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マンション居住高齢者への  

支援について  

平成20年2月19日  

マンション居住高齢者支援方策検討委員会  

社団法人高層住宅管理業協会  

1．検討委員会設置の背景  
（1）平成18年度協会事業   
●認知症サポーター養成講座の開催   

●認知症キャラバンメイト養成研修の開催   

●マンションの規模に応じた地域連携と新たな住生活サービスモデル  

（～3000戸・300戸・30戸～）の策定  

（2）マンション居住高齢者の人口動向  

日本の総人口の約1割  

▼∫㌻‾‥．∴、■  
●マンション居住高齢者の推計人口  

約200万人  

マンション居住高齢者の増加  
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（2）マンションにおける高齢者支援、それぞれの役割  

マンション居住高齢者価ニーーーズと他組合、マンション恨業者、t理鼻の対応  

・地域包括支援セ  

ンター  

・介護保険専森口   

（邑治倖）  

・消i者相談尊  

・消防署、t凛署  

・成年後見制度相  

談尊  

・地域福祉櫓利擁  

護事業（社会福祉  

協議会  

・民生委員専   

○居住継病支援   

・高齢者の把握発見  

・孤立化防止  

・環境価改善  

○リスクマネジメントとし  

ての支軸髄  

・事故・防災時専の予防・  

対応機髄  

℡理組合  

居住者の薫思の集約と代弁  

近隣の生活単位としての環  

境維持  
助け合いの・見守り単位と  

しての機能  

○地域の相談支  

提機能の活用  

○制度的サービ  

スヘの連綿・連   

携機儲  

ンション  

齢世帯のニーズ  

マンション℡理葉書と瞥理貞   

響埋業漉を円滑に遂行する上での高齢層住着への配慮   

現場の維持悔の上での高齢居住者への配慮  

高齢層住着の二「ズヘの配慮  
そのtこし＼ること【こよるインフォーマルな対応の必要  

事故の予防のための配慮と事故時の対応  

高齢層住着の二「ズに対応し  

た付加サービスの開発提供  



別表第1 事務管理業務（抜粋）  

1 基幹事務  

（1）管理組合の会計の収入及び支出の調停  

（2）出納  

（3）本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整  

2 基幹事務以外の事務管理業務  

（1）理事会支援業務（組合員名簿の整理・理事会開催、運営支  

援・甲の契約事務の処理）  

（2）総会支援業務  

（3）その他（各種点検、検査等に基づく助言等・甲の各種検査  

等の報告、届出・図書等の保管）  
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別表第2 管理員業務（抜粋）  

1業務実施の態様  

（1）勤務実施態様  

（2）勤務日・勤務時間  

（3）休日  

（4）執務場所  

2 業務の区分及び業務内容  

（1）受付等の業務   

一 甲が定める各種使用申込の受理及び報告   

二 甲が定める組合員等異動届出暮の受理及び報告   

三 宅配物の預かり、引渡し   

四 利害関係人に対する管理規約等の閲覧   

五 共用部分の鍵の管理及び貸出し   

六 管理用備品の在庫管理   

七 引越業者等に対する指示  

（2）点検業務  

一 建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検   

二 照明の点灯及び消灯並びに管球類等の点検  

三 諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録   

四 無断駐車等の確認  

（3）立会業務  

一 外注集者の業務の着手、履行の立会い   

ニ ゴミ搬出時の際の立会い  

三 災害、事故等の処理の立会い  

（4）報告連絡業務   

一 甲の文暮の配付又は掲示  

二 各種届出、点検結果、立会結果等の報告  

三 災専一事故等発生時の華絡、報告  

（2）管理組合の役割  

（Dマンション標準管理規約「管理組合の業務（第32条）」   

◇地域］ミュニティーにも配慮した居住者問の］ミュニティー形成  

②高齢者に対する管理組合が実施可能な役割の一例   

◇行政との高齢者情報の共有・連携  

（行政担当理事等の設置）   

◇管理会社の高齢者支援への理解   

◇町内会等地域社会との連携   

◇声かけ等による見守りや老人クラブ等  

高齢者の］ミュニティー形成   

◇認知症の人等への理解と支援  
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4．問題点とニーズの把握  
（1）マンション居住高齢者に関するアンケート調査の実施概要  

（D調査目的   

マンション居住者の高齢化に伴う独居高齢者の孤立死、認知症など、高齢者に   

関する様々な問題に直面している状況に鑑み、マンション管理業におけるマン   

ション居住高齢者への支援万策を検討するに当たり、管理会社、管理員の現況の   

高齢者対応状況及びマンション居住高齢者のニーズを調査する。  

②実施期間   

平成19（2007）年8月～10月  

③調査対象及び調査対象者数   

●マンション管理会社向け（調査表A）  

社団法人高層住宅管理業協会会員 433社   

●マンション管理員（調査表B）  

会員に所属する管理員 866名（各管理会社2名）  

●マンション居住者（調査表C）  

会員が受託する管理組合 27組合2413名  

（協会本部及び全国6支部2社2件）  

④調査票回収状況  

配布数   有効回収数   回収率   

①調査表A   433社   253社   54．43％   

②調査表B   866人   453名   51．48％   

③調査表C   2413戸   732戸   30．34％   

（内一般マンション居住高齢者）  273人  

（内高齢者向けマンション居住高齢者）  102人  

※調査表Cは、マンション居住者（記入者の指定無し）向けの設問と、居住する高  
齢者（1住戸に複数又は対象無し）向けの設問に分かれており、回答はマンション  
居住者向けの設問の回答数（戸数）と居住する高齢者向けの設問の回答数（高齢者  

数）でそれぞれ集計しております。  

※調査表Cの高齢者の回答は、一般マンション居住高齢者と高齢者向けマンション  
居住高齢者で集計を分けております。  
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⑤高齢者に実施している付加サービス   

（管理会社：回答数21社 ※複数回筈）  

24時間緊急対応サービス  

酉己食サービス  

電球交換等  
定期言方間  

生三吉サポートサービス  
才子政書士サービス  

訪問美容  
手高祉タクシー連絡サービス  

車椅子・介揉ペットレンタルサービス  

その一也  
10  12  0  2  

◎付加サービスを実施している場合の管理受託契約の形態   

（管理会社：回答数21社）  

管理組合との一括契約   

各区分所有者との個別契約  

その他  

0  2  4  
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⑪共用部に関する高齢者からの不満や要望の有無（管理員：回答数453人）  
1  

ロある  
■ない  

恒無回答  

●共用部に関する高齢者からの具体的な不満や要望の内容  
（管理員：回答数107人※複数回筈）  

照明が暗い  

段差が多い   

エントランスの扉を自動扉にしてほしい  

床が滑りやすい   

専用部の対応（小修繕等）をしてほしい  

その他  

0  10  20  30  40  50  60  70  

18   



⑫あなたやご家族がこのマンションで一人暮らしになったとき、どのよ  
うなサポートがあればこのマンションで暮らしを続けられるか。  

◇行政関連  

◇確認■通報関連  

◇マンション管理コミュニティー関連  

◇建物関連  

◇金銭関連  

◇医療関連  

◇継続不可関連  

◇家族関連  

0   20  40  60  80 100 120 140 160  

◇マンション管理コミュニティー関連   

・ペット  

・管理員・管理会社の支援サービス（相談体制等）  
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事例No  入居者区分   発 見状 況  

当該居室の親族より「4ケ月位連絡が取れないので心配で  

ある」との連絡が支店にあり、担当者および警察にてマン  
事例①  所有者  

ションに行ったところ、居室内で居住者（所有者）が死亡し  
ていた。  

連休前から00号室の玄関ドアが少し開いていると管理  

事例②  所有者  員から連絡を受け、担当者と本人の弟さんにて現場を確  
認したところ、居室内で居住者（所有者）が死亡していた。  

管理員より00号室前から異臭がする旨連絡が入り、本  

事例③  賃借人  
人との連絡が取れなかったため賃貸仲介業者が合鍵で  

居室内を確認したところ、ベットで居住者本人が死亡して  

いた。  

管理員より00号室付近で異臭がし、郵便受へも郵便物  
が溜まっている状況との連絡が入ったため、理事長・警察  

事例④  所有者  
立会いにて居室内を確認したところ、居住者が死亡してい  
た。  

∠l   

ウ．孤立死発生後のマンションの相続状況  

相続人  現状   

司法書士が財産管理人となっている。  
相続放棄  住宅ローン金融機関が2007／10に競売  

申立。   
共有2名が共に死亡。1名に後見人弁  

不在  護士が選任されていたため、任意売却  
し、国庫に寄贈か  

相続放棄   対応不能。   
台湾国籍、相続人確  
定せず  
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「▼▼ 」   



（1）居住者情報の整備の例（入居届）  

・ド事五 」 り Il  

代理釦■’；一利11主l粋  

人 屠 屈   

軋は、  ∵ンシ」ンう？♪測l的首j  築のl！11ヒに1．巨うき、  ■√ンシ】ンの一i、  

いHこついて、二）二のとお√．りl；けJlほす  

1詔tllt；艮㌣，  仰  

t．i」象†い  

畑拝K∴lはソ年上㍗．  

代 †－  拾棋  仁与り」j      iil出パ  

l■＝消ぶ畜チ  

托 ヤ｝   拭＋桔   連 絡 ㌢こ  

崇急迅指几  

仁ilト申出両石抑 の氏れ及び虻弼伊上‖1〟‡の鴇ろ「；のみ．jJF、て■  

（2）関連する相談窓口の例（代表的な機関）  

滋溢三∫よ－慧ニノし漂三甑般…～速至宗教云た㌻・独軌薮÷こ梅濾姦臨三顧館   

蕊計量定お言・遥遠料簸豪気＝ト濠 豪纏遮   

地域包  、  商蹄拙者棚相談窓口  

適切なサービス・機関・制度   

市町村  詔輪番福止  自治体の高齢者福祉サービス等  

壇度、介護予防、透り－ビス等   

国民鰍」  
商品   棚肖費地物＝関伊る相談等   

（消致封酌むタづ  
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も覿＼   
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設置後  

ぢ〉  
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1了   




