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マンションの“二つの老い”の実態（全国） 

①組合員の老い（高齢化） 

・分譲マンション居住世帯主の高齢化（60歳超）率 

 25.7％（1999年）→50.1％（2013年） 

・永住意識も、39.0％（1999年）→52.4％（2013年） 

 

②建物の老い（老朽化・陳腐化） 

・全国約600万戸のうち築30年超のマンションが 

 約130万戸（全体の約2割）を占める 
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マンション総合調査（国土交通省 2013年）による 



マンションの“二つの老い”の実態（熱海） 

熱海市の分譲マンション 151棟13,789戸 

 

②建物の老い（老朽化・陳腐化） 

・築30年超（＝旧耐震）のマンションは、 

 52棟6,526戸（全体の約34%（棟数ベース）, 

 47%（戸数ベース）） 

・全国平均と比較して2倍以上高経年マンション 

 が存在する 
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※（一社）静岡県マンション管理士会確認分 



①組合員の老い（リゾートマンション）１ 

・居住と非居住の両方のケースを想定したマ 

 ンションが多く、平均居住率は23％（※） 

 

・個人のみでなく、法人が多数所有（保養所と 

 しての利用多い）している 

 

・「購入層が個人に限定されない分、投資・節 

 税的側面が大きくマンション価格の変動が 

 大きく」 このため購入者の幅が広い 

 

 
4 ※熱海市街地のマンション建設が周辺地域への衰退化に及ぼす影響に関する一考察（小林他2010年）による 



①組合員の老い（リゾートマンション）２ 

・前述の背景から元々役員のなり手が少なく、 

 「管理は管理会社に費用を支払っておまかせ」 

 ＝管理無関心派が多かった 

 

○そこで起きてくる高齢化に伴う問題の例 

・単身居住者死亡が発覚したが、緊急連絡先 

 が不明 

・何とか連絡先を見つけるが、相続問題発生 

・相続問題長期化により、管理費滞納。 

 結局相続人は相続放棄。更に滞納長期化へ 

 
5 



①組合員の老い（リゾートマンション）３ 

6 

→リゾートマンションの資産価値とは何か？を 

  見据えた組合活動が求められてくる 

 

→快適な住み心地、また行きたくなるマンション 

 

○一方で、明るい希望も 

・居住率が上昇（リタイヤ層の新規居住）すると 

 共に、「管理品質・管理価格」の関心が高ま 

 りつつある 



①組合員の老い（まとめ） 

高齢化に伴い・・・ 

イ）元々少ない管理組合役員のなり手が 

 さらに減少 

→「役員に就任可能者の範囲の見直し」を行う 

 

ロ）単身居住世帯や高経年化に伴う賃貸住戸 

  が増加する傾向 

→「組合員名簿の他、各種名簿の整備」を行う  
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①-イ）役員のなり手不足への対応 

標準管理規約（2011年改訂 国土交通省）では、 
役員（理事+監事）が「マンションに現に居住す
る」という条件を撤廃 

＜経緯＞ 

役員に就任出来る対象として、 
区分所有者本人の他に 
  ・配偶者 
  ・一親等以内の親族   などを加える 
（但し、あくまでも本人の代理なので、活動の結
果責任は本人に帰属することも明記） 
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＜これに加えての対応（例）＞ 



①-イ）役員のなり手不足への対応 
（リゾートマンション） 

・「居住と非居住」 「個人と法人」の取り扱いを 
 明確にし、互いに不公平感が無いルールを 
 作成する 
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（法人で役員に就任できる範囲の例） 
 法人所有の場合は、その役員並びにその代理としての 
 従業員が管理組合役員に就任できる。 
 
（不公平感を少なくするルールの例） 
・役員報酬を設定する（居住者と非居住者のメリハリ） 
・輪番による役員就任を基本として、諸般の事情により 
 就任出来ない場合は、協力金支払により就任したもの 
 と見做す。 



①-ロ）名簿の整備 

・そもそも管理組合運営において、区分所有者 
 の把握は極めて重要事項 
・東日本大震災を契機に、安否確認・援護等に 
 利用する名簿についての関心が高まった 
・一方で個人情報保護法など、情報取得・保管 
 に慎重を期すべき社会情勢となっている 

＜経緯＞ 

名簿に記載・収集する情報とその保管・運用に
一定のルールを細則として定める 
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＜名簿に関する対応（案）＞ 



①-ロ）名簿の整備（リゾートマンション） 

・組合員/居住者/要援護者名簿の 
 どこまで整備するか 
・非居住の場合の、連絡先の内容 
 （本人に加えて+α） 
・法人の場合の、連絡先の内容 
 （事務所に加えて+α） 
・名簿を「再整備」する時期 
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＜検討すべき事項＞ 

参考書籍：マンション管理組合で作成する名簿の取り扱いに関する 
       細則について（マンション管理センター） 



②建物の老い（１） 

建物の老朽化に伴い・・・ 

イ）建物・設備の劣化現象とこれらに伴う不具合 

  の発生 

→適切な点検と修繕履歴分析に基づく修繕工事 

  の実施 

 

■旧耐震マンションの問題 

→耐震化に関する合意形成の難しさ、 

  助成金の有効活用 
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②建物の老い（２） 

建物の老朽化への対応とは・・・ 

ロ）長期的な視点に立った‘計画修繕と 

 資金計画’を策定 

→今後の見通しをしっかり持ち、長期修繕計画上 

 の位置づけをチェックしつつ実施する 

 

ハ）組合員の建物設備の改善要望を具現化する 

→組合員の声に向き合い、これを検討反映 

 

□機械式駐車場の問題 
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②建物の老い（リゾートマンション） 

・温泉施設 

→維持費軽減の検証（過剰設備の見直しや、 

  利用時間縮減含め） 

 

・プールやその他の設備 

→今後生かすべき施設と中止すべき施設を 

 慎重に見極め 
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②-イ）建物の老朽化の進行（１） 

＜老朽化の進行イメージ＞ 
 建物：屋上防水、 
     壁ひび割れ、 
     シーリング劣化に 
     伴う雨水漏水 
     躯体を傷める鉄筋露出や 
     タイル等の剥離      
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  設備：給水管の赤水問題 
      ・腐食による漏水、 
      排水管・給湯管の 
      劣化に伴う漏水 



②-イ）建物の老朽化の進行（２） 

（1）定期的な建物点検の実施 

（2）修繕履歴の作成 

  （漏水履歴を含む） 

（3）点検結果と修繕履歴分析に 

  基づく、大規模修繕工事を 

  含めた修繕工事の検討・ 

  実施 
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＜進め方＞ 



■旧耐震建物の問題 

まずは、          （a）耐震診断 

→結果がＮＧであれば、（b）耐震設計 

→設計に基づき、    （ｃ）耐震補強工事 となる 

 

建物を設計する際の、「耐震基準が変更（1981年6
月）」される前の建物に関する問題 
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＜全体フロー＞ 

＜熱海市内のマンションの場合の助成金＞ 

※面積により変動（例：2,000㎡のマンションの場合は、360万） 
  助成金は、国・県からのものを含めた合計となります 
   

 

（a）耐震診断 （b）耐震設計 （c）耐震補強工事 
診断費用または基準額（※）の2/3
の少ない方（200万上限） 
 

設計費または基準額（180万）の2/3
の少ない方（120万上限） 

現時点では無し 



②-ロ）長期的な視点に立った 
「計画修繕と資金計画」 

・現実味のある計画（過去の実績を踏まえた工事 

 時期、工事予算額が設定されているか） 

・値上げの負担感の軽減の方策（段階的、事前 

 準備期間）が計られているか 

・前提としての管理組合の「収支改善努力」 

 

長期修繕計画を活用し、合意形成を図る 

収支改善キーワード：ＬＥＤ化、給水方式変更（直結増圧）、委託内容見直し 
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＜基本的な考え方＞ 

＜留意点＞ 



②-ハ）建物の改善要望の具現化（１） 

・長期修繕計画の見直し 
・大規模修繕工事 
 
などの機会を捉えて、 
組合員の要望を聞き、 
修繕計画への盛込みや 
工事実施などを 
推進する 
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＜基本的な考え方＞ 



②-ハ）建物の改善要望の具現化（２） 

バリアフリーを超え、
ユニバーサルデザ
イン化 

 （具体例） 
重いエントランスドア 
→自動ドア化 

 キーワード：スロープ・手摺・ゆるやかな階段・ 
         エレベーター・利用者の設定 
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＜現在の傾向＞ 



□機械式駐車場の問題（１） 

自家用車を中止、
または所有しない
人たちの増加に伴
う、駐車場の空き
区画発生は、管理
組合の減収に繋が
り、収支の悪化を
招く 

＜問題点＞ 
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□機械式駐車場の問題（２） 

貸出し範囲の拡大（2台目・
賃借人・近隣住民）や、短
時間貸し出しの実施など、
既存施設の有効利用を図
る（課税・貸し倒れリスク低
減策等も併せて検討） 
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＜改善方法（案）＞ 

□維持費（点検・修繕）がかさむ機械式駐車場の場合は、 
  空き比率によっては稼働中止・撤去などの措置を含めて 
  検討する 



（一社）静岡県マンション管理士会 
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・平成16年 有志が集まり、ＮＰＯ法人として活動開始 

・平成26年 マンション管理士会の全国組織化に伴い、 

        一般社団法人化し現在に至る 

・3支部、42名が活動中（うち東部は14名） 

・「マンション管理セミナー」を県・市と共催にて 

 東部5市（熱海・伊東・三島・沼津・富士）、 

 静岡、浜松にて年合計9回開催中 

＜お問合せ先＞ 
 ・東部支部連絡所 伊東市池628-72（伊豆建物研究所内）             0557-33-1280 

 ・中部支部連絡所 静岡市葵区呉服町2-1-15（LLPﾏﾝｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ静岡内）    054-272-4211 

 ・西部支部連絡所 浜松市中区山下町2-1（行政書士永井克典事務所内）    053-472-1370 
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