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■ ご回答にあたってのお願い 

○アンケートの回答方法について 

・１つの管理組合が複数の棟を管理している場合には、管理組合単位で回答してください。 

・調査票については、管理組合または管理会社のいずれかが回答してください。 

・選択式の設問では、原則として該当するものを１つ選び、あてはまる数字やアルファベットに

○印をつけてください。ただし、設問に（すべてに○印）とある場合は、該当するものすべて

に○印をつけてください。 

・記入式の設問では、（  ）内に数値や具体的内容を記入してください。 

・別の設問の回答内容により、回答の要否が左右される設問がありますので、（「  」と回答さ

れた方のみ）のコメントと矢印に従い、回答してください。 

・調査票の回答は、調査票受領時点の情報を記入してください。 

・回答可能な範囲で結構ですので、ご記入ください。 

○アンケートの締切と返信方法 

  ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れ、令和４年８月１０日（水）まで
にポストに投函いただくか、FAX 番号：06-6489-6597 宛に送付願います。 

〇問合せ先 

尼崎市 都市整備局 住宅部 住宅政策課 

TEL：06-6489-6608  FAX：06-6489-6597 

一般社団法人 兵庫県マンション管理士会  

TEL：078-351-5595  受付時間13：30～16：30（土日、祝日は除く） 

● マ ン ショ ン 名：                                

● 所 在 地 ： 兵庫県尼崎市                         

● 記 入 者 ： 管理組合 ・ 管理会社（いずれかに○印） 

 (役職)        (氏名)                  

● 連絡先電話番号：     -      -       個人・組合・管理会社（いずれかに〇印） 

● メールアドレス：                  個人・組合・管理会社（いずれかに〇印）

※ご回答いただいた内容についてお話を伺う場合もございますので、記入者のご氏名と連絡先、

メールアドレスのご記入をお願いいたします。 

※ご回答の際は、可能な限り、管理規約や決算報告書（総会資料）、入居時のしおりなどをお手元

にご用意ください。 

分譲マンションの管理に関するアンケート

（住居表示）

調査票
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問 1．建物・設備の状況について、記入してください 

マンション

の形態 
1．単棟型    2．複合型（住居と店舗・事務所等の複合） 3．団地型 

完成時期

昭和・平成・令和 

 （       ）年（   ）月 

※棟が複数あり、完成時期が異なる場合はす

べての完成時期を記入してください。 

階  数

地上（    ）階 

地下（    ）階 

※棟が複数ある場合は(〇～〇)階と

記入してください。 

面積 

敷地面積 

（           ）㎡ 

建築面積 

（           ）㎡ 

延べ床面積 

（           ）㎡ 

住戸面積 

（    ）㎡/戸～（    ）㎡/戸

戸 数 

全体 

（   ）棟 （   ）戸 

うち住居専用 （   ）戸 

うち店舗   （   ）戸 

うち事務所等 （   ）戸 

エレベーター 1．ある（   ）基  2．ない

最も多い

間取り 

1．ワンルーム・1K   2．1DK/LDK  3．2DK/LDK  4．3DK/LDK 

5．4DK/LDK   6.その他（       ） 

各種設備

給水設備の

方式 

1．受水槽式（高架水槽あり）  2．受水槽式（高架水槽なし）3．直結直圧式

4．直結増圧式（ブースター式） 5．わからない        6.その他 

配電盤室

の位置
1. 住棟の上階    2. 住棟の 1 階または地下   3. 住棟外 

マンション

の構造形式

材料 1．鉄筋コンクリート造  2．鉄骨鉄筋コンクリート造        3．鉄骨造 

形式 1．壁式構造       2．ラーメン構造（柱・梁構造） 3．その他 

マンション内の施設・

設備（既存の施設・設

備すべてに○印）

1. 管理組合のポスト  2. 管理事務室  3. 集会室 

4.  オートロック        5.  掲示板     6. 防犯カメラ 

7.  宅配ボックス  

共用部分の

バリアフリ

ー

箇所 項目 現在の状況 今後の予定 

外部出入口 自動扉または引き戸 
1. 既にある 

2. ない 

1. 設置の予定 

2. 予定はない 

敷地内通路
段差解消のためのスロー

プ 

1. 段差はない 

2. 段差がある 

1. 設置の予定 

2. 予定はない 

床面 ノンスリップ 
1. 既にある 

2. ない 

1. 設置の予定 

2. 予定はない 

廊下 
段差解消のためのスロー

プ 

1. 段差はない 

2. 段差がある 

1. 設置の予定 

2. 予定はない 

階段 手すり 
1. 既にある 

2. ない 

1. 設置の予定 

2. 予定はない 

※各種設備、マンションの構造形式について、棟が複数ある場合は、あてはまるものすべてに○印 
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問２．入居者、空室、賃貸化の状況について、記入してください（戸数か割合のいずれかを記入） 

戸数 
割合 

（対象戸数/全戸数） 

住居の空室 約（      ）戸 約（   ）割

うち所有者等の所在不明、連絡先不通のもの 約（      ）戸  約（   ）割※

賃貸している住戸 約（      ）戸 約（   ）割

高齢者世帯（６５歳以上）単身または夫婦のみの住戸 約（      ）戸 約（   ）割

中学生以下の子どもがいる住戸 約（      ）戸 約（   ）割 

※（所有者等の所在不明・連絡先不通戸数/住居の空室戸数）で算出してください。 

問３．管理組合について、記入してください 

1．ある       2．ない  

「1．ある」と回答された方のみ、問４にお答えください 

問４．総会等について、記入してください

役員の人数 
理事（     ）人 

監事（     ）人 

役員の任期 1. 1 年  2. 2 年  3. その他（   ）

改選人数 
1. 全員同時改選 2. 半数改選 

3. その他（      ） 

役 員 の 

選任方法 
1．立候補  2．推薦  3．抽選  4．順番  5．その他（        ） 

役員の 

改選状況 

1．任期ごとに概ね異なる人を役員に選出 

2．繰り返し同じ人を役員に選出 
役員報酬 

1. ある 

2. ない 

総会の 

開催状況 

年１回以上の開催

1.ある  2.ない 

過去の議事録の

保管状況

1.ある（保管場所：        ） 

2.ない 

議事録の作成

（総会） 

1. 作成し、全組合員に配付している   2. 作成し、回覧または掲示している 

3. 作成しているが、配付や回覧、掲示はしていない   4. 作成していない 

理事会の 

開催状況

1．定期的に開催     →（  ）ヶ月に（  ）回 

2．必要に応じて開催   → 年に（   ）回程度 

3．ほとんど開催していない 

議事録の作成

（理事会） 

1. 作成し、全組合員に配付している   2. 作成し、回覧または掲示している 

3. 作成しているが、配付や回覧、掲示はしていない   4. 作成していない 
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総会及び 

理事会の 

出席率等 

出席者：約（      ）割

委任状提出者：約（     ）割

議決権行使書提出者：約（     ）割

理事会  

出席者：約（      ）割 

防災関連の 

活動等 

（あてはまるもの

すべてに○印）

1. 防災訓練の実施  2. 災害対応マニュアルの作成  3. 食料や水の備蓄   

4. 防災・避難用具の確保   5．防災情報の収集・周知の実施（ハザードマップ等）

6．その他（          ）     7. 特に取り組んでいることはない 

外部専門家の

活用 

(あてはまるもの

すべてに○印）

1. 活用している        2. 活用していない 

活用している場合（内容：                      ） 

活用している外部専門家 

a.マンション管理士 b.建築士 c.弁護士 d.司法書士 e.税理士 f.その他（     ）

問５．マンションの管理形態について、記入してください

管理者等 1.いる     2.いない 

管理方式 

1．自主管理 

2．一部委託管理 

3．全面委託管理 

管理会社名 

会社名 

（                 ） 

担当者 

（                 ） 

連絡先 

（                 ） 

管理員の 

体 制 

1．住み込みの管理員がいる             2．常勤の管理員がいる 

3．巡回してくる管理員がいる → 週（  ）回    4．管理員はいない 

管理会社との契約 

(あてはまるもの 

すべてに○印）

1. 契約内容と金額を見直したことがある 2. 金額のみ見直したことがある 

3. 管理会社を変更したことがある 4. 見直したことはない 5. わからない 

問６．業務ごとの管理の委託について、記入してください（それぞれ、いずれか１つに○印） 

１． 

管理組合 

で実施 

２． 

各業者に 

直接委託 

３． 

管理会社 

等に委託 

４． 

実施して 

いない 

① 入居者の把握（入居・退去の手続き等） 1． 2． 3． 4． 

② 会計（管理費等徴収、支払い、帳簿） 1． 2． 3． 4． 

③ 理事会や総会の運営 1． 2． 3． 4． 

④ 廊下・階段などの共用部分や屋外の清掃 1． 2． 3． 4． 

⑤ 植栽・花壇の維持管理 1． 2． 3． 4． 

⑥ 建物の定期点検や小修繕 1． 2． 3． 4． 

⑦ 設備の定期点検 1． 2． 3． 4． 

⑧ 維持・修繕に関する企画・実施の調整 

（長期修繕計画の作成等） 
1． 2． 3． 4． 

総会
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問７．管理規約等の状況について、記入してください  

管理規約 
1．ある（適宜見直している） →最終改正年（       年） 

2．ある（入居当初のまま） 3．ない 

管理規約の閲覧

要望への対応 

管理組合員以外（業者やマンション購入予定者）から規約の閲覧要望があった時 

1. 閲覧や複写等により対応  2. 対応できていない  3. わからない 

建築確認申請 

図書の保管 

1．全てある 

2．一部しかない 3．ない 

設計図書 

（竣工図）の保管

1．全てある 

2．一部しかない 3．ない 

長期修繕計画 

1．ある 

（     年～    年） 

2．ない 

長期修繕計画の 

見直し 

1．した（     年） 

2. する予定（    年頃）

3．していない 

問８．耐震診断の実施について、記入してください 

※ 昭和 57 年以前（建築基準法の耐震基準の改正以前）に建設されたマンションのみお答えください 

1．実施した  2．実施していない（理由：                   ） 

「1．実施した」と回答された方のみ、問9にお答えください 

問９．耐震診断の結果について、記入してください 

1．耐震性に問題は無かった  2．耐震性に問題があった 

「2．耐震性に問題があった」と回答された方のみ、問10にお答えください 

問 10．耐震改修実施の検討について、記入してください 

1．検討した  2．検討していない（理由：                   ） 

「1．検討した」と回答された方のみ、問11にお答えください 

問 11．耐震改修の実施について、記入してください 

1．実施した  2．実施していない（理由：                   ） 

問12．マンションの建替え・敷地売却の検討状況について、記入してください 

1. 建替えについて検討した（予定を含む）   2. 敷地売却について検討した（予定を含む） 

3. 検討していない              4. わからない 

a. 検討済みで手続きを進めている b. 現在検討中である  c. 今後検討する予定がある

d. 検討したが進行しなかった  e. 長寿命化を選択した  f. その他（         ）

検討状況（1 または 2 と回答された方のみお答えください）

計画期間
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問 13．管理費・修繕積立金について、記入してください  

管 理 費 
1．ある（一律の場合：月額      円/戸、専有面積割合の場合：月額     円/㎡）

2．ない 

修繕積立金

1．ある（一律の場合：月額      円/戸、専有面積割合の場合：月額     円/㎡）

2．ない 

修繕積立金の設定根拠 
修繕積立金は、長期修繕計画に基づき 

1. 設定している  2. 設定していない 

修繕積立金の見直し 
1. 定期的に見直している  2. 見直していない 

3. 今後見直す予定 

修繕積立金の運用 

1.資金運用している（定期預金・国債等） 

2.口座に積み立てている（普通預金） 

3.資金運用を検討している  

4.その他（                  ） 

管理費・修繕積立金の管理 1．分けて管理  2．まとめて管理 

管理費滞納者 

(３ヶ月以上) 

約（    ）戸 

約（    ）割

修繕積立金滞納額 

(３ヶ月以上) 

約（    ）戸 

約（    ）割 

滞納者への対応 
1. 管理組合役員で対応 2. 管理会社で対応 3. 法的措置を行う  

4. 特に対応していない 5. その他（              ） 

問14．駐車場等の台数、使用方法と使用料等について、記入してください 

駐車場の 

使用方法 

1．月極     （   ）台

2．利用権[分譲] （   ）台

3．敷地内に駐車場なし 

駐車場１台あたり

の平均月額使用料

(月極の場合) 

約（     ）円/月

駐車場の 

使用状況 

約（     ）台 

または 

  約（     ）割 

駐輪場 1．あり（   ）台 2．なし 

バイク置場 1．あり（   ）台 2．なし 

※ 平均額は、月極の場合、１台あたりの平均月額についてお答えください

「1．月極」「2．利用権 [分譲]」と回答された方のみ、問15にお答えください 

問 15．駐車場使用料の使途等について、記入してください 

駐車場 

形式別の 

台数 

1．屋外平面置き （   ）台 

2．屋外機械式  （   ）台 

3．自走式立体  （   ）台 

4．その他    （   ）台 

駐車場 

使用料の使途

1．修繕積立金 

2．管理費 

3．修繕積立金と管理費の両方 

4．その他 

または または
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問 16．これまでの大規模修繕の実施について、記入してください 

1．実施している（  回・直近実施年      年） 2．今後実施する予定（       年頃） 

   3．していない                    4． わからない 

 「1.実施している」と回答された方のみ、問17～問19にお答えください 

問 17．過去の大規模修繕工事等の履歴の保管状況について、記入してください 

1．全てある   2．一部しかない   3．ない

問18．大規模修繕の実施内容について、記入してください（あてはまるものすべてに○印） 

１．外壁改修 ５．給排水設備の改修（          ） 

２．屋上防水 ６．外灯・廊下灯・非常灯など照明器具の取替え 

３．鉄部塗装 ７．消防設備の改修（           ） 

４．窓サッシや玄関扉の改修 ８．その他（               ） 

問19. 大規模修繕にかかる費用の調達について、記入してください（あてはまるものすべてに○印） 

   1. 修繕積立金を利用した         2. 臨時に修繕費用を徴収した 

   3. 借入金によって調達した        4. その他（                ） 

問20．管理組合員名簿、居住者名簿について、記入してください 

1．どちらもある  2．管理組合員名簿のみある  3．居住者名簿のみある  4．どちらもない

問21．各名簿の内容の確認について、記入してください 

1．行っている →（  ）年に 1回   2．行っていない 

問22．マンションで加入している保険について、記入してください（あてはまるものすべてに○印） 

1. 火災保険            2. 地震保険                            3. 個人賠償責任保険 

4. 施設賠償責任保険  5. その他（                    ）     6. 加入していない 

問23．マンション住民による高齢者の見守りについて、記入してください 

1．行っている  2．行っていない 

問24．地域の組織（社会福祉協議会・自治会・町内会）への加入について、記入してください  

1. 各戸で個別に加入している   2. 管理組合で地域の組織に加入している  

3. 管理組合単独で組織を形成している 
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問 25．維持・管理に関する情報収集について、記入してください 

1．マンション管理センターへの登録  2．管理組合団体への加入  3．管理関係定期刊行物の購読 

4．インターネット等による情報収集  5．組合員・居住者等との情報交換  6．行政窓口等の利用 

7．その他（               ）  8．特に何もしていない 

問26．マンション管理の適正化の推進のため、令和 4年4月から適切な管理運営を行うマンションの管理

計画を認定する制度として「尼崎市マンション管理計画認定制度」を創設しておりますが、制度へ

の認知・関心について、記入してください 

期待できる効果：区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる 

        適切に管理されたマンションとして、市場において評価される 

        適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持 

        向上につながる 

（認定のメリットとして、住宅金融支援機構の「フラット35」及びマンション共用部分リフォーム融資の金 

利引下げの対象となる） 

・マンション管理計画認定制度を知っていますか 

 1. 知っている   2. 知らない 

・マンション管理計画認定制度への関心 

1. 認定に向けて検討している   2. 関心がある   3. 関心はない 

  ・3. 関心はないと回答された方のみ、その理由をお答えください 

  1. メリットが少ない   2. 認定基準のハードルが高い   3. 手続きが面倒 

  4. 必要性を感じていない 5. その他 

問 27. 管理組合の活動を円滑に行うための工夫やマンションの資産価値を維持・向上させるための独自の

取組があれば記入してください  

問 28．マンションに関する以下の支援施策等をご存じですか（それぞれ、いずれか１つに○印） 

【補助や助成について】 

１．利用したこ

とがある 

２．知っているが 

利用したことはない 

３．知らない

① 分譲マンション共用部分バリアフリー化助成事業 

1．

ａ.独自で実施済 

ｂ.建築当初から整備済 

ｃ.手続きが面倒 

ｄ.資金不足 

ｅ.必要性を感じていない 

ｆ.その他（       ）

3．

分譲マンションの共用部分のバリアフリー化工事

に要する費用の一部を助成しています

（例）・管理規約を改正し、メールによる議決権行使を可能とした。

・管理組合で美化活動など環境への取組を実施している。
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② 簡易耐震診断推進事業 

1． 

ａ.独自で実施済 

ｂ.耐震性がある 

ｃ.手続きが面倒 

ｄ.資金不足 

ｅ.必要性を感じていない 

ｆ.その他（       ）

3． 

③ 住宅耐震改修促進事業 

1． 

ａ.独自で実施済 

ｂ.耐震性がある 

ｃ.手続きが面倒 

ｄ.資金不足 

ｅ.必要性を感じていない 

ｆ.その他（       ）

3． 

【支援やアドバイスについて】 

1．利用したこ

とがある

２．知っているが 

利用したことはない

３．知らない

①分譲マンションアドバイザー派遣事業 

1． 

ａ.別途相談先がある 

ｂ.手続きが面倒 

ｃ.人数(3 人以上)が揃わな

い 

ｄ.必要性を感じていない 

ｅ.その他（       ）

3． 

【情報提供について】 

1．利用したこ

とがある 

２．知っているが 

利用したことはない 

３．知らない

① マンション管理セミナー 

1． 

ａ.既に知識がある 

ｂ.時間がない 

ｃ.必要性を感じていない 

ｄ.その他（       ）

3． 

問29. 尼崎市分譲マンションアドバイザー派遣事業の利用意向はありますか 

※派遣を希望される場合は後日改めて尼崎市住宅政策課からご連絡いたします 

問 30. 尼崎市のマンション施策についてご要望等ありましたら、ご自由にお書きください 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築着工した住宅

に耐震診断員を派遣し、調査・診断を行います

マンション管理に関するセミナーを実施していま

す。令和３年度は動画配信型セミナーを実施して

います

管理組合の勉強会等へのマンション管理に関する 

専門家の派遣を希望しますか 

※参加予定人数が3人以上の場合に利用できます。 

≪希望する場合≫ 

相談内容もご記入ください 

1. 希望する

希望する

相談内容

2. 希望しない

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築着工した住宅の

耐震改修計画の作成、耐震改修工事等の実施に要

する費用の一部を助成しています 

※令和4年度からは新規受付を停止しています

管理組合等の勉強会等に、マンション管理士・一

級建築士等の専門資格者を無料で派遣し、適正

管理に向けた相談・支援を行います（年度内５回

まで）
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問 31．お住まいのマンションでは、現在、どのような課題があると思われていますか 

（※ 回答者ご自身があてはまると思われる項目のうち、 

現在問題となっているものすべてに○，以前問題であったが解決したものすべてに◎ 

を記入してください） 

Ⅰ．管理組合活動に関わる問題 

組合の運営方法 管理運営の方法等の相談先がない 

役員の選任方法、担い手の不足 組合活動の停滞、管理に無関心 

住民の高齢化による管理の困難さ 区分所有者の不在（賃貸化や空室化） 

管理費・修繕積立金の滞納 管理費・修繕積立金の不足(増額) 

分譲会社・建設会社とのトラブル 管理会社・管理員とのトラブル 

周辺の管理組合とのつながりの不足 

Ⅱ．住まい方等に関わる問題 

ペットの飼育 ゴミの出し方 

共用廊下等への私物の放置 バルコニー等の使い方 

住戸専有部分の改装 上下階、隣住戸間の騒音等 

居住者間の価値観やライフスタイルの違い 近隣住戸とのコミュニケーション不足 

駐車場の不足、不正な駐車 駐車場の空き区画の発生 

自転車置場やバイク置場の不足 災害時の備蓄等の対策 

防犯対策や不審者対策 周辺の近隣住民とのトラブル 

Ⅲ．建物に関わる問題 

外壁劣化など建物の老朽化 修繕工事の暇疵（欠陥・欠点） 

設備の老朽化・不便 大規模修繕の実施 

地震時の安全性 
バリアフリーとなっていない 
（エレベーターがない） 

火災時などの避難の安全性 
バリアフリーとなっていない 
（スロープや手すり等がない） 

増改築・建替えの実施 

Ⅳ．その他の問題＜あれば記入＞  

■ 以上でアンケートは終わりです。ご記入ありがとうございました。

(↓記入) (↓記入)

(↓記入) (↓記入)

(↓記入) (↓記入)


