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東京におけるマンションの
適正な管理の促進に向けた取組

都条例に基づく
管理状況届出制度の実施状況等について

東京都

　東京都では、都民の主要な居住形態として広く普及
している分譲マンションの適正な管理を促進するため、
管理状況の届出義務などを規定した「東京におけるマ
ンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31
（2019）年３月に制定しました。令和２年４月から管理
状況の届出を開始しており、昨年の夏号で紹介させてい
ただいたところです。
　届出制度の開始から１年が経過したところであり、本
号では、その実施状況についてご紹介します。

はじめに

東京都　住宅政策本部　住宅企画部　マンション課

　届出の対象となるマンションは、昭和58（1983）年
12月31日以前に新築されたもののうち、６戸以上のも
のです。令和３年３月31日現在で、対象マンション約
12,400棟について、届出数は約8,500件、届出率は約
68％となっています。オンラインによる届出も可能で、
届出のうち約４割がオンラインによるものです。
　届出制度の実施にあたっては、案内が届かず返送と
なったマンションも多数あり、これらについては、一般
社団法人東京都マンション管理士会に依頼して個別訪問
を実施し、届出制度を御案内しました。
　また、鉄道・バスなど交通機関での広告による届出制

届出状況

度の再周知や、届出受理の事務を担う区市町村による未
届のマンションへの督促も実施しています。

（必須７項目の回答状況）
　届出では、管理不全を予防するための必須事項として、
次の７項目の有無を回答いただきます。

① 管理組合
② 管理者等
③ 管理規約
④ 総会開催（年１回以上）
⑤ 管理費
⑥ 修繕積立金
⑦ 修繕の計画的な実施（大規模な修繕工事）

　いずれかを「ない・いない」と回答したマンション
（以下「管理不全の兆候があるマンション」という。）は、
約14％（約1,230棟）でした。
　回答内容を細かく見ていくと、「修繕積立金」、「修繕
の計画的な実施」について「ない」マンションが、相対
的に多く存在しています（図1参照）。
　管理組合による自主的な管理の適正化に向けて、この
ように把握したマンションの課題に応じ、専門家等によ
る支援が必要であると考えています。

届出内容の分析
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（耐震化の状況）
　届出事項には、必須７項目のほか、適正な維持管理に
関する事項として「長期修繕計画」の有無や、「耐震化
の状況」などの項目があります。耐震診断の実施状況に
ついては次のとおりです。

　大地震に備えるため、耐震性不足マンションの解消は
喫緊の課題ですが、耐震診断が未実施のマンションも未
だ多数存在します。届出で把握した情報も活用して、マ
ンションごとの状況に応じたメリハリのある働きかけや
助言等が必要であると考えています。

　また、必須７項目の「なし」の項目別棟数は、次のと
おりです。

　「ない・いない」と回答した項目が多いほど、マンショ
ンの維持管理が適切に行われていない可能性が高くなり
ます。こうしたマンションには、より踏み込んだ支援が
必要です。

【図１】管理不全の兆候ありのマンション（約1,230棟）
における修繕積立金や修繕の計画的な実施の有無

【図2】必須７項目、項目別棟数

【図3】旧耐震基準マンションの耐震診断の実施状況
（新築年月日1981年５月31日以前のマンションを集計）

修繕積立金の有無

修繕の計画的な実施

管理適正化に向けた
その他の取組について

　届出制度のほか、都では、管理組合の皆様が自主的に
適正な管理を行えるよう、様々な取組を行っています。

（１）東京都マンションポータルサイト
　マンションの管理・再生に関するセミナー動画やガイ
ドブック、手続の流れや窓口の連絡先等の各種情報を分
かりやすくまとめて発信しています。

（２）分譲マンション総合相談窓口
　分譲マンションの管理や建替え、改修に関する様々な
ご相談に無料対応する窓口を設けています。対面や電話、
FAXだけではなく、今年４月から「Zoom」を利用し
たWEB相談も可能になりました。

（３）マンション管理ガイドブック
　マンションの管理の主体である管理組合が取り組むべ
き事項を記載するとともに、マンション管理士や管理業
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者、分譲事業者といった方々が、業務を進める上で実施
することが望ましい事項等をまとめています。

（４）マンションアドバイザー派遣
　マンション管理士、建築士、再開発プランナー等の専
門家が現地をお伺いし、管理組合等の皆様に、マンショ
ンの良好な維持管理や建替え、改修に向けたアドバイス
を行います（届出済の管理組合は、管理状況により無料
です。）。

（５）マンション適正管理啓発隊
　都・区市の職員及びマンション管理士の三者で管理不
全の兆候があるマンション等を個別に訪問し、状況に応
じてマンション管理に役立つ情報をお伝えします。

　こうした取組を通じ、管理組合等の皆様の適正管理に
向けた意識の醸成を図っています。

おわりに

　届出制度により管理状況の把握を引き続き進めていく
とともに、把握した情報等を基にマンションへの必要な

助言・支援等につなげていくことが重要です。また、未
届のマンションについても、状況把握等を着実に進めて
いく必要があります。
　今後、区市町村や、マンション管理士・建築士等専門
家の方々のご協力も頂きながら、届出制度を活用した助
言・支援等を通じて、良好なマンションストックの形成
に向けて取り組んでまいります。

お済みですか？
分譲マンション　管理状況の届出

東京都のマンション施策についてはこちらから

　東京都においては、昭和58（1983）年12月
31日以前に新築されたマンションのうち、６戸
以上のものは、要届出マンションとして、管理
状況の届出が義務付けられています。
　届出がお済みでないマンションは、速やかに
届出をお願いいたします。
　届出方法の詳細のほか、マンション管理のご
相談は、分譲マンション総合相談窓口へお問合
せください（☎03-6427-4900）。

東京都マンションポータルサイト

新宿区のマンション施策について

　新宿区内には、３階建て以上で２人以上の区分所有者
が住む分譲マンションが2,800棟近くあり、居住形態の
約85％が共同住宅で占められています。また、ここ15年
の中では、6階建て以上の割合が増加し、特に20階建て

以上のタワーマンションは、区内に40棟を超えるなど、
住宅の高層化が進んでいます。　
　一方で、区内の分譲マンションの建築年数においては、
昭和55（1980）年前後に竣工したマンションが約３分
の１を占め、建物の老朽化や区分所有者の高齢化が進み
マンションの適正な維持管理への支援が急務となってい
ます。

新宿区の状況
～居住形態の85％が共同住宅～

新宿区役所　都市計画部　住宅課長

小谷 武彦（こたに たけひこ）

1991年日本大学理工学部交通土木工学科卒、同年新宿区入区、土木計画課、土木工
事事務所、みどり公園課、2017年港区土木課長を経て2018年より現職
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　建物の老朽化に対しては、補修や場合によっては建替
えなど対処方法があります。しかしながら、区分所有者
の高齢化や住戸の賃貸化に伴う所有者の不在など、管理
組合が適正に機能していない、いわゆる管理組合の弱体
化したマンションが増えており、最大の課題と捉えてい
ます。　
　管理組合の弱体化は、理事会や総会の開催がままなら
ず、しいては組合の意思決定ができなくなるばかりか、
修繕積立はもちろんのこと必要な修繕が滞ってしまう恐
れがあります。
　また、東日本大震災や熊本地震などの従来の想定には
収まらない大災害が発生した場合には、防災の備えにも
支障をきたします。区が平成28（2016）年に実施した
マンション実態調査では、分譲・賃貸マンションともに
８割以上のマンションで災害マニュアルの作成及び周知
がされていないことが判明し、マンション防災の遅れが
浮き彫りとなりました。　
　適正に管理されていないマンションが増えることで、
建物の劣化による周辺への影響や災害時における防災上
の危険など、周辺の住環境に与える影響も大きいことか
ら、分譲マンションの適正な維持管理や修繕計画等に関
する管理組合への支援を充実していくことが必要と考え
ています。

マンションの抱える課題
～区分所有者の高齢化による管理組合の弱体化～

（１）マンション管理相談
　区内にあるマンションの管理組合役員・区分所有者の
方などを対象に、管理組合の運営やマンションの維持管
理などについて区が委嘱したマンション管理士や一級建
築士、弁護士などの資格を持つマンション管理相談員が
相談を行い、年間40件ほどの相談が寄せられています。

（２）マンション管理相談員派遣
　区内にあるマンションの管理組合などを対象に、総会・
理事会・各種専門委員会など区分所有者の集まる場など
へ、マンション管理相談員を無料で派遣し、年間20件
ほどの相談を行っています。

（３）マンション管理セミナー
　管理組合員を対象に、日頃から寄せられる管理組合が
抱える相談に対する解決に寄与できるテーマをマンショ
ン管理相談員とともに決め、年２回セミナーを開催して
います。最近では、「マンションの「終活」を考える～終
わりあるマンションの行方～」、「マンション管理委託契
約のポイント～管理組合と管理会社の関係～」、「これか
らのマンションのあり方と地域コミュニティ」をテーマ
とし毎回50名近くの参加がありました。

（４）マンション管理組合交流会
　区内分譲マンションの管理組合役員や区分所有者が、
マンションをめぐる諸問題についてマンション管理相談
員を交えながらテーマ別に討議し、参加者全体で情報・
意見交換を行い、相互交流できる場としての交流会を年
２回開催しています。
　これらの区が行っているマンション施策は、マンショ
ン管理士、建築士、弁護士など様々な資格を持ち、マン
ション管理の最前線で活躍されているマンション管理相
談員のお力をいただきながら実施しています。

新宿区のマンション施策

今後について
～求められるマンション支援とは～

　ご存じのとおり、昨年４月より都の管理状況届出制度
が開始され、区内では対象となるマンションが約900棟
あり、順次届出書の提出がなされています。管理組合が
ないと記載されたマンションもあり、今後行われる現地
及び役員へのヒアリング調査で実態が明らかになってい
きます。
　こうしたマンションへの支援には、これまでの相談業
務だけでは立ち行くことができないと考えており、現在、
東京都とも協議しているところです。
　また、国は、地方自治体が管理推進計画を策定できる
よう法改正を行い、今後国が示す管理指針に注目してい
るところです。
　いずれにしましても、国や都の施策も重要と捉えてお
りますが、区としても相談業務だけではなく、管理組合
の立ち上げ、管理規約作成、長期修繕計画の作成等の実
務業務の支援が必要と考え調査研究を行っているところ
です。また、昨年度には、タワーマンション実態調査を
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地域業務第一部
地域連携グループ

東京都、山梨県、沖縄県を
サポートしています。

住宅金融支援機構支店等紹介

行いましたが、一般の分譲マンション同様に、役員のな
り手不足への懸念は共通の課題であることが分かりまし
た。現在は何事もなく適正な管理運営ができていても、
将来への保証は何一つありません。このため、第三者理
事などの区内において登録バンク制度を立ち上げるなど

のサポートも必要ではないかと考え、支援同様に調査研
究しているところです。
　最後に、区のマンション施策に関しましては、区のマ
ンション管理相談員をはじめ、国や都の関係者の皆様に
紙面をお借りしてお礼申し上げます。

地域業務第一部地域連携グループの紹介

地域業務第一部地域連携グループの取組
〈マンション再生〉
　東京都におけるマンションは、都内世帯の約４分の１が居住する主要な居
住形態と言われており、高経年マンションも数多く存在します。令和２年度
においては、マンション・まちづくり支援部（旧まちづくり業務部）と協働で23区のマンション担当部署を訪
問し、各区のマンション管理の現状や課題のヒアリングやマンションライフサイクルシミュレーションの周知
等を実施しました。令和３年度はその課題解決に向けて一歩でも踏み出せるような支援を行っていく予定です。
〈多様な地域連携〉
　山梨県においては子育て、移住定住関係、東京都においては防災・減災関係等、多様な政策分野での地域連
携関係を公共団体と構築しています。住宅政策で困ったときに相談していただける存在になることを目指して
連携深化に取り組んでいます。

　地域業務第一部地域連携グループは、コロナ禍の中、テレワークを活用しながら担当地域（東京都、山梨県、
沖縄県）の課題解決に向けて取り組んでいます。
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