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はじめに

日頃、さいたま市内の区役所などでマンション管理相談を担当させて頂いております。相談内容
としては組合運営、総会、管理規約、管理費、修繕積立金、大規模修繕、⾧期修繕計画、水漏れ
事故、騒音、駐車場問題などで困って来られる方が大半になります。

今回のセミナーのテーマとして「修繕積立金」が取り上げられていますが、作成者個人として
は相談会の経験上マイナスイメージの強いワードになっています。
そこで、「修繕積立金」とは何か、積立金額がどのように設定されるのか、どの時期にどういう
理由で「積立金不足」になるのか、その対策や成功事例にポイントを絞って資料を作成しました。

最近、大手分譲会社では法改正に対応した新しいタイプの管理組合の形態や工事材料改善によ
る修繕周期の⾧期化など、少し異なる提案をされています。
しかし、本稿では国土交通省公表の「標準管理規約」及び「⾧期修繕計画標準様式」を基準に用
語の定義、規約、⾧期修繕計画書等を説明し、現在マンション管理で困っている管理組合や今ま
でに分譲されたボリュームゾーンと思われるマンションを対象にした基礎的な資料として作成し
ました。
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凡例

4

区分所有法 建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）

標準管理規約 法律ではありませんが国土交通省が分譲マンションの標準的なモデルとして作
成したもの（2017年8月29日改正の単棟型）

管理費 標準管理規約第25条、第27条の規定を参照

修繕積立金 標準管理規約第25条、第28条の規定を参照

⾧期修繕計画標準様式 国土交通省2008年6月公表（分譲マンション⾧期修繕計画の標準様式）

マンション管理センター マンションの管理の適正化を推進する事業を行うため設立された公益財団法人

普通決議
（区分所有法第39条）

集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議
決権の各過半数で決する。

総会成立要件
（標準管理規約第47条1項）

総会の会議は、46条1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し
なければならない。

普通決議
（標準管理規約第47条2項） 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

特別決議
（標準管理規約第47条） 標準管理規約第47条3項、4項、5項の規定を参照



修繕積立金とは①

標準管理規約第25条1項（管理費等）について
「区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「管理費等」

という。）を管理組合に納入しなければならない。」

一 管理費 日常の管理に必要な費用です。

二 修繕積立金 今回のテーマの「修繕積立金」です。

第25条2項
「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共用持分に応じて算出するものとする。」

将来、管理費等の金額を改定するときに重要な条項になります。
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第28条（修繕積立金）
「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、

次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に限って取り崩すことができる。」
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 今回の「修繕積立金」の主要な部分です。

以降は不測の事故その他、建替、敷地売却等に関する項・号のため省略します。

第28条5項
「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。」

（注）この5項により、安易に管理費と修繕積立金の資金移動や目的外の利用はできません。

また、自治会費も、管理費や修繕積立金とは全く性質の異なるものであるため別に管理する必要があり

ます。（別途解説資料（P1）を参照ください。）
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修繕積立金の改定は、普通決議か特別決議か？
標準管理規約第48条1項三号に「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」は総会の決議を経な
ければならないとあり、第47条2項では「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」
とされ、規約に特段の定めがなければ普通決議になります。

特別決議と判断される場合
規約本文条項に特別議決事項（特段の定め）として明記されているケース。

〇号 管理費等（管理費や修繕積立金等）の金額等の変更
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標準管理規約をそのまま採用せず、部分的に規約に別の定めをしている場合
次のようなケースは特別決議になるという考え方がありますのでご注意下さい。

①規約に「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共用持分に応じて算出するもの

とし、別表第〇に掲げる通りとする。」として別表を添付するケース

②規約内にタイプ別（専有面積別）や号室別に金額が明記されているケース

考え方：①の別表添付や②規約内に記載されている場合、金額変更が「規約の一部変更」

とみなされ特別決議（４分の3以上の賛成）になるというものです。

私見：修繕積立金は、⾧期修繕計画書が見直される時に、必要に応じて修繕積立金の金額変更も総会で

決議されると思います。区分所有法第17条共用部分の重大変更の場合を除いて⾧期修繕計画書の

変更は普通決議です。

修繕積立金の変更も普通決議とする場合は、上記①②のような規約変更とはならないように、「修繕積立
金の額ならびに賦課徴収方法に関する細則」等を作成し、そこに記載する方法があります。
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設定方法
①最近の新築マンション：

分譲時に分譲事業者から重要事項説明と修繕積立金の金額及びその設定根拠となる⾧期修繕計画書（案）
について説明されるのが一般的です。

②築年数の⾧いマンション：

⾧期修繕計画書が作成されていない場合があります。その時は作成方法を後に記載していますので、ぜひ
管理組合が中心になって作成して下さい。
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修繕積立金の目安
①国土交通省が２０１１年4月に公表した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」から専有

床面積の㎡当たりの修繕積立金の額をご紹介します。 →11頁になります

• 主として区分所有者が自ら居住する住居専用の単棟型マンションを対象としたものです。

• ⾧期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って作成された⾧期修繕計画の事例（84事例）を収集・分析し

たものです。

• 新築時から30年間に必要な修繕工事費の総額を、当該期間で均等に積み立てる方式（均等積立方式）に

よる月額として示しています。

②国土交通省が2018年に公表した「マンション総合調査」をご紹介します。 →12頁になります

・4,200の管理組合、8,400の区分所有者によるアンケート調査で回収率はそれぞれ約40％の調

査結果になります。
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国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」①

階数/建築延床面積 平均値 事例の３分の2が包含される幅

【１５階未満】

5,000㎡未満 218円/㎡・月 165円～250円/㎡・月
5,000~10,000㎡ 202円/㎡・月 140円～265円/㎡・月
10,000㎡以上 178円/㎡・月 135円～220円/㎡・月

【20階以上】 206円/㎡・月 170円～245円/㎡・月

◆修繕積立金の目安（算出式）Ｙ＝ＡＸ（+Ｂ） 機械式駐車場の場合（+B）が加算されます

Y：購入予定のマンションの修繕積立金の額の目安

Ａ：専有床面積の㎡当たりの修繕積立金の額 （下表）

Ｘ：購入予定のマンションの専有床面積（㎡）
(A）専有床面積の㎡当たりの修繕積立金の額
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◆修繕積立金の目安を用いた算定例
例えば、10階建て、建築延床面積が8,000㎡のマンションの、専有面積80㎡の
住宅を購入する場合は、

目安の平均値 80㎡×202円/㎡・月＝16,160円/月
目安の幅 80㎡×140円/㎡・月＝11,200円/月 から

80㎡×265円/㎡・月＝21,200円/月 までとなります。

なお機械式駐車場がある場合の加算額は別途解説資料（P3）を参照ください。



国土交通省2018年公表「マンション総合調査」抜粋①

【2018年 月／戸当たり修繕積立金】

駐車場使用料等からの充当額を除く月／戸当たり修繕積立金の額の平均は 11,243 円

駐車場使用料等からの充当額を含む月／戸当たり修繕積立金の総額の平均は 12,268 円
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1999年 N＝873 2003年 N＝767 2008年 N＝2021 2013年 N=2167 2018年 N＝1663

修繕積立金 ¥7,378 ¥9,066 ¥10,898 ¥10,783 ¥11,243

駐車場含む ¥9,184 ¥10,967 ¥11,877 ¥11,800 ¥12,268
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月/戸当たり修繕積立金の額

N=回答数

■修繕積立金
□駐車場含む：駐車場使用料等からの充当額を含む修繕積立金



国土交通省2018年公表「マンション総合調査」抜粋②
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【現在の修繕積立金の積立方式】
現在の修繕積立金の積立方式は、均等積立方式が41.4％、段階増額積立方式が43.4％となっています。
完成年次の新しいマンションほど段階増額積立方式となっている割合が多い。

【修繕積立金の積立状況】
⾧期修繕計画上の修繕積立金の積立額と実際の修繕積立金の差は、実際の積立額が計画に比べて不足
しているマンションが34.8％。そのうち、不足の割合が20％超のマンションが15.5％になっています。

項 目 2013年度 2018年度

① ⾧期修繕計画の作成割合・・2018年度は増加 89.0％ 90.9％

② 計画期間25年以上の⾧期修繕計画に基づき修繕積立金の額を設
定している割合・・2018年度は大きく増加しています 46.0％ 53.6％

③ 世帯主の年齢 60歳以上・・2018年度は微減ですが、70歳以上
に絞ると18.9％から22.2％まで増加しています。 50.0％ 49.2％

④ マンションの永住意識・・永住意識は高まっています。 52.4％ 62.8％

【その他の項目】



修繕積立金が不足する理由と対策（１）-1

◆修繕積立金の根拠となる⾧期修繕計画書がない場合
築年数の古いマンションの場合、特に自主管理のマンションでは新築時から⾧期修繕計画書が作成さ

れておらず、修繕工事に必要とされる充分な積立が出来ていないケースがあります。

そのため大規模修繕では必要な工事ができず、一部の工事が後回しにされるケースが散見されます。

◆対策・・管理組合が主体となり⾧期修繕計画書（修繕積立金を含む）を作成
してみましょう。

【自主管理マンションが初めて⾧期修繕計画書と修繕積立計画を作成する方法の一例】

公益財団法人マンション管理センター（以後「同センター」という。）の「⾧期修繕計画作成・修繕

積立金算出サービス」を利用して⾧期修繕計画書（修繕積立金含む）を作成してみましょう。

同サービスの説明は次頁になります
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修繕積立金が不足する理由と対策（１）-2

【⾧期修繕計画作成・修繕積立金算出サービスの特徴】
A) マンション管理組合の皆様が、現在の⾧期修繕計画や修繕積立金の額を見直す際や

その内容が適切かチェックする際に、
比較検討の目安としてご利用いただけるよう、概略の「⾧期修繕計画」の作成と
それに基づく「修繕積立金の額」を算出するものです。

B) 同センターの「入力データ記入表」に、マンションの概要を記入して送れば、有料になりますが
1～2週間位で「⾧期修繕計画書」（修繕積立金の額を含む）が郵送されてきます。1棟であれば申込
む管理組合の条件等により少し異なりますが2万円～3万円位です。

C) 入力データ記入表は建物概要、駐車場やエレベーターの有無など20項目です。管理規約や分譲時の
パンフレット、設計図書があれば記載できます。

D) 詳しくは「公益財団法人マンション管理センター」のホームページをご参照下さい。
（注）この⾧期修繕計画書はあくまで比較用の概略の計画書です。

次頁より、次の段階となる⾧期修繕計画書と修繕積立金の作成について紹介します。
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「⾧期修繕計画書と修繕積立金」の作成①

◆マンション管理センターで作成された⾧期修繕計画書は、同センターで蓄積された資料・データ
に基づき標準的な工事工法や材質で補修・改修工事をする場合の推定金額になります。
そのため、マンションで過去に実施した大規模修繕の工法や材質、保証期間、修繕周期が異なる
ことがあり、過去の工事実績を参考に「概略の計画書」の修繕時期や金額を修正していきます。

◆修正方法
① 大規模修繕の場合：

見積額の大項目は㋐仮設工事㋑屋根防水・床防水㋒外壁塗装・鉄部塗装㋓共用内部（内部廊下、内部

階段の壁、床、天井等）の張替・塗装になります。各大項目毎に金額や保証期間を比較し修正します。

② 工事工法や材質、修繕周期が違う場合：

屋上防水や床防水等では工事工法や材質により金額、保証期間、修繕周期などが変わってくることが

あります。その場合、過去の工事実績と同センターの内容を比較し、金額と保証期間から総合的に

判断して有利な方または安全な方を選択することになります。

どの工法を選択しても保証期限前に調査点検が必要になり、出来れば定期的に調査点検をお勧めし

ます。
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「⾧期修繕計画書と修繕積立金」の作成②

③ 給水管、排水管の更生・更新工事の場合
マンションの建築年代により材質が異なり、耐用年数が変わってくることが多くあります。
給排水管は修繕実績が少ないと思われますから専門の業者、建築士、マンション管理士に
相談し見積をとり同センターの⾧期修繕計画書と比較・修正する方が早いです。

（22-25頁を参考にして下さい）

◆大事なこと
① 修繕委員会が中心になりこの作業を実施すると思いますが、区分所有者から建物、設備の不具合や

希望などアンケートをとり全員が計画書作成にかかわること。

② 計画書完成までに何度か説明会を開き修繕委員会と組合員との意思統一を図ることが重要です。

③ このステップを踏むことにより総会の決議がやりやすくなります。

④ 建築士等への相談は、管理組合でしっかり勉強して依頼することが有効です。
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【ケース1】
2回目の大規模修繕時（築24年目前後）に修繕積立金不足になる理由。

最近の新築マンションでは、毎月の修繕積立金の額を抑えるため、新築入居時にまとまった
額の修繕積立基金を集めるケースが多くなっています。

修繕積立基金を徴収している場合、竣工後12年～13年目頃に行われる第1回目の大規模修繕
の費用は基金と積立金で手当てできても、次の大規模修繕に向けて修繕積立金を大幅に値上
げしなければならない場合があります。

 参考例）2021年５月販売予定チラシ さいたま市内 販売価格約4,900万円

管理費： 約14,000円/月

修繕積立金： 約7,000円/月 約100円/㎡・月（専有床面積㎡単価）

修繕積立基金一括 : 約500,000円

専有面積約70㎡/戸

駐車場は主に機械式駐車場

参考例の説明は19-20頁になります

修繕積立金が不足する理由と対策（2）-1
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修繕積立金が不足する理由と対策（2）-2

【前頁の参考例と国土交通省公表の修繕積立金の比較表】

19

参考専有床面積 専有床面積㎡単価 修繕積立金／戸

参考例/チラシ ７０㎡ 100円 7,000円

国交省

下限 ７０㎡ 165円 11,550円

平均 ７０㎡ 218円 15,260円

上限 ７０㎡ 250円 17,500円

この表のコメントは次ページになります



修繕積立金が不足する理由と対策（2）-3

【参考例のコメント】

1. 新築マンションの１例と国交省の修繕積立金の目安（専有床面積㎡単価から算出）との比較です
が、最近の新築物件の修繕積立金は注意して見ると比較的安い金額になっているケースが多くな
っています。

2. 第1回目の大規模修繕は、修繕積立基金が500,000円/1戸当たり積立てられていますから修繕積
立基金を取崩せば大丈夫だと思われます。

３．しかし、2回目の大規模修繕（築24年前後）になると、修繕積立基金の大半が取崩されている
と予想されますので、当初の修繕積立金では不足してくると思われます。

４．分譲会社もこの点は予測していますから、⾧期修繕計画書にどこかのタイミングで、修繕積立金が
増額されているケースが多くなります。この点はマンション購入時の説明の時に確認しましょう。
懸念される点は、増額幅が大きい場合、簡単に管理組合の総会で決議されないことがあります
からご注意下さい。
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【ケース2】
３回目の大規模修繕の前後（築30～36年頃）に修繕資金不足になる要因
築20年目、30年目になると下記のような更新工事（取替え）が予定されていますが、
金額的に大きく充分な積立がされていないケースが多くあります。

国交省・⾧期修繕計画作成ガイドラインでは

① エレベーター更新工事 （30年目に更新予定）
② 機械式駐車場の更新工事 （20年目に更新予定）
③ 給水管の更新工事 （30年目に更新予定）
④ 排水管の更新工事 （30年目に更新予定）

①②については定期検査報告、保守点検等によりある程度更新時期が分かりますが、
③④の給排水管は、定期的な点検がなく漏水事故が起こるまで分かりにくい工事です。
また、築36年目になると、アルミサッシや玄関扉等の建具関係の更新工事も予定に入ってくる
ため築30年前後から修繕積立金不足が顕在化する事があります。

22-25頁に給水管の更新・更生工事について説明と事例を紹介します。

修繕積立金が不足する理由と対策（3）-1
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修繕積立金が不足する理由と対策（3）-2

◆給水管は期待する耐用年数前に漏水事故が発生することがあり、共用部は
管理組合負担（専有部は個人負担）になり修繕積立金に影響してきます。

◆給水管の代表的な使用材料

給水管の種類 導入時期 終了時期 期待する耐用年数 主な利用部分
水道用亜鉛メッキ鋼管 1955年以前 1975年頃 15年～20年 共用・専有部分
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 1960年頃 現在利用中 20年～30年 共用・専有部分
水道用ステンレス鋼管 1980年頃 現在利用中 40年 共用・専有部分
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 1955年頃 現在利用中 40年 主に専有部・共用部

架橋ポリエチレン管 1985年頃 現在利用中 40年 専有部分
ポリブデン管 1985年頃 現在利用中 40年 専有部分

◆給水管の修繕周期 出典：国土交通省 改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル

①硬質塩化ビニルライニング鋼管の場合、接手部に防食接手を用いていないものは20～25年程度で
更生又は取替え ②管端コアを用いているものは25年～30年程度で更生又は取替え

③管端防食接手を用いているものは30年～40年程度で取替えます。
④ただし異種金属との継手部分については腐食が進みやすく寿命がさらに短くなることになります。

次頁に語句説明しています。
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◆語句説明（給水管、排水管関係）
 更新工事：新しいものに取替える工事

 更生工事：古くなった給水管を出来るだけ生活への影響を少なくするため短期間で、例えば給水

管内の錆びを除去し、管内部に樹脂等を塗布し延命させる工事

管端コア：管端の鉄露出部分に「コア」と呼ばれる樹脂製の部品を挿入したもの。

管端防食接手：接手本体に「コア」樹脂製部品を内蔵したもの。

異種金属との腐食：例えば銅管と塩ビライニング鋼管を繋ぐと、電位の低い塩ビ

ライニング鋼管側が腐食する現象。

 ⾧期修繕計画作成ガイドラインが主に対象とするマンション：別添解説資料（P4）参照

修繕積立金が不足する理由と対策（3）-3
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修繕積立金に関係する給水管について①

◆給水管の改修工事事例
(埼玉県内 更新・更生工事の為、築年数の⾧いマンションが対象）

（注）①塩ビ鋼管は硬質塩化ビニルライニング鋼管②塩ビ管は耐衝撃性塩化ビニル管
③工事前後の材質は主な共用部の材質を表示

改修工事事例のまとめは次頁になります。

事例 竣工年 改修工事 工事種類 工事種類 工事前材質 工事後の材質 工事部分・建物内

事例①団地型 1976年

築15年目 更生工事 塩ビ鋼管 塩ビ鋼管 共用部

築32年目 更新工事 塩ビ鋼管 塩ビ鋼管 共用部

築32年目 更新工事 塩ビ鋼管 ポリブデン管 専有部

事例②団地型 1976年
築17年目 更生工事 塩ビ鋼管 塩ビ鋼管 共用部

築42年目 更生工事 塩ビ鋼管 塩ビ鋼管 共用部

事例③団地型 1981年 築32年目 更新工事 塩ビ鋼管 塩ビ管 共用部（露出）

事例④団地型 1990年 築18年目 一部更新工事 塩ビ鋼管 ステンレス管 共用部

31年目予定 更新予定 塩ビ鋼管 ステンレス管予定 共用部
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修繕積立金に関係する給水管について②

◆補修・改修事例のまとめ

1. 給水管の主流は硬質塩化ビニルライニング鋼管（建物内）であり、築15年～32年目に1回目の更生
工事または更新工事を実施しています。
工事のきっかけは漏水事故の発生であり、事故事例は管の繋ぎ部分から多く発生しています。

2. 事例①は築32年目に専有部の更新工事も同時に実施しています。
3. 事例②は技術向上により42年目に2度目の更生工事を実現しています。更生工事は１回限りが多い。
4. 事例③は建物内の従来の配管スペース（隠ぺい）が利用できず露出工法になっています。
5. 事例④は共用部パイプスペース内の水道管メーター付近が腐食したため築18年目に一部更新工事を実

施しています。メーター付近の異種金属接触が原因と報告されています。

6. 事例のように給水管からの漏水事故が多く、避けることは困難です。そのため⾧期修繕計画書に更生
工事や更新工事を予定し、修繕積立金を積立て早めの劣化診断と適正な時期に工事が必要です。
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◆機械式駐車場を取壊し、自走式立体駐車場を建設し成功した事例
（注）この事例紹介は機械式駐車場を否定するものではなく、極めて珍しい成功事例として紹介します。

1. 概略

① 2棟（Ａ棟とB棟とする）1期と2期に分かれ竣工時期は異なり、機械式駐車場はA棟として1箇所、

B棟として1箇所設置（一部平置きも含め2棟合計約450台分）

② A棟竣工後20年目に改修工事（案）を作成

③ 改修工事（案）は「A棟B棟とも機械式駐車場をすべて撤去し、同じ場所に自走式立体駐車場を

建設する

（駐車台数は工事後もほぼ同数の450台）」というもの。

修繕積立金～駐車場の成功事例～①
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修繕積立金～駐車場の成功事例～②

2.改修工事（案）に至る理由
① 機械式駐車場の故障件数が、15年目以降多発し補修工事費が多額になってきたこと
や車の使用に支障がでてきた為。

② A棟築20年目に機械式駐車場の部品交換・保守点検の実績を精査すると、築25年目頃に駐車場
の取替工事(撤去・新設）が必要と判断せざるを得ないくらい効率が悪くなった為。
・故障回数が直近5年間で年平均３０回/２棟
・直近５年間の補修金額が年平均５千万円/２棟

③ そのまま25年目まで続けると、25年目にA棟・B棟の駐車場更新工事費の大半が不足する計算
になった。

④ 試算すると自走式立体駐車場建設費と機械式駐車場を更新する費用がほぼ同額である。
⑤ 自走式立体駐車場の部品交換費・保守点検費見積は、機械式に比べ約10分の1の見込である。
⑥ 敷地に余裕があり、現在の機械式駐車場（地上2階式）の場所に、自走式立体駐車場（２階建て
３層式）を建設することが可能である。
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修繕積立金～駐車場の成功事例～③

◆自走式立体駐車場と機械式駐車場の設備及び維持管理費比較
（25年間）実績及び予測

28

自走式立体駐車場（2階建て3層式） 機械式駐車場（地上2階式）

駐車台数 約450台（一部平置きも含む） 約450台（一部平置きも含む）

税務上の法定耐用年数 31年（鉄骨造） 15年

更新周期 50年以上期待 25年

新規建設費 約7億円 約7億円

今後25年間の維持管理費 約7千万円 約7億円



修繕積立金～駐車場の成功事例～④
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◆自走式立体駐車場の課題
① 建設費を確保できるか。

② 希望駐車台数を確保するために必要な敷地があるか。

③ 都市計画法及び建築基準法などの制限をクリアできるか。

④ 機械式から自走式駐車場へ建替え期間中の駐車場の確保。

⑤ 共用部の変更になり総会で特別決議（4分の3以上）が必要になる。等

◆結果
① 敷地は従来の機械式駐車場後に確保でき、資金面も駐車場積立金と銀行借入を利用して実施。

② 短期的には銀行借入を必要とする自走式駐車場建設であったが、⾧期的には修繕積立金の収支

が大きく改善されることになった。

③ 綿密な機械式駐車場の現状分析と自走式駐車場へ変更する将来的な展望と計画書を明確にし、

法律上の制限や総会決議などもクリアして駐車場建設を実現した数少ない事例でした。



おわりに
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最近のマンションは、区分所有者の構成が70才前後の年配層、30才～50才台のミドル、居住あるいは
投資を目的とした外国籍の方達が混在する形になってきました。
建物も築30年以上のマンションが増え、さらに築70年、築100年を目指して改修し素敵なマンションに
生まれ変わる事例が紹介されるようになりました。

本稿では30年の⾧期修繕計画にも少し触れましたが、今後はさらに⾧期に向けた将来像の設計が必要
になってくると感じます。
どういう形になっていくにしても、マンションを維持・再生させていくためには「修繕積立金」すなわ
ち「資金と計画」が必要になってきます。
やる気が起こる計画を立てていくためには、楽しみながら設計していく①マンションの資産価値の維
持・向上②新しいマンションライフ③投資利益を考えるなど、従来の価値にプラスアルファを付け加え
ることがポイントかと思います。

また、最近管理組合の方と仕事をさせて頂いたりセミナーに出席して感じることは、理事⾧は年配者
であったりミドルの男性の方ですが、多くの女性の方が理事業務を担当されています。
マンションの現状であったり将来展望を真剣に考えたりする方は普段自宅に居られる比率の高い女性だ
と思います。特に団地タイプのマンションの場合、この傾向が強いと感じます。マンションを改修する
には管理組合の合意形成が必要です。強いリーダーシップも必要ですが、「女性の結集力・生活力・コ
ミュニケーション力」がマンションを再生させる大きな力になっていくだろうと強く感じます。
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