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大規模修繕に

ちょこっと

専門の一級建築士事務所が ＰＲ
で す。
必要なメリットをまとめてみます。
ＭＤＳは、マンションの大規模修繕に特化した一級建築士事務所であり、理事会や居住者の皆様と一緒

How-to

成功させる大規模修繕

この コー ナー で は、 大規 模修 繕工 事に つい て みな さん と一 緒に 勉強 して いき ま す。
今回 は、 大規 模 修繕 や建 物維 持管 理の 為に 必 ず出 てく る塗 装工 事に つい てま と めて みま す。

《 塗装 編 ② 》

になって大規模修繕を成功させるための専門のコンサルタント会社です。

前回 は鉄 部 塗装 につ いて 書い てみ まし た。 鉄 部塗 装の 場合 は、 塗装 の

その為、ＭＤＳのスタッフは一級建築士はもとより、一級施工管理技士、マンション管理士など多数の

下地 処理 と して ケレ ンが 大切 です 。

資格を持ったスペシャリストです。

今回 は、 外 壁塗 装や バル コニ ーそ の他 の箇 所 の塗 装に つい てま とめ て

建物の資産を守り、修繕積立金を有効に活かすため、大規模修繕の専門の一級建築士事務所に設計コン

みま す。

サルを委託することをお勧めしています。

外壁 塗装 で は、 １回 目の 大規 模修 繕の 場合 は 、基 本的 に既 存の 塗膜 の

それでは、なぜ専門の一級建築士事務所が必要となるのでしょうか。そのメリットをまとめてみます。

上に 塗装 し てい きま す。 ２回 目３ 回目 の大 規 模修 繕に おい ては 、既 存

●塗膜付着力試験

の塗 膜自 体 が浮 いて いる など 下地 とし て活 か せな い場 合が ある ため 、

１

２

理事会や修繕委員会の相談に乗りながら大規模修繕までの面倒な業務のお手伝いができる。

た上 で塗 装 をす るこ とに なり ます 。既 存塗 膜 の除 去は 高圧 洗浄 や超 音

までの経験を活かして的確なアドバイスや情報・資料を供給しながら、皆様の労力を減らしながら総会の対応

波ケ レン な ど幾 つか 工法 があ り、 ケレ ンす る 箇所 に応 じて 判断 して い

も踏まえて大規模修繕を成功に導くための案内人となります。

きま す。

良質な施工会社の選定ができる。
施工会社を選定する際は、見積金額はもちろんの事、会社の規模、工事実績は重要な要素になります。ただ、
そうした数字に表れたものでけでなく、現場担当者と会社の姿勢、実際に工事をする作業員の質、下請け業者
への丸投げがないか、工事後のアフターメンテの対応など総合的に判断して選定しなければなりません。

３

第三者として公平性、客観性が保たれる。
工事は必要最低限でよいと考える人、建物をもっと良くしたい人などマンションにお住まいの方の中でも様々

大規模修繕では、吹き付けによる塗料の飛散を防ぐ為一般的にはローラー
による作業が一般的です。
外壁塗装の工程としては、
①下地処理
高圧洗浄により塗膜に付着しているチリや汚れを除去します。

社で工事をするように押しつけてきたりするケースがあります。また居住者の方からここを使えと言ってくる

ピン ホ ール など を塗 りつ ぶし ます 。
③ 上塗 り （２ 回）

そうした場合、一級建築士が入ることにより専門的な知識と経験の裏付けにより建物にとって一番最適な判断

下塗 り 材と の適 合性 を確 認し て仕 上げ 塗 料を 選定 し、 ロー ラー で

をアドバイスしていくことが可能となります。

上塗 り をし ます 。乾 燥を 確認 して ２回 塗 りを 行い ます 。

私たちのような専門の一級建築士事務所を使う事は費用がかかります。
しかしながら、施工会社が修繕計画をたてる場合と異なり、無駄な工
事費用をかける事なく建物にとって最良の計画を考えます。また施工
会社に適正な見積競争をさせることで、（経験値で）最終的に約１０

●バルコニー （上塗り１回目）

② 下塗 り
下塗 り 専用 の微 弾性 タイ プの 塗料 を使 用 して 、微 細な ひび 割れ 、

大規模修繕工事費を安く抑えることができる。

●高圧洗浄

２．外壁塗装

な意見があります。また大規模修繕は大きなお金がからみ、施工会社や工事部門を持っている管理会社では自

ケースもあります。理事の人の縁故で工事会社を選定したとありもしない疑いをかけられた例もありました。

４

「塗 膜付 着 力試 験」 を行 い脆 弱な 部分 につ い ては 、除 去（ ケレ ン） し

大規模修繕においては、理事や修繕委員の方が休みの日を使って膨大な労力を強いられます。ＭＤＳではこれ

●外壁タイル 保護塗装

３．外壁塗装
外壁 ・バ ル コニ ーの ほか 、廊 下の 天井 、樋 、 バル コニ ーの 隔板 、玄 関
扉の 枠な ど を塗 装し てい きま す。 マン ショ ン によ って はシ ング ル葺 き
の屋 根が あ った りし ます が、 そう した 箇所 も 塗り 替え るこ とに より 耐
候性 を高 め ます 。ま た、 タイ ル面 にお いて も タイ ルの 保護 や目 地の 防

●たて 樋 塗装

水性 を保 護 する 為に 、保 護塗 料を 塗る 場合 も あり ます 。

％程度のコスト削減することが出来ています。
塗装 工事 に おい ては 、工 事箇 所に 応じ て適 正 な塗 膜が 確保 され てい る

５

設計監理を通して良質の修繕工事ができる。

か膜 圧を 測 定す る場 合も あり ます 。ま た工 事 完了 後、 施工 会社 は塗 装

工事が設計とおりの品質を保っているか、施工者への安全・工程チェック

材料 の出 荷 証明 書を メー カー から 提出 して も らう こと で、 必要 な塗 料

をおこない、期待されたとおりの良質な工事へと導くことができます。

の量 が使 わ れる こと を確 認し てい ます 。
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●シン グル 葺き屋 根 塗装

