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審 議 経 過 
（午後 1時 30 分 開会） 

 

事務局 今日出席予定のメンバーは全員お揃いですので、これより第 2 回の会議開催をお願いい

たします。 

会長 それでは始めましょう。 

一番目に、新年度ですので新任委員の紹介ということでお願いいたします。 

 

1 新任委員紹介 

事務局 今回、役所の方で人事異動がございまして、変更がございますので私からご紹介させて

いただきます。 

（建築住宅担当部長、治安対策担当課長、住宅課長紹介） 

事務局 変更のメンバーは以上でございます。 

なお、本日は、首都圏マンション管理士会城北支部副支部長の戸田委員につきましては、

欠席との連絡が入っております。 

以上でございます。 

 
2 会議の公開について 

会長 それでは 2番目の議題、会議の運営について事務局お願いします。 

事務局 はい。まず、本日の資料の確認をさせていただきます。 

資料は 3つ、参考資料は 1つです。 

資料 1が課題整理と条例骨子の作成について、資料 2が委員名簿、資料 3が適正管理推

進会議の運営についてというものです。また、参考資料といたしまして、よくわかる個人

情報保護法のリーフをつけてございます。 

会議の運営については、資料 3になります。 

前回も会議の運営についてお諮りしたんですけれども、変更部分がございます。 

会議録について、事務局の職員につきましては、事務局と記載するということと、会議

資料の公開でございます。 

会議録及び会議資料は、これを公開し、豊島区ホームページに掲載するとともに、会議

録については事務局及び行政情報コーナーにも備え付け、一般の閲覧に供するものとす

る。ただし、次の何れかに該当する場合は、会議録及び会議資料の全部又は一部を非公開

とすることができる。ということでございます。①、②につきましても会議録及び会議資

料というかたちで記載をしております。 

これが、前回から変更した部分でございます。 

会長 はい。何かございますか。みなさんよろしいでしょうか。 
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3 課題整理及び条例骨子の作成について 

会長 それでは、今日の本題に入ります。課題の整理及び条例の骨子についてです。 

事務局お願いします。 

事務局 それでは、A3 版の資料をお取り上げいただきたいと思います。 

（「資料 1 課題整理及び条例骨子の作成について」説明） 

資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長 はい、ありがとうございました。 

それでは、かなり具体的に内容が出てきましたので、皆さんからご意見をいただきたい

と思います。いかがでしょうか。 

Ａ委員 2 点ほど教えていただきたいのですけれども。 

個人情報保護法のところで、マンションの名簿を作るときは、これはあくまでも本人の

同意なんですよね。こういう目的で作ります、と言って相手がわかりましたと言ってくれ

ないと、これは出てこない。虫食いの名簿を持っているという可能性もあるということで

よろしいですか。 

事務局 その通りでございます。 

Ａ委員 あともう 1点は、全てを登録対象というのは、 終的にはこの条例に引っかかる全部を

区が把握して、義務のところは、ここのマンションはこれはやっているけれどもこれはや

っていないといったことを全部把握するということですね。 

事務局 はい。その通りでございます。 

会長 豊島区はマンション何件くらいありますか。 

事務局 937 件でございます。 

会長 約 1,000 件ですね。調査していくわけですね。 

事務局 はい。 

Ｂ委員 2 ページ目に総会・理事会議事録、設計図書等の保管とありますが、一応努力義務とな

っていますが、少なくとも総会の議事録は必ずどこかに保管して、保管場所を明確にする

ことをやらないと、理事長さんは 20 万円の過料に処せられますから、これは完全に義務

なんです。他は特別に義務にはなっていないんですけれども、そういうのを含むことなん

で、できたら義務とした方がいいんじゃないかと私は思います。設計図書なんかも 近は

古いものはなくて困るということでＣＤ化などいろいろやってますので、この辺は是非や

った方がいいかなと思います。 

それから法定点検も、例えば消防設備点検などもやらなければいけない義務なわけです

から、中にはそうではないものも一部あるんですけど、基本的には義務にした方が私はい

いと思います。 

これは内容的になんでもいいんですか。 

会長 どうぞ。それでは、まず今までのところまで事務局いきましょうか。 
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事務局 総会の議事録について、今回新築も既存も含めて対象にいたしますので、非常に古いマ

ンションについてはもともと備わっていないというところもあると思うんですね。だから

ここを義務化するというのは、そういったマンションを考えた時には厳しいことになって

しまうのではないかということを考えまして、こちらの方は努力規定にしたということで

ございます。 

Ｂ委員 過去なくなっているものについては仕方ないことなので、少なくとも条例化した後につ

いては、そういうことにしなさいというのは良いのではないでしょうか。 

事務局 あと法定点検ですね、例えば定期報告などに該当するものの現在の届出率が、これは義

務化されているんですが大体 70%というようなことがありまして、今回は努力規定の方に

おいたわけですけれども、法の方で義務化されて条例で努力義務というのはおかしいでは

ないかというご指摘だと思います。罰則といいますか、現在勧告あるいは公表制度を考え

ておりますけれども、全てのマンションにかかってきてしまいますので、義務にしたとき

に非常に老朽化したマンションなど、罰則規定がどんどんかかってきてしまうということ

を恐れまして、この部分では努力規定というふうに考えております。 

Ｃ委員 ちょっと反対です。Ｂ委員と同じ意見で、法律で定められているもので古くなったマン

ションほどきちんと今後は点検してもらわなければ、かえって危険性が増すだけで、この

条例を作ってきちんとしていただく趣旨が薄れてしまうと思います。総会の議事録もそう

なんですけれども、法定点検も私は義務化をする必要があるのではないかと思います。 

それからもうひとつ耐震診断ですが、確か東京都では緊急輸送道路沿いのマンションは

3年位の間に診断そのものは義務付けになりましたよね。 

事務局 はい。 

Ｃ委員 だからそれから考えても、診断そのものは全部ではなくていいんですけれども、ある程

度の義務化は必要なのではないかと思います。 

事務局 特定緊急輸送道路のご指摘かと思うんですけれども、こちらについては時限的に特定緊

急輸送道路に位置付けられた沿道の建築物で、その道路幅員が 2分の 1以上の建物の高さ

全てが対象となります。これは用途に関係なく義務化されるものです。約 1,000 棟あるマ

ンションに義務化もしていきたいということはあるんですが、東京都がそれをできたとい

うのは、実は補助額が個人の負担が基本的にはないという手当ができたわけです。国費と

都費だけで賄えるということで打ち出せたと思っておりまして、これを義務化した時に、

区が国・都の補助ももちろん活用するんですが、なかなかそこまでの手当が財政上ちょっ

と難しいのではないかというふうに考えていまして、今回はとりあえず努力規定というか

たちにさせていただいているものです。 

Ｂ委員 緊急輸送道路沿道は。 

事務局 特定緊急輸送道路の沿道のは全てかかるわけですから大丈夫なんです。 

Ｂ委員 そういう一部だけでも義務化というふうに分けてもいいと思います。 

事務局 はい。 
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会長 他にいかがでしょうか。 

Ｂ委員 名簿の管理に関連することなんですが、なかなか管理組合自らが何号室に誰が住んでい

るといった名簿の管理をしていないのが現状なんですよ。管理会社にお任せという感じが

ほとんどですね。そういうことで管理会社から見た時には、個人保護法の規制があるので

開示できないということをかなり言ってくるケースがあるので、私が管理しているところ

では、必ず名簿の実態的な所有権というのはこちらにあるんだということを明確にしろと

いうことで、こちらに持ってくるようにまずしなさいと指導しています。 

それからもうひとつが、調べるのが大変ですので、必ず区分所有者が変わる時には変更

届なんかをするんですね。それを全部集めてファイル化していけばかなりの部分で変更が

出てきますので、そういうのも活用していけば結構な部分が入ってきます。 

それと、右の方に望ましい名簿とありますけれども、当然区分所有者の名簿はあるんで

すけれども、 近は賃貸者の名簿の管理がないと非常に運用上難しいですね。いろいろ防

災の時に関しても、いろんなコミュニケーションに問題があるなど非常に問題になってい

ますので、そういうところを掴むような努力義務を是非入れていただきたいと思います。

私どもも使用細則の中にそういうのを入れなさいということでかなり指導しておりまし

て。例えば、ゴミを引越す時に山ほど置いて行ってしまうんですよ。どこに行ったかわか

らなくなっちゃったりしますので。そういう時のために、持主、借主、仲介業者の三者で

覚書をはじめに交わしておいて、何かあった時は三者が責任を持つという話です。ですか

ら仲介業者が入って大体敷金とか２カ月分取るんですね。その中で上手くやって、敷金は

大体１カ月の間に清算するものですから、その間に問題を指摘して押さえるというやり方

を指導しています。そういうことも含めて是非これを入れていただければと思います。特

に豊島区の場合は賃貸の比率が高いと思いますので。 

会長 これが条例で義務化されると効果はありそうですか。 

Ｂ委員 まあ、努力義務位であれば少しは違ってくると思いますが。 

会長 今は義務化の提案なんです。 

Ｂ委員 これは完全に義務化なんですかね。どこまで義務化できるか、賃貸者名簿まで義務化す

るかですが。 

事務局 義務化して、さらに細かな、今ご指摘いただいた点等につきましては規則以降に記載す

るような形にしたいと思っております。 

Ｂ委員 あと、実効性の確保のところで、罰則、登録とあるんですが、実際私が管理組合の立場

とした場合、罰則は従わざるを得ないのですけれども、登録は多分難しいというのが意見

です。登録しても、それが自分達のマンションにどういうメリットがあるんだということ

がないとやらないと思うんですよ。ただ登録してステッカーかなんか貼ってもらっただけ

では大変難しいと思います。区が支援を行うとありましたけれども、この具体的な内容を

もうちょっと発表と同時に出すということ。 

それから、部屋を売る時に資産価値が上がるようにするためには、このマンションはこ
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ういう評価をしてありますよということを、少なくとも豊島区の分譲マンションについて

は売る時にはその情報を仲介業者に開示しなさいと、できるかどうかはわかりませんが。

そういうふうにもし指導できるのであれば、それがいい評価であれば当然高くなるし、悪

い評価であれば注意し、それは一生懸命頑張って管理組合が取り組むのではないかと。そ

れがひとつのアイディアです。実効性があるかどうかはわかりませんけど。 

それらのことを含めて、やはりプラスになるメリットというものをもう少し表面に出し

た方がいいと思います。 

会長 実効性の確保はまた別のテーマになるので、後でまとめて議論しましょうか。 

それまでの条例の内容について。はい。 

Ｃ委員 4 ページに管理会社と名簿の関係が出てきましたけれども、ディベロッパーが分譲する

時に、管理会社を宛先として氏名や住所を書かせるケースもあるので、管理会社が持って

いる名簿が常に管理組合のものを預かっているとは限らないんですね。だからそこは管理

会社が独自に作っている名簿もあるわけですから、そこはちょっと区別して考える必要が

あるだろうと思います。 

例えば、臨時総会招集などで名簿が必要であれば、基本的には理事会の方がもし預けて

いるのであれば、預けているものを戻してくれとか、あるいは 5分の 1の人達の請求があ

って総会開きたいのだけれども区分所有者の住所がわからないというのであれば、現に理

事会があるわけですから、こういう請求があったから、では管理会社は今預かっているも

のをその 5分の 1の人達に見せてあげてくれとか、そういう手続きが必要になってくるこ

となので、ここの表現はちょっと検討していただいた方がいいかなと思います。 

それと 2ページの条例骨子の総則の責務のところなのですが、マンション管理士さんな

どの専門家とか、国や区などの団体もやはり責務があるんだというふうに入れておいた方

が良いかと思います。 

会長 今のお話だと、この名簿を作成する義務者は誰かということですね。管理組合というこ

とですか。 

事務局 管理組合と考えております。 

Ｂ委員 不明確になっているんですね。そこが曖昧な表現になっていて。下手すると名簿作る時

なんかも、管理会社の名前だけ入っているとどうしても管理会社がやっているように見え

ちゃうんですね。その上に管理組合の名前を入れて、管理会社の名前を下に二段書きで入

れておけば、管理組合のもとにやっているんだということがわかりますから、そういうこ

とをきちんと指導していかないといけないですね。 

会長 他にいかがでしょうか。 

参考までに、名簿を作成していたマンションが被災した時に、保管を厳重にということ

で鍵をかけたらしくて、災害時にまったく取り出せなかった。実際まったく有効ではなく

て使えなかったということがあります。保管方法をあまり厳重にするとマイナス部分があ

るということもガイドラインのところでぜひ載せていければと思います。 
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Ｂ委員 避難時に誰が責任持ってやるかということなんですけれども、防災管理者なんかも当然

いますけれども、たまたまそこにいなければどうしようもないわけで、少なくとも理事さ

んが 4、5 名は普通いらっしゃいますから、その時いるかどうかはわかりませんけども、

その責任のもとにやっていただいて、もちろん代が替われば次に引き継いでいくとかいっ

た、そういうことを考えないといけないですね。 

会長 いかがでしょうか。では私から。 

2 ページの真ん中にある、管理組合または管理者と連絡が取れる体制の構築というのは、

これは誰が連絡を取れる体制という趣旨になりますか。地域の方ですか。 

事務局 これは行政と考えました。 

会長 連絡先表示板の設置と書いてあるのは、これはどちらかというと地域の方ですか。 

事務局 はい、これは地域です。 

会長 では両方ということですね。地域と行政が連絡を取れる体制ということですね。 

他にいかがでしょうか。 

皆さん、義務化には積極的なようですね。可能なところは義務化されるといいですね。

はい、どうぞ。 

Ｄ委員 先ほどお話に出ておりました要援護者の名簿ですが、条例骨子のガイドライン等で記載

する事項というところをみますと、名簿を作成する、あるいは把握するということですが、

この名簿が実際にどういう風に使われるのかというところを何らかのかたちでやってお

かないと、名簿がありますよ、ではその名簿を実際にどうするんですか、というところが

非常に気にはなるところなんですね。この点について、現時点でこんなケースがあるとい

うような事例みたいなものがあるのでしたら教えていただきたいと思います。 

Ｂ委員 少なくとも、大災害は私たちまだ経験していないものですから除きまして、例えば火災

である部屋が燃えて、私はまだ経験はないんですが、そこに誰が今住んでいるかというこ

とを当然消防署が聞きに来るわけですね。その時になにもないと、要するに賃貸者の名簿

もないと誰が住んでいるかわかりませんと、亡くなったとすれば身元が分からない、もし

避難していれば間違いなく避難しているという確認もしなければなりませんがそういう

こともできない。少なくとも火災とかそういう時があるのがひとつありますね。 

それから特に、身体の不自由な要介護者に関しては、災害などの時は間違いなく 後ま

で避難したことを確認するためのステッカーを作らなければならないとか、そういうこと

もいろいろ検討をするとかですね。なかなかまだそこまでは少ないですけどね。防災マニ

ュアルとか、要介護者が何階のどこにいるとか、というようなところです。 

Ｄ委員 火災などの時に公的な機関から情報提供を求められた時というのがひとつ、もうひとつ

は、やはりそれがあることによって何らかの安全確保につながるような仕組みを。これは

条例に盛り込むべきなのか、あるいはガイドラインに盛り込むのかというのはあるんです

けれども、そういったところに、マンション管理組合がある種の主体的な受け止めの中で、

担保というか、そういうかたちができると非常にいいのかなと思います。そのために、具
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体的には、ひとつはガイドライン等で示していくというのがいいと思います。 

Ｂ委員 もうひとつは 近孤独死ってありますよね。孤独死の時に誰か一人ぐらいは親戚とかい

るでしょうから登録していただければ、そういう人たちに連絡がつきますよね、名簿があ

れば。そういう部分も含めていければ、今の時代ですから。 

会長 名簿の活用の例をガイドラインに書くといいですね。 

他にも、洗濯機の水漏れ事故が起きて、緊急連絡先が分からなくて半日間流れっぱなし

だったらしいです。 

そういうケースをいろいろ集めて、名簿の効果がわかりやすく伝わるように。 

事務局 はい。 

会長 他にいかがでしょうか。 

Ｅ委員 対象としているマンションというのは、新築から既存マンションまで幅広く捉えている

のでしょうけれども、気になるのは長期修繕計画です。築 50 年経ったマンションが今後

長期修繕計画を立てるのか、建替えかどうするかという話になるのだろうし。まだ事例は

少ないんですが、定期借地権のマンションは 35 年位ですから、長期修繕計画というより

も、標準的な設備にもよるんですけれども、例えばエレベーターがついているようなもの

が 35 年の定借権でフルチェンジするかといえばしませんよね。ちょっとその辺の考え方

の一定線の整理をしないと、築 50 年位でこれから長期修繕計画を立ててくださいと言っ

ても、実効性がかなり薄くなるだろうし、定借権の建物についても多分そうなんだろうな

あと、この辺が気にかかります。 

ちょっと理解を深めるために。建替えの時に仮住まいに入りますよね。うちの辺りは駐

在所というのがありまして、駐在さんが仮住居に調べに来るんですね。今日は警視庁から

現役バリバリの、特に巣鴨署の生活課長さんに来てもらっているので、その辺詳しいので

はないのかなと思うのでお話しいただければと思います。調査しますよね。 

Ｆ委員 その関係は、交番の警察官が巡回連絡というかたちでお邪魔させてもらうんですね。居

住者の関係をいろいろ書いてもらう、これは法的根拠というのは大きく捉えると警察法の

2 条なんですけれども、あくまでもお願いベースのものであります。ですから強制権は、

はっきり言うとないんですけれども、 終的な目的としましては災害の関係ですとか不慮

の事故、その時のためにということで、住民の安全確保等も含めて、そういう目的で巡回

連絡をさせてもらっているというところであります。 

Ｅ委員 片っ端からやるということではなくて、きっと巡回している警察官の方が、あそこのア

パート空いていたけど人が入ったよだとか、あるいは今度建替えがありそうだとか、そう

いうのを見ながらやられているのか、あるいはアパートの管理人さんから今まで空いてい

たけれどやっと入居者が入りましたと連絡が来るのか、多分うちの管内駐在所というのが

もうないんですよね。うちのあたりなんかは駐在所があって、結構きめ細かくそういうの

を見てくれるんですけれども。豊島区に置き換えた時には、多分アパート経営者からの通

報ではなくて、巡回しているおまわりさん達がそういう機会を捉えてやっているという理
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解でよろしいでしょうか。 

Ｆ委員 おっしゃるとおりです。例えば居住されている方がいれば、そのカードがあります。そ

こが空いていれば空きというカードで把握をしています。そして空きと把握しているとこ

ろに居住者がいれば訪問して、いろいろお聞きするということをやっています。 

会長 情報の把握は条例かなんかに根拠があるんですか。それともあくまでもお願いというこ

とですか。 

Ｆ委員 巡回連絡ですか。これは条例の規定というわけではありません。あくまでもお願いとい

うことで、大きくまとめれば警察官の活動と申しますのは警察法第 2条を根拠にしている

というところであります。 

会長 わかりました。今回これが条例化されれば、もっとそういう活動がマンション内でもで

きそうですね。 

事務局 はい。それから、先ほど委員からご指摘の長期修繕計画の件なんですけれども、定借や

そういったものは、例えば 50 年なら 50 年ということで決まってるわけですから、そのマ

ンション内においてそれが明らかになってますから、そちらを例えば、そういうものに対

しては除くというような規定を明記すれば整理が出来るのかなと考えております。 

会長 そうですね。長期修繕計画について幅広くガイドラインの中で捉えれば大丈夫だと思い

ますね。建替えを含めた長期管理運営計画という考え方があるんですけれども、それまで

拡大していけばというのもありますね。 

他にいかがでしょうか。 

Ｃ委員 3 ページの防犯への対応の、暴力団排除の件ですが、確か賃貸住宅の標準賃貸借契約書

の中には既に暴力団排除の条項が入っているんですね。国土交通省でも新たなマンション

の管理に関するルール検討会で暴力団排除の条項を入れるという方向でもうすぐ入ると

思うので、努力義務というよりは、義務化してもいいような気がしております。 

会長 事務局いかがですか。 

事務局 この部分は、今回区で制定した暴力団排除の条例を見ますと、そこで義務規定ではなく

て努力義務となっておりましたので、それに合わせただけですので、あまり深い意味はな

くそのまま努力義務というかたちにさせていただいています。 

会長 これは賃借人だけではなくて、売買の時の買う人にも適用されるわけですね。 

事務局 はい。 

会長 そうすると義務化というのは簡単にはいかないですかね。 

では、努力義務ということでよろしいですかね。 

事務局 対象は分譲を考えておりますので、賃貸は今回の条例では取り扱わないということで、

賃貸借契約の方については記載していただくというかたちにはしたいと思います。 

会長 他にいかがでしょうか。 
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Ｃ委員 同じページの、町に未加入マンションの町会協議というのは、これは協議をすることを

義務付けるという、そういう意味ですか。 

事務局 そのとおりでございます。 

会長 内容がわからなければ質問してください。私も 初これを聞いた時、詳しく聞きました

から。 

事務局 実は、これから建築するという新築マンションで、規模が地階を除く階数が 3階以上で

住戸数が 15 戸以上というものは集合住宅条例が適用されて、その中に地域コミュニティ

の形成という条項がございまして、事業者が事前に、その属する町会と加入について協議

をしなければならないという義務規定を設けております。 

当初は、町会からはマンションになかなか交渉が出来ないと、建設されてしまうと我々

が行っても現在オートロックのところが多いし、誰と協議していいかわからないというこ

とがありまして、町会連合会から区の方に要望が来ていたんですね。それで集合住宅条例

で、建設する前の段階で事業者とあらかじめそういう協議を行っておけば、実際に入居さ

れた方々がそれを前提に来られますから、ほとんどが重要事項説明書にそういったことを

記載していただくと。で、実際に入るか入らないかは町会さんと管理組合さんの方でどう

するかといったかたちの条例を作っております。現在 75 件そういった協議を行っていて、

事前協議の段階では 75 件すべて協議はまとまっているという状況ですので、これを少し

拡大したいということを考えてこの規定を設けたものでございます。 

会長 おわかりになりましたでしょうか。 

Ｃ委員 事業者は大概事前協議しますよね。それで、入るのを条件に購入してくださいというこ

とでやるんだけど、ここに書いてあるのは、管理組合としてそういう縛りがなかった場合

に加入するかどうか、とにかく協議はしてくださいと、こういうことですか。 

事務局 はい。そうなんですね。町会加入は任意団体ですから義務付けできないと。だけど、協

議を義務付けることは可能ではないかというのが当時出た結論で、現在も運用していると

いうことでございます。 

会長 今度は新築だけではなくて既存も対象にしようというわけですね。 

事務局 はい。 

会長 そういう意味では相当思い切った提案だと思います。 

事務局 ですので、現在この条例を動かすのにコミュニティの部分では、都市整備部それから区

民部とかなり連携を密にやっているわけですけれども、今後既存のマンションも含まれま

すので、なお一層ここの連携をきちんと取らないと、全然聞いてないよというようなこと

にならないようにしていかなければいけないだろうと思っております。 

Ｂ委員 マンションの規模がある程度大きければ、それ単体がひとつの町内会的な活動の場にな

れますので、そういう動きもありますから、少なくともそれを書いていただくのがひとつ

と。あと、今回の 3.11 の震災に関連して、緊急の水とか食料とか、窓口的にどういう配
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給形態になっていくのかというのがありますよね。今まで町会をベースにやっているんだ

ろうと思いますけれども、今言ったように、どこにどういうふうにやっていくのかという

のを逆に区側の方で決めておいて、入ってくれなかったらこういう問題もあるんですよと

いうことをちらっと匂わしながら、やっぱりある程度加入していただいて、そういうこと

も考えた方がいいと思います。 

事務局 新築のマンションの方は、実は町会加入の規定だけではないんですね。今ご指摘があっ

たように大規模なマンションについては高層階に備蓄倉庫、これは居住者用ですので 5層

以内毎に 1箇所備蓄倉庫を設けると。それともうひとつ地域貢献施設というのを協議の対

象にしているんです。そのマンションが地域にどのように防災上貢献できるか。これは規

模が階数 6以上、延べ面積は 3,000 ㎡以上のマンションが該当するのですが、町会加入の

他に防災上の地域貢献の協議も行っていただいていると。その結果、例えばマンホール型

トイレを設置して、それをマンション住民だけではなくて地域の方も利用できるような話

し合いが行われて設置された例であるとか、地域用の備蓄倉庫が設置された例であると

か、水をきれいにする精製システムをマンション内に設けるといった協議が整っていると

ころもあるということで、これは、これから作るものですから物理的にそういった協議が

ある程度可能なんですね。ただ今回既存のマンションで、既に建物があってぎりぎりに建

っているマンションも対象になりますので、スペース的な面ではなかなか難しいのではな

いかと思っています。ただ、3 日間は少なくとも 低備えておくということは、現在でも

新築マンションについて行われておりますので、それは可能かと思います。 

Ａ委員 町会の話が出たので、うちは町会を担当しているんですけれども、事前協議は非常に町

会から好評をいただいています。先ほど 75 件とあるなかで、前向きに、重要事項説明書

に記載をしていただけるとかというふうに8割以上の業者さんがやっていただいているの

で、地元町会とすると、加入はその先の組合さんの判断なんですけど、道筋をつけていた

だいているという面で非常に好評をいただいていると。 

あと、やはり既存のマンションが、どなたと交渉していいかわからないという、つまり

管理組合さんのどなたが代表なのかがなかなかわからないので、多分これで義務付けをす

ると、相手方から私が管理組合のなんとかですよと。加入は基本的には任意なので組合さ

んの判断なんですけど、その方が代表なんだということが地域の町会の人達がわかること

がかなりのメリットがあると思うので、相当侃々諤々の動きの中で生まれるのかなと期待

しているところです。 

会長 他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

Ｇ委員 今の件で、結局具体に既存のマンションの町会加入の道筋は、どんなふうなことを考え

ていますか。 

事務局 現在事務局は登録制度を考えているんですけれども、登録がどれだけ増えてくるかとい

うことに尽きるのかなと思っております。全部備わってなくてもいいからとにかく区に登

録をしていただくと。先ほども話があったように、登録を拡大するには何か支援メニュー

が必要ではないか、その方がスムーズにいくのではないかというご意見をいただいている
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わけで、ここをどれだけ増やせるか。登録制度になったけれども件数があがってこないと

いうことになると、なかなか町会加入の協議というのも進まないだろうというふうに思っ

ております。次の議論になろうかと思いますけれども、登録件数の増が条例を作った時に

課題になってくるだろうというふうに思っております。 

Ｇ委員 先ほどの個人情報の関係で、管理会社が情報を持っていて、変な話理事会が出してくれ

と言っても出なかった実態があるといった、そこのところをガイドラインか何かでちゃん

と一般のマンションの居住者等にわかりやすく周知をしていくのがひとつだと思うんで

すけれども、そのことと今回の町会加入のことについても、やはりコミュニティにかかわ

る非常に大事な部分なので、今回の条例はかなり幅の広い条例ですけれども、その中で義

務化あるいは努力義務とガイドラインという方法がありますけれども、何かしらの道筋を

示すといった役割を持った条例というのも特に豊島区の場合非常に意義があるのではな

いかなと思ったものですから、意見として述べさせていただきます。 

会長 はい。どうぞ。 

Ｈ委員 そもそも個人情報なんですけれども、今想定されているこの個人情報の内容というか範

囲はどういったものを想定されているのでしょうか。というのは、個人情報の内容そのも

のによって地域との関係づくりというのを模索されているということなんですけれども、

実際に情報に基づく地域との連携のあり方というんですかね、どういう局面で使うかとい

うのをはっきり明示しておかないと、結局必要なところに情報が伝わらないとか、そうい

うことになりかねないのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

事務局 現状としては、居住者名簿を自身の管理組合が把握していない割合が非常に高いという

のを憂慮しておりまして、まず管理組合自身が名簿を持つということが非常に重要という

認識でおります。管理組合が本人同意の上で収集していただく、そのうえで基本的には管

理組合自身がその名簿を運用していただくということを考えております。 

緊急時においては、管理組合が本人の同意を得ずに、もっとも情報をとる際に、どうい

ったことに使いますというのをあらかじめ書いたうえで居住者名簿を提出していただく

のが一番だと思いますので、そういったことはガイドラインや施行規則等で定めた上で、

例えば緊急時の消防やそういった機関に提出します等書いたものを示したうえで、管理組

合がまず居住者名簿及び区分所有者名簿を整備すると。そのうえで災害時などに使ってい

ただくということになるかと思います。ここで事務局も考えておりますのが、例えば民

生・児童委員さん等が、通常緊急時でない時の把握として使えるかという部分については、

現在検討しているところです。ただ、通常時であれば管理組合が居住者や区分所有者に啓

発・周知することで、本人がそういったところに申請をすることを気づかせるような役割

を管理組合がすることで、管理組合から他機関への提供というかなりハードルの高い部分

を越えようとしなくてもいいのではないかということを考えております。 

会長 よろしいですか。 

ちょっとよく理解出来なかったんですけれども、要援護者の名簿の話ですよね。本人の

同意がなくて管理組合がよそへ提供できるかどうかという話ですね。そういうことでよろ
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しいですね。 

事務局 はい。名簿の使い方ということでしたので、緊急時には管理組合が他機関へ活用できる

というのは個人情報保護法に抵触しないと考えているのですが、通常使用として管理組合

がその他に使うといった場合に、壁を越える必要自体がないのではないかという部分のと

ころでお話をさせていただきました。 

会長 今は、管理組合は民生・児童委員に対して要援護者の名簿を提供できないという判断で

すね。 

事務局 お配りした参考資料の中では、いわゆる人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合で

すとか、公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、第三者提供の例外ということがあ

りまして、そういったところでは全く提供が出来ないということはないと考えておりま

す。ただ、民生・児童委員さんがご家庭をまわる際の把握として、通常の段階で名簿の提

供を求められた時は難しいのではないかと考えております。 

会長 わかりました。いかがでしょうか。 

名簿の作成を義務化するというのはかなり大変な、重要なテーマですので、ぜひしっか

り議論して実現したいですね。 

事務局 はい。 

Ｄ委員 先ほど議論のテーマになったことなんですが、旧耐震基準のマンションの耐震診断の実

施について、今東京都の被害想定の見直しの関係で、豊島区は震度 6弱から震度 6強にな

るというような話があるということで、もう少し詳細な内容が出てくると思っております

が、そうした中で特に旧耐震のマンションの耐震化というものが、改めてクローズアップ

されるのではないかと思っております。そうした中で先ほど事務局のお話で、努力義務に

するという考え方が、いわゆる区としての財政的な支援がどこまでできるかというところ

で判断しているという話ではあるんですが、そもそも自分の財産で、自分の住まい・生命

を守るという点で考えた時に、自分が住んでいる古いマンションを、改めてどうしたらよ

いのか、今大丈夫なのかということを考えるというのは、非常に重要なことではないかと

思っております。その場合、区が必ずそれに支援するということとセットで議論するとい

うことよりも、ここの場で議論するべきかどうかというのはあるんですけれども、やはり

一つのテーマとして議論をすべきではないのかなというふうに私は思っております。 

今後このテーマについて何らかの方向性を議論して、あるいは既に十分議論をしたうえ

であれば、お伺いしたいのですが。 

Ｅ委員 事務局では答えにくいと思いますので、建築行政全般の話だろうと思うのですけれど

も。今の話は、マンションに特化した話ではないんですよ本題が。ですからマンションに

特化して何かやるという気持ちはありません。で、もうすぐ明らかになってきますけれど

も、耐震関係の国等の交付金等が、ほとんど東日本の震災復興に持っていかれていて、多

分こちらの方には予定上の配分がまいりません。ただ行政がやれと言っても、支援の度合

いによって応じるか応じないかということになりますので、ちょっとまだ、時期尚早だと
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思いますし、マンションに限ってやるというのは、明日選択したからやっていかなければ

ならないという話になりますと、緊急輸送道路であるだとか、あるいは木密の躯体である

とか、そういうふうに優先順位を区切ってやっていかないと、全てという話になると、そ

れこそ国の方の考え方と矛盾が生じてまいりますので、その辺をもうちょっと、この型が

ないところでの議論をした方がいいと思います。 

会長 よろしいですか。 

Ｂ委員 実際になぜやらないかというと、ご存じのように旧耐震でやった場合、それが 0.2 とか

0.3 とか悪い Is 値が出た場合、本来はきちんと改修しなくてはいけないんですけれども、

古いマンションだとその費用がまずないんですね。そうなってくると悪い評価だけが残っ

て、仲介する時情報を開示しなさいということになってますから、悪いうえになおかつ悪

い評価を出しちゃうと資産価値が下がるという心配があってなかなかやらないというの

がひとつあるんですよ。 

これは私も悩んでいるんですけれども、出来たらもう少し簡易版の評価基準を作ってい

ただいて。診断をやると大体何百万とかかるわけですけれども、簡易版で何十万位からの

世界のなかで、縦横の xy 軸で、ある程度構造計算はやるんですけれども、そんなにお金

をかけずにやる方法が実際あるんですよ。例えばコア抜き試験して云々じゃなくてそこま

でいかなくても、計算上だけになりますけれどもね。そういう簡易版でやって本当にどう

なのかと。それは簡易版ですから当然仲介業者への開示がいらないわけであって。そうい

う何かうまい方法はないのかと私達も検討しているのですけれども。簡易版は当然お金が

出ませんから、補助金的なものが少しでも出ればありがたいと思います。それがひとつの

解決になるかはわかりませんけれども。 

事務局 売買の際に、例えば中古物件を購入しようとする場合、そのマンションは耐震診断をし

ているかいないか。している場合については結果を記載しなければいけないんですね。と

ころが未実施の場合、ただ未実施だけで終わってしまうんですね。ですので、未実施のま

まの方がむしろいいのではないかということになっている現象もどうもみられるようで

す。耐震診断をして白黒はっきりつけちゃって Is 値が 0.3 位であったと。ここまで明ら

かにして売買が行われるのであれば、自分たちのマンションの財産価値が減るんだと。だ

から、診断は未実施のままの方がいいという考え方でいらっしゃる方もいるということは

聞いております。 

会長 この問題は難しいですよね。 

仙台の例では、地震に弱いところはわかっていたんですが、それに対して改修をするか、

それとも地震保険でカバーするかという選択をした結果、地震保険でカバーすることにし

たんですね。それで 終的には成功したんですね、その方がはるかに負担が軽かったとい

うことです。ですから改修まで行くというのは様々な判断が入るので、それまで考えると

なかなか診断そのものを義務化するというのは難しいなという感じを私は持っています。

参考までに言うと、 近の研究で地震確率というのが発表されていますので、東京都の

中でも地盤によってまったく違いますので、そこで地震の確率に、新耐震、旧耐震の被害
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の可能性を、ずっと確率計算をかけていって、 終的に耐震改修をした方が得なのか、壊

れた後改修した方がいいのかという経済的な評価をしました。私たちの評価では、豊島区

付近に来ると、壊れた後改修した方が確率的にはお金がかからない可能性が高いという評

価になりました。湾岸沿いに行くと地盤が悪いので、明らかに 初に改修をした方が効果

が高いと。そういうこともあるので、義務化というのは相当十分議論していかないといけ

ないですね。 

Ｅ委員 建築基準法自体で維持管理は努力義務でしか謳ってないんですね。そこがそもそもの間

違いで、基準法が強制力を持たないのに、ここでいくら言っても誰がのるかという話。で、

会長さんのお話のとおり豊島区は地盤がいいんですよ。だから考え方も国、都道府県、市

区町村レベルで考えた時には、豊島区の特性から考えて、なかなか大規模な耐震改修が出

来ないとすれば、そもそもの新耐震の考え方と同じように、大破して人命に損傷を与える

ようなことを避ける程度という考え方もあるんですよ。そして今会長のおっしゃったとお

り、高いお金出して強固な建物を作るよりも、逆に少し弱くしてそこに地震力を集めて、

大破しないで中破で済むようにして。その作りは難しいですけれどね、罹災証明の如何に

よって地震保険というものは変わってしまいますので。ただ、そういう考え方は減災とい

う意味では今後当然あるだろうし。事務所建築や商業ビルは、大きいところは皆に気づか

れないようにそっと耐震改修やって、終わった途端うちは安全ですという言い方で。共同

住宅はそれぞれの生活があるので、まず進まない分野なんだろうなと思います。今会長さ

んのおっしゃったような考え方、それから耐震診断・補強と地震保険とをうまく合わせた

ようなストーリー立てにすると効果があるのではないかと思います。 

先ほどＢ委員が言われた簡易診断なんですけれども、建築実務をやっている人間からす

ると、もともと学校の耐震改修を今でいう文科省と国交省でやった頃に、平面図だけ見て

一次診断、二次診断、三次診断と進めていったんですけれども、一次診断の誤差が大きす

ぎてほとんど当てにならないという結果がひとつと、上物が良くても下部構造が悪くて、

こないだの仙台の津波で、建物はいいんだけれどもそのまま流されちゃったというのがあ

りましたよね。地震によっても、上物が剛構造であっても基礎がしっかりしていないと、

さいころのように転がってしまう。建物はもったとしても中にいる人が安全でないとだめ

ですよね。そうなるとなかなか簡易診断というのはリスクが大きすぎるのではないかなと

思います。 

Ｂ委員 なんでそういうのをやっているかというと、1 階がピロティになっているところが結構

あるんですよね。明らかにピロティの部分が弱いというのはわかっているんだけど、何も

説得力がないんで、だからそういうことをやって皆さんに納得してもらったという使い方

ですけれども、その場合は。何十万の世界でやりましたけれども。 

会長 議論が盛り上がってきましたね。 

他にいかがでしょうか。 

Ｂ委員 区分所有者さんの名簿の件で気になったことがあります。 

要は、昨年の 7月の標準管理規約の改正の中で出てきた役員の資格の問題絡みなんです
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が、区分所有者が複数いらっしゃいますよね。それから代表者を決めたりして組合員とな

ると。そういうのは少なくとも組合員である限り出さなくちゃいけない内容なんですよ

ね。それはもう義務ですよね、少なくとも。お金どうやって集めるかという問題と、総会

とか誰が出ていく、委任状は誰が出す、組合員名簿がないとできませんから、そっちのほ

うでまずひとつの縛りが出来ますよね。区分所有者という意味では。ただ、さっき言った

賃貸者の名簿となるとそこまでいかないですけれどもね。 

会長 今の話をお聞きして、この義務を実施する人を先ほど管理組合と言いましたけれども、

例えばワンルームリースマンションのような分譲マンションだと管理組合が実質機能し

ないですよね。その時に誰がこれを実施するのかということになると管理者ですね。管理

者というのは管理会社ではなくて理事長にあたる人で、それは区分所有者でなくても出来

ると。管理組合または管理者としておけば、今の話は大丈夫ですね。 

事務局 はい。 

会長 それでいいですよね。Ｃ委員。 

Ｃ委員 ちょうどそれとの関係で、2 ページに管理組合の組織化と書いてあるのだけれど、要は

役員を選任しなさいという趣旨なのか、それとも管理者がいないところもあるから、 低

限管理者だけは選ぶようにしておきなさいという趣旨のどちらなのかと思っていたので、

いかがでしょうか。 

事務局 今お話があったように、実際何も組織化されていないマンションもございますので、そ

ういった意味で、こちらの方は 低限組織化していただきたいという趣旨でございます。

会長 ガイドラインでいくつかのタイプを示してあげるといいですね。 

事務局 はい。 

Ｂ委員 管理者という言葉はある意味曖昧で、区分所有法の古いものは全部管理者で逃げている

んですけれどもね。現実的にはやっぱり組織化することによって、理事会の中の理事長と

いうかたちになるんですけれども。ものの本にはこうだと書いてあるんですけれども、そ

の場合管理者というのはもっと違った側面もありますので大きな言葉なんですね。さっき

言った賃貸マンションは大体管理会社の中から適当に管理者を選んで、その人がお金も物

も全て管理している、いわゆる第三者管理的なかたちになりますよね、そういうことをや

っているところも管理者と言いますし。ちょっと曖昧なので一般の人が見た時にわかりづ

らいような気がしますよね。だからそこのところをもう少しわかりやすく書いてあげた方

がいいかもしれませんね。管理者という言葉は。 

会長 法律上の管理者と管理人とごっちゃになっちゃう人もいますよね。 

Ｅ委員 条例の中でよくあるパターンとして、用語の定義というのがありまして、この条例でい

うところの管理者は、こういうものを想定していると。条例本文に入れないと誰もわから

ないんですよ。 

事務局 はい。定義のところで明確にします。 
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Ｅ委員 管理者のかんも、この「管」と監督の「監」といろいろ使い分けできると思うので、そ

こでなんか違えないとわかりづらいですよね。そんな工夫を次回。 

事務局 そうですね。次回はたたき台をお出しする予定ですので、文言も整理してお出ししたい

と思っています。 

会長 他にいかがでしょうか。 

今まで出た議論をまとめると、義務化となっているところを、義務化をやめろという意

見はありませんでしたね。ここをもっと義務化したらどうかという意見は出ましたけど。

皆さん大変積極的ですね。頑張ってください。 

後の実効性を持たせるところでは皆さんいかがですか。 

事務局 今日欠席されております戸田委員からは、登録制にした場合について登録件数を拡大し

ていく部分では、支援措置あるいは飴にあたる部分を用意していかないと、なかなか数が

あがっていかないのではないかというようなご提言を受けております。 

会長 全件を順次調査をしていって、義務を満たしていない場合に、義務を満たしていないと

いうことをホームページに公開するというのは、やはり出来ないですか。 

事務局 公表については、やはり慎重に取り扱いたいと思っています。例えば公表する場合でも、

かなり、区が何度か現地の方と話し合わないといけないと思いますので、そういった手続

きを踏んだうえで公表というのは十分あり得ると思います。 

会長 皆さんご意見ありますか。 

Ｂ委員 ぜひマンション管理士会を活用してください。 

会長 そうですね。 

Ｅ委員 関連してお聞きしたいのですけれども、マル適マークってありますよね。重要事項説明

にも載せると思うんですけれども、あれがついていることによって価値が上がる、あるい

はオファーが多くなるということはあるのでしょうか。 

Ｂ委員 少ないでしょう。ほとんどないと思います。ちょっと比較のしようが今のところはない

んですけれども。条例で決まれば少なくとも豊島区は違ってくるのかもしれませんが。数

も少ないし。全国的にも知られていないのではないですかね。 

会長 このみらいネットと優良マンション登録制度はそれを狙っているんですね。これがちゃ

んとあれば不動産価値が高まるのではないかという想定でやっているんですけれども、な

にせ登録数が少ないので市場に影響を与えるまでには至ってないですけれどもね。 

Ｂ委員 みらいネットはちょっと当初の目標と違った気がしますね。 

会長 豊島区で、ほぼ全数の登録がなされると影響がありますね。 

他にいかがでしょうか。 

では、全体について何か言い残したことはありますでしょうか。 

Ｂ委員 具体的な支援策は、また今後詰めていきますよね。 
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事務局 はい。 

 

2.今後のスケジュール及び閉会 

会長 では、ないようでしたら、今後のスケジュールについてお願いします。 

事務局 今日いただいたご意見を踏まえて、条例のたたき台をお示ししたいと思っております。

その時期でございますけれども、6月の 11，12 日の午後 1時半でいずれかご都合がつけば、

このあたりで設定させていただければと思います。 

会長 皆様いかがですか。大丈夫ですね。 

事務局 では、6月 12 日でいかがでしょうか。午後 1時半ということでお願いいたします。 

会長 はい。それでは全ての審議が終了しました。事務局、他にありますか。 

事務局 また、資料の方は事前に送付させていただきます。 

会長 それではこれで終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

（午後 3時 05 分 閉会） 
 

 

会 議 の 結 果 
1. 課題の整理及び条例骨子の作成について、質疑及び意見があった。 

2. 第 3回会議の開催日を 6 月 12 日に決定した。 

提出された資料等 

資料 1 課題整理及び条例骨子の作成について 

資料 2 委員名簿 

資料 3 豊島区マンション適正管理推進会議の運営について 

参考資料 1 よくわかる個人情報保護法 

 


