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傾斜地立地のマンション
受水槽撤去跡にエレベーター新設
　２回目の大規模修繕工事。「今回は、付加価値による

財産の維持、美的環境の維持、この２つをコンセプトに

工事を実施した」と語るのは大規模修繕委員会の浅地究

委員長。

　給水システムを直結増圧方式に変更した。これまでは

水道本管から受水槽に貯水し、それを屋上にあげて高架

水槽から各戸に給水する方式だった。

　水槽の清掃や点検等の維持費用、衛生面などを考えて

水道本管の水が直接各戸に給水される

直結増圧方式を選択したという。

　付加価値はここで生まれる。不要と

なった受水槽を撤去し、その跡にエレ

ベーターを新設するのだ。

　マンションは傾斜地に立地する。エ

ントランスは3F。エレベーターも3F

から上階のものだけしかなかった。

　「これから10年もすれば住民が3Fの

エントランスまで階段を上がるのがつ

らくなるかもしれない。だから10年先

を見越して今3Fまでのエレベーター

を新設するのです」（浅地委員長）。

　既存エレベーターも全面改修し、油

圧式→ロープ式で機械室が不要とな

る。空いた部屋は理事会議事録や終戦

履歴など管理組合資料の書庫にする。

　File Data. 32　川崎・高津区／ライオンズマンション久末管理組合

工事データ　○工事名／ライオンズマンション久末
大規模修繕工事　○建物概要／ 1984（昭和59）年
竣工・RC造・地上９階・１棟・62戸　○発注者／
ライオンズマンション久末管理組合　○設計・監理
者／㈱ジャパン・ドラフティング一級建築士事務所
　○施工者／ SMCリフォーム㈱東京支店　○主な
工事内容／仮設／躯体補修／シーリング／外壁等塗
装／防水／電気設備／給水設備システム変更（高架
水槽方式→直結増圧方式）／エレベーター新設、既
存エレベーター更新／その他　○工事期間／ 2011
年６月27日～ 12月17日

管理組合

2011年6月の住民工事説明会の様子 受水槽を撤去した跡地にエレベーターを
設置する

1 ～ 3Fの新設エレベーター新設エレベーターの鉄骨組みを上から見たところ

不要になった3Fのエレベーター機械室は
管理組合資料の書庫に

3 ～ 7Fにあった既存エレベーターも全面改修

機械室のリフォームは大規模修繕を終えた
あと、開始したばかり

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
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質問者： 東京・豊島区　管理組合での役職なし（区分所

有者）2002年竣工・３棟・11階建て・約160戸

質問内容：理事長名で、建物の不具合に関する住民アン

ケートが回ってきました。２、３年のうちに大規模修繕

工事を行うそうです。住民の私からみると、築10年くら

いしか経過しておらず、また建物は修繕をしなければな

らないほど傷んでいるようにはみえず、むしろきれいな

マンションだと思っています。

　大規模修繕工事は長期計画によって以前から決まって

いたようですが、その計画通りにする必要があるのです

か？そもそも大規模修繕工事ってなぜやるのでしょう

か？

回答者：㈱英（はなぶさ）綜合企画設計

　　　　代表　島村利彦氏

回　答：大規模修繕工事は経年劣化部の性能、機能回復
工事です。

　鉄筋コンクリート造の建物は、温度によるコンクリー

ト自体の膨張と収縮の繰り返しをしています。そのため

ひび割れ等が発生し、コンクリートの強度や寿命に影響

を与えます。

　また、使用されている材料、例えば屋上防水材、防水

止水材、塗装材等永久的な耐久性、耐候性があるのでは

なく、ある一定期間にまとめて工事をする必要がありま

す。

　各材料の性能限度はそれぞれ異なりますが、マンショ

ンでは居住しながらの工事となるわけですから、建物外

部に足場を架けた時に出来る工事をまとめて修繕するこ

とが居住者の生活上の負担も少なくなりますし、コスト

の削減も計ることが可能です。

　もちろんご質問にあるように「以前から決まっていた

計画通りにする必要がある」わけではありません。

　建物の調査診断の結果や資金計画にもよって、実施年

度の考慮も必要と思います。

　質問・相談の採用者には寸志（図書券１万円分）をプ
レゼント！
　マンションの大規模修繕工事や設備改修工事などにつ
いて、わからないこと、悩んでいること、相談している
ことがありましたら必要事項を記入の上、郵便または電
子メール、FAXで下記まで送信してください。マンショ
ンの改修工事を多く手掛ける設計事務所の建築士等が問
題を解決いたします！
　質問内容は編集上、文章構成などを変更する場合があ
ります。ご了承ください。

質問者：東京・豊島区　理事長

　　　　2001年竣工・１棟・32戸

質問内容：管理会社の担当者から「そろそろ大規模修繕

工事の時期ですので、当社の技術者が簡易診断を行い、

概算見積もりを出しました」といって大まかな金額の入っ

たものを提出されました。

　マンション住民は建築関係に素人ばかりで、このまま

管理会社のいうとおりに工事を進めていいものか悩んで

います。

　他の管理組合では、大規模修繕工事をどんなところか

らはじめているのでしょうか？

回答者：㈱美幸建築企画　代表　荒川幸男氏
回答：質問者のマンションは32戸と小規模ですね。
　一般的な小規模マンションでは、修繕積立金のプール

が少ないにもかかわらず工事単価が高くなるなど、スケー

ルメリットの恩恵を受けられない状況にあります。

　また大規模マンションに比べて、住民に建築士がいる

だとか、建設会社に勤めているだとか、そうした管理組

合内部から人材・知恵を出すこともなかなか難しいとこ

ろが多いようです。

　現在、地方公共団体によっては大規模修繕工事などの

相談について、建築士やマンション管理士等の専門家派

遣制度を行っているところが少なくありません。

　また管理組合団体や業界団体でも相談や専門家の派遣、

診断業務などを行っています。

　各団体が催しているセミナーなどに参加して、参加者

の管理組合同士で情報交換をしてみるのもよいでしょう。

　まずは大規模修繕工事の情報を得ることですね。

　それから専門家にコンサルタントをお願いするなり、

管理会社と共同で工事をすすめるなど、管理組合として

選択をしてはいかがでしょうか。

大規模修繕工事ってなぜやるの？ 大規模修繕工事は何からはじめる？

大規模修繕
＋

設備改修

設計コンサ
ルに質問します !

○あて先：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７-19-22-305

　　　　　　　　　　  FAX. 03-6304-0279

　　　　　　　　　　  tatemonochosa@gmail.com

○採用者発表：
　紙面への掲載を持って代えさせていただきます。

　　※ 投稿者の個人情報につきましては、紙面掲載の場

合の寸志送付先名作成、あるいは読者層を図るデー

タ集計以外の目的には使用いたしません。

必要事項の記入
　○住所・マンション名・氏名・管理組合での役職
　○�マンションの竣工年・棟数・階数・総戸数
　　（わかる範囲で）
　○質問・相談内容

質問・相談について
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おかげさまで創業107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

　弊紙第26号（2012年２月５日号）で、マンションの大
規模修繕工事における「管理組合主導型見積もり方式」
を発表したところ、多くの反響、問い合わせが殺到して
おります。
　このため今号では図などを使い、ページを割いてもう
少しわかりやすくしてみました。参考にしてください。
　詳しい問い合わせ・申し込みは文末の一般社団法人　
全国建物調査診断センター（全建センター）までお願い
いたします。

　「管理組合主導型見積もり方式」の流れをもう少し具体
的に表して説明してほしいと思います。

　「管理組合主導型見積もり方式」の流れを図とフロー

チャートにしました。

管理組合主導型の見積もり方式

管理組合主導型見積り方式フローチャート

①調査依頼
　大規模修繕工事の際、管理組合は「見積もり支援団体」（全
建センター）に調査を依頼
　全建センターは「建物の工事範囲の面積や、個所の数量」
の現場調査を開始

②現場確認
　全建センターが、現場が図面通りであるかを確認する

③数量データの作成
　現場確認後、全建センターは図面から工事仕様が異なる
部位または工種ごとに、面積や数量を算出し、数量データ
を作成

④図面を色分け
　管理組合に理解してもらうため、図面にそれぞれの部位
を色分け

⑤見積数量書の作成
　全建センターは工事会社が仕様および見積もり金額を入
れられるよう書類「見積数量書」を作成

⑥料金支払い
　見積数量書ができた時点で「管理組合主導型見積もり方
式」への料金を請求。費用は建物規模によって異なる

⑦見積もり参加依頼
　管理組合はこの見積数量書を工事会社または設計会社に
提示し、参加する会社は見積もり金額を記入して管理組合
に提出する

⑧見積もり提出
　工事会社は管理組合作成の見積数量書に基づき、空欄に
金額を入れて見積書を作成する
※ 現行方式は見積もり参加会社によって各々数量を拾って

いるため、見積書にばらつきが生じる

⑨工事発注
　見積もり参加会社の中からヒアリングの実施なども含め
て管理組合で協議し、1社に工事を発注する

大規模修繕工事が変わる！
全建センターに

問い合わせ殺到の

読者からの質問 1

回　　答
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A社
工事会社

B社
工事会社

C社
工事会社

見積もり参加会社

⑦見積もり参加依頼

①見積もり支援の依頼
（調査依頼）

⑥料金支払い

②図面入手・現場調査
（確認）

④図面の色分け

⑤見積数量書の作成

③見積もり合わせ用
数量一覧表の提出

（数量データの作成）

⑧見積もり提出

⑦見積もり参加依頼

⑧見積もり提出

⑦見積もり参加依頼

⑧見積もり提出

⑨工事発注
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　見積もり段階での「数量」という意味がわかりません。
教えてください。

　例えば、外壁タイルのひび割れが北側の面だけで合計

○m、タイル浮き補修のために樹脂注入するのは○穴、タ

イル欠損個所補修○枚、バルコニー上裏の鉄筋露出個所

補修○個所、外壁高圧洗浄○㎡など、この○の部分に数

１． 管理組合の依頼により第三者の全建センターが

面積や数量を算出するので、工事会社主導型の

見積書に比べて、管理組合側が納得しやすい

２． 管理組合側が納得しやすければ、管理組合幹部

が一般組合員に説明しやすい

「管理組合主導型見積もり方式」管理組合・工事会社が得られるメリット
３．工事会社の数量調査のコストが削減できる

４． 複数の工事会社を公募し、相見積もりをさせる

場合、管理組合側からの数量に合わせて金額を

記入するだけなので、数量にばらつきがなくな

り、見積もり金額の比較がしやすくなる

字が入ってはじめて作業の手間がわかり、工事金額がつ

かめることになるわけです。

　現行では、この数量拾いは見積もり依頼をした会社が

各々行っているケースが少なくありません。そのため見

積もり項目を管理組合から提示をすれば、工事会社別の

バラツキもなくなり、正確で客観的な見積もりが提示さ

れると同時に、管理組合側の理解度もアップします。

お問い合わせ・お申し込み
一般社団法人　全国建物調査診断センター

☎03-6304-0278　FAX. 03-6304-0279　tatemonochosa@gmail.com
担当：矢部・佐久間

読者からの質問 2

回　　答
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事業名： 分譲マンション建替え・改修アドバイザー
制度利用助成

内　容：�「東京都分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度」

を利用し、建替えか改修かの検討を行う際、派遣料の

３分の２を助成する。

助成等：Aコース入門編

　　　　�　建替えか改修かの検討を進めていくために必要な法

律・税制・公的な支援などについてアドバイスする。�

　　　　　・�派遣料13,650円（１回２時間、要別途テキスト代）

　　　　　・助成金8,000円

　　　　Bコース検討書の作成

　　　　�　建替えか改修かの比較検討ができるように、当該マ

ンションの現況や法規制に関する確認を行い、検討書

（簡易な平面図や立面図等、費用概算など）を作成し

て説明する。

　　　　　①建替え・改修コース

　　　　　　・派遣料262,500 ～ 358,050円

　　　　　　・助成金166,000 ～ 227,000円

　　　　　②建替えコース

　　　　　　・派遣料185,850 ～ 241,500円

　　　　　　・助成金118,000 ～ 153,000円

　　　　　③改修コース

　　　　　　・派遣料85,050 ～ 124,950円

　　　　　　・助成金54,000 ～ 79,000円

事業名：・分譲マンションの耐震診断助成事業
　　　　・分譲マンションの耐震改修助成事業

内　容：�昭和56年５月31日以前に建築確認を受けて建築され

た建物の耐震化費用の一部を助成する。

助成等：・耐震診断費用の2/3、限度額100万円

　　　　・耐震改修工事費用の23%、限度額1,000万円

対　象：区内の管理組合

その他：・分譲マンション管理セミナーの開催（年１～２回）

事業名：・マンションなど木造以外の建物の耐震診断
　　　　・マンションなど木造以外の建物の耐震改修助成

内　容：�耐震性に不安のある方、耐震化を進めようと考えてい

る方は、まず耐震相談アドバイザーの派遣の申し込み

を行い、耐震診断や耐震改修が必要であればその一部

を助成する。

助成等：�（1）耐震相談アドバイザー派遣（無料）

　　　　（2）簡易診断（無料）

　　　　（3）精密診断の1/2を助成、かつ限度額150万円

　　　　（4）耐震改修の1/2を助成、かつ限度額2,500万円

対　象：�昭和56年５月以前に建てられた鉄筋コンクリート造

や鉄骨造などの構造の建物

事業名：マンション管理士派遣事業

内　容：�マンション管理士を無料で派遣し、マンションの維持

管理・大規模修繕・建替えなどの疑問やご相談につい

て、情報提供や助言を行う。

助成等：・無料

　　　　・�１つのマンションにつき、同一年度内で４回まで

　　　　・１回２時間

　　　　・原則２名１組で訪問

対　象：豊島区内に所在する分譲マンションの管理組合

　東京23区、東京都下、神奈川、千葉、埼玉の自治体の中からピックアップした、

主なマンション関連支援制度を数回に分けて紹介します。

マンション関連支援制度

● 杉 並 区 ●
　　　　　担当部署：建築課耐震改修担当
　　　　　　　　　　☎03-3312-2111（代表）

● 豊 島 区 ●
　　　　担当部署：都市整備部マンション担当課
　　　　　　　　　☎03-3981-1385

活 用 で き る 4
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事業名：マンション老朽度調査・アスベスト調査費用助成

内　容：�マンションの老朽度調査（劣化診断）またはアスベス

ト調査診断を行うマンション管理組合に費用の一部を

助成する。

助成等：老朽度調査（劣化診断）�

　　　　　補助額：調査費用の20％、限度額20万円

　　　　アスベストの調査診断

　　　　　補助額：診断費用の50％、限度額10万円

対　象：区内の管理組合

事業名：マンション耐震化支援事業

内　容：�専門アドバイザーを派遣して、耐震に関する相談や簡

易耐震診断行う。

助成等：区が全額負担

対　象：区内にある旧耐震基準分譲マンションの管理組合

事業名：マンション耐震化支援事業

内　容：�耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の費用の一部

を助成する。

助成等：・耐震診断費用の1/3、限度額100万円

　　　　・耐震改修設計費用の1/3、限度額100万円

　　　　・�耐震改修工事費用の1/3（延床面積等に応じて限度

額あり）

対　象：区内にある旧耐震基準分譲マンションの管理組合

その他：・分譲マンション管理セミナーの開催（年３回）
　　　　・分譲マンション管理無料相談
　　　　・�分譲マンション管理相談員派遣（無料・１回60分・

年度内２回まで）

事業名：・分譲マンション管理セミナーの開催
　　　　・ コンサルタント派遣制度（マンション

管理士派遣）

事業名：・分譲マンション大規模修繕アドバイザー派遣制度
　　　　・耐震化アドバイザー派遣制度

内　容：�建築士等を派遣し、大規模修繕や耐震化に関する技術

的支援や必要な区分所有者の合意形成、相談、情報提

供などを行う。

助成等：・区が全額負担

　　　　＜大規模修繕＞

　　　　　・�１回２時間以内、１つの分譲マンションにつき３

回まで

　　　　＜耐震化＞

　　　　　・１回２時間以内、１棟につき５回まで

対　象：区内に所在する分譲マンションの管理組合

事業名：・耐震診断経費助成�
　　　　・耐震改修工事助成

内　容：�建築物の耐震化の促進を図ることを目的として、建築

物の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事、建替え

工事および除却工事に必要な費用の一部を助成する。

助成等：・耐震診断費用の2/3、限度額100万円

　　　　・耐震補強設計費用の1/3、限度額100万円

　　　　・耐震改修工事費用の15%、限度額2,000万円

　　　　・�建替え・除却費用の1/3（5,000平方メートル超の部

分は1/6以内）、限度額2,000万円

対　象：区内の管理組合

　　　　実施期間：平成28年３月末まで

● 北 　 区 ●
　　　　　　担当部署：まちづくり部住宅課
　　　　　　　　　　　☎03-3908-9201

● 荒 川 区 ●
　　  担当部署：都市整備部住環境整備課
　　  　　　　　☎03-3802-3111 内線2826・2827

● 板 橋 区 ●
　担当部署：都市整備部住宅政策課　☎03-3579-2186
　　　　　　都市整備部建築指導課構造グループ
　　　　　　☎03-3579-2579
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◎リフォームのきっかけ
　築35年を迎え、天井への漏水事故が発生。その後、

上階キッチンの排水管からの漏水であることが判明

した。

　大規模修繕工事で共用部分の配管更新実施後で

あったが、専有部分の漏水への心配が募るようにな

り、リフォームを考えはじめた。

　また、そのほかにもサッシの老朽化が気になった

こともあり、今回のリフォームでは思い切ってスケ

ルトンリフォームを希望した。

　これまでの不安を払拭し、永住を目的とした安心

できる住まいへ再生する計画となった。

◎リフォームの内容・効果
　水回りやガス・電気設備など重要なインフラの更

新・断熱工事を実施することはもちろんのこと、空

調システム（ロスナイ）にもこだわり住宅性能の向

上を計画した。

　大きな間取り変更はないものの、オーダーのシス

テムキッチンや個性的な内装インテリアなど、お施

主様のこだわりが詰まった住居への再生工事がはじ

まった。

　漏水や躯体の劣化診断については客観的な確認の

ため、第三者診断による工事検査も組み込んだ。

　築35年のマンションリフォームをより安心できる

ものにすることができた。

◎お客様の声
　築35年でありながら、住宅性能・内装共に新築マ

ンション以上の住み心地の良さを実現できた。毎日

が新鮮でとても楽しく暮らしています。

オーダーのシステムキッチンや個性的な
内装インテリアを取り入れた　　　　　

スケルトン状態にして配管を新設。
下写真は第三者による解体検査　　

リフォーム前のリビングの様子

リフォーム後 リフォーム中 リフォーム前

築年のあるマンションリフォーム
ポイントは【生活価値】を上げること

● 専有部分リフォーム経験談リポート ●

お問い合わせ
株式会社LIXIL 営業カンパニー

特需営業3部 リフォーム特需東日本支店

リフォーム特需 第2営業所 営業2課

〒110-0015  東京都台東区東上野6-9-3

☎03-3842-7133　FAX.03-3842-7250

Email: hatah4@lixil.co.jp

◆ 住宅性能・内装共に新築マンション以上の住み心地の良さ ◆
　　　　安心できる住まいへの再生に向け

スケルトンリフォームを実施　　　　

●所在地：東京都目黒区　●構造：RC造　●築年数：35年

●リフォーム面積（専有面積）：63㎡　●工事期間：2.0 ヵ月　●家族構成：４人家族

物　件
概　要
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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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〒110-0015 東京都台東区東上野４－24－11 NBF上野ビル11F
TEL.03－5806－6711　FAX.03－5806－6721

03－5806－6711

　大規模修繕工事新聞の
編集を手掛けている㈲ラ
イフデザインでは３カ月
に１回、「かながわ管理
業者会」を横浜駅近くの
かながわ県民センター会
議室で開いています。
　写真右は２月９日に

行った第15回かながわ管理業者会の様子です。
　相模原中央総合法律事務所の小川敦司弁護士を講
師に迎えて「近年の裁判例から学ぶマンション管理
運営」をテーマに勉強会を開きました。
　参加した管理会社は12社約28人。毎回12～14社が
集って勉強会を開催しています。
　これまで『狙われるマンション』（朝日新聞出版）
等の著書があるノンフィクション作家の山岡淳一郎

氏（第14回）、NPO
全国マンション
管理組合連合会
の穐山精吾会長

（ 第13回 ）、 創 価
大学法科大学院
の花房博文教授

（ 第12回 ）、 ㈳ 高
層住宅管理業協
会の川崎達之元
理事長（第11回）など、そうそうたる方々に講師に
来ていただいています。
　勉強会後は場所を移して懇親会。この時には管理
会社以外の清掃会社、リフォーム会社、設備メンテ
ナンス会社なども参加し、総勢40人近くなることも
あります。

　管理組合は管理を受託
している管理会社としか
お付き合いがありませ
ん。業界紙の編集者とし
てはいろいろな管理会社
として接触して、情報を
得ておこうというのが目
的です。

2・9かながわ管理業者会
近年の裁判例から学ぶマンションの管理運営

第15回講師・小川敦司弁護士 第14回講師・山岡淳一郎氏
（ノンフィクション作家）

第13回講師・穐山精吾氏
（NPO全国マンション管理組合

連合会会長）

2月9日の第15回会場風景
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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へ̶。
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● 問い合わせ先 ●
〒160−0023  東京都新宿区西新宿７−19−22−305　　TEL. 03−6304−0278　FAX. 03−6304−0279

tatemonochosa@gmail.com　　◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com

発行部数 5,000部

配布先 東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

（2011.7 改訂 2）

地域別 築年別東京都
45.3％

神奈川県
29.3％

埼玉県
13.2％

千葉県
12.2％

築8年
19.2％

築24年 8.7％

築9年
17.7％

築12年
17.5％

築11年
20.1％

築10年
16.8％

本紙は、首都圏の約5,000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。

配布先マンションデータ

管理組合様へ
　　工事期間中の安心をご提供します。

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。

〒105-0004  東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル2F

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


