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審 議 経 過 
（午後 1時 28 分 開会） 

事務局 定刻前ですが、本日、出席予定の各委員方は、全員お揃いですので、ただいまから第 4

回目の会議を始めさせていただきます。 

なお、都市整備部長の鮎川委員におかれましては、欠席の旨、ご連絡を頂いております。

それでは会長、よろしくお願いいたします。 

会長 前回の意見を受けて、管理推進条例の内容が示されました。 

本日、できれば承認を頂ければと思いますので、よろしくお願いします。 

事務局から説明をお願いします。 

事務局 本日の資料は、資料 1が豊島区マンション管理推進条例(素案)、資料 2が豊島区マンシ

ョン管理推進条例施行規則(素案)、資料 3は項目だけですが、豊島区マンション管理推進

条例ガイドライン(項目)の 3点です。 

なお、条例名をマンション管理推進条例とさせて頂きました。 

（資料 1、2、3、説明） 

 資料の説明は、以上でございます。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

会長 これらについて、皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

その前に細かいことですが、6ページの第 28 条(1)(2)の第 10 条は、それぞれ第 11 条の

誤りですね。 

事務局 ご指摘のとおりです。訂正いたします。 

会長 それでは、皆さんいかがでしょうか。 

Ａ委員 居住者等の定義で、区分所有者が入るように見えるところと、入らないように見えると

ころがあるような印象を受けます。 

第 2条(10)で「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」としてい

ますが、第 7条では「当該マンションの所有の有無にかかわらず」となっているので、区

分所有者も含めて、居住者等と言っているのかという気もします。 

後で出てくる、区分所有者等名簿と居住者等名簿との関係からも、整理をきちんとして

おいた方がいいと思います。 

会長 今のご意見について、いかがでしょうか。 

私は、これで良さそうな気がします。 

Ａ委員 そうしますと居住者等という定義は、区分所有者も入るということですか。 

会長 住んでいる場合の区分所有者もいれば、借りて住んでいる人もいるということだと、私

は受け取りました。 

Ａ委員 それなら分かります。 
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会長 事務局、そういうことでよろしいですね。 

事務局 はい。 

Ａ委員 第 2条(11)管理規約の定義は、法律の条文を引用していますが「管理規約とは区分所有

法第 30 条による規約のことを言う」のような表現がいいのかもしれないし、主旨を考え

ると、ここに書いてあることも良く分かるので、全体的に合わせた方がいいと思います。

会長 これについて事務局、いかがでしょうか。 

事務局 表現を統一した方が、分かりやすいと思いますので、改めさせて頂きます。 

Ａ委員 第 5条第 1項に「細則」の文言がありますが、これを定義するかしないかと、どちらで

もいいのですが「守るとともに」の表現を「遵守するとともに」とするのは、いかがでし

ょうか。 

事務局 「遵守」に改めます。 

Ｂ委員 第 2条(11)で、管理規約については定義されていますが、細則については定義がありま

せん。 

管理規約に非常に詳しい内容が記載されていれば、これだけで足りると思うんですが、

第 13 条では「管理規約及び細則」とあり、両方作成することになっています。 

管理規約と細則のレベルが、どう違うのかという定義が無いまま、両方作れというのは

どうなのかと思います。 

Ｃ委員 管理規約と細則の関係について、マンション管理士の立場からすると、何ら違和感はあ

りません。 

管理規約だけ有って、詳細の細則が無いと居住者にとっては、大変不便であり、管理規

約で足りないところは細則で補う、管理規約の変更は 3/4、細則は 1/2 の決議等、一般の

居住者には分かりにくいかもしれませんが、マンション管理士としては、常識の範囲内で

す。 

会長 細則の定義を書いておいた方が、いいかもしれませんね。 

事務局 定義の所に、細則の規定を設けさせて頂きます。 

Ａ委員 第 8条第 2項に「区分所有者間」とありますが「等」が、抜けていませんか。 

事務局 「等」を加えます。 

会長 「等」が有るのと無いのでは、どう違うのですか。 

Ａ委員 あまり有りませんが、戸建て住宅等の場合です。 

Ｄ委員 第 5条第 2項で「区分所有者等は、自己のマンションに本人以外のものを居住又は使用

させようとするときは」とありますが、長期修繕計画まで説明させる必要が有るのかなと

いう気がします。 

事務局 ご指摘の通りかと思いますので、削除いたします。 
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会長 第 7条を見ても、長期修繕計画は入ってないので、これは削除でいいと思います。 

Ｂ委員 第 5条以下の各責務の所で、管理規約、細則、条例等を守って下さいと有りますが、で

は、管理規約と細則はどこで出来るのかを見ると、後の第 13 条に出てきます。 

先に第 13 条を第 5 条に持ってきて、管理規約と細則を作り、それを守って下さいとい

う条文構成にするべきではないでしょうか。 

第 3 章は、マンションの適正管理ですから、第 14 条以下に書いてあるとおりでいいと

思います 

会長 いかがでしょうか。 

事務局 順番を入れ替えるということで、対応します。 

Ｂ委員 第 7 条に「管理規約及び細則並びにこの条例の規定を守る」とありますが、第 6 条第 1

項では、細則の文言が出てきません。 

これは、抜けてしまったとか、何か理由が有るのですか。 

会長 恐らく、そうだと思いますので、ここに追記願います。 

他に、気が付いた点はありますか。 

Ｃ委員 第 19 条第 1 項の「法に定められた点検」と第 2 項の「法定点検」は文言を統一した方

がいいと思います。 

事務局 表現を統一します。 

会長 第 1項で、「法に定められた点検(以下、法定点検という)」とすればいいと思います。

Ｃ委員 条例施行規則第 6条の緊急時連絡表示板の設置についてですが、実際には管理会社、管

理人等の変更は、いくらでも有り得ます。 

古い連絡先等を掲示していても意味が無いので、常に新しい事項を掲示しておくような

規定があった方がいいと思います。 

会長  今の件は、いかがでしょうか。 

事務局 第 2項に「記載事項が不鮮明にならないように維持管理する」とあるので、こちらに何

か加えられないか、検討してみたいと思います。 

Ｃ委員 不鮮明と新しい事項を表示することは、別問題ですから、やはり加えた方がいいと思い

ます。 

会長 第 6条(1)管理人の氏名というのは、一般的なものなのですか。 

事務局 新築の場合、中高層集合住宅建築条例により、玄関、管理人室等に掲示させています。

会長 管理人である必要がありますでしょうか。 

緊急時及び不在時の連絡先が示されていれば、それが管理人であるかどうかは、直接関

係無いのではという気がします。 

事務局 これは、中高層集合住宅建築条例からもってきたので、必要が無ければ、緊急連絡先等

のような記載内容にしたいと思います。 



No.4 

 

Ｄ委員 管理会社の連絡先のようなものを表示するのでしょうか。 

一般的に、緊急連絡先と言うと、消防、水道、緊急避難場所等かと思いますし、そうい

った事を掲示しているマンションも有ります。 

代表者や管理会社は、よく変わるので、緊急に電話等しなければならない所を表示した

方が、私は役に立つと思います。 

事務局 中高層集合住宅建築条例では、例えばワンルームマンション等で、入居者が騒がしい、

地域のルールを守らないような場合、それを是正させるために、管理人の氏名を明記させ

ておいて、近隣住民からの連絡でルール遵守の徹底を図ってもらうという主旨で、掲示板

を設置させています。 

中高層集合住宅建築条例の内容を、そのまま引用したために、ここに管理人の氏名が、

初に来たということです。 

Ｄ委員 少し主旨が、一般の集合住宅には合わないような気がします。 

マンション内のためではなく、外部の人のためというのは、検討する必要があると思い

ます。 

会長 これは、外部の人に知らせるということが、第一の目的ですね。 

都心部では、外部の人が連絡できずに困っているという状況が有ります。 

事務局 特にワンルームマンションに管理が十分ではない所が有り、地域からそういった声が寄

せられることが多いため、その連絡先を明記しておいた方が、地域の方としては安心だろ

うという考えです。 

Ｄ委員 そういうことなら、担当者名を含めた管理会社の連絡先、自主管理であれば代表者名等

の表示ですかね。 

事務局 管理人が常駐であればいいのですが、 近の傾向では、巡回型多くなっています。 

ですから、管理人が必ず居るとは限らないので、管理会社名、管理人の氏名を明記して

おいた方が、居住者としては安心だろうと思います。 

Ｃ委員 ガイドラインの連絡先の明確化に「(平成 16 年度以降のマンションは設置済)」とある

ので、事務局は、こことの整合性を図ったのではないですか。 

その流れは、汲んでおいた方がいいと思います。 

会長 管理人の定義が無く、やや曖昧な感じがしますが、管理組合を代表する、あるいは代理

する連絡先という解釈でいいですかね。 

その辺、事務局で検討してみて下さい。 

Ｄ委員 施行規則第 4 条(3)区分所有者名簿の住所は、区分所有者が住んでいれば、それでいい

ですが、住んでいない場合には居住地の住所と、二段書きになる可能性があります。 

現在、住んでいる人と住んでいない人の書く場所が分かりづらいのではないかと思いま

す。 

会長 事務局で工夫して下さい。 
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Ｃ委員 今の意見で、私は(2)には区分所有者が、(3)は現在住んでいる人が書くという考えをす

れば、分かりやすいのではないかと思います。 

会長 事務局、そういう意味ですね。 

他にいかがでしょうか。 

Ｅ委員 第 26 条に「災害時及び非常時に居住者等が円滑に協力して対応できるよう」とありま

すが、コミュニティが形成、活性化されているからこその結果だと思います。 

ですから、これだけの目的を以ってコミュニティを活性化させようというのは、どうな

のでしょう。 

また、コミュニティに関して言うと、第 24 条第 2 項で「犯罪抑止力を高めるために」

の後に「防犯に関する」の文言が出てきます。 

防犯に関するコミュニティの形成とは、何なのだろうと疑問に思います。 

もう一点、第 23 条第 2 項に「防災訓練への参加」の記載がありますが、これは、前項

にあるマンション単位で実施する訓練と町会等で実施する訓練の両方含むのですか。 

この表現ですと、自分達だけの訓練と受取れるのですが。 

事務局 自分達だけの訓練と考えています。 

前回会議で、町会等を入れると町会によって、防災訓練を実施している所と実施してい

ない所があるとのご指摘が有りましたので、敢えてこういう表現にしました。 

Ｅ委員 実施していない所は、仕方ありませんが、Ｆ委員いかがでしょうか。 

Ｆ委員 防災訓練を実施していない町会は、無いと考えて頂いて結構だと思います。 

ただし、マンションも含めて防災訓練を実施したいと考えている町会は、全てではない

と思います。 

会長 このままで良い、ということでしょうか。 

Ｆ委員 個人的に第 23 条は、自分達でしっかりやって下さいという主旨かと思います。 

また、第 5章で地域に協力するよう努めて下さいとの記載があるので、地元町会の防災

訓練参加については、ここに整理されるかと思います。 

会長 今のご意見について、事務局いかがでしょうか。 

第 24 条第 2項の「防犯に関する」は、削除して良いと思いますが、第 26 条ついてはど

うしますか、 

事務局 「災害時及び非常時に居住者等が円滑に協力して対応できるよう」は、削除しようかと

思います。 

Ｅ委員 言わんとすることは、分かります。 

ただ、狭い範囲、一部分のためにコミュニティを活性化させよ、となりかねないので、

少し工夫をして頂いた方か良いと思います。 

会長 他にいかがでしょうか。 

Ｃ委員 全体的な印象として、マンション管理士の文言が入ったこともありますが、前回の(案)
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に比べて、この条例(案)は、管理不全マンションに対し、良好で地域に受入れられ、居住

者にも住みやすいマンションにするためには、どうしたら良いのかという流れがあり、実

務的にも役に立つ、非常に良く出来た条例(案)だと思います。 

事務局 今回の条例で届出をどれだけ増やせるか、届出をしたらどうなるのか、ということが大

切になると思います。 

また、現在、実施しているマンション管理士派遣事業は、監査でも評価されており、こ

れを拡充し、更に使いやすい事業にしていきたいと考えています。 

届出を多くするために、優先的に何か出来れば良いのですが、補助制度については、財

政的に厳しい面が有り、新たな助成制度を設けることは、困難な状況です。 

例えば、マンション耐震診断・耐震改修についても、届出がしてあれば優先的に助成す

る等、既存の事業で効率化を図りたいと考えています。 

会長 他にいかがでしょうか。 

Ｄ委員 前向きな提案だと思います。 

宅地建物取引時に仲介業者が、提出した届について説明を強制させるような形にさせる

と違ってくる気がします。 

会長 事務局、今の意見について、いかがですか。 

事務局 仲介業者が、きちんと説明責任を果たしてくれれば、効果はあると思います。 

Ｃ委員 第 2条(8)の「マンション代表者等」は、あまり目にしない文言です。 

専門家の委員の方にお尋ねしますが、この文言で問題は無いのでしょうか。 

Ａ委員 この言葉自体には、少し違和感は有りますが、ここに書かれている人達をまとめて、他

に代わる言葉が有るかというと、見つけにくい気がします。 

ただ、豊島区の条例中の定義ですから、気にはなりますが、仕方ないかなと思います。

Ｇ委員 第 29 条第 2 項で「マンション名を公表する」とありますが、悪いのはマンションでは

なく、第 2条の定義にあるマンション代表者等、あるいは管理業者が既定通り従ってない

とすれば、マンション名を公表してしまうと、区分所有者に迷惑がかかってしまうのでは

と思います。 

従って、ここはマンション代表者等を公表するとした方が、罰則規定としては、良いと

思います。 

事務局 マンション名としたのは、役員等を輪番制でやっているマンションが多く、たまたま当

たった理事長の名前を公表するのは、気の毒ではないか、そうであるならば、マンション

名を公表することで、事足りるのではないかということで、この作りにしています。 

Ｃ委員 事務局の説明とおり、理事長は輪番制であり、ボランティアですので、こういう場で名

前を公表されたら本来の主旨と反します。 

また、管理会社の名前を出すことは、管理会社は管理組合から委託された範囲内の業務

しかやりませんので、管理不全に陥った原因が管理会社に有るとも言えません。 

それでも公表するとなれば、一番無難なのは、マンション名しか無いんです。 
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マンション管理士から見れば、これで妥当だと思います。 

Ｄ委員 分譲当初から第三者管理をしているワンルームマンション等は、管理者名を出しても良

いでしょうが、一般的にはマンション名だと思います。 

会長 それでは、このままでよろしいでしょうか。 

（了承） 

Ｈ委員 第 23 条に関係してですが、現在、防災対策の基本条例を検討しており、居住者間、地

域住民との良好な関係づくりを含めた、高齢者集合住宅の防災対策を謳いたいと考えてい

ます。 

その中に、防災の視点から見ると大きなテーマである、要援護者対策を高齢者住宅の防

災対策とは別に設ける予定です。 

そこで感じることは、防災の基本条例では、要援護者が区に対して手を挙げてもらう仕

組みですが、一方、このマンション条例では、マンション代表者にも手を挙げて下さいと

なっています。 

セーフティネットが広がるという意味では、問題ないのかとも思いますが、技術的な部

分を想定した場合には、一定の整理をする必要が有るのではないかと思います。 

ついては、内部で若干のすり合わせについて、ご了解を頂ければと思います。 

条例の文言上は、問題ないと思います。 

Ｃ委員 ガイドライン(項目)の３.防災・防犯にある、要援護者の把握の必要性、登録のメリッ

ト、活用事例を記載することは、非常に大切だと思います。 

このガイドラインを作成する際に、要援護者対策について、Ｈ委員が仰ったことと、マ

ンション条例の主旨を合致させたようなものにすれば良いと思います。 

Ｄ委員 現実に何か起きた場合、要援護者に対して 1、2 日の間に近隣の人が、支援してあげら

れるかということだと思います。 

ただ、マンション居住者がどこまでやってくれるのか、コミュニケーション形成がうま

く出来ている所は良いですが、ほとんどは、できていないと私は思います。 

ですから、記載するのは良いですし、2 日の間にどう援護してあげられるのかが大切な

ので、実態に即してやるしかないと思います。 

会長 この件は、条例の技術的なことなので、お任せするということで宜しいですか。 

事務局 すり合わせをさせて頂きます。 

Ｃ委員 区民の立場からすると、条例文を読む方は、ほとんどいないと思います。 

今後、作成されるであろうガイドラインについては、カラー刷りで、読みやすい、読み

たくなるような物を期待します。 

Ｆ委員 第 4 回定例会で議決をして、4 月 1 日からの施行やガイドラインの作成、周知等を考慮

すると、時間的に厳しい気がします。 

個人的な意見ですが、もう少し施行日に余裕があった方が良いと思います。 
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会長 4 月 1 日に拘らず、より良いものを作るという考えでいいと思います。 

Ｄ委員 条例が発足した際には、多くの方々に説明、周知を図れるようシンポジウム等の開催を

検討願います。 

事務局 シンポジウムの予算措置はしてあります。 

会長 施行規則の第 3条に、マンション管理届出書とありますが、これはイメージ等があるの

ですか。 

事務局 案は持ってはいるんですが、申告だけですと、実際にきちんと総会を開催しているのか、

議事録を作成しているのか等が分かりませんので、どういう書類を届出書に添付して頂く

か、この添付書類について悩んでいます。 

届出書には、マンション名称をはじめ、14 項目を考えていますが、では、これをどう証

明するのか、また、あまりにハードルを高くしてしまうと、届がなかなか出てこないとい

うことも予想されます。 

しがって、例えば、会議録や修繕履歴等については、直近のもののコピーを添付して頂

こうかと考えています。 

Ｄ委員 長期修繕計画の有無だけでなく、できるのかできないのか、費用的に足りているのか、

対策は立てているのかということが、大切だと思います。 

事務局 届出に対してのチェックは、全てを見せて頂くわけではないので、できる、できないの

判断を区がするのは難しいと考えます。 

Ｄ委員 不足しているのかは、長期修繕計画を作っていれば分かりますよね。 

作っていなければ分かりませんが、対策を何か考えていますか等を一言、二言書いても

らえば大分違うのではないでしょうか。 

事務局 長期修繕計画が妥当かどうかは、計画の全てを見なければ判断できません。 

しかし、届出書に添付させる図書として、これを全部付けるということは、難しいと思

います。 

Ｄ委員 私も全ては必要ないと思いますが、こういう計画、対策を講じていますとの項目は必要

ではと感じます。 

Ｃ委員 豊島区の特徴として、中国人の居住者が多いことが挙げられ、管理不全に陥っているマ

ンションも多くあります。 

様々な問題に対して対応するためにも、外国語のガイドライン、パンフレット等の作成

を検討して頂き、活用してもらえればと思います。 

会長 これは、課題として記録しておいて下さい。 

他にいかがでしょうか。 

これまでのご意見では、細かい修正行った上で、皆さんこの内容でいいのではという印

象を受けましたが、本案について了承ということでよろしいでしょうか。 

（了承） 
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2.今後のスケジュール及び閉会 

会長 次回以降のスケジュールを事務局から説明願います。 

事務局 区のオーソライズが必要なので、8 月の政策経営会議において、この条例(案)を諮り、

ゴーサインが出ましたら、9 月 1 日からパブリックコメントを 1 ヶ月間実施し、寄せられ

たご意見等をまとめて、次回ご報告したいと考えています。 

どうしても必要な個所が出てきた場合には、修正をしたうえで、お示ししたいと思いま

す。 

第 5回の会議は、日程を調整し 10 月の開催を予定しております。 

会長 内容としては、パブリックコメントを受けた内容の修正と、規則についてもう少し細か

くということですね。 

具体的な日にちは、今日決めなくていいんですか。 

事務局 第 3回定例の日程が決まりましたら、改めてご連絡させて頂きます。 

会長 本日の審議は、全て終了しましたが、他に事務局いかがでしょうか。 

事務局 先日、豊島消防署と池袋消防署の予防課長に、この条例の説明をして参りました。 

消防署として追加事項があれば、ご連絡くださいと伝えてありますが、今のところござ

いません。 

パブリックコメント後の修正もあるかと思いますので、関係機関から要請があった場合

には、加えることも有り得ると考えています。 

会長 よろしいでしょうか。 

それでは、以上で会議を終了します。 

 

 （午後 2時 45 分 閉会） 

 

 
 

 

 

会 議 の 結 果 
1. 豊島区マンション管理推進条例（素案）について、修正を加えたうえ

で承認された。 

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条例（素案） 

資料 2 豊島区マンション適正管理推進条例（素案） 

資料 3 豊島区マンション適正管理推進条例（素案） 

 


