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1．開会【13:30】 
 

 主催者挨拶 
豊島区長 高野 之夫 

 
 来賓紹介 

 
 
2．第 1 部 基調講演 

 
 テーマ「豊島区マンション管理推進条例について」 
講師 小林 秀樹氏 

（日本マンション学会会長、千葉大学大学院工学研究科教授） 

 
 

— 休憩（10 分間） — 

 
 

3．第 2 部 パネルディスカッション 

 
 テーマ「条例を活用したマンション管理とコミュニティの未来」 
コーディネーター 小林 秀樹氏 

 

パネリスト 

篠原 みち子氏（弁護士） 

廣田 信子氏（マンションコミュニティ研究会代表） 

村井 忠夫氏（マンション管理問題評論家） 

園田 香次（豊島区都市整備部マンション担当課長） 

 

 
4．閉会【16:00】 
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基調講演・コーディネーター 

 

 小林 秀樹氏（千葉大学大学院工学研究科教授） 
東京大学大学院博士課程修了、1987 年建設省建築研究所入所、国土交通省国土技術政策総合研究所を経

て 2002 年千葉大学工学部助教授。2004 年より現職。一般社団法人日本マンション学会会長。専門は、

住宅問題、建築計画、住民参加型の住まい・まちづくりなど。著書に『新・集合住宅の時代』（NHK 出版、

1997 年）、『スケルトン定借の理論と実践』（共著、学芸出版、2000 年) 他。スケルトン型定期借地権住

宅（つくば方式）の第一人者。豊島区住宅対策審議会会長。豊島区マンション適正管理推進会議会長として、

豊島区マンション管理推進条例の制定に携わる。 

 

パネリスト 

 

 篠原 みち子氏（弁護士） 
土地住宅問題、離婚・相続問題等を中心に弁護士活動を行うかたわら、マンションを含む不動産の法律問

題に関する講演、原稿執筆、研究会活動に従事。東京都住宅政策審議会委員、東京都マンション耐震化促進

施策に関する専門家会議委員、再開発に関わる各委員等を歴任。豊島区住宅対策審議会委員。豊島区マンシ

ョン適正管理推進会議副会長として、豊島区マンション管理推進条例の制定に携わる。 

 

 廣田 信子氏（マンションコミュニティ研究会代表 マンション管理士 一級建築士） 
マンションの専有部分、共用部分の改修設計やマンション管理アドバイザー、街づくり研究、江東区議会

議員等を経て、財団法人マンション管理センター総合研究所主席研究員として、マンション管理に関する調

査研究、講演、執筆活動等を展開する。また、マンションコミュニティ研究会代表として「切手のいらない

年賀状運動」など、集まって暮らすことを活かす住まい方やコミュニティのセーフティネットといった新し

いマンションコミュニティづくりの研究と実践に取り組む。 

 

 村井 忠夫氏（マンション管理問題評論家） 
住宅金融公庫・三井住友海上火災保険顧問を経て、2000 年から 2006 年まで財団法人マンション管理

センター主任研究員、総合研究所長。標準管理規約改正、標準管理委託契約書改正、標準管理指針制定に参

加。日本マンション学会・日本不動産ジャーナリスト会議の各会員。著書『マンション管理組合運営の手引

き』（住宅新報社）をはじめ多数執筆。 

 
 園田 香次（豊島区都市整備部マンション担当課長） 

資料集 目次  

講師・コーディネーター、パネリスト紹介 ................................................... 1 

豊島区マンション管理推進条例の概要 .................................................... 2 

豊島区マンション管理推進条例 ......................................................... 3 

平成 25年度豊島区重点事業（抜粋） .................................................... 10  

豊島区分譲マンション支援事業のご案内（平成 24年度版） ................................. 13 

豊島区分譲マンション実態調査報告書【概要版】（平成 23年 1月） ......................... 18 

 

講師・コーディネーター、パネリスト紹介 
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豊島区マンション管理推進条例 

 

平成 24 年 12 月 21 日 

条例第 39 号 

 

目次 

第 1章 総則（第 1条－第 10条） 

第 2章 管理状況の届出（第 11 条） 

第 3章 マンションの適正管理（第 12条－第 21 条） 

第 4章 防災・防犯（第 22 条－第 24条） 

第 5章 居住者等間及び地域とのコミュニティの形成（第 25 条・第 26条） 

第 6章 雑則（第 27条－第 29 条） 

 

 

第 1章 総則 

 

（目的） 

第 1 条 この条例は、豊島区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)のマンショ

ンの管理に関する事項を定めることにより、マンションの良好な維持管理を行うための合意形

成の円滑化並びに居住者等間及び地域とのコミュニティの形成を推進し、もって安全・安心で

快適な住環境及び生活環境の形成に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) マンション 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（平成 12

年法律第 149 号。以下「適正化法」という。）第 2条第 1号に規定するマンションをいう。 

(2) 区分所有者等 適正化法第 2条第 2号に規定するマンションの区分所有者等をいう。 

(3) 管理組合 適正化法第 2条第 3号に規定する管理組合をいう。 

(4) 管理者等 適正化法第 2条第 4号に規定する管理者等をいう。 

(5) 専門家 適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するう

えで必要な知識を有する資格者をいう。 

(6) 管理事務 適正化法第 2条第 6号に規定する管理事務をいう。 

(7) 管理業者 適正化法第 2条第 8号に規定するマンション管理業者をいう。 

(8) マンション代表者等 マンションの管理組合及び管理者等又は管理者等が選任されてい

ないマンションにあっては区分所有者等及び管理事務を行う管理業者をいう。 

(9) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第 2 条第 3 号に規定す

る宅地建物取引業者及び同法第 77 条第 2 項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者
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（マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令（平成 13 年政令第 238 号）第 10 条

で規定するもの及び宅地建物取引業法施行令（昭和 39 年政令第 383 号）第 8条で規定する信

託会社を含む。）をいう。 

(10) 居住者等 現にマンションに居住している者又は使用している者をいう。 

(11）管理規約等 建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69号。以下「区分所有法」

という。）第30条第1項及び第2項に規定する規約並びに規約に基づき定める細則等をいう。 

(12)設計図書 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成 13 年国土交通省

令第 110 号）第 102条に規定する図書をいう。 

(13)長期修繕計画 マンションの共用部分に係る経年劣化等に対応するための長期にわたる修

繕の計画及びその実施にかかる経費の積算並びにその資金計画をいう。 

 

（適用範囲） 

第 3条 この条例は、既存及び新築の全てのマンションについて適用する。 

 

（区長の責務） 

第 4 条 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。 

 

（区分所有者等の責務） 

第 5 条 区分所有者等は、当該マンションへの居住又は使用の有無にかかわらず、管理組合の一

員として、管理規約等及びこの条例の規定を遵守するとともに、区分所有者等で共同してマン

ションを適正に管理するよう努めるものとする。 

 

2 区分所有者等は、当該マンションの管理者等を選任するものとする。 

 

3 区分所有者等は、当該マンションに本人以外の者を居住又は使用させようとするときは、その

者に対し、当該マンションの管理規約等を入居前に提示して十分に説明するとともに、居住ル

ール及び管理組合運営の仕組みについて十分に理解を得るよう努めるものとする。 

 

（マンション代表者等の責務） 

第 6 条 マンション代表者等は、適正化法及びマンションの管理に関連する法令、この条例、管

理規約等の規定に基づき、マンションを適正に管理するよう努めるとともに、居住者等間及び

地域とのコミュニティの形成に主体的に取り組むよう努めるものとする。 

 

2 マンション代表者等は、区の行う調査等に協力するものとする。 

 

（居住者等の責務） 

第 7 条 居住者等は、当該マンションの所有の有無にかかわらず、マンションに居住し、又は使

用する一員として、この条例、管理規約等の規定を遵守するとともに、居住者等間及び地域と
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のコミュニティの形成に努めるものとする。 

 

（管理業者の責務） 

第 8 条 管理業者は、受託したマンションの管理業務を誠実に履行するとともに、マンションの

適正な管理に資するため、区分所有者等及び管理組合に対し当該マンションの管理に関する情

報の提供及び助言を行うよう努めるものとする。 

 

2 管理業者は、区分所有者等間、居住者等間及び地域とのコミュニティの形成の支援に努めるも

のとする。 

 

3 管理業者は、区の行う調査及び支援業務に協力するものとする。 

 

（宅地建物取引業者の責務） 

第 9 条 宅地建物取引業者は、マンションの売買契約業務又は賃貸借契約業務を行うときは、契

約を予定する者に対し、当該マンションの管理規約等及び長期修繕計画を契約前に提示して十

分に説明するとともに、居住ルール及び管理組合運営の仕組みについて十分に理解を得るよう

努めるものとする。 

 

 （専門家の責務） 

第 10 条 専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの

実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。 

 

第 2章 管理状況の届出 

 

（届出） 

第 11 条 マンション代表者等は、マンションの管理状況のうち規則で定める事項について、区長

に届け出なければならない。 

 

2 マンション代表者等は、前項の届出の内容を変更しようとするときは、速やかに規則で定める

変更届を区長に届け出なければならない。 

 

3 区長は、届出内容についてこの条例の規定に適合しない事項がある場合は、専門家の派遣等の

支援を行うことにより、当該マンションの管理の適正化に努めるものとする。 

 

第 3章 マンションの適正管理 

 

（管理規約等の作成及び保管・閲覧） 

第 12 条 マンション代表者等は、当該マンションの実情に応じた管理規約等を作成するとともに、

区分所有法第 33 条の規定に基づき、管理規約等を適正に保管し、閲覧できるようにするものと
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する。 

 

（総会及び理事会議事録の作成及び保管・閲覧） 

第 13 条 マンション代表者等は、総会又は理事会が開催されたときは、速やかに区分所有法第

42 条の規定に基づき総会議事録又は理事会議事録を作成し、適正に保管し、閲覧できるように

するものとする。 

 

（名簿等の作成及び保管） 

第 14 条 マンション代表者等は、区分所有者等及び居住者等への平常時における連絡に加え、地

震等の自然災害及び火災や漏水等の事故並びに犯罪発生などの緊急時（以下「緊急時」という。）

の迅速な対応を行うため、規則で定めるところにより、区分所有者等及び居住者等の名簿（以

下「名簿等」という。）及び名簿等の取扱いに関する細則を備え、適正に保管するものとする。 

 

2 マンション代表者等は、緊急時又は人の生命、身体又は財産の保護のために必要が生じた場

合は、区又は消防・警察機関等に名簿等の情報を提供するよう努めるものとする。 

 

（設計図書及び修繕履歴等管理に関する図書の適正保管） 

第 15 条 マンション代表者等は、設計図書及び修繕履歴等マンションの管理に関する図書を適正

に保管するものとする。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

 

（連絡先の明確化） 

第 16 条 マンション代表者等は、管理組合用の郵便受けを設置し、適切に運用するものとする。 

 

2 マンション代表者等は、緊急時に直ちに対応が可能な管理体制を確立するよう努めるとともに、

規則で定める事項を記載した緊急連絡先表示板を設置するものとする。 

 

（管理用の施設や設備及び管理員等管理体制の維持） 

第 17 条 マンション代表者等は、良好な管理体制を維持するよう努めるとともに、豊島区中高層

集合住宅建築物の建築に関する条例（平成 16 年豊島区条例第 35 号）第 16 条の規定について、

既存のマンションにおいても遵守するよう努めるものとする。ただし、区長が特別の事情があ

ると認める場合は、この限りでない。 

 

（法定点検及び設備点検・清掃の適切な実施） 

第 18 条 マンション代表者等は、当該マンション並びにその敷地内に設けられた施設及び設備に

ついて、法に定められた定期点検及び報告（以下「法定点検」という。）並びにマンションを良

好に維持管理するための設備点検及び清掃を適切に実施するものとする。 

 

2 居住者等は、法定点検、設備点検並びに清掃の実施に伴う専有部分及び専用使用部分の立ち入

り等に協力するよう努めるものとする。 
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（長期修繕計画の作成及び適切な見直し） 

第 19 条 マンション代表者等は、当該マンション並びにその敷地内に設けられた施設及び設備に

ついて、長期修繕計画を作成するものとする。 

 

2 マンション代表者等は、適時に劣化診断等を行い、その結果に基づき長期修繕計画の見直しを

行うよう努めるものとする。 

  

3 定期借地権（借地借家法(平成 3年法律第 90 号)第 22 条の規定に基づく定期借地権及び同法第

24 条の規定に基づく建物譲渡特約付借地権）付マンションは、契約満了時までの長期修繕計画

を作成するよう努めるとともに、適時に劣化診断等を行い、その結果に基づき必要な見直しを

行うよう努めるものとする。 

 

（適時適切な修繕の実施） 

第 20 条 マンション代表者等は、長期修繕計画に基づき適時に適切な修繕を行うよう努めるとと

もに、当該マンション並びにその敷地内に設けられた施設及び設備に不具合が生じたときは、

適切な修繕を行うよう努めるものとする。 

 

（旧耐震基準のマンションの耐震化） 

第 21 条 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 6 条に基づく確認

を受けたマンションのマンション代表者等は、耐震性を把握するため、耐震診断を実施するよ

う努めるとともに、その結果に基づき改修を検討するよう努めるものとする。 

 

第 4章 防災・防犯 

 

（防災への対応） 

第 22 条 マンション代表者等は、災害時の対応について、防災用品の備蓄、定期的な防災訓練の

実施、災害時において特に援護を要する者（以下「災害時要援護者」という。）情報の把握に努

めるとともに、当該マンションの実情に応じた防災に関する手引を作成し、居住者等への周知

徹底を図るよう努めるものとする。 

 

2 居住者等は、災害時に備え、家具の転倒防止等による室内の安全確保及び防災用品の備蓄等に

努めるとともに、当該マンションの防災に関する手引の確認、消防設備点検への協力及び防災

訓練への参加に努めるものとする。 

 

3 災害時要援護者は、マンション代表者等が行う災害時要援護者の情報の把握に協力するよう努

めるものとする。 
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（防犯への対応） 

第 23 条 マンション代表者等は、防犯について、建物の構造に合わせた防犯設備及び管理体制の

充実を図るよう努めるものとする。 

 

（暴力団排除の取組） 

第 24 条 区分所有者等及び宅地建物取引業者は、豊島区暴力団排除条例（平成 23 年豊島区条例

第 26 号。以下「暴力団排除条例」という。）第 13条の規定について遵守するよう努めるものと

する。 

 

2 マンション代表者等は、暴力団排除条例第 13 条第 1 項及び第 3 項に規定するマンションの暴

力団等の居住又は使用の禁止について、管理規約等に規定するよう努めるものとする。 

 

第 5章 居住者等間及び地域とのコミュニティの形成 

 

（居住者等間のコミュニティの形成及び活性化） 

第 25 条 マンション代表者等及び居住者等は、日常的なトラブルの未然防止及び犯罪抑止並びに

緊急時の協力体制の構築に重要となる居住者等間のコミュニティの形成に、積極的に取り組む

よう努めるものとする。 

 

2 マンション代表者等は、居住者等の団体の組織化及び居住者等間のイベントの実施等により、

日頃から居住者等がコミュニティの形成及び活性化を円滑に行えるよう努めるものとする。 

 

3 居住者等は、居住者等間のコミュニティの形成に主体的に取り組むよう努めるとともに、居住

者等の団体の組織化及び居住者等間のイベントの実施等に参加するよう努めるものとする。 

 

（地域とのコミュニティの形成） 

第 26 条 マンション代表者等及び居住者等は、当該マンションの所在する地域の住民との良好な

コミュニティの形成に取り組むよう努めるものとする。 

 

2 マンションの所在する地域の町会・自治会に加入していない当該マンションのマンション代表

者等は、町会・自治会と加入等について協議するものとする。 

 

第 6章 雑則 

 

（指導及び要請） 

第 27 条 区長は、マンションが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該マンションのマンシ

ョン代表者等に対し、必要な措置を講じるよう指導することができる。 

(1)第 11 条第 1項及び第 2項の届出をしないマンション 

(2)第 11 条第 1項及び第 2項の届出内容が、この条例の規定に適合していないマンション 
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(3)その他、区長が必要と認めるマンション 

 

2 区長は、前項の規定により指導したマンション代表者等が指導に応じない場合は、指導に応じ

るよう要請をすることができる。 

 

（勧告及び公表） 

第 28 条 区長は、前条の指導又は要請を行ったマンション代表者等に対し、特に必要があると認

めるときは、是正させるための勧告をすることができる。 

 

2 区長は、前項の規定による勧告に従わないマンション代表者等に対し、特に必要があると認め

るときは、その旨及びマンション名を公表することができる。 

 

3 区長は、前項の規定による公表を行う場合は、第 1項による勧告を受けたマンション代表者等

に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。 

 

（委任） 

第 29 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附則 

 この条例は、平成 25 年 7月 1 日から施行する。 
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◎としま100年まちづくり
　「安全・安心創造都市」の基盤整備
事業１ 木密不燃化を加速させ　災害に強い都市づくりを

木密不燃化１０年プロジェクト地区まちづくり制度推進事業（新規）ほか

事業２ 分譲マンションの管理をサポート　良好な住環境を誘導

マンション専門家派遣事業（拡充）、マンション計画修繕調査費助成事業（新規）ほか

事業３ 公共インフラの計画的な維持更新で安全都市の基盤整備

(仮称)公共施設再配置方針案検討会議(新規)、公園施設長寿命化計画策定事業(新規)ほか

事業４ H27年の移転を目指し、建設工事が進む新庁舎

新庁舎整備の推進（拡充）、総合窓口・案内システムの構築（拡充）

事業５ 災害時の情報収集・配信体制を強化

災害情報システム関係事業(拡充)、防災行政無線設備整備関係事業(拡充）

事業６ (仮称)西部地域複合施設の建築工事がスタートします

(仮称)西部地域複合施設の整備（継続）、(仮称)芸術文化資料館開設準備事業（拡充）

事業７ 庁舎移転後　跡地周辺が大きく生まれ変わります
現庁舎周辺まちづくり推進事業(新規)、新公会堂基本計画策定事業(継続)

事業８ 造幣局敷地を活用しにぎわいのある災害に強いまちづくりを推進

池袋副都心整備ガイドプラン(拡充)

事業９ 住み慣れた地域で暮らせる「福祉のまちづくり」を推進

高齢者福祉基盤等整備費助成（新規）、都市型軽費老人ホーム整備費助成(新規)

　セーフコミュニティの継続展開
事業10 要支援者とサービスをつなぐCSWとSC地域拠点を拡大

コミュニティソーシャルワーク事業（拡充)、区民ひろば仰高の管理運営事業（新規）

事業11 転ばぬ先の転倒予防運動で元気はつらつ

介護予防普及啓発事業（拡充）

事業12 障害者の安全・安心をさらに充実

障害者用ヘルプカードの作成・普及・啓発事業（新規)、日常生活用具等給付事業（拡充）

事業13 暴力団にNOと言える明るいまちづくりを

繁華街・暴力団対策事業（新規）

事業14 いじめや不登校のない学校づくりを

いじめ対策心理検査実施事業(新規)

事業15 災害発生時には慌てず対処　子どもの安全を確保します

学校安全安心事業(防災備蓄品・一斉メール配信システム)(新規)ほか

事業16 災害時 地域住民が要援護者を支援する名簿を整備

災害時要援護者避難・安否確認推進事業(新規)

平成25年度豊島区重点事業
～「安全・安心な文化都市としま」へ加速～
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事業17 震災発生時、巨大ターミナル池袋の帰宅困難者の安全を確保

帰宅困難者対策協議会の強化等事業(拡充)、一時滞在施設の整備事業(新規）

事業18 あらゆる暴力を許さない地域社会に！全国初の都市宣言

豊島区男女共同参画推進条例施行10周年記念等事業（新規）

　オンリーワンの文化都市づくり
　　　　　【地域独自の文化資源の活用】

事業19 トキワ荘のあった街に「お休み処（どころ）」を整備

トキワ荘通りお休み処開設事業（新規）

事業20 地域の誇り「ソメイヨシノ」を守り　全国へ向けて発信

さくら並木再生事業(拡充)、サクラネットワーク形成事業(新規)

事業21 仏文学研究第一人者の旧鈴木信太郎邸公開に向けて

旧鈴木信太郎邸の保存・活用(拡充)

　　　　　【「文化」で人とまちをつなぐ】

事業22 沿線サミットなど魅力あるイベント支援で魅力をＰＲ

西武線サミット・東武線サミット・大塚バラ祭りイベント支援（拡充）

★参考 公益財団法人 としま未来文化財団 重点事業

◎基本施策の充実
　福祉・健康
事業23 高齢者の見守り体制を強化し、孤立化を防ぎます

見守り訪問事業(新規)、一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業（拡充2事業）

事業24 生涯自分の歯で健康生活を送れるようにバックアップ

歯と口腔の健康づくり推進計画（仮称）策定事業（拡充）、歯周疾患検診事業（拡充）

事業25 都内初！がん先進医療ローンの利子を補助します

がん先進医療費利子補給事業(新規)、がん検診事業（受診勧奨経費）（拡充）

事業26 スポーツを通じた健康増進の拠点施設がオープン

南長崎スポーツ公園整備関係経費（継続）、南長崎スポーツ公園管理運営経費（新規）

　環　境　
事業27 池袋駅東口の分煙を推進　まちの緑も増やします

喫煙所管理経費（拡充）、路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業(継続)

事業28 区内小中学校の省エネ化を促進します

学校省電力設備導入事業（新規）

　子ども・教育　
事業29 駅直結の保育所を整備　働くママを支援します

私立保育所に対する保育委託及び助成事業(拡充)、区立保育園分園運営事業(拡充)ほか

事業30 子どもたちに21世紀にふさわしい学びと学校環境を

教室等の増・改修に伴う校内LANの整備と普通教室の無線LAN化（拡充）ほか

事業31 社会情勢の変化に対応した安全・安心な学校環境を確保

小中学校の改築等（継続）、池袋第二小学校・文成小学校統合経費（新規）
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「安全・安心創造都市」の基盤整備 

 

 

事業 2 分譲マンションの管理をサポート 良好な住環境を誘導 

マンション専門家派遣事業（拡充） 

マンション計画修繕調査費助成事業（新規） 

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成（拡充） 

 

 

 

 

 

事業費    1,000 千円（マンション専門家派遣） 

   2,000 千円（マンション計画修繕調査費助成） 

100,000 千円（特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成） 

注目ポイント！ 

分譲マンションに特化した全国初の「豊島区マンション管理推進条例」をH25年 7月に施行し、

分譲マンションの管理をサポートする事業を順次展開していきます。 

背景・目的 

豊島区の住宅の約 6 割はマンションで、うち分譲マンションは H24 年 12 月現在 1,017 件にのぼります。

分譲マンションは、区分所有者間の合意形成が難しく、賃貸化や利用形態の多様化等により管理責任が不明確

になりがちであり、建物の経年劣化に対し、長期修繕計画の作成や大規模修繕や建て替え等が適正に行われな

いと管理不全に陥る危険性が懸念されます。このため、マンション管理状況の届出を義務化し、良好なマンシ

ョン管理を誘導する「豊島区マンション管理推進条例」を H25 年 7 月に施行します。 

これに伴い、条例の実行性を確保し、良好なマンション管理を後押しするため、既に実施しているマンショ

ン管理士派遣に、各分野の専門家の派遣を加えるとともに、大規模修繕の実施や長期修繕計画作成のため、建

物および設備の調査を実施する場合、調査費の一部を助成します。また、災害時の特定緊急輸送道路に指定さ

れている白山通り・春日通り等沿道の分譲マンションの耐震改修費用について、助成額を増額します。 

事業概要・スケジュール 

① マンション管理士派遣事業に建築士等の専門家を加える(7 月～) 

② マンション計画修繕調査費の助成(7 月～) 

…調査費の 2 分の 1(千円未満切り捨て)、または上限 20 万円のいずれか少ない額 

③ 耐震改修費用助成 

…特定沿道建築物のうち、分譲マンションについて助成率 2 分の 1 を 6 分の 5 へ引き上げ 

(上限あり)(4 月～)  

 

問い合わせ   マンション担当課・建築指導課  
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豊島区 分譲マンション支援事業のご案内 

 啓発・相談 

分譲マンション管理セミナー マンション管理に役立つ情報を専門家がわかりやすく解説するセミ

ナーを、各回のテーマに沿った関連団体の協力を得て、年2回開催し

ています。 

マンション管理士派遣事業 1 マンションにつき同一年度内 4回まで、無料でマンション管理士を

派遣します。 

マンション管理相談 職員が窓口・電話・メール等にて相談を受け付け、アドバイスや関係

機関の紹介を行います。 

 

 助成 

分譲マンション耐震診断助成 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けた分

譲マンション（3階（地階を除く）以上のもの）の管理組合を対象に、

助成対象経費の3分の2（100万円限度）を助成します。 

分譲マンション耐震改修助成 耐震診断助成の対象要件に加え、①原則として建築基準法及び関係法

令に適合していること、②補強設計により、構造耐震指標IS値が 0.6

以上となること等を満たした管理組合に対し、耐震改修費用の 23％

（1,000万円限度）を助成します。 

分譲マンション建替え・改修 

アドバイザー制度利用助成 

東京都分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度は、建替えか改

修かの比較検討ができるように、当該マンションの現況や法規制に関

する確認を行い、検討書（簡易な平面図や立面図等、費用概算など）

を作成して説明する制度で、（財）東京都防災・建築まちづくりセン

ターが実施しています。本制度を利用した際に、派遣料の3分の2を

助成します。 

都心共同住宅供給事業 

優良建築物等整備事業 

民間事業者等が行う良質な共同住宅を供給する事業について、都知事

が計画の認定を行うとともに、国・都・区が必要な補助を行います。

事業タイプは「共同化タイプ」、「マンション建替えタイプ」等があり、

マンション建替えの際の補助制度として活用を予定しています。 

地域防犯力向上防犯設備 

設置事業助成 

地域と連携し積極的に防犯活動を行うマンションに、防犯カメラ等犯

罪抑止設備の整備に対し、総経費の 2 分の 1（100 万円限度）を助成

します。 

  

お問い合わせ：豊島区マンション担当課 39811385（直通） 
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 マンション管理士派遣事業 

 分譲マンション管理組合に、マンション管理の専門家であるマンション管理士を無料で派遣し、マンション

の維持管理・大規模修繕・建替えなどの疑問やご相談について、情報提供や助言を行います。 

※マンション管理士は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づいた国家資格を有する者で、専門的知識を持

って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、

助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます。 

 
1. 派遣対象…豊島区内に所在する分譲マンションの管理組合 

2. 派遣時間…1 回につき 2 時間まで  

3. 派遣回数…1 つのマンションにつき、同一年度内で 4 回まで 

     （利用者多数の場合は、年度途中で受付を終了する場合があります。） 

4. 派遣するマンション管理士…原則として、2 名 1 組で訪問 

5. 派遣費用…無料（ただし、会場費や資料代が発生した場合は管理組合の負担となります。） 

6. 派遣対象外業務…耐震診断の実施、長期修繕計画の作成、修繕工事等の設計書作成、係争中の事案、  

測定器による建物の精密測定  

（上記の業務でも、進め方や合意形成等についてのアドバイスは対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。） 

7. 申込方法と利用の流れ 

(1)申請 

「豊島区マンション管理士派遣申請書」に必要事項を記入し、管理組合印または代表者印を押印のうえ、

豊島区役所マンション担当課窓口に提出または郵送してください。 

(1)申請者は、管理組合の代表者（理事長）です。（連絡担当者は代表者以外のかたでも結構です。）  

(2)原則として、派遣希望日の 2 週間前までにご申請ください。  

(2)派遣マンション管理士の決定 

区から、派遣するマンション管理士名をお知らせします。会場等は申請者でご用意ください。 

(3)派遣マンション管理士との調整・派遣日時決定 

派遣されるマンション管理士より、申請書に連絡先として指定された方に直接連絡が入りますので、日

時や場所等について打ち合わせをしてください。相談内容によっては申請者に資料の準備をお願いする

ことがあります。 

(4)マンション管理士派遣の決定 

日時決定後、マンション管理士が区に決定内容を連絡します。区は、決定内容をもとに、「豊島区マン

ション管理士派遣決定通知書」を申請者に送付します。 

(5)訪問 

決定した日時にマンション管理士が訪問します。 

(6)派遣結果報告書の提出 

 派遣終了後、「豊島区マンション管理士派遣結果報告書」をご提出ください。 

 マンション管理相談 

  職員が窓口・電話・メール等にて相談を受け付け、アドバイスや関係機関の紹介を行います。 

受付時間：午前 9 時～正午および午後 1 時～5 時（土・日・祝日・年末年始の閉庁日を除く） 
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 分譲マンション耐震診断助成 

 
1. 助成対象建築物 

① 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築基準法第 6 条に基づく確認を受けた分譲マンションで 3 階（地階

を除く）以上のもの 

② 原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること 

③ 耐火建築物又は準耐火建築物であること 

④ 耐震診断に必要な図書に不備がないこと 

 

2. 助成対象者 

豊島区内に所在する分譲マンションの管理組合 

 

3. 助成金の交付額等 

耐震診断に要した費用の 3 分の 2（100 万円が限度） 

※ 助成金の申請は耐震診断着手前、診断完了は年度内のものが対象となりますのでご注意ください。 

 

 分譲マンション耐震改修助成 

 

1. 助成対象建築物 

① 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築基準法第 6 条に基づく確認を受けた分譲マンションで 3 階（地階

を除く）以上のもの 

② 原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること 

③ 耐火建築物又は準耐火建築物であること 

④ 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの 

⑤ 補強設計により構造耐震指標 Is 値が 0.6 以上となること 

⑥ 管理組合の総会で、耐震改修工事を実施することの決議がなされていること 

 

2. 助成対象者 

豊島区内に所在する分譲マンションの管理組合 

 

3. 助成金の交付額等 

耐震改修工事に要した費用の 23 パーセント（1,000 万円が限度） 

※ 助成金の申請は耐震改修工事着手前、工事完了は年度内のものが対象となりますのでご注意ください。 
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 東京都分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度利用助成 

 
「東京都分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度」は、建替えか改修かの比較検討ができるように、

アドバイザーがお住まいのマンションの現況や法規制に関する確認を行い、検討書（簡易な平面図や立面図等、

費用概算など）を作成して説明する制度です。 

 豊島区では、区内の分譲マンション管理組合がこの制度を利用した際に、派遣料の 3 分の 2 を助成します｡ 

 

1.助成のながれ 

 

 

2.助成内容 

○ 入門編（Ａコース） 
派遣料…１３，６５０円（1 回 2 時間あたり消費税込額。別途テキスト代がかかります。） 

助成額… ８，０００円（テキスト代及び消費税、利用を取り消した際の違約金等については助成対象外です。） 

 

○ 検討書の作成（Ｂコース） 

検討書の内容 

コース 名 

Ｂ－１ 建替え・改修コース Ｂ－２建替えコース Ｂ－３改修コース 

① ② ③ ④ ① ② ① ② 

既存建物不適格のチェック ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

建替え計画案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

総合設計制度建替計画案 ○ － ○ － ○ － － － 

改修計画案 ○ ○ ○※1 ○※1 － － ○ ○※1 

派遣料（単位：円、税込） 318,150 262,500 358,050 302,400 241,500 185,850 85,050 124,950

助成額（単位：円） 202,000 166,000 227,000 192,000 153,000 118,000 54,000 79,000

※1 検討書の作成に必要な書類（竣工図面、確認申請図書の副本、長期修繕計画書、修繕履歴書）が不足している場合 

※2 テキスト代や消費税、利用を取り消した際の違約金等については助成対象外です｡ 

 

Ｂオプションコース 

検討書作成（Ｂコース）の利用後に、建替えまたは改修の検討をさらに進めるために、当該マンションの現況を把握しているアド

バイザーに相談できます。このコースは専門家に業として契約するまでの橋渡しとして、定額で相談できるようになっています。 

派遣料…２１，０００円（税込）  助成額…１３，０００円 

 

助成の申込み・お問い合わせ アドバイザーについてのお問い合わせ 

豊島区都市整備部マンション担当課 
TEL：０３（３９８１）１３８５ 

（財）東京都防災・建築まちづくりセンター 
TEL：０３（５４６６）２１０３ 

http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/ 

※制度内容の詳細は、パンフレットまたは（財）東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページをご覧ください。 

相談・申請 料金払込
アドバイザー

派遣
報告書等の

提出

　管理組合の代表者

（理事長）がご申請く
ださい

　Bコースは、検討書

作成に必要な資料も
ご提出いただきます

　Bコースは、事前に

現地調査をし、検討書
を作成して説明します

　報告書や請求書、領

収書の写しをご提出い
ただきます

豊島区
マンション担当課

(財)東京都防災・建築ま
ちづくりセンター

(財)東京都防災・建築ま
ちづくりセンター

豊島区
マンション担当課

助
成
金
交
付
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 地域防犯力向上防犯設備設置事業助成 

1.目的 

この補助事業は、マンション等の共同住宅の防犯力を高め、更にマンション居住者と 

町会等との連携を通して、地域の自主防犯活動の活性化と防犯力向上を目的としています。 

 

2.補助対象 マンション等共同住宅 

 

3.補助の範囲 豊島区内  

 

4.対象経費 

防犯カメラ（モニター・録画装置等を含む）、その他犯罪の抑止に資すると 

認められる設備又は部品の整備に関する経費 （購入、取り付けに係る経費等） 

  

5.区補助金 

(1)基準額 １事業あたり総経費の２分の１ 上限を１００万円とする。 

 

(2)補助の条件 

①管理組合等は、居住者による周辺地域の自主防犯活動又は地域の自主防犯 

ボランティア活動へ積極的に参加し、周辺地域における町会、自治会商店 

会等との連携を図るよう努める。 

     

②管理組合等は、区、警察、町会等が行う各種防犯活動に協力する。 

 

   

 

            図１           図 2             図３ 

 

 

 

防犯活動の例 

・ マンション居住者で組織された防犯パトロール隊による恒常的なパトロール 

の実施 （図１ 防犯グッズを区が貸与） 

・ 図２のプレートを居住者の自転車前かご等へ設置するなどして日常的なパト 

ロールの実施  

・ 図３のマンション内の掲示板に警察や区の発行する犯罪防止ポスター等を掲 

示する防犯啓発活動等    

 

予算の制約上、補助につきましては、受付着順とさせていただきます。 
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豊島区分譲マンション実態調査報告書 
【概要版】 

 

■ 調査の目的 

豊島区の住宅は、約8割が分譲マンションを含む共同住宅であり、一般的な居住形態として定着しています。

共同住宅の適切な維持管理は、居住者が快適に住み続けることが出来るだけでなく、良好な住宅ストックの形成

を図る上でも大変重要となっています。 

その一方で、私有財産の集合体である分譲マンションは、価値観や年齢、所得の異なる区分所有者間における

合意形成の難しさ、大規模な建物・設備を維持管理していく上での専門性、賃貸化や利用形態の混在など、戸建

て住宅とは異なる課題を抱えています。 

さらに近年、防犯、防災への対応、居住者間または地域とのコミュニティづくり等、管理組合に期待される役

割が広がってきています。 

そこで、豊島区のこれまでのマンション施策を踏まえつつ、新たな状況に対応した支援策の検討を行うための

基礎的な資料を得ることを目的に、区内に所在する全ての分譲マンションを対象に、マンションの管理状況や管

理組合の意識等の調査を行いました。 

 

■ 調査の対象 

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で定義された「マンション」に該当する物件 

（区分所有建物で1以上の住宅を含む非木造の建物） 

 2010年 9月までに竣工した、区内に所在するマンション 

 

■ 実態調査の方法 

 

①区分所有建物の抽出 
○区の分譲マンションリスト及び法務局備え付けのマンション見出し簿を閲覧し、区分所有建物リストを作成 

1,101件

 

②現地訪問調査対象リストの作成 
○住宅地図により建物の所在を確認し、滅失物件を除外 

1,078件

 

③現地訪問調査 
○建物の確認及び目視調査 
（建物の有無、階数、戸数、オートロックの有無、管理員室の有無、管理組合用郵便ポストの有無等の確認） 

○賃貸マンション（1 棟オーナー物件）、事務所ビルを除外 
937件

   

  ④アンケート調査票の配付(調査票配付率（④÷③） 85.1%) 
○アンケートの依頼（管理員への依頼、管理組合用郵便ポストへの投函、管理会社への郵送） 

796件

   

 ⑤アンケート調査票回収（調査票回収率（⑤÷④） 41.3%） 
○訪問回収を原則としたが、調査票配付時に管理組合用郵便ポストに投函した物件については返信用封筒

を同封し郵送により回収 

○期間内に調査票の返信がない物件を対象に、調査票配付時管理員がいた場合は再訪問、不在の場合は郵

便にて協力依頼のはがきを送付 

329件

   

 配付不能 

○配付不能事由…管理員不在及び管理組合用郵便ポストなし、管理会社不明、回答拒否 
141件
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非木造 62,880 (50.3%)

非木造 74,070 (56.9%)

非木造 90,600 (64.2%)

木造 31,750

木造 26,150

木造 21,970

一戸建・長屋建

28,940

一戸建・長屋建

28,630

一戸建・長屋建

28,080

総数 124,940

総数 130,170

総数 141,130

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

1998年

2003年

2008年

共同住宅 112,570 (79.8%)

共同住宅 100,220 (77.0%)

共同住宅 94,630 (75.7%)

その他
490

その他
1,330

その他
1,370

(15.6%)

(20.1%)

(25.4%)

(19.9%)

(22.0%)

(23.2%)

 豊島区のマンションの状況 
 
■ 豊島区の分譲マンションは 937 件 41,733 戸 

2010年 10月現在、分譲マンションの建築数は937件 41,733戸となっています。 

近年は、竣工件数に比べ竣工戸数が大きく伸びており、大規模なマンションの建設が行われていること

を示しています。 

図1 竣工年別マンション件数と戸数 

 

（竣工年不明（47件）及び滅失物件を除く） 

 

■ 非木造の共同住宅（分譲・賃貸マンション）に居住する世帯の割合が増加 

2008年で居住世帯の79.8%が共同住宅に居住しており、そのうち、非木造の共同住宅（主に分譲・賃貸

マンション）の割合は64.2%と、区の主要な居住形態となっています。 
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図2 住宅の建て方・構造別住戸数（居住世帯のある住宅）の推移 

（住宅・土地統計調査：各年 10月 1日）
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■ 30～49 戸程度の比較的小規模な 

マンションが多い 

マンションあたりの住戸数は、件数でみると30

～49戸が も多く、戸数でみると50～99戸が も

多くなっています。 

建築時期別にみると、10戸未満及び10～19戸の

小規模なマンションは、1981～1990年に多く建設

され、1991年以降急激に減少しています。30～49

戸は、1991年頃からのバブル崩壊による建築減少

の影響を受けずに、右肩上がりに増加しています。

50～99戸は、2001年以降の増加が顕著です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 6～10 階程度のマンションが多い 

マンションの階数は、件数でみると6～10階が

も多く、戸数でみると11～20階が も多くなっ

ています。 

建築時期別にみると、5階以下のマンションは

1981～1990 年のピークの後は減少を続けています。

6～10階のマンションは1971～1980年に一度ピー

クを迎え、その後は1991～2000年にかけて減少し、

2001年以降は再び増加しています。11～20階は

2001年以降の増加幅が大きくなっています。21階

以上は1991年以降から建設が始まり、増加傾向に

あります。

図3 住戸数別マンションの件数と戸数 

図 4 住戸数別建築時期別マンションの件数 

図 5 階数別マンションの件数と戸数 

図 6 階数別建築時期別マンションの件数 
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■ 建築時期別にみるマンションの特性 

建築時期別に社会情勢との関連を考え、時期ごとのマンションの特性を以下のとおり整理しました。 

 (1)建築時期別にみる社会情勢 

建築時期 社会情勢 

第Ⅰ期(1970年以前) 1962年に区分所有法が成立し、マンションという住居形式が定着し始める。 

第Ⅱ期(1971～1980年) 1971年にマンション建設のピークがある。 

第Ⅲ期(1981～1990年) 本格的なマンション建設ブーム。ワンルームマンションの供給も活発になる。 

第Ⅳ期(1991～2000年) 
1991 年頃バブルが崩壊し、マンション建設量が落ち込むが、1997 年から再び建設

ブームが起こる。 

第Ⅴ期(2001年以降) 
日本経済は低迷するが、マンション建設は続く。 

投資型マンション、タワーマンションなど供給タイプも多様化する。 

  

(2)建築時期別マンションの概要及び特性 

建築時期別マンションの概要 特性 

第Ⅰ期（1970年以前） 

マンション件数 32件 

総住戸数 1,310戸 

平均住戸数 40.9戸／件 

 
＜アンケート調査回答マンション＞ 

調査回答件数 15件 

戸数 716戸 

住戸

面積 

30㎡未満 4.7% 

30～50㎡ 67.1% 

50㎡以上 28.2% 
 

◇マンション草創期 

・旧区分所有法時代のマンシ

ョン供給。マンションの維

持管理や再生等に係る法

令が確立していない時代。

・住戸面積は 30～50 ㎡が多

い。 

 

・築 40 年を超え、建替え検討中や検討

する必要があると考えているマンシ

ョンが過半を占める。 

・専門家と顧問契約している割合が4割

程度と、他の時期に比べて高い。 

・管理組合役員に報酬を出している割合

が5割を占めており、他の時期より高

い。 

第Ⅱ期（1971～1980年） 

マンション件数 184件 

総住戸数 7,396戸 

平均住戸数 40.2戸／件 

 
＜アンケート調査回答マンション＞ 

調査回答件数 79件 

戸数 4,031戸 

住戸

面積 

30㎡未満 26.3% 

30～50㎡ 64.9% 

50㎡以上 8.8% 
 

◇マンションブーム 

・第Ⅰ期に比べ供給件数、戸

数ともに増加。 
・東部地域、中央地域での供

給が多い。 

・新耐震基準以前の物件。 

 

・築 30 年を超え、建替えについて検討

中のマンションは 2.0%とまだ少ない

が、検討する必要があると考えている

マンションが3割程度あり、建替えを

意識し始める時期となっている。 

・管理組合役員に報酬を出している割合

が5割弱と、第Ⅰ期と同様に高い。 
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建設時期別マンションの概要 特性 

第Ⅲ期（1981～1990年） 

マンション件数 257件 

総住戸数 10,030戸 

平均住戸数 39.0戸／件 

 
＜アンケート調査回答マンション＞ 

調査回答件数 85件 

戸数 4,121戸 

住戸

面積 

30㎡未満 40.2% 

30～50㎡ 46.4% 

50㎡以上 13.4% 
 

◇マンションの多様化 

・マンションの供給件数が

も多い。 

・小規模なマンションの供給

が多く、他の時期に比べ平

均住戸数は少ない。 

・住戸面積 30 ㎡未満の割合

が、他の時期に比べて高

い。 

・小規模のマンションが多く、住戸数が

10～19戸、階数が5階以下のマンショ

ンが も多く建設されている。 

・賃貸住戸の割合が5割を超えており、

他の時期に比べ高い。 

・アンケート調査の回答率が、第Ⅴ期に

次いで低くなっている。 

 

第Ⅳ期（1991～2000年） 

マンション件数 188件 

総住戸数 8,557戸 

平均住戸数 45.5戸／件 

 
＜アンケート調査回答マンション＞ 

調査回答件数 80件 

戸数 3,889戸 

住戸

面積 

30㎡未満 13.5% 

30～50㎡ 47.1% 

50㎡以上 39.4% 
 

◇バブルの崩壊 

・マンション供給件数が減

少。特に、中央地域、東部

地域は大幅に減少。 

・200戸を超える大型物件の

建設がみられる。一方で、

小規模（20 戸未満）マン

ションの供給は大幅に減

少。 

・住戸面積は拡大傾向。 

・賃貸住戸の割合が低く、区分所有者が

自ら居住している割合が他の時期に

比べ高い割合となっている。 

・第 1回目の大規模修繕工事を実施する

時期にあたり、工事を実施した割合が

6割程度となっている。 

・専門家と顧問契約をしている割合が

も低い。 

 

第Ⅴ期（2001年以降） 

マンション件数 229件 

総住戸数 13,507戸 

平均住戸数 59.0戸／件 

 
＜アンケート調査回答マンション＞ 

調査回答件数 66件 

戸数 4,750戸 

住戸

面積 

30㎡未満 10.3% 

30～50㎡ 29.1% 

50㎡以上 60.6% 
 

◇人口の都心回帰 

・中央地域、北部地域、東部

地域でマンション供給件

数が増加。 

・50～99 戸のマンションの

供給増が目立つ。平均住戸

数は 59.0 戸で他の時期に

比べて多い。 

・住戸面積は 50 ㎡以上が 6

割を占め、住戸面積の拡大

傾向が継続。 

・大規模なマンションが多く、延べ床面

積 2,000～5,000 ㎡のマンションが

も多く建設されている。 

・長期修繕計画の作成率が9割と高く、

マンションの維持管理のための枠組

みが整ったマンションが多い。 

・賃貸住戸率が 100%のマンションが 2

割弱あるが、収益用物件と思われる。

・アンケート回答率が3割弱と、他の時

期に比べ も低い。 

※地域の区分（5地域） 

 東部：駒込、巣鴨、北大塚（1・2）、南大塚 

 北部：西巣鴨、北大塚（3）、池袋本町、上池袋 

 南部：南池袋（3・4）、西池袋（2・4）、雑司が谷、高田、目白 

 西部：南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川 

 中央：東池袋、南池袋（1・2）、西池袋（1・3・5）、池袋 
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   課題の背景 
 

■ 高経年マンションの特性と抱える課題 

調査結果をみると、他の建築時期のマンションと比

較して、高経年（概ね 1980 年以前）のマンションには

以下の特徴が見られました。 

・ 管理組合が組織化されていない割合が高い 

・ 長期修繕計画が作成されていない割合が高い 

・ 建替えを検討している、または検討の必要性を感

じている割合が高い 

・ 高齢者のいる住戸の割合が高い 

・ 区分所有者が自ら住んでいる住戸の割合（自住率）

が高い 

・ 管理規約の作成主体が区分所有者である割合が高

い 

・ 役員報酬のある割合が高い 

高経年のマンションでは、建物の老朽化と高齢化が

同時に進んでおり、建物の修繕や建替えの検討、耐震化

など建物への対応と、バリアフリーや要支援者の把握な

ど高齢者への配慮等多くの対応すべき課題があります。 

一方、それらの課題に主体的に取り組む管理組合に

おいては、自住率が高いものの高齢化により役員のなり

手不足が問題となっています。役員報酬のある割合が他

の建築時期に比べて高いのも、役員のなり手不足への対

応策とも考えられます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

図7 建築時期別管理組合の有無 

図 8 建築時期別長期修繕計画作成の有無 

図 12 建築時期別管理規約の作成方法 

図 11 建築時期別区分所有者が住んでいる割合 

図 9 建築時期別建替えを検討している割合 

図 10 建築時期別高齢者が住んでいる割合 

図 13 建築時期別役員報酬の有無 



豊島区分譲マンション実態調査報告書【概要版】 

- 24 - 

 

 

■ 小規模マンション 

アンケート調査票の配付ができなかったマンション

の住戸数をみると、小規模マンションが多数を占めま

した。 

管理員が不在で、管理組合用の郵便ポストもないマ

ンションに対し、管理組合との接点がつかみにくい状

況となっています。 

管理組合の有無をはじめとする管理の実態が把握で

きないだけでなく、区の支援情報等も管理組合に届き

にくい状況です。 

 

■ 賃貸化・複合用途型マンション 

豊島区においては、賃貸または事務所・店舗に利用

されている住戸が存在するマンションがほとんどでし

た。また、３か月以上の空き家も半数近くで生じてい

ます。 

豊島区は交通の利便性が高い地域のため、収益用の

不動産としての価値が高く、当初はほとんどの住戸に

区分所有者が住んでいたマンションでも、年数の経過

にともない賃貸化が進む傾向があります。 

大規模修繕を実施する上の問題点として、不在の区

分所有者が多く修繕に関心が低いという意見が も多

くありました。 

役員のなり手不足についても、不在区分所有者の増

加が要因のひとつになっていることが考えられます。 

 

 

図14 アンケートを配付できなかったマンションの戸数規模 

図 15 賃貸住戸の有無 

図 16 事務所・店舗に利用されている住戸の有無 

図 17 ３か月以上の空き家の有無 

図 18 大規模修繕工事を行う上での問題点 上位5位 

（「特に問題はない」以外は複数回答） 
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   調査結果からみる課題 
 

■ 管理組合役員のなり手不足 

マンションを良好に管理する上で、51.1%の管理組

合が役員のなり手がいないことが問題と回答してい

ます。他の設問においても、自主管理の管理組合が

管理業務を行う上で役員のなり手不足が問題との回

答がありました。細則等のルールに役員を辞退した

場合のペナルティを規定している旨の意見もあり、

役員選出に苦慮している状況がうかがえます。 

役員のなり手不足には、賃貸化や高齢化、管理へ

の関心の低さが大きな要因となっていることが考え

られます。 

 

 

 

 

 

■ マンション管理に関する情報の不足 

近年建設されたマンションは、新築時に「豊島区

中高層集合住宅建築物の建築に関する条例（平成17

年 1月施行。昭和61年～平成16年は要綱）」により

定められた良好な維持管理に必要な事項について協

議を行うため、一定の管理水準を確保した状態で分

譲されています。 

しかし、条例及び要綱施行前に建設されたマンシ

ョンについては、長期修繕計画の未作成や町会未加

入の理由に「竣工当初からそのまま」という意見が

多かったことから、竣工時に必要な事項が備えられ

ないまま現在に至る状況があることがうかがえます。 

新築では 新の動向に対応した管理体制を備える

マンションが多くなっています。しかし、既存のマ

ンションでは、良好な維持管理のための情報が届き

にくい状況となっています。 

 

図19 良好に管理する上での問題点 

（「特に問題があると考えていない」以外は複数回答） 

図 20 長期修繕計画を作成していない場合の理由（複数回答） 

図 21 町会に加入していない場合の理由（複数回答） 
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■ マンション管理への関心の低さ 

大規模修繕工事をはじめとする維持管理には、区分

所有者の合形成が必要です。また、日常生活において

も居住者の管理への協力は不可欠です。 

アンケートの各項目において、区分所有者または居

住者の管理への関心の低さが問題と考えている管理組

合が多くありました。また、今回のアンケート調査の

回答率が 41.3%と半数に満たなかったことは、管理組

合自体の関心の低さも一因と考えられます。 

 
 
 
 

 

■ 求められる大規模修繕工事への支援 

マンションを長期間にわたり良好に維持管理するた

めには、適切な修繕・改修が必要です。 

しかし、19.5%が長期修繕計画を作成しておらず、特

に1970年以前のマンションは30.8%が作成していませ

ん。未作成の理由に竣工当初から作成されていなかっ

たという意見が多く、修繕計画のないまま建物の老朽

化が進行している状況となっています。 

また、専門家を活用したい事項及び必要と思う行政

の支援のいずれも、長期修繕計画及び劣化診断、大規

模修繕工事に関する回答が上位となっています。 

建物設備等の専門知識を必要とし、多額の費用を要

するものについて支援が求められています。

 

 

図22 大規模修繕工事を行う上での問題点 

（「特に問題はない」以外は複数回答） 

図 24 専門家を活用したい事項（「とくにない」以外は複数回答） 

図 23  長期修繕計画の作成状況 
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■ 実施率の低い防災への取り組み 

マンションは、適切に維持管理がされていれば、

他の住宅に比べ建物倒壊や延焼が起こりにくく、災

害に強い建物と考えられます。しかし、電気、水、

ガス等のライフラインの供給が停止することに備え

て、水や食糧等の備蓄や定期的な防災訓練の実施等、

マンションの実情に合わせた対策が必要です。 

現在は、53.8%が特に取り組みを行っていないと回

答しているものの、その中には、取り組みの必要性

を感じているという意見も聞かれ、防災意識はある

が、取り組みに結び付いていない管理組合も存在す

ることがうかがえます。 

 

■ 進まない耐震化・建替えの検討 

1980年以前（旧耐震基準）のマンションの耐震診

断の実施割合は 15.4%であり、未だ多くのマンショ

ンが耐震診断・改修を実施していないことが分かり

ました。 

診断しない理由として、費用の面と耐震化につい

ての情報不足に関する理由が上位を占めています。 

専門家を活用したい事項や必要と思う行政の支援

では、大規模修繕工事関係に次いで耐震診断・改修

が上位にあり、関心は高いことがうかがえます。 

また、建替えにおいても、高経年マンションにお

いて検討の必要性を感じながら未検討である回答の

割合が高くなっています。建替えを検討する上での

問題点に、費用面の他に区分所有者が建替えの必要

性を十分理解していないことや技術的な判断ができ

ない、検討組織の設置が難しいことが回答の上位に

あがっています。 

 

図25 防災についての取り組み（「とくにない」以外は複数回答）

図26 耐震診断実施の有無（建築時期1980年以前）

図27 耐震診断を実施していない場合の理由 

15.4%

3.1% 

81.5% 

n=65 
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■ マンション居住者間及び地域とのつながりが希薄 
 

70.0%のマンションが居住者組織はなく、45.0%が日

ごろの挨拶程度でほとんど交流機会がないとの回答で

した。マンション内での活動状況についても、とくに

ないが69.7%を占めています。 

また、居住者全ての名簿があるマンションは66.8%、

高齢者・こどものいる世帯が不明と回答したマンショ

ンがそれぞれ 2 割近くあり、管理組合でもどのような

居住者がいるか把握していない状況がみられます。 

 

地域に対しては、マンション単位での町会加入率は

64.7%と特に低くはないのですが、地域に対する活動を

みると、51.3%がとくにないと回答しています。その一

方で、マンション内でのイベントの実施や、地域が実

施するイベントや防災訓練、マンション周辺の清掃な

ど活動を行っている管理組合もあります。積極的な活

動では、マンションが主催する地域のイベント実施も

少数ながらあり、マンションによって活動に大きな違

いがあるようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図28 居住者組織の有無 

図 29 居住者が交流する機会の有無 

図 31 居住者名簿の有無 

図 32 町会加入率の有無 

図 33 地域に対する活動（「とくにない」以外は複数回答） 

居住者すべ

ての名簿が

ある
66.8%

一部の居住

者は把握し

ている
24.6%

把握してい

ない
3.0%

その他
5.6%

n=232

図30 居住者が交流する機会の有無 
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支援の方向性 
  

今回の調査結果により明らかになった課題に対し、必要と考えられる支援の検討を行い、これからの

支援の方向性をまとめました。 
 
 

１  良好な維持管理への誘導・啓発 

 既存のマンションに対し、良好な維持管理に必要な事項を分かりやすく示すため、条例や 

ガイドラインを策定 

 

２  情報提供の充実・提供手段の検討 

 インターネットや E メールの普及により多様化した情報提供手段の活用 

 セミナーのメリットをより生かしたテーマ及び内容の充実 

 

３  相談体制の充実及び専門家の活用 

 マンション管理士の派遣等、専門家と連携し適切なアドバイスが受けられる相談体制の充実 

 

４  管理組合との連絡体制の構築 

 管理組合用の郵便ポストの設置や連絡担当者の登録等、連絡先の確保方法についての検討 

 管理組合の現状や要望等を継続的に把握する体制の検討 

 

５  大規模修繕・耐震化・建替えの検討への支援 

 分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度利用助成、耐震診断・耐震改修助成の 

継続に加え、長期修繕計画作成や劣化診断への支援策について検討 

 

６  管理組合・居住者組織の活性化支援 

 居住者名簿や防災マニュアルの作成支援または交流機会の創出支援等、管理組合及び 

居住者組織の活性化についての支援策を検討 

 

７  管理会社との協力関係 

 管理組合への情報提供や活動の活性化などについて、管理会社と連携して推進 
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