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はじめに

マンションは全国に約５２８万戸が存在し、そこでは約１，３００万人の人々が居住してい

ますが、そのうちの１００万戸以上については、平成２３年末に築３０年を超えるものと見ら

れています。

快適なマンションに住み続けることが多くの人々の希望するところとなっていますが、一

方で老朽化したマンションでは、居住環境の悪化や地震に対する安全性の不足が懸念さ

れています。そのため、適切な修繕・改修や建替え等による「マンション再生」により、マン

ションの機能や性能を回復・向上させることが必要です。今後の老朽化マンションの急増に

際して、マンション再生の取り組みはますます重要になっていくものと考えられます。

本書は、マンション再生に取り組む管理組合等の支援を目的として、専門的な知識を持

たない方にも理解いただけるよう、日常管理から修繕・改修、建替えについて、その概要や

必要性、実施の際のポイント、実施事例、関連支援制度等について、平易に解説していま

す。また、より専門的な事項については、参考文献や関連ホームページを紹介することで、

実際の事業実施にあたっても、その道しるべとなるような構成としています。

本書が、マンション管理組合の皆様など「マンション再生」に関わる全ての方々に役立つ

ことを期待しています。

は　 じ　 め　 に

平成２１年４月１日

一般社団法人　 マンション再生協会会長

小林　 重敬



2



3

目　 　 次

１．マンションの再生について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

（１）マンションは劣化し続けます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

（２）マンションの快適な環境を維持するための取り組みがマンション再生です ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

（３）マンションをリフレッシュする修繕・改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

（４）増築・大規模な模様替えなどを伴う改修工事に関する建築基準関係規定上の特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・13

（５）マンション改修に関する区分所有法上等の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

２．マンション再生手法の比較検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

（１）マンション再生手法の選択の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

（２）建替えか修繕・改修かの判断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

３．マンション再生のための合意形成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

（１）マンション再生の検討は理事会と専門委員会の二人三脚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

（２）区分所有者全員で情報を共有し共通認識を得るため、充分な情報提供や話し合いが必要です・・・・・・・・・・25

（３）マンション再生に向けた合意形成のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

４．マンション再生の実施のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

（１）修繕・改修の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

（２）修繕・改修の実施のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

５．マンション建替え事業の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

（１）準備段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

（２）検討段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

（３）計画段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

（４）実施段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

６．決議の種類とその要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

（１）決議の種類とその要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

（２）建替え決議の進め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

（３）単棟型マンションと団地型マンション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

７．マンション建替え事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

８．マンション改修事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

１．マンション再生に関連する専門家 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

２．マンション再生の補助制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

３．マンション再生に関する融資制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

４．マンション再生に関する債務保証制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

５．マンション再生の参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

目　 　 　 　 　 次



4

1 マンション再生について
～なぜマンション再生が必要なのでしょうか～

（1）マンションは劣化し続けます

○経年に伴うマンションの陳腐化

「マンション再生」とは、マンションの修繕や改良、建替えなどの取り組みを言います。なぜ、「マンション再生」の取り組

みが必要となるのでしょうか。

①マンションは劣化し続けます

・マンションができてから年数が経つにつれ、マンションの各部分の傷みは進んでいきます。例えば雨漏りを防ぐ屋上の

防水層は10年から15年の間隔で修繕や交換が必要となります。このように、マンションの経年に伴う劣化や不具合に

対しては、大規模修繕等の計画修繕を適切に実施していくことが重要です。そうすることにより、マンションを長持ちさ

せていくことができるのです。

・居住者がマンションに求める性能や機能は、住まい方が変わったり設備機器が進歩したりすることで年々向上してゆ

きます。しかし、新築当初は最新の設備のマンションも年々色あせ、陳腐化（社会的老朽）してゆくのです。陳腐化によ

り、マンションは住みにくくなり、また、資産価値の低下にもつながりかねません。

・マンションは鉄とコンクリートからできています。強固に思えるマンションの本体も、長年風雨にさらされることなどで

徐々に劣化し、やがて寿命を迎えまるのです。

■マンションの劣化の様子

築後年数相当の年数を経

ることにより、マンション全

体の劣化が進んでいる

エントランスにスロープが

なく、居住者の高齢化に

対応できていない

バルコニー部分のコンクリ

ート内の鉄筋が錆び、そ

れを覆うコンクリートが剥

離している

浴室が洗面室、トイレと共

用となっており脱衣場もな

いが、専有部分の改修だ

けでは、改善が困難

○マンションの老朽化

○マンションの陳腐化
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1 マンション再生について

■高経年マンションの陳腐化の例

住
戸
の
居
住
性
能

建
物
共
用
部
分
の
性
能

敷
地
内
の
性
能

住戸面積の狭隘化
住戸面積が狭い、住戸面積が画一的で多様な規模の住戸がない、住戸内に洗濯機置き場

がない　 等

設備の旧式化・陳腐化
材料・機器の性能が老朽化・旧式化している、給排水システムが旧式化している、電気容量

が不足している　 等

エントランスの陳腐化
内装仕上げ材、照明器具、集合郵便受け・掲示板等の金物類の性能、デザイン等のエント

ランスホールの雰囲気が陳腐化してる　 等

共用スペースの機能の

陳腐化

管理事務所、宅配ロッカー・トランクルーム、共用倉庫、ラウンジ、プレイルーム、宿泊室等

の機能がない　 等

敷地内のイメージの陳

腐化

車道・歩道・広場等の舗装材料のデザイン・性能、屋外灯や外構工作物等のデザインが陳

腐化している、緑化環境が整備されていない　 等

附属・共用施設等が整

備されていない
集会所の機能が十分でない、駐車場・駐輪場・バイク置き場等が不足している　 等

防犯性能が低い
オートロックでない、見通しが確保されていない、照明が薄暗いまたは不足している、防犯カ

メラが設置されていないなど、防犯に対する配慮がなされていない　 等

断熱性能の低下 結露がよく発生する、省エネ仕様になっていない　 等

バリアフリーでない 段差がある、手すりがない、エレベーターがない　 等

外観イメージの陳腐化 仕上げ材、デザイン等の外観の雰囲気が陳腐化している　 等

バリアフリーでない 段差がある、手すりがない　 等
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（2）マンションの快適な環境を維持するための取り組みがマンション再生です

②マンションの快適な環境を維持するための取り組み

・マンションは劣化し続けるため、日常的な管理を行うだけでは、いずれ快適な環境が維持できなくなります。そのため、

劣化したマンションの性能や機能を回復させる「修繕」や性能や機能を建設当初より向上させる「改修」を、一定の期間

毎に、計画的に行っていくことが必要となります。

・老朽化が進むと、マンションの快適な環境を維持するための修繕や改修に、多額の費用がかかるようになります。この

場合は、マンションの建替えも検討し、費用面や居住環境面でメリットがある場合には、建替えを行うこととなります。

○改修による性能のグレードアップについて

マンションのグレードアップとは、多くの管理組合で一定の周期で行われている大規模修繕工事などの計画修繕繕工

事の際に、マンションの各構成要素（部材や設備等）の性能を高める工事を織り込んでいくことです。例えば、採用する

材料や機器の性能をより高いものに取り替えたり、デザインを一新したりすることなどです。計画的な修繕工事を行う際

に、不具合箇所の修繕だけでなく、改良も加える等という積み重ねが、マンションの居住を便利で快適なものにグレード

アップしていくことにつながるのです。

マンションで一般化している大規模修繕工事は修繕と呼ばれていますが、その実施回数を重ねるごとに、グレードア

ップ工事の割合を大きくした改修工事として実施することが重要となります。

○大規模な建築工事を必要とする総合的グレードアップについて

増築・改造等の大規模な建築工事を必要とするグレードアップ工事は、計画修繕において既存材料や設備機器を取

り替える際に、その性能をグレードアップするような工事とは別に、独立して実施されることも想定されますが、効率的な

工事の実施のためには、大規模修繕工事等を行う際に、両工事を同時に行い、マンションの性能・機能を総合的に改

善する改修工事として計画することが望まれます。これにより、マンションの性能を総合的かつ効果的にグレードアップ

させることができます。

マンションの再生にあたっては、マンションの現在の性能や、多くの区分所有者が共通的に抱いている改善ニーズな

どに基づき、管理組合として必要とする改修工事の内容を決定することになりますが、昨今の社会的な状況などを踏ま

え、今後、高経年マンションを再生する上で一般的に必要と考えられる性能改善のメニューを表にしましたので、参考に

してください。

「計画修繕に伴う既存性能のグレードアップ工事」と「増築・改造等の大規模な建築工事によるグレードアップ工事」とを

組み合わせることにより、マンションの様々な性能を総合的に改善する改修方法があるのです。

マンション再生とは

マンション再生の考え方や関連する支援制度等について掲載しています。

一般社団法人 マンション再生協会 http://www.manshon.jp/saisei.html
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1 マンション再生について

（1）建物生活空間の総

合的改善

・住戸（専有部分）の床面積の拡大（居室の増築、住戸の2戸1戸化、バルコニーの屋内化）

・住棟内の共用スペースの整備（空きスペースを有効スペースへの改造、共用スペースの増築、

空きオフィス・空き店舗等の用途変更）

・エントランス及びエントランス周りのデザイン・仕上げ等のグレードアップ　 等

（2）付属施設・屋外環

境の総合的改善

・集会所・コミュニティセンター、駐車場・駐輪場等の共用付属施設の整備、敷地内不要施設の跡

地を活用した共用スペースの整備

・敷地内道路・歩道・駐車場、広場・公園、外構工作物、樹木・緑地等のデザインや性能のグレード

アップ　 等

（3）耐震性能の総合的

改善

・耐震補強

・避難経路（住戸ドア、共用廊下・階段、バルコニー、屋外避難階段、エレベーター等）の地震時に

おける安全性及び移動容易性の確保

・設備機器の耐震対策　 等

（4）バリアフリー性能

の総合的改善

・エレベーターの新設・増設

・段差の解消（スロープ設置等）

・移動の安全性・容易性の確保（手摺の設置、床面のノンスリップ化・照度の確保、エントランスド

アの手動開閉式から自動ドアへの変更等）

・付属施設（集会所等）のバリアフリー　 等

（5）防犯性能の総合的

改善

・出入り口のオートドア化・エントランスホールの2重化、各住戸ドアの錠のピッキング対策、住戸窓

の防犯ガラス化、面格子の設置

・照明・防犯灯の整備による共用部分及び屋外の明るさを確保

・見通しの確保、見通しを補完する防犯カメラの計画的設置　 等

（6）省エネ・エコロジー

性能の総合的改善

・断熱性能の向上（外壁の外断熱化、屋根の外断熱化、サッシの二重化等）

・太陽光（ソーラー）発電の利用

・建物の緑化（屋上緑化）

・建物のパッシブソーラー化によるエネルギー効率の向上

・エコロジー性能の向上（環境共生、ビオトープ等）　 等

（7）情報通信性能の総

合的改善

・情報通信設備の改善（テレビ共聴設備の配線システムの改善、光ファイバー等によるインターネ

ット接続環境の整備、インターホン設備や放送設備の導入等）

・ホームオートメーションシステム（ホームセキュリティーシステム等）の導入　 等

■マンション性能の総合的グレードアップ



8

○増築・改造によるマンション性能のグレードアップ

マンションの経年に伴う建物・設備の劣化（物理的老朽化）や、生活水準の向上等により住宅に求められる要求に建

物機能が適応できなくなる陳腐化（社会的老朽化）に対しては、大規模修繕などの計画修繕にあわせて、グレードアップ

工事を行うことにより、マンションの性能を向上させていくことができます。しかし、マンションでの生活をより安全かつ、よ

り快適・便利にするためには、既存性能のグレードアップ工事に加え、増築・改造等の大規模な建築工事によりマンショ

ン性能を大幅にグレードアップすることも必要とされます。

増築・改造等の大規模な建築工事によりマンション性能を大幅にグレードアップする方法として、次のようなものが考

えられます。

1. 生活空間の面積拡大

生活空間の面積拡大が実現すれば従来の画一的な間取り・住戸面積から、居住者のライフサイクルに合わせた生

活空間を生み出すことができ、マンションでのコミュニティ形成にとっても非常に有効で魅力的なものとなるでしょう。

●建物共用部分のスペース拡大

各住戸面積の拡大に限界がある場合、それを補完する意味で、建物周囲の空地、建物内のデッドスペースを有効利

用して、建物共用部分のスペース（風除室、宅配ロッカー、トランクルーム、共用倉庫、ラウンジ、プレイルーム、集会室、

宿泊施設、管理事務室等）を拡充・整備することも考えられます。

●共用付属施設の整備

建物共用部分の整備が難しい場合は、集会所やコミュニティセンター等の共用付属施設を整備すること、団地型マン

ションの場合などは、不要となった給水塔や屋外汚水処理施設の跡地を有効活用することも考えられます。

2. 安全性の確保

躯体補修などの計画的修繕を進める一方で、耐震診断を実施し、耐震性に問題があれば耐震補強を適切に行うこと

が重要です。

3. マンションのバリアフリー化

居住者の高齢化に伴い、手摺やスロープの設置等のバリアフリー化を進める一方で、エレベーターの設置（新設）な

ども重要な検討課題になるでしょう。

1、2、3の工事は、大規模な建築工事を伴い、相応の費用を必要とするものも多いですが、実現すれば、マンションの

水準を大幅に向上させることができます。良好なコミュニティ形成に資することにもつながります。このようなマンション再

生を行うことにより、マンションでの生活が、より安全で快適、豊かなものに生まれ変わること期待されます。
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1 マンション再生について

生
活
空
間
の
拡
大

安
全
の
確
保

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

ニーズ 工事の主な内容

（1）住戸面積の拡大

・居室の増築

・住戸（専用部分）の2戸1戸化

・バルコニーの屋内化

（2）住棟内の共用スペ

ース等の整備

・住戸内の空きスペース（不要となった機械室、空き住戸等）の有効スペースへの改造

・増築による住棟内の共用スペース（風除室、宅配ロッカー、トランクルーム、共用倉庫、ラウ

ンジ、プレイルーム、集会室、宿泊施設、管理事務室等）の整備

・マンションの用途の部分的な変更

（3）共用施設及び屋外

環境の整備

・集会所・コミュニティセンターの新築・建替え・増築・改造

・駐車場（立体駐車場等）、バイク置き場・自転車置き場の整備

・不要となった施設の跡地を活用した共用施設（集会所、クラブハウス、テニスコート、駐車場

等）の整備

（4）耐震性能の向上 ・耐震補強工事

（5）エレベーターの設

置

・外廊下型住棟へのエレベーターの設置

・階段室型住棟へのエレベーターの設置

■増築・改造による改良工事の主な内容

■マンション再生の流れ

出典：改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（国土交通省作成）
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■計画修繕と改修の重要性

改良と改修

一般的には、性能・機能をグレードアップさせる工事

のことを「改良工事」といい、修繕及び改良により建物全

体の性能を改善する工事のことを「改修工事」といいま

す。

建替えとの比較からみた改修の重要性

マンションの老朽化が極度に進むと、改修では安全で

住みよい環境に回復・改善できなかったり、それに非常

に大きな費用がかかるようになったりします。こうした場

合には、建替えについての検討が必要となることがあり

ます。

建替えに向けた区分所有者の合意形成を円滑に進

めるためには、建替えと修繕・改修とについての比較検

討を十分に行い、建替えの必要性を区分所有者間で共

有することが重要なポイントになります。建替えとの比較

検討という点からみても改修の検討は重要となります。

改
良
工
事

改
修
工
事

建物各部の性能・機能をグレードアップする工

事。マンションを構成する材料や設備を新しい種

類のものに取り替えることや、新しい性能・機能

等を付加することなどがある。

修繕及び改良（グレードアップ）により、建築物の

性能を改善する変更工事。

（3）マンションをリフレッシュする修繕・改修

マンションを適正に維持し、快適な居住と有効な資産価値を維持することを目的としており、現在のマンションを可能

な限り長く使えるよう、維持していくことが基本となります。そのためには、保守点検や修繕を計画的に実施することが重

要になります。

○保守点検

マンションを維持保全していく上では、まず、保守点検を定期的に行う必要があります。保守点検とは、建物の機能を

維持するために、建物各部の不具合点や設備機器等の作動に異常がないかどうかを定期的に検査し、消耗品の交換

や作動調整、補修（軽微な修繕）等を行うことで、法律等で定められている法定点検と、任意に行う自主点検とがありま

す。

○修繕

修繕とは、マンションが築後年数を経ることにより劣化した部分を修理したり取り替えたりすることで、マンションの性

能や機能を回復させることを言います（修繕には、広くは、日常的な管理の一貫として行う補修も含まれますが、ここで

は、長期修繕計画に基づいて計画的に行われるものを言います）。

○長期修繕計画などに基づく計画修繕

・マンションを構成する部材や設備の耐久性にあわせ、マンションごとに設定される長期の修繕計画であり、通常、20〜

30年程度の長期展望にたち、マンション共用部分等の各部分の修繕周期と概算費用が示されます。

・計画修繕の必要額は毎年一定ではなく、この費用をその都度、徴収したのでは、個々の生活に影響するだけでなく、

未納等により費用の不足が発生して、計画修繕の適正な実行に支障をきたすおそれもあります。このため、定期的に

少額を徴収し、まとめて計画修繕に充てる修繕積立金のしくみが一般的になっています。長期修繕計画が必要とされ

る修繕積立金の算定数字の根拠となります。
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1 マンション再生について

■計画修繕・長期修繕計画・修繕積立金の仕組みの運営概念

・計画修繕は長期修繕計画に基づいて実施されますが、実際の工事を行う上では、建物各部の傷み具合に対応した有

効な修繕を実施するために、調査や診断を行い、それに基づいた修繕設計により工事部位や工事内容を確定します。

計画修繕では、効率的な工事実施のため、複数の部位や工事項目をまとめて実施することが多く、修繕積立金を充当

して行う計画的な修繕等を大規模修繕と呼び、通常は10年以上の周期で大規模に実施されます。

○改修

・改修とは、住まい方の変化や設備機器の進歩などに対応して、マンションの仕様を高めたり設備機器を更新・追加した

りすることなどにより、マンションの性能や機能を向上させることを言います。

・改修には、マンションの性能や機能を回復する修繕とそれらを向上させる改良の要素が含まれます。

・また、改修には、修繕にあわせて仕様や工法をグレードアップして既存性能を向上させるものと、新たに設備を導入す

ることなどにより新たな性能や機能を付加するものがあります。

○大規模修繕

長期修繕計画に基づき行われる修繕や改修のうち、大規模なものを大規模修繕と言います。築後年数を経たマンシ

ョンでは、現在のマンションの性能や機能との格差が広がるため、改良の要素を多く加えて行うことが必要です。

○計画修繕・長期修繕計画・修繕積立金の仕組みの運営概念

計画修繕・長期修繕計画・修繕積立金からなる維持管理運営の基本手法は、最初に作っておけば自動的に働くもの

ではありません。長い期間にわたりマンションを適正に維持管理していくためには、点検・検査・診断により、建物の経年

による劣化状況等の不具合や問題点を明らかにし、具体の修繕を実施するための中短期の修繕計画を作成しつつ、修

繕実績に基づき長期修繕計画を適宜見直していく必要があります。また、これと連動して修繕積立金の額も見直してい

く必要があります。
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■改良工事の基本的な考え方
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1 マンション再生について

（4）増築・大規模な模様替えなどを伴う改修工事に関する
建築基準関係規定上の特記事項

○増築・大規模な模様替えなどを伴う改修工事に関する建築基準関係規定上の特記事項

居室の増築及びバルコニーの屋内化、住戸の2戸1戸化、住棟内の共用スペースの整備、立体駐車場の建設、耐震

補強、エレベーターの設置について、特に留意すべき建築基準関係規定上の手続きを整理しました。（下表参照）

専
有
部
分
の
床
面
積
の
拡
大

工事 特記事項

居室増築又は

バルコニーの

屋内化

居室増築やバルコニーの屋内化により、既存バルコニーが避難上有効でなくなることがある。この

ため、既存バルコニーが避難上有効として直通階段の代替機能を果たしていた共同住宅では、その

屋内化に伴い、避難上の基準を満たす措置が必要となる。

なお、共同住宅の避難規定については、地方公共団体の建築安全条例等により制限が加えられ

ている場合があるので、地元の地方公共団体への確認が必要である。例えば、「避難階以外の階の

住戸については、居室の1以上には避難上有効なバルコニー等を設けること」が義務づけられている

場合があり、この場合は避難場有効なバルコニーを設置しない限り、既存バルコニー部分を居室化

することができない。

2以上の直通階段の設置が必要な共同住宅（法35条、施行令121条）

■改修工事に関する建築申請上の特記事項

①その階の居室の床面積の合計が次の場合

主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られている場合は200m2超

上記以外の場合は100m2超

②6階以上の階（①に該当しない階）

ただし、例外規定があり、以下の全ての条件を満たす場合には、直通階段は1つで良い。

a）その階の居室の床面積の合計が100m2以下（主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造ら

れている場合は200m2以下）であること

b）その階に避難上有効なバルコニー（※）、屋外通路その他これに類するものが設けられてい

ること

c）その階より避難階又は地上に通ずる屋外避難階段又は特別避難階段が設けられていること

項目 内容

避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー

大きさ
・2m2以上とすること（安全に避難できる設備の部分の面積を除く）

・奥行きは75cm以上とすること

位置

・直通階段とおおむね対称の位置に設けること

・その階の各部分と容易に連絡可能内地に設けること

・側面が道路等又は幅員75cm以上の敷地内の通路に面して設けること

出入口
・出入り口の戸は幅75cm以上、高さ180cm以上とすること

・下端の床からの高さは15cm以下とすること

構造

・床は耐火構造、準耐火構造同等の耐火性能を有していること

・構造耐力上安全であること

・十分外気に開放されていること

・安全に避難できる設備が設けてあること

・2m以内にある外壁は耐火構造（準耐火建築物は準耐火構造）とすること（共同住宅

の住戸に付属するものは除く）

・開口部がある場合は防火設備（防火戸など）を設けること

（※）避難上有効なバルコニー

出典：国交省住宅局建築指導課監修「建築物の防火避難規定の解説2002」より
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専
有
部
分
の
床
面
積
の
拡
大

住戸の

2戸1戸化

メゾネット型の上下2戸1戸化を行った場合、もともとは上下階にあった2つの玄関（出入口）のうち一

方を塞ぎ、出入口を1つの階のみとすることがある。

この場合、避難の際に1つの出入口に他の階からの避難が集中するため、出入口が1つの階のみ

にあるメゾネット型住戸については、上下階の床面積を玄関等の出入口のある階にあるものとみなし

て、一定の避難規定が適用される。特に、玄関等の出入口のある階に上下階の居室の床面積が加

算されることにより、2以上の直通階段が必要となる場合もある。

住棟内の

共用スペース等の

整備

共用スペースの増築にあたり、廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、風除室等

は、容積率を算定する際の延べ面積に参入されない（法第52条第4項）。

無窓の機械室を集会所に変更し窓が必要となるような場合は、当該変更により建築基準関係規定

に係わる変更が生じることになるため、主要構造部の模様替えの範囲が過半であるか否かにかかわ

らず、確認申請を必要とする。

店舗・オフィスとしての利用が住戸としての利用への用途変更は、類似の用途（施行令第137の9の

2）相互間以外の用途変更に相当するため、確認申請を必要とする（採光規定等を住宅としての規定

に適合させる必要がある。）。

立体駐車場等の

建設

平面式駐車場の増設や独立して設置する簡易な構造の自転車置場・バイク置場の増設には確認

申請を必要としない。建物から独立して設置する駐車場では、自走式立体駐車場（自動車車庫）を建

設する場合のみ確認申請が必要となる。

自走式立体駐車場の築造には、建築基準法等の規制が適用され、住居系の用途地域において建

築の制限があり、用途地域ごとに建築できる規模が異なる（法第48条、施行令第130条の5）。また、構

造、階数、床面積等に関係なく、内装制限が課されている（施行令第128条の4第1項第2号）。一方、

容積率の算定には緩和規定が設けられており、その建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度とし

て容積率を算定する際の延べ面積に参入されない（施工令2条第1項第4号・第3項）。また、壁を有し

ない簡易な構造の自動車車庫の部分に対しては、一般の防火規定は適用されない（法第84条の2）。

なお、機械式駐車場の場合は工作物としての審査が必要である。

耐震補強

耐震補強は一般的に確認申請を必要とするケースが多いと考えられる。

ただし、耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修を行おうとする建築物の所有者は、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（耐震改修促進法）に基づき、耐震改修計画について所管行政庁の設定を受

けることができる。この認定手続きを行うことにより、建築確認の手続きが不要になる。また、認定を

受けると、建築基準法の既存不適格建築物に係る制限の緩和、耐火建築物に係る制限の緩和等を

受けることができる。

エレベーターの

設置

エレベーターの設置工事についての建築確認申請に加え、設置するエレベーターの建築や構造等

の適法性について、建築設備としての確認申請が必要である。

エレベーターの基準については、構造上主要な部分は、摩損及び疲労破壊を考慮したエレベータ

ー強度検証法（平成12年5月31日・建設省告示第1414号）により基準に適合することが確かめられた

ものが、又は、摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものである必要があ

る（施行令第129条の4）。

その他、エレベーターの荷重、かごの構造、昇降路の構造、駆動装置及び制御器、機械室の構

造、安全装置、適用除外について、所定の規定に従う必要がある。



15

1 マンション再生について

（5）マンション改修に関する区分所有法上等の手続き

改修工事の決定にあたっての管理組合内の合意の割合は、区分所有法に規定があります。

○マンション改修に関する区分所有法上等の手続きの基本的考え方

修繕工事は、共用部分を対象とし、通常は共用部分の管理行為として計画されますが、大規模修繕工事（同時に行

う改修工事を含む）は、その規模・内容・程度等から、共用部分の変更工事となるのが一般的です。

共用部分を変更する場合には、集会の決議が必要ですが、その決議要件は、共用部分の形状又は効用の「著しい」

変更を伴う場合と、そうでない場合とでは異なります（区分所有法第17条第1項。以下の本節では、区分所有法ともい

う）。

著しい変更を伴う場合には、区分所有者数及び議決権の各4分の3以上の特別多数決議が必要となります（ただし、

区分所有者の定数のみは規約でその過半数にまで減じることができます）。一方、著しい変更を伴わない場合は、区分

所有者数及び議決権の各過半数による集会の普通決議で決することができます（ただし、規約で別段の定めをすること

ができます）。なお、区分所有者の共有に属する建物敷地や附属施設についても共用部分に関する規定が準用される

（法第21条）ため、その変更に関しては共用部分の場合と同様の手続きが必要となります。

こうした要件は、平成14年12月の区分所有法改正（平成15年6月施行）により導入されたものです。改正前の条文で

は、共用部分の変更に著しく多額の費用を要する場合には、区分所有者数及び議決権の各4分の3以上の多数による

特別多数決議を必要としていました。

このため、建物の適切な維持保全の観点から、定期的に実施する必要のある大規模修繕工事に著しく多額の費用を

要する場合には、特別多数決議が必要となり、その円滑な実施が困難となり、マンションの適切な管理に支障を来すこ

とが問題となっていました。そこで、共用部分の変更について、費用の多寡にかかわらず、形状又は効用の著しい変更

を伴うものに限り、4分の3以上の特別多数決議を要することとされたのです。

共用部分の変更工事が、形状又は効用の著しい変更に当たるかについては、実際の工事における変更を加える箇

所・範囲、変更の態様・程度等を総合的に勘案して個別に判断する必要がありますが、その基本的な考え方としては、

次のように考えることができます。

○共用部分の変更工事で普通決議により実施できると考えられるケース

建物の適切な維持・保全の観点から定期的に実施する必要のある計画修繕工事については、工事規模の大小にか

かわらず、過半数の普通決議で実施することができると考えられます。例えば、鉄部塗装工事、外壁の補修工事、屋上

等防水工事、給水管更生・更新（取替え）工事、照明設備、テレビ共聴設備、エレベーター設備の更新（取替え）工事等

です。一方、建物の構成部位の材質や性能をグレードアップする工事についても、建物の基本的構造部分を大きく取り

壊す等の大きな加工を伴わない工事については普通決議により実施可能と考えられます。平成16年1月に公表された

「マンション標準管理規約（単棟型）及び同コメント」によると、普通決議で実施できるグレードアップ（改良）工事として

は、例えば、次のような工事が該当するとされています。

1.   バリアフリー化工事に関して、建物の基本的構造部分の取り壊し等を伴わずに階段にスロープを併設する工事、手すり

の設置工事

2.   耐震改修工事に関して、柱や梁に炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かい等の

耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さい工事
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3.   防犯化工事に関して、オートロック設備を設置する際に配線を空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするな

ど共用部分の加工の程度が小さい工事、防犯カメラ・防犯灯の設置工事

4.   ＩＴ化工事に関して、光ファイバー・ケーブルの敷設が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加

えることなく、実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁・耐力壁等に工事を加え、その形状

を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元

する工事

5.   玄関ドア・サッシ工事に関して、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事

6.   既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事等

○共用部分の変更工事で特別多数決議が必要になると考えられるケース

「共用部分の形状の著しい変更」（法第17条第1項）とは、共用部分の外観、構造等を著しく変更する行為をいいます。

例えば、次のような工事が該当すると考えられます。

1.   既存住棟への集会室・管理事務室等の共用部分の増築、エレベーターの増築など既存建物の外観形状を大きく変化さ

せる工事

2.   戸境壁やスラブの一部を抜いて住戸をつなげる工事、一区画の専有部分に戸境壁を設けて区画するような工事、既存

階段室をエレベーターに改造する工事など、壁・柱・スラブ等の建物の基本構造部を大規模にわたって加工する工事等

一方、「共用部分の効用の著しい変更」（法第17条第1項）とは、共用部分の機能や用途を著しく変更する工事を言い

ます。不要となった機械室を廃止して集会所や共用倉庫、賃貸店舗に転用する場合などがこれに該当すると考えられ

ます。

なお、集会所等の附属施設についても第17条の規定が準用（法第21条）されます。集会所・コミュニティセンター等の

既存の附属施設の建替え、増築、大規模な改造等については、特別多数決議が必要になると考えられます。

○敷地の利用の変更工事で特別多数決議が必要になると考えられるケース

「敷地の利用の変更」とは、敷地を共有するマンション（団地）において、敷地表面の利用方法を変更する行為をいい

ます。共有敷地の利用の変更についても第17条の規定が準用（法第21条）されるため、その著しい変更行為は、特別多

数決議を必要とします。

「敷地の利用の著しい変更」に当たるものとしては、例えば、敷地内の広場・公園を廃止し、それを駐車場、自転車置

場等に変更するような場合が考えられます。

また、団地において各区分所有建物を棟別管理している場合、各建物の専有部分や共有部分の増築工事は一棟の

建物ごとに決議しますが、一方で、当該増築工事により団地の共有敷地の利用方法（状況）が変わることになることか

ら、こうした場合、当該建物における決議に加え、団地管理組合の集会において「敷地の利用の変更」についての特別

多数決議が必要（法第66条で準用する第17条）になると考えられます。



17

1 マンション再生について

○区分所有者全員の同意が必要になると考えられるケース

区分所有建物における専有部分と共用部分の所有関係に大きな変化を伴う工事については、区分所有者全員の合

意が必要となる場合が考えられます。例えば、専有部分である空き店舗・空きオフィスを集会所・共用倉庫等に改造す

る場合、当該専有部分を区分所有者全員により取得し、管理組合の規約共用部分とすることが一般に考えられます。こ

のような場合は、民法の大原則に立ち戻って、区分所有者全員の同意（民法第251条「共有物の変更」）が必要になると

考えられます。

決議要件 工事の内容 該当すると考えられる工事の例

区分所有者数（※）及

び議決権の各過半数

の普通決議で実現で

きるもの

形状又は効用の著し

い変更を伴わない共

用部分の変更工事

・建物の適切な維持・保全の観点から定期的に実施する必要のある計画

修繕工事

・建物の基本的構造部分の加工の度合いが小さい、柱や梁への炭素繊

維シートや鉄板を巻き付け等の耐震補強工事

・建物の基本的構造部分（壁・柱・スラブ等）の取り壊しを伴わない階段へ

のスロープ・手すりの設置

・防犯カメラ・防犯灯の設置、窓ガラス・玄関扉等の一斉交換工事

・既存のバイプスペースや空き管路を活用した、光ファイバー・ケーブル

の敷設やオートロック設備の配線工事

・既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事　 等

区分所有者数（※）及

び議決権の各4分の3

以上の特別多数決議

を必要とするもの

形状又は効用の著し

い変更を伴う共用部

分の変更工事、又は

敷地の利用の著しい

変更工事

・既存住棟への集会所・倉庫、エレベーター等の共用部分の増築等によ

り、既存建物の外観形状を大きく変化させる工事

・戸境壁やスラブの開口、既存階段室のエレベーターへの改造等、建物

の基本構造部を大規模にわたって加工する工事

・集会所等の既存の附属施設の建替え、増築、大規模な改造工事

・敷地内の広場・公園を廃止し駐車場や駐輪場に変更する等、敷地表面

の利用を大きく変化させる工事　 等

区分所有者数（※）全

員の同意を必要とす

るもの

共用部分の所有関係

の変化を伴う工事

・空き店舗・空きオフィス等の専有部分を集会室等に変更する場合等、専

有部分を共有部分化するにあたり、区分所有者全員による専有部分の

取得を伴う工事　 等

■改修工事に関する区分所有法上等の手続き例

※団地において各区分所有建物を棟別管理している場合は、各建物ごとに決議することから、「当該区分所有建物の区分所有者数及び議決権」と読み替え

てください。また、団地の規約で全区分所有建物を団地管理組合の管理対象としている場合（法第68条）、団地管理組合の集会で決議することから、

団地内の全区分所有建物の所有者（以下「団地建物所有者」といいます。）の数及び議決権と読み替えてください。
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2 マンション再生手法の比較検討
～マンションの状況に応じた最適な手法を見いだしましょう～

（1）マンション再生手法の選択の考え方

マンション再生に取り組むときには、マンションの状況に応じた最適な手法を見いだし、区分所有者の合意形成を図

る必要があります。特に築後相当の年数を経たマンションでは、修繕・改修か建替えかの選択を巡り争いとなる例もあ

るため、慎重な検討が必要です。

○マンション再生手法の選択の考え方

・マンション再生の検討を始めるにあたり、マンションが以下のどちらに当てはまるのかを見極めることが必要です。

アンケート（→下欄）等で居住者の不満やニーズを把握し、マンションの劣化状況等について専門家の意見を聞いて判

断する必要があります。

1）築年数が浅くマンションの劣化の程度が小さい場合は、修繕によりマンションの性能や機能の回復を図ることが十分

可能です。この場合は長期修繕計画に基づいて、修繕や改修の検討を進めましょう。

2）相当の築年数が経ち、居住者からのマンションの性能や機能の向上を求める声が強くなった場合や、地震の際の安

全性に不安がある場合などにおいては、修繕や改修を行うのか、建替えを行うのか十分に検討する必要があります。

2）に該当する場合は、専門家の支援を得ながら検討を進めることが必要です。それぞれの手法の効果と必要な費

用を示しながら、十分に議論をした上で、最終的には、管理組合の総会での多数決等により手法を決定します。

■居住者の不満やニーズを把握するためのアンケートなどの項目（例）

（1）現在の住宅や住環境に対する満足（評価できる点）

（2）現在の住宅に対する不満

建物の老朽化（ひび割れ・漏水・建物の沈下・地震時の不安等）／建物の外観イメージが悪い／給排水管の劣

化・設備の陳腐化／周りからの音がうるさい／住宅の狭さ・間取りが使いにくい／洗濯機置場がない／エレベ

ーターがない／修繕費がかさむ等

（3）現在の住環境等に対する不満

駐車場が不足／バイク置き場・駐輪場が不足／集会（総会）室がない／日当たりが悪い／空地や子供の遊び

場がない／コミュニティの問題等

（4）修繕・改修を行う場合に期待する住宅の水準等

（5）建替えを行う場合に期待する住宅の水準や住まい方等

地震に対する安心感を高めたい／住戸面積を広くしたい／エレベーターが欲しい／電気容量を大きくしたい／

駐車場が欲しい等

出典：マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル（国土交通省作成）
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2 マンション再生手法の比較検討

■建替えか修繕かの判断の基本フロー

建替えか修繕・改修かの判断にあたっては、現マンションの老朽度と区分所有者の不満やニーズを把握し、要求

する改善水準を設定した上で、それを修繕・改修で実現する場合と建替えにより実現する場合との改善効果と所要

費用を比較して判断を行います。

Ⅰ マンションの老朽度の判定と建替えや修繕に要求する改善水準（要求改善水準）の設定

1. マンションの老朽度を判定します

①構造安全性（耐震性等）

②防火・避難安全性

③躯体等による居住性（階高、断熱性、バリアフリー等）

④共用・専有部分の設備の水準

⑤エレベーター設置の有無等

2. 現状のマンションに対する不満やニーズを把握します

3. 建替えや修繕に要求する改善水準（要求改善水準）を決めます

Ⅱ 修繕・改修の改善効果の把握と費用算定

1. 修繕・改修工事の具体的な内容を決めます

2. 修繕・改修による改善効果を把握します

○要求改善水準の達成度の評価

3. 修繕・改修費用を算定します

○修繕・改修工事の費用

○事業関連コスト

○残存期間の管理費・修繕費

Ⅲ 建替えの改善効果の把握と費用算定

1. 建替え構想を策定し、工事内容を決めます

2. 建替えによる改善効果を把握します

○要求改善水準の達成度の評価

3. 建替え費用を算定します

○建替え工事の費用

○事業関連コスト

○管理費・修繕費

Ⅳ 改善効果と費用を比較し建替えか修繕・改修かを総合判断

出典：マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル（国土交通省作成）

マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル

建替えか修繕かを判断するための検討の進め方等について具体的な方法が示されています。

一般社団法人 マンション再生協会 http://www.manshon.jp/manual/index.htm
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（2）建替えか修繕・改修かの判断

改善効果のみにより建替えか修繕・改修かの判断が可能な場合

建替えか修繕・改修かの判断においては、

A：建替えと修繕・改修のそれぞれにより得られる改善効果

B：その改善効果を得るために投じられる費用の大きさ

それぞれを総合的に比較考量して判断を行うことが必要です。しかし、Aの改善効果の比較のみにより、

建替えか修繕・改修かの判断を行うことができる場合もあります。

ケース1：修繕・改修では安全性の確保ができない場合 →「建替え」と判断

●老朽度判定の結果、「構造安全性」及び「避難安全性」についてグレードC※に該当する項目があり、（構造安全性の

「強度と中性化」又は「強度と塩分濃度」が同時にグレードB※に該当する場合も含めます。）、現在の水準が「安全性

に問題のあるマンション」と判断されるものについては、グレードCに該当する項目は、必ず一定の改善水準まで性能

の回復・向上を図らなければならない必須項目であると位置づけられます。

※グレードBとグレードCについては、国土交通省　 マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアルをご参照

ください。

●図中の一点鎖線が要求する改善水準を、太い実線が建替えと修繕・改修によるそれぞれの実現水準を示していま

す。ケース1は、建替えでは要求改善水準を実現することができますが、修繕・改修では、居住性に関する要求改善

水準を実現することはできるものの、安全性に関する要求改善水準については、実現することができないケースに相

当します。このような場合としては、建物の構造又は敷地上の制約等により、修繕・改修技術が適用できない場合

や、躯体の劣化が著しく進行している場合などが考えられます。

●修繕・改修工事を実施しても安全性に係わる必須な性能を確保することができない場合は、当該マンションは「修繕・

改修では安全性が確保できないマンション」と位置づけ、「建替えを行うべき」と判定します。

■ケース1：修繕・改修では安全性の確保が不可能な場合 →判定：「建替え」

修繕・改修では「構造安

全性」及び「防火・避難

安全性」の安全性に関

する問題に対応すること

ができない。この場合

は、改善効果のみで「建

替え」と判断。
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2 マンション再生手法の比較検討

ケース2：修繕・改修では改善ニーズの強い居住性に関する要求改善水準が実現できない場合

→「建替え」と判断

●管理組合が改善の目標として設定した居住性に関する要求改善水準が修繕・改修では技術的に対応できない場合、

又は、修繕・改修工事を実施しても要求改善水準を確保することができない場合については、改善ニーズが実現でき

ないことにはなりますが、安全性に係わるような絶対的な項目ではないことから、実現できない項目・水準の重要性を

管理組合において再検討することにより判断することが必要となります。修繕・改修で対応できない居住性に関する

項目の重要性について再検討し、その結果、当該項目の改善をどうしても必要とし、強く要望することが管理組合に

おいて再確認された場合は、要求改善水準が修繕・改修では達成できないことになるため、「建替えを行う」と判断し

ます。

なお、居住性に関する項目について、修繕・改修で対応できないケースとして、例えば次のような場合が考えられま

す。

1）バリアフリー化のためエレベーター設置のニーズが大きいが、敷地条件等の制約により設置が不可能

2）住戸面積の拡大ニーズが大きいにもかかわらず、敷地条件等により増築による対応が不可能

ケース3：建替えの場合に、要求改善水準を実現できない（例えば、住戸面積が小さくなる）場合

→「修繕・改修」が有利と判断

●建築物は新築する時点での建築法規（建築基準法や都市計画法）に従って建てられますが、建築後に法令が

改正されたり、その建物の敷地に定められた都市計画の内容が変更されることにより、建築当時は適法であっ

た建物が、変更後の法規制には適合していない状態になっているものがあります。このような状態を「既存不適

格」とよびます。既存不適格の建物については、建物が存続する限りはそのまま適切に利用し続けることがで

きますが、建替えをする際には、新しい建物は建替え時点の法規制の内容に適合するものとしなければなりま

せん。

●このため、例えば、容積率の既存不適格マンションの場合は、建替え後のマンションを建替え時点の容積率規

制に適合するように小さなマンションへの建替えを行わなければならず、住戸面積を縮小する等の対応が必要

となります。

■ケース2：修繕・改修では改善ニーズの強い居住性に関する要求改善水準が実現できない場合

→判定：「建替え」

管理組合が改善の対象

として希望する居住性に

関する要求改善水準が

修繕・改修では実現する

ことができず、その要求

改善水準の改善ニーズ

が強い場合、それを実

現するために「建替え」と

判断。
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●ケース3はこのような既存不適格マンションのケースを示しています。相当の費用を投じて建替えを行うにもかか

わらず、住戸面積が建替え前よりも小さくなり、居住性が低下することになります。住戸面積は今よりも小さくて良

いという人もいるかもしれませんが、一般的には、住戸面積が小さくなる場合は建替えを行うメリットは小さく、「修

繕・改修が有利」であると考えられます。

●建替えた場合に、建替えと修繕・改修のどちらの場合でも実現したい現マンションに対する　 改善の要求は実現

できるが、建替える場合には必ず実現したいと設定した水準は実現できないという場合があります。このような場

合、建替える場兄は必ず実現したいと設定した水準を見直してレベルを下げることが許容できるかどうか検討し、

許容できない場合は修繕・改修と判断し、許容できる場合は、次のケース4のように、改善効果と改善費用の総合

的比較により判断します。

●なお、既存不適格マンションにおいて、ケース1のように安全性に問題のあるものについては、修繕・改修による安

全性の水準の回復・向上の可能性が問題となります。修繕・改修では安全性の整備水準を実現することができ

ず、既存不適格マンションであっても、建替えを必要とします。

既存不適格マンションの建替えへの適用が想定される制度や考え方については、別途作成、公表している「マン

ションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」の参考資料Eを参照してください。

なお、上述のケース1～ケース3のように改善効果のみで建替えか修繕・改修かの判断ができる場合であっても、建替

え決議を行うにあたっては、建替えの場合と修繕・改修の場合との所要費用を算定しなければならないことに注意が必

要です。

■ケース3：建替えの場合に、要求改善水準が実現できない（例えば、住戸面積が小さくなる）場合

→判定「修繕・改修」

容積率等の既存不適格

マンションの場合、建替

えでは住戸面積を小さく

する等して適法状態に

する必要があるため、修

繕・改修に比べると、建

替えでは居住性が低下

する。この場合は、建替

えメリットが小さいため

「修繕・改修」と判断。
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2 マンション再生手法の比較検討

改善効果と所要費用を総合的に比較して判断する場合

次に、

A：建替えと修繕・改修のそれぞれにより得られる改善効果の大きさ

B：その改善効果を得るために投じられる費用の大きさ

とを総合的に比較考量して判断を行う一般的なケースについて紹介します。

○費用対改善効果に基づく総合判断の考え方

●建替えについて

現在のマンションを取り壊し、新しいマンションを再建築する行為ですから、修繕・改修の場合に比べて工事規模は大

きくなり、所要費用も大きくなることが一般的です。また、建物全体が新しく生まれ変わり一新されることから、実現さ

れる建物全体の水準は、要求改善水準をも上回って実現することが考えられます。

つまり…

建替えは多額の費用を投じてより高い水準が実現される「ハイコスト・ハイリターン」の改善行為

●修繕・改修について

限られた項目のみが修繕・改修工事の実施の対象となり、その改善レベルも要求する改善水準に近いものに留まる

のが一般的です。

つまり…

修繕・改修は建替えに比べると相対的に「ローコスト・ローリターン」の改善行為

●このような「ハイコスト・ハイリターン」の建替えと「ローコスト・ローリターン」の修繕・改修の比較を機械的、客観的に行

うことは困難であり、適切ではありません。最終的には、区分所有者の価値観に基づく判断の総意によることになりま

すが、ここでは、建替えの場合と修繕・改修の場合との改善効果の比較と、その改善効果を得るのに要する費用の

比較とを照合して、建替えか修繕・改修かの判断の参考指標とすることにします。

■ケース4：建替え、修繕・改修ともに要求改善水準が実現できる場合

目標とする安全性及び

居住性に関する要求改

善水準が、建替え、修

繕・改修のどちらでも実

現することができる場

合、実現水準の差と所

要費用の差を比較して、

建替えか修繕・改修かを

判断。
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3 マンション再生のための合意形成
～円滑な合意形成のための体制とポイント～

（1）マンション再生の検討は理事会と専門委員会の二人三脚

マンション再生には、主役となる区分所有者の他、借家人や抵当権者等、様々な立場の人々が関係します。区分所

有者やその他の関係者の間での合意形成が、マンション再生において最も労力を要する部分であり、この取り組みの

成否は事業の成否に直結します。

①マンション再生の検討は理事会と専門委員会の二人三脚

・理事会は、管理組合の業務執行機関として事業実施の中心的な役割を担います。

・しかし、修繕や改修、建替えの検討から実施までには早くても2～3年かかり、専門的な知識も求められます。そのた

め、短期間にメンバーが交代する理事会では、安定した取り組みを行うことが困難です。

・具体的な検討段階においては、専門的かつ継続的に事業の検討を行う組織（「専門委員会」等と呼ばれます）を立ち

上げ、検討を行うのが一般的です。

■専門委員会の委員選定のポイント

①委員は公募を原則として選出します

②様々な立場の居住者からバランスよく選出します（例えば女性や若年層への参加を呼びかけるなど）

③理事や役員の経験者、専門的な知識を有する居住者（建築士など）を積極的に活用します

④工事の発注などにおいて利害関係者となり得る居住者（建設会社の社員など）を委員とする場合は、施工業者の

選定には関与させないなど業務範囲を明確にしましょう

■理事会と専門委員会の役割分担

【構成】 ・管理組合の理事で構成

・短期間で交替

【役割】 ・専門委員会の委員の選定

・専門委員会の検討結果を受けて

の意思決定、総会への付議

【構成】 ・公募等で選出された委員等で構成

・修繕等の検討・実施期間中は原則

としてメンバーを固定

【役割】 ・修繕・改修、建替えの実施に向けた

専門的かつ具体的な検討

委員の選定・諮問

答申・協議

理事会 専門委員会（修繕委員会、建替委員会等）



25

3 マンション再生のための合意形成

（2）区分所有者全員で情報を共有し共通認識を得るため、
充分な情報提供や話し合いが必要です

・中心となって検討を進める理事や専門委員とそれ以外の区分所有者では、情報量、知識量のギャップが大きくなりが

ちです。

・専門委員会等での検討状況については、説明会を開催したり広報紙を発行したりして、積極的な情報提供に勉めまし

ょう。また、説明会での意見交換やアンケート等などで、双方向の意見交換を心がけましょう。

・専門委員会等の会議は、委員以外の居住者が傍聴できるようにするなど、オープンな場としておくことが検討委員会

等への信頼感を高めることにつながります。

・他のマンションの成功事例を見学するなどして、マンション再生の取り組みに実感を持たせることも効果的です。

■マンション建替えにおける合意形成の進め方　 諏訪町住宅（東京都新宿区）の例

諏訪町住宅では、建替え検討組織の発足から建替えの決定（建替え決議）までに、12年間の長い期間を要しまし

た。その間、区分所有者の合意形成に向けて数多くの総会や理事会、建替委員会等を行い、最終的に全員の同意

を得ることができました。

平成3年 諏訪町住宅を考える会発足

平成9年 全面改修か建替えかを選択する

全員投票で建替え希望が多数

平成14年3月 コンペにより事業協力者を選定

平成15年5月 建替え決議成立

平成15年9月 マンション建替組合設立認可

［建替えの検討の流れ］ ［総会・理事会等の開催回数］

会合等の内容 開催数 ※1

総会等 ※2

理事会・建替委員会等

モデルルーム等見学会

個別相談会

17回

5回

2回

3回

※1　 事業協力者の選定から組合設立認可までの1年6ヶ月の開催数

※2　 全体説明会等の区分所有者全員を対象とした会合を含む

個別相談の様子総会の風景
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（3）マンション再生に向けた合意形成のポイント

マンション再生には、マンションの区分所有者はもとより、借家人、周辺住民、専門家、公共団体など、様々な立場の

多くの人々が関わります。それらの人々をうまくかみ合わせ、円滑に事業を進められるよう調整を図ることが、実は、マ

ンション再生の仕事の大部分を占めることになります。

次に、これを円滑に進めるためのポイントを紹介します。

①マンションの関係権利者

・マンションの関係権利者全員の理解を深めるため、いくつかのステップを設定し、ゆるやかにそして着実に意識を高め

ていきましょう。性急に改修ありき、建替えありきで進めると、反対者を生みやすく、結果的に遠回りをすることになりま

す。

・検討の節目では、区分所有者以外の関係者（借家人、抵当権者等）にも情報を提供し、検討状況を常に伝えておくこと

が、後で無用のトラブルを生まないために必要です。

・マンション再生の検討内容や実施体制に不信感を抱かれないようにするため、理事会や専門委員会では、公平・公正

な議論や進め方をするよう気を配る必要があります。

・特に設計業者、施工業者等を選定するときは、選定方式や手続き、選定理由などを明確にし、透明性を持たせること

が大切です。選定方法が適切でないことが原因となり反対を招くケースも多く見られます。

・反対者の意見にもよく耳を傾けましょう。時間をかけて話し合うことで、お互いの考え方が理解できるようになることが

ある他、計画をよりよいものへ改善するきっかけになることもあります。

②マンション周辺の住民等

・マンション周辺の住民等に対しては、早い時期から、修繕・改修や建替えの影響（工事騒音、工事車両の通過、建替え

に伴いマンションが大規模化する場合の日影や圧迫感等）について説明し、理解を得るようにしましょう。

③マンション再生に関する専門家

・信頼できる専門家（→63ページ）との出会いが、マンション再生の質や成否を決めるといっても過言ではありません。

専門家を選定する際には十分な検討を行いましょう。

・身近な専門家である管理会社は、そのマンションについて熟知している反面、管理の不具合等のチェックが甘くなる恐

れがあります。その点、外部の専門家には第三者的な立場からの意見を聞けるというメリットがあります。

④公共団体・住宅金融支援機構等

・各種の支援制度を利用するには公共団体や住宅金融支援機構等との事前の調整が必要です。早い段階から積極的

に足を運び、気軽に相談できる関係を築いておきましょう。

・マンション再生の実施にあたり、公共団体等による認可や確認が必要となる場合は、早い段階から公共団体等と協議

し専門家のアドバイスを得るなどして、必要な手続きを、遅滞なく確実に進めるようにしましょう。
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4 マンション再生の実施のポイント
～進め方やポイントを理解しましょう～

（1）修繕・改修の実施

修繕・改修は長期修繕計画に基づいて行いますが、その実施までにはどのような検討が必要なのでしょうか。

また、その際のポイントはどんなところにあるのでしょうか。

○修繕・改修の進め方

修繕・改修の実施に向けた検討は、長期修繕計画で予定した実施時期の2～3年前から始めるとよいでしょう。

段階

検討の体制

づくり

管理組合としてマンシ

ョン再生の検討を始

めることを決め、マン

ション再生を検討する

組織（専門委員会）を

設置します。

・修繕・改修は、長期修繕計画に基づいて行われるのが一般的ですが、マ

ンションの傷みがひどく早急な対応が必要な場合など、長期修繕計画に基

づかない場合もあります。

・検討の開始、検討組織の設置については、管理組合総会で決定します。

検討内容・手続き 実施のポイント・注意点

1

マンション

の現状と改

善要望の把

握

専門委員会による点

検調査、居住者への

アンケート、専門家に

よる建物診断等を行

います

・長期修繕計画どおりの工事が必要な状況か、その他に対応が必要な箇

所はないかを確認します。

・居住者が不便や不具合を感じている点、グレードアップの要望等を把握し

ます。

2

技術的な援助等を得

るため、専門家を選

定します。

・専門家には様々な職種があり、個々の力量の違いも大きいため、その選

定は慎重に行う必要があります。

再生手法の

検討・判断

修繕・改修で対応す

るのか、建替えを行う

のか検討し、手法を

決定します。

・特に築後年数を経たマンションでは、修繕・改修、建替えの費用対効果等

を検討し、どのような手法を用いるのか、十分に意見交換をした上で慎重

に判断します。

3
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4 マンション再生の実施のポイント

段階

基本計画の

検討

修繕・改修の必要性

を考慮しながら、工事

の範囲・仕様と資金

調達方法を具体的に

検討します。

・修繕・改修の必要性と積立金の積立て状況を勘案し、無理のない資金計

画を立てることが重要です。

・資金が不足する場合は、修繕積立金の増額、一時金の徴収、または、住

宅（独）金融支援機構等の金融機関からの借入れを検討します。

検討内容・手続き 実施のポイント・注意点

4

基本計画の

決定

管理組合の理事会及

び総会で基本計画を

決定し、より詳細な実

施計画の作成に入り

ます

・基本計画は、区分所有者及びその議決権の過半数の賛成で決定します

が、工事の内容によっては3／4以上の賛成による決議や全員同意が必要

となる場合があります。

・不在区分所有者等にも十分に情報が行き渡るよう、配慮します。

5

実施計画の

決定、工事

契約

実施計画の内容（工

事内容、施工会社、

工期、工事金額等）を

総会で決議し、施工

会社と工事請負契約

を結びます。

・施工会社等の選定過程は、区分所有者にオープンとなるよう心がけましょ

う。また、選定にあたっては、複数社に見積もりを依頼するなど、競争原理

を働かせましょう。

・実施計画は区分所有者及びその議決権の過半数の賛成で決定します。

6

工事の実施、

完了

工事の状況について

工事説明会を開くな

どの情報発信をしま

す。

工事期間中及び終了

後の確認・検査をしま

す。

・工事の円滑な進捗には居住者の協力が必要です。工事が生活に与える

影響については十分広報し、居住者の理解を得るよう努めましょう。

・工事の実施状況の確認、完了後の検査はしっかり行い、竣工図書は確実

に受け取り保管します。また、工事の結果を踏まえ、長期修繕計画の見直

しを必ず行いましょう。

7

共有部分の修繕・改修に伴い、専門部分の工事を行う必要がある場合

管理組合で行う修繕・改修の範囲は、基本的に共有部分のみです。しかし、共用部分の給排水管の改修と合わ

せて専有部分の給排水管も一体的に改修するなど、専有部分の改修も同時に行うほうが効率的だと判断される場

合には、区分所有者の全員が合意すれば、専有部分についても修繕積立金によって工事することも可能です。た

だし、これによる修繕積立金の取り崩しが、その後の長期修繕計画に基づく修繕等の実施に影響を与えないよう

注意する必要があります。
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（2）修繕・改修の実施のポイント

1）適切な手続きを踏むことを心がけましょう。

・修繕や改修の実施にあたっては、その工事内容に応じて右表のような手続きが必要とされています。これらが適切に

なされていないと後々争いの元となるため、専門家に相談するなどしてよく確認して進めましょう。

2）費用の調達方法の検討も忘れずに

・修繕や改修の費用は、計画通り修繕積立金の範囲内に収まるのが理想的です。しかし、区分所有者から一時金を徴

収したり、金融機関から資金を借り入れたりする必要がある場合も少なくありません。早い段階から資金の調達方法を

検討しておきましょう。

3）大規模な改修は必要性や費用負担などについて十分な検討を

・居室の増築やエレベーターの新設など、大規模な改修を行う場合は、必要な費用が多額となり区分所有者間の権利

関係の調整などに時間がかかることから、その必要性や費用負担の可否などを十分に検討する必要があります。

・工事の内容によっては、工事期間中の断水や騒音・振動、または仮住居への転居など、生活に大きな支障が出ること

を区分所有者に周知しておく必要があります。

・今後使用可能な年数、改修に要する費用等を考慮して、建替えた場合との効果の比較を行うことも必要です。

4）修繕・改修の設計業務や工事はどうやって発注するのが得策？

・設計業務や工事の発注に当たっては、指名競争入札方式等により実施業者を決定することが、透明性や公正性の確

保、競争によるコストダウンの観点から望ましいと考えられます。

・日常の管理を委託している管理会社に一括して発注すると、マンションを熟知していることによるきめ細かい対応、円

滑な工事の実施、継続的なアフターサービスなどが期待できる反面、信頼しているからといって任せきりにしすぎると、

要望が十分に反映されなかったり、工事費が割高になったりと、かえってトラブルを招くこともあります。いずれの場合

でも管理組合が主体性を発揮して、工事内容や施工状況をしっかりチェックすることが必要です。

5）工事中の生活への影響はしっかり広報、安全管理は徹底的に

・修繕や改修は、現に居住者が住んでいるマンションで工事を行うため、工事に先立ち工事計画と生活への影響につい

ての説明を行うことが必要です。また、工事期間中の安全管理を徹底し、工事内容や騒音の有無などを居住者全員に

しっかり広報することが必要です。

6）工事が完了したら長期修繕計画の見直しを

・修繕や改修が完了したら、修繕等を実施した箇所や内容を記録し長期修繕計画に反映すると共に、必要に応じて修

繕積立金の積立額の変更等を行いましょう。また、竣工図等の関連資料は必ず受取るようにし大切に保管しておきま

しょう。
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4 マンション再生の実施のポイント

■大規模修繕の工事費と調達方法

出典：平成15年マンション総合調査（国土交通省実施）

大規模修繕の工事総額 工事費用の調達方法
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建
築
工
事

機
械
設
備
工
事

電
気
設
備
工
事

そ
の
他
の
工
事

工事項目 修繕周期 修繕・改修（既存性能のグレードアップ）工事の主な内容

（1）鉄・アルミ部

改修工事
4～6年

・屋上、バルコニー、廊下、階段室、外構工作物等の鉄部及びアルミ・ステンレ

ス部の塗装塗替え（塗料のグレードアップ、吹付け塗装による仕上げ感のア

ップ、脱着塗装）

（2）外壁仕上げ

改修工事
10～15年

・外壁、共用廊下等のコンクリート壁・天井等の塗装部の再塗装・タイルの洗浄

及び劣化・損傷箇所の修繕（塗料の性能、外壁仕上げ材のグレードアップ）

・仕上げによる中性化抑止、外壁の外断熱改修

（3）屋根防水

改修工事

露出アスファルト

防水12～15年等

・屋根の防水層の劣化・漏水等に対する屋根スラブの躯体修繕及び屋根防

水層の全面的な修繕・改修（防水仕様のグレードアップ、屋根スラブの外断

熱防水改修、笠木・ドレイン等の材質のグレードアップ）

（4）サッシ

改修工事

付属金物20～30

年、サッシ30～45

年

・サッシ及び付属金物の修繕・取替え（性能のグレードアップ）

・窓面格子・窓手摺の取替え

・雨戸の増設等

（5）住棟エントラ

ンス改修工

事

24～30年（2回目

の大規模修繕

時）以降

・エントランスホール、エントランス廻りの床・壁・天井等の内装の全面的模様

替え（仕上げ等のグレードアップ）

・エントランスドアの性能のグレードアップ、メールボックスのグレードアップ、ス

ロープの設置等

（6）給水設備

改修工事

管や継手の材質

等により大きく異

なる

・給水管の更生・更新工事、給水装置、給水施設の劣化・損傷箇所の修繕・取

替え（材質等のグレードアップ）

・給水設備の耐震・防振・防音工事、井戸の掘削等

（7）給湯設備

工事

管の材質や部位

等により大きく異

なる

・給湯管の更生・更新工事（材質のグレードアップ）、給湯器の取替え工事

・ガス機器のシステムの変更・性能のグレードアップ

（8）電灯幹線・

動力設備

改修工事

部位により異な

るが、一般には

24～32年

・電灯幹線及び電力設備の劣化・損傷箇所の修繕・取替え

・電灯幹線の引込み数の増加、低圧引込から高圧引込への変更、幹線改修、

電動機制御の性能アップ

（9）器具・配線

盤改修工事

照明設備は屋内

12～18年、屋外

10～15年

・共用廊下・階段・ホール等の照明器具及び配線器具の劣化・損傷箇所の修

繕・取替え（性能・デザインのグレードアップ）

・屋外灯の増設、防犯カメラの設置等

（10）TV共聴設備

改修工事

アンテナ8～12年

等

・TV共聴アンテナ、増幅器盤、分岐・分配器盤、同軸ケーブル等の劣化・損傷

箇所の取替え

・テレビ配線システムの改善、インターネット接続環境の整備（CATV、光ファイ

バー導入）等

（11）エレベーター

改修工事
24～32年

・エレベーターのロープ、巻上げ機、モーター、カゴ、扉等の劣化・損傷箇所の

修繕・取替え（性能のグレードアップ）

・エレベーターシャフトの耐震補強

（12）機械式

駐車場工事
10～30年

・機械式駐車場の駐車装置、昇降装置、安全装置等の劣化・損傷箇所の修

繕・取替え（性能のグレードアップ）

・機械式駐車場の導入・増設

■修繕・改修工事の代表的な項目と標準的な周期

出典：改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（国土交通省作成）
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4 マンション再生の実施のポイント

■事例

エントランスの内装、メールボックスのグレードアップ

エントランスアプローチ部分のデザインのグレードアップとスロープの設置

バルコニーの防水工事
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居住者ニーズ
主な項目

（新たな性能の付加等）
実施内容

（1）住戸面積の

拡大

（2）住棟内の共

用スペースの

拡充・用途の

部分変更

（3）共用施設・屋

外環境の整

備・改善

（4）耐震補強工

事

・居室の増築
・既存の住戸の南側バルコニー部分に接続して1～2室の居室を増築

・一定の空地があることが必要

・住戸（専用部分）の2戸1戸化
・左右、上下に連続する2つの住戸をつなげて大きな1住戸に改造

・隣戸や上下階の住戸を取得することが必要

・バルコニーの室内化 ・屋外のバルコニーを壁・屋根等で囲み、屋内化

・風除室、宅配ロッカー、トラン

クルーム、共用倉庫、ラウン

ジ、集会室、宿泊施設、駐車

場等の共用スペースの増築

・マンション住棟の周囲の空地への共用スペースの増築・整備

・不要となった既存機械室や空

き住戸等の共用スペースへの

改造

・設備機器の小型化や設備システムの変更・廃止により生まれたス

ペースを利用した共用スペースの拡充

・空き住戸等を管理組合が取得し、共用スペースに改造・用途変更

・マンション下階の空店舗・空オ

フィス等の他用途への用途転

換

・用途複合マンションの店舗・オフィス等が地域の床需要にマッチし

なくなった場合、それらを管理組合が取得し、宿泊施設、集会室等

の共用スペースや住戸、SOHO等に改造

・集会所・コミュニティセンター等

の新築・建替え・増改築

・敷地に余裕がある場合には、イベント等に使用可能な集会所やコ

ミュニティセンターを整備

・既存の集会所やコミュニティセンターが老朽化した場合は、その建

替えや増改築

・駐車場（立体駐車場等）、バイ

ク置場・自転車置場の増設

・駐車場不足に対応するための駐車場の増設（平面、自走式立体、

機械式（多段）など）

・バイク置場・自転車置場の増設、便利な場所への移転

・不要施設跡地や遊水池上部

等を活用した共用施設（集会

所、クラブハウス、テニスコート、

駐車場等）の整備

・給水方式をポンプ圧送、直結増圧方式に切り替え、不要になる受

水槽や高架水槽、給水塔等の施設の跡地に、共用施設を整備

・耐震補強工事

・マンションの耐震性を高めるため、ピロティなどの開口部に新たに

壁や鉄骨ブレースを設置したり、柱や梁に炭素繊維や鋼板を巻い

て補強

（5）エレベーター

の設置
・エレベーターの設置

・片廊下型の場合は外廊下にエレベーターを新設

・階段室型の場合は各階段室にエレベーターを新設または外廊下と

それに接続するエレベーターを新設

■新たな性能を付加等する改修工事の例

出典：改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（国土交通省作成）
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4 マンション再生の実施のポイント

■事例

居室の増築（南側バルコニー増築）

不要になった機械室を集会室に変更

ピロティ部分の鉄骨ブレースによる耐震補強

バルコニーの屋内化

駐輪場の増設
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5 マンション建替え事業の流れ

マンションの建替えは、区分所有者全員の合意に基づいて実施する方法以外に区分所有者及びその議決権の各5

分の4以上の多数の賛成によって成立する建替え決議に基づいて実施する方法があります。建替え決議が成立する

と、その決定内容を円滑に実現できるようにするために制定された「マンション建替え円滑化法」に基づいてマンション建

替え事業を円滑に実現することが可能です。

ポイント

マンション建替え事業は大きく４つの段階に分かれています。このうち特に重要なのが建替え決議の成立に至るまで

の着実な合意形成です。

（1） 準備段階

区分所有者の有志あるいは理事会がマンション再生の基礎的な検討を開始し、管理組合として正式にマンション再生の検

討を開始することを決定する段階。

（2） 検討段階

耐震診断やアンケート調査等を実施してマンションの現状や区分所有者の意向を把握するとともに、専門家の支援を受

け、建替えか、それとも修繕・改修か、費用対効果等の比較検討を行い、マンション再生の方法を決定する段階。

（3） 計画段階

再生の方法として建替えが選択された場合に、デベロッパー等の事業協力者の参加を受けて、建替えの具体的な計画や費用

負担を明確にし、区分所有法に基づく建替え決議によって建替えの実施を決定する段階。

（4） 実施段階

マンション建替え円滑化法に基づいて、マンション建替組合の設立や

権利変換計画を作成し、実際にマンションを取り壊し、再建マン

ションを建設する段階。再入居、新しい管理組合の設

立をもって、マンション建替え事業が完結し

ます。
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5 マンション建替え事業の流れ

●事業の流れを詳しくご紹介します。

ポイント

結論を急がず、少しずつ段階を踏みながら必要な検討を重ねて着実な合意形成を図ることが大切です。そのために

勉強会の開催や広報誌の発行等、積極的な情報共有が特に効果的です。

（1） 準備段階

準備段階の目的は、建替えや修繕・改修といったマンション再生について管理組合として正式に検討していくことへの

合意を得ることです。

■ 理事会から管理組合集会へ議案を提起する

そのためには理事会が管理組合として正式にマンション再生を検討することの必要性を認め、検討に関する議案を

取りまとめ、区分所有者の集会にて決議する必要があります。再生の検討を行うことについて集会の議事として提起

し、議決を受ける必要があるのは具体的には以下の2点になります。

1） 検討組織の設置に関する事項

2） 検討に要する資金の拠出に関する事項

■ 検討資金の拠出について

管理費から拠出する場合は、予算額を定め、管理費の執行に関する議決を得て使用します。この場合は、普通決議

による過半数の議決で決することになります。一方、修繕積立金から拠出する場合は、管理規約（修繕積立金の使途）

の変更が必要となる場合があります。この場合は、区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数の議決で決す

ることになります。

■ 勉強会から理事会へ再生検討を提起する

準備段階は、一部の区分所有者がマンション再生を発意し、他の区分所有者へ働きかけ、これに賛同する有志が集

まって勉強会等を発足することから始まるのが一般的です。しかし、勉強会は有志による任意の組織であり、議案の発

議権を持っていません。そのため検討成果を理事会に提起し、理事会の理解を得て集会の決議へ発展させていく必要

があります。



37

（2） 検討段階

検討段階の目的は、マンション再生の方法について、建替えと修繕・改修のどちらが適切なのかを比較検討・判

断し、（建替えと判断された場合）建替えを本格的に計画していくことへの合意を得ることです。

■ 建替え推進決議で再生の方法を一本化する

管理組合として、建替え決議に向けて本格的に建替え計画の検討を行っていくことを理事会が議案として提起し、

区分所有者の集会において決議を行うことを一般的に「建替え推進決議」と称します。この決議は区分所有法で定

められた必須の手続きではありませんが、こうした決議を行い、建替え決議に至る合意形成を着実に高めておくこと

は、これ以降の必要な手続きを円滑に行っていく上でも重要です。また、建替え推進決議の成立は、着実に合意が

形成されていることを示すため、外部の専門家や事業協力者が当該マンションの建替え事業を支援していく際の参

入判断の目安にもなります。なお、建替え推進決議は区分所有者及びその議決権の各過半数以上の多数の賛成

により成立しますが、以降の手続きを考慮すれば、目安としてこの段階で各4分の3程度以上の賛同が得られている

ことが望ましいでしょう。

■ 正確な情報に基づいて十分な議論を

建替えか、修繕・改修かの判断は容易には定まりません。また、再生行為自体に無関心あるいは否定的な区分

所有者も存在することでしょう。アンケートによる意向調査や耐震診断による建物の現状把握等を行い、外部の専門

家の協力を得ながら再生の方法を検討し、十分な議論をした上で状況に応じた適切な判断を下す必要があります。
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5 マンション建替え事業の流れ

（3） 計画段階

計画段階の目的は、建替え計画を策定し、その計画を前提としたマンション建替えを実際に実施することへの合意

（建替え決議の成立）を得ることです。

■ 最終的な合意を得るために

建替え実施の合意を得るためには、区分所有者の資産あるいは生活環境としてのマンションが、どのように生まれ

変わるのかを建替え決議の前に明確に定めておく必要があります（建替え計画の策定）。加えて、その建替え計画が

建替え決議後に計画通り実施されることの保証がなければ、建替えを実施することへの最終的な合意は得られませ

ん。そこで十分な議論の上に様々な意見・要望が反映された、実現可能な建替え計画が策定されることや、建替え計

画が計画通り実現することを保証する存在としてデベロッパー等の事業協力者の協力・参加が重要になります。この

事業協力者の参加に先だって、信頼のおける事業協力者の選定や建替え計画の策定を支援するコンサルタント等

の専門家の協力が必要になります。

■ 最終的な合意を得るために

コンサルタント等の専門家やデベロッパー等の事業協力者は、マンション建替え事業の重要なパートナーです。し

たがって、これらのパートナーの選定にあたっては、経済的な条件のみで評価するのではなく、協力・信頼関係が構

築できるかどうかという視点が非常に重要です。また、選定にあたっては、計画組織や理事会が責任をもって行い、

区分所有者の集会にてその承認を得るという流れが適切です。事業協力者の選定等を集会における多数決投票で

決めてしまうと、後に区分所有者間の対立関係を招きかねないので注意が必要です。
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（4） 実施段階

実施段階の目的は、建て替え決議による建替え実施の決定を受けて、実際に建替え事業を実施し、新しいマンシ

ョンへの再入居、新管理組合の設立を実現することです。

■ 「マンション建替え円滑化法」という新しい法律

区分所有法は、建替え決議（建替え実施の決定）については規定していますが、決議成立後の建替え事業の実

施については何ら規定していません。しかし、実際の建替え事業においては、この段階で問題が発生し、事業を円

滑に進めていくのが困難な状況になることが少なくありませんでした。この状況を改善するために、平成14年6月に

「マンション建替え円滑化法」という新しい法律が施行され、建替え決議成立後の円滑な事業の実施が可能となりま

した。

■ マンション建替組合による建替え事業の実施

建替え決議が成立すると、建替え合意者5名以上が発起人となって、定款及び事業計画を定め、都道府県知事の

認可を受けて、マンション建替組合を設立します。この建替組合が建替え事業の事業主体となって事業を進めていく

のですが、組合員には建替え合意者以外に、建替え事業に参加することを希望する外部の主体を参加組合員とし

て加えることが可能です。これによって、デベロッパー等の事業協力者が参加組合員として建替え事業を推進してい

きます。区分所有法に基づく受渡請求権の行使とは別に、マンション建替え円滑化法に基づいて売渡請求権を行使

することも可能となり、円滑な事業の推進が可能となりました。
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6 決議の種類とその要件

ポイント

マンション運営の仕組みは、区分所有法と規約によって規定されています。規約については、マンション再生行為に先

立って、適切な内容に整備しておく必要があります。

（1） 決議の種類とその要件

建替えや修繕・改修といったマンション再生に関する決議の種類やその成立要件については、区分所有法と規約によ

って規定されています。規約の内容によって決議の成立要件や再生行為のプロセスが変わってくるので注意が必要

です。

決議の内容（例） 決議の成立要件

〇共用部分の廃止や専有部分の所有関係の変化を伴うもの

〇専有部分の面積変化を伴うもの（規約に別段の定めがない場合）

・増築

・減築

〇建替え決議

〇一括建替え決議（団地全体）※1

〇規約の設定や変更　 ※2

・一括建替え決議を適用可能とするための団地管理規約の設定や変更

・修繕積立金の使途の変更（使途に建替え検討資金の拠出を追加する）

・専有部分の面積変化によって、共有部分の共有持分割合の変更を生じさせな

いための規約変更

〇共有部分の変更（共有部分の形状または効用の著しい変更を伴うもの。

いわゆる重大変更）

・建物の基本的構造部分（壁・柱・スラプ等）を大規模にわたって加工する工事

・エレベーターを新たに設置する工事

・集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事や耐震改修工事などで、大規模なもの

や著しい加工を伴うもの

〇一括建替え決議（棟毎）※1

〇建替え推進決議

〇通常の決議

〇共有部分の管理（共用部分の形状または効用の著しい変更を伴わないもの。い

わゆる軽微変更）

・建物の基本的構造部分の取り壊し等を伴わない、スロープや手すりの設置

・建物の基本的構造部分の加工の度合いが小さい、炭素繊維シート等の巻き

付けによる耐震補強

〇検討組織の設置について

〇検討資金や耐震診断費用の拠出について（管理費から拠出する場合）

〇コンサルタント等の専門家やデペロッパー等の事業協力者の選定について

区分所有者全員の合意

区分所有者及びその議決権の各5分の4以上

区分所有者及びその議決権の各4分の3以上

区分所有者及びその議決権の各3分の2以上

区分所有者及びその議決権の各過半数（でき

れば議決要件を大幅に上回る4分の3程度以

上の賛成を得ることが望ましい）

区分所有者及びその議決権の各過半数

※1　 一括建替え決議は、団地全体で5分の4以上、棟毎に3分の2以上の多数の賛成が必要です。

※2　 団地管理規約については、団地全体の集会だけでなく棟毎の集会による決議も必要です。
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6 決議の種類とその要件

ポイント

建替えの意思決定が区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の多数の賛成によって可能となる一方で、手続き

や決議内容については法律で厳密に定められています。

（2） 建替え決議の進め方

区分所有法の基づく建替え決議は、区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の多数の賛成により成立します

が、その手続きに不備があると、決議が無効になってしまうこともあります。

建替え決議の実施にあたっては、法律に定められた手続きに従って適法に進める必要があります。



42

■通知事項・説明事項

（3） 単棟型マンションと団地型マンション

1つの敷地に1棟の建物がある単棟型マンションの場合と1つの敷地に複数の建物がある団地型マンション

の場合では、建替え決議の決議事項や建替え決議の成立要件が異なるので注意が必要です。

１. 単棟型マンションの場合（建替え決議）

単棟型マンションは、区分所有法62条に基づいて建替え決議を行います。

①集会の目的

②議案の要領（決議事項を要約したもの）

③建替えを必要とする理由

④建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持または回復をするのに要する費用の額及びその内訳

⑤建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

⑥建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

■決議事項

①新たに建築する建物（以下「再建建物」という）の設計の概要

②建物の取壊しおよび再建建物の建築に要する費用の概算額

③上記の費用の分担に関する事項

④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

■建替え決議の成立要件

建替え決議は、区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の多数の賛成により成立します。
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6 決議の種類とその要件

2. 団地型マンションの場合（一括建替え決議）

団地型マンションは、区分所有法70条の一括建替え決議に基づいて、団地内建物の全ての建物について建替えの意思

決定を行います。ただし、この制度は団地の構成や権利関係により適用できない場合があるので注意が必要です。

ポイント

団地型マンションの場合、一括建替え決議は、区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の賛成に加えて、建物毎

に区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の賛成が必要です。

■一括建替え決議の適用条件

①団地内建物の全部が区分所有建物であること

②当該団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有にあること

③団地管理組合の規約により、団地内の建物が管理の対象とされていること

■通知事項・説明事項

①集会の目的

②議案の要領（決議事項を要約したもの）

③建替えを必要とする理由

④建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持または回復をするのに要する費用の額及びその内訳

⑤建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

⑥建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

■決議事項

①再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

②新たに建築する建物（以下「再建団地内建物」という）の設計の概要

③団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

④再建建団地内物の区分所有権の帰属に関する事項
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■一括建替え決議の成立要件

一括建替え決議は、区分所有者及びその議決権（土地持分）の各5分の4以上の多数の賛成、かつ団地内建物

毎に区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数の賛成により成立します。

■団地管理規約を設定する

団地管理規約が定められていない場合は、新たに団地管理規約を設定する必要があります。その場合、団地全

体の集会で区分所有者及びその議決権（土地持分）の各4分の3以上の多数の賛成を得るだけではなく、棟毎に

も、集会で、同一内容の団地管理規約に対して、区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数の賛成を

得る必要があります。
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区別所有法の建替え決議を経て、マンション建替え円滑化法を利用したマンション建替え事例をご紹介します。

事例①：天城六本木マンション＆ホーマットガーネット

建物概要

▲ホーマットガーネット（左側茶色の建物）と天城六本木マンション（写真中央及び右側）

②ホーマットガーネット

・昭和55年分譲（築年数28年）

・ＲＣ造地上8階地下１階

・敷地面積：246.24㎡

・延床面積：1,216.84㎡

・住宅8戸、事務所・店舗1件

・住戸面積：約54～115㎡

③天城アネックスビル

・昭和59年竣工（築年数24年）

・鉄筋造地上3階

・敷地面積：79.68㎡

・延床面積：208.41㎡

・住宅なし、事務所・店舗1件

・1フロアー約70㎡

①天城六本木マンション

・昭和46年分譲（築年数37年）

・ＲＣ造地上8階地下１階

・敷地面積：966.21㎡

・延床面積：3,370.18㎡

・住宅24戸、事務所・店舗6件

・住戸面積：約70～100㎡

○建替え後のマンション

・平成22年2月竣工予定

・ＲＣ造地上28階地下2階

・敷地面積：1328.72㎡

・延床面積：12,961.35㎡

・住宅90戸、事務所・店舗1件

・住戸面積：約50～155㎡

7 マンション建替え事例　 事例①～⑦
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（天城六本木マンション賛成26／区分所有者数26、ホーマットガーネット賛成5／

区分所有者数6）＋マンション建替え円滑化法（組合施行）

・事業協力者：旭化成ホームズ（株）（参加組合員）

・コンサルタント：旭化成ホームズ（株）

〇32名の区分所有者のうち、約28名が再建マンションの床を取得

特徴

〇2つの施行マンションと隣地施行敷地（天城アネックスビル）による事業。

3者で事業推進に向け基本合意書を締結し、準備組合を設置し、デペロッパーの選定を行った。建替え決議も

ほぼ同時期。

〇借家人に対しては、基本的に家主が対応（事業協力者等の協力はあり）

〇総合設計制度の適用（都心居住型総合設計）による容積率の割り増しによって、現在と等面積の住戸と、

仮住居費用、移転費用が捻出できる事業計画が可能となった。

実現の要因

①建替え組合・事業協力者・コンサルタントのスムーズな連携と地道な活動

②保留床を取得するだけではなく、権利者とともに事業を進める参加組合員の存在

③円滑化法の制定により安心して事業化が可能になったこと

④建替えの推進力となる権利者リーダーの存在

事業経緯

昭和46年 天城六本木マンション分譲

昭和55年 ホーマットガーネット分譲

昭和59年 天城アネックスビル竣工

平成15年 建替委員会設置

平成17年 建替え推進決議、事業協力者の選定

平成18年7月 建替え決議成立

平成20年1月 本体工事着手予定

平成22年2月 竣工予定

▲再建マンションの完成予想
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事例②：稲毛台住宅マンション

建物概要

▲稲毛台住宅マンション（総戸数240戸／10棟）

○稲毛台住宅マンション

・昭和30年竣工

・ＲＣ造地上4階 10棟

・敷地面積：15,291㎡

・延床面積：11,136.4㎡

・住宅240戸

・住戸面積：約35㎡

○建替え後のマンション

・平成20年竣工

・ＲＣ造地上4階 5棟

・敷地面積：15,291㎡

・延床面積：23,294㎡

・住宅249戸

・住戸面積：平均約80㎡



48

7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（法70条の一括建替え決議、賛成101／区分所有者数118）＋マンション建替え円滑

化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：伊藤忠都市開発（株）、相鉄不動産（株）

・コンサルタント：（株）新都市開発機構

〇118名の区分所有者のうち、約48名が再建マンションの床を取得

特徴

〇借家人に対しては、基本的に家主が対応

〇（独）住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度を紹介

〇（独）住宅金融支援機構による説明会および個別相談会の実施

〇建築基準法55条の緩和（第一種低層住居専用地域の高さの緩和）

実現の要因

①責任感ある理事会、建替え委員会の存在と参加企業のチームワーク

②初動期からコンサルタントを選定し、採用して検討を行ったこと

③円滑化法に基づいた組合事業により公平感と事業推進に対する安心感が持てたこと

④区分所有法の改正による団地一括建替え決議制度の成立

⑤建築基準法55条の緩和利用により容積を増加、ある程度の保留床を確保できたこと

事業経緯

昭和30年 分譲

平成16年8月 コンサルタント会社選定

平成17年8月 事業協力者選定

平成17年12月 団地一括建替え決議

平成18年11月 権利変換決議

平成19年1月 解体工事着手

平成20年2月 竣工

▲再建マンション
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事例③：帝塚山団地住宅

建物概要

▲帝塚山団地住宅（総戸数51戸／4棟）

○帝塚山団地住宅

・昭和33年竣工

・ＲＣ造地上4階 3棟、5階 1棟

・敷地面積：4,769.84㎡

・延床面積：2,958.83㎡

・住宅51戸

・住戸面積：約50.9㎡

○建替え後のマンション

・平成20年竣工

・ＲＣ造地上5階 1棟

・敷地面積：4,437.61㎡

・延床面積：7,718.62㎡

・住宅76戸

・住戸面積：69.87～119.6㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（賛成33／区分所有者数35）+マンション建替え円滑化法

（組合施行）

・事業協力者：日本エスリード（株）（参加組合員）、安藤建設（株）

・コンサルタント：（株）ＰＰＩ計画・設計研究所　 （有）フリークリエイト

〇35名の区分所有者のうち、約20名が再建マンションの床を取得

特徴

〇建替え決議成立後、組合員よる訴訟により事実上事業が凍結。前コンサルタント担当責任者の死去により、新

コンサルタント体制のもと、活動を再開。

〇前事業協力者により等価交換事業を推進するが、地価下落傾向と補助金の縮小等により断念。前事業協力者

との協定を合意解除。

〇新事業協力者のもと、円滑化法の成立・施行にともない、組合施行による権利交換方式での事業化を行うこと

にした。

〇借家人に対しては基本的に家主が対応。1名家賃長期滞納による不法占拠者が存在し訴訟で解決。

実現の要因

①過去の長期にわたる裁判などから、組合員のほとんどは厭戦気分で推進意欲がなかなか高揚しなかったが、

現役員を中心に組合員全体の相続開始が多くなる前に決着したいとの意識と希望があり、決してあきらめなか

ったこと。

②組合の平均年齢がかなりの高齢であるにもかかわらず、相続開始が比較的少なかったこと

③事業推進のリスク回避を事業協力者との基本協定書で担保できたこと。

④円滑化法の制定により、組合としての事業推進主体として安定した事業推進を遂行できるとの期待感が高まり

推進力となったこと。

事業経緯

昭和33年 分譲

昭和63年以前 建替推進の検討組織が既に存在

平成4年11月 建替推進コンサルタントを建替推進委員会にて承認

平成6年12月〜平成12年11月　 建替え決議総会開催（旧建替決議）組合員より建替え決議を巡り、訴訟提起

平成13年5月 建替推進委員会にて新コンサルタント体制を承認

平成17年11月 事業協力者の選定の決議が可決承認

平成18年9月 建替決議可決承認

平成19年11月 本工事着工予定

平成20年9月 竣工予定
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事例④：国領住宅

建物概要

▲国領住宅（総戸数144戸／7棟）

○国領住宅

・昭和39年分譲

・ＲＣ造地上4階 7棟

・敷地面積：13,236㎡

・延床面積：7,363㎡

・住宅144戸

・住戸面積：53㎡

○建替え後のマンション

・平成20年竣工

・ＲＣ造地上4～14階 7棟

・敷地面積：13,282㎡

・延床面積：33,188㎡

・住宅320戸

・住戸面積：45～105㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（賛成125／区分所有者数134）＋マンション建替え円滑化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：旭化成ホームズ（株）

・コンサルタント：旭化成ホームズ（株）

〇134名の区分所有者のうち、約126名が再建マンションの床を取得

特徴

〇駅周辺再開発等により利便性が向上しつつある地域に立地

〇一団地の住宅施設を廃止、地区計画を導入

〇事業費の92％を事業協力者（参加組合員）が負担

〇戸数が倍増、有利な還元条件

実現の要因

①建替委員会・事業協力者を中心とする地道な活動による

②建替え決議前に事業協力者が還元条件を約束したこと

③基盤整備等困難な事業に取り組むデペロッパーの存在

④円滑化法の制定により安心して事業化が可能になったこと

⑤増床資金不要の小型住戸を確保できたこと

事業経緯

昭和39年 日本住宅公団分譲

平成5年 建替委員会設立

平成12年10月 事業協力者決定

平成16年10月 一団地の住宅施設廃止、地区計画の都市計画決定

平成17年7月 建替え決議

平成17年11月 建替組合設立認可

平成18年3月17日 権利変換期日、解体工事着手

平成20年3月 竣工

▲再建マンション
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事例⑤：新蒲田住宅マンション

建物概要

▲新蒲田住宅マンション（総戸数134戸／3棟）

○新蒲田住宅マンション

・昭和44年竣工

・ＲＣ造地上5階 3棟

・敷地面積：5,466.88㎡

・延床面積：約7,780㎡

・住宅134戸

・住戸面積：約44～48㎡

○建替え後のマンション

・平成19年竣工

・ＲＣ造地上11階地下1階 1棟

・敷地面積：5,460.85㎡

・延床面積：16,236.85㎡

・住宅202戸

・住戸面積：約46～147㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（賛成126／区分所有者数129）＋マンション建替え円滑化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：（株）新日鉄都市開発（事業支援：共同組合都市設計連合）

・コンサルタント：東京都住宅供給公社

〇129名の区分所有者のうち、113名が再建マンションの床を取得

特徴

〇分譲主・管理主体である東京都住宅供給公社をコンサルタントとして選定

〇高齢者が気軽に相談できるように現地事務所を開設

〇仮住宅対策として、都営住宅・公社住宅の活用、参加組合員による企業社宅の一括借り上げ（建替組合へ転

貨）など

実現の要因

①事業協力者から提示された条件について、地元組合員大半が納得したこと。

②検討段階からコンサルタントを採用、団地全体で勉強会等を重ねてきたこと。

③事業推進にあたって、事業協力者の全面的な支援（事務局業務代行、委託業務契約に関するコーディネート

等）があったことで、権利者の負担が軽減され、円滑に推進出来たこと。

事業経緯

昭和44年 東京都住宅供給公社分譲

平成14年 建替え検討開始

平成16年11月 事業協力者決定

平成17年7月 棟別建替え決議（法62条）＋建替え承認決議（法69条）

平成17年11月 建替組合設立認可

平成18年3月 権利交換期日

平成18年4月 解体工事着手

平成19年12月 竣工

▲再建マンション
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事例⑥：萩中住宅

建物概要

▲萩中住宅（総戸数368戸／8棟）

○萩中住宅

・昭和43年竣工

・ＲＣ造地上5階 8棟

・敷地面積：15,934.91㎡

・延床面積：18,510.87㎡

・住宅368戸

・住戸面積：44.40㎡、47.95㎡

○建替え後のマンション

・平成19年竣工

・ＳＲＣ造地上17～18階地下1階 2棟

・敷地面積：15,952.91㎡

・延床面積：48,801.38㎡

・住宅534戸

・住戸面積：44.82～88.38㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（法70条の一括建替え決議、賛成323／区分所有者数350）＋マンション建替え円滑

化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：有楽土地（株）

・コンサルタント：（株）シティコンサルタンツ

〇約370名の区分所有者のうち、約300名が再建マンションの床を取得

特徴

〇総合設計制度の適用による容積の割り増し

〇一度建替え決議不成立の後、改正区分所有法に基づく法70条の団地一括決議を実施

〇借家人に対しては基本的に家主が対応（約100人の借家人は合意解約）

実現の要因

①合意形成を促進する要素を備えていたこと（自主管理の実施とリーダーの存在等）

②初動期からのコンサルタントの採用

③近年の法制度の充実化（円滑化法の制定により住民を主体とした事業化が可能となったこと（安心感の付

与）、団地一括建替え決議の採用等）

④総合設計制度の利用により保留床を確保できたこと（事業条件の向上）

⑤建替え決議前に事業協力者が還元条件を約束したこと

⑥増床資金不要の小型住戸を確保できたこと

事業経緯

昭和43年 都公社による分譲（35年長期分譲）

平成6年5月 建替え準備委員会設立

平成12年12月 建替え推進決議

平成14年12月 建替え決議不成立

平成15年8月 建替え決議

平成16年6月 本体工事着手

平成18年3月 竣工

▲再建マンション（撮影：川上　 明）
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事例⑦：町田山崎団地

町田山崎団地（総戸数300戸／9棟）

建物概要

○町田山崎住宅

・昭和43年竣工

・ＲＣ造地上5階 9棟、1階 1棟

・敷地面積：28,905.21㎡

・延床面積：15,399㎡

・住宅300戸

・住戸面積：47.99㎡

○建替え後のマンション

・平成21年竣工

・ＲＣ造地上10階 2棟

・敷地面積：14,887.48㎡

・延床面積：20,806㎡

・住宅305戸

・住戸面積：30.95～82.96㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（法70条の一括建替え決議、賛成272／区分所有者数289）＋マンション建替え円滑

化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：なし

・コンサルタント：（株）都市研究所

〇321名の区分所有者のうち、286名が再建マンションの床を取得

特徴

〇当初は等価交換事業を前提に事業化の検討を開始したが、開発業者が現れず断念

〇事業採算上、事業協力者の選定は困難であることと、開発利益を組合に内部化し自己負担金をより減少させ

るために、コンサルタントと協同して、組合施行事業とした

〇土地の一部（保留敷地）を処分し、事業資金に捻出

〇地区計画の導入、用途地域の変更、一団地の住宅施設の変更

実現の要因

①円滑化法の制定により住民主体の事業化が可能になったこと

②区分所有法の改正による団地一括建替え決議制度の成立

③「一団地の住宅施設」から「地区計画」への都市計画変更で、地区計画による施行再建マンション敷地の指定

容積以上の容積率を確保したこと

④等価交換方式を前提とした建替え経験しかない大手建設会社から、都市計画変更及び再開発法をベースとし

た円滑化法に精通しているコンサルタントへ移行したこと

⑤建替え決議前に還元条件を提示したこと

⑥自主管理の実績とリーダーの存在

⑦小型住戸を確保したこと

事業経緯

昭和43年 日本住宅公団による分譲

平成3年 「建替え検討プロジェクト」の発足

平成7年 建替えプロジェクトチームの設置

平成13年 等価交換方式の建替え事業を断念、別の事業方式の検討開始

平成15年 建替え推進決議

平成18年 一括建替え決議

平成18年12月 建替組合設立認可

平成19年7月 権利交換期日

平成19年11月 解体工事着手

平成21年9月 竣工予定

▲再建マンションの完成予想
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▲改修前

▲改修後（写真右奥に増設されたエレベーター）

エレベータの設備や外壁の断熱工事等によって、マンションの機能や性能を向上させたマンション改修事例をご紹介します。

事例①：ファミール西八王子

8 マンション改修事例　 事例①～②

▲改修後（増設されたエレベーター）
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8 マンション改修事例　 事例①～②

工事概要

工事名称： ①ファミール西八王子第二回大規模修繕工事

②ファミール西八王子給排水・給湯管設備更新工事

設計監理：（有）共同設計五月社一級建築士事務所

施工：大規模修繕工事：清水建設（株）、給排水・給湯管設備更新工事：（株）シミズ・ビルライフケア

大規模修繕工事の工事種目：①仮設工事②外壁等躯体改修止水工事③防水工事④外壁等の塗装工事

⑤昇降機新設・更新工事⑥鉄部金物改修工事⑦鉄部塗装研磨清掃工事

⑧外構改修工事⑨電気設備改修工事

特徴

〇平成10年8・11月、大規模修繕工事のための調査を実施。エレベーターが既設の2号棟では、耐震性能への不

安があり、未設置の1号棟ではエレベーターの設置を望む声が上がった。第二回大規模修繕工事として、エレ

ベーターの設置工事を平成12年1月までに実施。

〇その後、平成13年10月に排水管・高架水槽が漏水。約1年半をかけて調査、方針決定。

〇（独）住宅金融支援機構のマンションリフォームローンの借入れ。

実現の要因

①工事の必要性（エレベーターの設置や更新の声、漏水の頻発等、必要性が認知されていた）

②建替えではなく長期にわたって住み続けることを念頭に置いた長期修繕計画の存在

③委員会、理事会の指導力

課題

①既存不適格（専有物（窓ガラス・給湯器）の不適格は解消できず、建築指導課に念書を提出）

②居住者が住み続けながらの改修工事（階段の仮使用申請、2号棟EV更新工事の工期短縮）

事業経緯

昭和49年5月 竣工

平成11年6月 大規模修繕工事業者決定・説明会

平成12年1月 大規模修繕工事竣工

平成13年10月 排水管・高架水槽漏水

平成15年5月 総会にて工事の実施を決定

平成15年12月 工事完了
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事例②：グリーンサイド東青梅

▲改修工事の状況

▲改修後（サッシの二重化）

▲外断熱工事

▲改修後（玄関扉の更新）
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8 マンション改修事例　 事例①～②

工事概要

工事名称：グリーンサイド東青梅第二回大規模修繕工事

設計監理：（有）共同設計五月社一級建築士事務所

施工：フジミビルサービス（株）

工事種目：①仮設工事②外壁等躯体改修工事③防水補修工事④外壁等の外断熱工事⑤外壁等の吹付塗装工事

⑥サッシ・鉄製建具等改修工事⑦鉄部塗装研磨清掃工事⑧設備改修工事（換気扇・照明器具等）

特徴

〇従来は、断熱素材不足による結露や前面道路（成木街道）の激しい騒音に悩まされる状況。

〇第一回目の大規模修繕工事は10年前に終了。以前は長期修繕計画なし。

〇（独）住宅金融支援機構のマンションリフォームローンの借入れ。

〇各種法律との整合を図ることについては特に問題とならなかった。

実現の要因

①区分所有者の要望（断熱不足・結露被害の多さ、自動車からの遮音性向上の要望）

③区分所有者の不満に応えた改修設計と工事であったこと

課題

①共用部分と専有部分の明確化（サッシ・玄関扉等は共有部分とし、工事範囲に含める）

②室内工事（サッシ、玄関扉や換気扇ダクト工事、インターホン工事等）が多く、在宅が必要とされたこと

事業経緯

昭和56年 分譲

平成13年春 大規模修繕工事に向けた委員会設置

平成14年9月 五月社とコンサル契約

平成15年12月 工事着工

平成16年8月 工事完了
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参考資料1

マンション再生に関連する専門家

マンション再生に関連する専門家には多様な職種があります。また、同じ職種でも、経験年数や手がけた業務の内容

によって、その専門性や技術力には大きな違いがありますので、専門家に業務を委託する際には実績の評価や面談の

実施等により、専門家の力量をしっかり確認する必要があります。

設置運営細則で専門家選定における 
検討組織と管理組合の関わりを規定 

条件等の整理 専門家の選定 
①検討組織が絞り込み 
　「随意方式」または「プロポーザル等の競争」 
②管理組合で議決 候補者の抽出 

比較検討 
専門家の決定 契約の締結 

■専門家選定の流れ

■候補者を抽出する

専門家の候補者を抽出する方法としては、建替えや耐震改修を経験した管理組合等から推薦を受ける方法、

地方公共団体の相談窓口や公的な紹介制度を利用して情報提供を受ける方法（次頁）、公益法人や職能団体か

ら情報提供を受ける方法（→65ページ）があります。専門家を招いた勉強会を開催して、区分所有者の再生意識

の向上や知識の獲得を図ると共に専門家の力量を判断する方法もあります。

■専門家を選定する

検討組織が下記①または②の方法で専門家を選定し、その選定結果を区分所有者の集会で決議します。

①随意方式で選定する方法

抽出した候補者の中から過去の経験や実績を任意に判断して1者（社）を選んだり、推薦を受けた1者（社）を随意

に決定する方法です。競争によらず選定することから選定理由を区分所有者に説明できるよう明確にしておくことが

必要です。

②プロポーザル等の競争により選定する方法

プロポーザル方式は、抽出した候補者に提案書を提出してもらい、それらを比較評価して最も適切であると考える

専門家を選ぶ方法です。プロポーザル方式の実施に先立ち、業務の依頼内容や候補者の中から専門家を特定する

基準等をあらかじめ定めておくことが必要です。



□会員公益法人・ＮＰＯ等の相談窓口

http://www.manshon.jp/sodan/sodan.html

□地方公共団体等の相談窓口

http://www.manshon.jp/sodan/dantai.html

□専門家相談・専門家派遣制度

http://www.manshon.jp/sodan/mendan.html

□マンション再生支援に係る地方協議会等

http://www.manshon.jp/sodan/chihokyougi.html

□マンション再生の専門家に係る団体

http://www.manshon.jp/sodan/senmonka.html
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マンション再生に関連する専門家

○ 一般社団法人 マンション再生協会の相談窓口

一般社団法人 マンション再生協会事務局では、マンション再生に関する相談に応じています。また、情報提供・相談

窓口の紹介等も行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

一般社団法人 マンション再生協会（事務局）

TEL：03-3591-2363（平日10時～17時）

FAX：03-3591-2456
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■専門分野別の専門家

主な専門分野 資格等 関連団体 ホームページアドレス・連絡先 主な業務内容

マンション

管理士

（財）マンション

管理センター

管理全般 http://www.mankan.or.jp

TEL：03-3222-1516（代表）

区分所有管理士 （社）高層住宅管理業協会 http://www.kanrikyo.or.jp

TEL：03-3500-2721（代表）

建築士

建築積算資格者

（社）日本建築士会連合会耐震診断・

耐震改修設計

建替え・

合意形成支援

法務

http://www.kenchikushikai.or.jp

TEL：03-3456-2061（代表）

（社）日本建築士事務所

協会連合会

（社）日本建築士構造

技術者協会

（社）日本建築積算協会

http://www.njr.or.jp

TEL：03-3552-1281（代表）

http://www.jsca.or.jp

TEL：03-3262-8498（代表）

http://www.bsij.or.jp

TEL：03-3453-9591（代表）

マンション建替え

アドバイザー

（社）再開発コーディネータ

ー協会

http://www.urca.or.jp

TEL：03-3437-0261（代表）

弁護士 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp

TEL：03-3580-9841（代表）

登記等

税務・会計

土地家屋調査士 日本土地家屋

調査士会連合会

http://www.chosashi.or.jp

TEL：03-3942-0050（代表）

司法書士 日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp

TEL：03-3359-4171（代表）

税理士 日本税理士会連合会 http://www.nichizeiren.or.jp

TEL：03-5435-0931（代表）

公認会計士 日本公認会計士協会 http://www.jicpa.or.jp

TEL：03-3515-1120（代表）

不動産鑑定 不動産鑑定士 （社）日本不動産鑑定協会 http://www.fudousan-kanteishi.or.jp

TEL：03-3434-2301（代表）

行政書士 日本行政書士会連合会 http://www.gyosei.or.jp

TEL：03-3476-0031（代表）

マンション建替え計画

案の作成と合意形成、

法的手続きの支援

敷地境界の確認、表

示登記の申請等

登記の申請及び相談

等

税務に関する助言・税

務書類の作成等

税務、組合の会計に

関する助言等

区分所有権等の価格

の評価等

官公署に提出する書

類の作成、権利義務・

事実証明に関する書

類の作成等

管理規約の変更及び

合意形成支援、区分

所有法・マンション建

替え円滑化法等に係

わる助言等

建替えと耐震改修の

比較、事業の必要性

の判断等

建替えと耐震改修の

比較、事業の必要性

の判断等、計画の作

成、建築設計・工事監

理等

工事費の積算

区分所有法・マンショ

ン建替え円滑化法等

に関する助言等

行政手続き
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マンション再生の補助制度

参考資料2

マンション再生の補助制度

マンション再生に関する支援制度のうち、原則返済不要の資金である国の補助制度をご紹介します。適用の可否に

ついては、地元区市町村の担当窓口にご相談下さい。

●マンション建替えに関する補助制度

一定の要件を満たすマンション建替えについて、国の補助制度を適用することが可能です。

１．優良建築物等整備事業（マンション建替えタイプ）

２．都心共同住宅供給事業（マンション建替えタイプ）

３．都心再生住宅制度

1．優良建築物等整備事業（マンション建替えタイプ）

■制度の概要

市街地の環境改善、市街地における未利用地を活用した良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の高

度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業について、調査設計計画や土地整備、共同施設整備について国と

区市町村が補助（要綱補助）を行う制度です。地元市区町村の協力がなければ国からの補助を受けることができませ

ん。また、各市町村で独自の基準を設けている場合もあるため、申請にあたっては地元市区町村と協議を行う必要があ

ります。

■対象地域要件

次の要件のうち、いずれか１つ以上を満たす地域であることが必要です。

・首都圏整備法に規定する既成市街地、近郊整備地帯等及び都市開発区域

・近畿圏整備法に規定する既成都市区域、近郊整備地帯等及び都市開発区域

・中部圏開発整備法に規定する都市整備区域及び都市開発区域

・地方拠点都市地域、市街地総合再生計画区域、中心市街地、人口5万人以上の市の区域等

■基礎要件

次の①～③の要件を満たすことが必要です。

①地区の面積が概ね500㎡以上であること（三大都市圏の場合）

②一定の接道要件（原則6m道路に4m以上）及び空地要件を満たしていること

③地上3階以上の耐火建築物、準耐火建築物の建設であること



67

■マンション建替えタイプの補助内容と個別要件

（１）建替え決議等の前における調査設計計画費等に対する補助

調査設計計画費について、区分所有法62条1項の規定による建替え決議または区分所有者全員の同意の取り付け以

前であっても、集会の決議により建替えの推進について5分の4以上の賛成を得ている場合においては補助の対象とな

ります。

＜補助対象＞

現況測量、現況調査、権利調査及び調整、敷地設計費、資金計画作成費

＜補助額＞

建替え決議前における調査設計計画費等の補助には、以下の限度額を設定されています。

・1棟あたり50戸以下のマンション　 741千円／戸

・1棟あたり50戸超のマンション　 　 353千円／戸

以上の戸当たり限度額に戸数を乗じた総額の2/3（国1/3、地方公共団体1/3、国の補助を受ける場合は、地方公共団

体の補助が必要）が補助対象の上限です。

（２）建替え決議後における調査設計計画費等に対する補助

建替え決議等が行われた一定の要件を満たすマンション建替え事業に対して、国が地方公共団体を通じて補助を行い

ます。

＜基礎要件＞

上記の基礎要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。

①市街地総合再生計画等の区域内の事業か、市街地整備事業に寄与する一定の事業。市街地総合再生計画等の区

域外の場合は、

ア）道路拡幅・通路提供等を伴う事業

イ）公開空地を確保する事業

ウ）近隣環境に配慮した協調建替え事業に限られる。

② 建替え前の建築物が区分所有者数10人以上で、法定耐用年数（47年）の1/2以上を経過していること（被災により建

物に機能の低下を生じている場合も含む）。

③建替え後の建築物は1/2以上の床を住宅用途とし、建替え前の戸数や延べ床面積以上の住宅を供給をすること。

④建替え決議等がなされていること（申請にあたっては、区分所有法62条第1項の規定に基づく建替え決議、または区

分所有者全員の総意による建替えの合意が得られていることが必要。同事業が円滑に進められることが確実である

ことが必要とされる）。

＜補助対象＞

＜補助率＞
補助率：2/3（国1/3、地方公共団体1/3）
国の補助を受ける場合は、地方公共団体の補助が必要です。

①調査設計計画費 ・事業計画策定費、地盤調査費、建築設計費など

②土地整備費

③共同施設整備費

・建築物除却費、整地費、補償費など

・空地整備費（通路、駐車施設、児童遊園、緑地、広場）

・供給処理施設整備費（給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、電話施設、ごみ処理施設、情報通信
施設、熱供給施設）

・共同施設整備費（テレビ障害防除施設、立体的遊歩道・人工地盤等、電気室・機械室、共用通行部分（廊
下など）、駐車場、生活基盤施設（集会所など）、高齢者生活支援施設、備蓄倉庫・耐震性貯水槽、防音・
防振工事費
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マンション再生の補助制度

2．都心共同住宅供給事業（マンション建替えタイプ）

■制度の概要

都心居住の推進による住宅立地の改善、及び、都心における良好な住宅市街地の整備を図るため、三大都

市圏のうちの重点供給地域で行われる、知事及び市長の設定を受けた良質な住宅建設事業について、調査設

計計画費や土地整備費、共同施設整備について国と市町村が補助を行う制度です。

■対象地域要件

東京23区、大阪又は名古屋市旧市街地のうち、重点供給地域

■基礎要件

・敷地面積が300m2以上

・住宅戸数が10戸以上

・中高層共同住宅で、原則として住戸面積が50㎡以上　 等

■マンション建替えタイプの補助内容と個別要件

・地区対象が、原則500m2以上

・一定規模以上の空地を確保する

・原則として幅員6m以上の通路に4ｍ以上接する

＜補助対象＞

調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費
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3．都市再生住宅制度

■制度の概要

既存の従前居住者住宅制度（住宅市街地整備総合支援事業、密集住宅市街地整備促進事業）を都市再生住宅制

度として再編し、平成14年度に新設した制度です。マンションの建替えの円滑化等に関する法制度に基づく、一定の要

件（※）を満たすマンションの建替えに伴って住宅に困窮することとなる者（建替えに伴い転出する従前居住者）を都市

再生住宅の入居対象者に追加します。

※建替え前のマンションが以下の全ての要件に適合すること。

・都市再開発法第2条の3第1項第1号の市街地または同法同条第2項の地区の区域内

・地区面積：0.15ha以上

・戸数：50戸以上

・建築後経過年数：減価償却の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数（RC造の集合住宅の場合は47年）

の2/3以上

■補助内容

マンション建替組合等の民間事業者等が、賃借人等の居住の安定のための従前居住者用住宅として、住宅を建設

または借上げる場合の建設費、家賃対策費等を補助する。

＜補助率＞

（建設）国1/3、地方1/3　

（家賃対策）国1/2、地方1/2

●耐震診断・耐震改修に関する補助制度
一定の要件を満たす耐震診断・耐震改修について、国の補助制度を適用することが可能です。

1．住宅・建築物耐震改修等事業　

2．地方公共団体の相談窓口及び支援制度

１．住宅・建築物耐震改修等事業

■制度の概要

地震の際の住宅・建築物の耐震性の倒壊等による被害の軽減を図るため、住宅・建築物の耐震性の向上に資する

事業について、地方公共団体等に対し、国が必要な助成を行う制度です。

■補助内容

（１）耐震診断に対する補助

＜補助対象＞

マンションの耐震診断に要する費用

＜補助対象となる費用の上限＞

＜補助率＞

・管理組合が実施する場合　 　耐震診断費用の2/3（国1/3、地方公共団体1/3）

・地方公共団体が実施する場合　 　耐震診断費用の全額（国1/2、地方公共団体1/2）

m2あたりの費用マンションの延床面積 

1,000m2未満

1,000m2以上2,000m2未満

2,000m2以上  

2,000円／m2

1,500円／m2

1,000円／m2
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マンション再生の補助制度

（2）計画策定に対する補助

＜補助対象＞

事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費

＜補助率＞

計画策定費用の2/3（国1/3、地方公共団体1/3）

（3）耐震改修に対する補助

＜補助対象＞

・敷地がDID地区（人口集中地区）等にあること　

・敷地が接する道路の中心線以内の面積が概ね500m2以上　

・延床面積が1,000m2以上　

・地上3階以上の耐火建築物または準耐火建築物　

・地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁の勧告または指導を受けたもの（建築基準法に基づく命令

を受けていないものに限る）

・耐震改修促進法の耐震改修計画の認定または建築基準法の全体計画認定を受けた耐震改修工事　等

＜援助対象＞

マンションの耐震改修工事費

＜補助対象となる費用の上限＞

上限：47,300円／㎡×延床面積

※ただし、免震工法、外付けフレーム工法等特殊な工法の場合、80,000円／m2×延床面積となります。

＜実質補助率＞

実質補助率：耐震改修費用の15.2％（国7.6％、地方公共団体7.6％）ただし、以下の特例があります。

■緊急輸送道路沿道のマンションの場合

耐震改修費用の2/3（国1/3、地方公共団体1/3）

＜対象となるマンションの要件＞

・地方公共団体の定める地域防災計画に位置づけられた一定の緊急輸送道路沿道にあること　

・耐震診断の結果、Is値が0.6未満であること　

・耐震改修促進法第6条第3号の政令で定める建築物であること（倒壊時に緊急輸送道路の幅員の2分の

1以上を塞ぐおそれのあるもの）　

・平成27年度までに耐震改修工事に着手したものであること　等

■避難路沿道等のマンションの場合

耐震改修費用の1/3（国1/6、地方公共団体1/6）

＜対象となるマンションの要件＞

・地方公共団体の定める地域防災計画に位置づけられた一定の避難路の沿道または避難地に隣接する

もの若しくは耐震改修促進計画に位置づけられた避難路沿道のもの　

・耐震診断の結果、Isが0.6未満であること　

・高さ18ｍ以上であること

・倒壊時に避難路の幅員2分の1以上を塞ぐおそれのあるもの、又は避難地にかかるおそれのあるもの

（高さ要件）

・平成27年度までに耐震改修工事に着手したものであること　等

注：上記の補助制度を活用するためには、地方公共団体において補助制度が整備されている必要があります。
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2．地方公共団体の相談窓口及び支援制度

（1）マンション耐震化マニュアル

国土交通省からダウンロードできる「マンション耐震化マニュアル」（平成19年6月発行）の添付資料「別添2  耐震診

断・耐震改修等に係る支援制度」に地方公共団体の補助事業等の支援制度が都道府県別に詳しくまとめられていま

す。

□マンション耐震化マニュアル／一般社団法人 マンション再生協会のホームページ

http://www.manshon.jp/manual/

（2）（財）日本建築防災協会のホームページ

（財）日本建築防災協会のホームページに耐震診断・耐震改修に対する補助事業等の支援制度が都道府県別に詳しく

まとめられています。

□耐震診断・耐震改修に対する支援制度一覧／（財）日本建築防災協会

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/shien.html
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マンション再生に関する融資制度

参考資料3

マンション再生に関する融資制度

マンション再生に関する支援制度のうち、（独）住宅金融支援機構の融資制度についてご紹介します。

●マンション建替えに関する融資制度
一定の要件を満たすマンション建替えについて、（独）住宅金融支援機構の融資制度を適用することが可能です。

1．まちづくり融資

2．高齢者向け返済特例制度（マンション建替え等）

3．親子リレー返済

1．まちづくり融資

■制度の概要

小規模な共同建替えから法定再開発やマンション建替えをはじめ、地区計画等に適合する事業や有効空地を確

保する事業等、市街地環境の整備・改善に資する事業を融資を通じて支援する制度です。以下の地域要件、事業

要件、建築物要件のすべてを満たす必要があります。

■地域要件

計画地が「一定の用途地域」内にあり、かつ「整備改善が必要な地域」に該当している必要があります。

▽一定の用途地域（マンション建替え事業の場合）

①第一種中高層住居専用地域 ②第二種中高層住居専用地域 ③第一種住居地域 ④第二種住居地域 ⑤準住

居地域⑥近隣商業地域 ⑦商業地域（容積率が600％以下のもの）⑧準工業地域

▽整備改善が必要な地域

①防火地域又は準防火地域 ②都心共同住宅供給事業実施区域 ③防災再開発促進地区 ④大都市を含む都

市計画区域 ⑤再開発促進2項地区 ⑥市街地再開発促進区域 ⑦市街地再開発事業施行区域 ⑧防災街区整

備事業の施行地区 ⑨住宅市街地総合整備事業の整備計画区域 ⑩市街地総合再生計画の区域 ⑪地区再生

計画の区域 ⑫不燃化促進区域 ⑬都市再生緊急整備区域 ⑭地方公共団体と（独）住宅金融支援機構が協議し

て指定した地域

■事業要件

（1）マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替え事業

次の①から③のすべてを満たす事業である必要があります。

①新たに建設される建築物の地上階数が3階以上

②新たに建設される建築物の敷地面積が300m2以上であること

③建替え前の区分所有建築物が次のすべてに該当すること

・区分所有法第62条第1項に基づく建替え決議等を行っていること※

・「耐用年数に関する省令」の耐用年数の3分の1以上を経過していること

（例：鉄筋コンクリート造住宅の場合は16年以上経過していること）

※区分所有法による建替え決議、建替え承認決議、一括建替え決議のほか、区分所有者全員の

総意による建替え決議の場合も対象となる
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（2）マンション建替え円滑化法に基づかないマンション建替え事業

次の①から④のすべてを満たす事業である必要があります。

①新たに建設される建築物の敷地面積が500㎡以上であること

②敷地内に一定割合の空地（法定空地率＋10％）が確保されていること※

③新たに建設される建築物の地上階数が3階以上

④建替え前の区分所有建築物が上記（1）の③に該当すること

※法定建蔽率が定められていない場合は、敷地面積に対する空地の割合が10％であること

■建築物要件

次の①から⑤のすべてを満たす建築物である必要があります。

①住宅部分が建築全体の1/2超であること

②構造が耐火または準耐火構造であること

③法定容積率の1/2以上を利用していること

④住宅面積が原則として30m2以上280m2以下であること

⑤機構住宅等基礎基準に適合すること

また、店舗等の非住宅については、その用途が住宅または周囲の居住者に風教上、安全上及び衛生上また

は生活環境を維持する上で悪影響を及ぼすものではないもののみ融資の対象となります。

■融資額等

＜融資率上限＞

100％

＜対象事業費＞

調査設計計画費、土地・借地権の取得費、建築工事費、補償費、参加組合員負担金、保留床購入費（自ら居住以

外用）等

＜金利水準＞

（短期：建設・購入資金）1.26％（1年固定金利）

（長期：建設資金）3.34％（35年固定金利）、2.78％（15年固定金利）

（長期：購入資金）3.71％（35年固定金利）

注：金利は平成19年11月5日現在

2．高齢者向け返済特例制度

■制度の概要

建替え後のマンションに住み続けたい高齢者を対象に、毎月の返済額が利息のみで、元金は死亡時に相続人が一

括返済する制度です。

■特徴

①月々の返済額は利息のみ

②元金は死亡時に相続人が一括返済

③融資限度額は1,000万円

④（財）高齢者住宅財団が連帯保証人

■融資条件

・対象となる方：建替え事業の対象となる住宅に建替え前から居住している高齢者（借入申込時に年齢が60歳以上）の方

・対象となる住宅：マンション建替え事業または共同建替え事業により建設される住宅

・居住要件：自ら居住することが必要

・保証：（財）高齢者住宅財団の保証を利用すること

・担保：建物と土地に（独）住宅金融支援機構の第1順位の抵当権を設定すること



74

3．親子リレー返済

■制度の概要

一定の条件を満たす後継者がいると、申込本人の年齢に関係なく融資を受けられる制度です。

■後継者の条件

・申込本人との関係など：申込本人の子または孫（それぞれの配偶者を含む）で、定期的な収入のある方

・申込時の年齢：借入申込時の年齢が70歳未満の方

・同居：申込本人と融資住宅に同居する方

・連帯債務者：後継者は「連帯債務者」となる

・共有持分：後継者も融資住宅を共有することができるが、その場合の後継者の共有持分は2分の1以下

・担保提供：すべての共有持分に（独）住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権を設定する。

・その他：後継者が現在、（独）住宅金融支援機構融資を受けていないこと（現在返済中の融資が田園住宅融資、親孝

行ローン、住まいひろがり特別融資、都市居住再生融資である場合を除く）。

●耐震診断・耐震改修に関する融資制度
一定の要件を満たす耐震改修について、（独）住宅金融支援機構のマンション共有部分リフォーム融資制度を適用す

ることが可能です。

1．マンション共用部分リフォーム融資

■制度の概要

耐震改修等でマンションの共用部分をリフォームする時に利用できる制度です。

■融資条件

次①から⑤のすべてを満たすことが必要です。

①次の事項が管理規約または総会の決議で定められていること

・マンションの共用部分をリフォームすること

・管理組合が（独）住宅金融支援機構から資金を借り入れること

・修繕積立金を返済金に充当できること、及び今回の借入れの返済には修繕積立金を充当すること　等　

②管理費または組合費の経費を修繕積立金で取り崩すことができることが管理規約または総会の決議で決められてい

ないこと

③毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金の額の80％以内となること

④修繕積立金が、一年以上定期的に積み立てられており、管理費や組合費と区分して経理されていること。また、修繕

積立金が適正に保管されており、原則として滞納割合が10％以内であること

⑤管理組合の管理者が、原則としてリフォームするマンションに居住している区分所有者の中から選任されていること

マンション再生に関する融資制度

融資対象者 管理組合

（財）マンション

管理センター

（社）全国市街地

再開発協会※1

区分所有者

保証人不要

80％

保証

融資率

150万円／戸 1,000万円／戸

1.95％ 2.26％

ー 2.69％ 3.00％

10年以内 20年以内

不要 専有部分に抵当権設定

融資限度額

金利※2
1〜10年

11〜20年

返済期間

担保

■融資額等

※1　避難路沿道分譲マンションの耐震改修事業が対象です。
※2　金利は平成19年11月5日現在
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参考資料4

マンション再生に関する債務保証制度
マンション再生に関する支援制度のうち、借入金に対する債務保証制度についてご紹介します。

●マンション建替えに関する債務保証制度
一定の要件を満たすマンション建替えについて、債務保証制度を適用することが可能です。

1．マンション建替え時の既存抵当権抹消資金に対する民間再開発促進基金による債務保証

2．マンション建替え時の建築物及び敷地の整備費用借り入れ等に対する民間再開発促進基金による債務保証

1．マンション建替え時の既存抵当権抹消資金に対する民間再開発促進基金による債務保証

■制度の概要

以下の①から③の事業を適用したマンション建替え事業において、デベロッパー等が区分所有者の委任を受けて、

全部譲渡方式によるマンション建替え事業を行うに際して、従前区分所有者の既存抵当権抹消費用を、デベロッパー

等が金融機関から借入れた上で従前区分所有者に貸し付ける場合、その借入金に対して、（社）全国市街地再開発協

会が民間再開発促進基金により債務保証を行う制度です。

①優良建築物等整備事業

②住宅市街地総合整備事業

③都心共同住宅供給事業

■保証条件等

・保証対象者：関係権利者等の委任を受けた者（従前区分所有者の委任を受けたデベロッパー等）

・保証限度額：1件当たり1億円

・保証期間：原則5年以内（分割実行の場合は、最初の融資実行から5年以内）

・連帯保証人・担保：原則として担保だが、十分な担保の提供が困難な場合は、連帯保証人が必要です。

2．マンション建替え時の建築物及び敷地の整備費用借入れ等に対する

民間再開発促進基金による債務保証

■制度の概要

マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替え事業のうち、一定の要件を満たすものについて、建築物及び敷地の

整備費用の借入等に対して、（社）全国市街地再開発協会が民間再開発促進基金により債務保証を行う制度です。

■要件

建替え前のマンションが次の①から④のすべてを満たしている必要があります。

①所在地が都市再開発法第2条第1項第1号に規定する市街地または同法同条第2項に規定する地区の区域内

②地区面積：0.15ha以上

③住戸の戸数：50戸以上

④建築後経過年数：減価償却の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数（RC造の集合住宅の場合は47年）の

2/3以上
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マンション再生に関する債務保証制度

初動期資金

①調査設計計画等のコンサル費用

②転出者の土地・借地権等の買取費用

③転出者用の代替他の取得費用

④転出者に対する補償費用

⑤その他の必要資金

建築物及び敷地の整備費用

建設資金

対象資金

1件当たり5億円

ただし、対象資金のうち①及び⑤については1億円／件

1件当たり総借入額の80％以内（一定の場合は90％以

内）
保証限度額

原則5年以内

案件毎に相談（原則として必要）

例えば、債務保証額が3,000万円以下の場合は、無担保・無保証人の取扱いも可能

保証付貸付金元本残高に対し0.3％～0.75％／年 保証付貸付金元本残高に対し0.2％〜0.3％／年

（事業を管轄する地方公共団体が保証料の額の1/2に

相当する額について補助を行うことが要件）

保証期間

連帯保証人・

担保

保証料

■保証条件等

●耐震診断・耐震改修に関する債務保証制度
一定の要件を満たす耐震診断・耐震改修について、債務保証制度を適用することが可能です。また、以下の債務保

証は併用することも可能です。

1．（財）マンション管理センターによる債務保証

2．（社）全国市街地再開発協会による債務保証

1．（財）マンション管理センターによる債務保証

■制度の概要

・管理組合が実施するマンションの耐久改修等の共有部分ののリフォームに係る、（独）住宅金融支援機構からの癪入

金に対し債務保証する制度です。

■保証条件等

・保証限度額：次のいずれか低い額 ①工事費の80％ ②150万円×住戸数

・保証期間：10年以内

・連帯保証人・担保：不要

・保証料（保証額10万円当たり）：

2．（社）全国市街地再開発協会による債務保証

■制度の概要

管理組合が実施する避難経路沿道等マンション※について、以下の費用に係わる借入金に対して債務保証す

る制度です。

①調査設計計画費（初動期資金）

②耐震改修資金（耐震改修費用）：費用が150万円×住戸数を超える事業に限る

※住宅・建築物耐震改修等事業のうち避難路沿道等マンションの補助事業要件を満たすもの

保証期間

保証料

（単位：円）

1年

507

2年

792

3年

1,076

4年

1,356

5年

1,634

6年

1,910

7年

2,183

8年

2,453

9年

2,721

10年

2,986

※マンションみらいネット登録管理組合など一定の管理組合について保証料引き下げ措置あり

・保証料支払い方法：一括払い
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■保証条件等

・保証限度額：

①調査設計計画費（初動期資金）：1件当たり1億円

②耐震改修資金（耐震改修費用）：総借入額の80％以内（「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく基本計画

区域内で行われる事業については90％以内）

・保証期間：20年以内

・連帯保証人・担保：不要（連帯保証人・担保をつけることも可）

・保証料：借入期首残高に対して年0.3％（連帯保証人または担保のいずれかがある場合は年0.2％）

・保証料支払い方法：年払い

・その他：耐震改修資金については、地方公共団体が保証料の1/2相当額の助成を行うこと

ポイント

区分所有者全員で情報を共有し、意識や理解を高めること
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マンション再生の参考文献

参考資料5

マンション再生の参考文献
マンション再生に関する文献のうち、実際にマンション再生に取り組む際に参考となるものをご紹介します。

①修繕・改修の実施　 （一部は建替えに関する内容も含んでいます）

マンション管理の知識　 　 2,940円・751頁

マンションの管理、修繕・改修、建替えに関する法制度の概要、マンションの維持管理・管理組合の運営等に関する事

項の解説

編著：（財）マンション管理センター

監修：国土交通省住宅局マンション管理対策室

発行：（財）マンション管理センター

発売：（株）住宅新報社

問合せ先：（株）住宅新報社　 電話：03-3502-4151（営業）

マンションライフガイド　 　 3,000円・284頁

マンションの維持管理から修繕、建替えまでの全体的な流れを掲載している。管理組合活動の総合的なガイドブック

編著・出版：（独）住宅金融支援機構

問合せ先：（独）住宅金融支援機構CS推進部　 電話：03-5800-8163

大規模修繕マニュアルPLUS 700円・71頁

修繕・改修の準備段階から工事の実施、工事完了後までの解説

編著・出版：（独）住宅金融支援機構

問合せ先：（独）住宅金融支援機構CS推進部　 電話：03-5800-8163

改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル　 　 700円・148頁（簡易印刷）

マンションの修繕・改修の具体的な手法とそれに必要となる法制度上の手続きや費用、及びその支援制度等について

の詳細な解説

編著：国土交通省

発行：一般社団法人 マンション再生協会のホームページ（http://www.manshon.jp/manual/hanpu.html）

問合せ先：国土交通省住宅局市街地建築課　 電話：03-5253-8111（内）39644

事例に学ぶマンションの大規模修繕　 　 2,940円・176頁

大規模修繕の必要性についての説明から、長期修繕計画の策定方法、大規模修繕の実施のポイントなどについ

て、実例の紹介を通じて解説

編著：（財）住宅総合研究財団マンション大規模修繕研究委員会＋星川晃二郎・田辺邦男・山口実

出版：（株）学芸出版社

問合せ先：（株）学芸出版社　 電話：075-343-0811（営業）

マンションの修繕と建替え　 　 2,625円・152頁

修繕・改修の準備段階から工事の実施、工事完了後までの解説、マンション建替え円滑法の概要等にも触れている

編著：（財）マンション管理センター

出版：（株）オーム社

問合せ先：（株）オーム社　 電話：03-3233-0641（代表）
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一問一答改正マンション法　 　 2,200円・191頁

平成１４年のマンション法（区分所有法）改正の経緯や趣旨、内容等の解説

編著：吉田徹（法務省民事局参事官）

出版：（株）商事法務

問合せ先：（株）商事法務　 電話：03-3614-5651（営業）

マンション耐震化マニュアル　 　 2,000円・110頁

マンションの耐震診断の必要性や耐震診断から耐震改修実施段階までの基本的な進め方の他、支援制度等について

の解説

編著：国土交通省

発行：（財）日本建築防災協会のホームページ（http://www.kenchiku-bosai.or.jp/publication/index.html）

問合せ先：国土交通省住宅局市街地建築課　 電話：03-5253-8111 （内）39644

マンション管理組合のためのＱ＆Ａよくわかる耐震改修　 　 1,700円・118頁

耐震診断・耐震改修のポイントの解説やマンションの耐震改修事例の紹介問合せ先等

編著：マンションリフォーム技術協会

監修：一般社団法人 マンション再生協会

出版：（株）ぎょうせい

問合せ先：（株）ぎょうせい　 電話：03-6892-6585（営業部 営業課）

②建替えか修繕かの検討

マンションの建替えか修繕かを判断するマニュアル　 　 650円・134頁（簡易印刷）

マンションの建替えか修繕・改修かを判断するための、老朽度の判定から必要な費用の算定、判断の基準等について

の解説

編著：国土交通省

発行：一般社団法人 マンション再生協会のホームページ（http://www.manshon.jp/manual/hanpu.html）

問合せ先：国土交通省住宅局市街地建築課　 電話：03-5253-8111 （内）39644

③建替えの実施

マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル　 　 650円・120頁（簡易印刷）

マンションの建替えの初動期から実施段階までの合意形成の進め方のほか、建替えの事業手法事業や支援制度等に

ついて解説

編著：国土交通省

発行：一般社団法人 マンション再生協会のホームページ（http://www.manshon.jp/manual/hanpu.html）

問合せ先：国土交通省住宅局市街地建築課　 電話：03-5253-8111 （内）39644

マンション建替えマニュアル　 　 2,400円・212頁

マンションの建替えの概要や建替えの初動期から実施段階までの合意形成の進め方のほか、建替えの事業手法事業

や支援制度等について解説

著者：マンション建替え研究会

編集：（社）全国市街地再開発協会

監修：国土交通省国土技術政策総合研究所

問合せ先：（株）ぎょうせい　 電話：03-6892-6585（営業部 営業課）
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マンション建替え円滑化法の解説　 　 3,780円・315頁

マンション建替え円滑化法の概要や詳細な逐条解説のほか、政令、省令、基本方針等等関連資料を掲載

編著：マンション建替え円滑化法研究会

監修：国土交通省住宅局住宅政策課・市街地建築課

出版：（株）大成出版社

問合せ先：（株）大成出版社　 電話：03-3321-4131（代表）

Ｑ＆Ａ マンション建替えの実務　 　 4,935円・508頁

マンション建替えの計画立案から事業実施にあたっての一連の実務問題をＱ＆Ａ形式で解説

編著：再開発コーディネーター協会マンション建替え研究会

出版：新日本法規出版（株）

問合せ先：新日本法規出版（株）　 電話：052-211-1525

よくわかるマンション建替え実務マニュアル 3,300円・292頁

マンション建替え実務マニュアルをベースに、建替え実現事例を掲載

編著：国土交通省国土技術政策総合研究所・一般社団法人 マンション再生協会

監修：国土交通省住宅局市街地建築課

出版：（株）ぎょうせい

問合せ先：（株）ぎょうせい 電話：03-6892-6585（営業部 営業課）

マンション建替え実務マニュアル 1,000円・186頁 資料149頁（簡易印刷）

実務者に必要とされる知識やノウハウを掲載

編著：国土交通省

発行：一般社団法人 マンション再生協会のホームページ（http://www.manshon.jp/manual/hanpu.html）

問合せ先：国土交通省住宅局市街地建築課　 電話：03-5253-8111（内）39644

●一般社団法人 マンション再生協会のホームページ
一般社団法人 マンション再生協会のホームページには、マンション再生に関する参考文献が数多く紹介されています。

□マンション改修・修繕関係

http://www.manshon.jp/docs/syuzen.html

□マンション建替え関係

http://www.manshon.jp/docs/tatekae.html

□一般社団法人 マンション再生協会発行

http://www.manshon.jp/docs/kyogikai.html

□その他

http://www.manshon.jp/docs/sonota.html
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監修 国土交通省住宅局              

編集・発行 マンション再生協議会

「改修によるマンション再生手法に関するマニュアル」

「マンションの建替えか修繕かを判断するマニュアル」

「マンション建替え実務マニュアル」

「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」

編著  国土交通省                       

出典
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監修 国土交通省住宅局
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