
 
  

 



 
 
 

 
 
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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開会 

 
【司会】皆様、大変お待たせいたしました。 
ただいまより、「豊島区マンション管理シンポジウ
ム、良好な管理とコミュニティで紡ぐマンションの
未来」を開催いたします。 
私は、本日の司会を務めさせていただきます豊島
区マンション担当課の安達と申します。よろしくお
願い申し上げます。 
本日は第 1部に基調講演、休憩を挟みまして第 2
部にパネルディスカッションを行います。 
本日は、残念ながら会場の皆様からのご意見ご質
問をシンポジウム内でお受けする時間を確保できま

せんでした。大変申し訳ございませんが、資料集と
ともにお配りいたしましたアンケート用紙にご意
見・ご感想・ご質問等をご記入いただき、お帰りの
際にロビーでご提出いただければと思っております。 
いただいたご意見につきましては、後日開催経過
とともにホームページ等で公開させていただきます
ので、何とぞご了承くださいますようよろしくお願
い申し上げます。 
閉会は、本日 4時を予定しておりますので 2時間
半、最後までご参加いただければ幸いです。よろし
くお願いいたします。 

主催者挨拶 
 
【司会】はじめに、主催者を代表いたしまして、 
豊島区長 高野之夫よりご挨拶申し上げます。 
 
【豊島区長 高野 之夫】 
皆さんこんにちは。 
豊島区長 高野之夫でございます。 
今日は、マンション管理シンポジウムの開催をご
案内申し上げましたところ、本当に会場溢れんばか
りに大変大勢の皆様にお集まりをいただきまして、
心から感謝をいたします。 
このシンポジウムに入る前にひとこと主催者とし
てのご挨拶をさせていただきたいと思います。 

昨年、日本一の高密都市であるこの豊島区は、
WHO の安全安心なまちづくりの国際認証である、
セーフコミュニティを取得することができました。 
このセーフコミュニティというのは、宣言をして
から 2年間の準備期間がございまして、大変厳しい
審査でしたが、おかげさまでクリアすることができ
ました。 
認証は世界では 285番目、日本では 5番目、東京
では初めてであります。 
大都会であるこの豊島区は、人が集まり、ものが

集まり、情報も集まる中で、大変事故や事件などあ
らゆるものに遭遇するわけでありまして、このよう
な大都市でセーフコミュニティの認証を取得するの
は、非常に至難の技ではないかとも言われましたけ
ど、区を挙げて、そして区民のご協力を賜って、国
際認証を取得することができたわけでございます。 
また、これにあわせて、朋有小学校がインターナ
ショナルセーフスクールを日本では3番目に取得す
ることができたということであります。 
国際認証を取得したということは、まさにこれが
スタートであり、5 年に一度、再認証という形で高

議事録 
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課長の園田も加わらせていただきまして、この機会
にマンション管理のさらなる具体的な取り組みを一
緒に考えていこうというような趣旨でございます。 
繰り返しますけど、私たちはこれからマンション
人口、マンション等々が増えていく中で、管理推進
条例にしっかりと取り組むことによって、本当によ
りよい環境づくり、都市づくりにつながっていくと
いうことが最大の目的でございますので、その点も
皆さん方は関係者の方々ばかりだと思いますけれど、
ぜひいろんな面で、またご意見等々も頂戴しながら、
これからの30年40年の快適な居住環境をどうつく
り上げていくか、これはこれからのそれぞれの自治

体の大きな課題に必ずなっていくのではないかと思
っておりますので、いろいろとご示唆をいただきな
がら、ぜひこの豊島区がそういうモデルになるよう
な、そういうまちづくりを目指しておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。 
以上、私からの趣旨説明といいますか、豊島区が
これから取り組もうとしている一端について触れさ
せていただきました。 
本日はこのように大勢のご参加、心から感謝を申
し上げましてご挨拶とさせていただきます。 
ありがとうございます。 

 
来賓紹介 
 
【司会】大変恐縮でございますが区長は次の公務の
予定が入っておりますので、ここで退席させていた
だきます。 
 
それではここで豊島区のマンション行政にご協力
をいただいております来賓の皆様ご紹介させていた
だきます。 
ご挨拶をいただきたいところでございますが、今
日は時間の都合により誠に恐縮ですが、お名前をご
紹介させていただきましたらその場でご起立いただ
ければと存じます。 
一般社団法人日本マンション管理士会連合会会長及
び一般社団法人首都圏マンション管理士会理事長、
親泊哲様。 
首都圏マンション管理士会城北支部支部長、長尾英
俊様。 
同じく首都圏マンション管理士会城北支部副支部長
で豊島区の幹事でございます戸田汎様。 
一般社団法人東京都マンション管理士会理事長、品
田政彦様。 
一般社団法人豊島区マンション管理士会代表理事、
中井勲様。 
東京都建築士事務所協会豊島支部支部長、山崎眞様。
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会豊島区支部
支部長、山口利昭様。 
豊島区マンション連合会会長及び豊島マンション連

絡協議会会長、中川正文様。 
なお、開催に当たりまして社団法人高層住宅管理
業協会様にご協力をいただきました。 
ありがとうございました。 
 
また、お１人ずつのご紹介はできませんが、会場
にはマンション施策にご協力くださっている皆様、
また、マンション管理にご尽力されている皆様にお
集まりいただいております。誠にありがとうござい
ます。 
本日ご来場いただいた皆様に、一層のマンション
管理及び施策へのご支援をいただき、盛り立ててい
ただければと思っております。よろしくお願い申し
上げます。 
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第 1部 基調講演 

「豊島区マンション管理推進条例について」 

小林 秀樹 氏【千葉大学大学院工学研究科教授 日本マンション学会会長】 
 

【司会】 
大変お待たせいたしました。 
これより第 1部基調講演「豊島区マンション管理
推進条例について」に入ります。 
講演は、日本マンション学会会長、千葉大学大学
院工学研究科教授である小林秀樹先生にお願いいた
します。 
それでは、小林先生よろしくお願いいたします。 
 
【小林 秀樹氏】 
皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきまし
た小林でございます。 
豊島区のマンション管理推進条例、全国で初とな
る内容をいろいろ含んでいるわけです。 
この条例の制定にあたっては、区長をはじめ園田
課長、司会をされた安達さん、その方の意欲という
のが大変大きかったと思います。さらに議会の支援
というのもあったと思います。これらについて、私
の立場からも最大限の賛辞及び敬意を表したいと思
います。また、この条例の制定に学識経験者として
携わることができたということは私としても大変嬉
しいことです。 
それでは内容に入ります。 
 

 
私の講演の内容は大きく三つです。 
最初に、マンションをめぐる状況についてご紹介
したいと思います。 
皆さんマンションという言葉の定義をご存じでし
ょうか。専門家の方もいらっしゃるのでご存じと思
いますけれども、これは昭和40年位に民間業者が、
非常に高級なコンクリートの中高層集合住宅を指す
ために使われたもので、和製英語です。もともと英
語では大邸宅という意味で、私も今マンションに住
んでいますが、もし私がアメリカの友人に、「私はマ
ンションに住んでいます」と言うと、「おまえはすご
い大金持ちか」と言われるわけです。 
当初は、分譲と賃貸の両方を指していたのですが、
次第に主に分譲を指すようになり、2000 年に国の
法律であるマンション管理適正化法で、マンション
という言葉は区分所有の建物で、かつ住居の部分を
含んでいるというふうに定義されました。ですから
これからお話しすることは主に分譲マンションにつ
いて話すということになります。 
2 番目は、制定会議の会長の目から見た豊島区マ
ンション管理推進条例について、皆さんにご紹介し
たいと思います。 
3 番目に、これからの課題ということで、国の法
整備の流れその他についてご紹介したいと思います。 
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マンションをめぐる状況 

 
現在、日本のマンションは約 580 万戸あります。 
これは全体の住宅数の約 1割です。残り 9割は一

戸建てかというとそうではなくて、一戸建ての持ち
家は実は 5割くらいです。残りの 4割はいわゆる借
家、アパートです。ですから持ち家に限って言えば、
全国で5戸か6戸にひとつは分譲マンションになっ
ているわけで、随分増えました。 

 
豊島区について見ると、分譲マンションはなんと
住宅数の 3割を占めています。持ち家の一戸建てが
2 割ですから、豊島区で持ち家といえばマンション
になっているわけですね。一番多いのは、都心部で
すからやはり賃貸マンションです。 
現在、豊島区にはいろんなマンションがあります。 

超高層もあれば、中高層マンションで 1階に店舗が
入っているようなものもあれば、雑居マンションも
あるし低層マンションもあると。さらに豊島区で非

常に多いのがワンルームマンションです。ワンルー
ムマンションは投資用ですから、所有者は全国に散
らばっているわけです。 
今回のマンション管理推進条例というのは、この
ワンルームマンションも対象にしています。ですか
ら非常に特徴があると思います。 
 
マンションの特性 
最初に、マンションには二つの特性があるという
ことについて、言わずもがなだと思いますけれども
確認しておきたいと思います。 

 
ひとつは、マンションというのは 1戸 1戸が個人
の財産であるということです。ですから誰にも邪魔
されずに住むことができるし、自由に売買できるわ
けです。これは専有部分と呼ばれているところです。 
ところがその反面、実は建物や施設は共有の財産
になっているわけです。ですから管理費を払うし修
繕積立金も払うし、さらに役員の負担というのがあ
るわけで、理事になったり理事長になったりするわ
けです。このように、実は全く相反する性格をあわ
せ持つのがマンションです。 
共有の財産になっているというのは、少し煩わし
いところもあるのですが、いいこともたくさんある
わけです。 
例えば、一軒一軒では持つことができないような、
いろんな豊かな空間や共用施設というのを持つこと
ができるんですね。 
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さらに、この写真は東日本大震災の当日の仙台の
マンションの夜の様子です。停電しましたので、夜
を過ごすのが非常に大変だったんです。それでマン
ションでは集会室がありますから、そこに皆さん集
まって非常に不安な夜を過ごしたということです。 
そういう点では、マンションは災害時にも、管理
組合が機能していれば実はとても安心感が強い、非
常にいい居住形態なわけですね。 
あとは維持管理がまとめて委託できる、さらに手
間がかからず非常に手軽であるという、そういう良
さもあるわけです。つまり清掃とか大規模修繕、こ
ういうものもまとめて委託できます。一戸建てに比
べればはるかに手間がかからないわけですね。管理
会社にいろいろ頼むこともできるわけです。 
 しかし、このように手間がかからないということ
が逆に出てしまうと、理事や管理会社に任せきりに
なってしまうとか、マンションの管理に無関心にな
ってしまうとか、その結果理事のなり手が不足して
しまうとか、さらに災害時に管理組合が機能しなか
ったと、そういうことが出てくるわけです。 
 
豊島区のマンション管理の実態 
このあたりについて、豊島区はマンションの実態
調査を行っています。 
まず管理組合というのがあるかどうか。すなわち
管理規約をつくって理事長などを定めているかどう
かです。当然あるのが普通ですが、古いマンション
に限って見ると、1 割くらいは管理組合がそもそも
ないというのがあるわけです。 
 
 

長期修繕計画を見てみますと、全体としては 65%
くらいが作っているんですが、3 割がなく、さらに
古いマンションに限ると半分が長期修繕計画を作っ
てないわけです。 
今後の管理の不安がありますかと聞いたところ、
1 番がやっぱり役員のなり手がないと。5 割の方が
役員のなり手がいないというのを不安に思っていま
す。さらに管理に無関心で非協力的な方が多いとい
うような不安もありますね。 

 
築後 30年を乗り越える修繕積立金額 
もちろん、マンションが日本に登場してから既に
50年経っていますので、適切な維持管理を進める知
恵というのは蓄積されているわけです。それは長期
修繕計画を作成して、管理費と修繕積立金を毎月払
うと、こういう方法が確立しているわけです。 
しかし、確立したのは大体 1990 年代以降です。
ですから新しいマンションはほぼこれはできている
んですが、古いマンションでは、当時はまだ長期修
繕計画を立てるという習慣がなかったので、それが
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今でも残っています。古いマンションでは 5割は未
作成ということで、これを何とかしたいということ
です。 
さらに長期修繕計画を作成するマンションでも課
題が残っています。 
一番大きいのは、修繕積立金が不足しているとい
うことです。 
30 年後に非常に大きな修理があるんですが、それ

を乗り越えるためには大体月額平米あたり 200 円
以上必要と言われています。すなわち 80 平米のマ
ンションに住んでいたら月々1万 6,000 円です。た
だ、なかなかそれだけ集めているマンションは少な
いです。 
さらに、駐車場の使用料を管理費に充当している
と将来困ると言われています。管理費は、毎月使わ
れてしまいますので、積み立てられませんよね。し
かし機械式駐車場ってものすごく修繕費がかかるん

です。ですから当然平米あたり 200 円でも足りない
ということになります。 
さらに、管理組合が機能不全になる懸念というの
をお持ちの方も多いわけですね。先ほどの無関心層
とか高齢化とか、理事のなり手が不足するのは一番
大きな問題だと思います。 
参考までに、ちょっとデータを紹介します。 
横軸は築年数、縦軸は 1戸当たりいくら修繕費が
かかるかというのを表しています。大体 80 平米の
高層マンションの例です。 
皆さんよくご存じのように大規模修繕があります。 
10 年から 15年に 1回くらい訪れますけども、こ
れは赤い線です。大体、平米 100円あれば乗り越え
られますよね。 
ところが、30年から 35年くらい経つと、パイプ
の交換や設備の全面交換とかが費用に入ってきます。
この赤い線を乗り越えるためには平米 200 円を超
えていないとだめなんですよね。 
多くのマンションでは、このときに建替えるのか、
それとも改修・修繕してお金をかけるのかという事
を迷うわけです。 
その結果は、ここで管理組合が機能していれば、
どちらかを選択してその後乗り越えられるし、この
とき管理組合がもしうまく機能していなければ先ほ
ど区長がお話しされたようにスラム化への懸念が出
てくるということになります。 
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建替えの仕組みと難しさ 

参考までに、建替えの仕組みも少し紹介します。 
日本でこれまで建替えが成功した例は、180 例ぐ
らいあるんですが、ほとんどが元々小さい建物で、
建替えた後は大きな建物にして余った床を分譲する
わけです。それによって元々住んでいた人はただで
いいですよというので建替えに成功しているんです。 
これは、実は敷地の持ち分というのがあって、大
きな建物にすると1戸当たりの敷地の持ち分が減り
ますよね。そうすると実は土地を売っていることに
なるんです。土地を売った分とそれと同じだけの価
格のものをあなたはただで貰えますよって言われて
いるんですね。そういう仕組みです。 
これは学術的に検討したものがあります。 
縦軸は、プラスマイナスゼロとオレンジの点線が

入っていますが、これは前と同じ面積をただでもら
えますよって線です。それより上に行くと 1 千万、

2 千万、すなわち建替えるときには 1 千万円、2 千
万円負担してくださいという線ですね。 
横軸は、建物をどれくらい大きくできるかという
数値なんです。1倍、2倍、3倍、4倍大きくしたと
いうそういう例ですね。 
これを見ますと、大体、土地の値段が坪 100万円
くらいの地域で、前より 3 倍の大きさにできると、
あなたはただで前と同じ面積が建替えで貰えますよ、
というふうになるんです。 
豊島区は地価 200 万円位のところもありますけ
れども、それでも 2倍必要なんです。すなわち建物
を 2倍大きくできなければ、ただで床を貰えること
はあり得ないんですね。 
ところが今あるマンションはほとんど、法律で容
積率が決まっていて、大体その限度でつくられてい
ます。ですから大きくできないんです。大きくでき
ないとなると建替えのときには、「あなた 2 千万円
負担してください」と言われるんです。それはどん
なにいい立地でも建設費用が必要ですので同じです。
2 千万円を負担してくれと言われたら、おじいちゃ
んおばちゃんもいらっしゃるしなかなか合意するの
は難しいですよね。ですから今後建替えは、やはり
かなり難しくなってくるというふうに理解されたほ
うがいいと思います。 
そうすると、なるべく管理組合を機能させて、そ

して 30 年後の大きな修繕を乗り越えていくという
のがとても大事になってくると思います。 
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管理不全マンション 

管理組合がもし機能しないで 30 年後乗り越えら
れなかったらどうなるのか。建替えもできない、大
規模な修繕にお金も払えないとなると、こんな状態
になるんです。 
ちょっと暗いイメージなんで、左側は実はすごい
ぼろぼろなんですけど、分譲ではなく賃貸アパート
です。一戸建てでは最近建物が老朽化して放置され
て非常に迷惑になっているとよく出てきています。
空き家条例というのが各自治体でつくられるように
なっています。マンションではまだそこまでの例と
いうのはほとんどありません。でも皆無かというと
実はあるんです。 
この例は、ちょっと場所は内緒ですが九州のある

ところで、管理組合が機能しなくて大規模修繕でき
ずに壁がはがれ落ちて、通行人に当たって危険であ
るということで応急措置としてネットがかけられて
いる例です。こういうのがぽつぽつ出始めているん
です。これは避ける必要があるんですね。これを避
けないと自治体としても地域に非常に悪影響を与え
ますので、避けたいということが大きな目的です。 
 
条例の義務規定の意義 
2 番目、豊島区マンション管理推進条例に入りま
す。管理不全を起こして建替えも大規模修繕もでき
なくなることを避けたいということで、管理不全を
引き起こさないように条例で対処しようということ
です。 
この条例には皆さんも既にご存じと思いますけれ
ども、かなり義務規定というのが入っています。 

その理由ですけれども、三つあるんです。 
ひとつは、やはりマンションが老朽化し放置され
ると、その所有者だけの問題ではなく地域に非常に
影響を与えますので、自治体がやはり義務にして管
理をうまくやってほしいと、こういうふうにするの
がひとつです。 
二番目、私はこの二番目の理由のほうが大きいと
思うんです。 
実は管理組合の合意形成を容易にするという効果
です。管理組合というのは合意をしないとお金を払
えないんですよね。例えば長期修繕計画がないマン
ションは古いのでは 5割あると言いました。その中
でやる気のある理事の方が、じゃあ修繕計画をつく
りましょうと言ってお金を払おうとしても、合意し
ないとできないんです。すると一部の人からは、今
までなかったんだからいいじゃないか、そんなのに
お金を使いたくないよって人はかならず出てきます。
そうするとやる気のある理事はすごく困るんですよ
ね、もう皆さんの中で経験されている方も多いと思
いますけども、合意形成で非常に苦労します。 
しかし条例で決まっていたらどうでしょうか。条
例で決まったらやる気のある理事はすごく安心です
よね。条例で決まっているんだからやりましょうよ
と言えるわけです。そうすると一生懸命やられる理
事の方には非常に強い味方になると思っています。 
三番目に、実は豊島区は条例をつくると同時に、
マンションを支援する施策をとろうとしています。
条例による義務化と支援策がセットになっているわ
けで、大変すばらしいことだと思っています。 
支援策の詳細は、後で課長から紹介があると思い
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ます。 
最後に、最初にお話ししましたけど、実はワンル
ームマンションを対象にしているんですね。これが
非常に大きいと思います。豊島区は非常にワンルー
ムマンションが多いですし、やはり地域にとってワ
ンルームマンションがしっかり管理されているとい
う事も大事だと思います。 
ある方が、ワンルームマンションは管理会社がつ
いているんだし、ほとんど委託しているので、管理
会社がしっかりすればちゃんと修繕もするし問題な
いんじゃないですかという方がいらっしゃいました。 
ところが管理会社って倒産するんですよね。倒産
したら次どうするかって、所有者の方が合意して何
かやらないと出来ないんですよね。実際、豊島区で
既に管理会社が倒産して、それで管理不全を起こし
ているマンションがでてきています。 
 
自治体におけるマンション関連の条例 
さて、ちょっと振り返って、自治体におけるマン
ション管理推進条例の制定までの歴史をずっと追っ
てみますね。 
まずは建築時の指導要綱。すなわちマンションを
建てる時にこうしてくださいという新築マンション
への対応です。これについては多くの自治体が制定
しています。ですから新築マンションについては十
分に対応が進んでいるわけですね。 
ところが、すでに建ったものの管理について制定
しているところは多くありません。最初は中央区が、
平成21年に管理にかかわる条例を制定しています。 
中央区は、実は賃貸マンションがものすごく多い
ので、賃貸マンションも対象にしています。ただし

義務にするというのはなかなか難しくて、建築指導
関係のみ義務です。すなわち新築時のみ義務で、管
理に関してはほとんど努力規定といって、努めます
という内容で罰則もありません。ですからなかなか
効果を出すのが難しかったというのが実情ですね。 
実は、私はこの中央区の制定前の住宅委員会の委
員長をしていましたので、これについてもかかりま
したけど、担当者、非常に意欲的です。ただこの時
は義務規定まではちょっと難しかったですね。 
 
条例の注目ポイント 
今回、豊島区が分譲マンションを対象に条例をつ
くられたわけです。その特徴は管理について義務と
罰則を定めているということです。 
この義務と罰則の細かい内容についてちょっとこ
れからお話しします。義務規定の中でも注目したい
ポイントです。これは私の目から見て注目したいと
いうことをお話ししたいと思います。 
まず 1番目、町会・自治会との関係です。 
やはり地域の課題って色々ありますよね。例えば
ごみ捨てをちゃんとしましょうとか防犯ちゃんとし
ましょうとか、地域でなにかトラブルがあったら一
緒に解決しましょうというのがありますよね。これ
については当然戸建てもマンションも協力すること
が必要なわけです。 
さらには豊島区の特徴として、小戸数のマンショ
ンが多いんですよね。 
小戸数のマンションというのは、実はマンション

の資産価値を地域の環境に依存しているんです。地
域が良くなければ、自分のマンションの資産価値も
維持できないというのが小規模なマンションの特徴
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です。千戸もあるような大規模団地ですと、ある意
味独立王国ですから、その中でしっかり維持管理し
ていれば資産価値を維持できるというのはあるんで
すが、豊島区は小戸数マンションが非常に多いとい
う特徴があります。 
こういうのを踏まえると、地域から見れば、当然

町会の加入を義務づけてほしいというような要望が
出てくるわけで、実際出ているわけです。 
しかし、実は町会に加入しなさいというのは法律
違反なんです。任意加入の団体ですので強制はでき
ません。判例で決まっているんですが、これは後の
ディスカッションで、篠原先生が詳しいのでご紹介
してもらおうと思いますけども、できないそうです。 
そこで、条例では加入の義務づけではなくて、「町
会と協議してください」という協議の義務づけとい
う、ウルトラ裏技をやっているわけですね。26条に
は町会自治会と加入等について協議するものとする。
協議を義務にしているわけですね。 
あと 16 条の 2 に、緊急連絡先表示板を掲示して
ください。これも義務になっている。これはどうい
うものかというと、マンションの外から見て、緊急
連絡先がわかるようにしてくださいということです。 
これはもし地域で何か問題があったときに、マン
ションは最近オートロックが多いですから入れない
んですよね。そうすると連絡先もわからないわけで
非常に困りますので、連絡先だけは表示してくださ
い。これを義務にしたわけです。 
実は最近豊島区ではないんですけども、こういう
こともありました。 
住民の方が急病になって救急車を呼んだんですが、
そのあと住民の方自身は倒れてしまって、救急車が
到着したときには当然オートロックもあけられない
し自分の家のドアも開けられないという状態、要す
るに完全に連絡が取れなくなってしまったわけです。 
そのとき救急隊の人は、とにかく何とか建物の中
に入り周辺の住戸の人にお願いして、ベランダを通
って入るわけですけれど、それの連絡先をどうした
らいいかというので困ったという例があるんです。 
その時にもし緊急連絡先がわかれば、救急隊もす
ぐ連絡して対処ができるということだと思います。 
 

2 番目です。名簿の作成というのが義務になって
います。 
もちろん管理組合がある場合は区分所有者の名簿
は皆さんお持ちだと思うんです。区分所有者は管理
組合員ですから持っているはずです。 
ところが今回、区分所有者だけではなく、居住者
名簿も義務になっています。 
実は災害時などの安否確認で必要なのは所有者名
簿じゃなく居住者名簿なんです。それがないと安否
確認もできないんです。ただし取り扱いの細則はマ
ンションにお任せしますとなっています。 
ここで注意しなければいけないことがひとつある
んです。仙台のあるマンションですけども、名簿を
作成して金庫に保管していました。個人情報保護そ
の他を懸念して保管されたと思います。ところが震
災があったときに担当理事の方が出張でいなくて、
金庫の鍵が開けられなかったんです。肝心な時に名
簿が役に立たなかったということがありました。 
ですから、取り扱いというのを注意すると同時に、

逆に共有できるようなことも考えておかなければい
けないですよね。 
私はやはり、名簿の情報のすべてでなくてもいい
んですけど、少なくともそれぞれのお宅に何人いて
何歳ぐらいの方がいらっしゃるかくらいは情報を共
有してもいいのではないかと思っています。 
ということで、14条に区分所有者及び居住者等の
名簿を備え、さらに名簿の取り扱い細則を備えなさ
いということがあります。 
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3 番目です。適切な維持管理の義務化というのが
入っています。 
これについては管理に必要な項目がいろいろ挙げ
られています。まず 5条の 2に、マンションの管理
者等を選任するとなっています。 
管理者というのは管理人じゃないですよ。管理者
というのは多くのマンションでは理事長が兼ねてい
ます。すなわちマンションの責任者を定めるという
ことを義務にしています。区分所有法自身は、管理
者等を選任できるという、「できる」規定ですので、
これを豊島区の場合は義務で必ず責任者をはっきり
してくださいということをやっているわけですね。 
12 条には管理規約の作成と保管、閲覧。13 条に
は総会及び議事録の作成、保管、閲覧。これはしっ
かり管理するためには当然のことだと思います。 
15 条に設計図書と修繕履歴の保管というのが義
務になっています。 
設計図書、今はほとんどマンションで持っている
と思うんですが、古いマンションでは建設会社から
設計図書の引渡しがなくて、さらにその後、建設会
社が倒産して、図面がそもそもないというか、努力
しても手に入らないというのはあるんです。ですか
らこれは単純な義務ではなくて、非常に事情がある
場合は区長の判断でその義務を免除しますというふ
うな内容になっています。 
18 条で設備の法定点検と清掃の実施。19 条では
長期修繕計画の作成ということが入っています。 
長期修繕計画の作成を義務にしたということは、
先ほどお話したように、管理組合の合意形成が非常
にスムーズにいくというのに役立つと思っています。 
 

最後 4番目です。区への報告をしてください。そ
して罰則があり、支援がある。という構成になって
います。この点が注目すべき4番目のポイントです。  
罰則は、名前を公表しますという罰則です。ちゃ
んと報告も来ない、指導しても対応してくれない、
勧告してもだめだという場合に、名前を公表します。 
名前が公表されるとやはりある程度資産価値に影
響しますので、罰則としては一定の効果があるので
はと思います。ただし、それは最後の手段です。 
まず、区に報告していただいて、問題があれば指
導するという構成になっています。さらに、指導す
る段階では区が支援しますということも別途言って
います。 
あとは、区の調査への協力というのが入っていま
す。6 条にマンション代表者等は区の行う調査に協
力する。18条には管理業者も協力してくださいとい
うことが義務になっています。これは別に当たり前
じゃないかと思いますけど、結構重要なんです。 
というのは、例えば区からアンケートが行きます
よね。管理会社からすると、勝手に答えていいんだ
ろうかと思うわけですよね。やっぱり理事長の承認
を得なければいけないと思います。今度、理事長に
行くと、理事長は勝手に答えていいんだろうかと思
います。そうすると理事会の承認が必要になるとい
うことで、何かこう堂々めぐりでなかなかスムーズ
に回答できないということが生じてしまうんですね。
これが義務になっていれば、そんな心配なくすんな
り回答できるということになります。 
さらに区への届出、指導、勧告、罰則は先ほど紹
介したとおりです。先ほど言ったように罰則は最後
の最後の手段ということになっています。 
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管理不全を予防する 
以上見ますと、この条例の趣旨は何か。これは管
理不全を起こさないように予防するという条例です。 
義務化された内容を今ずっと見てきましたけれど
も、しっかり管理しているマンションでは実は当た
り前のことなんです。内容すべて。ですからしっか
り管理されているマンションでは、条例はほとんど
当たり前のことを定めているだけということです。 
さらに、義務化された内容を見ると、実はちゃん
と管理をしっかりやらなければいけないと思ってい
る、やる気のある理事を実は応援する内容。管理組
合の中で合意形成しやすくするという内容になって
いるわけです。そして罰則により一定の効果は発揮
すると考えられます。 
しかし、もし本当に管理不全を起こしてしまった
ら、名前の公表という罰則は効果があるわけではあ
りません。 
本当に管理不全を起こしてしまったら、外から見

れば一目瞭然でぼろぼろですから、名前を公表され
ようが何されようが実はあまり効きません。 
ですから、これはあくまでそこに行く前段で管理
不全をちゃんと予防して、30年後の大きな修繕と建
替えの決定をうまく乗り越えて、そして末永くちゃ
んとマンションを使えるようにしましょうと。そう
いう条例なわけです。 
実は本当に管理不全を起こしたら、この条例では
対応できません。本当に起こしたら実は行政の代執
行を可能とするような別の法律が必要です。 
代執行というのは、行政が代わって強制的に修繕
とかそういうものですけど、これは個人の権利のあ
る種制限になりますので、自治体の条例では対処で
きません。国の法律で対処するしかないんです。 
あと、並行してマンション管理の支援を行うとい
うこととしています。管理セミナーを実施したり、
専門家や管理士の皆さんをマンションに派遣したり
します。これらについてはあとで、もう少し詳しく
紹介したいと思っています。 
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耐震改修について 
参考までに、耐震改修について少し紹介しますね。 
耐震改修は、特に 1階が柱だけだと地震に弱いの
で、ブレースを入れたりして補強します。さらに、
ベランダにフレームをつけるという例もあります。 
実は私は昔、建設省の建築研究所というところに
いたんですが、建築研究所が阪神淡路大震災のとき
に調査したデータです。仙台のマンションでは古い
マンションが少なかったので、全体の様子がわから
ないんですけど、阪神淡路大震災時は古いマンショ
ンもありましたので、被災の程度がよくわかります。 
赤い線が高いほど被災率が高いです。横軸は建築
年になっています。 
新耐震以降は安全と言われますがいつの事ですか、
と皆さんよく聞かれますが、1981 年に建築基準法
が改正されて厳しくなりました。それが新耐震マン
ションと言われています。1981 年より新しいと確
かに赤い線が少ないですね。ではそれ以前だと赤い
線が多いかというと、実は 1975 年以降はそんなに
多いわけではないんです。 
実は 1971 年にも大きな改正があるんです。 
確か、十勝沖地震によってコンクリートの建物が
被害を受けたので、そこで一定基準が改正されてい
ます。鉄筋には帯筋という横に巻く筋があるんです
がその間隔を狭めているんです。これによってかな
り効果が大きかったと言われています。ですから
1971 年以降は、実は既にかなり強いマンションに
なっているはずなんです。 
ところが 1970 年から 75 年の間がちょっと赤い

線が高いですよね。これは推測では、当時は列島改

造論の時代ですから、欠陥マンションが非常に多い
時代でした。おそらく欠陥マンションではないかと
いうふうに推定されているものです。 
ですから、これを見てお分かりのように、もし
1971 年より前のマンションにお住まいであれば、
耐震診断をして改修をできるだけ早期にやられたほ
うがいいというふうに私は思います。それ以降は、
実はかなり強くなっているので、そういう意味では
診断改修するかどうかは、それぞれ検討されるとい
うことがいいのではないかと思っています。 
 
マンションに関する国の状況と検討課題 
最後 3番目、これからの課題、マンションに関す
る国の法整備あるいは検討の状況をお話しします。 
今までの流れを紹介しますと、2000 年にマンシ
ョン管理適正化法というのがつくられました。これ
でマンション管理というのは、一所有者だけの問題
ではなくて、地域や自治体もかかる問題なんですよ
というようなことを定めます。マンション管理に公
共性を定めて、それで自治体が積極的にバックアッ
プしてくださいということを定めたわけです。あと
マンション管理士というのをその時創設しました。 
2002 年には建替えの円滑化が行われました。区

分所有法が改正されて、建替えの要件、合意の要件
を単純化し、そして建替え円滑化法という法律で、
建替えを実際やるときには抵当権の処理その他をス
ムーズにしましょうということが行なわれ、その結
果、185 マンションが現在建替えを実施済みです。 
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第三者管理者方式 
これでいいかというとまだ残された課題がありま
す。今後の課題ということで 3つ紹介します。 
ひとつは、第三者管理をどう位置づけるかという
テーマ。2 番目がマンションの解散制度、マンショ
ンを一旦おしまいにしましょうという制度。3 番目
がマンション再生に関する法律で、ここに管理不全
への対応というものも入ってくるという考えですね。 
第三者管理者方式を簡単にご紹介しておくと、所
有者ではない第三者の専門家に管理者を委託すると
いう考えです。今賛成と反対意見両方あります。 
賛成意見は、標準管理規約に位置づけて資格制度
も創設しようと。資格制度というのは第三者管理を
受ける専門家の資格をはっきりさせようというのが
推進意見です。それはやはり高齢化や賃貸化が進む
中で、なかなか理事のなり手がいないと。それであ
れば第三者の専門家に依頼したほうがいいのではな
いかということ。さらに既に実態として第三者管理
の実績があります。都心部の雑居マンションとか小
戸数マンションでは、管理組合による管理よりは第
三者の専門家に任せたほうがよいのではないかとい
うのがあります。 
ヨーロッパでは第三者管理が実は一般的なんです。
さらに投資型やリゾートマンションでは、もともと
理事会によって管理するという方式が機能しません
ので、第三者管理が必要という背景があります。 
しかし慎重意見もあります。現状のままでいいと。 
ひとつの意見は、法律上では既に今でも実施でき

るんです。必要に応じて実施可能ですから、国土交
通省が指針を示す必要はないと。むしろ変に指針を

示すと過剰規制になって自由な工夫が潰れてしまう
という意見だとか、あとはやはり理事会方式が基本
であると。特に区分所有者の参加意識を高めるとい
うことが今一番の問題なので、第三者管理をあまり
全面に出すと、管理は第三者に任せればよく、区分
所有者がかかわらなくていいという誤解を与える可
能性があるので、慎重なほうがいいということです。 
一般のファミリー向けでは理事会方式が基本にな
ると思います。その意味では特殊なマンションに使
われる方式だろうということですね。 
第三者管理方式は今後必要性が高まることは確か
だと思います。特に高齢化と賃貸化の進展、役員の
なり手不足というのが大きいと思います。 
しかし標準的なやり方を設定するとなると難しい
ので、第三者管理は複数のやり方があるのでそれを
並列に、参考情報として国は提示し、そして皆さん
にそれぞれどの方法がいいかを考えていただくと。
考えるということがとても重要だと思うんですね、
管理組合にとっては。 
2 番目、一般ファミリー向けマンションでは従来
の理事会方式をとって、専門家である管理会社にち
ゃんと委託するわけですから、そのやり方で十分に
うまく機能しているのではないかということです。 
3 番目に、管理不全マンションが将来起きてきた
ら、それは当事者で解決するのが難しいですから、
事実上第三者管理方式を導入するということが課題
になります。検討が始まってない今後の課題です。 
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マンションの解散制度 
2 番目にマンションの解散制度。これは今もう既
に法律改正に入っています。 
背景は、東日本大震災のときに被災されたマンシ
ョンで、建替えはできないと。仙台の場合、建替え
するとしても非常に費用負担が必要ですし中古マン
ションが安くたくさんあるので、建替えにお金を使
うよりは中古マンションを買ったほうが安くなると
いうことです。結果、マンションを解体して敷地を
売却するという選択がむしろ一般的になっています。 
その場合、現在の法律は建替え制度はありますが
解消制度がないので、解散制度がないということは
全員が合意しないとできないということです。 
そこで多数決で区分所有関係の解消ができるよう
にしようというのが現在検討中の内容です。これは
マンション学会も検討して提言し、それをもとに、
法制審議会で昨年9月から議論が開始されて早急な
法改正を目指す。ですから多分、もうそろそろ法改
正が成り立つかもしれません。 
ただし、最初は被災マンション限定で災害が起き
て被災した場合にのみ、多数決による解消が使える
ということです。一般の老朽マンションではまだ使
えるわけでありません。 
実際に解消を選ぼうとしたマンションで、一見何
でもないように見えるんですけれど実は杭が折れて
いて、杭が折れると修理が非常に高くかかるんです
よね。それだったら取り壊して解消するという選択
の方が合理的だというふうにしたものです。 
 
 

未着手の課題－マンション再生 
最後にマンション再生に関する法律ということで、
これはまだ未着手です。今後の課題だと思います。 
その背景は、建替えについては法律や補助制度も
十分進み随分整理されました。ですから、現在のと
ころある程度十分な水準に達していると思います。
2 番目にマンション解消というのも検討が始まりま
した。まずは被災マンションを対象にして法律がで
き、それができれば今後老朽マンションに対しての
解消の導入が課題になってくると思います。 
ところが 3番目の、マンションの再生については
まだ検討に未着手です。今後検討に取り組んでいく
必要があると思います。この写真は、これは日本で
はなくて韓国の例なんですけども、全面改修ですね。
全面改修すると、それぞれの専有部分の増築とかも
発生しますので、専有部分が変わると今の日本は全
員合意が必要なんです。それを多数決でできないか
ということです。再生法のテーマのひとつはこのマ
ンションの改修を円滑にするということです。 

 
「修繕」と「改修」の決議要件 
皆さん、修繕と改修の違いはご存知ですか。 
これは一応専門家の中で使われている言葉なん

ですが、できたら一般でも修繕と改修を区別すると
いいなと思っています。 
修繕というのは、もともとの性能に戻すこと。新
築時の状態に戻すことです。改修は、新築時の状態
を超えるようなプラスアルファを行うことです。 
例えば集会室に福祉施設や太陽光発電の導入、耐
震性・断熱性を高めたいというのは改修にあたるわ
けです。この場合は正確に言うと特別多数決である
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4 分の３が必要です。4 分の 3 のハードルは結構、
すごく高いです。 
課題になっているのは修繕と改修の境界はどこか
ということです。修繕は 2分の 1、改修は 4分の 3
の合意です。その境界はどこなんだろうか。 
例えば共用部分にスロープや手すりをつける。こ
れは厳密に言えば修繕ではなく改修です。4 分の 3
が必要ですが、実際にはこの程度は 2分の 1でやっ
ていいと思いますし、実際にやっていますし、特に
問題になっているものではありません。 
しかし、万が一、裁判を起こされるとどうなるか

わかりません。ですからこの辺をむしろ明確に、国
のほうで定めたほうがすっきりいくというのが1番。 
2 番目が改修の決議要件の緩和で、現在 4 分の 3
ですが、3分の 2から場合によって過半数でもいい
のではないかということが私の個人的意見です。 
というのは、ある団地で、集会室を建替えて福祉

施設と子育て支援施設を導入するという計画を立て
ました。千葉大の近くの団地ですが、そこで総会に
かけました。賛成率 6割です。60%の人は施設導入
に賛成しました。ところが 4分の 3、つまり 75%が

ないとできないんです。60%と 75%の間というの
は実はすごくハードル高いんですよね。その間に何
らかの断絶があるんです。 
ですから私としては、3分の 2くらいでいいので
はないかと思っています。これは法律を改正しない
とだめですね。これが今後の課題です。 
 
管理不全マンションへの対応 
これからの話は管理不全マンションへの対応です。 
管理不全を実際に起こすと豊島区の条例では対処
できません。あくまで予防条例です。 
そうすると、対処するために行政による代執行と
いうのが必要です。代執行というのは、戸建ての空
き家管理条例と同じく、行政がかわりに修繕・清掃・
取り壊しを行うという制度です。そして費用は、後
で所有者に請求するということになります。 
所有者が費用を払えなかったらどうするか。それ
は、やむを得ないけどもやはりマンションを売却し
て回収することになるんだろうと思います。 
マンションの修繕費用が中古価格を上回る場合、
ちょっと修理は難しいですからどちらかというと解
散解消を選択し、中古価格が修繕費より高かったら、
修繕して長く持たせた方がいい、というふうな選択
がいずれ必要になってくると思います。 
ただこれは個人の財産への、ある種、権利侵害に

なりますので、これは慎重に検討して、今後しっか
りと対処、十分議論を積み重ねて検討する課題とい
うふうに思います。 
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マンションの良さ 
最後に、もう一回マンションの良さを確認したい
と思います。 
実は、管理組合が機能している多数の、8 割ぐら
いのマンションは問題ないんです。今私が話したの
はせいぜい1割とかそれくらいの問題を言っている
だけなんです。ですから今、ずっと管理不全の話と
か、再生の話とかいろいろしてきましたけれども、
それはちゃんと管理組合が機能し予防できていれば、
十分長持ちして使い続けることができるわけです。 
最初にお話ししたように、戸建てに比べてメリッ
トが非常に多い都市住宅であり、既に 50 年の歴史
が定着しているわけです。便利な場所に安価に住む
ことができるとか、個人では持てない豊かな共用施
設を利用できるとか、維持管理に手間はかからない
とかというメリットがあるわけです。 

さらに、集まって住むことの安心感というのもあ
るわけです。先ほど災害時の話をしましたけれども、
ちゃんとコミュニティが機能しているところでは、
マンションというのは非常にいい居住形態だったわ
けです。ところが残念ながらコミュニティがばらば
らだったマンションは、逆に災害時には何の対応も
できなかったということもあります。 
ですからこの良さを発揮するには、普段の管理組
合におけるさまざまなコミュニティ活動というのが
重要になっているわけです。 
このように、マンションには大きな良さがありま
すので、この良さを発揮するために、今回、維持管
理を適正に推進していく条例があるということです。 
以上で私の話をおしまいにします。 
どうもご清聴ありがとうございました。 
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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【千葉大学大学院工学研究科教授 日本マンション学会会長】 

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） 

 
【司会】引き続きご参加いただきありがとうござい
ます。それではシンポジウムを再開させていただき
ます。 
第 2部パネルディスカッション「条例を活用した
マンション管理とコミュニティの未来」を始めさせ
ていただきます。 
はじめに、コーディネーター及びパネリストの先
生方をご紹介させていただきます。 
コーディネーターは先ほど第一部で基調講演をお
願いいたしました小林秀樹先生です。 
パネリストの先生をご紹介いたします。 
弁護士の篠原みち子先生です。 
マンションコミュニティ研究会代表、マンション
管理士、一級建築士でございます廣田信子先生です。 
マンション管理問題評論家の村井忠夫先生です。 
豊島区都市整備部マンション担当課長の園田香次
です。 
これからの進行は、コーディネーターの小林秀樹
先生にお願いいたします。 
よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 

【小林秀樹氏（以下、小林）】 
それではディスカッションを開始させていただき
ます。 
皆さんはマンションの専門家ですので、豊島区の
マンション管理推進条例について、少し突っ込んだ
お話をしていただければと思っております。 
また、会場の皆さんを代弁して、私がいろいろ質
問もさせていただきますのでどうぞよろしくお願い
いたします。 
最初に、皆さんおそらく一番関心があるのは、こ
の大変意欲的な条例を、どうして豊島区は作ろうと
思ったのかというところと思います。 
この中心となられた園田課長にそのあたりを、ぜ
ひ建前じゃなくて本音で結構ですのでいろいろお話
しいただければと思います。 
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【園田マンション担当課長（以下、園田）】 
条例をつくろうとした経緯ですが、まずマンショ
ン担当課というのが平成 22 年に設立されました。
区で行政改革を進めていて、非常にスリム化に取り
組んでいる中で新しい組織をつくるということは、
上層部も非常に悩んだと聞いております。 
マンション担当課ができて、初年度は現在の住宅
課と建築指導課の業務のうち、マンション関連を寄
せ集めてスタートしたという状況です。私も兼務で
すし、もう１人兼務職員がいて、正規の職員 2名で
す。その中で、なかなか既存の事業が芳しくなく、
確か 22 年度の決算特別委員会でしたが、マンショ
ン担当課にこれだけの人数が必要であろうかという
こともご指摘をいただきました。 
初年度は、やはり豊島区のマンションの状況を正
確に把握したいということで、分譲マンション実態
調査を行いました。分譲マンションが抱える課題は
ある程度把握しておりましたが、実際に調査結果を
見て、これは行政が何の手も打たなくて大丈夫だろ
うかと非常に危機感を持ちました。 
その時に、まず条例という形は考えましたが、分
譲マンションだけでいいのか、賃貸マンションもい
れるのかについては大変悩みまして、結局どこかで
線を切る必要があるだろうと。 
賃貸マンションというのは、オーナーさんの意向
によって物事が進んでいく。しかし分譲マンション
の場合は区分所有者の合意形成、これが 4分の 3だ
ったり過半であったり、建替えにあっては 5分の 4
というようなことで、個人の意思で前に進まないと
いうところから、行政支援といった意味で分譲マン
ションを対象に条例化をしました。実態調査からも
管理組合の方たちが管理に大変ご苦労されていると
いった面が把握できましたので、今回の条例の制定
に至ったということでございます。 
 
【小林】以上ですね。 
何となく建前的なお話しだったような気がするん
ですが、初代課長でいらっしゃいますか園田さんは。 
 
【園田】はい。 
私は、現在は実はマンションには住んでおらず、

20数年前に、分譲マンションに 12年間ほど住んで
おりました。ただそのときには非常に運がよくて、
私にマンションの役員の順番が来なかったわけです。
ですので、いいところばかりとって、現在埼玉の奥
の方の戸建て住宅に住んでいます。 
これは管理組合と直接関係ないかもしれませんが、
そこでも自治会があるんですが、実はうちの自治会
も高齢化が進んでおりまして、非常に役員になりた
がらない。役員になるのが嫌で自治会を脱会すると
いった現象が出ております。埼玉のほうですから非
常に加入率は高く、確かほとんどが 100%近くなの
ですが、私のところは何と 89%ということで。 
ニュータウンですので毎年みんなで年をとってい
くわけです。そうしましたらあっという間に高齢化
が進んだということもありまして。自治会の場合は、
あまり活性化していないということは問題は問題で
すが、マンションの管理組合の場合はご自分が住ん
でいる財産に直接いろんな影響が出てくるといった
ことで、高齢化やマンション管理の関心の低さであ
ったり、なり手がいないと大きな問題だというふう
に考えております。 
 
【小林】ついでにもうひとつ質問します。 
全国で初めてのことをやるというのはとても大変
なことだと思うんですよ。自分で最初に調べなきゃ
いけないこともたくさん出てきますからね。  
豊島区は前にワンルームマンション税もつくられ
ていますし、全国初めてというのを結構意欲的にさ
れていますよね。豊島区でそういう何らかの風土と
いうか、そういうのがあったんでしょうか。 
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【園田】もうそれはご存じの方もおいでになると思
いますけども、どちらかというとうちの区長は、一
番が大好き。 
確かにこういった、細かく規定した条例は本当に
全国ではまだないと思っておりますが、先ほど先生
がおっしゃったワンルームマンション税についても、
先手を打ちなさい、後手に回らないようにというこ
とは、よく区長からいつも言われておりまして。 
ですので、このマンション管理の問題についても、
先駆けとなるものがちょっと見当たらなかったんで
すが、そういった意味では豊島区が新しいものにチ
ャレンジするという組織風土を持っているといった
ことはあったと思います。 
 
【小林】わかりました。今の豊島区の園田課長の思
いを受けまして、皆さんからこの条例についての感
想やご意見を伺いたいと思います。 
1 人 5 分以内くらいで、それぞれ感想をお願いで
きればと思います。 
篠原さんから順番に行きますのでよろしくお願い
します。 
 
【篠原みち子氏（以下、篠原）】 
篠原です。 
この条例についての感想、期待あるいは注目する
点は、大きい点では 3つあって、それから個別の条
文から見ても 3つほどあるのかなと考えています。 
大きな視点から見てみますと、ひとつ目は努力規
定だけではなく、義務規定を設けたということ。そ
して義務を守らなかった場合の罰則を設けていると
いう、これは大変大きいことだと思うんですね。普
通は努力規定で終わるんですけれども、あえて義務

規定を設けて罰則も定めるという形で、一歩踏み込
んだというふうに非常に積極的な姿勢を感じます。 
ただ、問題は罰則規定を設けたけれども、どうい
うふうに効果を上げていくのかなというのが今後の
課題になるのかなと思っています。それがひとつ。 
大きい視点の二つ目は、一般的に条文をつくる場
合には、誰が何をしなければいけないかということ
について例えば普通は、管理組合はこうするように
とか管理者はこうするように、居住者はこうするよ
うに、区分所有者はこうするようにと、そういうふ
うに定めるのが一般的だと思うんですね。 
この条例はそういう定め方をもちろんしているん
ですけれども、それだけではなくて「マンション代
表者等」という全体をくくれる主体を定義して、さ
まざまな義務を定めている。 
しかもこれに関連して感心することは、例えば名
簿の作成のところを見ますと、マンション代表者等
に義務を課すとともに、災害時の要援護者は代表者
にその情報把握に協力しなさいと、こういう形で双
方の面から定めを行っているということなんですね。 
コミュニティについてもそういうことが言えるの
で、要は条例の目的達成のためには、マンションの
関係者すべてが一丸となって取り組む、あるいは協
力し合うことが必要だよということをとても強調し
ているメッセージがあるんだろうと思うんです。 
それから大きな三つ目としては、地域も含めたコ
ミュニティの形成について定めている。要はマンシ
ョンと地域住民あるいは団体が協力し合ってこそ安
全で安心な住環境を維持できるんだと、こういうこ
とを言っているのだと思うんですね。 
あと個別的に三つほど申し上げますと、まずひと
つは、緊急時のための居住者名簿の作成と細則を定
め保管の義務づけ、さらには必要な場合の自治体や
消防あるいは警察への情報提供の努力義務ですね。 
これもやはり画期的なことで、緊急時等のために
は非常に必要なことだと言われているんですけれど
も、ここまではっきり規定していないものが多いと
思うんですね。そこを明確にあえて定めている。非
常に感心する点です。 
二つ目は、長期修繕計画作成の義務づけと、不具
合が生じた場合の修繕について定めている。修繕工
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事が行われなければ、そのご迷惑型のマンション、
スラム化にもつながるわけですが、その前提となる
計画の作成を義務づけた。不全に陥らないようにと
いう配慮が非常に強くなされていると思います。 
三つ目は、町会・自治会への加入についての協議
を義務づけたという点があると思います。 
裁判所の判例からすると若干問題があるので協議
するというところにとどめていますけれども、その
地域の中でどんな自治会なり町会なりそしてどんな
マンションがあるかということを協議することによ
って、お互いが知り合うことができるわけですね。
そういうことも通じてコミュニティを形成していっ
てほしいというふうなメッセージが伝わってくる、
非常に画期的で先進的な条例だなと思っております。
以上です。 
 
【小林】ありがとうございました。 
それぞれこの後の具体的テーマで取り上げていき
たいですね。さすが弁護士、話がすっきりしていま
すね。 
続いて廣田さんお願いします。 
 
【廣田信子氏（以下、廣田）】 
廣田でございます。 
篠原先生のすごく整理されたお話のあとなので、
ちょっと話しにくいなと思っていたところなんです
が、今日はざっくばらんなお話でいいということで
すので、ちょっと本音の話をさせていただきたいと
思います。 
まず私、この豊島区のマンション管理推進条例が
できたというニュースを見たときに、皆さん画期的
なことができたんだと言う中で内心、手放しで喜べ

ない複雑な思いがしたんです。それが何かというこ
とを自分なりに整理をしてみました。 
まず一つ目は、やはり義務とか罰則というのが、
私の中ではマンション管理とかコミュニティになじ
まないという思いがあります。自主的に自分たちで
やるということの意味は、とても大きいと思ってい
るので、まずそこがちょっとしっくり来なかったと
いうことですね。 
二つ目が、いろんな施策に多少関わってきました
が、条例で義務をつくって罰則をつくって、それで
無関心な人たちの気持ちをそもそも変えられるんだ
ろうかということです。 
先ほどもお話がありましたように罰することが目
的ではないですよね。ということは実行されなけれ
ば意味がないわけで、これは本当に実行できるんだ
ろうかという思いです。 
三つ目は、私がずっとこのところ気になっている
ことなんですが、マンション管理適正化法で区分所
有者の義務が置かれたわけです。区分所有者は管理
組合の一員として役割を適切に果たすように努めな
ければならないと書かれたのですが、この部分がき
ちんと啓発がされてきたのかということが、ずっと
気にかかっていました。 
セミナーは一番の啓発手段ですが、今日もそうで
すけど関心のある方は来られますが、半分ぐらいは
管理組合じゃなくて支援する側の人だったりするわ
けです。たくさんマンションに住んでいる人がいる
のに、問題だという意識を持たない人はセミナーに
も来ません。そういう人たちの意識を変えることが
このセミナーという方法でできるんだろうか、そん
なことを感じていたところなので、まだまだ啓発の
ためにできることはあるのに条例だからしようがな
しにやろうというようなことというのは、ちょっと
後退ではないかなというような思いがしたというの
がその時点での私の本音です。 
ただその後で、私は今日の前に小林先生の実際の
講演を２回聞き、園田課長から直接話も聞きました。
8 割のマンションはもう当たり前にやっていて必要
ないんだ、でもやはり、このまま放置すると管理不
全マンションになってしまうものがある、管理不全
マンションになってから復活するのはものすごく大
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変だから、それを予防する必要がある。この条例が
できたということが、やる気があって何とかしよう
と思うんだけど合意形成に苦労している問題を抱え
たマンションの理事さんが、一歩踏み出そうとした
ときの後押しができる。そういう意味では、やはり
意味があるのかなと今は思っています。 
義務規定をつくって罰則を設けたということは、
これは豊島区が本気を出しているってことですよね。
もう放置はできませんので、これは私は豊島区の本
気だというふうに解釈して、この本気がどれだけ実
現できるか自分も関わらせていただきながら、見て
いきたいなと思っています。 
それで、非常によく書けていると思いまして私が
すごく注目しているところは、とにかく「居住者」
の義務というのがたくさん置かれていること、それ
からコミュニティの形成のことが書かれていること
です。 
今まで居住者というのは区分所有者等の中にちょ
こっと含まれる程度だったんですが、やっぱり住ん
でいる人たちが自らいろんな義務も果たさないと、
いいコミュニティはできないし、マンションも住み
やすくならないということですね。それもきちんと
義務づけられ、書かれたのが大きかったのではない
かと思います。 
ただ、課題として、やはりマンション管理のセミ
ナーとかには来ない一般の居住者の方たちへのアプ
ローチのしかたってたくさんあると思うんです。今
私はそれを一生懸命やっているところなんですが、
昨日もあるマンションでワークショップをしてきた
んですが、それを「管理」とか言うと出てこないん
ですが、住みやすくするためにみんなでちょっとい
ろいろ考えてみましょうと言うと、普通は出て来な
い人が出てきてくれます。例えばセミナーでも最近、
防災だと町内会の連合会のセミナーですとか、教育
委員会がかかわっている高層マンションの子育てを
支援するようなセミナー、それから高齢者を扱う社
会福祉協議会のセミナーで講演すると、マンション
に住んでいる方がいっぱいいるんですよ。でも、そ
の方たちは、マンション管理のセミナーには出てこ
ない。 
話を聞いて、その人たちはマンション管理に興味

がないわけじゃないんですね。自分たちの未来の暮
らしというのは、管理組合の活動と無関係じゃない
んだなんてことを感じてくれることで、管理への関
心の一歩踏み出せるようなこともあるので、ぜひい
ろんな切り口から区分所有者の方に徹底して伝える
ことをやっていただけたらなと思っています。 
 
【小林】ありがとうございました。 
そうですね。この条例をつくって終わりというこ
とではなくて、マンション管理に関心を持ってもら
うということがとても大事で、確かに今までその努
力が十分だったかと言われると私も反省したりして、
非常に大事なテーマですね。 
この後で、豊島区のさまざまなマンション管理に
対する支援策、政策についても議論したいと思いま
すので、そこでぜひ取り上げたいと思います。 
村井さんお願いします。 
 
【村井忠夫氏（以下、村井）】 
感想と意見ということで、両方一緒にいろいろ言
いたいことが山のように頭の中にありまして、それ
を 5、6 分でしゃべりきれる自信はあまりないんで
すが、かなり我慢をしながら。 
第一に、今日のテーマは豊島区マンション管理推
進条例。豊島区の条例というと、大変ローカルなル
ールの話のように見えるのですが、日本全国どこか
でひっかかってくるものすごく大変なことが豊島区
で始まったというのが、最初の関心だったんです。 
私は自分自身のマンションにずっと住み続けて間
もなく 40 年になります。6 百戸ありまして、千 3
百人が今も住んでいます。40年も住んでおりますと、
大体のことは自分の経験からして分かります。そう
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いう立場では管理組合のことにどうしても関わらざ
るをえなくて何十年もやってきた人間から見ると、
昔からもどかしくて我慢をしなければならない問題
がいくつかありました。 
基本的には区分所有法というものがあって、これ
が私どもがやろうとしていることの一番大きなより
どころで、とても大きな意味を持っているというこ
とは、今も昔も全く変わらないんです。そのことは
まったく間違いのないことですが、この法律が打ち
出している一本の原則で、北海道から沖縄県までを
カバーできるわけがない。  
それはどうしてかというと、この会場にいらっし
ゃる方は百も二百もご承知ですから申し上げるまで
もないぐらいですけれど、マンションというのは、
結局最後は個別性が非常に強い住宅だということで
す。だから豊島区のマンションは当然横浜のマンシ
ョンとは違います。千葉とも大阪とも違います。 
そういうことを考えますと、豊島区のマンション
オリジナルの問題があるはずです。豊島区のマンシ
ョンの中でも、駒込と雑司が谷と目白のマンション
では全然違うはずですよね。結局最終的には目白だ、
雑司が谷だというふうに地域を割っていっても、物
件ごとに固有の問題が最後は出てきて、結局最後は
各論で答えを出さなければ、本当に自分が困ってい
る問題の答えは見つからない世界だと思うんです。 
そういう感覚で見ておりますと、これは仕方がな
いことで文句を言うことがおかしいことは承知して
おりますが、私どもがよりどころにしている法律や
ルールがいつまでたっても日本全国一本の総論的な
発想で、いろんなことの答えを見つけようとしたっ
てできっこないんじゃないか、やっぱり最後は各論
の世界に少しでも近づいた方がお互いに助かるんじ
ゃないか。ルールの世界で、それが法律とは言いま
せんが、せめて条例というレベルで各論に近づいて
くれないものかということを何十年も待っていたん
です。 
はからずもと言ったら少し失礼な言い方になろう
かと思いますが、豊島区で条例という形で私が長年
待ち望んできた答えが出てきたんです。 
ですから、豊島区の条例というのはそういう意味
で、30 条もないぐらいの短い条例でありますから、

その中で私が何よりも待っていた答えが全部出てる
とは少しも思いませんけれども、でもかなり長いこ
と待っていた、現場にかなり近づいた条文が豊島区
の条例の中に入っていると思います。 
そういう意味では、このホールにもいらっしゃる
かもしれないけど、ほかの自治体の方もやはりかな
り関心を持って、気になって目を向けていらっしゃ
る向きもあるんじゃないかと。自治体だけではなく
管理組合はそうだろうと思うし、何よりも管理会社
という領域の世界の方もそうじゃないか。そして今
日ここにお見えになっているマンション管理士とい
うプロの世界の方々が関心をお持ちじゃないか。そ
ういう意味で考えてまいりますと、豊島区マンショ
ン管理推進条例という名前がついておりますけれど
も、これは決してローカルな問題ではなくて、日本
全国のいろんなマンション、マンション管理関係者
にさまざまな形で影響を及ぼすルールが新しく登場
したんじゃないか。これが、私が昨年条例誕生のニ
ュースを聞いたときに最初に頭に浮かべた感想です。 
二つ目は、廣田さんが本音で話をされたんで私も
ちょっと本音で言いますと、この条例を読めば読む
ほど、何となく気になってくる部分があるのも事実
です。一番典型的なものは、この条例の何条かに出
てきますが、マンションの代表者という言葉がある。 
このマンションの代表者という言葉は実に言いえ
て妙というか大変奥行が深い、ありのままに言えば
問題の答えが出尽くしていないまま、かなり議論の
余地を残した表現じゃないかという気はいたします。 
なぜならば、そもそも区分所有法が想定している
建物は、住居、店舗、事務所等というようなかたち
で必ずしも住宅だけを想定していないし、権利の有
無を中心概念としてできた法律ですから、そういう
コンセプトにあてはまらない部分からマンション管
理の現場ではいろいろ難しい問題がどんどん吹き出
してきた。ここ 10年 20年の間に私どもが直面した
問題ほとんど全部がそれなんですね。防犯、防災、
高齢者の問題、地震の問題みんな既存のルールが当
てはめきれない部分から出てきている。その中で一
体誰がこの問題の答えを見つけるんだ。今までのル
ールでいえば、それは管理組合です。ですが 30 年
の実感ではっきり断言してはばかりませんが、管理



豊島区マンション管理シンポジウム 

 
26 

 

組合という組織は実に曖昧です。言葉だけで説明さ
れるけれども、管理組合という組織概念の当事者能
力が全然はっきりしていない。 
いろいろ言い方がありますが、ひとつだけ申しま
すならば、役員のなり手がなかなか見つからないか
ら、クジ運が悪くて気の弱い人だけ代わりばんこに
見つけて、1 年限りでいいからやってよと口説き落
として役員になってもらっている。それが 1年きり
で任期満了になると、次の年はやはり気の弱い人を
見つけて次の委員を決める。だからそこでマンショ
ン管理の継続性というものが全然成り立たない。そ
の隙を狙うようにして高齢者の問題も防犯の問題も
地震の問題もみんな出てくる。 
これはマンション管理の中心主体である管理組合
という組織の実態が曖昧になっているということを
物語ってほかならないと思うんです。 
そうだから管理組合というのは、独り立ちのでき
ない体力の弱い子どもが寒い北風に吹きさらされて
屋外に立っているような状態ですから、体力の弱い
子を助ける立場の人が絶対に必要になる。そこにマ
ンション管理士というものが求められた理由がある
と思う。 
そして何よりも、昔から何十年もの間、管理組合
の近距離に立っていた管理会社という存在がやはり
ここではっきり浮かび上がってくる。 
そうすると、結局マンション管理の関係者は一体
誰と誰なのか。管理組合はまずありますけれども、
管理会社があり、そしてマンション管理士がありま
す。そしてマンションというのは空気中にぽかんと
浮いているものじゃなくて、ひとつの地域エリアを
背景にして建っているものですから、それぞれのエ
リアごとの市や区という自治体が、やはりかなり大
きな関係者として浮かび上がってきます。 
豊島区のマンション管理推進条例が非常に大きな
問いを私どもに投げかけていると思っているのは、
そういうマンション管理関係者の高い位置づけを自
分自身でよく再確認しないと、この条例の本当に意
図しているものはなかなか実現しにくいんじゃない
か、それはすべてこれから答えを出していくべき問
題だと思います。7 月に施行されるというお話です
から、7月 1日以降、何年、何十年かかろうと、そ

ういう努力をお互いにやっていくべきでないか。 
管理組合の中には、今結構、行政依存過剰の傾向
があります。何か気に入らない問題があるとこれは
政治が悪い、区役所が悪い。すぐ人のせいにする傾
向があります。日本中の管理組合にそれがある。私
の管理組合もあります。このマンション管理推進条
例によって、人のせいにしてなかなか本当の答えを
見つけないという、その悪い病気をチェックするひ
とつのきっかけになると、どんなに素晴らしいこと
になるかと、とても痛切に希望しております。 
いろいろ山のように言いたいことがあるんですけ
どきりがありませんから一応ここまでにいたします。 
 
【小林】山のように言いたいことは、この後でもい
ろいろ言っていただきたいと思いますのでよろしく
お願いします。 
具体的なテーマに入りたいと思うんですが、最初
に皆さんから義務と罰則をつくったことについて、
いろいろご意見いただいたんですが、ひとつ指摘を
受けて、はっとしたのですね。 
私は義務と罰則をつくるということは、やむを得
ないことであることだと思ったんですが、先ほど廣
田さんから義務と罰則をつくると逆に管理組合は無
関心が増えるのではないか、任せればいいというふ
うな意識になるんではないかという指摘を受けまし
て、そういう面もあるのかなというのにちょっと気
がついたんですけども。 
篠原さん、その義務と罰則というのは法律家の立
場から言うと人任せになるというものなんでしょう
かね。それともそうではないものなんでしょうかね。 
 
【篠原】いろいろ感じ方や考え方はあると思うんで
すけれども、やはりマンション管理に無関心な人た
ちが実は多いという実態を考えると、義務と罰則が
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セットになっていないことには、やはりなかなか先
に進まないのかなというふうに私は思いますが。 
 
【小林】篠原さん、村井さん。補足されることはあ
りますか。 
 
【村井】言い残した山のようにあることの中のひと
つが、まさにそこなんですよ。 
実はマンション管理というのは約束事で成り立っ
ている世界ですから。法律があって、条例がでてき
てというような一群のルールを皆が守ることによっ
て成り立っている世界なんです。言ってみればマン
ション管理は約束事の世界です。ところがその約束
事を守らない人が出てくるから、それをどうしよう
かということに最大の頭痛の種があるんです。 
もっと言えばマンションというのは、悪魔と天使
が壁一枚を隔ててお互いに影響し合いながら住んで
いく世界なんですよ。だからその中で約束事がある
じゃないかといくら言ったって、１年きりで交代し
ていく役員同士で、それをありのままに口に出せな
い、言いたいことは我慢しながら、もうあと三月我
慢すれば役員はやめられるから、ということで我慢
に我慢をしながら建前で表に出さない。はっきり言
えば、世間付き合いの角をたてないようにしないと、
役員でなくなった来年エレベーターの中であのうる
さい爺さんと一緒になったら困るじゃないかという
ことで、理屈をのどの奥にのみこんでやっている、
そういう世界がある。だからその中で義務と罰則と
いうのは、どこまでこの義務の中身をわからせるか、
わからせる努力をしないと大変だと思う。 
そこで私は一番考えるのは、管理組合の広報とい
う、わからない人にわからせるための情報発信能力
だと思う。だから説明能力というものを、これはマ
ンション管理士の方に特にお願いをしたいんです。
難しいことを難しい言葉で言って成り立つんだった
らマンション管理の世界に苦労はないですよ。難し
いこと難しくないように言うための説明能力をマン
ション管理士の皆さんにぜひ助けていただきたい。 
そこがまず義務と罰則の問題に立ち向かう最初の
第一歩だと私は思います。 
 

【小林】はい。廣田さんどうぞ。 
 
【廣田】管理組合にも管理をどこまでちゃんとやれ
ているかというレベルがいっぱいあると思うんです。
本当に未熟で何もできていないところには、義務と
罰則はやはり効果があると思うんですね。 
でも、自分たちで結構やれているところが、自分
たちでやるというより、条例でこうなっているから
こうする、というところで終わってしまうと、何か
想像力が働かなくなるのかなと。 
例えば規約でも昔は自分たちですごく工夫をして
つくっていたのが、標準だとかいろんなモデルがい
っぱい世の中にあふれると、それを切り貼りしてち
ょこっと直すだけで、自分たちの頭で自分たちのマ
ンションに何が必要かと考えなくなっているなとい
うことが気になっています。管理のレベルにもより
ますけど、その辺ちゃんと理解した上で、この条例
が使われればいいなと思っています。 
 
【小林】はい、わかりました。 
豊島区は雑居マンションとかワンルームが非常に
多いので、そこでは義務と罰則がかからないとたぶ
んうまくいかないんだと思うんですよね。 
園田課長、その件について何かありますか。 
 
【園田】行政サイドから言いますと、今回の条例、
非常に義務項目が多くなっております。 
特に、区へ現在のマンションの管理状況を届け出
ていただくと。現在我々の方で把握している分譲マ
ンション 1,017 件ございまして、全部に出していた
だきたいわけですね。 
提出していただくという決まりができたことにつ
いて、まじめに出していただいているマンションと、
条例があってもご協力いただけないマンションとが
これから出てくると思います。これはまじめに義務
を果たしている管理組合と、こういったものを一切
関係なく無視しているところは区別しなければなら
ない。ここはやはり一定の罰則を設けませんと、ま
じめに管理をして、その管理状況を区の方に出して
いただくという管理組合の方にちょっと失礼なんじ
ゃないかなと思っております。 
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【小林】ありがとうございます。 
次のテーマも園田さんからお願いしたいんですが、
村井さんからマンション代表者等ということを定め
たことに非常に注目しているというお話があったん
ですが、区でこのマンション代表者等でイメージさ
れているものは一体どんなものかというのをご紹介
いただけますでしょうか。 
 
【園田】マンション代表者等という定義をつくった
のは、すべてのマンションに管理組合があった場合
についてはそれで事足りるだろうと、いちいちマン
ション代表者等というような表現は多分使わなかっ
たと思います。しかし実態調査から、特に古いマン
ションで管理組合の存在も明らかでないところがか
なりございます。今回の実態調査も、実は回収率が
41.3%ということで、残り 50%以上がアンケート
にお答えになっていただいておりません。 
我々はあくまでも、アンケートを出していただい
たものから分析するのであって、実はその 50 何%
がどうなっているかというのは、非常に問題がある
というふうに思っています。条例で届出というもの
にこだわったのは実はそこにございまして。とにか
く行政側としても、現在の豊島区内のマンションの
管理状況がどうなっているのか、ここをきちっと把
握したかったということでございます。 
 
【小林】ということは、管理組合がはっきりせず、
かつ理事長もはっきりしない場合も多いので、その
場合は代表者等というのは管理会社になったり、そ
ういうことがいろいろ想定されるということですね。 
 
【園田】全く情報も届かない、誰に宛てていいか、
あるいは誰に相談すればいいのかということになっ
てしまいます。ここでは管理業者の方もマンション
代表者に十分なり得るということで、マンション代
表者という規定を設けたということです。 
 
【小林】豊島区の実態からすると私は非常に合って
いるような気がしますね。 
篠原さんどうですか、何か感想ありますか。 
 

 
【篠原】そうですね、やっぱりこの代表者等という
中に管理会社が入っていることに、非常に大きい意
義があると思っています。 
実は管理会社の本来業務でないようなことも書い
てあるわけだし、さらには管理会社というのは組合
なり区分所有者から委託を受けて、その意思のもと
に行動するというのが前提になっていますから、そ
ういう意味では管理会社としても非常に苦しいとい
うか、そういう部分はあるんだと思うんですね。た
だマンションにとって一番身近で頼りになるという
のは管理会社ですし、マンションの状況も一番よく
わかっているのはやっぱり管理会社だろうというふ
うに考えますと、管理会社に期待するところが非常
に大きいわけですし、社会的な要請も管理会社にそ
ういうことをやってほしいということが非常に強く
なってきているので、管理会社が応えていく、社会
的ないわば義務みたいなものがあるのかなというふ
うに感じています。 
 
【小林】この条例では、例えばマンションがマンシ
ョン管理士に委託して、あなた代表者になってくだ
さいと。それでこの条例の義務を遂行するというの
も、条例では可能となっているんですか。 
 
【篠原】そうだと思いますけど。 
 
【小林】わかりました。 
今の代表者等についてご意見ありますか。 
 
【村井】代表者という言葉は、当然、背後に全体が
あるから代表ということが成り立つわけですよね。 
篠原先生もおっしゃったけれど、管理会社と管理
組合がひとつの条文の中に同列に並んでいるのは、
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私はショックを受けたぐらいの驚きだったんです。 
どうしてかというと、管理組合と管理会社とは組
織のイメージが違い過ぎます。マンションという巨
大で複雑でわかりにくい建物の全体像認識が、全然
いつまで経ってもできないのが管理組合です。自分
の家の部屋の中しかわかっていない、そういう人が
代わりあって理事になっている。それで動いている
のが管理組合の実態なんです。管理会社は常に全体
像を知らなければビジネスになりませんから、よく
わかっているわけ。 
よくわかっている管理会社と全体がほとんどわか
っていない管理組合とが委託契約で結ばれていると
いう関係は、かなりいろいろまだ議論をしなきゃい
けないんじゃないかと。それが代表者という言葉で
ひとつに並んじゃっているのは、これは私もまだよ
くわからないんですけども、とても気になります。 
 
【小林】廣田さん、なにかご意見ありますか。 
 
【廣田】いろいろ管理会社も厳しいことを言われて
きている経過があると思うんですけど、最近あまり
提案をしないというか、言われたことしかしない、
みずから言い出して藪蛇になっちゃいけないという
みたいな、ちょっとそういうのを感じて、すごく消
極的になっている気がするんです。 
その中で、管理会社も良いことは管理組合に積極
的に提案をしていくというときに、条例はひとつの
後押しになるかなという意味で、私はこれは、なか
なか有効かもしれないと思っています。 
 
【小林】多分この条例ができると、マンション管理
会社や管理士の役割はさらに大きくなるというか重
要になるということですね。逆にそれを使いこなす
管理組合もすごく重要だということですね。 
 
【園田】ご相談にこられる管理組合の方たちの声を
聞いていますと、どうも管理会社と管理組合との関
係がしっくりきていない、そんなところが区にご相
談に来るケースが多いです。マンション管理は、や
はり管理組合と管理業者が一体でやりませんといい
方向にいかない。 

それから今、先生からもありましたけども、管理
組合がすべて正しい判断をしていればいいのですが、
実はこれはごく少ないと思いますけども、暴走する
なんて言っては怒られてしまうかもしれませんけれ
ど、かなり暴走ぎみに走ってしまうと。それを制す
るのは、やはり専門家の方がきちんと責任を持って
正しい方向に持っていく必要があると思いますので、
今後の管理を考えていく上では、やはり専門家の立
場というのは大変重要になってくるだろうと思って
います。 
 
【小林】わかりました。 
今の話ですと、専門家の役割にはどうも二つある
んですね。管理そのものを担っていくという役割と、
チェックする、監査側になる場合もあるんですね。 
次のテーマに進みたいと思いますが、大きな内容
として、名簿を作成するというふうな内容が入って
いるんですが。これについては先ほどの名簿の作成
について、個人情報保護との関係を気にされる管理
組合が結構多いのではないかと思うんですが。 
篠原さんから法律上の条例の名簿作成の位置づけ
についてちょっとご紹介いただけますか。要するに
個人情報保護に実は抵触しないんですよと言ってい
ただけるといいんですけれど。 
 
【篠原】基本的には、情報を収集するにはその本人
から情報をとらないといけないということで、その
個人からの情報提供ということがあると思います。
あと、特に緊急時、災害時や生命・身体・財産、そ
ういう場合のために名簿を使うという、使用目的を
明確にするということと、あとは細則を定めてどう
いう情報を保管するのか、それからその名簿そのも
のをどうやってどこに保管していくのか、そういう
ことをきちっと定めておくということであれば、そ
れは別に特に個人情報に触れるとか違反するとかそ
ういうことではないだろうと考えます。 
 
【小林】はい。もともとの個人情報保護法の対象と
いう点では、管理組合はそれに当たらないというふ
うな理解でよろしいですか。 
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【篠原】基本的には管理組合が取扱事業者にあたる
ことは全くないだろうと思います。ただ、そうは言
っても管理組合は個人情報を非常にたくさん持って
いるところですので、個人情報保護法にのっとった
取り扱いをすることが必要だろうと思います。 
 
【小林】使用目的をはっきりして、それで集めると
いうことですね。 
 
【篠原】はい。 
 
【小林】名簿作成についてご意見ある方いらっしゃ
いますか。 
 
【村井】名簿の問題についてはいろいろあるんです
が、名簿は管理組合の命綱になりますよということ
を、もう何年もずっと私は言っているんです。 
命綱に相当する名簿がなかったら、お互いに会っ
てもおはようとも言わず、防犯カメラばかりお金を
費やして取りつけても、映っている人は隣のおっさ
んだかどこやらにいるけしからんストーカーだかわ
からないという、真に矛盾した実態の中で我々暮ら
しているんです。 
ですから名簿の問題は、個人情報保護法を名簿作
りをさぼる理由にするなんていうとんでもない間違
いをしないで、名簿がなかったら誰が困るというこ
とじゃなくて、自分たちが困るんだよ、ということ
をしょっちゅう根気よく言って聞かせる。やっぱり
これは広報の問題だと思うんです。 
だから管理組合自身が、名簿が命綱になるんだと
いうことをしょっちゅう言い続けるだけのサポート
を、管理組合に向かってやっていただきたい。 
区のような公的な自治体が、行政サイドから管理
組合の情報発信の能力の弱い部分をできるだけいろ
いろな形でカバーをしていただきたい。 
豊島区のホームページに名簿の必要性をわかりや
すく説得するためにはこういう言い方がありますよ
というような、説明上の言い方のモデルをホームペ
ージに出していただく、それだけでもやっていただ
けると随分違ってくると思います。 
 

【小林】それはいいご提案ですね。ぜひやりましょ
うね。 
廣田さんはマンションコミュニティ研究会という
ことで、コミュニティ形成についていろいろ努力さ
れていますが、その観点から名簿の作成というのは
どのようにお考えでしょうか。 
 
【廣田】名簿はやはり大切なものですが、名簿がな
いと何もできないと、余りにも思いすぎているかな
というところがひとつあります。 
それと非常に細かい内容の名簿をかなり大きな団
地でもほぼ全戸とっているようなところと、本当に
なかなか名簿が集まらないところの違いというのを
私なりに分析していますと、かなり傾向が同じなん
ですね。 
名簿がきちんと集められているところはやはり役
員の方が本当に一生懸命活動されていて、その役員
の方たちに対してすごく居住者からの信頼があるん
です。それと役員だけではなくて、住んでいる人た
ち同士のコミュニケーションができてコミュニティ
がきちんとしている、そういうところだと名簿が集
められる。逆に、そういう信頼関係がないと隣に住
んでいる人も、ちょっと怖いわけで、名簿も提出し
てくれません。 
私たちは表札に関するアンケートをしたんですが
今表札も出さない。なぜ出さないかというと、外か
らの犯罪じゃなくて、実は同じマンションに住んで
いる隣近所の人も何となく不安なんですね。何とな
く不安なのは、お互いを知らないからなんです。 
ですから、いきなり名簿をつくれだけじゃなくて、

名簿を提出することが自分たちの安心につながると
思えるように、コミュニティをつくっていくという
ことと並行してする必要があるのかなと感じていま
す。 
ただやはり居住者の情報というのは管理組合が持
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っていたほうがいいので、防災の活動なんかとあわ
せて名簿づくりをすると合意が得られやすいので、
そういったことから始めてほしいと感じております。 
 
【小林】わかりました。 
次は、地域との関係、地域を含めたコミュニティ
形成の大切さというのをこの条例は意識していると
いうふうに篠原さんからもご指摘ありましたけども、
この点について次のテーマに取り上げたいのですが。 
最初に、町会・自治会加入を義務づけられないと
いう根拠について、篠原さんから、何で義務づけて
いけないのかというのを少し紹介いただけますか。 
 
【篠原】実は私たちが知り得る判例というのは過去
にまだ二つしかないと思うんですけれども、その二
つの判例の共通点はざっくりした言い方をしますと、
要は管理費というのは区分所有者全員から、住んで
いても住んでいなくても納めなければいけないとい
う、いわば強制徴収されるお金なんです。けれども
その管理費の中から、本来町内会とか自治会という
加入してもしなくてもいい、途中で脱退することも
自由な会のためのお金を出すというのはやはり問題
なんじゃないかということが論点になったんですね。 
 裁判所の判例は、管理組合と自治会は、そもそも
組織も活動目的も全部違うわけだから、強制徴収し
た管理費から自治会費を出すことはいけないという
ことになっているわけです。そういう意味で自治会
加入を義務づけるということはちょっとできない。
管理会社でも組合でもなかなかできないんですね。 
それと、東京簡易裁判所の判例は、管理組合自体
が自治会に入ることもこれは区分所有法３条の趣旨
からしてできないという言い方をしていますので、
これはちょっと気をつけて対応しなければいけない
のかなと思っています。 
 
【小林】自治会は任意加入の団体で、管理組合は強
制的に入るので、それと一致させていけないという
ことで、その判例は決して地域のコミュニティに配
慮する必要がないと言っているわけではないですよ
ね。 
 

【篠原】コミュニティを否定しているわけでは全く
ありません。 
それと二つの判例のうちのひとつは東京高等裁判
所の判例で、これはそのマンションの管理組合と自
治会の範囲が一致しているケースについてなんです
けれども、居住者のコミュニティ形成のためにいろ
いろやることは、組合の目的の範囲内に入るという
ふうなことを言っていますので、コミュニティその
ものが否定されているということではありません。 
 
【小林】廣田さんは、マンションと地域との関係に
ついて何かコメントありますか。 
 
【廣田】はい。ここにも防災のことがたくさん書か
れていますが、防災を考えたら地域との連携は欠か
せない。その中でやはりいざという時に本当に一番
大事なのは、以前から顔見知りであるということな
んですね。お互い顔見知りだという関係がないと、
いざという時に災害時の体制も機能しないというこ
とを実感していますので、協議をするというのは、
結果はどうあれ、とにかく顔を合わせるということ
で、それはとても大きいことなんじゃないかなと思
っています。定期的につながる機会を持つ中で、結
果というのもついてくるかなというふうに思ってい
ます。 
 
【小林】そうですね。コミュニティと言うと、何か
一緒に飲むようなそんなイメージがあるけど、そう
じゃなくて顔がわかるということが基本なんですね。 
村井さんお話したいことはあると思うんですがち
ょっと省略させていただいて、次の重要なテーマで
ご登場いただこうと思います。 
豊島区が今後マンションに関するさまざまな支援
策その他をいろいろお考えですのでご紹介いただい
て、それについて村井さんから最初にご意見いただ
きたいと思うんですが、よろしくお願いします。 
 
【園田】これまでも、マンション管理士派遣事業や
マンション管理セミナーなどを行ってきております
が、25年度からマンション管理士派遣事業をマンシ
ョン専門家という形で、派遣をする専門家の部分を



豊島区マンション管理シンポジウム 

 
32 

 

拡充したいと思っております。というのは、このマ
ンション管理士派遣事業がマンション担当課で扱っ
ている事業の中で非常に大きな伸びを示してまして、
さらに拡充していきたいということです。 
それから、今回この条例を制定したことで、管理
組合の負担になってしまう長期修繕計画の作成や見
直しをやっていただくようになりますので、劣化診
断等調査にも補助を新設したいと思っております。 
それから、ちょっといろいろ問題もあるんですけ
ども特定緊急輸送道路沿道建築物についても、分譲
マンションについては補助割合を上げることにいた
しました。通常の事務所ビルであるとか、他の用途
のものに比較して分譲マンションの補助割合を高く
するということを考えております。 
 
【小林】はい、ありがとうございます。 
主に新しい支援事業として専門家の派遣事業を拡
大するということと、劣化診断調査の補助を行うと
いうことですね。それと緊急輸送道路沿いの耐震改
修での補助率を高くすることですね。 
村井さんいかがでしょうか、今のような支援策。
もう全然不十分だということでも結構ですので何か
ご意見ありますか。 
 
【村井】今現実にあちこちのマンションの話を聞く
につけ気になっていますのは、空き部屋がどんどん
増えているという実態です。 
マンション管理だとか管理組合がどうだとか言っ
たって、誰かが住んでいて初めて成り立つ話で、空
き部屋が出てきて住む人がいなくなっちゃって、夜
になると明かりが消えて真っ暗になっているという
状態になると、ちょっとこれは不安なんですよね。 
ですから私は、さっき話題になった名簿づくりを
通して、自分のマンションにどういう人がどういう
状態で住んでいるかを管理組合自身が確認してくだ
さいよという話をいつもしているわけです。 
そういう形で空き部屋がもし見つかったならば、
その空き部屋を、できたらマンションの周りの町内
会と一緒に提携して使えるような方法をちょっと考
えてみてもらえないだろうかと。 
その場合に、自分のマンションの中でさえ近所づ

きあいがうまくいかないんですから、周りの町内と
そんなにうまく付き合えるわけがない。仲立ちをし
てくれる人やきっかけがあると橋がかかる。その橋
をかけてくださるのが、私は区だと思います。 
だからどうぞ豊島区はこんなすばらしい条例をつ
くってくださったのでしたら、これから区がマンシ
ョンとマンションの周りの町内会などとの間に橋を
架けるコーディネーターの役割をしていただいて、
もしマンションの空き部屋があれば、部屋がなくた
って周りの町内会とマンションが一緒にやれること
はいっぱいあるわけですから、そういう部分でひと
つ何とかやっていただければと思います。 
 
【小林】これは、お金の問題というより労力の問題
ですね。確かに、先ほどの名簿づくりについて理事
の方が説明しやすいような、その説明のしかたを整
えるとか、地域とマンションのつなぎ役をするとか、
ぜひ職員 2人ですけど頑張ってください。 
廣田さんはいかがでしょうか。 
 
【廣田】条例には入っていますが、やっぱり居住者
に対する啓発だとかコミュニティ形成に関する施策
はあまり見られないなというふうに思っています。
これは新たに何か予算をつけて事業化するというよ
りも、実は今すでにあるものを少し工夫するという
ことができると思うんです。 
私は新たに何かするより、今あるものを工夫する
ことばかり考えているので、例えばマンション管理
セミナーも、もう少し普通の人も行ってみようかな
と思うようなテーマにするとか、そういうチラシを
つくるとか。 
あまりマンション管理が前面に出ていると、マン
ション管理にアンテナが立っている人しか来ません。 
この間仙台で管理組合連合会が主催するセミナー
に講師で行ったんですが、もう１人の講師は NHK
の、孤独死の現状と無縁社会を扱った番組のディレ
クターだったんです。そうすると、高齢化に不安を
持っているマンション住民の方がすごく来てらっし
ゃるんですよ。だからいつもとは違う居住者の方が
来ているということなんですね。 
そうすると、実際は、最後は管理と関係あるんだ
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けども、切り口を変えてセミナーをすることで新た
な関心を持ってくれる区分所有者を呼ぶことができ
るかなと。条例もできたことですし、例えば豊島区
でもほかの課がありますよね、子育て、高齢者福祉、
町会。そういうところに逆にマンション担当課のほ
うが出ていく。そこに集まる人に、条例の趣旨をち
ゃんとお話ししていく。それでも随分違うと思うん
ですね。 
そんな工夫を新たな事業じゃなくても、まずはで
きるところからやって、区分所有者の意識を高め、
コミュニティ形成に一歩進めるようなことをやって
いただけたらなと思っています。 
 
【小林】マンションに関心を持っていない方にどう
関心を持たせるかというのは、ものすごく大変なテ
ーマですけれど、それと並行して取り組んでいかな
いと、この条例が機能しないということですかね。 
 篠原さん、何か今の件についてありますか。 
 
【篠原】ちょっと違うことでもよろしいですか。 
先ほど区からマンション管理士さんの派遣という
支援策があると伺ったんですけれども、よく見ると
管理組合代表者、理事長さんが申請者なんですよね。
代表者が申請するということは、そのマンションは
管理不全に陥っているところまでいってないんだろ
うと思うんです。そうしますと、例えばもう空き家
も大分増えちゃったし、管理組合もあるのかどうか、
理事長もいるのかどうかわからない。だけど居住者
の1人がこのままじゃいけないから何とかしたいと
思ったときに、区に駆け込んでそこでマンション管
理士さんを派遣できると、行政だから難しいのかも
しれませんが考えたらいかがかなというのがひとつ。 
もうひとつは、管理不全になりそうなマンション
を今後どういうふうにしていくかというのが大きな
課題だと思うんです。 
ある管理会社で、一定範囲内の地域に小規模マン
ションが複数あるような場合には、大規模修繕工事
を同じ時期にやりませんかと、同じ時期にやってい
ただけるなら全体の費用はこのぐらい安くなります
というふうなことで、実験的にやっている管理会社
もありますし、元管理会社に勤めていた方で、マン

ションの会計とかそういうことに非常に詳しい人た
ちがいるわけですね。そういう人たちが束になって
管理不全に陥りそうなマンションに入っていって、
いろいろアドバイスをしたり、あるいは基幹事務、
全部やると業登録が必要になってしまって大変なん
ですが、せめて出納だけでもきちっとやってあげる。
しかも例えば我々に頼んでくれるのであれば、ここ
の地域の幾つのマンションを見ることができます、
スケールメリットが出てくればそれだけお安くなり
ます。とそういう形でやろうとしている動きもあり
ますし、例えばそういう人たちが NPO 法人をつく
ってやるのであれば、区のほうでは、管理不全に陥
りそうなマンションの手助けをする NPO 法人に、
若干支援をするようなことも考えていただくといい
かなというふうに思っています。 
 
【小林】派遣事業の申請者が理事長ではなくて、も
う少し柔軟に扱ったらというのはどうですか。 
 
【園田】基本的には理事長であるとか、そういった
形でお受けいたしておりますが、今後検討させてい
ただきたいと思います。 
※事務局注：マンション管理士派遣事業（2013 年 7月以
降はマンション専門家派遣事業）は、管理組合が組織化さ
れていないマンションでは、区分所有者が申請者になるこ
とができます。管理組合の設立をお考えの方はぜひご相談
ください。 

 
【小林】そうですね。 
実は国でもさまざまな補助事業があるんですけど、
申請者は理事長ないし理事会の決定を持ってきてく
ださいとあるんですよね。理事会の決定をもって補
助事業申請するというのも相当優秀な管理組合だけ
なので、実はそうじゃない管理組合に何とかうまく
支援が届くように、もう少し工夫したいですね。よ
ろしくお願いします。 
あと、小規模マンションの連携というのも、どな
たかご意見ある方いますか。小規模マンションが連
携して一緒に修繕することによって少し安上がりに
するだとかいろいろ工夫がありますけど。 
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【廣田】管理会社が取り組んでいるというお話でし
たが、コンサルなんかも取り組んでいる事例もあっ
て、浦安市でも支援策の検討ではそういうのが有効
だという話が出ています。できれば同じ管理会社と
いう枠を超えて、近くにあるマンションが効率よく
一緒にできるような、例えば雑排水管清掃だとかそ
ういったものも、管理会社の枠を超えて一緒にでき
るような取り組みというのが小規模マンションには
今後必要なのかなと。そしてコーディネーター役は
やはり行政が関与していただく必要があるのかなと
思っています。 
そういう連携を進めるにはマンション管理組合の
連絡会のようなものが整備されていくといいのです
が、豊島区の状況はどうなっていますか。 
 
【園田】以前、街づくり公社というのが区にあった
ときは、マンション管理組合の交流を積極的に行っ
てきたというのがあります。しかし、それが NPO
法人に移行し、少し活動が低下したということです。 
マンション管理組合の連携というのは豊島区の弱
い部分でありまして、そういった交流の場といった
ものを特に設けておりません。 
 
【小林】今後管理組合の連絡が相互に進むようなこ
とが課題になりそうですね。 
 
【園田】議会からもそういったご提案もいただいて
おります。通常の交流会というものの開催ですと時
間的にも制約がありますし、時間にとらわれない形
で交流できるシステムが何かできないかなというも
のも含めて検討していきたいと思っています。 
 
【小林】村井さんどうぞ。 
 
【村井】あちこちでマンション管理組合ネットワー
クというのが随分前からできておりまして、北海道
から九州まで各地でいろいろお付き合いをしてきま
したが、大体どこもうまくいってないですね。 
大体、途中で意見の食い違いが出てくるとそれが
あらわになって、だんだん加盟率が低くなり最後は
意見のぶつかり合いがあってばらばらになっちゃう

と。実は管理組合だけでやっているとどうしてもそ
うなっちゃうんですよ。管理組合自身が自分の組織
さえうまくいかないものを、うまくいかないもの同
士が一緒になったってうまくいきっこないですよね。 
だから第三者ではないけれども、ちょっと立場が
違う区とか市というような自治体が、サイドから少
し冷めた目で。これが私は大事だと思うんですよ。
頭が熱くなっている人間同士が向かい合ってカリカ
リやっている状態のところに、少し冷めた目でもっ
て区がコーディネーター機能を果たしてくださると
私はいいと思います。 
 
【小林】そうですね。たくさん期待がいろいろ集ま
りましたね、よろしくお願いします。 
ではそろそろ時間がまいりましたので、皆さんに
1 分ずつ感想をまとめていただいて、それで終了し
たいと思うのですけども、どうしますか。 
課長からいきますか。お願いします。 
 
【園田】今回こういった条例を制定したわけでござ
いますけども、最初に我々が懸念していた部分は、
私有財産である分譲マンションに対してなぜ行政が
こんな規制をするのかといった意識を持たれること
が非常に心配だったわけです。 
また、条例そのものも、よく読んでいただければ、

これは管理組合さんたちを支援する条例でありまし
て、我々としては、皆さんの貴重な財産であります
ので、ご自分のマンションを大事にお使いになって
いただきたいし、分譲マンションの実態調査でも
70%の方が、ご自分の建物を長く使いたいとお答え
になっております。 
ですので、ご自分の財産でありますので、どうか
適正管理に向けて努力いただきたいし、それから届
出制度もぜひ100%を目指したいと思っております
ので、ご協力よろしくお願いいたします。 
 
【小林】はい。次に村井さんお願いします。 
 
【村井】7 月 1 日から本番になるそうですから、私
がお願いしたいことは一言。 
ここからあと1年間にいろんなことが起こると思
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います。たぶん想像を超えるようなこともあるので
はないかと。それを豊島区にいない私たちにもぜひ
知らせていただきたい。それをお願いします。 
 
【小林】廣田さんお願いします。 
 
【廣田】今日はいろんな管理関係者のかたがいらっ
しゃっていて、豊島区でつくったんだからうちの市
や区でも、というところがあると思うんですが、豊
島区は、本当に現場を見ながら、時間をかけていろ
んなことを検討してここに至った過程があります。
それを他がやらないで、豊島区のまねをしてやろう
というのはうまくないと思うんですね。ぜひご自分
たちの自治体でも、ちゃんと一から自分たちのとこ
ろに合った検討をして結果として条例になる、その
ようなことをぜひしていただきたいということがひ
とつ。 
もうひとつは、区分所有者はまだまだ気づけば潜
在能力があります。区分所有者が自分の生活と管理
に関係があることに気づいて、自分が行動すること
で何かが変わるという体験をすると本当に目覚めま
すので、それも並行してやっていっていただきたい
なというふうに思っています。以上です。 
 
【小林】それでは篠原さんお願いします。 
 
【篠原】今日のお話を通じて、結局条例というのは
管理不全を起こさないためのいろんな配慮がなされ
ているものだと思うんですが、やっぱり小規模マン
ションで賃貸化や高齢化が進んでいたり、組合もあ
るのかどうかわからない、組織されていないような
マンションが一番問題だというふうに思います。 
従って、管理不全に陥りそうになっているような
マンションは、1 人でも、これじゃ大変だという人

がいたら、その人をサポートできるような対応をぜ
ひつくっていただきたいということと、条例につい
てはどういうふうに今後効果があるかというのをこ
れから楽しみにして見ていきたいなと思っています。
以上です。 
 
【小林】ありがとうございました。 
そろそろ時間がまいりましたので終了しますけれ
ども、この条例が制定されたということで、それで
終わりじゃないんですよね。 
まだこれで五十歩ですから、これが定着していく
ためには、自治体はもちろんですけれども、専門家
の方、我々のような学識経験者とさらに管理組合の
皆さんの努力がないと軌道に乗らないと思います。 
ぜひ皆さん。条例が定着するようにいろいろご支
援をお願いできればと思います。 
本日は、いろいろありがとうございました。 
それでは皆さん、どうぞパネラーの方に拍手をお
願いします。 
 
【司会】コーディネーターの小林先生、パネリスト
の篠原先生、廣田先生、村井先生、長時間本当にど
うもありがとうございました。 
皆様盛大な拍手をお願いいたします。 
以上をもちまして、シンポジウムを閉会させてい
ただきます。 
ご来場の皆様も本日は長時間にわたりご参加いた
だき誠にありがとうございました。 
どなた様も、お忘れ物のございませんようお手回
り品をいまいちどお確かめください。 
なお、本日お配りした資料集にアンケート用紙を
入れさせていただいております。ロビー受付にて回
収しておりますので、ご協力をお願いいたします。 
本日はご来場いただき誠にありがとうました。 

（16 時 閉会） 
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シンポジウム閉会後にいただいたアンケートで、3件の質問をお寄せいただきました。 
 
【質問】基調講演の中で、修繕積立金が1平米あたり 200円必要との話（本冊子8ページ）があった

が、築何年目位から1平米あたり 200円に見直しが必要か。 
 
【回答】マンションの形状にもよりますが、中高層の一般マンションで 1 平米あたり 200 円は最低額です。
望ましい額は、これ以上とお考えください。 
また、超高層や小戸数マンションでは、この金額より相当高くなります。さらに、積立金の運用利率
によっても変わります（試算は、利率と物価変動率が同じと仮定したものです）。正確な金額は、各マン
ションで長期修繕計画を策定して定めてください。 
なお、この金額は、30～35 年目に必要になる高額な大規模修繕の実施を含んで、それまでの全期間

の必要額を毎年に割り振ったものです。従って、建築当初から必要な金額です。途中から引き上げる場
合は、これ以上の金額が必要になります。 
近年は、新築購入時に修繕積立基金を設定している場合が多いので、それを勘案して、修繕積立金の

必要額を定めてください。 
※講師の小林秀樹先生より回答をいただきました。 
 
 
【質問】長期修繕計画の仕様、書式等なにかありますか。 
 
【回答】平成 20年 6月に国土交通省が策定した「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン」
がございます。 
国土交通省ホームページ「○マンション管理について」のページにてダウンロードできます。 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm  

 
 
【質問】大規模修繕工事をやったので、修繕計画を作成しなければいけないか。 
 

【回答】大規模修繕工事の実施後は、長期修繕計画の作成または見直しを行うのにとても良い機会です。 
  長期修繕計画とは、1.いつ、どの部分を修繕するのか。2.そのためにはどのくらいの費用がかかるのか。
3.その費用を各所有者がどのように負担しあうのか。といったことをあらかじめ計画するものです。 
大規模修繕工事を実施した直後は、工事をした箇所だけでなく今回工事を見送った箇所も含めて建物の

状況を一番よく把握している時期といえます。この時期に見直しを行うことは、改めて建物（劣化）診断
を行う必要がないことや、工事の結果を踏まえた費用見積ができるなどメリットが多くありますので、作
成または見直しを行うことをお勧めします。 

  また、条例では長期修繕計画の作成を義務としております。長期修繕計画を作成されていない場合は、
この機会にご作成ください。 

アンケートに寄せられた質問と回答 
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ご意見・ご感想 
 いただいたご意見を掲載します。（一部、語句の修正および長文の要約を行いました。） 
 

■資料・会場について 
 
○小林先生のパワーポイントの資料→手元に配布があれば将来あるいは総会で組合員に説得できる。手元
暗くメモとれない。 

○小林先生のパワーポイントの資料も配付してほしかった。 
○どうして撮影や騒音を禁止したのでしょうか。基調講演の資料がほしい。 
○基調講演はマンション条例の説明が無かった。レジュメがなく分かりにくかった。 
テーマと内容が異なっていたよう。話し方のメリハリがなかった。パネルディスカッションは活発な意
見が出されてよかった。 

○会場が暗くなってメモが出来なかったのが残念（基調講演）。村井忠夫氏のお話をもっと聞きたかった。 
○会場がギュウギュウ詰めで息苦しい。もっと大きい会場はなかったのか？ 

 
事務局より：当日は、パワーポイントの資料をスクリーンに映すため会場を暗くした際に、暗すぎてメモが
取れない状態となってしまい、ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。 
 また、基調講演で使用したパワーポイントの資料につきまして、講師の小林秀樹先生から資料をご提供
いただきました。 
パワーポイントの資料は、豊島区ホームページからダウンロードいただけますので、ぜひご利用ください。 
http://www.city.toshima.lg.jp/machi/12305/029369.html 
 
 

■条例・施行規則について 
 
○条文に出てくる「規則等」は何を指すのか。管理状況の届出について、内容、書式、頻度等はどのよう
になっているのか。緊急時連絡先表示板には、どこまでの情報を記載するのか（理事長もか）。常に外部
の目にさらされる所に出さなければならないのか。 

○管理状況の届出の仕方等具体的な方法が知りたかった。どうすればよいのでしょうか。 
（自主的？区から問い合わせ？） 

○条例を具体化するための規制の内容、特に届出関連について、詳しく知りたいと思います。いつごろ、
どこで知ることができますか。 

 
事務局より：シンポジウム開催時は施行規則制定以前で、詳細がお知らせできず申し訳ございませんでした。 
2013 年 6月に施行規則を制定し、区内のマンション管理組合へマンション管理状況届出書の様式および
届出方法のパンフレットを郵送いたしました。 
マンション管理状況届出書の様式および届出方法のパンフレットは、豊島区ホームページでダウンロード
いただけます。 
http://www.city.toshima.lg.jp/machi/12305/028729.html 
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■マンション施策に関してのご意見等 
 
○他に先駆けて豊島区マンション管理推進条例を制定されました。豊島区のご努力、英断に敬意を表しま
す。今後の条例による効果に大いに期待しています。 

○豊島区の先駆的取組みに敬意を表します。私共のところでも早晩実現する様微力を注ぎます。 
○ものすごく頑張っていると思います。 
○熱心な区長の存在が大きいのでは。区長の活躍が自治体全体の流れ・方向として定着、拡大していくこ
とを期待したい。 

○今後も行政として関わる領域を拡げてもらいたい。そのためには関連する民間との連携が欠かせないと
思う。 

○私は個人的にマンション管理問題の活動を 20 年近くやってきました。役所もやっとこの問題を取り上
げたと思いました。この問題に関して役所関係は 30 年位遅れていると思います。でも少しは進んだか
なと。 

○分譲と賃貸マンションの区別についてもう少し具体的に色々な形として考えてもらいたい。 
○建物の維持管理を目的とする必須加入団体に防災備品（飲料水の確保）確保を要求するものは問題では。
むしろ自治会では。特に管理費等からこれに支出することは不衡平では。 

○頑張ってください。 
○先進的取組みに感動しています。 
○今後のご活動を希望します 
○マンションが空室になる中、この室の利用を賃貸するように不動産会社が誘導出来る。マンション管理
士が常時相談出来るように不動産会社に「マンション管理士」の必要性を感じています。法的に何とか
ならないでしょうか!! 

○マンション以外の町会や自治会への規制と啓蒙活動を活発にしたほうが良い。 
○大変良い試みと思うが分譲のみではなく１人オーナーの賃貸マンションも含んだら如何か（オーナーの
意向のみに任せているのが問題ということもある） 

○工事業者の指導もできないものか。トラブル原因の騒音をひとつとって考えても床材が影響します。届
出と実体が違う等はよくあります。資材搬入で共用部分を傷つけることに注意しない業者も多いです。 

○賃借人に外国人が多くなり困っています（言葉が通じない） 
○支援事業の拡大をして頂きたい。 
○耐震診断への取り組み⇔耐震補強の可否。予算が見込めないこと 
○耐震改修工事費の助成を増額してください。 
○マンション担当課長は、豊島区在住の分譲マンション住まいとすべし。マンション課のＰＲとマンショ
ン理事会との交流会。マンションへの出張説明サービス。 

○管理組合の連携、交流システムの構築。そのメリットが実感できるように展開するとよいと考えており
ます。 

○建替え等今後大きな問題となるテーマに前向きにかつ先駆けて取り組んでいる姿勢を評価したい。全国
のロールモデルになり得るよう実質的な対策を講じてほしい。 

○マンション担当課お二人でどれだけできますか？一度ご相談に行こうと思いますが、管理組合役員でな
くも受けてもらえますか？ 

 事務局より：ご相談は管理組合役員でない方からも承っております。お気軽にご相談ください。 


