
Ⅳ 課題と取り組みの方向 

 

 

今回のマンション実態調査によるアンケートやマンション管理士などへのヒアリングか

らみえてきた課題及び取り組みの方向をまとめる。 

 

１ 分譲マンション 

 

（１）分譲マンション管理の担い手 

現在分譲マンションに居住するもっとも多い世帯は、中年層（45～65 歳）であり、今後

10 年から 20 年程度で、加速度的に高齢層が増加すると思われる。 

高齢者が中心的な世帯となると、経済的問題がさらに顕在化すると考えられる。また、

中年層までは、地域での活動に時間を割きにくいことが考えられるが、管理組合が機能す

るよう人材を育成し、管理に関する知識を得てもらう必要がある。 

 

課題 

①高齢層予備軍への管理組合参加奨励による次期担い手の育成 

②高齢者が柔軟に管理組合に参加しやすい仕組みづくり 

 

取り組みの方向 

分譲マンション管理に関する情報提供を充実させる。 

 チラシやダイレクトメールの送付 

 マンション管理ホームページの立ち上げ（参考事例：中央区） 

 セミナーや研修会の充実 

 交流会の開催による、他の分譲マンション管理組合との情報交換の充実など 

 お年寄りだからこそ可能な管理への参画（例えば、昼間の防犯見回り、マンショ

ン内の清掃、子供たちとの交流など） 
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（２）修繕・建替え 

長期修繕計画は、作成中も含めると 8 割以上で作成されているが、1980 年代以前の古い

分譲マンションほど作成されていない。分譲マンションでの生活を続けていく以上、定期

的な修繕は必ず必要であり、修繕のためには、長期修繕計画が重要となる。 

このため、長期修繕計画が未作成な分譲マンションまたは、作成以来改正していない分

譲マンションに対して、長期修繕計画の必要性・重要性をお知らせし、啓発することが必

要である。 

また、アンケート結果では建替えについて考えていない分譲マンションが、ほとんどで

あり、当面は修繕で対応していくという分譲マンションが多い。ただし将来、必要性が高

まることは必至であり、資金や合意形成など、円滑な建替えに向けた準備が重要である。 

 

課題 

①長期修繕計画未作成・作成以来未更新（建築後 10 年以上経過したもの）分譲マンショ

ンへの長期修繕計画の重要性の啓発 

②長期修繕計画作成のための公的支援 

③建替えに向けた事前の意識啓発 

 

取り組みの方向 

○新規建設の分譲マンションに対して 

分譲時の第三者チェックシステムの構築（マンション管理士による事前相談など） 

 

○建築後 10 年以上を経過した分譲マンション 

長期修繕計画作成にむけた重要性・必要性の周知 

 広報、セミナー、マンション管理士の登録・派遣制度 

長期修繕計画作成のための公的支援 

 費用助成、低利融資、相談窓口など 

○建替時期を迎えた分譲マンションへの個別相談の実施 

 マンション管理士の派遣 

 定期的な相談窓口の設置 

 

 

 

参考：修繕積立金の不足 

 

年間平均修繕費は工事費（専用床に対して 240,000 円/㎡）の約 1.2％程度を目処とし、

その内 70％が共用部とすると、年間約 2,000 円/㎡、月額では 170 円/㎡程度が必要とな

る。 

3DK（70 ㎡）で約 12,000 円/月程度が必要だと考えられる。 

アンケートでは 5,000 円～10,000 円/月が も多くなっており、大規模修繕への積み立

てが不足することが予想される。 
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（３）耐震診断・耐震補強工事 

アンケート結果では、1990 年代以降建設された分譲マンションでの耐震診断実施の割合

が高くなっているが、1980 年代以前の古い分譲マンションほど実施率が低い。特に昭和 56

年以前の分譲マンションでの実施率が低いのが課題である。この結果と分譲マンション管

理士へのヒアリングから、古い分譲マンションは、耐震補強工事が必要になっても対応が

困難なので、診断自体を実施できないという背景があるようである。 

このため、耐震診断と耐震補強工事をあわせた事業の拡充が必要である。特に、診断後

の耐震補強工事に係る費用に対し公的な支援の充実が望まれている。 

 

課題 

①耐震診断を受けやすくするため耐震補強工事の補助の拡充 

 

取り組みの方向 

○耐震補強工事の補助の拡充 

 費用補助、低利融資 

 

○耐震診断、耐震補強工事実施事例の紹介 

 事例マンションの見学会など管理組合の活動への助成（例えば、活動計画書の公

開審査と助成、活動報告会など） 

 

 

参考：分譲マンション耐震化現行施策 

・非木造建物耐震化推進事業（平成 19 年度～27 年度） 

   分譲マンション：耐震診断 2/3（限度額 100 万円）、耐震補強設計 2/3（限度額 100 万円）、

耐震補強工事 2/3（限度額 1,000 万円） 
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（４）付帯設備など 

アンケートでは、分譲マンションの場合、付帯設備も充実していることがうかがえた。

設置が少ない設備は、防災面に関するもの（消防用水、自家発電機、防災用備蓄）となっ

ていた。 

荒川区では、密集市街地が面的に広がっており、災害時の被害が心配されるところであ

る。そのような中にあり、耐火・耐震性を有した分譲マンションは、災害時の地域の拠点

として活用が期待される。 

このため、分譲マンションでの防災資機材の設置を拡充させることが地域の防災性向上

に寄与する。 

 

課題 

①分譲マンションにおける防災資機材の設置拡充 

②地域の防災拠点としての機能拡充 

 

取り組みの方向 

○防災資機材設置に向けた公的支援 

 資機材購入助成、低利融資 

 地域を巻き込んだ防災訓練の奨励・支援 

 

（５）コミュニケーション 

地域と分譲マンションの間のコミュニケーション不足がいわれているが、分譲マンショ

ン内でのコミュニケーション不足も大きな問題である。今回の調査において、アンケート

票の訪問回収をするにあたり、郵便ポストに表札がでていない住戸が多く、匿名性の生活

スタイルがうかがえた。 

分譲マンション内のコミュニケーション、地域とのコミュニケーションそれぞれを充実

させていく必要がある。 

また、分譲マンション管理に関して、他の分譲マンションの取り組みなどの情報を入手

したいと考えているところが多く、分譲マンション管理に関する交流会立ち上げも今後の

課題となる。 

 

課題 

①分譲マンション内のコミュニケーションの充実 

②地域と分譲マンションとのコミュニケーションの充実 

③分譲マンション（管理組合）同士のコミュニケーションの充実 
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取り組みの方向 

○分譲マンション内のコミュニケーションの場合 

 分譲マンション内での荒川区おせっかいおじさん・おばさん活動の奨励 

 表札設置の奨励 

 

○地域と分譲マンションとのコミュニケーション 

 地域を巻き込んだイベントやおまつりの実施 

 地域との共通課題を見つけるためのまち歩き会の開催 

 表札設置の奨励 

 

○荒川区分譲マンション管理組合交流会の立ち上げ 

 アンケート結果から設置に向けた要望の声は多い。ただし、運営については、行

政の手厚い支援が期待されている。 
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２ 賃貸マンション 

 

（１）賃貸マンション管理 

賃貸マンションの管理は、そのほとんどが、所有者自らが対応している場合が多く、専

門の業者などへの委託はごく一部である。 

また、専門的な知識やアドバイスが少なく、これらの情報を求めていることがうかがえ

る。 

 

課題 

①賃貸マンション管理のための専門知識の普及啓発 

②専門的なアドバイス 

 

取り組みの方向 

 賃貸マンション管理ガイドブック（仮称）などの作成・配布（設備編・トラブル

解消編など） 

 セミナーや研修会の実施 

 

 

（２）修繕、耐震診断・耐震補強工事、建替えについて 

賃貸マンションの経営上で、修繕費の負担が問題としてあげられている。 

また、修繕をはじめ、すべて所有者の負担であり、その費用軽減策も重要である。 

耐震診断・耐震補強工事については、昭和 56 年以前と昭和 57 年以降の年代別で大きな

違いはみられなかった。しかし、昭和 56 年以前の賃貸マンションの耐震化は早急の課題で

あり、所有者に対する啓発活動や相談窓口の拡充などの支援が重要である。 

建替えについては、財政的支援の他、専門的なアドバイスや基本的な知識を求めている

回答が多かった。 

 

課題 

①修繕費用の負担軽減 

②賃貸マンション版長期修繕計画の作成支援 

③耐震診断を受けやすくするため耐震補強工事の補助の拡充 

④建替え等に関する専門的な知識や情報の提供 

 

取り組みの方向 

○良好な住宅ストックに寄与するマンション修繕 

 費用助成、低利融資 
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○長期修繕計画作成のための公的支援 

 広報、セミナー、マンション管理士の登録・派遣制度 

 費用助成、低利融資、相談窓口など 

 

○耐震補強工事の補助の拡充 

 費用補助、低利融資 

 

○耐震診断、耐震補強工事実施事例の紹介 

 事例賃貸マンションの見学会など 

 

○建替え時期を迎えた賃貸マンションへの個別相談の実施 

 専門家の派遣 

 定期的な相談窓口の設置 

 

 

 

 

 

 

参考：賃貸マンション耐震化現行施策 

・非木造建物耐震化推進事業（平成 19 年度～27 年度） 

   賃貸マンション：耐震診断 1/2（限度額 50 万円）、耐震補強設計 1/2（限度額 50 万円）、

耐震補強工事 1/2（限度額 500 万円） 

 

（３）用途の転用 

賃貸マンションの場合、空き室があることは経営上非常に問題がある。アンケート調査

では、空き室の用途転用意向をうかがった。転用したくないという回答が多かったが、積

極的な転用や条件付きの転用を考える回答もあった。 

特に、今後は少子高齢化を迎え、高齢者の居住の安定や子育て支援に活用できるような

取り組みが期待される。 

 

課題 

①高齢者向け住宅への転用促進 

②高齢者向け施設への転用促進 

③子育て支援施設への転用促進 

 

取り組みの方向 

○それぞれの転用への工事費用の支援 

 用途に応じた工事費用・リフォーム費用の助成、低利融資 

 用途転用者（希望者）の登録・紹介制度 
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（４）コミュニケーション 

賃貸マンションでも分譲マンション同様、一括して地域の町会へ入会している場合が多

いが、活動にはあまり積極的に参加していない事がうかがえ、個人の取り組みにまかせて

いるところが大きいと思われる。 

このため、賃貸マンション内及び地域と賃貸マンションとのコミュニケーションづくり

を奨励する仕組みが必要である。 

 

 

課題 

①賃貸マンション内のコミュニケーションの充実 

②地域と賃貸マンションとのコミュニケーションの充実 

③賃貸マンション同士のコミュニケーションの実施 

 

取り組みの方向 

○賃貸マンション内のコミュニケーションの場合 

 賃貸マンション内での荒川区おせっかいおじさん・おばさん活動の奨励 

 表札設置の奨励 

 

○地域と賃貸マンションとのコミュニケーション 

 地域を巻き込んだイベントやおまつりの実施 

 地域との共通課題を見つけるためのまち歩き会の開催 

 表札設置の奨励 

 

 

 

 



参考 

 

１ 事例 

 

今回の調査により、建物に関するハード面では、「建替え」「大規模修繕」が大きな問題

であるとともに、マンション内のコミュニティや地域との交流などのソフト面も大きな課

題であることがわかった。 

それぞれのテーマに関して、事例を収集しまとめる。 

 

（１）建替え 

分譲マンション建替えに関しては、平成 14 年施行の「マンション建替え円滑化法」によ

り、建替組合及び複雑な権利関係の手続きなどが法的に明確に位置づけられ、円滑に建替

えが実施できるようになった。 

都内では、マンション建替え円滑化法が施行されて以来、この法律に基づいた建替えが

19 件（平成 21 年 5 月末現在）行われている。 

マンション建替え円滑化法適用事例：諏訪町住宅 

マンション建替え円滑化法非適用事例：江戸川アパートメント（建替決議が法律施行前） 
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ケース１：マンション建替え円滑化法適用による建替え事例 

施設名称 諏訪町住宅 

所在地 新宿区高田馬場一丁目 

事業期間 平成 15 年 9 月～平成 17 年 12 月 

建替組合 諏訪町住宅マンション建替組合 

従前 従後 

構造・規模 ＲＣ造 

３棟、60 戸 

地上 3 階、地上 4 階 

ＲＣ造 

１棟、96 戸 

地上 5 階地下 1 階 

敷地面積 3,965.07 ㎡ 3,965.07 ㎡ 

延べ面積 3,054 ㎡ 9,832.77 ㎡ 

住戸タイプ ３Ｋ １ＤＫ～４ＬＤＫ 

事業経緯 

昭和 32 年 都公社による分譲 

平成３年 建替え検討組織を設置 

平成 13 年 都公社とコンサルタント契約 

平成 14 年 事業協力者の選定 

平成 15 年 建替え決議成立 

平成 16 年 工事着手 

平成 17 年 竣工 

実現の要因 

良好なコミュニティ 

高齢者に対するきめ細やかな対応 

事業協力者の支援 

できるかぎり、情報の公開に心がけた 
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ケース２：マンション建替え円滑化法非適用による建替え事例 

施設名称 江戸川アパートメント 

所在地 新宿区小川町 

事業期間 平成 14 年～平成 17 年 

建替組合  

従前 従後 

構造・規模 ＲＣ造 

２棟、258 戸 

地上 4 階、地上 6 階地下 1 階 

ＲＣ造 

３棟、232 戸 

地上 11 階地下 1 階 

敷地面積 6,800 ㎡ 6,800 ㎡ 

延べ面積 3,054 ㎡ 9,832.77 ㎡ 

住戸タイプ １Ｒ～４Ｋ １Ｒ～４ＬＤＫ 

事業経緯 

昭和 9 年 同潤会による建設 

平成 13 年 事業協力者の選定  

平成 14 年 建替決議 

平成 15 年 解体工事着手 

平成 17 年 再入居 

実現の要因 

理事会や役員のリーダーシップ 

良好なコミュニティ 

高齢者に対するきめ細やかな対応 

事業協力者の支援 
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（２）改修・修繕 

今回のアンケート調査においても、建替えの必要性は認識しつつも当面は、改修・修繕

によりマンションの寿命を延ばしていく事を考えている割合が高いことが伺える。 

 

ケース１：エレベータの設置改修事例 

施設名称 ファミール西八王子 

所在地 八王子市散田町 

事業期間 平成 10 年～平成 15 年 

事業概要 

仮設工事、外壁等区隊改修止水工事、防水工事、外壁等の塗装工事、昇

降機新設・更新工事、鉄部金物改修工事、鉄部塗装研磨清掃工事、外構

改修工事、電気設備改修工事 

事業経緯 

昭和 49 年 竣工 

平成 11 年 大規模修繕工事業者選定  

平成 12 年 工事完了 

平成 13 年 排水管の水漏れ 

平成 15 年 総会にて工事決定 

平成 15 年 工事完了 

実現の要因 

工事の必要性が認識されていた 

長期修繕計画の存在 

委員会、理事会のリーダーシップ 
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ケース２：外壁塗装等改修事例 

施設名称 ハイツ町屋 

所在地 荒川区町屋 

事業期間 平成 21 年～平成 22 年 

事業概要 外壁等の塗装工事など 

事業経緯 

昭和 60 年 竣工 

平成 21 年夏～平成 22 年 3 月頃 

※２回目の修繕工事となる。 

実現の要因 

工事の必要性が認識されていた 

長期修繕計画の存在 

委員会、理事会のリーダーシップ 

情報の公開 

業者との良好な関係 
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（３）管理組合の交流活動など 

●居住者・管理組合が主体となり自主的運営 

ケース１ 

名称 大田区分譲マンション居住者交流会 

設立年 平成 12 年 

事業概要 

管理組合が集まり、平成 12 年に組織される。 

管理組合交流会のさきがけ的存在。10 年経過した現在、活発に交流会を

継続している。 

設立当初は、区から運営支援を受けていたが、５年を目途に独立した自主

運営を行っている。 

地域の防犯をテーマに地域間との交流を図り、マンション居住者が主体と

なって、ボランティアで防犯パトロールなどを実施している。 

 

ケース２ 

名称 中央区分譲マンション管理組合交流会 

設立年 平成 15 年 

事業概要 

個々の管理組合が遭遇する問題の解決策を見つけるため、管理組合の交

流会を自主運営で実施している。交流会は年 3 回程度、そのほかセミナー

などを行っている。 

特にホームページを活用した情報交換の場を提供している。 

一般向けにだれでも閲覧できるページがあり、会員向けに名簿や体験談な

どが見られるようになっている。 

 

ケース３ 

名称 すみネット 

設立年 平成 15 年 

事業概要 

管理組合、区分所有者、居住者間の情報交換の場として設立される。 

分譲マンションの良好な維持管理のため、セミナーの実施や情報誌（すみ

ネット通信）を発行している。 

ホームページによる情報提供も行われている。 

「冊子・すみネット」作成などにも意欲的に取り組んでいる。 
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（４）分譲マンション内での交流活動 

 

ケース１ 

名称 新佐山ハイツ（770 世帯） 

竣工年 昭和 48 年 

活動概要 

分譲マンションに集まって住む事は、共有の財産であることをテーマとし

て、集住の楽しさを育むため、分譲マンションの交流活動を実施。 

自治会から、２つの目標（緑の倍増、子供の文化的環境づくり）が提案さ

れ、その実現のために動き出す。 

・緑化の推進 

・団地の生ゴミリサイクル 

・情報誌の発行 

・地方都市との交流会 

・お祭り 

団地内でのコミュニティ活動が発展し、ＮＰＯを立ち上げる。 
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２ マンション管理士ヒアリング 

 

分譲マンションの管理に関して、相談等を受けるとともに、各種のセミナー講師と

して参加し、管理組合の方々と直接意見交換をしている立場から、現在のマンション

管理に関する問題点や今後の方向性などについて話を伺った。 

日時 平成 22 年 3 月 2 日 13:00～15:00 

場所 荒川区町屋 

 

（１） 近の荒川区の分譲マンション実態 

近年は、荒川区のイメージが一新され、利便性の高い住みやすい住宅地となりつつある。

荒川区は、都内でも分譲マンションの割合は低い方である。よって、今後、分譲マンショ

ン建設が更に進むと思われる。 

居住者の高齢化、分譲マンション管理の面など、様々な問題が出てくる事が考えられる。 

 

（２）高齢化に対する問題 

今後、加速度的に高齢化が進むと思われる。そうなると分譲マンション管理組合機能が

低下することとなる懸念がある。 

既に、いろいろな相談の場で高齢化の問題が指摘されはじめている。 

高齢者は、引きこもる傾向もあり役員などの活動がしにくい。体力的・精神的な負担と

なる。高齢者も含めて、これから役員のなり手が少なくなる問題が出てくると思われる。 

しかし、同じ分譲マンションの居住者として参加の場も与えられる必要がある。 

立場に応じてできる役割を考えることが大切である。 

経験を活かして、まとめ役・調整役になってもらうなど。 

 

（３）コミュニティ 

近の分譲マンションの傾向として、「個人名をださない。表札出さない」「近隣・周辺

地域とつきあわない」「管理名簿もつくらせてもらえない」という現状がある。 

なかなかマンションでの交流ができない実態がある。 

将来の修繕などを行うとき、住民の合意が不可欠である。そのためには、普段からコミ

ュニティ活動を推進する仕組みが必要である。 

また、肝心なのは、入居時にその仕組みがあることがその後の活動を容易にすると思わ

れる。新築入居時には、第三者が仕組み作りをサポートするようなものがあると良い。 

荒川区では、「おせっかいおじさん・おばさん運動」を展開している。地域だけではなく、

分譲マンション内でもこの運動が広まると分譲マンションの住民交流、さらには地域との

交流も生まれてくる。 
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（４）管理規約 

多くの分譲マンションでは、管理規約を作成しているが、古いまま読んでいない、改定

していない。ということが多い。いざというとき、規約が必要なときがあり、定期的に見

直すようなプログラムがあると良い。 

 

（５）長期修繕計画 

荒川区の分譲マンションでは、長期修繕計画作成率が低い。修繕等もこの計画がないと

始まらない。ある程度、強制的にでも長期修繕計画を作ってもらう必要があるのではない

か。 

 

（６）耐震診断・耐震補強工事 

耐震診断・耐震補強工事などの行政支援は、セットで考える必要がある。 

耐震補強工事への支援が拡充されなければ、診断を受ける動機にならない。 

 

（７）分譲マンション管理組合交流会 

現在、区が主催するセミナーとその後の交流会は有効である。 

分譲マンション管理組合の方々は他の情報をほしがっている。 

しかし、はじめから自主運営のような組織形態は難しい。初期段階は、行政のサポート

が必要である。 

 

（８）駐車場の空き対策 

近、都内の分譲マンションでは駐車場が空きになっていることで、管理費不足になる

問題が生じてきている。荒川区においても相談件数は増えている。 

分譲マンション住人以外に貸そうとすると税金が課せられる可能性がある。 

今後の課題である。 

 

（９）その他 

荒川区は、木造住宅密集地域である。このような地域の中で、不燃化された建物は重要

な防災資源になると思われる。 

特に分譲マンションでは、防災訓練をしたり、備蓄庫、資材などを持っている場合があ

る。 

分譲マンション内の防災だけではなく、地域と連携を図った防災への取り組みが期待さ

れるところである。 
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３ 分譲マンションアンケート票 
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４ 賃貸マンションアンケート票 
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