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本日お話すること 
はじめにー「匠」が抱く３つの憂い 

第1部：一般論として「修繕工事とは」 

第2部：新狭山ハイツにおける賢く繕っていくための工夫 

 １．新狭山ハイツのプロフィル 

 ２．長寿命化を考える３つのきっかけ 

 トピック：なぜマスコミは「建替えか、修繕かでもめな
かったか」と聞くのか 

 円滑な合意形成の土壌を培ってきたもの 

おわりにーお尋ねとメッセージ 

番外編：どうする住み手の老いに対しては（新狭山ハイツ 

     での取り組み） ※時間があればお話しします 



はじめにー「匠」が抱く“3つの憂い” 

・その１：職人・技術者の技術力の低下とそれに伴う施工 

 品質の低下への憂い 

・その２：理不尽な請負環境への憂い 

・その３：管理組合に見られる管理会社、施工会社、専門 

 家に対するおまかせ主義的風潮への憂い 

 「匠」では、これら３つの憂いを少しでも改善したいと、平 

成13年に設立して以降、「優れた技術者・職人」及び「賢 

い管理組合（区分所有者）」を育成し、この両者が出会い、 

協働することによって良質なマンションの維持・再生に関 

わっていきたいと考えてきました。   

 

 「匠」での学習効果を新狭山ハイツの取り組みに反映 



第1部 一般論として「修繕工事とは」 

・修繕工事の主体は「区分所有者（管理組合）」 

・工事には随時対応する「一般修繕」と計画的に対応する
「計画修繕」あり 

・計画修繕には「中規模修繕工事（概ね５～６年を目安）」 

  に実施する鉄部塗装や屋上防水工事等と「大規模修繕 

  工事（概ね１２年程度を目安）」に実施する主に躯体保全 

  を目的とする工事など）あり。 

・計画修繕は共有財産の保全及び長寿命化の重要な工 

  事、「長期修繕計画」に基づいて「管理組合が発意」 

・計画修繕に必要な費用は「修繕積積立金」を充当 



図ー１ 大規模修繕の周期と目的 

周期は１２年程度が目安、修繕＋改良＝改修 

資料： 国交省「改修によるマンション再生手法に関するマニュアル」2004年6月 



表ー１ 大規模修繕の主な課題  

第1回 
大規模修繕 

瑕疵問題への対応 
当初の計画・設計とのギャップの確認 
建物の修繕（劣化診断）＋改良（性能アップ） 
→長期修繕計画・修繕積立金の見直し 

第2回 
大規模修繕 

社会の変化や住み手の高齢化への対応 
建物の修繕（劣化診断）＋改良（性能アップ） 
設備の修繕 
→長期修繕計画・修繕積立金の見直し 

第3回 
大規模修繕 

建物の劣化への対応 
建物の修繕（劣化診断）＋改良（性能アップ） 
給・排水設備など設備の更新（専有部含む） 
→再生の方向性の確認 （建替え？） 
→長期修繕計画・修繕積立金の見直し 



表－２ 大規模修繕工事の進め方 

診断～計画・設計へ  
   管理組合の役割      検討内容 
長期修繕計画・設計図書 
の確認 
総会又は理事会で建物診 
断の実施を承認 
※専門家に業務を委託、修  
  繕委員会と協働し検討  

建物診断（建物や設備の劣 
化状況を把握し、修繕工事 
の必要性、概要、時期等に 
目安）  
長期修繕計画の見直し  

総会又は理事会で建物診 
断結果をふまえた実施計 
画・設計の実施を承認 
※専門家に業務を委託、修   
    繕委員会と協働し検討 

大規模修繕工事の計画・設 
計（工事の対象・数量・仕 
様・施工方式等の検討、施 
工業者の選定等） 
 



契約～施工～竣工 

   管理組合の役割       検討内容 

総会で実施計画・設計結果 
の承認（必要に応じて、事前 
に住民説明会の開催） 

施工業者と工事契約 （支払 
い条件など） 

工事説明会の開催  
工事進捗の広報 
工事現場のパトロール 
※修繕委員会で工事の進 
  捗と予算管理を検討  

工事の実施（施工監理、中 
間検査）  
精算工事の検討 

竣工検査立ち会い 
総会で竣工を報告   

工事の竣工（竣工検査）  



修繕工事は「長期修繕計画」にもとづく 

ー概ね25年以上を見通すー 

＜長期修繕計画の策定にあたって＞ 

・過去の工事履歴の把握 

・計画目標の設定（修繕・改良の側面から改修の基本 

 的方向を定める） 

＜長期修繕計画に盛り込む事項＞ 

・工事種（建築、設備、屋外施設など）毎の数量 

・工事種毎の工事内容と周期 

・工事種毎の工事年度と金額（数量×単価） 

・資金計画（修繕積立金のシュミレーション） 

 

 
※国交省は平成20年6月、「長期修繕計画標準様式及び作成ガ  

  イドライン」を提示 



修繕工事を進める上で重要なことは 

合意形成に手を抜かないこと 

・大規模修繕の起案・診断・計画・設計・施工に関わるプ 

  ロセスの情報公開（住民説明会、広報紙の発行など） 

・コーディネーターの関与（修繕委員会、専門家など） 

・区分所有者や居住者のプロセスへの参加機会の提供 

  （アンケート、説明会、現場体験会など） 

・関係者（管理組合、修繕委員会・専門家、施工会社等） 

 は、緊張感を保持しつつ、信頼感をもって協働 

 



第２部 新狭山ハイツにおける 

賢く繕っていくための工夫 



１．新狭山ハイツのプロフィル 

・所在地：埼玉県狭山市（最寄駅：西武新宿線新狭山駅） 

      ※駅からバスで10分、徒歩25分 

・面  積：5.6ｈａ（共有地のみ） 

・入居年：昭和48年～49年（現在築４４年目） 

・戸数等：770戸、PC構造、中層5階建32棟 

       

たおやかな里並み（市街化
調整区域）の中にある典型
的な郊外型分譲マンション 



付属資料①：主な修繕工事等のあゆみ 

   年 度         工事内容 

昭和48～49年 770世帯入居 

昭和58年 建物運営審議会、共有物運営審議会を経て管理組合発足  

昭和60年 第1回大規模修繕工事実施 

平成8年 第2回大規模修繕工事実施 

平成10年 新・長期修繕計画（第1次）の策定 

平成15年 中期修繕委員会発足、第2次長期修繕計画の策定  

平成16年 鉄部部分塗装工事実施、管理規約の改正 

平成17年 管理組合を法人化 

平成18年 専有部給水管更新工事実施 

平成20年 第3次長期修繕計画の策定 

平成21～23年 第3回大規模修繕工事実施                     

平成23年 第4次長期修繕計画の見直し 

平成24～26年 屋上防水更新工事（第3回）実施 

平成27年 第5次長期修繕計画の策定（総会承認）、管理規約改正に着手 



付属資料②：管理費及び修繕積立金 

住戸タイプと戸数     入居時（月額）     現 在（月額） 

  管理費  修繕積立金    管理費   修繕積立金 

2ＤＫ（60戸）  2,000円    500円  3,100円    8,530円 

3ＤＫ（435戸）  2,600円   600円  4,750円  10,235円 

3ＬＤＫ（265戸）  3,200円   750円   5,000円  12,795円 

4ＬＤＫ（10戸）  3,500円    800円    5,500円    13,795円 

※管理費は、昭和52年、55年に値上げ 

※修繕積立金は、昭和55年（750％アップ）、平成元年（42％アップ）、 

  平成6年（60％アップ）に値上げ 



２．長寿命化を考える３つのきっかけ 

その１：第２回大規模修繕工事（平成８年） 

・修繕総合コンサルタントとの出会い→施工品質へのこだ 

 わりの重要性、長期修繕計画の抜本的見直し（築60年、 

 工事周期：12年）と計画管理の必要性を実感。 

その２：専有部給水管更新工事（平成１８～１９年） 

・長く住み続ける（建替えせず）なら今が転換点→修繕積 

 立金で専有部給水管更新工事を実施。それにからんで 

 長期修繕計画見直し（築70年、工事周期：16年）。 

その３：第３回大規模修繕工事（平成２１～２３年） 

・長寿命化にシフト→施工品質を重視し、修繕周期を延長 

 →長期修繕計画見直し（築80年、工事周期：18年）。 



その１に関連して：長期修繕計画の見直しとそれを 

計画管理する仕組みづくり 
 

・第2回大規模修繕工事後、「長期修繕計画見直し専門部   
 会」を立ち上げ、数年かけて、見直し作業を実施。 
 
・「現状の修繕積立金を維持しながら、長く（建替えせずに） 

 住み続ける」ことをアナウンス。 

・上記の前提に立ち、老朽化する設備に対しても対処して 

 いく方針を打ち出す。後述の専有部給水管更新工事につ 

 いても視野に入れて検討。 

 



・見直し作業後、見直した長期修繕計画を計画管理していく 

 ために、新たに「中期修繕委員会（平成１５年）」を設置。 

 管理組合の諮問に応じ、中・大規模工事 などついて適宜 

 答申する仕組みをスタート。 

管理組合法人 

（業務統括） 
 

理事会 

（理事長・副理事長 

・理事） 

管理会社 

 

中期修繕委員会 

（計画管理） 
 

※建設・建築・設備・ 
 デザイン・外構・な 

 どの専門家、元理 

事長経験者、主婦 

10数名で構成 

 

民間コンサルタント 

（調査・設計、設計監理） 

諮 問 

答 申 

業務委託 

施工会社 

（施 工） 

管理委託 

側面協力 

工事委託 

協働 
監理 



その２に関連して：専有部給水管更新工事を
きっかけに長寿命化に向けて１歩踏み出す 

・長寿命化の観点から、劣化が懸念される専有部給水管 

 の更新工事の実施を決定。 

・更新は原則露出配管とし、耐衝撃性硬質塩化ビニール 

 管を使用し、化粧カバーで被う。床下配管実施済者に 

 は露出配管相当費用を払い戻し、希望者には差額分 

 の負担をお願い。 

・修繕積立金を専有部に充当することについては、管理 

 規約第24条（修繕積立金の使途）の「（４）その他敷地 

 及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利 

 益のために要する経費。」をよりどころとする。 

  



・専有部給水管工事の費用（約210百万円、1世帯当 

 り約27万円）を修繕積立金から充当しても長期的に 

 心配がないことをシュミレーション(長期修繕計画の 

 見直し）により明確化。 

＜ポイント＞ 

①築３６年、今重要な折り返し地点（建替か、再生か） 

  →建替えせずに築70年を住み続けることを決定 

 （現在の修繕積立金：戸当り平均１３万円のままで） 

②品質確保にこだわり、大規模修繕の周期を延長 

  →従来の12年程度から16年程度に延長 

 （大規模修繕工事を1回減らすことで、ライフサイクル 

  コストを軽減） 

 



＜円滑な合意形成と工事の進捗に配慮して＞ 

・計画や工事への理解・協力を得るため、節目節目に 

 「住民説明会」を開催（情報共有、説明責任）。 

・工事実施の決議に関連して「Ｑ＆Ａ資料」を作成。 

・漏出配管か床下配管かの選択を促しやすくするため 

 に「モデルハウス」を開設。 

・工事に伴い宅内から廃棄される粗大ゴミの処理を容 

 易にするために「コンテナ」を設置。 

・宅内の整理整頓がままならない高齢者世帯に対し有 

 償ボランティアグループ「たすけあいの輪」が支援。 

 



空き室を利用しモデルハウス
開設（220世帯見学、露出配
管を許容する人が増加） 

宅内の粗大ゴミを処理するコン
テナを設置（実施額：640万円＞
予算額：240万円） 

露出配管の様子を紹介
する模型を設置 

 

事前アンケートに寄せられた 

質問・疑問・要望（約130件） 
をグルーピング 

 

専有部給水管更新工事 

に関する「Ｑ＆Ａ資料」で 

徹底対応 



 
・施工会社との契約においては「単価契約方式」を採用。 

  職人に支払う人工賃を明示してもらい、それが適正に 

 履行されたかどうかを工事終了後、書面にて提出・確 

 認する方式。 

・その意図は、この工事が宅内で行なう職人にやりにくい 

 仕事ながらできるだけ気持ちよく、良い仕事をしてもらう 

 ため。 

 



その３に対応して：第3回大規模修繕工事
とその後の取り組み方 

（１）施工会社選定の進め方 

  →多重下請け構造の回避、品質確保力の重視 

   見積参加業者公募（11社の応募あり） 

   書面審査（６社に絞込み→施工現場視察、管理組  

   合からヒアリング） 

   見積依頼業者選定（4社に見積依頼） 

   ヒアリング業者選定（3社を選定→コスト削減、主要 

   工事については15年以上の保証確保に関する技 

   術提案を求む） 

   施工業者（塗装・防水系リニューアル会社）を選定 



（２）大規模修繕工事のポイント 

①施工品質へのこだわり 

 ・主要工事の保証期間を大幅に延長 

   シーリング等の防水工事： ５年を１５年 

   躯体補修： ５～１０年を１５年 

   内外壁塗装： ５年を１５年 

②ゆったりした工期を確保 

 ・熟練の職人集団を移動 

     １年でも済む工事を小グル 

  ープにより３年をかける 

本格工事の前にパイロット工事を 

実施（工事の手順や補修方法の見
通しを得る） 



③内外壁の塗膜全面剥離で躯体保全 

  ・内外壁の劣化した塗装を全て除去し、コンクリート面 

   を露出→躯体の劣化状況を把握→丁寧に補修 

 

 

塗膜剥離によってよく
見えてきた 
各種の劣化状況 



④工事スタッフ・職人との良好な関係づくりに配慮 

・工事スタッフ・職人全員を自治会広報紙（毎月発行） 

 で紹介 

 



東日本大震災の影響や事故もなく、 

全棟竣工を迎える 

右側は工事済の棟、左側は工事中の棟 



＜品質にこだわった修繕工事に大きな関心＞ 

・大規模修繕工事見学会＆管理組合交流会を開催（２回 

 の開催に約５０管理組合が参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜品質へのこだわりは屋上防水更新工事 

（平成24～26年度）でも＞ 

・施工業者を公募→３社に見積依頼→提出書類の検討及 
 びヒアリングを経て、ウレタン防水工事の施工実績及び 
 品質管理についての技術力などを勘案し、施工業者を 
 選定。 
・ポイントは保証期間を一般 

 的には10年であるところを 

 施工品質管理で15年に延 

 長。工期は管理組合の支 

 払い能力（修繕積立金）も 

 考慮し、約３年に。熟練職 

 人集団をゆっくり動かすこ 

 とにも。 



＜築80年を見通した長期修繕計画を策定＞ 

・平成26年度、新たな長期修繕計画案を策定。 

・平成27年度、「住民説明会」を経て「管理組合の総会」 

 で承認。 

＜ポイント＞ 

・築80年を賢く繕いながら住み続ける（現状の修繕積立 

 金のままで）。大規模修繕の周期は18年。最終年の残 

 金は建物・設備の取り壊し、更地費用への充当を想定。 

第1回 

築13年 

1.3億円 

第2回 

築25年 

3.2億円 

第3回 

築38年 

8.7億円 

第4回 

築55年 

7.1億円 

第5回 

築73年 

4.8億円 

仮のゴール 

築80年 

残金13.5億円 

現場における実証的研究
の成果がそれを可能に 



トピックーなぜマスコミは「建替えか、修繕かで
もめなかったか」と聞くのか 

「新狭山ハイツでは、建替えか・修繕かでもめたことは 

ない」というと不思議がられるのだが。 

一方、一部、専門家から「賢い」と評価をいただくのだ 

が。 



NHK「ご近所の底力ーマンションの老朽化」で紹介 

• 番組（H20年11月14日）では、建替えに成功した大阪府

豊中市のマンションが、建替えせずに修繕で頑張るマン
ションとして新狭山ハイツが取上げられる 

 

 

 

 
 
 
 

建て替えせずに
繕っていけるの？ 

住民の智恵と工
夫で対応したい 

収録後の結果： 「修繕派」が「建替え派」を上回る 

 



 

ＮＨＫ「クローズアップ現代＋ーどうするマンション 

トラブル！？“新ルール”で住民激震！？」で紹介 

 
• 番組（Ｈ28年8月31日(水)では、多くのマンションや団
地で老朽化が進み、住民は建て替えか修繕かの選択
を迫られている。国は今年、住民合意がスムーズに進
むよう新制度を相次いで導入。一定の条件を満たせ
ば所有者の３分の２以上の賛成で建て替えられるよう
法律を改正するなどしたが、合意は容易ではない。他
にもペットや駐車場、管理費など、マンション住民の悩
みはつきない。大切な住まいの未来をどう決めていけ
ばいいのか。納得できる合意作りのヒントを探る。 

 

※「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」というサイト
http://www.nhk.or.jp/chiiki/ にて昨年８月に放映された「クロ
ズアップ現代＋」の映像を放映中（ハイツの映像のみ紹介）。 

http://www.nhk.or.jp/chiiki/




円滑な合意形成の土壌を培ってきたもの 

・セルフエイドの精神：自分たちでできることは自分たちの 

 知恵と労力と資金で→住民の信頼獲得→物語を大事に 

団地の緑の倍増事業（Ｓ50～
54年）、その後の緑の自主管理 

地域文庫兼ミニ集会所（まるた小
屋）の自力建設（Ｓ62～平成元年） 

ビオトープ（わくわく自然園）の自力建設
（Ｈ10～13年） 

“素敵に加齢するハイツ”をめざして
団地発「ＮＰＯ法人グリーンオフィスさ
やま」の立ち上げ（Ｈ13～15年） 



おわりにーお尋ねとメッセージ 

            ＜お尋ね＞ 

・管理会社まかせにしていませんか。 

・専門家まかせにしていませんか。 

・コンサルタント費用をもったいないと考えていませんか。 

・元の施工会社、大手の施工会社だから安心と施工会社 

 を選んでいませんか。 

・工事費用を安くすることばかり、工期を短くすることばか 

 りを考えていませんか。 

・工事の品質を考え、ちゃんと仕様を作成してますか。 



           ＜メッセージ＞ 

・自らの共有財産のあり様を他人事のように考える観客 

 的区分所有者から脱皮しましょう。 

・何事も、管理会社まかせ、施工会社まかせ、専門家ま 

 かせなど、おまかせ主義の管理組合から脱皮しましょ 

 う。 

 

 

 

 

 

ご清聴ありがとうございました 


