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審 議 経 過 
（午後 4時 15 分 開会） 

 

マンション担当課長 恐れ入ります。ただ今から、第１回豊島区マンション適正管理推進会議を開催させ

ていただきます。 

 皆様にはご多用のところ、また、2時からの住宅対策審議会に引き続いてのご出席、

誠にありがとうございます。 

私は、事務局を担当いたしますマンション担当課長の園田でございます。よろしく

お願いいたします。 

後ほど会長をご選任いただくまでの間、事務局の方で進行を務めさせていただきま

す。 

最初に、委嘱についてですが、学識経験者及びマンション関連団体の委員の皆様に

は委嘱状を机上に配付をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

委員の任期については、豊島区マンション適正管理推進会議設置要綱の第 4条によ

り、検討結果を区長に提言するまでとなっております。後ほどスケジュール案をお示

しいたしますが、平成 24 年度内に提言をいただく予定であることから、平成 24 年 2

月 1日から平成 25 年 3月 31 日までとさせていただきました。 

本日の会議の進行でございますが、席上に「第 1回豊島区マンション適正管理推進

会議 次第」がございます。この次第に従いまして、議事を進める予定でございます

のでよろしくお願いいたします。 

また、マイクの使用でございますが、ご発言される時はマイクのスイッチを押して

からお話しいただき、終わりましたら再度スイッチを押していただきますようお願い

いたします。 

なお、本日の委員の出欠確認でございますが、企画課長の小澤委員から所用のため

欠席との連絡をいただいております。 

 

1.会長・副会長選出及び委員自己紹介 

マンション担当課長 それでは、まず会長についてお諮りしたいと思います。 

要綱第５条第２項によりまして、会長は委員の皆様の互選となっております。委員

の皆様からご推薦をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

Ａ委員 はい。小林先生を推薦したいと思います。 

マンション担当課長 ありがとうございます。 

ただいま、Ａ委員より小林委員をご推薦いただきましたけれども、よろしいでしょ

うか。 

（お願いします。の声及び拍手あり。） 

マンション担当課長 それでは、小林委員にお引き受けいただきたいのですが、よろしいでしょうか。 
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小林委員 はい、わかりました。 

マンション担当課長 よろしくお願いいたします。 

それでは、小林委員につきましては会長席の方にお移りいただけますか。 

（小林会長 会長席へ移動） 

マンション担当課長 早速ではございますが、小林会長よりごあいさつをいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

会長 はい。会長を務め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。 

非常に年数を経過したマンションが増えてくると、やはり管理が非常に大事になる

とともに、居住者の中でも賃貸化が進んできますので、それを学会ないし行政が把握

することは非常に難しくなってくると思います。そういう意味ではこの会議が目的と

している管理条例は非常に大切なことだと思っております。 

その一方で、非常に少戸数のマンションが豊島区は多いという特徴がありまして、

これを行政が把握して管理するということは大変難しい課題だと思います。ですから

管理条例をつくるという非常に大きな目的と、それを戸数が少ないこの豊島区の実情

を踏まえて、どうやったらうまく実効性を持たせることができるか、大変大事なテー

マだと思いますので、皆さんのご協力を得て審議を進めてまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

マンション担当課長 どうもありがとうございました。 

それでは小林会長、会議の進行につきましてよろしくお願いいたします。 

会長 それでは、議事に入る前に、要綱第５条第３項によりまして、私から副会長を指名

する必要がございます。 

 副会長につきましては、篠原委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。

篠原委員 はい。 

会長 はい。お願いいたします。 

（拍手あり。） 

それでは、篠原委員よりごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

篠原委員 突然のことでびっくりしました。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。

会長 よろしくお願いいたします。 

それでは、初めての会議でございますので、ここで出席の委員の方に簡単に自己紹

介をお願いしたいと存じます。 

名簿順で恐縮でございますが、Ａ委員からお願いいたします。 

Ａ委員 こんにちは。Ａと申します。豊島区の上池袋に在住しております。首都圏マンショ

ン管理士会城北支部という、東京都 6区を管轄している支部の副支部長で、豊島区の

幹事を担当しております。 
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豊島区のマンション管理士派遣事業には参加させていただいておりますので、いろ

いろ末端の管理組合の現状については十分把握しているつもりですので、何かお役に

立てればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

会長 続いてＢ委員お願いいたします。 

Ｂ委員 Ｂでございます。豊島区マンション管理士会をやっております。それと同時に、一

般社団法人東京都マンション管理士会の顧問になっておりまして、去年の 9月から後

進に譲っております。 

私自体がマンションの顧問契約というかたちで、十数件の顧問先を持って具体的に

動いてやっておりますので、いろんな諸々問題点というのは自分の身に感じながらや

ってきておりますので、何かご参考になるところではお話をしていきたいと思ってお

ります。以上でございます。 

会長 ありがとうございました。 

続いて、区の委員及び事務局のご紹介を事務局にお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

マンション担当課長 それでは、若干時間が押しておりますので、区の委員及び事務局の方につきまして

は私の方からご紹介いたします。 

（区委員及び事務局紹介） 

以上でございます。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。続いて、資料の確認をお願いいたします。 

マンション担当課長 それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

事前にご配付いたしました資料は８点でございます。 

（資料の確認） 

資料の確認につきましては以上でございます。 

 

2.会議設置の目的及び会議の運営について 

会長 それでは、次第に沿って２番目に進みたいと思います。 

会議設置の目的及び会議の運営について、事務局ご説明お願いいたします。 

マンション担当課長 それでは、今回設置されました会議の目的について簡単にご説明をさせていただ

き、その後に会議の運営についてお諮りいたします。 

資料１の推進会議設置要綱を見ていただきますと、豊島区においてマンションの適

正管理を推進するにあたり、区の現状の検証、マンションの適正な管理の推進に関す

る条例の制定について、専門的な見地から検討するため、豊島区マンション適正管理

推進会議を設置する、ということでございます。 

その会議の運営についてでございます。資料３をお取り上げいただきたいと思いま

す。豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱というものがございまして、それに沿

った形で作られております。 
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会議は原則公開といたしまして、傍聴希望者がいらっしゃった場合は会長にお諮り

し、許可を得た上で入場していただくこととしております。 

また、会議録についてですが、会議録の記載事項のうち、経過については発言者の

氏名を記載せず、会長、委員という表現にいたします。また、事務局につきましては

職名となります。 

会議終了後、事務局でまとめまして、皆様にご確認していただいたうえで、ホーム

ページや行政情報コーナーに公開いたします。 

この内容でよろしければ、今回の会議録よりこの取り扱いで会議の運営を進めたい

と存じますが、いかがでしょうか。 

会長 皆様、この公開の方法についてよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

はい。ありがとうございました。それでは、公開についてはこの内容に沿って進め

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

3.検討スケジュールについて 

会長 次第の３番目の検討スケジュールについてお願いします。 

マンション担当課長 では、資料４をお取り上げいただきたいと思います。 

本日第１回目でございまして、委員の委嘱、現状説明、条例の対象・方向性につい

てご議論をいただきたいと思っております。 

また、事務局の方につきましては各課ヒアリング、また、条例掲載項目の選定等作

業を進めてまいりたいと思っております。 

会議につきましては、原則開催の１週間前までには資料をお送りさせていただきた

いと思っております。 

第２回につきましては４月中旬を予定しておりまして、ここでは課題の整理、条例

骨子の作成についてご検討をいただきたいと思います。それを受けたかたちで、条例

案のたたき台を作成すると。区の内部でございますけれども、この条例につきまして

政策経営会議に諮ってまいりたいと思っております。 

第３回につきましては６月上旬を予定しておりまして、ここでは条例案のたたき台

を作成しましてご審議をいただきたいと思います。それを受けたかたちで、関連団体

等にヒアリングも事務局の方では進めていきたいと思っております。 

第４回につきましては７月中旬を予定しておりまして、こちらでは条例素案の審

議、その内容についてご承認をいただくというかたちで現在考えております。 

この素案が出来ましたら、パブリックコメントを広報紙に掲載する準備をいたしま

して、９月にはパブリックコメントを実施したいと思っております。約１か月を予定

しております。 

この時期になりますと、議案の立案請求時期になりますので、９月には第４回定例

会に向けて立案請求をしていきたいと思っております。 

第５回につきましては 10 月中旬を予定しております。パブコメの結果報告、また
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区の回答について承認をいただき、条例案の審議をしていただきたいと思っておりま

す。 

それから先ほど開催されました住宅対策審議会につきましても、10月に予定されて

いるということですので、条例案をお示ししたいと考えております。 

議会での審議は 11 月下旬になりますけれども、第４回定例会にこの条例を上程し

たいと思っております。 

スケジュールの方は、以上でございます。 

会長 ありがとうございました。これについて何かご質問ございますでしょうか。 

Ｃ委員 ちょっと質問いいですか。提言のタイミングというのはどこに。提言でこの会議体

が消滅するので、どこかということを教えていただきたいのですが。 

マンション担当課長 10 月の第 5回の会議でご承認いただきましたら、その後に区長提言の時期を設定し

たいと思っております。大変タイトな時期でなかなか難しいのですが、10 月中には区

長提言というかたちで持っていきたいと思っております。 

会長 はい、わかりました。そこがひとつの締めになるわけですね。 

他にご質問ありますでしょうか。 

では、2 か月に 1 回のペースですのでハードですけれども、皆さんよろしくお願い

いたします。 

 

4.「（仮称）豊島区マンションの適正な管理の推進に関する条例」の制定に向けて 

会長 それでは、議題の４番目に移りたいと思います。 

豊島区マンションの適正な管理の推進に関する条例の制定に向けてということで、

説明をお願いいたします。 

マンション担当課長 では資料 5をお取り上げいただきたいと思います。 

（「資料 5 豊島区マンションの適正な管理の推進に関する条例の制定に向けて」 

説明） 

資料 5の説明につきましては、以上でございます。 

会長 はい、ありがとうございました。 

それでは、本日の議論の内容ですが、本日決めたいと考えておりますのが、この条

例の対象については今日できたら合意したいと思っております。 

あと条例の中身については今日いろんなご意見いただいて、こんなことも考えてい

かなければならないとか、そんなことをいただければと思っております。 

最初に、この条例の対象について、ご意見ご質問お願いしたいと思います。 

すなわち、分譲と賃貸があったとすれば分譲に限定するということですね。それと

戸数規模についてですが、3階以上 15戸以上に絞るのではなくて、全てを対象にした

いということですね。2 戸以上の居住のある区分所有建物というのは、事実上分譲マ

ンション全部ということですから。そのことについてですが、何かご意見ある方いら
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っしゃいますでしょうか。 

Ｄ委員 事務局案の最後の 3 行で、分譲マンション特有の課題の対応は 3 階以下かつ 15 戸

以下の小規模マンションにも、というふうに言ってるんですけど、その位小さくなっ

ちゃうと、どっちかっていうと分譲よりも賃貸の方が多くなっちゃうじゃないでしょ

うかね。ここで言っている 3 階以下 15 戸以下に適用されるべきというのは、どっち

かというと本当は、対象は分譲じゃなくて賃貸のマンションの方が多いような気がす

るんですけど。で、なおかつ賃貸は省くって、なんとなく整合性がない。 

マンション担当課長 ここで分譲に限定するか賃貸も入れるかというのは、事務局でもかなりもめた部分

でもあります。 

賃貸をここで除くというのは、法律的にも所有者責任というものが賃貸マンション

についてはあると思っておりまして、そこから利益も上げるわけですから、むしろ義

務として、こういった条例で整備するのではなくて、既に各種法令でも賃貸につきま

しては所有者に課しているわけですね。ですので、ここでは取り扱わない方がむしろ

条例として、分譲住宅という非常に合意形成の難しい、適正な管理の方向にもってい

きたいんだけれども自分一人ではもっていけないわけですから、こういった中身であ

る条例については、分譲マンションをターゲットにもっていった方がよろしいのかな

ということになりまして、分譲マンションに限定したいと考えております。 

Ｅ委員 まず分譲か賃貸かというところについて、分譲が中心はいいんですけれども、賃貸

を除くというのはどうなんだろうなという気がするのと、どうせ条例案を作るのであ

れば、差支えない限度で賃貸にもそれなりに重要な考え方を応用できるということが

あれば、それは全部同じでなくてもちろんいいんですけれども、賃貸もある程度視野

に入れて考えてもいいのかなと。例えば居住者名簿をどうするかとか、いくつかいろ

いろあると思うので、そうしたらどうかなというふうに。これは絶対ではないですけ

ど、私はそんなふうに思っています。 

それと、案の 1と 2のどっちがいいかということは、この 1の案の方が要は大きく

網にかかるということになるんでしょうかね。 

マンション担当課長 案 1 は、2 戸以上の分譲住宅については全てかけるというものです。案 2 につきま

しては分譲、賃貸を問わずこの規模に該当するものについては適用させているという

ものでございます。 

Ｅ委員 では、分譲に関する限りは案 1の方が広く適用になるということですね。 

マンション担当課長 はい、その通りでございます。 

Ｅ委員 わかりました。 

会長 ほかにありますでしょうか。はい、どうぞ。 

Ｂ委員 ちょっと教えてください。案 1に書いてある 2戸以上というところの表現が少し曖

昧というか。「二以上の区分所有者」と書いてありますよね。これが本来の区分所有

法でいうところの区分所有マンションなんですよね。だから二戸以上で居住している
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ということではなくて、二以上の区分所有者がいると。ですから当然二つ以上の部屋

があるということになりますけどね。それを書いた方が間違いないんですね、この場

合は。適切だと思います。 

あと、賃貸を入れるかということなんですが、私も網を大きく広げるという意味で

はいいと思うんですが、賃貸マンションというのは個人所有で、いろんな意味の私的

な制限もあったり、逆に私的な権利もあったり、非常に難しいところでして、これを

どうやってうまくこの中に盛り込むかというのは非常に至難の技かなという気がす

るもんですから。まず今回は区分所有法のいうところの集合住宅といった方がまだ、

すっと行って、いろんな権利形態もはっきり一応しておりますのでね、区分所有法あ

りますから。その方がやりやすいという気はありますね。本来の趣旨としては私も広

げた方がいいと思います。ちょっとそこは悩むところですね。 

会長 他にいかがでしょうか。 

それでしたら、賃貸は必要ないという説明ではなくて、今回は分譲を中心にやって、

将来は賃貸にも拡大していくことがあるというふうな説明がよろしいのではないの

でしょうかね。 

確かに賃貸が対象となると、例えば賃貸オーナーというのは豊島区に住んでいると

は限らないので、非常に対象を広げないといけないということが出てきますね。さら

にまた別の難しい問題が出てくると思います。それらは順次、段階を追って検討して

いくということでよろしいんじゃないでしょうか。 

マンション担当課長 はい。わかりました。 

会長 他に皆さんからご質問ご意見ありますか。はい、どうぞ。 

Ａ委員 今、Ｂ委員から指摘がありました、案 1の居住条件を外していただきたいというと

ころをやっぱり確認しておいた方がいいのではないかと。要するに事務所専用の分譲

マンションですね。 

会長 それは大きな提案ですね。いかがですか。 

Ａ委員 居住というのを、Ｂ委員はそのようなつもりで発言したのではないかと思うんです

けど。 

Ｂ委員 区分所有者が二人以上いるという趣旨ですね。基本それが区分所有法ですから。 

会長 区分所有オフィスまで含めるのかどうかですね。一応、マンションの適正化法の定

義は、区分所有で居住部分があるということですね。そうするのかどうか。 

マンション担当課長 そうですね。 

Ｂ委員 賃貸で貸している人もいらっしゃいますからね。賃貸的なやり方で二つ以上という

のもありますから。居住はしていませんから。そういうケースもありますので。 

区分所有はとにかく二人所有ということでまとめた方がやりやすいのかなという

気がします。 



No.8 

 

会長 ただ、それはかなり大きな判断になると思いますので。いかがですか。 

ちなみに、そうするとマンション管理条例というのではなくなります。マンション

という言葉がなくなりますから、今の話では。 

事務局それはいかがですか。 

マンション担当課長 基本的には、マンションの適正管理というふうに考えております。 

今回規定したい中身を条例の視点（案）にも書かせていただいているのですが、や

はり管理組合が大変困っていると。それから、主に居住している方達へのある意味支

援も含んだ条例というふうに考えておりますので、そういった方向で考えたいのでや

はりマンションということに限定はしていきたいと考えております。 

会長 ということですがいかがでしょうか。 

Ｂ委員 複合マンションというのが結構ありますので、そこのところは頭に置いたうえで。

会長 それはもちろん入りますので。オフィスが 8割でも居住があれば対象という意味で

すよね。 

他によろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

Ｆ委員 参考までになんですが、今回資料で実態調査報告書等配られておりますけども、仮

に案 1にした場合、今回の施策の対象として想定される戸数に対して、どのくらいの

カバーが出来るのか、なんらか示せるものがもしあれば説明していただけるとありが

たいのですけれども。難しい問題かもわかりませんが。 

マンション担当課長 今回のマンションの実態調査で、今回区分所有建物を抽出いたしまして最初 1,101

件、それから住宅地図等によって滅失物件等を除外いたしまして 1,078 件、そのうち

現地訪問調査できたのが 937 件ということになります。ですので、この実態調査でお

さえたこの 937 件が対象となります。 

会長 よろしいですか。 

確認ですが、当然ワンルームリースマンションという投資型も入るというふうに考

えていますか。 

マンション担当課長 はい。入るというふうに考えております。 

会長 はい。わかりました。 

みなさんよろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

Ｃ委員 すみません。結論が出る前に意見を申し上げさせていただきます。 

案2とございますが、3階以上15戸以上の共同住宅が全て入るということですけど、

そもそも中高層の建築条例については新築時をカバーする条例ですから、現在建って

いるものについてはカバーしていない、それが今問題の指摘の背景の一部にもなって

おります。そこをもう少し深く考えた方がいいのかなと。やみくもに増やすというと

ころなのか、ちょっとその辺が最初の問題提起と若干視点が変わってきた位置なのか

なというところがあるものですから。 

それはどのように考えますか。 
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マンション担当課長 集合住宅の条例にかかる部分というのは、新築のほうは確かにそうなんですけれど

も、それ以前のものもあるわけですね、既存のマンションには全然かかってないわけ

です。ですので集合住宅の建築の条例については、今回制定を予定しているマンショ

ン条例の中身についても整合を図りたいと思っております。 

現在の条例から更にこれを改正しまして中身を拡大したいと、それで整合をとりた

いと思っております。 

会長 よろしいでしょうか。はいどうぞ。 

Ａ委員 今住宅課長からご質問あったように、例えば案 1にしても、条例制定後は当然対象

になるんですけれど、条例制定前の既存マンションについて条例を適用させるのか。

させなければ意味がないと思うんですけれども、それはするんでしょうね。 

マンション担当課長 もちろんです。今回問題にしているのは、新築マンションで一定の規模のものにつ

いては一定の水準には達しているという考え方ですが、条例が平成 16 年からなので、

それ以前の既存マンションがそういった水準にも達していないと。ですから既存のマ

ンションが非常に問題あるという考え方から出発したものでございますので、当然含

むというふうに思っております。 

会長 はい、よろしいでしょうか。他にありますでしょうか。 

それでは、確認しますけれども、この事務局案でよろしいということで。 

確認事項としては、マンションの中にオフィス部分が入っても当然含む、さらにワ

ンルームリースマンションといった投資型も当然含むということでよろしいですよ

ね。 

みなさんよろしいでしょうか。この対象を想定してこれから検討を進めたいと思い

ます。ではよろしくお願いします。それで決めさせていただきます。 

それでは続いて、どのような条例の内容が重要であるとか、あるいはこのようなこ

とが必要ではないかとか、あるいは条例の視点についてご意見があればお願いしたい

と思います。 

いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

Ｇ委員 防災への対応ということで、非常に野心的な内容も盛り込んでいただきまして、身

の引き締まるような思いをしながら眺めておりますけれども。 

それでさらに申し上げますと、昨年の 12 月に宮城に視察に行ってまいりましたけ

れども、その時にマンションの管理組合の方々とも 2か所ほどお話をしました。どち

らも共通していたのが、ひとつはコミュニティ形成に力を尽くしていたということ

と、もうひとつは地震保険に入っていたので素早く対応が出来たと。国や自治体など

行政の支援ではどうにもならない、といったようなことが言われておりまして、私非

常に地震保険というのが印象に残っております。備蓄だけじゃなくて地震保険とかそ

ういったことも重要な項目として今後啓発していく必要があるのかなと思っており

ます。条例上どう入れるのかというと、とっても難しい、まったく任意でございます

から、条例ということではなくて啓発ということなのかもしれませんけど、重要な事
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項であるということを一言だけ申し上げたいと思います。 

会長 そうですね。これからの検討課題として地震保険も検討にのせたいと思います。 

他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

Ｅ委員 視点 1の中で、耐震診断は一応入っているのですけれども、改修の義務付けという

のは難しいのかもしれないけれど、改修の方も視野に入っているという前提なんです

ね。 

マンション担当課長 はい、そうですね。診断だけですと不十分だと思いますので。 

当初考えたのは、診断は最低限やっていただきたいという意向で、それで改修につ

きましては補助制度がございますので、診断をやった結果、管理組合さんが取り組む

かどうかというかたちになるのがよろしいかなというふうに考えたのですけれども、

そのあたりは今後詰めていかなければいけないかなと思います。 

会長 よろしいですか。はい、どうぞ。 

Ｂ委員 管理規約の作成及び適切な改正、ここに使用細則という部分も入れていただきたい

んですよ。現実的に使用細則の方がかなり大きな問題点が多くて、ほとんど整備され

ていないところが多かったり、内容がちょっと不備であったり。例えば専有部分の改

修であるとか、ペットの問題、駐輪場、駐車場、いろんな問題がありますので、その

辺はした方がより効果があると思います。それはぜひ入れた方がいいと思います。 

会長 はい、どうぞ。 

Ａ委員 中高層の建築条例では新築時に協議が義務付けられているというふうに書いてあ

ります。この条例を制定した場合、協議が義務付けられるような部分が出るのかどう

か。いわゆる努力目標として書くだけでしたら、やはり適正管理はあまり進まないよ

うな気がしますので、努力義務だけじゃなくて、どの辺を、協議を義務付けるのか。

視点 1の中でも全部がその対象になるものとも限りませんので、その辺は今後の会議

で十分に検討して実のある条例にしていかないと、やはり適正な管理は進んでいかな

いと思います。 

マンション担当課長 この条例は精神規定だけではなくて、やはり実効性のあるものにしていかなければ

いけないと思っておりますので、この条例に基づくシステム、仕組みづくりがとても

重要だと思っております。届出制にするのか、どういったかたちが一番実効性が上が

るのか、この会議を通して検討させていただければと思っております。 

会長 そうですね。大変大事なテーマだと思います。 

はい、どうぞ。 

Ｅ委員 視点 1のところで、外国人居住者が非常に増えてますから、外国人に対する住まい

方とか、そのほか緊急時の逃げ方とか、まあいろいろあるのではないかと思うので、

それはちょっと視野の中に入れた方がいいかなというふうに思います。 

会長 では、それは課題に入れてください。 
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マンション担当課長 わかりました。 

会長 他にいかがでしょうか。はい。 

Ｂ委員 多分これは国の方でもいろいろ最近、打ち合わせの内容が入ってきておりますが、

いわゆる管理者不全マンションみたいなかたちで、第三者管理的な、もしくは、もし

そこまでいかないのであれば、我々みたいな専門家を監事というかたちで入れていっ

てもいいのではないかという案もひとつありましてね。そこら辺をもう少し、管理が

上手くいっていないマンションに対しての指導方向性をひとつ入れてもいいのでは

ないかと思います。 

会長 そうですね。ここは名簿だけになってますけど、代表者、管理者について届けても

らってもいいですね。 

他にいかがでしょうか。 

Ｃ委員 義務付け規定をした場合の義務違反に対する科料、罰則ですね、これを設けること

によって例えば警視庁の協議が必要だったりするわけですが、その辺はなるべく早め

に結論を持って行った方がいいかなと。本当に多分間に合わないかなと思います。 

会長 そうですね。義務付けるということは、一方で罰則も関わるので。それは大事な課

題ですね。 

ほかにいかがでしょうか。 

ちょっと私から。先ほどの住宅対策審議会で、条例を作る目的のひとつで、個人情

報保護法を乗り越えるためには、条例において定める必要があるという意見がありま

したけれど、条例に定めるとどの程度まで乗り越えられるのかというのは、その専門

的何か法律上のアドバイスってＥ委員できますかね。 

Ｅ委員 できるかな、ちょっと不安なんですけども。条例でどこまで義務付けができるかと

か罰則は定められるのかと、非常に大きな問題だろうと思うんですよね。 

法律で禁止していることを条例で同じように禁止するのは構わないでしょうけど、

法律違反にならない、あるいは法律には書いていないんだけど法律の精神をいい意味

で進めるのはいいんでしょうね。 

ただ締め付けがその法律より強くなるというのはこれは果たしてそれでいいのか

どうかという問題が出てくるのかなと思うし、私は一生懸命考えてはみたいとは思い

ますけれども、私の方の結論では心許ないかなあという気もしますので、区の方の顧

問の弁護士かなにかいらっしゃらないのでしょうか。 

Ｇ委員 私は行政としての検討状況についての話しかできませんけれども。 

個人情報保護条例もしくは個人情報保護法どちらも個人情報に関しては本人が管

理をするというのが原則になっておりますけれども、当然例外規定がございます。そ

の中のひとつに、法令の規定による場合は本人の同意等がなくても、第三者とか行政

等のコントロール下でできるといったような、例えば情報の公開といったことができ

るという規定がございます。 
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その規定を使うために、条例の中で要援護者の把握に努めなければならない、もし

くは情報を公開するといったような規定をすることによってクリアすることができ

るようになるのではないかというふうに一応考えられています。 

技術的にはそういうことなんですけれども、実際にそこまで踏み込んだ条例案を作

った自治体というのは、私の知る限りではまだございません。情報を公開することが

できるものとするといったような規定はございます。ただその「できる規定」で、い

わゆるその例外の「法令の定めによる」に乗っかれるのかというと、難しいんじゃな

いか本当は、といった議論がございまして。 

大体の自治体は、できるとしておきながら、かつ、本人の同意を得るという二重の

手続きをとっているのが現状でございまして。もしこれが強硬的な、災害時に備えて

しなければならない、するものとするというような規定に持っていってそれを根拠に

情報共有を進めるとするということになると、おそらく全国でも初めての事例になる

んじゃないかなと思います。 

会長 ぜひ、Ｇ委員に頑張っていただいて、そこの法律解釈が乗り越えられるようにお願

いします。 

Ｅ委員 公開できる場合も要件というか利用目的ですよね、要するに。ものすごく限定して

おかないと、どうなんでしょうね。 

Ｇ委員 そうですね。おっしゃるとおりです。例示で言うと防災目的、災害時に備えてとい

うことに限定をするというのがひとつと、今あるのが見守りですね、孤立死などを防

ぐという目的で、その方の生命財産を守るため、そういう目的に限定をするというふ

うなことです。 

中野区は、福祉の見守り目的で、公開するといった条例を作っておりますが、かつ、

故意に情報を漏らしたといったような場合には罰則を適用するといった条例になっ

ております。 

会長 大きな課題ですね。条例に定めるといったことは。 

ほかにいかがですか。 

Ｅ委員 細かい話なんですけれども、視点 2と 3で、防犯カメラとかいろいろあるんですけ

れども、緊急時に、泥棒が入った場合や地震の時に、緊急のベルみたいなものでバア

ッと知らせるようなものは入っていないのでしょうか。それはどう考えたらいいので

しょうね。 

そういう設備みたいなものの設置を検討するというのはあってもいいかなという

気がします。 

マンション担当課長 緊急時対応の設備ということでしょうか。 

Ｅ委員 そうですね。 

会長 他にありますでしょうか。 

Ｆ委員 漠然とした話なんですけれども、こういった条例を定めることで、マンションの供
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給といった点になにか影響が出るのか出ないのか。例えば先行的に条例を作っている

ところがあるというようなお話ですので、状況をおさえていらっしゃるようであれば

お伺いしたいのですが。 

マンション担当課長 供給に影響を与えるか、ということは必ずしもないのかなと思います。といいます

のは、集合住宅の条例でも町会加入の協議を義務付けたり、地域貢献、あるいは高層

階に備蓄倉庫の設置と、かなり厳しいかたちで改正を行いましたけれども、住宅デベ

ロッパーにヒアリングを行いましたけれども、厳しい規定であっても、あらかじめ行

政が条例等で示しておくということであれば、今は防災面であったりコミュニティの

面であったり、そういうことを謳い文句にして PR しながら販売するというような話

で、とにかく事前に案を示してほしいということでありましたので、今回の条例を制

定したことで例えば供給量が落ちるということはないと思っています。 

会長 中央区の条例については、中央区の方に詳しくいろんな状況を教えてもらったんで

すか。 

マンション担当課長 いえ、まだこれからです。 

会長 では、これからそれも伺っていただいて反映させていただきたいと思います。 

他にいかがでしょうか。 

Ａ委員 蛇足的なんですけれども、例えば、標準管理規約というのが今定められております

けれども、その規約の位置づけが、昔は最高自治規範だと言われていたものが、修正

活用は可能であるというふうに現在変わってきております。ですので原則は各管理組

合、あるいは分譲時の原始規約は管理会社が作ったりするんですけれども、標準的な

規約ではなくなっているんですね。修正活用していいという場合、それを豊島区がど

こでよしとするか、バツとするか、その辺をやはり条例制定の時に、今後の話になる

かと思うんですけれども、これはまた非常に難しい問題になるかなと思います。 

Ｅ委員 豊島区版の標準管理規約を作るという話まで考えているということですか。今の話

はそういうことに関係するかなと思います。 

マンション担当課長 今後検討していく中で、どのレベルでということも考えていきたいと思います。 

会長 豊島区版であっても標準を作るのは、今は非常に難しい時代ですね。 

他にいかがでしょうか。 

   

5.閉会 

会長 それでは議論も出尽くしたようですので、この辺にさせていただければと思いま

す。 

この後、もしこの条例案についてなにか提案がございましたら、是非ペーパーにし

ていただいて事務局にご提出いただければと思います。 

それでは、事務局から連絡事項があればお願いします。 

マンション担当課長 次回の開催予定でございますが、４月を予定しておりますのでよろしくお願いいた
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します。具体的な日程につきましては、改めて連絡を差し上げるようにいたします。

以上でございます。 

会長 はい。ちょっとお願いなんですけれども。４月は年度をまたぐのでいいんですけれ

ども、それ以降はできたら事前に、あとで日程調整ではなくて会議の時に決めていた

だいた方が、スケジュールが決まりますのでよろしくお願いします。 

マンション担当課長 そうですね。わかりました。 

会長 それでは、本日は以上で終了いたします。ありがとうございました。 

 

（午後 5時 25 分 閉会） 
 

 

 

会 議 の 結 果 

1. 小林秀樹委員を会長に選任する。 

2. 副会長は篠原みち子委員を指名する。 

3. 会議は原則公開とし、傍聴を認める。 

4. 会議録の経過について、発言者の氏名を記載せず会長、委員とし、事

務局については職名を表記する。 

5. 条例の対象は、原則として「マンションの管理の適正化の推進に関す

る法律」第二条の定義によるマンションとし、賃貸（1 棟オーナー）

マンションについては段階を追って検討を行う。 

6. 検討の視点について、質疑及び意見があった。 

提出された資料等 

資料 1 豊島区マンション適正管理推進会議設置要綱 

資料 2 委員名簿 

資料 3 豊島区マンション適正管理推進会議の運営について 

資料 4 検討スケジュール（案） 

資料 5「（仮称）豊島区マンションの適正な管理の推進に関する条例」の

制定に向けて 

 

参考資料 1 豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例・施行規則

参考資料 2 豊島区 分譲マンション施策の概要 

参考資料 3 豊島区分譲マンション支援事業のご案内 

 

その他資料 豊島区分譲マンション実態調査（平成 23 年 1 月） 

 


