マンション関連支援制度等（Ｒ３年度）

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

マンションの管理適正化・再生円滑化に向けた令和3年度予算 ①概要

【令和3年度予算】
ﾏﾝｼｮﾝｽﾄｯｸ長寿命化等ﾓﾃﾞﾙ事業
17億円（対前年度1.00倍）
ﾏﾝｼｮﾝ管理適正化・再生推進事業 2.01億円（対前年度1.34倍）

既存住宅ストックの管理適正化等による有効活用・既存住宅流通の活性化を推進するため、今後急増する高経年マ
ンションについて、適切な維持管理を促進するとともに、改修や建替え等によるマンションの円滑な再生を図る取組
への支援を強化し、ソフトとハードの両面から、老朽化マンションへの総合的な取組を促進する。
現状・課題

マンションストック総数は約675 万戸

築40 年超のマンションは今後20 年で3.9 倍に増加

（令和２年末時点・推計）
ストック戸数
［右目盛り］
新規供給戸数
［左目盛り］

ソフト支援

ハード支援

マンション管理適正化・再生推進事業

マンションストック長寿命化等モデル事業

管理組合の活動を後押しする取組みを行う法人を支援すると
ともに、地方公共団体等が実施する管理適正化・再生に関す
る先駆的な取組みをモデル事例として支援を行う。

老朽化マンションの再生検討から長寿命化に資する改修や
建替え等を行うモデル的な再生プロジェクトへの支援を行う。

○地方公共団体等によるマンションの管理適正化・再生に係る事業
（マンション管理の実態調査、再生に向けた規制の合理化の検討等）
【事業主体】地方公共団体等
【補助率】定額（限度額1,000万円／団体 等）
○マンションの新たな維持管理適正化・再生推進に係るモデル事例と
なる事業
【事業主体】管理組合の活動を支援する民間事業者等
【補助率】定額（限度額1,000万円／団体 等）
○老朽マンションの建替え等の専門家による相談体制の整備等

○事業立ち上げに向けた調査・検討
【事業主体】民間事業者等 【補助率】定額（限度額500万円／件）
○先導的なマンションの長寿命化改修等
【提案要件】
・計画期間25年以上の長期修繕計画を策定している等、適正に管理さ
れているマンションであること
・マンション管理に関する計画等を策定する自治体管内であること 等
【補助対象】長寿命化に資する先進的な工事等
【補助率】国１／３
【事業主体】民間事業者等

成功事例・ノウハウを収集・分析し、全国の地方公共団体・管理組合等への普及・定着を図る。
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マンションの管理適正化・再生円滑化に向けた令和３年度予算 ②マンション管理適正化・再生推進事業
令和３年度予算額：201,000千円【非公共】
※事業期間：令和元年度～３年度

現状・課題

【築後４０年超の分譲マンション戸数】

◆築40年超のマンションは現在の92万戸から10年後には約2.3倍の214万戸、20年後には約4.2倍の385万戸となるなど、
今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込み。

今後２０年で
約４．２倍に

◆老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が困難な
マンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題
◆令和２年通常国会において、老朽化マンションの管理適正化や再生を促進するための改正マンション法が成立。
事業概要

◆全国のマンションに共通する高経年化や区分所有者の高齢化等に伴う課題の解決を促進するため、地方公共団体や管理組合等によるマンションの管理適正
化・再生の
ための先進的な活動について支援を行い、成功事例・ノウハウを収集し、全国への水平展開を図る。
◆マンションの適正な管理・再生の円滑化を図る環境を整備するため、各主体への制度の普及・周知等を行う事業を支援する。
＜事業のイメージ＞
支援対象の活動内容
①マンションの新たな維持管理適正化・再生推進
○ マンション管理の効率化を図るための技術導入などモデル事例への支援
○ 空き家・所有者の高齢化など新たな課題に対応したモデル事例への支援
○ 新型コロナウイルス感染症拡大への対策を目的としたIT活用等のモデル事例への支援 等

全国のマンション管理
組合・区分所有者

②地方公共団体等によるマンションの管理適正・再生推進
○ 地方公共団体等が実施するマンション管理の実態調査への支援
○ 地方公共団体等が行う、修繕積立金・長期修繕計画等の水準を適正化するための支援
○ 地方公共団体等が実施するマンションの再生に向けた規制等を合理化するための支援

③老朽マンションの建替え等の専門家による相談体制等の整備
○ 弁護士等による建替え、敷地売却、敷地の分割等の相談

④制度の普及・周知活動等

事業主体
①③管理組合の活動を支援す
る取組みを行う法人
②地方公共団体又は地方公共
団体と連携する法人・団体
④民間事業者等

補助率
①②（補助率）定額
（限度額）１事業主体あたり1,000万円
※複数の自治体を対象に行う場合、１自治体あたり1,000万
円／年
③（補助率）定額
（限度額） １事業主体あたり1,500万円
④当該事業の実施に要する経費以内の額
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マンションの管理適正化・再生円滑化に向けた令和３年度予算

③マンションストック長寿命化等モデル事業

民間事業者等からの提案 【２タイプ（計画支援型／工事支援型）で公募】

令和３年度予算額 １７億円
【事業期間 令和２～６年度】

有識者委員会で審査・採択

計画支援型［事業前の立ち上げ準備段階］

先導性の高い長寿命化等に向けた事業を実現するための必要な調査・検討等への支援
■事業要件（以下の要件を満たすこと）
・ 区分所有者が10人以上であり、耐用年数の２分の１を経過していること
・ 原則として、当該事業完了後、速やかに、長寿命化等の事業実施の提案を行うこと
■補助対象
長寿命化等に向けた事業を実現するための必要な調査・検討経費
■補助事業者 民間事業者等 ■補助率 定額（500万円／件 ※事業実施期間は、最大３年間）

先
導
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施

工事支援型［長寿命化等の工事実施段階］
老朽化マンションの長寿命化に向けて、先導性が高く創意工夫を含む改修等への支援
■事業要件（以下の要件を満たすこと）
ⅰ）対象マンションの要件
・ 25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定していること
・ 修繕積立金額が長期修繕計画額と概ね一致しているもしくは計画より余裕があること
・ 区分所有者が10人以上であり、耐用年数の２分の１を経過していること
ⅱ）提案内容の要件
・ ライフサイクルコストの低減につながる長寿命化改修であること。
情報公開を行い、事例集への情報提供に
協力すること。
・ 新たな技術の導入や工期短縮に資する工法の工夫があること。
ⅲ）地方公共団体が関与する要件として、マンション管理に関する計画や条例等を策定している（策定見込みを含む）
自治体で行われる事業であること。
■補助対象
調査設計計画費、長寿命化に資する工事のうち先進性を有するものに要する工事
■補助事業者 民間事業者等
■補助率
１／３
事業の成果等を広く公表することで、老朽化マンションの長寿命化・再生への取り組みの広がりや意識啓発に寄与

※長寿命化工事を行うことが不合理なケースとして有識者委員会で認められた場合は、建替も補助対象となる。

3

採択プロジェクトの例（マンションストック長寿命化等モデル事業）
計画支援型
マンション名

竹山団地
（所在地：神奈川県）

提案者

団地再生事業協同組合
（ﾏﾝｼｮﾝ再生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

竣工年（築年数）

1971年（築49年）

形式／階数／総住戸数

団地型／4階／32戸

工事支援型（長寿命化改修工事）
マンション名

ヴェルビュ麻生
（所在地：北海道）

提案者

株式会社ベルハウジン
グ（施工業者）

竣工年（築年数）

1996年（築24年）

形式／階数／総住戸数

単棟型（２棟）／11階／
133戸

工事支援型（建替工事）
マンション名

習志野台11街区住宅
（所在地：千葉県）

提案者

相鉄不動産株式会社
（買取再販業者）

竣工年（築年数）

1968年（築52年）

形式／階数／総住戸数

団地型／5階／210戸

提案概要
既存マンションの上部増築によるサービス付
き高齢者向け住宅の導入に向けた検討
【評価のポイント】
・高齢者の自立生活が可能な居住環境の提案
・マンション上部増築、地域開放の施設整備等の
ハードの先導性・独自性
・専門家活用による区分所有法等の関係法規の整
理、行政協議などの実務的な課題整理等の提案

提案概要
災害時の停電に備えた防災・減災対策の改修
工事
【評価のポイント】
・マンション全体の防災性能を向上させる提案
・給水方式を直結増圧方式に変更し、非常用発電
機の接続、受水槽跡に防災備蓄倉庫を設置する
ことによる防災対策

提案概要
郊外団地における敷地分割による建替え、地
域貢献機能の導入
【評価のポイント】
・敷地分割によるマンション建替えと戸建ての保
留敷地を確保した建替え計画の提案
・隣接の大規模公園（広域避難場）と連携した地
域貢献機能の導入、公園との一体的利用
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建替え等に係る支援制度

①優良建築物等整備事業（マンション建替タイプ）
社会資本整備総合交付金等にて支援

市街地環境の整備改善や、良好な居住環境の確保を図るため、老朽化マンションの再生を推進する。
下線部はR3予算による改正箇所

【事業要件】

【要除却認定基準】マンション建替え円滑化法（令和2年6月改正）
① 耐震性が不足するもの
② 外壁等の剥離及び落下により被害の生じるおそれがあるもの
※1 マンション建替法に基づく事業は、300㎡以上（H30～R４の特例措置） ③ 火災時に大きな被害が生じるおそれがあるもの
④ 給水等の配管設備の劣化により著しく衛生上有害となるおそれ
従前建物： 要除却認定基準に適合する共同住宅
があるもの
区分所有者10名以上
⑤ 高齢者等の移動上又は施設の利用上の安全性の向上を図る
必要があるもの

地
域： 三大都市圏 等
敷地面積： 概ね1,000㎡以上 （三大都市圏は500㎡以上）※1

従後建物： 地上３階以上、耐火建築物又は準耐火建築物

50㎡/戸以上（単身の場合は25㎡/戸以上） ※2 ※2マンション建替法に基づく事業は、都道府県知事が別に定める基準によることができる。
延べ面積の2分の１以上を住宅の用に供すること ※3 ※3マンション建替法に基づく敷地売却決議を経た事業は、適用しない。

空地面積： 法定空地率＋15～20％以上 ※4

※4 マンション建替法に基づく事業は、適用しない（H30～R４の特例措置）

決議要件： 区分所有法62条1項の規定による建替え決議、マンション建替え円滑化法108条の規定による
マンション敷地売却決議若しくは区分所有者全員の総意による建替え決議又はこれに準ずる措置 等
適正管理の要件：建替後のマンションにおいて、計画期間を30年以上に設定した長期修繕計画を作成し、長期修繕計画に
適切な修繕積立金の額が設定されるものであること。（なお、地方公共団体のマンション 管理適正化推
進計画等において、異なる定めがある場合は、それによることができる。）

【交付対象事業費】

＜マンション建替えの事例イメージ＞

調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費

【国費率】
１/３ 長期優良住宅の整備を含む建替えの場合は、２/５に引上げ
（ただし、地方公共団体が補助する額の１/２以内）

従前

従後
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建替え等に係る支援制度

②都市再生住宅等整備事業

〇密集住宅市街地の整備やマンション建替事業等の施行により、住宅を失い住宅に困窮することとなる
従前居住者のために住宅を整備・供給する事業に対して、その費用の一部を助成する。
■対象事業
・住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型、拠点開発型、街なか居住再生型）
・市街地再開発事業、土地区画整理事業
・公的賃貸住宅の建替等事業、マンション建替事業、マンション敷地売却事業 等
■支援内容
○整備に係る助成 国 １／２
公共建設型
・設計費、土地整備費、建設・改良費
○家賃に係る助成 国 １／２
・契約家賃と入居者負担基準額の差額
・激変緩和措置（従前家賃と入居者負担額の差額）
※密集住宅市街地整備型の重点整備地区に
おける公社が整備し管理する住宅に限る。

○整備に係る助成 国、地方 各１／３
民間建設型
・設計費、土地整備費、共同施設整備費
○家賃に係る助成 国、地方 各１／２
・契約家賃と入居者負担基準額の差額
・激変緩和措置（従前家賃と入居者負担額の差額）
※密集住宅市街地整備型の重点整備地区に限る。
○整備に係る助成 国 ２／３
・設計費、建設・改良費、土地整備・用地取得費
○家賃に係る助成 国 １／２
・従前家賃と契約家賃の差額に対する激変緩和措置（５年間）

特定公共建設型
※住宅戸数密度70戸／ｈａ以上及び
換算老朽住宅戸数割合５割以上の場合

移転が必要な住宅
移転

(低･未利用地)
道路拡幅

従前居住者用住宅（都市再生住宅）
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建替え等に係る支援制度

③住宅金融支援機構のまちづくり融資

＜融資条件（概要）＞
Ⅰ．短期事業資金
＜相談窓口＞
１．融資率上限 対象事業費の100％
住宅金融支援機構
２．融資金利
0．58％ （注）R３.８.１現在
マンション・まちづくり支援部
資金交付時の金利が適用
マンション・まちづくり融資グループ
３．返済期限
建物竣工後２年以内で機構が設定した返済期日
４．担保
原則として土地・建物に機構のために第１順位の根抵当権設定等
５．保証
十分な保証能力のある保証人が必要となる場合あり
Ⅱ．高齢者向け返済特例（購入資金）
１．融資対象者
＜事業の流れと融資の対応＞
・借入申込時に満60歳以上
・ご自身が居住する住宅を建設・購入する者
・全ての借入金の年間合計返済額÷年収
≦30％（年収400万円未満の方）、
≦35％（年収400万円以上の方） 等
２．融資限度額
・保証ありコース：2,000万円か保証機関※が設定する
保証限度額のいずれか低い額
・保証なしコース：5,000万円か機構による担保評価額
のいずれか低い額
３．融資金利 （注）R３.８.１現在
・保証ありコース：0．99％
・保証なしコース：2．77％
融資申込み時の金利が適用
４．返済方法 利息のみ毎月返済
元金はお亡くなりになった時に一括して返済
５．担保
土地・建物に機構のために第１順位の抵当権を設定
６．保証
保証ありコースの場合、機構が承認している保証機関※の保証が必要
※R３.８.１現在、機構が承認している保証機関は（一財）高齢者住宅財団
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建替え等に係る支援制度

④防災・省エネまちづくり緊急促進事業

防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した、質の高い施設建築物等を整備す
る市街地再開発事業等に対し、国が特別の助成を行うことにより、事業の緊急的な促進を図る。

【対象事業】
•市街地再開発事業
•優良建築物等整備事業
•地域優良賃貸住宅整備事業
•住宅市街地総合整備事業
•防災街区整備事業
•都市再生整備計画事業の交付対象事業
•地域住宅計画に基づく事業の交付対象事業
•認定集約都市開発事業
※その他、住宅部分については地域要件等あり

（
【支援イメージ】
他建
設
の工
共
３％、５％、７％
補
同
事
助
施
費
対象事業の
事
設
業
通常交付
整
の
国の直接支援
備
国 1/3等
対
費
地方 1/3等
象
外
）
土地整備費（除却費、補償費）

補助率

調査設計計画費

【事業概要】
＜必須要件＞
・ 高齢者等配慮対策（バリアフリー化）
・ 子育て対策（バリアフリー化、防犯性）
・ 防災対策（帰宅困難者支援［都市部］、
構造安全性）
・ 省エネルギー対策（省エネルギー誘導基
準への適合）
・ 環境対策（リサイクル性への配慮、劣化
対策）

【補助金額】
補助対象事業の建設工事費（他の国庫補助に係る補助
対象事業費を除く）に対し、要件の充足数に応じて、以下
の割合を乗じて得た額の範囲内とする。

＜選択要件＞
・ 防災対策（帰宅困難者支援［地方部］、
延焼遮断、津波に対する構造安全性、
雨水対策）
・ 環境対策（ライフサイクルコスト、都市
緑化、木材利用）
・ 子育て対策（遮音性向上、居住環境、
共働き世帯支援）
・ 生産性向上（ＢＩＭの導入）
・ 働き方対策（テレワーク拠点の整備）

必須要件
必須要件
必須要件

のみ
＋ 選択要件の１項目
＋ 選択要件の２項目

【適用期限】
令和７年３月３１日
まで
（令和９年３月３１日に
おいて完了しないもの
にあっては、同日後実
施される事業の部分を
除く。）

・・・
・・・
・・・

３％
５％
７％
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改修等に係る支援制度

①住宅・建築物耐震改修事業

◇住宅・建築物安全ストック形成事業 ＜社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の基幹事業（令和３年度予算）＞
住宅

※地方公共団体の補助制度については、住宅・建築物がある地方公共団体にお問い合わせください。

○耐震診断
・民間実施：国と地方で２／３
・地方公共団体実施：国１／２

○耐震診断
・民間実施：国と地方で２／３
・地方公共団体実施：国１／３

パッケージ支援（総合支援メニュー）

個別支援
○補強設計等
・民間実施：国と地方で２／３
・地方公共団体実施：国１／２
○耐震改修、建替え又は除却
建物の種類

交付率

建築物

○補強設計等＋耐震改修又は建替え）
耐震改修の種別
・密集市街地等
（防火改修含む）

交付額
（国と地方で定額）

１５０万円

・マンション

国と地方で１／３

・多雪区域

１２０万円

・その他

国と地方で23％

・その他

１００万円

○耐震改修、建替え又は除却
建物の種類

交付率

・避難所等の防災拠点 公共建築物：国１／３
民間建築物：国と地方で２／３
・多数の者が利用する
建築物
公共建築物：国11.5％
（3階建て、かつ、
1,000㎡以上の百貨 民間建築物：国と地方で23％
店等）

◇地域防災拠点建築物整備緊急促進事業（建築物耐震対策緊急促進事業） ＜令和３年度予算：国費140億円＞
○改正耐震改修促進法により、耐震診断の義務付け対象となる建築物等の耐震化に対し、重点的・緊急的に支援（令和５年度末まで）
・ 要緊急安全確認大規模建築物（ホテル・旅館、デパート等） ： 補強設計１／２、耐震改修１／３
・ 要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物、防災拠点建築物） ： 耐震診断１／２、補強設計１／２、耐震改修２／５
・ 緊急輸送道路沿道建築物等 ： 耐震診断１／３、補強設計、１／３、耐震改修１／３

◇耐震改修促進税制（住宅・建築物）
住 宅
○所得税（R3.12まで）
○固定資産税（R4.3まで）

耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額の１０％相当額（上限25万円）を所得税から控除
固定資産税額（120㎡相当部分まで）を１年間１／２に減額（特に重要な避難路沿道にある住宅は、２年間１／２減額）

建築物（耐震診断義務付け対象）
○耐震診断の結果報告を行った者が、政府の補助を受けて、H26.4.1～R5.3.31の間に耐震改修を行った場合、固定資産税額を２年間１／２に減額

◇住宅金融支援機構による融資制度
※金利は毎月見直します。最新の金利は住宅金融支援機構にお問い合わせください。

個人向け
○融資限度額：１，５００万円（住宅部分の工事費が上限）
○金利：償還期間10年以内0.79％ 、11年～20年以内1.23％（R3.8.1現在）

マンション管理組合向け（（公財）マンション管理センターの保証を利用する場合）
○融資限度額：融資対象工事費の10割
○金利：償還期間10年以内0.43％ 、11年～20年以内0.87％（R3.8.1現在）
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改修等に係る支援制度

②優良建築物等整備事業(既存ストック再生型)

老朽マンション等において、耐震やアスベスト対策に加え、バリアフリー化や省エネ化等の改修を行うことによ
り、現在の居住ニーズに合ったストックへの総合的な再生を支援する。
施行区域

補助対象

・全国を対象
・敷地に接する道路中心線以内の面積が概ね３００㎡以上
対象事業

下記①～⑤のいずれかの改修に伴う次の費用が対象
・調査設計計画の作成に要する費用
・共同施設整備費に要する費用

次の①～②のいずれかに該当する改修を行う事業を対象

① バリアフリー改修

①１０名以上の区分所有者が存するストック事業であり、60歳以上の
高齢者（同居する者がない者又は同居する者が親族等である者）
の居住する世帯の割合が５割以上のストックの改修であること

② 省エネ改修

②次のいずれの要件も満たし、かつ１０人以上の区分所有者が存す
る住宅・建築物 ストックで行われる改修
・官民連携の協議会が組織されていること
・都市開発方針、その他まちづくり計画に位置付けられた地区
対象建物要件

・住宅各戸において、床面積５０㎡以上、２部屋以上、台所、水
洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたもの
（ただし、上記対象事業①のものに限る。）

③ 維持管理対策改修
④ 防災対策改修

※ただし、耐震や吹付アスベスト対
策が未実施の場合は、該当す
る以下の改修の実施が必須
・耐震改修
・アスベスト改修

⑤ 子育て支援対応改修
事業着手期限

左記対象事業のうち、①に該当するものについては、
令和４年３月３１日までに着手した事業

事業イメージ

・地階を除く階数が原則３階以上
・耐火建築物又は準耐火建築物
・耐用年数の２分の１以上を経過していること
補助率

下線部はR３予算による拡充箇所

補助対象に対して国１／３、地方１／３、民間１／３
長期優良住宅の整備を含む場合は、国：2/5、地方：2/5、民間：1/5

バリアフリー改修として、エレベーターを設置

10

改修に係る支援制度

③マンション共用部分リフォーム融資（住宅金融支援機構）

１．制度の概要
マンション管理組合が行う共用部分のリフォーム工事等に必要な資金を貸し付ける。
２．融資条件
(１)対象者
マンション管理組合（法人格のない管理組合も借り入れ主体になることができる）
※一定の事項を定める管理規約が定められていること、マンション共用部分のリフォームをすることが総会で決議されている
こと、修繕積立金が１年以上定期的に積み立てられており、管理費等と区分して経理されていること等の要件を満たす必
要がある。
※管理組合が行う工事費の負担金として区分所有者が借りることができる。
（２） 融資限度額等
申込み
融資限度

マンション管理組合
融資対象工事費の10割
融資対象工事費の10割

返済期間

20年以内

20年以内

連帯保証人

(公財)マンション管理センター

区分所有者全員の所有する土地・
建物に抵当権を設定

なし

保証人
担保

区分所有者※1
工事内容に応じ
240～1,500万円/戸※2
20年以内
（年齢による最長返済期間の制限あり）
不要※3
当該区分所有者の所有する土地・建物に抵
当権を設定

※1 マンション管理組合が工事を行う場合で、区分所有者の方が一時金を負担するときに利用できる融資。
※2 区分所有者の方が負担する一時金の100％が上限。
※3 高齢者向け返済特例を利用する場合は(一財)高齢者住宅財団の保証が必要。

(３) 金利（金利水準はR3.8.１現在）※マンションすまい・る債を積み立てているマンション管理組合は、融資金利からさらに0.20％引下げ。
申込み

償還期間

10年以内
20年以内
10年以内
○区分所有者
20年以内
高齢者向け返済特例
○マンション管理組合※

耐震改修以外

耐震改修

０．６８％
１．０１％
１．０４％
１．３７％
０．９９％

０．４３％
０．８７％
０．７９％
１．２３％
０．７９％
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改修に係る支援制度 ④長期優良住宅化リフォーム推進事業

令和３年度予算：45億円

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資す
る性能向上リフォームや子育て世帯向け改修等に対する支援を行う。

事業概要
【対象事業】

○インスペクションの実施

以下の①、②を満たすリフォーム工事

○性能向上等

①インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること
②工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されること

○維持保全計画・履歴の作成

・耐震性
・維持管理・更新の容易性

○子育て世帯向け改修

・劣化対策
・バリアフリー性

・省エネルギー性
・可変性

○三世代同居改修

○防災性・レジリエンス性向上改修

【補助率】 １／３
【限度額】 １００万円／戸
○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合 ２００万円／戸
さらに省エネ性能を向上させる場合
２５０万円／戸
○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額のほか、
５０万円／戸を上限として補助
○若者・子育て世帯が工事を実施する場合、または既存住宅を購入
し工事を実施する場合は、上記の限度額に、５０万円／戸を加算

効 果
○ 良質な既存住宅ストックの
形成

○ 既存住宅流通・
リフォーム市場の活性化

○子育てしやすい
生活環境の整備

等
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建替え等に係る関連税制 ①マンション建替事業
■転出者（区分所有者） ■継続居住者（区分所有者）
に係る特例
に係る特例

マンション建替事業(マン建法)
＜マン建法第102条第2項第1～3号＞

・組合の非収益事業所得に係る課税の非
課税化

■マンション管理者等からの申請に基づき、特定行政庁が耐震
性不足等を認定

（【国】法人税 【地】法人住民税、事業税、事業
所税）

※特定要除却認定を受ければ組合に係る不動産取得税の
税制特例の対象となるよう要望。

・組合の資産の譲渡等の時期、仕入税額
控除、申告期限の特例

特定要除却認定(耐震性不足等の認定)
・1,500万円控除（※やむを
得ない事情で転出する場
合）
（【国】所得税、法人税 【地】個
人住民税、法人住民税、事業
税）

■区分所有者及び議決権の各４／５以上の多数で決議
■再建建物の設計、費用の概算額、費用の分担、再建建物の区
分所有権の帰属を決議

・売渡請求により組合が事業不参加者から
取得する建物、土地の権利に係る課税の
非課税化
（【国】登録免許税）

マンション建替組合の設立認可
＜マン建法第９条、第17条＞

■決議合意者の３／４以上の同意で認可申請
■デベロッパーも組合に参加（参加組合員）

（【国】所得税、法人税 【地】個
人住民税、法人住民税、事業
税）

反対区分所有者への売渡し請求 ＜マン建法第15条＞

・1,500万円控除（※やむを
得ない事情で転出する場
合）

・長期譲渡所得に係る軽減
税率（長期譲渡所得金額
2,000万円以下の部分 本
則15％→特例10％）及び
重課免除

（【国】消費税 【地】地方消費税）

建替え決議 ＜区分所有法第62条＞

・長期譲渡所得に係る軽減
税率（長期譲渡所得金額
2,000万円以下の部分 本
則15％→特例10％）及び
重課免除

（【国】所得税、法人税 【地】個
人住民税、法人住民税、事業
税）

■組合に係る特例

■反対区分所有者から組合が時価で買取り

権利変換計画の決定・認可
＜マン建法第55条～第58条、第64条、第75条、第80条＞

・権利変換による権利変動に
ついて、従前資産の譲渡が
なかったものとみなす
（【国】所得税、法人税 【地】個人
住民税、法人住民税、事業税）

（【国】所得税、法人税 【地】個
人住民税、法人住民税、事業
税）

■反対区分所有者から組合が時価で買取り
■申出による転出者は期日までに組合から補償金を取得
■居住者は期限までにマンションを明渡し

権利変換期日＜マン建法第70条、第71条、第74条＞
■施行再建マンションの敷地に係る権利は、新たに当該権利を与
えられるべき者が取得
■施行マンションの権利は施行者に帰属

建替事業
＜マン建法第97条、第98条、第100条、第101条＞

※やむを得ない事情で転出する場合
（a）施行マンションが、都市計画法上の地域地区の用途制限につき既存不
適格であることにつき、施行者が審査委員の過半数の同意を得た場合

■都道府県知事等は、マンション建替事業の施行の促進を図る
ために必要な措置を命令すること等ができる

清算・組合の解散
（b）施行マンションにおいて居住若しくは事業を営む者又はその同居同一生
計者が、老齢又は身体上の障害のため、施行再建マンションにおいて生
活又は営業することが困難となることにつき、施行者が審査委員の過半
数の同意を得た場合

・売渡請求により組合が取得する建物・土
地に係る課税の非課税化（耐震性不足
（等）の認定を受けた建替事業に限る）
（【地】不動産取得税）

・権利変換手続開始の登記の非課税
・売渡請求・買取請求により組合が権利変
換計画反対者から取得する建物・土地の
権利に係る課税の非課税化
（【国】登録免許税）

・売渡請求又は買取請求により組合が取得
する建物・土地に係る課税の非課税化
（耐震性不足（等）の認定を受けた建替事
業に限る）
（【地】不動産取得税）

・権利変換による土地の権利変動に係る課
税の非課税化
（【国】登録免許税）

・権利変換期日における権利の帰属に
より組合が取得する建物に係る課税の非
課税化（耐震性不足（等）の認定を受けた
建替事業に限る）
（【地】不動産取得税）

＜マン建法第38条第１項第３号、第85条＞

■マン建法第84条の確定額と権利変 換計画に記載されている
従前資産の価額とに差額があれば清算を実施
■事業の完了により、組合は解散
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建替え等に係る関連税制 ②マンション敷地売却事業
■転出者（区分所有者等）に係る特例

マンション敷地売却事業

■組合に係る特例

特定要除却認定(耐震性不足等の認定)
＜マン建法第102条第2項第1～3号＞

■マンション管理者等からの申請に基づき、特定行政庁が耐震
性不足等を認定

買受計画の認定＜マン建法第109条＞
■マンションの買受け・除却、代替住居の提供・あっせ
んを内容とする買受計画を、買受人（デベロッパー）
が都道府県知事等に申請

マンション敷地売却決議＜マン建法第108条＞

・1,500万円控除（※一定の要件を具備する場合）
（【国】所得税、法人税 【地】個人住民税、法人住民税、事業
税）

・長期譲渡所得に係る軽減税率（長期譲渡所得金額
2,000万円以下の部分 本則15％→特例10％）及び重
課免除
（【国】所得税、法人税 【地】個人住民税、法人住民税、事業
税）

・1,500万円控除（※一定の要件を具備する場合）
（【国】所得税、法人税 【地】個人住民税、法人住民税、事業
税）

・長期譲渡所得に係る軽減税率（長期譲渡所得金
額2,000万円以下の部分 本則15％→特例10％）
及び重課免除
（【国】所得税、法人税 【地】個人住民税、法人住民税、事業
税）

・補償金について、目的に従って資産移転等の費用
に充てた金額を総収入金額に算入しない課税の
特例
（【国】所得税 【地】個人住民税）

■区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各４／５
以上の多数で決議
■売却の相手方、売却代金、分配金の算定方法を決議

マンション敷地売却組合の設立認可
＜マン建法第120条＞

■決議合意者の３／４の同意で都道府県知事等に認可申請

反対区分所有者への売渡し請求＜マン建法第124条＞
■反対区分所有者から、組合が時価で買取り

分配金取得計画の決定・認可
＜ マン建法第140条、第141条、第151～153条、第151条＞

（【国】法人税 【地】法人住民税、事業税、事業所税）

・組合の資産の譲渡等の時期、仕入税額控除、申
告期限の特例
（【国】消費税 【地】地方消費税）

・売渡請求により組合が事業不参加者から取得す
る建物、土地の権利に係る課税の非課税化
（【国】登録免許税）

・売渡請求により組合が取得する建物・土地に係
る課税の非課税化
（【地】不動産取得税）

・分配金取得手続開始の登記の非課税
（【国】登録免許税）

■区分所有者は権利消滅期日までに組合から分配金を取得
■担保権付きの区分所有権に係る分配金は、区分所有者に支
払わずに供託し、担保権者が物上代位できることとする
■借家権者は期日までに組合から補償金を取得
■居住者は期日までにマンションを明渡し

権利消滅期日＜マン建法第149条＞
■組合がマンションと敷地の権利を取得

除却等の実施＜マン建法第113条＞
■買受人がマンションと敷地を買受け、除却等を実施

※一定の要件を具備する場合
マンションが耐震改修促進法に規定する通行障害既存
耐震不適格建築物（緊急輸送道路等の避難路沿道で耐
震診断の義務づけがされている建築物）に該当し、認定
買受計画にマンションが新たに建築される旨の記載があ
る場合。

・組合の非収益事業所得に係る課税の非課税化

・権利消滅期日における権利の帰属による建物・
土地の権利変動に係る課税の非課税化
（【国】登録免許税）

・権利消滅期日における権利の帰属により組合が
取得する建物・土地に係る課税の非課税化
（【地】不動産取得税）

組合の解散＜マン建法第137条第１項第３号＞
■事業の完了により、組合は解散

買受人が新たにマンション等を建設
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建替え等に係る関連税制 ③敷地分割事業
■継続居住者（区分所有者）に係る特例

敷地分割事業

■組合に係る特例

特定要除却認定(耐震性不足等の認定)
＜マン建法第102条第2項第1～3号＞

■マンション管理者等からの申請に基づき、特定行政庁が耐震
性不足等を認定

敷地分割決議＜マン建法第115条の4＞
■特定団地建物所有者及び議決権の 各４／５以上の多数で
決議
■除却マンション敷地となるべき土地の区域、敷地分割後の土
地等の帰属、団地内の駐車場等の敷地分割後の管理及び
使用に関する事項等を決議

敷地分割組合の設立認可＜マン建法第168条＞
■決議合意者の３／４の同意で都道府県知事等に認可申請

敷地権利変換計画の決定・認可
＜マン建法第189条～第191条＞

・組合の非収益事業所得に係る課税の非課税化
（【国】法人税 【地】法人住民税、事業税、事業所税）

・組合の資産の譲渡等の時期、仕入税額控除、申
告期限の特例
（【国】消費税 【地】地方消費税）

・敷地権利変換手続開始の登記の非課税
（【国】登録免許税）

■除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、敷地
権利変換期日等を敷地権利変換計画に定める

・敷地権利変換による権利変動について、従前
資産の譲渡がなかったものとみなす
（【国】所得税、法人税 【地】個人住民税、法人住民税、
事業税）

敷地分割の実施（敷地権利変換・清算）
＜マン建法第201条、第203条、第205条＞

■敷地権利変換期日において、分割実施敷地持分、担保権等
は原則として分割実施敷地持分に対応して与えられる除却敷
地持分等に移行
■除却敷地持分等とこれに対応する権利として有していた分割
実施敷地持分等とに差額があるときは、組合は清算をしなけ
ればならない

敷地権利変換の登記＜マン建法第204条＞
■敷地権利変換期日後遅滞なく、分割実施敷地につき、敷地権
利変換後の土地及びその権利について、組合が必要な登記
を申請しなければならない

・権利変換による土地の権利変動に係る課税の非
課税化
（【国】登録免許税）

組合の解散＜マン建法第186条第1項第3号＞
■事業の完了により、組合は解散

分割実施敷地等において老朽化マンションの再生
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都市再生機構 （ＵＲ） 業務の特例
【法105条の２関係】

都市再生機構が、ＵＲ賃貸の建替え等で蓄積してきた経験・ノウハウ等を活用し、
除却の必要性の高いマンションの再生のためのコーディネートを実施。
マンションの課題
・区分所有者の高齢化、非居住化により、建替え等の合意形成が困難
・マンションの建替え等の経験・専門的知識を区分所有者は有していない

0%

20%

40%

60%

管理費・修繕積立金等の収入が不足する

34.1%
65.9%
64.1%

管理組合役員の担い手がいなくなる

ＵＲの特徴

22.4%
27.8%

マンションの資産価値が下がる

・UR賃貸の建替えや再開発等の経験により、関係者間の機運の醸成、意
見集約、権利調整、事業スキームの構築等に関する経験・ノウハウが豊富
・公的機関としての中立性・公平性

32.9%
40.7%

総会の運営や集会の決議が困難になる

30.6%

マンションの維持・修繕が困難になる

41.0%
44.7%
39.2%

防災・防犯上の安全性が下がる
その他

80%

24.7%

7.6%
3.3%

現在問題（N=170)
将来危惧（N=273)

【出典】平成28年度マンションの更新手法及び合意形成に係る調査

マンション再生にＵＲの経験・ノウハウ等を活用

ＵＲのマンション再生コーディネート業務（調査、調整、技術の提供）
準備段階
○居住者の意向調査
○意見調整、集約

事業化検討段階
○事業のスキーム検討
○再生計画案の作成
○関係者の合意形成支援
○民間事業者の誘導方策
の検討

事業実施段階
区分所有者の
取組をURが支援

○事業実施の支援
・組合の運営支援
・事業計画等の作成支援
・権利変換計画等の作成支援
・工事発注支援
等

要除却認定
マンション等

再生マンション

※ＵＲは、管理組合等から委託を受けコーディネート業務を実施

16

マンション管理・建替え等の無料相談
マンションの管理、維持・修繕に関する相談

マンション建替えやマンション敷地売却等に関する相談

マンションの管理、維持・修繕に関するご相談は、
（公財）マンション管理センターへ

マンションの建替えやマンション敷地売却等に関するご相談は、
住まいるダイヤル（（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター）へ

【東京本部】 ○管理組合運営、管理規約等のご相談
…

０３（３２２２）１５１７

○建物・設備の維持管理のご相談
…

０３（３２２２）１５１９

【大阪支部】 ○マンションの適正な管理についての相談等
…０６（４７０６）７５６０
日常の管理組合運営や建物・設備の維持管理等に関して困ったこと、
分からないこと等について電話、面談、メール等によりご相談をお受
けし、マンション標準管理規約やマンション管理に関する法令等を参
考にして、公平・中立的な立場でアドバイスさせていただきます。
受付時間：９：３０～１７：００（土日祝休日、年末年始除く）
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