
1



2

1階床下埋設排水管の撤去、更新で
苦慮の末選んだ「掘削工法」
　今回のテーマは1階の排水立て管が床下に埋まっているマン
ションでの改修工事の事例。
　１階床下の地中に埋設してある配管類の取り替えは、１階住
戸の床を全部はがして何日もそこで作業を行う必要があるた
め、１階住民の負担は計り知れない。これまでの工法では、工
事期間中は仮住まいしてもらって、無人の中で施工するのが一
般的。一定期間だとしても、生活習慣の変化、家具の移動、通勤・
通学など、１階住民の精神的負担は避けられなかった。
　そこで、マンションの建物の外側から床下の土砂を掘り起こ
し、１階床下に作業スペースを確保してから、古い排水管を撤
去し、同じ位置に排水管を取り替える「掘削工法」を施工会社
の建装工業㈱が提案、管理組合が選択した。
　掘削工法は、工事中に１階住戸内の立ち入り作業を行う必要
がない。１階住民の生活への影響が少ないことが大きな選択理
由となった。

◇
　施工は、住戸の内側からの工事ではなく、建物の外側から、
パワーシャベルを使って１階床下の土を掘り出していく。
　土の中には、建物の地中梁（はり）があるので、この梁をか
いくぐって、人間が作業できるスペースを作っていくのである。
梁の下に人間が這って進めるだけの穴を掘り、梁の奥は人力で
掘ってベルトコンベアーを使って外部へ搬出する。
　１階床下に作業用スペースを掘削した後は、白い既存排水管
を撤去。同じ位置に新規排水管を設置する。
　この方法で行えば、居住しながら工事を行うことができるた
め、１階住民は仮住まいや家具の移動などがなくなり、精神的
負担を大きく軽減させることができるのだ。
　新旧の排水管の取替え後は、掘り出した空間を埋め戻す。ふ
つうの土砂では梁の向こうの作業スペースまで送ることができ
ず、埋め戻しは不可能。そこで「流動化処理土」を使って埋め
ることになる。

　流動化処理土は、砂とコンクリートの中間のような材料で、
現場の状況に合わせて強度を調整できるため、どのような現場
にも対応ができ、地中梁の奥の奥まで流し込むことも可能。流
動化処理土を流し込んだ後は、掘り出した土砂の一部を戻し、
転圧機で締め固め、最後はコンクリート打ちによって、平素の
状態に戻し、原状復帰して終了となる。

◇
　このように掘削工法は、建物外部からの施工のため、住戸内
の床の開口工事が不要となり、居住しながらの工事が可能であ
る。
　また、既存の建物躯体で、床スラブ、地中梁等に開口するこ
となく施工が可能なため、１階の床下の躯体強度さえ確保でき
れば、作業スペースを埋めないで将来の点検口とすることも可
能だ。
　これまでの工法では、一部住民（１階住戸）に負担がかり、
工事の実施が困難なものとなっているケースが少なくない。
　１階床下の排水管改修工事は、掘削工法が解決法のひとつな
るといえるのではないだろうか。

　File Data. 49　神奈川／ KR マンション管理組合

管理組合

施工前の状態 建物の外側から地面を掘っている 掘削した後、穴の中で作業
をしている

流動化処理土で穴を埋めた
施工後の状態
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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、
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

施工前の掘削個所は配管経路のある
屋外駐車場

土を掻き出している作業員の様子②

流動化処理土を埋めている状況

コンクリートを砕き掘削を開始

1階床下への進入口。掘削はなる
べく少なく…

施工後の様子。このあと駐車場の
ラインを引き直した

パワーシャベルで土を掻き出す

1階床下の劣化した排水管。これを
取り替えるためにもぐりこんだ

土を掻き出している作業員の様子

掘り出した空間を埋め戻す流動化処理
土がタンクローリーによって運ばれる

工事データ
○工事名／ KRマンション給・排水設備改修工事　○建物
概要／ 1974（昭和49）年８月竣工・RC造・１棟・６階建て・
141戸　○発注者／ KRマンション管理組合　○施工者／
建装工業㈱　○掘削工法／１階の住戸内部に入室せず（共
用排水立管接続・衛生器具接続時以外）床下土砂を掘削し、
既設床下排水管を撤去の上、更新を行う工法のこと
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（１ページのつづき）

　千葉・柏市では除染アドバイザー（市職員）を派遣し、

マンション共用部分で作業等について一連の支援を行っ

ている。

　地表面では雨が流れ込む場所や吹きだまりが作業対象

個所で、局所的に放射線量が高くなる傾向があるという。

そのような場所では土だまりの除去など、普段の清掃活

動の延長で放射性物質を取り除くような指導が行われて

いる。

　具体的には、雨樋下の清掃、汚泥の除去・敷地内側溝、

集水ますの清掃、汚泥の除去・低木の枝葉剪定・落ち葉

の除去、除草・壁面の清掃、拭き取り・屋上の清掃など。

放射線量の測定結果に応じて、次の手法の中から有効な

ものを選定して行う。

　数値は地面から50㎝～１ｍの場所で測定。0.23マイク

ロシーベルト以上が出ると除染の対象となる。地面に放

射性物質がたまっているのだから、小中学生のいる集合

住宅では50㎝で測定する。背丈の小さい子どもが影響を

受けやすいからだ。

　民間の除染事業者も除染を請け負っているが、補助金

や職員からのアドバイス、放射線測定器の貸し出しを行っ

ているところもあるので、まずは所在する行政機関に問

い合わせてみるのがベターかもしれない。

◇

　大規模修繕工事でも持ち込まれる塗料などの資材に対

して放射能を気にする管理組合が少なくない。

　このため、工事業者でも放射線測定器を用意し、住民

の不安解消に努めるケースも増えている。

＜参考＞環境省・除染情報サイト　http://josen.env.go.jp

〒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

◀�有志で清掃作業を行う
住民。国が指導する除
染作業はこの延長の軽
作業だという

　�（文章と写真は関係あ
りません）

▶�大規模修繕工事で使用
する資材に放射能測定
を要望する管理組合も
ある

　�（文章と写真は関係あ
りません）

マンションと除染対策
どうなっているの？Question
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6/12　建築家会館で実施

……… ラジオNIKKEI第1 ………

日下部理恵の
「知っ得・納得・マンション管理」

7/5全国放送スタート！！

毎週金曜日 21：15 ～ 21：30

　マンション管理に関する様々な情報を素敵なゲ

ストを交えて、対談形式でお送りするラジオ番組

が７月５日からスタートする。パーソナリティは

マンション管理士の日下部理絵 氏。スポンサーは

三菱地所コミュニティ㈱。

　ラジオNIKKEI第１、パソコンやスマートフォン

か ら 視 聴 す るradiko（ ラ

ジコ）を通じて、全国放

送される。放送時間は毎

週 金 曜 日 21：15 ～ 21：

30。

　ゲストには廣田信子氏、

親泊哲氏、飯田太郎氏な

どの専門家を招く予定。

マンションを長持ちさせる
設備改修ノウハウ

　公益社団法人日本建築家協会（JIA）メンテナンス

部会は６月12日、東京・渋谷の建築家会館１階大ホー

ルで市民のためのマンション改修セミナー 2013「マ

ンションを長持ちさせる設備改修ノウハウ」（講師：

柳下雅孝・設備設計一級建築士）を行った。

　当日は主に排水管の腐食について、漏水している

ことに気が付いていない悲惨な状態、実際にある間

違いだらけの直し方、専有部分の配管改修は今や管

理組合で計画・実施する時代など「100年マンション」

の視点で、工事の事例、考え方などを解説した。

＜パーソナリティ＞
マンション管理士・日下部理絵氏

講演する
設備設計一級建築士の
柳下雅孝氏

JIAメンテナンス部会主催

「あんしん大規模修繕工事かし保険」管理組合を守る保証制度です！
平成24年度300棟の申込件数（前年比2.2倍増加）

大 規 模 修 繕 保 険 事 業 室
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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

判例検証
大星  賞の
おお ぼし すすむ

　インターネット利用料をネット回線の保守料などと合わせて
業務委託契約を締結し、委託料として管理費に含めて一括請求
する管理組合に対して、インターネットを利用していない住民

（Y）が支払義務はないと争った事例。裁判所は、管理組合が
インターネットの利用の有無にかかわらず、その費用を管理費
に入れた管理規約を適法とした。

事件の要点
○ 管理組合は住民（Y）に対し、管理規約に基づき、管理規約

等18万9,442円（インターネット利用料金10万2,010円を含
む）を求めた

○ 住民（Y）はインターネットを利用していないため、利用料
金の支払義務はないと争った

広島地裁の判断
● 本件マンションにはインターネット専用回線等の設備が備え

られている
● 管理会社との間で提供業務のほか保守点検等についても業務

委託契約を締結し、委託料を支払っている
● 各戸からの徴収額2,850円は、全戸合計29万6,400円で、上

記委託料とほぼ同額である
● インターネットサービスの有無にかかわらず、資産価値の維

持・増大に資するものといえ、一律にインターネット利用料
金の支払いを負担すると規定した管理規約は区分所有法第
30条３項に照らしても区分所有者間の利害の衡平が図られ

るかというものではない
● 以上のことから、本管理規約は無効とまでは言えないと判断

し、住民（Y）の主張を退けた
＜参考：判例時報2178号＞

解説
　本件の場合は、インターネットマンションとして売り出され
た例だと推測します。
　インターネット回線を全戸で共有・契約することで利用料や
保守費などが低減、つまり本来戸別で月に2,000円かかるもの
が1,500円なるなどのメリットがあるとした上で、販売してい
るのです。
　こうしたマンションでは、購入時の売買契約において、重要
説明事項に記載があることが多く、また管理規約の特記事項に
も記載があるケースが多いようです。
　一般的には、住戸内でインターネットを利用するかどうかは
専用使用の部分であるので受益者負担を訴えたいところです
が、「インターネットマンション」の条件を気に入って購入し
た人もいるので、区分所有者間の利害関係以前に取り決めた管
理規約を適法としたのだと考えます。

管理費等請求事件
使っていないネット利用料も
管理費に含まれる！！

　　　大
おお

星
ぼし

　賞
すすむ

  弁護士
◆大星法律事務所
◆東京都中央区銀座6-3-12　数寄屋ビル9F
◆TEL 03-3571-1138
◆著書： 『大星賞の不動産紛争Q&A』『施設

トップのためのわかりやすい福祉経
営』（共著）『住宅・設備をめぐる裁
判事件解説集』（監修）『PL用語辞典』

（監修）など

解 説

2012.11.14　広島地裁
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㈱リノシスコーポレーション１級建築士事務所

佐藤成幸常務取締役

全国各地のマンション大規模修繕トピックス

マンション大規模修繕、調査、診断、設計、監理完成保証制度
　（般社）全国建物調査診断センターでは、㈱ジェイ・モーゲージバンクと提携して「マンショ
ン大規模修繕、調査、診断、設計、監理完成保証制度」を行っています。
　同制度は、建物の調査、診断、設計、監理を依頼している設計事務所等の倒産などを保証
する制度ですが、設計事務所やマンション管理士事務所のスタッフが万が一病気や事故とな
り、その作業を中断せざるを得ない場合でも保証の対象となります。

　６月23日に東京・京橋で行った全国建物調査診断センター
のセミナーから。佐藤常務がコンサルタントとして取り組んだ
地域文化のよく表れた事例を紹介します。

【事例マンション１：京都市中京区・山鉾町（鯉山）】
　７月は祇園祭りで有名な地区です。町内単位でこの１か月に
及ぶ祇園祭りを支えています。
　こうしたことから、ここの住民は内輪のものを重要視する、
よそ者感があるものは敬遠する傾向にあるようです。
　特に大阪から来るものが「よそ者」です。商い習慣の取り引
きでは、何代前から付き合いがあるとか、とにかく「馴染み」
を重宝したがるので、大阪に事務所があるコンサルタントなど
相手にしてくれません。
　大規模修繕工事の設計・監理の見積もり額を出しても、額よ
り「信用」が優先されます。
　では、「信用」とは何か。一部上場とか会社規模ではなく、「自
分たちが知っているかどうか」ということのようです。
　この事例マンションでは、設計コンサルタントの私たちが選
ばれるまで７カ月かかりました。なんでこんなに時間がかかっ

たのか。他のマンションの現場を訪ねて理事会に評判を聞いた
り、その評判をもとに「こういう話があったけどどうなんや？」
などというヒアリングが実に３回もあったのです。
　何社かと比較しているわけですから、時間はかかります。し
かし、そうして「信用」を勝ち取ったのですが、最後はやはり

「任せるから金額を勉強して」と値引きを要求されました。
【事例マンション2：京都市中京区・高陽院】
　この管理組合のキーワードもやはり「信用」でした。
　コンサルタント契約を終え、施工会社選定に当たりまず管理
組合の意向を確認しました。その様子です。
Ｑ「施工会社に求めるものとは？」
Ａ「価格もあるけど、一番は信用や。知ってる会社なら悪させ 

ぇへんやろ」
Ｑ「よく知っている管理会社にしますか？」
Ａ「悪うないけどなぁ。でもまあ嫁は変えられるけど、親は変

えられへんからねえ」
　この管理組合は何を言っているのか。数社での見積もり競争、
リアリングをしても、結局、新築した元施工会社に決まったと
いうことです。
　それがこの地域のキーワード「信用」ということなのでしょ
う。

◇
　このコーナーでは、同じ大規模修繕工事でも、地域性の差異
を理解した上でコンサルタント業務に取り組んでいる例を紹介
していきます。

一般社団法人全国建物調査診断センター　保証センター
http://www.zenken-center.com
〒104-0045��東京都中央区築地1-9-11-906　☎03-6278-0424　FAX�03-6272-5468

お問い合わせ先

マンション大規模修繕、調査、診断、設計、監理完成保証制度のメリット
１． 万が一、設計・監理をしている設計事務所が倒産、スタッフが病気になっても、工事

作業の履行は確実に保証します。
２． 調査、診断、設計、監理の着工金や損害を保証します。
３． 倒産などで中断した調査、診断、設計、監理の業務が継続できるようお手伝いします。

また、それまでの業務・出来高査定も公正に行います。
※まずはお問い合わせください。

京都編
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本社 〒252-0239  神奈川県相模原市中央区中央2-13-3 アートフランスビル4Ｆ
TEL.042-757-8094 　FAX.042-757-8089 
URL http://www.tobiiwamoto.co.jp　E-MAIL: info@tobiiwamoto.co.jp 

・足場工事一式
・メッシュシート各種販売
＜防災シート・防音シート・
　シート結束ひも等も取り揃えております＞
・足場資材各種販売
・ステンレスアンカーピン・ラッセルネット・
　土のう袋・トン袋・マスカーテープ等
＜その他いろいろ取り揃えております＞

是非お問い合わせください。

株式会社 IWAMOTO

営 業 項 目

登録商標 2012-070052

―日本、中国、韓国、フィリピン、インドネシア…
　　　　　　　　　　アジア各国で展開する建材メーカー 

　大規模修繕工事を行うためには仮設足場を組み、作業員の安
全確保と作業性能を上げる必要があります。いい加減な仮設足
場をすれば、2012年３月に埼玉・東松山市のマンションであっ
たように、足場倒壊による園児の死亡事故という悲惨な事件も
発生してしまいます。
　このため、ほとんどのマンション大規模修繕工事の現場で
は、アンカーピンを躯体に打ち込むことで足場資材と建物を固
定し、仮設足場の倒壊防止対策を行っています。
　このアンカーピンですが、コンクリート躯体に打ち込んだ後
に先端部分が開くことによって、さらに頑丈となる仕組みに
なっています。
　工事が終了すると、このアンカーピンは不要となるのですが、
より頑丈にコンクリート躯体に打ちつけたことによって、取り
外すことは容易ではな
くなります。
　基本的に取り外すこ
との難しいアンカーピ
ンはそのままコンク
リート躯体に埋め込ん
でいます。（写真①～
⑤参照）
　つまり、粗悪な（鉄
分の多い）アンカーピ
ンを使用すると、躯体
の中で酸化し、錆が発

生、コンクリートの爆裂を起こす劣化原因となるのです。
　現在は錆びにくいステンレスアンカーを使用するケースが多
いのですが、価格競争によって下請け業者への圧力が大きいと

「手抜き」につながることが考えられます。
　ある大手の改修工事会社の現場代理人は「きちっとすべての
アンカーピンを検査・記録しています」と断言しましたが、「完
璧」ということがあるのでしょうか？
　最良の策はひとつ。下請けの足場業者に資材の搬入を任せる
のではなく、元請け業者が直接ステンレスアンカーを購入する
ことです。
　アンカーピンは埋め込みは避けられないとして、建物躯体保
護のためには良質な資材のチェックを怠らないことではないで
しょうか。

アンカーピンは埋め込み、建物躯体保護のためには？
㈱IWAMOTO　代表取締役会長　岩　本　  修

Suggestion
足場資材をチェック Part2

①�足場資材と建物躯体
を固定している状態

②�工事が終われば足場
を撤去する

③�ただしアンカーピン
は躯体の中に差し込
んだまま

④�アンカーピンの上か
らタイルをかぶせる

⑤施工後の様子

＜写真提供＞㈱IWAMOTO
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リフォーム専門業者だからできる
きめ細かいサービスをご提供します。

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
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

・建物工事の設計、施工、請負及び監理
・建物の調査、診断、改修工事の設計
・建物、構築物の外壁工事、塗装工事、防水工事
・内装仕上工事業、その他

事業内容

●営業本部　　●工事本部　　●海外工事部
●北関東支店　●東関東支店　●関西支店

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。

おかげさまで創業109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
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マンションライフライターマンションライフライター

の

ひとことエッセイひとことエッセイ

　マンション改修を手がける設備設計一級建築士に
聞いた話です。
　築25年の中古マンションを購入したAさん。入居前に内装す
べてを行う「スケルトンリフォーム」を行いました。
　「スケルトンリフォーム」とは、構造に関わる柱や梁を計算
に入れて、間取りを変更するなど、専有部分内を全面的に改修
する工法です。
　ただしAさんはこのとき水回り設備に関しては一切触れませ
んでした。
　浴室については広くできたことから、既存の排水管の上に新
しいユニットバスを設置しました。
　「不動産会社も管理組合もリフォームを担当した建築士も、
排水管が老朽化していることを教えてくれなかった」とAさん
は話しているそうです。

◇
　入居３年後、マンションの各戸で数件、漏水事故が発生し、
管理組合は排水管の改修工事を実施することに決めました。
　Aさん宅の新しいユニットバスの下にある排水管も更新する
ことになったのです。３年前にリフォームしたばかりのユニッ
トバスを工事のために一旦解体・移動しなければなりません。
　Aさんは、この移動費用だけで40万円を自己負担したそうで
す。お気の毒に…。

◇
　一方、別の築25年のマンションに住むB理事長は、排水管の
劣化診断を行い、専有部分には３種類の管材が使われているこ
とを知りました。

　これを受けて管材ごとに維持管理方針を理事会で打ち立て、
全区分所有者に周知しました。
　内容は、①台所の排水横引管は老朽化が激しいためすぐに全
戸一斉に交換する②10年後の2022年に共用排水たて管の交換
工事を行う③この際にユニットバス横の排水管も同時に更新す
る④ユニットバス下の排水管は各戸がリフォームする際に必ず
更新するようにガイドラインを作成する。
　B理事長のマンションに住むCさんは、この管理組合の決定
を受け、ユニットバスを更新する際に工事業者にガイドライン
を見せて排水管の更新も行ったといいます。そして、この排水
管更新にかかった費用は、約１万5,000円だったそうです。

◇
　損をしないための改修計画は、管理組合でできるものです。
専門家のアドバイスを聞いて、ご自分のマンションのあり方を
知っておくことも必要でしょう。

知らなきゃ損するマンション管理入門

買ったばかりの中古マンション
管理組合の排水管改修で40万円を負担

参考図書
『マンションを長持ちさせる
　　　　　設備改修ノウハウ』
著者：柳下雅孝
発行：㈱エクスナレッジ
B5判159ページ
定価：2,625円（税込）
ISBN：978-4-7678-1408-7
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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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