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１．長期修繕計画と修繕設計 

マンションの建物や施設の調査、及び修繕計画を踏まえて、既存の長期修繕計画の見直し行う。 

長期修繕計画を見直し、試算表と合せて管理組合の総会で合意を得た上で、修繕設計に着手する。 
 
 

１.１ 長期修繕計画の見直しから修繕設計へ 

建物調査をもとに調査内容ごとに修繕計画を検討し、

これを基に、既存の長期修繕計画を見直す。修繕積立

金や、次回の大規模修繕などの長期的な計画の目途を

つけ、新たな「長期修繕計画の見直し案」を、管理組

合の総会で合意を得てから、実施設計に着手する。 

この段階を省略して、実施設計の段階に進むと、手

戻りが多く合意形成しにくくなり、長期的な展望に欠

けた目先だけの実施設計になる恐れがある。マンショ

ンの全ての居住者に、将来の劣化傾向や、それを克服

する計画について十分に理解を深めてもらった上で、

実施設計に着手する必要がある。 

 

１.２ 従来の長期修繕計画の見直し 

マンションの建物・施設を総合的に調査し､修繕計画

を検討すると、既存の長期修繕計画に納まらない事項

が多数、現われてくる。 

既存の長期修繕計画と、調査結果を踏まえた修繕計画

の間には、以下のような食い違いがある。 

①既存の長期修繕計画では建築二次部材(サッシ･鋼製

建具･金属手摺など)の長期的修繕計画が曖昧である。

二次部材の劣化診断を踏まえた修繕計画により、こ

の部位の段階的な修繕計画が明確化される。二次部

材の長期修繕計画の見直しが必要となる。 

②既存の長期修繕計画では同一部位の修繕を同一仕様

で繰返す表現が見られる。しかし現実には、「第１回

目」と「第２回目」と「第３回目」が、同一部位を

既存材料の除去や被せ工法などで差をつけざるを得

ない。段階的修繕計画の計画化が必要であり、長期

修繕計画の見直しに具体的修繕項目ごとの配慮が必

要である。 

③住戸内の給排水･給湯配管設備の修繕計画は、漏水事

故の多発など、経年とともに避けて通れない重要な

課題となる。｢専有部分｣なので､管理対象外＝長期修

繕計画の対象外とせずに、これを長期修繕計画に繰

込む必要がある。 

④耐震性能の向上、高齢化対応･バリアーフリー化、断

熱･省エネルギー性能や、建物セキュリティー性能の

向上などの建物性能の向上や、既存不適格の解消を

「長期修繕計画の見直し」に組込み、建物個別の詳

細な調査結果を踏まえた、積極的なマンション再生

計画＝長期修繕計画の見直しをしたい。 

 

１.３ 長期修繕計画の見直しの計画範囲 

既存の長期修繕計画の見直しの作業は、新規に長期修

繕計画を策定する過程と基本的には変わらないが、幾

つかの省略できるもの新たに加えるものもある。 

①「専有＝共用・細目表」区分の見直し 

従来｢専有-共用・細目表｣では、区分所有法で規定す

る専有空間内の給排水衛生設備やガス給湯設備、電気

設備は、専有物であり、管理組合の管理対象外として

きた。しかし高経年マンションで設備配管の老朽化に

よる漏水事故の多発や、各戸の個別的修繕では対応し

きれない状態になるなどの問題点があった。これらの

実情に対応し、専有部分の給排水､給湯･ガス配管設備

の総合的大規模改修が現実化して来ている。 

｢専有-共用・細目表｣の見直しに際し、これらをまと

めて修繕し易くするように、各室内の設備配管を「共

用部分」又は「共同管理部分」かに位置ずけ直すこと

が望ましい。 

②修繕項目の見直し 

既存の長期修繕計画では、建築二次部材、室内の給

排水､給湯･ガス設備配管や、耐震化､バリアーフリー化、

省エネ化などの性能向上項目は除外されていた。 

これでは高経年マンションの長期修繕計画では有効

性がなく、大規模改修の合意形成に役立たない。 

築後３０年以上経過する高経年マンションの将来計

画を展望した、長期修繕計画の見直しが必要である。 

③修繕周期の見直し 

既存の長期修繕計画では、１２年程度の大規模修繕

周期を設定していたが、建築二次部材､室内配管､既存

不適格解消などの改修工事時期には、１２年周期にと

らわれていると、工事費用が間に合わなくなる。 

柔軟な修繕時期の設定が求められる。 

④トータルメンテナンスの重要性 

以上を総合的に見直した長期修繕計画が求められる。 
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２．「専有(用)・共有(用)細目表」 

大規模改修に当たり、どの範囲までを修繕対象とすべきかを明確にしておく必要がある。 
また､その工事費の財源は｢修繕積立金｣を主に､｢駐車場使用料｣や｢管理費｣の余剰金を｢修繕積立金｣

を繰り入れる場合もある。 
 

２．１ マンションの所有権 

マンションの区分所有者に財産として認められてい

るのは、壁や床などの躯体が区画された空中に浮かぶ

空間である。これを「専有部分」という。専有部分を

空中に定位させるには、基礎･柱壁､床板･梁などの躯体

や、他人の専有部分を侵犯しない通路、上下水道や電

力・ガスなどのライフラインが必要となる。これが「共

用部分｣である。専有部分は各区分所有者が維持管理し、

共用部分は全戸の居住者が加盟する管理組合で維持・

管理､修繕する。 

｢共用｣と｢専有｣の区分については、管理組合の規約に

概略を明記するのが一般的である。しかし､そのマンシ

ョン固有の細目まで､具体的に決まっているケースは

少ない。このため､大規模修繕を始めるに当たっては、

実際の建物や施設に則して､共用と専有を区分する必

要がある。 

 

２．２ 専有と共用の境界を個別に定める 

例えば、ガラスを割ってしまったら個人の負担で直

す。一方、経年劣化で戸車やクレセント、ビードが損

耗して建具金物を全戸一斉に取替えたり､サッシごと

更新することも修繕計画で決めておく。そうしないと、

図2-1 共用部分・専用部分の区分 
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表2-1所有権の専有と共有、管理上の住戸ごとと共同、使用権

の専用と共用について建物の部位や設備ごとに決めてお

く。ポイントとなるのは、所有と管理や使用が一致して

いない場合である。このほかに管理組合の管理対象外か

否か、棟共用部分か団地全体共用部分かなどを規定する。

表2-2 専有(用)・共有(用)区分細目表 

この取り決めは、規約に準ずる資料として、調査報告書や長期修繕計画などとあわせて総会で議決する場合が多い。 

私は室内の給排水など維持管理上重要なものは共用部分に含めることをお薦めしている。 

開口部の不ぞろいが目立ち、建物の統一感を乱す原因

となる。 

末期の同潤会アパートでは、昔の木製建具からスチ

ールサッシ､アルミサッシ､出窓サッシに変更したもの

など住戸ごとにバラバラになり、さらにはバルコニー

を室内化したり､窓から外に部屋を突き出して増築し

たものさえあった。バルコニーや窓サッシは共用なの

で区分所有者が勝手に室内化できないのは言うまでも

ない。つまり､各部位や各部材について､共同で管理す

るものか、個別に管理するものかを明らかにしておく

ことが重要になる。 

この蔡、必要になるのが｢専有(用)・共有(用)細目表｣

だ。これはマンションを構成する部位や部材について、

｢所有｣｢管理｣｢使用｣が、それぞれ、共有か専有か、共

同管理か個別か、共用か専用か、を明らかにして､まと

めた一覧表だ。現地を確認して､竣工図書や管理組合規

約などを調査し、管理組合役員と協議して､当該マンシ

ョン固有の｢専有(用)・共有(用)細目表｣を作成する。 

細目表作成の際に注意が必要なのが、共用と専有の 

 

境界線上にある部分だ。使用状況は専有でも､共同で管

理した方が良い部分がある。例えば、在来工法の浴室

の防水層や給排水･給湯､ガス配管だ。利用状況から考

えると、個別で管理してしまいがちだが、これではト

ラブルを招く結果となる。上階の防水層や給排水･給湯

の配管の劣化が原因で漏水が発生すると､下階の居住

者は上階に修繕を申し入れる。配管類や防水層の修繕

となると、仕上材や押えコンクリートを取り除いて、

配管類や防水層を更新しなければならない。これには

費用も時間もかかり、上階の居住者は積極的になれな

い。対応の遅れが原因で人間関係が抉れることもある。 

同様の配慮が必要な部位に、換気扇の排気ダクトや

給湯機や給湯配管などがある。いずれも専用だが管理

組合の共用部として管理した方が円滑に対応できる。 

 

２.３ 公益事業者や自治体との関係も整理 

所有権や管理件を明確にすることは、建物内の専有と

共用にとどまらない。敷地内にある公道や自治体への

提供公園、公開空地や街灯、地中埋設の電気幹線やガ 
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図2-2 管理組合の一般管理費と修繕積立金 

ス管など、公共性の高い施設について、管理組合が維

持管理すべきか、自治体や公益事業者が維持管理すべ

きか､確認しておく必要がある。 

交渉で維持管理費を引き出せる場合が多いのが屋外灯

だ。ニュータウンなどマンションが多い地区では、マ

ンション居住者以外の人々が利用する敷地内道路にあ

る街路灯の維持管理費を自治体が負担する場合も多い。 

さらに、電力会社は敷地内に設置した電柱や高圧送

電線の対価として管理組合に毎年定額の土地使用料を

支払っている。一方、ガス供給事業者は、団地内の地

中埋設ガス配管でさえ管理組合の所有･管理とする場

合が多く、ガス漏れ事故の修繕費用を組合に要求する。 

また、戸建て住宅では家の前の道路から電気、ガス

などのライフラインを直接、住宅に引き込むが、マン

ションは共用の通路に付帯してライフラインが通って

いるパイプシャフトがある。このパイプシャフトを、

戸建て住宅の道路に埋設された配管･配線とみなすこ

ともできる。パイプシャフト兼用のマンションのメー

ターボックスには給水主管､ガス主管、電気幹線、電

話・テレビ共聴同軸ケーブル､排水立管などが納まって

いる。このうち、給水配管は、共用として管理組合が

維持管理する。一方､量水器と隔測メーターは自治体の

水道局が７～８年おきに更新する。この量水器などの

工事費用は水道事業者が負担する場合が一般的である

が、中には管理組合や各区分所有者に費用負担を求め

る自治体もあるので注意が必要だ。 

建物の部位や設備の管理者を明確にすることは、大

規模修繕を円滑に進めるための第１歩となる。 

 

２.４ 管理組合の維持管理業務と財源 

 管理組合には組合員から｢管理費｣と｢修繕積立金｣が、

毎月一定金額で収められる。管理組合は原則としてこの

費用で、敷地内の建物、施設などを維持管理する。この

うち管理費は｢点検費｣｢清掃費｣｢植栽管理費｣｢経常修繕

費｣などに使われ、修繕積立金は｢計画修繕｣に使われる。 

 この他に、共有地内にある駐車場の使用料が多額にな

る場合もある。これは｢管理費｣や｢修繕積立金｣に組み込

まれる場合や、駐車場の建替え､団地内道路や通路などの

維持･修繕費に使われる場合もある。 

 ｢管理費｣に余剰金が出る場合はこれを修繕積立金に繰

り入れたり、管理費を値下げして､修繕積立金を値上げす

る場合もある。 

1).定期点検 建物の外観上の点検と、電気の絶縁抵抗

値、都市ガス漏れ点検、昇降機、消防用設備、専用水道

の検査などで、後者は概ね法令で義務つけられている。 

  管理組合は点検結果の報告を受け対処する体制が必要

である。不良箇所が発見された場合、その原因を調査し

早急に処置しなければならない場合や、また長期修繕計

画を修正し、計画修繕工事に組込む場合もある。 

2).定期清掃 屋外や共用部分の清掃の他、受水槽、高

架水槽の定期清掃、排水管の洗浄清掃等がある。これら

は清掃終了後の報告を確実に受け不具合箇所が発見され

た場合には対策を検討するシステムが必要である。 

3).経常修繕 日常の小修繕、または本格的な修繕を施

す前の予備的な修繕で、毎年一定額の営繕費を設け、一

般会計によって処理する。これにより修繕積立金の取崩

しによる計画修繕の実施を明確にすることが出来る。ま

た、年次を重ねる毎に経常修繕費(営繕費)が過大となる

場合は、修繕部位の点検と、長期修繕計画の見直しを計

る必要がある。 

4).計画修繕（改良修繕） 予め設定した修繕周期に基

づいて、修繕の実施を計画するもので一般的に中規模の

ものと、大規模なものに分けられる。何らかのグレード

アップや、性能向上を計る修繕は「改良修繕」となる。 

  大規模修繕実施時には、その仕様決定、発注方法等が

中規模のそれとは異なるのが通常である。この項目が長

期修繕計画の中核となる。 

5).事故修繕 一般的には、大地震・台風などの自然災

害や、火災や爆発事故などの被害の復旧工事に使われる。

この様な予期せぬ突発事故に対しては、損害保険(マンシ

ョン保険)等による手当を講じる。 
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３．長期修繕計画の策定 

長期修繕計画を見直さずに、実施設計に着手すると、建物の長期的視点を欠いた設計となり、修繕設計

の合意が得にくく、結果として中途半端なものとなってしまう恐れがある。 
 

３．１ 建物形状で異なる長期修繕計画 

管理会社の標準的修繕計画のマニュアルをそのまま

｢長期修繕計画｣に使用している管理組合を見かける。 

しかし、これではマンションの維持管理が適切にな

されない。建物ごとに個性や特徴があるように維持管

理やメンテナンスも個性に応じた固有の計画が必要に

なるからだ。 

超高層マンションと、低層マンションとでも修繕の

ポイントは違ってくる。超高層マンションでは防災セ

ンターや火災報知設備、受変電設備などの高度な防災

設備や防災エレベーターなどのハイテックな共同設備

が生活を支えており、設備の修繕計画が重要になる。 

給排水管や電気幹線、同軸ケーブルなどが劣化し、

漏水、漏電、絶縁不良など事故が発生し始める時期は

いつ頃か。実際に修繕する際、１階から最上階までの

給排水を停止して配管を更新するのにはどの様な修繕

方法があるのか。修繕工事のための仮設計画をどの様

に立て、費用はどの程度と予測しておくか……。ハイ

テックなマンションには特有な修繕計画が求められる。 

一方、専用庭や園地内の植栽などで囲まれたタウン

ハウスやテラスハウスは、ハイテック設備を必要とせ

ず、上水も公共水道から直結給水しているので受水槽

や高置水槽､圧送ポンプなどの給水施設も必要ない。エ

レベーターや高圧受電のための電気室もいらない。こ

のため、共用施設の修繕費は少なくなる。代わりに、

一戸当りの屋根や外壁の面積が広くなり、専用庭があ

ることで、仕上げや外構の工事費の割合が、高層住棟

よりも大きくなる傾向にある。 

 

３．２ ＰＣ板構造住棟と在来工法住棟 

また、一見すると同じように見えるプレキャストコ

ンクリート板構造の建物と現場打ちコンクリート造の

マンションでも長期修繕計画のポイントは違ってくる。 

両者はつくり方が異なるため、経年劣化の傾向にも

違いが出てくるからだ。 

スランプ値：５ｃｍ程度の生コンを工場で密実に打

設したＰＣ板は、ひび割れや鉄筋露出はほとんどなく、

中性化の進行も遅い。このため、住棟の維持管理のポ

イントはＰＣ板のジョイント目地廻りに集中する。大

規模修繕工事時期については、ジョイント目地防水部

からの漏水事故が発生しない限り、延期しても差し支

えない。しかも、密実なＰＣ板には防水性があるので、

築後１２～１５年程度では床面に塗膜防水が必要にな

るケースが少ないため、床面の修繕もＰＣ板目地部分

のシーリング補修や浸透型撥水材処理の程度と比較的

軽微におさまる。 

一方、スランプ値が１８ｃｍ程度の比較的水分の多

い生コンを施工現場で打設した躯体には、ひび割れが

比較的多く発生しやすく、鉄筋腐食による露筋の発生

もあり、水密性に欠けている。しかもこうした欠陥や

劣化が建物全体にまんべんなく表れるため、１２～１

５年周期で外壁の大規模な補修工事を行わざるを得な

い。その際、バルコニーや開放廊下、屋外階段の床、

庇天端などに塗材や塗膜防水を施さなければ、上げ裏

の塗膜が剥がれてエフロレッセンスや汚れが発生して

しまう。 

この他にも、外壁はタイル貼りか吹付け塗装か、屋

根は勾配か、フラットか、屋根葺き材は瓦葺きかアス

ファルトシングル葺きかセメントスレート葺きか、屋

上防水はアスファルト露出防水か押え工法か、と云っ

た建物ごとの特徴を考えて、長期修繕計画を検討する

必要がある。 

 

３．３ 周辺環境や施工の良否で異なる長期修繕計画 

建物ごとの特徴以外にも、建物の立地環境や、当初

施工の善し悪しなどで修繕計画に差が表れる。 

①周辺環境条件の差 

海風の強い海岸地帯に立地したり、激しい煤煙や汚

染された空気の影響を受けやすい工場地帯や幹線道路

に近接したマンションは、温暖で良好な環境下に建つ

マンションとは異なる。また、凍結融解が繰返される

寒冷地など、自然条件が厳しい環境に立地するマンシ

ョンは、その地域と特有の長期修繕計画が要求される。 

②当初建物の出来、不出来の差 

ひび割れだらけでジャンカだらけ、鉄筋の被り厚さ

もまちまちで腐食が目立つ…。こんな施工不良が目立

つ欠陥マンションと、躯体が健全なマンションでは、

後々のメンテナンスコストに差があらわれる。欠陥マ



 32

 

ンションを健全な建物なみに修繕し、復元しようとす

るとメンテナンスコストは高騰する。 

③経年で異なる長期修繕計画 

築後１０年頃に策定する､第１回と第２回目の大規

模修繕を目標に計画した長期修繕計画と、築後３０年

を越した頃の長期修繕計画は、異なる。 

築後１０年頃には、汚れや劣化も目立ちはじめ、新

築時の姿に戻し、良好に維持管理しようとする計画と

なる。劣化の範囲も外装仕上材程度で、この時期の長

期修繕計画は、建築仕上･防水材や二次部材などの修繕

項目が中心で、室内の給排水､給湯･ガス配管設備など

の修繕項目は見当たらないのが普通である。 

一方、築後３０年以上経過すると、建築設備や二次部

材の腐食劣化も顕在化し、建物の

耐震性や断熱･省エネルギー性、

高齢化対応などの既存不適格も

居住者を不安にさせる。長期修繕

計画も多岐にわたり、改良すべき

課題や工事項目も強く表現され

るようになる。 

 

３．４ 修繕周期を整合させる 

長期修繕計画とは、建物を構造

躯体、二次部材、仕上材、設備、

外構などの部位に分解し、各部以

後との概略の修繕周期を設定し

て、それらの周期に整合性を持た

せることである。例えば、外壁の

修繕周期が１２年だとすると、外

壁廻りのコーキングやシーリン

グの修繕を同時期に実施すれば

足場などの架設費用は一度です

むし、受注する修繕工事会社にと

っても管理費などを削減する事

ができる。 

このように、様々な部位ごとの

工事の時期を、大規模修繕工事や

中規模修繕工事の時期と整合さ

せる為に、修繕工法や、仕様をき

めていくことが長期修繕計画の

ポイントとなる。「修繕周期を整

合させる」という発想がないまま

に長期修繕計画をつくると、部位ごとに必要と思われ

る年次で計画を立ててしまうので、仮設工事が毎年の

ように必要となって不経済になったり、毎年のように

何らかの工事を行うことによって居住環境としても落

ち着かないなどの欠点がある。 

 

３．５ 修繕周期(期待する耐用年数)と性能保障期間 

一般の人々は、建物の性能保証の年数を過大に評価

する傾向にあり、「性能保障期間が過ぎれば直ちに修繕

や改修工事が必要になる」と思い込んでいる人もいる

ほどだ。このため「修繕周期（期待する耐用年数）」と

「性能保障期間」を分けて考えるようにアドバイスす

る必要がある。 

図3-1 長期修繕計画の算定手順
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期待する耐用年数は、対象とする建物の出来、不出

来、立地による環境条件、修繕設計の仕様や工法によ

っても異なってくる。このため、長期修繕計画で設定

する修繕周期の基準となる年数に合致するよう修繕工

法や仕様を設定するのである。 

一方、性能保障期間は、瑕疵担保責任を負うべき期

間だ。もし期間内に事故が発生したり、性能が発揮で

きない場合には、これを無償で補修し、損害賠償の責

を負うものである。このため性能保障期間は、期待す

る耐用年数の半分程度を年数を目安として考えるのが

妥当である。詰りこの保障期間が過ぎたからといって

直ちに修繕工事が必要になるわけではない。 

雨漏りや漏水事故がなければ、屋根の防水工事を直

ちに実施する必要はない。長期修繕計画である時期に

屋上防水を想定していたとしても、漏水事故が発生し

てから、小口修繕で漏水を止めながら、屋上防水修繕

の実施設計を検討し、施工会社から合い見積りを取り、

防水改修工事の実施に着手するのが通常だ。 

計画修繕周期表は長期修繕計画の基本となる。今後

の改善を含めた手法である。ただし、あくまでも一つ

の目安であり、実施設計の段階で再度、建物全体の劣

化度や改良の方向性、必要性について詳細に検討する

必要がある。 

 

３．６ 長期修繕計画で将来の工事費を知る 

一般に分譲マンションでは、十数年周期で大規模修

繕工事を繰返す。したがって、大規模修繕工事の周期

が長ければ長いほど、そのマンションに要する修繕積

立金は軽減される。１００年の耐久性があるマンショ

ンの場合、１２年周期で大規模修繕を行えば７回の修

繕工事が必要になり、１５年周期で行えば６回、１８

年周期なら５回に減少する、と云った具合である。 

ただし、周期を長く設定すれば１回当たりの修繕費

用は増大する傾向にあり、修繕周期に合致しない小口

の修繕や経常修繕などが多くなることも予測される。 

部位別の修繕周期や修繕工事内容は、建物劣化診断

と修繕計画を踏まえて、総合的に調整して判断し決定

する。 

長期修繕計画は、修繕対象部位と項目を整理した後、

修繕時の仕様や工法を想定して提案する。各年次ごと

に必要と思われる工事を出来るだけ具体的に洗い出し、

費用を積み上げていく。こうして１５年後、３０年後

の修繕計画を立案する。 

長期修繕計画は、現時点で考えられる将来予測であ

り、確定したものではない。策定時には予測もつかな

い出来事が起きたり、将来の技術進歩による仕様や工

法の変更も考えられる。それでも、建物を維持する資

金計画を立てるためには、概算工事費の把握が必要で

あり、その為にはある程度、改修の際の仕様や工法が

前提となるのである。 

 

３．７ 不足しがちな修繕積立金 

将来、必要となるであろう概算工事費は、部位別の

修繕周期から導き出した工事項目ごとの単価と、図面

から拾い出した部位別の数量から算出する。また、工

事単価は改修工事で一般的に用いられている単価とす

る。ただし、単価には幅がある。 

概算工事費の合計金額には、一定の割合で現場経費

と会社経費、消費税を加算する。より実勢に近い予算

を立てるためである。同様の理由から、大規模修繕を

実施するために必要な、調査･診断、修繕計画、修繕設

計料を本工事費の５％、工事監理料を本工事費の３％

程度として加算しておく。 

こうして積み上げた概算工事費と修繕積立金をまと

めたものが「長期修繕計画・試算表」である。 

これをもとに、修繕積立金の過不足と今後の徴収計画

を比較して、将来の修繕計画の資金的裏付けが可能と

なる。試算の結果、積立金が不足することが分かれば、

値上げを検討する様に管理組合に促す。 

私たちが、調査診断を踏まえた長期修繕計画を策定

すると、修繕積立金は不足する傾向にある。 

これは、以下の理由による 

①既存の長期修繕計画が、調査診断の結果の実態を踏

まえて作成されていない、机上の長期修繕計画のた

めである。 

②既存の長期修繕計画には、工事項目にサッシ等の二

次部材や室内の給排水・給湯設備の修繕計画やその

工事項目が捨象されているためである。 

③既存の長期修繕計画には、既存不適格の改善、性能

向上の計画予算が含まれていないためである。 

この修繕計画を実現する為に駐車場使用料や修繕積

立金の値上げなどの対策が必要となる。 
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３．８ ｢修繕設計｣には長期修繕計画の合意が不可欠 

このように修繕計画の段階で大規模修繕工事の内容

や次回の大規模修繕工事の内容や概算工事費用を議論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しておけば、区分所有者の修繕工事に対する認識も深

まる。その結果、修繕設計の段階での手戻りが少なく

なり、修繕設計や修繕工事がスムーズに進むのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-1 部位ごとの標準的修繕周期モデル
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４．修繕項目と改修内容の追加 

マンションの建物や施設の調査、及び修繕計画を踏まえて、既存の長期修繕計画の見直し行う。 

長期修繕計画を見直し、試算表と合せて管理組合の総会で合意を得た上で、修繕設計に着手する。 
 
既存の長期修繕計画では、「被せ工法」と「撤去工法」

の計画化や、「建築二次部材」や「室内の給排水､給湯･

ガス設備配管」などの修繕項目や、「耐震化」「バリア

フリー化」「省エネ化」などの性能向上に向けた項目は

除外されていた。 

これを除外すると高経年マンションの機能低下や陳

腐化に歯止めがかからず、合意形成に役立たない。 

以下、高経年マンションなどの総合的な大規模改修

工事に向けて、管理組合で合意形成するために必要な

修繕項目や改修内容を記述する。 

 

４．１ 「被せ工法」と「撤去工法」の計画化 

外装仕上材などは､既存の仕上材を撤去して仕上げを

やり直す「撤去工法」か、既存の仕上材の上に新たな

仕上材を重ねる「被せ工法」かの判断が重要なポイン

トとなる。撤去工法と被せ工法で計画予算が大きく異

なるからだ。当然、被せ工法の方が撤去工法よりも工

事費を抑えることができる。だが、長期的に見ると被

せ工法を何度も繰り返せるわけではない。長期修繕計

画を立てる上で、どちらの工法を採用するかを明確化

する必要がある。 

例えば、第１回目の大規模修繕で被せ工法を採用し

た場合、更に１０年以上経過した第２回の大規模修繕

の際にも、新築時と第１回目に被せた仕上材の更にそ

の上に被せる工法を採用することも可能な場合がある。

しかし、更に１０数年以上経過した第３回目になると、

被せ工法では無理がある。新築時と第１回目と第２回

目に被せた３枚の仕上材は全面的に撤去する撤去工法

を採用すべきであろう。２回目で撤去するか、３回目

で撤去するか、さらには４回目で撤去するかは、既存

材料の劣化状況や、新規に被せる仕上材の種類や膜厚、

期待する耐用年数や仕上りの美装性、修繕周期によっ

て変わってくる。 

私は、外壁の仕上材は、１２～１５年周期で修繕周

期を設定する場合、遅くとも３回目には「撤去工法」

を採用することにしている。 

この考え方は、屋根のアスファルト防水露出工法の

修繕計画や、バルコニーや共用廊下の床の塗膜防水の

修繕計画にも、適用される。 

４．２ 段階的修繕計画の計画化と、 

建築二次部材の修繕計画 

アルミサッシは、アルミ製のサッシ本体や、付属金

物、プラスチックやゴム製の部品、ガラスなどで出来

ていて、それぞれの部品ごとに耐久性が異なる。 

例えば戸車が損耗して、建具の使い勝手が悪くなっ

たからと云って、サッシ全体を一気に取替えてしまう

のは勿体ないことで、戸車だけを新品に交換すれば使

い続けられる。 

アルミサッシの様にいろいろな部品で構成される二

次部材は、部品ごとに劣化状況が異なるために、その

メンテナンスや修繕計画は段階的に行う必要がある。 

築後１２～１５年目の頃に実施する第一回目の大規

模修繕工事では、アルミ面材の汚れを落とし、特殊な

研磨コーティング材によって点々状の腐食を防止し、

掃出しサッシの戸車を新品に更新する。 

築後２４～３０年頃に行う第二回目の大規模修繕で

は、ビードや気密ゴムなどは劣化して弾力性を失って

くる。また、窓サッシの戸車やクレセント、レバーハ

ンドルやストッパー､小窓閉り等の付属金物も損耗す

るものがあらわれてくる。このようにプラスチックや

ゴム製品が劣化し出したら、サッシの障子を取り外し、

框や中残を分解し、ビードや気密ゴム、戸車は全て新

品に交換し、その他の劣化した金物も新品に交換する。

さらに、分解した框や中残、サッシ枠、レールの汚れ

を落とし、磨き、コーティングすることにより延命を

図る。 

築後３６～４５年ころに行う第３回目の大規模修繕

の時には、サッシの劣化具合によっては、第２回目の

修繕方法を踏襲し、付属金物を全数更新する場合と、

既存サッシをすべて撤去して交換する修繕方法がある。 

サッシや鋼製建具は１２～１５年周期で定期的に手

入れをし、劣化度に応じて段階的に修繕方法を検討す

ることが望ましい。 

 

４．３ 専有部分、室内工事の計画化を組み込む 

住戸内の給排水･給湯配管設備の経年劣化は、漏水事

故の多発と上下階のトラブルなど、管理組合に取って

避けて通れない重要な課題となる。｢専有部分｣なので､
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管理対象外＝長期修繕計画の対象外とせずに、これを

長期修繕計画に繰込む必要がある。室内の給排水・給

湯設備の調査と標準的住戸の１住戸当りの計画予算、

及び､管理組合の統一工事の範囲と、各戸負担オプショ

ン工事を明確化し、修繕工事項目一覧に組み込む必要

があろう。 

 

４．４ 既存不適格、性能向上を長期修繕計画に組込む 

既存建物の性能向上の計画予算は、それぞれの目的

に応じた調査と修繕計画により算出される。 

これは部位別数量と単価でこうされる修繕項目一覧

とは異なる表現となろう。 

①耐震補強計画 

耐震診断の結果、既存建物のＩs値が低ければ、大掛

かりな補強計画となり、Ｉs 値が０.6 に近ければ、軽

微な補強計画となる。一般にマンションは、梁間方向

は戸境壁が配置されていれば耐震性は高いが、桁行き

方向は壁が少なく耐震性は低い。この補強方法は、「外

付けフレーム工法」や「妻壁バットレス補強工法」な

どが考えられる。これらの躯体補強工事には、補強部

廻りの建築・設備の道連れ工事が発生する。 

また、建物の軽量化･上層階減築などにより耐震性を

高める手法もある。これには外壁のモルタル層の全面

除去、屋上押え層の除去(露出防水化)､バルコニーや共

用廊下のコンクリート手摺壁の金属手摺化などの手法

が考えられる。 

各戸玄関扉を変形対応型の耐震扉に更新したり、Ｅ

ＸＰＪoint 金物を更新する際に有効幅を確保し、脱落

防止の製品に取替えるなどの改善を加える。 

設備配管更新時に、水槽･高置水槽を除去し、増圧直

結方式に給水設備システムを変更することにより設備

の耐震性を高める計画も検討されねばならない。 

建築二次部材や建築設備更新時にそれぞれの耐震性

能を向上する計画を修繕項目に含める。 

②断熱･省エネルギー化計画 

外壁･屋根の外断熱化、サッシや玄関扉などの開口部

の高断熱･高気密性建具への更新などにより、住宅居室

からのヒートロスを低減し､室内結露を防止し、直達日

射による躯体蓄熱による火照りを軽減し､冷暖房効率

を向上させ、建物の省エネルギー化が計画される。 

また、更新時期に来たエレベーターのインバーター

制御、照明器具やポンプ､換気扇などに器具を省エネ型

の製品に取替えることによりマンション全体を省エネ

ルギー化することは出来る。 

建物を構成する外装･防水材や二次部材、設備機械の

更新時期に､省エネ製品に更新する計画をする。 

これは従来の修繕項目に省エネ製品に更新する予算

を見込めば、長期修繕計画に比較的簡単に組み込める。 

③高齢化対応・バリアフリー化計画 

調査と修繕計画により長期修繕計画に組み込める事

項と、長期修繕計画の枠外で対応すべきものがある。 

長期修繕計画の枠内に組込む項目は、エレベーター

の追加、段差解消やスロープ化、手摺設置などのハー

ドな対策で、これらは計画予算を立て計画に組込む。 

「高齢者を孤立させないマンション内コミュニティ

ー形成」や「高齢者の生きがいを高めるコミュニティ

ー活動」などのソフト面での事業も欠かせない。 

 

４．５ 修繕周期の見直し 

これらの要素を付け加え、長期修繕計画を見直すと、

修繕積立金では賄いきれない場合もある。 

既存の長期修繕計画では、１２～１５年程度の修繕

周期を設定していたが、建築二次部材､室内配管､既存

不適格解消などを加えた計画は、従来の修繕周期にと

らわれていると、工事費用が間に合わなくなる。 

工事内容に大胆なメリハリをつけ、柔軟な修繕時期

の設定が求められよう。 

 

４．６ 総合的な長期修繕計画の策定 

既存修繕計画･設計とは、調査対象建物の弱点や問題

点、諸矛盾点を探りだし、同時にその建物の長所や優

れた点を探りだし、長所を伸ばし、弱点を克服する、

解決策を提示する事にある。 

既存建物の耐震診断により、その建物の耐震上の弱

点を探りだし、どのような補強計画･設計を行なえば、

弱点を克服し、優れた耐震性のある建物に再生できる

かを探り出す行為である。 

また、既存建物の劣化診断により、建物の耐久性を

妨げている要因や、勘所を探し出し、 も有効に耐久

性を高める対策を探し出す計画設計である。 

一方、高齢者や弱者にとって障害（バリアー）とな

るものを洗いざらい探りだし、高齢者や弱者にとって

も、健常者にとっても快適で安全な建物に再生する

も有効な対策を探り出す計画設計である。 
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図4-1 長期修繕計画試算表の例 

築後３６年目の２０１０年に外壁をケレンし、外断熱改修とサッシ二重化の大規模修繕を行い、５年後の２０１５年に全戸の室内の給排水･

給湯配管設備や換気扇ダクトを改修する計画。高齢化が進む２０２２年には階段室型住棟にエレベーターを設置し屋上防水の断熱改修を計画

し、次回の外壁塗装工事は高耐久性塗材を採用するので、２４年後の２０３４年まで伸ばす計画となっている。積立金の値上げなしの計画 

以上のように、室内から建物・外構(造園)まで、構

造の耐震補強から建築仕上･防水材・二次部材から設備

まで含めた、総合的な長期修繕計画と改修計画が求め

られる。 

これらの、いろいろな要素を、同時期に一挙に実現

しようとすると、資金計画的にも、合意形成上も無理

があると判断されれば、時間軸の中に、改修計画を並

べ替え、段階的に実現する計画手法も検討されなけれ

ばならない。 

例えば、今回工事は耐震補強を中心とした建物外部

周りの改修工事を行い、次回の大規模修繕工事はⅩか

つ室内の給排水･給湯設備の更新工事を中心に、バリア

フリー化工事を実施するというように、段階的な長期

的修繕計画が必要となろう。 
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５．修繕設計のまとめ方 

修繕設計の設計意図を も強く表現する手段は「改修工事･仕様書」にある。 

実施設計は、管理組合と、この仕様書を中心に説明し、協議してまとめ上げる。 
 

５.１ 修繕設計の特徴 

管理組合の総会で基本設計（＝長期修繕計画の見直し）

の合意が得られたら、実施設計に着手する。 
新規に建物を設計する時には、建築家は紙の上にスケ

ッチや図面を描き、設計者の意図するところを表現する。

これに対して、既存建物の修繕設計では、設計者の設計

意図は、主に図面よりも、仕様書で表現される。 
既存建物を壊して建替えるのではなく、現にそこにあ

る建物を生かし、手をくわえ、使い易く、快適で、長持

ちさせ、安全で大地震に遭遇しても存続する建物に再生

させようとするのである。だから、修繕設計で実現しよ

うとする主題(テーマ)を中心に、仕様書という文書で修

繕の考え方を表現するものとなる。修繕設計の設計意図

は、主に仕様書で表現し、図面やディテール･シートは設

計意図を補足説明するために表現される。 
設計者は管理組合役員に、具体的な工事仕様や内容の

説明、各工事対象部位と範囲、その目的、居住者に協力

して貰わなければならない事項などを丹念に説明する。 

 
５.２ 設計内容の打合せ 
（表 5-1）は、４棟、１２０戸のマンションの「外断

熱･サッシなど省エネ改修工事」の仕様書の目次である。 
長期修繕計画の見直しの段階で、今回工事の概要や、

主な目的･目標と概算予算は固まっているので、その工事

の具体的内容を詳細に詰めることになる。 
一般に、修繕工事の実施設計は、仕様書の素案をたた

き台にして、マンション管理組合の理事会や修繕委員会

と設計者の間で、毎月１回、４～６回程度の打合せ､協議

によりまとめられる。仕様書の各工事項目ごとに、４～

６回分に分割して、その都度、その工事の目的や設計内

容を説明し、補足的に図面や仕上表や見積記載項目一覧

などを加え、修繕工事の仕様内容や工法、対案などの協

議を重ねて、４～６カ月程度でまとめあげられる。 
特に居住者が日常生活を営んでいる状態で工事を行う

「居ながら修繕工事」の場合、この仕様書は、改修対象

マンションで働く請負会社の現場担当者や、作業する作

業員ばかりでなく、管理組合役員､修繕委員や、全ての居

住者にとって、工事期間中に守らなければならない規範

となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図5-1 仕様書の目次 

 
５.３ 各工事項目別の仕様書の打合せ・協議 

表のサンプルのうちの､各工事項目ごとの仕様書の打

合せ内容は、以下の様になる。 
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①仮設工事の仕様書を検討する 
仮設工事には共通仮設と直接仮設(足場架設)がある。

このうち共通仮設では、現場事務所､資材置き場、作業員

詰所､道具洗い場･手洗･便所やサッシ・外断熱パネル等の

作業スペースや、各戸のバルコニーに置かれているプラ

ンターや植木鉢の仮置き場､工事車両の駐車場などの必

要施設を規定する。この仮設物を敷地内のどこに配置す

るか､仮設計画･配置図を作成し、管理組合役員と協議し

決定する。 
また､各住棟廻りに架設する工事用足場は、サッシ二重

化や外断熱パネル設置、外壁塗装などの本工事の内容に

適した足場形状や楊重機､足場内の小運搬などを検討し、

修繕工事の内容から足場架設の存置期間などを設定する。

管理組合役員や修繕委員会とは足場存置期間中の防犯対

策や眺望･通風など､日常生活の鬱陶しさの解決方法など

を協議し決定する。 

 
②躯体改修止水工事の仕様書を検討する 
事前調査のテスト施工をもとに、既存の外壁塗膜の除

去､ケレンや洗浄･清掃の方法や範囲を規定する。既存塗

膜が剥がれ､躯体表面があらわれると｢鉄筋露筋｣｢欠損｣

｢ひび割れ｣｢コールドジョイント｣｢豆板･巣穴･ジャンカ｣

などの躯体の不良部分が表れるはずである。躯体の劣化

現象と劣化の程度に応じて修繕仕様は規定できるが、そ

の数量がどの程度になるかは開けて見ないと分からない。 
また、モルタル層の浮き･界面剥離の確認方法と修繕仕

様も規定できるが、その数量は仮設足場が設置されない

と詳細な打検調査ができず、確定できない。 
あらかじめ､修繕仕様ごとの予定数量を仮定し、修繕工

事が始まってから、実施数量を現場で確認する「実費精

算方式」を採用する。この実費精算方式の意味や考え方

余管理組合役員や修繕委員会に理解して貰う必要がある。 

 
③外断熱化工事とサッシ二重化の仕様書を検討する 
修繕計画(長期修繕計画の見直し)の段階で、外断熱工

法と開口部の断熱性能向上について幾つかの計画案を比

較検討し、一案に絞って予算計画などを提案している。 
実施設計の段階では、断熱材の材質･厚さ、窓サッシの

納まり､性能規定などを詳細図面と合せて役員や修繕委

員に説明し、打合せ協議し、決定する。 
この部分の仕様書の抜粋を、サンプルとして記載する。 

 

④オプション工事の仕様書を検討する 
大規模改修工事は、修繕積立金を取り崩して、主に共

用部分を対象に行う工事である。一方、本工事に関連し

て、区分所有者･個人の私物､専有物の移動､取り外し、復

旧などの工事が発生する。例えば、各住戸のバルコニー

に置かれている私物、空調室外機や給湯機などである。

サッシを修繕する際に、サッシの換気小窓に通っている

冷媒配管は移設して貰う必要がある。エアコンをこのよ

うに使用しているお宅もあれば､クーラー用スリーブを

活用しているお宅もある。そもそもエアコンを使用して

いないお宅もある。大規模修繕は各･区分所有者が月々、

積立ててきた修繕積立金を原資としている。これをある

特定の区分所有者の私物の移動､取り外し、復旧などの工

事に使うわけにいかない。 
そこで本工事とは別に「オプション工事」を設定する。

この工事は各区分所有者が、各戸の意思で発注し、支払

う工事である。 
｢空調室外機の移設･復旧｣｢破損ガラスの復旧｣｢換気扇

の清掃・取替｣｢バルコニー設置物置の撤去｣｢バルコニー

人工芝ﾉ除去｣などがオプション工事項目と考えられる。 
このオプション工事の内容について管理組合役員や修

繕委員会と協議し、検討する。 

 
５.４ 管理組合ニュース・広報の重要性 

通常､理事会や修繕委員会は「管理組合ニュース」や「大

規模修繕工事ニュース」などを、適時発行して管理組合

の事業や活動を報告し､理解を求める。「建物の調査診断

結果の報告」や、「長期修繕計画の見直し案の報告」など

は、総会や説明会を通じて報告するほか、広報で特集号

を組み報告する。特に、工事も近づく実施設計の段階で

は、居住者の関心も高まり、情報の公開が重要になる。 
実施設計を検討する期間に管理組合の役員や修繕委員

の広報担当者は、設計主旨や、その目的、各工事の内容

や居住者が工事中に工事に協力しなければならない具体

的な内容などを知らせて協力を求める。 
例えば、管理組合員・居住者が守らなければ事項は、

洗濯物が干せない工程、在宅して貰わなければならない

工程、工事の障害となる空調室外機の移動やバルコニ

ー・共用階段に置かれている私物の撤去､片付けなどであ

る。 
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６．各部位別の修繕設計と設計図書 
修繕工事は機械化･省力化とは反対の労働集約型の建築生産現場である。 

修繕設計は、専門技能職人集団がていねいに手間をかけて作業する工事内容の指針となる。 

新築設計にはない、修繕設計の独特の留意点がある。 
 

６．１ 合理化･省力化できない修繕工事と修繕設計 

新築工事の施工現場では、人手をかけずに可能な限り

機械化･省力化を図り、建物を建設する。これは、マンシ

ョンでもオフィスビルでも同じで、しかも大規模な建物

ほどその傾向は顕著である。 
一方、修繕･改修工事は、労働集約型の建築生産であり、

機械化､省力化がはかりにくい。修繕工事の内容のよしあ

しは、多くの技能のある専門職人が手間をかけて､ていね

いにものつくりをするかにかかっている。 
既存建物の修繕･改修工事の現場では、現にそこにある

対象建物は工法も仕様も規模も築後の経過年数も異なる。

既存建物の修繕対象部位毎に手の掛け方や修繕の方法も

異なる。 
また、耐震補強や省エネルギー化､バリアフリー化や給

排水衛生設備や電気設備の修繕、建築二次部材など修繕

設計の目的も内容も異なる。 
したがって、既存建物の修繕設計は、施工現場で働く

特殊な技能を持った専門工事会社や職人集団の作業内容、

班編成､道具や工具などを、工事種目ごとにイメージし、

修繕工事仕様書を組み立てていくこととなる。 

 
６．２ 修繕設計の留意点 

設計に当っては、建物を総合的に見る視点が大切であ

る。修繕する範囲が建物の一部だとしても、修繕工事対

象外の部分を傷めないか、建物の耐久性を損なわないか

……といった視点を持ちながら判断する。具体的には、

以下の７つのポイントがある。 

①修繕しない範囲にも配慮 
一つの建物のうちで、修繕･改修をする範囲と、しない

範囲がでてくる。修繕･改修範囲を詳細に設計するのは当

然であるが、対象外の範囲に対する処置をきちんと決め

ておかなければならない。例えば、養生や仮設工事など

だ。さらに、修繕範囲とその周辺部の納まりについても

検討しておかなければならない。将来、対象外とした部

分を改修する時、今回の修繕工事範囲は対象外になる可

能性もあるのだ。 

 
 

②.次回の修繕工事を想定 
大規模修繕工事は今回の１回だけでは終らない。建物

に耐久性がある限り、何回でも繰り返される。最低限、

次回の大規模修繕工事の内容を想定して、今回の各部位

の修繕仕様や工法を設計しなければならない。次回に工

事がしやすいように、修繕設計を検討する事も重要であ

る。 

 
③既設材料を撤去するか否か 
既存建物の改修工事では、既設材料を除去して新たに

新規材料を施工するか、既設材料をそのままにして新規

材料を被せるか、の選択が迫られる。どちらにするかは、

既存の修繕対象部位の劣化状態、修繕による耐久性、修

繕工事費などを総合的に判断して決定する。 

 
④補修方法の標準化と実費精算方式の導入 

既存建物の改修工事では「開けてみないと、何が出て

くるか、分からない。」とよく言われる。 
剥がし、除去し､ハツリ出してみないと、下地の傷み具

合がどうなっているか分からない。躯体や下地の劣化具

合によって補修方法も変わってくる。これが改修工事現

場の面白いところでもあり、施工会社にとってはリスキ

ーなところである。 
このことを事前に予測し、補修方法の標準化とその選

択、補修方法別の単価契約による実費精算方式を仕様書

で規定し、施工監理の段階で迅速かつ機動的に対応でき

るようにしておく。 

 
⑤複合的な素材の組み合わせを評価 
改修工事では、既設材料と新規材料、およびそれを媒介

する接着剤(アンカー材)など、複合的な材料や工法を選

択することが必要になる。例えば、耐震補強材と既存躯

体のアンカー材などの関係や相性に留意する必要がある。 

 
⑥異種素材の取合いや納まり 
異種素材の取合い部やその納まりによって耐久性や強

度が左右される場合がある。異種部材の納まりの設計は、

各部ごとの詳細な修繕仕様書や詳細図として表現する。 
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⑦小口修繕やメンテナンスとの関係 
大規模修繕工事完了後の日常の清掃やメンテナンス、

事故が起こった場合の経常修繕の方法などを想定した修

繕設計が求められる。又、工事引渡しに際して、後々の

メンテナンスの方法や、次回の修繕時期の予測と概略の

工事内容、性能保障期間とアフターケアー体制などを伝

える必がある。 
このような点に配慮しながら総合的に評価して修繕設

計を進める。 

 
６．３ 実施設計の図書 

下の表が、修繕工事の実施設計図書である。 
このうち見積要綱には発注者､工事名称､工事概要､工

期､支払条件､建物概要､工種別性能保証､工事履行保証､

契約約款などが明記される。 
質疑応答書を除いた、この設計図書は工事施工会社の

選定に当たり､見積依頼および現場説明会の図渡し書類

となり、修繕工事･請負契約書には、これらの設計図書に

質疑応答書、契約約款、及び見積書が合本される。 
これらの設計図書をもとに、見積参加希望会社に、公

明正大に正確に、見積依頼をする。 
また、修繕工事の工事現場では、これらの設計図書に

もとづき、施工会社(現場代人)や各専門工事会社の社員、

現場作業員が確実に施工するものとなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表6-1 実施設計図書 

以下に既存建物修繕･実施設計図書の抜粋したものサ

ンプルとして示す。 
①「改修工事仕様書」の抜粋サンプル 

これは全体の仕様書のうち、外壁の外断熱改修仕

様や、サッシ二重化･修繕仕様書を抜粋したもので

ある。 
②「見積記載項目一覧」の抜粋サンプル 

これは仕様書で規定した修繕工事項目ごとの部位、

範囲の施工数量を示したものである。これに各施

工単価を記入すれば見積内訳書になる。施工者が

作成する契約見積書のフォーマットとなる。 
③「修繕工事仕上表」の抜粋サンプル 

これは修繕対象部位の既存仕様、ケレン･清掃グレ

ード､及び新規施工する仕上材や防水材、及びプラ

イマー(下地調整材)の工程を示したものである。 
また、シーリング修繕仕上表は既存シーリング材、

目地形状寸法､新規シーリング材を示している。 
④「修繕工事図面」の抜粋サンプル 

その改修工事の主題（メインテーマ）となる工事

種目や修繕内容については、詳細図面などを作成

し､設計意図を表現する。改修工事が始まり施工会

社が決定した段階で、架設足場などから全数実測

調査し、施工図が作成され、これをチェックし承

認することになる。 


