概要版

「（仮称）横浜市マンション管理適正化推進計画 素案」について
市民の皆様のご意見を募集します
横浜市では、
「（仮称）横浜市マンション管理適正化推進計画」の策定を目指し検討を進めています。
計画素案について、市民の皆様からのご意見を募集します。

意見募集期間
令和４年１月 21 日（金）から令和４年２月 21 日（月）まで

１．マンション管理適正化推進計画の目的等
■計画の背景・目的
○本市において分譲マンション（以下「マンション」という。）は主要な居住形態の一つであるとともに、
都市や地域社会の構成要素となっています。
○今後、建物の高経年化や居住者等の高齢化が見込まれる中、マンションが適正に維持管理されない場合、
居住者の居住環境のみならず、地域住民の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
○このような状況の中、マンションの管理の適正化の推進を目的に、令和２年６月に「マンション管理
適正化法」が改正され、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成できることとなりました。
○本市においても、更なる施策の充実を図り、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、本計画を策定します。

■計画期間
2022（令和４）年度～2026（令和８）年度の５年間

２．現状と課題
■本市の現状
○本市の住宅数約 165 万戸のうち、分譲マンションは 39.2 万戸と全体の約 24％を占めています。
○築 40 年以上のマンションは 6.4 万戸を超え、30 年後には 34 万戸と約５倍に増加する見込みです。
○マンションの世帯主の約４割が 65 歳以上となっています。

■課題
○マンション購入時は交通利便性や間取り等が重視されるなど、共用部分の維持管理状況への関心は低く、
区分所有者等の管理組合活動への関わりが広まらない原因の一つとなっています。
○建物の高経年化に伴い老朽化対策が必要ですが、居住者等の高齢化により、管理組合の役員の担い手不足
や日常の管理運営・将来への関心の低下につながり、修繕や再生への合意形成がより難しくなります。
○管理組合活動が停滞すると、自ら維持管理に係る問題を改善できない恐れがあります。
高経年マンション（築 40 年以上）の戸数の推計（横浜市）

■これまでのマンション施策の取組
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出典：総務省「平成 30 年住宅・土地統計調査」を加工

３．施策展開の基本的な考え方
■施策展開にあたっての考慮事項
○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します。
○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います。
○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します。
○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します。
■重視すべき視点
本市では以下の３つの視点を重視して取組を進めます。また、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行い、取組を下支えしていきます。
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※なお、本計画は、「マンション
の適正な管理」の推進を目的
とする計画ですが、マンショ
ンの再生についても、管理組
合が円滑に活動できるように
取組を進めていきます。

■マンションの管理に関わる主体の役割（主なもの）
マンションの管理に関わる以下の主体が相互に連携して取組を進めるよう、各主体が担う役割を示します。
○管理組合及び区分所有者
管理組合は、自らの責務を自覚し、必要に応じて専門家の支援も得ながら適正に管理を行います。区分所
有者は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち積極的に参加します。
○横浜市
本計画及び国の基本方針等に基づき、計画的に施策を推進します。
○マンション管理士等の専門家及びマンション管理業者等
専門家や管理業者は、誠実にその業務を行うことが求められます。分譲会社は、長期修繕計画や修繕
積立金等の案を丁寧に説明し、購入者の理解を得るよう努めます。
○マンションの管理適正化に取り組む公的団体等
法や基本方針の趣旨等を踏まえて、相互に連携を図り、専門的知見やノウハウを活かし取組を強化します。

４．横浜市マンション管理適正化指針
この指針は、管理組合が活動する際の基本的な考え方を示すものです。マンションが適正に管理され、暮ら
しが長期にわたり安全で快適なものとなるよう、特に次の３点を管理において重要な事項と位置づけます。
〇管理組合は、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。
〇区分所有者は、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、別表（※）に定める助言・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。
※別表には、管理組合に対する「助言・指導等の判断基準の目安」と「管理計画認定制度の認定基準」の項目
として、管理組合の運営・管理規約・管理組合の経理・長期修繕計画の作成及び見直し等について定めて
います。

５．施策の目標と具体的な展開等
重視すべき３つの視点を踏まえ、本市が取り組む施策の目標と５年間の目標値を設定します。

目標１．マンションの管理状況の把握の推進
■取組内容

高経年マンションを対象としたアンケート形式の実態把握調査

等

■目標値

マンション実態把握調査の回答率：75％ （令和元年・２年度実績

64.4％）

※外観調査等により全数の状況把握を目指します。

目標２．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
■取組内容

管理組合活動の停滞の兆候が見られる要支援マンションに対する
働きかけによる専門家派遣（管理組合活動活性化支援）

■目標値

等

働きかけにより管理の改善に至った管理組合数：15 件

目標３．管理組合の主体的な維持管理への支援
■取組内容

管理状況が市場において評価されマンションの管理水準の維持向上につながるよう、
適正な管理を行う管理組合の認定（管理計画認定制度）

■目標値

等

管理計画認定制度の認定件数：150 棟
※管理計画認定制度は令和５年度開始を目途に実施体制等を構築します。

目標１～３を下支えする普及啓発の推進
管理組合活動の必要性に対する意識の醸成や管理運営に必要な専門的情報の発信

等

６．計画の推進に向けて
■管理適正化に向けた環境づくり
市 内 の 管 理組 合 活 動 を支 え る 仕 組み を つ く る
ため、以下の取組を実施します。

■計画素案について、ご意見をお書きください。

○マンションの管理に関わる関連団体の連携
「横浜市内におけるマンション再生の推進に
関する協定書」
（2018（平成 30）年 12 月締結）では
以下の４者が連携し、取組を進めてきました。
本計画の策定に伴い、協定による体制や取組の
拡充を検討します。
横浜市

横浜市
住宅供給公社

住宅金融
支援機構

神奈川県
マンション管理士会

○管理組合同士のつながりづくり
○専門家の確保
○他の政策分野との連携等
■皆様に親しみやすい計画とするため、愛称等を募集します。

■計画策定後の対応
本計画の施策を計画的に実行するとともに、今後
の社会状況等の変化を適切に捉えながら施策効果
について定期的に検証を実施し、必要に応じて取組
を見直します。

案がありましたら、参考にさせていただきますのでご記入ください。

愛称（またはキャッチフレーズ）

愛称の説明（名付けた理由など）

ご意見をありがとうございました。

今後のスケジュール（予定）
令和４年４月 計画策定、結果公表

ご意見の提出方法
次のいずれかの方法で、ご意見を提出してください。
①郵便：下のはがきを切り取り、ご使用ください。切手不要・当日消印有効です。

■パソコン

②FAX：045-641-2756 ※「住宅再生課宛」と明記ください。
③電子メール：kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp
④電子申請システム
■パソコン
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/
■スマートフォン
uketsuke/dform.do?id=1639465333430
■スマートフォン https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/
uketsuke/sform.do?id=1639465333430
【注意事項】
○ＦＡＸまたは電子メールでご応募いただく場合も、
「氏名（法人その他の団体の場合は、名称及び代表
者氏名）」「住所（区名まで）」「計画素案へのご意見」を明記の上、お送りください。
○いただいたご意見は、
「（仮称）横浜市マンション管理適正化推進計画」の策定の参考にさせていただき
ます。また、いただいたご意見の概要とそれに対する横浜市の考え方等については、後日、横浜市の
ホームページで公表します。（氏名、住所は公表しません）
○ご意見の提出は上の①～④によるものとし、電話や来庁による口頭でのご意見の受付や、ご意見への
個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
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料金受取人払郵便

以下の場所で、本リーフレット・計画素案（冊子）
をご覧いただけます。

００５
横浜港局
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認

○各区役所広報相談係
○市民情報センター（横浜市庁舎３階）

７５４５

○建築局住宅再生課（横浜市庁舎 24 階）
差出有効期限
令和４年
２月 21 日まで
（郵便切手不要）

等

また、市のホームページからもご覧いただけます。

＜受取人＞
横浜市中区本町 6－50－10
市庁舎 24 階
横浜市建築局
住宅再生課 行

横浜市 市民意見募集

検索

お問い合わせ先
計画の内容や、意見募集手続きに関してご不明な点
切
り
取
り
線

等ありましたら、以下までお問い合わせください。
横浜市建築局住宅再生課
TEL：045-671-2954
FAX：045-641-2756
電子メール：kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp

氏名または
団体名・代表者氏名

また、ご意見の提出に伴い取得した氏名やメール
アドレス、ＦＡＸ番号等の個人情報につきましては、
「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規定に

住所
（区名まで）

従って、適正に管理し、本素案に対する意見募集に
関する業務にのみ利用します。

