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■ 総合的な情報 
 
（1）マンション管理・再生ポータルサイト      ＜国土交通省＞ 

https://2021mansionkan-web.com/ 

マンション管理やマンション再生に関するお役立ち情報などがまとめられたポータルサイト。
マンション管理関係資料のダウンロードや、関係法令改正・マンション管理に関する動画が視
聴可能。 
 

（2）マンション管理について            ＜国土交通省＞ 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 号）をはじめとした政
省令、マンション標準管理規約、各種ガイドラインやリーフレットを掲載している。 
 
 

■ 国・地方公共団体等の助成制度 
 
（3）地方公共団体の補助制度   ＜（公財）マンション管理センター＞ 

https://www.mankan.or.jp/08_reformloan/publicsupport.html 

全国の都道府県・政令指定都市等が実施している、マンションの大規模修繕等に対する補助制
度を紹介しているサイト。 
 

（4）マンションストック長寿命化等モデル事業    ＜国土交通省＞ 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000037.html 

マンションの長寿命化に向けた事業前の立ち上げ準備と工事実施に対する補助事業。 
 

（5）優良建築物等整備事業（既存ストック再生型）  ＜国土交通省＞ 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000080.html 

老朽化したマンション等において、一定のバリアフリー改修、省エネ改修等を行う事業に対す
る補助制度。 
 

（6）マンション共用部分リフォーム融資  ＜（独）住宅金融支援機構＞ 
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/mansionreform/index.html 

マンション共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事を行う際に工事費用を住宅金融支援機構
が融資する制度。  
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（7）マンションすまい･る債       ＜（独）住宅金融支援機構＞ 
https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile/index.html 

大規模修繕工事に向けて最大 10 年間積み立てられる、マンション管理組合のための債券。 
 
 

■ 長期修繕計画・修繕積立金に関するガイドライン 
 
（8）長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント 

（令和 3 年 9 月改訂）             ＜国土交通省＞ 
https://www.mlit.go.jp/common/001172730.pdf 

長期修繕計画及び修繕積立金額の設定等について区分所有者間で合意形成を行いやすくするた
め、長期修繕計画を作成・見直しするための基本的な考え方と長期修繕計画標準様式を使用し
ての作成方法が示されている。 
 

（9）マンション修繕積立金に関するガイドライン 
（令和 3 年 9 月改訂）             ＜国土交通省＞ 

https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf 

修繕積立金に関する理解を深め、修繕積立金の額の水準について判断する際の参考資料として、
マンション管理組合や購入予定者向けに修繕積立金に関する基本的な知識や、修繕積立金の額
の目安が示されている。 
 

（10）マンションライフサイクルシミュレーション 
＜（独）住宅金融支援機構＞ 

https://www.jhf.go.jp/simulation_loan/m-simulation/index.html 

建物規模、築年数などに応じたマンションの「平均的な大規模修繕工事費用」、今後 40 年間の
「修繕積立金の負担額」「修繕積立金会計の収支」などが試算可能。 
 

（11）長期修繕計画作成・修繕積立金算出サービス 
＜（公財）マンション管理センター＞ 

https://www.mankan.or.jp/07_skillsupport/skillsupport.html 

管理組合から提出されたデータを基に、標準様式に沿った概略の長期修繕計画の作成とこれに
基づく修繕積立金の額を算定するサービス 
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●「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」平成 16 年 6 月発行、平成 22 年 7 月改
訂、令和 3 年９月改訂 国土交通省 

●「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」令和 3 年 9 月改訂 国
土交通省 

●「マンション修繕積立金に関するガイドライン」令和 3 年 9 月改訂 国土交通省 

●「マンションリフォームの年代分析（共用部分修繕編）」2021 年 6 月 一般社団法人マンション
リフォーム推進協議会 

●「平成 30 年度マンション総合調査」平成 31 年 4 月 国土交通省 
 
 

●「建物の長期耐用化を考える～既存集合住宅の老朽度判定技術」平成 15 年 3 月 国立研究開発法
人建築研究所 

●「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 資料」平成 24 年 2 月・平
成 24 年 4 月 国土交通省 

●「地域安心居住機能の戦略的ストックマネジメント技術の開発（国総研プロジェクト研究報告第 62
号）」平成 31 年 1 月 国土交通省 国土技術政策総合研究所 

●「マンション設備改修工事チェックポイントマニュアル」平成 22 年 12 月 一般社団法人マンシ
ョン計画修繕施工協会 

● 一般社団法人マンション管理業協会ホームページ 

● 一般社団法人マンションリフォーム推進協議会ホームページ 
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