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愛知県名古屋市

　名古屋市では、マンションの管理状況等を把握する
ため、令和2年度に市内全ての分譲マンションを対象
に、管理実態調査を行い、2,106件（2,975棟）の回答
を得ました。その結果、管理組合の活動実態がないマ

ンションが45件（2.1％）、
管理規約が存在しないマン
ションが28件（1.3％）あり、
これらのマンションでは、
適切な維持管理が行われて
いない可能性があります。
また、長期修繕計画がない
マンションは412件（19.6％）
あり、国が行ったマンショ
ン総合調査での未作成の割
合（7％）と比べて高い割合
となっていました。さらに、
大規模修繕工事は通常15年

　名古屋市内の分譲マンションは昭和30年代から供給
され始め、令和2年12月末時点で約20万3千戸（5,720
棟）の分譲マンションがあり、そのうち築40年以上の
分譲マンションが約4万1千戸（約20％）あります。
　今後、経年とともに、区分所有者や居住者の高齢化が
進行し、管理組合の役員の担い手不足により適切な維持
管理がなされない築40年以上の高経年マンションが急
増することが予想されます（図１参照）。老朽化したマ
ンションで適切な維持管理がなされないまま放置された

場合、居住者自らの居住環境の低下のみならず、外壁の
剝落等による居住者や近隣住民の生命・身体に危害、ひ
いては周辺の住環境や都市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あります。
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【図1】築40年以上の高経年マンションの将来設計
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管理状況に応じた支援施策 相談内容に応じた支援施策

　このような状況のもと、不適切な管理による周辺への
危害や住環境の低下等を未然に防止し、管理組合の自立
的運営による適正なマンション管理を促進するため、令
和4年3月に、改正マンション管理適正化法に基づく名
古屋市マンション管理適正化推進計画を策定しました。
この計画を踏まえ、以下のようなマンション管理の適正
化の推進を図るための施策を実施しています（図２参
照）。

管理の適正化の推進を
図るための施策

【図2】マンションの管理に関する支援制度一覧

本市の支援制度を案内

周期で行われますが、築30年以上のマンションで大規
模修繕工事未実施が21件（1.0％）あり、このようなマ
ンションでは、外壁の剝落等による危害の発生等が懸
念されます。
　また、適切なマンション管理を促進するためには、
全てのマンションの管理状況を把握し、管理実態に応
じた助言・指導等やマンション管理の知識に関する情
報提供等、適切な支援を行う必要がありますが、本調
査において未回答のマンションが約半数あり、これら
のマンションの管理状況を把握することはできません
でした。

管理組合の運営に関する支援制度

管理組合がない、管理規約がない 管理組合の運営、管理規約について

【外部役員派遣】
・マンション管理士を外部役員として派遣し、管理組合

の設立や管理規約の作成等を支援する。

【特別相談（専門家相談）】
・マンション管理士が窓口で助言等を行う。
【専門家派遣】
・マンション管理士 2 名を現地に派遣して助言等を行う。

マンション管理状況届出制度

・各マンションからの届出により、管理状況や連絡先を把握し、管理状況に応じた助言・指導等を行う。   

マンション管理計画認定制度

・国や本市が定める一定の基準を満たす管理計画を持つマンションを認定し、管理水準の底上げを行う。

建物の維持管理に関する支援制度

長期修繕計画がない 長期修繕計画、修繕工事について

【長期修繕計画作成支援】
・マンション管理士を派遣し、計画の案の作成及び理

事会等で当該計画の内容の説明を行う。
【特別相談（専門家相談）】
・マンション管理士が窓口で助言等を行う。
【専門家派遣】
・マンション管理士 2 名を現地に派遣して助言等を行う。
【修繕工事に関する発注支援】
・名古屋市住宅供給公社が相談窓口を設置し、修繕工

事の発注に関する支援を行う。

修繕積立金が足りない

【修繕工事の融資に対する利子補給】
・住宅金融支援機構から修繕に係る融資を受ける場合、

適切な修繕積立金を徴収すること等を条件として、利
子の補給を行う。
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（２）マンション管理計画認定制度
　令和4年4月から、マンション管理適正化法に基づく
マンション管理計画認定制度を開始しています。名古屋
市では、国の認定基準に加え、防災や管理意識の向上の
観点を踏まえ、独自の認定基準を二つ追加しています。
一つは、災害発生時における居住者の安否確認方法につ
いて定めがあること、もう一つは、防災及び減災並びに
防犯に関する取組を行うため、マンションに隣接する地
域を区域に含む自治組織との連絡窓口となる者（当該マ
ンションの区分所有者又は居住者に限る）が定められて

いること、としています。
　なお、11月末現在において、4件の認定を行っています。

（３）マンション管理に関する相談窓口の設置等
　マンション管理推進協議会（地方公共団体や住宅金融
支援機構東海支店をはじめとするマンションに関する団
体が連携し設立）が、定期的に管理適正化等に関するセ
ミナーや相談会を開催しているほか、マンション管理士
が管理規約や長期修繕計画の見直しその他の管理に関す
る課題を整理し役立つ知識や情報提供を行う特別相談
（専門家相談）の実施、弁護士や建築士等の専門家によ
る相談等を実施しています。セミナーにおいては、住宅
金融支援機構東海支店から講師を招き、マンションライ
フサイクルシミュレーション～長期修繕ナビ～、マンショ
ン共用部分リフォーム融資についての講演を行いました。

（４）専門家派遣事業
　マンション管理士2名が訪問し、管理組合が主催する
勉強会や理事会等で、個々のマンション管理組合の課題
に応じた助言や情報提供を行います。

（５）外部役員派遣事業
　管理組合の活動実態や管理規約が存在しないマンショ
ン等に対して、マンション管理士2名を管理組合の外部
役員として派遣し、管理組合役員等の担い手となる区分
所有者等の掘り起こしや、区分所有者間の意見の整理及
びアドバイス、管理規約の案の作成及び集会での説明な
ど、管理組合等の立場に立って管理の適正化に向けた支
援を行います。

（６）長期修繕計画作成支援
　長期修繕計画を作成していないマンションの管理組合
へマンション管理士を派遣し、公益財団法人マンション
管理センターの「長期修繕計画作成・修繕積立金算出サー
ビス」を利用（同サービス利用費用は申請者負担）して
長期修繕計画の作成を支援するとともに、管理組合の総
会・理事会等で計画の内容及び必要な修繕積立金額の説
明を行います。

（７）名古屋市住宅供給公社による発注支援
　分譲マンションの供給や管理、市営住宅等の修繕工事
の発注実績がある名古屋市住宅供給公社が公正・中立な

（１）管理状況届出制度・分譲計画届出制度
　令和4年3月に「名古屋市マンションの管理の適正化
の推進に関する条例」を制定し、10月から、市内の6
戸以上の全てのマンションを対象とする管理状況の届出
義務化と、新規分譲マンションを対象とする分譲計画の
届出義務化を開始しました。管理者等からの届出により、
管理の状況や管理者等の連絡先を把握するとともに、管
理状況に応じた助言・指導等を行います。また、分譲事
業者からの分譲前の届出により、管理計画が国のガイド
ラインに準じた内容であるかを確認し、必要な働きかけ
を行います（図３参照）。

【図3】マンション管理状況等を把握する仕組み
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　本年10月より開始した届出制度では、令和4年11月
末現在で約8割のマンションから届出がありました。届
出により把握した管理状況に応じた助言・支援を行うこ
とにより、マンション管理の適正化を推進するとともに、
未届のマンションについても届出勧奨等の機会を通じて
状況の把握等に努めることが重要と考えています。
　また、令和4年3月に、住宅金融支援機構東海支店・
一般社団法人愛知県マンション管理士会・特定非営利活
動法人中部マンション管理組合協議会・名古屋市住宅供
給公社と「マンションの管理の適正化等の推進に関する
協定」を締結しました（図４参照）。今後、これらの関
係団体と連携してマンション管理の適正化に向けた
「パッケージ型支援」を実施し、さらなるマンションの管
理の適正化の推進に取り組んでまいります。

おわりに
立場で修繕工事の発注に関する無料相談を行っていま
す。修繕工事の発注の進め方に関すること、業者の選定
方法に関すること、修繕工事別の業者リストの提示、支
援制度等に関することなど、修繕工事の発注に関する支
援を行います。

（８）マンション共用部分リフォーム融資に対する利子補給
　マンション管理組合が、住宅金融支援機構からマン
ション共用部分リフォーム融資を受ける際に、当該融資
を対象として利子補給をします。これは、後述する「マ
ンションの管理の適正化等の推進に関する協定」により
住宅金融支援機構東海支店と連携することで実現した支
援制度です。築15年以上、工事費の見積額が修繕積立
金額の残高を上回っていること、長期修繕計画が標準様
式に沿って作成・見直しされており、これに基づき算定
された修繕積立金額が著しく低額でないことなどを条件
に、住宅金融支援機構の金利が1％（1％未満の場合は、
当該金利分）低利になるように助成します。

　名古屋市では、令和4年10月から、市内の住戸数が6戸以上の分
譲マンションを対象に、管理状況の届出が義務化されました。
　届出がお済みでないマンション管理組合の管理者（理事長）様
は、速やかに届出をお願いいたします。
　届出方法や制度の詳細は市ウェブサイトをご覧くさい。

もうお済みですか？
～マンション管理状況届出書提出のご案内～

【図4】協定の概要図

名古屋市　マンション管理　届出制度 検索
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グループの紹介

グループの取組

東海支店
地域連携グループ 愛知県、岐阜県、三重県をサポートしています。

住宅金融支援機構支店等紹介

〈脱炭素社会の実現を目指しての【フラット３５】制度改正等の周知〉
　脱炭素社会の実現に向けた取組を加速させるための【フラット３５】の制度改正について、取扱金融機関や地
域の住宅事業者の皆さまに対して丁寧にご説明し、コミュニケーションを重ねてきめ細かくフォローを行ってい
ます。
　令和４年10月に創設されたグリーンリフォームローンについては、省エネリフォームのニーズ喚起という大
きな使命の下、主に地域のリフォーム関連事業者や業界団体への周知活動を行っています。また、省エネ施策に
注力している地方公共団体の皆さまには、補助事業等の施策の展開にご協力できればと考えています。

〈名古屋市におけるマンション管理の適正化推進の支援〉
　市内に約5,700棟あるマンションの高経年問題に対応するため、令和４年３月に、名古屋市、愛知県マンショ
ン管理士会、中部マンション管理組合協議会、名古屋市住宅供給公社及び住宅金融支援機構の５団体により「マ
ンションの管理の適正化等の推進に関する協定」を締結しました。
　これを受けて、市が主催するセミナーやその他イベント等において、マンションライフサイクルシミュレーショ
ンを活用したマンションの長期修繕計画の見直し、修繕積立金が不足する場合の機構マンション共用部分リ
フォーム融資の活用等を、管理組合の皆さまに提案しています。
　名古屋市の補助事業の対象になる機構のマンション共用部分リフォーム融資については、支店まちづくり業務
グループとともに名古屋市と連携し、補助事業が円滑に遂行されるよう支援しています。

〈地域における防災対策支援〉
　激甚化・頻発化する豪雨災害や、30年以内の発生確率が70～80％と言われる南海トラフ地震に備え、東海
３県の全地方公共団体の皆さまには、定期的なニュースレターのお届けをはじめとして、日頃から関係機関と連
携を密にして大規模災害発生に備えるなど、地域における防災対策の支援に取り組んでいます。　

　東海支店地域連携グループ
は、部門長以下8名で愛知
県、岐阜県、三重県の東海３
県を担当しています。快活な
メンバーが揃い、さながら賑
わう市

いち

場
ば

のような活気があり
ます。東海地域の住まいにお
ける課題解決や住生活の向上
を目指して、日々元気に取り
組んでいます。
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