
マンションの快適性と資産価値を守り続ける 

長 期 修 繕 計 画  



「マンションを熟知した“かかりつけ 医”として 
 住まいの快適性と資産価値を見守 り続けます。」 

いつまでも心地よく、 

安心・安全なマンションライフを支える 

三井不動産レジデンシャルサービスの長期修繕計画。 
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人間と同じように、マンションも歳を取ります。年月とともに進行する建物や設備の

老朽化は、ときに居住者の快適で安らかな毎日を脅かしかねません。そして、劣化

や不具合を放置していると、大切なマンションの資産価値も損なわれてしまいます。 

弊社では、建物や設備の修繕・リニューアル工事を周期的に実施していくための資金

計画「長期修繕計画」を立案。マンションの快適性や資産価値を維持しながら、長期

的な視野で、かけがえのない皆様の暮らしと資産を見守り続けています。 

わたしはＤｒ．マンション。 

皆様との 

長期的なパートナーシップで、 

いつまでも健やかな 

マンションライフを 

応援します。 
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快適性と資産価値の維持に不可欠な 
修繕・リニューアル工事のための資金計画。 

長期修繕計画とは 

定期的な工事で 

マンションの健康を保つには 

計画的な資金づくりが不可欠！ 

マンションの“カルテ”として 
専用システムを活用 

現地調査に基づく 
計画の立案と見直し 

国際規格ISO９００１：２００８ 
認証を取得したクオリティ 

Ｐｌａｎ 
（計画） 

Ｄｏ 
（実行） 

Ｃｈｅｃｋ 
（確認） 

Ａｃｔｉｏｎ 
（改善） 

避けられない建物・設備の経年劣化 

鉄筋コンクリート造りでいかにも頑丈なイメージの

あるマンション。けれど建物は常に直射日光や風雨、

寒暖差などに晒され続け、ライフラインとしての電

気・給排水設備、エレベーターなどは24時間365

日働き続けています。こうして建物や設備はどん

なに適切な維持管理を行っていても、少しずつ、し

かし確実に劣化していくのです。年月とともに進行

する建物・設備の老朽化はマンションの快適性や

安全性にとって大きな脅威となるだけでなく、その

資産価値まで損ない、ひいては居住者減少・財政難・

スラム化といった深刻な事態を招きかねません。 

マンションにおける永住志向が高まりを見せるなか、

“終の棲家”としての快適性や安全性、そして資産

価値を維持させていくためには、老朽化が避けら

れない建物や設備に周期的な修繕・リニューアル

工事を実施する必要があります。こうした工事で

は大きな費用負担が発生し、いざ不具合が発生し

てから費用を調達するのは難しいものです。そこ

で長期的な視野に立ち、将来の工事費用を算出し

て毎月「修繕積立金」を積み立て、あらかじめ準備

する資金計画を立案しておく必要があります。こ

の資金計画は「長期修繕計画」と呼ばれ、マンショ

ン永住時代におけるマスタープランと位置づけら

れています。 

マンション永住時代に不可欠な資金計画 

弊社では、日々の管理業務のなかで実施する各種設

備点検や法定点検の結果に基づき、個々のマンショ

ンの実態・実状に即した長期修繕計画を立案。誰より

もお客様のマンションを知る管理のプロフェッショナ

ルとして、一級建築士や一級施工管理技士、マンショ

ン管理士などからなるエキスパート集団が、長期的な

視野に立った修繕計画をご提案します。 

管理会社だからこそできる長期修繕計画 

長期修繕計画の立案には、マンションごとに

築年数や規模、設備・仕様といった基礎デー

タのほか、日々の管理やメンテナンスの実

施状況など、そのマンションの管理に関わる

情報を集約した専用のマンション管理情報

システムを活用。お客様のマンションを知

り尽くした管理会社だからこそできる、精度

の高いプランニングを実現します。 

長期修繕計画の立案に際しては、対象マン

ションに足を運び、修繕対象部位を確認しま

す。また、概ね3年に一度の周期で現地調

査を実施。日々、お客様のマンションに接す

る管理会社としてのアドバンテージを活かし、

単に机上の計算だけではなく、実際のマン

ションの状態に応じて各種工事の実施計画

を見直しています。 

弊社の長期修繕計画業務は、品質方針や

品質目標を設定し、その達成に必要な手順

を明確化・実行するための国際規格である

品質マネジメントシステムＩＳＯ９００１：２００８

認証を取得。Ｐｌａｎ（計画）⇒Ｄｏ（実行）⇒

Ｃｈｅｃｋ（確認）⇒Ａｃｔｉｏｎ（改善）からなる

「ＰＤＣＡサイクル」に従って、計画立案業

務の品質管理に努めています。 

国土交通省のマンション標準管理規約の第32条関

係コメントでは、長期修繕計画の期間設定を既存マ

ンションで25年以上、新築マンションで30年程度

にするという記載があります。また、同32条には長

期修繕計画の作成や変更に関する業務を管理組合

の業務とするという記載がありますが、一般的には、

マンション管理会社が管理組合から管理委託契約

に基づいて長期修繕計画の作成を受託しています。 

法律・規約に基づく長期修繕計画業務 
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修繕積立金の使い道は？ 

修繕積立金は、長期修繕計画に沿って計画的に実施

される「計画修繕」にのみ充当するもので、共用部

分の日常的な補修や突発的な故障などに対応する「日

常修繕」には、管理費口の修繕費が当てられます。 

 

●共用部のガラスの破損 
●照明器具の故障 
●部分的補修など 

●6年ごとに鉄部塗装を 
　実施する 
●15年程度ごとに 
　給水ポンプを交換する 

日常修繕 
（管理費口） 

計画修繕 
（積立金口） 

20～30年後の将来を見据えた 
修繕積立金の収入・支出の累計を試算。 

長期修繕計画書① 

収支の試算額を示した長期的な修繕プラン 
長期修繕計画書のなかでも最も基本となるものが「収入・支出金

額累計」。これは、現在から20年・30年後の修繕積立金の収入

累計と支出累計の試算額を示したもので、将来必要となる修繕

資金の過不足が会計年度ごとに一目でわかるようになっています。

併せて、修繕計画に関する注意事項なども明記されています。 

長期修繕計画書の留意事項 

マンションにお住まいである以上、居住者の皆様に

も一度は目を通していただきたい長期修繕計画書。

書類を確認していただく上で、ぜひ知っておいてほ

しいポイントをまとめてご紹介します。 

①“改良”ではなく“資産維持” ④実態に即した計画の見直し 
長期修繕計画の主な目的は、建物の機能・性能・外観等

を完成時とほぼ同水準に「維持すること」。経年劣化で

定期的な修繕が必要となる共用部分などに対して、修

繕に関する項目、仕様、時期、周期、費用の概算金額等

を想定した修繕計画と、予算措置としてその修繕に必

要な修繕積立金などの資金計画を長期間にわたって計

画します。建築・設備の改良などの仕様変更について

は見込んでいません。 

 

 

長期修繕計画は、公益財団法人マンション管理センター

および一般社団法人マンション管理業協会等の文献、

さらに、弊社の管理マンションの修繕実績データに基づ

いて作成します。 

 

 

建物共用部分のプラン変更、高額仕上げ材料への変更、

高付加価値設備機器の新規導入などの項目は、協議に

よる計画設定項目としています。 

マンションの将来を見据えた 

快適な暮らしのための処方箋です。 

建物の修繕周期などは、建物の経年による劣化状態が

立地環境や使用状態などによって建物ごとに異なるため、

定期的な建物調査などによる実態に即した計画の見直

しが必要です。 
 

 

修繕費用は、計画を作成した時点での実勢価格などか

ら想定した概算費用、または実施済の修繕工事の費用

を反映したもので、将来の社会情勢の変化に伴う物価

変動は計画に見込んでいません。 
 

 

修繕工事の実施の際は、事前に修繕対象部位の調査を

実施して工事見積を取得するなど、詳細な検討が必要

です。修繕積立金は、増額改定などの見直しが必要と

なる場合があります。 
 

 

修繕計画費用は、長期修繕計画書を作成した時点での

試算です。実際の工事実施見積りとは異なります。 

 

計画対象マンションのアウトラインを記載 

長期修繕計画において作成する長期修繕計画書は、いくつかの

帳票から構成されていますが、最初にくる「表紙」には、対象と

なるマンションの名称や総戸数、構造、竣工年月日、建設会社、

建築面積、総専有面積といった建物の概要が記されています。 

 

表紙 

収入・支出金額累計 

②業界団体の文献と管理実績による設定 

③協議に基づく計画設定項目 

⑤将来の物価変動は加味せず 

⑥事前調査と検討が必要 

⑦「見積り」ではなく「試算額」 
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長期にわたる残高推移を予測し 
必要な修繕積立金プランを提示。 

長期修繕計画書② 

長期的なスパンで修繕積立金残高を予測 
修繕費用（支出）と修繕積立金（収入）のバランスを見るため、棒グラフで建物・設備別の修繕費用を、折れ

線グラフで修繕積立金との収支差を表示しています。また、管理組合の修繕積立金の残高推移の予測と収

支の内訳、専有床面積1㎡および1戸あたりの修繕積立金の月額平均を記載しています。これにより、資金

ショートの可能性があらかじめ把握できるため、長期的な取り組みによる対応策を講じることができます。 

必要に応じて資金計画の再シミュレーションを実施 

もし修繕積立金額推移予測で収支がマイナスに陥る可能性が

予見された場合、弊社では、修繕積立金を改定した場合など、

さまざまな可能性をシミュレーションし、その結果をもとに対

応策について管理組合にご提案します。 

きめ細かな 

試算をもとに、 

修繕工事の資金づくりを 

しっかりサポート！ 

一般的な修繕積立金の額は？ 

マンション管理新聞社による「2013年下半期

管理費等初期設定調査」によれば、1戸あたりの

修繕積立金の全国平均は6,020円（1㎡あたり

86円）となっています。また、住宅金融支援機

構のすまいる債の申込み要件の基準では築年

数ごとに右の表の通り基準額が定められています。 

「管理組合会計システム」と連携 

弊社では、管理組合の会計を担当する専門部署で管理組合資金を正確かつ適正に管理しています。この業

務で活用している独自の管理組合会計システムと長期修繕計画を連携させることで、例えば管理組合の決

算データを修繕積立金の収支に反映することや、各住戸単位で修繕積立金の改定をシミュレーションするこ

とが可能です。これにより、大規模修繕時の一時金負担を回避・軽減できるよう事前に対処できるなど適切

な資金計画の立案に役立てています。 

住宅金融支援機構の修繕積立金の１戸あたり平均月額 

5年未満 6,000円 　　　　　 5,700円 

5～10年未満 7,000円 　　　　　 6,650円 

10～17年未満 9,000円 　　　　　 8,550円 

17年以上 10,000円 　　　　　 9,500円 

 

平均専有面積 
55㎡以上 

平均専有面積 
55㎡未満 築年 

 

before after

修繕積立金額推移予測 

12年周期で外壁等改修工事（大規
模修繕）が計画されているため、多額
な支出が予測されています。 

管理組合の前年度繰越金・修繕積立金、
各使用料収入が記載されています。 

専有床面積1㎡および1戸あたりの
修繕積立金の月額平均を記載してい
ます。 
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美観や安全性を守るための 
建物各部位の詳細な保全計画。 

長期修繕計画書③ 

修繕単価は何に基づいて設定されていますか？ 

建物の修繕部位や時期・費用などを記載 

屋根や外壁、バルコニーといった建物の部分ごとの修繕部位、修繕方法（塗装・貼替・打替・補修等）、修繕の

時期、周期、費用などを示しています。 

各建物部位の経年劣化症状 

計画を作成した時点での管理実績に基づいて

実勢価格などから想定した費用および実施済

みの費用を反映しています。なお、修繕単価は

諸経費等を複合した単価を採用しています。 

単に美観を損なうだけでなくタイルの剥落などを引き起こしかねない外壁のひび割れ、漏水の原因となる屋上

防水の劣化、錆を生じる鉄部の劣化など、年月とともに建物の各部位にはさまざまな老朽化が生じます。 

 

①屋上工事 

②外壁・バルコニー工事 

③外廊下・外階段工事 

④塗装工事 

⑤内部仕上工事 

⑥外構・施設工事 

修繕項目（年数） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

■修繕周期の目安 

年齢を重ねると 

不具合が生じるのは 

人間もマンションも同じです。 

修繕項目部位別明細（建築関係） 

効率的に工事を行うために、仮設足場の周期に
合わせて１２年周期で計画が集約されています。 

おおむね6年周期で屋上防水層保護塗装および
鉄部塗装が計画されています。 

部位毎の 
単価 

共通仮設費 
諸経費等 

修繕単価 

大規模改修の前には事前調査が計画されています。 
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ライフラインを支えるための 
設備各部位の詳細な保全計画。 

長期修繕計画書④ 

給排水や空調、電気、エレベーターなど各種設備に関する修繕部位、修繕方法（整備・更新・調査等）、修繕の

時期、周期、費用などを示しています。 

各設備部位の経年劣化症状 

暮らしを直撃する、電気、ガス、水道といった各種ライフラインの不具合をはじめ、日常的に利用するエレベータ

ーや立体駐車機、万一の際の防災設備など、各設備で進む老朽化は快適で安全なマンションライフに深刻な影

響をもたらします。 

①給水設備工事 

②排水設備工事 

③給排気その他設備工事 

④電気設備工事 

⑤テレビ共聴設備工事 

⑥防災設備工事 

⑦エレベーター設備工事 

⑧立体駐車機工事 

修繕項目（年数） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

■修繕周期の目安 

修繕計画に計画されているものは 

必ずやらないといけないのですか？ 

計画されているから必ずやらなくては

いけないわけではありません。その判

断に際しては、調査・診断および点検

報告の指摘事項等の確認が必要です。 

 

設備の修繕部位や時期・費用などを記載 

修繕項目部位別明細（設備関係） 

各種設備の不具合や故障は 

居住者の暮らしを直撃します。 

インターホン設備は１５年で
更新が計画されています。 

エレベーターは３０年で更新
が計画されています。 

給排水管の更新の前には調査が計画
されています。 

給水ポンプは5年で整備、１５年程度で更
新が計画されています。 
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建物・設備の現状把握に欠かせない 
細部にわたる定期的な調査と診断。 

定期調査・診断 

マンションごとに異なる経年変化の状況 

周期的に修繕・リニューアル工事を実施するとい

っても、「竣工○年後に○○工事」と機械的に行

っていくのではありません。マンションは築年数

だけでなく、日々の管理状況や周辺環境、各種設

備機器の使用頻度などによって、その状態は大

きく異なります。このため、定期的に実際の建物

や設備を調査し、現状を把握した上で、より適切

な修繕計画を立案することが大切です。 ガイドラインより短い周期で現地調査を実施 

■各種建物・設備点検 

マンションの美観や安全性を損ねる外壁のひび割れ

やタイルの浮き・剥落などをきめ細かくチェックします。 

調査した項目の写真帳票を作成し、ご提案いたします。この帳票は実際に計画している「長期修繕計画」と対比できるよう、修繕項目明細の番号とリンク

して表示しています。 

清潔で安全な水を供給する貯水槽や配管など、マン

ションライフを支える各種設備も点検します。 

休みなく稼働する給水ポンプは、適切な整備や部品

交換により、常に正常な状態にしておく必要があります。 

健やかなマンションライフは、 

定期的な健康診断から！ 

国土交通省のガイドラインでは、長期修繕計画は5年程度ごとに調査・診断を実施、その結果をもとに見直

すことが必要とされています。弊社では、適確な修繕計画立案のため、その周期を概ね3年ごとに短縮し、

現地調査を実施。見直しを行う前に、その調査結果を活用しています。 

■項目説明表 

画像により、計画項目が
明確にわかります。 

■共用部点検報告書 
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大規模修繕工事のプロセス例 

管理組合 三井不動産レジデンシャルサービス 

管理・修繕 

施工計画書・見積書審議 

工事決定 

修繕計画提案 

調査・診断 
 （調査日設定） 

建物調査の実施 

（建物調査診断） 

建物調査診断報告書 
施工計画書・見積書作成 

建物調査診断報告書・施工計画書・見積書の説明 

工事請負契約締結 

居住者の方への工事説明会 

工事着工 

工事管理・中間検査 

工事完了検査 

完了引渡 

提案書審議 

1

2

3

参考資料① 
定期調査診断の結果に基づいて 
修繕・資金計画を見直し・修正。 

計画見直し 

調査結果はマンション管理情報システムに反映 

定期調査の結果をもとに計画を再策定 

作りっぱなしの 

計画では、 

適切な健康管理は 

できません。 

弊社では、日常点検結果や定期調査でわかった建物・設備の劣化状況、さらに管理組合会計の支払い履歴など

に関するすべてのデータを、当社独自のマンション管理情報システム（Ｐ４参照）に蓄積し、長期修繕計画の見

直しなどに活用。マンションの基礎データや日々の管理状況、建物・設備に関する情報を一元的に管理するこ

とで、適確なメンテナンスをサポートしています。 

■見直しのタイミングと内容 

◎3年ごとの現地調査をした  

◎修繕工事の時期が近づいた  

◎修繕工事が終了した 

 ◎修繕部位の確認・変更  

 ◎定期調査・診断の内容を反映  

 ◎工事時期・周期を変更  

 ◎修繕工事の内容・金額を反映 

定期調査・診断で把握したマンションの現状を踏まえ、よりその実状に即したかたちに長期修繕計画の見直

しを行います。また、その時々の建築単価をもとに工事単価などを再計算し、長期修繕計画に反映します。 

見直しの 
タイミング 

見直しの 
内容 

見直し 

長期修繕計画に基づいて実施される計画修繕工事。弊社では、ご提案から、調査・診断、実施まで、きめ細か

なトータルサポートをご提供します。 

①修繕計画のご提案 
長期修繕計画による修繕時期が近

づくと、履歴データベースに基づい

た修繕計画・企画提案書、予算につ

いて管理組合にご説明します。 

②調査・診断と計画の決定 
提案をご理解いただいたうえで、建

物の調査・診断を行い、報告書とと

もに施工計画書・見積書を作成し、

協議します。 

③工事の決定と実施 
管理組合の総意により総会にて工

事決定をしていただき、工事請負契

約締結後、居住者の方々へのご説

明を経て、工事に着手します。 

計画修繕工事の流れ 
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環境配慮型照明 

蛍光灯や電球に比べ、大幅な低消費電力化と長寿命化

を実現したLEDなどの環境配慮型照明。大量にある

照明器具だからこそ省エネ効果も大きくなります。 

照明 

建物・設備などのグレードアップ 
マンションの機能や性能、資産価値などの「維持」を目的に立案される長期修繕計画に対して、住まいとし

ての快適性や資産価値の「改善・向上」のために実施されるのが建物・設備などのグレードアップです。 

外観・機能の改善 

エントランスを最新のデザインに一新したり、高齢者や障害のある方のためにバリアフリー化を図

ることでマンションをイメージアップ。美観や機能の向上で住まいの快適性向上にも寄与します。 

エコロジー対策 

省エネルギーや省資源といった取り組みを通じて、地球環境保全を目指すエコロジー。省電力化

を図る工夫や低消費電力型製品の活用などによって環境にもっと優しいマンションへと生まれ変

わります。 

集合郵便受けの改良 

デザイン性の向上や開口部などのサイズアップ、ロック方

式の改善などによって、美しく、より使いやすいメールボ

ックスに生まれ変わります。 

スライド式オートドア 直結増圧給水装置 

貯水槽が不要で給水ポンプの

小型化も図れるため、スペース

の有効利用が可能。メンテナン

ス費の削減が図れます。 

スロープ設置などのバリアフリー化 

エントランスに車イス用のスロープや、階段に手すりを設置

するなどして、高齢の方や障害のある方のためのバリアフリ

ー化を図れます。 

玄関ドア・サッシの取り換え 

デザイン性・防犯性に優れた玄関ドアや、気密性・断熱性の

高いサッシへの交換で住まいの安全性や快適性が向上します。 

防犯カメラ設置 

不特定多数の人が出入りす

るエントランスやエレベー

ター内部などの共用部を監

視することで、高い犯罪抑

止効果が期待できます。 

モニター付きインターホン導入 

訪問者の姿や挙動をモニ

ター画面で確認することに

よって、マンション・住戸内

への不審者の侵入を未然

に防ぐことができます。 

セキュリティ対策 

確かな防犯対策の有無がマンションの価値を左右するほど、セキュリティはもはや住まいに不可欠な

ファクター。今日では犯罪に強い住まいをつくるための仕組みや製品が幅広く用意されています。 

敷地内緑化 

駐輪場やゴミ置き場の屋上・壁面など敷地内各所を可

能な限り緑化することで、クールダウンによる空調エネ

ルギー・光熱費節約、美観向上などが期待できます。 

緑化 

インバータ制御方式エレベーター 

従来の制御方式に比べて消費電力を大幅に低減でき

るインバータ制御方式。乗り心地や使い勝手も向上し、

エレベーターの稼働に伴う電気代も節減できます 

エレベーター 

特殊エマルション系 
防水層保護仕上材 

日射しによる屋根表面の温度上昇を防止することができ、室

内に侵入する熱を抑制することで、クーラーの電気使用量

を節減することができます。 

屋上 

エントランスのイメージチェンジ 

マンションの顔ともいうべきエントランスの扉や壁、床な

どの材質や色を変更することで、マンション全体の印象

を一新することができます。 

※本ページでご紹介する各メニューは、長期修繕計画に見込んでいないものや、マンションによっては、採用できないものもあります。 
　予めご了承ください。 

参考資料② 

非接触型キーで自動的に扉がオープン。手動で開け閉め

していたドアを、自動ドアにすることができます。 
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