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＜調査の目的＞

分譲マンションは、全国で住戸数が 500 万戸時代を迎え、国民の約１割が居住している

と推測されており、いまや重要な居住形態となっています。

しかし、分譲マンションは、ひとつの建物を区分して所有するというシステムのため、

不動産という重要な資産管理にもかかわらず、管理に対して意識が低くまた人任せである

ことなどにより、管理を巡って様々な課題を抱えています。

また、分譲マンションは 1970 年代の高度成長期から大量に供給され始めたため、現在

その老朽化が進展しており、今後大規模な修繕や建替えに関してより大きな課題になるも

のと予想されます。

このため、これまでマンション管理に関わる国レベルの法的整備や政策展開並びに自治

体レベルの各種支援策が行われているところであります。

川崎市では、平成 16 年３月に「川崎市分譲マンション実態調査」を実施し、団地数で

1,981 団地、管理組合数で 1,932 組合の実態を把握しました。

本調査は、平成 11～15 年度にかけて行われた川崎市の実態調査に基づき、川崎市内分

譲マンションの類型化を行い、それぞれのグループから抽出した分譲マンションの管理組

合にマンション管理の運営状況、長期修繕に対する考え方、その他問題点の現状をインタ

ビュー形式で調査し、財団法人川崎市まちづくり公社が進めている事業のひとつとして、

多くの市民から評価を得ておりますマンション管理相談業務の資料に活用するとともに、

川崎市内の分譲マンション管理組合で抱える問題に対し、川崎市まちづくり公社として協

力できるものについて研究することを目的に調査したものです。
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序 章 過年度調査結果の概要

川崎市では平成 11年度、平成 13～15 年度の４ヵ年にわたって、市内における分譲マンションの

概ね全棟を対象に実態調査を行った。

この調査では、既存データの収集・整理、現地踏査、ヒアリング等によりマンションの建物や施

設、設備等の現況、管理組合の有無、活動状況、大規模修繕の実施状況等を調査し、平成 16 年３

月に「川崎市分譲マンション実態調査」として報告書を作成している。

以下は、「川崎市分譲マンション実態調査」に基づく、川崎市内分譲マンションの概況を整理し

たものである。

①建設が新しいマンションの割合が多く、特に民間マンションは新しい

・築 15 年以内のマンションが全体の６割を占め、特に民間マンションでは全体の７割近くを占

めている。

・築 31 年以上の古いマンションは、全体の 6.1％（全国は約 11％）であり、公的マンション（市

公社、県公社、公団、勤住協のマンション）が多い。

②旧耐震基準のマンションの割合が全国平均より高く、特に公的マンションに多い

・一方で、旧耐震基準マンション（1981 年（昭和 56 年）6 月 1 日に建築基準法施行令が改正さ

れ、耐震設計基準が強化されたため、それより前に建築確認申請を受けているマンションを指

す）の棟数は 549 棟で全体の１／４を占める。（全国平均は約 20％）

・特に公的マンションの７～８割が旧耐震基準のものであり、逆に民間マンションは 16.4％と全

国平均を下回る。

以下は、本調査の対象である川崎市内における民間マンションについての特徴を整理する。

③中小規模のマンションが中心である

・40 戸未満のマンションが全体の６割を占め、特に 10～19 戸程度の小規模なマンションが全体

の３割近くを占めている。

・特に 1986 年以前のマンションでは、10～19 戸程度の小規模マンションが多くを占めている。

④中層が主体である

・５～７階建てのマンションが全体の６割で、特に６～７階建てのマンションが全体の３割を占

めている。

・特に 1992 年以降は、５～７階建てのマンションが大半を占めるようになっている。

⑤管理は管理会社に委託しているのが大半である

・管理会社に管理を委託しているマンションが 90.5％と大半であるが、1976 年以前の古いマン

ションは自主管理の割合が４割前後と高い。

⑥７割近くが管理人を置いている

・マンションに管理人を置いているケースは全体の７割である。

・以前は住み込みが多かったが、1982 年以降は住み込みが急激に減り、現在は日勤が６割強を占

める。
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・特に 20 戸以上のマンションについては、大半のマンションで管理人をおいている。

⑦多くが、管理組合の総会を年に１回開催している

・民間マンションの殆どが管理組合の総会を開催しており、その開催頻度は年１回が大半を占め

ている。

⑧大半が理事会を開催しているが、定期開催の率は高くない

・大半のマンションで理事会は開催しているが、定期開催の率は４割弱と高くない。

・住戸規模が大きくなるほど、定期的に理事会を開催している割合が徐々に高くなる。

⑨長期修繕計画は全体の８割が作成している

・長期修繕計画は、全体の８割強が作成している。特に 1992 年以降の新しいマンションでは９

割近くが持っている。

・一方、建築年代が古いほど有りは低くなり、築 20 年以上の有りは６割～７割程度に止まる。

⑩修繕積立金は概ね適切な水準の額を徴収している

・修繕積立金を徴収しているマンションは、全体の９割と大半を占めており、徴収金額は 1.5 万

円以上が約６割を占め、概ね適切な修繕積立金を徴収しているものと考えられる。

・1986 年以前のマンションでは、２万円以上が全体の約４割と修繕積立金の徴収額が高い傾向に

ある。
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第１章 分譲マンション管理を巡る施策の動向

１．国の動向

国土交通省では、分譲マンションのストックが 500 万戸時代を迎えた現在、国土交通省社会資本

整備審議会の住宅宅地分科会マンション政策部会において、マンションの管理のあり方について審

議が進められており、平成 21年３月、「分譲マンションストック 500 万戸時代に対応したマンショ

ン政策のあり方」が答申された。

同答申では、マンションの現状および課題を踏まえて、マンション政策の経緯と現状、今後のマ

ンション政策における基本的な考え方と具体的施策等が示されている。以下、その概要を整理する。

■分譲マンションストック 500 万戸時代に対応したマンション施策のあり方についての答申

「分譲マンションストック 500 万戸時代に対応したマンション施策のあり方について（答申）」より要約

出典：平成 21 年 3月 国土交通省 社会資本整備審議会

１．今後のマンション政策における基本的な考え方

（1）住宅ストックとしてのマンションの重要性

・マンションは現在、都心居住という利便性や、住空間の有効活用という機能性に対して高

い評価を得ていることもあり、国民の約１割が居住する重要な住宅ストックとして位置づ

けられる状況にある。

・マンションは、居住者にとっての生活基盤であるとともに、地域にとってまちづくりやコ

ミュニティ活動の拠点となる重要な社会基盤でもある。

・このような社会的ストックとしての重要性からすれば、マンションについては日々の管理

のみならず、マンションが良質な住宅ストックになるよう、建替え・改修も含め、長期的

視野にたった管理を行っていく必要がある。

（2）マンションの管理等に行政が政策的に関与することの意義

・マンションの管理については、平成 12年に制定されたマンション管理適正化法に基づいて

国が策定した「マンションの管理の適正化に関する指針」において、“管理組合はこの指針

の定めるところに留意してマンションを適正に管理するよう努めなければならない”と規

定されている通り、そのマンションの区分所有者や管理組合自らが最終的には意思決定し

て行っていくべきである。

・しかしながら、マンションの管理に国等の行政が政策的に関与することには、以下の三点

について、一定の意義があると考えられる。

①マンションは、国民の一割が居住する重要かつ普遍的な居住形態となっており、そ

の適切な維持管理・再生が行われないと、マンションの居住者のみならず周辺の居

住環境やコミュニティにも悪影響を及ぼす懸念がある。

②マンション管理においては、多様な価値観を持った多くの人々が区分して所有する

がゆえの区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係

の複雑さ等があり、これらに対しては国の法令・指針等の制度面での環境整備を通

じて取引費用の軽減を行っていく必要がある。
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③マンションの区分所有者は基本的に管理等の専門家ではないにも関わらず、現実に

はマンションの管理等については専門的事項を要する事項が多く、このことは多く

の区分所有者にとって早急に解決を要する課題となっている。

・以上の事柄から、国は全国適用の制度創設等、地方自治体は地域実態把握・相談体制の充

実等を行っていく必要がある。

(3)マンションの管理等についての専門家による支援の重要性

・区分所有者は基本的にマンションの管理に関して専門家ではない。また、高齢化、賃貸化、

管理への無関心化等の進展により、区分所有者による管理等が十分に機能していない状況

もみられる。

・これらを踏まえ、マンション管理士、マンション管理業者等マンションの管理の専門家が

積極的に区分所有者や管理組合を支援していくことが今後ますます重要である。

・また、管理組合方式を原則としつつも、区分所有者以外の専門家の関与等による管理も選

択肢の一つとして、その新たな仕組みや運用の検討も必要とされてきている。

(4)老朽マンションの再生の重要性

・今後老朽マンションの増加が見込まれており、その再生のための改修・建替え等の円滑化

がマンション管理において重要な課題となってきている。

・また、居住者の高齢化等に伴い、共用部分のバリアフリー化や、旧耐震基準によって建設

されたマンションの耐震化が必要とされている。

・上記のように老朽マンションの再生が重要とされる中、必ずしも区分所有者の知識・資金

は十分ではなく、支援措置の充実が求められる。

・手続き上・法制度上においても平成 14年に制定された建替え円滑化法が浸透していない等

多くの課題が存在し、改善していく必要がある。

２．今後のマンション政策としての具体的施策

(1)管理組合による計画的な管理等の推進

・マンションにおいては、将来の大規模修繕に備えて、長期修繕計画を適切に作成し、これ

に基づき修繕積立金を計画的に積み立てていくことが重要である。そのため国土交通省に

おいては平成 20 年に長期修繕計画の標準様式、同計画作成のガイドライン等を定めている

が、これを参考にしつつ管理組合は長期修繕計画の適切な策定・見直し等を行い、行政は

それを促すための普及啓発活動を行っていくべきである。

・長期修繕計画策定にあたっては、マンション管理士等専門家の能力向上や、マンション管

理適正化推進センターが行う修繕積立金算出のシミュレーションシステムの一層の充実が

必要である。

・修繕積立金を計画的に積み立てられるよう、滞納者への督促手続きの実効性の確保も重要

である。

(2)管理状況の適正な評価等

・管理組合の運営状況等が情報開示され市場で適切に評価されることは、マンションの取引

が適正に行われ、また、区分所有者が適正な維持管理をしていくインセンティブとして重

要である。
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・マンション履歴システム（マンションみらいネット）は、このような観点から、マンショ

ンについて管理組合から登録を受け付け、その管理状況や修繕履歴等を情報開示する仕組

みであり、システムの充実、普及の推進を行っていくべきである。

・また、これらの既存住宅の流通促進策との連携も図っていくべきである。

(3)マンション管理士等専門家の活用

・マンションの管理等は専門的な知識を要する事項が多いにも関わらず、区分所有者は基本

的に、マンションの管理等の専門家ではない。そのため、マンション管理士やマンション

管理適正化推進センター、マンション管理業者等が専門的な助言・業務等を行ってきてい

る。

・しかし、管理組合の運営等に関する全国規模での相談体制・支援体制はまだ不十分であり、

その充実・マンション管理士等の人材育成が必要とされている。

(4)第三者管理者の活用による管理の適正化促進

・区分所有法に基づき、区分所有者ではない第三者を管理者として、マンションの管理等を

行わせることができる。

・この仕組みを活用して、第三者管理者にマンションの管理を行わせることには、専門家が

効率的に業務を遂行できるというメリットがある一方で、区分所有者の意思を離れて不適

切な管理等が行われるおそれがあるというデメリットもある。また、コストの上昇も想定

される。

・そのため第三者管理者の管理方式については、第三者が適切に活用されるための環境整備

が必要である。

・具体的には成功事例の実態把握やノウハウ蓄積、第三者管理者の業務に対する監査等のチ

ェック、管理コストの低減、財産分別管理のあり方等の実務面での課題抽出・対応策の実

施が考えられる。

(5)管理組合が機能していないマンションへの対応

・管理組合が機能していないマンション、そもそも管理組合すら存在しないマンション等が

あり、また今後、高齢化、賃貸化、無関心化の進行等を背景に、こうしたマンションが増

加するおそれがある。

・国、地方公共団体等行政は、こうしたマンションの発生及び増加を未然に防ぐとともに実

態把握に努めつつ、どういった方法で関与していくか検討すべきである。

(6)老朽マンションの再生の促進

・老朽マンションの再生は喫緊の重要課題でありながら、その過程に関しては資金面、ノウ

ハウ面、合意形成面での懸念等が見受けられる。

・これらを踏まえ、国及び地方公共団体は資金面の支援、情報の提供、専門家の派遣等を行

っていく必要がある。

・建替えに関しては円滑化法等について法制度上隘路となっている問題の解消を図っていく

必要がある。また多くの区分所有者が関わるため、取引費用の軽減等を考慮にいれた仕組

みやその運用について議論が必要である。
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(7)マンションの管理等をめぐる紛争処理への対応

・マンションの管理等をめぐる紛争に関しては、マンション管理適正化推進センターへの相

談件数が平成 19 年度には 9,000 件を超えたこともあり、関係者にとってこの紛争への対応

は大きな課題である。

・技術的・専門的な知識の不足に伴う紛争に関しては専門家等の指導・助言による支援体制

の整備が有効である。

・滞納問題や管理組合の運営に関しては参考となる管理規約規定事例集等の作成、普及啓発

を推進すべきである。

・マンションをめぐる紛争の中で紛争解決の対象として適切なものに対しては、第三者機関

による裁判外の紛争解決手続きの導入も検討すべきである。

(8)多様なマンション形態に対応した施策

・現在、多様な形態のマンションが存在し、これらの形態に対応した施策を行っていくこと

も必要である。

・団地型マンションは複数の棟から構成されていることから、なるべく各棟への対応をして

いくことが望ましいと考えられるが、そのための管理ガイドライン作成が必要であり、ま

た同様の理由から改修・建替に関する課題も多いためその解決を図っていく必要がある。

・近年超高層マンションが多数出現しているが、まだ必ずしも明らかではない管理の実態把

握や課題抽出を行い、制度等を検討していくべきである。

●むすび

・マンション政策は、マンションの着実な増加等に伴い、ますます重要となってくる。

・またマンション政策は、国土交通省のみならず、法務省その他の関係省庁、地方公共団体、

管理組合、関係業界・団体等との連携の中で推進していくべきである。

・国土交通省においては、住宅政策等の観点から、政策の実施、必要な検討等を進めるととも

に、関係者・法務省等の関係機関と情報を蜜にし、今後のマンション政策のあり方について

真摯に議論を行う等の取組みを行っていくべきである。
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出典：マンション政策部会第５回配布資料より

（国交省ＨＰより引用）
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２．政令指定都市における動向

ここでは川崎市をはじめとする主な政令指定都市における、分譲マンションの管理に係る支援施

策の概要を整理する。

（１）川崎市における支援策

１）市における取組み

①川崎市マンション管理組合登録制度

・分譲マンションの維持管理における必要な情報をマンション管理組合ヘ提供するための制

度である。

・登録したマンション管理組合と市が相互に情報交換を行うことで、法改正、最新情報、講

演会の案内などを行い、マンション管理組合のサポートを行っている。

②川崎市マンション耐震診断事業費用助成制度

・分譲マンションの管理組合が耐震性に係る予備診断及び一般診断又は精密診断を実施する

場合に、その診断に要する費用の一部について助成を行う制度である。

・昭和56年５月 31日以前に建築確認通知書等の交付を受けているマンションを対象とする。

・助成を受けるには、別に定める「川崎市マンション耐震診断マニュアル」に基づき、予備

診断と耐震診断に分けて順番に実施する必要がある。耐震診断には一般診断と精密診断が

あり、通常のマンションは一般診断を行うことになる。

・助成金の額は耐震診断に要する費用の３分の２以下で以下のとおりである。

Ⅰ．予備診断は、１棟当たり６万円を限度とする。

Ⅱ．耐震診断は、１住戸あたり３万円を限度とする。

●耐震診断の流れ

耐震診断

（一般診断又は精密診断）

耐震判定委員会等により、診断内

容が適切であるかどうか評価を

受ける。

予備診断

設計図書や修繕等の監理履歴、目視によ

る劣化状況の確認等を行い、耐震診断の

必要性の有無、診断方法、診断費用など

を決定する。

川崎市
マンション

管理組合

①法改正や講習会などの情報提供

②必要な情報を作っていく

③様々な支援団体の情報提供

①マンション管理組合の登録

（理事長又はその委任者が申請）

②マンション管理情報などのアンケ

ート調査等の協力

川崎市マンション

管理組合登録制度
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③川崎市マンション耐震改修工事等事業助成制度

・昭和 56年５月 31日以前に建築確認通知書等の交付を受け、かつ検査済証の交付を受けて

いるマンションを対象に分譲マンションの耐震化を支援し、耐震改修促進法の認定に基づ

く耐震改修設計及び耐震改修工事を行う場合に、管理組合に対して費用の一部について助

成を行う。

・助成金の額は、建築設計計画については費用の３分の２以下である。また、耐震改修工事

については、費用の 15．2％以下で、かつ、１住戸当たり 30万円を限度とする。

●耐震改修工事等の流れ

④川崎市分譲マンション段差解消工事等費用助成制度

・分譲マンションの敷地内通路、外部出入口、廊下、階段において、傾斜路、手すり等の段

差解消工事等を実施する場合に、その費用の一部について助成を行っている。

・鉄筋コンクリート造､鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの、異なる区分所有者の住

宅戸数が原則６以上のもの、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けかつ検査済証の交

付を受けていること、段差解消工事等を実施することは総会で決議されている管理組合で

あること等を条件に対象とする。

・助成金の額は、段差解消工事等に要する費用（消費税及び地方消費税相当額を除く）に３

分の１を乗じ、千円未満を切り捨てた額とする。ただし、助成決定組合の住戸数に 10,000

円を乗じて得た額及び予算の範囲内を限度とする。

⑤川崎市子育て等あんしんマンション認定制度

・子育て世帯に適した居住環境を整えるため、安心・安全・バリアフリー等、一定の要件を

満たしているマンションを川崎市子育て等あんしんマンションとして認定する。

・集会室を子育て仕様として整備した場合には、１団地あたり 150 万円を限度として、子育

て仕様に要した費用の総額の３分の１を補助する。

・希望があった認定マンションに対して、子育て相談員を派遣する。

２）財団法人川崎市まちづくり公社の取組み

①公社のハウジングサロンにおけるマンション管理、住宅、耐震相談・資料閲覧

・公社のハウジングサロンでは分譲マンションの管理相談や専有部分のリフォーム相談を行

っている。

・また、住宅関係やマンション管理関係の図書や資料等が閲覧できるコーナーを設けている。

・管理組合の運営・管理規約・修繕積立金・長期修繕計画・大規模修繕工事等に関する相談

を行っている。また、現地相談が必要な場合は１回を限度にアドバイザーを派遣している。

・住宅（マンション専有部分共）のプランニング・リフォーム相談・耐震相談・バリアフリ

ー・シックハウス等の相談を行っている。また、現地相談が必要な場合は１回を限度にア

ドバイザーを派遣している。

耐震診断

耐震改修促進法の認定を受けた

計画に基づく耐震化工事及び工

事監理

建築計画設計

判定委員会等の判定を受けた後に、耐震

改修促進法の認定を受ける。
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②マンション管理基礎セミナーの開催

・毎回専門の講師を招き、年２回のマンション管理基礎セミナーを開催し、分譲マンション

管理組合員や役員を対象に区分所有の建物の維持、保全など管理に必要な情報を提供して

いる。

３）ＮＰＯ法人かわさきマンション管理組合ネットワークの取組み

○ＮＰＯ法人「かわさきマンション管理組合ネットワーク」は、川崎市内のマンション管理組

合の連携組織として川崎市とも緊密に連携を保ちつつマンション管理の適正化と住環境の

向上に寄与することを目的として平成 13 年に設立。以下の事業を行っている。

①マンション管理運営についての情報交換会、無料相談会の開催

②マンション管理セミナー、大規模修繕工事現場見学会

③管理組合役員研修会の開催

④会員名簿の発行

⑤無料相談

・ＦＡＸによる相談受付（044－799－0479）

・Ｅメールによる相談受付（info@kawakan.net.or.jp）

⑥マンション訪問無料相談（正会員限定―年１回を限度）

⑦マンション管理の情報提供

・かながわマンションネットワーク通信の発行（年４回）

・川管ネットホームページによる情報の発信（毎月更新）

⑧マンション管理組合ホームページ作成支援（正会員限定）

⑨川崎市まちづくり局住宅整備課を窓口とした行政との連携

⑩財団法人川崎市まちづくり公社のマンション管理相談への協力

（２）他の政令指定都市における支援策

１）横浜市

①マンション管理相談

・市役所とハウスクエア横浜においてマンション管理士等の専門家による相談を行っている。

主に管理規約、管理費、大規模修繕について等。

②マンション・アドバイザー派遣事業

・マンションの適正な維持管理や改修・建替え等に関して、マンション・アドバイザーとし

て登録されている専門家を管理組合へ派遣し、相談に応じる制度。マンション・アドバイ

ザーは一級建築士・マンション管理士・弁護士・税理士等の資格を持つ人やマンションに

関する豊富な相談経験のある人を公募しており、120 人が登録されている（平成 19 年８月

時点）。

③マンション登録制度

・横浜市に登録されたマンションにマンション管理に関する各種情報を市が提供する。

④マンション管理組合サポートセンター事業

・横浜市とマンション管理士関係団体が協働して管理組合関係者が参加できる交流会を開催

し、相互の情報交換やマンション管理士等の専門家によりアドバイスをする制度。耐震問

題、管理費滞納問題、規約の改正、大規模修繕、防犯防災問題等のテーマを取り上げる。
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市民向けセミナーも開催。

⑤マンション再生支援事業

・大規模修繕、建替えを行う管理組合、管理組合の業務に要する必要な費用の一部を補助す

る。横浜市マンション登録制度へ登録すること、マンション再生活動を行うことおよびそ

の経費について管理組合総会で議決していることという２つの要件を満たすマンション

のマンション再生活動に対しては、検討活動費用の１／２以内、かつ 30 万円（複数のマ

ンション管理組合等が行う活動は 60 万円）を上限として補助を行う。

⑥マンション耐震診断支援事業

・分譲マンションで建築時機が昭和 56年５月 31日以前（旧耐震基準）に着工したマンショ

ンを対象に予備診断と本診断の二段階の耐震診断を行っている。予備診断は無料で行われ

るが、本診断が必要と判断されたものにはその費用の一部を補助する。補助金の額は、診

断に要する費用に２分の１を乗じ千円未満を切り捨てた額とする。ただし、マンションの

住戸１戸につき３万円を限度とする。

⑦マンション耐震改修促進事業

・耐震改修を実施するマンション管理組合に対して、耐震改修工事に要する費用のうち建築

設計費及び防災性能強化工事費について、次に掲げる額を限度に補助を行う。

ア）建築設計費の２／３

イ）防災性能強化工事費 の１／３

⑧住宅リフォーム等支援事業

・市内のマンションで耐震改修や共有部分のリフォームなどの工事を行うため、住宅金融支

援機構から融資を受ける場合に、返済する利子相当額を市が一定期間補助する制度。

・共用部分のリフォーム工事については、２％を限度に５年間、また、アスベスト除去等工

事と耐震改修工事は借入金利同率で 10年間利子補給を行う。

⑨マンション・バリアフリー化等支援事業

・マンション共用部分のバリアフリー整備費用の一部を工事費の３分の１、一棟当たり 100

万円を限度として補助する。

⑩地域子育て応援マンション認定制度

・ファミリー向けのマンションに保育所等の地域向け子育て支援施設を併設した建物を、「横

浜市地域子育て応援マンション」として認定する制度。

⑪「団地の長寿命化・再生の手引き」の発行

・平成 20 年５月に、団地と長くつきあいながら暮らすための、適切な維持管理に関する手

引きを作成。改修や建替えについての事例をとりまとめてある。

２）大阪市

①大阪市立住まい情報センターでの相談事業（一般相談、専門家相談）

・大阪市立住まい情報センターを平成 11 年 11 月に開設。大阪市の住宅施策等住まい・暮ら

しに関する情報の集約化を行い、住まいに関するセミナー・シンポジウム等を行っている。

・相談事業では住まいに関する一般的相談を電話・面談を通して行うほか、専門家による専
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門家相談の中でマンションの維持管理に関して対応する。

②大阪市マンション管理支援機構

・平成 12 年６月に大阪市、大阪市住まい公社、住宅金融支援機構、弁護士会や建築士会等

の専門家団体、マンションに関連する民間事業者団体が連携して設立。

・分譲マンションの管理についての総合的な研究、管理組合等に対する情報提供や普及啓発、

大阪市立住まい情報センターに対する相談支援等を行っている。

③分譲マンション・アドバイザー派遣制度

・円滑な建替えや計画的な大規模修繕に関するアドバイスを行う専門家を無料で管理組合に

派遣する。

④耐震診断・改修補助事業

・原則として昭和 56 年５月 31日以前に建築され、検査済証の交付を受けたもので、述べ面

積が1,000㎡以上等の要件を満たすマンションに対して、以下を限度額として補助を行う。

１棟につき 100 万円かつ、

ア）延べ面積 1,000 ㎡未満の部分は 1,000 円／㎡以内

イ）延べ面積 1,000 ㎡以上、2,000 ㎡未満の部分は 750 円／㎡以内

ウ）延べ面積 2,000 ㎡以上の部分は 500 円／㎡以内

⑤分譲マンション建替検討費助成制度

・建替えに向けた検討の初期段階での合意形成を進める基礎調査や検討に要する費用に対し

て助成を行う。補助率は補助対象となる経費の３分の１であり、補助限度額は１件あたり

150 万円となっている。

⑥「大阪市子育て安心マンション」認定制度

・安全に配慮した仕様や子育てを支援するサービス等、ハード・ソフト両面にわたって一定

の基準を満たす優良な民間の新築マンションを「大阪市子育て安心マンション」として認

定する制度。

３）千葉市

①分譲マンション無料相談窓口

・分譲マンションの維持・管理・建替えや、管理組合の運営等に関する相談について、千葉

市分譲マンション相談連絡協議会の弁護士・建築士・マンション管理士・管理組合役員経

験者等が相談に応じる。

②マンション管理士によるマンション管理相談会の開催

・管理組合運営全般、管理費削減対策、大規模修繕の進め方等、マンション管理に関する問

題全般に関して、千葉県マンション管理士会所属のマンション管理士が相談会を行う。

③マンションセミナーの開催

・改修・建替えに向けた取組みや管理規約改正のポイントについて等マンション管理全般に

関する各種の議題について、講師が事例を用いて解説する。
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④分譲マンション改良工事資金利子補給制度

・住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」を利用して共用部分のバリ

アフリー化工事、又は耐震改修工事を含むリフォーム工事を行う分譲マンションの管理組

合に対してその利子の一部を補助する。

⑤耐震診断助成制度

・平成 15年 10 月１日より耐震診断助成制度をスタート。マンションと木造住宅について市

に登録した耐震診断士等による耐震診断を実施した場合に、千葉市がその費用の一部を補

助する。

⑥マンション管理組合実態調査

・千葉市内における分譲マンション管理組合の運営状況及び問題点等を把握し、同市の分譲

マンション施策の検討資料とするため過去三回アンケートを実施。（平成 13、16、17 年度）

⑦平成 19年３月、千葉市団地型マンション再生マニュアルを発行

・団地型マンション再生の選択肢としての「修繕・改修」あるいは「建替え」において、団

地全体を一括あるいは棟別で行うための手法を示し、また、検討や実施の各段階において

取組むべき事項に関して管理組合に向けて情報提供を行うことを目的としている。

４）神戸市

①「神戸市マンション管理組合ネットワーク」による交流会の開催、広報誌（ネットニュース

こうべ）の発行

・登録管理組合数：261 管理組合（平成 20年６月末時点）

・市内の管理組合の有志により、平成 16 年３月に創設され、管理組合が相互に情報交換し

ながら課題の解決を図ることを目的として交流会等を開催。

②「マンション管理基礎セミナー」の開催

・神戸市すまいの安心支援センター、兵庫県、ひょうご住まいサポートセンター、住宅金融

公庫等と、平成元年度よりマンション管理に関するセミナーを共催。

③「こうべ・すまい大学～マンション管理集中コース～」の開催

・マンション管理に関する課題ごとにテーマを絞った講座を平成 18 年 10 月～平成 19 年２

月の間に開催。

④「分譲マンション耐震改修アドバイザー」の派遣

・平成 18 年より神戸市の耐震診断を受けた分譲マンションに対し、耐震改修の合意形成に

向けた専門的なアドバイスを行う「分譲マンション耐震改修アドバイザー」を派遣する。

⑤マンションの耐震化への補助制度

・昭和 56 年５月以前に着工されたマンションを対象に、耐震改修工事が必要かどうかを判

断できる耐震精密診断への補助制度と耐震改修工事の工事費を一部補助する制度を創設。

⑥マンションの耐震化にかかるパンフレット「地震から家族を守るために～マンション（分譲

共同住宅）の耐震化のすすめ」の作成、発行
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⑦共同住宅バリアフリー改修補助制度

・マンション、アパートなどの共用部分で、通路の段差解消や階段手すりの設置等、共用部

分のバリアフリー化を進めるための工事費用の一部を補助する。

５）さいたま市

①マンション管理専門相談

・マンション管理に関する相談を、無料でマンション管理の専門家が受ける。

②マンション管理士等無料派遣

・マンション管理組合が抱える問題について、財団法人マンション管理センターと連携し、

マンション管理の専門家を無料で派遣し、管理組合に対してアドバイスを行う。

③マンション管理基礎セミナーの開催

・埼玉県、財団法人マンション管理センター、埼玉県マンション居住支援ネットワーク等が

合同で、分譲マンションを管理していく上でのポイントを専門家が分かりやすく説明する

セミナーを開催。

④マンションみらいネット登録制度

・財団法人マンション管理センターとさいたま市がタイアップして、マンション管理組合に

マンション管理士等の専門家を無料で派遣し、管理組合運営に対するアドバイスを行う。

マンションみらいネットの一部の項目については初年度登録料を無料で登録できる。
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３．まとめ

以上の各都市の施策の整理を通してマンション関連施策を分類し、各都市が実施をしている施策

をまとめると下表の通りとなる。

横浜市 大阪市 千葉市 神戸市 さいたま市 川崎市

マンション登録制度 ○ ○ ○ ○ ○

マンション管理相談制度 ○ ○ ○ ○ ○

マンション・アドバイザー

派遣制度
○ ○ ○ ○

マンション管理関連

セミナーの開催
○ ○ ○ ○ ○

マンション管理者の

相互ネットワークの

ための組織の設立

○ ○ ○ ○ ○

マンション再生の

マニュアルの発行
○ ○

子育てマンション支援制度 ○ ○ ○

マンション耐震診断

助成制度
○ ○ ○ ○ ○ ○

マンション耐震改修

助成制度
○ ○ ○ ○ ○ ○

分譲マンション建替え

検討費助成制度
○ ○

マンション・バリアフリー化

助成制度
○ ○ ○

分譲マンションリフォーム

資金融資制度
○ ○ ○
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■参考：他都市におけるマンション関連施策 比較表

横浜市 大阪市 千葉市 神戸市 さいたま市 川崎市

マンション登録制度

・横浜市マンション登録制度 ・大阪市マンション管理支援機

構への登録制度

・神戸市マンションネットワー

クへの登録制度

・マンションみらいネットへの

登録制度（（財）マンション

管理センターとさいたま市

とのタイアップによる。）

・マンション管理組合登録制度

マンション管理相談制度

・ハウスクエア横浜「住まいの

相談カウンター」におけるマ

ンション管理定期相談

・区役所におけるマンション管

理巡回相談

・分譲マンション専門家相談 ・千葉市分譲マンション無料相

談窓口

・マンション管理専門相談 ・ハウジングサロンにおけるマ

ンション管理・住宅・耐震相

談相談(まちづくり公社)

マンション・アドバイザー

派遣制度

・横浜市マンション・アドバイ

ザー派遣事業

・分譲マンション・アドバイザ

ー派遣制度

・分譲マンション管理アドバイ

ザー制度

・神戸市マンションバリアフリ

ーアドバイザー派遣制度

・マンション管理士等無料派遣

（（財）マンション管理セン

ターとさいたま市とのタイ

アップによる。）

マンション管理関連

セミナーの開催

・マンション管理基礎セミナー

（マンション管理組合サポ

ートセンター事業の一環）

・マンションらいふあっぷ連続

セミナー

・マンション管理フェスタ

・その他シンポジウム等

・マンションセミナー ・マンション管理基礎セミナー ・マンション管理基礎セミナー

マンション管理者相互

ネットワークのための

組織の設立

・マンション管理組合サポート

センター事業

・大阪市マンション管理支援機

構

・神戸市マンション管理組合ネ

ットワーク

・マンションみらいネット

（（財）マンション管理セン

ターとさいたま市とのタイ

アップによる。）

・かわさきマンション管理組合

ネットワークのご案内

マンション再生の

マニュアルの発行

・団地の長寿命化・再生の手引

き

・千葉市団地方マンション再生

マニュアル

子育てマンション支援制度
・横浜市地域子育て応援マンシ

ョン認定制度

・大阪市子育て安心マンション

認定制度

・川崎市子育て等あんしんマン

ション認定制度

マンション耐震診断

助成制度

・横浜市マンション耐震診断支

援事業（予備診断・本診断）

・耐震診断費補助制度 ・千葉市耐震診断助成制度 ・神戸市住宅耐震診断制度 ・耐震診断助成制度 ・マンション耐震診断事業費用

助成制度

マンション耐震改修

助成制度

・横浜市マンション耐震改修促

進事業

・耐震改修設計費補助制度

・耐震改修工事費補助制度

・耐震改修促進税制

・分譲マンション改良工事資金

利子補給制度

・兵庫県「わが家の耐震改修促

進事業」

・住宅金融公庫のリフォーム融

資

・耐震改修・改修設計に対する

助成

・住宅に係る耐震改修促進税制

・マンション耐震改修工事等事

業助成制度

分譲マンション建替検討費

助成制度

・横浜市マンション再生事業 ・大阪市分譲マンション建替検

討費助成制度

マンション・

バリアフリー化

助成制度

・横浜市マンション・バリアフ

リー化等支援事業

・分譲マンション改良工事資金

利子補給制度

・神戸市共同住宅バリアフリー

改修補助事業

・住宅金融公庫のリフォーム融

資

・川崎市分譲マンション段差解

消工事等費用助成制度

分譲マンションリフォーム

資金融資制度

・横浜市建築助成公社融資制度 ・分譲マンション改良工事資金

利子補給制度

・住宅金融公庫のリフォーム融

資
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第２章 川崎市内分譲マンションの類型化

１．類型化の視点

川崎市にて平成 16 年３月に行った「川崎市分譲マンション実態調査」の結果より、民間マンシ

ョンに着目し、以下の視点のもと類型化を行う。

①管理組合の有無

・過年度調査において、ほぼ全棟に管理組合があったが、管理組合がないマンショ

ンについては、今後の管理において問題が発生することが予測される。

⇒管理組合の無いマンションについては、別途ヒアリングを実施する。

②理事会の有無

・過年度調査において、約９割に理事会があったが、理事会のないマンションにつ

いては、今後の管理について議論を行う際にまとめ役となる人がおらず、管理に

ついて無関心になる可能性が高い。

③理事会の開催頻度

・過年度調査において、約４割で理事会が定期的に開催されていたが、約３割が不

定期開催、約２割が不明の状況にあり、理事会の開催頻度によって、管理に関す

る関心が異なってくることが予測される。

④築年数

・過年度調査において、昭和 56 年以前の旧耐震基準のマンションは、約 1.5 割あ

り、今後の建て替え問題等で、新築のマンションに比べ問題が発生することが予

測される。

・また、小規模修繕においても、築年数ごとで差異がみられることが予測される。

《類型化の視点》
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２．類型化の結果

「１」の視点のもと、以下のフローのように４つの大分類と４つの時間軸で類型化を行う。

類型化の分類フロー

各類型の説明

築 28年以上 築 21～27 年 築 11～20 年 築 10 年以内

理事会があり、

定期開催のもの

（Ａグループ）

Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４

理事会があり、

不定期開催のもの

（Ｂグループ）

Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４

理事会があるが、

開催状況が不明のもの

（Ｃグループ）

Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４

理事会が無い、

もしくは不明のもの

（Ｄグループ）

Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４

定期 不定期

無・不明

有

管理組合の有無

理事会の有無

無
別途数件、ヒアリング対象とする

有

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ B ｸﾞﾙｰﾌﾟ D ｸﾞﾙｰﾌﾟ

不明

理事会の開催頻度

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ

築 年 数（①築 28 年以上／②築 21～27 年／③築 11～20 年／④築 10 年以内）
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第３章 川崎市内分譲マンションヒアリング調査

１．調査の概要

（１）調査の方法と調査の期間

本ヒアリング調査は、管理組合の理事長等を訪問し、インタビュー形式で実施した。アポイント

は、2009 年１月下旬から開始し、原則、マンションを管理している管理会社の担当者を通じて理事

長の了承を得た上で、ヒアリング調査票を事前に送付し、当日理事長宅を訪問してヒアリングを行

った。なお、川崎市のマンション管理組合登録制度に登録しているマンションについては、川崎市

まちづくり局を通じて、理事長もしくは担当者に連絡し、ヒアリング調査票を送付した。

ヒアリングは２月上旬～３月下旬で実施し、ヒアリングは受けられないが、調査票の回答は可能

としたマンションに関しても集計・分析の対象に加えた。

（２）調査対象範囲とヒアリング実施状況

調査対象は、平成 16 年３月に川崎市がとりまとめた「川崎市分譲マンション実態調査」で把握

した民間マンション (1,932 組合)のうち、管理会社もしくは当時の管理組合の連絡先（電話番号）

が記載されている 1,370 組合とした。

アポイントを試みた管理組合は、165 組合であるが、そのうちヒアリングの実施もしくは調査票

の回答があった管理組合は、78 組合であった。

（３）地域別の対象数と回答状況

区別のアポイント実施数、ヒアリング・調査票回答数は、下表のとおりである。

アポイント数
ヒアリング・調査票

実施（回答）数
実施率

川崎区 ２３ ８ ３４．８％

幸 区 ２１ ７ ３３．３％

中原区 ２０ １１ ５５．０％

高津区 ２２ ９ ４０．９％

宮前区 ３２ ２０ ６２．５％

多摩区 ２８ １２ ４２．９％

麻生区 １９ １１ ５７．９％

市全体 １６５ ７８ ４７．３％

注：限られたサンプル数のため、本調査結果が川崎市にある分譲マンションの全体的な傾向を代表

しているとは限らないことに留意する必要がある。
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２．調査項目の構成及び内容

（１）調査項目の構成

ヒアリング調査で行う項目は、マンション管理の課題、問題点を中心的に調査することとし、以

下の項目でヒアリングを行った。

１．管理会社について

２．町内会の加入について

３．大規模修繕の実績について

①大規模修繕の履歴

②大規模修繕を実施した場合の直近の修繕内容・方法

・業者の選択方法

・工事費用の調達方法

・工事管理の実施の有無

・実施に当たって外部機関への相談状況

③大規模修繕に関する問題点

④小規模修繕における工事費用の調達方法

４．長期修繕計画について

①修繕積立金の有無

②長期修繕計画の有無

・修繕計画の期間、周期

・作成主体

・作成にあたっての問題点

・計画の妥当性の評価等の外部機関の活用の有無

・大規模修繕の資金的手当

・大規模修繕に関する新たなニーズ

③長期修繕計画に関する問題点

５．マンション管理にあたっての外部機関の活用ニーズについて

①マンション管理に関わる諸問題に対して、外部機関を活用した実績

・活用実績の有無

・どの様な課題に対して活用したか

・どの外部機関を活用したいか

②川崎市及び川崎市まちづくり公社の支援について

・各団体の支援制度の認知度と活用実績

・川崎市や川崎市まちづくり公社に求める支援制度の意向

６．その他マンション管理に関する問題点

《旧耐震基準のマンションを対象とした追加調査項目》

１．耐震診断について

２．建て替え計画について

《調査項目の構成》
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（２）調査項目の内容

《全てのマンションを対象とした調査内容》

①管理会社について

・管理会社にどのような管理内容を委託しているかを把握する。

②町内会の加入について

・町内会に加入しているかどうかを把握する。

⇒加入している場合は、町会費をどの様に支払っているか、町内会の組織に参加している

か、町内会の活動に参加しているかについても把握する。

⇒加入していない場合は、その理由を把握する。

③大規模修繕の実績について

●大規模修繕の履歴

・これまでに、大規模修繕を行っているかどうかを把握する。

⇒大規模修繕を行っている場合は、これまでに何回実施し、どの位の周期で行うかにつ

いても把握する。

●大規模修繕を実施した場合の直近の修繕方法

・業者の選択方法が指名だったのか、競争又は見積もり合わせだったのかを把握する。

・工事費用の調達方法はどの様になっているのかを把握する。

・工事監理を実施したかどうかを把握する。

・大規模修繕実施にあたり、外部機関へ相談をしたかどうか、また相談するとすればどの

様な組織があればよいかを把握する。

●大規模修繕に関する問題点

・大規模修繕を行うにあたり、どのような問題が生じているかを把握する。

●小規模修繕における工事費用の調達方法

・大規模修繕ではなく、小規模な修繕を行う際に、その工事費用をどこから捻出している

かを把握する。

④長期修繕計画について

●修繕積立金の有無

・修繕積立金を集めているかどうかを把握する。

⇒集めている場合は、月にいくらぐらい徴収しているかを把握する。

●長期修繕計画の有無

・長期修繕計画を作成しているかどうかを把握する。

⇒長期修繕計画を作成している場合

・長期修繕計画の計画期間が何年か、また修繕周期が何年かを把握する。

・長期修繕計画は誰が作成しているかを把握する。

・長期修繕計画を作成するにあたり、どの様な問題点があるのかを把握する。

・長期修繕計画の妥当性について評価しているかどうか、評価している場合はどのよ

うな外部機関を活用しているか、また、長期修繕計画の適正な立案と運用のために
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は、どの様な外部機関があればよいかを把握する。

・大規模修繕の資金手当てはどの様にしているかを把握する。

・大規模修繕、管理にどの様なニーズを持っているかを把握する。

●長期修繕計画に関する問題点

・長期修繕計画を作成するにあたり、どのような問題が生じているかを把握する。

⑤マンション管理にあたっての外部機関の活用ニーズについて

●マンション管理に関わる諸問題に対して、外部機関を活用した実績

・外部機関を活用したことがあるか、活用したいと思っているかの意向を把握する。

⇒外部機関を活用したか、活用したいと思っている場合

・どの様な課題に関して外部機関を活用したいかを把握したうえで、どの様な外部機

関を利用するかを合わせて把握する。

●川崎市及び川崎市まちづくり公社の支援について

・川崎市及び川崎市まちづくり公社の支援制度を知っているかどうか、また、支援制度を

活用したことがあるかどうかを把握する。

⇒活用したことがある場合は、どの様な支援制度を活用し、活用した支援制度について

の評価を把握する。

・川崎市及び川崎市まちづくり公社に対して、今後求める支援制度の意向を把握する。

⑥その他マンション管理に関する問題点について

・上記項目に係らず、日々のマンション管理に関する問題点や取組み等について把握する。

《旧耐震基準のマンションを対象とした追加調査内容》

①耐震診断について

・これまでに耐震診断を受けたことがあるかどうかを把握する。

⇒耐震診断を受けたことがある場合

・診断の結果、耐震改修が必要と感じたかどうかを把握する。

→必要と感じた場合は、管理組合としてどのような対応をしているかどうかを把握す

る。

・診断の結果、耐震改修が必要と感じなかった、必要と感じたが耐震改修に至らない理

由について把握する。

⇒耐震診断を受けたことがない場合

・今後耐震診断を受ける計画があるかどうかを把握する。

→受ける計画がある場合、長期修繕計画に取り込んでいるか、川崎市の助成制度を知

っているかどうか把握する。

→受ける計画がない場合、その理由を把握する。

②建替え計画について

・今後、建替え計画があるかどうかを把握する。

⇒建替え計画が進まない場合、その理由を把握する。

⇒建替え計画を検討している場合、建替え工事を行うための課題、問題点を把握する。
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３．アポイントマニュアルの作成

ヒアリング調査のアポイントを取るにあたり、それぞれの調査員がばらばらな対応をすることな

く、スムーズにアポイントを行うために、アポイントマニュアルを作成する。

（１）アポイントの流れ

アポイントの流れは、以下のフローの通りとする。

※１：アポイント対象マンションについては、「５．ヒアリング対象マンションの抽出」で整理を行う。

アポイントの流れ

次のアポイントへ

ヒアリングの実施 次のアポイントへ

次のアポイントへ

ＮＧ ＮＧ

把握している

理事長に連絡

紹介

管理会社に連絡（現理事長の把握）

ＯＫ

ＮＧＯＫ

現理事長に連絡（ヒアリング協力要請）

ＯＫ

市が担当者に連絡（ヒアリング協力要請）

依頼文と調査票の発送（発送先の要確認）

ＯＫ

ＮＧ

現理事長に連絡（アポイント取り）

回答できる人を把握

回答できる人を把握

ＯＫ

ＮＧ

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
協
力
要
請
）

回
答
で
き
る
人
へ
連
絡

紹
介
し
て
も
ら
っ
た

ＮＧ

回答受取り

ＯＫ

調査票を記入して返送してもらう

その他のマンション・NPO 登録制度登録マンション

アポイント対象マンション※１
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（２）アポイント内容

①アポイント対象マンションの抽出

「５」ヒアリング対象マンションの抽出で整理する。

②アポイント対象マンションの管理会社へ連絡

（登録制度登録マンションについては、川崎市が直接、関係者へ連絡する。）

・㈱エックス都市研究所の説明

財団法人川崎市まちづくり公社より「川崎市内分譲マンション管理調査」を受託している

コンサルタントであることを説明する。

・調査趣旨の説明

平成 11～15 年度にかけて、川崎市では「川崎市分譲マンション実態調査」を実施し、分

譲マンションの建物の状況（階数、住戸数など）に関する基礎データの収集、管理組合の有

無と活動状況、川崎市がマンション管理組合に情報提供や支援する際の連絡先を把握した旨

を説明する。

今回は、その調査結果を踏まえ、新たにマンション管理の課題、問題点についてインタビ

ュー形式で調査し、今後の川崎市まちづくり公社におけるマンション支援策の検討の材料と

したい旨を説明する。

・現理事長と連絡先の照会

管理会社の担当者に、「現理事長と連絡を取りたいのですが、個人情報等の問題もあるか

と思います。大変恐縮ですがヒアリングに関連する資料を御社にお送りいたしますので、現

理事長様にヒアリングの話が来ていて、弊社からコンタクトを取りたい事をお伝えしていた

だくと同時に、資料の方をお渡し願えないでしょうか。」と伝える。

⇒了承してもらえた場合

「では、資料をお送りいたしますので、御社のご連絡先をお教え願えないでしょうか。」

と確認するのと同時に、「現理事長様の了承を得てからで構いませんので、現理事長様

の連絡先をお教え願えないでしょうか。」と確認すること。

⇒了承してもらえない場合

深追いせず、「では、弊社より対応させていただきたいと思いますので、大変恐縮で

すが現理事長様の連絡先（部屋番号・電話番号）をお教え願えないでしょうか」と伝え

る。

・アポイント先の確認

調査を行う際、理事長に直接ヒアリングできるか管理会社で回答してもらえるのか確認す

る。

※なお、把握している管理会社が変更となっている場合や、諸事情によりなくなっている場

合は、当時把握した理事長へ直接連絡する。

③アポイント対象マンションの管理組合理事長へ連絡（場合によっては管理会社）

・㈱エックス都市研究所の説明

②と同じ（場合によっては、管理会社から紹介してもらった旨を説明）
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・調査趣旨の説明

②と同じ

・設問概要及びヒアリングの仕方の説明

主な調査項目としては、「①マンション管理に関する実態の把握」「②マンション管理に関

する問題点」「③マンション管理に対する支援の具体的ニーズの把握」の３点である事を伝

え、詳細については、事前に調査票を送付するので確認してほしい旨の説明をする。

ヒアリングの行い方としては、事前に送付する調査票を分かる範囲で事前に埋めてもらい、

当日その調査票にそって確認をしたい旨を説明する。

※万が一、調査自体や、当社が本当に財団法人川崎市まちづくり公社から委託された業者な

のか疑われた場合は、財団法人川崎市まちづくり公社の連絡先（044-211-7851）に連絡し

て確認してほしいと伝えること。

※なお、アポイントを取っていて問題がありそうな相手や、財団法人川崎市まちづくり公社

から連絡がほしいということであれば、連絡先は伝えず、財団法人川崎市まちづくり公社

へその旨を伝え、連絡してもらうようにすること。

④調査受託意思の確認

調査趣旨、設問概要、ヒアリングの仕方を説明した上で、今回調査を受けてもらえるかどう

か意思を確認する。

受けていただけることを了承してもらえた場合は、調査票の送付先を確認し（特に部屋番号

を忘れずに確認する）、調査票を送った後、改めてヒアリング実施の日時の確認の電話を入れ

る事を伝える。（場合によっては、この時点でヒアリングの実施日時を決めても構わない）

受けてもらえない場合は、深追いはせず電話を切り、次のアポイント対象へ移る。

※なお、理事長では話がわからず、専門の理事や管理会社等に話しをしてほしいといわれた場

合は、担当者の名前と連絡先を伺い、担当者には、理事長より調査趣旨と当社から連絡がい

くことを伝えてほしい旨を伝える。

⇒その後、教えていただいた担当者へ連絡し、③・④の内容を確認する。

⑤調査協力依頼文及び調査票の送付（別紙１、２、３ P31～P36 参照）

川崎市まちづくり公社が発行した調査依頼文と調査票（送り状は別途作成）を同封し、アポ

イント対象マンションの管理組合理事長へ郵送する。（対応は随時）

※なお、メールでファイルを送ってほしいという要望があれば、相手先のメールアドレスを伺

い、メールで対応する。（対応は随時）

⑥訪問日時のアポイント

調査協力依頼文及び調査票を送付して４～５日たってから、改めてヒアリング実施の意思確

認及び実施日の日程調整をするため、アポイント対象マンションの管理組合理事長へ連絡する。

（④の段階でヒアリング実施日時を決めている場合でも、確認の連絡を入れる）

改めて、送った調査票への事前記入を促し、ヒアリング実施の日時を調整する。（その際、

質問があれば受付けること）

日時の調整がついたら、「○月×日○時に、弊社○○がお伺いいたしますのでよろしくお願

いいたします」と伝える。（万が一、アポイントを取る人と当日調査に行く人が違う場合は要
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注意）

※なお、理事長では話がわからず、専門の理事や管理会社等に話しをしてほしいといわれた場

合は、担当者の名前と連絡先を伺い、担当者には、理事長より調査趣旨と当社から連絡がい

くことを伝えてほしい旨を伝える。

⇒その後、教えていただいた担当者へ連絡し、③～⑥の内容を確認する。

※また、調査票を見た結果、万が一ヒアリングを受ける事を断られた場合や、調査票の回答の

みで勘弁してほしいといわれた場合は、深追いはせず、「よろしければ分かる範囲で調査票

を埋めていただき、弊社まで返送（FAX）してほしい」旨を伝え、電話を切り、次のアポイ

ント対象へ移る。

●アポイントの過程については、途中で分からなくならない様に、アポイントメント記録用紙

（別紙４ Ｐ37 参照）に、状況を記入すること。

※次頁以降、アポイントを実施するにあたって使用した資料を記載する。

Ｐ31 川崎市まちづくり公社発行のお願い文

Ｐ30～32 調査のお願いと調査票の送付依頼文

Ｐ35～36 調査票

Ｐ37 アポイントメント記録用紙
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別紙１



－30－

別紙２



－31－



－32－
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別紙３
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別紙４

○○○○マンション

○○町△丁目○番×号

○○ ○○ ○○ ○○ ○○
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４．ヒアリングマニュアルの作成

ヒアリング調査を実施するにあたり、それぞれの調査員がばらばらな対応をすることなく、スム

ーズにヒアリングを行うために、ヒアリングマニュアルを作成する。

（１）ヒアリング前日までに

①準備するもの

・財団法人川崎市まちづくり公社発行の身分証明書（P40 参照）

・当マニュアル

・該当するアポイント記録用紙（P37 参照）

・調査依頼書、調査票（P31、P35、P36、P41、P42）

・筆記用具、地図

・不在時メモ、（別紙５ P43 参照）

・施策パンフレット（市・公社・NPO・EX）セット

②事前に認識する事項

・該当マンションの概要

・国交省マンション政策部会「『分譲マンションストック 500 万戸時代に対応したマンション

政策のあり方について』答申案」

・川崎市及び財団法人川崎市まちづくり公社における支援制度

・他都市のマンション管理支援の概要

・マンション管理士制度の概要

・区分所有法の概要

・「住宅 2008 年９月号」日本住宅協会発行

（２）ヒアリング当日

①マンションエントランスにて（オートロックでない場合は、②へ進む。）

・訪問先の確認

オートロックになっているマンションが多い為、エントランスにて訪問先の理事長（担当

者）の在宅の確認を行う。（訪問先の理事長または担当者の部屋番号を押す。）

⇒万が一、訪問先が不在の場合

・訪問したが、不在だった為改める旨の文書（別紙５参照）を訪問先の理事長（担当者）

の郵便受けに投入し、その日は帰社する。（翌日に電話で連絡すること。）

⇒訪問先が在宅だが、都合が悪いと断られた場合

・日を改めて訪問することが可能であれば、その場で次回のアポイントを取りその日は

帰社する。

⇒訪問先が在宅だが、ヒアリング自体を断られた場合

・調査票だけでも回収し、帰社すること。なお、当日受取れない場合は、後日ＦＡＸし

てもらう旨を伝え帰社すること。

②理事長（担当者）宅前にて

・身分証及び身なりの確認

財団法人川崎市まちづくり公社発行の身分証明書を首からかけ、身なりを整えてから、イ

ンターホンを押すこと。
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・調査員の身分の説明

インターホンを押し、「財団法人川崎市まちづくり公社より『川崎市内分譲マンション管

理調査』を受託している『㈱エックス都市研究所の○○』と申します。本日はヒアリングに

伺いましたのでよろしくお願いします。」と告げ、ドアが開いたら改めて身分証明書を提示

し、自己紹介すること。

ドアを開けてもらったら、財団法人川崎市まちづくり公社が発行した調査依頼文を提示し、

ヒアリングを開始する。なお、この際相手の出方にあわせての対応になるが、出来るだけ部

屋の中にあげてもらい、ヒアリングを行うようにすること。

⇒万が一、玄関先で都合が悪いと断られた場合

・①と同じ

⇒万が一、玄関先でヒアリング自体を断られた場合

・①と同じ

⇒調査票を渡すのでこれで勘弁してほしいといわれた場合

・玄関先で、渡された調査票をさっと確認し、重要な点については出来るだけ回答をも

らえるように交渉する。ただし、深追いはしないこと。

③理事長（担当者）宅にて

理事長（担当者）宅にあがらせてもらったら、世間話をしながら調査開始のタイミングをう

かがうこと。この際に、持参した施策パンフレットセット（川崎市の封筒に入れたもの）を渡

して、川崎市がこの調査を後援している事をアピールする。

なお、このセットは、後ほどヒアリングの際に利用する旨を伝えておくこと。

調査が始められるようになったら、「あまりお時間取らせるとご迷惑をおかけいたしますの

で、小一時間程で終われればと思っております。」と告げて、事前に送ってあり、記入をお願

いしていた調査票を受取る。

・調査票の確認

調査票に記入されている箇所及び記入されていない箇所を確認し、ヒアリングの手順を考

えること。

特に、前年度に調査しているマンション概要に係る部分は世間話的にさっと確認し、今回

のヒアリング趣旨である「①マンション管理に関する実態の把握」「②マンション管理に関

する問題点」「③マンション管理に対する行政支援の具体的ニーズの把握」について確認で

きるようにすること。

・ヒアリングについて

ヒアリングについては、概ね調査票に示してある例を示しながら、回答を誘導するように

すること。

調査票の例に該当する場合は、その部分を○で囲み、その他の意見は、自由解答欄に具体

的に記入すること。ただし、回答を拒むような状況や設問を理解できず回答できないような

状況であれば、しつこく質問するのは避けること。

特に、「マンション管理に対する支援の具体的ニーズの把握」の際は、川崎市及び財団法

人川崎市まちづくり公社の支援制度のパンフレットを提示し、必要に応じて概略を説明する

こと。

※万が一、川崎市や財団法人川崎市まちづくり公社の具体的な施策等について質問された場

合は、「申し訳ございませんが、私は調査員ですので、具体的な施策等については答えら
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れませんので、詳しくは財団法人川崎市まちづくり公社または川崎市役所までお問合せく

ださい。」と伝えること。

・ヒアリングの終了

全工程が終了したら、「ありがとうございました。これでヒアリングのほうは終了させて

いただきます。お忙しい中、お時間を作っていただきありがとうございました。調査結果が

まとまり次第、調査結果の概要版をお送りいたしますのでご覧ください。」とお礼すること。

その後、「調査報告書を作成する際に、万が一分からない点等が出てきてしまった際には、

ご連絡差し上げることもございますが、ご了承ください。」と、また連絡するかもしれない

旨も伝えておくこと。

帰り支度をし、玄関先で改めて「本日はありがとうございました。」と告げながら会釈を

し、退席すること。

※調査結果概要及び当調査の概要や実施状況を財団法人川崎市まちづくり公社のＨＰ

（http://www.machidukuri.or.jp/）にも掲載するので、必要に応じて、今回の調査は、

川崎市まちづくり公社のＨＰで公開している旨を伝えてもよい。

（３）ヒアリング後

①報告書の作成

調査票（ヒアリングシート）及びアポイント記録用紙を元に、所定のフォーマットにヒアリ

ング内容を記入すること。（デジタル処理）

特に、川崎市や財団法人川崎市まちづくり公社への伝言や伝えるべき事項があれば、まとめ

て随時川崎市及び財団法人川崎市まちづくり公社へ連絡すること。

なお、ヒアリングを行ってみて発生する問題点や改善すべき点は、随時ヒアリング担当者間

で共有し、当マニュアルを改訂していくこととする。

②お礼状の送付

全ヒアリングの調査結果がまとまり、調査概要版が完成した際に、お礼状と合わせて調査概

要版を、理事長（担当者）に送ること。

※財団法人川崎市まちづくり公社発行の身分証明書の見本

●身分証表 ●身分証裏

※次頁以降、ヒアリングを実施するにあたって使用した資料を記載する。

Ｐ41～42 調査員用調査票

Ｐ43 築 28 年以上のマンションを対象とした調査票

Ｐ44 不在表
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別紙５
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５．ヒアリング対象マンションの抽出

ヒアリング対象マンションの抽出にあたり、第２章で分類した類型をもとに、ヒアリング・アポ

イントの実施などを踏まえ、以下の考え方に基づき抽出を行う。

（１）ヒアリング対象マンション抽出の考え方

●ヒアリング対象マンションの抽出フロー

●各グループからの抽出の考え方

① 割振りに応じて、グループＡ・Ｂ・Ｃの登録制度登録マンション・ＮＰＯ法人

かわさきマンション管理組合ネットワークの会員から優先的に抽出

② ①の残りの割振りに応じて、理事長（管理会社）の連絡先があるマンションを

抽出

③ グループＤの中から１～２件ずつ抽出

※昭和 56 年以前のものについては、理事長の連絡先を聞く項目がなかったため、管

理会社の連絡先が分かるものから抽出することとする。

※20 階以上高層マンションや築 35 年以上等、特色あるマンションについても数件は

ヒアリング対象としておくこととする。

●アポイント取りの優先順位の考え方

① 築年数毎に、ヒアリングすべき件数を定めており、その件数を満たすようにア

ポイントをとることとする。

② グループＡ～Ｄからバランスよくヒアリング先を決定できるようにアポイン

トをとることとする。

③ アポイント候補として抽出したものの中で、複数案出していないものについて

は、万が一アポイントが取れなかった際は、再度アポイント候補リストの中から

該当する築年数、グループを勘案して抽出する。

《抽出の考え方》

類
型
化
各
グ
ル
ー
プ

各

区

理
事
長
連
絡
先
有

登
録
制
度
登
録
マ
ン
シ
ョ
ン

築
年
数
で
ア
ポ
イ
ン
ト
対
象
を
割
振
り

分類 抽出 抽出 割振Or

築 28年以上

築 21～27 年以上

築 11～20 年以上

築 10年以下

（ｔ１件）

（ｔ2件）

（ｔ3件）

（ｔ4件）

該当総数

（10× 件）
ｔ１

∑ｔ１～4

ヒアリング数

（10× 件）
ｔ2

∑ｔ１～4

（10× 件）
ｔ3

∑ｔ１～4

（10× 件）
ｔ4

∑ｔ１～4
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（２）ヒアリング対象マンションの抽出と実施状況

ヒアリングのアポイント及びヒアリングの実施数は下表の通りである。

築 28年以上 築 21～27 年 築 11～20 年 築 10 年以内 計

理事会があり、
定期開催のもの

（Ａグループ）

川崎区 3 （3） 0 （1） 1 （3） 0 （2） 4 （9）

幸区 2 （3） 1 （1） 1 （4） 0 （2） 4 （10）

中原区 2 （4） 1 （1） 1 （3） 1 （2） 5 （10）

高津区 1 （2） 1 （3） 2 （3） 0 （2） 4 （10）

宮前区 1 （3） 2 （4） 2 （2） 2 （2） 7 （11）

多摩区 0 （1） 3 （4） 2 （5） 0 （2） 5 （12）

麻生区 1 （1） 0 （1） 5 （6） 2 （2） 8 （10）

計 10 （17） 8 （15） 14 （26） 5 （14） 37 （72）

理事会があり、
不定期開催のもの

（Ｂグループ）

川崎区 0 （1） 1 （1） 2 （2） 0 （1） 3 （5）

幸区 - 0 （1） 0 （3） 0 （1） 0 （5）

中原区 2 （2） - 1 （3） - 3 （5）

高津区 0 （1） 0 （1） 1 （2） 1 （1） 2 （5）

宮前区 1 （1） 3 （4） 2 （4） 1 （2） 7 （11）

多摩区 1 （1） 2 （3） 1 （3） 0 （2） 4 （9）

麻生区 - 2 （2） 1 （4） - 3 （6）

計 4 （6） 8 （12） 8 （21） 2 （7） 22 （46）

理事会があるが、
開催状況が不明

のもの

（Ｃグループ）

川崎区 0 （2） 0 （1） 0 （1） 1 （1） 1 （5）

幸区 - 0 （1） - - 0 （1）

中原区 1 （1） - 0 （1） - 1 （2）

高津区 1 （1） 0 （1） 1 （2） - 2 （4）

宮前区 2 （2） 1 （2） 0 （1） - 3 （5）

多摩区 - 1 （2） - - 1 （2）

麻生区 0 （1） - - 0 （1） 0 （2）

計 4 （7） 2 （7） 1 （5） 1 （2） 8 （21）

理事会が無い、
もしくは不明

のもの

（Ｄグループ）

川崎区 - 0 （1） 0 （2） - 0 （3）

幸区 1 （1） 1 （1） 0 （2） - 2 （4）

中原区 0 （1） 1 （1） 1 （1） - 2 （3）

高津区 - 0 （1） 1 （2） - 1 （3）

宮前区 0 （1） - 1 （2） - 1 （3）

多摩区 - - 2 （3） - 2 （3）

麻生区 - - 0 （1） - 0 （1）

計 1 （3） 2 （4） 5 （13） 8 （20）

管理組合無し

川崎区 0 （1) - - - 0 （1）

幸区 - - 1 （1） - 1 （1）

中原区 - - - - -

高津区 - - - - -

宮前区 - 1 （1） 1 （1） - 2 （2）

多摩区 0 （1） 0 （1） - - 0 （2）

麻生区 - - - - -

計 0 （2） 1 （2） 2（2） - 3 （6）

合 計

川崎区 3 （7） 1 （4） 3 （8） 1 （4） 8 （23）

幸区 3 （4） 2 （4） 2 （10） 0 （3） 7 （21）

中原区 5 （8） 2 （2） 3 （8） 1 （2） 11 （20）

高津区 2 （4） 1 （6） 5 （9） 1 （3） 9 （22）

宮前区 4 （7） 7 （11） 6 （10） 3 （4） 20 （32）

多摩区 1 （3） 6 （10） 5 （11） 0 （4） 12 （28）

麻生区 1 （2） 2 （3） 6 （11） 2 （3） 11 （19）

計 19 （35） 21 （40） 30 （67） 8 （23） 78 （165）

※（）内はアポイントを試みた数

※（）外はヒアリングを行なった数
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６．ヒアリング結果

以上のような、前提に基づき実施したヒアリング調査結果をまとめると次の通りである。

《全てのマンションを対象としたヒアリング調査結果》

（１）管理会社について

１）管理会社への委託内容

○自由回答（14）

・自主管理をしている。（5）

・築 30 年の建物だが、25 年間自主管理である。

・当初分譲会社であるＳ社の関連会社と契約していたが、費用面等で合わず自ら行うように

なった。

・当所、管理会社はＤ社だったが、管理等の面で、良くなかったため、Ｔ社に変更した。

・現在の管理会社では、色々と問題ある。出来れば管理会社を変更したい。

・受水槽に一時期頻繁に故障が起こり、住民から苦情がきたことがあり、一度管理会社を変

更している。その際、近所と付き合いがあり、近所のマンション住民の意見を聞いて管理

会社を決めた。（現在は、週２回ほど、管理人が来ており、受水槽のチェックは頻繁にや

っている。）

・管理会社の規模が小さいため、管理の面で不安である。

・現状の管理会社のサービス水準は特に悪くなく、住民からも不満はあがっていない。

・建物及び諸設備の劣化状況の調査など行っている。

・現在の管理会社は独立系の３社のコンペにより選択した。

・ほとんどのマンションが、管理会社に管理を委託していた。

・管理会社への業務委託の内容の差は殆どない。

・管理会社については、費用が高い・サービスが悪い等の理由から管理会社を変更した、

あるいは管理上不安なので今後変更したいというマンションがある。

・管理会社をコンペで選定したケースもある。

10%

88%

88%

81%

88%

88%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G.その他

F.設備管理業務

E.清掃業務

D.管理員業務

C.共有部分等の維持・修繕の企画・実施

B.管理組合の出納

A.管理組合会計の収入と支出の調定
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（２）町内会の加入について

１）加入の有無

①加入ありの場合

○町会費は管理組合で支払っているか。

・管理組合でまとめて払う（30）

・個人（3）

・任意（1）

・その他・不明（2）

○通例的に管理組合の理事等が町会組織に参加しているか。

・参加していない（10）

・担当の理事がいる（9）

・適宜参加している（2）

・その他（4）

⇒常に１人は理事等が、町内会役員が選出されている。

⇒現理事長は町会の常任理事である。

⇒同団地内の自治会へ参加している。

⇒２年に一回ほど理事長が町内会の集会に参加している。

○管理組合が地域参加している具体例。（総合防災訓練、お祭り、バザー等）

《情報提供のみ、または自由参加のため、具体的な参加状況は不明(7)》

・自由参加のため、イベント等へ参加しているかまでは把握していない。（4）

・町会の情報を掲示板に貼り出しているだけで、活動の実態は把握していない。（2）

・多くは町内会に加入している。

・加入している場合、町会費の支払いは，個人でなく、管理組合でまとめて支払ってい

ることが殆どである。

・管理組合の理事等が町会組織に参加しているマンションは半数近くみられ、町内会の

理事を兼ねているケースもある。

・町内会活動への具体的な参加例としては、お祭り・バザー等のイベント、防災訓練、

公園清掃などへの参加があげられる。しかし、マンション住民には情報提供のみであ

るため、住民の自由参加のため実態は把握していないマンションが多い。

・一方、町内会に加入していないマンションは、必要性を感じないといった意見が多い。

・また、トラブルにより脱会した、町内会の加入案内が来てないので加入していないと

いうケースもある。

77% 22% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.加入している B.加入していない 無回答
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・町内会のお祭り、運動会等への手伝い、参加を募られることはある。（任意）。

《公園の清掃をしている（4）》

・特に参加はしていないが、公園の清掃をしている。

・春・夏の公園の草取り清掃や、子供会、クリスマスの電飾等の手伝いをしている。

・地域清掃、お祭り、バザー等に参加している。

・清掃、夏祭り、餅つきなど多数活動に参加している。

《お祭りに参加している（5）》

・お祭り等に参加している。

・防災訓練、さくらまつりに参加している。

・祭りや防災訓練などに参加している。

・地域清掃、お祭り、バザー等に参加している。（再掲）

・清掃、夏祭り、餅つきなど多数活動に参加している。（再掲）

《募金活動等（1）》

・募金活動、ゴミ袋配布、公会堂使用等。

《回覧板をまわしている（1）》

・回覧板をまわしている。

《その他（2）》

・昔はお祭りに参加していたが、今は特にこれというイベントはない。

・イベントにも積極的に参加している。

②加入なしの場合

○加入していない理由は。

《必要性を感じない（3）》

・必要性を感じていない。

・必要性がない。ただし、提供公園の清掃活動には参加している。

・投資用ワンルームマンションのため。（入居者は単身者、学生が多い）

《その他（3）》

・マンション内でのコミュニケーションが取れていない状況なので、町内会に入る以前の

問題。

・入居時に案内がなかったため現在に至っている。その後も町内会加入の通知も打診もな

い。

・トラブルにより脱退した。
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（３）大規模修繕の実績について

１）大規模修繕の履歴

①大規模修繕を実施している場合のこれまでの実施回数

②大規模修繕を実施している場合の大規模修繕の周期

・調査対象のマンションの９割が築 10年以上であることから、多くのマンションが大規

模修繕を経験している。

・また、調査対象のマンションの約半数が築 20年以上であるものの、大規模修繕の実施

回数が１回であるものが多く、必ずしも適切なスパンでの大規模修繕が実施されてい

ないことが推測される。

・修繕の周期は 10年から 15年が大半である。

74% 26% 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有 無 無回答

31%

4%

40%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

0回

1回

2回

3回

37%

3%

27%

32%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

10年以内

11～15年

16～20年
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２）実施した場合、直近の修繕方法

①業者の選択方法

○自由回答

《競争又は見積もり合わせ（7）》

・相見積もりをとった。

・この秋か来年に実施予定のため、現在、見積もりを３、４社からとっている。

・５社見積もり合わせを行い、業者を選定した。

・３社見積もりあわせを行った。（不動産会社に勤めている住民の紹介よる会社、管理

会社、Ｈ社（管理会社）の３社。ＨＰも参考にした。管理会社の見積りは下請け会社

の工事であり、非常に高い。）

・コンペを行った。

・１回目は管理業者。２回目はどう見ても割高だと気づき、管理会社を含む３業者から

見積もりをとり、管理会社ではないその他の業者に発注した。

・コンサルタントとして、設計事務所をコンペで選び、彼らの助言のもとに理事会及び

総会にて施工会社を決定した。

《委員会を立ち上げて検討（4）》

・修繕担当委員会をたちあげ、検討を行った。

・委員会を立ち上げて検討している。

・大規模修繕のプロジェクト担当として、５名を専任し、３名の理事と共に検討をして

いる。

・理事 15名とは別に設けた５名の修繕委員会のメンバーで検討を行っている。

《管理業者（3）》

・管理会社まかせっきりである。(2)

・管理業者のおすすめ業者に頼んでいる。

・大規模修繕の業者選定の方法は、概ね３～４社の業者を対象とする競争又は見積もり

合わせが約半数を占めており、比較検討が行われていることがわかる。

・また、あらかじめコンサルタントとしての設計会社をコンペで選び、彼らの助言のも

とに工事の施工会社を選定したケースもある。

・その候補の中には、管理会社が指定した業者や、施工業者が含まれていることが多く、

見積りが出てきてもそれが妥当かどうか判断がつかないマンションが多いものと考え

られる。

13% 11% 5% 46% 25%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1.管理業者 A-2.施工業者 A-3.区分所有者の知り合い

A-4.その他 B.競争又は見積もり合わせ 無回答
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《区分所有者と関連がある（2）》

・当時勤めていたゼネコンの下請けに施工させた。

・担当業者がいる。（理事が偶々建築業者の専門家だったことが幸いだった。）

《その他（1）》

・総会で施工業者を決定した。

②工事費用の調達方法

○自由回答

《修繕積立金と管理基金及び管理費剰余金（3）》

・修繕積立金と購入時に出資した管理基金及び管理費剰余金を充てている。

・購入時に出資した管理基金と管理費剰余金を充てている。

・修繕積立金と管理費剰余金を充てている。

《修繕積立金（2）》

・修繕積立金をしっかり積みあげているので、修繕積立金のみを充てている。

・現在は、もともとの予算内でやることにしている。（平成８年に完成してまだ 10 年目

程度のため。）しかし、20、30 年目の頃には管理費を上げていくなどの対策をとらな

ければいけないという懸念がある。

《修繕積立金と一時徴収金（2）》

・１回目の実施の際は、修繕積立金と一時徴収金であったが、２回目は、修繕積立金の

みであった。

・１回目の実施の際は、修繕積立金のみであったが、２回目は、修繕積立金と一時徴収

金とした。

《徴収（1）》

・全額徴収

55% 5% 6% 24%10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.修繕積立金のみ B.修繕積立金と一時徴収金 C.不足額を借り入れ

D.その他 無回答

・工事費用の調達方法は、修繕積立金のみのマンションが多いが、購入時に出資した

管理基金や管理費余剰金を充てているケースも見られる。

・また、少数であるが全額を一時徴収金に頼っているケースや不足額を銀行借り入れ

しているケースもある。



－51－

《修繕積立金と不足額を借り入れ（1）》

・修繕積立金と不足額を借り入れ

③工事監理の実施の有無

(N=57)

④実施にあたって外部機関への相談

○具体的な機関の名前

《管理会社（3）》

・工事監理は修繕委員会が行ったが専門的知識がなかったので、実際は管理会社に任せ

・工事監理の実施については、半分以上のマンションで実施しているものの、管理会

社や施工業者がチェックしており、管理組合としては工事の実施が妥当かどうか専

門的に判断ができていない状況であった。

・また、「したかったけれども出来なかった」ことに対する支援が是非とも必要と考

えられる。

・大規模修繕の実施にあたって外部機関に相談したケースは非常に少なく、ほとんど

が管理会社や施工業者にまかせたままの状況である。

・少数であるが、組合員の専門家が業者のチェックを行ったケースや、一級建築士事

務所やマンション管理士会等の外部の専門家に依頼したケースもある。

・また、まちづくり公社への相談例も見られる。

・いずれにしても、管理会社の専門家がチェックしたなど、管理組合としては、工事

の妥当性がどうか専門的に判断できない悩みを抱えているマンションが多いこと

が推測される。

15% 6% 27%51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.相談をした

B.したかったけれど、どこに行ったらよいかわからなかった

C.考えなかった

無回答

56% 7% 37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.実施した B.したかったが出来なかった C.考えていなかった
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っきりであった。

・管理会社がアウトライン（土台）をつくって、理事会等で決議を取った。

・管理会社に任せている。

《川崎市まちづくり公社（3）》

・川崎市まちづくり公社に相談した。(2)

・二年点検の時には川崎市に川崎市まちづくり公社を教えてもらい、公社に相談に行き、

建築士等にマンションに来てもらいチェックしてもらった。その結果を業者に持って

いった。このときの塗装工事等は結果をしっかりチェックした。

《建築・設計事務所（2）》

・コンペによりコンサルタント役としての設計事務所を選定し、依頼した。

・一級建築士事務所に依頼した。

《組合員（2）》

・組合員の専門家（建築士）が行った。ただし高齢なので今後が心配である。

・一級建築施工管理技士の自分が行った。（管理技術資格者証）

《マンション管理士会（2）》

・首都圏マンション管理士会、川崎市

・神奈川県マンション管理士会

《川崎市（1）》

・首都圏マンション管理士会、川崎市（再掲）

《その他（4）》

・NPO かながわマンション管理組合ネットワーク

・(財)マンション管理センター

・大規模修繕の必要性や中味について本年検討中である。

・調査は管理会社ではなく、理事がネットから探してきたＴＲ社という民間会社に頼ん

でやっているところ

⑤どのような外部機関があれば良いか。

《管理会社(2)》

・とりあえず管理会社が全てやってくれていて問題は無い。

・管理会社に任せていて問題が無い。Ｔ社は田園都市線沿線のたくさんのマンションを管

理していてノウハウがある。そういうところに任せるのは安心である。現在水道管を直

結にするかどうかという問題があるが、管理会社が市との調整を行ってくれている。

・管理会社に任せておけば問題がないとする意見と、外部の専門家や専門の外部機関があ

ると良いとする意見がある。

・また、総合的にコンサルティングしてくれる機関を望む声もある。

・修繕費用の支援も含め、公的機関に期待するところもある。
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《建築士(2)》

・建築士。

・住民の中に建設業の専門家がおり、基本的には自主的に検討・協議している。

《マンション管理士・専門家(1)》

・住民が高齢化しているので、この次の大規模修繕の時は的確なアドバイスをしてくれる

人がいないと難しい。よって専門的なアドバイスをしてくれる人が必要。

《公共の機関（1）》

・一時金等が用意できない状況（臨時総会で決定）なので、借り入れをする時等に安く借

りられる公的支援等があると良い。修繕すべきかの査定等も行政がバックアップしてく

れると良い。

《その他（3）》

・あまり考えたことが無かった。

・総合的にコンサルティングしてくれる機関。

・マンション管理センターのＨＰより管理会社をリストアップする。

３）大規模修繕に関するその他問題点

《業者について（6）》

・管理会社の選定、変更も必要。（管理を削減し、修繕を多くする為）

・業者の選定方法、優良業者の情報が知りたい。その上で競争又は見積もり合わせを実施し

ていきたいと思う。なお、工事費用の調達方法は未定である。

・輪番制の理事のため、専門家がいない。そのため、仕様書を作る能力が無いのが実情であ

る。また、管理会社がサポートしようとしたが、競争入札だったので関わり方が難しい。

⇒口コミ等から情報を得て、８社から見積もりをとり、入札で業者を決めた。しかし、各

業者の話を聞いても、業者によってのやり方が違うため、適切な比較・評価ができない。

何千万円という大金を使う割には、その評価をできる能力が管理組合には無い。

・業者提案の修繕項目・工法・価格が適正であったかの判断が出来なかった。

・管理会社では、管理会社がとるマージンにより高額となる。現状の管理会社では､それに

見合うメリットを感じられない。

《費用関連（4）》

・物価の上昇に伴う費用の不足が心配である。

・修繕積立金が少額のため、改定が必要。ただし、高齢者が多く負担増に対して意見がまと

まるかどうか疑問である。

・どこまでやれるかは、お金との係りで決まってしまう。今回の大規模修繕は、修繕担当委

・大規模修繕に関するその他問題点は、業者に関連するものが多く、管理会社への不満、

施工業者の選定に関してもっと情報を必要としているという意見、管理組合に業者が提

案した修繕計画を査定する能力がないことが問題であるという意見があった。

・今後、住民が高齢化することにより、区分所有者が大規模修繕をどの程度管理出来るか

不安であるという声や、修繕積立金の負担を増やしていくのが難しくなっていくという

声があり、高齢化が様々な問題を引き起こしていくことが懸念される。
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員会をつくり検討したため、特に問題は無かった。

・小規模のマンション（29 戸）のため、修繕積立金が多くない。どう修繕費を安く抑えたら

いいかで頭を悩ませている。

《合意形成に関して（2）》

・優先順位、範囲についての合意形成に時間がかかる。

・積立金改定時期の遅れに戸惑いがある。

《高齢化関連（1）》

・19 戸のうち５戸は世代が代わるなど、住民の高齢化が激しく、次の大規模修繕がどうなる

か心配である。（例えば関連書類等も読めるのか不安）

《その他（3）》

・共有部分での設備の改修（排水管や電気設備など）が今後大きな問題になる。

・工事期間中のクレーム対応が心配である。

・理事会の負担が増すため、理事のなり手がいなくなるのが不安である。

４）小規模修繕における工事費用の調達方法

○自由回答（9）

・近年保険で治すということも増えてきた。例えばフェンスの修繕など、マンション保険を

請求する。

・予備費より調達する。

・小額であれば、修繕費から調達する。

・ケースバイケース。

・修繕積立金と管理費の両方から調達する。

・組合自主会計で行う。

・小規模修繕費から調達する。

・必要に応じて修繕積立金、管理費から調達する。

・10万円以下は管理費から調達する。

・管理費の 1/2 を修繕費に充当する。

・一般会計、小規模修繕費から調達する。

・小規模修繕に関しては、修繕積立金から支出しているマンションが全体の約半数を占め

ている。他は、管理費からという答えが約３割を占めている。

53% 31% 8% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.修繕積立金から支出 B.管理費 C.その他 無回答
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（４）長期修繕計画について

１）修繕積立金の有無と積立金の額

①修繕積立金の有無

②修繕積立金の額について

○銀行通帳と印鑑を別々に保管しているかどうか。（43）

・印鑑は理事長、通帳は管理会社（25）

・別々に管理（8）

・通帳は会計（8）

・通帳、印鑑も理事長が所有（1）

・通帳は理事長、印鑑は管理会社（1）

・ほとんどのマンションで修繕積立金を集めている。

・積立金の額は、５千円～１万円が多く、１万円～１万５千円が次いでいる。

・管理費と併せて徴収しているマンションが多い。

・なお、銀行通帳と印鑑を別々に保管しているかどうかという点では、印鑑は理事長、

通帳は管理会社が保管しているというケースが多く、調査対象マンションにおいては

理事長もしくは会計理事が単独でお金を引き出すような心配はあまり無い。

94%
1%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.あり B.なし C.不明

17%

17%

8%

4%

19%

14%

12%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

無回答

その他

3000円/月未満

3000円以上5000円/月未満

5000円以上10000円/月未満

10000以上15000円/月未満

15000円/月以上20000円未満

20000円/月以上
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２）長期修繕計画の有無、修繕計画の期間、修繕周期

①長期修繕計画の有無

②修繕計画の期間

③修繕周期

・大半のマンションで長期修繕計画があるものの、約２割のマンションについては計画が

ない状況にあり問題である。

・修繕計画の期間は 30～35 年のマンションが多く、次いで 21 年～30 年であり、概ね適

切な期間設定であるといえる。

・概ね 10～15 年の周期で大規模修繕を実施する計画が大半であり、この点についても適

切な期間設定といえる。

81% 13% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A.あり B.なし 無回答

26%

4%

5%

27%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

11～20年

21～30年

30～35年

35%

4%

31%

31%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

10年以内

11～15年

16～20年
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３）ありの場合、その具体的な内容について

①作成主体

○自由回答

《管理組合(5)》

・適宜、問題点を掌握しながら、プロジェクトチームをつくって対応してきた。

・現在は管理組合が主体になり、管理会社が補助的役割をしている。

・理事会と協議して作成している。

・何をすべきか、課題を抽出し、役員がこれから勉強して、来期あたりに委員会を立ち上

げて作成していく。

・修繕担当委員会を作り、作成している。

《管理会社・施工会社（2）》

・Ｏ社が大規模修繕を行ったときに作成した。

・管理会社がたたき台を作り、管理組合がチェックしている。

《設計事務所、コンサルタント（1）》

・設計コンサルタントが作成している。

②作成にあたっての問題点

・作成主体が管理会社であるというマンションが約半数を占めるものの、管理組合自体が

作成している割合もそれなりに高い。

・管理組合においてプロジェクトチームを設置して検討しているケースもある。

・また、外部委託している例もある。

・作成にあたっての問題点としては、「専門的知識に欠けている」や「業者に任せっ

きりで、そのチェックの方法がわからない」といった技術的な問題が半数以上ある。

・次いで、資金的手当である。

・「25 年程度の長期修繕計画がない」、あるいは「設計図書がない」といった問題を

抱えているところもある。

29% 49% 14%

1%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.管理組合 B.管理会社 C.分譲業者 D.その他 無回答
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○具体的な意見

・問題は特に無い。チェック機能は総会が果たしている。しかし、理事長が専門的な知識

等持たない人であった場合は何かしら専門的な知識的バックアップが必要かもしれな

い。（現理事長は仕事上専門的知識がある）。資金的には駐車場で月２万円とっているこ

ともあり、かなり余裕がある状態である。

・2028 年に大規模工事実施時期を迎えるが、資金が不足している。

・優先順位の妥当性をみつけるのが難しい。

・そもそも、設計図書がなく、どうすべきか分からない。

③計画の妥当性の評価等外部機関活用の有無

・長期修繕計画の妥当性について建築士やマンション管理士など外部の専門家に評価

してもらっているものが約３割あるが、「活用したいが方法が分からない」と合わ

せると、半数程度となり、長期修繕計画に関して外部機関活用のニーズはそれなり

に高いと判断出来る。

・ただし、理事会の存在が不明及び理事会の開催が不明であるグループほど、外部機

関の活用の実績及び意向が非常に低くなる傾向にある。

5% 35% 20% 3% 15%23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A. 管理組合の意見がまとまらない

B.専門的知識に欠けている

C.業者に任せっきりで、そのチェックの方法がわからない

D.資金的手当

E. 25年程度の長期計画が出来てない

F.その他

4% 12% 15% 33% 22%14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1.マンション管理士 A-2.建築士

A-3.その他 B.活用したいが方法がわからない

C.考えていない 無回答
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○活用した外部機関等

《管理会社（3）》

・管理会社に、積立金がこのままで修繕費用に足りるかどうかチェックして資料を出し

てもらった。

・２回までは、管理会社に任せていたが、問題が多かったため、設計コンサルタントに

改めて作成させた。

・管理会社の責任者が確認した。

《建築士（2）》

・住民の中に建築士がいて、確認してもらっている。

・知り合いの建築士や施工業者等に聞いている。

《その他（2）》

・ＨＰでの事例収集、業者問合せ

・設計事務所と、横浜建築管理共同組合に評価を頼んだ。

④大規模修繕の資金的手当

⑤大規模修繕・管理に関する新たなニーズ

・大規模修繕に対する資金的手当ては、多くが修繕積立金で行うとしている。

・しかし、少数であるが、借入金や一時徴収金による手当も見られ、この場合は長期

修繕計画に見合う修繕積立金の額が設定出来ていないことが伺える。

・大規模修繕及び管理に関する新たなニーズとしては、安全・安心に対するニーズの高

まりを反映して、防犯に関するニーズが最も多い。防犯対策として防犯カメラを設置

しているマンションでは、その維持管理費が問題としている。

・また、高齢化を背景として、バリアフリーに対するニーズも高い。

・一方で、本調査の対象マンションにおいては、防災や子育てに関するニーズはあまり

多くなかった。

67% 22%
3%

6%

3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.修繕積立金のみ B.修繕積立金と一時徴収金

C.積立金等の不足額は借入金で対応 D.資金計画は現在未定

E.その他 無回答
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○自由回答

《防犯に関して（13）》

・防犯カメラを 12基設置したが、その維持管理費がばかにならない。

・入居者のニーズに応えるため、ＣＡＴＶを導入し難視聴対策とインターネット接続を

行った。

・去年付近でマンションの窓が投石で割られるということが立て続けにあり、その際は

警察に連絡し、町内会でパトロールをした。また、車上荒らしがあり、年 30 万円ほ

どするが、防犯カメラを５台ほど導入した。（HITACHI）

・防犯対策として、オートロックにしているが、駐車場がフリーアクセスなのが気にな

る。しかし子供がいる家庭にとってはそのほうが良い。

・以前５階で泥棒に入られ、鍵を全戸開けにくいものに変えた。

・去年初めて防犯カメラをつけたため、管理費が月 1,000 円上がった。

・まだ盗難等が一件も無いが、監視カメラをつけるか等話はある。しかし、費用がかか

るのでまだ考えていない。

・バイク盗難防止など、防犯に関してはニーズがある。

・車上荒らしや、屋上への部外者の侵入等もあったため、防犯カメラを設置した。

・防犯カメラを設置して１年くらいたつ。

・防犯面での不安に対してカメラの設置が話題にでている。

・土地柄、防犯面での不安がある。

・SECOM に頼んで防犯カメラを設置した。

《設備・共有部に関して(4)》

・共有部に関する今後（中長期に）の計画対応が必要。

・機械式駐車設備、アルミ・ガラス取替え、屋上防水等の検討。

・上層階のガラス窓の補修等の検討。

・駐車場整備が必要。

《防災（2）》

・以前台風で建物が破損したこともあり、防災に対するニーズがある

6%

1%

15%

13%

26%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

F.その他

E.子育て

D.防災

C.防犯

B.省エネ

A.バリアフリー
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・耐震化問題が深刻であり、防火についても問題である。

《バリアフリーに関して（2）》

・各戸が階段室で繋がっているような構造なので、手すりの設置が課題になる。

・エレベーターの事故などの報道が以前あり、検討課題の一つにしている。

《子育てに関して（2）》

・ファミリー層が多いマンションなので子育てに係るニーズはある。しかし、集団行動

的なことを嫌がる傾向があり、まとまって何かをやろうとする意識が希薄である。

・子育てでは孤立しているところもあるかもしれない｡

《高齢化に関して（1）》

・高齢化が進む中、当マンションに合った大規模工事ができるか心配である。

《省エネ（1）》

・川崎市の規制が変り、水道管直結事業が出来るようになった。今期に変更する予定。

《その他(1)》

・エントランス部分や駐車場周りに花壇を作ったり、いつも綺麗にすることを心がけた

りすることが、ストレスのない環境づくりに寄与すると考えるので、もっとそうした

部分にも手厚い助成があるといい。

４）長期修繕計画に関するその他の問題点

《バリアフリー(11)》

・当該マンションは共有通路と住戸(玄関ドア)の間に 60cm 程度の段差（階段３段分）があ

るため、今後の高齢化など見込んだ場合いかんともし難い構造的な課題がある。

・現状１－４、５階のみ可となっているので２、３階は無しである。将来車椅子利用の場面

が出てきた時には対応できない状況にある。

・バリアフリーや防犯面など解消したいと思うが、マンションの構造上どうしようもない。

・エレベーターが４階しか行かないので困っている。しかし、改修は資金的、物理的に困難

である。

・段差が多いので解消したい。

・バリアフリーに関しては問題の渦中である。一つの世帯がエントランスのバリアフリー化

を考えているが、もともと億ションで最初から住んでいる人はこだわりが強く、外観の整

合性等で意見が紛糾している。

⇒例えば古いタイルと新しいタイルが合わなくなる等の問題点が出てくるが、全部直すと

お金が更にかかるため、意見がまとまらない。

・バリアフリーに関してはまだ火急の問題ではない。当マンションは、Ａ棟Ｂ棟Ｃ棟と３棟

・長期修繕計画に関するその他の問題点では、段差解消、エレベーター設置などバリアフ

リーに関する点が多いが、構造的にバリアフリー化が困難もしくは多額の費用がかかる

ため住民の合意が得られないなどの問題を抱えている。

・一方で、問題が起こることを事前に察知して計画や対策を講じることが必要であり、そ

のためには総合的なアドバイザーが必要であるという意見もある。
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あるが、高さがばらばらであるため、改善が難しい。

・お年よりが増えてきたために、すでにいくつかのバリアフリー対策をしている。（最初か

らの居住者は特に高齢化が進んでいる。）

・①非常階段に手すりをつけた。②ハンドルをかえた。③急な傾斜をなだらかにした。④エ

ントランスをタッチキーに変えた。などなど、機会あるごとに変えている。

・高齢化していることに対してバリアフリーの対応が必要、排水管の更新の方法が知りたい。

・適切な時期に適切な方法で実施するのが困難である。

《高齢化（4）》

・住民の高齢化に伴い、種々の問題点が想定されるが、現状では顕著になっていることはな

いので、不安だけがある状態である。

・高齢化が進むのと同時に、住民が退室していき、空室が賃貸化していく状況にある。

・高齢化はこれからあるだろうが、住民のほとんどが働き盛りである。当マンションには、

一部の住居に高齢者がいる程度である。

・高齢者世帯増加への対応を検討すべきである。

《子育て（1）》

・ファミリー層が多いマンションなので、子育てに係るニーズはあると思うが、集団行動的

なことを嫌がる傾向にあるので、まとまって何かをやろうとする意識が希薄である。

《その他（6）》

・１／３の世帯が 65 歳以上、一方で中学生以下の子供がいる世帯が１／３という構成であ

り、新たなニーズの掌握は難しい。

・会議室の設置等利便性の向上を図りたい。

・問題が顕在化してから行動を取るのではなく、事前に対策をとることが必要。その他に管

理組合自身も勉強しなければいけないが、総合的なアドバイザーが必要。そのための費用

をどうするかが課題であり、補助等の支援を求む。

・技術的なことが分からないので、知識を付ける機会を持ちたい。
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（５）マンション管理にあたっての外部機関の活用ニーズについて

１）マンション管理に関わる諸問題に対して、外部機関を活用した実績、活用内容

①活用の実績

②上記の問でＡ､Ｂの場合、どのような課題に関して活用したか、したいか <いくつでも>

●活用ありの場合

○自由回答（6）

《共有部分・設備について（2）》

・共有部の２年後の管理に関して利用したい。

・共同設備に関し、売主へ契約違反の訴え時に利用したい。

《建造物の構造について（1）》

・耐震構造について利用したい。

・マンション管理に関わる諸問題に対して外部機関を活用した実績は、あるというマンシ

ョンが約４割、活用したいと思っているマンションが約２割であり、半数以上が外部機

関を活用したいという意向がある。

・外部機関を活用したい場面としては、大規模修繕、長期修繕計画に関するものが多い。

・これに次いで、組合や理事会の運営そのものに関して活用したいというニーズも多い。

・また、ペット問題、賃貸化、建築設備の新たな状況変化（電力自由化、地デジ）などに

対する活用ニーズもみられる。

34% 24% 9%33%
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A.あり B.活用したいと思っているが… C.考えていない 無回答
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C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して
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《災害について（1）》

・災害発生時の対応について利用したい。

《その他（2）》

・日々の管理について利用したい。

・滞納問題の解決に向けて利用したい。

○具体的な内容

《大規模修繕に関して（2）》

・大規模修繕の際、個人的に建築士にお願いした。公式にお願いすると費用が高く、歯

が立たない。

・大規模修繕の業者選定をする際に利用したい。

《設備に関して（1）》

・ａｕがアンテナをマンションに立てたいと要請してきた際、川崎市まちづくり公社に

相談した。その時は、他地区の事例として、新聞の切り抜き等送ってくれたため、参

考になった。

《耐震に関して（2）》

・耐震問題に関して川崎市に相談した際に、段差解消助成制度を知り活用した。

《防災に関して（1）》

・以前台風が起こった時にマンションが破損して、管理会社、建設会社等に賠償請求を

するために専門家に相談しようとした。

《その他（2）》

・分譲会社が建てたものをそのまま売った感じで、管理組合の立ち上げ等をＮＰＯ法人

に相談した。

・２年点検時に活用したい。

●活用したい場合
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○自由回答（2）

《共有部分・設備について（1）》

・普通の大規模修繕に関しては必要ないが、電力自由化、地デジに関してなど新しい問

題に関して相談窓口が必要である。

《建造物の構造について（1）》

・建築物の構造や地盤に関わる問題に関して利用したい。（地下受水槽室の漏水）

○具体的な内容

《大規模修繕に関して（1）》

・区分所有者は高齢化しているので年金生活者も多くいるため、お金がかかることはで

きるだけ避けたい。現在は、問題が差し迫っていないため、建築士、マンション管理

士等国家資格所有者の認識はあっても利用することは考えない。ただ、無償で利用で

きるのであれば活用したい。当マンションは、建物がしっかりしているので、大規模

修繕を 10 年おきにやれば、長く維持できると思う。よって、長期維持管理に関する

コンサルティングを川崎市がやってくれるとありがたい。

《ペット問題に関して（2）》

・もともとペット不可のマンションであるが、不動産会社が売る時に、ペット不可をは

っきりと掲げないために飼っているところも有る。その点について、不動産会社や管

理会社に再三言っているが、いまだに解決しない。

・ペットを禁止にしているが、飼っている家がいて問題である。

《賃貸化に関して（2）》

・賃貸化してしまうと、総会には所有者しか参加出来ない。当マンションは、若い賃貸

居住者が多く、世代断絶がある。

・現在１／３ほどが賃貸化していて、オーナーは遠くに住んでいる。賃貸で住んでいる

人はごみだしなど管理規約、ルールを守らないことが多くて困っている。

《設備に関して（1）》

・電力自由化によって、どのような会社を選べば良いかわからない。このような問題に

関して行政が無償か安価で相談に乗ってくれるとよい。

《耐震に関して（1）》

・耐震診断、建築現状診断の際活用したい。管理費未納問題はあるが、外部機関は活用

していない。

《その他（3）》

・業者選定の際に、優良企業の情報の入手先を知りたい。
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③どこの外部機関を活用したか、選んだ理由

④どこを活用したか、したいか＜いくつでも＞

○自由回答(9)

・ＮＰＯかわさき住環境ネットワーク

・(社)高層住宅管理業協会

・川崎市の相談窓口とＮＰＯ

・管理会社(2)

・東京都建築局、不動産適正取引推進機構

・建築等の技術的な内容に関わる外部機関

・川崎市

・マンション管理士のいる管理会社

⑤機関を選んだ理由

《公共機関等に対して（6）》

・無料だから。

・公的な面での安心感がある。

・川崎市まちづくり公社は、たくさんのノウハウを蓄積しているはずなのでそういうとこ

・活用した外部機関は、まちづくり公社、川崎市といった公的機関とマンション管

理士、建築士、弁護士といった専門家などである。

・その外部機関を選んだ理由として、公的機関については、無料だから、安心だか

らといった公的機関ならではの特性によるものであるが、継続的に利用出来ない

という意見もある。

・また、マンション管理士、建築士、弁護士といった専門家については、長期修繕

計画をチェックしてもらいたい、管理会社とは別に第二の専門家の目が必要、近

隣トラブルや滞納問題などの際の弁護士の活用などである。

12%

18%

18%

4%

17%

18%

9%
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G.その他

F.川崎市まちづくり公社

E..川崎市

D.区役所

C.弁護士

B.建築士

A.マンション管理士
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ろにぜひ相談したい。また、公共機関が相手だと、民間のように商売という視点ではな

いので安心できる。

・知り合いが川崎市を進めてくれた。

・区役所には専門家がいない。

・公的機関は継続的に相談に乗ってくれない。

《マンション管理士・建築士・弁護士等専門家に対して(12)》

・管理会社がきちんとやってくれれば問題ないが、第二の専門家としてマンション管理士

を利用したい。

・管理費の滞納で弁護士に相談したことはある。また、マンション管理士や建築士等専門

家はこれから活用し、耐震化について話をしてもらう可能性がある。

・マンション管理士、建築士から、大規模修繕のでアドバイスが欲しい。

・建築士に大規模修繕についてアドバイスが欲しい。

・何か近隣トラブルが発生した際に弁護士を活用したい。

・住民に建築士がいる。耐震診断を川崎市に頼んだ。

・新規マンション建築の際に、近隣マンションなどの日照権等によるトラブルの際に活用

したいと思うが、頻繁に活用する機会はない。

・管理費の滞納問題があった時に、弁護士に依頼したことがある。法的な対応等は専門家

が必要である。

・大規模修繕や長期修繕計画、効率的な維持管理等について支援が必要である。管理組合

は半期で半数づつ改選するが、マンション管理士がいることにより円滑な維持管理がで

きると思う。

・今後作成する大規模修繕計画をチェックする専門家が必要である。

・管理組合では長期修繕計画を適正にチェックできないため、専門家が必要である。

・管理会社が作成した大規模修繕計画をチェックする第三者が必要である。

《その他(2)》

・安心できるため。

・情報収集のため。

２）川崎市及び川崎市まちづくり公社の支援制度の認知度と活用内容

・川崎市及び川崎市まちづくり公社の支援を活用したことがあるマンションは、半数近く

を占め、その中でも、川崎市のマンション管理組合登録制度を活用しているものが多い。

・これは、本調査対象の約４割が登録制度を活用しているマンションであるためである。

・登録制度以外では、川崎市まちづくり公社が実施しているマンション管理基礎セミナー、

ハウジングサロンが多く、活用後の評価も高い。

・大規模修繕に関して他のマンションとの情報交換が出来て良かったとする意見もある。

・一方、知らないと答えたマンションが約４割を占めており、今後どのように支援制度を

浸透させていくかが課題である。



－68－

①支援制度の認知度と活用実績

②活用したことがありの場合、その内容 ＜いくつでも＞

○自由回答（3）

・台風時に川崎市とＮＰＯに相談しに行った。

・段差解消工事助成制度は活用したかったが、条件に合わず活用できなかった。

・川崎市の支援制度等は知っているが、わざわざ相談窓口に行く時間をさくのが苦痛であ

る。もっと簡単に利用できる方法を検討して欲しい。そうでないと、費用対効果が全く

みえない。

○活用したあとの評価(10)

・満足している。(2)

・川崎市まちづくり公社は丁寧で親切だった。

・川崎市は弁護士への相談を進めてくれただけで役に立たなかった。ＮＰＯはお金を出さ

なければ動かないということで、あまり相談にならなかった。川崎市まちづくり公社は

当時無かったか知らなかった。

・川崎市の助成制度等に関する情報を管理会社が教えてくれたため、非常に良かった。

・マンション管理組合登録制度に登録したのは、情報提供を期待したわけではなく、逆に

行政に情報を提供したかったためである。

・他のマンションの管理組合との交流や情報交換ができている。大規模修繕の業者選定の

42% 14% 6%37%
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情報交換ができてよかった。

・最近、マンション管理組合登録制度に登録したため、まだ評価に値しない。

・段差解消工事等費用助成制度を活用し、費用面での助成を受けられたので助かった。し

かし、勾配の制約があったので消防用送水管の移設が伴ったため費用の拡大になった。

・最初川崎市、川崎市まちづくり公社を活用したが、対応が良くなかった。ＮＰＯは自分

で調べた。

３）市や公社に求める支援制度の意向

①市や公社に求める支援制度の意向＜いくつでも＞

・川崎市や川崎市まちづくり公社に求める支援制度としては、「大規模修繕に関する技術

的・資金的支援の充実」が最も多い。

・技術的支援では、専門家の無料派遣へのニーズが高く、また他のマンションにおける事

例の情報提供、業者の紹介・選定の相談などを求めている。

・資金的支援については、補助金や低利融資への意向であるが、上記の技術的支援へのニ

ーズの方が高いものと推測される。

・マンション管理に関する様々な情報提供を望む声も高く、具体的には長期修繕計画のデ

ータベース化や紛争解決事例情報などである。

・また、情報提供の有力なツールである、公社のホームページの強化を望む声もある。

・新たな管理方式の導入（第３者機関への管理委託）については、必要だと思うところと、

管理会社があるので必要がないという意見に別れている。

・市及び公社の支援制度があることを本調査のヒアリングで始めて知ったとする人も多

く、ＰＲの強化が求められる。
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○自由回答（4）

・バリアフリーについて活用したい。

・建替えなどの事業を行う場合、川崎市の供給住宅も一緒に入れるような手法があると良

い。

・業者の紹介をして欲しい。

・適正な管理の助言や情報が必要と考え、マンション管理組合登録制度を活用している。

長期修繕計画を検討する際には、情報提供を活用したい。

○具体的な意見

《長期修繕計画等ついての情報共有について（7）》

・適正な管理の助言や情報が必要と考え、マンション管理組合登録制度を活用している。

長期修繕計画を検討する際には、情報提供を活用したい。（再掲）

・川崎市まちづくり公社で、長期修繕計画づくりのための情報をデータベース化して欲

しい。

・他のマンションでの問題や解決策などの情報が得られる仕組みが欲しい。

・これからの時代、検討資料、情報管理を電子化し、理事会もブログなどをつかってリ

アルタイムに行えるようにする必要がある。これらのデータは管理会社等が管理する。

・情報提供はマンション管理の共通する課題を望む。また、個別問題（湯沸し器の効率

的更新等）の対応策や事例も望む。定期的にマンション管理についてのニュースペー

パーがあると良い。2011 年デジタル化への対応策の情報も必要（風呂に設置してある

アナログＴＶの対応が現在の課題等）

・大規模修繕計画の建築士によるチェックと業者選定の際の情報提供を受けたい。マン

ション管理士等の専門家の無料派遣は、川崎市のマンションの実情等が良く分かって

いる人をお願いしたい。

・インターネットでの川崎市や川崎市まちづくり公社の制度に関する検索がわかりにく

い。助成制度については、もっと分かりやすく工夫してＰＲすべきである。他のマン

ションの管理の情報（防犯対策、大規模修繕の対策等）も知りたい。

《業者選定について（3）》

・業者の紹介をして欲しい。

・業者選定などの相談に乗って欲しい。

・業者選定に係る情報が欲しい。

《バリアフリーについて（2）》

・バリアフリーについて支援して欲しい。(2)

《セミナーについて(2)》

・役員の意識や知識が低いため、セミナーの回数を増やして欲しい。

・女性の役員も増えてきたので、分かりやすいセミナーにして欲しい。

《大規模修繕等に関する資金的補助(2)》

・大規模修繕・長期修繕計画に関する資金的補助や、安く借り入れられたら良い。専門

的な相談窓口も無償なら欲しい。マンションで問題が起きたときに情報を提供してほ

しい。市の支援策等あまり聞いたことが無いので、「この問題に関してはこういう窓

口があります」というような広報活動（ＰＲ）を行政にしてほしい。
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・今後の大規模修繕に向けて、資金の補助をしてもらいたい。前回の修繕の際は、不足

金を借り入れて対応していた。

《合意形成について(1)》

・理事会における合意形成が最も重要で難しいため、助けて欲しい。

《その他について（8）》

・敷地内の公開空地の管理について助成があるとよい。（樹木の剪定や雑草の刈り取り

処分など）

・居住者が転出するケースが多くなってきた。また高齢化も進んでおり、管理に関して

第３者機関に依頼することは必要になってきている。

・新たな管理方式導入に対する支援に関しては、管理委託しているマンションに必要な

のか。最も必要なのは管理相談窓口の強化及び大規模修繕に関する技術的・資金的支

援の充実である。一気にマンション管理士等の専門家の無料派遣を求める前に、管理

相談窓口の強化が必要である。

⇒行政に言いたいこととして、ニーズに合わない支援、助成を行っても意味がないの

で、今回あがっているような支援策は必要であるが、ニーズの優先順位を決めた上

で、対策を行って欲しい。また、今の世代が亡くなり始めたときに賃貸化等の問題

が一気に起こるはずでその時に助けが欲しい。また、建替えの時等はとても大変そ

うである。

・マンションのニーズにあった提案、見積もりが出来る総合的なコンサルティングが低

価格で可能な機関を求む。

・管理組合では、大規模修繕計画の建築的な内容について技術的なチェックができない

ため、専門家の支援が必要。また、川崎市まちづくり公社のホームページの構成が分

かりにくく調べづらいので、改善すべきである。（プロのＨＰ製作業者に作成を委託

してはどうか。）

・地域近隣マンションなどとのコミュニティ醸成活動に対しての助成があると良い。

・川崎市や川崎市まちづくり公社での支援制度などは今回の調査で知ったので今後活用

していきたい。

・今年度から大規模修繕についての検討をスタートした。今後具体的な検討を進めてい

く過程で様々な問題点が発生すると思う。その際には相談や支援が必要となると考え

る。

④上記の意向の中で最も望む支援策

・上記の③において設問した市や公社に求める支援策の中で、最も望む支援策は、「大

規模修繕に関する技術的・資金的支援の充実」が半数近くにのぼり、高いニーズが

あることが改めて認識される。

・また、「建て替え計画に関する支援」もそれなりに多い（15％）。これは、調査対象

に旧耐震基準のマンションが約１／４あり、潜在的にはニーズが高いものと推測さ

れ、今後一層重要になるものと考えられる。

・また、「新たな管理方式の導入」も１割あり、管理組合の高齢化がさらに進展する

と、ニーズが高まることが予想される。
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10% 8% 3% 45% 10% 5%

0%

3% 15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.マンション管理士等の専門家の無料派遣

B.セミナー、交流会の強化

C.管理相談窓口の強化

D.情報提供の強化

E.コミュニティ育成

F.大規模修繕に関する技術的・資金的支援の充実

G.建て替え計画に関する支援

H.新たな管理方式導入に対する支援

I.その他
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《旧耐震基準のマンションを対象としたヒアリング調査結果》

（６）耐震診断について

１）これまでに耐震診断を受けたことがあるか。

①受けたことがある場合、診断の結果、耐震改修が必要だとされたか。

○改修の必要ありの場合の対応

・管理事務所で常に改修や補強など必要に応じておこなっているので、診断をしてどうこ

うすることではない。

・「予備診断をしてもらっただけなので建替えの必要性までの判断は出ていない。ただ早

急に手当をする必要があるともいえない」ということだった。

・耐震補強工事を実施した。

・本格的な工事費用が無かったので、ピロティの柱に包帯を巻くようなことをしたくらい

である。建物の構造的はまだ強いはずである。

・旧耐震基準マンションのうち、これまで耐震診断を受けたことがあるマンションは、全

体の１／４に過ぎず、多くのマンションでは、耐震診断を受けていない状況である。

・耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要だとされたマンションは８割に達している。

・改修が必要ありとされた対応として、本格的な耐震改修に取り組んだところは少なく、

比較的簡単な補強を行ったとか、そもそも丈夫なはずだから必要ないと判断するケース

もある。

・一方、改修に至っていない場合の理由としては、費用面で目処が立たないというものが

多く、その他、住民内に危機感・不安等がないという回答もあり、全体的に問題が切迫

化しているという認識は薄いと考えられる。

26% 63% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有 無 無回答

80% 0% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有 無 無回答
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○改修にいたっていない場合その理由

《費用関連(3)》

・費用面での目処がたたなかった。

・当マンションは壁構造となっているから助成の対象にならないと川崎市まちづくり公

社担当者に言われた。

・改修・補強の必要ありとされたが、費用面での目途がたたなかった。

《その他(2)》

・マンションの複数面にブレースなどの補強をする必要があるとされたが、景観面の悪

化や住民内の危機感がいまひとつの状況であった。

・常に構造物にかかる部分も含めて見回りしているから、さほど不安になっている訳で

もない。

②受けたことがない場合、今後受ける計画はあるか。

○計画がある場合、長期修繕計画には入れたか。

・まだ計画には入れていないが、これから入れていく予定である。お金がかかることであ

り、居住者の中では、計画に組み込む必要が無いと思っているほうが多い。具体的に、

耐震診断をやっているわけではないので、耐震改修に関する話が進まない。「命の問題

である」ということが決定的にわかる説明をしなければならないと思う。そのためにも、

まずはどういう状況なのか把握する必要がある。

○川崎市の耐震診断事業費用助成制度を知っているか。

・知っており、使う予定である。

・耐震診断を受けたことがない場合、今後受ける計画がないと答えたマンションがほとん

どである。

・計画がない理由としては、特段不具合が見えない等の理由から居住者自体に診断を受け

る必要性を認識していないケースが多い。

・また、診断を受ける認識があったとしても、診断費用が高い、診断結果が悪かった場合

の資金的手当てが出来ないという費用についての不安を抱えているマンションが多い。

・一方で、耐震診断の結果が悪かった場合、耐震診断をしたことによるマンションの資産

価値が低下する恐れがあるという意見もある。

・ただし、少数であるが、これを機会に修繕計画に取り組みたいとするところもみられる。

8% 83% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計画有り 計画なし 無回答
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○計画がない場合、その理由は。

《必要性がない(6)》

・診断の必要性を感じない。

・ここを建てた会社に問合せたことがあるが必要ないと言われた。

・現状でもクラックとかはない。また、常に見回りをして点検をしているから心配して

いない。

・この建物は丈夫に作られているから大丈夫と聞いている。目に見えるような不具合な

どが出てきているわけでもないので皆が必要性を感じていない。

・耐震診断の必要性の認識を持っていなかった。

・ＰＣ構造で、阪神大震災の時ほとんど被害が無かった構造で地震には強い。ＰＣ構造

の建物に関しては耐震改修を行ったりする必要性は無いという判断は国もしており、

その必要性は無いという見解を管理会社も持っている。

《費用関連(4)》

・診断費用が高いから。無料でやって欲しい。また、頑丈にできていることもあり、大

丈夫であると思う。また個人的な意見として、関東ローム層はふわふわしているので

地震にも強いのではないかと思っている。

・診断費用が高い。(2)

・診断結果が悪かった場合の資金的手当が困難である。

《その他(6)》

・もし、診断結果が悪かった場合、資産価値の低下を招いてしまう。

・建替えや補強などができるような建物ではない（投資目的のマンションであるし、自

分が生きている内に何がしかの収入が得られていれば良い。）

・耐震診断を受ける必要は無く、自ら管理費などの管理もやっている。

・今回のヒアリングをきっかけに、今後検討する。

・こうした情報も欲しかったのでマンション管理組合登録マンション制度を活用してい

る。

・今後、長中期修繕計画に取り込みたいと思っている。
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（７）建替えについて

１）建替え計画があるか。

①建替え計画が進まない場合、その理由

《費用関連(2)》

・建替え計画は資金的に現実的でない。(2)

《敷地関連(3)》

・増床は敷地的に無理がある。

・北斜面がネックで高くできない。

・現状７階建てであるが、これを建替えようとすると５階建てにする必要があり、容積減

になってしまう。

《時期的に尚早(4)》

・建替えのニーズはない。50 年くらいたたないと分からない。今の住民は建替えをする気

は無い。

・築 32 年だが、理事会で話に出たことはまったくない。

・この間２回目か３回目の修繕を行ったばかりであり、今そういう話はまったく出ていな

い。10年後くらいに大規模修繕がまたあるはずで、そのときそういう話が出てくる可能

性はあるかもしれないが、今はまだそういう時期ではない。

・築 25 年であるが、まだ建替えという言葉は出ても具体的な検討まではいっていない。

・建替え計画に関して、具体的に検討しているというマンションはなく、検討していない

とするマンションが多くを占める。

・また、建て替えよりも修繕工事で対応し、出来るだけ長く使っていこうとする意向が伺

える。

・建替え計画を検討しない理由としては、費用面だけでなく、敷地条件から現在の床面積

が確保出来ないとするマンションもみられる。

・また、築 50 年位立たないとわからない、理事会で建て替えの話が出たことがない（築

32 年）、といったようにそもそも建て替えは現実的でないとする意見が殆どである。

0%0% 24% 41%35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ａ．具体的に検討している

Ｂ．建替えの時期であるが問題が多く計画が進まない

Ｃ．検討していない

Ｄ．建替えよりも修繕工事で対応

無回答
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まずは構造計算のようなものだけでなく本格的な耐震診断をやって、それからみんなで

判断することになると思う。耐震診断の結果次第では、スケルトンゴムを巻く等でなん

とかできるかもしれないし、それで 100 年もつということになるかもしれないし、建替

えということになるのか分からない。

《その他(3)》

・メンテナンスを充実して、何とか維持していこうと考えている

・資金面の問題だけでなく、建替えそのものが現実的でない。

・全国 300 万以上のマンションを持っている国交省あたりがしっかり考えるべきである。

（大綱的に）
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（８）その他マンション管理に関する問題点 （全てのマンションを対象）

○その他マンション管理に関する問題点について、主な意見をまとめると以下の通りで

ある。

■管理組合に関する問題

・現在理事長や理事を担っている人が高齢化していることや、現役や単身者が理事

になりたがらない等、理事長や理事の担い手がおらず、今後の管理に問題が出て

くる。

・また、小規模のマンションとなると、理事長や理事をやれる人が限定されており、

特定の住民への負荷が大きくて問題である。

■高齢化等に関する問題

・居住者の高齢化が進むことで、理事会の運営や大規模修繕計画等の立案などが難

しくなってくる等、今後の運営・管理等に問題が出てくる。

・また、高齢化により空き室等が発生し、マンションの賃貸化が進むにつれ、さら

に日々のマンション管理等に影響が出てくる。

■居住者間の問題

・建設当時からの居住者と近年入居してきた居住者とでは、経済格差や意識の差が

はげしく、住民同士のコミュニケーションが不足してきている。

・また、近年入居してきた居住者は全般的に生活のマナーが悪く、建設当時からの

居住者が迷惑を被る傾向にある。

■ペットに関する問題

・建設当時はペット禁止であったが、近年空室が埋まらないことから、ペット可と

して売り出している。しかし、ペットの飼い方のマナーが悪く、ペットの鳴き声

や、糞尿の処理で問題が出てきている。

■管理会社に関する問題

・管理会社への委託費用がかさみ、今後その費用を維持していけるか問題である。

・また、積極的に理事長を担ってくれる人がいなくなった際に、管理会社の言いな

りにならないか不安である。

■空室化に関する問題

・郵便受けをみると、空室が増えつつある。

■管理規約について

・管理規約が古いため、改定をしたいが法律に詳しくなく前に進まない。

■施設に関する問題

・高齢化が進み、バリアフリー構造に改修したいが、大幅な修繕をするにも構造的

な問題を抱えていることや、居住者のニーズに合わず、先に進まない状況にある。

・駐輪スペースが少なく、放置自転車が目立っているが、解消する対策が見出せな

い。

■施策に対する意見

・大規模修繕（業者の紹介等）、マンション管理・運営などの良い事例等の情報公開

を積極的にしていくべきである。

・投資マンションへの適切な管理の対応について考えて欲しい。

・専門家の無料派遣を継続的に活用できるようにしていくべきである。

・大規模修繕の際の業者の紹介やクレームの多い業者の情報公開などは可能か。
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《管理組合に関する問題（20）》

・理事会役員の担い手がいない。特に大規模修繕が計画されていた時が少なかった。

・役員の担い手がいない。70代が大半のため５年後 10年後に不安がある。

・住民の年齢層は 60 代が多く、かつ単身者が増えてきたので、管理の担い手も不足気味だ。

・理事会役員の担い手がいない。

・住民が無関心である。

・理事会を運営するリーダーが不足している。

・理事会役員の区分所有法、標準管理規約への認識が不足している。

・維持管理に対して居住者の意識が薄い。

・当マンションは、６軒しかなく、そのうち賃貸、高齢者を除くと理事長をできる人は３軒の

みのため、３年に１回必ず理事長がまわってくるので、負荷が大きい。

・当マンションは自主管理であり、今の理事長は７年着任している。管理組合の活動に対する

住民の関心が薄く、理事会役員の担い手には問題がある。全 18 戸だが、賃貸化はしていな

い。将来的には川崎市の相談窓口等に対するニーズがあるはずである。

・次回の理事長のなり手が問題である。42戸のうち賃貸が 10 戸ある。高齢化しているのが 15

戸。所有者が元気が良いのが 10 戸。そうすると管理組合の活動が限られてくる。

・理事をやる人がいない。５階は８戸あるが、４戸が賃貸で３人の所有者のうち二人はお年よ

りで大変。管理組合として外部と交渉をする必要があり、人まかせにできない部分があるが、

ベテランの人がいない。主婦、女性、若い人にも管理組合の活動、理事に参画していっても

らわなければならない。

・理事会役員が年に一度の当番制ということもあり、理事会役員の管理に対する意識や知識が

少なく見受けられ、管理会社任せなのが問題である。

・以前、管理費の長期未納者がいた。ローンも滞り、管理会社が支度金を用意し出て行っても

らった。競売になり、次の住民が入って今は問題がない。

・一年の任期で交代するので、引きつぎがうまくいかなく問題が先送りになる。

・予算も前任者の予算を執行するので、管理会社が計画したものになりがちである。

・今回２回目の大規模修繕で 3,000 万位費用がかかり、次回 30 年後の３回目では、給水管、

エレベーターなど新しくすると資金が不足することが分かり、35年まで計画を作り、業者も

競争見積もりによって予算も 500 万円くらい圧縮した。

・私は前理事でもあったが、修繕委員会を設置し、委員会のメンバーは全員残り、今回の理事

会と協力して計画を行ったが、課題が多々残った。

・今まで不要な管理費や修繕費を支出していたのではないか、不安である。

・６軒しかなく、エレベーター付、駐車場収入無しなので管理費、修繕積立金が高い。

《高齢化等に関する問題（9）》

・自分が動けるうちは良いが、身体を壊した時など将来的な不安がある。

・高齢者の単身者が居り不安がある。

・居住者の高齢化に伴う諸々の課題への対応が必要である。(3)

・今の住民が高齢化で亡くなったりしていく今後 10 年、15 年後に賃貸化や、大規模修繕計画

立案が難しくなったりという問題が一斉に起きるはずである。

・居住者の高齢化とこれに伴う理事会運営の停滞が心配である。（理事会役員輪番制等の運営

方法についての限界）

・居住者の高齢化に伴う建物改修が必要である。

・現状は問題ないが、高齢化が進んだ場合の空き室対策が必要と考えている。
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《居住者間の問題（7）》

・全般にマナーが低下している。（ゴミ出し、戸締まり）

・駐車場に勝手に駐車してしまう。

・買った当初は 6,000 万円代だったが、今の販売額は 2,000 万円代である。そのため経済格差

が出てきており、住民層が変わってしまった。

・固有のマンション保有者（居住者）の態度について苦慮している。騒音おばさんのような問

題が起きており、どう対処すべきか課題である。

・住民に問題を起こす人がおり（酒を飲むと夜中に騒ぐ）時々騒ぎが起こり迷惑している。

・マンション内のコミュニケーションが不足している。

・かつて、理事長が管理費・積立金を使い込みしたことが判明し、それを追求していく中で、

それまで監査役として名を連ねていた名前だけの他の理事も疑られることになり、更なる

追求がマンション全体のコミュニィ崩壊になりかねない事態になった。

《設備に関する問題（6）》

・駐車場の使用状況が問題である。今は３台分ほど空いているため、収入が減っている。

・ルーフバルコニーの構造的な問題から、荷物を置いたことや清掃等により、下の階への雨漏

り問題が発生している。

・駐車場の空きスペースを貸して駐車場の維持管理費に充当したいが税金の問題、法人化の問

題があり困難である。

・防災装置がうまく働くシステムになっておらず、心配であるが取り替えるのに 3,000～5,000

万円ほどかかりそうなのでなかなか変えられない。

・フルタイムロッカーの設置が必要になっている。

・震災の時に緊急避難的に利用できる簡易トイレがマンション単位で備えられるといい。

・築 27 年経ち耐震面で不安がある。

《ペットに関する問題（5）》

・再三注意しても、野良ねこへのエサやりが止まらず、毎年問題になる。

・ペットに関しては一匹まで可である。建設当時からの入居者に対しては管理できないが、新

たな入居者には、ペット登録や犬の注射等を義務づけている。

・当初はペット禁止のマンションであったが、空室ができた際に、何とかして売ろうとペット

可にしたため、ペットを飼う住民が増えている。ペットの鳴き声や、糞尿の処理で問題が出

ている。

・ペット禁止ということでマンションを購入したが、実際は数件の住人が飼っている。問題に

取り上げると、迷惑をかけているという話が無いので無理に問題視・取り上げなくてもいい

のではと相手にされない感じである。

・規約上は禁止事項に上がっているため、ペットを飼っている方への対応が必要である。

《管理会社に関する問題（4）》

・管理会社に管理を委託すると、お金がかかるので大変である。

・管理会社に全て面倒をみてもらうのは楽ではあるが、莫大な費用がかかる。よって、自主管

理ということも視野に入れていかなくてはいけないかもしれない。その場合は、専門的な知

識を身に付ける必要があるし、そういった面での公的な支援が必要になるだろう。（特に現

在不況ということもあり、自主管理ということも必要になってくるかもしれない。）

・自分がいなくなった場合、専門家がいなくなる。ゆえに、管理会社の言いなりになる恐れが

あり不安である。
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・川崎市のネットワークを活用し、マンション管理士を紹介してもらい、管理会社が倒産した

際に今後の管理について助言を受けたことがある。

《賃貸化に関する問題（2）》

・賃貸化については、以前会社の寮として使われていたことがあって、人の出入りが不規則だ

ったため会社の社長に直訴した。そうしたら問題が無くなった。

・郵便受けを見ると、明らかに空き家ではないかと思われる住戸が全 29 戸に対して５～６戸

あるように見受けられた。

《大規模修繕・建替えに関する問題（2）》

・当該地区は都市計画の用途地域の勝手な変更により、建築基準法で用途不適格となっており、

建替えの際現在の規模を更新出来ない。このため、建替え時の法的な特例措置等を望む。

・当マンションは傾斜地にあり、耐震診断や地震に対する対策等が必要である。

《管理規約に関する問題（2）》

・管理規約が古く、国交省の定めた管理規約基準と整合性が無い。しかし、変えるためにはプ

ロジェクトチームを作らなくてはいけない。法律に詳しい分けではなく、変えられていない。

・管理規約の見直しに入っている。バージョンアップをやろうと思っている。規定改正時にペ

ットに関してどうするかという問題があるが、今は問題は無い。

《バリアフリーに関する問題（2）》

・バリアフリーに関しては、エレベーターが無いことも有り、車椅子等になった場合は出て行

くしかないと考えている。自分のためだけに大幅な修繕（簡易エレベータ-の設置等）をし

ようとは思わない。また、まだ高齢化がそこまで進んでいないこともありバリアフリー化も

入所当時は考えなかった。

・バリアフリーは高齢化が激しいというわけではなく、一世帯の問題である（70代以上はこの

一世帯のみ後はまだ 50 歳から 60 歳程度）理事会では 12 戸しかないので逆に誰がどんな意

見を言ったか全て分かってしまいまとまらない。最初からいる人は６世帯くらいで後は中古

で買った人々である。しかし、賃貸は１世帯で特に問題は無い。

《自転車の問題（2）》

・駐輪場のスペース不足に伴う問題は、多々取組んできたが解消できない。

・放置自転車の扱い・棟内での置きっぱなしが問題である。

《防犯に関する問題（2）》

・公開空地の防犯性が問題である。特に裏の部分の公開空地は取りやめたいがどうしたらよい

かわからない。

・マンションの周りは一部開発中のような荒野が広がっている部分もあり防犯面での不安があ

る。

《その他管理に関する問題（5）》

・このマンションでは、左記の理事長と理事が、管理に関して積極的な取組みを行っており、

過去のデータ整理や新たな情報の収集が行われている。

・管理会社にお任せでなく、自らの管理活動が行われている。

・自治という意味では、他のマンションでも参考になると思われる。



－82－

・現理事長は６年目だが、特に問題は無い。

・前回の大規模修繕では、エントランス部分の改善など、単に直すのではなく、より付加価値

の上がる修繕を行った。

・賃貸化が増えてきた。現在 29 戸のうち６戸が賃貸。また、築 21 年ということもあり、だん

だん居住者の層が変わって来た。若い人はごみの捨て方等に問題があり、また総会も委任状

だけだったりする。

《施策に対する意見等（11）》

・マンション管理士等の専門家無料派遣については継続性が必要である。

・管理会社と別の人たちがみるのが良い。

・今回のヒアリングで川崎市のマンション管理組合登録制度を知ったので、後日登録の手続き

をしたいと思う。今後、相談したいことが出てきた時には活用したい。

・自分のマンションではないが他のマンションに関して、老朽化しているところはスラム化が

問題となっている｡そういうところに対して行政がアドバイスをしていく必要性があるので

はないか。

・管理規約が新耐震法以前のものなので、見直しをすることが急務である。ひな形の提示など

川崎市まちづくり公社の協力が欲しい。

・大規模修繕の業者選定の際の情報が必要である。候補にあげた業者についての情報が聞きた

いが川崎市の窓口はどこか。またクレームが多いことや問題のある業者などの情報提供は可

能か。機械式駐車場の維持費が大きく駅に近いので空き駐車場を貸したいが管理組合全体が

課税対象になってしまう。駐車場維持に充てる貸駐車場収入に対する措置があっても良いと

考える。川崎市にはマンション周辺の防災・防犯対策を望む。（防災マップではなくきめ細

かな対策を望む）

・今回の調査結果を是非川崎市まちづくり公社のセミナーで発表してほしい。

・マンション運営、大規模修繕の成功事例の蓄積開示がもっとあってもいいのではないか。

・投資用マンションは容積率に余裕がなく、建替えは難しく、維持管理が大きな課題となる。

そのためにも管理会社の選択は重要であり、独立系の会社の方が適正な管理をしている。し

かし定期的な見直しも必要であり、第三者機関が必要である。

・川崎市や川崎市まちづくり公社は、投資用マンションへの適正な管理の対応も考えてほしい。

マンション管理士も公設管理士としての認定や地域内でシェアして顧問契約する、定年退職

し、社会貢献意向のある専門家の活用等、信頼できる人への依頼や費用の低減への支援をお

願いしたい。

・防災用の警報器の設置は東京都は無料で実施しているが、川崎市が実施しているかどうかの

情報が伝わらない。もっと情報伝達やＰＲをすべき。

《その他（6）》

・昨年度提出の長期修繕計画書では、むこう 30年間においての大規模修繕に際して、「一次金

の徴収はなくてもよい」との判断を通知した。

・水道管問題や地デジ問題を解決したい。

・町内会加入問題について組合内部で意見が一致しない。標準管理規約では、地域社会とのコ

ミュニティ形成が重要視されているのにもかかわらず、最高裁判所判例では、「町内会加入

は強制出来ない」とある。だとすると一部の町内会非加入居住者は町内会の利益の恩恵を受

けられないので、矛盾が生じる。組合として団体加入という方法はないのか。

・投資用マンションの場合は、区分所有者が資産管理への意識がない。投資用マンションに対

応した施策が必要である。区分所有者の意識向上のためのガイドラインも必要である。この
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ままだとスラム化するマンションが必ず増えてしまう。

・外部にしろ、自前にしろ、いかに公正なコンサルティングを得られるかにマンションの将来

はかかっていると思う。

・小規模マンションの管理方式を充実させて欲しい。

・当マンションは 117 戸で修繕積立金は 11,000～13,000 円/月必要である。30 戸の場合、50

戸の場合、80 戸の場合などのバランスを考えていけば、自ずと適正な積立金の額が見えてく

るのではないか。
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（９）築年数、理事会開催状況による特性の分析

ここでは、第２章において設定した類型ごとの特性を、特徴的な設問について整理分析する。

なお、ヒアリング調査を行ったマンションの類型をまとめると下表の通りであるが、マトリック

スによる小分類の類型では、明確な特性がみられなかったことから、築年数（下表の１～４）と理

事会開催状況（下表のＡ～Ｄ）による大分類での分析を行う。

築28年以上

１

築 21～27 年

２

築 11～20 年

３

築 10年以内

４
合計

管理組合無し １ ２ ３

Ａ.理事会定期 10 ８ 14 ５ 37

Ｂ.理事会不定期 ４ ８ ８ ２ 22

Ｃ.理事会開催不明 ４ ２ １ １ ８

Ｄ.理事会存在不明 １ ２ ５ ８

合計 19 21 30 ８ 78
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１）建築経過年数による特性

調査対象マンションの建築経過年数による特性を以下整理分析を行う。

①長期修繕計画の作成主体

・長期修繕計画の作成主体は、建築年が浅いマンションほど、管理組合自らが作成する割

合が高くなる傾向がある。

44%

31%

17%

33%

44%

50%

57%

43%

0%

0%

3%

14%

13%

26%

0%

3%

0%

11%

10%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

築10年以内

築11～20年

築21～27年

築28年以上

A.管理組合 B.管理会社 C.分譲業者 D.その他 無回答
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②大規模修繕に関する新たなニーズ

・大規模修繕に関する新たなニーズは、築 28 年以上のマンションでは、バリアフリー、

防犯、防災へのニーズが高い。

・築 21～27 年では、バリアフリーと防犯が高い。

・築 11～20 年では、防犯、バリアフリー、省エネが高い。

・築 10 年以内では、防犯、バリアフリー、防災、子育てが高い。

20%

24%

37%

28%

21%

11%

11%

38%

32%

22%

14%

16%

22%

0%

0%

0% 17%

0% 40% 20% 20% 0%

3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

築10年以内

築11～20年

築21～27年

築28年以上

A.バリアフリー B.省エネ C.防犯

D.防災 E.子育て F.その他
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③マンション管理に関わる諸問題に対して外部機関を「活用した」、もしくは「したい」と答

えたマンションで、どのような課題に対して活用したか

●築 28 年以上

●築 10 年以内

・外部機関をどのような課題に対して「活用した」もしくは「したい」については、築 28

年以上では、他に比べて「組合や理事会の運営に関して」が多く、居住者の高齢化等に

よるものと伺える。

・一方、築 10 年以内では、長期修繕計画の割合が高く、築年が浅いことから最近取り組

んだあるいは現在取組中などにより、長期修繕計画への関心が高いものと想定される。

5%

37%

16%

5%

16%

26%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

G.その他

F.組合や理事会の運営に関して

E.ペット問題、賃貸化問題等新たに発生した問
題に関して

D.近隣問題に関して

C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して

13%

13%

0%

0%

0%

38%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

G.その他

F.組合や理事会の運営に関して

E.ペット問題、賃貸化問題等新たに発生した問
題に関して

D.近隣問題に関して

C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して
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④市及び公社の支援制度の認知度

・市及び公社の支援制度の認知度は、築年が新しくなるほど「知らない」とする割合が高

まっており、特に築 10年以内のマンションでは、殆どの組合が知らないとしている。

22%

33%

29%

75%

11%

17%

19%

5%

40%

43%

20%

0%

10%

10%

67%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

築10年以内

築11～20年

築21～27年

築28年以上

A.活用したことがある B.活用したことはないが知っている

C.知らない 無回答
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⑤市や公社に求める支援策で最も望むもの

・市や公社のマンション管理に関わる施策で最も望むものについては、築 28 年以上では、

他と比べて「建て替え計画に関する支援」が相対的に高くなっている。

・また、築 21～27 年では、「専門家の無料派遣」や「新たな管理方式導入による支援」が

相対的に高い。

・築 11～20 年では、「大規模修繕に関する技術的・資金的支援」が高い。これは、初めて

の大規模修繕に取りかかろうとしているもしくは第１回大規模修繕の反省等からニー

ズが高くなっていることが伺える。

・築 10 年未満では、これから取り組む大規模修繕に関するニーズが高いとともに、マン

ション管理に関する情報を欲しがっている。

6%

20%

10%

10%

33%

6%

10%

0%

10%

67%

56%

20%

50%

6%

20%

30%

13%

20%

0%

13%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

築10年以内

築11～20年

築21～27年

築28年以上

A.マンション管理士等の専門家の無料派遣

B.セミナー、交流会の強化

C.管理相談窓口の強化

D.情報提供の強化

E.コミュニティ育成

F.大規模修繕に関する技術的・資金的支援の充実

G.建て替え計画に関する支援

H.新たな管理方式導入に対する支援

I.その他
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２）理事会の開催状況による特性

調査対象マンションにおける理事会の設置及び開催状況による特性を以下整理・分析する。

①大規模修繕の実施にあたって外部機関への相談の有無

・理事会があるマンションの場合は、ほぼ同様の傾向であるが、理事会があるかどうか不

明のグループについては、その全てが「外部機関に相談することは考えなかった」であ

ることが特徴的である。

・即ち、理事会存在が不明（ないものと想定される）の場合は、外部機関に相談するかど

うかの協議が出来る場がないものと考えられる。

0%

13%

23%

16%

0%

0%

14%

6%

63%

36%

56%

13%

25%

27%

22%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理事会存在不明

理事会開催不明

理事会不定期

理事会定期

A.相談をした

B.したかったけれど、どこに行ったらよいかわからなかった

C.考えなかった

無回答
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②修繕積立金の額について

●理事会定期（理事会不定期、理事会開催不明もほぼ同様の傾向）

●理事会存在不明

・理事会ありの場合は、ほぼ同じ傾向であるが、理事会存在が不明（ないものと想定され

る）の場合は、極端に積立金の額が低く、今後大いに問題になるものと予想される。

14%

19%

0%

3%

27%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

3000円/月未満

3000円以上5000円/月未満

5000円以上10000円/月未満

10000円/月以上

13%

13%

50%

13%

0%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

3000円/月未満

3000円以上5000円/月未満

5000円以上10000円/月未満

10000円/月以上
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③長期修繕計画の作成主体

・長期修繕計画の作成主体は、理事会の機能が充実しているほど、管理会社等に頼らず、

管理組合自らが作成している割合が高い。

・一方、理事会存在が不明（ないものと想定される）のグループは、管理会社任せである。

0%

30%

29%

38%

100%

40%

38%

53%

0% 20%

8%

3%

10%

25%

8%

0%

0%

0%

0% 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理事会存在不明

理事会開催不明

理事会不定期

理事会定期

A.管理組合 B.管理会社 C.分譲業者 D.その他 無回答
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④長期修繕計画の妥当性の評価等外部機関活用の有無

・この点についても同様に、理事会機能がしっかりしていればいるほど概ね外部機関への

活用実績やニーズが高い。

・このことは、長期修繕計画を検討すればするほど、外部専門機関を活用する必要性が増

してくるものと考えられる。

4%

5%

11%

12%

15%

20%

13%

11%

11%

20%

15%

67%

56%

4%

38%

11%

11%

40%

13%

0%

0%

0%

11%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理事会存在不明

理事会開催不明

理事会不定期

理事会定期

A-1.マンション管理士 A-2.建築士

A-3.その他 B.活用したいが方法がわからない

C.考えていない 無回答
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⑤マンション管理に関わる諸問題に対して外部機関を「活用した」、もしくは「したい」と答

えたマンションで、どのような課題に対して活用したいか

●活用した場合

＜理事会定期（N=12）＞

＜理事会不定期（N=9）＞

＜理事会開催不明（N=3）＞

・外部機関を「活用した」、もしくは「したい」と答えたマンションで、「どのような課題

に対して活用したいか」については、理事会の開催が定期もしくは不定期の理事会機能

が比較的しっかりとしている組合では、「大規模修繕や長期修繕計画に関して」が多い。

・一方、理事会開催不明及び理事会存在が不明（ないものと想定される）のグループは、

「組合や理事会の運営に関して」活用している。

17%

33%

17%

8%

50%

8%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G.その他

F.組合や理事会の運営に関して

E.ペット問題、賃貸化問題等新たに発生した
問題に関して

D.近隣問題に関して

C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して

33%

33%

11%

0%

33%

67%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G.その他

F.組合や理事会の運営に関して

E.ペット問題、賃貸化問題等新たに発生した
問題に関して

D.近隣問題に関して

C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して

0%

67%

33%

0%

33%

33%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G.その他

F.組合や理事会の運営に関して

E.ペット問題、賃貸化問題等新たに発生した
問題に関して

D.近隣問題に関して

C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して
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＜理事会存在不明（N=3）＞

●活用したい場合

＜理事会定期（N=10）＞

＜理事会不定期（N=6）＞

※理事会開催不明（N=1）、理事会存在不明（N=1）については、活用したい課題につい

て無回答だったため、グラフは省略する。

10%

30%

40%

0%

60%

60%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

G.その他

F.組合や理事会の運営に関して

E.ペット問題、賃貸化問題等新たに発生した
問題に関して

D.近隣問題に関して

C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して

17%

0%

0%

17%

50%

17%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

G.その他

F.組合や理事会の運営に関して

E.ペット問題、賃貸化問題等新たに発生した
問題に関して

D.近隣問題に関して

C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G.その他

F.組合や理事会の運営に関して

E.ペット問題、賃貸化問題等新たに発生した
問題に関して

D.近隣問題に関して

C.建替えに関して

B.長期修繕計画に関して

A.大規模修繕に関して
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３）管理組合なしのマンションの特性（参考）

本調査においては、管理組合がないマンションへのヒアリングも実施した。

ただし、実際に回答が得られたマンションが少ないこと（３件）及びヒアリングには至らず、

管理会社または分譲会社が調査票に記入し送付されたものであることから、あくまでも参考とし

て、その特性の概要を以下まとめる。

・長期修繕計画があるのは１件のみであり、他の２件は長期修繕計画が作成されていない。この

ため、修繕積立金も極めて少ない額である。また、作成している１件の作成者は分譲会社であ

る。

・また、分譲会社記入のものと思われる回答では、管理会社もいない状況であると推測される。

・また、マンション管理にあたって外部機関を活用することは、３件とも考えていないという回

答であった。
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第４章 川崎市内分譲マンション支援策の検討

１．分譲マンション管理に関して外部機関に求めるニーズの主な項目

本調査に基づき、分譲マンション管理に関して、自らの管理組合や管理会社以外の外部機関

に求めるニーズの主な項目を整理すれば、次のように要約される。

①大規模修繕に関することが最も高いニーズがあり、具体的には次のような点である

・資金的支援（補助、低利の融資、利子補給等）

・管理会社と立場の異なる専門家（マンション管理士、建築士等）のアドバイス

・適正な業者の選定方法や紹介

・成功事例等の情報提供

②上記と連動して、長期修繕計画に関することも高いニーズがある

・管理会社が作成した長期修繕計画に関する第３者としての適正な評価

・情報提供（長期修繕計画のデータベース化等）

・相談窓口の強化

・バリアフリー化に対して様々な問題を抱えているところが多い（バリアフリー化したいが構造

的、設備的に問題である、居住者のコンセンサスが得られない等）

・また、防犯に関することも高いニーズがある（特に、オートロック機能のない築年の古いマン

ション）

③管理組合や理事会の運営に関することも高いニーズがある

・高齢化の進展による今後の管理組合及び理事会運営への危機感がある。特に高齢化に伴う役

員の担い手の不足。

・マンションの維持管理が重要であることに対する住民の意識や知識が低いことへの対応。

・中小規模マンションにおける輪番制役員による負担感への対応

・居住者のマナーの不足（特に近年転居してきた居住者、賃貸化による賃貸居住者）

・住民相互のコミュニケーション不足によるコミュニティが形成されない問題

・賃貸化が進んだマンションにおける組合運営の難しさ。

・管理規約の改定への支援（特に築年の古いマンションが当初の管理規約が実状に合わなくなっ

ている）

④建替え計画に関しても潜在的なニーズがある

・やはり、資金的問題への対応

・建替えや耐震改修に対する居住者意識が低いことへの対応

・耐震診断も受けなければならないが、その後のことが不安であることが多い。

・建替えに関して、様々な障害があることが予想されているマンション（例えば、現在の床面積

を確保できない等）があり、こうした個別の問題に対する専門的相談や具体的な対応策の提

示
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２．ニーズに基づいた支援策の検討

本調査による分譲マンションの管理に関して外部機関に求める主なニーズに基づきながら、川崎

市まちづくり公社及び川崎市に対する支援策の方向を整理する。

なお、本調査は川崎市まちづくり公社が実施した調査であるが、インタビュー調査における管理

組合のニーズは、まちづくり公社へのニーズに止まらず、川崎市も含めた公的機関に対するニーズ

である。

このため、以下の検討においては、あくまでも本調査のインタビュー調査に基づきつつ、川崎市

まちづくり公社のみならず川崎市も含めた支援策の必要性を整理するものである。

ただし、ここで整理を行った施策メニューは、本調査においてその具体化の担保を検討した結果

として示すものではない。

（１）川崎市における公的な支援策の現状

第１章で整理した川崎市及び川崎市まちづくり公社が、現在実施している分譲マンションの管理

に関する支援策を改めて記述すると次の通りである。

１）川崎市における取組み

○マンション管理組合登録制度

○耐震診断事業費用助成制度

○耐震改修工事等事業助成制度

○段差解消工事等費用助成制度

○子育て等あんしんマンション認定制度

２）財団法人川崎市まちづくり公社における取組み

○ハウジングサロンにおけるマンション管理・住宅・耐震相談・資料閲覧

○マンション管理基礎セミナー

○まちづくりコンサルタント派遣

（２）分譲マンション管理に関する支援メニューの考え方

現在実施している支援策を踏まえ、本調査のインタビュー調査に基づき川崎市における分譲マン

ション管理に関する支援メニューの考え方を大きく捉えると、次の３点と考えられる。

①大規模修繕、長期修繕計画、建替え計画に関わる技術的支援の充実

②マンション管理に関する既存支援策の周知と、多様でアクセスし易い新たな情報の提供

③管理組合の役員及び住民に対するマンション管理の意識向上に向けた活動

想定される具体的な支援メニューは次の通りである。

１）大規模修繕、長期修繕計画、建替え計画に関わる技術的支援の充実

前述したように、本調査の対象マンションにおけるマンション管理に関して外部機関に求め

るニーズは、大規模修繕の技術的・資金的支援が最も多く、次いで長期修繕計画に関する支援、

さらに潜在的には建替えに関する支援であり、特に、素人では把握や判断が困難な技術的支援

（法律的支援も含む）へのニーズが高いものと捉えられる。

本来、このような問題に対しては、管理会社が主に担う領域であるが、管理会社とは立場の
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異なる第３者としての評価の必要性やマンションによっては管理会社への信頼度という面か

らも求められているものと想定される。

このため、次のように主として技術的な側面における支援メニューが想定される。

●外部の専門家による大規模修繕、長期修繕計画等に対する技術的支援の強化

・長期修繕計画、大規模修繕工事見積もり等に対する専門家によるチェックが、敷居が高く

なく、また容易に可能となる仕組みの構築。

・まちづくり公社や市役所は市北部地域の住民にとってややアクセスがしにくいことから、

それぞれの区の公共施設等において、専門家によるマンション管理出張相談会の開催。

●大規模修繕・管理に関する新たなニーズへの対応

・川崎市において実施している段差解消工事等費用助成制度の活用を始めとする既存のバリ

アフリー及び防犯対策施策のＰＲを充実するとともに、川崎市における分譲マンション管

理支援制度以外の関連既存施策（例えば、防犯灯の設置等）の周知を図る。

・現行の段差解消工事等費用助成制度とともに、バリアフリー化全般に対する技術的支援を

行う。

・防犯対策に関するノウハウや情報の提供。

●老朽マンション再生への支援の強化

・旧耐震基準マンションにおいて、耐震診断を受けた実績の割合は低く、また、今後受ける

計画の割合も低いことが本調査により明らかになった。

・このことは、旧耐震基準マンションにおける耐震性強化の必要性に対する意識が必ずしも

高くないこと、あるいは必要性を感じつつも診断後の対応が不確実であることなどによる

ものと想定される。

・このため、既存施策を活用した耐震診断を行うことの必要性をより周知するとともに、耐

震性強化のための技術的情報の提供をより強化していくことが考えられる。

・また、建替えに係わる様々な問題点・課題（例えば、建替えにより、現在の床面積を確保

できないなど）に対するきめの細かな個別アドバイス機能の充実を考える。

●マンション管理全般における公的な第三者管理機関設立に向けた検討

・本調査の対象マンションにおいては、比較的築年の古いマンションや投資用マンションな

どにおいて、管理組合の機能維持が難しいまた今後の不安等から、第三者機関による管理

へのニーズが見られた。

・今後、マンション居住者の高齢化や賃貸化が一層進展することが予想されることから、第

三者機関へのマンション管理委託ニーズが高まることが十分予想される。

・このため、国土交通省のマンション施策の答申にある「第三者管理者の活用による管理の

適正化等」に基づく、第三者機関の設立に向けた検討を進めることが必要と考えられる。

●資金的支援に対する対応

・本調査におけるインタビューにおいては、大規模修繕に関する資金的支援（例えば、横浜

市における住宅リフォーム等支援事業など）及び新たなニーズとしての防犯対策（例えば、

防犯カメラ設置とその管理費用など）やバリアフリー全般に対する資金的支援などについ

て、公的支援を望む声も多かった。

・このため、財源的な手当を前提に、その必要性について考えていくことが望まれる。
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２）マンション管理に関する既存支援策の周知と、多様でアクセスしやすい新たな情報の提供

現在、まちづくり公社においては、マンション管理基礎セミナーなどにおいて様々なマンシ

ョン管理に関する情報を提供しているものの、本調査結果においては、その認知度は必ずしも

高くない（特に、築年の浅いマンションほど）。

このため、まずは既存の公社や市における施策をより分かり易く情報伝達する工夫を講じる

必要がある。

また、一方で、本調査結果を踏まえて、マンション管理に関するより多様で分かり易い新た

な情報提供を行うことを検討することが必要と考えられる。

●多様なメディアを活用した、マンション管理に関する情報提供の強化

・インターネットを活用したマンション管理のＱandＡやまちづくり公社が実施している管

理相談のデータベース化等の情報提供の強化。

・川崎市のホームページにおいて、分譲マンション管理に対する支援策のみならず、住宅に

関する支援策の全体が一覧できるように工夫する。

・まちづくり公社のホームページに、国土交通省における分譲マンション管理支援施策（マ

ンション管理標準指針、長期修繕計画標準様式、同計画作成ガイドライン、マンション耐

震化マニュアル等）や（財）マンション管理センター（マンション管理サポートセンター、

マンションみらいネット等）へのリンクの設定。

・丈夫で美しく長く使うマンション管理の手引き書の作成と配布（横浜市「団地の長寿命化・

再生の手引き」）。

・現行の「マンション管理組合登録制度」は、分譲マンション管理の情報提供及び情報交換

の目的で設置されていることから、この制度への登録を促進し、一層の普及を図る。

・管理組合相互の情報交換も有意義であることから、管理組合の取組み事例の紹介を図る。

・情報提供をするばかりでなく、市及び公社が分譲マンションの情報をしっかり持っている

ことも重要であることから、過年度調査による市内分譲マンションデータベースの定期的

更新を進める。

●管理に対して創意工夫を行ったマンションの情報提供

・本調査のインタビューでは、大規模修繕の成功例や優良な管理を実施している管理組合に

関する情報提供を望む声が多かった。

・こうした、管理組合同士の情報交換や管理事例の情報提供は適切なマンション管理を推進

するうえで、重要な要素と考えられる。

・このため、管理に対して創意工夫を行った大規模修繕の実施例（例えば、コンペによりコ

ンサルタントを担う設計事務所を選定し、その助言指導もとに取組んだ例）などの事例を

収集し、その提供を進める。

●管理組合が存在しない分譲マンションの管理問題への対応

・第３章において述べたように、本調査において、サンプル数は少ないものの管理組合がな

い分譲マンションへの調査も実施した。

・これらのマンションにおいては、長期修繕計画が作成されていない、修繕積立金の額が少

ないなど、今後のマンション管理に支障を来す問題を抱えていることが明らかになった。

・このため、これらの管理組合のない分譲マンションの区分所有者がマンション管理の重要

性を認識し、管理組合を立ち上げるための情報提供等の支援を検討することが必要である。
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３）管理組合の役員及び住民に対するマンション管理の意識向上に向けた活動

本調査においては主として管理組合の理事長にヒアリングを行ったが、マンションによって

は、住民や管理組合の役員がマンション管理に対しての意識や知識が低いことを問題としてい

ることが多かった。

区分所有法との関連で、分譲マンションの管理の良し悪しの原点は、居住しているそれぞれ

の住民の意識によるものと言えよう。

また、賃貸化が進行しているマンションの管理意識の低下も問題とされた。

このため、今後管理組合の役員及び住民に対する管理意識の向上策を検討していくことが重

要である。

・管理意識は、ある程度そのマンションのコミュニティ意識と比例するものと考えられるこ

とから、コミュニティ形成に関するアドバイス。

・マンション管理に関する事例情報の提供。

・役員等に対するセミナーの強化。

・啓発用パンフレットの作成と配布。
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