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１．大規模修繕工事のスケジューリングを知る・・・PowerPoint 版 P３ 

－1 大規模修繕工事の概要 

 大規模修繕工事とは？健全な維持保全を遂行することを目的とした、主として共用部分

を対象とした全体的に行う計画修繕 

①大規模修繕工事はマンション独特の表現である 

 大規模修繕工事は法律上も学問上も定義がないということです。建築基準法第 2 条第 1

項十四号に「大規模の修繕」という定義があり、そこには「建築物の主要構造物の 1 種

以上について行う過半の修繕をいう」とあります。つまり、マンションの大規模修繕工

事の主な対象となっている塗装工事の様な仕上げ工事や設備工事は主要構造物ではない

ので、建築基準法にいう「大規模の修繕」には該当しないことになります。 

②マンションの特殊性 

 マンションの特殊性は、「多数が居住する集合住宅である」ことと「多数が所有する区分

所有建物である」すなわち共用部分の存在こそがマンションの最大の特殊性といえます。 

大規模修繕工事に関する事項は、区分所有者全員の意思の反映である多数決で決すると

いうことになります。このことは、管理組合の役員や設計者、施工者などの関係者が先ず

認識しておくべき重要なことです。 

③大規模修繕工事の目的 

ア法律や規則を遵守する 

イ居住者や利用者への安全性「防災・防犯・衛生・健康等」、利便性、快適性を提供する。 

ウ建物の耐久性を高める。 

エ維持費等の軽減「経済性の向上」を図る 

オ建物の美観を保持する 

カ資産としての価値を維持・向上させる。 

 以上、多岐にわたります。管理組合が大規模修繕工事を進めていくときには、その工事

の目的と優先順位を明確にするようにしたいものです。⇒工事の内容は、区分所有者の

意思によって決まるということです。 

④大規模修繕工事の進め方のポイント 

 工事が完成するまで 2～3 年程度期間がかかると理解しましょう。工事の企画を進めてい

くときに留意したいことがらは主に次の様になります。 

・管理組合が主役 ・手続きと段取りの明瞭化 ・情報の取得と共有化 

・楽しいイベント感覚 

・専門家の活用 

・工事の優先順位 

・資産の維持向上を意識する 

・資金計画 

・施工会社の選定 

⑤段階を追って進めていく 

 工事の質を高め、経済的にも良い結果とするには、一つ一つステップを踏んでいく事が

たいせつです。ステップ１からステップ１２までのステップアップ図に従って各段階を

考えてみましょう。 
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２．大規模修繕を考える前に！事前準備・・・PowerPoint 版 P４ 

 

１．お住まいのマンション築年を確認しましょう！表は国土交通省が令和元年度に公表しました

「分譲マンションストック戸数」です。①ラインは、昭和 46 年の改正建築基準法の年

で、それ以前の建物を旧旧耐震建物と称しています。②のラインは昭和 56 年の「新耐

震」基準の改正年で、それ以前を「旧耐震」と称しています。新耐震建物も、築経過年

数は 40 年を超えてます。また③の青いラインは、昭和 61 年 9 月に鉄筋コンクリート工

事標準仕様書(日本建築学会)が改訂されコンクリートの単位水量を 185 ㎏/㎡以下とす

る改正です。これによりコンクリートのひび割れ量は極端なものは見られなくなり、雨

水等の漏水量の減少に効果が表れています。即ち、新耐震基準の建物で、昭和 61 年以

前の建物にはその対候性に？が付きます。④のラインは耐震改修促進法が施行されまし

た。この改正により建物の耐震診断、耐震補強工事が促されました。また⑤のライン

2009 年 9 月からアスベスト混入の資材が不可になりました。此れは、それ以前の建築

資材にはアスベストが混入されている場合があります。今、お住まいの建物がどの時代

に属しているかこの年表から確認してリノベーション計画・長期修繕計画の見直しを考

えてください。           

其処で、マンションの経年劣化について考えてみます。 大別すると １．建物(ハー 

ド面）、２．人(ソフト面）の「二つの老い」に仕分けできます。これ等「二つの老い」

の現状を把握し、弊害を確認することが問題解決の重要なポイントとなります。 

 マンションの探検隊を組織しましょう。私たちは直接的に関わる物(例えば、食品、衣

類、車、保険、公共費用(税）etc.）は細部に密にチェックしますが、間接的になるマ

ンションの現状については管理費、修繕積立金を拠出して～義務を果たしたと考えて、

他力本願的な処があります。マンションを一番知り得ている人は、そのマンションに現

に居住している人です。専門家と言われる人を上手く活用していくことが、先ず最初の

一歩です。 
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ステップ１ 修繕の体制づくりとパートナー選び・・・PowerPoint 版 P５～P7 

１．専門委員会の設置                               

理事会だけで十分な検討がなされない様な事を考慮した場合には、専門委員会を設置して

検討することがあります。専門委員会は理事会の諮問機関として設置し、設置する主な理

由は大規模修繕工事を進めるときには継続的で段階的な進行が必要ですからです。それに

より理事への時間的負担等が増えることを防ぐこともその理由として考えられます。                                      

２．注意したいこと                                

専門委員会と理事会が対決することがあるということです。専門委員会は徐々にいろいろ

な事情に精通してくるが、毎年(複数年)変わる理事は細かいことは理解しにくいというこ

ともあります。しかも理解しにくい人が理事としての決定権をもっているのに対して、専

門委員会はあくまで諮問機関としての「意見」に過ぎないという逆転現象があるからで

す。其れには相互のコミュニケーションが必須であり、専門委員会へ理事が加わることも

留意してください。                               

３．工事の目的を明確にする                            

大規模修繕工事を検討していくのは「長期修繕計画に記載してあるから」の程度の理由に

てよることが多いですが、管理組合として改めて工事の目的を検討することを勧めます。         

４．パートナーの選定                                

先ずどのような専門的な知識を持ったパートナーを必要とするか検討しましょう。その為

にパートナーがどのような属性の人なのかということが重要なことになってきます。何故

なら、施工会社の選択に当たり公平な競争原理がはたらくかどうかに掛かっているからで

す。

 

５．パートナーの属性                              

パートナーの選定にあたり、その属性の特徴と特異性を検討する必要があります。つまり

選択したパートナーのメリット・デメリットを把握、検証して管理組合の組織体制や今迄

の管理組合運営の実態に即したパートナーと協働することが大事になります。即ち、パー

トナーの属性によって大規模修繕工事の進め方は多少異なってきますので、マンションの

規模及び築年数そして管理組合の運営活動により、選択肢は変わってきます。つまり、パ

ートナーの属性の特性(適正)を活かして単独パートナー方式、または組み合わせによる複

合型パートナー方式にするのかを検討してください。 

 

                  

診断・設計等 施　工 工事監理

設計事務所等 設計事務所等 施工会社 設計事務所等 あり

管理会社 管理会社 施工会社 管理会社 あり

施工会社 無し

管理会社 無し

競争原理

設計監理方式

設計・責任 施工方式
管理会社

施工会社

パートナーとの契約形態等

工事発注方式 パートナー
依頼する内容
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ステップ１ 修繕の体制づくりとパートナー選び・・・PowerPoint 版 P５～P7    

６．パートナーの属性形態                            

パートナーには下記のような属性形態の人が考えられます。                           

a）設計事務所                                 

b）管理会社(通常は委託管理契約先)                        

c）管理組合団体・NPO 団体                           

d）マンション管理士・非技術系コンサルタント                  

e）施工会社・メーカー等                            

７．パートナーの組み合わせ                                                                

１）CM 方式「設計事務所による設計監理者方式」．「管理会社による設計監理方式」                                 

設計と施工を分離したもので、設計事務所(管理会社)等が改修設計を行い、その設計図書

に基づいて施工会社が工事をおこなうもので、工事期間中は設計事務所(管理会社)が管理

組合に代わって工事監理をする方式です。この方式の特徴は、仕様書に基づいて「競争見

積」または「入札」を行うことになり、つまり共通の土俵で複数の施工会社候補から工事

契約先を選ぶということです。然し、最近では設計事務所の受託業務に不適切コンサルテ

ィングが報告されています。いわゆる水面下での施工会社選定での忖度(過剰設計)、情報

の漏洩(工事予算)、設計監理業務へのキックバック等が囁かれています。                           

２）CM 方式＋CMr 方式                               

CM 方式のデメリットを補う方式として管理組合の立ち位置で各種のマネジメントをコン

ストラクションマネジャ(CMr)としてマンション管理士に委託するケースがあります。こ

のケースですと管理組合、専門委員会の事業遂行に当たり技術助言、法的支援は基より、

設計事務所及び施工会社のお目付け役として管理組合の利益が確保されます。                                       

３）PM 方式(プロポーザル方式)                                  

主に業務の委託先や建築物の設計者を選定する際に、複数社の者に目的物に対する企画を

提案してもらい、その中から優れた提案を行った者を選定すること。プロポーザル方式は

「企画、提案」の意味。事業提案方式とも解されています。米国で多く用いられている建

設生産 ・管理システムの一つです。                       

この方式を単独で行う場合は、施工会社の選定、査定と「企画、提案、見積書」の検証・

査定等の決定を管理組合が主体となって遂行するか、または管理会社の支援、助言を仰ぐ

ことになり、管理組合(理事)・専門委員会への時間的負担、精神的負担、決定責任負担等

が増えますので小規模マンションではその組織体制規模から不向きと思われます。                                  

４）PM 方式＋PMr 方式                              

上記の PM 方式における管理組合の負担を軽減し利益を確保するため、管理組合の下でプ

ロジェクトマネージャー（PMr）が、設計・発注・施工の各段階において、設計の検討

や、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部または一部を

行うものである。この場合において PMr に要求されるスキルは、公明性、公平性、技術系

査定スキル、法的スキル、守秘義務等が課せられますと同時に管理組合の代理人としての

権限が委嘱されます。                              

５）どの方式を選択するかは、管理組合の組織体制によりますが、大規模修繕工事の主た

る目的は何か？を最優先してください。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ２ 建物を見る・知る・・・PowerPoint 版 P８～P10            

大規模修繕工事の対象となっている箇所の劣化状況を把握するのが「調査診断」です。通

常は専門家(建築士、マンション管理士)が調査診断を行います。           

下図は、某団地建物の「調査診断報告書・外壁」です。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ２ 建物を見る・知る・・・PowerPoint 版 P８～P10             

前項の「調査診断」は計画修繕委員会のメンバーが自分の目で状況を確認することも大切

ことであるとの認識でした。また、共用部分専用使用権のバルコニー廻り等についての劣

化状況や区分所有者等の要望をヒヤリングするために全戸にアンケート調査を実施したり

します。調査診断は、個々のマンションで劣化状況が異なりますので大規模修繕工事の工

事を行うときには必ず必要な作業でありステップです。               

下図、某団地建物の「調査診断報告書・屋上」です。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ３ みんなに知らせる・・・PowerPoint 版 P11                

劣化状況の内容を広く区分所有者等に知らせることも管理組合にとっては重要なことで

す。報告会を開催したり、広報誌を作成したりして多くの人々に自分たちのマンションの

劣化状況を知ってもらいましょう。出来れば複数回の劣化状況の報告会開催が望ましいで

す。大規模修繕工事はコンサルティング契約、工事請負契約等の様々な契約行為を履行す

ることになります。工事に関わる経過を周知徹底して総会決議では普通決議承認でなく特

別決議に匹敵する賛同を得ることも大事です。 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ４  どんな修繕をするのか？           P12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ４ どんな修繕をするのか？・・・PowerPoint 版 P12                 

劣化具合や区分所有者等の要望などから、大規模修繕工事の工事概要について検討しま

す。そのときの留意点は次のとおりです。                     

①劣化状況の把握 無駄のない適時的確な修繕を行うには、劣化具合を正確に把握するこ

 

Ⅲ全体総合所見 東面 評点２～3と判定する

新井建物管理設計事務所 5

西面 東面

東面(外壁）
危険部位での顕著なるタイルの不具合(浮き・剥落・欠損）等は散見されないが、全面打診検査では無く不具合率は
推定の域を脱しきれない処であるが、３％～５％以内と推測される。開口部廻りの防水シールの状態は、やや硬化
に伴う、微細なひび割れ、痩せ、接合部の間隙が見られる。維持保全工事の検討をされたい。

 

Ⅲ全体総合所見 1階・階段 評点１～２ 塗膜剥離、床防水機能の低下、階段手摺に要注視

新井建物管理設計事務所 7

５－１ C

５－２ C

４－１ C

４－２ C

３－１ B

３－２ B

２－１ A

２－２ B１－２ A

１－１A

１班階段 ２班階段 ３班階段 ４班階段 ５班階段

１階階段上裏の状況－評点１
階段室の状況は、１～５組階段まで、顕著なる劣化は見れな
いが、塗装剥離が散見される。原因としては、塗膜の劣化、
防水・床シート防水の合せ部の亀裂、端末防水ジールの劣
化が考えられる。バルコニー軒天と同様に、上階の防止性能
劣化による雨水浸入からの雨漏り、躯体への雨水留置から
来る、内部剥離が誘発されていると考えられる。防水の維持
保全工事の計画を検討されたい。

２班階段 ３班階段

４班階段 ５班階段

 

某マンション 

劣化状況の報告会資料 
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とが大切です。パートナーによっては極端に悲観的なことを強調する人がいますが、適切

なメンテナンスを行っていけばそう簡単に壊れません。理解と納得がいくまで説明を受け

ましょう。安易な承諾は大規模修繕工事にて過剰設計の温床になります。       

②工事の範囲や仕様・グレード等の決定                      

パートナーからの指摘、提案に依って工事の範囲や仕様等を決めます。工事の範囲や仕様

等は専門的・技術的な言葉で素人には理解し難い場合がありますが、平易な言葉で説明を

受けて一つ一つの項目毎に確認していきましょう。パートナー(専門家)に一任は避けまし

ょう。                                     

③基本計画・基本設計                              

決められた仕様等に基づいて工事内容の基本計画を作成します。このとき、パートナーは

概算予算算出のために基本設計(基本仕様書、基本内訳明細書)をする場合もあります。管

理組合・専門委員会は、劣化診断調査及び区分所有者等の要望、アンケート調査から大規

模修繕工事の工種別の優先順位を整理しておくことが重要です。           

④概算予算の検討                                

概算の工事費、改修設計や工事監理の費用等を含めて、大規模修繕工事に必要な総額を算

出します。このとき大切なのは、管理組合が拠出できる予算です。大規模修繕工事の総予

算は「直接工事費＋予備費」です。予備費とは大規模修繕工事着工後に発生する追加変更

工事(実数精算工事費、緊急性が現認された箇所の工事費、その他内外へのクレーム等に

関する対応処置費)に掛かる予算です。                      

⑤資金計画の検討 資金計画を検討します。不足することが考えられるときには、借り入

れを行うのか、不足金を臨時徴収するのか等になります。住宅支援機構の「共用部リフォ

ームローン」についても検討します。然し、次の大規模修繕工事に向けて長期修繕計画を

見直すときに、管理組合・専門委員会は今回の大規模修繕工事の工事範囲について必然性

が有るか否かも検討すべき課題です。「修繕工事を断念する若しくは延伸する工事箇所(部

位)」の英断も必要です。パートナーと綿密な打ち合わせを重ねてください。大規模修繕

工事の着工、竣工が長期修繕計画に即さなくても良いと考えてください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ５ 修繕を決定・合意する・・・PowerPoint 版 P13             

理事会・総会の決定                               

ステップ４までの管理組合・専門委員会の具体的な行動については専門委員会で行う場合

と理事会で行う場合がありますが、専門委員会で行う場合には、委員会は理事会の諮問機

関の場合が通常ですから、この場合には改めて理事会としての決議が必要になります。こ

の段階では、必ずしも総会の決議が必要であるということはありませんが、より合意形成

を重要視するときには、経過の報告や大規模修繕工事の実施に関する承認をえていない場

合には、この段階までに総会を開催した方が良いでしょう。 

１）総会の決議・報告が必要または望ましい大規模修繕工事の実施業務の例                    

①長期修繕計画に即した大規模修繕工事の発意                   

②専門委員会の設置と委員の募集         事業に掛かる予算⇒総会決議                             

③大規模修繕工事に関わるスケジュール                      

④劣化診断の結果とアンケート等の結果報告⇒報告会                    

⑤パートナーとのコンサルティング契約⇒総会決議                      

⑥大規模修繕工事の設計図書(工事仕様書・大規模修繕工事の概算予算を含む)⇒説明会       

⑦大規模修繕工事の実施予算・スケジュール等⇒総会決議                                                                         

⑧施工会社の選定方法等⇒専門委員会⇒理事会へ答申                     
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⑨パートナーとの設計監理契約⇒総会決議                                       

⑩施工会社との請負契約締結⇒総会決議                      

⑪竣工報告とアフターメンテナンススケジュール等⇒報告会                                       

尚、今回の大規模修繕工事での外壁・屋上防水・共用部給排水管更新工事等の一般的な工

事は普通決議で良いですが、「共用部分の変更」即ち「形状又は効用の著しい変更を伴う

もの」は特別決議になります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ６ 詳細な設計図をつくる・・・PowerPoint 版 P14～P15          

基本計画・基本設計に基づいて、より詳細な実施設計の段階になります。実施設計等はパ

ートナーが実際は作成しますが、その内容は、材料、工法、その数量等を定め、施工会社

選定のときにはこの設計図書に基づいて見積書が提出されます。ですから、管理組合・専

門委員会はその内容を理解しておく必要があります。                 

①仕様書等設計図書のチェック パートナーが作成した設計図書(詳細な実施設計)につい

てチェックします。この際には、パートナーに懇切丁寧な説明を求めてください。理解が

出来ないまま次のステップに進むことは厳禁です。出来ればパートナーに設計図書に関わ

るチェックシート(別添資料－3)の提示を求めることも必要です。又、これ等の作業は、

理事・専門委員会の合同で確認してください。                          

註１・設計図書とは、施工の実施に必要な図面その他の書類、工事仕様書、内訳明細書、

質疑応答書(施工会社との質疑応答です。)                    

尚、これ等の書面は請負契約書に添付されます。                                      

註２・仕様書とは、工事の内容を表現したもので、具体的には、品質、成分、性能、精

度、製造や施工の方法、メーカー、施工会社等などの指定する書面です。例えば、前回の

大規模修繕工事にて管理組合・専門委員会が保管している「タイル」を流用して欲しい場

合は、パートナーに確認して仕様書に記載します。                 

②工法の理解                                  

詳細な部分はともかく概要を理解しておきましょう。また、あまり詳細な点を問題にして

いると全体を見失うこともありますので注意したいです。以外とこれに嵌まってしまう人

が多いのです。特に前回の大規模修繕工事を経験した方に見られます。        

③施工条件の整理                                

各社が見積書を提出するときに注目しているのは、その施工条件です。例えば、支払い条

件、仮設事務所や資材置場の広さ、駐車場の使用可能台数やエレベーターの使用条件、電

気や水道の使用料の負担等々です。これ等の内容を明確にしておくことが必要です。最近

では、コロナ対策への取り組み、アスベスト含有に関する検体検査費用、瑕疵担保保険費

用、福利厚生費(下請け企業の安全対策費)等々も注視したい科目です。        

④その他の事項                                 

アフターサービスや工事の完成保証、施工管理体制等についてもさだめられているか確認

します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ７ 施工会社を選ぶ・・・PowerPoint 版 P16～P18             

大規模修繕工事では、施工会社の選定が最重要な課題です。合意形成を前提としている管

理組合にとって利害関係が複雑に交差する行為は厄介な問題です。まず大切なのは、その

決定までのルールを明確にし、総会や理事会で議決として確認しておくことでしょう。ま

た、一度決定したことを変更する場合には、相当な理由があり、且つより多数の賛成が必

要だくらいの認識を持ち、後ろ向きの議論をしないことです。選定の方法としては大枠で
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次の 3 つの方式があります。                                      

①入札方式                                   

入札に参加する会社を公募や指名して競争入札を行う方式です。ここで注意して欲しいこ

とは、価格だけで決定する危険性があることです。居住中のマンションの工事であるこ

と、資産価値の維持、向上と快適性を求めていることですので、総合的な判断にて決定し

てください。                                   

②見積合わせ方式                                

特定な数社から見積書を提出してもらい、其れを比較検討する方式です。この方式ですと

総括的に会社を選定できる利点がありますが、参加会社が少ないと談合を行う危険性があ

ります。                                    

③特命随意契約方式                               

特定の 1 社を指名して、その会社に見積書を提出してもらう方式です。その会社との信頼

関係ができているとか日常のメンテナンスを行ってもらっている場合などにはあるケース

ですが、競争原理がないという最大の短所がありますので、合意形成が取れるかというこ

とが問題となります。管理組合・専門委員会はこの方式を選択する場合、一般区分所有者

等の要望の吸い上げと経過について逐次な報告と説明会を実施する必要がありますので、

第三者的な要素を兼ね備えたパートナーと遂行していくことを考えてください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

参考例 

Ⅰ．施工会社採用の留意点 

①工事目的 大規模修繕工事を実施するに当たり、経年による劣化浸食が散見される状態

である共用部分の大規模修繕工事を実施して、その耐用年数を延ばし建物の保護を第一目

的とする更新・更生工事を行い、住環境の整備並びに資産価値の維持向上を図る事を目的

とする。 

②施工特性 本工事は日常生活を営む共同住宅建物の改修工事である。この特性を請負者

は、協力会社の末端作業員に至るまで周知徹底させる。特に、第三者を含めた人命、財産、

住環境、通行車両等に対する安全、保全対策を充分に配慮する事として、安全を優先し、

施工精度並びに品質保持を旨とする。 

③工事賠償責任保険 請負者は、本工事の施工中、構築物その他器物並びに第三者に対し

与えた損害には賠償の義務を負う。この賠償責任義務を全うする為に必要とする保険の附

保をする事とし、これに必要な費用等は請負者の負担とする。 

④生産物賠償責任(PL)保険 請負者は、本工事を引き渡した後、構築物その他器物により

身体障碍または財物損壊が生じた際には、賠償の義務を負う。この賠償責任義務を全うす

る為に必要とする保険の附保をする事とし、これに必要な費用等は請負者の負担とする。 

⑤労災(割増)保険 請負者は、厚生労働省の定める労働保険一括有期事業の要件である建

設事業において、徴収法第 7 条に当てはまる際には一括申告する事とし、これに必要な費

用等は請負者の負担とする。 

⑥修繕工事瑕疵保険（任意） 請負者は、本工事を実施した部分に瑕疵があった際に、発

注者に対して瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について賠償の義務を負う。

この賠償責任義務を全うする為に必要とする保険の附保をする事とし、これに必要な費用

等は請負者の負担とする。 

⑦工事完成保証 請負者は、倒産等により、工事を継続できなくなった場合に、発注者の 
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追加負担を最小限に抑え保護する観点から工事を継続・完成する制度を採用する事。その 

際に同業他社へ保証は談合の温床が懸念されるので、同業他社の完成保証を受ける場合は 

別途定める誓約書を提出することとし、保証を資する場合は、予めは発注者並びに監理者 

の承認を受ける事。若しくは役務・金銭両方の保証を可能とする第三者機関へ依頼する事 

とし、此れに必要な費用等は請負者の負担とする。 

Ⅱ．第１次見積業者選考・評価項目及び評価点について 

１）第１次選考会議について 

－1選考会議出席者 

 ・管理組合理事及び修繕委員会 ・顧問アドバイザー(パートナー)  

 ・区分所有者または管理組合理事会及び修繕委員会が同選考会議に出席を認めた者 

－2選考会議に於ける評決権限 

 ・管理組合役員(理事、監事) ・修繕委員会委員 

 ・管理会社及び顧問アドバイザーには評決権限は無い 

－3修繕委員会及び委員長の責務 

 標準管理規約第 55 条(専門委員会等)の規定により理事会の諮問機関として調査又は検 

討した結果及び経過当を理事会に報告する責務がある。依って、大規模修繕工事に関わ 

る施工会社の選考結果は修繕委員会の会議を経て委員長より理事会へ答申となる。 

－4確認する資料について 

①施工会社選定表 ②第 1 次見積業者選考・評価項目及び評価点 ③見積対比表   

④質疑書 

－5評価判断について 

・上記の資料に基づき客観的に評価をする 

・施工会社採用の留意点を留意する 

Ⅲ．第２次見積業者選考・評価項目及び評価点について 

１）第２次選考会議について 

－1選考会議出席者 

 ・管理組合理事及び修繕委員会 ・顧問アドバイザー  

 ・区分所有者または管理組合理事会及び修繕委員会が同選考会議に出席を認めた者 

－2選考会議に於ける評決権限 

 ・管理組合役員(理事、監事)・修繕委員会委員 

 ・管理組合理事会及び修繕委員会が同選考会議に出席を認めた者の評決は参照とする 

・管理会社及び顧問アドバイザーには評決権限は無い 

－3修繕委員会の責務 

 第 1 次選定会議と同様である。 

－4確認する資料について 

①施工会社選定表 ②第 1 次見積業者選考・評価項目及び評価点 ③見積対比表      

④質疑書 ⑤ヒヤリング資料 ⑥第２次見積業者選考・評価項目及び評価点  

－5 評価判断について 

・上記の資料に基づき客観的に評価をする 

・施工会社採用の留意点を留意する 
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・ヒヤリング時に於ける、施工会社の取り組み方針、現場代理人の人柄を留意する 

専門委員会が此処までの業務を主体となって遂行して行くことになります。ここで理事会

に対して諮問内容を答申することで、一旦業務の完遂となります。然しながら管理組合に

よっては、工事着工前の工事説明会、工事着工後の定例会議、竣工検査、竣工引き渡し、

長期修繕計画の見直し等々までの業務までを専門委員会の業務としている場合もありま

す。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ８ 工事を発注する・・・PowerPoint 版 P19～P20             

1．総会決議 理事会の決定に基づき、大規模修繕工事に関する総会を開催して、区分所

有者からその内容について承認をとります。通常総会と時期がずれる場合には臨時総会と

します。その主な内容は次のとおりです。①工事内容、②工事費の調達方法等、③施工会

社選定の経緯説明と決定、④連動する決議が必要な場合(管理規約の改正等が必要な場合)

⑤パートナーとの設計監理契約を締結する場合 等々です。                                  

2．工事請負契約の締結                             

総会で正式な決定がなされたら、決定した施工会社と工事請負契約を締結します。工事請

負契約書に添付する書面等は次のとおりです。                   

①契約書本文                                  

②工事請負契約約款                               

③設計図書(工事仕様書)                             

④設計図書(工事仕様書)及び見積書に関わる質疑応答書                           

⑤見積書・工事内訳明細書                            

⑥工程表 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ９ 工事のお知らせ・準備・・・PowerPoint 版 P21             

①工事説明会の開催                               

着工の 1 ヵ月前程度には、区分所有者や居住者への説明会を開催します。住みながら行う

工事ですので大規模修繕工事には不可欠なことで、区分所有者や居住者の協力が必要にな

るからです。会の開催は管理組合が行いますが、工事内容の説明ですので施工会社が説明

する事項が多くなります。特に大切なのは、日常生活に影響を及ぼすような行為に対する

ことや、安全な工事を実施していくことへの対策です。               

＊説明会の前に管理組合(理事)・専門委員会、パートナー、施工会社(営業担当、現場代

理人)でプレ説明会をして想定Ｑ＆Ａを検討しておくことも良いです。また、工事説明会

を欠席する区分所有者、居住者には説明会での質疑応答の記録を配布して理解を求めるこ

とも必要です。工事説明会を欠席した人ほど「聞いていない、分からない、知らない」と

管理組合・専門委員会、工事会社(現場代理人)にクレームを言うケースを見聞します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ１０ 工事をはじめる・・・PowerPoint 版 P22 着工の直前には、管理組合・専

門委員会、パートナー、施工会社の三者の関係を今一度整理しておくことも重要です。 

①定例会議                                   

管理組合・専門委員会、パートナー、施工会社が出席して、必ず議事録を作成します。こ

の議事録は竣工引渡書に添付します。                                   

②広報活動                                     
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工事の進捗状況を随時広報しましょう。工事に関わる事象は工事会社が工事専用掲示板に

張り出しますが、管理組合・専門委員会としても別途開示すべきです。                                   

③中間検査                                   

工事期間の長さによっては、管理組合・専門委員会、パートナー、施工会社立ち合いで中

間検査を実施し、指摘事項については記録に残し処置します。また、中間検査は工事工程

毎に実施して見え隠れ部分については三者にて確認してください。                                  

④設計変更と追加工事、過剰なサービス要求                    

改修工事の場合は、工事が始まってみないと分からない要素が多くあります。従って、現

場での変更はつきものです。設計変更部分については、契約内容と異なるのですから、増

額となる場合と減額になる場合がありますので、その判断を管理組合として行う必要があ

ります。この設計変更は三者の間で問題となる場合があります。特に管理組合と施工会社

の関係が損なわれる場合が報告されています。両者対等の立場で、冷静に互いの立場を尊

重しあう姿勢が大事ですので、冷静な立場でのパートナーの役割は重要になります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ１１ 工事が完了したら・・・PowerPoint 版 P23              

工事の完了(竣工)時点にも管理組合・専門委員会として行うことがあります。     

1）竣工検査                                   

三者で行う最終的な検査です。不具合部分を発見したときには記録を残して確認して、後

日、その部分を処理した後に再度確認します。この記録簿は竣工図書に添付されます。                                  

２）竣工図書の受け取り                              

工事の内容を記録したものが竣工図書です。管理組合にとって維持管理上重要な書類です

ので大切に保管します。最近では、書面ファイルだけでなく CD データも附帯して提出さ

れます。                                    

＊竣工図書の内容は以下のとおりが一般的です。                   

①パートナーとの契約書                             

②工事請負契約書                                

③工事内訳書                                   

④施工計画書                                  

⑤工事完了届                                  

⑥竣工引継書(材料メーカー、竣工図、保証書、工事清算書、工事監理報告書等)            

⑦工事記録写真                                 

⑧竣工写真                                   

⑨広報資料                                   

⑩アフターメンテナンス行程表                               

３）最終工事代金の審査、確認、支払い 工事清算書を審査し、その内容を確認・承認し

て、最終的な支払いを行います。追加工事や実費精算方式をとる場合などの理由で、契約

金額と最終支払金額は必ずしも一致しません。                   

⇒工事完了報告会・管理組合の広報、若しくは総会にて報告します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ステップ１２ 新たな維持管理へ・・・PowerPoint 版 P24～P25           

①アフターメンテナンス                             

工事請負契約書には、アフターメンテナンスについての条項があります。特に、何年にも

渡って定期点検を行うような場合には、理事・専門委員会の交代等でうやむやにならない

ように注意してください。                             
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②長期修繕計画の見直し                             

工事が完了した時点では、建物の情報が多く集まっています。これは長期修繕計画の見直

しのチャンスです。工事を実施した部分、断念した工事(箇所、部位)等についてもその内

容を反映して見直しを行いましょう。                       

③記録・書類の保管                               

理事等の交代によるその情報の切断を防止するのが記録であり、関係書類の保管です。然

し、記録を取る、書類を保管するということがなされないことが多いのではないでしょう

か？特に事故歴、修繕履歴はマンションにとって大切な財産です。整理整頓して必ず記録

と保管を励行してください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【まとめ】                                                      

今般のセミナー資料並びにセミナー解説資料編は、あくまでモデルとして筆者がまとめた

ものです。個々のマンションでは個々の事情があり、このとおりに合致はしないと思いま

す。また、パートナーによって進め方が異なるということもあります。設計事務所がパー

トナーとなるケースもありますが、全ての設計事務所が大規模修繕工事のパートナーとし

ての経験や見識をもっているとは限りません。中には仕様書を数ページですませてしま

い、数量の明示も仕様の明示もほとんどない場合すらあります。                               

管理会社も一律ではありません。マンションの改修工事の経験が無い担当者も存在してい

ます。これら管理会社の一部やゼネコンの一部には、大規模修繕工事を専業としている下

請けに「丸投げ」することもあり、大規模修繕工事を巡るトラブルは絶えないのが現状で

す。貴重な資産であるマンションをより健全な状態で維持していきたいものです。より賢

い大規模修繕工事を行うには、所有者である区分所有者が賢くなる以外にはなく、努力し

て大規模修繕工事を行っていきましょう。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【終わりに】 以下に建築基準法の条文を掲載しました。マンションを守るのは、区分所

有者です。他力本願を捨てて専門家を有効に活用しましょう。 

建築基準法（維持保全）第八条 

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法

な状態に維持するように努めなければならない。 

２次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及

び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関す

る準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道

府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでな

い。 

一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの 

二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定す 

るもの 

３国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の

準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。 

 

 



別添資料－1 設計事務所選定チェックシート 

 

15 



1 

 

別添資料－2 施工会社選定チェックシート 
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別添資料－３ 設計・工事仕様書チェックシート① 

 

作成日 確認欄

1 □

□

□

2 □

□

3 □

□

4 □

□

5 □

□

□

□

□

6 □

□

□

7 □

□

□

□

8 □

□

□

9 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□⑨住宅あんしん保険 施工に対する瑕疵保険

仮設工事

④その他現場経費 現場事務所経費(消耗品費、電気、AI、PC通信費、保険）

⑤産業廃棄物収集運搬処理費 工事に関わる一般産業廃棄物処理、アスベスト(含有物質)の処分費(検体調査による）

⑥竣工書類作成費 竣工保管文書(管理組合保存文書）

⑦法定福利費 一次下請負、二次下請負業者(個人業者を含む）法定福利費

⑧アフター点検 工事仕様書に関わる点検費用(1、2、5、10年）

雨水樋等取替え工事(一部）及び切り替え、盛替え工事(支持金物取替え含む）

玄関ドア(外面）、エレベーター扉ダイノックシート貼り(内外両面）

諸経費

①各種保険料 現場保険

②現場管理費 現場代理人(監督）経費、

防水改修工事

①一般防水改修工事 ELV機械室屋根防水、ルーフバルコニー、開放廊下・バルコニー(側溝、巾木)、室外機置場、庇、

エントランス屋根、通路屋根、

③一般管理費 本社管理費、損害保険、

屋根改修工事 屋根防水(カバー工法による葺き替え工法）

①屋根改修工事 アスファルトシングルかぶせ工法(田島ルーフィング㈱）

シングルGS-1(ガムクール２）

②雨水樋工事 7階屋根横樋W150 呼び込み樋

その他・クリーニング工事 クリーニング工事(避難ハッチ、アルミガラリ(一部取替え）、表札、照明器具、スクリーン等、他

高圧洗浄、ブラッシング及びブロア

シーリング工事 防水シーリング打替え(既存防水シーリング全面撤去）タイル目地、サッシ廻り、換気フード廻り等、

同上打替え箇所(外壁タイル目地、吹付部、避難ハッチ、樋支持金物廻り、ガラリ廻り、手摺根元廻り、ガラス廻り、）

塗装工事

①壁・上裏面等塗装工事 外壁高圧洗浄、塗装面は全面塗り替え

上裏塗装、腰壁天端、外階段、庇、開放廊下、小庇、梁型、柱型、

②鉄部関係塗装工事 鉄部全面塗装(塗り替え）エポキシ樹脂錆止め＋①ウレタン樹脂、②タールエポキシ樹脂

年　月　日

①共通仮設工事 現場事務所、作業員詰め所、資材置場、安全対策(誘導員、警備員)、産業廃棄物処理、駐車場対策費(居住者、作業員)、

②直接仮設工事 外部足場、安全シート、開口部等安全対策費、出入口開口部養生、

塗装面下地補修工事 外壁高圧洗浄、塗装面は全面塗り替え

上裏塗装、腰壁天端、外階段、庇、開放廊下、小庇、梁型、柱型、

タイル面下地補修工事 タイル全面調査、ひび割れ補修、浮き補修、欠損・欠落補修、樹脂注入ピンニング工法、タイル張替え

〇〇〇マンション　大規模修繕工事　設計・工事仕様/概要説明書(参考例）
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別添資料－３ 設計・工事仕様書チェックシート② 

 

作成日

数量 備　　考

1 1.00 □

1.00 □

1.00 □

2 1.00 □

理事長 3 1.00 □

組合連絡先 4 1.00 □

名称 5 1.00 □

住所 1.00 □

担当支店/担当者 1.00 □

連絡先 6 1.00 □

1.00 □

7 1.00 □

敷地面積 建築面積 1.00 □

面積表 延床面積 戸数 1.00 □

駐車場 専有延床 8 1.00 □

地区・地域 9 1.00 □

建物概要 ①各種保険料 1.00 □

構造・規模 ②現場管理費 1.00 □

屋根 ③一般管理費 1.00 □

屋上・ELV ④その他現場経費 1.00 □

バルコニー 1.00 □

ルーフバルコニー ⑥竣工書類作成費 1.00 □

庇等 ⑦法定福利費 1.00 □

外壁1 1.00 □

外壁2、上裏 ⑨住宅あんしん保険 1.00 □

サッシ □

玄関ドア □

【見積諸条件】

1

2

3

記載例

式

式

⑤産業廃棄物収集運搬処理費 式

式

計上金額は複合単価を採用していますので受注施工会社と協議が必要になります。

合　　　  　　計

本見積書は、建物概要を基に現地目視調査報告書にて作成しています。

従いまして施工の実施劣化診断結果により金額は変更になります。

消費税10％

⑧アフター点検(1・2・5・10年目） 式

式

見積書の有効期限は提出日付より60日以内となります。

消費税額 税込金額

式

式

その他・クリーニング工事

式

式

既存仕上仕様 式

式

諸経費

①屋根改修工事

②雨水樋工事

式

マンション
所在地

①一般防水改修工事 式

①壁・上裏面等塗装工事 式

②鉄部関係塗装工事 式
管理会社

　埼玉支店

防水改修工事 式

屋根改修工事 式

式

シーリング工事 式

塗装工事 式

内　訳　明　細　書　
確認欄

発注者

工事件名 〇〇〇マンション大規模修繕工事
式

①共通仮設工事 式

品　　　　　　名 単位 金　　額

仮設工事

年　月　日

〇〇〇マンション管理組合
②直接仮設工事 式

塗装面下地補修工事 式

タイル面下地補修工事
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別添資料－４ 劣化調査診断判定基準表(建築):参考例 

 

区分
診断
レベル

調査方法 現象確認内容 調査数量等 基本報告形態

地盤： 建物周辺 簡診 目視
建物周辺に陥没、路盤面の局部沈下の有無を確認す
る。

敷地内
写真・
コメント

敷地： 敷地内通路 簡診 目視 整備状況を確認する。 避難通路
写真・
コメント

基礎： 外観 ①診 目視・打診 ひび割れ（0.3mm以上）、欠損を確認する。 全面
写真・概略図・

コメント

外壁： 構造躯体 ①診 目視・打診
ひび割れ（0.3mm以上）、白華、浮きの発生を確認す
る。

抽出
写真・概略図
・コメント

外壁： 仕上げ（塗装仕上） ①診 目視・触診
剥がれ、チョーキング現象、膨れ、変退色等の有無を
確認する。

抽出
写真・概略図
・コメント

外壁：
仕上げ（タイル仕上
げ）

①診 目視・打診 浮き、剥落の有無を確認する。 抽出
写真・
コメント

外壁： シーリング ①診 目視・触診
硬化ひび割れで雨水等の侵入跡がある。(玄関ドア、
アルミサッシ周囲を除く。)

抽出
写真・概略図
・コメント

外壁：
手摺、面格子、基礎通
気口

①診 目視・打診
ぐらつき、錆、腐食、損傷、変退色等が発生の有無を
確認する。

抽出
写真・
コメント

屋上：
塗膜防水（屋根瓦を除
く）

①診 目視・触診
ひび割れ、膨れ、破れ、しわ、損傷等の有無を確認す
る。

該当部位
写真・
コメント

屋上：
防水（パラペット立ち
上がり）

簡診 目視 ひび割れ、浮き、剥がれ等が発生の有無を確認する。 該当部位
写真・
コメント

屋上： 防水（笠木天端） 簡診 目視
ひび割れ、浮き、剥がれ、腐食、錆、変形等の有無を
確認する。

該当部位
写真・
コメント

屋上： 防水（排水溝） 簡診 目視
ルーフドレン損傷・目皿の損傷、ぐらつき等の有無を
確認する。

該当部位
写真・
コメント

診断部位
２年以内の工事が望ましい

(Ｃ判定）
５年以内の改修工事が望ましい

(Ｂ判定）
１０年以内の改修工事が望ましい

（Ａ判定）

建
築
工
事
区
分

建築物周辺に陥没があり安全性を著しく損
ねている。

建築物周辺に局部的沈下が発生しているが、土砂
等の充塡で対応でき、経過観察と判断できる。

建築物周辺に不陸が発生しているが、軽微
であり経過観察と判断できる。

災害時に支障があり、外周道路へ避難が難
しい。

路盤面のクラック、局部的沈下により、災害時に
避難に支障が発生する恐れがある。

路盤面に不陸が発生しているが、避難の支
障が心配されない。

建物基礎一辺に１mm以上のひび割れが多く
発生して、欠損がある。

建物基礎一辺に0.5mm程度のひび割れが発生してい
る。

建物基礎一辺に0.3mmのひび割れが発生し
ているが、極小である。

建物一面に0.5mm以上のひび割れが多く発
生して、白華及び欠損現象が50％以上あ
る。

建物一面に0.3mm以上のひび割れが多く発生して、
白華現象が軽微である。

劣　化　調　査　診　断　判　定　基　準　表 新井建物管理設計事務所 2021年7月－修正１

劣　化　診　断　業　務　要　領 評　価　判　定　基　準

建物一面に0.3mm以下のひび割れが見られ
る。

左記の現象（個々）が建物1面の20％以上
に発生している。剥離が有る。

左記の現象（個々）が建物1面の20％未満に発生し
ているが軽微である。

左記の現象（個々）が建物1面に発生して
いるが、散在している。

壁面一面に浮き現象が1.0㎡超える。ひび
割れの幅が0.2mm以上、白華現象がある。

壁面一面に浮き現象が1.0㎡未満。ひび割れの幅が
0.2mm以下、発生しているが軽微である。

左記の現象が発生しているが散在してい
る。

目地から漏水し、経年15年以上、目地長さ
の20％以上に破断長、剥離長が発生してい
る。

経年10年以上、目地長さの20％未満に破断長、剥
離長が発生している。

経年10年未満、目地長さの20％未満に破断
長、剥離長が発生している。

ぐらつき、錆、腐食、損傷、変退色等が発生の有無を確認して、現象を個別判断

平場で漏水、10箇所以上/100㎡の破断、補
修歴5箇所以上/100㎡がある。

平場で漏水、10箇所未満（？）/100㎡の破断、補
修歴5箇所未満（？）/100㎡がある。

左記の現象が無く、施工後20年未満

末端部、接合部に剥離が発生している。 末端部、接合部に剥離の恐れがある。 左記の現象が無く、施工後20年未満

末端部、接合部に剥離が発生している。 末端部、接合部に剥離の恐れがある。 左記の現象が無く、施工後20年未満

ルーフドレン損傷・目皿の損傷、ぐらつき等の有無の現象を個別判断

診断レベル凡例・簡診：簡易劣化調査診断　①診：一次劣化調査診断　②診：二次劣化調査診断　詳診：詳細劣化調査診断 評価基準参考文献：建築物修繕措置判定手法（財）建築保全センター編集、特殊建築物等定期調査業務基準（財）日本防災協会編集

大規模修繕 維持保全

一次判定

二次調査

部分修繕

小規模修繕

二次判定

一次

始　め

わずかに
認められる
わずかに

認められる

大面積である

著しい

2回以上

多く認め
られる

著しい
わずかに

認められる
認められる

かなり認め
られる

全面的

なし

なし

なし

小面積である

軽微

1回

大規模修繕
評価点

はく落

ひびわれ

　浮き

判定項目

1

2

3

なし

なし

なし

著しい
かなり認め
られる

0 1 3 5 10

浮き箇所
最大値

表面劣化程度

補修歴

4

5

6

劣化診断フロー／劣化診断業務要領：本判定手法は、修繕措置(大規模修繕又は部分修繕(小規模修繕））の判

定を統一的・効率的に行う事を目的としてしている。

＊左図：調査・判定の基本フロー図

この判定手法は、修繕措置(大規模修繕又は部分修繕(小規模修繕を含む)）の判

定を行う手法です。本判定手法は調査を簡易なレベルと詳細・専門的なレベルに

分け、それぞれを一次調査、二次調査としています。

大規模修繕工事

著しい

全面的

部分修繕(小規模修繕)

・はく落
・ひびわれからの漏水等

25点未満

２次調査へ
25点以上

３．浮きの程度

２．ひびわれの程度

１．はく落の程度

総合評価点

５．表面劣化の程度

６．補修歴

４．連続する浮きの
最大面積

始め

15年以上 15年未満

RC造外壁目地建具まわり

始め

漏水箇所

経年 経年

大規模修繕

目地からの
(漏水の発生）

10年未満10年以上

2次調査へ 2次調査へ大規模修繕

劣化の程度

補修歴

大
規
模
修
繕

部
分
修
繕

(

小
規
模
修
繕

)

(漏水の発生)

外壁の判定
フロー等へ

防水層以外 防水層の端末部分
漏水箇所

経年

大規模修繕 2次調査へ

始め

漏水箇所

防水層自体

外壁の判定
フロー等へ

防水層以外

始め

＊右図：外壁シーリング一次判定フロー

目地に充填したシーリング材が、紫外線、熱、酸化、雨水などにより軟

化したり、表面にひびわれ、白亜化現象をきたして劣化します。シーリ

ング材の基剤の劣化深度を調査していきます。
＊上図：屋根防水の一次判定フロー図

モルタル塗り仕上外壁の一次判定基準表

＊左図：モルタル塗り仕上外壁の一次判定フロー図

モルタル塗り仕上外壁の主な劣化現象は、ひびわれ、

欠損、はく落、浮き、はらみ、風化、凍害、及び表

面劣化が有ります。その起因となる原因(要素）は

様々ですが、一次判定基準として危険個所の確認、

処置、が重要です。更に災害危険度の大きい壁面は

追加調査を要する個所として留意する。
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別添資料－４ 劣化調査診断判定基準表(設備):参考例 

 

区分
診断
レベル

調査方法 現象確認内容 調査数量等 基本報告形態

配管：
排水管（台所系統、浴
室等系統）

詳診
目視・触診・
内視鏡

直管部、継手部端部の発錆、脆弱部等の劣化状況を調
査する。

系統別抽出
写真・測定図
・コメント

配管： 給水管 詳診
目視・触診・
内視鏡

直管部、継手部端部の発錆、脆弱部等の劣化状況を調
査する。

系統別抽出
写真・測定図
・コメント

配管： 損傷防止材の状況 ①診
目視・触診・
測定

緩衝材等の充填状況、貫通部の隙間状況を確認する。 系統別抽出
写真・
コメント

配管：
継手類の取付状況、腐
食又は漏水

①診 目視・触診 錆、腐食、損傷の有無を確認する。 系統別抽出
写真・
コメント

配管：
保温材の取付状況、腐
食又は漏水

①診 目視・触診 剥離、保護不足等を確認する。 系統別抽出
写真・
コメント

配管： 防火区画貫通の状況 ①診
目視・計測・
触診

目視、使用部材及び計測、触診により確認する。 系統別抽出
写真

コメント

区分
診断
レベル

調査方法 現象確認内容 調査数量等 基本報告形態

②診 目視・検診 共用部幹線劣化状況、付帯機器等の劣化状況の確認 系統別抽出
写真・検診結
果・コメント

②診
目視・打診・
検診

損傷、腐食、変退色、変形、がたつき、電圧等の確認 系統別抽出
写真・
コメント

①診 目視・触診 点灯不良、損傷、腐食、変形、変退等の確認 系統別抽出
写真・
コメント

②診 目視・触診 共用ケーブルの劣化状況を確認する。 系統別抽出
写真・検診結
果・コメント

①診 目視・打診
取付金具：緊結状態、錆び、変形、導線の現状確認
避雷針ポール及び突針：固定、変形、損傷、錆び、

該当部位
写真・検診結
果・コメント

診断部位
２年以内の工事が望ましい

(Ｃ判定）
５年以内の改修工事が望ましい

(Ｂ判定）
１０年以内の改修工事が望ましい

（Ａ判定）

劣　化　調　査　診　断　判　定　基　準　表 新井建物管理設計事務所 2021年7月－修正１

劣　化　診　断　業　務　要　領 評　価　判　定　基　準

衛
生
設
備
工
事
区
分

残存肉厚50％前後、錆詰り率30％～20％程
度

残存肉厚60％前後、錆詰り率20％程度
残存肉厚70％前後、錆詰り率20％～10％程
度、経過観察を行い継続使用

50A以上残存肉厚50％前後 錆詰り率10％程
度   50A未満残存肉厚50％前後 錆詰り率
20％程度

50A以上　残存肉厚60％前後 錆詰り率10％程度
50A未満　残存肉厚60％前後 錆詰り率20％程度

50A以上残存肉厚70％前後 錆詰り率10％程
度 　　　  50A未満残存肉厚70％前後 錆
詰り率20％程度

緩衝材が剥落して充填不足である、貫通部
の隙間が確認出来る。

緩衝材が剥落の恐れがある、貫通部の隙間発生の
恐れがある。

経過観察を行い継続使用

継手部に発錆、損傷がある　発錆部分から
漏水している。継手部分が脆弱である。

継手部に発錆、継手部分に損傷、腐食が発生して
いる。監視付き継続使用

経過観察を行い継続使用

漏水による保護テープ等が剥離し、保護不
足により鋼管が顕れている。

保護テープ等が一部剥離し、保護不足の恐れがあ
り鋼管の一部が顕れている。

経過観察を行い継続使用

目視、使用部材及び計測、触診により確認し現象を個別判断して、緊急性を確認する。経過観察を行い継続使用

診断部位
２年以内の工事が望ましい

(Ｃ判定）
５年以内の改修工事が望ましい

(Ｂ判定）
１０年以内の改修工事が望ましい

（Ａ判定）

経過年数15年以上25年未満、短絡事故が発生、錆
が発生、加熱による変色、不良率が10％以上20％

未満
経過観察を行い継続使用

照明設備（共用部：屋外灯・非
常照明等）

対象器具10台当たりの60％以上に、累積故
障率20％以上、絶縁抵抗0.2MΩ以下、器具
にふくれ・損傷・変形がある。取替後15年
経過

対象器具10台当たりの60％以上に、累積故障率
20％未満、器具に変色・ふくれがある。取替後10
年以上15年未満

経過観察を行い継続使用

情報設備（TV共用部） 共用ケーブルの劣化状況の現象を個別判断

避雷設備
1986年版電気設備解説版により、総合接地抵抗10Ω以下、引下げ導線単独接地抵抗50Ω以下、引下げ導線ごとに1個以上の接地極接続、これ
らを確認する事が望ましい。

診断レベル凡例・簡診：簡易劣化調査診断　①診：一次劣化調査診断　②診：二次劣化調査診断　詳診：詳細劣化調査診断 評価基準参考文献：建築物修繕措置判定手法（財）建築保全センター編集、特殊建築物等定期調査業務基準（財）日本防災協会編集

電
気
設
備
工
事
区
分

幹線・配電盤・分電盤（共用
部）

対象盤の10％について、経過年数25年以
上、短絡事故が発生、錆が発生、加熱によ
る変色、不良率が20％以上

経過年数15年以上25年未満、短絡事故が発生、錆
が発生、加熱による変色、不良率が10％以上20％

未満
経過観察を行い継続使用

配線設備・コンセント設備（共
用部）

対象盤の10％について、経過年数25年以
上、短絡事故が発生、錆が発生、加熱によ
る変色、不良率が20％以上

劣化診断フロー／劣化診断業務要領：本判定手法は、修繕措置(大規模修繕(更新)又は部分修繕(小規模修

繕））の判定を統一的・効率的に行う事を目的としてしている。

維持保全

大規模修繕(更新)

総合評価点≧10

小規模修繕(更生）

始　め

一次調査

一次判定

二次調査

二次判定

部分修繕

総合評価点＜10

総合評価点≧10 総合評価点＜10

保温材がぬれ
ている

保温材がぬれ
ている

異常なし

鋼管・銅
管・塩ビ
ラ鋼管

耐用年数

塩
ビ
ラ
イ
ニ

ン
グ
鋼
管

20年以上 5

11年以上～20年未満 3

11年未満 1

１、２回以上
直管部 5

曲部・接続部 2

なし ―

過
去
2
年
間
に

漏水履歴

耐用年数
銅
管

15年以上 5

6年以上～15年未満 3

6年未満 1

3回以上
直管部

曲部・接続部

10

3

給水管(給湯管)：一次判定調査評点表

調査項目

通水の状態

吐出水の
着色状態

配管の外観
状態

判定基準

鋼管・銅管・塩ビ鋼

常時着色水が出る

毎朝着色水が出る

休日明けに着色水が出る

曲部・接続部

直管部

水が出ない

供給に時間がかかる

異常なし

鋼管・銅管・塩ビ鋼

鋼管・銅管・塩ビ鋼

調査項目 判定基準 評点評点

10

2

－

10

5

1

－

3

1

－

異常なし

鋼管

排水管(鋼管)：一次調査判定評点表

10年以上

4年以上～10年未満

4年未満

漏水履歴

過
去
2
年
間
に

3回以上
直管部 10

曲部・接続部 3

１、２回以上
直管部 5

曲部・接続部 2

なし ―

評点

10

5
通水の状態

－

流れない

オーバーフローする

異常なし

のみこみが悪い

調査項目 判定基準

2

配管の外観
状態

直管部 3

曲部・接続部 1

－

保温材がぬれている

保温材がぬれている

異常なし

耐用年数

5

3

1配管の修繕措置判定の調査を行うに際しては、各機器類は正常であることを前提とする。配管の調査・判定の方法は、

配管の設置状況により手順が異なる。配管の設置状態は、露出・隠ぺいと、埋設に大別する。露出・隠ぺい配管では目

視点検、計器測定により調査し、埋設管では状況調査、計器を使用しての環境調査とする。

〈部分修繕）イ．劣化部のみ更新又は改修する(バルブ、トラップ類は更新する)。

ウ．劣化部を含みその前後の配管(ex.便所1階分すべて)を更新又は改修する。

〈大規模修繕〉系統の全部を更新する。

配管系の性能調査では、その用途により要求機能が異なる。即ち水質に重点を置く系統と、水量に重点を置く系統では、

劣化度の評価する基準が異なる。大規模修繕若しくは部分修繕を行う場合には、現状の仕様のままとするか、管材質、

口径を変更した方がよいか、又、施工方法を合わせて考慮する必要がある。

左図：配管判定フロー

本フローは、一般配管と、屋外配管

を主とする埋設配管、又、給水給湯

管の内面腐食、埋設管の外面腐食、

空調配管の内面腐食の判定において

も適用する。
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