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管理組合
File Data. 33 神奈川・横須賀市／よこすか海辺ニュータウンかがやきの街管理組合
2008年大規模委員会発足から5年
準備と経験、人力で修繕工事が実現
2008年、２回目の鉄部塗装の際に当時の理事長の発案に
より数年後の大規模修繕工事についての提案があった。
その後は他のマンションに出向いての工事見学や参考文
献を用いての勉強会、マンション管理組合団体主催のセミ
ナー等に積極的に参加。その中で大規模修繕委員会（現在
８人）が立ち上がった。
同委員会の調べで、分譲時の設計書類等がなく、管理会
社やデベロッパーに対して書類の引渡しを要求する事態に
発展。さらに大規模修繕委員会が必要とする長期修繕計画
（長計）がないことも判明。
地元で実績が豊富な㈱英綜合企画設計に一から長計の作
成を依頼し、大規模修繕工事の共通仕様書の作成と業者選
定協力業務も委託した。
2008年の委員会発足から大規模修繕工事が着工するまで

1Fピロティ駐車場のために要した、
土木建築用の足場

丸４年と半年が経った。これだけの時間を費やしたことと、
そして住民の人力（じんりょく）で、
工事費の節減（約１億円）
が実現できたという。
この節減について大規模修繕委員会の出澤貞行・副委員
長は「準備と経験があったからこその
賜物と言えるのでは」と話す。
「非常に多くの苦労があり、それを乗
り越えてこそ、その先が見通せ、結果
は自ずとついてくることがよくわかっ
た５年間でした。そして本気になれば
住民たちは一丸となり素晴らしい力を
発揮し、自分のマンションを守ろうと
するものだと痛感しました」
専用庭がある個所にも足場の強化を施した

この足場は住戸玄関側の開放廊下

玄関側の開放廊下が吹き抜けになっている

今回の工事は防犯体制の徹底を図っている

外壁補修をしている作業員

タイル劣化部分を剥離している

休日など作業員がいない時に不審者が足場に入る
とセンサーが反応し警備会社が急行するシステム

工事データ
○工事名／よこすか海辺ニュータウンかがやきの街大規模修繕工
事 ○建物概要／ 2000（平成12）年竣工・SRC造・地上12階、14階・
２棟・201戸、管理棟、ゴミ置き場棟 ○発注者／よこすか海辺
ニュータウンかがやきの街管理組合 ○設計・監理者／㈱英綜合
企画設計 ○施工者／㈱大和／ ○主な工事内容／共通仮設／足
場仮設／躯体下地補修／シーリング／外壁塗装／鉄部塗装／屋上
防水補修／ルーフバルコニー防水補修／バルコニー床防水改修／
開放廊下床防水改修／エレベーターピット防水改修／建築雑
○工事期間／ 2012年２月１日～６月24日（予定）
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●施工者
株式会社大和
（本
社）〒232−0025 横浜市南区高砂町２−19−５
☎045−225−8200 FAX 045−225−8201
（東京支店）〒108-0073 東京都港区三田３−２−８
（城東支店）〒130-0003 東京都墨田区横川２−８−２
フリーダイヤル012−040−011
http://www.daiwa-co.com

大規模修繕工事新聞・読者セミナー第4弾

2.25

大規模修繕工事現場からの緊急レポート
～今現場で何が起きているのか～

全国建物調査診断センターは２月25日、読者セミナー
第４弾を三井住友海上テプコビルで行いました。内容は
建築と設備の２部構成です。
今回は第１部建築のテーマ「大規模修繕工事現場から
の緊急レポート～今何が起きているのか？～」を掲載し
ます。
講師は㈱T.D.S取締役の大森勇氏。さまざまな大規模修
繕工事現場から経験した事例の中で、
「これは新築当時の
瑕疵ではないのか」
「大規模修繕工事の中で、管理組合が
支払うものなのか」と疑問を呈しています。
マンションの建物設備の性能は経年とともに劣化して

いきます。その劣化した性能を初期の水準に引き上げる
ことが大規模修繕工事の目的です。
しかし新築時での瑕疵もあります。写真は大規模修繕
工事現場からの事例。
問題は瑕疵があった際に管理組合に報告せず、そのま
ま工事が進められてしまうことです。
瑕疵をきちんとみつけて問題提起を行う設計コンサル
タントもいます。管理組合の立場で瑕疵の存在を明らか
にするコンサルこそ、より良いパートナーシップを築け
るのではないでしょうか。

躯体に異物（ラス網）が混入していた例

タイルが剥離した躯体に発泡スチロールが混入

耐震スリットの上にタイルをかぶせてしまっている。本
来はスリットとタイルの目地を合わせるべきなのだが…

打継目地の未施工によるひび割れ。建設時の
手抜き工事と言われても仕方がない

雨水の侵入に対して無防備な構造と、シーリン
グ材料費を浮かす細工を施した納まりか？

鉄筋のかぶり厚さ不足により、鉄筋が爆裂し、
コンクリートが剥離した

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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大規模修繕工事

安心保険パックのご案内

理 事 会 様 へ の ご 提 案

大規模修繕工事に関する3つの不安を

「安心保険パック」にまとめました！
工事中の損害保険
工事中の現場調査、打ち合わせ、監理、検査などに管理組合役員が同行したとき、何らかのケ
ガをする可能性があります。その補償をします。

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

盗 難 災 害
大規模修繕工事期間中に予想もしない盗難が管理組合員（住民）の各戸で発生した場合、その
損害を補償する盗難保険です。

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

瑕 疵 保 険
工事完成後に、工事に欠陥が見つかった場合に補償を行う大規模修繕工事瑕疵保険です。

㈱住宅あんしん保証
大規模修繕工事を担当することになった理事会、修繕
委員会などの責任は重く、危険も伴います。

工事に伴うリスクを補償します。
まずは全国建物調査診断センターにご相談ください。

そうした役員、委員らの負担を軽くし、安全、確実な
工事を実現させ、住民みんなが安心できるようにしたい
もものです。
大規模修繕工事を検討される際、まず３つの保険が必
要です。
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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
☎03-6304-0278
http://www.zenken-center.com

サルに質問します !
設計コン

大規模修繕
＋
設備改修
○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。

見

積

も

り

質問者：東京・大田区 修繕委員
2005年竣工・２棟・14階建て・206戸
質問内容：これから大規模修繕工事を計画していこうと
いうまったくの初期段階で、
「管理組合主導型の見積もり
方式」というものがあることを知りました。
新聞にはこの方式の流れが図になって書いてあり、い
ろいろなメリットがあるようです。
ところで、この方式でない従来方式はどのようなもの
なのでしょうか。
従来の見積もり方式との比較で検討するか考えてみた
いと思います。
回答者：
（般社）全国建物調査診断センター
理事 矢部氏
回答：それでは従来型と管理組合主導型の２つフロー
チャートを並べてみました。作業工程がまったく違うの
がわかると思います。
その上で管理組合主導型のメリットをご覧になってく
ださい。管理組合ばかりでなく、工事会社にもメリット
が得られることがわかります。
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、従来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
一般組合員にも説明しやすい
３． 従来型と比べて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て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
（従来型の見積もり方式）
①見積もり参加者募集
管理組合は公募などにより、見積もりに参加を希望す
る工事会社を募集する
②現場調査
書類選考により数社～十数社に絞った上で、設計コン

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。
また採用以外の質問・相談にも設計コンサルタントが
個別にお応えします。

質問・相談について
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

サルタント等が作成した共通仕様書をもとに工事会社が
それぞれに現場調査を行う
③見積もり提出
それぞれの工事会社が数量（足場の組立からタイルの
浮きや鉄部の補修個所などすべての数）を各々拾って、
見積もり額を作成するためばらつきが出やすい
④工事発注
ヒアリングなどを含めて管理組合で協議し、１社に工
事を発注する
（管理組合主導型）
①調査依頼
管理組合は全国建物調査診断センター（全建センター）
に調査を依頼「建物の工事範囲の面積や、個所の数量」
の現場調査を開始する
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
タを作成する
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」を作成する
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
見積もりに参加する工事会社は空欄に数字や金額を記
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
⑨工事発注
ヒアリングなどを含めて管理組合で協議し、１社に工
事を発注する
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活 用 で き る マンション関連支援制度
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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。

●練馬区●

内

受けた）分譲マンションに対し、耐震診断費用の

担当部署：都市整備部建築課福祉のまちづくり係
☎03-5984-1649
都市整備部建築課建築安全係
☎03-5984-1938

事業名：練馬区福祉のまちづくり整備助成制度
内

助成を行い、診断後に必要な要件を満たしたマ
ンションには 改修設計費用や耐震改修工事費用
の一部を助成する。
助成等：・耐 震診断費用の1/2、限度額500万円（住戸数
×10万円以下）

容：①エントランスや廊下などの段差の解消（スロー

・耐震改修計画策定費用の1/2、限度額300万円
・耐 震改修工事費用の1/2（㎡単価47,300円と比

プを設置）②手動ドアを自動ドアに改修③スロー

較して安価な額）、限度額3,000万円

プや階段に手すりを設置等について工事費の一
対

部を助成する。
助成等：バリアフリー整備にかかった費用の1/2、限度額
100万円
対

象：床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅の管理組

象：昭和56年５月までに建築されたもの

事業名：住まいの改良助成制度
内

容：共 用部分の段差解消や手すり設置に対し（専有
部分も含む）、工事金額の一部を助成する。

合等

事業名：耐震診断経費の助成制度
内

容：旧 耐震基準の（昭和56年５月以前に建築確認を

助成等：工事費の10％、個所別限度額30万円
対

容：簡 易診断、耐震診断、実施設計、改修工事費用

象：・家屋内の段差を解消するための工事
・家屋内に手すりを設置する工事
・多世代家族入居のための間取変更工事

の一部を助成する。
助成等：簡易診断費用は区が全額負担

・玄 関、エントランス等にスロープもしくは手

耐震診断費用の2/3、限度額150万円

すりなどを設置する工事（分譲マンションの

実施設計費用の2/3、限度額200万円

み）

改修工事費用の1/3、限度額2,000万円
対

象：―

●足立区●
担当部署：住環境整備課庶務係 ☎03-5654-8352
建築課指導・耐震促進係 ☎03-5654-8552

●足立区●
担当部署：建築調整課建築防災係

☎03-3880-5317

事業名：・耐震診断助成制度
・耐震改修計画策定助成制度
・耐震改修工事助成制度
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事業名：分譲マンションアドバイザー制度利用助
成制度
内

容：㈶ 東京都防災・建築まちづくりセンターが実施
する「分譲マンション管理アドバイザー制度」

のBコース（相談編）を利用した管理組合等に対

築物で、複数の区民が自ら居住し区分所有して

して、派遣料の全額を助成する。

いること

助成等：派遣料の全額（21,000円）助成
対

象：区 内の分譲マンションの管理組合または区分所

● 東京都、その他関連団体 ●

有者

事業名：・民間建築物耐震診断助成制度
・民間建築物耐震改修設計助成制度
・民間建築物耐震改修制度
内

㈶東京都防災・建築まちづくりセンター

分譲マンション管理アドバイザー派遣

容：建 築物の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修に

Aコース講座編

１回２時間以内

13,650円

Bコース相談編

１回２時間以内

21,000円

☎03-5466-2103

要した費用の一部を助成する。
助成等：・耐震診断費用の1/2、限度額150万円

◇
㈶マンション管理センター

・耐 震改修設計費用の1/2、限度額150万円と助

組合運営の運営・管理規約の内容等に関する相談

成対象建築物の床面積１㎡につき2,000円を乗

☎03-3222-1517

じて得た額のうち、いずれか少ない額

長期修繕計画・計画修繕工事等の建物・設備の維
持管理に関する相談

・耐震改修費用の1/2、または住戸数に80万円を
乗じた額と2,000万円のうち、少ない額
対

象：昭和56年５月31日以前に建築された分譲マンショ

☎03-3222-1519

ンのうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、
延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除
く階数が３以上のもの

●東京都●
マンション改良工事助成制度

●江戸川区●

大規模修繕工事を行う管理組合に利子の一部を補給

担当部署：都市開発部建築指導課構造係
☎03-5662-1106

東京都都市整備局

☎03-5320-4952

事業名：住宅・建築物の耐震化助成制度
内

容：耐 震診断、改修設計、改修工事を行うにあたっ
て必要な費用の一部を助成することにより、耐

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

震化を促進することを目的とする。
助成等：・耐震診断費用の2/3、限度額は区独自の面積区
分による計算方式で得た金額の少ない額
・耐震改修設計費用の2/3、限度額は区独自の面

東海塗装株式会社
リニューアル事業部

積区分による計算方式で得た金額の少ない額
・耐 震改修工事費用の23%、または住戸数に75
万円を乗じて得た額と比較して、いずれか少
ない額
対

象：昭 和56年５月31日以前の３階建て以上の耐火建

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、

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

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
〒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
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● 専有部分リフォーム体験談リポート ●

◆ 資産価値向上リフォーム ◆
物
概

件
要

●所在地：東京都新宿区

●構造：RC造

●リフォーム面積（専有面積）：53.04㎡
●施工：株式会社LIXIL

●築年数：28年
●工事期間：2.0 ヵ月

●家族構成：夫婦

●指定工事店：株式会社ライフデザイン

◎リフォームのきっかけ

満を解消することに成功しました。

旧公団タイプの2DKスタイルをやめ、ご夫婦二人

1DKの間取計画ですが、主寝室となる和室の出入

の生活スタイルにあった明るく開放感のある間取り

扉は天井までの高さとして日中は開放的で明るいワ

とともに、部屋に溢れる衣料や書籍等をすっきりと

ンルームとなるように設計しています。
和室は畳を設け布団での就寝を確保しながら、明

収納できる工夫が欲しいとのご希望でした。
老朽化したサッシ、暗い水廻り、あふれる家財…
といったこれまでの住まいの不満を全て解決したい

るいリビングの洋風な雰囲気と一体感があるよう心
地よい和モダン／インテリアカラーとしました。

と大掛かりなリフォームを決断されました。

◎お客様の声
◎リフォームの内容・効果

断熱／省エネ化にも成功し、リフォームならでは

お手持ちの家財・生活習慣・使い勝手を考え間取
計画を実施。限られたスペースの中でこれまでの不

の好きなインテリアに囲まれる生活を実現でき新築
マンション以上の住み心地の良さとなっています。

リフォーム後

リフォーム前
リフォーム中

株式会社LIXIL 営業カンパニー

築年のあるマンションリフォーム
お問い合わせ 特需営業3部 リフォーム特需東日本支店
ポイントは【生活価値】を上げること
リフォーム特需 第2営業所 営業2課
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〒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

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。

107年

おかげさまで創業

〒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
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緑を使ったコミュニティーイベント体験会
～参加率upイベントの報告～ 東京・荻窪
屋上庭園、壁面緑化、
屋上庭園の設計・施工、
メンテナンスを手がけて
いる東邦レオ㈱は３月
14、15日 に 東 京・ 荻 窪
で『緑を使ったコミュニ
ティーイベント体験会』
を実施しました。
コミュニティーイベントを取り入れた集合住宅の
植栽管理サービスが注目を集めています。
コミュニティーイベントの事例
①改めて知る。
楽しみ・笑顔が増え、
人の輪が広がる
改めて見つめなおす団地植物。敷地内のモノだか
らこそ、興味・関心が高まる。楽しい会話をしなが
らの作業で、新たなつながりが生まれ、記念になり

グリーンのボックスアレンジを体験

ます。
②イベントから『楽』にはじめる自主管理プログラム
●お花植え替え・植物教室
●樹名板づくり・設置作業体験
●グリーンキーパーと芝刈り・除草体験
③イベントを重ねる度に、絆が深まる『菜園生活』
参加者が４人→11人→15人→20人と増加
参加者の声
「作物の成長を見に行くのが楽しみでした」
「菜園を通じてマンション内で横のつながりができ
ました」
◇問い合わせ：東邦レオ㈱
東京都豊島区北大塚１−15−５
営業窓口 ☎03−5907−5500
専用HP http://www.mansion-green.jp

体験作業中

体験会に参加した人たちの出来上がった作品

〒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
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