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審 議 経 過 
（午後 1時 30 分 開会） 

 

事務局 定刻になりましたので、ただいまから第 3回目の会議を始めさせていただきます。 

それでは会長、よろしくお願いいたします。 

会長 皆さん、こんにちは。それでは第 3回を開催させていただきます。 

今回は条例のたたき台が出ております。大変重要な回ですので、皆さんどんな細かいこ

とでも結構ですので気になった点を出していただき、審議を尽くすことが出来ればと考え

ております。よろしくお願いします。 

それでは議題のたたき台について、事務局からご説明お願いします。 

事務局 本日の資料は、資料 1が条例素案の本文のみでございます。資料 2については、関係す

る、引用条文も入れておりますので、今日は資料 2に基づいて説明させていただきます。

（「資料 2 豊島区マンションの適正な管理の推進に関する条例 素案について」説明） 

 今回お示しいたしました、たたき台は以上でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございました。 

それでは、審議の進め方ですが、全体についてご質問ご意見あればお受けして、その後

1 章ごとに細かく見ていきたいと思います。最後にまた全体を通してという流れで進めて

いきます。 

それでは最初に全体を通して、ご質問ご意見ありますでしょうか。 

Ａ委員 規則に定める事項というのが 5箇所ほど出てきておりますが、規則はどこに書いてある

のか見当たらなかったので、確認をさせていただきたいと思って質問しました。 

会長 事務局お願いします。 

事務局 今の時点で規則がまだ出来上がっておりませんので、今回はお示しできなかったという

ことでございます。 

規則につきましては、今回お示した条例のたたき台にご意見をいただいて修正すべきは

修正し、その後に、この方向で条例を作っていくという区の中のオーソライズをとらなく

てはいけないということで、そこで確認したうえで、さらに規則について詰めて、次回 7

月の開催の素案段階で、規則についてもお示ししたいと思っております。 

会長 よろしいでしょうか。 

他にございますか。 

Ｂ委員 規則で定めようと思っている部分はどのようなことですか。 

ざっと見ると、規則で定める事項という言葉が出てくるのは防災、居住者間並びに地域

との良好な関係づくりというところに出てきますが、この地域との良好な関係づくりとい

うのは、非常にデリケートで、1、2と表現するのが非常に難しいところですよね。そこを
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区の規則に定める事項で、お祭りに参加しなさいとか、町会でお祭りできていないところ

も既にあるので、そういうことを書き込めるのか疑問です。 

会長 25 条ですね。いかがでしょうか。 

事務局 先行事例の中央区さんの条例を参考にさせていただいたということがありまして、その

中で、地域行事その他の地域コミュニティの形成に寄与する活動への参加に関すること、

あるいは町会、町会連合会、地域の防災組織等への参加又は連携に関することといったこ

とが施行規則でそこまでの記載がありましたので、ある程度そういった表現をすることは

可能ではないかということで、規則に定める事項というような、この条文の作りにしたと

いうことです。 

会長 よろしいでしょうか。それは規則が出てこないとなかなかうまくイメージできないとこ

ろがありますね。 

今のご意見は地域との関係づくりについて規則に細かく定めるのは難しいのではない

かということですね。それを踏まえてご検討いただければと思います。 

事務局 はい。またご相談させていただきたいと思います。区民活動推進課と打ち合わせさせて

いただきたいと思います。 

Ｃ部長 多分、栗原課長の言っていることの方が正論だと思いますので、規則は規則としてもう

ちょっと狭めた範囲で定めたうえで、例示あるいは関連する事項みたいな整備のしかたで

やらないと厳しいのかなと。実際、地域の活動は栗原課長とかにかかってきてしまうので、

それいつから義務付けるといった話は、なかなか難しいだろうと思いますので、そういう

整備をしてください。 

事務局 地域との関係については、中高層集合住宅建築条例でもデリケートな部分があったの

で、手引きを作り、そこに細かく入れたのでそんな形を検討したいと思います。 

Ｄ委員 全体的な構成としては、これでいいと思います。 

ただ、第 5章の「マンション管理状況の届出」のところで、管理状況というのはどこま

で考えているのですか。 

状況によっては、第 5章の方がいいかもしれないし、新たにできるマンションを対象に

団体やマンションがあるということを届けてくれという方に重点があり、まず行政の方で

どういうマンションがあるのか把握することが大切ならば、第 2章に入れてもいいかもし

れません。 

事務局 届出については、事務局としても前の方で謳おうか悩んだところですが、届出をいかに

多くするかが、非常に重要になってくるので、どこに定めるかについては、もう少し詰め

たいと思っています。 

会長 次に、各章ごとに検討していきます。 

Ｄ委員 マンション管理士の定義がないことと、第 6条の指針とは何のことを言っているのでし

ょうか。 
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事務局 最初は専門家の責務を入れたが、例えば、建築士等の専門家にまで責務を負わせるのは

難しいのではないかということと、条例中にもマンション管理士の文言が出てこないの

で、定義からも外してあります。 

会長 定義の(5)の管理者等について、現在の定義だと登録を受ける業者、管理会社を指して

います。円滑化法第 7条ではマンション管理業としていて、組合から管理業務を委託され

ているということであれば、ここにマンション管理士も入ると考えられます。 

Ｄ委員 せっかくマンション管理士の資格ができたのに、ここにそれが抜けるのは、変な感じが

します。 

会長 提案ですが、第 2 条(5)を管理業者等として、適正化法第 2 条第 8 号を同条 7 号とする

ことでいかがでしょうか。 

（了承） 

会長 次に、第 6条の指針は何を指しているのかについては、どうでしょう。 

事務局 平成 13 年度に定められた、マンションの管理の適正化に関する指針のことです。 

Ｄ委員 適正化法は、この指針に基づいて出来たのですか。 

事務局 法律に基づいての指針です。 

Ｄ委員 強制力のあるものは法律や関係法令で、指針は強制力がないから、こちらに持ってきた

ということなら分かります。 

Ｅ委員 マンションだけの表現だと、分譲と賃貸を混同される恐れがあるので、違いが判る文言

を入れた方がいいのではないでしょうか。 

事務局 第 2条(1)で既に分譲マンションということを定めていると考えています。 

Ｆ委員 第 2条のマンションの定義に「区内に所在する」の文言がありますが、第 3条にも同じ

文言があり、重複するのではないでしょうか。 

また、第 2条(2)以下には、「区内」の文字が出てこないが、この辺は漏れがないのです

か。 

事務局 きちんと統一します。 

Ａ委員 豊島区と中央区の条例で、総則の大きな違いは、豊島区が管理規約と区分所有者の責務、

中央区には建築主の責務という豊島区に無い文言が入っている。 

豊島区は中高層集合住宅建築条例に建築主の責務が載っているから、管理規約、区分所

有者の責務に特化した印象を受けますが、いかがでしょうか。 

事務局 ご指摘のとおりです。 

中央区の条例は、建築に関する条例とは言いながら、かなり管理に踏み込んだものにな

っています。豊島区が建築主という言葉を使っていないのは、建築時に中高層集合住宅建

築条例で担保されているので、こちらに委ねており、今回は中高層集合住宅建築条例にな

い規定を定めているので、事前協議が出た段階で事業主等に対し、この条例について説明
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し、管理組合ができてから、届を出していただこうということです。 

会長 他にいかがでしょうか。 

第 8条で「また、区の行う調査及び支援業務に協力するものとする」という努力義務が

管理業者の責務だけに入っていますが、第 6条の「管理組合及び管理者等の責務」でも同

じではないかと思いますが、何か理由はあるのですか。 

事務局 大きな違いはありませんが、例えば実態調査を行った際に、ご協力をいただけなかった

こと等が顕著であったため、強調したつもりです。 

やはり第 6条にも入れた方がいいと思います。 

会長 では、第 6条にも入れるようにお願いします。 

Ｇ委員  管理組合の担い手がいない、自主性が発揮されていないという所に風穴を開けるという

意味で、例えば区がマンションの調査に入った時、管理組合や居住者が協力するための仕

組みを作った上で、個別のマンションにお願いをする。こういうことがきっかけになって、

マンション内のコミュニティ形成にも繋がると思うので大事に作り込んで欲しい。 

会長 今のご意見を踏まえると、ここに書くのではなく、一つ条項を落とすという方がいいか

もしれませんね。第 5章あたりでしょうか、検討願います。 

会長 次に第 2章について、ご意見、ご質問等ありますか。 

Ｈ委員 第 10 条にマンションの管理者を選任しなさい、という規定がありますが、管理組合等

については法律で義務化されているので、そうではない部分をここに書いてあるという理

解でよろしいですか。 

管理組合の組織化というタイトルで、管理組合の言葉が一言も出てこないのはどうなの

かと思います。 

事務局 区分所有法第 3条で、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理

を行うための団体を構成し、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる、

という規定があるので、ここで管理組合の設置が必要であると考えています。 

Ｃ委員 条文の表題が合ってないという指摘だと思うので、管理組合の組織化ではなく、区分所

有法に基づく管理者の選任についてなら落ち着くので、その整合性を図って下さい。 

Ａ委員 Ｈ委員の質問はもっともだと思うが、マンションに関わる者からすると、すんなり通っ

てしまう文言でもあります。管理者等の定義は、第 2 条(4)に書いてあるとおり区分所有

法に基づく集会決議によって選任された管理者、おそらく理事長だと思う。 

それから管理組合が組合法人の場合は、理事を指すというのが管理者等の定義となりま

すので、分かりやすいかどうかは別として、おかしな文言ではないと思います。 

Ｅ委員 実際に管理者を選ぶ、選ばないという前に、理事会をほとんど開かない、総会は年 1回、

のみのような管理組合が実際にあるので、管理組合を適正に機能させなさいということを

ここで言いたいのでは、と私は思います。 

そこをうまく表現したらどうでしょう。 
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Ｄ委員 区分所有法第 3条の管理を行うための団体を構成し、というのは、義務ではなく組織し

やすいように区分所有法で、観念的にこういうものがあるんだと、お膳立てをしただけで

あり、これがあるから当然、組合として活動できるというわけではないと思います。 

やはり組織化というのは、管理者一人を選べばいいのか、複数の理事で合議制にするの

か、監事も含むのか、そういう組織化をしないと、うまく回っていきませんよという条文

が先にないと具合が悪いと思います。 

事務局 もう少し、丁寧に修正します。 

会長 この対象は、ワンルームマンションも含むわけで、機能していない管理組合がたくさん

あるでしょうから、加えた方がいいと思います。 

Ａ委員 第 2章では、第 10 条、第 11 条、第 12 条と中央区には無い条文が並んでいる。 

これは、マンションが形骸化している、形骸化の理由として管理者がだらしない、不在、

訳が分からない、独断専行しているといったこと、ソフト面では管理規約、総会、理事会

の議事録がきちんと整理されていない。 

その辺を豊島区では、しっかりやることが管理組合の復活に繋がるんだと、善意で解す

れば取れますが、文言が不十分だということは、確かにいえると思います。 

会長 他にいかがでしょうか。 

Ｉ委員 第 2章の適正な管理の推進に関連して、総則に戻ってしまいますが、第 4条区長の責務

で、区長は、マンションの適正な管理を推進するため、マンションの調査の実施及び状況

の把握に努めるとともに、必要な施策を実施するものとする、とありますが、区長が適正

な管理を推進するということが第 2章の適正な管理の推進なのか、あるいは、一般的な表

現としての区長の責務なのなのでしょうか。 

事務局 精神規定だけではなく、必要な施策を講じるというのは、例えばマンションの共有部分

に対する補助制度、あるいは長期修繕計画の向上を目指しているので、劣化診断に対して

補助制度を設ける等が区の責務に入ると思います。 

したがって、一般的にと捉えて頂いて結構です。 

Ｉ委員 第 4条で規定している区長の責務としての適正な管理とは、今の説明にあったような支

援も含めての適正な管理ということであって、第 2章から規定するのは、区長がというよ

りも、管理の主体である管理組合の規約等に関する規定として整理しているという理解で

いいですか。 

事務局 第 4条区長の責務のところで、マンションの適正な管理を推進するため、を使ったため

に第 2章の適正な管理の推進をイメージさせることになったので、第 4条の表現を改めま

す。 

Ｃ委員 「適正な管理を推進するため」と書いたからおかしいので「マンションの適正な管理が

図れるため」のような表現ならいいのでは。 

Ｉ委員 ニュアンスとしては、分かりました。 
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会長 検討頂くよう、お願いします。 

Ａ委員 区長の責務に関連しますが、豊島区と中央区とでは、条文に多少の違いがあります。 

豊島区は第 1項だけなんですが、中央区では第 2項で、必要があると認めるときは、建

築主、所有者等及び管理業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとすると、区長の責

務に踏み込んで書いてあり、この辺が両区の違いかと思います。 

事務局 第 5章でマンション管理状況の届出を求めており、第 4条で新たに第 2項を設けなくて

も指導、助言については、カバーできると考えています。 

会長 他にいかがでしょうか。 

第 13 条、名簿の整理のところですが、区が名簿の提供を求めることについての規定は

どうなっているのでしょうか。 

区の要請で名簿を提供した時に、理事長とすれば責任を問われるのが嫌なので、何らか

の免責がなされていると、気持ちよく提供できると思いますが、いかがですか。 

事務局 外部に提供していただくことについては、第2項を追加しなければいけないと思います。

会長 かなり重要なことなので是非、検討してください。 

名簿の取扱に関する規定の中に、区の要請がある時は提供するという根拠があると、や

りやすいと思います。 

Ｇ委員 ここのところが、管理組合の中では非常に大事だと思います。 

名簿の提供を求める場合には、文書等で管理組合、管理会社に要請するのでしょうが、

その際、区の根拠規定やどのように使うのか等が明記されていると、理事長としても動き

やすいし、逆に協力的でなかったマンションにとっても、そういうことなら提供しなけれ

ばならないだろうとなって、僅かでもマンションの適正管理のきっかけになるのではと思

いますので、是非、お願いします。 

Ａ委員 名簿の管理に関しては、今、ほとんど行っていない、作られていないというのが現状で

す。極端に言えば管理会社が管理組合からの要請があっても出さない事例もありますし、

名簿そのものを作ることが、今日の情勢から難しくなっています。 

さらに、保管がうまくいってない、いい加減な保管がされているから、名簿の作成に反

対するという状況もあります。 

管理組合の場合は、管理規約とは別に名簿保管の細則を作って、別段に定めてしっかり

するようなことが書いてあります。 

第 13 条についても、保管上の義務等を書く、あるいは管理会社に管理組合が請求して

も出してもらえない時には、代わりに区が請求できるとか、業者に協力を求めることがで

きる等の現状打開に合うような条例の文言になれば、管理組合としても活用できるのでは

ないかと思いました。 

Ｅ委員 区で求めた事例は、生活保護申請にあたって、実態調査とか私も何件かあります。 

しかし、一番問題なのは消防、警察で、何かあった時にどういう人が、何人住んでいた

のか確認するんですが、その辺をまとめてお願いします。 
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Ａ委員 第 14 条の設計図書、修繕履歴等管理に関する図書の適正保管、まさにこの通りなんで

す。しかし、適正保管ができていない管理組合がほとんどですから、文言で謳ってあって

も実施してもらうためにどうしたらいいか、実務的にできるような文言、設計図書は、保

管が面倒ですから、面倒にならないよう管理組合に助言できるような条文であったらいい

と思います。 

会長 事務局から何かありますか。 

事務局 検討させて頂きます。 

Ｄ委員 第 13 条の(1)区分所有者及び賃借人の名簿は、区分所有者名簿と賃借人名簿の両方のこ

とを言っているのか、どう理解していいのでしょう。例えば、家族構成等は、緊急連絡網

でという主旨なのか、あるいは賃借人でなくてもそこに居住している人がいます。 

細かいことですが、その点が、分かりづらいと思います。 

事務局 整理させて頂きます。 

会長 賃借人は、性格が整理されているので、居住者等の方がいいかもしれません。 

他にいかがでしょうか。 

Ｅ委員 第 15 条の連絡先表示板及び管理組合用の郵便受けを設置し、という表記は、具体的に

どういうことを指しているのですか。 

事務局 規則の定めることになりますが、管理責任者の表示板として、所在地、建物名称、管理

責任者連絡先等を表示し、条例に基づく表示板にすること考えています。 

Ｅ委員 緊急連絡先を貼っている所がありますが、そういうものを指しているのですか。 

一般には、分かりにくいと思います。 

水漏れやエレベーターが故障した場合は、どこへ連絡するものですか。 

会長 ここは、中央区を参考にしているんですね。 

中央区の場合は、ワンルームマンションで何かあった時に、地域住民の人が、どこに連

絡したらいいのか分からない。 

それで、玄関先に連絡先を表示したものです。 

事務局 中高層集合住宅建築条例でも、表示板について決められた大きさはありませんが、管理

人室とかに、管理人がいない時、外部の人に連絡先を知らせる、そんなイメージです。 

Ａ委員 第 17 条の法定点検の適切な実施は、実施するのは当たり前ですが、実際、マンション

の管理組合では、実施されていないケースがほとんどです。 

エレベーターはともかく、特殊建築物の調査報告、定期検査報告等は、特定行政庁に届

けると思いますので、豊島区ならやっているか、やってないか分かるはずです。 

何年もやってないことを少しでも是正することが、管理不全のマンションをなくしてい

く、設備面での第一歩になると思いますので、適切に実施してもらうための方策を組み込

んでいただきたいと思います。 

 



No.8 

 

会長 Ａ委員のご意見は、実効性をどう持たせるかということですね。 

第 6章にも関連が出てきますので、またそこで議論したいと思います。 

他にいかがでしょうか。 

Ｄ委員 第 17 条の定期点検というのは、居住者室内に入らなくても全部出来るものですか。 

もし、入らないと出来ないものもあるのなら、区分所有者、居住者もこれに協力しなけ

ればならないというのが、入った方がいいと思います。 

事務局 エレベーター、消防設備は大丈夫ですが、あるとすれば、避難施設でしょうか。 

第 3章 1項に消防点検については、居住者が協力するよう努めるという規定があります。

Ｉ委員 第 20 条で、あえて旧耐震基準のマンションと言っていますが、新基準のマンションで

も年数が経てば老朽化するわけで、耐震診断、耐震改修に努めるというのは、旧基準に限

る必要があるのでしょうか。 

事務局 今想定される地震規模で、旧基準マンションは倒壊の恐れがあり、新基準マンションは

倒壊等を免れるということですので、まず旧基準のマンションから耐震化を進めていきた

いと考えています。耐震とは別に、大規模修繕等については、おっしゃるとおりだと思い

ます。 

Ｉ委員 要は、緊急性が高いという理解でいいですか。 

事務局 耐震の旧基準は、動的解析ではなく、新基準は、動的解析の考え方が入っています。 

その 2つの基準を比較した時に、旧基準は、新基準を満たせないものが多いです。 

ですから、耐震のことを考えたら旧基準か新基準かを明確にした方がいいと考えます。

Ｂ委員 I 委員の質問は、新耐震基準で建築しても長期間経過すれば、耐震性能が落ちてこない

のかという質問だと思います。 

その辺をどこかに書いておいた方が、いいのではないでしょうかと。 

Ｃ委員 Ｉ委員が心配している点は、第 18 条にありますが、長年使っていれば、いろいろ劣化

してくるので、その時々に応じた、必要な修繕計画をやりましょう、そして、19 条で適切

な修繕を実施してください、さらに旧基準の耐震性に乏しいマンションについては、まず

診断を実施して、性能が足りなければ、向上させてくださいという言い方なんです。 

第 5章、第 6章に関連して、後の方で一括して言ってしまうという方法もあるかと思う

ので、次回までに事務局の方で、整理してください。 

Ｅ委員 第 19 条は、第 18 条があって生きてくるものなので、第 19 条には長期修繕計画に基づ

く等の文言を入れた方がいいと思います。 

Ｃ委員 第 18 条、第 19 条としなくても、第 18 条は第 1項、第 19 条はその第 2項でもいいかと

も思うので、事務局で検討してください。 

会長 事務局、検討をお願いします。 

Ａ委員 豊島区では、分譲マンションの耐震診断、あるいは耐震改修費用の助成を行っています

が、診断については 3件、改修については 0件という状況です。 
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上限で診断に 100 万円、改修に 1,000 万円のアメが出ているのですから、これを積極的

に利用してもらうように、第 20 条との組み合わせを加味してはと思います。 

会長 他に、ご意見等ありますか。 

Ｈ委員 第 20 条の耐震診断、改修を決定するのは、マンションの管理組合と管理者等で網羅さ

れるのですか。所有者、居住者等の文言は、なくても大丈夫かなと思ったものですから。

事務局 すべて含む、という理解で結構です。 

会長 第 3章に進みます。 

Ｊ委員 第 23 条に暴力団排除の取り組みを入れていただき、有難うございます。 

第 2項に暴力団等の居住又は使用禁止、とありますが、使用の禁止とすれば、居住と使

用の両方に禁止がかかるので、文言の整理をお願いします。 

Ｂ委員 冒頭、第 4章の説明中、地域との良好な関係づくりのところで、地域防災組織との絡み

について話がありましたが、折角、第 3章で防災への対応があるので、自分達ではこれを

してください、さらに地域防災組織でも協働してくださいと、こちらにまとめた方が分か

りやすいと思います。 

Ｈ委員 第 4章は、コミュニティとか広い意味を指していると思います。 

マンションの規模、形態にもよりますが、防災についてもっと強調する意味でここに入

れるというのなら、防災としては歓迎します。 

実効性については、別問題ですが。 

事務局 マンション条例を作るにあたっては、既存マンションと町会等との関係が疎遠であった

りしたため、既存のマンションが地域で良好なコミュニティを築いていくことを大きな目

標にして、第 4章に条文化しました。 

Ｈ委員 防災に関しては、第 21 条に記載していただき、ありがとうございます。 

第 1項と第 2項の前段は、いいと思います。 

また、後段の要援護者について、管理組合及び管理者等に申し出てくださいという、こ

こまで踏み込んだ例は、あまりないと思います。 

従って、主旨は大賛成ですが、表現やそれがどう生きてくるのかを詰める必要があると

思います。 

会長 第 4章と関係するので、合わせてでも結構です。 

Ａ委員 防災に関しては、中高層集合住宅条例に細かく書かれているので、そちらがメインにな

るかと思います。 

そこに規定しているマンションが、例えば 3,000 ㎡以上とか、何階以上等の文言は、こ

のマンション条例とは、一致しませんよね。 

ですから今、検討している条文については、あくまでも基本的な認識で、詳しい所は中

高層の条例を見てくださいという書き方になるかと思います。 

会長 事務局いかがでしょうか。 
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事務局 中高層集合住宅建築条例では、備蓄倉庫、地域貢献施設の設置等、主にハード面につい

て、事前協議を義務付けていますが、災害時の要援護者関係については、規定していませ

ん。 

この条例は、既存マンションも含めているので、これに対してハード系の規定を設けす

ぎると、今から何をするのだということになりますので、難しいと考えています。 

会長 よろしいでしょうか。 

他に、第 3章、第 4章について、いかがでしょうか。 

Ｈ委員 別の検討の場で、コミュニティの在り方、要援護者対策が、大きな課題として取り上げ

られています。 

その中で、取り組みにくい所として、マンションがあります。 

そういうことで、第 3章あるいは第 4章で規定することは、重要かつ画期的だと考えま

す。 

そのマンションに居住する方々も地域の一員として、あるいはマンション内でのコミュ

ニティ形成は、非常に大切な部分だと思います。 

他の場で、例えば、高層階の居住者で人口呼吸器を在宅で使っている人は、停電の時ど

うするのか、人工透析を受けている人は、エレベーターが止まったときどうするのか等、

マンション特有の問題が指摘されました。 

そういった点で、本人の自助、備えはもちろんですが、どうやってサポートしていくか

が課題であると思います。 

これにどう反映させるか、こういうケースもあることを念頭に置きながら、議論できれ

ばいいと思います。 

Ａ委員 確かに、管理組合から地域コミュニティを求めなさい、という文言に感じられます。 

先日、復興訓練で池袋本町地区を回りましたが、ゲーティッドマンションといって、外

部の人間が入れないマンションもあります。地域住民、町会からすると、実際に大地震が

起きた時、敷地内に入れない。 

そういった意味では、行政の方から管理組合に、災害時の状況は、どうなっているのか

確認していただかないと、町会サイドでは、どうしようもないという印象を受けました。

会長 いまのご意見は、この条例と一緒に解説を作って、要援護者の書き方等、名簿の作り方

の見本がありますので、それを付けるということでしょうね。 

オートロックの解除等を条例に書き込むのは、難しいと思います。 

事務局、検討をお願いします。 

Ｃ委員 個人情報をどう管理するかが、一言も入っていないんです。 

それが抜け落ちると、門前から出す、出さないという議論になってしまいそうなので、

そういうものが入った事例等はありますか。 

Ａ委員 個人情報管理に関する細則を管理規約とは別に設けて、その細則の上で個人情報を管理

するというのが、国土交通省の建前ですし、そうしているのは、先進的な一部の管理組合
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であり、理事長によっては、その情報を何とかしたいという、変な理事長もおりますので、

やはり現場では、様々です。 

ただ、実際の実務でできている管理組合は、少ないです。 

会長 個人情報について、条例に書かれることによって、個人情報の問題を回避できると、皆

さん理解していると思います。 

万が一、問題が起きた時に責任は理事長にあるのではなく、条例にあるということにな

るので、これは、非常に大きなサポートになると思います。 

次に、第 5章、第 6章合わせていかがでしょうか。 

いかに実効性を持たせるか、という内容になりますが。 

Ａ委員 先ほどの事務局説明で、7 月に規則を提出していただけるとのことで、この規則に定め

る事項がまず大事になるかと思います。 

そして、第 6 章の雑則の第 27 条の規定によって、中央区のように区長が指導、助言が

できるということは、非常にいい文言ですし、第 26 条、第 27 条の要請に応じない場合は

公表できると、この辺が今回の条例の特徴だと思います。 

Ｅ委員 届出、雑則のところは縛ったような印象を受けます。 

もし、それが上手くいかなかった場合は、前向きに改善をするための指導をする、その

ためには、我々マンション管理士の派遣や費用はかかるかもしれませんが、専門家の指導

を仰いではいかがですかと。 

あれをしなさい、これをしなさいだけでなく、少しアメ的なものも入れてはどうかと思

います。 

会長 事務局、今の意見についていかがですか。 

事務局 表現、多分、追加という形になるかと思いますが、検討させていただきます。 

Ａ委員 第 27 条の規定は、どうやって行政側が把握、選任されている、いないのか等の確認を

どう担保するのでしょうか。 

事務局 具体的な担保の仕方については詰めて行きたいので、ご助言等あればお願いします。 

Ｊ委員 第 28 条に勧告、公表とありますが、これを受ける主体はどこを想定しているのですか。

事務局 第 27 条では、当該マンションの管理組合及び管理者等並びに管理者が選任されていな

い場合は区分所有者となっているので、同様になるかと考えています。 

会長 ワンルームマンション、特に投資型の場合は、会社が一括管理している場合が多いので、

管理会社となるのではないでしょうか。 

ですから、マンションの管理組合及び管理者等並びに管理者が選任されていない場合は

区分所有者の次に、又は管理業者となるかと思います。 

検討してみてください。 

Ｄ委員 第 24 条で支援策という表現は、全くの第三者が援助する形に聞こえるので、これがど

うなのかと思いますので、検討願います。 
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もう 1 つは、第 27 条中、当該マンションの管理組合及び管理者等並びに管理者が選任

されていない場合というのは、何か余分な言葉が入っている気がします。 

事務局 表現を検討します。 

会長 先程から、第 5章についてご意見が出されましたが、その内容から第 5章と雑則は、関

係が深いですよね。 

それで、合わせてマンション管理状況の届出及び勧告等というような章にして、表題は、

区が積極的に関与することが見えた方がいいかもしれません。 

Ｃ委員 来月、規則案が出てくると、場合によっては、章立て、条文の整理で、最初に示された

構成とは若干変わってくるかもしれません。 

また、7 月の議論の中でも更に変わってしまう可能性もあるかと思いますが、それは柔

軟に構えて、より良いものを作っていくということでよろしいですね。 

会長 よろしくお願いします。 

Ｄ委員 Ｅ委員から雑則のところで、指導という言葉があってもいいのでは、という意見があり

ましたが、要請、指導、勧告、公表という、段階のようなものを作って、それぞれどうい

うものが適当かを規定するといいと思います。 

会長 それでは、全体を通していかがでしょうか。 

Ａ委員 第 1条で、良好な住宅ストックと書いてありますが、条例の場合はカタカナではなく、

日本語の方がいいと思います。 

事務局 検討します。 

会長 それでは、事務局にお返しします。 

次回の開催日と今後のスケジュールについても、合わせてお願いします。 

 

 

2.今後のスケジュール及び閉会 

事務局 第 4回は、7月 27 日か 30 日を考えております。 

会長 委員のみなさん、いかがでしょうか。 

事務局 よろしければ、7月 30 日の 1時 30 分とさせていただきます。 

今後のスケジュールですが、今回、かなりのご意見をいただきましたので、修正した上

で、第 4回の会議でお諮りしたいと思います。 

なお、修正したものについては、事前に委員の皆さんにお送りいたします。 

その後、承認をいただければ、政策経営会議に諮り、区の方向性を確認したうえで、第

5回で素案をご審議いただきたいと考えています。 

そこで、ご承認いただけましたら、9月にパブリックコメントの実施を経て、条例案は、

11 月下旬の第 4回定例議会に諮る予定です。 
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会長 よろしいでしょうか。それでは、これで会議を終了します。 

 

 

（午後 3時 20 分 閉会） 
 

 

 

 

会 議 の 結 果 1. 条例（素案）について、質疑及び意見があった。 
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