
工事説明会　4年6月18日（土）（第1回）、6月19日（日）（第2回・第3回）実施

第1回工事説明会　令和4年6月18日（土）14：00～16：40　

Q-１ バルコニーの洗濯干し等の制限はどのように考えればよいのか。

A： 壁補修、シーリング、防水補修等で断続的な作業があります。作業開始の1週間程度前に

広報等で連絡します。洗濯干しの情報等を確認してください。

Q-２ 私の住まいは第2工区に当たるがバルコニーは防水工事等の期間使用できないのか。

上から工事を進めるようだが3階の工事は後になるのか。

A： 工程表は全体期間で表示していますので、詳細な工程については今後お知らせします。

事前の情報をご確認いただきますようお願いします。上から順に下階に移動していきます

ので、3階は後半になります。

Q-3 縦や横のひび割れは工事されるものと考えて良いか。

A： 弊社で全ヶ所調査を行い、ひび割れの補修を行います。

Q-４ なぜ共用廊下の床工事は部分補修なのか。全体を貼替えて工事をおこなった方が良い。

次回の大規模修繕工事まで13年も経過したらみすぼらしくなってしまう。次回の

大規模修繕工事まで問題ないのか。

A： 今回の工事は足場を設置しないと補修工事のできない箇所、緊急性のある個所を対象と

しています。事前の調査で共用廊下床の劣化範囲は数％であり、また足場が無くても

貼替等の工事が出来るため部分的な補修工事としています。傷みが少ないのに全部やるのは

もったいないと考えます。

Q-５ 作業員の熱中症対策についてどのようなことを行うのか。

A： 作業員への注意喚起、詰所の冷房装置、給水等の準備を行います。また休憩や体調管理に

注意します。皆様方と接触しない屋上・屋外・ゴンドラ内ではマスクを外して作業をおこ

なうことで熱中症予防を行います。

Q-６ 台風等に備えての対策はどのようになるか。

A： 事前に予報等で確認を行い足場養生シートは縛り付け、ゴンドラは着床床に固定します。

台風時は社員が夜間も現場に待機することになります。

Q-７ エアコンの使用できない期間はあるのか。

A： エアコンは工事期間中、使用できるようにします。

Q-８ 質疑事項はポストに投函とあるが、Ｅメールを使えるようにできないか。

A： 現段階ではＥメールの使用の予定はありませんが、今後要望があれば検討します。

Q-9 呉光塗装は内部を含めた全体を調べたのか、免震設備関連は検討したのか。

この建物は免震設備があることで価値が高まっていると思っている。

A： （管理組合）免震関連は今回工事に含んでいません。定期点検を10年間行ってきています。

東日本大震災後に点検し異常の無いことを確認しています。今後は5年ごとの定期点検と

する予定でいます。

Q-10 エントランスに掲示板をそれぞれ設置するのか、当マンションはホームページを持って

いるのでデジタル化はできないのか。

A： 各棟のエントランスに掲示板を設置します。洗濯物情報はインスタグラムで発信します。

住民専用のホームページを使用させていただけるか管理組合様と協議させていただきます。
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Q-11 屋外機の移動費負担が個人となっているのはおかしい。

A： 全数の調査を行います。冷媒管の長さが室外機を20ｃｍ程度動かす余裕がない場合は

個別に連絡します。数としてそんなに多くは無いと考えています。

Q-12 各自が電気屋さん等に連絡し対応するのは大変なので呉光さんでまとめて面倒を見て

欲しい。バルコニーの壁の塗装は工事に含んでいなかったのではないか。

A： （管理組合）呉光塗装さんとエアコンの移動等について調整します。コストが安くなる

様にお願いしたい。バルコニー外壁の塗装については呉光塗装さんと施工の打合せの結果

簡易な塗装（美装）を行うことを本日の理事会で決めたところです。

Q-13 工事全体の基本的な考え方を説明して欲しい。どのくらい先までのことを考えて検討

しているのか。機能的なことの考え方や実施することや先延ばしする内容等は住民に

周知してあるのか。予算ありきで決めたのではないか。

A： （管理組合）大規模修繕工事の計画に基づき理事会・修繕委員会で工事項目を検討し、実施

する内容、先延ばしできる工事を選別している。この工事は次回、これは大規模の中間でも

工事可能等判断した。監理会社のT. D. Ｓに依頼し今回の工事範囲を決めた。

Q-14 今回の工事終了までに今後の修繕計画を示してほしい

A： （管理組合）承知した。

Q-15 免震装置は定期点検だけでなくいつまで持つのか等、その先を見込んでぜひ検討して

欲しい。

A： （管理組合）免震装置は今回の工事に含んでいない。免震装置の寿命は建物の寿命と同程度

と言われている。免震ゴムと鋼材がサンドイッチ状に構成され、ゴム製の保護材巻となって

いる。海外の事例では100年を経過しても問題ないとの情報がある。

Q-16 安全管理でゴンドラのガイドレールが建物に固定されるようになっているが、剛構造に

なる恐れはないのか。また3階までの足場は免震床と地盤をまたぐような設置には

A： アドバイスありがとうございます。1～3階床までの足場は免震床に乗せています。地面と

免震床をまたいで設置しません。

Q-17 アンケートでバルコニーのひび割れ等を問うているが、素人判断でしか無い。プロと

しての調査は行うのか。全住戸にアナウンスして調査を行って欲しい。

A： 居住者の方が気になる箇所について記入していただくためのアンケートです。T. Ｄ. Ｓや

呉光は事前にサンプリングで調査を行い工事範囲の設定を行いました。今後全住戸の

調査を行い補修箇所をマーキングし、工事対応を行います。

Q-18 バルコニー床にタイルが敷いてある。マンション購入時にオプションで購入した。

思い入れがあり撤去・処分は悲しい。剥がして復旧までやっていただきたい。

A： 現地確認のうえできるだけご協力させていただきます。

Q-19 エアコン室外機の件で悩んでいる。説明書の写真の3つに該当する。全住戸確認して

からで間にあうのか。

A： 工事には間に合うようにします。調査し冷媒管の長さが不足で工事が必要となり工事後

再移動する場合はお手伝いさせていただきます。

Q-20 エアコン室外機の冷媒管が短いようです。延長する場合どのくらいの長さにすれば

足りるのか、直前で間に合うのか。業者の手配や斡旋はしてもらえるのか。

A： 設置状況にもよりますが、20ｃｍ程度エアコン室外機をずらしことが出来れば工事はでき

ます。エアコンは延長接続して使用できます。はずしっぱなしではありません。

なっていないか
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Q-21 網戸を外しておく時間はどのくらいか。1日で工事は終わるのか。1番暑い時期に工事

となるため、居住者の熱中症が心配です。

A： 段階的に工事を進めていきますので、1週間～10日程度網戸は取外していただくように

なります。エアコンは使用できます。よろしくお願いします。

Q-2２ コンクリートやタイルの補修工事を行う基準は何に基づいているのか。共通基準が

無いとまずいのではないか。この壁は補修を行い、よその壁は補修していない等が

あっては困る。

A： 公共工事標準仕様書に従って補修工事を行います。0.3ｍｍ未満の割れも補修の対象と

なります。（※0.3ｍｍ未満：フィラー処理、0.3ｍｍ以上：Ｕカットシール）

調査しマーキング、監理者検査や管理組合検査を受けてから補修工事を実施しますので

バラツキはありません。

Q-23 塗装は水性と油性を使用すると説明があったが、駐車場地下の資材置き場の防火対策、

火災予防対策はどのように行うのか。

A： 資材保管数量管理、消火器設備を行います。現場事務所や詰所は不燃構造の材料を使用

します。

Q-24 足場の防犯対策の件で、子供の侵入防止や夜間の対策はどのように考えているか。

A： 足場の出入口はオートロック式扉とします。また足場の最下段は1.8ｍ高さの金網製と

します。センサー等を設置し足場内には関係者以外は入れない対策を行います。

Q-25 共用廊下のエアコン室外機をずらす程度なら自分でもできるが、やってもらえるのか、

自分でやるのか。13年使用しており配管等の劣化が心配だ。注意してやって欲しい。

A： 全住戸の調査を行い、移動が必要な場合は個別に連絡します。その際弊社がお手伝いする

のか、外部に依頼するのか相談したいと考えます。よろしくお願いします。

Q-26 エアコン室外機に関する疑問が多く質問されている。説明ではエアコンは使用でき

ない期間は無いと言われたが、資料では使用できなくなると書いてある。32ページ

の内容が判りにくい。わかりやすく修正し差し替えてほしい。エアコンの冷媒管延長

対応は電気業者に個人個人が連絡し対応して欲しいとあるが、呉光塗装に対応して

もらえると判断していいのか。

A： 工事説明資料で該当する箇所は修正し差替えとします。エアコン室外機の小移動はお手伝い

します。全住戸を調査し工事の必要な住戸の方に連絡します。冷媒管延長対応は個人負担

となります。弊社の関連電気業者が対応できるよう検討します。住戸隔て壁に設置の室外機

もスライド金具等を使用し検討を行います。

Q-27 エコキュートの移動は難しいのではないか。

A： 足場設置後に調査を行います。

Q-28 機械式駐車場で最近停止してしまい、緊急対応をしてもらった。オーバーホールは

行わないのか。点検は行っているようだが、法令基準があれば説明して欲しい。

点検の基準は。

A： （管理組合）今回オーバーホールは予定していない。定期点検は実施しているが、法定

基準内容は判らない。必要に合わせて行っている。

Q-29 工事の際、移動の必要はあるのか、連絡は貰えるのか。

A： 移動は必要となります。時期や移動先が決まりましたら事前にご連絡します。

Q-30 自宅のバルコニーや玄関前の工事連絡は1週間よりも早く伝えてほしい。また

パソコンで連絡情報を確認できるようにしてほしい。

A： 承知しました。情報連絡は掲示、お知らせをポストに投函、さらに管理組合様と打ち合

わせのうえ、ホームページの利用の検討を行っています。
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Q-31 ゴンドラでの工事が無いときはバルコニーの使用は可能か。

A： 作業を行っていない時、バルコニーの使用はできます。

Q-32 私用で不定期に5～14日間程度不在になる。在宅しなければならないのは玄関扉枠

の塗装工事のみと考えて良いか。連絡がうまく取合えるか心配だ。

A： 玄関扉脇塗装工事のみ在宅をお願いします。2～3週間前にご連絡し、ご都合の良い日に

あわせて調整を行います。

Q-33 給排水や電気関係の大規模修繕工事の計画はどうなっているのか。時期は決まって

いるのか。

A： （管理組合）長期修繕工事計画の中で計画対応を行っている。今回は予定していない。

ポンプ等は35期頃に工事を予定している。ほかにセキュリテイ等をどのようにして

行くかを含めて検討中である。

Q-34 塗装はペンキを塗るだけか、腐蝕箇所は無いのか。鉄部に腐蝕があると説明していた

が、塗装だけでなく部材交換等の補修は行わないのか。

A： 今回調査を何回か行いましたが、腐蝕はほとんどありません。参番館エレベーター三方枠

足元等確認した箇所は補修します。

Q-35 作業員は詰所から作業ルートで移動し、マンションのセキュリテイを通り抜けて行き

来するのか。開けっ放しにはできないが鍵を渡して出入りを行うのか。

A： オートロックについては鍵をお借りし、各業種の職長に鍵を渡し出入りすることになりま

すので開けっ放しにはなりません。

Q-36 館内には入れる鍵か。

A： 建物内に出入りできる鍵を持たせます。

Q-37 1日の作業終了時、ゴンドラの位置はどこか。

A： 最下階の足場（3階床レベル）の着床階に降ろします。

Q-38 換気の件だが、塗装工事でにおいが発生すると説明があった。24時間換気となって

いるが換気を止めたほうが良いのか。

A： 24時間換気は止めないで良いと考えています。においが気になるようでしたらエアコンを

動かすことや工事と反対側の窓を開けていただく等をお願いします。

Q-39 バルコニーの植木の移動はいつ頃までの期間となるのか。ゴンドラ設置・調査1週間

くらいと説明があったが、それまで置いておいてよいのか。処分した方が良いのか。

A： お住まいの工事は今年の7月中頃から始まります。工事股間中、ゴンドラ撤去までの期間は

屋外に設置の植栽置場に移動して保管をお願いします。それまではバルコニーに置かれて

おいても問題はありません。

Q-40 2階に住んでいるが、足場設置でどのくらいの期間黒いメッシュがあるのか。

真っ暗になるのか。

A： 1～3階床まで鋼製足場を設置します。2～3か月の間、足場養生の黒いメッシュシートが

あると思ってください。黒いメッシュシートの現物を提示し、視認性と光の透過性、

そこまで暗くはならないことを確認していただきました。

Q-41 植栽は日当たりのことを考えるとメッシュ内より移動した方が良いだろうか。

A： できれば屋外に設置する植栽置場に移動していただくようお願いします。

Q-42 植栽は室内に入れて置き、時々バルコニーに出すことは問題ないか。

A： 工事を行っていなければ問題ありません。
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Q-43 角部屋なのでバルコニーが2面ある。植木の移動は南側でゴンドラ作業時は東側に

移動、東側でゴンドラ作業の時は南側に移動することは問題ないか。

A： 移動していただけるのであれば問題ありません。

Q-44 角部屋に住んでいますので2面にバルコニーがあります。植木は工事していない側に

移動するすることは可能なのか。

A： 面毎に工事の時期がずれます。工事を行っていない側に移動していただくことは問題

ありません。

Q-45 バルコニーは2面でつながっているが、工事は面毎に行う計画なのか。

A： 面毎に工事を行う予定でいます。

Q-46 ビケ足場とは何か。

A： 鋼製足場のことです。

Q-47 工程表の第2期工事で6月に足場組立と記載してあるが、解体ではないか。

A： 間違いです。申し訳ありません。訂正をお願いします。

Q-48 駐車場駐車の移動時期、期間はどのくらいになるのか。

A： 移動をお願いすることになります。移動の時期や期間、移動先は調整中ですので決まり

ましたらご連絡します。

Q-49 説明書に大見出しでバルコニーは使えませんと表示していて、今日の説明では工事の

一定期間だけ使えないと言っている。数か月間使えないのか、お知らせ期間だけ使え

ないのか不明です。

A： 申し訳ありません。お知らせする期間だけがバルコニーが使用できなくなります。塗装

工事期間で約1週間～10日程度、そのほかに壁・床の補修やシーリング工事でバルコニー

の使用ができなくなります。

Q-50 洗濯もの情報が×となっている場合、窓を開けることもダメなのか。工事を行って

いない時は窓を少し開けてもよいのか。

A： 窓を開けることは問題ありません。ただ、作業員が出入りしたり左右・上下階で騒音や

においが気になる場合もありますのでよろしくお願いします。

Q-51 バルコニーに洗濯干しがある。移動は必要か。

A： 移動は必要ないと思いますが、調査し連絡します。

Q-52 以下の項目について、項目ごとに期間や該当範囲等を周知してもらえないか。

1.カーテンを閉める期間、2.バルコニーが使えない期間、3.洗濯物が干せない期間

4.塗装塗立て注意期間　　5.騒音が発生する期間　　　　6.高圧洗浄工事の期間

バルコニー調査し片付けが必要ない場合も、その旨を通知して欲しい。

A： 承知しました。事前に広報にてお知らせします。

Q-53 角部屋の方は植木の移動は南→東、東→南のようにバルコニー内で移動することで

良いのですね。

A： そのように考えていただいてかまいません。

Q-54 今日行った説明会のＱ＆Ａは記録し明示するのか。

A： （管理組合）本日欠席された方も確認できるようにするため、作成し明示する。

- 5 -



　パークハウスつくば研究学園（２２）大規模修繕工事　工事説明会　Q ＆ A

第2回工事説明会　令和4年6月1９日（日）10：00～1１：２0　

Q-１ 3階に住んでいるが、足場と黒いメッシュは工事期間中ずっとあるのか。

A： 3～4カ月間足場及び黒いメッシュシートがあります。3階床の高さまでを予定しています

ので、3階はメッシュシートはかからない予定です。

Q-2 足場やメッシュシートの設置はバルコニーに設置と説明されているが、1階のテラス

も同じになるのか。

A： 1階テラスも同じになります。

Q-3 共用廊下に面する窓は工事対象外か。

A： 共用廊下側窓廻りのシーリングの打替えは工事に含まれていません。外壁の塗装工事は

実施します。

Q-4 廊下側にあるエアコン室外機や給湯器はどのようにすればよいのか。

A： エアコン室外機移動の可能性はあります。工事開始に伴い、弊社で確認し移動の場合は

ご連絡します。

Q-5 エアコン室外機の件ですが、資料にあるように2段ラック式になっているので取外し

が必要では無いかと思うが、いつ頃までに取外さなければならないのか。仕事の

都合上休暇の調整や電気屋への工事依頼が難しい。

A： 足場設置後に1週間ほどで調査し、工事の必要な方に連絡します。連絡を受けてから

1～2週間程度で冷媒管延長等対応をお願いします。

Q-6 取外したエアコン室外機はどうなるのか。ラックは床に固定されているように思うが。

A： 冷媒管を延長し20ｃｍ程度壁から離れていれば大丈夫です。エアコンは使用できます。

ラックが固定されているかは調べたうえで連絡します。

Q-7 工程表の説明で南面と北面で工事の時期がずれると理解した。南側の植木をマン　

ションの規定内で北側に移動できると考えてよろしいか。

A： 移動は問題ないと思います。天候等により共用廊下側の工事を行うことがありますので

ご理解いただけますようお願いします。

Q-8 資材置場予定位置の近くに車を駐車しているが、移動する必要や使用制限があるか。

A： 移動や使用制限はありません。駐車場工事（漏水対策・塗装等）の際は、移動していた

だくことになります。その場合は事前に連絡を行います。

Q-9 廃材置き場の場所が駐車場にかかっているようだが問題はないか。

A： 来客用駐車場をお借りして廃材置場を設置します。

Q-10 説明された工程表は工事作業員用で、住民には判りにくい。住民目線で判りやすい

工程表を作って欲しい。

A： 承知しました。掲示する工程表やホームページにアップする工程表は皆様が判りやすい

ものにします。

Q-11 網戸の取外しができない。アンケートに取外しのお手伝いをする内容を追記して

欲しい。

A： アンケートへ追記の件承知しました。

Q-12 植木鉢の移動の件ですが、大きさで費用は違うのですか。大きいため室内への移動は

無理な状況なのだが。

A： 料金は基本的に一律です。弊社のスタッフができることは無償でお手伝いします。足場

設置後に確認させていただきます。
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Q-13 バルコニーが南面・東面にあるが、作業時期はずれるのか。ビニール等は二面同時に

無いと思ってよいのか。

A： 南面・東面で二面同時じ作業は行いません。養生シートも同時に設置することはありません。

シーリング、塗装等ずらして工事を進めることとなります。

Q-14 共用廊下の網戸は取外しが必要か。

A： 必要ありません。共用廊下側窓廻りのシーリング工事は対象外です。バルコニー側の網戸

は取外しが必要です。

Q-15 バルコニーの不用品処分で、植木の土は捨てられるのか。産業廃棄物のため個人で

処分するのはなかなかハードルが高い。

A： 管理組合様の了解を頂き、敷地内植栽帯の土の流出（陥没）箇所にまとめて埋めることと

なりました。弊社でまとめて処理します。

Q-16 足場組立後に調査し連絡すると説明があったが、各面でゴンドラ設置や工事の時期が

違うのか。

A： 参番館は第1工区ですので、東面の足場・ゴンドラ設置は7月中頃からとなります。その後

に調査し連絡を行います。

Q-17 黒いメッシュの設置期間は私の場合は10月から年末と考えてよいのか。

A： その通りです。

Q-18 自転車は移動してもらえるのか。

A： 皆様方に移動をお願いします。1週間程度前もって連絡します。工事の際に残されている

自転車は弊社が移動を行います。

Q-19 黒いメッシュの日中の明るさはどんな感じなのか。

A： 現物をお示しし、窓の外に仮設置し確認していただきました。

Q-20 自転車やバイクの移動先は自分で見つけて移動するのか。

A： 移動先の場所は現在調整中です。管理組合様から壱番館裏側を予定していると説明があり

ました。決まりましたら連絡します。バイクは半分ずつ移動して工事することも検討して

います。

Q-21 換気は24時間換気となっているが、どのくらいの時間塗装のにおいがあるのか。

A： 塗装を行った日はにおいが発生します。水性塗料ですのでそんなに強いにおいではないと

考えます。溶剤系の塗料はにおいが強いのですが、エアコンを運転していただければ

緩和できると思います。

Q-22 ガスレンジの排気を行うと自動的に換気口が給気となるが大丈夫だろうか。

A： 塗装工事と反対側の窓を開けていただいて、換気していただくようお願いします。

Q-23 車の移動の件ですが、塗装工事の場合ブロック毎に分けて作業を行うのか。移動期間

は何時間程度か。

A： 調整中のため詳細は説明できませんが、ある程度のブロックに分けて作業を行うことに

なります。移動期間は、雨樋の設置工事については1日程度、錆落とし、止水・塗装工事

は数日間となります。

Q-24 床・壁の工事は行わないのか。

A： 工事対象外となっています。

Q-25 車の区画ラインをはっきりさせてほしい。見にくいと感じる。

A： 管理組合様への要望事項となります。
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Q-26 植木の土を陥没箇所にまとめて処分すると説明があったが、構造上大事な箇所の

埋戻しの使われて大丈夫か心配である。

A： 現状植栽帯となっている部分の陥没箇所（土の流出箇所）にまとめて埋戻しを行います。

P10 仮設計画図に記載の廃材置き場の位置を変更します。

工事股間中は工事車輌の駐車や置場設置のため、来客用駐車場は減少します。来客用駐車

Ａは使用できますが、他の来客用駐車場は使用できなくなります。

皆様のご協力をお願いします。

第3回工事説明会　令和4年6月1９日（日）14：00～15：２0　

Q-1 ペットのことでお尋ねします。塗装のにおい等でどのくらい注意が必要なのか、

反対側の部屋に移した方が良いのかを知りたい。

A： 動物を飼育されている場合、できれば塗装等の工事の際は反対側のお部屋に移動して

いただければよろしいかと思います。

Q-2 自転車も移動が必要なのか。移動先は準備してもらえるのか。

A： 自転車の移動も必要となります。現在調整中ですが、移動先を準備して皆様に連絡します。

Q-3 移動の時期等について連絡を貰えるのか。

A： 移動時期については事前にお知らせします。

Q-4 エアコン室外機で工事が必要な場合の手配の件ですが、自分で手配することになる

のか、斡旋してもらえるのか。

A： 冷媒管の延長等が必要となった場合は、町の電気屋さんに手配されてもかまいませんし、

弊社の業者もいますので依頼していただくこともできます。

Q-5 工事の必要なお宅が多くて電気屋さんに工事の依頼が集中した場合、できないと

言われることはないでしょうか。

A： あらかじめ、前もって連絡します。移動する話をされていますが、弊社で移動か調査を

行います。移動の必要な場合は相談させていただきます。その後にどのようにして移動

かとなります。

Q-6 目安としてエアコン室外機は壁面からどのくらい離れていれば大丈夫なのか。

A： およそ20ｃｍくらい離れていれば大丈夫です。

Q-7 バルコニーの手摺部分に簡易的な物干しがある。元からあるものでは無いと思いま

すが、先ほどの説明でバルコニー2面の工事は同時に進めないとありましたので、

バルコニ—内で移動してもよいと考えて問題はないですか。

A： 元からある物でなく移動できる物干しであれば、移動していただくことは問題ありません。

Q-8 喫煙所は設置されるのか。においの点が心配なのですが。

A： 自走式駐車場の地下、作業員詰所を喫煙所とする予定です。窓・換気扇は道路側に設けます。

Q-9 植栽置場に水やりのためじょうろやバケツ等は用意していただけるのか。

A： 植栽置場の近くに給水場があるか確認します。じょうろやバケツは弊社で用意しますので

水やりは皆様にお願いします。

管理組合よりの連絡事項
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工事期間中、来客用駐車場はＡエリアを除き使用できなくなります。他の来客用

駐車場は工事用に使用しますので、居住者の方々にはご迷惑をおかけしますが

ご協力をお願いします。

上記は工事説明会での質疑を要約して取りまとめたQ＆Aです。

説明会にご参加下さいました皆様には厚く御礼申し上げます。

呉 光 塗 装 株 式 会 社

管理組合よりの連絡事項
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