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今年の干支、戌
（いぬ）
年

血液型や干支で性格がわかるとする説には大いに疑問があります。
小生の血液型はＡ型ですが、姉たちや亡き妻からは、Ａ型のはずはな
いとよく言われていました。
Ａ型の性向として言われているのが、
「生真面目」
「きちんとしている」
「慎重」
「几帳面」
「気配り上手」
「責任感が強い」など、どれ一つ当ては
まらないというわけなのです。
人生は計画性がなく成り行き任せだし、約束や時間にもルーズ。そし
て何よりも整理整頓ができないと、常に批判の眼を向けられていました。
今でも、書斎は乱雑でなければ落ち着かないし、人生そのものが成り
行き任せで、未だにお金がないが気にもなりません。
干支による性向はもっと理解できない。だって、同級生がみんな同じ
ような性格の筈がないからです。
とはいえ、今年の干支、戌（いぬ）年の人の性向は少なからず気には
なります。
戌年生まれの人は、陽と土の性質を持っていて、律儀で苦労を惜しま
ない性格なので、言われたことを忠実に実行し、周囲からの信頼度も高
いといいます。まさに犬に似た性格です。
欠点は、潔癖症で、他人の弱点や失敗が見えすぎるためトラブルも起
こしやすく、優柔不断な性格から、実力を発揮するチャンスを逃してし
まうことだそうです。若い頃は苦労するが、地道な努力を続ければ、歳
を重ねるごとに、運が開けてくるとも。
わが家には、今にも死にそうな老犬が１匹います。もはや、目も見えず、
耳も聞こえず、鼻も利かない。かくて、食事は口のそばに持っていかな
ければならなりません。もはや、散歩は無理で、狭い家の中をウロウロ
しています。そのくせ赤い小さなソファには、ちゃんと乗る。本当は目
が見えているのかしらと、戌年生まれの飲み仲間である犬のブリーダー
のＫさんに聞いたところ、犬は目や鼻が使えていた時の物の配置を覚え
ているのだそうです。
痴呆状態で、排せつ物も
まき散らすので、床にビニー
ルシートを敷いて、ぶつか
らないに家具も移動してや
ろうと思いましたが、余命
尽きるまでは、そのままに
して過ごさせることにしま
した。
（文：ジャーナリスト・
井上勝彦）
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管理組合
File Data. 112

横浜市鶴見区／ヨコハマアイランドガーデン管理組合

745戸の大規模マンション
工事は管理会社と専門業者のJVに発注
管理組合の運営に透明性を持たせようと、外部専門家である
マンション管理士と顧問に迎え入れたのが2010年、第7期の理
事会だった。
取材当日にお話をうかがった管理組合の方々によると「理事
会は輪番制。だけど住民に対する説明責任があります。その責
任を担保する方法としてマンション管理士にお手伝いをしても
らうわけです」という。
大規模修繕工事は第9期の理事会が起案。第10期に修繕委員
会を立ち上げ、マンション管理士にアドバイスを得ながら、ど
ういう風に進めていったらよいのか検討していった。
「理事会は素人であること自体が武器です。わからないこと
を専門家に聞いて、理解していく。理解することで、理事会の
口から住民に説明ができるようになるのです」
修繕委員会ではまず建物調査診断を行うため、設計コンサル
タントをコンペにより選定。工事内容、費用がどのようなもの
になるのかを理解していった。
実際の工事は2016年の第13期から開始。745戸の大規模マン
ションのため、工期は13カ月で第14期の理事会にまたがった
が、専門家の活用で継続性が保たれたといえる。

共用廊下床施工前⇒施工後

理事会・修繕委員メンバーが足場
に上がって検査に加わった

毎年恒例の夏のお祭りを、今回は
「YIG秋フェス」として開催

施工業者選定は、公募で15社が集まったが、最終的に管理
会社であるナイスコミュニティー㈱と工事専門会社の㈱アー
ル・エヌ・ゴトーによる共同企業体、
いわゆる「JV」に決まった。
大規模マンションでの大規模修繕工事は長い工事期間となる
ことにより、ソフト・ハード両面の対応を考慮。日常の建物
維持管理や管理組合運営業務に携わっているナイスコミュニ
ティー㈱、大型物件の元請実績が豊富で技術力に自信がある㈱
アール・エヌ・ゴトー。
管理会社と専門業者が組むことによって、

エレベーター施工前⇒施工後

地元小中学生のマーチングバン
ド、住民バンドやダンスを披露

模擬店も数多く出店し、多数の住
民、または地元民で盛り上がった

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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生活動線を把握しているため各
棟の建物の施工ポイントを踏ま
えた安全対策の確実な計画な
ど、お互いの強みを生かした提
案が選定理由となったようだ。
毎年恒例の夏まつりは工事期
間中だったため、「YIG秋フェ
左から加藤祐二修繕委員長、大竹
ス」として工事完了のお祝いと
信之第14期理事長、松井豊己第
ともに11月に開催した。
13期理事長
住民からは「13カ月といっ
てもあっという間だった」「もう工事はずっと前に終わってい
たというのが実感」という声が上がっていた。
工事をしている棟（工区）としていない棟を分け、工事をし
ていない棟の足場は外す、保育園の送迎や小学校の登校時間等
に考慮したなど、住民に負担が極力かからない仮設計画で行え
たことが大きかったようだ。
最後に管理会社と専門業者が組んだことで、「これからのア
フター点検も安心感がある」と歴代理事、修繕委員は肩の荷を
降ろしている。

管理組合からアール・エヌ・ゴ
トー、ナイスコミュニティーそれ
ぞれに感謝状が贈られた

工事データ
○工事名／ヨコハマアイランドガーデン大規模修繕工事
○建物概要／ 2004（平成16）年竣工・RC造・地上11階建
て・８棟・745戸 ○発注者／ヨコハマアイランドガーデ
ン管理組合 ○設計・監理者／㈱T.D.S ○施工者／アー
ル・エヌ・ゴトー／ナイスコミュニティー共同企業体
○主な工事内容
共通仮設／現場事務所、作業員詰所、資材置場、廃材置き場、
工事用掲示板等
直接仮設／足場組立・解体、昇降設備、落下防止養生、侵
入防止養生、安全対策、養生等
下地補修／モルタル面・タイル面（外壁・床・天井）の調査・
補修・洗浄
シーリング／ 外壁目地、建具目地、その他（金物取合い、
ALC目地）
外壁塗装／塗装面（外壁・天井・上裏ボード面）
鉄部塗装等／建具、盤・ボックス、樋・配管、その他（ドレン、
隔て板、換気口、木製ベンチ、自転車ラック）
防
水／屋上・ルーフバルコニー・屋根（笠木・基礎）
、
バルコニー・廊下（床・巾木）、庇・出窓（平場・
立上り・天端）
その他工事／避難ハッチ・隔て板ステッカー貼り替え、消
火器プレート交換、ELV扉化粧フィルム貼り、
金物脱着、清掃
○工事期間／ 2016年10月～ 2017年11月（13カ月）

感謝状を受け取るアール・エヌ・
ゴトーの面々。中央が現場代理人
を務めた須貝和進氏

設計・監理者：一級建築士事務所
■本社
〒103−0012

㈱T.D.S

東京都中央区日本橋堀留町一丁目６−13 昭和ビル３階
☎03−5649−3666
代表者：岡 俊英
創業：1979年（昭和54年）６月
資本金：5,000万円
http://www.tds-arc.com
【工事受注：JV方式】
アール・エヌ・ゴトー／ナイスコミュニティー共同企業体
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
■東京支店
〒143−0016
東京都大田区大森北１−１−６ イソーラ大森ビル3F
☎03−5753−1656
代表者：後藤龍彦
創業：1970年（昭和45年）４月
資本金：１億円
http://www.rngoto.com
施工者：ナイスコミュニティー 株式会社
■本社
〒230−0051 横浜市鶴見区鶴見中央３−２−13
☎045−501−5005
代表者：長谷川昌男
創業：1974年（昭和49年）６月
資本金：１億8,000万円
http://www.nicecommunity.co.jp

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。
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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お問い合わせは
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この人に訊く―

マンション管理士・水谷文彦氏

築10年前に専門家を入れて調査診断を
品確法の瑕疵担保期間で不具合修繕も可能
前ページの「管理組合修繕奮闘記」でヨコハマアイランドガーデン管理
組合の顧問を務める水谷文彦氏。マンション管理士として、さまざまなマ
ンションのコンサルタント業務に携わった豊富な実績があります。そこで、
マンション管理士の立場から、大規模修繕工事を計画する前の管理組合に
対し、どんな点に気を付ければよいのか、訊きました。

水谷文彦氏

−ま ず、 マ ン シ ョ ン 管
理士と大規模修繕工
事との関わりについ
て聞きたいのですが
管理会社や施工会社
はもちろん、設計コン
サルタントに相談に行
くと、大規模修繕工事

を行う前提で相談に乗ってくれます。
私たちマンション管理士は、「大規模修繕工事ありきではあ
りませんよ」と、そこから入ります。
工事の前に修繕委員会の立ち上げを助言し、修繕委員の集め
方、勉強会の開催、委員会細則の立案、委員会の総会資料作成
など、マンション管理士ならではの工事に対するアプローチが
できると思います。
また、設計コンサルタントに依頼すれば、設計・監理方式に
よる工事の形が決まってしまいますが、やり方によっては責任
施工方式で管理会社や施工会社に任せる選択肢もアドバイスす
ることができます。
−はじめての大規模修繕工事の場合、わからないことが多いの
ですが、最初の注意点は？
築10年目を前に、多少お金をかけてでも、専門家を入れて
調査診断をすることを勧めています。
平成12年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品
確法）」では新築住宅の瑕疵担保期間の「10年義務化」を定め
ています。これは引き渡された住宅に瑕疵があった場合、その
瑕疵を修理したり、賠償金の支払いなどをしなければならない
ことを意味しています。また、この品確法に合わせ、一般社団
法人不動産協会でも中高層住宅アフターサービス規準を改定し
ている。

関東防水管理事業協同組合
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今のマンション大規模修繕工事は築12年で行うことが多い
ようですが、施工による不具合はつきものです。こうした不具
合が施工者の責任になるかは10年が境目なのです。
だからこそ、計画の起案だけを早めて10年目以内に不具合
を確かめることが賢明です。新築時の施工不良等により、不具
合が見つかれば、それを分譲主の負担で直してもらうことがで
きるのです。
品確法による瑕疵担保期間の「10年義務化」の対象部分
基本構造部分

具体的部位

１．構造耐力上主要な部分

柱、梁、耐力壁、基礎、地盤、
土台等の構造躯体

２．雨水の浸入を
防止する部分

外壁や屋根の仕上げ、下地、
開口部等

−１回目の大規模修繕工事後、気を付けるポイントは？
長期修繕計画の見直しをしっかりやることです。
今回の工事によって次は何年目にやるのか？ 12年周期を15
年周期にできれば、建物の寿命が60年、80年となったときに
その間の工事の回数が変わり、
その費用は莫大に違ってきます。
そして築60年目までの長期修繕計画を作り、マンションの
ライフサイクルコスト（LCC＝購入してから廃棄するまでかか
る費用）を実感することです。
マンションの修繕で一番お金がかかるのは築30年～ 40年頃。
給排水設備、窓サッシ・玄関ドア、機械式駐車場等の設備の更
新があるからです。
しかし設備関係は技術が進み、１回更新すれば、その後は建
替えまで持つということが考えられます。
そのためにも大規模修繕工事の周期を延ばし、将来にわたっ
ての回数を減らすよう、工事のやり方も考えなければならない
と思います。

2018年12月から実用放送開始

マンションで4K・8Kを受信するためには？
テレビ共聴アンテナシステムの場合
2018年12月から始まる4K・8K実用放送は現行の衛星放送と
は異なる仕組みで放送されます。現在、販売されている4Kテ
レビや4K対応テレビにはBS、110度CSによる4K・8K実用放
送の受信機能は搭載されていません。
このため、マンション共聴設備の改修や専用の受信器等の設
置が必要となり、今のまま4K対応テレビを購入しても、画像
は4Kとはならないのです。
では、実際、マンションではどのような改修が必要となるの
でしょうか。

※昭和時代のマンションは上の階から下の階まで１本で接続さ
れています。仮に５階建てであれば、縦方向５世帯が同時に
入室作業となり、日程調整ができないと工事ができないこと
もあります。
２）平成以降のマンションであれば、共用部分から１本の専用
ケーブルが各戸に導入されています。
 しかし、専有部分に配置されている分配器から各部屋に
テレビのケーブルが複数施工されているマンションでは、
交換ができないケースがあります。

●4K・8K受信への対応工事
４K・8K電 波 に 対 応 す る 器 材 と す る に は、 周 波 数 で は 約
3,224MHz（メガヘルツ）で動作する性能・機能にしなければ
なりません。
共用部分に設置されている器材については、①電波を受信す
るアンテナ②受信した弱い電波を大きくする増幅器③増幅器で
大きくなった電波を各世帯に分ける分配器④上記機器を結ぶ
ケーブル⑤上記分配器から専有部分に電波を運ぶケーブル、こ
れらを4K・8K対応器材に交換する必要があります。
このほか、専有部分では⑥共用部分からの連続しているケー
ブル⑦ケーブルからから電波を取り出すユニットの改修です。
改修工事をする上で、特に注意したいことは下記の３点。
１）ケーブルが各階にまたがっているために１世帯単独で工事
ができません。

３）最大の問題は、4K・8KはBS1の２倍の周波数があるため、
BSで受信できても、仮にマンションの規模が大きい場合、
末端まで電波が受信できる大きさで届けることができない
という点です。
 現状の２倍の周波数を受信しても、上図のように、共用
から分配器より下流の専有部分までいくと周波数が減衰さ
れ、4K・8K用のケーブルに交換しても映らない可能性が
あるのです。
 まずは自分のマンションのテレビ配線の現状を確認する
ことが必要でしょう。

●まずは専門家へ相談を
「現在の2Kで十分満足」という家庭もありますが、マンショ
ンという集合住宅では全戸対象にものごとを考えなければなり
ません。東京五輪・パラリンピックを前に4K・8Kを見るため
の対応は社会的劣化から脱するひとつのマンションの付加価値
です。
とはいえ、改修が簡単ではないマンションも少なくありませ
ん。
まずは専門家へ相談をして、なるべく早く4K・8K対応への
マンション内での合意を得たいものです。

2018.1.5
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紙上採録

全建センター第32回大規模修繕工事本音セミナー
11 ／ 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11月26日、東京・京橋の住
宅あんしん保証本社会議室で第32回大規模修繕工事本音セミ
ナーを開きました。今回は川崎市のパークシティ溝の口から元
理事長の鈴木寿一郎氏を招き講演を行っていただきました。
講演後は、㈱KAI設計の菅純一郎代表と㈱リノシスコーポ
レーションの佐藤成幸専務を交えたスペシャルトークショー。
さらには会場の参加者
からも活発な意見交換
が行われ、非常に盛り
上がったセミナーとな
りました。
ここでは大好評を博
したセミナーの一部を
掲載します。
セミナー会場風景
＜構成：編集部＞

パークシティ溝の口管理組合の紹介
所在地／川崎市高津区
物件概要／ 1984年（昭和59年）竣工・SRC造・15階建て・
12棟・1,103戸
・都心へのアクセス、ショッピング等の利便性と、緑豊
かな自然のバランスのとれた環境から「資産価値の下
がらない優良物件」として周囲に認知されている。
（参考）築34年目で76.8㎡の価格が約5,000万円という
物件情報あり
・2005年に立ち上げた修繕委員会による資産価値維持活
動は、筑波大学の「マンション再生の成功事例」でヒ
アリング調査を受けるなど、高い評価を受けた。
・防災・減災・高齢化対策として、住民防災組織による「災
害対策名簿」を整備。「安心・安全な暮らし」のために
住民自ら積極的な活動を行っている。
・
「SUUMO新築マンション首都圏版」の特集ページ「個
性派21選！『名作マンション』の秘密」に、家と人の
老いに向き合い「築100年」を目指すマンションと紹
介された。
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●大規模マンション元理事長経験談
「なんと言ってもコミュニケーションに尽きる!!」
パークシティ溝の口管理組合 鈴木寿一郎元理事長
私のマンションは渋谷まで田園都市線
の急行で14分、大井町線も溝の口発に
なりました。敷地の中にイトーヨーカ
ドーがありますし、歩いて３分くらいで
丸井があります。買い物には非常に便利
なのかなと思っています。
現在も、坪単価で200万円を維持して
いるマンションです。理由は、初期の分
譲のころは抽選など大変だったらしいの
鈴木寿一郎氏
ですが、最初に入居された方々が、住み
続けられている、またその息子さん娘さんがパークシティ内で
別部屋を購入され２世代で住まわれているかたが130世帯くら
いいると推測しています。つまり、
空き部屋がでるとローカル、
それもパークシティ内でも消費されてしまうので、流通性がと
ても低いということが、価格が維持されている大きな理由の一
つだと思います。
◇
管理組合は区分所有者の集まりですけども、大規模なので
ちょっと変わっています。
毎月１回合同会議というものをやっています。12棟ある各
住棟の会合と、理事会の会合を２つやらなければいけないので
すけども、似たようなことをやっているので、先人の知恵で合
同会議と名付けて、月１回、住棟の会議と理事会と…さらに年
１回の総会も２段積みで、午前中に住棟総会をやって、午後に
管理組合総会をやるようなことになっています。
管理組合には今、７つ委員会があって、修繕分科会、防災・
防犯分科会、環境分科会、財政分科会、規約総務分科会、広報
分科会、それと昨年管理会社を変えたので、委託業務分科会が
この合同会議にぶら下がっています。
このマンションの強みといえるのは、さらに専門的な組織が
ありまして、
修繕分科会の下に修繕委員会というものがあって、
環境分科会の下に植栽委員会、ペット・ファミリークラブ、広
報分科会の下にホームページ委員会がぶら下がっています。
◇

私は平成24年度に理事長をやり、翌年は理事長補佐と広報

修繕委員会自体、当時は尊敬されていなかったところがあっ

担当をやりました。ただ、理事就任に当たって、これまで一度

て、そんなの管理会社にやらせろ的な発想があってですね、
「そ

も総会に出たこともなければ、大規模修繕の住民説明会とかに

れは住民がやるべきことなのだから、修繕委員会を尊敬すべき

も１度も出たことがなく、また欠席裁判で理事長を命じられま

だ」というキャンペーンをはりました。

して、これはもう逃げ出すしかないと、本当に引越しを考えま

今でもボランティアで活動されている委員の方たちには大尊

した。
そこでやる気になった理由は、修繕委員会に人格の優れた、
本当に素晴らしい方がいたのです。この方にマンションの思い
をお話しいただいて、こんな人がいるならやらなければならな
いと思ったのが一つ。もう一つが、同時に僕と同じジェネレー
ションの方が５人集まったということで、スイッチが入りまし
た。
そこからは管理組合フリーク的に埋没していったというとこ
ろです。
30年も経っていると、過去を否定する気はありませんが、
なにかこう、凝り固まってきちゃうんですよね。そういうこと
もあり、過去の風習・習慣にとらわれず、摩擦を恐れず、改革・
改善の実行をはじめました。
理事長として実行したことで大きかったのは管理組合の任期
の複数年化です。世帯数が多く全住民に役員を経験させたいの
で単年度主義だったのです。
でも理事になったところで１年じゃ何もできないですね。そ
こで、継続役員制度というのを無理やり導入しまして、当時の
理事10人くらいが２年目も継続しました。
経験して個人的な感想としては、色々な改革・施策を実行す
るには４年間程度理事、理事長やらないと達成出来ないと思い
ます。
◇
コミュニケーションはすごく大事だと思っていて、ホーム
ページをつくり、委員会も新設しました。
自治会の組織とのコミュニケーションがまったくなかったの
で、自治会の月次の会議に理事長が出て行って、こちらの合同
会議にも自治会長が出るということをやって、これでずいぶん
コミュニケーションは改善したかなと思います。
自治会イベントには管理組合役員が協力するし、管理組合活
動も自治会がフォローするという現象はとても実務的に効果が
あったと思います。
約10億円かけて排水管工事もやりましたが、これも結構た
いへんで、各家庭も３、４日排水制限があったりしました。こ
のとき、住民説明会をやりましたが、理事会や修繕委員に対し
て住民の質問者が糾弾的なのですよね。
責める口調なんです。理事の順番が変われば逆の立場なのだ
から、それはおかしいだろという話を結構して、そのカルチャー
は少しは治ったのかなと思っています。

敬をしています。修繕委員会の地位向上をしました。
◇
その他の取り組みでは、住民表彰制度を作りました。
これはみなさん良い制度だと思うので、是非みなさんにもご
活用いただければと思います。簡単に言うと総会の頭でマン
ションに貢献した人を表彰するという制度です。表彰状と記念
品（数千円）で済むのでコストパフォーマンスもよいし、修繕
委員長、管理会社の所長、そのほか、みどりのおばさんを30
年やっている人がいて、
この人を総会に呼んで拍手してあげて、
おばさん感激して泣いちゃってしょうがなかったんですけど、
こういう褒める制度はコスパもいいし、他のマンションでもや
ればいいのかなと思います。
◇
住民それぞれ事情があります。現役世代なら仕事、高齢者な
ら健康、介護、若い世帯は子育て、住民いろいろな事情があり
ます。
私の意見は、少しでも地域にかかわること、軽くてもよいか
らみんなができる範囲でかかわっていたほうが、そのコミュニ
ティーは良くなると思っています。
「なんと言ってもコミュニ
ケーションに尽きる！！」
。それが結論です。
普通の人はたいがい理事長も理事、専門委員もやりたくない
ですよね。ただ逆説的に組合の活動が好きな人がいます。これ
が結構やっかいで、能力があって視野が広くコミュニケ―ショ
ンが上手い方だと良いのですが、中には組合活動が好きで、そ
のような資質が無い人がいるのも事実です。
理想としては、健康的な理事長選挙が実施できれば良いと思
います、ある程度人望がないと人はついてきませんし、それな
りの企業含めた組織の管理職経験者が適していると思います。
理事長経験の感想をいうと、
失ったものは当時の時間ですね。
２年間、土日は平日より忙しかったような記憶があります。
得たものは仕事と
か趣味以外で、良き
知り合い・友人が増
えたことというとこ
ろです。あと、当然
ですけれども、自分
が住んでいる住居の
理解が進んだという
ことです。
パークシティ溝の口

「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

06-6232-5033

092-436-1388

2018.1.5

052-212-5210
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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

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。

アール・エヌ・ゴトー

代表取締役

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

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

2018、謹賀新年

新年あいさつの件連絡申し上げます
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。

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

新年明けましておめでとうございます
株式会社 なごみ設計
一級建築士事務所
代表取締役

柳

澤

裕

治

〒231−0058 横浜市中区弥生町２−18−１ ロイヤルステージ ST 大通り公園 502
TEL. 045−250−0275 FAX. 045−261−6033
E-Mail：info@nagomisekkei.jp http://www.nagomisekkei.co.jp
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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/

新年のお慶び申し上げます
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
神奈川県横浜市中区山下町193番地１
TEL：045-227-8471

新年明けましておめでとうございます
『直すことは、守ること。』

http://www.krcnet.jp

「喜び」と「幸せ」を繋ぐ
企業を目指して

しっかり、まじめに、誠実に。

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

明けましておめでとうございます

謹んで新年のお慶びを申し上げます

謹んで新春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。

工事完了後の瑕疵・不具合を「瑕疵保険」でカバーします。

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６階
TEL. 03−6871−9961 http://www.keihin-se.com

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/

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
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

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

2018.1.5

代表取締役
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新年のお慶びを申し上げます

株式会社Ｓ＆Ｂパートナーズ設計
代表取締役
本

大

沼

秀

弥

社

東京都港区新橋５−28−３ ユニ鎌倉 2F
TEL：03−3434−3611
横浜支店 神奈川県横浜市中区本町３−24
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：info@sbp-sekkei.jp

新年明けましておめでとうございます

新春のお慶びを申し上げます

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。

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。

Sto Japan 株式会社（シュトージャパン）

川本工業株式会社

代表取締役

佐 々木

隆

代表取締役

〒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

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

修繕・改修業界が飛躍的に発展する中

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/

あけましておめでとうございます
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

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
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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/

新年明けましておめでとうございます
一級建築士事務所
代表取締役

株式会社 T. D. S

岡

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

あけましておめでとうございます
『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。

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

謹賀新年
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
〒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

代表取締役

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

お陰様で弊紙も9年目を迎えました

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。

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

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。

化研マテリアル株式会社
代表取締役

巣

和

徳

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

2018.1.5

〒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

謹
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信頼される管理組合のパートナーとして31年

謹

賀

代表取締役社長

新

竹内

年

新年明けましておめでとうございます

一

千葉本社

〒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
神奈川支店 〒231−0012 神奈川県横浜市中区相生町１−18−１ティーエスケービル
TEL : 045−264−8010 FAX : 045−264-8111
埼玉支店 営業所：市川・津田沼
E-mail：renewal@kk-tsk.co.jp URL http://www.kk-tsk.co.jp

田島ルーフィング株式会社
東京都千代田区外神田４−14−１ 秋葉原 UDX21 階
東京支店 ☎03−6837−8888

今後も皆様に愛される紙面づくりに努めてまいります！

新年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

大規模修繕工事はシンヨーへお任せください !!

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
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

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
リノベーション本部
東 京 改 装 支 店 〒110−0016 東京都台東区台東１−28−２ 台東 YF ビル TEL：03−5816−7307
名古屋改装支店 〒460−0008 愛知県名古屋市中区栄２−11−32 栄 YF ビル TEL：052−212−4193
大 阪 改 装 支 店 〒540−8534 大阪府大阪市中央区谷町４−８−７ 谷町 YF ビル TEL：06−6944−8762
http://www.ykkap.co.jp/search/building/
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代表取締役社長

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

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
〒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

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

0120-040-011

大規模修繕から給排水設備改修まで
公正・中立的に設計コンサルタントを紹介いたします。

一般社団法人
修繕コンサルタント紹介センター
〒160−0023 東京都新宿区西新宿８−12−１ サンパレス新宿 603
TEL：03−6304−0278 FAX：03−6304−0279
E-mail: info@zenken-center.com
http://www.syuzensekkei.info

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

明けましておめでとうございます

2018.1.5
13

14

特−27

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

2018.1.5

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

15

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

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㈹
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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

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
2018.1.5

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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教えて！管理組合交流相談室
Q52

民泊トラブル事例を教えて

住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行されますが、うち
のマンションではまるで対応策がなく、実際にトラブル
になったときに怖い思いをするのではないかと不安です。

ベストアンサーに選ばれた回答
管理規約を「民泊禁止」に改正
保健所に相談、警告文書も送付

３月15日から。保健所は区分所有者に対し、違法民泊を
実施している場合は、民泊申請をしても許可しない内容
と、警告文書を送付し、今後の対応を検討することにし
ました。
今後は、管理組合としてしっかりと「民泊禁止」の管
理規約を周知し、住宅宿泊事業法の施行後に違反した場
合、どのように罰則が適用されて違法民泊が解消される
のかを見極めていく必要があると思っています。
＜参考＞北 海道マンション管理組合連合会『道マンショ
ン連合会通信』第124号

うちのマンションでこのたび、ある住戸でリフォーム
がはじまりました。
入居届けをみると、区分所有者本人ではなく、賃借人
２人の記入がありました。理事会で「おかしいな」と思
い、区分所有者に「民泊ですか？」と問い合わせたところ、

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

回答なし。こうしたことから、管理組合は、シェアハウス・
民泊等の禁止を目的とした管理規約改正を決議しました。
しかし、その後も外国人旅行者の出入りが目に余った
ので、保健所に相談。区分所有者は職員の質問に対して、
宿泊施設・民宿を貸し出す人向けのウェブサイトAirbnb
（エアビーアンドビー）の仲介で宿泊させていることを認
めました。
住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業者としての申請は
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東海塗装株式会社
リニューアル事業部

マンションの価値は
「資産価値」
から
「居住価値」へ
マンションの資産価値
が上がるとか落ちる―な
んてことをよく耳にしま
すが、「資産価値」ってな
ん で し ょ う？ そ も そ も あ
なたにとって、
「資産価値」
は重要なことでしょうか。
「資産価値の９割は立地
条件で決まります」
「眺望の優れた高層物件や共用施設が充実した物件な
ど、セールスポイントのある物件は値下がりしにくい」
「いくらで貸せるのか、インターネットで家賃相場を調
べることで収益力をみて、資産価値を推測することがで
きます」
以上、とあるフリーペーパーからの抜粋です。
とはいえ、「私、おととしから35年ローンです。老後
もここに住むつもりです」というアラフォーの既婚男性。
彼にとってみれば、フリーペーパーのいう「資産価値」
なんてまったく意味がない。売ったり貸したりしなけれ
ば、資産価値は関係ないのです。
◇
そこで最近、はやりのワードが「居住価値」です。
横須賀のニュータウンにあるAマンション（300戸）で
は、新築マンション特有の空き巣が多発しました。居住
者同士、だれも顔見知りはいないのです。そこで「あい

おかげさまで創業

さつ運動」を開始。今では防災活動やさまざまなサーク
ルで住民同士がみんな顔見知りになり、
「事実、同じニュー
タウンの他のマンションより不動産屋での販売価格が上
がっている」と分譲当時の理事長が得意気に話していま
す。
川崎市のBマンションは、32戸の小規模物件。ここの理
事長も「昔の日本の村落って、だいたい30世帯でできて
いたらしい。だから物事を決めたりするには30世帯くら
いがちょうどいいんですよ」
と、
これまた得意気。マンショ
ン内で野球チームをつくったり、ゴルフにいったりして
いるそうです。
埼玉の奥地にある築40年の大型団地（700戸）では「こ
こに資産価値があるわけない」と割り切って、広い敷地
を利用してりっぱな丸太小屋を作ったり、かまどを作っ
たり。また近隣の川の掃除を行ったり。
「もはや生きがい」
と理事長。団地内の小修繕はたいがい管理組合で直して
しまうそうです。そうして楽しんでいるうちに、不思議
と若い世帯の入居が増加してきたといいます。
◇
「終の棲家にしたい」と考えている人は、より積極的に
コミュニティに関わるべきでしょう。
「うちのマンション
はいい」って得意気に話す人がいるのだから、それなり
の苦労に見合ったこともあるようですよ。
それこそ「居住価値」といえるのではないでしょうか。

111年

http://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jp

2018.1.5

〒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
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3/25（日）

日

時

会

場 ㈱住宅あんしん保証本社会議室

13：30 〜17：00

参加費 無料
講

師

定

員 30名

第 1 部：㈱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）
第 2 部：㈱ KAI 設計
菅 純一郎 代表取締役社長

●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。

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

大規模修繕工事 第 回セミナー
大反響！コンサルタント・
管理会社との付き合い方特集 第２弾

テーマ ①コンサルタントと管理会社の本質解剖
②事例から学ぶ成功例、失敗例
③理事長のリスクを徹底研究

33

E-mail：info@zenken-center.com

大規模修繕工事見積参加者募集
【物件概要】
・発 注 者：朝日シティパリオ所沢管理組合
・住
所：埼玉県所沢市有楽町２−10
・建物構造：ＲＣ造地上７階建て・45戸
【応募条件】
①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、監理技術者を週３回以上常駐させることがで
きる③資本金１億円以上。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評点）が900点
以上、経営状況評定（Y評点）が900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
20

1 ／ 31締切

の大規模修繕工事（5,000万円以上）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】
2018年１月31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

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

2018年 1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

〒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

CONTENTS
2p 修繕奮闘記File Data 112
745戸の大規模マンション
工事は管理会社と専門業者のJVに発注
4p この人に訊く―
分譲後、10年目点検のすすめ
水谷マンション管理士
5p Television
2018年12月から実用放送開始
4K/8Kテレビを受信するためには？
6p Seminar
大規模マンション元理事長経験談
「なんと言ってもコミュニケーションに尽きる!!」
10p 教えて！ 管理組合交流相談室
Q 民泊トラブル事例を教えて
A 管理規約を「民泊禁止」に改正
保健所に相談、警告文書も送付
12p 第33回セミナー
3月25日のお知らせ
「コンサル・管理会社との付き合い方」

おもしろコラム
ちょっと一息

今年の干支、戌
（いぬ）
年

血液型や干支で性格がわかるとする説には大いに疑問があります。
小生の血液型はＡ型ですが、姉たちや亡き妻からは、Ａ型のはずはな
いとよく言われていました。
Ａ型の性向として言われているのが、
「生真面目」
「きちんとしている」
「慎重」
「几帳面」
「気配り上手」
「責任感が強い」など、どれ一つ当ては
まらないというわけなのです。
人生は計画性がなく成り行き任せだし、約束や時間にもルーズ。そし
て何よりも整理整頓ができないと、常に批判の眼を向けられていました。
今でも、書斎は乱雑でなければ落ち着かないし、人生そのものが成り
行き任せで、未だにお金がないが気にもなりません。
干支による性向はもっと理解できない。だって、同級生がみんな同じ
ような性格の筈がないからです。
とはいえ、今年の干支、戌（いぬ）年の人の性向は少なからず気には
なります。
戌年生まれの人は、陽と土の性質を持っていて、律儀で苦労を惜しま
ない性格なので、言われたことを忠実に実行し、周囲からの信頼度も高
いといいます。まさに犬に似た性格です。
欠点は、潔癖症で、他人の弱点や失敗が見えすぎるためトラブルも起
こしやすく、優柔不断な性格から、実力を発揮するチャンスを逃してし
まうことだそうです。若い頃は苦労するが、地道な努力を続ければ、歳
を重ねるごとに、運が開けてくるとも。
わが家には、今にも死にそうな老犬が１匹います。もはや、目も見えず、
耳も聞こえず、鼻も利かない。かくて、食事は口のそばに持っていかな
ければならなりません。もはや、散歩は無理で、狭い家の中をウロウロ
しています。そのくせ赤い小さなソファには、ちゃんと乗る。本当は目
が見えているのかしらと、戌年生まれの飲み仲間である犬のブリーダー
のＫさんに聞いたところ、犬は目や鼻が使えていた時の物の配置を覚え
ているのだそうです。
痴呆状態で、排せつ物も
まき散らすので、床にビニー
ルシートを敷いて、ぶつか
らないに家具も移動してや
ろうと思いましたが、余命
尽きるまでは、そのままに
して過ごさせることにしま
した。
（文：ジャーナリスト・
井上勝彦）

2018.1.5
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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
File Data. 112

横浜市鶴見区／ヨコハマアイランドガーデン管理組合

745戸の大規模マンション
工事は管理会社と専門業者のJVに発注
管理組合の運営に透明性を持たせようと、外部専門家である
マンション管理士と顧問に迎え入れたのが2010年、第7期の理
事会だった。
取材当日にお話をうかがった管理組合の方々によると「理事
会は輪番制。だけど住民に対する説明責任があります。その責
任を担保する方法としてマンション管理士にお手伝いをしても
らうわけです」という。
大規模修繕工事は第9期の理事会が起案。第10期に修繕委員
会を立ち上げ、マンション管理士にアドバイスを得ながら、ど
ういう風に進めていったらよいのか検討していった。
「理事会は素人であること自体が武器です。わからないこと
を専門家に聞いて、理解していく。理解することで、理事会の
口から住民に説明ができるようになるのです」
修繕委員会ではまず建物調査診断を行うため、設計コンサル
タントをコンペにより選定。工事内容、費用がどのようなもの
になるのかを理解していった。
実際の工事は2016年の第13期から開始。745戸の大規模マン
ションのため、工期は13カ月で第14期の理事会にまたがった
が、専門家の活用で継続性が保たれたといえる。

共用廊下床施工前⇒施工後

理事会・修繕委員メンバーが足場
に上がって検査に加わった

毎年恒例の夏のお祭りを、今回は
「YIG秋フェス」として開催

施工業者選定は、公募で15社が集まったが、最終的に管理
会社であるナイスコミュニティー㈱と工事専門会社の㈱アー
ル・エヌ・ゴトーによる共同企業体、
いわゆる「JV」に決まった。
大規模マンションでの大規模修繕工事は長い工事期間となる
ことにより、ソフト・ハード両面の対応を考慮。日常の建物
維持管理や管理組合運営業務に携わっているナイスコミュニ
ティー㈱、大型物件の元請実績が豊富で技術力に自信がある㈱
アール・エヌ・ゴトー。
管理会社と専門業者が組むことによって、

エレベーター施工前⇒施工後

地元小中学生のマーチングバン
ド、住民バンドやダンスを披露

模擬店も数多く出店し、多数の住
民、または地元民で盛り上がった

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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生活動線を把握しているため各
棟の建物の施工ポイントを踏ま
えた安全対策の確実な計画な
ど、お互いの強みを生かした提
案が選定理由となったようだ。
毎年恒例の夏まつりは工事期
間中だったため、「YIG秋フェ
左から加藤祐二修繕委員長、大竹
ス」として工事完了のお祝いと
信之第14期理事長、松井豊己第
ともに11月に開催した。
13期理事長
住民からは「13カ月といっ
てもあっという間だった」「もう工事はずっと前に終わってい
たというのが実感」という声が上がっていた。
工事をしている棟（工区）としていない棟を分け、工事をし
ていない棟の足場は外す、保育園の送迎や小学校の登校時間等
に考慮したなど、住民に負担が極力かからない仮設計画で行え
たことが大きかったようだ。
最後に管理会社と専門業者が組んだことで、「これからのア
フター点検も安心感がある」と歴代理事、修繕委員は肩の荷を
降ろしている。
工事データ
○工事名／ヨコハマアイランドガーデン大規模修繕工事
○建物概要／ 2004（平成16）年竣工・RC造・地上11階建
て・８棟・745戸 ○発注者／ヨコハマアイランドガーデ
ン管理組合 ○設計・監理者／㈱T.D.S ○施工者／アー
ル・エヌ・ゴトー／ナイスコミュニティー共同企業体
○主な工事内容
共通仮設／現場事務所、作業員詰所、資材置場、廃材置き場、
工事用掲示板等
直接仮設／足場組立・解体、昇降設備、落下防止養生、侵
入防止養生、安全対策、養生等
下地補修／モルタル面・タイル面（外壁・床・天井）の調査・
補修・洗浄
シーリング／ 外壁目地、建具目地、その他（金物取合い、
ALC目地）
外壁塗装／塗装面（外壁・天井・上裏ボード面）
鉄部塗装等／建具、盤・ボックス、樋・配管、その他（ドレン、
隔て板、換気口、木製ベンチ、自転車ラック）
防
水／屋上・ルーフバルコニー・屋根（笠木・基礎）
、
バルコニー・廊下（床・巾木）、庇・出窓（平場・
立上り・天端）
その他工事／避難ハッチ・隔て板ステッカー貼り替え、消
火器プレート交換、ELV扉化粧フィルム貼り、
金物脱着、清掃
○工事期間／ 2016年10月～ 2017年11月（13カ月）

管理組合からアール・エヌ・ゴ
トー、ナイスコミュニティーそれ
ぞれに感謝状が贈られた

感謝状を受け取るアール・エヌ・
ゴトーの面々。中央が現場代理人
を務めた須貝和進氏

設計・監理者：一級建築士事務所
■本社
〒103−0012

㈱T.D.S

東京都中央区日本橋堀留町一丁目６−13 昭和ビル３階
☎03−5649−3666
代表者：岡 俊英
創業：1979年（昭和54年）６月
資本金：5,000万円
http://www.tds-arc.com
【工事受注：JV方式】
アール・エヌ・ゴトー／ナイスコミュニティー共同企業体
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
■東京支店
〒143−0016
東京都大田区大森北１−１−６ イソーラ大森ビル3F
☎03−5753−1656
代表者：後藤龍彦
創業：1970年（昭和45年）４月
資本金：１億円
http://www.rngoto.com
施工者：ナイスコミュニティー 株式会社
■本社
〒230−0051 横浜市鶴見区鶴見中央３−２−13
☎045−501−5005
代表者：長谷川昌男
創業：1974年（昭和49年）６月
資本金：１億8,000万円
http://www.nicecommunity.co.jp

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。
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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お問い合わせは
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この人に訊く―

マンション管理士・水谷文彦氏

築10年前に専門家を入れて調査診断を
品確法の瑕疵担保期間で不具合修繕も可能
前ページの「管理組合修繕奮闘記」でヨコハマアイランドガーデン管理
組合の顧問を務める水谷文彦氏。マンション管理士として、さまざまなマ
ンションのコンサルタント業務に携わった豊富な実績があります。そこで、
マンション管理士の立場から、大規模修繕工事を計画する前の管理組合に
対し、どんな点に気を付ければよいのか、訊きました。

水谷文彦氏

−ま ず、 マ ン シ ョ ン 管
理士と大規模修繕工
事との関わりについ
て聞きたいのですが
管理会社や施工会社
はもちろん、設計コン
サルタントに相談に行
くと、大規模修繕工事

を行う前提で相談に乗ってくれます。
私たちマンション管理士は、「大規模修繕工事ありきではあ
りませんよ」と、そこから入ります。
工事の前に修繕委員会の立ち上げを助言し、修繕委員の集め
方、勉強会の開催、委員会細則の立案、委員会の総会資料作成
など、マンション管理士ならではの工事に対するアプローチが
できると思います。
また、設計コンサルタントに依頼すれば、設計・監理方式に
よる工事の形が決まってしまいますが、やり方によっては責任
施工方式で管理会社や施工会社に任せる選択肢もアドバイスす
ることができます。
−はじめての大規模修繕工事の場合、わからないことが多いの
ですが、最初の注意点は？
築10年目を前に、多少お金をかけてでも、専門家を入れて
調査診断をすることを勧めています。
平成12年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品
確法）」では新築住宅の瑕疵担保期間の「10年義務化」を定め
ています。これは引き渡された住宅に瑕疵があった場合、その
瑕疵を修理したり、賠償金の支払いなどをしなければならない
ことを意味しています。また、この品確法に合わせ、一般社団
法人不動産協会でも中高層住宅アフターサービス規準を改定し
ている。

関東防水管理事業協同組合
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今のマンション大規模修繕工事は築12年で行うことが多い
ようですが、施工による不具合はつきものです。こうした不具
合が施工者の責任になるかは10年が境目なのです。
だからこそ、計画の起案だけを早めて10年目以内に不具合
を確かめることが賢明です。新築時の施工不良等により、不具
合が見つかれば、それを分譲主の負担で直してもらうことがで
きるのです。
品確法による瑕疵担保期間の「10年義務化」の対象部分
基本構造部分

具体的部位

１．構造耐力上主要な部分

柱、梁、耐力壁、基礎、地盤、
土台等の構造躯体

２．雨水の浸入を
防止する部分

外壁や屋根の仕上げ、下地、
開口部等

−１回目の大規模修繕工事後、気を付けるポイントは？
長期修繕計画の見直しをしっかりやることです。
今回の工事によって次は何年目にやるのか？ 12年周期を15
年周期にできれば、建物の寿命が60年、80年となったときに
その間の工事の回数が変わり、
その費用は莫大に違ってきます。
そして築60年目までの長期修繕計画を作り、マンションの
ライフサイクルコスト（LCC＝購入してから廃棄するまでかか
る費用）を実感することです。
マンションの修繕で一番お金がかかるのは築30年～ 40年頃。
給排水設備、窓サッシ・玄関ドア、機械式駐車場等の設備の更
新があるからです。
しかし設備関係は技術が進み、１回更新すれば、その後は建
替えまで持つということが考えられます。
そのためにも大規模修繕工事の周期を延ばし、将来にわたっ
ての回数を減らすよう、工事のやり方も考えなければならない
と思います。

2018年12月から実用放送開始

マンションで4K・8Kを受信するためには？
テレビ共聴アンテナシステムの場合
2018年12月から始まる4K・8K実用放送は現行の衛星放送と
は異なる仕組みで放送されます。現在、販売されている4Kテ
レビや4K対応テレビにはBS、110度CSによる4K・8K実用放
送の受信機能は搭載されていません。
このため、マンション共聴設備の改修や専用の受信器等の設
置が必要となり、今のまま4K対応テレビを購入しても、画像
は4Kとはならないのです。
では、実際、マンションではどのような改修が必要となるの
でしょうか。

※昭和時代のマンションは上の階から下の階まで１本で接続さ
れています。仮に５階建てであれば、縦方向５世帯が同時に
入室作業となり、日程調整ができないと工事ができないこと
もあります。
２）平成以降のマンションであれば、共用部分から１本の専用
ケーブルが各戸に導入されています。
 しかし、専有部分に配置されている分配器から各部屋に
テレビのケーブルが複数施工されているマンションでは、
交換ができないケースがあります。

●4K・8K受信への対応工事
４K・8K電 波 に 対 応 す る 器 材 と す る に は、 周 波 数 で は 約
3,224MHz（メガヘルツ）で動作する性能・機能にしなければ
なりません。
共用部分に設置されている器材については、①電波を受信す
るアンテナ②受信した弱い電波を大きくする増幅器③増幅器で
大きくなった電波を各世帯に分ける分配器④上記機器を結ぶ
ケーブル⑤上記分配器から専有部分に電波を運ぶケーブル、こ
れらを4K・8K対応器材に交換する必要があります。
このほか、専有部分では⑥共用部分からの連続しているケー
ブル⑦ケーブルからから電波を取り出すユニットの改修です。
改修工事をする上で、特に注意したいことは下記の３点。
１）ケーブルが各階にまたがっているために１世帯単独で工事
ができません。

３）最大の問題は、4K・8KはBS1の２倍の周波数があるため、
BSで受信できても、仮にマンションの規模が大きい場合、
末端まで電波が受信できる大きさで届けることができない
という点です。
 現状の２倍の周波数を受信しても、上図のように、共用
から分配器より下流の専有部分までいくと周波数が減衰さ
れ、4K・8K用のケーブルに交換しても映らない可能性が
あるのです。
 まずは自分のマンションのテレビ配線の現状を確認する
ことが必要でしょう。

●まずは専門家へ相談を
「現在の2Kで十分満足」という家庭もありますが、マンショ
ンという集合住宅では全戸対象にものごとを考えなければなり
ません。東京五輪・パラリンピックを前に4K・8Kを見るため
の対応は社会的劣化から脱するひとつのマンションの付加価値
です。
とはいえ、改修が簡単ではないマンションも少なくありませ
ん。
まずは専門家へ相談をして、なるべく早く4K・8K対応への
マンション内での合意を得たいものです。

2018.1.5

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

全建センター第32回大規模修繕工事本音セミナー
11 ／ 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11月26日、東京・京橋の住
宅あんしん保証本社会議室で第32回大規模修繕工事本音セミ
ナーを開きました。今回は川崎市のパークシティ溝の口から元
理事長の鈴木寿一郎氏を招き講演を行っていただきました。
講演後は、㈱KAI設計の菅純一郎代表と㈱リノシスコーポ
レーションの佐藤成幸専務を交えたスペシャルトークショー。
さらには会場の参加者
からも活発な意見交換
が行われ、非常に盛り
上がったセミナーとな
りました。
ここでは大好評を博
したセミナーの一部を
掲載します。
セミナー会場風景
＜構成：編集部＞

パークシティ溝の口管理組合の紹介
所在地／川崎市高津区
物件概要／ 1984年（昭和59年）竣工・SRC造・15階建て・
12棟・1,103戸
・都心へのアクセス、ショッピング等の利便性と、緑豊
かな自然のバランスのとれた環境から「資産価値の下
がらない優良物件」として周囲に認知されている。
（参考）築34年目で76.8㎡の価格が約5,000万円という
物件情報あり
・2005年に立ち上げた修繕委員会による資産価値維持活
動は、筑波大学の「マンション再生の成功事例」でヒ
アリング調査を受けるなど、高い評価を受けた。
・防災・減災・高齢化対策として、住民防災組織による「災
害対策名簿」を整備。「安心・安全な暮らし」のために
住民自ら積極的な活動を行っている。
・
「SUUMO新築マンション首都圏版」の特集ページ「個
性派21選！『名作マンション』の秘密」に、家と人の
老いに向き合い「築100年」を目指すマンションと紹
介された。

●大規模マンション元理事長経験談
「なんと言ってもコミュニケーションに尽きる!!」
パークシティ溝の口管理組合 鈴木寿一郎元理事長
私のマンションは渋谷まで田園都市線
の急行で14分、大井町線も溝の口発に
なりました。敷地の中にイトーヨーカ
ドーがありますし、歩いて３分くらいで
丸井があります。買い物には非常に便利
なのかなと思っています。
現在も、坪単価で200万円を維持して
いるマンションです。理由は、初期の分
譲のころは抽選など大変だったらしいの
鈴木寿一郎氏
ですが、最初に入居された方々が、住み
続けられている、またその息子さん娘さんがパークシティ内で
別部屋を購入され２世代で住まわれているかたが130世帯くら
いいると推測しています。つまり、
空き部屋がでるとローカル、
それもパークシティ内でも消費されてしまうので、流通性がと
ても低いということが、価格が維持されている大きな理由の一
つだと思います。
◇
管理組合は区分所有者の集まりですけども、大規模なので
ちょっと変わっています。
毎月１回合同会議というものをやっています。12棟ある各
住棟の会合と、理事会の会合を２つやらなければいけないので
すけども、似たようなことをやっているので、先人の知恵で合
同会議と名付けて、月１回、住棟の会議と理事会と…さらに年
１回の総会も２段積みで、午前中に住棟総会をやって、午後に
管理組合総会をやるようなことになっています。
管理組合には今、７つ委員会があって、修繕分科会、防災・
防犯分科会、環境分科会、財政分科会、規約総務分科会、広報
分科会、それと昨年管理会社を変えたので、委託業務分科会が
この合同会議にぶら下がっています。
このマンションの強みといえるのは、さらに専門的な組織が
ありまして、
修繕分科会の下に修繕委員会というものがあって、
環境分科会の下に植栽委員会、ペット・ファミリークラブ、広
報分科会の下にホームページ委員会がぶら下がっています。
◇

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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私は平成24年度に理事長をやり、翌年は理事長補佐と広報

修繕委員会自体、当時は尊敬されていなかったところがあっ

担当をやりました。ただ、理事就任に当たって、これまで一度

て、そんなの管理会社にやらせろ的な発想があってですね、
「そ

も総会に出たこともなければ、大規模修繕の住民説明会とかに

れは住民がやるべきことなのだから、修繕委員会を尊敬すべき

も１度も出たことがなく、また欠席裁判で理事長を命じられま

だ」というキャンペーンをはりました。

して、これはもう逃げ出すしかないと、本当に引越しを考えま

今でもボランティアで活動されている委員の方たちには大尊

した。
そこでやる気になった理由は、修繕委員会に人格の優れた、
本当に素晴らしい方がいたのです。この方にマンションの思い
をお話しいただいて、こんな人がいるならやらなければならな
いと思ったのが一つ。もう一つが、同時に僕と同じジェネレー
ションの方が５人集まったということで、スイッチが入りまし
た。
そこからは管理組合フリーク的に埋没していったというとこ
ろです。
30年も経っていると、過去を否定する気はありませんが、
なにかこう、凝り固まってきちゃうんですよね。そういうこと
もあり、過去の風習・習慣にとらわれず、摩擦を恐れず、改革・
改善の実行をはじめました。
理事長として実行したことで大きかったのは管理組合の任期
の複数年化です。世帯数が多く全住民に役員を経験させたいの
で単年度主義だったのです。
でも理事になったところで１年じゃ何もできないですね。そ
こで、継続役員制度というのを無理やり導入しまして、当時の
理事10人くらいが２年目も継続しました。
経験して個人的な感想としては、色々な改革・施策を実行す
るには４年間程度理事、理事長やらないと達成出来ないと思い
ます。
◇
コミュニケーションはすごく大事だと思っていて、ホーム
ページをつくり、委員会も新設しました。
自治会の組織とのコミュニケーションがまったくなかったの
で、自治会の月次の会議に理事長が出て行って、こちらの合同
会議にも自治会長が出るということをやって、これでずいぶん
コミュニケーションは改善したかなと思います。
自治会イベントには管理組合役員が協力するし、管理組合活
動も自治会がフォローするという現象はとても実務的に効果が
あったと思います。
約10億円かけて排水管工事もやりましたが、これも結構た
いへんで、各家庭も３、４日排水制限があったりしました。こ
のとき、住民説明会をやりましたが、理事会や修繕委員に対し
て住民の質問者が糾弾的なのですよね。
責める口調なんです。理事の順番が変われば逆の立場なのだ
から、それはおかしいだろという話を結構して、そのカルチャー
は少しは治ったのかなと思っています。

敬をしています。修繕委員会の地位向上をしました。
◇
その他の取り組みでは、住民表彰制度を作りました。
これはみなさん良い制度だと思うので、是非みなさんにもご
活用いただければと思います。簡単に言うと総会の頭でマン
ションに貢献した人を表彰するという制度です。表彰状と記念
品（数千円）で済むのでコストパフォーマンスもよいし、修繕
委員長、管理会社の所長、そのほか、みどりのおばさんを30
年やっている人がいて、
この人を総会に呼んで拍手してあげて、
おばさん感激して泣いちゃってしょうがなかったんですけど、
こういう褒める制度はコスパもいいし、他のマンションでもや
ればいいのかなと思います。
◇
住民それぞれ事情があります。現役世代なら仕事、高齢者な
ら健康、介護、若い世帯は子育て、住民いろいろな事情があり
ます。
私の意見は、少しでも地域にかかわること、軽くてもよいか
らみんなができる範囲でかかわっていたほうが、そのコミュニ
ティーは良くなると思っています。
「なんと言ってもコミュニ
ケーションに尽きる！！」
。それが結論です。
普通の人はたいがい理事長も理事、専門委員もやりたくない
ですよね。ただ逆説的に組合の活動が好きな人がいます。これ
が結構やっかいで、能力があって視野が広くコミュニケ―ショ
ンが上手い方だと良いのですが、中には組合活動が好きで、そ
のような資質が無い人がいるのも事実です。
理想としては、健康的な理事長選挙が実施できれば良いと思
います、ある程度人望がないと人はついてきませんし、それな
りの企業含めた組織の管理職経験者が適していると思います。
理事長経験の感想をいうと、
失ったものは当時の時間ですね。
２年間、土日は平日より忙しかったような記憶があります。
得たものは仕事と
か趣味以外で、良き
知り合い・友人が増
えたことというとこ
ろです。あと、当然
ですけれども、自分
が住んでいる住居の
理解が進んだという
ことです。
パークシティ溝の口

「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

06-6232-5033

092-436-1388

2018.1.5

052-212-5210
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ペット飼育禁止マンション
2代目購入の賃貸人と所有者を提訴

─────
判例の広場
─────

2016.3.18

犬猫等のペット飼育禁止マンションにおいて、管理組合は隠
れてペットを飼っていた飼育者に対し、現在のペットを登録し、
１代限りという条件で飼育を認めることにしました。
それにも関わらず２代目も購入した賃借人と、その住戸の区
分所有者に対して管理組合が訴訟を起こした事案です。
事案の舞台は、東京都中央区の15階建てのマンションで、
当初の管理規約では、小鳥および魚類以外の動物の飼育禁止に
ついて定義していました。
ただ、ペット飼育をしている人が目立つようになったことか
ら、規約違反の犬猫等のペットも登録すれば、そのペット一代
限りを条件に飼育を認めるよう総会決議が行われました。
ところが被告の賃借人は登録した小型犬が死亡した後も、新
たな犬（２代目）を購入し、飼育を始めたのです。
このため、管理組合は管理規約において犬の飼育が禁止して
いることを理由に飼育の中止を文書で申し入れました。
管理組合が裁判で訴えた主張は、①賃借人に対し、管理規約
に基づき、現在飼育中の犬の飼育の中止を求めること、②住戸
の区分所有者に対し、賃借人に管理規約順守義務があるとして
犬の飼育の中止を求めること等です。
これに対して賃借人は、多くの居住者が管理規約に違反して

東京地裁

ペットを飼育している、他の飼育者には訴訟提起しないのに自
分だけに対する訴訟は権利濫用であるなどと反論。区分所有者
も、賃借人に対する規約順守義務は努力義務にすぎない、前区
分所有者から本件住戸を購入し、
賃貸人の地位を継承したため、
賃貸借契約の解除は難しいと主張しました。
裁判所はマンションの居室内で犬の飼育禁止を命ずる判断を
下しました。賃借人が２代目のペットとの生活を継続したいの
であれば、本件マンションからの転居等により実現可能である
ので、管理組合の請求が過酷なものとはいえないというもので
す。
区分所有者の主張にも、規約順守は借家人に対しても義務・
責任があると退けました。
人々が集まって住むのがマンションですから、そのマンショ
ンのルールが守れなければ、転居するしかないと思います。住
民間での訴訟などは起こしたくないのが人の感情でしょうが、
きちんとルールを守る人が馬鹿を見るようなことは許されませ
ん。
「２代目はダメ」と決めたことに対する、今回の管理組合の
毅然とした態度はりっぱなものだと言えるでしょう。

明けましておめでとうございます

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。
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

〒541−0042 大阪市中央区今橋 2 丁目６−14
TEL: 06−6203−5701 FAX: 06−6203−5603
http://www.kansai.co.jp
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大規模修繕から給排水設備改修まで
公正・中立的に設計コンサルタントを紹介いたします。

一般社団法人
修繕コンサルタント紹介センター
〒160−0023 東京都新宿区西新宿８−12−１ サンパレス新宿 603
TEL：03−6304−0278 FAX：03−6304−0279
E-mail: info@zenken-center.com
http://www.syuzensekkei.info

一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」

大規模修繕工事の優秀な
設計コンサルタントを紹介します！
一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」は毎月13,000ものマンション管理組合に配布している情報誌『大規模修
繕工事新聞』と全面的に提携し、第三者の立場から中立に、客観的に設計コンサルタントを審査し、業績・口コミなど
を考慮しながら、優秀で安心できる修繕設計会社を選定、管理組合に紹介する機関です。

一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」は中立な立場で優秀な修繕設計コンサル専門の会社を紹介する機関です。
「設計・監理コンサルタント」は１級建築士事務所に委託するのが普通です。

しかし、１級建築士事務所は「新築の建物」を対象とするところが大部分で、「マンションの大規模修繕工事」を
専門にしているところは少数です。

その少数の設計事務所の中でも、実績を多く持ち、ノウハウを蓄積し信頼できるところはさらに少数です。

修繕設計専門の会社は規模が小さいところが多く、税理士や弁護士と同じように大々的な広告はしていません。
ほとんどが口コミで知られる程度で、マンション管理組合にとって圧倒的に情報が不足しています。

そこで、設計コンサルタント探しにお悩みの管理組合は、一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」に
お問い合わせください。大規模修繕工事の優秀な設計コンサルタントを紹介します！

紹介の申し込み方法

当センターは「マンション大規模修繕工事における修繕設計コンサルタントの普
及を目的に設立した一般社団法人」です。会費や紹介料等の費用は一切不要です。

一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」
申し込み先

〒160−0023 東京都新宿区西新宿８−12−１ サンパレス新宿603
FAX：03−6304−0279
TEL：03−6304−0278
E-mai：info@zenken-center.com
URL：http://www.syuzensekkei.info

申し込み時に教えていただきたいこと
①マンション名・住所 ②築年数 ③戸数と階数 ④今までの大規模修繕工事の回数 ⑤今後の大規模修繕工事
の計画時期 ⑥委託している管理会社名 ⑦設計コンサルタントへの希望事項 ⑧ご担当者名 ⑨連絡先
※電話・メール・FAX・郵便何でもOKです。

2018.1.5
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教えて！管理組合交流相談室
Q52

民泊トラブル事例を教えて

住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行されますが、うち
のマンションではまるで対応策がなく、実際にトラブル
になったときに怖い思いをするのではないかと不安です。

ベストアンサーに選ばれた回答
管理規約を「民泊禁止」に改正
保健所に相談、警告文書も送付

３月15日から。保健所は区分所有者に対し、違法民泊を
実施している場合は、民泊申請をしても許可しない内容
と、警告文書を送付し、今後の対応を検討することにし
ました。
今後は、管理組合としてしっかりと「民泊禁止」の管
理規約を周知し、住宅宿泊事業法の施行後に違反した場
合、どのように罰則が適用されて違法民泊が解消される
のかを見極めていく必要があると思っています。
＜参考＞北 海道マンション管理組合連合会『道マンショ
ン連合会通信』第124号

うちのマンションでこのたび、ある住戸でリフォーム
がはじまりました。
入居届けをみると、区分所有者本人ではなく、賃借人
２人の記入がありました。理事会で「おかしいな」と思
い、区分所有者に「民泊ですか？」と問い合わせたところ、

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

回答なし。こうしたことから、管理組合は、シェアハウス・
民泊等の禁止を目的とした管理規約改正を決議しました。
しかし、その後も外国人旅行者の出入りが目に余った
ので、保健所に相談。区分所有者は職員の質問に対して、
宿泊施設・民宿を貸し出す人向けのウェブサイトAirbnb
（エアビーアンドビー）の仲介で宿泊させていることを認
めました。
住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業者としての申請は
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東海塗装株式会社
リニューアル事業部

マンションの価値は
「資産価値」
から
「居住価値」へ
マンションの資産価値
が上がるとか落ちる―な
んてことをよく耳にしま
すが、「資産価値」ってな
ん で し ょ う？ そ も そ も あ
なたにとって、
「資産価値」
は重要なことでしょうか。
「資産価値の９割は立地
条件で決まります」
「眺望の優れた高層物件や共用施設が充実した物件な
ど、セールスポイントのある物件は値下がりしにくい」
「いくらで貸せるのか、インターネットで家賃相場を調
べることで収益力をみて、資産価値を推測することがで
きます」
以上、とあるフリーペーパーからの抜粋です。
とはいえ、「私、おととしから35年ローンです。老後
もここに住むつもりです」というアラフォーの既婚男性。
彼にとってみれば、フリーペーパーのいう「資産価値」
なんてまったく意味がない。売ったり貸したりしなけれ
ば、資産価値は関係ないのです。
◇
そこで最近、はやりのワードが「居住価値」です。
横須賀のニュータウンにあるAマンション（300戸）で
は、新築マンション特有の空き巣が多発しました。居住
者同士、だれも顔見知りはいないのです。そこで「あい

おかげさまで創業

さつ運動」を開始。今では防災活動やさまざまなサーク
ルで住民同士がみんな顔見知りになり、
「事実、同じニュー
タウンの他のマンションより不動産屋での販売価格が上
がっている」と分譲当時の理事長が得意気に話していま
す。
川崎市のBマンションは、32戸の小規模物件。ここの理
事長も「昔の日本の村落って、だいたい30世帯でできて
いたらしい。だから物事を決めたりするには30世帯くら
いがちょうどいいんですよ」
と、
これまた得意気。マンショ
ン内で野球チームをつくったり、ゴルフにいったりして
いるそうです。
埼玉の奥地にある築40年の大型団地（700戸）では「こ
こに資産価値があるわけない」と割り切って、広い敷地
を利用してりっぱな丸太小屋を作ったり、かまどを作っ
たり。また近隣の川の掃除を行ったり。
「もはや生きがい」
と理事長。団地内の小修繕はたいがい管理組合で直して
しまうそうです。そうして楽しんでいるうちに、不思議
と若い世帯の入居が増加してきたといいます。
◇
「終の棲家にしたい」と考えている人は、より積極的に
コミュニティに関わるべきでしょう。
「うちのマンション
はいい」って得意気に話す人がいるのだから、それなり
の苦労に見合ったこともあるようですよ。
それこそ「居住価値」といえるのではないでしょうか。

111年

http://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jp

2018.1.5

〒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
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3/25（日）

日

時

会

場 ㈱住宅あんしん保証本社会議室

13：30 〜17：00

参加費 無料
講

師

定

員 30名

第 1 部：㈱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）
第 2 部：㈱ KAI 設計
菅 純一郎 代表取締役社長

●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。

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

大規模修繕工事 第 回セミナー
大反響！コンサルタント・
管理会社との付き合い方特集 第２弾

テーマ ①コンサルタントと管理会社の本質解剖
②事例から学ぶ成功例、失敗例
③理事長のリスクを徹底研究

33

E-mail：info@zenken-center.com

大規模修繕工事見積参加者募集
【物件概要】
・発 注 者：朝日シティパリオ所沢管理組合
・住
所：埼玉県所沢市有楽町２−10
・建物構造：ＲＣ造地上７階建て・45戸
【応募条件】
①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、監理技術者を週３回以上常駐させることがで
きる③資本金１億円以上。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評点）が900点
以上、経営状況評定（Y評点）が900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
12

1 ／ 31締切

の大規模修繕工事（5,000万円以上）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】
2018年１月31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

緊急連絡！
大規模修繕工事新聞の電子版移行に
伴うメルアド登録のお願い
「大規模修繕工事新聞」は、おかげさまで、まもなく発行100号を迎えま
す。今般「電子版」をリニューアル発行することになりました。
なお、リニューアルした「大規模修繕工事新聞」電子版は、全国どこから
でも無料で閲覧出来るようになりました。

電子版のメリット！

マンション
住民全員の
情報の共有
全住民が情報を
共有することで、
役員交代が
スムースに
出来ます！

新聞紙を
整理・管理
廃棄する
面倒は
ありません。

新聞を
マンション全戸に
回覧したり
掲示する必要が
なくなります。
大規模修繕工事に
おける
住民の合意形成が
スムースに
なります。

メルアド登録

http://daikibo.jp.net/dregi

電子版書棚

http://daikibo.jp.net/den/

●記事検索が出来るようになりました。
●必要な記事（部分）を切り取り
（スクラップ）保存できるようになりました。
●表示画面が必要十分なものだけになり、すっきりしました。
●表示速度、頁めくり速度が速くなりました。
●スマホでの閲覧が読みやすくなりました。
●紙面の拡大縮小がスムースにできるようになりました。
東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿603

一般社団法人全国建物調査診断センター内

大規模修繕工事新聞編集部

今すぐ申込み下さい。

http://daikibo.jp.net/dregi
●大規模修繕工事に関する情報満載
●管理組合役員の悩み解決
●マンション住民との大規模修繕工事に関する情報の共有
●大規模修繕工事の事例満載
●政府や関連団体の大規模修繕工事に関するニュース速報
●紙上相談および回答など質疑応答もできます。
●有益コラムも好評！
●毎月３万件以上に無料配信しています。
●登録・解除、
自由です。
●紙媒体の３日前に配信。

水性反応硬化形ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料

高耐候

完全水系工法

防カビ・防藻

超低汚染

強力な付着性

高光沢

4つの技術で紫外線から外壁を護る

「ラジカル」の発生と活動を抑えることで、塗料の耐久性を飛躍的に向上させます。
高性能シリコンレジン

超強力な結合エネルギーを持つ国産「高性能
シリコンレジン」で紫外線劣化を阻止

UVトラップ

「高性能シリコンレジン」
をすり抜けた紫外線を
「ＵＶトラップ」
で無害化

ラジカルバリヤコート

酸化チタンへの紫外線到達を阻止しラジカル
発生を抑制

HALSラジカルキャッチャー

極微量すり抜けた紫外線によって発生した
ラジカルは、HALSラジカルキャッチャーで
捕獲し全て無害化

UV

UV

ラジカルキャッチャー

ラジカルバリヤコート

(紫
外
線
)

UV

ラジカル
UVトラップ

シリコンレジン

ラジカル

酸化チタン

下 塗
旧塗膜

これらの技術でフッソ樹脂塗料同等レベルの耐候性を実現！
！
塗料の種類

塗り替えサイクルコスト
塗替回数

高い
フッソ
樹脂塗料
シリコン
樹脂塗料

アレス
ダイナミック

耐
候
性
が
良
い

ウレタン
樹脂塗料
アクリル
樹脂塗料

安い

5

従来フッソ樹脂塗料

10

平均的塗替周期（年）

15

【お問い合わせ】

15年

2回

15年

15年

2回

10年

従来シリコン樹脂塗料

10年

8年

従来ウレタン樹脂塗料
8

15年

0

0 3 ‒5 7 11‒8904

8年
10

8年

塗替周期(年)

3回

10年

4回

8年

20

関西ペイント販売株式会社 建築塗料販売本部
東京都大田区南六郷 丁目 〒 -

30
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