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本紙は、首都圏の約5 , 0 0 0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。
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というコンセプトにもと、管理組合の皆様の情報不足を少しでも解消し、土臭いが本当の正確な情報の伝達を目的にし

て「大規模修繕工事新聞」を発刊いたしました。

　本紙は、既に工事を終えられている管理組合様に成功談または失敗談を語っていただくなど、その情報を他の管理組

合の皆様と共有することで不安やリスクが軽減できる内容を目指します。

　当センターは「マンション大規模修繕工事の健全で公正な普及」を目指す有志の活動で支えられており、地道な情報

収集活動を行っております。

　今までには無かった新しいコミュニティー紙ですが、ひとえにマンション管理組合の皆様のご理解、ご協力並びにご

支援をいただきたくお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます。

　新年早々、今までには無かった新しいカテゴリーのマンション

情報紙「大規模修繕工事新聞」を創刊させていただきました。

　ご承知のように、マンション生活の中で、最も大きい経済行為

はほぼ10年毎に行われる大規模修繕工事です。しかしこの工事に

関する情報は、実は圧倒的に不足しています。

　今般、マンション管理組合相互の情報交換が直接出来る情報紙

　神奈川県は平成21年度内の事業として、県内分譲マンションの実態を把握し、適正な維持管理や円滑な再生へつなげ

ていくことを目的に「神奈川県分譲マンション実態調査（県北部地域＝相模原、綾瀬、伊勢原、海老名、厚木、座間、秦野、

大和等の分譲マンション）」を実施する。NPOかながわマンション管理組合ネットワークが事業の委託を受けた。

　横浜市でも今年度内での調査を実施。NPO横浜マンション管理組合ネットワークが受託した。平成15 〜 20年度の6

年間に新規分譲されたマンションを調査する。

　調査内容はともに、マンションの建築概要（所在・戸数・階数・構造等）、建物・設備概要（建物形状・共用施設・給

水設備）、管理・修繕概要（管理委託内容・長期修繕計画・外観目視状況等）など。

　厚生労働省がすすめる緊急雇用創出事業として、ハローワークから調査員を求人・雇用する目的もある。

神奈川県、横浜市がマンション実態調査を開始

一般社団法人　全国建物調査診断センター　

理事長　吉　野　笙　一
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省エネサッシ改修で環境省から補助金1.4億円 !
　今回の大規模修繕工事の一環として、複層ガラスを使用
した省エネサッシの596全戸導入が環境省の補助事業に
採択された。対象事業は「地域協議会民生用機器導入促進
事業」。補助交付額は、対象事業（省エネサッシ等導入）
費の1/3に当たる1.4億円。熱貫流率や電気の使用量、エ
アコンの使用時間などから計算すると、改修前後のCO2 
排出量は、マボリシーハイツ第三期管理組合だけで年間約
626t削減されるとみられる。
●工事計画・契約時の理事長で現監事の福嶋和行さん
　アール・エヌ・ゴトーは毎日専務さんが来て、職人の作
業をチェックするほど熱心なので安心して工事を任せられ
ました。管理組合と業者さんがどう付き合っていくかで、
工事の良しあしが決まると思いました。

　File Data. 1　横須賀／マボリシーハイツ第三期管理組合

工事データ
○工事名／マボリシーハイツ第三期大規模改修工事　○建物概要
／築31年・22棟・596戸・PC造・5階（一部2,3階）建て　
○発注者名／マボリシーハイツ第三期管理組合　○設計・監理者
名／アワーブレーン環境設計㈱　○施工者名／㈱アール・エヌ・
ゴトー【第2工区担当】　○主な工事内容／外壁：下地補修、高
圧洗浄、シーリング打ち替え、塗装／鉄部：発錆個所の2種ケレン、
清掃、下地調整、錆止め、塗装／防水：屋上、階段室は塩ビシート、
バルコニーはウレタン塗膜／その他：玄関ドア改修、室名札交換、
基礎巾木の補修等／サッシ：高性能サッシ、高遮断熱複層ガラス
への交換（カバー工法）　○工事費用／約15億円　○工事期間／
平成20年3月〜 12月

特殊金属膜のある複層ガラスによる遮熱効果と紫外線のカット、冷暖
房の負荷の軽減等ができる。台風が来ても以前のように雨が吹き込む
こともない

松沢成文・神奈川県知
事がマボリシーハイツ
を視察。当時の横須賀
市長、その他行政担当
者の視察が相次いだ。
対応したのは施工時の
理事長の志賀里美さん
（右端）

管理組合

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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　国土交通省総合政策局建設統計室は平成21年11月
30日、建設業者が平成20年度下半期に受注した「建築
物リフォーム・リニューアル調査報告」を発表した。
　調査期間は平成20年10月1日〜21年3月31日。平
成18年度に住宅に関わる建築工事・建築設備工事の実
績のある建設業許可業者のうち、対象業種の2,000業
者に対してリフォーム・リニューアル工事の受注件数・
受注高などの調査を実施。このページでは、その調査報
告の中から抜粋して紹介する。

「管理組合」発注の住宅に関する工事は10月1日〜 3月31日
の半年で5,870億円の受注高があり、「個人」に次ぐ33.6％
だった。店舗や事務所などの非住宅も含めると「管理組合」発
注は6,092億円となる。

「劣化や壊れた部位の更新・修繕」が66.4%で他を引き離して
単独トップなのはわかるが、複数回答であるのならば、もう少
しグレードアップ工事のニーズが高くてもよかったのではない
かと思う。

●発注者別工事受注高（住宅に関わる工事、全数推定）

公共13.9％
（2,422億円）

不明2.7％
（463億円）民間企業等6.5％

（1,131億円）

個人43.3％
（7,555億円）

管理組合
33.6％

（5,870億円）

回答合計
17,446
億円

●目的別工事受注高（住宅に関わる工事、全数推定、複数回答）

劣化や壊れた
部位の
更新・修繕
66.4%

（1,546,999件）　　　

省エネルギー対策
5.4%（126,463件）

防災・防犯・安全性向上
5.2％（119,853件）

用途変更1.2％（28,954件）

耐震性向上2.3％（54,000件）

屋上緑化、壁面緑化
0.2％（5,182件）

アスベスト対策
0.1％（2,258件）

その他10.7％
（248,555件）

不明2.0％
（46,928件）

高齢者・身体障害者対応
6.5%（152,720件）

回答合計
2,331,923

件

割合で内装がトップなのは、マンションに限らず住宅・非住宅
すべてを含んでいるため。次いでいるのが外壁、屋上、建具で、
外壁補修、屋上防水、鉄部塗装などといった大規模修繕のメー
ン工事である。

部位別にみると、建築が200万件超に対して設備は90万件に
満たないが、高経年マンションでは「給水給湯排水衛生機器」
の劣化が進み、設備改修に取り掛かる管理組合が増えている。

マンションに限らないすべての建築物のリフォーム・リニュー
アル工事受注高。都道府県すべての合計17,446億円からの
割合では、東京21.8％、神奈川12.0％、埼玉4.8％、千葉3.9％
で、首都圏4都県は上位6位に入っている。

●部位別建築工事受注高
　（住宅に関わる工事、全数推定、複数回答）

基礎躯体3.8％
（78,879件）

内装31.7％
（662,721件）

建具
16.2％

（337,634件）

その他建築10.7％
（224,005件）

屋根屋上15.0％
（313,016件）

外壁
22.6％

（472,577件）

建築合計
2,088,832

件

●部位別設備工事受注高
　（住宅に関わる工事、全数推定、複数回答）

防災関連2.5％（21,998件）

空気調和換気
9.5％

（83,743件）

廃棄物処理
2.0％

（17,428件）

電気
21.8％

（192,052件）

昇降機0.4％
（3,285件）

太陽光発電0.7％（6,040件）

その他設備5.3％（46,855件）

給水給湯排水衛生機器
57.8％

（507,918件）

設備合計
879,319

件

●施工地域別工事受注高
（住宅に関わる工事、上位10都道府県、全数推定）

1位 東京都 3,804億円 6位 千葉県 688億円

2位 神奈川県 2,097億円 7位 広島県 537億円

3位 大阪府 1,277億円 8位 山口県 524億円

4位 兵庫県 1,206億円 9位 静岡県 337億円

5位 埼玉県 831億円 10位 富山県 329億円

マンション改修は半年間6,000億円市場

国交省がリニューアル報告書を発表
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—現状のマンション管理について思うことは

　「管理組合力」とでも言いましょうか、管理組合の能力

格差が拡大していると思います。

　問題解決は人と人とのつながり、コミュニケーション

によってなされますが、コンサルタントがお手伝いをし

ようと思っても砂漠に水、コンサルタントを前に仲間う

ちでもめる管理組合もあります。コンサルタントを上手

に使えるかどうかは管理組合次第。「工事はなんとかでき

たけど、今後大丈夫なの？」という管理組合も多い。

　管理組合主導で上手にコンサルタントを利用し、より

よいコミュニティーを形成するマンションと、そうでな

いマンションの格差はどんどん拡大していると思います。

—�「管理組合力」のないマンションはどうしたらいいの

か

　管理組合内部でよきリーダーの出現が待たれます。リー

ダーだけでなく、補佐役も必要でしょう。お助け隊が必

要といわれても、われわれ弱小コンサルタント事務所で

は多くの管理組合への対応ができません。公的機関等が

管理組合の意識の底上げをしてもらいたい。目覚めてほ

しいと思います。管理組合が主導で建物管理をしていか

ないと。

—技術者としての見方は

　会社の方針として、「過剰修繕」はしないということを

第一に考えています。

　1回目から塗膜の全面剥離をするなどという工事例があ

りますが、それはオーバースペックです。設計者は自己

の独りよがりを自戒しなきゃいけない。大切なのは費用

対効果です。

　一部分に特殊な商品や施工を用いて高度な工事を行っ

ても、現場が施工についていけないケースがある。弱い

ところが残り、工事周期のバランスが崩れてしまう。次

の工事のこと、その先のこと、トータルに考えて何がこ

のマンションの維持管理に合理的なのかを提案するよう

にしています。

—最後に

　リフォーム市場は今後も底堅く推移していくでしょう。

このため、多くの新規企業が参入してきています。

　しかし、管理組合からみて安ければいいという価値観

は危険です。特にコンサルタントを雇って工事を進める

のであれば、値段だけで施工業者を判断することは避け、

適切な建物管理に目を向けてほしいですね。

「管理組合力」を高め、組合主導の建物管理を

●会社概要

　　有限会社建物診断センター

　　東京都千代田区外神田1-1-5　昌平橋ビル3階

　　☎03-6912-1131　 FAX FAX03-6912-1132

　　E-Mail: tsc@aqua.famille.ne.jp

　　URL: http://www4.famille.ne.jp/~tsc

●主な業務内容

　　 （1）長期修繕計画策定・見直し（2）建物調査

診断（3）設備調査診断（4）建築の修繕設計・

工事監理（5）設備の修繕設計・工事監理

●過去3年間の業務実績

　　2009年度　15物件88棟3,373戸10店舗

　　2008年度　19物件78棟3,325戸13店舗

　　2007年度　11物件22棟1,717戸13店舗

㈲�建物診断センター

代��表　澤　田　博　一�さん
　　　一級建築士・マンション管理士・
　　　宅地建物取引主任者

第1回
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〒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
st100@star-tech-kamata.co.jp 
http://www.star-tech-kamata.co.jp/

マンション・ビルの水道工事、配管工事、大規模修繕工事、

マンション・ビル設備のリフレッシュは

スターテックにお任せください。

建物の配管工事、水道工事、大規模修繕工事ならスターテックまで

お客様のご予算・条件等にベストマッチしたプランをご提案
水道・配管工事でお困りの方はこちら→03-3739-8851 まで！

　大規模修繕工事の時

期 は い つ が よ い の で

しょうか。

　ベランダの防水工事

でエアコンが使えなく

なることや寒暖が激し

いと塗料や接着剤などの材料にも影響するため、夏

や冬、また梅雨時も望ましくありません。

　また工事期間中は外壁などでの作業のために足場

を組み、塗料や粉じん等の飛散を避けるためにメッ

シュシートで建物全体をすっぽりと覆ってしまいま

す。なので、秋からの工事はお正月にかからないよ

うに終わらせようとするマンションは多いですね。

　ということで工事のシーズンは春か秋ということ

ですが、管理組合の総会が5，6月というところが多

いことから、実は秋着工のほうが圧倒的なんです。

　ここでワンポイント。工事が集中する秋にはあち

こちでそれなり数の職人が導入されます。施工会社

が腕のいい職人や下請け会社を確保しやすいのは秋

より春、ということになるのです。

　また、建物をメッシュシートで覆うため、春施工

の物件では「工事期間中は花粉症がひどくなかった」

なんていう人も。人の裏をかいたほうが得なケース

は、何も改修業界だけの話ではないでしょう！？

工事期間中はメッシュの養生シートがマンションを包み込む

工事時期、花粉症には春がいい！？
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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

（2010年現在）

地域別 築年別東京都
44.6％

神奈川県
30.6％

埼玉県
13.8％

千葉県
11.0％

築25年 9.7％

築24年
9.4％

築23年
9.0％

築10年
20.6％

築13年
15.4％

築12年
18.2％

築11年
17.7％

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

おもしろコラムもご覧ください！

　毎月㈲日本ジャーナル社が発行する全国建物調査診断センターの生活お役立ち情報紙や

ホームページも覗いてみてください。そこには、おもしろコラムが満載です。

2010年1月号の目次

執筆は医学博士、管理栄養士、薬剤師、気象予報士、小説家など

・話し上手より聞き上手にみる金と銀の能力　　・海のミルク　　・老化は足から来る

・ハーブのすすめ　　・北極星を探す目印「カシオペヤ座」

http://zenken-center.com


