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工事費の約

5

% の金額で設計事務所に

10%

成功させる大規模修繕

11

NO

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。

設計監理を委託する事ができ、さらに
工事費は約

How-to

これまで大規模修繕の個々の工事について書いてきましたが、今回は工事の流れをまとめてみます。

安く抑える事が出来ます。
（経験値）

※設計監理料は一般的な場合でマンションの規模や工事の仕様によって異なることをご了承下さい。

１．足場工事－仮設工事
工事に必要な足場の組立や現場監督の事務所の設置、その他工事に必要な仮設や安全対策を行います。

２．劣化診断
工事の前に建物調査を行っていますが、そのときは足場がなく手の届くところ
しか出来ませんだしたので、足場が組上がってから、目視、触診、打診などに

●設計事務所はなぜ必要か？
大規模修繕の工事費を下げられます

面倒な業務のお手伝いができます

より（建物の劣化状態を正確に調べます。このとき、施工計画で当初見積った
（修繕が必要な）数量と調査後の数量が異なる場合は実数精算します。
●足場

３．下地補修
タイルや塗装などの仕上げ材の下地となるコンクリートやモルタルのひび割
れや欠損などの補修を行います。

※一般的にはタイル工事も含めて下地補修といい

大規模修繕において専門の一級建築士事務所を使う事は

大規模修繕は、建物診断からスタート

コストがかかります。それでも一級建築士事務所が入る

して設計、住民への説明、予算決め、

事により、無駄な工事費用をかけることなく、建物にと

施工会社の選定、工事監理、検査、引

下 地補修 を行 った後 、ひび 割れた タイル や割 れたタ イルを 貼り替 えます 。

って最適な修繕計画を考えます。また施工会社の選定に

渡など広い範囲において煩雑な業務と

浮 いたタ イル につい ては、 取り除 いて新 たに 貼り替 える場 合とエ ポキシ 樹

おいても、適正な競争見積をすることにより最終的に、

専門性が必要となります。施工会社に

工事費を１０％程度安く抑えることができます。

見積依頼するときに必要な共通仕様書

ますが、ここでは分けて説明しています。

４．タイル工事
●塗装面下地爆裂補修

脂 （接着 剤） を注入 する場 合、さ らにス テン レスピ ンを打 ち込ん で止め る
場 合など があ ります 。浮い ている タイル の枚 数や施 工箇所 に応じ て工法 を
検 討しま す。

（これがないと各社同じ条件下で見積
ができず、適正な競争見積が期待でき

良質な工事を確保できます
一級建築士事務所として、それぞれのマンションに合う
大規模修繕の設計をします。
工事中は、施工会社との打合せ、検査立会など設計者と
しての監理を通して、期待されたとおりの工事の品質に
導きます。

５．シーリング工 事

ません）や住民の方への工事説明など

タ イルの 目地 、コン クリー トのつ なぎめ や窓 回りな ど建物 の各部 分の取 り

の資料も作成しなければなりません。

合 い箇所 のシ ーリン グ材も 、年数 が経つ と汚 れが目 立つだ けでな く、ひ び

また工事完了後のアフターメンテの問
題もでてきます。それらを、理事会や

●タイル下地クラック補修

割 れたり 、隙 間が生 じて防 水性が 低下す るの で、新 しく打 ち替え ます。

６．塗装工事

修繕委員会の皆様だけで、休みの日を

外 壁のほ か、 鉄部や バルコ ニー・ 廊下の 手摺 り壁や 軒天な ど、下 地補修 及

利用して処理していくのは大変なエネ

び 高圧洗 浄を した後 塗装を します 。建物 の築 年数が 経って 既存の 塗膜の 付

ルギーが必要となります。

着 力が弱 くな ってい る場合 は、既 存の塗 膜を 落とし てから 塗り直 します 。

●シーリング

７．防水工事

第３者としての公平性が確保できます

良質な工事会社選びをお手伝い

屋 上のほ か、 ルーフ バルコ ニー、 廊下や バル コニー の排水 溝など の防水 工
事 を行い ます 。施工 箇所に よって 防水の 方法 が異な ります 。

大規模修繕について、マンションにお住まいの方それぞ

工事会社を選定するとき、上に書いた

れの意見があります。全員の意見をすべて聞こうとすれ

ように共通仕様書に基づき、数社の建

ば、物事は進みません。それでも住民の方たちに納得・

設会社に見積競争をしてもらうのが一

理解して頂かないとしこりを残すことになりがちです。

般的です。また選定は金額だけではな

そうしたとき求められるのは、私たちのような設計事務

く、施工方法、経験実績、会社や監督

所です。大規模修繕のコンサルタントとして専門的な知

の姿勢など総合的に評価して選定する

識と経験の裏付けにより皆様のご意見を公正に調整する

べきです。ことのき設計事務所は客観

自 転車置 き場 を新し くした り、そ の他建 物の 回りの 外構を 整備し たり、 マ

役割を担っていきます。

的な立場でアドバイスができます。

ン ション の顔 をも言 うべき アプロ ーチ・ 玄関 ・エン トラン スホー ルを綺 麗

８．長 尺塩ビ シー ト貼り 工事
廊 下や階 段及 びバル コニー の長尺 塩ビシ ート の床も 年数が 経つと 浮き、 剥

●バルコニー手摺り塗装

が れ、汚 れが 生じて きて、 防水性 能も劣 化し てくる のでシ ートを 貼り替 え
ま す。
９．外 構・エ ント ランス 工事

に したり 、仕 様を変 えたり する場 合があ りま す。

●改質アスファルト防水

