその網戸も“見た目より…思ったより…汚れてい

る”と感じるケースが少なくありません。

　そこで分譲マンションでのハウスクリーニングを専業

とする㈱ウィズアップ（本社大阪・和田哲弥社長）では、

工事期間中の網戸の取り外し・取り付けのほか、同社倉

庫での保管、網や網戸本体のクリーニング、張り替えを

行うサービスを開始しました。

　取り外しから取り付けまで一貫したサービスなので、

居住者の負担が軽減されます。

　管理会社や工事会社を通して管理組合の合意を得るの

で、スケールメリットを生かした料金プランも可能とな

ります。

大規模修繕工事の期間中
網戸の保管、クリーニング、張り替えサービスを実施

希望する住戸の網戸の取り外し

住民の希望により、預かった網戸の張り替えを行う クリーニングサービスも行う

預かった網戸を保管先へ運搬
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全　建
センター 現場代理人研修システム始動

7／ 29　田島ルーフィング会議室

修了証が管理組合の選択基準に
　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）
の現場代理人研修システムが７月29日、始動しました。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
回行い、来年１月13日までの６カ月コースです。講習過程の
修了者には修了証を発行します。
　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の社員。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。

◇
　講師代表は、スーパーゼネコン、大手設計コンサルタント会
社勤務の職歴がある岡崎利正氏。現地調査、施工計画から施工
体制記録まで全27項目を半年間かけて講義します。
　マンションの大規模修繕工事や改修工事を成功させるために
は、①ハード面での施工や技術②ソフト面での居住者と管理組
合③大規模修繕工事や改修工事のプロ意識、の３要素が必要と
いえます。
　マンションはさまざまな職種や生活形態、老若男女、中には
同業者や私たちよりももっと工事に詳しい人も住んでいる、ま
さに生活の場での作業です。このような環境下、工事をいかに
円滑に進め、評価を得るか―それが現場代理人にとって非常に
重要なものといえるでしょう。
　現場代理人研修システムは、現場の第一線で活躍し、会社の

【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

代表として責任を持つ人材を育成するための、全国初のプログ
ラムといえるでしょう。
　講習の修了証が今後、管理組合の選択のひとつの基準になる
ことを期待します。

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：9：00 ～ 17：30
　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）

研修システムの会場風景

会場は東京・秋葉原の
田島ルーフィング秋葉
原VDX21階会議室

講師プロフィール
岡崎利正（おかざき・としまさ）

１級建築士、１級建築施工技士。大手ゼネコン、

マンション修繕設計コンサルタント会社勤務の職

歴があり、金沢工業大学建築科、日本大学理工学部、

武蔵野美術大学建築学科等で講師を歴任している。
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全建センター「本音セミナー」
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パート2

7 ／ 23　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７月23日、東京・京橋の
住宅あんしん保証本社会議室で第31回本音セミナーを開
きました。㈱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パート２」か
ら、その一部を掲載します。＜構成：編集部＞

超高層タワー型マンション事例①
◇22階建てマンション
　ゴンドラ、塗材等、高所用の改修仕様
　物件概要／  1999年（平成11年）４月竣工・RC造・１棟・

22階建て・89戸
　工　　期／ 2014年１月～７月
　事例の紹介のひとつ目です。超高層タワー型マンショ
ンの関わるものとして事例に選びました。全建センター
のホームページ「大規模修繕100カ所の実録」の中からの
抜粋引用となります。
　こちらのマンションは22階建て超高層マンションで、
管理組合が大規模修繕工事に取り組まれたときに、仮設
工事についてご苦労なされたという話が書いてあります。
　昨今、こうしたタワー型マンションに関しては、特に
都内のみならず、全国的に増えていまして、それぞれが
大規模修繕工事の時期に入ってきているというような時
代になりました。
　ここのマンションの場合は１～９階まで仮設足場を組
み、その上にゴンドラを立てて、下地補修、シーリング、
外壁塗装、鉄部塗装、防水工事をしました（写真①）。大
規模修繕工事については一般的な工事が行われているの

で、ここでは仮設について内容が重視されています。
　ゴンドラとは、鋼製のかごをワイヤーロープで吊るし
て上がり下がりを行い、建物に対して何らかの作業をす
る仮設の足場（写真②）です。動力は電気です。ゴンド
ラを動かすのにたくさんの電気の回路を用いるので、操
作盤というような、ゴンドラ以外に電気関係の部品・資
材に必要になります（写真③）。

＜ホームページより一部抜粋＞
　ゴンドラは作業効率も悪い。風による揺れや塗料の飛
散、仕上がりへの影響といった問題が出てきます。
　現場代理人は毎朝、風速計でチェックし、労働安全衛
生法で定める「悪天候」＝10分間の平均風速が毎秒10メー
トル以上の場合は、ゴンドラの稼働は中止となり、高所
作業は延期しました。
　風は作業性だけでなく、外壁材や塗材等にも影響しま
す。
　超高層マンションではベランダ・廊下と住戸の境壁に
ALCパネル（軽量セメント）が使用されているケースが
多く、大規模修繕工事では、このパネル間のジョイント
部分のシーリング工事が不可欠となります。
　塗材はまず、さまざまな下地に強固な密着性を維持す
る下塗材が必要です。さらに外観の維持という面で、超
低汚染性、超耐候性が求められ、作業リスク面から工程
省略・飛散抑制のためのローラー施工塗材などが求めら
れています。
　特に建物のコーナー部分では、ロープ作業を行わなけ
ればならない個所もあり、作業と危険は隣合わせとなる
場合があります（写真④）。

紙 上 採 録

（写真①）
ゴンドラ仮設
で作業するの
は10階 か ら
22階の部分

（写真②）
鋼製のデッキ型ゴンドラを設置

（写真③）
ゴンドラの操作盤

（写真④）
建物のコーナー部分では、ロープに
よって行う作業もある
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水性錆転換塗料　「サビキラー」

油性並みの性能、臭いもなく安全

錆止め塗料のオール水性化を実現！

　近年マンション等の内外壁や屋根の塗り替え工事には水性塗料が使用されてきており、水性化が進んでいますが、鉄部

については性能の良い水性塗料がなかったため、油性塗料（有機溶剤）が使われている現場がほとんどです。鉄部の錆止

めはまだまだ水性化が難しい状況でした。しかし、油性塗料による中毒等の事故は少なくなってはいません。

　㈱BAN-ZI（本社・千葉市、宮原万治社長）では、赤錆を黒錆に変えることができる「サビキラー」シリーズを開発。水

性錆転換塗料「サビキラープロ」と水性防錆塗料「サビキラーカラー」のオール水性塗料で油性以上の性能で錆を止める

ことを可能としました。

自社製品の施工も提供
　壁や屋根で水性塗料を使用しても、小範囲とはいえ油性塗料
を使用することで、子どもや高齢者、ペットの健康被害の可能
性、シンナー等による爆発・火災の懸念が拭い切れません。
　厚生労働省の「科学物質による災害発生事例」によると、有
機溶剤を吸引し、意識を失い中毒となった例も多々みられるよ
うです。
　塗装でこれからの時代は、居住者にとっても施工作業員に
とっても安全であることが一番重要なポイントです。
　水性塗料は臭いもなく、火災の心配もないため、マンション・
住宅はもちろん、高い安心・安全性が求められる食品工場内部
や水族館、動物園など、油性を避けたい市場において錆止め塗
料のオール水性化が進んでいます。環境問題や生物の健康に着
目している現代に必須となる塗料・工法となると考えられます。
　またBAN-ZIは2016年１月、自社製品の施工を手がける工事
請負会社㈱BBS Japanを設立。自社製品を知る作業員が塗装施
工を行うことにより、商品性能を十分に引き出すことが可能に
なりました。

●塗料開発・製造・販売

株式会社BAN-ZI
〒262−0011 千葉市花見川区三角町118
☎043−307−3339　FAX. 043−307−3337
E-mail：info@ban-zi.jp　URL：http://www.ban-zi.jp

●工事請負・塗装施工

株式会社BBS Japan
☎043−216−7455　FAX. 043−216−7456
E-mail：b.miyahara@bbsjapan.jp

サビキラー導入事例

水性錆転換塗料「サビキラー」の特徴
　錆転換反応とは、錆転換剤と水が反応し、赤錆が黒錆
に化学反応を起こすこと。錆転換塗はほとんどが油性で
ある中、サビキラーは水性塗料として開発された。旧塗
膜の赤錆の上にサビキラーを直接塗布することができ、
ケレン作業の手間とコストを省くことができる。

食品工場・コンビナート等
（建屋・装置等）

船舶・いけす・加工工場・
漁具・設備等

各種車両・道路設備・橋梁・
鉄道等

飼育場・重機・農機具・
ビニールハウス

檻・柵・設備等

住宅・マンション・公共施設・
立体駐車場等

トタン屋根

タンク

＋

サビキラープロ＋サビキラーカラー

URL: http://www.ban-zi.jp
ホームページはこちらから
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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

　「損して得取れ」という
言葉がある。初めは損を
していても、後の大きな
利益につながるようにし
なさいというような意味
である。
　逆にとれば、得ばかりを
考えていると後に損します
よ、と言うこともできる。

　これは、ある施工会社営業マンからの投稿話である。
　某マンションの見積もり合わせで、施工会社３社の１
社に残った。この物件、とにかく取りに行こうという社
内方針のもと、できる限り平身低頭、管理組合の言うこ
とを聞いた。
　ヒアリング時に再提出した見積もりで200万円下げて、
ヒアリング中の口頭で100万円減。さらに「除外しよう
と思う工事項目があるから、もう50万円値引いて欲しい。
そうしたら理事長の権限で、最終ヒアリング業者に残そ
う」と言われたので、それも了承した。
　ところが、それから１カ月経ってもなかなか内定がも
らえない。正直いつまで引っ張られるんだろうとウンザ
リしていたが、ニンジンぶら下げられているから飲まな
いわけにはいかない。管理組合の言葉を待つまま、時間
が過ぎ、そのうち、担当する予定でいた現場代理人が出
席していた別の物件で内定が出た。
　仕方がなく、理事長に相談して、辞退したい旨を告げ
ると、理事会、修繕委員会、設計コンサルを交えた話し
合いに呼ばれた。

　まずは経過を説明。現場代理人が残っていないことを
理由に辞退を報告した。
　すると、「とんでもない会社だ」「二股掛けていたのか」

「勝手すぎる」と非難の声が飛び交った。
　なぜ？内定を受けていたわけでもないのに。しかも、わ
ざわざ辞退を申し出た席。礼節も尽くしているつもりだ。
　「最終選考結果がでるまで現場代理人を空けて待つのが
普通だろう」「なぜ二股をかけていることを告げない。常
識を疑う」「現場代理人は他の営業所から呼べばいいだろ
う」「迷惑掛けているのはそっちだから、何とかしろ」
　こうした怒りの声が延々とループし、こちらはどうに
もならないので謝罪して一応終了。
　後に聞いたところによると、他の２社より1,000万円安
く入札しており、実はほぼ当社に決まっていたとのこと
だった。一番札が辞退するんだから、ああも理事会が怒っ
た（慌てた？）のだろう。
　ところが当社はそんな事情知らないわけだから、責め
られるのは理事会、もしくは設計コンサルであって、こ
ちらじゃない。
　自分たちの都合で損得勘定していたら、結果、工事費
が1,000万円高い２番札の会社に決まったのだった。
　管理組合が発注者だからといって、すべて上から目線
で話を進められるものではない。相見積もりも施工会社
にとっては大事な仕事。管理組合の「数合わせ」ではない。
お互いの「立場」を尊重してもらいたいものだ。
　結果的に「損」を取った管理組合、辞退した当社に投
げかけた言葉「常識を疑う」は、「そのまま管理組合にお
返ししたいよ」とさえ思えてくる。

管理組合都合の損得勘定で、結果「損」取る
―ある施工会社営業マンからの投稿話―
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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

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
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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

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

リニューアル事業本部
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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2850棟！（平成29年6月現在）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 課

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

【物件概要】
・発注者：ロイヤルステージ古淵管理組合
・住所：神奈川県相模原市中央区東淵野辺５−13−14
・建物構造：RC造地上４階建て・18戸

【応募条件】
①神奈川県内に本社又は支店があり本工事を担当できる
② 監理技術者である一級建築士もしくは一級建築施工管

理技士の社員を、工事期間中監理技術者として現場に
常駐させることができる

③ 資本金1,000万円以上。応募営業所等で過去３年間の完
成工事高における、改修工事の売上げ比率が30%以上
である

④ 経営事項審査結果事項で塗装工事の総合評定値（P点）
が650点以上である

⑤ 応募営業所等で過去３年間に当マンション同規模以上
の分譲マンションの大規模修繕工事（3,000万円以上）
元請請負実績10物件以上 （施工中を含む）

⑥過去３年間に赤字決算がない

【提出書類】
① 連絡窓口および担当者氏名、応募する工事内容を記載

した見積参加願い（書式自由）
②応募条件を証する書類と会社概要

【応募締切】
　2017年９月８日17時必着

【応募先】
〒160-0023
東京都新宿区西新宿４−32−４ ハイネスロフティ 608号
株式会社KAI設計　TEL. 03−6300−5709
can@kaisekkei.com

【その他】
＊ 書類選考結果の通知予定は2017年９月15日。通知はメー

ルにて行う。
＊ 電話などでの問い合わせには一切応じない。また、提

出書類は返却しない。

【物件概要】
・発注者： パークホームズ二子多摩川フェアアリーナ管理

組合

・住所：神奈川県川崎市高津区二子２−８−１

・建物構造：RC造地上９階建て・90戸

【応募条件】
① 神奈川県、東京都内に本社又は支店があり本工事を担

当できる

② 監理技術者である一級建築士もしくは一級建築施工管

理技士の社員を、工事期間中監理技術者として現場に

常駐させることができる

③ 資本金１億万円以上。応募営業所等で過去３年間の完

成工事高における、改修工事の売上げ比率が30%以上

である

④ 経営事項審査結果事項で建築一式もしくは塗装工事の

総合評定値（P点）が1,000点以上、経営状況評定（Y評

点）が800点以上である

⑤ 応募営業所等で過去３年間に当マンション同規模以上

の分譲マンション大規模修繕工事（１億円以上）元請

請負実績５物件以上 （施工中を含む）

⑥過去３年間に赤字決算がない

【提出書類】
① 連絡窓口および担当者氏名、応募する工事内容を記載

した見積参加願い（書式自由）

②応募条件を証する書類と会社概要

【応募締切】
　2017年９月８日17時必着

【応募先】
〒160-0023

東京都新宿区西新宿４−32−４ ハイネスロフティ 608号

株式会社KAI設計　TEL. 03−6300−5709

can@kaisekkei.com

  大規模修繕工事見積参加者募集 9 ／ 8締切
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管理会社、銀行とシステム共同開発も
自分の財産は自分で守ることが必要
　大手Ａ管理会社の会計システムは基本的に適正化法施

行規則（ロ）の方式を採用。管理費は収納口座へ、修繕

積立金は保管口座（理事長名義）に直接入金される仕組

みをとっています。

　収納、支払いともに、三菱東京UFJ銀行と提携して構築

したロックアカウント口座が入出金管理を行い、目的外

の引き出しができないシステムなどを導入。支払いにつ

いては「承認ナビ」（WEB上で管理組合が支払承認するシ

ステム）を通して三菱東京UFJ銀行の振込サービスから諸

Q48　後を絶たない現金事故、対応は？

教 え て ！ 管 理 組 合 交 流 相 談 室

　マンション管理適正化法施行規則により、管理組合財

産の分別管理が規定されましたが、支払伝票や残高証明

書、月次報告書の改ざん、通帳・印鑑同時保管による不

正支払等、現金事故が後を絶たないのが現状のようです。

　近年、管理会社はどのような対応をしているのでしょ

うか？

ベストアンサーに選ばれた回答

費用を支払う会計システムを行っています。

　大手Ｂ管理会社では、三井住友銀行と共同開発した「ス

マート承認サービス」を実施。適正化法施行規則では（ハ）

の管理方式を採用で、組合口座から管理組合を受益者と

する信託口座を経て個々の支払先に送金される流れです。

一連の送金作業は管理会社口座を経ることなく支払い項

目ごとに決裁が可能、WEBサービスを通じて支払い内容

を確認の上、決裁することが可能となります。

　ただし、これらのシステムは業者への支払い等の管理

に要する費用の支払い、保管口座への費用の移動等の際

に発生するリスクを回避するために構築されたものであ

り、小口現金に関するリスクに対応するものではありま

せん。

　マンションコミュニティ研究会の廣田信子代表は自身

のブログで「管理組合の会計は、専門家じゃない私レベ

ルでもわかるものじゃないとダメだという信念がありま

す」と前置きした上で、その専門家でない人たちが「ちょっ

と説明を受ければ内容を把握できるものでなければ、結

局、誰もチェックしなくなり、一番危ない状況に置かれ

てしまうからです」と述べています。

　やはり、最後は自分の財産は自分で守ることが必要で

す。管理会社の業務はそのお手伝いだと考えなければな

りません。

 

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

●冷たい料理を好む日本、嫌う中国
　暑い日に食べたい料理の一つに「冷やし中華」があります。
この冷やし中華は日本生まれの日本料理って知ってました？　
そもそも中国の人たちは、元々冷たい料理を好まなかったとい
う歴史があります。
　いまでも中国の人は「冷めたごはんは罪人が食べるもの」と
か「日本人のお弁当は美味しそうだけど、どうして冷たいのを
食べる気になるのかわからない」という人もいます。
　最近では中国にもコンビニがあり、日本のおにぎりは大人気
とのことですが、最近までコンビニのおにぎりは温めるのは当
たり前だったとか。
　そんな中国ですから、冷たい麺など発想外だったようです。
実は中国にも冷麺や涼麺という、アツアツではない麺料理はあ
るのですが、あまり水が良くないということもあって、直接冷
水や氷で冷やす習慣がないため、日本の冷やし中華のように冷
たくはなく“ぬるい”料理なのです。
　一方、日本はというと、冷たいお刺身はもちろん、冷たいお
弁当も学校や遠足では当たり前。冷たい漬物や、冷たいお浸し
も大好きなお国柄。日本と中国は近くの国ですが、料理の好み
は違うようです。
　日本の料理で、冷たいものの決定版といえば、日本の良質の
水をふんだんにつかって冷やした、日本の伝統食である蕎麦や
そうめん、冷や麦、冷たいうどんなんかがあります。こういっ

ちょっと一息

おもしろコラム

日本生まれの中華料理
『冷やし中華』の謎

た冷たい麺類を好んでいた日本人が、やがて冷やし中華を発明
するのは、一種の宿命だったのかも知れませんね。

●冷やし中華の歴史
　冷やし中華の誕生には、いろいろな説があります。その中で
もっとも有力なのが、宮城県仙台市青葉区錦町で今も営業して
いる「龍亭」の店主だった四倉義雄さんが考案したのが最初と
いう説です。
　暑い日本の夏、熱いラーメンの売り上げが落ちるため、地元
の仙台支那料理協同組合の人たちが、夏でも人気の落ちない料
理をと、ざる蕎麦をモデルに研究を重ね、鶏ガラスープに醤油、
酢を使ったタレに、チャーシュー、塩もみしたキュウリ、茹で
たキャベツなどを具にした冷たい中華麺が、冷やし中華の最初
という説です。昭和12年のことでした。
　他にも、昭和初期に書かれた料理本に、中華麺を冷やし、お
酢を効かせた醤油だれをかけて食べる料理法が紹介されたもの
などがあり、この時代、いろいろな人が、中華麺を冷やして食
べる料理を作っていたようです。
　そして冷やし中華が全国的に広まるのは戦後になってから
で、昭和21年、東京の神田神保町にある「揚子江菜館」に「五
色涼拌麺」というメニューが現在の冷やし中華の原型であると
言われています。
　この「五色涼拌麺」も、2代目店主の周子儀さんが大のざる
蕎麦好きということで、ざる蕎麦をヒントに考案したとのこと。
やはり冷やし中華は、ざる蕎麦の影響大ですね。

（文／食文化研究家：巨椋修（おぐらおさむ）・絵／そねたあゆみ）
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●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。

●講師：㈱リノシスコーポレーション

　　　　佐藤　成幸　専務取締役

　　　　 （マンション管理士）

●内容：

　・管理会社の本音は？

　・管理会社やコンサルの実力の探り方

　・管理会社に期待していいもの

　・信頼できるコンサルタントの見分け方

第1 部

無料参加費 30名定　員

お問い合わせ・お申し込み

第32回
本音セミナー

13：30～17：00
受付開始13：00

（日）11/26

「選んではいけないコンサルタントとは」

●ゲスト：パークシティ溝の口管理組合

　　　　　元理事長　鈴木　寿一郎氏

●司　会：㈱ＫＡＩ設計

　　　　　菅　純一郎　代表取締役社長

●内　容：

　・管理組合のぶっちゃけ話、その真実

　・理事会の責任とリスク、現実対策

　・組合運営の教科書は、事例から学ぶしかない

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。

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

第2 部 スペシャルトークショー

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

　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。

　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

大規模修繕工事新聞 電子版 無料配信登録、受付中！

http://daikibo.jp.net/dregi

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
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。


