１．施工会社の選定
優れた修繕設計を実現するのは、妥当な金額で修繕設計に適した施工会社を選定することが必要ある。
長年貯めてきた修繕積立金を取崩して行う工事であるから、施工会社の選定と請負金額の決定は、管理
組合員の納得が得られるように、公明正大に行なわれなければならない。
１.１ 施工会社選定の目標と合意形成
長年、積み立ててきた修繕積立金を取り崩して行う大
規模修繕工事は、管理組合にとって大事業である。とり
わけ、
大規模改修工事会社の選定と工事金額の確定には、
細心の注意を払ってことを運ぶ必要がある。
以下、施工会社･選定の要点を記述する。
①. とかく建設業界は「談合」
「裏金」問題など、ダーテ
ィーな印象が強い。手弁当で活動する管理組合の役
員や修繕委員に対して、一般の管理組合員は疑惑の
目を向けがちである。時には修繕設計コンサルタン
ツにさえ疑惑を抱く場合もある。
「公明正大」に、透
明性を高めて事業を進めることが肝要である。
②. 質の高い修繕･改修設計を実現するには、優れた改修
工事の施工能力を持つ会社と、妥当な金額で契約す
る事である。
③. 管理組合の総会で、
契約する施工会社名、
請負金額、
および施工会社選定の経過の合意を得る。そのため
に臨時の管理組合総会を開催する場合もある。
１.２ 施工会社選定のプロセス
施工業者を選定し契約する主体は管理組合である。
修繕設計者は、以下のようなプロセスで施工会社選定
の過程に関り、適切なアドバイスを行なう必要がある。
① .
.見積参加企業の公募
「集合住宅管理新聞」
「改修専門誌」
「建設業界誌」や
マンション内の掲示、管理組合広報誌などで見積参加会
社を公募する。[表－１]のように、その募集要項には「建
物概要」
「修繕工事内容･項目」
「工期」
「指名参加願の提
出書類」などを記載する。
一般に、
マンションの大規模改修工事を施工する企業は、
「総合請負業(ゼネコン)」
「総合請負業系の修繕専門工事
会社（ゼネコン子会社）
」
「改修工事の施工能力のある専
門工事業者（塗装･防水･建築二次部材･管工事など）
」
「請
負工事部門を持つマンション管理会社」などである。
100～200 戸程度の規模のマンションの総合的大規模改
修工事では２～３０社程度の応募がある。指名参加願い
の提出書類から、業種、資本金、社員数、集合住宅改修
工事の実績、修繕設計の工事内容に適した施工会社かど

うかなどを基準に、
５～１０社程度、
管理組合に推薦し、
管理組合は各社に現場説明会の案内状を送る。
②.見積依頼と現場説明会
管理組合は、選定した見積参加希望会社（５～１０社）
に現場説明会の案内をし、指定した日時に管理組合の集
会室で、修繕設計図書(改修工事仕様書,見積記載項目一
覧､仕上表,図面)を各社に渡し、設計趣旨などを説明し、
見積書の提出を依頼する。
見積記載項目一覧は、CD=R などのデーターで渡し、
見積書･内訳書はこのデーターに各工事項目別の単価を
打込んだデーターで提出されることが便利である。
見積依頼する設計図書は、修繕設計の意図がわかりや
すく、施工会社として工事により実現すべき目標が明快
であり、見積しやすいことが求められる。
通常、見積期間は２～３週間で、見積期間中に現場の
調査に来る場合は、管理事務所に連絡してもらい、管理
組合指定の腕章や名札を付けてマンションの共用部分の
調査してもらう。
調査の上、見積書作成に当たり、設計図書に疑問や質
問があれば、指定期日までに質問書をメールや FAX で
提出してもらい、各社に共通回答を行なう。質問書の取

まとめ、及び設計･技術的な回答は設計者が行い、管理組
合が回答すべき質疑内容は管理組合が回答を作成する。
見積期間中の現場調査、質疑応答を経て、３週間程度
の見積期間後の指定期日に見積書、
内訳書が提出される。
③.見積内容の分析
提出された各社の見積書･内訳書の内容を、
｢表-2｣のよ
うな見積比較一覧表にまとめて分析する。見積記載項目
一覧に従い、各工事項目別に単価が記入されたデーター
を活用して、
提出された全社の見積内訳の総括表を
「見

積比較一覧表」にまとめる。
例えば｢仮設工事｣｢躯体改修工事｣｢外壁･外断熱･塗装
工事｣｢サッシ等修繕工事｣｢防水補修工事｣｢設備修繕工
事｣等の工事項目別に比較し､最安値･最高値､平均値を検
討する。事前に長期修繕計画の各工事項目別計画予算と
も比較し、各社見積書のバランスなどを検討する。
見積書に特段のミスや落ちがなければ、上位３～４社
の主要工事項目の単価比較一覧表を作成し、見積落ちや
異常高値単価、異常高値単価の有無、設計意図の読み違
いなどをチェックし、面談に質問する内容を整理する。
妥当と判断される見積を推薦し、管理組合に２～３社
と面談し、決定する。一般に、管理組合は見積価格が安
価な会社と契約したがる傾向にあるが、異常安値で施工
能力に不安があり、設計意図を実現する意思が見られな
い会社を除外する場合もある。
④．面談とネゴシエーション
請負会社の決定方式には、｢入札方式｣と｢見積合せ方
式｣がある。マンションの管理組合は、相手がどの様な会
社かもわからずに、入札金額だけで請負会社の選定は行
わず、
「見積合わせ･面談方式」で決定する場合が多い。
見積開封後、管理組合や修繕委員会は、全ての見積提
出会社の内、見積金額の上位、２～３社に絞込み、面談
することを決定し、表のような面談の依頼状をおくる。
通常、１社当り１時間程度、面談する。面談の内容は
①．会社概要を聞く。
②．改修工事に取り組む企業としての考え方･姿勢
③．施工体制･現場代理人の人選について
④．概略の施工計画･工程･安全管理･品質管理など
⑤．専有部分に立入るなど特段の配慮を要する難易度の
高い工事の施工計画
⑥．請負金額についてのご相談
面談に招かれた施工会社は、管理組合の質問内容に答
えるプレゼンテーションを行い、会社の優位性をアピー
ルする。設計者は面談の司会、進行を進める場合もある
が、見積内容や施工計画へ質問したり、見積落ちを指摘
する場合もある。
通常、修繕委員会が決定し、理事会に答申する形を取る
が、施工会社を決定する面談の場に、理事会、修繕委員
会の全員が参加し、この場で、面談後、１社に内定し、
総会の準備を始める。
総会で提案するまで、見積参加会社名、面談会社の名
前は一切、公表しない。

⑤．.内定から総会決定へ
臨時総会で工事請負契約の可否を決定する。
議決事項
①．経過報告の承認
この間の工事会社選定の経過：
「見積参加会社の公募」
→「５～１０社に絞込み・現場説明会」→「質疑応答」
→「２～３社に絞込み･面談」→「１社に内定･契約金額
内定」→「総会提案」を報告し、承認を求める。
この間の経過が明快で、不正や疑義が無ければ承認さ
れる。
②．大規模改修工事、施工会社、工事監理者、および
工事期間、工事内容･種目などの承認
③．修繕積立金の取崩し、工事予算、大規模改修工事費、
工事監理料、予備費などの承認
④．借入金：マンションリフォームローン、臨時徴収、
助成金などの資金計画の承認
総会議決を経て、初めて施工会社と請負契約の締結が
可能となる。

１.３ 「春先工事」と「秋口工事」
外壁など足場架設を伴う大規模改修工事の時期には、
「春先工事」と「秋口工事」の２シーズンがある。
「春先工事」は、正月明けの１月中旬頃から足場架設
を開始し、梅雨前には外装仕上や防水工事を終わらせて
足場を解体し始める工事期間である。
一方、
「秋口工事」は、８月のお盆明け頃から足場を架
設し、正月前には足場を解体する工事期間である。
一般に、マンションの外壁等の改修工事は、空家の状
態で工事を行うのではなく、居住者が日常生活を営む状
態で工事を行う。従って、夏の暑い盛りに建物の外周に
足場が架設され、養生ネットで覆ってしまう工事は避け
た方が、うっとうしさの不満も低減され、工事の進捗が
図れる。また､暮から正月の期間は､作業員が集まらず､
実質的に足場の必要な作業はストップする。

い、翌年､１月の松明けから足場の架設を開始する。梅雨
前までに外装仕上工事や防水工事を完了させ架設足場の
解体を始める。７～８月の間に、駐車場･駐輪場､集会所
や屋外施設などの修繕工事や残工事､現場事務所の撤去
や工事費の清算、
竣工引渡書類の作成なども完了させる。
この場合の契約工事期間は、１１月末～１２月初旬の
着工から､次年の８～９月末日となり、年度（３月）末で
会計年度を決めている管理組合にとっては、大規模改修
工事の事業報告や決算報告が２年の会計年度にまたがる
ものとなる。
「春先工事」は、３が湯末決算の管理組合にとって都
合がよくないシーズンになる。ただし、多くの大規模集
合住宅団地や大型マンションの大規模改修工事が集中す
る「秋口工事」に比較すると、優秀な作業員の確保がし
やすく､工事金額も軽減される場合もある。

① .「秋口工事」の特徴と契約工期
管理組合の会計年度は、３月末で締めて５～６月の通
常総会を開催する場合が多い。通常総会では、前年度の
事業報告と決算報告、
新年度の事業計画と予算を審議し、
議決する。５～６月の通常総会で大規模改修工事の事業
計画
（工事内容､請負契約･工事金額､監理料､予備費など）
が決定されると、
契約書類精査･契約→着工準備→起工式
→工事説明会などの準備期間を経て、８月下旬のお盆明
けには足場架設が始められる。１２月末には足場が解体
され、新年の３月末までには、駐車場･駐輪場､集会所や
屋外施設などの修繕工事や残工事､現場事務所の撤去や、
実費精算工事費､追加精算工事費の清算、
竣工引渡書類の
作成なども完了する。
この場合の契約工事期間は、
７月初旬から､次年の３月
末日となり、管理組合の年度内の決算報告に、大規模改
修工事の事業報告や決算報告も含めることができる。
「秋口工事」は、管理組合にとって都合がよいシーズ
ンになる。多くの大規模集合住宅団地や大型マンション
の管理組合が､このシーズンに発注を集中し、
時には熟練
作業員不足や工事費の値上がりにつながる場合もある。

③ .「春先工事」と「秋口工事」の選択
「春先工事」か「秋口工事」かの選択は、
「調査診断」
「修繕計画」
「長期修繕計画の見直し」
「修繕設計」のス
ケジュールと密接で不可分の関係にある。
これらの業務内容と期間は、建物の規模､経年､改修の
内容により異なる。最初にコンサルタンツ契約をする際
に協議し業務期間を調整しておくことが望ましい。

② .「春先工事」の特徴と契約工期
一方、｢春先工事｣は、９～１０月頃に実施設計を完了
させ、１０～１１月の間で現場説明会､工事見積提出、大
規模改修工事のために臨時総会を開催し、１１～１２月
の間に工事請負契約､着工準備､起工式､工事説明会を行

２．工事契約から着工へ
劣化調査･診断から修繕計画を経て､修繕設計に至り､大規模修繕工事は着工をむかえる。
マンション管理組合の総会で､施工会社選定に至る経過報告､工事内容と工期、工事施工会社､請負金額､
監理費､予備費などを決定されたら、｢工事請負契約｣｢工事監理業務委託契約｣となる。
２．１ 着工準備期間
管理組合総会で大規模修繕工事の議決を行ってから、
すぐに工事に着手することにはならない。通常、契約書
類の整備、契約、概略･施工計画書の検討､居住者への工
事説明会、現場事務所など共通架設工事、足場架設工事
の施工計画書･施工図承認､足場申請、などの着工準備期
間が必要となる。通常､大規模修繕工事の総会決定･承認
から実質の着工まで、1～2 カ月程度の期間を要する。
２．2 請負契約と委託業務契約
管理組合が、調査診断、修繕計画･設計、工事監理など
の業務を、建築家や一級建築士事務所と契約する場合、
この契約は「委託業務契約」となる。
一方、改修工事を行う施工会社との契約は「請負契約」
となる。前者が「委任」であり、後者は「請負」となり、
契約の性格や内容が異なる。
この｢請負契約｣は、民法､第 632～642 条の「請負」規
定を法源としているが、この規定が昨今の複雑化した建
築工事の諸問題を規制するには不十分なため、民法に規
定を補う「工事請負契約約款」がある。
① .工事請負契約書の書類と内容
工事請負契約書は｢契約書｣｢契約約款｣｢仕様書｣｢図面｣
｢現場説明の質疑回答書｣｢見積内訳書｣などを合本したも
のである。
また、契約書類の効力優先順位は｢1.契約書｣｢2.約款｣
委任契約と請負契約
委任契約とは当事者の一方が、調査､計画･設計､施工監理
などの事務処理を相手方に委託し、相手方がこれを受託す
ることによって成立する契約である。
建築士､医師､弁護士など、専門性の高い労働､技術･技能､
知識などを活用して相手方の立場に立ち､善管注意義務を
払って事務処理を行うもので、双方が対等の関係の契約で
ある｡請負契約の様に瑕疵担保責任もなければ､業務履行保
証もなく､保証人をたてることも､損害賠償規定も特段に設
けない｡
委託契約方式には｢タイムチェージ方式｣｢顧問方式(定額
方式)｣｢プロジェクト方式｣がある｡

｢3.仕様書｣｢4.見積内訳書｣｢5.図面｣｢6.その他､仕上表な
ど｣の順である。
工事請負契約は法律上､合意だけで成立するが、
紛争を
未然に防止するためあらかじめ契約書を作成する必要が
あり、慣行となっている。契約書に明記する重要事項は
以下の通りである。
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着工の時期､完成の時期、及び引き渡しの時期
④ 請負代金の支払い時期と内容
⑤ 設計変更､工期変更、請負代金の変更による損害の負
担方法
また、
以下は､請負契約約款､見積要項､仕様書などに記
載される契約条件である。
① 天災その他不可抗力による損害の負担方法
② 価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額ま
たは工事内容の変更
③ 各当事者の履行の遅滞、その他債務不履行の場合に
おける遅延利息、違約金、その他の損害金
④ 契約に関する紛争の解決方法
② .工事請負契約の保証
契約の確実な履行を図るために、保証人またはこれに
代わる保証を立てることが多い。保証の種類には､｢金銭
保証人｣｢履行保証保険｣｢保証事業会社の保険｣｢契約保証
金｣などがある。
マンションの大規模修繕工事では区分所
有建物が現に存在していて、管理組合の修繕積立金など
が一定額、金融機関に預けられている。請負会社が金融

機関が発行する預金の残高証明書を求める場合もある。
一方、管理組合は請負会社に対して、請負会社と経営
規模や実績､施工能力のある施工会社による工事履行保
証の調印を求める場合もある。
③ .工事関係者について
請負人または注文者が、現場代理人または監督員を置
く場合は、その権限の範囲などを、それぞれ書面をもっ
て通知すべき旨が定められる。
① 現場代理人
現場代理人は工事請負者の代理人として、工事の施
工に関する一切の事項を処理するものである。マン
ションの大規模修繕工事では、一般に工事現場に常
駐する場合が多い。
② 監理(主任)技術者
監理(主任)技術者は、工事現場における工事の施工
技術管理をつかさどる技術者であり、建設業法上､
配置することが義務付けられている。
③ 専門技術者
一式工事の一部である専門工事を請負人が自ら施工
するとき、配置が義務ずけられている。
④ 兼任について
現場代理人､監理(主任)技術者および専門技術者は、
これを兼ねることができる。一般にマンションの大
規模修繕工事の場合、兼任する場合が多い。
通常、
工事請負契約後、
直ちに｢着工届｣｢現場代理人届｣
｢常駐専門技術者届｣｢工程表｣｢工事保険の写し｣などは提
出される。

④ .瑕疵担保責任と性能保証期間
「民間工事請負契約約款」には「瑕疵担保責任」
「修補
義務」
「損害賠償義務」
「瑕疵担保責任の期間」が規定さ
れている。
この期間は､発注者が期待する保証期間に比べ
てかなり短い。
既存建物の修繕･改修工事では、
修繕対象部位毎に仕様
書を明確に規定し、その性能保証期間を特記して定める
場合が多い。右の表が、仕様書に付帯する見積要綱で明
示された性能保証期間の一例である。
契約書には「民間工事請負契約約款」の期間の条項を
削除し、仕様書に記載された期間を明記する。
⑤ .工事請負契約の調印
契約に際しては事前に請負金額、支払い時期･条件、実
費精算工事の清算、融資金や助成金の金額や時期、性能
保証期間、工事監理者：係員､現場代人等の契約諸条件を
合意し、正式契約に至る。
契約金額が高額になる場合は、黒表紙のハードカバー
に金文字製本した契約書に調印する。
３-1．着工準備：施工計画書等の協議
着工にあたり、請負会社から発注者(管理組合)に次ペ
ージの別表に示す書類：｢着工届｣｢現場代理人届｣｢常駐技
術者届｣｢組織表｣｢施工計画書｣｢工程表｣｢｣｢主要協力業
者･専門業者届｣｢使用材料･メーカーリスト｣｢作業日報フ
ォーマット｣｢工程会議予定｣｢工程会議議事録・書式｣など
が順次、提出される。
これらの書類の内容を発注者(管理組合･修繕委員)､監
理者､施工会社の３者で協議･検討､修正し、承認する。

これらの作業と並行して居住者説明会時に使用する
｢居住者説明会資料｣の内容を打合せ、協議する。居住者
説明会資料は１冊のパンフレット(冊子)にまとめて、事
前に、全ての居住者や不在家主に配布する。
３.２ 起工式・安全祈願祭
大規模修繕工事の着工にあたって｢起工式｣=｢安全祈
願祭｣は欠かせない。一般に、新築工事の行事は｢地鎮祭｣
｢上棟式｣｢落成式｣などが行われるが、大規模修繕工事で
は｢起工式｣｢竣工式｣と称して行われる。
｢起工式｣は現場作業員の労働災害の防止や、日常生活
を営む居住者に事故がなく無事に工事が完了することを
願う行事で、マンションの集会所や団地の屋外などに紅
白の幕を張って行ったり、近隣の神社に出かけて行く場
合もある。
神式の場合、｢修跋｣｢降神｣｢献セン｣｢祝詞奏上｣｢四方
祓｣｢玉串奉奠｣｢撤セン｣｢昇神｣｢直会｣とすすみ､｢地鎮｣を
省略する場合が多い。
管理組合理事会や修繕委員会役員や居住者代表、施工
会社や工事監理者が出席する。玉串は、管理組合理事長､
修繕委員長､建築家(設計事務所)､請負会社代表､現場所
長､管理会社代表などが奉奠する。
通常、請負契約書の締結、調印日を吉日に設定し、同
じ日に安全祈願祭を行う場合が多い。また、行事の主催
者、費用負担者は、｢安全祈願祭｣は請負会社の主催、及
び費用負担で｢直会｣まで行い、｢竣工式｣は発注者(管理組
合)が主催し、その費用負担で行う。
３.３ 居住者説明会
通常の大規模修繕工事は、居住者がマンションからど
こかへ引越してもらい空家にして行うのではなく、区分
所有者＝居住者が日常生活を営んでいる状態で施工され
る工事である。そのため、居住者の工事に対する理解と
協力が不可欠となる。
どの様な工事を､何のために､何時､
どのような方法で行うのか、その工事期間中は、どんな
協力をお願するのか、具体的に全ての居住者に説明し､
理解と協力を求める必要がある。
居住者説明会では、施工会社の現場所長が、以下の内
容を説明する。
① .概略の工事項目と工事内容
② .全体の工事工程
③ .各工事毎の工事内容と工程

④ .各工事別に要する工事期間と居住者に協力をお願
いする事項
⑤ .各工事毎の完了時と検査･確認
さらに、
各工事別の居住者に以下の事項をお願いする。
① .外壁修繕･塗装工事やバルコニー床の防水工事など
洗濯物が干せない工事期間
② 窓サッシや鋼製扉等の開閉が制限される期間
③ 共用廊下や共用階段などの床防水工事などの際に、
通行が制限される工事内容と期間
④ 居住者の在宅・確認が求められる期間。
サッシや鋼製建具修繕工事や、室内の給排水給湯配
管修繕工事の期間

現場代人が説明会資料をもとに１時間ほどかけて説明
し、その後、３０分から１時間ほど時間をかけて、説明
内容に対する質疑を受け、応答を行う。
３.4 オプション工事
大規模修繕工事は、管理組合が全ての区分所有者から
徴収した修繕積立金を使って建物･施設の共用部分の修
繕･改修を行うものである。
この共用部分とは各住戸廻り
のバルコニーや共用廊下、
サッシ･鋼製建具なども含まれ
る。この共用部分に各住戸の専有物など修繕対象外のも
のが置かれている場合がある。
例えば､バルコニーの床に、
ある特定の個人が貼った人
工芝やタイルブロック、空調室外機や大型のプランター
など、
これを仮移動､仮置き､修復･再設置しないと床など
の修繕工事が施工不可能な場合がある。ある特定の個人
の専有物の仮移動､仮置き､修復･再設置の作業を、
全員が
積立てた修繕積立金を取崩して施工することは出来ない。
大規模修繕工事を進めていく上で不可欠な専有物の付
帯工事を「オプション工事」とよび、別に注文を受けて
施工する。
居住者説明会では、本工事の説明とあわせて付帯する
専有物や私物の仮移動､仮置き､修復･再設置の協力を求
め、居住者自らがその作業が出来ない場合は､その価格
(単価)を明らかにし、注文を受ける場合もある。
３.5 給排水･給湯配管更新工事とオプション工事
築後２５～３０年頃に行われる給排水･給湯配管設備
の更新工事の際のオプション工事は多岐にわたり、工事
費用も高額になる場合がある。
特に、
住戸内専有部分の配管設備を管理組合が主催し、
修繕積立金を取崩して全戸一斉に更新する場合は､洗面
器､ユニットバス､便器､キッチンセット､給湯器､洗濯パ
ンや住宅設備機器の水栓､カラン､排水口などの更新はオ
プション工事となる。これら住宅設備機器の更新工事費
は機器のグレードにより大きな差額が生じる。給排水給
湯配管の更新工事費より高額になる場合もある。
居住者の嗜好や好みに合わせた更新する住宅設備機器
の機種や品番の選定や合意にも多くの時間を要する場合
もある。これらの要望に対応するにはインテリやデザイ
ナーやプランナーの協力を得て､事業をすすめる場合も
ある。

３.6 現場事務所を建てる 共通仮設工事
マンションの大規模修繕工事では、最初に工事事務所
などの仮設建物の建設から始められる。
請負会社の現場常駐技術者などの事務所･打合せや工
事監理をする設計事務所や、専門工事会社の作業員の作
業･着換え､休憩スペースなどのための現場事務所、資材
置場や塗装小屋､､道具洗い場､便所や手洗い場などの仮

設建物が建設される。
これらの仮設建物の施工は、事前に施工計画図面を監
理者に提出し､管理組合(修繕委員会)の了解を得てから､
着手される。
施工会社の現場事務所は、各住戸の居室からの視界の
邪魔にならず、居住者が気軽に立ち寄れ、いろいろな相
談ができる位置に配置されることが望ましい。
３.7 足場架設工事
マンションの大規模修繕工事では、
｢枠組み足場｣｢単管
ブラケット足場｣｢ゴンドラ足場｣などが修繕対象建物の
形状や改修工事の内容などに応じて設計される。
施工会社は設計図書(仕様書)の指示に従い､足場架設

施工図を作成し､労働安全監督署に届出し､足場架設に着
手する。架設施工図は作業員が安全で効率よく作業が行
われること、居住者が安全に建物を利用し移動できるこ
と、
サッシ更新や外断熱パネル設置工事､外壁改修塗装工
事などの作業内容に応じた最適な作業環境が得られるこ
となどを満足する必要がある。
また、工事期間中の居住者の生活が鬱陶しくならない
様に､採光や通風､眺望の障害が少ない養生ネットの選択
も配慮する必要がある。これとあわせて、工事期間中の
バルコニーの植木鉢･プランターなどの移動先、
仮置場を
設置し、居住者の利便性に配慮する必要がある。
更に、
工事用お知らせ･チラシ類の仮掲示場所の設置も
必要となる。

住棟のバルコニーの視界に入らない位置に工事事務所
を建設する。手前は作業小屋、奥の１階は作業員休憩室
道具置き場､２階は請負会社の事務所、設計･監理者の部
屋､手前･左手に道具洗浄場､便所などが配置される。

現場事務所は管理組合役員や修繕委員などが気楽に立
ち寄り、話合をする場となる。
修繕工事のサンプル坂を見ながら協議し､方向付けをす
る。工事会社の代理人や監理者も議論の輪に加わる。

各戸のバルコニーに置かれた植木鉢やプランター類を
工事期間中､仮置きする棚を設置する。
背景の住棟の足場は透視し易いメッシュで囲う。

改修工事内容によって｢枠組み足場」｢単管ブラケット
足場｣などを選択し、養生ネットや落下防止庇(朝顔)、
登り桟橋の位置などの施工計画を承認する。

４.大規模修繕工事と施工監理
４-1 工事の品質と施工監理
大規模修繕工事の施工監理は、修繕設計が意図するも
のを実現することである。工事請負契約には、改修工事
仕様書､図面集､仕上表､見積内訳書、
質疑共通回答書など
添付される。工事監理者はこれらの設計図書に盛込まれ
たものを､実現するために､発注者(管理組合)との間で､
｢工事監理業務委託(受託)契約書｣を締結する。
監理者は契約図書に沿って､施工計画書のチェック、
試
験施工立会い､各工程検査・確認を行い、良質な改修工事
の品質を確保する。
監理者は、施工会社に対し仕様書で示された各工事種
目や工程ごとに施工計画書や施工要領書を求める。

次ページの一覧表はある改修工事現場で、施会社に
提出を求めた書類一覧のサンプルである。
４-2 施工計画書と試験施工
改修工事の品質は、工事全体がバランスよく施工され
ることと同時に、各工事項目別の改修工事の内容や目的
を実際に行なう専門作業員がよく理解し、均一な施工精
度を確保することである。
各工事工程ごとに、
設計図書･改修工事仕様書を基準に
「施工図」
「施工計画書･要領書」などを求め、必要に応
じて試験施工を行い、作業内容や効率などを確認する。
①. 工事監理者は、施工会社の現場代理人に、各工事工
程ごとに、設計図書をもとに設計主旨、目的などを

既存の外壁塗膜の剥離ケレンのテスト施工
[左上]アイスブラスト工法によるテスト施工と製氷機[左下]
[右上]超音波剥離機による剥離テスト施工
[右下]軟化材を塗布の上、超高圧温水器によるケレンテスト施工

説明し、その「施工図」
「施工計画書・施工要領書」
や「サンプル品」
、必要に応じて「原寸模型」などの
提出を求める。
②. 現場代人は、各専門工事会社の責任者に、改修設計
図書･仕様書･設計図を基に、
「施工図」
「施工計画書・
施工要領書」
を作成させ、
内容を協議･確認した上で、

工事監理者に提出する。
③. 工事監理者は、施工図の納まり、寸法･形状、デザイ
ン性などを検討し、必要に応じて「サンプル品」や
「原寸模型」などの提出を求める。
④. さらに、その工事工程を実際に行なう専門作業員の
資格、班編成、作業手順、材料・工具、工程などを

⑤.

⑥.

⑦.

⑧.
⑨.

チェックし、確認する。
主要工事工程の「施工要領書」に基づき、実際に施
工する専門作業員により試験施工（テスト施工）を
行い、作業内容、施工精度･品質の評価を行い、必要
に応じて「施工要領書」の修正、手直しを求める。
これは､現場で作業する作業員の一人一人に、この工
事の内容､主旨の理解を深め、手抜かりなく良質な施
工を貫徹して貰うためである。
特に、居住者の在宅が必要な工事に関しては、工事
内容、作業時間、作業員数と作業員名簿などの提出
を求める。
全ての工事項目ごとに「テスト施工」を行うことが
望ましいが、施工会社や専門工事会社が、設計者が
作成した仕様書、またはその設計者が別のマンショ
ンで創作した類似仕様書に基づいて施工した実績や
経験がある場合は「テスト施工」を省略する場合が
ある。その場合でも、施工計画書は事前にチェック
し、その工事が始まる初日には現場立会いを行い、
作業員が施工計画書通り作業を進行させているか、
現場での確認が必要である。
「施工要領書」の内容を管理組合、修繕委員会に説
明し、
「承認」を求める。
「承認」が得られたら、当該工程に着手する。
「承認」
が得られなければ、その工事工程は着手しない。

⑩. 各工程ごとに着手時の立会､中間検査、完了検査を行

う。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。
４‐3．工程会議と検査
通常の大規模修繕工事では、
工事期間中は毎週 1 回は、
施工会社(現場代理人･常駐技術者)と監理者(設計事務所)
との間で定例の工程会議を行う。定例会議の議題は以下
のような内容となる。
① .工程会議の前後 1 週間の工事工程説明と質疑応答、
協議。どの様な工事が着手し､完了したかなど。
当初工程と実行工程のズレ､原因､対策。
各専門作業員グループごとの工事進捗状況。
事故や労働災害が発生すれば､事実確認と対策。
② 各工事の施工計画書･要領書の提出､チェック､協議。
現場代人や専門工事会社の職長との質疑応答、協議。
③ 居住者からのクレーム､質疑応答などの状況。
問題が起こればその原因と対策。
④ 会議後に試験施工の立会い。
現場巡回。全般的な作業の進捗状況や、各専門作業
職種ごとの作業内容や完成度などの目視確認。
４‐4．工程検査、中間検査
一般にマンションの外壁等改修修繕工事は以下のよう
な工事工程の流れとなる。
｢足場架設｣→｢既存塗膜剥離･洗浄｣→｢躯体補修(ひび割
れ･鉄筋露筋･欠損補修･中性化抑止)｣→｢シーリング打替

え｣→｢外壁吹付け塗装｣→｢鉄部塗装｣→｢ﾊﾞﾙｺﾆｰ共用廊

下・階段床防水｣｢屋上断熱･防水｣｢屋根葺替え｣等である。
これらの工程の他、｢サッシ修繕･更新｣｢玄関扉等鋼製建
具修繕･更新｣｢金属手摺修繕･更新｣｢換気扇ダクト清掃｣
｢電気容量増量･幹線更新｣｢給排水･給湯配管更新｣などが
ある。
これらの各工事の施工監理は､着工前の施工計画書・施
工要領書のチェック､各工事工程を着手する際の試験施
工の立会いにより作業内容や出来栄えを確認し､承認す
る。また、これに伴い、作業員の配置･作業班編成､使用
材料･工具や作業手順と 1 日当りの作業量､工程などを現
場確認し、改善点があれば協議する。
各工事は最初の出だしが肝心であり､あとは定例工程
会議の際の中間検査､その工事工程が完了した際の完了
検査が必要となる。
以上の工事の内、特に｢躯体補修(ひび割れ･鉄筋露筋･
欠損補修･中性化抑止)｣の工事工程は入念にチェックす
る必要がある。これは、この工事の工程が完了した後、
仕上材で補修･改修した工事個所が隠蔽されてしまうか
らである。
この工事工程の検査は以下の手順で行われる。
① .補修する必要がある部分、及び補修方法･内容を仕

様書､施工計画書で確認する。
② 既存塗膜を除却し清掃した補修対象部位を現地で､
現場代人､専門工事会社の現場責任者の立会いの下
で、補修する必要がある部分、及び補修方法･内容を
確認する。
③ 補修対象範囲の補修が必要な個所を､専門工事会社
のスタッフがマーキングする。これは下の図のよう
に｢鉄筋発錆部｣｢ひび割れ｣｢欠損･豆板･巣穴｣｢ジャ
ンカ｣など劣化現象ごとに色分けし､補修範囲(長さ)
などを表示する。マーキング範囲を監理者が確認し
施工が開始される。
④ 補修個所を施工図(野帳)に記録する。鉄筋発錆ヶ所
の補修は鉄筋の錆びている範囲までコンクリートを
はつり出し､錆びた鉄筋を的確にケレンしているか
等の確認が必要である。これらの躯体補修工事は次
回の大規模修繕工事までの間(12～15 年間)、鉄筋腐
食や漏水などの不具合が発生しないよう､また、もし
発生した場合は不具合個所が確認できるように、施
工図に正確に記録する必要がある。

４-5.在宅工事と完了確認
居ながら改修工事は、ふだんに居住者が日常生活を行
っている状態での工事であるから、新築工事のように竣
工検査が終るまで、
引渡しがなされない工事とは異なる。
各工事が完了し次第、居住者は使用を開始するので、純
粋な竣工検査(工事完了検査)はあり得ない。
一般に、外壁等改修工事は、工事期間中､居住者は必ず
しも在宅して貰う必要はない。ところが、以下の工事は
居住者の在宅がないと施工できないものである。
① サッシ修繕・更新工事
② 各戸玄関扉修繕・更新工事
③ 換気扇ダクト修繕･清掃工事
④ 室内の給排水衛生･給湯配管設備修繕･更新工事
例えば、各住戸廻りのサッシの修繕工事は、居住者に
在宅を願、全ての窓のクレセントを開放にしてもらわな
いと修繕工事が行えない。この工事は、半日か１日の在
宅を求め、その日のうちに１住戸分の工事を完了させ、

居住者の在宅が必要なアルミサッシの修繕工事

居住者の在宅が必要な室内･給排水･給湯配管の更新工事

引き渡される。当該住戸の工事が完了次第、工事担当者
が当該居住者に工事内容や使用方法を説明し、開閉等の
作動を行う。手直し要求がなければ、作業の完了確認印
を受け、その住戸の作業は完了する。
換気扇ダクトの清掃工事も同様で、居住者には半日程
度の在宅をお願いし、清掃作業着手前に、専門作業員が
居住者の立会の下で換気扇の作動状況を確認し、換気扇
の風量測定を行う。
その後､換気扇やウエザーカバーを取
外しダクト内を清掃する。
清掃工事完了後､換気扇やウェ
ザーカバーを修復し、再度、専門作業員が居住者の立会
の下で換気扇の作動状況を確認し、換気扇の風量測定を
行う。送風量が改善し､不具合が発生なければ、作業の完
了確認印を受け、その住戸の作業は完了する。
これらの在宅工事は､定例の工程会議時の現場巡回の
際に抜打ちで工事中の住戸に入り、中間検査を行う。
全住戸の完了確認印が得られたら、その工事工程は完
了したものとする。

居住者の在宅が必要な各戸の玄関扉の修繕工事

居住者の在宅が必要な各戸の換気扇ダクトの清掃工事

5.｢居ながら工事｣の秘訣
１．｢自分たちの家は自分たちで守る｣
マンションの大規模修繕工事は、居住者が日常生活を
営んでいる状態で行うのが通例である。これは、工事期
間中、居住者が引越して「空家の状態」で工事が行われ
るのではない。この｢居ながら工事｣は、居住者の協力な
しには円滑に進まない。
居ながら改修工事をスムースに進めるポイントは以下
の通りである。
① 不断に情報公開する。
② 居住者の参加の機会を多く持つ。参加意識を高める。
③ クレーム処理体制を明確化する。
施工会社、現場技術者で対応できる問題。
設計変更が必要な場合。
管理組合役員が対応する問題の区分けを明確化する
それはマンションの居住者が、自分たちの手で維持管
理していこうとする自主管理の意識が根柢にあって実現
されるのだ。
これは、着工以前の｢劣化調査･診断｣や｢修繕計画･設
計｣の段階から、なぜ、どの様な修繕が必要なのか、しっ
かりした情報を共有し､事業が進められる必要がある。
この工事監理は｢居ながら工事｣特有の注意や工夫が必
要になる。
２．住民参加と工事への協力
居ながらの大規模修繕工事を成功させる秘訣は、全て
の居住者に情報をオープンにし、できるだけ事業の参加

管理組合が発行する｢大規模修繕工事ニュース｣
調査診断から計画･設計､施工会社選定までの間が重要

して貰うことである。
この事業へ住民参加の機会は、以下のようなものがあ
る。
① .大規模修繕工事に向けた｢調査診断｣｢修繕計画･設
計｣｢修繕積立金｣等の業務委託計画の議決。
② 大規模修繕工事着工時の｢工事内容｣｢工事費｣｢施工
会社選定｣｢工期｣｢経過報告｣等の議決
③ 施工会社による｢工事説明会｣参加と質疑応答。
オプション工事などアンケート
④ 安全祈願祭(起工式)への参加。管理組合･役員。
⑤ 管理組合主催の工程会議への参加。
⑥ 外壁塗装･色彩計画アンケートへの参加。
⑦ 各種在宅工事への協力と完了確認。
⑧ 中間検査･竣工検査のアンケートへの参加、協力
⑨ 竣工式への参加。管理組合役員
⑩ 管理組合総会：工事完了報告､決算報告。
居住者(管理組合員)は、これらの行事に参加し、修繕
工事は進められていく。大規模修繕工事に向けて以上の
ように合意を得ながら事業の進捗をはかる必要がある。
３．情報伝達と公開
管理組合ニュースや工事のお知らせ、チラシなど以下
ような適切な情報の伝達と公開が欠かせない。
①.大規模修繕工事ニュースや掲示、アンケートなど
②.工事事務所の電話問合せ窓口の開設などによるもの、
③.現場監督や作業員､班長ゆガードマン等との日常的な

工事が始まると施工会社が適宜発行する工事内容のお知
らせや掲示、チラシが重要な情報源となる。

挨拶や会話などによる安心感等である。
① 管理組合が発行する｢大規模修繕工事ニュース｣等の
広報や、着工後に施工会社が工事用掲示板に記載す
る「お知らせ」等がある。管理組合が発行する広報
は工事着工までの合意形成に有効である。工事が始
まると施工会社が適時、工事の進捗状況に応じてタ
イムリーに発行する｢お知らせ｣などのチラシや掲示
物が情報伝達上有効である。工事竣工時には施工会
社が｢手直しアンケート｣を配布し､回答を求める。
② 現場事務所が仮設され､工事が始まると施工会社は
居住者から寄せられる問合せや質問に答えるための
専用の電話受付を開設する。
居住者からの問合せは以下のようなものである。
｢今日はバルコニーに洗濯物を干してもよいか？｣
｢在宅工事の予定は何時頃になるのか？｣｢○日間、不
在にするが良いか？｣｢階段や廊下の通行制限時間は
何時から何時までか？｣のような､日常生活に関連す
る問合せが多い。これの問合せやクレームに丁寧に
対応することが肝要である。
③ 現場代理人から作業員､班長やガードマンに至るま
でマンションのエレベーターや共用廊下､階段など
で居住者と顔を合わせた時には、必ず挨拶をするこ
とを心がけたい。
また、
エレベーターの乗降りなど、
必ず居住者を優先すること、作業員は原則として居
住者からの注文やクレームは受けない様にし、受け
た場合は､請負会社の監督に引継ぐようにすること
が肝要である。

４．管理組合(修繕委員会)主催の定例工程会議
着工後、施工者､監理者(設計事務所)､発注者(管理組合
理事会、修繕委員会など)の参加により定期的に開催され
る｢工程会議｣は、工事全体の情報をコントロールする重
要な役割を果たす。着工時には毎週１回程度開催され、
工事が軌道に乗り出したら、２週間から１カ月に１回程
度の間隔で開催される。
工程会議の内容は、工程会議の前後の工事工程説明。
新たに取り掛かる工事の施工計画書の概要説明、協議。
居住者からのクレームや問合せ内容、居住者へのお願い
事項、などである。
５.居住者からの問合せとクレーム処理
居ながらの修繕工事は､さまざまな問合せやクレーム
が発生する。問題は、スムースで的確な処理システムを
構築し、クレームが拡大しないことが肝要である。
通常、工事が始まると工事事務所に居住者から問合せ
の専用電話回線を設け、対応する。マンションの管理事
務所に問合せがなされる場合もあるが、大規模修繕工事
の問合せはすべて工事事務所に一本化する。施工会社で
は、居住者からの問合せ専門の女性スタッフを常駐させ
る場合もある。
居住者からの問合せやクレームは、以下のように、そ
の内容を分類し処理する。
① 日常生活に関連する工事内容や日程調整など。
② 大規模修繕工事の設計内容に関連する変更要求など。
③ 管理組合の規約や協定、
「専有＝共用」の費用負担区
分に抵触する要求など。

管理組合･修繕委員会､工事監理者(設計事務所)、施工会社

管理組合･修繕委員会､工事監理者(設計事務所)、施工会社

の 3 社の定例打合にて、
外壁のカラーサンプルを検討する

の 3 社で､外壁やサッシ、
手摺工事などの竣工検査を行う。

これらのうち、①.に関連する事項は施工会社で応対し
処理する。
また、②.の修繕設計内容に関する問合せは施工会社か、
設計事務所(工事監理者)が対応して処理する。
さらに､③. 規約や協定、
「専有＝共用」の費用負担区
分に抵触する要求などに対しては、設計事務所か、管理
組合(理事会･修繕委員会)が対応し処理する。
このルールを明確にして処理に当たればよい。
毎日の作業日報を管理事務所に届け、修繕担当理事や
修繕委員会のメンバーが管理事務所に立ち寄り、作業日
報をチェックしてもらう場合もある。
６．居住者参加の絶好の機会 建物の色彩計画
外壁等の改修工事にあたり、建物全体の色彩計画をど
うするかは、建物の資産価値を左右するものとなる。
外壁の色、手摺壁の色、鋼製建具の色など、建物をどの
様な色に塗り替えるかが重要であり、全ての居住者が感
心を持つテーマである。建物のカラーコーディネートの
決定プロセスは、居住者の工事への参加と協力の良い機
会となる。
管理組合の中に色彩計画のプロがいれば、建物全体の
バランスを考えながら、色彩計画をコーディネートして
もらう。色彩計画のプロがいなければ、設計事務所(監理
者)が全体的なイメージのパターンを、塗料メーカーに伝
え、建物外観のＣＧによる表現サンプルの作成を依頼す
る場合もある。
修繕設計の仕様書で規定した塗材の色彩やパターン
(模様)、艶消しか、艶なしか、建物の形状､周辺環境との
調和などをイメージのベースにして、カラーコーディネ
ートする。
右の写真は、建物の主要な外壁を塗り変えるカラーサ
ンプル坂を３パターン、掲示し、居住者のどの色を選択
するか、
その意向をアンケートで問うているものである。
３つ色彩計画パターンのうち、どれに決まっても問題
がないものを提示できるかどうかは、提案者のセンスに
負うている。
建物のメインカラーがアンケートによる意向調査(人
気投票)の結果から決定したら、部分的なディテールカラ
ーやアクセントカラーの選定に移る。
各戸玄関扉の面材の色、ＰＳ扉の色、大庇の見付や手
摺や隣戸隔板の色、などを決定していく。これも、建物
のメインカラーに合わせてカラーサンプル板をつくり、

外壁の色彩計画検討のためのアンケート調査の掲示板
3 パターンの外壁色彩計画サンプル坂を掲示し､人気投票

掲示して、人気投票する場合や、管理組合の修繕委員会・
理事会などの役員の協議により決定する場合もある。
この作業ののち、上の表のような、部位別の色彩計画
表を作成し承認を得る。これには使用する材料名、色番
号､艶の程度などが記述される。

６.竣工引渡し
１． 竣工検査
修繕工事の検査は竣工検査をもって完了する。
修繕工事期間中の各工程ごとの検査を踏まえて最終の
仕上工程を確認する検査を行うもので､主に仕上り具合
を確認するものである。
施工会社が行う社内検査、設計事務所が行う監理者検
査、発注者(管理組合)が行う検査がある。管理組合は組
合員の集合体なので、居住者の目で見た完了調査票(手直
しアンケート)への記入を求め、指摘事項を手直しする。
外壁等修繕工事の工事完了調査票(手直しアンケート)
は、架設足場を解体する前に行い、おもに住戸廻りの外
壁や共用廊下・バルコニーの床や手摺などに塗り残しや
塗ムラがないか等を問うものである。
管理組合の役員が足場に登って検査する場合もあるが、
もしもの事故に備えて特別な保険をかける必要がある。
指摘事項の手直しを行い、完了確認印を受領し、また
監理者や管理組合の指摘事項の手直しを完了してから架
設足場が解体される。
数か月の期間、居住者にとってはうっとうしい足場が
なくなり、まあたらしく化粧直しされた建物が現れる。
施工者や監理者はホッとし、多くの居住者に喜んでもら
えればこの工事は成功である。
また架設足場を解体した後、建物外周部廻りや屋外施
設など全般的な竣工検査をもって工事は終了となる。

２．工事費用の清算と確認、検査
既存建物の改修工事は開けてみないと分からない。
大規模修繕工事には、契約書に盛込まれた設計図書通
りの仕様､数量で実施されるものと、
工事内容は確定して
いるがその工事の数量が変動するものや、追加や設計変
更等により工事金額が変動するものがある。
① 仕様が確定していて数量が変更となるもの。
・躯体改修工事、
｢鉄筋露筋補修｣｢ひび割れ補修｣｢欠損｣
｢豆板･ジャンカ･巣穴｣｢木片･木コン､不良骨材補修｣等
・サッシ修繕など建築二次部材･金物修繕など
② 設計変更工事：工事費の追加､減額
設計段階では予算を超えないように工事範囲を絞り
込むが、工事が始まると管理組合は､ついでにあれも
やりたい、これもやりたいと欲が出てきて追加･設計
変更が発生する場合もある。
下表は、ある大規模修繕工事の設計変更等をまとめた
総括表である。各工事項目別に実費精算や追加清算、設
計変更等を総括し、最終的な工事費の支払金額を確定さ
せている。
次頁の表は、
このうちのサッシ修繕工事の増減･清算表
である。サッシタイプ別の枠外しクリーニングし附属金
物を調整し、更にクレセントや､ビード､戸車、気密ゴム
など更新した附属金物の実施数量が記録されている。

３.竣工図書の整備
建物･施設を長期に維持管理していく上で、
大規模修繕
工事の記録は欠かすことができない。
それは、
修繕履歴情報を蓄積し、
整備することであり、
次回の大規模修繕工事の基礎資料とすることともなる。
更に、修繕した範囲と、修繕しなかった範囲を明確にす
るものとなる。これは工事後に事故が発生した際、今回
工事の施工範囲(性能保証範囲）か、保証範囲外かを明確
にする。
大規模修繕工事の竣工図書は以下のようなものとなる。
工事の内容を具体的に記録したものが中心で、これに竣
工引渡し書･受領書や性能保証書などが加わる。
管理組合
は､工事請負契約書とあわせて、保管する必要がある。
竣工引渡し書類一覧
１ 工事完了報告書

2. 引渡し書･受領書

3 性能保証書

４. 各種･施工図

5. 工事写真集

６. 工程会議議事録

.7 作業日報

８. 工程表(当初・実行)

８ 工期中の晴雨表､温度･湿度表
9. 使用材料納入表､出荷照明､
11 部位別の色彩表
.13. 各工程･検査記録

12. 居住者｢調査票｣
14. オプション工事一覧

.15. 工期中の配布･掲示チラシ週､居住者説明会資料
一方､工事の施工会社にとって工事記録は、
性能保証期
間中は保管する義務がある書類で、請負契約で義務つけ
られた、２年点検､５年点検などの際に、無償で修補すべ
きものと､有償で修繕するものの区分や、
どの様な方法や
仕様で補修すべきものかの判断資料としても活用できる。
この工事記録は、会社の修繕工事に対する技術的蓄積

竣工式の風景
集会室に集まり、工事期間中の苦労話に花を咲かせる。

となることは言うまでもない。
一方、設計事務所､監理者にとっても同様であるが、こ
れらの竣工書類は量が多く、事務所の書架が満杯になっ
てしまう。なるべく電子データー化してコンパクトに収
める様にする必要がある。
４.竣工式
工事が終わったことを示す行事として竣工式を行う。
通常、大規模修繕工事では起工式（安全祈願祭）は請
負会社の負担で、竣工式は管理組合の負担で行う。
竣工引渡しの行事は、新築工事の場合、建物の鍵の引
渡しがなされ、施工会社によって新しく建設された建物
は発注者に引渡される。発注者は新築された建物を保存
登記し、建物の所有権が発生する。
一方､すでに保存登記されている既存建物を修繕･改修
工事を行う場合、
建物の所有権が移転するわけではない。
大規模修繕工事では、竣工図書を引渡すことが竣工式
の中心となる。
５.管理組合総会 工事完了を報告する
大規模修繕工事完了後の管理組合の総会では、以下の
報告がなされる。
① .「大規模修繕工事が完了したこと」
② .「工事費用の追加・増減清算の報告」
③ .「今回工事のまとめ、総括」
また、今回工事を総括し、次回大規模修繕工事に向け
た長期修繕計画の改定に着手する議決をする場合もある。
管理組合にとって今回の大規模修繕工事をまとめ、総
括し、コンセンサスを得ることが、管理組合のこれから
の方向を展望する上で欠かせないものとなる。

竣工式で竣工書類を引き渡す請負会社の現場代人。
後方の机の上に並ぶファイルが竣工書類

６.大規模修繕工事の評価
管理組合の居住者にとって大規模修繕工事を､どのよ
うに評価するのか、また何が評価されるのかはこれから
のマンションの維持管理計画の重要なポイントとなる。
以下の記述は、大規模修繕をアンケートという形式で
まとめた貴重な事例である。
この管理組合は築後３５年以上経過し、住民による建
替え運動が挫折した団地である。団地建物の一括建替え
議決数が幾つかの棟で４/５に達せず、不調に終わり、建
替えから大規模修繕へ転換した。その団地の大規模修繕
工事が完了した段階で、工事の総括を問うたアンケート
事例である。その結果は右の表のようになっている。
まず、大規模修繕工事を実施して良かったか、否かを
問う質問に対しては、全体的に「やってよかった」との
評価がなされている。
次に、やって良かった工事の項目は、
「サッシの取替え
工事」が最も評価が高く、｢バルコニー手摺の取替え｣が
これに次いでいる。一般に、築後１０～２０年頃の第１
～２回目の大規模修繕工事に主に行われる
「外壁の改修･
塗装工事」の評価はこれに及ばない。鉄部塗装工事の象
徴となる「玄関扉の塗装工事」の評価はあまり芳しくな
い結果となっている。
次いで､これからどんな方向に進むべきか、
団地の将来
ビジョンを質問すると、
「２～３０年先には建替えるが、
それまでは手入れを続ける」と、建物の除却､建替えを先
延ばしする方向へ転換した意見が多く、次いで「建物や
施設を手入れして末長く使い続ける」と、建替えを否定
し、
積極的に修繕･改修を評価する意見がこれとほぼ同数
程度に及んでいる。
「近い将来、壊して建替える。それま
では手入れをしない。
」とする、積極的な建替え推進派の
人数は３５票と大幅に後退している。
この結果から、
建物を解体･除却して建替えようとする
意志が、管理組合員数の４/５近くに達してが、大規模修
繕工事を実施してみると、大多数の意思が大規模修繕工
事を評価する方向に転換している。しかもその大規模修
繕工事の内容は、従来考えられていた外壁等の改修工事
よりも、サッシや鋼製手摺などの建築二次部材の改修・
更新を高く評価するものとなっている。
これから行うべき修繕や改修工事は、｢給排水･給湯配
管設備の更新｣｢電気幹線の引替と電気容量の増量工事｣
や｢地上波デジタル･テレビ共聴設備工事｣｢屋根の断熱防
水工事｣等となっている。

工事を総括するアンケート調査結果のサンプル
今回の大規模修繕工事をどう思いますか
1.
やってよかった
2.
やらない方が良かった
3.
なんとも言えない

119
3
30

今回の工事でよかったと思われる工事は何ですか
１.

外壁の改修・塗装工事

93

２.

サッシの取替え工事

３.

バルコニー手摺の取替え

97

４.

バルコニー床の防水

81

５.

階段室の塗装工事

62

６

エアコンスリーブの設置

64

７

玄関扉の塗装工事

51

８

階段室の照明器具の取替え

70

９

その他

152

2

これからこの団地はどんな方向に進むべきと思われますか

1

建物や施設を手入れして末長く使い続ける

48

2.に 2～30 年先には建替るが、それまでは手入れを続ける

49

3. 近い将来､壊して建替える｡それまでは手入れをしない

35

4. なんともいえない

22

5

その他

7

今後､団地で行うべき修繕や改修工事はどの様なものと
お考えですか
１.

屋根の断熱防水工事

56

２.

電気幹線の引替と電気容量の増量工事

45

３.

給排水･給湯配管設備の更新工事

69

４.

上下階の床の遮音性能の向上工事

28

５.

地上波デジタル･テレビ共聴設備工事

65

６

玄関扉の更新工事

14

７

屋外の環境整備と駐車場増設

３5

８

建物全体の断熱･省エネルギー化

16

９

その他

８

７．これからの大規模修繕工事
ひとつの高経年マンションの結果から普遍化できない
が、築後３５年程度では､建替えは早過ぎること。この時
期には、外壁の修繕はあまり重要ではなく、建築二次部
材や設備更新のウェイトが高くなると言えないだろうか。

