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　本誌の特集の内容については、2022年11月19日～23日に開催された2022（秋）朝日マン
ション管理セミナー（主催：朝日新聞社メディアビジネス局、協賛：住宅金融支援機構）にお
いても同様の内容の講演を行っており、その講演の動画が2023年3月31日まで無料でご覧いた
だけます。本誌に寄稿いただいた内容を理解するのに役に立つ内容となっておりますので、是
非下記URLよりご覧ください。
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住宅金融支援機構債券（マンション債券）積立制度（愛称：「マンションすまい・る債」）をご利用
いただき、誠にありがとうございます。
このたび、「住宅金融支援機構マンション情報BOX」2022年秋冬号を発刊いたしましたのでお届

けいたします。
この「住宅金融支援機構マンション情報BOX」は、マンションすまい・る債を積立ていただいて

いるマンション管理組合さまへマンション管理・再生に関する有益な情報が掲載された情報誌として
お届けしています。
今号の特集は、「マンション管理のいろは～知っておきたいマンション管理の基礎知識～」をテー

マとしています。
今回の特集では、管理組合や区分所有者の方々が共有しておきたい基礎知識や、これからのマンシ

ョン管理や大規模修繕への備えなどについてご寄稿いただいております。
今回のマンション情報BOXにより、管理組合の皆様における同制度の理解の一助となれば幸いです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

マンションに居住している皆さまが、安全・安心な暮らしをしていくためにはマンションの適正な
維持・管理に努め、安全対策を進めていくことが重要であり、その一つとして、計画的な修繕等が不
可欠となります。今号が、お住まいのマンションの適正な維持管理や長く快適に住まい続けたいとお
考えの管理組合さまのご検討などにお役に立てば幸いです。
「マンションすまい・る債」は、修繕積立金の計画的な積立てや適正な管理をサポートするため、
当機構が発行する債券です。
今後も「マンションすまい・る債」のご利用をよろしくお願い申し上げます。

� 2 0 2 2 年 1 1 月
住宅金融支援機構

❖ は じ め に ❖

～　お　知　ら　せ　２　～

　今号掲載の「住宅金融支援機構マンション情報BOX」の特集記事等については、当機構ホー
ムページ内の「マンションすまい・る債」ページにおいて、掲載いたしますので、管理組合の皆
さまに共有いただき、ご覧いただければと思います。
　なお、過去発行号の特集記事につきましても掲載しておりますので、併せてご覧いただければ
と思います。詳しくは、下記URLよりご覧ください。

https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile/joho/johobox.html

～　お　知　ら　せ　１　～

　本誌の特集の内容については、2022年11月19日～23日に開催された2022（秋）朝日マン
ション管理セミナー（主催：朝日新聞社メディアビジネス局、協賛：住宅金融支援機構）にお
いても同様の内容の講演を行っており、その講演の動画が2023年3月31日まで無料でご覧いた
だけます。本誌に寄稿いただいた内容を理解するのに役に立つ内容となっておりますので、是
非下記URLよりご覧ください。

https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile/joho/asahi_seminar.html
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1．管理組合会計の収支逼迫問題について
食料品から光熱費まで、世界各国で物価高が深

刻化しています。ただでさえ食料品などの物価上
昇、電気代などの公共料金の値上げで家計が苦し
いなか、まもなく値上げラッシュになりそうな「固
定費」があります。それは隠れ固定費ともいわれ
るマンションの管理費です。
区分所有者にとって、毎月の固定費となる管理

費も値上がれば、家計に大打撃を与えかねません。
都内の分譲マンションに住む主婦Aさんはいいま
す。
「春ぐらいから、食料品などの価格が上がってき
て、クーポンやポイント、見切り品や半額セール、
まとめ買いなどで工夫していますが、ここにきて
マンションの管理費まで大幅に上げられたら、も
う何を切り詰めていいのかわかりません…。」
管理費値上げ予想の背景は何なのでしょうか。

（１）マンションの管理費等とは

マンションの管理費等といえば、管理費と修繕
積立金の総称ですが、一般的に「管理費」は、消
費税増税や大幅な仕様変更などを除いては、あま
り値上げされる機会は少ないものです。管理費と
一緒にされがちですが、値上げが段階的に起こる
のは、大規模修繕工事などに使われる修繕積立金
の方です。
管理費は、マンション全体の維持管理に係る経

費に使われます。具体的にいえば、共用部分の電
気代、通信費その他の事務費、管理員の人件費、
清掃費やごみ処理費、共用部分等に係る火災保険
料や地震保険料などです。
修繕積立金に至っては、人件費や建築費など工

事費の高騰に伴い、軒並み値上げや工事実施時期

をあと倒しするなどの措置がとられています。
そもそもマンションの管理組合の会計は、必ず

総会で承認された予算に基づいて支出がされる「予
算準拠主義」です。具体的にいうと、決算理事会
などで収支予算案を作成し、総会において承認さ
れた予算を基準にして、収入と支出を管理しなが
ら運営していくことになります。それは、マンシ
ョンの維持管理を〝最小限の費用〟で「最大限の
効果を得る」のが目的だからです。

（２）�値上がりが続く電気料金、人件費、機械式駐
車場の維持費など

本来、あまり見直しされることのない管理費（管
理費会計）ですが、値上げのきっかけになりそう
な経費（支出）の一つとして電気代があります。
日本の電気料金は、燃料価格の変動に応じて変

わる、「燃料費調整制度」で計算されており、燃料
価格が高くなると、それにあわせて電気料金も上
がる仕組みとなっています。この燃料価格高騰の
原因は、いま世界的に、コロナ禍からの景気回復
によるエネルギー需要の増加に加え、ロシアのウ
クライナ侵攻で、特に天然ガスが不足しているこ
とです。さらに石炭や石油も高騰し、発電量のお
よそ8割を火力発電が占める日本の電力会社では、
燃料費が増加。円安も重なるなどして、高騰に拍
車がかかっているためです。つまり、燃料価格が
高くなると、併せて電気料金も上がる仕組みで、
私たちが払う電気代も高くなるのです。それでは
実際、消費者にとって電気料金の値上りはどれく
らいなのでしょうか。
たとえば、東京電力エナジーパートナーが、公式

ホームページで公表している「燃料費調整のお知ら
せ」によると、2022年9月の電気料金は9,126円（平
均モデル：従量電灯B・30A契約、使用電力量：

管理組合の運営に関する最近の課題について

マンショントレンド評論家　日下部　理絵

特集１
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特集１　管理組合の運営に関する最近の課題について

260kWh、口座振替の場合）。1年前、2021年9月の
7,098円と比べると、月額2,000円以上も高くなって

います。8月に至っては9,118円で、2021年8月の6,960
円と比べて31％（2,158円）も上昇しているのです。

2022年5月 6月 7月 8月 9月

8,505円 8,565円 8,871円 9,118円 9,126円

2021年5月 6月 7月 8月 9月

6,822円 6,913円 6,973円 6,960円 7,098円

出典：�東京電力エナジーパートナー燃料費調整のお知らせ�
（2021年5月～9月分、2022年5月～9月分）より筆者作成

表１　電気料金の比較

この平均モデルの「260kwh（㌔㍗時）」を電気
使用料としている層は決して多くはありません。�
4人家族やオール電化マンションならもっと使用し
ているケースが大半でしょう。しかも、燃料費の
上昇分を料金に上乗せできる燃料費調整制度が、
現行基準になった2009年以降、初めて上限に達し
たことを受けて、電気料金の抜本的な値上げも検
討されているのです。調整の上限を超えた燃料費
の価格は電力会社の負担となるため、経営圧迫の
要因を回避するためです。さらにガス料金の値上
げも起こっており、公共料金の値上げはまだまだ
続きそうです。
マンションの共用部分では、エレベーターのほ

か、給排水ポンプ、機械式駐車場、エントランス
の照明など、様々な場所で電気使用が必要です。
実際に埼玉県にあるファミリー向けのBマンション
（48戸・機械式駐車場26台・エレベーター1台）の
共用部分の月額の平均電気料金をみると、2021年5
月～8月に約9万円だったのが、2022年5月～8月で
は、約10万8,000円と1.2倍に上昇しています。
他の経費（支出）においても、注意文や掲示な

どに使うコピー用紙や文房具類、共用部分の蛍光
灯や電球類、洗剤類などが値上がりし、チリツモ
ではありますが、管理費会計にじわりじわりと影
響が出始めているマンションが多いのです。都内
分譲マンションの理事長Cさんはこう話します。

「先日、開催された理事会で管理会社のフロント
担当者から、修繕積立金ではなく〝管理費の値上
げ〟を提案された時は驚きました。『黒字に見える
けど』と言ったら、『いまは黒字ですが、それは余

剰金に食い込んでいて、単年度で見ると赤字です』
といわれ……いま理事会で値上げを検討中です。」

どういうことでしょうか。Cさんのマンションの
ように、管理費会計は、余剰金がある管理組合が
多いものです。しかし、一見黒字に見えても、単
年度で収入と支出を比べて、収支が赤字の場合、
余剰金を食い潰しており、そのままの状態が続く
と数年先には、赤字決算に転落します。先述した
ように管理組合の会計は、必ず総会で承認された
予算に基づいて支出がされる「予算準拠主義」です。
表現は悪いですが、〝毎年収支トントン〟というの
が美しい姿で、会計収支の悪化は見えづらいもの
です。
さらにこの背景には、値上げが繰り返されるマ

ンション総合保険の保険料や地震保険料のほか、
最低賃金の改定に伴い、最低賃金に近い管理員や
清掃員の人件費の幾度もの見直しなどによる影響
も大きいといえます。
たとえば、東京にある単棟型のマンションDでざ

っくり人件費を試算してみましょう。管理員1名が、
「最低賃金時給1,072円（2022年度）、平日午前9時～
午後5時（休憩1時間除く）、週5回」で働いていると
する。すると、1日あたり1,072円×7時間＝7,504円。
1ヶ月20日働いたとして15万80円。今から5年前の
2017年度と比べると、当時の最低賃金時給は958円
なので1日あたり958円×7時間＝6,706円、1ヶ月13
万4,120円。つまり、月額差1万5,960円、年間だと19
万1,520円も違うのです。ざっくり言えば、年間1ヶ
月分以上の給料が増え、5年前でいう13.4ヶ月分を
負担していることになります（表2参照）。
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実際に最低賃金の引上げの影響により、ここ5年
ほどで数回程度、管理会社に支払う管理委託費（管
理員の人件費は管理委託費に含まれることが多い）
を値上げしたというのはよく聞く話です。
こうした保険料や人件費増、消耗品の影響が出て

いたにも関わらず、余剰金や費用削減などで値上げ
せず耐えしのいでいた管理組合にとって、電気代の
大幅値上げは、「管理費値上げ」の引き金のような
存在といえます。特にタワーマンションなどに多い
内廊下（廊下に冷暖房が必要）やオール電化マンシ
ョンの場合、一般的なマンションに比べて影響は避
けられないでしょう。

さらにネックなのが、機械式駐車場の維持費です。
ガソリン代の高騰やシェアカーの浸透で、マイカー
を持つ家庭が減っており、駐車場にも空きが目立っ
ています。その結果、駐車場の使用料が思うように
集まらなくなり、管理組合の会計を圧迫しているの
です。
たとえば、1住戸1台の駐車場が確保されている50

戸のマンションEがあり、現在50台中10台が空いて
いる（月額使用料は1台1万円）と仮定します。表３
のように満車と10台の空きでは、年間120万円もの
差が出ます。

東京の最低賃金 1日勤務 １ヶ月勤務

2022年（令和4年）度 時給1,072円
1日1,072円×7時間

=7,504円
7,504円×20日
=月額150,080円

2017年（平成29年）度 時給958円
1日958円×7時間

=6,706円
6,706円×20日
=134,120円

⇒月額1万5,960円の差、年間だと19万1,520円も違う！

満車（50台中50台契約）の場合 10台空き（50台中40台契約）の場合

月額 １万円×50台＝50万円 月額 １万円×40台＝40万円

年間 50万円×12ヶ月＝600万円 年間 40万円×12ヶ月＝480万円

（出所）筆者作成

表２　最低賃金引上げに伴う人件費差／マンションD

表３　駐車場使用台数による収入差

120万円
もの差！

この120万円を、ざっくり50戸で割ると戸当り2万
4,000円を負担しなければならない計算になります。
特に駐車場使用料を管理費会計の収入にしているマ
ンションでは、収入減と維持費を補填するため大幅
値上げを避けられないでしょう。つまり、機械式駐
車場があるマンションでは、空き駐車場によって使
用料収入が得られないにも関わらず、維持費という
支出を伴うダブルパンチなのです。

（３）�管理費会計・修繕積立金会計の収支状況をチ
ェック

このままでは管理費の値上げが家計に大打撃を
与えかねません。ではどうすればいいのでしょうか。
そもそも管理費が隠れ固定費ともいわれるゆえ

んは、管理組合活動への無関心のほか、電気代な

どの公共料金、携帯電話代などと比べると何に使
われているかわかりにくい点、算定数字の根拠が
見えにくい点があげられます。そのため、サイレ
ントキラーのように突然顕著化しがちなのです。
また算定根拠については、マンションの規模や

戸数、設備内容などによって違い、一般的に大規
模マンションで過剰設備ではないマンションほど
戸当り負担が少ないとされます。いっぽうで小規
模マンションにも関わらず、管理員などが複数勤
務、維持費がかかる設備などがあるマンションで
は負担が大きいとされます。
まずは、管理組合の管理費会計・修繕積立金会

計が何に使われているのか、収支状況はどうか把
握することをおすすめします。管理費会計で複数
年度の余剰金残高を比較して大幅に金額が減って
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いるなら、単年度で赤字決算の可能性があります。
管理費会計・修繕積立金会計の収支状況は、毎

年の総会のご案内（議案書）の議題で確認でき、
詳細は管理会社や会計担当理事に訊ねることで確
認できます。

（４）�資産価値・居住価値を低下させない削減方法
～電気代削減法～

費用対効果を検討しつつマンションの規模や特
性に合う削減方法で、値上げをできる限り回避す
るのも一つの手です。たとえば、保険を5年など長
期契約にする、管理員や清掃員の勤務時間を業務
に支障がない範囲で短縮するなどが考えられます。
また照明灯の一部を間引いたり、電子ブレーカー
の導入やLED照明への切り替えなどで共用部分の
電気料金を削減する方法もあります。
ここでは共用部分の電気料を減らし、管理組合

の電気代を削減する、具体的な方法を５つご紹介
します。

①料金プランの見直し
�　まず実行しやすい方法として、今の電力会社
に試算してもらい料金プランを変更するという
方法があります。試算すると管理組合として多
く使用している時間帯とプランがあっていない
ことがあり、値下げにつながることがあります。

②消費電力量を減らす
�　次に、快適なマンションライフに影響が出な
い範囲でと前置きしたうえで、照明灯の一部を
間引いたり、タイマーの設定等で点灯時間を短
縮する方法があります。終電時間にあわせて夜
12時や1時以降の共用部分の一部点灯を消灯。設
備点検を担う業者に伝えると定期点検の際にタ
イマー設定を変更してくれます。

③新電力へ切り替える
�　初期費用がかからず料金単価を下げられる方
法として、地域電力会社から新電力へ切り替える
という方法もあります。2016年4月以降、電力の
自由化によって、異業種を含めて多くの企業が市
場参入するなど競争が激化しています。どの新電
力にするか悩んだ場合は、相見積りをすると良い
でしょう。マンションによっては新電力のなかで
も10%程度の差が出たという事例もあります。

④電子ブレーカーの導入
�　基本料金を下げる方法としておすすめなのが、
電子ブレーカーの導入です。共用部分の受電契
約は、原則として「動力」と「電灯」の2系統に
分かれています。「動力」については、共用部分
の各設備のモーター容量の合計（kW）を契約容
量としていることが一般的で、稼働状況や使用
電力に関係なく最大電力値での契約（＝負荷設
備契約）となっていることが多いです。ただし、
工場などと違い、マンション共用部分の設備で、
常時稼働しているのはごく一部に限られます。

�　そのため、実際の設備稼働の際にブレーカー
に流れる電流をもとに使用電力を決定し、ピー
ク時の電力は使わないという契約（＝主開閉器
契約）に変更することによって、毎月の基本料
金を引き下げることができます。
�　この契約形態に変更するためには、設備が稼
働する際の電流値と時間を測定する「電子ブレ
ーカー」を新たに設置する必要があります。電
子ブレーカーの設置は30万～50万円程度が相場
とされ、この費用はおおよそ数年程度で元がと
れます。
�　特に複数台のエレベーターや機械式駐車場が
あるなど動力設備が多いマンションでは削減効
果が大きいとされ、検討の余地は大いにありま
す。ただし、電子ブレーカーが設置できるのは、
低圧受電（低圧電力）のマンションに限られる
点には注意が必要です。
（※）�低圧電力とは、小規模な工場や事務所、マ

ンションなど、電力使用規模が比較的小さ
い施設が対象の電力契約です。具体的には、
契約電力が50kW未満の施設を指します。

⑤LED化にする
�　LED化には、初期費用がかかるため、ためら
う管理組合も多いですが、初期費用は電気料金
の削減効果によって、おおよそ5年程度で回収で
きるとされます。
�　またLED化するために、照明器具の交換は必
須と思われがちですが、天井で多く使用されて
いる直管式の蛍光灯の場合、LED化で不要にな
る安定器にバイパスする配線工事を行えば器具
を交換する必要もありません。
�　特にダウンライトに使われるハロゲンランプ
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や、外構部に使われるハイビームランプなどは
LED電球に切り替えると消費電力が90％も減る
ため、初期費用はおおよそ1年以内に回収できま
す。
�　しかも、LED電球の平均寿命は白熱電球より
も長く、半日点灯なら約10年も持つとされます。
そのため、費用や管球類の交換の手間暇も節約
できるのです。
�　目安として築20年以上のマンションではLED
化されていないことが多いです。LED化は省エ
ネにもつながり環境にも優しいものです。
�　いずれの方法も重複して組み合わせることも
可能です。これを機に検討してみてはいかがで
しょうか。
�　10月には、電気料金の再値上げのほか、最低
賃金の過去最高の引き上げ（東京都では時給
1,072円）に伴う人件費の上昇、マンション総合
保険や地震保険料が大幅値上げされました。
�　まだ対策していないなら、管理組合会計の収
支状況をよく把握し、マンションの規模や特性
にあう削減方法をおすすめします。対策するこ
とで管理費の値上げを防ぐことができるかもし
れません。
�　その際、くれぐれもマンション管理の質を低
下させない範囲にとどめておきたいものです。
安全・安心・快適なマンションライフに影響を
及ぼしたり、資産価値の低下にもつながったり
しかねないからです。とはいえここまで目に見
えて値上げを感じるご時世、管理費においても
多少の値上げはいたし方ないと合意形成は得ら
れやすい時期ともいえます。いかに組合員にわ
かりやすく明確に理由を説明できるかが重要で
す。
�　固定費の値上げほど辛いものはありません。
個々の家計ばかりに気を取られがちですが、管
理組合の懐具合もよく確認しこの値上げラッシ
ュを乗り切りたいものです。

２．�コロナによるマンションへの影響

（１）最近のマンショントレンド
コロナ禍を受けて、働き方や衛生意識が変わり、

選ばれる家も変わってきています。マンションの
トレンドはどう変わったのでしょうか。

既存マンションのトレンドは、新築マンション
のトレンドに影響されることが多いです。最近は
次のような「新しい生活様式」にあわせたマンシ
ョンに注目が集まっています。これを知ることで
管理組合の運営の参考になります。

①�小部屋や可変できる間取りが人気 
～ドラえもんさながらの収納でテレワーク～

�　テレワーク需要を受けて、DENいわゆる納戸
やサービスルームといわれる書斎として使える
小部屋が人気です。なかには、ウォークインク
ローゼットのスペースを活用した「ワーク・イン・
クローゼット」という造語や１LDK＋Wなど、
work（仕事部屋）という新表記まで出始めてい
るほどです。
�　つまりマンション選びにおいても、新しい生
活様式である、三密回避やテレワークがキーワ
ードなのです。ただし、DENは窓などがなく換
気や採光が得られない点には注意です。

②これからの共用施設は「働く」がキーワード
�　共用施設においても、新型コロナによる新し
い生活様式の影響が出ています。人々の働き方
が変わり、オフィスと住宅に対する価値観が変
化しているためです。
�　テレワーク需要を受けて、カフェのような雰
囲気のなか、自由なスタイルで仕事ができる「コ
ワーキングスペース」、人数にあわせてテーブル
のレイアウトを変更できる「カンファレンスル
ーム」、複合機や電話ブース、Wi-Fiなど仕事の
みならず、子どもとも勉強できる「スタディス
ペース」、来訪者を部屋にあげることなく打ち合
わせができる「会議室スペース」、音を気にせず
テレビ会議ができる「個室」など、さながらレ
ンタルオフィスのような機能を持つ新築マンシ
ョンが注目されています。
�　部屋にいると、ペットなどの誘惑により集中
して仕事をするのが難しいといわれますが、自
宅マンションから出ずとも、共用施設で完結で
きるのが人気の理由です。
�　今までのテレワークといえば、介護や子育て
など通勤が難しい方の補助的な働き方というイ
メージが強かったですが、いざテレワークが進
むと、通勤時間の短縮、家族との時間が増える
などのメリットがあり、企業にとっても、さほ
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ど業務への支障はなく、むしろ賃料や交通費な
どの費用削減というメリットが得られることが
わかり、今後も一定程度テレワークは継続され
るものとみられます。
�　東京商工会議所が2020年11月4日に公表した、
テレワークの実施状況に関するアンケート調査
結果によると、テレワークの実施率は53.1％、一
時期実施し現在は取り止めている割合は22.1%
と、東京でのテレワークの「経験率」は75.2％に
ものぼります。テレワークを継続的に実施して
いる理由は「社員の出勤人数を抑制（三密回避）」
が82.9％と最大です。

③感染症対策として洗面台やコインランドリー
�　玄関前に簡易の洗面台を設けたり、玄関を通
常よりも広く土間のようにして洗面所への出入
り口を設けたり、コートなど室内に持ち込みた
くないものは土間に置いてから、手洗いできる
間取りも人気です。
�　また、コインランドリー施設があるマンショ
ンも再注目されています。マンション内にコイ
ンランドリーがある物件といえば、今までは室
内やベランダなどに洗濯機置場がないため共用
部分に設置されているか、1階などのスペースに
コインランドリー業者が賃借しているというの
が主流でした。しかし、近年では、クリーニン
グに出さなくても毛布や布団などが洗えること、
さらに感染症対策から旅行に行った際の洗濯物
を部屋に持ち込まない、といった理由から需要
が高まっています。マンションによっては、そ
もそも景観や落下防止の観点からベランダなど
に布団や洗濯物を干すことを禁止している物件
もあり、需要と供給が一致した形です。

（２）管理組合としての対応

購入して住み始めてから、立地や築年数、社会
情勢などは変えることはできませんが、社会的ニ
ーズにあわせて室内のリフォームなどで「居住価
値」を高めたり、管理組合が「利用価値」の高い
設備を設置し「付加価値」をつけることは可能です。
既存マンションは、新築の流行や動向に左右され
やすいものです。管理組合として感染症対策とテ
レワークについて共用部分をどう活用するかを検
討しておくことも重要です。

①感染症対策
�　感染症対策では、共用施設やエレベーター内
などでマスク着用や私語を控える呼びかけの掲
示、定期的に窓やドアを開けてこまめな換気、
日常清掃に定期的な消毒作業を取り入れる、と
いった対応をしている管理組合が多いです。

②テレワーク対応
�　テレワーク対応や感染症対策の施設としては、
検討中の管理組合が多いです。たとえば、次の
ような対応策が考えられます。

　⒜�消防法に支障のない範囲でエントランスホ
ールやラウンジのスペースを活用し、レイ
アウトの変更や家具の設置

　⒝�空き駐車場となり使われなくなったスペー
スに個別ブースを設置

　⒞�共用トイレやペットの足洗い場を改良して
部屋に入る前に手洗いできる場を設置

　⒟�機械式駐車場や受水槽を撤去し、代わりに
コインランドリーや、エアーシャワー室を
設置

　⒠�エレベーターの床面積の容積率不加算の活用
　�　2014年に改正された建築基準法によって、
エレベーターの床面積は容積率に不算入でよ
くなりました。今まで、エレベーター内のカ
ゴは一つにも関わらず、シャフト面積は階数
分の容積が対象として加算されていましたが、
このスペースを活用できる可能性があります。
たとえば、10階建てで9人乗りのエレベーター
があるとします。シャフト平面の大きさは約
1.75×2.4で、10階分で1.75×2.4×10=42㎡にな
ります。これは1LDKの1住戸相当の面積に該
当します。もしエレベーターが2基あれば、こ
の2倍の面積になります。

　�　ただし、新築・既存ともにテレワークスペ
ースや感染症対策になる施設を管理組合がど
う運営していくかは当面の課題となりそうで
す。運営という観点からは、近年、マンショ
ンで始まったばかりの取り組みとして、空き
駐車場の外部貸しや民泊などがあげられます。
管理組合や所有者に収入が得られる一方で外
部者がマンションに出入りするため、防犯面
への課題などが問題視されています。
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（３）�「新しい生活様式」が生み出す新たなマンショ
ントラブル

住人の意向や時代の変化とともにマンションも
変化すべきですが、新たなトラブルの出現という
変化も起こります。この変化に対応するためには、
質の高い管理が求められます。
まず、在宅時間が増えることで、どのようなト

ラブルが増えるのか、整理しておきましょう。最
後に具体的なトラブルの例を掲載していますので
参考にしてください。
①騒音
②通路をふさぐ「置き配」
③「宅配ボックス」で食品が腐るなど
�　非対面で受け取りができるサービスも盗難な
どのトラブルを生んでいます。
④ベランダやバルコニーでの喫煙
⑤�プチブームになっている家庭菜園の害虫、土
が排水溝に詰まり水漏れなど

⑥ゴミ出し、「断捨離」で出た粗大ゴミ

（４）トラブル対応策　～例：騒音トラブル～

このように新しい生活様式により新たなトラブ
ルも増えています。これらに管理組合が対応する
にはどうしたらよいでしょうか。騒音を例に見て
いきます。

騒音トラブルを侮ってはいけません。騒音など
の近隣トラブル（環境的瑕疵）については、殺人
や火災と同様にいわゆる「事故物件」と同じ扱い
になる可能性があるからです。つまり、売主（マ
ンションの所有者）から買主にその旨を伝えなけ
ればならない、「告知義務」があるのです。
実務的に言えば、不動産会社が売買時の重要事

項説明書に記載し、契約者に告知する義務があり
ます。さらに、あなたの部屋だけの問題ではなく、
同じマンションの隣室や共用部分で発生した事件
なども事故物件と判断される可能性があり、告知
する期間についても判例によってバラツキがあり
ます。
また、2020年4月には民法の大改正がありました。

売主の責任として「物の種類、品質、数量に関し
て契約の内容に適合する物や権利を引き渡すべき
義務」が明記され、瑕疵という用語に代わって「契
約不適合」という用語が使われています。法改正

によって物理的な面だけでなく、心理的な面も含
めて契約不適合にならないよう、告知義務の範囲
がより厳格に扱われる可能性があります。
どの程度のトラブルで告知義務が発生するかは

不明瞭ですが、早めに相談して解決しておかない
と、マンションが「事故物件」扱いされるかもし
れません。そうなると、売買時の資産価値を大き
く下げる危険性があるのです。

騒音トラブルは、当事者同士の信頼関係によっ
て、深刻度が大きく左右されます。挨拶を交わす
など住民同士のコミュニケーションが活発だった
り、普段から近隣コミュニティと交流がある場合、
問題はさほど大きくならずに済むことも多いです。
たとえば、うるさいと思っていた音が良く知る子
供の足音だとわかると気にならなくなる、といっ
たようなケースがあげられます。そのため、マン
ション内の行事が活発に行われていたり、自治会
や町内会活動に積極的に協力する住人が多いマン
ションは、広い意味において「騒音対策が行われ
ている」といえそうです。そのような側面を含め、
騒音トラブルはそのマンションの住みやすさを表
すバロメーターともいえるのです。
騒音が発生したら、まずは管理規約や使用細則

で騒音について確認をしてください。たとえば「ピ
アノは、夜9時～朝9時の時間は演奏しない」「駐車
場でのアイドリングを出来るだけ避ける」「パーテ
ィーなどは周囲の迷惑にならない範囲で楽しむ」
などです。またフローリングの基準があるかも確
認してください。
騒音ルールについて盛り込んだ「入居のしおり」

を作成するのも一考です。ないマンションも多い
ですが、所有者、賃借人にかかわらず目を通す書
類ですので、今後の騒音トラブルの未然防止とし
ても有効です。
騒音トラブルは、早期発見、早期対処が望まし

いです。発生した場合の対処方法の流れができて
いると安心感につながります。

◎�騒音は、第三者に音を確認してもらったり、
必要に応じて音の大きさを測る測定器なども
活用する（測定器は、地方自治体で無料で借
りられることも）。

◎�管理規約や使用細則、入居のしおりなどで、
騒音についてルールを確認する。
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◎�騒音がする場合、床にカーペットを敷く、床
下に断熱材などの防音工事をするなど、技術
的な解決という方法も。リフォームする場合
は、防音工事も検討する。

◎�騒音トラブルがあった際に管理会社や理事会
が対応してくれるか（窓口になってくれるか）。
掲示板にある連絡先に、あらかじめ対応方法
を聞くのも一つの手。

◎�住人が悩んでいることを投稿できる「目安箱」
などの仕組みがあるか。管理組合が機能して
いるかどうか。

（５）�マンションに求める価値観も変化していく

かつてマンションは一戸建てへのステップとと
らえられてきました。しかし、ライフスタイルの
変化などから、分譲マンションへの永住志向が強
まっています。終の棲家ともなれば、安全・安心・
快適に住めるだけでなく、資産価値が長く維持さ
れて欲しいと誰もが思うことでしょう。
日本では中古より新築の方が良いとされる定説

が未だにありますが、質の高い管理を行うマンシ
ョンが増えれば、築年数を欧米のように住んでい
る実績や風格として評価される日もそう遠くはな
いと感じます。

（参考）コロナ禍で増えた具体的なトラブルの例
先に取り上げた「『新しい生活様式』が生み出す

新たなマンショントラブル」の具体的な例をいく
つか示します。

①出前サービスや通販の置き配
�　出前サービスをコロナ禍になり初めて利用し
たという方も多いのではないでしょうか。また、
通販を利用する回数も増えた人も多いでしょう。
コロナ禍で外出頻度が激減したことにより、生
活必需品を手に入れるためのツールとして便利
な出前サービスや通販ですが、これらがマンシ
ョンでは意外なトラブルに発展するケースがあ
るのをご存知でしょうか。
�　その一つに、出前サービスや通販などで注文
した品々の「置き配トラブル」があります。あ
る調査によると、2019年の置き配の利用率は26.8
％に対して、2021年調査では53.9％なので約2倍
に増加しています。
�　実際にあった「置き配トラブル」を見ていき

ましょう。都内の分譲マンションに住む会社員
30代の男性。彼の住むマンションは、いわゆる「内
廊下」で、床がカーペット敷きになっています。
さながらホテルのようなテイストで、タワーマ
ンションや都心部の高級マンションでは増えて
きているタイプです。ところが、ここで思わぬ
トラブルが発生します。
�　「在宅勤務が増え、昼食にはじめて出前サービ
スを利用しました。夏バテに効くかもと担々麺
を頼みました。今の出前サービスは『置き配』
が可能なので、配達員が去った後に品物を受け
取ろうとすると、悲劇が。担々麵の汁が豪快に
こぼれて、内廊下のカーペットについているん
ですよ。慌てて、ウエットティッシュで拭いた
のですが、完全にシミが残っているんですよね
…。」（30代男性）
�　配達員の人は、こぼれていることを気が付い
ていないのか、はたまた置き配であることを不
幸中の幸いと思い、注文した男性にこぼしたこ
とを報告せずにその場を去ったのかもしれませ
ん。
�　ただ、何か液体をこぼしてもすぐに洗い流せ
る外廊下のマンションとは違い、内廊下の場合
専門の業者を呼んでクリーニングするか、ひど
い場合には張り替えが必要になります。状況や
程度によっては、本人が悪くなかったとしても
居住者負担になるかもしれません。
�　ほかの例もあります。都内のマンションに住
む別の40代女性は、次のように言います。
�　「ショッピングサイトで買い物をしました。宅
配業者から玄関前に『置き配』していいですか
と連絡があり、OKしました。数時間後に家に帰
ってみると宅配物がありません。宅配業者に確
認をしたら『確かにお届けしました』の一点ばり。
盗難の補償もないそうです…。」
�　やはり、手渡しがいちばんなのか、隣人が盗
んだのか、はたまた部外者か…。オートロック
はあるものの、疑心暗鬼にならざるを得ません。
　「後日、管理員さんに防犯カメラの閲覧を依頼
したのですが、エントランス映像には、その日
時に不審な人物は映っていません。部屋の前の
映像はないので、本当に運んだか運んでいない
かも証明できませんと言われてしまい、泣き寝
入りするしかないようです。置き配は便利です
が、せめて宅配ボックスを活用するか、対面で
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受け取った方が安全だと思いました」（40代女性）
�　実際、置き配での盗難や紛失、盗難のための
不法侵入は増えています。なかには、宅配ボッ
クスがついていないマンションの場合、個人向
けの宅配ボックスの設置を考えている人もいる
ほどです。

②宅配ボックス
�　マンションの共用部分にある宅配ボックスに
食品を入れてそれが腐って臭うなどのトラブル
もあります。当然ながら、一般的にマンション
の宅配ボックスには、デパートなどにあるよう
な保冷機能はありません。
�　買い物の一時保管などで入れていたケースや、
クール便なのに間違えて宅配業者が入れてしま
ったケース、通常配送で大丈夫なものだったが
取り出すのが遅すぎて取り出した時にはすでに
腐っていたケースなどが、しばしば起こってい
ます。

③タバコ
�　ベランダやバルコニーでタバコを吸う人が増
えたことによる苦情も増えています。
�　「上階の住民がベランダでタバコを吸っている
ようで、煙の臭いが入ってきます。洗濯物に臭
いがつくことがあるので、最近では部屋干しや
浴室乾燥機を使っています。もし灰が落ちてき
たら火事や火傷の原因にもなりかねず、心配で
仕方ありません。ただ、実際に本人に注意する
となると……。上階の人とはあまり会話したこ
とがなく、ご近所関係が変にこじれるのも嫌な
ので、結局何も言い出せずにいます。」（Aさん）
�　Bさんに至ってはコロナ禍でテレワークが増え
たことをきっかけに、タバコで思わぬマンショ
ントラブルに巻き込まれることになります。Bさ
んはある日、ベランダに面している自室のデス
クでテレワークをしていました。換気のため窓

を開けていたところ、タバコの臭いがしてきま
した。「近隣に吸う人がいるのだな」と思い、す
ぐに窓を閉めました。実はBさん、数年前まで超
がつくほどのヘビースモーカーでした。1日2箱
を吸うのは当たり前で、現在のマンションでも、
禁煙前はいわゆる「ホタル族」で、ベランダで
毎日吸っていました。ところが近年、喫煙でき
る場所が少なくなり、会社の喫煙所もついに全
面撤去。値上げも重なり、肩身が狭くなってき
たことをきっかけに禁煙にチャレンジし、無事
成功しています。吸う方の気持ちがわかる一方
で、吸わなくなるとタバコの臭いや煙が気にな
って仕方ありません。しかし、その後もテレワ
ークをしている日中に何度かタバコの臭いがす
る日が続いたことで、吸いたい葛藤が抑えられ
ず、先日とうとう…とても困っています…。

④家庭菜園
�　コロナ禍では、ベランダやバルコニーにまつ
わるトラブルは非常に増えています。タバコの
煙のほか、プチブームになっている家庭菜園も
トラブルの原因になっています。トマトやキュ
ウリなどには害虫が多く飛んできて、隣人の洗
濯物につくケースもあります。また、排水溝に
埃や土が詰まると、マンション全体で水漏れの
原因に発展することも考えられます。

⑤「断捨離」で出た粗大ゴミ
�　在宅時間が増え、部屋の隅々まで目が行き渡
るようになると、「断捨離」にチャレンジするよ
うになった人も多かったのではないでしょうか。
�　そこで出てくるのが、ゴミの問題です。特に
衣装ケースや大きいキャリーボックスは粗大ゴ
ミと認識していない人も多く、悪気がなく捨て
ているようです。管理員や清掃員がいくら親切
丁寧な人だったとしても、粗大ゴミばかりはど
うすることもできません。
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はじめに
マンションにお住まいのみなさまにとって、大

規模修繕工事は非常に身近なものです。大規模修
繕工事を実施する時に管理組合の役員になった場
合は、住民のみなさまに説明したり、管理会社や
工事会社と調整したりする場面が出てきます。ま
た、住民のみなさまも大規模修繕工事の説明を受
けて、それを理解して判断する必要が出てきます。
しかし、大規模修繕工事は非常に重要なものであ
るにもかかわらず、管理組合のみなさまからみて
分からないことも多いと思います。そこで、大規
模修繕工事に関するよくある質問について、総合
不動産コンサルティングサービス企業の「さくら
事務所」でマンション管理コンサルタントとして
ご活躍されている土屋輝之様に、大規模修繕工事
に関するよくある質問にお答えいただきましたの
で、順番に見ていきましょう。

Q１　�機能を確保するために計画的に実施
する大規模修繕工事と、住民アンケ
ートなどから把握できる住民要望の
改修工事（不便なところを改善する、
バリューアップするなど）は、どち
らを優先したらよいでしょうか。

　�優先順位は、もとからある機能を喪
失させないための大規模修繕工事が
優先となります。

大規模修繕工事の重要性は第一義的には「住ま
いとしての安全・快適な生活環境を守る」ことです。
例えば、建物の防水機能や外観上の美観を回復さ
せ、設備面で清潔な水や衛生的な排水状況を確保
することです。住まいとして基本性能の維持は何

大規模修繕工事に関するよくある質問について

マンション管理コンサルタント　土屋　輝之

特集２

（話を伺った方）

よりも優先されます。

　�しかし、資産価値の維持という観点
からは、住民要望の改修工事、特に
バリューアップ工事は非常に重要な
要素になります。

ここで資産価値とは、中古住宅として販売する
時に適正な価格で売りやすかったり、第三者に賃
貸物件として貸しやすかったりすることと定義づ
けます。最近のトレンドとしては、目に見えない
管理の内容と、目に見える設備が時代に沿ったも
のになっているかどうかの両方が資産価値に影響
を与えつつあるということです。

　�若い世代の中古マンションの購入希
望者が注目する設備は、通信インフ
ラ関係、防災関係、セキュリティ関
係、その他の便利機能です。

通信インフラ関係については、２回目の大規模
修繕工事が行われるころには、当初の分譲時から
かなり年数も経っているため、通信インフラも時
代に合わないものになっていて、不自由な部分が
ある可能性があります。2005年ぐらいまでに分譲
されたものは、管理組合が一括契約しているもの
は動画が見られないぐらい通信速度が遅いものが
多くあります。30代前半から40代前半ぐらいまで
の中古住宅購入希望者は、インターネット回線が
ADSLだとそれだけで購入をやめてしまう場合が
あります。管理組合としてプロバイダーにADSLの
ネット接続費を払っていても、それとは別に、個
人的にWi-Fiの経費を払わないと在宅ワークができ
ないことになるからです。通信インフラ、特にイ
ンターネットに関しては、管理組合がしっかりし
たものを設置していないと、それだけで敬遠され
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る恐れがあります。
防災関係については、最近では、大雨による浸

水対策に力を入れる組合が非常に増えています。
過去にタワーマンションの電気室が浸水してしま
い、住民の方が長期間にわたって大変不自由な思
いをされたことがあります。そのため、電気室を
水没させないようにできないかという要望が多く
寄せられていて、実際に大規模修繕工事の前に住
民要望の改修工事として浸水対策工事を行ったタ
ワーマンションがあります。また、湾岸や大きな
河川に近いところは防災意識が特に高く、行政が
ハザードマップの更新をアピールしたこともあっ
て、水密ドアをつけたり、止水板をつけたりする
管理組合があります。
セキュリティ関係については、インターフォン

でも画面のないチャイムだけのものは少なくなり
ましたが、インターフォンの画面がモノクロだっ
たり小さかったりすると、30代くらいの世代の方
だと、建物全体に問題がなくても、マンションの
安全面に疑問を持ってしまう場合があります。
その他の便利機能については築30年以上のマン

ションになると、宅配ボックスがないことが多い
です。宅配ボックスをつけてほしいという要望は
必ずといっていいほど出ます。設置しようとする
と、設置場所がなかったり、古くから住んでいる
方は必要性に疑問を呈したりする場合があります。
世代間でニーズが異なるのです。在宅率が高いと
あまりほしいと思わないものです。その他には、
エントランスドアの自動化、ごみ置き場の扉の軽
量化、省エネ性能のあるサッシへの交換といった
要望もあります。
このように目に見える設備については、特に若

い人に中古物件として注目してもらうには、ある
程度新しいマンションと同じ機能を少しずつ取り
込んでいく努力が必要となります。そうしなけれ
ば、若い世代から見放されてしまい、管理組合の
役員になってくれる人が次第に減っていってしま
います。若い世代の要望と高齢の世代の要望は異
なることがありますが、自分のマンションが若い
世代からどう見えるのかという観点は必要です。

　�一方で、中古マンションの購入希望
者は、マンションの管理の内容につ
いても注目するようになってきてい
ます。

次に、目に見えない管理の内容が注目されるよう
になってきている話をします。マンション管理適正
評価制度や管理計画認定制度について理解している
中古住宅購入希望者が増えてきていて、それらの制
度の利用がない場合は、自分で費用を出してでも管
理の内容について調べたいという意識を持っている
購入希望者が増えています。さくら事務所で行って
いるサービスの１つに「マンション管理インスペク
ション」があります。これは、例えば、中古マンシ
ョンを週末見に行って目に見える範囲では気に入っ
たが、それだけでは不安な方が長期修繕計画や管理
規約についてさくら事務所に調査を依頼し、当該事
務所がチェックした後にレポートするというサービ
スです。管理組合の決算書も確認しています。その
意味では、もとからある機能を喪失させないための
大規模修繕工事が適切に行われているかどうかもチ
ェックしています。このサービスは令和３年に比べ
ると令和４年は２倍から３倍に利用数が増えていま
す。マンション管理適正評価制度や管理計画認定制
度の登場により、管理の状況が見える化され、今ま
では外から分からなかったマンション管理の状況が
簡単に分かるようになってきました。同じお金を出
して中古住宅として購入するのであれば、管理組合
が熱心に活動している物件が選ばれる時代に差し掛
かっています。
しかし、管理計画認定制度やマンション管理適正

評価制度などの管理の内容を評価する制度は、バリ
ューアップ工事がされているかどうかは考慮されて
いません。購入を検討している物件が、管理計画認
定制度を取得済であったり、マンション管理適正評
価制度が４～５星の評価を受けていても、中古マン
ションを現地に見に行った結果、目に見える設備が
時代に沿ったものになっていない場合は興ざめして
しまうことが想定されます。

　�このように、これからは目に見えな
い管理の内容と、目に見える設備が
時代に沿ったものになっているかど
うかの両方がマンションの資産価値
に影響を与えることになると思われ
ます。

管理を特に重視する方は、管理計画認定制度取
得済の物件又はマンション管理適正評価制度の評
価が星４つ以上の物件で検討するということにな
ってくるかもしれません。今まで分からなかった
マンション管理の状況が、簡単に分かるようにな
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ってきているのです。その上で、購入者は便利な
設備の有無を含めて総合的に判断するようになる
でしょう。

　�大規模修繕工事だけではなく、バリ
ューアップ工事も実施するためには、
長期修繕計画の予算にあらかじめ盛
り込んでおくことをお勧めします。

初めに話を戻しますと、優先順位は、もとから
ある機能を喪失させない大規模修繕工事が優先と
なります。しかし、資産価値の維持という観点か
らは、時代に沿ったバリューアップ工事も非常に
重要です。大規模修繕工事に加えてバリューアッ
プ工事を行うには、バリューアップ工事の予算を
長期修繕計画の予算に盛り込んでおくとよいと思
われます。元々長期修繕計画は余裕がない計画に
なっているものです。バリューアップ工事の項目
を設けて、あらためて予算付けをしておかないと、
バリューアップ工事に着手する余力がなくなりま
す。どれぐらいの予算の枠をとるかというのは管
理組合が決めればよいと思います。長期修繕計画
にバリューアップ工事の項目を入れておけば、バ
リューアップ工事についても話し合うことができ
るようになるでしょう。そもそも予定していなか
ったことにはならないのです。その時代に応じて、
例えば、通信系インフラの整備、カメラ付きイン
ターフォンへの変更、インターフォンで映す画像
もモノクロからカラーへ変更といったようなこと
を検討するということです。バリューアップ工事
への取組みやすさが格段に変わります。

次は工事を行うために管理組合が積み立ててい
る修繕積立金に関するお話です。

Q２　�修繕積立金の積み立て方法は「均等
積立方式」と「段階増額積立方式」
があり、「均等積立方式」が国から
推奨されていると聞きました。今は
「段階増額積立方式」のマンション
が、今から「均等積立方式」に切り
替えることはできるのでしょうか。

　�総会決議で過半数以上の賛成があれば、
「段階増額積立方式」から「均等積立方
式」に切り替えることは可能です。

はじめに、均等積立方式と段階増額積立方式の
違いは次のとおりです。

「均等積立方式」→　�長期間にわたり一定金額で徴
収する方式

※�当初の修繕積立金の額は「段階増額積立方式」
よりも高くなりますが、時間が経つにつれて
次第に「段階増額積立方式」よりも安くなっ
ていきます。早い段階で途中から「段階増額
積立方式」から「均等積立方式」に切り替え
る場合は、適切な金額まで一度、大きく増額
する必要があります。

「段階増額積立方式」→　�段階的に徴収金額を増額
していく方式

では、なぜ国が均等方式を推奨しているのかと
いうと、やはりマンションは古くなればなるほど
修繕費用がかさむということがあります。特にマ
ンションの「設備」の工事は2回目の大規模修繕工
事が終わった後、竣工後30年目ぐらいから突然襲
いかかって来ます。その時に修繕費用が払えれば
よいですが、お住まいになっている方も30年経て
ば年金生活に入っていることが多く、どうしても
現役時代よりも支払いの余力が下がっているため、
毎月の修繕積立金の額を急勾配であげても支払え
ない状況に陥ります。
そうならないよう、早い時期から修繕積立金を

一定額貯めておいて、将来的に毎月の修繕積立金
の額が右肩上がりに上がることがないように対策
しておこうとする考え方が、まさに「均等積立方式」
です。
ただし、物価上昇などが著しい時には、長期修

【修繕積立金　積立方式のイメージ】
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繕計画の見直しの時に再び修繕積立金の額の値上
げが提案される可能性はありますので、均等積立
方式は必ずしも支払いが固定されているものでは
ないということだけは注意が必要です。
実際に、日本の分譲マンションでは分譲の時か

ら均等積立方式を採用しているところはほとんど
ありません。今、均等積立方式を採用しているマ
ンションは、ほぼ全てが途中で積立方式を切り替
えています。積立方式の切り替えは、管理組合総
会で住民の皆さんの過半数以上の承認を要する「普
通決議」という方法で切り替えます。これまでに
最大で４倍弱ぐらいに値上がりした案件を取り扱
ったことがあります。修繕積立金を約80円/㎡から
一気に300円/㎡以上にするというものです。私た
ちがアドバイスさせていただき、理事会が頑張っ
た結果、均等方式となりました。

　�永住する意思がない方が多く住むマ
ンションでは、「均等積立方式」へ
の切り替えが困難となる傾向があり
ます。

ただし、積立方針の切り替えについて、合意形
成をとることがなかなか難しいマンションが実際
にはあります。区分所有者の方に永住する意思の
ない投資的な目的で所有しているマンション（駅
から近いが、永住するには比較的間取りが小さく、
ファミリーで住むには小ぶりの物件等）について
は、修繕積立金の額の値上げの合意をとることが
難しいです。私たちが区分所有者の方に長期修繕
計画や修繕積立金についてアンケートを行う時は、
必ず「マンションに永住するお気持ちはあります
か」という項目を加えています。駅に近くて比較
的間取りがコンパクトで永住志向が低い方が多く
住むマンションは、増額の議案が通りにくいです。
５、６年のうちに売却を検討している方は今のま
までいいのではないかと思っているようです。そ
のマンションの将来について何も憂いがありませ
ん。所有し続けるつもりがないからです。
反対に、「永住するつもりだ」という回答が６、

７割あるマンションについては、修繕積立金を2.5
倍や３倍など大きく値上げする提案を行っても、
議案が通って均等積立方式に移行することが多い
です。実際に取り扱った東京の郊外の大規模マン
ションは、80～90㎡のファミリーでゆったり住め
るマンションであり、永住志向の方が非常に多か
ったことから、反対らしい反対もなく、３倍弱の

増額が可決されました。永住志向と増額の成功率
は比例します。永住志向が高いマンションは均等
積立方式にスムーズに移行できます。
均等積立方式では、築年数が浅い段階から、段

階増額積立方式に比べ、高めの修繕積立金を支払
うことになりますが、将来的に修繕積立金が大幅
に増額する可能性が低くなる分、老後の生活設計
が立てやすくなります。

　�修繕積立金の額の増額ができずに、
お金が足りなくて計画上の全ての工
事ができない場合は、今すぐに行う
必要がある工事から優先して実施し
ます。

実際にお金が足りなくて大規模修繕工事ができ
ないという相談を受けますが、まず建物の劣化状
況を確認して、今すぐに工事を行う必要があるか
どうかを確認します。漏水が発生しているなど、
今すぐに工事を行う必要がある場合は、少なくと
も手持ちの修繕積立金の残高でどこまで工事がで
きるかを確認します。どうしても修繕積立金が足
りなくて、最低限の工事の費用すら賄えない場合
は、借入を検討いただくしかありません。借入を
勧めるのはあまり好きではありませんが、機能を
失わせないことが重要です。
今すぐに工事を行う必要がない場合であっても、

放置すると漏水したり、外壁が剥がれたりします
ので、建物の状態を見て修繕積立金を増額し、あ
る程度たまってから、何年後かに修繕工事をする
という先延ばしのアドバイスをします。
アドバイスのもう１つのパターンは、修繕積立

金の値上げではなく、５年間限定で特別修繕積立
金の制度をつくり、必要なお金を本来の修繕積立
金以外に増額して徴収して賄っていくというもの
です。借入金で工事を行う場合でも、借入金の返
済分を特別修繕積立金という位置づけにして、本
来の積立金によって将来必要となる工事の収入を
得つつ、期間限定の特別修繕積立金を返済に充て
るというアドバイスをする場合があります。



� 15

特集２　大規模修繕工事に関するよくある質問について

　�修繕積立金の額の増額について、管
理組合の中の話し合いだけで解決で
きない場合は、第三者である専門家
を入れて議論することも選択肢の１
つです。

そもそも、なぜお金が足りなくて大規模修繕工
事ができない状況に陥るのかということについて、
典型的な例を２つお話ししますと、１つは、管理
会社から提案された長期修繕計画に従って修繕積
立金を積み立ててきたが、それでも足りなかった
というものです。明らかに修繕計画の見立てが甘
かったものです。もう１つは、長期修繕計画上は
修繕積立金の値上げをしないといけないにもかか
わらず、増額を先送りしてしまったケースです。
後者のケースの場合、積立金の増額に強く反対

する人がいて、値上げの提案をしても通らないと
いう声が多いようですが、私達がコンサルティン
グをする上で気を付けているポイントは、ここで
も永住志向の有無について全体の傾向をつかむこ
とです。仮に、全体的に永住志向が強いにもかか
わらず、反対する人が、永住志向がないことを理
由に反対している場合は、自分の都合ではなく、
マンションの将来を考えて検討してもらう必要が
あります。自分が３～５年後に売るつもりだから
値上げしたくないというのは、もっともな理由で
すが、管理組合として決議をする時は、自分の都
合だけではなく建物の将来的なことや管理組合全
体を意識して考えてもらわなければなりません。
私たちがアドバイスをするに当たっては、全体の
永住志向のアンケート結果を踏まえた上で、今増
額を先送りしたとしても、いつかは必要になる費
用であり、トータルでは金額は変わらないことを
丁寧に説明して理解していただくことにしていま
す。例えば、竣工から60年の間に修繕費用が1,800
万円かかるマンションがあったとすると、その金
額を示した上で、きちんと積み立てていかないと、
最後はとんでもない恐ろしい金額を徴収すること
になってしまうことを、誤解を恐れずにきちんと
数字で示すことにしています。数字で示さないと
説得力のある説明ができません。
ただし、管理組合の方がどんなに勉強して数字

を掲げて説明しようとしても、反対している人に
聞き入れていただくことが難しい面もあります。
その時は、第三者である専門家を活用することも

選択肢の１つです。

ここで１つお断りしておきますが、段階増額積
立方式が必ずしも悪いというわけではありません。
例としては多くないですが、段階増額積立方式か
ら均等積立方式に移行できない場合でも、長期修
繕計画を精査した結果、工事の内容やそれに必要
な金額がある程度信頼できる者であることが判り、
それを賄うことができる増額の計画になっている
のであれば、段階増額積立方式であっても、向こ
う２、３回分の増額を１回の決議で決定して実行
すれば、均等積立方式とほぼ同じ機能を発揮する
ことが可能です。

先ほど、お金が足りなくて大規模修繕工事がで
きない状況の典型的な例の１つとして、管理会社
から提案された長期修繕計画に従って修繕積立金
を積み立ててきたが、それでも資金が足りなかっ
たケースを紹介しましたが、次はその長期修繕計
画の見直しについてお話しします。

Q３　�現行の長期修繕計画に従って積み立
てていますが、当該計画が実態に合
っていないこともあり得るとききま
した。新築の時から長期修繕計画が
見直されていないのですが、何か対
応が必要なのでしょうか。

　�大規模修繕の工事費は変動しますの
で、長期修繕計画の定期的な見直し
は「絶対に！」必要です。

分譲から10年も経っていると大規模修繕工事の
費用の相場が大きく変動してしまうのです。今の
相場は2013年の秋からあまり変わっていないと感
じています。この時は翌年の2014年春に消費税が
５％から８％に上がることが決まっていて、消費
税の増額は2013年９月までに請負契約を締結して
いれば、2014年３月までに工事が終わらなくても、
消費税は５％のままでいいですよ、という特例期
間となっていました。この時に駆け込み需要が発
生し、2013年春ごろと比べると2013年９月の時点
では２、３割工事費が値上がりしました。さらに
2013年秋の特殊な事情は、東京オリンピックの誘
致が決まったことです。オリンピックで建設工事
の需要が2018、2019年に高まると先高観が想定さ
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れていました。このような事象が重なって、２、
３割値上がりしたまま、今まで高値安定で大きく
値崩れしていません。2020年や2021年に作られた
長期修繕計画と比べると、2013年春以前の長期修
繕計画は相当安く見積もられていて、これに従っ
て修繕積立金を積み立てていても、実際には足り
なくなる可能性があるのです。
管理計画認定制度では７年程度で見直せばよい

とされています。少なくともそれぐらいの周期で

工事費の相場の見直しを行ったり、不具合があっ
て計画より前倒しして取り替えた設備等をチェッ
クして工事周期を見直したりして、その時点から
の新しい長期修繕計画を策定することは必須です。
長期修繕計画を見直さなかったことにより、修繕
積立金が不足して、必要な大規模修繕工事ができ
ない事態に陥り、それを放置すると漏水が発生し
たりするので、十分ご注意いただきたいと思います。

最後に大規模修繕工事を行う上での注意点につ
いてお話します。

Q４　�もうすぐ２回目の大規模修繕ですが、
気を付けるポイントは何でしょうか。

　�機械式駐車場やエレベーターなどの
設備の交換費用を考慮しておく必要
があります。

気を付けるポイントは、想定される工事をあら
かじめ計画の中に入れておくことです。２回目の
大規模修繕工事であれば、周期にもよりますが、
築後25～27年目ぐらいが多いと思われます。その
ころに想定される工事の例をあげます。
機械式駐車場があれば、そろそろ交換する時期で

す。これを計画に入れておかないと、機械式駐車場

【2022年９月の建設物価建築費指数（東京：2011年平均＝100）の代表的な建物についての動向】

※�一般財団法人　建設物価調査会　建築費指数（2011年基準）Ⅰ.今月の動向� �
https://www.kensetu-bukka.or.jp/business/so-ken/shisu/shisu_kentiku/より

の入れ替え費用が全く捻出できません。エレベータ
ーの入れ替え工事も25～30年ぐらいで必要になりま
す。また、30年ぐらい経過しますと、エレベーター
会社から交換部品の保管期限が過ぎるので万が一壊
れても修繕はできませんという連絡が来る場合があ
り、そうなる前に取り替える必要があります。さら
に、２回目のインターフォンの工事が30年目にあり
ます。機械式駐車場、エレベーター、インターフォ
ンの工事は周期的に必ずやってきます。30年経過す
ると、それらに加えて、給水管や排水管関係の調査
をする必要が出てきます。
このように30年を経過するあたりでは設備の交

換費用の金額が大きくなりますので、あらかじめ
計画に入れておき、資金が不足しないようにして
おく必要があります。
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特集２　大規模修繕工事に関するよくある質問について

※国土交通省　長期修繕計画作成ガイドライン（平成20年６月�令和３年９月改訂）より

【修繕工事項目と修繕周期の例】
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　�なお、大規模修繕工事の周期は12年
と決まっているわけではありません。

ただし、これら以外の屋上防水や外壁塗装も含
む全体の大規模修繕工事の周期については、誤解
されているケースがあります。国交省が今回改訂
する前の長期修繕計画ガイドラインでは、モデル
ケースとして12年ごとに大規模修繕工事を行うこ
ととなっていました。それを国土交通省が12年ご
とに大規模修繕工事を行わないといけないと決め
ていると思い込んでいる管理組合の方がいらっし
ゃいます。しかし、基本的に大規模修繕工事の周
期にルールはありません。
さくら事務所がコンサルティングを行った管理

組合に対して、さくら事務所の取組みの中で何が
印象的だったかを聞いたところ、修繕周期を延ば
すことができる工事の提案が印象的だったとのこ
とでした。仮に12年の周期を16～18年にできれば、
60年とか70年というスパンでは１回か２回は工事
を減らすことができます。修繕積立金を少しでも
合理的に使うため、大規模修繕工事の時には修繕

周期の延長ができるかどうか検討いただく方がよ
いかと思います。
ただし、仮に修繕周期を12年から16～18年へ延

ばしたとしても、途中で何もしなくても大丈夫と
いうわけではありません。18年の周期にすると、
６年目や12年目に診断やメンテナンスを２回入れ
るという考え方があります。また、８年目から９
年目ぐらいに状態を見て、劣化が進みそうなとこ
ろがあれば、そこをリペアしておくこともありま
す。つまり修繕周期を延長したとしても、中間の
メンテナンスは必要だということです。
また、これもよく誤解されることですが、施工

時から耐久性の高い工事の材料を使っておらず、
ごく普通に仕上げられて引き渡しを受けた場合、
修繕周期を延ばすためには、高耐久性のシーリン
グ材や保証期間の長い高耐久性の防水工事をいっ
たん行うことにより、周期を延ばす必要がありま
す。１回目の大規模修繕工事をやみくもに16～18
年まで延ばせるわけではないということは、誤解
のないように申し上げておきます。
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特集３　既存マンションに電気自動車（EV）用充電設備を新設　その導入ポイントと注意点

これまで環境対策と経済発展は「二律背反」の
関係、つまり温暖化防止と経済成長の両立は難し
いとされてきました。その一例として、アメリカ
のトランプ政権が2020年11月、地球温暖化対策の
国際的な枠組み「パリ協定」から離脱したのは象
徴的な出来事です。振り返れば、かつて日本も環
境汚染（公害）と引き換えに経済発展を遂げてき
ました。いずれも「エコ」（環境保全）ではなく「エ
ゴ」（自己都合）を優先した結果です。

これにより地球温暖化は深刻度を増し、環境対
策は「待ったなし」の状況に陥りました。脱炭素
化の実現が至上命題となったわけです。そこで、
わが国では菅内閣のもとで「2050年カーボンニュ
ートラル宣言」が発出されました。また、今年6月、
岸田内閣からは「骨太の方針」が打ち出されました。
一刻の猶予も許さない気候変動や頻発化・激甚化
する自然災害、さらに人口減少や少子高齢化とい
った社会課題に対し、こうした社会課題の解決に
向けた取り組み自体を「付加価値創造の源泉」と
して成長戦略に位置付け、課題解決と経済成長を
「同時」に実現しようという基本政策が掲げられま
した。

こうした流れは脱炭素化を後押しし、電気自動
車の普及・促進にもつながっています。各自動車
メーカーは本腰を入れており、補助金の効果も加
わって価格面でも手が届きやすくなりました。

ただ、電気自動車に充電するためには専用の充
電設備が必要となります。その点、分譲マンショ
ンは一戸建て住宅と異なり、一棟の建物を区分所

有することによる権利関係の複雑さがあります。
そのため充電設備の導入にあたっては、電気自動
車を利用しない住民にも納得してもらえるよう、
設置意義や費用負担などについて管理組合での合
意形成を図る必要があります。金銭が絡む以上、
利害の調整は避けられません。意見対立を起こさ
ないよう、「受益と負担のバランス」に最大の注意
を払わなければなりません。

そこで、本稿では充電設備の導入を検討してい
る既存マンションがトラブルなく当該設備を導入
できるよう基本情報をまとめました。管理組合の
立場に立脚し、充電設備の導入にかかわる業務と
注意点をQ&A形式で解説します。

＜Q1＞
�　どうして今般、分譲マンションへの充電設備
の導入が注目されているのですか？

＜A1＞
�　環境配慮への意識の高まりを受け、既存マン
ションでも電気自動車へ買い替えたいという居
住者ニーズが顕現しているからです。加えて、
敷地内に充電インフラを整備することで、マイ
カー所有者の満足度・利便性の向上に資すると
ともに、マンションの資産価値向上にもつなが
ると考えられるからです。

2020年10月、「2050年カーボンニュートラル宣言」
が発出され、2050年までに温室効果ガスの排出量
を実質ゼロにする目標が掲げられました。また、
その8カ月後（2021年6月）には「グリーン成長戦略」

～2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロへ～
既存マンションに電気自動車（EV）用

充電設備を新設　その導入ポイントと注意点
e住まい探しドットコム／住宅コンサルタント　平賀　功一

特集３
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が策定され、2035年までに乗用車の新車販売に占
める電動車の割合を100％にできるよう、包括的な
措置を講じることとされました。ポイントは、か
つての失策を教訓とし、環境保全と経済成長は「二
律背反」ではなく「両立」できるとの前提に立脚
した施策を打ち出した点です。温暖化への対応を
経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国
策として成長の機会と捉えました。

さらに、東京都では都独自の考えを示しており、
2030年までに都内で販売される新車すべてをハイ
ブリッド車や電気自動車に切り替えようとしてい
ます。都内でのガソリン車の新車販売を2030年ま
でに「ゼロ」＝「100％非ガソリン化」しようとい
うわけです。

その狙いを「欧米と同レベルまで電動化を推し
進めたいから」と語るのは、一般社団法人�マンシ
ョン計画修繕施工協会の中野谷昌司・専務理事兼
事務局長です。事実、欧州とアメリカはそろって
2035年までにガソリン車（ハイブリッド車を含む）
の新車販売を禁止する方針を打ち出しました。ま
た、環境汚染が深刻な中国は2035年をメドに販売
するすべての新車を環境対応車にしようとしてい
ます。中野谷氏は東京都のマンション充電設備普
及促進に向けた連携協議会にもメンバーとして加
わっており、「小池都知事は非ガソリン化の条例化
を視野に入れている」（同氏）そうです。

それだけに、既存マンションへも充電設備の早
期導入が欠かせません。日本では2021年、2万1,139
台の電気自動車が販売されました（日本自動車販
売協会連合会）。時代は「非ガソリン化」へと動い
ています。資産価値の向上も期待できるだけに、
管理組合の皆さんには充電設備の新設を検討して
ほしいと思います。

＜Q2＞
�　ひと口に充電設備といっても種類があり、マ
ンションによっては電力会社との需給契約を見
直す必要があると聞きました。一体どういうこ
となのでしょうか？

＜A2＞
�　電気自動車に充電するためには専用の充電設
備が必要となります。その充電設備には充電速
度（出力）により「普通充電器」と「急速充電器」
の2種類があり、会社や自宅などのプライベート
エリアで、夜中から早朝といった自動車に乗っ
ていない時間帯を有効活用して充電することを
前提としたのが普通充電器です。他方、急速充
電器はパーキングエリアや道の駅など、出先（パ
ブリックエリア）での継ぎ足し充電に適してい
ます。

　ただ、どちらも分譲マンションに導入するに
は「電気容量」を確認する必要があります。と
いうのも、マンションに供給される契約電力が
あらかじめ電力会社との契約によって決められ
ているからです。そのため、充電に必要な容量
に余裕がないと新設は困難です。容量が不足す
る場合、新たに電気需給契約を締結し、受電で
きる容量を増量するといった対応が必要になり
ます。

普通充電は一戸建て住宅においても用いられて
いる充電方法であり、100V電源と200V電源が用意
されています。ただ、充電時間が2倍近く違ってく
ることもあり、単相200V電源が一般的です。また、
型式には「壁掛け（壁付け）型」と「自立スタン
ド型」があり、さらに「ケーブルでつなぐタイプ」
と「コンセント（ケーブルなし）式のタイプ」に
分けられます。そして、後者のコンセント式タイ
プは車載充電ケーブルを使って充電します。

これに対し、超出力により高速で充電できるの
が急速充電器です。日産リーフのパンフレットに
よると、日産の電気自動車リーフ（62kWhバッテ
リー搭載車）を出力50kWの急速充電器で充電した
場合、充電時間は約60分で済みます。同条件で普
通充電器を使用した場合、出力3kWで約24.5時間、
6kW出力の倍速の普通充電器でも約12.5時間かか
ります（図表1参照）。いかに急速充電器が超出力
かが、お分かりいただけるでしょう。

ただ、出力30kWの急速充電器1台で本体価格は
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約200万円だそうです。出力が大きければ大きいほ
ど本体価格・工事費用・電気契約の基本料金など
のコストが高くなり、比例して保守・メンテナン
ス費用も高額になります。しかも、電池容量が小
さいPHV（プラグ・イン・ハイブリッド車）や小
型の電気自動車の一部は普通充電用の充電口しか
備えていない車種もあります。夜間のゆっくり充

電に向いた普通充電器に対し、日中の短時間によ
る継ぎ足し充電に適しているのが急速充電器です。
マンションの管理組合は充電器の特性や利用シー
ンをイメージし、求める充電時間と設置コストを
両天秤に掛けながら、いかに多様な居住者ニーズ
を満たせるかが腕の見せどころです。

【図表１】普通充電器と急速充電器の充電時間の目安

急速充電器（50kW）普通充電器（3kW）普通充電器（6kW）

日産リーフ
（62kWhバッテリー搭載車）

約60分 約24.5時間 約12.5時間

日産リーフ
（40kWhバッテリー搭載車）

約40分 約16時間 約8時間

（出所）日産リーフカタログ

加えて、充電設備の導入にはもう1つ問題があり
ます。当該マンションが受電している電気容量に
余裕があるかの確認が欠かせません。なぜなら、
電力会社との契約により、すでに各マンションに
供給される契約電力が決められているからです。
普通充電器を複数台設置する場合、1台当たり3kW
～6kWの充電器を同時にいくつ充電するかによっ
て必要な電力が決まります。さらに急速充電器を
設置しようとすると25～150kW程度の大きな電力
が必要となります。つまり、こうした新たな電力
需要に対し、その分をまかなえる余裕がないと充
電器の新設は困難なのです。

その点、これから設置する人には朗報です。電
気事業法の改正により、専用の電気契約を新たに
締結して電力会社の配電線から充電器専用の受電
ができるようになりました。要は、同一敷地内に
おいて複数の電気契約が締結可能となったのです
（ただし、一定条件あり）。これにより変圧器の交
換や幹線の引き換えなどの工事が発生する可能性
はありますが、充電器の導入で新たに発生する電
力需要に対応することができます。管理組合には、
こうした時間と労力が求められるわけですが、そ
の成果は利用者の便益向上とマンションの資産価
値向上となって帰結するのです。

＜Q3＞
�　充電設備の新設には時間と労力、そして導入
コストがかかるのは分かりました。ただ、充電
設備の利用者は電気自動車の所有者だけです。
管理組合としては受益と負担のバランスが不均
衡にならないよう、導入にあたって誰がどのよ
うに運用・負担すればいいのか考え方を教えて
ください。

＜A3＞
�　充電設備の費用負担については、（a）区分所
有者全員で案分する方法と、（b）充電設備を利
用する受益者だけが負担する方法�――大きくこ
の2種類が考えられます。

　ただ、工事費用まで充電設備の利用希望者だ
けに支払わせようとすると、利用希望者の負担
が大きくなり、また、設置後に新たな利用希望
者が現れた場合、改めて費用負担の取り扱いを
調整する必要があります。同様に、電気料金を
区分所有者全員で案分するのも合理的ではあり
ません。そこで、本稿ではマンション計画修繕
施工協会の提言を1例として紹介します。
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改めて、充電設備の導入に伴い発生する費用（支
出）としては、
・新設のための工事費用
・設置後の維持・管理費用（メンテナンス費用）
・実際に充電に要した電気料金

が挙げられます。マンション計画修繕施工協会で
は新設のための工事費用について、マンションの
共用施設として修繕積立金を用いて設置し、その
後、充電設備の利用者から月々の利用料として徴
収する案を提示しています。敷地内駐車場はマン
ション標準管理規約で「附属施設」と位置付けら
れており、管理規約の定めによって区分所有者の
共有となります。おそらく長期修繕計画に充電設
備の新設は盛り込まれていないでしょうが、修繕
積立金会計から「その他、敷地および共用部分等
の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特
別に必要となる管理（費用）」として支出すること
が可能となります。エレベーターに乗らないマン
ション1階の住民に対しても、エレベーターの保守
費用を負担する義務があるのと同じ考え方です。
共用施設の管理にかかる権利・義務は「利用頻度」
ではなく「持分割合」によって決まるのです。

ただし、設置後のメンテナンス費用と電気料金
の課金方法について、（b）充電設備を利用する受
益者だけが負担する方法を提案しています。さら
に踏み込み、同協会では具体的な電気料金の課金
方法として、以下の3パターンを例示しています（図

表2参照）。

（1）電力量単価での従量課金

　使用した電力量に応じて「1kWh○○円」といっ
た課金をする方法です。受益と負担の関係が明確に
はなる一方、専用の電力量計や充電器が必要になる
など、課金のための準備に手間が掛かります。

（2）充電時間または充電回数での従量課金

　充電時間に応じて「1分○○円」と課金したり、
充電回数に応じて「1回○○円」と課金したりする
方法です。受益と負担の関係はある程度、明確です
が、利用者ごとに料金が異なるため徴収作業が面倒
です。

（3）毎月の駐車料金に定額を上乗せして課金

　充電設備が設置された駐車場と設置されていない
駐車場で、駐車料金に金額差（値上げ）を設けて電
気料金を徴収する方法です。値上げ幅は定額とし、
値上げ額は想定される電気使用量を考慮したうえで
設定するのが望ましいといえます。

　この方法は管理組合にとって料金の徴収が容易に
なるのが最大の利点です。その半面、使用電力量の
多寡にかかわらず同一料金が徴収されるため、電気
使用量が少ない利用者からは不満の声が聞こえて来
そうです。丁寧な説明が欠かせません。

【図表２】電気料金の3つの課金方法　そのメリット・デメリット

電力量単価での従量課金 充電時間・回数での従量課金 駐車料金に定額を上乗せして課金

メリット 受益と負担の関係が明確
受益と負担の関係がある程
度、明確

手間なく簡単に徴収できる

デメリット
利用者ごとに料金が異な
るため徴収が面倒

利用者ごとに料金が異なる
ため徴収が面倒

電気使用量が少ない人も多い人と
同額の料金を負担しなければなら
ない

（出所）�一般社団法人�マンション計画修繕施工協会� �
「電気自動車・プラグインハイブリッド車�充電設備導入マニュアル」（2022年8月）

　このように受益者だけから電気料金を徴収する
と言っても、3パターンが考えられるわけです。そ
のメリット・デメリットは【図表2】の通りです。

では、管理組合は3パターンの中のどれを選べばい
いでしょうか？
　その点、マンション計画修繕施工協会では（3）



� 23

特集３　既存マンションに電気自動車（EV）用充電設備を新設　その導入ポイントと注意点

毎月の駐車料金に定額を上乗せして課金する方法
を案内しています。なぜなら、料金を徴収するた
めの特別な準備が必要なく、管理組合の負担が抑
えられるからです。そのうえ、この方法であれば
設置後のメンテナンス費用も同時に上乗せして徴
収できます。当然、合意形成もスムーズになります。
実用性が高い方法といえるでしょう。各管理組合
の事情を踏まえ、最適な徴収方法を選択してくだ
さい。

＜Q4＞
�　充電設備の導入にあたり、管理組合にとって
最も気になるのが設置コストです。金額のイメ
ージがつかめるよう、工事費のモデルケースが
あったら例示してください。

＜A4＞
�　設置コストはマンションの電気容量に余裕が
あるか・ないかで大きく異なってきます。また、
充電設備の設置台数、さらに電気室から充電設
備の設置位置までの距離や経路によっても工事
費用は変動します。協会の中野谷氏によると「充
電器本体の価格より、むしろ配線工事の費用の
ほうが高くなりやすい」そうです。管理組合の
参考になるよう、マンション計画修繕施工協会
では、マニュアルにいくつかのモデルケース（概
算工事費）を作成・掲載しています。その中か
ら2つのモデルケースを紹介します。

【モデルケース１】
Aマンションは共用部分から12kW程度の電気容量が確保できるため、新たな受変電設備を設けたり増強

したりはしません。共用部分から電源供給する場合を想定した、壁付けコンセント型の普通充電器（3kW）
を共用分電盤から露出配管で4台設置するケースです。

【図表３】モデルケース１の場合の概算工事費

壁付け型の普通充電器（鍵付きコンセント型） 0.7万円×4台 2万8,000円

盤・配線遮断器ほか電材および雑材消耗品 一式 23万2,000円

充電器の取付工事 一式 2万2,000円

配管・配線ほか関連工事 一式 65万7,000円

試験調査 一式 2万円

諸経費（15％で仮定） 一式 14万1,000円

消費税（10％） 一式 11万円

合　計 121万円

（出所）マンション計画修繕施工協会

【モデルケース２】

　Bマンションは電気容量に余裕がないため、電力会社の電柱から新たに設置する引込盤へ引き込み、そ
こから架空配線で分岐盤へと配線し、駐車場10台に壁付けコンセント型の普通充電器（3kW）をポール（＝
充電スタンド）を利用して設置するケースです。
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【図表４】モデルケース２の場合の概算工事費
普通充電器（鍵付きコンセント型） 0.7万円×10台 7万円
充電器用ポール
（ポール1本にコンセント2個を取り付け）

2万3,000円×5台 11万5,000円

ポールの取付工事 一式 143万円
充電器の取付工事 一式 5万4,000円
引込盤 一式 22万2,000円

電柱・電材および雑材消耗品 一式 163万6,000円

配管・配線ほか関連工事 一式 550万7,000円

電力会社申請 一式 10万5,000円

試験検査 一式 5万円

諸経費（15％で仮定） 一式 137万8,000円

消費税（10％） 一式 105万7,000円

小　計 1,162万4,000円
電力会社の引き込みにかかる費用（目安） 一式 30万円

合　計 1,192万4,000円

（出所）同上

　上述したように、各マンションの電気容量に余裕
がある（＝既存の電気設備で対応可能）か否かで工
事費は大きく変動します。また、配管・配線の距離
や露出配管か埋設配管かによっても工事費は変動し
ます。例示したモデルケースでは10倍もの金額差が
生じました。設置コストを少しでも下げるには、急
速充電器の導入を諦めるのも一案です。出力30kW
の急速充電器1台で本体価格は約200万円。パーキン
グエリアなどに設置される出力90kWの急速充電器
になると1台およそ500万円になるからです。

　加えて、充電設備の新設にあたっては、さらに設
置場所にも注意を払う必要があります。充電ケーブ
ルが他の利用者や歩行者の邪魔になっては困ります。
いたずらや盗電にも気を付けなければいけません。
夜間、安心して長時間充電できる環境が求められま
す。さらに機械式駐車場が含まれる場合、メーカー
に対応の可否を問い合わせる必要も出て来ます。こ
のように、管理組合には多岐にわたる選択と決断が
求められるのです。いくつもの未知数を含んだ連立
方程式を解かなければなりません。

＜Q5＞
�　1つの建物を区分所有する分譲マンションでは
共用部分に変更を加える場合、総会決議が必要

です。その点、充電設備の導入も例外ではあり
ません。管理組合が住民間の対立を避け、トラ
ブルにならないよう全員の意見統一を図るには、
どうすればいいでしょうか？

＜A5＞
�　苦境打開の万能薬はありません。月並みです
が、管理組合が設置目的や費用負担を丁寧に説
明し、納得してもらうのが最善の策と考えます。
アンケートの実施や意見交換会を開催し、居住
者ニーズを把握しましょう。そして、その結果
を踏まえて決定までのプロセスを居住者全員で
共有（見える化）する作業が合意形成には不可
欠です。
　EV充電サービスの管理・運営を行う業者（後
述）によると、設置費用に対する過剰な反応（コ
スト意識）が時として対立の原因になると指摘
します。要は「電気自動車を持っていない人に
まで無用な負担を求めるな！」というわけです。
ご存じ、区分所有法は「総会第一主義」を基本
としており、すべてが多数決によって決定され
ます。公平性と透明性が全区分所有者の理解と
納得につながるのです。
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　ここからは現場の生の声を紹介しましょう。「ま
ずは導入の発意に始まり、続いて理事会での議論、
住民説明会の開催、そして、ようやく総会での可決
と、管理組合から導入のGOサインが出るのに1年程
度は掛かる」と語るのは、EV充電サービスの管理・
運営を行うユビ電（株）の白石辰郎COO（最高執
行責任者）です。同社ではクルマが長時間駐車する
自宅マンションでの「おうち充電」などのサービス
を提供しており、白石氏は合意形成のネックとして
「電気自動車を持っていない居住者の反対」を指摘
します。「自分たちは支払いたくない」と苦言を呈
するというのです。

　その根底にあるのが「設置コストに対する過剰な
反応」と同氏は分析します。「マンションの各駐車
場に電気自動車用の充電コンセントを新設するだけ
なのに、まるで大規模工事を行うかのような思い違
いをしている人が多い」と付言します。

　無理もないかもしれません。まだまだ充電設備を
新設する既存マンションは数が少ないため、マンシ
ョン居住者の多くが工事費の「相場」を知りません。
そのため、勝手に膨大な工事費が掛かると思い込み、
「無駄遣いだ！」「支払いたくない」と電気自動車を
持っていない居住者が反対してくるのだそうです。

　では、実際、工事費はいくら掛かるのでしょうか？
――�ユビ電の白石氏によると「既存マンションの
平置き駐車場では、EVコンセントを新設するのに1
区画あたり20万円～60万円が相場」だそうです。今
年（2022年）、同社がEV充電サービスを提供した東
京都杉並区のマンション（総戸数39戸�築23年）では、
41区画ある平置き駐車場すべてに充電コンセントを
新設しました。その工事費は総額およそ1,000万円
でしたが、国の補助金制度が活用でき、実質はその
3分の1程度で済みました。戸当たりにすると、単純
計算、9万円弱（工事費350万円÷総戸数39戸）の負
担になります。

　また、東京都港区の分譲マンション（総戸数21戸�
築22年）でも同様、5区画の平置き駐車場すべてに
EVコンセントを新設しました。工事費は総額で235
万円になりましたが、国から203万円の補助があり、
管理組合の実質負担は32万円で済みました。戸当た
り換算で、わずか1万5,000円（工事費32万円÷総戸

数21戸）という負担額です。

　杉並区のマンションの理事は「電気自動車は災害
時、発電機代わりの非常用電源にもなる」と副次的
な効能に言及しており、V2H（Vehicle�to�Home）
やV2L（Vehicle�to�Load）（※）も意識していました。
EV所有者の利便性向上はもとより、災害時の危機
管理も視野に入れていたのです。目先にとらわれな
い、大局的な視点で導入を決断したわけです。その
結果がマンションの資産価値向上につながるのであ
れば、戸当たり9万円弱の支出は高くないと言える
のではないでしょうか。

（※）V2H（Vehicle�to�Home）
　電気自動車に搭載されている大容量バッテリー
に蓄えられている電力を家庭用に流用する給電シ
ステムのこと

V2L（Vehicle�to�Load）
　電気自動車に搭載されている大容量バッテリー
から、家電機器などに給電すること

　ユビ電の白石氏は「別のある既存マンションでは、
電気自動車の所有者が発意者となって充電設備の導
入を成功させました。そのマンションでは駐車場部
会を立ち上げるほど、意識の高い居住者が組合運営を
行っており、こうした高い問題意識を持つマンション
ほど、充電設備の導入に強い関心を示す」そうです。

　あるEV充電機器設置サービスを提供する業者に
よると、「見積りからの大幅な金額変更や、ブレー
カーが落ちるといった電気の契約容量に関するトラ
ブルが多々発生している」と警鐘を鳴らします。
EV充電インフラの基盤整備が急がれるなか、新規
参入者が相次いでおり、低コストを謳う一部業者の
サービスの質の悪さが懸念されています。玉石混交
が想起される中で、頼れるパートナーに出会えるか
どうかも充電設備の導入成否を決定する重要な要素
となり得るのです。

　本稿では、充電設備の新設費用は修繕積立金から
拠出し、設置後のメンテナンス費用と電気料金は駐
車料金に定額を上乗せする課金方法を提案していま
す。はたして、これが受益と負担の最適バランスか
どうかは各マンションの判断になりますが、区分所
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有法は「総会第一主義」を掲げています。すべてが
多数決によって決定される仕組みです。議案として
上程されれば、可決するにしても否決するにしても
総会決議を経る必要があります。

　その総会決議を成功させるには、少数意見や反対
意見にも耳を傾け、集約の結果として結論が導かれ
るのが理想です。否定や反証の応酬は避け、異なる
意見も尊重しながら総意としての方向性を見い出す
必要があります。そのためには日頃から居住者間の
意思疎通を心掛け、理解と納得に裏付けられた総会
決議を目指さなければなりません。充電設備の新設
に際しても、“真”の合意形成が出来るかどうかが
導入の可否を左右することとなります。

＜Q6＞
�　その総会決議ですが、充電設備の設置に関し
て「普通決議」でいいのか「特別決議」を要す
るのか判断に迷っています。また、必要に応じ
て管理規約や使用細則の見直しもしなければな
らないと聞きました。一体どうすればいいのか、
アドバイスをお願いします。

＜A6＞
�　前段に関しては「普通決議」で十分とされて
います。マンション標準管理規約の第47条関係
コメントには「集会室、駐車場、駐輪場の増改
築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴
うものは特別多数決議により（以下、省略）」と
記載されています。大規模な工事にならない限
り「普通決議」で問題ないとの判断です。

　また、後段については、充電設備を専用とし、
駐車料金に定額で上乗せして使用料を徴収する
方式を採用する場合、駐車場使用細則を一部変
更（要、普通決議）するだけで対応可能と考え
ています。

　復習として、分譲マンションは建物とその敷地で
成り立っており、建物については専有部分に対する
「区分所有権」と共用部分に対する「共有持分権」、
また、敷地については「敷地利用権」という3つの
権利で区分所有関係が構成されています。そして、
その分譲マンションの駐車場はマンション標準管理
規約で「附属施設」と位置付けられており、管理規

約の定めによって「区分所有者全員の共有」＝「共
用部分」として扱われます。

　質問された分譲マンションの駐車場の増改築工事
に関しては、マンション標準管理規約の第47条関係
コメントに「集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事
などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特
別多数決議により（以下、省略）」と記載されていま
す。よって、これを裏読みすると、大規模あるいは
著しい加工を“伴わない”充電設備の新設工事は「普
通決議」で問題ないという解釈にたどり着きます。

　そもそも、区分所有法にも「共用部分の変更（そ
の形状または効用の著しい変更を伴わないものを除
く）は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の
多数による集会の決議で決する」（第17条）と記載
されています。あいにく「著しい変更」の程度につ
いては説明がないため、最終的には個別判断になり
ますが、第47条コメントでは「バリアフリー化の工
事」や「耐震改修工事」も普通決議で可能としてい
ます。その相対比較により類推すると、充電設備の
新設工事が「普通決議」で問題ないと考えるのに無
理はないでしょう。

　続いて、管理規約や使用細則の見直しについてで
すが、充電設備を「専用」とし、駐車料金に定額で
上乗せして使用料を徴収する方式を採用する場合、
駐車場使用細則を一部変更するだけで対応可能と考
えています。

　ここでいう「専用」とは、駐車場1台に対して充
電設備も1台設置されているという意味です。Q5で
紹介した既存マンションでは、どちらも平置き駐車
場すべてに充電コンセントを新設していました。こ
ういうケースが「専用」となります。複数の自動車
が1台の充電設備を交互に利用する「共用」の場合
と対比した表現です。

　話を使用細則の見直しに戻しますが、一部とはい
え細則の変更が必要になりますので、総会を開催し
て「普通決議」を経なければなりません。参考にな
るよう、文末にマンション計画修繕施工協会の充電
設備導入マニュアルに掲載されている駐車場使用細
則の修正例を転載しました。下線部分が修正（追加）
された箇所です。ご活用ください。
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特集３　既存マンションに電気自動車（EV）用充電設備を新設　その導入ポイントと注意点

【まとめ】
　昨年（2021年）の電気自動車の販売台数は乗用車
全体のわずか0.9％でした（日本自動車販売協会連
合会）。車両価格の高さや走行距離の短さがネック
となり、ガソリン車から買い換えられない人が多く
いるのでしょう。気持ちは分かります。しかも、足
もとでは電気料金の値上げが著しく、今すぐ電気自
動車に買い換える理由は薄れるばかりです。

　しかし、一戸建て・マンションを問わず、自宅で
手軽に充電できるようになれば状況は大きく変わる
はずです。「おうち充電」を契機に「ガス欠」なら
ぬ「電欠」の心配から解放されれば、販売台数の増
加にもつながるでしょう。

　電気自動車の普及とインフラの整備は表裏一体で
す。すでに一戸建て住宅では充電設備の導入が進ん
でいます。今後、同様に既存マンションでも導入が
進むかどうかは、読者の皆さん次第です。まずは検
討を始めてみませんか。本稿が、そのきっかけにな
ることを願ってやみません。

【駐車場使用細則】（修正例）
出典：�（一財）マンション計画修繕施工協会
　　　�2022年8月　既存の分譲マンションへの電気

自動車（EV）・プラグインハイブリッド車
（PHEV）充電設備導入マニュアル（2021年4
月電気事業法改正対応版）

第1条（趣旨）
　この細則は、○○マンション管理規約（以下「規約」と
いう｡）第18条（使用細則）の規定に基づき、規約第15条（駐
車場の使用）に規定する駐車場の管理又は使用に関し、必
要な事項を定めるものとする。

第2条（定義）
　この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号に定めるところによる。
　一　�管理組合�規約第6条（管理組合）第1項に規定する○

○マンション管理組合をいう。
　二　�駐車場使用契約�規約第15条（駐車場の使用）第1項

に規定する駐車場使用契約をいう。
　三　�管理費等�規約第24条（管理費等）に規定する管理費

等をいう。
　四　�使用料�規約第28条（使用料）に規定する駐車場使用

料その他敷地及び共用部分等に係る使用料をいう。
　五　理事長�規約第33条（役員）に規定する理事長をいう。
　六　総会�規約第40条（総会）に規定する総会をいう。
　七　�理事会�規約第49条（理事会）に規定する理事会をい

う。
　八　�駐車場使用者�管理組合と駐車場使用契約を締結して

駐車場を使用する区分所有者をいう。
　九　�充電設備付駐車場使用者�管理組合と充電設備付駐車

場使用契約を締結して駐車場を使用する区分所有者
をいう

第3条（使用の申込み）
　駐車場使用契約の申込みは、別記様式第1による書面(以
下 ｢契約申込書」という。）書面を理事長に提出してしなけ
ればならない。ただし、区分所有権を有しない者は申込み
をすることができない。
　2　�区分所有者は、2以上の駐車場使用契約の申込みをす

ることができない。一の専有部分につき�2以上の区分
所有者が存在する場合であっても、同様とする。

　3　�次の各号の一に該当する場合には、区分所有者は、駐
車場使用契約の申込みをすることができない。

　一　�管理費等、使用料、その他の管理組合へ納入すべき
費用の納入を○月以上滞納しているとき。

　二　�所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に貸
与しているとき。

　三　管理組合と駐車場使用契約を既に締結しているとき。

第4条（契約申込受付台帳への登録）
　理事長は、契約申込書を受理したときは、契約申込受付
台帳に登録するものとする。
　2　前項の登録の順位は、契約申込書の受理の前後による。
　3　�登録を受けた区分所有者が、前条第3項各号の一に該

当するに至ったとき又は該当することが判明したとき
は、理事長は、その登録を消除することができる。登
録を受けた区分所有者が、その所有する専有部分を他
の区分所有者又は第三者に譲渡したときも、同様とす
る。

第5条（契約者の決定等）
　理事長は、契約申込受付台帳の登録順に駐車場使用契約
を締結しようとする区分所有者（以下「契約予定者」という。）
を決定する。駐車場使用契約の解除又は解約により駐車場
使用契約が終了する場合において、その駐車場について新
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たに契約予定者を決定するときも、同様とする。
　2　�前項の規定により契約予定者を決定したときは、その

者の契約申込受付台帳の登録を消除する。

第6条（駐車場使用契約の締結）
　理事長は、前条第1項の規定に基づき契約予定者を決定し
たときは、遅滞なく、別記様式第2による書面（以下 ｢駐車
場使用契約書｣ という。）でその契約予定者と駐車場使用契
約を締結するものとする。
　2　�理事長が契約予定者に対し、駐車場使用契約を締結す

べき旨を通知したにもかかわらず、この通知から○日
以内に駐車場使用契約書による駐車場使用契約を締結
しないときは、その者に係る前条第1項の決定を取消
すことができる。

第7条（契約期間）
　駐車場使用契約の契約期間は、○年間とする。

第8条（駐車区画の指定）
　駐車場使用者が使用する駐車場は、駐車場使用契約書に
区画の番号を記載することによりその位置を特定する。
　2　�前項の区画の配置については、規約第15条（駐車場の

使用）第1項において規定する別添の図に示すものと
する。

　3　�駐車場使用者は、使用する駐車場の位置の変更を求め
ることができない。

第9条（契約自動車）
　駐車場に駐車する自動車は、前条第1項の規定により特定
された駐車場にその全体を収容することができるものでな
ければならない。
　2　�駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車を駐車場使

用契約書に記載して特定しなければならない。ただし、
駐車場使用契約を締結すべきときに駐車場に駐車する
自動車を保有せずこの特定ができない場合には、駐車
場使用者がこれを保有した後、すみやかに次項に規定
する書面で届け出ることにより、この記載に代えるこ
とができる。

　３　�駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車を変更し
たときは、すみやかに理事長に別記様式第3による書
面で届け出なければならない

第10条（駐車場使用料の納入等）�
　規約第15条（駐車場の使用）第2項の駐車場使用料は、規
約第57条（管理費等の徴収）第1項の規定により、駐車場使

用者が当月分を前月の○日までに一括して納入しなければ
ならない。
　2　�前項の駐車場使用料は、一般駐車場月額○円、充電設

備付駐車場○円とし、一月に満たない期間の駐車場使
用料は、一月を30日として日割計算（10�円未満の端
数は切捨て）した額とする。

　3　�前項の規定にかかわらず、駐車場使用料の額、賦課徴
収方法その他の駐車場の管理又は使用に関する事項
（これらの変更に関する事項を含む。）について総会の
決議があったときは、駐車場使用者は、これに従わな
ければならない。

第11条（契約の解除等）
　理事長は、駐車場使用者が管理費等、使用料その他の管
理組合へ納入すべき費用の納入をしない場合において、そ
の支払いの催告にもかかわらず第3条第3項第一号に該当す
ることとなったときは、直ちに駐車場使用契約を解除する
ことができる。
　2　�駐車場使用者が規約第15条（駐車場の使用）第3項に

規定する譲渡又は貸与をしたときは、その譲渡又は貸
与があった時に駐車場使用契約は効力を失う。

　3　�前二項に規定するほか、駐車場使用者が法令、規約、
この細則又は駐車場使用契約書の規定に違反した場合
において、その是正及び原状回復の請求に応じないと
きは、理事長は、理事会の決議を経て駐車場使用契約
を解除することができる。

第12条（駐車場使用者からの解約等）
　駐車場使用者は、管理組合に対して1月前までに別記様式
第4による書面をもって解約の申入れを行うことにより、駐
車場使用契約を解約することができる。
　2　�前項の書面による駐車場使用契約の解約の申入れから

前条第2項の譲渡又は貸与までの期間が1月未満である
ときは、管理組合は、解約申入れの日から1月分の駐
車場使用料（駐車場使用契約の失効後の駐車場使用料
相当額を含む。）をその者から徴収することができる。
ただし、駐車場使用者がその譲渡又は貸与をするまで
の間に前項の書面による解約の申入れをしないときは、
管理組合は、その譲渡又は貸与があったことを知った
日からなお1月を経過する日までの駐車場使用料相当
額を徴収することができる。

第13条（禁止事項）
　駐車場使用者は、駐車場に工作物を設置し、又はガソリン、
オイル、バッテリー、タイヤその他の物品を放置してはな
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らない。
�2　��駐車場使用者は、契約自動車以外の自動車を駐車し、

又は第三者にこの駐車場を使用させ、若しくは駐車場
の使用権を譲渡することができない。

第14条（充電設備付駐車場の使用）
　充電設備付駐車場使用者は、次の事項を遵守しなければ
ならない。
　一　�充電器ボックスの鍵は、使用時以外は必ず施錠する

こと。

　二　�契約電動車の充電以外の目的で充電器を使用しない
こと。

　三　�充電器及び施設に損傷、汚損を与えたときは、速や
かに管理組合に連絡し、その指示に従うこと。

　四　�充電器を使用する場合は、取扱説明書の内容に従う
こと。

　五　�その他、管理組合又は理事会の定める事項及び指示
に従うこと。

第15条（明渡し等）
　駐車場使用者は、駐車場使用契約が終了する日までに（第
11条の規定に基づき契約の解除等がなされた場合にあって
は、直ちに）、駐車場を明け渡さなければならない。
　2　�駐車場使用者が前条及び前項の義務を履行しない場合

において、本項から第5項までに規定する措置以外の
方法によってその履行を確保することが困難であり、
かつ、その不履行を放置することによって区分所有者
の共同の利益を著しく害することが明らかであるとき
は、管理組合は、自ら自動車及び残置物の移動その他
の必要な措置を講じ、又は第三者をしてこれを講じさ
せ、その費用を当該駐車場使用者又は前項の義務を履
行しない者（以下この条において「義務者」という｡）
から徴収することができる。

　3　�前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を
定め、その期限までに履行がなされないときは、当該
措置をなすべき旨を示して、あらかじめ義務者に通知
を発しなければならない。

　4　�義務者が前項の期限までにその義務を履行しないとき
は、理事長は､ 総会の決議を経て、当該措置をする時
期及び当該措置に要する費用の概算による見積額を示
して、義務者に通知を発するものとする。

　5　�規約第41条（招集手続）第2項及び第3項の規定は、前
二項の通知に準用する。

第16条（自動車保管場所使用承諾証明書）
　理事長は、駐車場使用者が自動車の保管場所の確保等に
関する法律施行規則第1条第1項第一号に規定する書面によ
り、駐車場をその保有する自動車の保管場所として使用す
ることを管理組合が承諾した旨の証明を求めたときは、遅
滞なく、その証明を行うものとする。

第17条（事務の委託）
　理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第
三者に委託することができる。

第18条（細則外事項）
　この細則に定めのない事項については、規約又は他の使
用細則の定めるところによる。

第19条（細則の改廃）
　この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければな
らない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とす
る事項であるときは、規約の変更を経なければ、すること
ができない。

第20条（細則原本）
　この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名
の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則
原本とする。
　2　�細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関

係人の書面による請求があったときは、これを閲覧さ
せなければならない。この場合において、閲覧につき、
相当の日時、場所等を指定することができる。

　3�　�理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を
掲示しなければならない。

附　則
第1条（細則の発効）
　この細則は、○○年○月○日から効力を発する。

第2条（経過措置）
　規約附則第5条（経過措置）に規定する区分所有者と○○
会社との間で締結した駐車場使用契約に関する書面は、第6
条第1項の規定により締結した駐車場使用契約書とみなす。
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当センターでは、分譲マンションの管理組合の
役員や組合員、管理会社のフロントマン、マンシ
ョン管理士等マンションの管理の業務に携わる皆
さまから、管理組合の運営や建物・設備の管理等
に関する相談を受け付けています。
本稿では、令和3年度（令和3年4月1日～令和4年

3月31日）における相談の概要、具体的な相談事例
について紹介します。

Ⅰ　年度別相談件数推移および相談者
属性等

令和3年度の相談件数は9,814件で前年度比3.6％
増です。「区分所有法・（標準）管理規約の解釈」、「役
員の資格、選任・解任、任期」および「管理委託
契約書の内容（標準管理委託契約書）」に関する相
談が約25％（2,407件）を占めています。
前年度においては、新型コロナウイルス感染拡

大の状況のなか「定期総会を開催しなければなら
ないのか」、「総会を開催する場合にはどのような
点に留意すれば良いか」、「ITを活用して総会を開
催することはできないのか」等「総会の開催準備（招
集、議案書の作成等）」に関する相談が多く寄せら
れ第2位の相談件数でありましたが、令和3年度に
おいては大幅に減少しています。これは令和3年6
月に公表された改正マンション標準管理規約の規
定等によりITを用いて総会を開催できること等が
明確化されたことが1つの要因と考えられます。
具体的な相談事例は、「Ⅲ.相談事例」の項で紹介

します。
表1は、当センターがマンションの管理の適正

化の推進に関する法律の規定に基づき「マンショ
ン管理適正化推進センター」の指定を受けた平成
13年度以降の年度別相談件数の推移を表したもの

マンション管理組合からの相談事例

（公財）　マンション管理センター

特集４

です。令和3年度の相談件数（9,814件）は、平成
22年度以降において最も多くの相談が寄せられま
した。

表１　年度別相談件数の推移

年　度 件　数 前年度比

平成13年度 7,112 －

平成14年度 10,004 140.6％

平成15年度 12,937 129.3％

平成16年度 12,450 96.2％

平成17年度 9,600 77.1％

平成18年度 9,266 96.5％

平成19年度 9,026 97.4％

平成20年度 9,789 108.4％

平成21年度 9,924 101.3％

平成22年度 9,625 96.9％

平成23年度 9,444 98.1％

平成24年度 7,716 81.7％

平成25年度 7,851 101.7％

平成26年度 8,361 106.4％

平成27年度 8,222 98.3％

平成28年度 8,158 99.2％

平成29年度 8,434 103.3％

平成30年度 9,347 110.8％

令和元年度 8,649 92.5％

令和2年度 9,476 109.6％

令和3年度 9,814 103.6％
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表2は、令和3年度における相談者の属性です。
管理組合の関係者からの相談が多くを占めており、
なかでも組合員からの相談が最も多く2,862件、次
いで理事長からの相談が1,729件等と続いています。
その他には管理会社フロントマンから562件、マン
ション管理士から122件等となっています。

表3は、相談が寄せられたマンションの築年数別
の相談件数です。令和3年度においては、築21年～
30年のマンションに関する相談が2,171件で最も多
く、次いで築31年～40年のマンションが2,044件、
築11年～20年のマンションが1,672件等です。築11
年～40年までのマンションからの相談件数の割合
は約60％を占めています。

Ⅱ　相談内容別の件数
　表 4は、令和 3年度に寄せられた相談（9,814 件）
をその内容別に分類、集計し、件数の多かった上位
15 位までをまとめたものです。
　上位に関連する具体的な相談事例について「Ⅲ.相
談事例」の項でいくつかご紹介します。

表２　令和３年度相談者の属性

相談者属性 件　数 ％（前年度）

管
理
組
合

理事長 1,729 17.6％（19.1）

理事 1,699 17.3％（18.1）

監事 425 4.3％（3.3）

専門委員 447 4.6％（4.2）

組合員 2,862 29.2％（29.3）

占有者 39 0.4％（0.4）

その他・不明 440 4.5％（4.9）

小計 7,641 77.9％（79.4）

管
理
会
社

フロントマン 562 5.7％（6.4）

管理員 53 0.5％（0.5）

不明 211 2.1％（2.3）

小計 826 8.4％（9.3）

マンション管理士 122 1.2％（1.5）

行政 38 0.4％（0.5）

その他・不明 1,187 12.1％（9.4）

合計 9,814 100.0％

表４　令和３年度相談内容別の件数

順位 相　談　内　容 件　数 前年度件数
（順位）

1 区分所有法・（標準）管理規約の解釈 1,664 1,485（�1）

2 役員の資格、選任・解任、任期 429 405（�3）

3 管理委託契約書の内容（標準管理委託契約書） 314 349（�4）

4 総会の決議事項 306 297（�7）

5 理事長・理事会への不満 273 305（�5）

6 理事会運営（招集、議長、決議要件、議事録等） 266 305（�5）

7 管理規約の作成・改正 256 242（�8）

8 管理員・フロントマンへの苦情・交代要求 228 229（�9）

9 水漏れ事故（溢水、排水、、排水、給水管、外壁等） 196 174（12）

9 長期修繕計画の内容、見直し 196 88（－）

11 総会の開催準備（招集、議案書の作成等） 175 489（�2）

12 理事・理事会の役割・権限 153 187（10）

13 管理組合の役割・業務 135 187（10）

14 管理会社の選定・変更（管理会社の紹介依頼等） 127 141（14）

15 管理組合の会計処理・勘定科目 125 120（－）

15 修繕工事のすすめ方 125 100（－）

表３　令和３年度築年数別の相談件数

築年数 件　数 ％（前年度）

新築～10年 669 6.8％（6.3）

11年～20年 1,672 17.0％（18.9）

21年～30年 2,170 22.1％（20.7）

31年～40年 2,044 20.8％（20.9）

41年～50年 1,486 15.1％（14.2）

51年～60年 194 2.0％（1.4）

61年以上・不明 1,579 16.1％（17.5）

合計 9,814 100.0％
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（２）理事の役職の決定に関する相談

Q�　築 28年の中規模のマンションに住む組合員
ですが、当管理組合の総会では理事と監事の役
職を区別せずに役員選任の議案として諮られま
す。総会の直後に開催される理事会で、理事と
監事の役職が互選により決められます。監事は、
管理組合会計と理事会の業務執行とを監査する
役割を負っていますので、理事会で理事と監事
を決めることはいけないと考えますが、この考
えは間違っているでしょうか。

A
　管理組合の役員とは、理事長、副理事長、理事お
よび監事をいいます。管理組合は、理事長、副理事長、
理事によって構成する理事会の合議制によって業務
が執行されます。もちろん合議制といっても、理事
長はじめ各理事に各職務が分担され、大きな問題以
外は、分担した職務の権限の範囲内で処理されるこ
とになります。しかしながら、役員のうち監事は管
理組合の会計に関することと理事会の業務執行を監
査する役割を負っていますので、理事会に出席する
ことはできますが、理事会の議決に加わることはで
きません。それは監査機関という監事の職務の性質
上、監事は理事とは別の第三者的客観性が要求され
るためです。
　もちろん理事が監事を兼任することもできませ
ん。このことは、区分所有法第 50 条で管理組合法
人に監事を置かなければならないと規定され、さら
に同条第 2項で監事は、理事または管理組合法人の
使用人と兼ねてはならないと規定されていることか
らも明らかです。監事は理事とは独立した立場が要
請されますので、監事を理事会の互選で決めること

Ⅲ　相談事例
（1）管理規約と細則の関係に関する相談

Q�　使用細則の整備を考えていますが、どのよう
な細則が一般的に定められているのですか。ま
た、管理規約と使用細則の関係が理解できない
のですが、教えてください。

A
　平成 31 年 4 月に国土交通省が公表した平成 30 年
度マンション総合調査結果報告書によれば、マン
ション管理組合が制定している使用細則・協定等は
以下のものとなっています。「専有部分に係る使用・
居住」と「駐車場」が 80.1％と最も高く、「ペット飼育」
が 72.1％、「自転車置場・バイク置場」が 70.4％、「専
有部分の修繕等」が 66.6％、「ベランダ・バルコニー」
が 54.4％、「民泊」が 50.8％になっています。
　管理規約と使用細則の関係について、ペットの飼
育を例に挙げてみましょう。専有部分の使用に関わ
る「ペットの飼育を認めること」は、建物の利用に
関する基本的なことですから、管理規約に定めるこ
とが必要です。建物内でのペットの移動方法、ペッ
トとして飼育できる動物の種類、飼育頭数、ペット
クラブへの参加等の具体的な飼育制限等は使用細則
で定めることになります。
　管理規約と細則の関係を考える際に参考となる裁
判例（マンション管理センターが運営するマンショ
ン管理サポートネットに掲載・№ 216（※））があ
りますので紹介します。
　駐車場契約を本件マンションの区分所有者でかつ
居住者に限定し、区分所有者の変更があった時は契
約を終了するという細則を巡り、原告は、本件細則
で定められている内容は、現在の駐車場使用者に対
し半永続的な専用使用権を付与するもので、その実
質は規約であると見るべきであると主張して争われ
た事例で、那覇地裁は以下のように判じています。
※平成 16 年 3 月 25 日那覇地裁判決　抜粋

　「本件細則は、従前、本件駐車場の特定の区画
が先着順で駐車場契約をした特定の区分所有者
らにより専用使用されてきた実態を容認し、今
後も、当該区画について、事実上同人らの優先
的な使用態勢を維持存続することを意図して制
定されたものと認められ、実質的に、特定の区
分所有者に本件駐車場の特定の区画の優先使用

を認める規定内容になっていると評価すること
ができるから、そのような優先的な使用態勢を
認めることは、原告が主張する半永続的な専用
使用権を付与するものというかどうかはさてお
くとしても、共用部分たる駐車場としての性質
に反するものであることが明らかである。した
がって、かかる優先的な使用態勢を内容とする
規定事項は、区分所有法第18条第1項で定める共
用部分の「管理」の範囲を超えるものであると
いわなければならず、同法第30条第1項、第31条
第1項にいう「規約」により定めるのが相当であ
るといわなければならない。」
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は適切な方法でありません。
　ではどのように選任するのが望ましいのでしょう
か。標準管理規約第 35 条第 2 項では、理事および
監事は組合員のうちから総会で選任すると規定され
ています。つまり監事と理事は総会でそれぞれ別々
に選任することが規定されています。
　相談者のマンションでは、監事の員数が 1名だと
すると、総会で 1名の監事を理事とは別に選任しま
す。理事は規約に規定している員数を総会で選任し
てから、理事会で理事のうちから理事長、副理事長、
会計担当理事を選任することになります（標準管理
規約第 35 条第 3項）。

（３）理事会議事録の作成と保管に関する相談

Q�　当マンションでは、「理事会便り」を発行し
て、理事会の活動等について報告をしています
が、理事会議事録は作成していません。これは
法的に問題になるのでしょうか。

A
　総会議事録の作成については、区分所有法第 42
条に「集会の議事については、議長は、書面又は電
磁的方法により、議事録を作成しなければならない」
とありますが、理事会は、区分所有法に定めのある
機関ではありませんので、区分所有法上の作成義務
は、理事会には課されていないと考えられます。で
は、何故、多くの管理組合で、理事会議事録を作成
しているのかと言えば、管理規約に、「理事会の議
事については、議長は書面又は電磁的記録により議
事録を作成しなければならない」等の定めを置いて、
理事会の議長に、議事録の作成を義務付けているか
らです。
　標準管理規約第 53 条（（ア）電磁的方法が利用可
能ではない場合）第 4項では、「議事録については、
第 49 条（第４項を除く。）（※）の規定を準用する」
とし、理事会の議事録作成を、理事会の議長に義務
付けています。
　マンション管理標準指針のコメントでは、理事会
議事録の必要性を、「理事会議事録は、理事会活動
の記録としてはもとより、役員の交代に伴う引き継
ぎ資料としての役割も期待されるとともに、透明な
運営にも寄与します」としています。さらに、理事
会議事の広報についても、「開催された理事会の日
時、議題等の広報を戸別配布、掲示、広報紙への掲
載により実施している」を「標準的な対応」とし、「理

事会議事について、区分所有者に周知することは、
管理組合運営の透明化に寄与し、開かれた民主的な
ものとすることに資する」（同コメント）としてい
ます。保管・閲覧についても同指針において、「議
事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに
応じて閲覧できる状態で、管理組合において保管し
ている」を標準的な対応としています。

※令和 3年 6月改正標準管理規約第 49 条　抜粋

（ア）電磁的方法が利用可能ではない場合
（議事録の作成、保管等）
第49条�　総会の議事については、議長は、議事

録を作成しなければならない。
2�　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を
記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出
席した組合員がこれに署名しなければならない。

（４）　総会の緊急動議に関する相談

Q�　先月の総会において、提案されていた議案以
外の議事について一部の組合員から緊急動議が
出されました。その総会では新たに出された議
事が可決されました。管理規約では緊急動議を
認める規定を設けていませんのでこの決議は規
約違反ではないですか。

A
　総会決議は、区分所有法第 37 条第 1 項で「集会
においては、第 35 条の規定によりあらかじめ通知
した事項についてのみ、決議することができる。」
と規定されています。第 35 条の規定とは総会の招
集通知についての規定です。あらかじめ通知した事
項とは、総会に先んじて組合員に配付された総会議
案書に記載された事項です。また、標準管理規約第
47 条第 10 項では同様の規定を設けています。
　標準管理規約第 42 条第 3 項では、通常総会は毎
年 1回新会計年度開始以後 2ケ月以内に招集すると
定めています。さらに、第 43 条では招集通知は少
なくとも総会開催日の 2週間前までに、会議の日時、
場所および目的を示して組合員に通知すると定めて
います。この予告期間において各組合員は事前に通
知された議案の内容について検討することができる
わけです。
　ところで、総会は組合員全員が集まって議論をす
るのが望ましいのですが、実際には日程の都合で出
席できない方もありますので、管理組合では「委任
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状」や「議決権行使書」を総会議案書に添付して配
付します。総会を欠席する人は、「委任状」により
議長や出席する他の組合員に議決権の行使を委任し
たり、または、議案の内容を検討し議案の賛否を記
載した議決権行使書を提出することにより議決権を
行使することができます。
　したがって、あらかじめ通知された議案以外の議
事を緊急動議により決議することは、既に委任状又
は議決権行使書を提出し総会に出席していない組合
員は当該議事について議決権を行使することができ
ないことになりますので、本事例のような決議はで
きません。また、あらかじめ示された議案の内容を
総会の場で修正し決議することも原則認められない
ものと考えられます。

Ⅳ　おわりに
　本稿では、当センターが令和 4年 3月に発刊した

「マンションの管理の相談事例の解説～マンション
管理センターに寄せられる相談事例から～」に掲載
している相談事例の一部を抜粋しました。この他に
もマンション管理に関する多岐にわたる相談事例を
掲載しておりますので、是非、ご参考にしていただ
ければと思います。
　また、当センターが提供している「マンション管
理サポートネット」に掲載している情報を利用する
こともできます。「マンション管理サポートネット」
では、インターネットを利用して、総会・理事会の
運営や建物設備の維持管理等に関する「Q＆A」、「判
例集」、「法令・通達等」、「細則モデル・実務様式」
等の情報を閲覧し活用することができますので、必
要に応じてご利用ください。
　「マンション管理サポートネット」の内容につ
いては、69 ページ又はマンション管理サポート
ネット照会ページ https://www.mankan.or.jp/03_
supportnet/supportnet.html でご確認ください。
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１　マンション管理組合支援の取組
（１）横浜市のマンションをとりまく状況
本市は人口約377万人、約178万世帯の都市で、

これまで人口は増加傾向にありましたが、昨年１
年間で４千人以上減少し、戦後初のマイナスにな
るなど、人口減少の兆しが見え始めています。
2020（令和２）年国勢調査によると、年齢別の

人口は65歳以上の人口が総人口に占める割合は25.1
％となり、高齢化が進んでいます。また、将来人

口推計では、０から14歳、15から64歳の人口の減少、
65歳以上の人口の増加が続くことが見込まれます。
（図01）高齢化率については、2020（令和２）年
の25.1％から増加し、2040（令和22）年には33.5％
になる見込みです。市内分譲マンションにおいて
は、区分所有者の高齢化等に伴い、管理組合の役
員のなり手が不足し、運営が停滞すると管理不全
に陥る可能性があります。

横浜市マンション管理適正化推進計画について

横浜市建築局住宅部住宅再生課

図01　横浜市の年齢３区分別人口の推移

一方で、マンションストックにおいても建物の
老朽化の進行が見込まれています。1965（昭和
40）年代以降に多くのマンションが建設されてお
り、今後、築40年を超えるマンションが、現在の
6.4万戸から30年後には約５倍の34万戸に増加する
ことが見込まれています。（図02）また、本市に
おいて分譲マンションは、居住世帯のある住宅数
の約４分の１を占めており（図03）、市民の主要
な居住形態の一つとなっており、これは政令市の
中でも最も高くなっています。（図04）この状況
を鑑みると、建設後相当の期間が経過したマンシ
ョンが適切に維持管理されない場合、居住環境の
低下のみならず、居住者や近隣住民の生命・身体
への影響、更にその規模ゆえに、都市や地域社会

の環境の低下を生じさせるなど、深刻な問題を引
き起こす可能性が懸念されます。

図02　築40年以上の戸数の推移（横浜市）

資料：�総務省「2018（平成30）年住宅・土地統計調査」� �
持ち家・共同建・非木造・３階以上の専用住宅の戸数
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（2）横浜市のマンション管理組合支援の取組
本市では、マンションの日常管理・維持保全か

ら再生まで活動段階に応じた様々な支援を実施し
ています。活動段階に応じて、相談窓口や専門家
派遣、事業費補助、普及啓発など多様な施策を展

開しています。（図05）
本稿では、本年４月に策定したマンション管理

適正化推進計画と11月に開始する管理計画認定制
度について紹介します。

図03　建て方別住宅数（横浜市）

資料：�総務省「2018（平成30）年住宅・土地統計調査」� �
持ち家・共同建・非木造・３階以上の専用住宅の戸数

図05　横浜市のマンション施策の取組

資料：横浜市「横浜市マンション管理適正化推進計画」

図04　マンション居住率の政令指定都市比較

資料：�総務省「2018（平成30）年住宅・土地統計調査」
持ち家・共同建・非木造・３階以上の専用住宅の戸数
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２　�横浜市マンション管理適正化推進
計画

本市では、これまでの取組を踏まえ、管理組合
がマンションを適正に管理することを基本としな
がら、施策の更なる充実を図り、多様な関係主体
との連携のもと、マンション管理の適正化に計画
的に取り組んでいくために、2022（令和４）年４
月に「横浜市マンション管理適正化推進計画（以下、
計画と言う。）」を策定しました。（図06）なお、
計画の策定のプロセスとしては、2021（令和３）
年に横浜市住宅政策審議会及びその専門部会で有
識者などの方々にご議論いただき、2022（令和４）
年１月から２月にかけて計画案に対する市民意見
募集を実施しました。

（１）計画期間
2022（令和４）年度から2026（令和８）年度ま

での５年間
（2）施策展開にあたっての考慮事項
ア�　管理組合が自ら適正な維持管理・再生に取
り組めるよう支援する� �
　マンションは市民の主要な居住形態であり、
都市や地域社会を形成する重要な要素だから
こそ、その適正な維持管理・再生の推進に取
り組むことは、本市の重要な課題です。� �
　私有財産であるマンション管理の主体は区
分所有者等で構成される管理組合です。区分
所有者等の合意形成の困難さや専門的知識の
不足が、維持管理・再生の支障となり、更に
建物・居住者等の「２つの老い」や賃貸化・
空室化が、管理活動の停滞に繋がる可能性が
懸念されます。� �

　本市では、今後の「２つの老い」等の進行
に備え、専門家や関係団体と連携を図り、管
理組合が自ら適正な維持管理・再生に取り組
めるように支援していくことが重要となりま
す。

イ�　管理状況に課題を抱えるマンションには、
働きかけによる支援を行う� �
　本市の実態把握調査の結果において、管理
組合が未組織、管理規約が不備など、管理組
合活動が停滞しているマンション（要支援マ
ンション）が相当数存在しています。これら
のマンションの老朽化等が市民生活や地域環
境に深刻な問題を引き起こさないように、管
管理組合活動を改善し、老朽化対策や計画的
な維持保全に取り組むことが急務です。（図
07～09）� �
　そこで、マンション管理の主体である管理
組合が、自ら適正な維持管理に取り組める状
態を整えることができるように、本市から管
理組合に働きかけるなど、能動的な支援を行
うことが重要となります。

図06　横浜市マンション管理適正化推進計画表紙

図07　�2019・2020（令和元・２）年度マンション管
理組合実態把握調査の概要

図08　マンション管理組合実態把握調査結果
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ウ�　適切な支援を行うためにも、マンションの
管理状況を的確に把握する� �
　イの通り、本市には、管理組合活動が停滞
しているマンション（要支援マンション）が
相当数存在していますが、今後の「２つの老い」
等の進行により、このようなマンションが増
加することが懸念されます。� �
　したがって、管理組合活動の停滞等を未然
に防止するためにも、高経年マンションをは
じめとした、市内のマンションの管理状況を、
定期的に的確に把握し続けることが重要とな

ります。
エ�　専門家や関係団体との連携のもと、計画的
かつ効果的に施策を実施する� �
　本市では、マンションの維持管理・再生に
対する様々な支援制度を実施していますが、
管理組合への働きかけによる支援、管理状況
の把握などについて、更なる取組を進めてい
くためにも、専門的な知識や経験を有する専
門家等との連携が必要です。� �
　これまで以上に、専門家や関係団体との連
携を強め、計画的かつ効果的な施策を実施し
ていくことが必要です。

（3）施策展開の基本的な考え方
マンションの適正な管理に向けて「マンションの

管理状況の把握の推進」「管理不全を予防するため
の高経年マンションへの能動的な支援」「管理組合
の主体的な維持管理への支援」の３つの視点を重視
して取組を進めることとしています。更に、区分所
有者や管理組合等に対し、マンションの適正な管理
の重要性や管理に必要な知識の普及啓発を推進する
ことで、取組を下支えしていきます。（図10）
なお、本計画はマンションの適正な管理の推進を

目的としていますが、マンションの再生についても、
管理組合が切れ目なく活動できるように一体的に取
り組んでいきます。

図09　要支援マンションの割合

図10　施策展開の基本的な考え方

資料：横浜市「横浜市マンション管理適正化推進計画」
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（４）�管理組合によるマンション管理の適正化の
推進に関する基本的な指針

この指針は、管理組合によるマンションの管理
の適正化を推進するため、管理組合が活動する際
の基本的な考え方を示すものとして、本計画に定
めています。

それらに併せて、本市がマンション管理適正化
法に基づき、管理組合の管理者等に対して「助言、
指導等を行う場合の判断基準の目安」や、「管理計
画を認定する際の基準」を示しています。（図11）

図11　「助言、指導等を行う場合の判断基準の目安」と「管理計画を認定する際の基準」

資料：横浜市「横浜市マンション管理適正化推進計画」

【別表】 ※下線部は横浜市独自の基準

助言・指導・勧告を行う
判断基準の目安 管理計画認定の基準

○管理組合の運営

・管理者等が定められていない
・集会（総会）が年１回以上開催されていない
・理事会が年１回以上開催されていない

・管理者等及び監事が定められている
・集会（総会）が年１回以上開催されている

○管理規約

・�管理規約が存在しない、または必要に応じた改正がされて
いない

・管理規約が作成されている
・管理規約にて下記について定めている
　－緊急時等における専有部分の立ち入り
　－修繕等の履歴情報の保管
　－管理組合の財務・管理に関する情報の提供

○管理組合の経理

・�管理費と修繕積立金の区分経理、適正管理がされていない ・管理費と修繕積立金の区分経理がされている
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
・�直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の三ヶ月
以上の滞納額が全体の一割以内である

○長期修繕計画の作成及び見直し等

・�適宜適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てら
れていない

・�長期修繕計画が作成されていない、または見直しがされて
いない

・大規模修繕工事が実施されていない

・�長期修繕計画（標準様式準拠）の内容及びこれに基づき� �
算定された修繕積立金額が集会（総会）で決議されている

・�長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内にされている
・�長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大
規模修繕工事が２回以上含まれている

・�長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を
予定していない

・�長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算
定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない

・�計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画と
なっている

○その他

― ・�組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年１回以上内
容の確認が行われている

・�横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切なもので
ある
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【横浜市マンション管理適正化指針】
国のマンション管理適正化指針を基本としつつ、

特に次の３点を管理において重要な事項と位置付
けています。
○�管理組合は、マンションの管理の主体として、
必要に応じて専門家の活用も検討しながら主
体的に適正な管理に取り組む

○�区分所有者は、管理の重要性・必要性を十分
に認識し、管理組合活動に積極的に関わる

○�管理組合は、長期的な見通しを持ち、助言・
指導等の目安及び管理計画認定の基準に留意
しながら適正な運営に努める

３　管理計画認定制度
2020（令和２）年のマンション管理適正化法改

正（2022（令和４）年４月全面施行）により創設
された本制度は、マンション管理組合が作成する
管理計画が所定の基準を満たす場合に、地方公共
団体が認定する制度となります。認定を受けるこ
とで、区分所有者のマンション管理への意識の高
まりや、適正に管理されているマンションとして
売買時等に市場において評価されることなどが期
待されます。認定を受けたマンションが享受でき
るメリットとしては、住宅金融支援機構の大規模
修繕ローンであるマンション共用部分リフォーム
融資の金利引き下げ（2022（令和４）年10月借入
申込受付分から）や積立てサポート債券であるマ
ンションすまい・る債の利率上乗せ（2023（令和５）
年度募集分から）などがあります。
本市では、2022（令和４）年11月の開始を予定

しており、本制度の普及を図るために、10月には
市内分譲マンションに制度紹介のリーフレットを
送付しています。その他、関係団体と連携し、同
制度の積極的な周知を行っていく予定です。（図
12）
なお、制度上は地方公共団体の実情に応じて独

自基準を追加することもできますが、本市では設
定していません。

４　おわりに
今後、老朽化するマンションストックの増加が

見込まれており、その一方で、多様な共用施設や
IoT等の最新技術を導入した設備を有するマンショ
ンなど、社会状況の変化や技術の進展等を背景に、
居住者のニーズに応じて、マンションの規模や形
態は多様化しています。これに伴い、従来は捉え
ていなかった課題や、技術的な問題が発生する可
能性もあります。
本市では、今後もこれらの変化等を適切に捉え、

適時に必要な施策の追加・改善などの柔軟な対応
を図るとともに、本年４月に（独法）住宅金融支
援機構、（公財）マンション管理センター、（一社）
神奈川県マンション管理士会、（特非）横浜マンシ
ョン管理組合ネットワーク、横浜市住宅供給公社、
横浜市の６者で締結した「横浜市内におけるマン
ション管理適正化の推進に関する協定」に基づき、
各団体と連携、協力し取組を進めていきます。

図12　制度紹介リーフレット
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１．はじめに
福岡市の分譲マンションの戸数は、居住世帯の

ある住宅約79万２千戸のうち約14万１千戸、17.9％
を占め、重要な居住形態といえます（平成30年　
住宅・土地統計調査）。
分譲マンション約5,600棟のうち、築40年以上の

高経年マンションは、現在約900棟（16.5%）ですが、
10年後には約2,600棟（46.4%）になると想定してい
ます。また、管理組合が抱える将来の不安として、
「区分所有者の高齢化」が58.6％、「建物の老朽化に
よる適切な維持修繕とその費用の運用」が43.2％と
なっています。（令和３年度福岡市マンション管理
組合実態調査）（図１参照）。

マンションは今後も増加傾向にあり、さらに、
高経年化が想定されることから、更なる管理適正

化の推進を目的として、令和４年３月に「福岡市
マンション管理適正化推進計画」を策定するとと
もに、４月の改正マンション管理適正化法の全面
施行を受け、７月から「福岡市マンション管理計
画認定制度」の運用を開始しました。
本稿では、福岡市の「マンション管理計画認定

制度」とあわせて、管理適正化に向けた取組みや
支援策についてご紹介します。

２．福岡市マンション管理計画認定制度
（１）制度の概要
管理計画認定制度は、管理組合の体制や管理規

約、長期修繕計画など、マンション管理計画が一
定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つ
マンションとして地方公共団体から認定を受ける
ことができる制度で、本市では令和４年７月より
運用を開始しました。
認定を受けるメリットとしては、

・�区分所有者の管理への意識が高く保たれ、マン
ションの管理水準を維持向上しやすくなる

・�適正に管理されているマンションとして、市場
において評価されやすくなる

・�（独）住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「フ
ラット35」や、「共用部分リフォーム融資」の金
利引下げ、積立て債券「マンションすまい・る債」
の利率上乗せといった優遇措置の対象となる（詳
細は機構ホームページ参照）

があります。

（２）管理計画の認定基準
本市の認定基準は、国が示す基準に独自基準を

１つ加えた計18項目としています（表１参照）。
昨今の頻発する災害への備えが重要であると考

え、「防災計画の作成や防災訓練等、防災に向けた
取組みを実施していること」を独自基準に追加し
ており、適合に必要な事項のいずれか１つ以上を
満たすことを要件としています（表２参照）。

福岡市のマンション管理計画認定制度と
管理組合支援策について

福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課

図１　管理組合が抱える将来の不安

資料：令和３年度福岡市マンション管理組合実態調査
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表１　管理計画の認定基準

１．管理組合の運営

⑴ 管理者等が定められていること

⑵ 監事が選任されていること

⑶ 集会が年一回以上開催されていること

２．管理規約

⑴ 管理規約が作成されていること

⑵  マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等
の履歴情報の管理等について定められていること

⑶  マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書
面の交付（または電磁的方法による提供）について定められていること

３．管理組合の経理

⑴ 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

⑵ 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

⑶ 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること

４．�長期修繕計画の� �
作成及び� �
見直し等

⑴  長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕
積立金額について集会にて決議されていること

⑵ 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること

⑶  長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含
まれるように設定されていること

⑷ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

⑸  長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

⑹ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

５．その他

⑴  管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組
合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること

⑵ 福岡市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

⑶ 防災計画の作成や防災訓練等、防災に向けた取組みを実施していること【福岡市独自】

表２　市独自基準の適合に必要な事項

ア 防災計画を作成

イ 自主防災組織を組織

ウ 災害時の対応マニュアルを作成

エ 防災用品や医療品・医薬品を備蓄

オ 非常食や飲料水を備蓄

カ 防災用名簿を作成

キ 定期的に防災訓練を実施

ク その他管理組合として実施する防災に関する取組み

表３　認定申請・更新手数料

長期修繕計画の数 市に
直接申請

事前確認※を
受けて申請

１つの場合 23,500円 3,500円
２つ以上の場合の
１計画当たりの加算額 11,500円 1,500円

※マンション管理センターへ別途手数料が必要

表４　変更申請手数料※

変更区分 変更が
１つの場合

変更が２つ以上の場合
の１つ

あたりの加算額
管理組合の運営 4,300円 2,000円
管理規約 3,600円 2,000円
管理組合の経理 4,200円 2,200円
長期修繕計画の作成及び
見直し等 8,700円 3,900円

その他 2,700円 1,400円

※マンション管理センターへの申請不可

（３）申請方法・手数料
管理計画認定の申請手続きは、申請者（管理組合

の管理者等）が、「①市に直接申請（窓口またはオン
ライン）する方法」、「②（公財）マンション管理セン
ターの事前確認を受けたうえで、センターを通じて
申請（オンライン）する方法」の２種類を設けており、
認定申請に関する手数料は表３、表４の通りです。
なお、本市では、センターが発行する事前確認適

合証の添付を義務付けておりません。
市にオンラインで直接申請する場合は、市ホーム

ページの申請フォームから申請が可能です（「福岡市
マンション管理計画認定制度」で検索）。

３．管理組合支援策の充実
福岡市マンション管理適正化推進計画（令和４

年３月策定）では、「管理能力の低下（縦軸）」と「建
物の老朽化（横軸）」の進行がマンションの管理不
全化につながると考え、マンションを管理状況に
応じて４つに分類し、区分ごとに取組み方針を定
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め、計画的に施策を実施していくこととしていま
す（図２、図３参照）。
【取組方針】
・�「①適正に管理されているマンション」は、管理
不全化の未然防止や良質な住環境の確保に向け
た取組みを推進

・�「②管理組合の運営に課題があるマンション」及
び「③建物の維持修繕に課題があるマンション」
は、管理能力の向上や円滑な維持修繕・再生の
促進に向けた取組みを推進

・�「④管理不全マンション」は、課題解決に向けた
積極的な取組みを推進

【施策】
①適正に管理されているマンション
管理不全化の未然防止、良質な住環境の確保に

向けた取組みとして、「管理計画認定制度の運用・
周知」「管理計画の認定申請促進に向けた支援制度
の検討」「マンション管理基礎セミナーの実施」等
②管理組合の運営に課題があるマンション
管理能力の向上に向けた取組みとして、「管理士

による特別相談」「管理士派遣事業」「管理規約適
正性診断」の実施等
③建物の維持修繕に課題があるマンション
円滑な維持修繕・再生の促進に向けた取組みと

して、「維持修繕・再生検討の支援制度の検討」「住
宅金融支援機構による特別相談の実施」「高経年マ
ンション運営支援事業の実施検討」等
④管理不全マンション
課題解決に向けた積極的な取組みとして、「法に

図２　管理状況の分類モデル図

○管理意識の希薄化
○管理組合役員の担い手不足等
・区分所有者等の高齢化
・住戸の賃貸化、空き住戸化等

管理能力の低下

建物の老朽化

②管理組合の運営に
課題があるマンション

①適正に管理されている
マンション

建物の維持修繕

③建物の維持修繕に
課題があるマンション

④管理不全マンション

○建物の高経年化
○維持修繕の未実施 等
・積立金等の不足
・必要経費の増加 等

○建物の高経年化
○維持修繕の未実施 等
・積立金等の不足
・必要経費の増加 等

○管理意識の希薄化
○管理組合役員の担い手不足等
・区分所有者等の高齢化
・住戸の賃貸化、空き住戸化等

基づく助言・指導・勧告」「管理組合への継続的支
援制度の検討」等

これら施策のうち、推進計画の策定や管理計画
認定制度の運用開始にあわせて、新たに創設した
支援策をご紹介します。

（１�）�マンションライフサイクルシミュレーショ
ン相談（令和４年４月開始）

本市に設置している住宅相談コーナーでは、一
般相談のほか、マンション管理士や弁護士などの
専門家による特別相談を実施しており、今回、マ
ンション管理に関する相談体制を充実させるため、
（独）住宅金融支援機構九州支店と連携し、「マンシ
ョンライフサイクルシミュレーション相談」を追
加しました。
建物規模、築年数などに応じた平均的な大規模修

繕工事費用や、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の試算等を対面で行うこと
で、資金計画を含む長期修繕計画の状態を把握して
いただく機会を提供できるようになりました。

（２）�マンション管理計画認定申請促進事業補助
金（令和４年７月創設）

管理計画の認定取得を促進するため、認定申請

場所 福岡市役所３階
住宅相談コーナー（住宅計画課内）

実施日 毎月第２月曜日（祝日の場合は翌週）

定員 ３組（①13：00～14：00／②14：00～15：00
／③15：00～16：00）

相談員 （独）住宅金融支援機構 九州支店職員

図３　管理状況に応じた主な取組み
管理能力の低下

建物の老朽化

④管理不全マンション

（主な取組み例）

・
・マンションの維持修繕・再生に向けた
支援制度の検討

・
・住宅金融支援機構による特別相談の
実施検討

・高経年マンション運営支援事業の実施 等

（主な取組み例）
・法に基づく助言・指導・勧告の実施
・管理組合への継続的支援制度の検討
・特定建築物の定期報告制度を活用した
マンション管理状況の把握 等

②管理組合の運営に
課題があるマンション

（主な取組み例）
・マンション管理士による特別相談の実施
・マンション管理士派遣事業の実施
・マンション管理無料相談会の実施
・マンション管理規約適正性診断の実施　等

管理能力の向上に向けた取組み

円滑な維持修繕・再生を
促進する取組み

（主な取組み例）
・管理計画認定制度の運用・周知
・管理計画の認定申請促進に向けた支援
・制度の検討
・福岡マンション管理基礎セミナーの実施
・マンション防災・減災マニュアルの活用促進　等

管理不全化の未然防止、良質な
住環境の確保に向けた取組み

①適正に管理されている
マンション

課題解決に向けた積極的な取組み

建物の維持修繕

③建物の維持修繕に
課題があるマンション
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にかかる管理組合の活動経費を補助します。

（３）�マンション再生検討促進事業補助金� �
（令和４年７月創設）

老朽化が進行したマンションの再生を促進する
ため、再生に向けた初期段階での検討経費を補助
します。

（４）マンション管理士派遣事業
これまで、マンション管理に悩みを持つ組合に

対して、マンション管理士を現地に派遣してアド
バイスを行う「マンション管理士派遣事業」や「高
経年マンション運営支援事業」を実施してきてお
り、推進計画策定や認定制度運用にあたり、相談
件数の増加に対応するため、派遣件数を一部増加
するなど、支援体制の充実を図っています。

４．福岡市マンション管理支援機構
福岡市内のマンションに関して、管理組合が自

立的な運営による適切な維持管理を行い、マンシ
ョンの長寿命化や、周辺地域も含めた良好な居住
環境を確保することを目的に、平成16年に設立し、
行政や、NPO、関係団体が連携して、管理組合の
適切な管理運営を支援しています。

補助限度額 55,000円（１組合）

補助率 １／２

補助要件 補助金の活用について、区分所有者集会（総会）ま
たは理事会の決議を経ていること　等

補助対象
経費

①  管理計画の認定申請に向けた管理組合での合意
形成に要する経費
 例 ）認定申請に係る意向調査事務費、認定申請

を決議するための総会の会場借損料
② 管理計画認定申請書の作成等に要する経費

 例 ）マンション管理士・マンション管理会社等
への認定制度に係る相談費・委託費  
　行政書士への認定申請書作成・申請代行費

補助限度額 300,000円（１組合）

補助率 １／２

補助要件
・築40年を経過していること
・ 補助金の活用について、区分所有者集会（総会）

または理事会の決議を経ていること　等

補助対象
経費

① 現状調査に要する経費
② 区分所有者等の意向調査に要する経費
③  マンション再生手法の比較検討に要する経費  

［外部委託費のみ］
④  管理組合における検討組織（専門委員会）の運

営に要する経費

マンション管理基礎
セミナーの開催（年２
回）や、マンション管
理の手引きの配布（福
岡県等との共同発行）、
無料相談会や管理規約
適正性診断の実施な
ど、様々な支援事業を
実施しています。

５．最後に
マンション管理適正化法の改正により、新たに

管理計画認定制度が創設され、昨今、区分所有者や、
マンション管理会社、マンション購入予定者等を
中心に、マンション管理に関する関心が高まって
きていると感じています。
マンション管理の主体は、区分所有者等によっ

て構成される管理組合であることに変わりはあり
ませんが、本市としては、法改正によって、行政
が管理組合に対してより一歩踏み込んだ対応が可
能となったことを好機と捉えています。
今回ご紹介した新たな支援策だけでなく、（独）

住宅金融支援機構をはじめとするマンションの関
係団体と連携しながら、これまで以上に管理組合
の積極的な支援に取り組み、マンション管理の適
正化を推進してまいります。

マンション管理の手引き

【福岡市マンション管理支援機構　構成団体】

（一社）福岡県マンション管理士会

NPO法人　福岡マンション管理組合連合会

（一社）マンション管理業協会　九州支部

福岡マンション問題研究会

（一社）日本マンション学会　九州支部

（独）住宅金融支援機構　九州支店

（一社）再開発コーディネーター協会　マンション建替えアドバイ
ザーネットワーク九州

（独）都市再生機構　九州支社

（一財）福岡県建築住宅センター

福岡市住宅供給公社

福岡市


