
資料 1 

第 2回 豊島区マンション適正管理推進会議 
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■条例の視点（二重線部分は審議または後日提案のあった項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■審議で提案された課題

■条例の対象 

区内に所在する「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定するマンション 
二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。）第二

条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建物で人の居住の用に供する専有部分（区分所有法第二条第三

項に規定する専有部分をいう。以下同じ。）のあるもの並びにその敷地及び附属施設。 

既存も含め、定義に基づく区内すべてのマンションを対象とする。 
投資型マンション及び複合型マンションを含む。 
オフィスビル（店舗・事務所のみ）の区分所有建物は含まない。 
賃貸（1 棟オーナー）マンションは、段階を追って検討を行う。 

第 1 回（前回）の審議内容 【条例の対象・視点】 

視点５ 役割（責務） 

○区分所有者  ○居住者  ○管理組合  ○管理業者  ○専門家  ○豊島区 

視点４ 居住者同士及び地域との関係づくり 

○居住者組織の構築または活性化 

○地域コミュニティ（町会等）との良好な関係構築 

○集会室の多用途活用 

（キッズルーム、コミュニティスペース等） 

視点１ 適正な管理の推進 

【管理運営】 

○管理組合の組織化 

○管理規約及び使用細則の作成及び適切な改正 

○区分所有者及び居住者名簿の整備 

○総会・理事会議事録、設計図書等の保管 

○管理組合ポストの設置 

○連絡先表示板の設置 

○管理者の届出 

 
【建物の維持管理】 

○新築時に整備した管理用の施設や設備及び管理人

等管理体制等の維持 

○法定点検の適切な実施 

○長期修繕計画の作成・見直し 

○長期修繕計画に基づく適正な修繕積立金額の設定 

○適時適切な修繕の実施 

○耐震診断及び耐震改修（旧耐震基準建築） 

視点２ 防災への対応 

○防災用品の備蓄 

○防災訓練の実施 

○防災マニュアルの作成 

○要援護者の把握 

○地震保険 

○緊急通報システム等、緊急時対応設備の整備 

視点３ 防犯への対応 

○防犯カメラの設置 

○死角等の対策 

○照明の照度確保 

○管理規約に暴力団排除規定を明記 

○実効性の確保（義務付け、罰則等） 

○管理組合による名簿の整備と個人情報保護法との関係について 
○外国人居住者への対応 

○管理不全マンションへの対応 

○標準管理規約との整合性等 

第 2 回（今回）の審議内容 【課題整理及び条例骨子の作成】 

現状の課題 

（審議でのご意見） 

居住者名簿の整備が困難 

外国人居住者への対応 
管理不全マンションへの対応 

（平成 22 年度分譲マンション実態調査） 

管理組合役員のなり手不足 

マンション管理に関する情報の不足 

マンション管理への関心の低さ 

求められる大規模修繕工事への支援 

実施率の低い防災への取り組み 

進まない耐震化・建替えの検討 

マンション居住者間及び地域との 

つながりが希薄 

条例骨子（案） 
第一章 総則（目的、定義、対象、責務（視点 5）） 

第二章 適正な管理の推進（視点 1） 

第三章 防災・防犯への取り組み（視点 2、視点 3） 

第四章 居住者間及び地域との関係づくり（視点 4） 

第五章 雑則 

条例制定の課題 

・実効性の確保 
・標準管理規約との

整合性等 

管理が良好な状態 

適正な管理組合運営 

建物の良好な維持管理 

防災・防犯への備え 

居住者間及び地域との良好な関係構築 
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■条例の骨子（事務局案） 

 

視点 
現状 

（豊島区分譲マンション実態調査 平成 23 年 1 月） 
条例骨子（案） 

 施行規則・要綱・ガイドライン等で 

記載する事項 

総則 

  

・目的  

 ・定義 

・対象（マンション適正化法に規定するマンション） 

・責務（区、区分所有者、居住者、管理組合、不動産

業（不動産仲介業）、管理業者（管理員）） 

努 ・管理不全マンションへの対応 

・外国人居住者への対応 

適正な管理の

推進 

・管理組合の組織化 ・管理組合が組織化されている 93.1%（回答数 318） ・管理組合の組織化 義  

・管理規約及び使用細則の作成及び適切な改正 ・管理規約がある 99.2%（回答数 243） ・管理規約及び使用細則の作成及び適切な改正 義 ・規約改正及び使用細則については努力義務

・区分所有者及び居住者名簿の整備 ・居住者すべての名簿がある 66.8%（回答数 232）

・2割近くが高齢者・子供のいる世帯の有無が不明と回答

・区分所有者及び居住者名簿の作成・更新 義 ・名簿の作成・運用に関する細則の作成及び

緊急時に関係機関に情報提供できる旨を規定

・総会・理事会議事録、設計図書等の保管 ・総会や理事会の議事録の保管 96.6%（回答数 235）

・竣工図及び修繕工事等の記録の保管 95.0%（回答数 242）

・設計図書、修繕履歴、総会・理事会議事録等管理に

関する図書の適正保管 

努 ・保管主体・場所等について 

・管理組合ポストの設置 ・管理組合用の郵便受けがある 80.7%（回答数 322） ・管理組合または管理者と連絡がとれる体制の構築 義 ・管理組合ポストの設置 

・連絡先表示板の設置 

・登録制度（管理組合または管理者） 

・連絡先表示板の設置  

・管理者の届出  

・新築時に整備した管理用の施設や設備及び管

理人等管理体制の維持 

 ・管理用の施設や設備及び管理人等管理体制の維持ま

たは「豊島区中高層集合住宅の建築に関する条例」の

管理に関する項目への準拠 

努 ・「豊島区中高層集合住宅の建築に関する条

例」の準拠項目を明記 

・法定点検の適切な実施  ・法定点検の適切な実施 努 ・法定点検の種類を例示 

・長期修繕計画の作成・見直し ・長期修繕計画作成済 65.3%（回答数 236） ・長期修繕計画の作成・見直し 義 ・長期修繕計画に基づく修繕積立金額の設定

・長期修繕計画に基づく適正な修繕積立金額の

設定 

・次回の大規模修繕工事の資金手当て方法 

 借入せず資金を用意する予定 67.8%（回答数 230）

・適時適切な修繕の実施  ・適時適切な修繕の実施 努  

・耐震診断及び耐震改修（旧耐震基準建築） ・耐震診断の実施（旧耐震基準） 15.4%（回答数 65） ・旧耐震基準マンションの耐震診断（耐震改修）実施 努  

防災への対応 ・防災用品の備蓄 ・災害時用の水や食料の備蓄 12.6%（回答数 238） ・防災用品の備蓄、定期的な防災訓練の実施、要援護

者の把握、防災マニュアルの作成 

努 ・備蓄する防災用品について 

・防災訓練の実施 ・定期的な防災訓練の実施 24.8%（回答数 238）  

・防災マニュアルの作成 ・防災マニュアルの作成 6.3%（回答数 238） ・防災マニュアル作成の留意点 

・要援護者の把握 ・要援護者の所在の把握 9.2%（回答数 238） ・要援護者の把握（居住者名簿に明記） 

・地震保険  ・地震保険 

・緊急通報システム等、緊急時対応設備の整備  ・緊急通報システム等、緊急時対応設備 

 
 
 
 

義…義務 努…努力義務
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視点 
現状 

（豊島区分譲マンション実態調査 平成 23 年 1 月） 
条例骨子（案）  

施行規則・要綱・ガイドライン等で

記載する事項 

防犯への対応 ・防犯カメラの設置 ・防犯カメラの設置 73.6%（回答数 239） ・防犯対策 努 ・防犯カメラの設置 

・死角等の対策  ・死角等の対策 

・照明の照度確保  ・照明の照度確保 

・管理規約に暴力団排除規定を明記 ・暴力団の居住・使用の制限あり 59.3%（回答数 214） ・管理規約に暴力団排除規定を明記 

・不動産業（不動産仲介業）による契約時の暴力団排

除規定明記 

努  

居住者同士及

び地域との関

係づくり 

・居住者組織の構築または活性化 ・「日ごろ挨拶をする程度でほとんど交流機会がない」 

 45.0%（回答数 231）

・居住者組織なし 70.0%（回答数 230）

・マンション内の活動「特にない」 69.7%（回答数 228）

・居住者組織の構築または活性化 努 ・集会室の多用途利用 

（キッズルーム、コミュニティスペース等）

・地域コミュニティ（町会等）との良好な関係

構築 

・地域に対する活動「特にない」 51.3%（回答数 238） ・地域との良好な関係づくり 努 ・町会等の防災訓練への参加 

・町会への未加入 16.8%（回答数 232） ・町会未加入マンションの町会協議 義 ・町会協議 

・集会室の多用途活用 

（キッズルーム、コミュニティスペース等） 

  努  

 

  

義…義務 努…努力義務
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■管理組合による名簿の整備と個人情報保護法との関係について 

 

Ⅰ 個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）について 

 

１．個人情報保護法の目的 

第 1 条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかん

がみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情

報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすると

ともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性

に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

「個人の権利権益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスを図るもの 

 

２．義務規定の対象「個人情報取扱事業者」 

  

 

３．東京都マンション管理ガイドラインにおける名簿の取り扱いについて 

「第 14 区分所有者等の名簿の常備」 

管理組合は、区分所有者等への平常時における連絡に加え、火事や地震等の自然災害など、緊急時の迅

速な対応を行うため、次の各号について備える。 

１ 区分所有者全員（非居住者も含む）及び賃借人の名簿 

２ 名簿の取扱いに関する規定 

３ 緊急連絡網 

※解説より…マンションの管理組合は、この法律で定める「個人情報取扱事業者」に該当しないものと

考えられるが、個人情報保護やプライバシー保護の認識が高まるなか、今後は管理組合でも、組合員に関

する個人情報の取扱については、この法律に準じて慎重かつ適切に対応することが望まれる。 

 

 

 

４．個人情報保護に関する「過剰反応」 

法の定め以上に個人情報の提供を控えてしまうケースが多くみられるため、消費者庁においてパンフレ

ット等による啓発及び実態調査を行っている。 

＜パンフレット＞よくわかる個人情報保護のしくみ《改訂版》（平成 23 年 11 月改訂） 

＜リーフレット＞よくわかる個人情報保護法（平成 22 年 11 月発行） 

＜実態調査＞個人情報保護に関するいわゆる「過剰反応」に関する実態調査報告書（平成 23 年 3 月） 

Ⅱ 管理組合からみた区分所有者・居住者名簿整備の２つの「壁」 

 

管理組合が区分所有者及び居住者名簿を作成・更新することは個人情報保護法に抵触しない。にもかか

わらず管理組合による整備が困難である理由として２つの「壁」が考えられる。 

 

 

 

 区分所有者及び居住者の個人情報提供に対する不安を解消するためには、利用目的や運用方法を使用細

則等で明示するとともに、名簿提出の意義（メリット）、個人情報保護法に抵触しない旨の周知徹底が必要

である。 

 

 

 

 

豊島区分譲マンション実態調査アンケートでは、管理会社のみで名簿を管理しているケースがあった。 

管理会社のみが管理する場合の課題として以下のことが考えられる。 

 ○管理費削減、管理会社変更の臨時総会招集時に管理会社から名簿の提出が得られないケースがある 

 ○震災等の緊急時初動期に活用できない 

 ○適切に更新が行われているか不明 

 管理会社に対しては、名簿管理は管理組合から委託をうけて実施していることから、管理組合が個人情

報保護法による第三者にあたらないことの周知、また、緊急時に対する備えとして管理組合による名簿保

管の必要性を管理業者、管理組合双方に周知する必要がある。 

 

 区分所有者及び居住者の個人情報提供に対する誤解の解消、管理業者の適切な管理組合への情報提

供を促すうえで、条例に名簿整備の義務化を規定することは有効であると考える。 
 
 
Ⅲ 管理組合が備えておくことが望ましい名簿 

・区分所有者名簿（住所、氏名、電話番号、緊急連絡先） 
・居住者名簿（居住者全員の氏名、電話番号、居住者の緊急連絡先、居住者以外の緊急連絡先、要援護者

の有無（または要援護者名簿を別に作成）） 
 
Ⅳ 事務局案 

 条例において、区分所有者名簿及び居住者名簿の整備について義務とし、名簿の項目、使用細則の作成

については施行規則で定める。 
 

  

5,000 人分を超える個人情報を、紙媒体・

電子媒体を問わず、データベース化してそ

の事業活動に利用している者 

１．区分所有者、居住者の協力が得られない 個人情報を提供することへの不安、過剰反応 

２．管理業者の協力が得られない 
名簿管理についての個人情報保護法運用の 

誤解、過剰反応 

管理組合が対象となることはほとんどない 

★区内のマンションにおける最多住戸数…785 戸 

全ての住戸で1戸当たり6.4名以上居住があれば

対象。1世帯あたり人員の少ない豊島区では、対象

となる管理組合はないと考えられる。 

利用目的による制限（§16）、適正な取得（§17）、安全管理措置（§20）、

第三者提供の制限（§23）、開示・訂正・利用停止（§25-27） 



 

 

【参考

 

 

】東京都ママンション管理ガイドドライン 解説 
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■実効性の確保について 

 
1.実効性の確保の手法 

・罰則制度…義務違反に対し、公表、過料の措置をとる制度 
地方自治法第 15 条第 2 項により、条例または規則を設けることで 5 万円以下の過料を科すことができる。 
区事例：豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例（平成 9 年制定（平成 23 年改正）制定当時より罰金規定があるが実績なし） 

 
・登録制度…義務規定のある項目について登録 
 
2．国及び都のマンション関連の登録制度及び登録件数 

 登録制度 制度開始 登録件数（全体） うち豊島区内登録件数 情報更新日 

国 マンションみらいネット 平成 18 年 7月 全国 426 件（うち東京都 83 件） 3 件 平成 24 年 4月 5日 

東京都 

優良マンション登録表示制度 平成 15 年 4月 新築（本認定）192 件、新築（仮認定）16 件 中古 13 件 新築（本認定）4件、新築（仮認定）1件 中古 0件 平成 24 年 2月 29 日 

防犯優良マンション・駐車場登録制度 平成 16 年 10 月 設計 16 件 竣工 15 件（分譲・賃貸含む） 0 件 平成 24 年 2月 15 日 

マンション環境性能表示制度 

（延床面積規模により提出義務あり） 
平成 17 年 10 月 

提出義務…延床面積 5,000 ㎡超 

任意提出…延床面積 2,000 ㎡超 
公表件数 10 件 平成 24 年 4月 5 日 

※東京都は今後「東京 LCP 住宅登録制度」「耐震マーク表示制度（特定緊急輸送道路沿道建築物対象）」が開始される予定。 

※中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例では、罰則は規定せず、登録制度を実施している。 

 

3.罰則制度・登録制度のメリット・デメリット 

 メリット デメリット 

罰則制度 ・義務違反への抑止力が強い。 ・実際の適用が難しく、逆に実効性の確保につながらないことも考えられる。 

・管理不全マンションにおいて、罰則適用対象の特定が難しい。 

・管理者（管理組合理事長等）の責任が過大になる。 

・公表の場合資産価値の低下、過料の場合管理費からの支出と、義務の内容に対し、罰則による影響が過

大である。 

・罰則適用に至るまでの調査が困難である。 

・区からの押しつけ感が強い。 

登録制度 ・管理組合等への負担が軽い。 

・区からの押しつけではなく、管理組合が主体的に取り組むことができる。 

・義務違反への抑止力としては弱い。 

・登録件数を確保する努力が必要。 

 

４．事務局案 

 登録を罰則規定なしの義務化とし、区の責務において、登録するための措置を講ずる旨の規定を設ける。 

 登録は、義務項目に対応していないマンションも全て登録対象とし、対応していないと把握されたマンションについて、区が支援を行う。 

（件数不明）


