
RM方式のご案内
リノベーション・マネジメント

管理組合参加型
「オープンブック」による
安心・納得の
大規模修繕工事

資産価値を守るために

避けては通れない

大規模修繕工事を

管理組合の皆様と共に

透明性をもって実施します。

区分所有者・管理組合の皆様



管理組合役員は重い責任と義務を負っています。

修繕積立金

発注

大規模修繕工事

理事会・修繕委員会

区分所有者 国民

税金

公共工事

マンションの大規模修繕工事には
高い公共性が求められます。

さらに

高額の
修繕積立金を
使うことで

不安感・
不信感

（疑心暗鬼）

管理組合役員へ
更なる責任と
義務が発生

● 『風評』が管理組合にもたらすもの

積極的な管理組合役員に対しても不信感。

● 建設業界のネガティブな『風評』

これが本当なら不安ですね！？

● 談合が行われている？
● 施工体制は、元請施工会社・1次下請け・2次下請け・3次下請け・・・と重層構造になっている？
● 元請施工会社は、下請会社に安値受注を強い、そのことが品質の低下を招いている？　・・・等々

このような現実に疑心暗鬼になるよりも、
この事実が起こりえない発注方式を選択しませんか？

無駄遣いは
許されない

高い
品質適正コスト

高い倫理観
責任感

透明性・公平性の
確保

説明責任

発注

行政官庁



大規模修繕工事にメスを入れる大革命

確かな品質のお約束

私たちは、区分所有者の方々の立場で、確かな品質の工事を、
適正な価格で提供する事が、本来あたり前の姿と考えます。

それは

今までの
BLACK BOXを

BLACK BOX

不 透 明

Before
OPEN BOOK

透 明

After

大規模修繕工事の新しいカタチ

OPEN BOOK
にすること

RM方式の導入です。

BLACK BOX と言われる不透明な工事の流れには
そこに不正行為が生まれたり

正直に真面目にやっている管理組合の方々が犠牲になったりする例が
数多く存在します。

「大規模修繕工事は面倒で大変な仕事、業者任せで良い」 
と思ってしまえばそれまでです。

しかし、内容を把握し、大変なことも双方で共有し
理解・納得のうえで進めていく事の意味は区分所有者の方々にとって
大きな安心と達成感の共有につながると確信しております。



皆さまの共同住宅をより良い環境にするための

事業を全てオープンにするマネジメント

厳密なコストマネジメント

ポジティブな施工調整マネジメント

1

2

3

Point1.

この方式を採用し事業が行われた場合、
管理組合役員としてマンションの区分所有者に対する説明責任は、

確実に果たすことができるものと確信いたします。

従来の方式が抱える施工会社選定過程での不公平さや
工事進行過程での不透明さを解消し、工事費用の最適化と高い品質を実現する

最良のものとして、自信を持って提案する方式です。

国土交通省の《建設企業の連携によるフロンティア事業》の助成対象事業として、
平成 23 年 6 月１日より始動しました。

このRM方式  は、オープンブックを大規模修繕工事に
導入した、今までにない新しい方式です。

RM方式とは

RM方式の　 つの約束事3



建物劣化診断

改修設計

工事費見積

資金計画

合意形成支援

工事実施
アフターメンテナンス

設計監理方式一括発注

設計・施工・監理部門を持つ
建設会社や管理会社にすべてを一括発注

管理会社やコンサルティング会社が業務受託
● 設計監理方式● 責任施工方式

一括発注方式
工事施工に関しては、どちらも工事会社に一括発注する方式です。

日本の商習慣では常識ですが、コストの内訳に発注者が関与しない方式です。
最近では、下請けたたきが横行し、品質に問題が生じています。

一括発注方式の場合、総合工事会社が施工管理を行うとともに、
発注者の手間やリスクを発注者 手間やリ 軽減する軽減す 大きなメリットがあります。大 な リット り す。

しかし

建物劣化診断

改修設計

工事予算作成

資金計画

合意形成支援

工事実施
アフターメンテナンス

業者選定支援業務

工事監理

一括発注
総合建設会社に

Point2 .今までの発注方法は

へ。オープンブック
工事に関する情報を管理組合に開示します。

そこで、



コスト構成
の透明化

1 発注プロセス
の透明化

2 適正価格の
把握

3 品質の確保 4 中立的な
専門家組織

5

RM方式の導入で5つの効果が生まれます！

RM方式のオープンブック

1
2
3

総合工事業者が行ってきた施工に関するマネジメント業務を発注者とRM会社が協力して行うことに
なります。したがって、依存的な意識から脱却し主体的な意識へ『意識改革』することが必要です。

Point3.

コストに関する情報を全て開示します。

施工体制を全て開示します。

お金の流れを全て開示します。

RM方式の『見える』安心

RM会社が業務受注

専門工事会社に分離発注

RM会社が行うことも可能

RM 方式 

建物劣化診断 改修設計

アフターメンテナンス
工 事 実 施

設計マネジメント

施工調整マネジメント

発注者支援業務

工事予算作成
合意形成

集会における決議支援

資金計画
専門工事業者
選定支援業務



さらに

さらに

Point .4
信頼関係に基づいた協力体制が構築されます！

徹底した安全・品質・工程・コストのマネジメントを実施します。

RM方式は
過度な重層請負を廃止、予算縮減を目指します！

コスト+フィー
工事費が、原価（コスト）と報酬（フィー）に分けて構成されます。

❶ 原価を、外注費・材料費・労務費等に分けて構成し
　 単価明細による『原価積上方式』で、原価集計します。
❷ 報酬を、会社一般管理費と利益に分けて構成します。

納得の RM方式

元請
一般管理費＋利益

1次下請
一般管理費＋利益

2次下請
一般管理費＋利益

専門工事会社

リスク・フィー
ＲＭ業務費

ＲＭ会社
一般管理費＋利益

RM方式
総価請負方式

専門工事会社
原価
＋

一般管理費
＋
利益

原価
＋

一般管理費
＋
利益

1次会社原価

元請原価
現場共通費

施工管理者人件費

現場共通費
施工調整者人件費
工事統括管理体制経費

コスト縮減を
目指します 適

正
な
コ
ス
ト
の
積
み
上
げ

重
層
請
負
の
構
図

一
次
下
請
へ

二
次
下
請
へ

リスクフィーは、当初に定められた範囲、仕様内で、
工事施工の予算変動を吸収するために、RM会社が
受領し、施工調整者に管理が任される工事予備費です。

RM方式は、安さのみを追求するものではなく、良い品質の工事を適正価格で施工することを目指しています。

※

※



発注者（管理組合、修繕委員会）が RM会社の支援を受けながら施工会社を決定します。
施工会社の選定について発注者の裁量権が確保されるとともに、契約金額の詳細が明らかにされます。

新しい手法ですので、お伝えしきれていない部分も多くあります。
さらに詳しいご説明をさせて頂きます。 下記までお気軽にご連絡ください！

管理組合のリスクヘッジ

RM方式

大規模修繕工事に
オープンブックを活用
した新しい方式

Renovation Management
リノベーション・マネジメント

『自分の財産は自ら守る』という思いを大切にします。

工事に関する情報
を管理組合に開示

原価と報酬の合計
で工事費を構成

マンションの計画修繕工事専門CM モデル構築協議会連携企業
鹿島建物総合管理（株）・ 近鉄住宅管理（株）

（株）匠設計・（株）翔設計
（株）ウェイズ・（株）小田重機工業・（株）山之内工務店・（株）ライズ

オープンブック コスト＋フィー
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