
１．管理組合とコミュ二ティー 

分譲マンションの維持･保全や管理･修繕などは管理組合が行う。「この管理組合とは一体どのような

組織なのか」考えてみよう。 
 

１.１ 管理組合とはなにか 

マンションには｢分譲マンション｣と｢賃貸マンション｣

がある。賃貸マンションには管理組合という組織は存在

しないが、分譲マンションには管理組合がある。 

賃貸マンションの建物､施設の維持･保全や管理･修繕

は､オーナー(家主)が行う。 

分譲マンションは購入し所有している全ての人がオー

ナー(家主)となる。この人々を｢区分所有者｣とよび、こ

の区分者全員で｢管理組合｣を構成する。 

例えば､１００戸の分譲マンションには､１００人の区

分所有者がいて､この区分所有者が管理組合を構成する。

この区分所有者･全員で構成する｢管理組合｣が建物･施設

を管理する。 

どんな管理を行うのか、どの業務をどこの管理会社に

委託するのか、どんな修繕を行うのかなど決定は、原則

として全ての区分所有者の集会で決定される。 

 

１.2 管理組合の管理範囲、専有部分と共用部分 

管理組合の管理範囲はどの範囲か。 

その範囲は｢専有部分｣を除く建物､敷地の全てであ。 

この｢専有部分｣とは､｢柱･梁･壁､床スラブ｣で囲まれた空

中に浮かぶ内部空間と｢床･壁･天井仕上材｣であり、区分

所有する範囲である。専有部分は区分区分所有者、一人

一人で責任を持って管理する範囲である。 

この空中に浮かぶ専有部分を支える躯体(柱･梁･壁､床

スラブ)や､そこに至る通路(階段･エレベーター・廊下)

や避難経路(バルコニー)､専有部分へ供給する水･電力・

ガス･情報などのライフラインはすべて共用部分である。

これらの共用部分を維持･管理し､保全する組織が管理組

合なのである。 

 

１.3 管理規約とコミュニティー 

マンションの管理は区分所有者の集会で議決される。 

この組織と決定のルールを定めたものが｢管理規約｣で

ある。これには管理の範囲､専有と共用､管理組合の組織､

議決の仕方､管理費や修繕積立金､駐車場等使用料などが

規定され、この規約に従って､管理組合は運営される。 

各マンションの管理規約は｢区分所有法｣に則っている。 

中古マンションの質は管理の良し悪しで決まるといわ

れる。これは建物施設を維持保全する管理組合の運営に

左右される。管理組合の事業に区分所有者が積極的に参

加し、管理組合の意思決定がスムースで民主的であれば､

良好な管理がなされる。 

一方､管理組合の役員になる人がいないマンションや

理事会もめったに開催されず、集会への出席者もほとん

どいないようなマンションでは管理の質は良くはならな

い。また、管理組合員同士の対立が激しく、いざこざが

絶えず、合意が得られないマンションは、管理の質が低

下する結果となる。 

積極的なリーダーに恵まれ、多くの組合員の意見を積

極的に取り入れ、組合活動に多くの組合員の参加を求め、

居住者同士が仲良く、マンション内のコミュニティーが

良好であれば､自然と建物や施設の管理の質は向上する。 

 

１.4 管理組合と自治会(町内会) 

マンションには管理組合の他に、自治会や町内会など

の組織を持つものもある。 

この｢自治会｣と｢管理組合｣とはとかく混同されやすい。 

管理組合とは建物･施設を管理することを目的とした

組織であり、区分所有者が強制的に加入しなければなら

ない権利と義務があるクローズドショップ組織である。 

これに対して、自治会(町内会)とは住民の親睦と交流

を目的とする自治組織で､区分所有者以外の人、たとえば

同居の家族や親族、区分所有者から住戸を借りて住んで

いる賃貸借人やなど居住者(住民)なら誰でも参加でき､

また､自由に退会できるオープンショップ組織である。 

お祭りや廃品回収､敬老会や子供会、野球やサッカー､

囲碁などの各種サークル活動､自主防災組織、生活協同組

合､高齢者支援などいろいろな活動が重層的に展開され

るマンション自治会もある。 

一方、管理組合活動もマンション内のコミュニティー

に支えられて多様に展開される。管理組合内部にコミュ

ニティーや町内会の担当理事を設け、マンション内の親

睦と融和を図り、快適な近隣関係を目指す組織もある。 

それぞれの組織の目的や､組織のあり方、構成員が異な

る｢管理組合｣と｢自治会｣を、使い分けて、建物施設の良

好な維持管理と、マンションのコミュニティーを形成す

ることが望まれる。 



１.5 行政から見た管理組合と自治会(町内会) 

旧来の農山漁村共同体の地域に、突然マンションや集

合住宅団地が建設されると、旧来の地域コミュニティー

と新たなマンション住民との間に摩擦が発生する場合が

多い。地元議会の議員も旧来の村落共同体を対象とした

行政サービスが中心で､マンションや集合住宅団地向け

の施策が皆無の自治体が多い。 

地域防災助成や防犯助成(街灯･防犯灯設置)､緑化･生

垣助成､耐震化助成、シルバー助成など地方自治体が地域

に行う各種補助･助成事業も、自治会や町内会には助成す

るが管理組合という組織を認めず､集合住宅の住民は行

政サービスの対象外としている地方自治体は、まだ多い。

そこで分譲マンションでは管理組合とは別に自治会や町

内会を結成し、地方議会にマンション議員を立候補させ

て一定の議席を確保し、マンション向けの行政サービス

の拡充を図る動きもある。都市部の自治体では｢自治会｣

とは別に｢管理組合｣を認め、各種行政サービスを充実さ

せるようになってきた。 

 

１.6 管理組合内の組織と業務分担 

管理組合の管理範囲は広く､管理業務は多岐にわたる。

この業務を理事長(管理者)が全て行うと、責任が重い。 

通常､管理組合は総会で選任された理事が、理事会を構

成し､総会で決定され、承認された事業計画を執行する。 

戸数が数百戸に及ぶ大規模マンションでは管理組合役

員の人材に恵まれる場合がある。管理業務を、たとえば

以下のように役割分担をして執行する場合もある。 

①.営繕(長期修繕計画)担当理事 

管理組合・収入のうち大きな割合をしめる修繕積立金･

会計の運用､計画､執行を担当すること。 

一般管理費会計のうち、施設の点検､維持保全、経常修

繕などを担当する。 

これらの業務は管理組合の中心的な業務となり､また

専門的な知識も要求されるので、理事会の下部に長期修

繕専門委員会を組織する場合もある。 

②.会計(財務)担当 

管理費､修繕積立金、駐車場使用料などの出納業務や資

金運用を管理し､緒工事費等の支払いや､マンションリフ

ォームローンや各種補助金・助成金の処理、滞納者､未納

者への督促、競売物件の差押え先取り特権の行使などの

管理を担当する。管理組合員の中に財務や経理関係の仕

事をしている方がいれば、適任である。 

③.広報(情報)担当理事 

各種行事のお知らせや各種調査点検､小口修繕や計画

修繕などを一般組合員や居住者に周知し、管理組合行事

への参加･協力を要請する。掲示板や回覧板、管理組合ニ

ュース(広報)などの編集発行などを行う。 

組合員の中にマスコミや出版などの仕事をしている方

がいれば、適任である。 

④.規約(法律)担当理事 

管理組合規約や諸規定･細則や総会議案書などの文章

の整合性をチェックしたりする。弁護士など法律に明る

い組合員が役員や相談役になってもらえれば心強い。 

⑤.植栽(造園)担当理事 

敷地内の樹木や植栽管理を担当する。一般に造園業者

や植木屋に管理を委託する場合が多い。広い団地型マン

ションなどでは、住民みずから同好会を組織して樹木の

剪定や管理を行ったり、定期的にグリーンデイを設けて

芝生地の除草や清掃作業を行う場合もある。 

⑥. 渉外担当理事 

近隣や周辺のマンション管理組合で組織する連絡協議

会に加盟し､管理組合の情報交換を行ったり、自治体の補

助事業や助成事業の相談や申請など行う。分譲販売会社

と瑕疵補修工事の請求を行うなど、対外的な情報交換や

交渉などを担当する。 

⑦. その他の理事･監事 

その他に理事会は、正･副理事長､総務担当理事や監事

で構成される。 

 

１.7 自主管理と委託管理 

管理組合が行うべき管理業務の内の一部、または全部

を管理会社に業務委託し、建物施設を管理する。 

業務内容は｢会計(出納)業務｣｢設備点検業務｣｢清掃業

務｣｢窓口業務｣｢植栽管理業務｣｢エレベーター管理業務｣

｢消防設備点検業務｣などである。 

委託業務契約の範囲は契約書に明記されるが、管理業

務の全てを管理組合がみずから行う場合がある。これを

自主管理の管理組合と呼ぶ。５百戸､１千戸の大規模分譲

団地の中には､区分所有者の人材が豊富で､管理会社以上

の多様な専門性を持った管理組合組織を作り上げてしま

うものもあるのだ。一方、20戸程度の小規模マンション

では､規模が過小で､1 住戸当たりの管理会社の費用が高

額になり過ぎて、自主管理を行うマンションもある。 

 



参照 

｢建物の区分所有等に関する法律｣ 

｢マンションの管理の適正化の推進に関する法律｣ 

｢マンション標準管理規約｣ 

 



２．いろいろな管理組合 

昭和３７年４月の区分所有法成立以降、分譲マンションは様々な展開を見せ、いろいろなマンション

が誕生し、それぞれの区分所有建物ごとに､その建物と区有の管理組合が生まれ、維持管理や､維持保全･

修繕計画が試みられてきた。 

 
２.１ 区分所有建物と管理組合 

１敷地に１戸の住宅が建つ場合、これを戸建住宅、ま

たは独立住宅という。一つの建物の中に複数の世帯が入

居している住宅の形態を集合住宅という。 

さらに｢１棟の建物に構造上区分された数個の部分で独

立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用

途に供することができるものがあるときは、その各部分は、

この法律で定めるところにより、それぞれの所有権の目的

とすることができる」(区分所有法.第 1 条)となると、区

分所有建物となる。 

分譲マンションは区分所有建物である。マンションは住

宅それ自体が社会を構成する特殊な建物形式である。従っ

て区分所有建物と称される建物の部分は、それ自体、全体

の建物とは独立して建物と呼ばれる。 

マンションは１住戸も、１棟の建物も、数棟の団地も、

マンションと呼ばれる。この区分所有建物には管理組合が

存在し建物を管理する。 

その区分所有建物には、いろいろなマンションがつくら

れ､建物ごとに有効な管理形態が模索せれている。それぞ

れの管理について､検討してみたい。 

 

２.２ 団地管理組合 

建築基準法第86条、第１項、第２項の規定に基づく一

団地の総合設計制度、及び連担建物設計制度等に基づい

て建設された集合住宅群を集合住宅団地という。 

区分所有法では「１団地内に数棟の建物があって、そ

の団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者

の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、

その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の

管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるとこ

ろにより集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこ

とができる。第６５条」とある。 

これが団地管理組合である。これに対して、１棟の区分

所有建物の管理組合を、単棟型管理組合と呼ぶ。 

集合住宅団地には、同一形状の住戸タイプの住棟､複数

棟で構成された建物群が１団地を構成するものと、低層

住棟(タウンハウス)､中層棟､高層棟や超高層住棟など、

いろいろななかたちの住棟が団地を構成するものがある。 

２.３ 団地管理組合の運営  棟別管理と統一管理 

同一形状の住棟群で構成される団地の管理組合は統一

した規約や管理費､修繕積立金で一団建物を管理できる。 

一方、建物規模や形状が異なる複雑な団地では、各棟

の特色を生かした管理形態を模索せざるを得ない。例え

ば、低層棟と高層棟では､建物の構造やエレベーター設備

や防災設備など管理対象物や管理費､修繕積立金も近隣

関係やコミュニティーも異なる。 

それぞれ構成が異なる棟別の長期修繕計画や修繕設計

を作成し、統一できる大規模修繕の時期に、統一できる

範囲で実施するなどの工夫が必要となる。 

棟別管理と団地全体管理を重層的に展開せざるを得な

くなる。 

阪神大震災では、住棟ごとの地震被害の差が顕著に表

れた団地もある。大きな被害を受けた住棟と軽微な被害

で収まった住棟では、復旧工事費に大きな差が表れた。

団地全体の修繕積立金をどの様に取崩すかの合意が得ら

れず､復旧工事に着手できない。 

この経験から修繕積立金は棟別に経理することが推奨

されるようになった。 

 

２.４ 店舗管理組合と住宅管理組合 

都市の市街地に建つマンションには､下層階は店舗や

事務所など非住宅用途の施設が占め､上層階を住居用途

が占める形式のマンションがある。通称､｢ゲタバキマン

ション｣と呼ばれる。区分建物の用途や目的､利害が異な

り、１つの管理組合では､建物管理の目的や方向が異なり、

合意が得にくい場合がある。店舗や事務所部分は営業目

的の区分所有であり､維持管理や修繕はその目的に沿う

ようになる。一方、住宅部分は居住目的となる。 

この場合、施設部分を管理する｢店舗管理組合｣と、居

住部分を管理する｢住宅管理組合｣の２つの組織に一旦分

け､全体管理組合(連合管理組合)の集会で、全体の統一し

た管理の方向を決定するケースがある。 

1981 年以前の旧耐震建物(マンション)の補強に際し

て､施設階がピロティー形状となり､耐震上の弱点が施設

階に集中する場合が多い。店舗部分と住宅部分の利害が

対立しがちで、合意形成に手間取る場合が多い。 



２.５ リゾートマンションの管理と課題 

避暑地や避寒地､温泉地､海沿い､スキー場周辺などに

建てられた主に別荘用途のマンション。1960年以降に熱

海､伊東､箱根といった保養地の高台に眺望重視で温泉､

プールなどの設備を備えた､いわば観光ホテルのマンシ

ョン版として建てられ始めた。1970年代後半になると新

たな別荘ブームの象徴として、保養地や各地のスキー場

や観光地へも建設が開始された。1987年にリゾート法が

制定されると自治体が積極的に企業に開発を促し、バブ

ル景気も重なり利殖目的やスキーブーム等に便乗して各

地で建設ラッシュが相次いだ。 

避暑地としては首都圏では軽井沢､草津､那須､箱根、富

士五湖など。スキー場周辺としては越後湯沢､苗場､塩沢

など､海沿いとしては外房､熱海､伊東､伊豆などが多い。 

居住していないので管理組合の集会や理事会も開催し

にくく、厳しい自然環境に立地すると､建物の経年劣化の

進行も激しい場合がある。バブルもはじけスキーブーム

も去り、ゴーストマンションが国立公園などの景観を阻

害する要因にもなりかねないものも顕在化しつつある。 

ゴールデンウィークや夏休み､冬休み期間に現地で集

会を開催したり､都内で役員会を開催し、大規模修繕の調

査診断､修繕計画･設計や工事会社選定を設計事務所に委

託し､大規模修繕工事を実施する事例もある。 

マンション再生の一つの課題である。 

 

２.６ ワンルームマンションの管理と課題 

専有面積が２０㎡程度で洋室とユニットバス､ミニキ

ッチンがコンパクトに設置してある。単身者用住居やス

モールオフィスなどに使われる。1980年頃から不動産の

小口投資用として登場した。一般のサラリーマンでも買

える１千万円前後の投資物件として注目された。 

区分所有者はマンション外に居住し､居住者の過半は

単身者の賃貸住宅またはスモールオフィスとして使用さ

れる。シェアーハウスと異なり、居住者同士のコミュニ

ティー意識は希薄で近所付合いを避ける傾向にある。 

ゴミ出しや放置自転車のマナーの悪さやなどから、地

域住民が､ワンルームマンション建設反対運動も活発化

している。東京都区部の自治体では、「ワンルームマンシ

ョン規制条例」などが制定され、住戸面積：25～30㎡以

上、戸数15戸以上の場合には､ファミリータイプの住戸

を計画すること､常駐管理人室の設置義務かなどを建築

確認申請受理の条件としている自治体もある。 

一方、区分所有者(オーナー)も､日常生活を伴わないの

で連絡が取れず、管理組合の集会や理事会の開催もあま

り行われない。 

ただし､投資効率を高めるために、空室になることは極

力避け､店子が退出したら直ちに次の入居者が入るよう

な運営システモと内装の迅速な模様替えが要求され、日

常のメンテナンスは良好に保たれる必要がある。 

ワンルームマンション特有の維持管理ときめ細かな修

繕計画システムの確立が必要である。 

 

２.７ ケアー付・シルバーマンションの管理と課題 

マンションに高齢者向けのケアサービスを付加し、建

物の構造をバリアーフリー化したものをシルバーマンシ

ョンと称するが､特に明確な定義はない。老人福祉法に規

定する有料老人ホームに該当しない分譲型の老人ホーム

や、バリアーフリー対応の住宅に提携業者の生活支援サ

ービスや介護サービスを組み合わせたものをシルバーマ

ンションと呼ぶこともある。 

ただし､介護の状態が重度になった場合(訪問介護では

対応が難しい場合)や、認知症の症状が進み徘徊などが出

る場合には退去要件としているものが多い。 

介護サービス事業と区分所有権がセットで販売され、

重度の介護には対応せず、退去要件が明示されているた

めに、区分所有建物の管理､維持保全の課題は二次的なも

のとなってしまいがちである。 

 

２.８ 高経年マンションのケアー付・バリアフリー化 

シルバーマンションは終の棲家としては限界がある。 

一方、定住率の高いファミリー型マンションは､築後

30～40 年経過すると、区分所有者の過半は60～80 歳代

の高齢者になる。マンション全体の居住者が高齢化し、

なかには世帯交代する家族や､途中入居の若年核家族も

混在するようになる。 

そこで、既存マンションをバリアフリー化改修し､高齢

者住戸を高齢者のグループホームにリフォームしたり、

訪問介護事業者と提携して、共用部分や集会室などを介

護ステーションに改装するなどして、シルバーマンショ

ンやユニバーサルデザインマンションにリニュアルする

ことも今後の検討課題となろう。 

 

 



３．マンションの維持保全 

分譲マンションでは建物の維持･保全するために、管理費や修繕積立金を区分所有者から徴収する。 

この管理費を使って｢点検｣｢清掃｣｢経常修繕｣が行われ、修繕積立金を取崩して｢計画修繕｣｢改修｣｢増

改築｣｢災害復旧｣などに使われる。 
 

３.１ 維持保全の概要 

管理組合の主な目的は建物･施設の維持･保全にある。

一般に維持保全はメンテナンスと言われ、これは建築物

が竣工した時の適法な状態を継続的に保つことで、建築

物の安全を確保するものである。 

維持保全には｢点検｣｢清掃｣｢経常修繕｣｢計画修繕｣｢改

修｣｢増改築｣｢災害復旧｣などがある。 
① .点検 

点検には管理者が日常的に行う｢目視点検｣と､専門家

が行う｢点検｣､法律で義務付けられた｢法定点検｣がある。 
点検業務を管理会社に委託する場合は､管理計画書･仕

様書に点検の内容､時期･仕様などが細かく規定される。 
点検結果は管理組合､理事会に報告される。 
管理組合は点検結果の報告を受け、対処する体制が必

要である。不良箇所が発見された場合、その原因を調査

し、原因次第では｢経常修繕｣で処置する場合や、また長

期修繕計画を修正し､｢計画修繕｣に組込む場合もある。 
｢防災訓練｣の行事で､建物・施設の避難経路や避難器具

などを点検し、不具合個所が発見される場合もある。 

② .清掃 

建物､施設の保全と美観を維持し、衛生的で快適な環境

づくりを行うもので、以下のような作業がある。 

マンションの通路や共用廊下、階段､エントランスホー

ルやエレベーターホール床など拭き掃除､ポリッシャー

によるクリーニング､ワックス掛けなど。 

雑排水立て管､枝管などの定期的な管内洗浄･清掃。 

毎年１回行う受水槽･高置水槽の定期的清掃。 

これらの業務は､通常、作業範囲､時期(頻度)､仕様など

を定めて､メンテナンス業者に委託する場合が多い。が、

管理費の削減と住民間の親睦を目的に、お盆前や年末に

｢清掃デー｣や｢緑地除草｣を設けて一斉に行う場合もある。 

日常の清掃作業中に建物の異常や､不具合個所が発見

される場合が多い。これらは清掃終了後、管理組合に報

告し原因究明や対策を検討するシステムが必要である。 
また、以下のように清掃業務は、12～15年周期で実施

される計画修繕工事の際に､工事範囲に含めて実施され

るものとなる。 

1）.各戸の換気扇ダクト内の清掃､煙突掃除､ファイヤー

ダンパー､ベンドキャップ･ウエザーカバーの全戸清掃 

2）.外壁タイル､石･擬石の洗浄･清掃､汚れ防止工事 

3）.ステンレス・アルミサッシ･アルミ製手摺､面格子な

どの点錆防止､クリーニング工事 

これらは日常の定期清掃の頻度で清掃するには､汚染

度の進行が少なく､費用も多額となる。また、作業を施工

する際に､架設足場があれば効率が良く有効である。 

③ .経常修繕 

日常の点検や清掃で発見される異常劣化個所や不具合

個所の処理。各区分所有者から求められる不具合個所の

修繕要請に対応するものや、異常気象､風水害などが原因

で補修や応急処置､修復が必要な小口修繕工事。 
比較的少額な工事費用で対応でき、総会を開催するま

でもなく、理事会が決済可能な小額な工事。 
通常総会で事後報告として承認されるものが多い。 

④ .計画修繕 

建物を構成する仕上材､防水材や二次部材､給排水設備､

電気設備など､経年劣化による機能低下に対応し、定期的､

計画的に修繕することにより､竣工時の状態を継続的に

保つことで、建築物の安全を確保するものである。 



管理費と修繕積立金 
    

   ・点検   ・建物、設備の保守・点検 法定点検 
    

一般会計   ・清掃   ・共用部分や給排水設備等の日常的清掃､定期清掃
    

（管理費会計）   ・経常修繕   ・日常の補修･小修繕、小口の事故修繕、 

 
  

・調査･計画･設計 
 

・大規模修繕に向けた調査診断･長期修繕計画･設計
    

   ・計画修繕   ・年次的に計画し、実施する中規模の修繕 
    

修繕会計    改修   ・大規模修繕（改良、性能向上を含む） 
    

（積立金会計）   ・事故修繕   ・大地震･風水害などの災害復旧･修復工事 
  

 
 

※改修   ・耐震診断と改修 
  

 
  

   ・建築物の断熱・省エネルギー性能の向上改修 
  

 
  

   ・バリアーフリー化改修 

通常｢計画修繕｣は、長期修繕計画に従って実施される。 

この長期修繕計画とは､建物を構成する部位ごとの経過年

数による劣化の度合いと、機能低下､及び事故発生率の予測､

それに応じた 適な修繕方法と修繕時期を総合的に判断し､

も効率的、かつ経済的に､建物施設を維持保全するためのタ

イムテーブルである。 

⑤ .改修 

従来より高機能で高性能な建築部材や設備機器やシステム

開発生産され、新築時に建物を構成していた素材や部材など

が生産中止になり、廃止されている場合がある。 

また､建物の竣工後、｢新耐震設計基準｣｢バリアフリー法｣

｢省エネ法｣｢品確報｣など建築基準法などが改定され、マンシ

ョンは現行法に適合しない｢既存不適格建築｣になる。 

さらに､住いのライフスタイル(住生活様式)も経年ととも

に徐々に変化し、新たなライフスタイルを求めるようになる。 

このような建築を取り巻く様々な変化に対応し｢計画修繕｣

の際に、竣工時の素材･仕様に忠実に復旧､修復できず、時代

の移り変わりに合わせて、建物を改良修繕することが行われ

る。これを｢改修｣と呼ぶ。実際の計画的修繕工事は改修工事

となる場合が多い。 

⑥ .増改築 

建築基準法･第2条､14に、｢大規模の修繕｣を｢建築物の主要

構造部の１種以上について行う過半の修繕をいう｣とある。 

また｢大規模の模様替｣を｢建築物の主要構造部の１種以上

について行う過半の模様替をいう｣とある。 

法で規定する｢大規模の修繕｣｢大規模の模様替｣を施行す

る際には建築確認申請が必要となる。 

竣工後、｢新耐震設計基準｣｢バリアフリー法｣｢省エネ法｣｢品

確報｣などが改定され｢既存不適格建築｣になっていれば、大規

模な修繕や模様替えに際して、不適格部分を総て現行法に適

合するように修繕しないと確認申請は下りず､着工できない。 

通常の｢計画修繕」や｢改修｣の範囲は､仕上材や二次部材、

設備などを修繕範囲とし｢主要構造部｣は修繕の対象にしない。

このことにより、通常｢計画修繕｣｢改修｣工事は｢大規模の修

繕｣｢模様替｣に相当せず、確認申請は行わない。 

マンションの主要構造部を改修･模様替し、または建物の１

部を除却･減築したり､増改築することにより､マンションを

リニュアルする需要が､今後増えることが予測される。 

この場合､確認申請も行われ､工事に着工することとなる。

かかる｢増改築改装｣は、管理組合規約による合意が得られれ

ば、｢建物の維持保全行為｣として実行に移せる。 

⑦ .災害復旧 

マンションの維持保全には巨大地震や巨大風水害によ

る建物施設の修復､復旧も含まれる。 
ただし、｢建替｣は管理組合の維持保全行為の外にある。 

 
３.2 維持保全と管理費、修繕積立金 

以上の維持保全は管理組合の業務であり､管理組合の

財源で実行に移される事業である。 
一方、管理組合へは各区分所有者が支払う｢管理費｣｢修

繕積立金｣の他､｢駐車場使用料｣｢駐輪場･バイク置場使用

料｣が徴収され､建物･施設の維持･保全等に支出される。

このうち｢駐車場使用料｣などは単独では運用されず、｢管

理費｣会計か、｢修繕積立金｣会計に振替えて運用される場

合が多い。また｢管理費｣会計に余剰金や繰越金が発生す

る場合は､これを｢修繕積立金｣に振替える場合が多い。 
この｢管理費｣と｢修繕積立金｣は別の会計に峻別され､

一定の枠組みを持っていて､相互に有機的な関連を持っ

て運用される。 

｢維持保全｣のうち「点検」「清掃」「経常修繕」の三項

目は｢管理費」会計に、｢計画修繕｣｢改修｣｢増改築｣｢災害

復旧｣は｢修繕積立金｣会計で処理される。管理組合の総会

では､｢管理費｣と｢修繕積立金｣は別の議案として、予算･

決算､事業計画が審議され､議決される。 



４．法定点検、清掃と経常修繕 

ハイテックな建築設備で支えられた超高層マンションと建築設備がほとんどないローテックな中低層

マンションでは建物の維持保全にかかる点検､清掃や経常修繕の管理費は異なる。 

 
４.１ マンションの法定点検 

 [法定点検｣には、建築基準法・第12 条による定期報

告や消防法第17条による消防用設備の点検、水道法によ

る水質検査､ビル管理法による簡易専用水道検査、電気事

業法などの点検･検査が定められている。 

これら点検・清掃業務次第でマンションの管理費は左

右される場合が多い。 

① .建築基準法･第12条による点検 

一級建築士､二級建築士、又は特殊建築物等調査資格者

により一定規模以上のマンションは定期的に点検し、特

定行政庁に報告書を提出する。建物の総合的な点検とな

るので､管理組合･理事会は報告内容について十分な説明

を受ける必要がある。 

1）.地震等の災害時の二方向避難や避難経路の確保。 

2）.サッシや鋼製建具等の防火区画､排煙､非常用進入口

やガラス等の落下･脱落の危険性の有無の点検 

3）.災害時の非常用照明や避難誘導灯などの点検 

また､以上の建物の総合点検の他に、昇降機設備は、年

１回の法定点検とその報告が義務付けている。 
② .消防法による点検 

消防法第17条3の3等のよる点検設備内容は以下ような

ものがある。 

1）.自動火災報知設備（感知器､警報機など） 

2）.非常警報設備、非常放送設備 

3）.非常用発電設備 

4）.誘導灯､非常照明､誘導標識､非常コンセント 

5）.防火､防排煙設備 

6）.避難器具 

7）.消火器具(粉末消火器、など) 

8）.屋内外消火栓設備 

9）.連結送水管 

点検周期は年2回。超高層･大規模マンションや中低

層マンション等、建物の規模や高さにより、消防設備の

設置義務は異なり､点検範囲も異なる。点検作業中に発見

した感知器、非常照明･誘導灯の管球類などの不良品は取

替える必要がある。 

また連結送水管の耐圧検査は年1回実施し､消防署へ

報告する。 
③ .水道法､ビル管理法による給水設備点検 

中低層マンションには、受水槽や高置水槽がない直結

給水方式のものがある。これは｢簡易専用水道｣ではなく、

ビル管理法や水道法による点検･報告は不要となる。  

受水槽や高置水槽などが設備された｢専用水道｣は、年

１回の水槽の定期清掃･点検作業や法定水質検査や、ポン

プ・圧力タンク･弁類などの点検・補修業務も必要となる。 

公共下水道がない地域のマンションには浄化槽が設置

されている。浄化槽の状況や水質などについて検査し、

結果を所轄の自治体へ報告する必要がある。 

また旧耐震基準の水槽は地震時のスロッシングによる

水槽天板の破壊､固定不良による転倒等の点検が必要と

される。 

④ .エレベータのメンテナンス契約と点検 

エレベーターは中高層マンションでは必ず設置されて

いる。建築基準法では年１回以上の点検が義務付けられ

ているが、通常設置された昇降機の製造会社の系列下に

ある保守管理会社に業務を委託する場合が多い。 

保守契約にはフルメンテナンス契約とＰＯＧ契約があ

る。いずれも専門技術者による定期点検･手入れの他､検

査､事故や故障時の呼び出しに応ずるコール･バック・サ

ービスが行われる。 

⑤ .電気設備点検 

  マンションでは、電気はいったん電気室やキュービク

ル（配電盤などの電気設備をコンパクトに収納した鋼製

の箱）に引き込まれここで変電されて各住戸と各施設・

設備へ送られる高圧受電方式と、比較的小規模な階段室

型中層住棟を対象とした低圧受電方式がある。 

電気室は電力会社の管理下にあり､点検は電力会社が行

なう。また、キュービクルタイプの電気室は、管理組合

に点検義務があり､有資格者に点検を依頼する。 



動力制御盤、電灯分電盤などは管理組合が管理する。 

４.2  点検結果の処理 
定期的に実施される点検結果の報告書は保管する。 

点検結果で不具合が発生しているものは取替えなどの手

当をする。不良部の処置が保守管理会社のメンテナンス契

約に含まれていれば、報告を記録し、契約外であれば、経

常修繕にて対策を講ずる必要がある。 

点検結果、及び経常修繕記録は、マンションのカルテとな

り､長期修繕計画の見直しや計画修繕工事の設計に活用さ

れる。 

 

４.3 経常修繕 

下の表は､築後２４年経過した戸数１００戸のマンショ

ンの管理組合が実施した経常修繕の記録である。５月か

ら翌年の１月までの間に､毎月１回開催される理事会･修

繕委員会に持込まれる事故や定期点検や定期清掃で発生

した不具合個所の対策や要望が諸問題が記録されている。

管理組合ではそれぞれの問題の原因追及や対策を検討し

補修工事を発注したり､その工事費用をマンション保険

で対処したりしている。これらの修繕記録は入居後１年

目から積み重ねられ、２４年間のマンションの修繕履歴

のカルテとなる。 

 

４.4 漏水事故対策モデル 

マンションの漏水事故とその原因追究と対策が、 も

普遍的な課題である。次ページの表は、漏水事故が発生

した場合の、原因追及と対策のマニュアルである。 

漏水の原因は｢上階の不注意｣｢防水劣化｣｢結露水による

事故｣｢配管の事故｣の4点が考えられる。 
1).｢上階の不注意｣は､上階の居住者の不注意で起こる場

合である。「洗濯機のオーバーフロー」｢室内での鉢植え

樹木への水やりの不注意｣｢熱帯魚や金魚の水槽の転倒｣

等により漏水事故につながる場合である。対策としては

加害者から被害者への謝罪や、マンション保険による被

害者宅の復旧が必要である。マンション保険に加入して

いない場合は､損害･復旧費用を全額負担しなければなら

ない。 
2).｢防水劣化｣は、当該住戸が 上階の場合は､屋根防水

の劣化の可能性がある。当該住戸が中間階の場合は､外壁

のひび割れや､上階･外壁打ち継目地シーリングの劣化､

上階サッシ廻りへの雨水浸入､上階の浴室防水層の劣化､

ユニットバスの破損などが推測される。詳細な漏水調査

を行い､水の侵入口はどこか､原因を追究し、対策を検討

する必要がある。 
3).｢結露水による事故｣は､上階の外周壁の断熱性能の不

良や､上階居住者の生活スタイルが室内の加湿暖房や換

気不足による窓ガラス､玄関扉などへの結露水の大量発

生と、結露水を拭き取らず垂流したために､下階に結露水

が流下し漏水に繋がる場合である。 



4).｢配管の事故｣は、上階の給排水･給湯などの室内配管劣

化により漏水することがある。 

高経年マンションでは、排水立管や枝管を洗浄する際に、

清掃機器で排水管内を傷つけ穴が開き、漏水につながるこ

とがある。 

また、インテリアリフォーム工事業者の不注意や､施工ミ

スにより配管材を傷つけ、漏水する事例もある。 

 

４.5 漏水の原因追及の仕方 

漏水の原因が解明されて、はじめて対策を検討できる。 

漏水の原因追及の仕方には、いくつかの方法がある。 

1)．漏水発生の日時の検討。 

降雨時や積雪時､台風など横風を伴った時期の漏水か？ 

上階居住者の入浴時や給湯器使用時かどうか？ 

上階の不注意はなかったかどうか？(洗濯水オーバーフ

ロー､プランター水ヤリ時､水槽洗浄時など) 

結露が激しい冬の時期かどうか 

排水立管の洗浄時期との関連はどうか？ 

上階のインテリアリフォーム工事と重なっていないか？ 

2）.漏水個所から原因を追及する？ 

漏水個所は洗面所･浴室･便所や台所廻りではないか？ 

配管が集中する水廻りの可能性検討 

外壁やバルコニーに面した個所で漏水ではないか？ 

サッシ廻りや外壁のひび割れ､ベンドキャップ廻りでは 

上階住戸で､屋上からの漏水は考えられないか？ 

屋上防水に異常はないか？ 

パイプシャフトやメーターボックスの周辺か？ 

この近辺には給排水･給湯配管が集中している 

3).漏水の水質から原因を追及する。 

温水か冷水か､漏水の色は､臭気の有無は？ 

 

４.6 漏水の原因と対策、費用負担 

漏水の原因がすぐに判れば､対策も迅速に行える。 

素人の理事には原因追及がしきれず、漏水原因を突き止

めるのに、時間と費用を要する場合もある。 

例えば､水の出口からガスを注入して、水の入口を探し当

て､水の浸入･入口に､水の浸入を止める対策を講じたり、給

排水･温水配管の内部に内視鏡を挿入して、配管の劣化個所

を特定する方法などがある。 

幸いにして原因が究明されたら､対策は次ページの表の

ようになる。 

また､漏水の発生原因によっては､補修･修復費用の負担

を誰が行うのかの検討が可能となる。 

補修･修復費用負担には以下のようになる。 

1)．漏水原因が共用部分の場合は、管理組合の負担。 

又はマンション保険の活用。 

2）.漏水原因が専有部分の場合､または専用使用部分の使い

勝手の不良の場合。漏水発生住戸の負担、又はマンショ

ン保険の活用。 

3).漏水原因がマンション販売会社の瑕疵に相当する場合 

又は、計画修繕工事会社の瑕疵に相当する場合 

性能保証人､責任施工会社の負担 

 

４.6 事故率と計画修繕化 

同じ原因の事故やその為の経常修繕が続き、今後さらに

同一の原因で不具合が発生することが予測される場合は、

経常修繕を計画修繕に切り替えることを検討する必要があ

る。計画修繕化するにはさらに詳細な調査を行い、どの範

囲を計画修繕の対象とするか､修繕設計のグレードをどの

レベルにすれば､どの程度の耐久性が期待でき、そのための

概算工事費用はどの程度となるか､その工事の実施時期を

何時にするか、などを検討し、既存の長期修繕計画と同じ

ような内容の工事との時期や計画予算などと整合性を持た

せる。 

点検･清掃や経常修繕で発生した問題が、長期修繕計画の

見直しや臨時総会の開催など、思わぬ方向に発展する場合

もある。 

 

４.7 経常修繕の延長に計画修繕がある 

長期修繕計画で概略の修繕予測を立てている計画修繕や

改修工事は、長期修繕計画の予定に従って実施するもので

はない。 

日常の点検･清掃や経常修繕の発生状況､発生傾向､事故

率などから計画修繕､改修工事の時期や内容､修繕設計の使

用を検討し､決定していくものである。 

全く事故もなく､健全な状態なのに、｢長期修繕計画の時

期が来たから実施しなければならない｣というものでは全

くない。 

次章からは､計画修繕や改修工事について検討する。 



　雨や雪が降っていたかどうか？ 　　　漏水原因が共用部分の場合は管理組合負担
　入浴時かどうか？
　上階の在宅及び、給排水時？ 　　　漏水原因が専有部分の場合は漏水発生住戸の負担
　給湯器使用時？・暖房使用時？
　季節はいつ？冬→結露の可能性 　　　漏水原因が瑕疵に相当する場合は責任施工者の負担
　上階の不注意はなかったか？

　きれいな水？
　汚い水？
　温水？
　冷水？

　漏水個所の位置
　上階・屋根の状況

漏水事故の日時の特定

漏水の水質

漏水場所の特定

費用負担※原因追求方法

　　その他
　　浴室防水層の劣化 　　その他

対策

　　室内加湿
　　北側壁、窓ガラス

※原因追求

　　サッシシーリングの劣化 　　玄関扉

　　TESS・温水管の劣化破断
　　その他

結露水による事故

　　断熱不良
　　換気不良

配管の事故

　　給水管の破断劣化
　　排水管の劣化破断

対策対策 対策

防水事故等による

　　屋根防水の劣化，破断
　　バルコニーのひび
　　外壁のひび
　　外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ目地の劣化

　　水槽の転倒
　　その他

上階の不注意

　　洗濯機のオーバーフロー
　　室内での植木の水やり

加害者から
被害者への謝罪

マンション保険による
被害者宅の復旧

管理組合による防水補修
（共用部）

　　屋根防水の補修
　　バルコニーの防水補修
　　外壁止水、ｼｰﾘﾝｸﾞ補修
　　浴室防水改修
　　防水層は共用
　　内装材は専有

　結露防止

　　生活スタイルの改良
　　窓ｶﾞﾗｽの結露水を拭く
　　暖房方法の改良
　　加湿型暖房を
　　除湿型暖房へ

 配管補修

　　給水管の補修・取替
　　排水管の補修・取替
　　TESS、温水器の
　　補修・取替

竪管・PS内配管は共用管
住戸内横引管は専有管

漏水事故発生

 



５．共用部分の修繕計画とインテリアリフォーム 
インテリア･リフォームはマンションの共用部分の計画修繕の修繕内容や時期と整合させる必要がある。 
 

５.１ 専有部分とインテリア･リフォームの範囲 

マンションの｢専有部分｣とは､空中に浮かぶ専有空間

である。区分所有者が保存登記している範囲は、柱･梁や

壁､床スラブなどで囲まれた室内空間であり、この内部空

間のみが専有部分となる。 

この内部空間を支える柱･梁や壁､床スラブなどの主要

構造部や躯体は共用部分であり、さらにアルミサッシや

鋼製･玄関扉､バルコニーも共用部分である。 

柱･梁や壁､床スラブやサッシ､鋼製建具で囲まれた専

有部分には､壁･天井の仕上材(クロス)や下地材(断熱ボ

ード)や､床下地材(根太)や仕上材(フローリングや畳な

ど)､木造の間仕切壁の下地材･仕上材などが含まれる。 

さらに、照明器具やスイッチ･コンサント､電話やテレ

ビの端子、キッチンセットや洗面化粧台･ユニットバスや

便器などの住宅設備機器なども専有部分に含まれる。 

一方､電気の配線や給排水管やガス管などはメーター

ボックス内の各戸の積算電力計､量水器､ガスメーター以

降の配管･配線は専有部分とし、積算電力計､量水器､ガス

メーターの一次側(供給側)は共用部分とする。 

このメーターボックスやパイプシャフトそのものが共

用部分であるとし、メーターボックス内の各戸の積算電

力計､量水器､ガスメーター以降(２次側)の配管･配線も

共用であると判断する場合もある。 

 

５.2 専有部分の経年劣化 

新築のマンションは､入居後２年間に発生する専有部

分の不具合個所は､｢瑕疵補修工事｣の対象となり、分譲会

社が無償で補修する。ただし外壁や屋根からの漏水事故

の瑕疵補修期間は１０年間である。 

この瑕疵補修期間を超えたら専有部分の修繕･補修は､

各戸の区分所有者が費用を負担して行う。 

専有部分の経年劣化には以下のようなものがある。 

1)．壁紙･クロスの剥がれ､汚れ､くろずみ(カビ結露)発生 

2).照明器具の経年劣化による球切れなど。 

3).蛇口･カランのゴムパッキングなどの劣化による故障 

4).木造間仕切り壁の木造下地の劣化・収縮によるボード 

目地部のクロスの剥がれ､ひび割れなど。 

5).床下地材の劣化による床鳴り､沈みなど 

6).室内建具の開閉不良､建付け不良など 

7).照明器具､給湯器､換気扇､レンジなどの住宅設備機器

の経年劣化と作動不良 

これらの経年劣化の程度は､各戸まちまちであり、室内

リフォームの時期も各家庭の事情による。 

 

５.3 インテリアリフォームの具体 

インテリアリフォームには以下のようなものがある。 

1).壁や天井の壁紙･クロスの張替え 

2).照明器具やスイッチ･コンサントプレート等の取替え 

3).水栓･カランの取替え 

4).床の変更､畳､絨毯･カーペット､フローリングの変更 

5).室内建具の取替え､変更。インナーサッシ取付けなど。 

6).便器取替､暖房便座･ウォッシュレットの追加 

7).木造間仕切り壁の撤去・更新、間取りの変更 

8).給湯器や洗面化粧台､システムキッチン､換気扇など 

の住宅設備機器の更新 

9). 浴室防水リフォーム･ユニットバスの取替え 

10).スケルトン･リフォーム。 

床･壁･天井の仕上材や下地材を全面除去し､床下の給 

排水･給湯､ガス配管などを全て除去し､鉄筋コンクリ 

ート造の躯体(柱･梁･壁･床坂:スラブ)を表し､新規に 

内装を造り直す。間仕切りや内部空間は一新される｡ 

 

５.4 インテリアリフォーム工事の注意点 

マンションの専有部分をリフォームするに当たって以

下のことは守らなければならない。 

① .管理組合に模様替え申請をする 

事前に模様替え申請書類を作成し管理組合に提出し、

チェックを受けてから工事に着手すること。 

② .図面などを作成し、記録する。 

模様替申請に際しては､平面図､展開図､天井伏図､給排

水･給湯配管設備図､換気扇ダクト設備図､仕上表･仕様書､

工程表などを作成し、設計者･施工会社などを明記する。

また工事写真など記録に残し､模様替え図面と異なる施

工をした場合は､変更図面を作成し記録する。 

③ .共用部分を傷付けない。変更しない 

専有部分を取囲む鉄筋コンクリート造の躯体(柱･梁･ 

壁･床坂:スラブ)やサッシ､鋼製の玄関扉･枠､排水立管な

どは共用部分である。インテリア･リフォーム工事で、こ



れらの共用部分を傷付けたり､変更することは出来ない。 

リフォーム工事業者には､この点をよく理解させて施

工させ、守れない場合には工事中止命令や､傷めた共有部

分の原状回復命令をする。 

④ .着工前に近隣に理解を求める 

着工に先立ち､上下左右のお宅に工事を行う旨の挨拶

をする。特に下階やその左右のお宅には工事の騒音が伝

わり易い。模様替工事の概要や工程表などを作成し､理解

を求める必要がある。 

⑤ .床材の遮音等級を上げる 

マンションでは上階の生活音や歩行音が下階に伝わり

易く、とかく上下階の住民同士のトラブルに発展しがち

である。工事する前と後で音の伝わり方が激しくなった

として改善を要求される場合も多い。 

床仕上材には､畳や絨毯､カーペット､クッションフロ

アー､フローリングなどがあり、それぞれの遮音性能が異

なる。リフォーム前より床材の遮音性能を高める床材の

仕様が必要である。 

⑥ .共用部分の計画修繕工事との調整 

共用部分の計画修繕には専有部分や専用使用部分を対

象とする修繕も行われる。これらの内容や時期を理解し､

リフォーム工事の時期を決定することが得策である。 

 

５.5 共用部分の計画修繕と内装改修 

共用部分ではあるが各戸の専用使用部分の計画修繕の

項目には以下のようなものがある。インテリア･リフォー

ムに際し、共用部分の計画修繕の時期や内容を理解した

うえで、無駄のないように計画をすすめる必要がある。 

① .サッシ､鋼製玄関扉の計画修繕 

専有部分の外周にあるサッシ･網戸や面格子、鋼製玄関

扉などは各住戸の居住者が専用使用する部分ではあるが、

共用部分である。この修繕は管理組合の計画修繕に含ま

れる。 

専用使用部分であり、かつ共用部分なので､日常の経常

修繕は当該住戸の費用負担で行い、計画修繕は管理組合

が行う。 

例えば居住者の不注意でガラスが割れたり､網戸に穴

があいて、これを修繕する場合には、専用使用者の費用

負担で修繕する。一方、計画修繕時に戸車やクレセント、

ビードやエアタイトゴムなどを更新し､サッシ修繕を全

戸一斉にする場合や、さらにサッシごと新品に更新する

場合には修繕積立金で行う。 

各戸がインテリア･リフォームをする際には､サッシや

鋼製玄関扉の計画修繕の時期や内容を把握したうえで実

施することが得策である。 

② .給排水･給湯設備などの計画修繕 

給水管は各住戸のメーターボックス(又は量水器)まで

が共用部分で､メーターボックス以降の配管は専有部分

であり、排水管は住戸内の排水立管は共用部分で、立管

に至る横引き枝管は専有部分である。給湯設備は給湯器、

及び給湯配管(又は温水暖房配管)は全て専有部分である､

と解釈する。 

経年で設備配管が老朽化し､漏水事故が専有部分を含

めて多発するようになると､専有部分は管理組合の管理

対象外であるから関知しないと云う訳にはいかなくなる。

共用部分の設備配管の更新のみを長期修繕計画に盛込ん

でいるものと、専有部分の配管の更新計画まで､長期修繕

計画盛込んでいるものもある。いずれにせよ設備配管か

らの漏水事故が頻発するようになれば管理組合でまとめ

て､全戸一斉に修繕せざるを得なくなる。 

給排水・給湯配管の更新は､洗面所･便所･浴室・台所な

どの床仕上材を除去し､床下、スラブ上の配管を新管に取

替える工事となる。 

長期修繕計画で､専有部分の給排水､給湯配管の計画修

繕の時期や仕様が管理組合員･居住者に知らされていれ

ば､床材をも含めたインテリア･リフォーム工事の時期を

遅らせたか､あるいは全戸一斉に行う配管更新工事の材

料や仕様に合わせた工事が行える可能性がある。 

折角リフォームしたての床仕上材･下地材を剥がして

配管工事をやり直すのはもったいない話である。 

③ .電気幹線更新・テレビ共聴設備の計画修繕 

電気幹線の容量が不足し､各戸の 大電力契約容量が

30～40 アンペアのマンションでは､家電製品を多く使用

するとブレーカーがとぶ。停電すると操作中のパソコン

のデーターが失われるなどの被害が発生する。 

管理組合が実施する電気幹線の増量更新は引込開閉基

盤以降､各戸の積算電力計を通って､各戸の分電盤までの

配線を引替え､各戸の分電盤の回路分け以降の住戸内の

配線は､各戸専有部分のオプション工事となる。台所系･

食事室系､リビングルーム系やエアコン系等を回路分け

する。これが露出配管となり目障りで内装の美装性にこ

だわれば、内装改修と同時施工が望ましい。 
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仕上；セメントフィラー＋吹付けタイル 

＋ポリマーセメント主剤＋シリカペイント 

６．マンションの寿命とはなにか 

建築物の寿命：耐用年数とはなにか。 
これを「物理的耐用年数」「社会的耐用年数」「経済的耐用年数」の３つに分けて考察すると解りやすい。 
 

６.１ 建物の物理的耐用年数 

建築物を「物」として見た寿命をいう。 
建築物を構造躯体､二次部材､防水材、仕上材、給･排水､

電気･ガス設備などに分けると、各部位ごとにその耐久性

は異なる。 
このうち も寿命が長い部位は｢構造躯体｣である。 
これに対してサッシ･鋼製建具や金属手摺などの二次

部材の耐久性は､躯体の耐久性の 1/2～1/3 程度､水槽･ポ

ンプやモーターなどの設備機器類の耐久性は躯体の 1/4
～1/5程度､設備の配管配線類の耐久性は躯体の1/2～1/3
程度､内外装仕上材は1/4～1/6程度である。 

 
６.２ 物理的耐用年数の延命策 

建築物を構成する各部位の耐久性は､日常的な点検清

掃､経常修繕や計画修繕により延命させることができる。 
① .点検清掃､経常修繕による延命策 

塵や埃などの付着物を取除き、きれいに清掃すること

が劣化防止に役立つ。また定期的点検により異常が発生

していたら、キズが広がらないうちに手当てをしておく

ことが劣化の防止に役立つ。 
② .計画修繕による延命策 

  それぞれの部位ごとに適切な時期に劣化部品を修繕し

たり、取替えるなどの計画修繕を実施し、その部位の耐

久性を延命する。また､その部位の寿命がきた時には、新

たなものに交換･更新することで、建物を構成する他の部

位の劣化の進行を食い止める計画修繕も必要となる。 

③ .躯体の耐久性の延命策 

建物の耐久性の根幹は構造躯体の耐久性の延長にある。 
鉄筋コンクリート造の建物は鉄筋の引張強度とコンク

リートの圧縮強度が複合して耐力を保持する。この躯体

の寿命は躯体内の鉄筋が発錆腐食して耐力が低下するこ

とにより決まる。躯体内の鉄筋の防錆はコンクリートの

強アルカリ性により確保されている。内外装改修工事の

際に､ポリマーセメントモルタルやリチュムシリケート

などを塗布するして､躯体面にアルカリ性を付与し含浸

させる措置を行うことにより、中性化の進行を遅らせた

り､若返らせたりすることができる。 
また劣化が進行し､錆びてしまった鉄筋に電気的処理

を行い、錆を除去する躯体延命工法も開発されている。 
④ .物理的耐久性は１００～２００年程度 

以上のような維持保全を適切に行えば、マンションの

物理的耐用年数は１００～２００年程度は確保される。 

 
６.3 建物の社会的耐用年数 

建築物は人間生活の器である。 

ライフスタイルや価値観は時と共に移り変っていく。 

この側面から見た建物の寿命を社会的耐用年数とする。 

現代にあって人々の生活様式はめまぐるしく変化する。 

例えば、関東大震災の頃と､阪神大震災時の間のわずか

７２年の間に庶民の住生活様式は大きく変化した。畳だ

けのサラッとした室内に布団を敷いて就寝し、ちゃぶ台

を出して食事していた室内空間には大量の耐久消費財が

あふれるようになり、七輪や井戸水による炊事･洗濯の仕

方や銭湯での入浴慣習から、システムキッチンやユニッ

トバスや全自動洗濯へ､庶民の住生活は大きく変わった。 

生活空間の器であるマンションは、時代と社会の変化、

ライフスタイルの変化の中で､その社会的耐用年数は陳

腐化し、減衰する。 

 
６.4 社会的耐用年数の延命策 

住生活様式は経年とともに徐々に変化し、新たなライフス

タイルを求めるようになる。建築を取り巻く様々な変化に合

わせて、建物を改良したり､変化さることとなる。 

① .改修による社会的耐用年数の延命策 

点検清掃や経常修繕･計画修繕により、建物の物理的耐



用年数を延命することが可能であるが、単なる維持保全

では、社会的耐用年数を延命することは出来ない。 

１２～１５年周期で施工される計画修繕時に、従来よ

り高機能で高性能な建築部材や設備機器やシステム開発

生産され、新築時に建物を構成していた素材や部材など

が生産中止になり、廃止されている場合がある。 
また､建物の竣工後、｢新耐震設計基準｣｢バリアフリー法｣

｢省エネ法｣｢品確報｣など建築基準法などが改定され、マンシ

ョンは現行法に適合しない｢既存不適格建築｣になる。既存建

物に耐震化やバリアフリー化､省エネ化など新たな性能を付

加する改修計画･設計手法も開発されている。 

また､共用部分の計画修繕と､専有部分のスケルトン･イン

テリア･リフォームを組合せることにより､陳腐化したマンシ

ョンは一新される。 

「計画修繕」時に､既存建物の「改修」と｢インテリアリ

フォーム｣を同時に計画･設計することにより、社会的耐用

年数を延命することが可能となる。 

② .増改築、改装による社会的耐用年数の延命策 

既存建物の躯体､主要構造部には触れずに､内外装材､二

次部材､設備などを改修することで、生活様式の変化、高

度化のなかで陳腐化し減少した社会的耐用年数を延命す

る手法が｢改修｣である。これに対して建物の主要構造部の

一部を除却･減築したり、改編･増築したりすることにより 

マンションをリニュアルし、社会的耐用年数を延命するこ

とも可能である。 

｢改修｣は建築確認申請が不要であるが､｢増改築､改装｣

によるリニュアルは建築確認申請が必要とされる。 

 
６.5 建物の経済的耐用年数 

建物を不動産･資産などの経済的な面から場合の価値の

寿命をいう。これは以下の３つの要素がある。 

① .維持保全費   維持保全費、修繕費 

これらの費用が過大になったとき経済的耐用年数に達

する。建物が計画･設計し竣工してから､除却解体するまで

の間に要する総コストをライフサイクルコストという。 

一般に建物の生涯費用はイニシャルコストの７倍程度

といわれ、修繕費は経年とともに高進する。 

② .不動産価値 

建物の不動産価格が、新築の同一地域の建物に比べて著

しく下落した時、或いは建築評価額が実質的にゼロになっ

たとき、これらの場合に経済的耐用年数に達したという。 

③ .土地の有効活用性 

都市の地価は容積率が高いほど、高額になる。都市計画

決定された容積率に対して、原状の容積率が低い建物は容

積率の余裕がある。つまり有効活用性の高い土地建物に建

替え圧力が加わる。 

｢建替え費用｣＋｢有効活用効率｣と、｢既存建物の維持保

全＋修繕費｣に要する費用のバランスで経済的耐用年数が

決まる。 

 
６.6 経済的耐用年数の延命策 

経済的耐用年数の延命策はない。 

あえて云えば価値観の転換というしかない。 

例えば、｢新しいマンションほど古いマンションより高

価に転売できる。」とする考え方が、｢古くて歴史のあるマ

ンションほど価値が上がる。｣と云うような、価値観の転

換である。事実、ヨーロッパでは数百年経過した建物ほど

ステータスシンボルとなり､手に入れることが困難といわ

れる。 

 
６.7 建物の寿命と延命策 

以上の物理的耐用年数と社会的耐用年数、経済的耐用

年数は相互に関連しあい、建物の寿命を決定し、建物の

寿命＝建替え時期はこの３つの概念を総合したところで

決められよう。 
日本のマンションは、昭和 38 年の区分所有法が成立し

てから50年も経過していない。 

バブルが崩壊し､地価の異常高騰も終焉した。 

超高齢化社会を迎え、人口は減少し､住宅ストックは過

剰化することが予測される。 

改修や増改築・改装の事例もまだ少ない。 

マンションの耐久性を考えるはこれからだと思われる。 



７．経年とともに変化する計画修繕 

12～15 年周期で施工される計画修繕は､第一回目､第二回目､第三回目と修繕範囲を広げ､また共用部

分から専用使用部分へ､更に専有部分へと修繕対象範囲を拡張し､より総合的な修繕工事内容となる。 
 

７.１ 経年とともに変化する計画修繕 

マンションでは管理費は共用部分を維持･保全するた

めに使われ、修繕積立金は共用部分を計画的に修繕する

ために積み立てられる。 
この積立金は共用部分を計画的に修繕する「長期修繕

計画」を基に決定される。この長期修繕計画は、建物を

構造躯体、二次部材、内外装仕上材、機械・電気設備や

屋外施設など耐久性は異なる部位に分解し、それぞれの

部位毎の耐久性と適切な修繕時期、及び修繕に要する費

用を予測し計画を立てたものである。 
修繕積立金を財源とし 12～15 年周期で計画修繕を行

う。 
築後 12～15 年頃に行われる第一回目の計画修繕工事

は鉄部･外壁などの仕上材の修繕､照明器具修繕などの範

囲で修繕工事を行う。以降 12～15 年周期で第二回目、

第三回目と工事が計画修繕が繰り返される。築後24～30
年目の第２回目の計画修繕は第１回目の範囲に加えて、

屋根防水やアルミサッシ･鋼製建具などの二次部材の修

繕が加わる。 
更に、築後 36～45 年目に行われる第三回目の計画修繕

になると、給排水･給湯､電気設備の計画修繕が加わる。 

 
７.2 最初の計画修繕 = 建築仕上材の修繕 

事前に劣化診断と修繕設計が必要となる。劣化状態に

よって修繕方法を設計する。 
修繕する部位ごとに劣化診断と修繕設計を積み重ね、

計画修繕の設計図書にまとめる。 
第１回目の計画修繕は｢10 年以上経過し､みすぼらし

くなった建物を新築時の姿に戻そう｣と云うコンセプト

で組合員の合意を得て実施する。 
主に建築仕上材を中心とした以下のような修繕を行う。 
・外壁や外装仕上材の修繕、吹付け塗装。 
・タイル壁の修繕､汚れ防止､クリーニング 
・鉄部塗装やアルミの点錆防止クリーニング 
・換気扇ダクト･ベンドキャップなどクリーニング 
・庇やバルコニー床など塗膜防水による修繕 
・エントランスホールや共用階段､廊下などの修繕 
これらの工事は各住戸の室内に立ち入らず、共用部分

の範囲で施工する場合が多い。 

７．3 第２回目の計画修繕  建築二次部材の修繕 
入居後 24～30 年経過した建物の修繕範囲は建築仕上

材の修繕範囲に止まらない。アルミサッシや鋼製玄関扉､

手摺などの建築二次部材の修繕工事が新たに加わる。 
築後24年以上経過すると､更新するサッシの附属金物

や部品･部材が生産中止になっている場合も多い。 
例えば､エアタイト･サッシの締りハンドルとロット棒

の接続金物など型式が変りメンテナンス部品の在庫がな

くなっている場合がある。調査･診断の際には製造メーカ

ーの協力を得て､部品の型番､純正部品の在庫の有無､代

替品が使えるか、など詳細な調査が必要となる。 
また､サッシや玄関扉などの修繕は、居住者の在宅が必

要となり､工事工程を守るには居住者の協力が不可欠で

ある。 
第二回目の計画修繕は､第一回目の修繕項目に加えて、

以下のような修繕が新たに行われる。 
・アルミサッシ･網戸・面格子の修繕 
戸車､クレセント･ロット棒接続金物､ビード､タイトゴ

ム､ビード更新、アルミ框脱着､点錆防止クリーニング､

網戸･面格子修繕､又は更新。 
・鋼製建具修繕： タイトゴム､ドアチェック､新聞投入口 

握り玉錠をハンドル錠に更新､脱着水磨き塗装 
・隣戸隔板､垂直避難口､物干金物：脱着修繕、又は更新 
・屋根アスファルト露出防水：外断熱･被せ熱工法・修繕 

 
７．4 第２回目の｢計画修繕｣には「改修」が加わる 

第二回目の計画修繕では、新築時の建物の修復･復旧す

るだけでなく､24 年以上の経年によって変化したライフ

スタイルや､性能向上を目的とした｢改修｣が加わる。 
これは、単なる｢劣化診断｣に止まらず、既存建物の性

能への不満や改善要求などをアンケート調査などにより

くみとり、既存部位の性能評価･診断をし、計画修繕の対

象部位に改修を加え修繕設計に反映する。 
また､24 年以上前に建物を構成していた部品や部材が

生産中止や廃止になり、以前より高性能･高機能な仕様の

材料や部品を使わざるを得ない場合も多い。どの程度の

性能向上が可能か、修繕から改修へ切り替える場合のコ

ストアップなどを検討し、改修設計に反映させる。 

 



建 躯体 ● 〇 建 躯体 ● ●

築 仕上 ● 〇 築 仕上 ● ●

〇 〇 ● ●

凡例 × ： 不可 ▲ ： 限定的に可能
〇 ： 単独で実施 ● ： 他と関連して実施

： 関連範囲

設備

住戸 建物 屋外

×

●

●

区分

　　　　空間
部位

これまでのメンテナンス

不具合解消

部分修繕・個別改修

実施者 個人 管理組合

専有部分 共有部分

設備 ●

建物

区分 専有部分 共有部分

　　　　空間
部位

住戸 屋外

▲

●

これからのメンテナンス

より快適に、より安全に

リニューアル・総合的改修

実施者 個人 管理組合

７．5 第3回目の計画修繕 設備の計画修繕が加わる 
計画修繕は、建物の内外装仕上材などの建築の修繕か

ら始まり、第２回目からアスファルト防水やサッシや鋼

製建具の計画修繕が始まり、第３回目には給排水、電気・

ガス、換気などの建築設備の修繕が加わるようになる。 
築後３６～４５年目で主要構造部･躯体を除く全ての

建物の構成部材がほぼ寿命に達するか、何らかの修繕が

必要となり、内外装材や防水材、サッシや鋼製建具等の

二次部材、給排水､給湯配管設備、電気幹線など、躯体以

外の全ての部位が修繕時期を迎える。 
とりわけ､築後３６～４５年目で、給･排水､給湯配管や

電気幹線､テレビ共聴設備などの修繕が現実化してくる。 
給水設備では､受水槽や高置水槽､ポンプや給水主管、

住戸内の枝管の劣化状態や管内の腐蝕状態や茶水･濁り

水の発生､更に漏水事故の発生が現実化してくる。 
また､排水設備では、各戸の排水管洗浄工事の施工業者

の洗浄方法の不良により､住戸内排水枝管と排水立管の

接続部が損耗し､漏水事故に至る場合がある。さらに給湯

配管にピンホール状の穴が開き､漏水するようになる。 
家電製品やエアコン､パソコンなどの普及に伴い、各戸

の分電盤以降の使用電力が増量し､各戸の分電盤以降の

回路不足の解決を求める要求も高まる。マンション全体

の電気幹線の容量の増量更新が求められ、またテレビ共

聴設備等の修繕も現実化してくる。 

 

７．6  ｢専有」｢共用｣を超えた総合的計画修繕 

管理組合は共用部分を修繕し、各戸の区分所有者は専

有部分を修繕するのが建前であるが、給排水や電気、ガ

ス設備などは専有・共用が一体的なシステムを構成し、

管理組合が共用部分だけ修繕しても問題が解決しない場

合が多い。給排水､給湯配管が劣化し､漏水事故が多発す

るようになると｢全戸一斉に専有部分の配管を取替よう｣

と云う意見が大勢を占める様になる。 
受水槽､高置水槽や給排水立管等の共用部分とあわせ

て室内の給排水枝管や温水器･給湯配管等の専有管も同

時の更新することになる。 
設備の配管や配線は、床や天井の仕上材の裏側やパイ

プシャフトなど建築仕上材に隠蔽されて配管されている。

劣化した配管を除却し､新管に更新するには仕上材や下

地材を除去し､配管を取替えた後、復旧する必要がある。 
配管や配線を修繕する設備専門業者だけでなく、内外装

材の修繕を行う業者の協力が求められる。 

 
７．7  ｢専有」｢共用｣を超え、業種を超えた計画修繕 
 このように築後 36～45 年の第三回目の計画修繕にな

ると、「建築」「設備」の工事業種を超え、「専有」「共用」

の管理区分を超えた総合的な修繕工事が求められるよう

になる。 



８．改修によるリニューアルの方向 

築議 24～30 年の第二回目の計画修繕､以降、既存建物の性能向上を目指した改修が求められる。 

耐久性向上､バリアフリー化､省エネ化、電力･ガスの増量､情報化､セキュリティー機能向上などである。 
 

８．1 「改修」の定義 
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修

繕、または模様替を行うと､建築確認申請が必要となる。 
内外装材や防水材、サッシや鋼製建具等の二次部材、

給排水、ガス配管設備、電気幹線や盤類など､躯体を除く

全ての部位を対象に主要構造部を修繕､模様替えせずに、

修繕対象部位を性能向上し､建物全体の性能を向上させ

る行為を「改修」とよぶ。 
マンションという区分所有建物を｢改修｣により、どこ

までリニューアルすることが可能か。 
以下の様な「改修」による性能向上の方向を検討する 

①． 耐久性能の向上 
②．バリアフリー改修 
③．断熱・省エネルギー改修 
④．電力･ガスの増量改修 
⑤．情報化、ＩＴ化 
⑥．セキュリティー機能の向上 

   
８．2 躯体の耐久性能向上 
被厚:30ｍｍ､水セメント比:60％の塗装仕上コンクリ

ートの経年による中性化深度から、鉄筋コンクリート造

建物の耐用年数は70年とされてきた。 
計画修繕時に､内外装仕上材を完全にケレン･除去し､

中性化した躯体表面に、リチュウム･シリケートなどの浸

透性アルカリ付与材や､ポリマーセメントモルタルによ

って被覆する。躯体のひび割れ、鉄筋発錆･腐食、不良骨

材、ジャンカなどを丹念に補修し、コンクリートの中性

化を抑止し、又はアルカリ性を付与して躯体を若返らせ、

耐用年数を延長させる。 
これらの躯体修繕工事を行うことにより、躯体の耐久

性は大幅に改善することが、周期的に繰り返す計画修繕

工事の事前調査から明らかになってきた。 
また、コンクリートの中性化により発錆した躯体内の

鉄筋に電流を通して錆を除去させる修繕技法も採られて

いる。 
丹念な躯体の修繕を繰返し計画的に積み重ねることで

鉄筋コンクリート造建物の物理的耐久性は 100～200 年

程度は確保できよう。 

 

８．3 バリアーフリー改修 
一般にマンションは世帯主が 30～40 歳代のファミリ

ーが販売ターゲットにされる。この建物が築後 40 年く

らい経過すると平均 70 歳代の老人世帯が住むマンショ

ンになる。 
若い頃は階段の昇降や共用廊下の段差など気にならな

かったが、年をとるときつくなる。玄関の上框や浴槽に

手摺が欲しくなる。 
ハートビル法や交通バリアフリー法の整備により、

近分譲されたマンションでは､高齢者が移動しやすいよ

うに交通障害をなくす設計のマンションが一般化した。 
法整備以前のマンションのバリアフリー化改修が求め

られる。法整備以前のマンションでは以下のようなバリ

アーフリー化改修の事例がある。 
・エレベーターホールと共用廊下の間にある段差を1/12 
以下の勾配のスロープにする。 

・共用廊下のＥＸＰ.Ｊoint 金物に段差があり､車椅子移

動の障害となっていた。段差のない金物に更新した。 
・住戸の玄関扉のくつずりが立上り､つまづきやすい。 
ドアノブは握力が衰えた高齢者には開閉しにくい。 
立上りを除去し､レバーハンドル錠の扉に更新した 

・エントランスホールや屋外通路などの階段や段差をス

ロープ化し､一休みしたい所にベンチなどを配置する。 
・階段室型住棟の１階住戸には高齢者世帯が､上階には 
若い家族が住むように､管理組合が引越しを斡旋した。 

・高齢者向けの訪問介護事業者に集会所を貸与した。 
・マンション内のインターネット回線を改造し、高齢者 
住宅の枕元や浴室に非常呼出ボタン(ナースコール)を 
設置した。 

・マンション内の空いた１階住戸を､高齢単身者のための 
グループホームにリフォームした。 

・各住戸内のリフォームに際しては､浴室や台所･洗面所 
など高齢者が安心して住めるリフォームを行う。 
一般に､引越す人が少なく､定着率が高いマンションほ

ど､コミュニティーは良好で､経年とともに居住者が高齢

化する割合が高い。 
とりわけ、築後 36～45 年程度経過する時期のマンシ

ョンのバリアフリー化改修は重要な課題となっている。 

 



９．建替えによる再生と増･改築による再生 

 
９.1 マンション建替えの事例 

これまでに次のようなマンション建替え事例がある。 

阪神大震災で被害を受けたマンションでは､建物の解

体･除却費が全額､補助されたので、復旧工事を行うより

も建替えを選択した管理組合が比較的に多かった。また､

容積率がオーバーしたマンションに特別な配慮がされた

ので、建替えに踏切ったマンションもあった。 

関東大震災後に建設され､戦後分譲された同潤会アパ

ートは、高容積率の都心部に低密度で立地していたので､

地上げなどの建替え圧力が高まり､バブル期までに13団

地、全てが高層高密の建物に建替えられた。 

また､容積率に余裕があった分譲団地などでは､住戸数、

住戸面積などを法定容積率の限度まで拡大する建替え計

画をもとに､従前所有者の住戸面積を除外した保留床を

分譲して建替え費用を捻出し､建替え負担金なしで新た

な区分所有権を確保した建替え事例がある 

ただし､工事費を区分所有者が全額負担して建替えた

事例や、従前の延べ床面積を減らす｢減築建替え｣の事例

は､聞いたことがない。 

 

９.2 マンションの増･改築事例 

以下の写真や図のような増改築の事例がある。 

・集合住宅団地の管理･集会所のうち、集会室が狭いので

サンルームを増築し､集会室を広くした。[図面]：増築 

・４００戸の団地の汚水処理施設が、下水道が完備し、

使わなくなったので、これを除却して更地にし、跡地

に助成金で自治会館兼老人いこいの家､管理事務所を

建てた。[写真]：部分建替え､用途変更 

・機械式多段駐車装置が劣化し､維持費が過大になったの

で、約３５０台の自走式駐車場に建替える。[写真]：

駐車場の増改築・部分建替え 

・傾斜地にある平面駐車場を、自走式２段の駐車場に建

替える。[写真]：駐車場の増改築・部分建替え 

・階段室型中層住棟の北側に､階段室の出入口庇を兼ね 

た駐輪場やバイク置場、駐車場を増築する。増築部分

と既存住棟は構造的に縁を切る。[写真]：増築 

・４階建て片廊下型住棟の鉄骨造の屋外階段を除却し、 

これに替えて鉄骨階段付きエレベーター棟を増築する。 

２つの建物は構造的には別建物とし、ＥＸＰ.Ｊoint 

で接続させる。[写真]：増改築･部分建替え 

・中層･壁式構造､階段室型住棟の階段を挟む各階の２戸

の住戸の戸境壁の一部を除却し接続し､１住戸にする。 

片側の住戸の浴室･洗面所部分をエレベーターに改造 

する計画案。２住戸を１住戸にして広い住戸に改造し、 

バリアフリー化した計画案。[図面･左下]：改築 

・同じ住棟の階段を挟む各階の２戸の住戸の戸境壁の一

部を除却し接続し､１住戸にする。階段を片側階段・片

側廊下に作り替え､エレベーターを階段の外に増築す

る計画案。[図面･右下]：増改築 

このほかに駐輪場が不足し､増築した事例や、駐輪場と

別にバイク置場を増築する事例は多く聞かれる。 

また､推奨できないが、無許可で隣戸との戸境壁に開口

を設けたり、床スラブに開口を設けて階段を設置して､

２住戸を１住戸として使っている事例もみられる。 

 

９.3 区分所有建物の｢建替え｣と｢増･改築｣ 

マンションの建替えとは､区分所有建物そのものを一

旦除却し､新たな区分所有建物に作り替えることをいう。 

これに対して､増改築とは建物のある部分を部分的に

除却して建替えたり、変更したり､増築するものである。 

建替えは多額の費用を要するのに対し､増改築は、その

目的次第では、比較的に少ない金額で達成できる。 

区分所有法では、区分所有建物を一旦除却して新たな

区分所有建物に建替える場合、区分所有法、第62条：建

替え決議で、4/5以上の多数で建物を取り壊し､新たな建

築物を建築する旨の決議をすることができるとある。こ

の場合､既存の区分所有建物が解体除却された時点で､区

分所有権はなくなり､管理組合は消滅することになる。 

これを区分所有建物の｢建替え｣とよぶ。 

一方、増改築などの行為は､区分所有法､第17条：共用

部分の変更にあたり､3/4 以上の多数の決議で実行され

る。これらの建築行為は既存建物の一部、またはある部

分が一旦除却しても、区分所有建物の区分所有権が消滅

することにはならず､管理組合が消滅するわけでもない。

これを｢増･改築｣とよぶ。 

区分所有法上の｢増･改築｣と｢建替え｣の違いは何か。 

｢増･改築｣とは､管理組合が事業主体となり､調査･計

画・設計､工事発注や事業推進のための合意形成の事業主

体となりえるものである。 

一方、｢建替え｣とは管理組合とは別の組織､例えば｢建



替え推進協議会｣｢建替え事業組合｣などが事業を推進す

る組織となる。 

既存の区分所有建物が消滅してから､新たな区分所有

建物が竣工し､保存登記されて､区分所有権が成立するま

での間、管理組合は存在しないと解釈される。 

本来、管理組合とは区分所有建物を管理するための組

織であるからして､建替える区分所有建物の調査や計画･

設計に関して､新規建物の区分所有予定者の意見を調整

し､同意を取り付け､合意形成する事業や業務は、管理組

合の業務の外にある。 

 

９.4 建替えと増改築の建築確認 

建築確認とは､設計図の段階で計画中の建物が適合し

ていることを確認するものである。 

｢増改築｣や｢建替え｣は、｢建築確認｣が必要な建築行為

であるのに対し、｢改修｣は既存建物の「主要構造部の一

種以上について行う過半の修繕」または｢模様替え｣に相

当しない行為である限り｢建築確認｣は行わない。 

建築関連の法律は､毎年､新たな法律や告示がつくられ、

既存の法律の改正などが行われる。昔の法律に従って建

てられた既存の建物は､新たな法律には適合していない。 

主要構造部の一種以上について行う過半の修繕や模様

替えを含む増改築は､建築確認が必要であるが、昔の法律

に適合した既存建物は現行法では確認できない事になる。 

既存建物の増改築を建築確認するということは、現在

の法律に従ってその建物を造り替えなくてはならず、実

質的にその建物を除却して､現行法に適合した建物に建

替えることを意味する場合が多い。 

 

９.4 耐震補強と増改築と既存遡及 

1981 年の新耐震設計法への改正以前の建物を旧耐震

建物と云う。阪神大震災で多くの旧耐震建物に被害が発

生した。そこで耐震改修促進法が公布された 

旧耐震建物は耐震診断が必要で、診断の結果､建物の耐

震性が不足していれば､補強が必要となる。この補強は

「主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」また

は｢模様替え｣に相当する場合が多いが、耐震補強は、特

例的に｢既存遡及しない｣ことにした。 

以降､行政は既存建物を壊して建替えさせる方向に誘

導するのではなく、既存ストックを積極的に耐震補強し、

活用する機運が高まった。 

ただし行政サイドの担当者によって既存遡及の判断に

差が出る。耐震改修を含む増改築については事前相談を

し、打合せ内容の議事録を確認しておくことが肝要であ

る。 



機械式多段駐車場を、350 台の自走式立体駐車場に建替える。建替えにあたっては、一団地変更申請､建築確認申請､緑化協議､

街づくり協議、新築時の許可事項の変更申請､複合日影図の作成などが必要であった。 

マンションの増･改築事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 戸の団地の生放流で使わなくなった汚水処理施設を除却し、自治体の助成で､老人いこいの家､管理集会所に建替える。

団地の管理･集会所棟の集会室にサンルームを増築した事例  

団地内の駐輪場やゴミ置場の図面を現状の通りに修正す再提出する一団地変更申請や建築確認申請が必要とされた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住棟の北側に駐輪場と駐車場を増設する。2 つの建物は

構造的に縁を切って増築する。既存建物に遡及しない 

既存の鉄骨階段を除却し、ＥＸP.Ｊoint で構造的に縁を切

りエレベーター付き鉄骨階段に建替える。 

鉄筋コンクリート壁式構造中層住棟の2住戸を1住戸化し､専有面積を広げる。一方の住戸の浴室部分をエレベーターに改

造する計画案(左)、階段を作り替え、外にエレベーターを増築する計画案(右)。既存遡及する建築確認が必要。 

傾斜地を利用して､平面駐車場を､自走式二段駐車場に建替える。一団地変更申請､建築確認申請､などが必要であった。 



８．4 断熱・省エネルギー改修 

極･短期間に、建物を壊しては建替えるスクラップ＆ビ

ルド型の建築行為は膨大なエネルギー消費につながる。

既存建物を永く使い続けることが地球規模での二酸化炭

素削減につながる。 
建築そのもの省エネルギー化の法整備も進んでいるが、

高経年マンションには､高断熱･省エネルギー対策が少な

いマンションも多い。 
真夏の屋根や､西日を受ける外壁は焼石のように高温

になり､断熱が不十分だと、躯体が火照って冷房が全く効

かない。また屋根に雪が積もると 上階は暖房が効かず、

屋根スラブが激しく結露し水滴が落ちてくる場合もある。 
１階では暖房しても床下の冷気で温まらないマンショ

ンもある。また､鉄板一枚の玄関扉やガラスサッシにも多

量の結露水が発生する。 
外壁､屋根、床下や開口部などの居室の外周は、隙間風

が通らないように機密性能や断熱性能を高めヒートロス

を削減する改修が必要である。 
本編･巻末の外断熱･サッシ二重化の｢省エネルギー改

修｣事例は、築後 36 年経過した 5 階建て 4 棟､120 戸の

団地の居室･外壁を厚さ50㎜の断熱ボードで包み、サッ

シを二重化した改修事例である。外断熱化により室内に

面する躯体が蓄熱･畜冷体となり室内温度が安定するパ

ッシブソーラーシステムに建物を改修したものである。

開口部が二重化することにより室内に蓄積された快適な

空気を逃がさず､冬暖かく､夏涼しい室内空間を実現して

いる。マンションの居室の省エネルギー化は開口部から

のヒートロスの防止と､躯体温度の安定化にある。 
また､屋外環境では樹木のサンコントロール機能を活

用し､炭酸ガス削減に努めたい。言うまでもなく樹木は光

合成により炭酸ガスを酸素の転換させるばかりでなく、

その緑陰により夏期は直達日射が室内や外壁･屋根の気

温上昇を防ぎ、冬季には落葉することにより､室内に冬の

日差しを導く。 
駐車場や駐輪場､マンション内の共用灯や屋外灯など

は太陽光発電や人感センサー付き照明器具の活用などに

より快適な夜間環境を確保したい。 
また､各家庭での空調冷暖房機や給湯器の他、省エネ型

家電製品の導入･切換えは当然のこととして､マンション

の共用部の揚水ポンプや昇降機のモーターなどを省エネ

型の機器に変更するリフォームも欠かせない。 

 

８．5 電力･ガスの増量改修 
住宅設備機器の性能の向上や変化は激しい。 

食洗機やシステムキッチン、セントラル給湯システムや

床暖房、エアコンの普及、洗面化粧台やユニットバス等

の設備機器の性能向上は目覚しい。 
これはインテリア･リフォームで実施されるが、共用部

分の電気幹線ケーブルやガス配管などのライフラインの

容量が少ないと実現できない。40年位前のマンションは

各戸 30 アンペアー以下の電気容量だったが、エアコン

や家電製品の普及に対応できず、幹線容量が不足するよ

うになった。 近では各戸 60 アンペアー迄の容量が確

保されている。建物全体の受変電設備や幹線の容量を増

量し、各戸配線の回路分けをする必要がある。 
また､給湯能力が少ない浴室置きのバランス釜が主流

であった。これをセントラル給湯システムや温水床暖房

システムに改造するにはガス配管設備の供給能力の向上

が必要となる。 
各戸の設備機器の改良は、共用の電気幹線やガス主管

などを増量する改修によって実現できる。 

 
８．6 情報化改修 

30 年前はＶＨＦ放送を共聴受信する設備が主流であ

ったが、その後ＵＨＦ､ＢＳ､ＣＳ受信から、地上波デジ

タルや地域ＣＡＴＶ受信やインターネット接続へと変化

してきた。 
電話設備はアナログからデジタルへ、更にＩＳＤＮや

光ファイバーへと高速、高機能化している。 
高度情報化社会の進展はめざましく、マンションの情

報設備の性能向上改修を加速せざるを得ない。めまぐる

しく変化する情報通信機能に対応した改良、改善が求め

られている。 

 
８．7 セキュリティー機能向上改修 
小さな金棒を使って玄関扉の錠をいとも簡単に開ける

ﾋﾟｯキング犯罪が横行している。錠の性能も簡単にピッキ

ングできないものや｢１ドアー､２ロック｣システムが常

識化した。 
エレベーター内の悪戯や駐車場のマイカー被害も見過

ごせない。マンション内の防犯灯や防犯カメラを設置し、

オートロックシステムやピッキング防止の玄関扉錠へ更

新するなど、マンション全体のセキュリティー機能を向

上させる改修の要求は多い。 

 


