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ペット、騒音、修繕…。 
マンションには 

モンダイがいっぱい！ 



は　じ　め　に  

　　本書は、都市型の居住形態として定着の進むマンションについて、管
理組合の運営やトラブルの解決の参考としていただくため、財団法人マン
ション管理センターや社団法人北海道マンション管理組合連合会など幅広
い協力を得て作成したもので、平成14年10月の発行以来、セミナーの教材
などとして活用してきました。 
 
　今回の増刷にあたっては、平成15年6月に改正された区分所有法や、新
たに公表されたマンション標準管理規約などの中から、特に注意が必要と
思われる部分を抜粋し、追加資料として編纂しました。 
　本書が、本道におけるマンション管理組合の運営の一助となれば幸い
です。 
 

平成18年9月　　　　　　　　 
北海道建設部住宅局建築指導課 

この冊子に掲載した事例は、全国の複数の事例を参考として、資料と
して編集したものであり、特定のマンションの事例ではありません。 



そんな皆さんのお役に立てればと、 
マンションでよく起きる問題をまとめました。 
 
　日頃マンションの管理に携わっており、悩みを抱えて困っている方に少し
でも解決のためのヒントを提供できたらという思いで本書を作りました。他
のマンションではどうやって問題を解決しているのか、その事例と事例を通
した分析から自分のマンションで起きている問題の解決につながる糸口を
見つけていただければと考えています。 
　マンションの問題はそれぞれのマンション固有のものです。ただ読むだけ
でなく、この本をきっかけに理事会で話し合ってください。そして自分たちの
マンションの問題を解決するために行動してください。また、例えうまくいか
なくてもその失敗を教訓にまたねばり強く解決へ努力してください。皆さん
のマンションの問題が解決して、入居者全員が幸せに快適に生活できるよ
うになることが願いです。 

う～ん、 
問題を解決するヒント 
どこかにないかなぁ… 



管理運営のためのヒント編 

本書の使い方 

　管理トラブル編ではペット問題や騒
音問題など、多くの管理組合が困っ
ているであろう主要なトラブルごとに、 
   ①成功や失敗の事例 

d 
   ②事例を通した解決の糸口 

d 
   ③解決のポイント 

d 
   ④関連判例・法令・資料など 
という構成で書いています。 
　トラブルの事例の中で自分のマンシ
ョンと似たようなトラブルがあれば、そ
の事例とその解決の糸口を読んで参
考にしてください。また、重要なことで
すが、一つの事例だけでなく、ぜひ、
全ての事例とその解決の糸口も読ん
で参考にしてください。トラブルを解決
するためには、一つのやり方だけでな
く全体を見通してみるとより有効な解
決方法が見つかると思います。 

　管理トラブルへの対応や大規模修
繕に関する多くの事例を通していえ
るのは、「管理組合を適正に運営す
ることが全ての基本である」ということ
です。 
　管理トラブル編、大規模修繕編を
読みながら、居住者相互あるいは居
住者と理事会との良好な関係づくり
が必要だと気づいたら、ぜひ、この編
を読んで、理事会で相談して実践し
てください。きっと問題解決に役立つ
はずです。 

　大規模修繕では、工事の実施に至
るまでの一般的な流れに沿って、 
     ①成功や失敗の事例 

d 
     ②事例を通した成功への糸口 

d 
     ③成功へのポイント 
という構成で書いています。 
　大規模修繕を計画または実施して
いる皆さんが、うまく修繕をなしとげら
れるよう、具体的なノウハウとして整
理しています。 

管理トラブル編 大規模修繕編 

う
ち
に

近い
のはどれかな？
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ペット 
　マンションにおけるペットの問題は、騒音や滞
納の問題と並んで、解決が難しいと言われています。
その難しさと、解決の糸口を、以下の３つの事例
から学んでみましょう。 

　Ａマンション（80戸）の原始規約では、「小鳥・金魚などを
除き、いかなる小動物も、飼育を禁止する。」と定めていた。 
　1期目の理事だったＢさんは、一部の人たちが入居時から
そのルールを守らずにネコを飼っていることを気にかけてい
たが、具体的にペットで困っているという声が聞こえてこなか
ったので、あえて目くじらを立てることもないと、静観していた。 
　ある日「隣の人がベランダで飼い猫のブラッシングをする
ので、窓からネコの毛が入り込んでくる。私はアレルギーの
ためにくしゃみが止まらない。規約ではペット禁止になって
いるのだから、入居者にルールを守らせるよう徹底して欲しい。」
という苦情が理事会に寄せられた。 
　理事会は早速この件について何度も協議し、飼い方の
ルールをどんなに細かく決めたとしても、アレルギーを訴えて
いる方への被害をなくすことはできないとの結論を出した。
そして定期総会で「入居者全員が最低限度、規約というル
ールを守らないと、集合住宅では仲良く暮らすができない。」
と、全員に説明。さらに、2期目の理事長になったＢさんが先
頭に立って各戸を廻り、ペットを飼わないようにお願いして
歩いた。 

　中には、泣く泣くペットを手放した人、またペットと共にマン
ションを出た人、苦情を言ってきた人もいた。苦情を言ってき
た人には理事会の考え方を説明したうえで、あまり強行に進
めるとマンションの中がぎくしゃくするので、すこし時間がほし
いともお願いした。こうしてほぼ2年かかって、ペットゼロのマ
ンションになった。それから20年間、このマンションではペット
のトラブルは一度もなく、暮らしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　Ｃマンション（70戸）のモデルルームで、営業マンにペットに
ついて問い合わせたときのことをＤさんは今も覚えている。
というのは、これまで5年ほど住んだマンションで、隣家のペッ
トのにおいに悩まされていたからだ。原始規約にも、小鳥・金
魚などを除き、ペットを飼うことはできないと明記されており、
今度こそ、終の棲家として安心して暮らせると思い、このマ
ンションを購入した。 
　しかし、完成して入居が始まると、エレベーターの中で子
犬を抱いている姿をみかけるようになった。さらに腕で抱えら
れぬような大型の犬を堂 と々連れて歩いている入居者を見
かけて、Ｄさんは不安と怒りに胸が震えた。 
　たまたま管理組合設立総会で理事長に選ばれたＤさんは、
最初の理事会の席上で、ペット禁止の規約をきちんと守るよ
う全戸に呼びかける提案をした。ところが、理事の２人がペッ
トを飼っており、分譲契約のときに営業マンから子犬程度な
ら飼っても良いと言われたと言い出す始末。いきなり規約を
振りまわすのではなく、まずアンケートをとって住民の意識調
査をしたらどうかなどの意見が出た。 
　理事会の中で話し合えば話し合うほど、ゆくゆくはペットを
容認するように規約を改正しようという考えに傾き、規約を
守ることが共同生活の最低限のルールだと主張するＤさん
はしだいに孤立していった。 
　Ｄさんは購入時に規約を守ると誓約して印鑑を押したに
もかかわらず、ペットを飼っている身勝手な住民に対しても、
そうしたことを棚に上げて自分たちの都合で規約を改正しよ
うとする理事会にも希望を失い、理事長の職を辞して、この
マンションも引き払おうかと、奥さんと話している。 
 

事例1
ペット禁止のマンションで、 

2年がかりでペットゼロを実現 

事例2
ペット禁止のマンションで、 

理事会多数がペット容認へ傾き理事長が孤立 
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　Ｅマンション（75戸）で5期目の理事長に就任したＦさんは
入居当時から小型犬を飼っている。原始規約では「他の入
居者に迷惑をかけない範囲で、小動物の飼育は可能」とな
っていたからだ。きちんとしつけて、他人に迷惑をかけてい
ないと自負している。しかし、先の定期総会の席上で、エレ
ベーターに動物の臭いがこもっていたり、廊下に動物の毛が
落ちていて気になるという発言があり、その場は管理会社
にきめ細かな清掃を依頼するということで落ち着いたものの、
これは理事会の課題になるぞと心配になった。 
　そこで、さっそく入居者カードにならって、動物飼育カードを
作成し、実態調査をおこなった結果、何らかの動物を飼育し
ていたのは12戸に及んだ。 
　次に、ペットを嫌う人たちからもアンケートを求めたところ、
ふだんは目にすることのなかったさまざま不愉快な思いがつ
づられていた。吠えるのがうるさい、大型犬が恐ろしい、所か
まわず放尿させるのは常識がない、前庭での放し飼いはマ
ナー違反など、多くの苦情が書かれていた。これに驚いたＦ
さんはこのまま放置すると、マナーを守らない一部の飼育者
のために、ペット全面禁止の方向に向かうのではないかとい
う危機感を覚えた。 
　当初、Ｆさんは「規約」で縛るのではなく、できれば「マナー」
という柔らかい表現でこの問題を解決しようと試みた。そこ
で彼はペットを飼っている全員を集めて緊急集会を開き、こ
の問題を自助努力で解決しないと、将来ペット飼育ができな
くなると訴えた。 
　何度も何度も話し合いがもたれ、ペットを不愉快に思って
いる人を招いて話を聞き、ペット飼育細則の例を取り寄せて、
みんなで勉強会を開いた。その結果、やはりみんなが納得
できる「動物飼育細則」を作ろうという方針が打ち出された。 
　Ｆさんが理事長を辞職してからも、「ペットクラブ」を設置し
て地道に活動を続けるうちに、マナーの悪かった一部の飼
育者も、飼い方に気をつけるようになり、苦情も少しずつ減
りはじめた。さらに２年を費やして、ようやく飼育細則ができ
あがり、その説明会を開いてから、総会で承認された。細則
の内容は、飼育者にとってたいへんに厳しいものになって
いるが、それは押しつけられたものでなく、自らを律するため
に課したのだと、Ｆさんは満足している。 
　それにともなって、次の総会で管理規約も修正する予定で、
「ペットの飼育は別に定めるペット飼育細則を守るという誓

約書を提出した場合のみ、理事会が許可する」という内容
で検討が進められている。（ペット飼育細則の一部を、この
章の最後に収録） 
 
 

　２例とも、管理規約では、小鳥・金魚以外の飼育を禁じて
いたにも関わらず、当初からペットを飼う人がいたので、その
問題をどうするかということで理事会で話し合っています。 
 
　事例１の場合は、ネコを飼っている人がトラブルを発生さ
せている人で、ネコの毛にアレルギー反応をする人がトラブ
ルで悩んでいる人です。それに対して、理事長と理事会は、
この問題に対して第三者の立場でどう解決したら良いのか
を話し合い、Ｂさんは理事長として冷静に判断し、いったん
決断したら２年もかけてペットがいなくなるまで説得を続けて
います。ペットを飼っている人が、ペットと共にマンションを出
ていくという痛みと引き替えに、長い期間にわたって大きな
幸せを得たと言って良いのかも知れません。 
　マンションの中に、アレルギーで困っている人がいて、理事
会はその人を助けるために働いたからこそ、マンションの皆さ
んに支持されたのではないでしょうか。 
 
　一方、事例２の場合は、ペットで悩んでいる人は理事長
本人だと言えます。しかも、理事会の中にはペットを飼ってい
る人もいます。こうなると、理事会での話し合いは、当事者ど
うしの話し合いに終始してしまい、第三者の立場の人がい
ないために、そこで結論を出しても残念ながら説得力に欠け
る場合があります。 
　Ｄさんは、マンションから出て行こうかとまで悲観していま
すが、むしろ理事会を離れたほうが、ペットで悩んでいる人
の立場からの主張がきちんとできるのではないかと思われます。 
　アンケート調査をすれば、Ｄさん以外にも、ペット飼育を苦々
しく思っている人がたくさんいるかも知れず、理事会で多数
を占めているペット容認派は、マンション全体としては少数か
もしれません。事例２は、その意味でもトラブルが解決したわ
けではなく、これからの理事会の運営では、マンション全体
の意見を把握しながら客観的な判断をしていくことが必要
になります。 
 
　事例３では、反対にペットを飼っている当事者のＦさんが
理事長というケースです。 
　このマンションは、もともと小動物の飼育が可能となってい

事例3
迷惑をかけなければペット飼育が認められているマンションで、 

自主的にペット飼育細則を作成 

解決の糸口 

　事例１と事例２では、ペットを禁止する規約を持った
マンションで、それぞれの理事長が同じような判断を
したにもかかわらず、正反対の結果になっているよう
に見えます。 

この違い
は、 

いったいどこに原因がある
のか、考えてみましょう。 
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解決のポイント 

PO
INT

ますから、他人に迷惑をかけているかどうかが、トラブルの争
点になっています。 
　Ｆさんは、アンケートや、意見交換会を通して、一貫してペ
ットを嫌いな人たちの声を集めることに意欲を燃やしています。
その意味で、第三者の立場でこの問題を解決しようとして
いることがわかります。「迷惑をかけない」ということがどうい
うことなのか、じっくり話し合ったと思われます。 
　できあがった飼育細則は、ペット飼育者にとってかなり厳
しい内容になっているようですが、ペットを飼いたい人と、ペ
ットが嫌いな人が、どちらも気持ちよく暮らせるようにという願
いが込められています。 
 
  それでは、ペット問題についてポイントをおさらいしてみまし
ょう。 
　最近はペット飼育を認める新築マンションも建てられてい
ますが、これまでの多くのマンションではペット禁止もしくは、
小動物のみ飼育可能という規約が多いようです。 
　これに対し、マンションで勝手にペットを飼う人が増えてい
るという現実があります。 
　つまりペット問題とは、「管理規約が守られない」というこ
とに尽きます。 
　ペットの飼育について争った判例を見ますと、「ペットは飼
い主の生活や生存に必要不可欠なものではない（盲導犬
は例外）」という考え方が基本にあるようですが、この考え方
そのものに疑問を持つ人もいるでしょう。 
　東京都が平成6年に策定した「動物飼育モデル規定」の
中には、「最近では、犬、猫などが、人生の伴侶動物（コンパ
ニオン・アニマル）として、人の生活を精神的に支える不可
欠の存在となっている事例も見られるようになりました。また、
高齢化が進行し、核家族が増加するなかで、人と動物の絆（ヒ
ューマン・アニマル・ボンド）も重要であるという考え方が都民
の間に芽生えてきています。さらには、老人医療や心理療
法において動物たちが役立っており、動物を介した人の心
の健康づくり（アニマル・セラピー）という、新たな評価も得て
います。」と書かれています。 
　一方でネコの毛でアレルギー反応を起こす人がいることも
事実ですから、そうした人たちの意見をきちんとくみ取って
合意形成しなければなりません。 
　 
　こうしたことを踏まえて、まず、マンションでペットを飼ってい
る人がどれくらいいるのか、それによってどんな問題が起こ
っているのか、また飼い主の意識はどうかという実情を、「ア
ンケート調査」などで把握することが大切でしょう。 
　そのマンションの実態をきちんと理解したうえで、ペット飼
育者の会などをつくり、ペットの種類や飼い方を検討し、たと
えば「一代限りの飼育を認める」などのさまざまな妥協案も
含めて、十分に時間をかけて議論することが必要です。そ
の結果、具体的な解決策が個々のマンションで違ってきます。 
　マンション全体の合意を得るまでに、時間をかけることも大
切なポイントです。方針を決定するまでに何度も話し合いを
持つという「手順」と「時間」のいずれも欠かすことができま
せん。ペットの飼育を禁止するにせよ、認めるにせよ、理事

会からいきなり総会に議案書が提案され、多数決で結論が
出されるようなことがあると、内部にしこりが残りますし、そうし
て決められたルールは、空文化して実効性を失うでしょう。 
　マンションの実態に合わせてペットの飼育を認める規約に
変えるのか、あくまで規約を守ってペット禁止を明確に打ち
出すのか、最終的に選択肢は二つしかありません。 
　そして、ルールを決めたらみんなでそれを守るという基本
的な合意ができさえすれば、トラブルの芽を完全に摘むこと
ができます。 
 
 
 
 
 
１．理事会は、第三者の立場で問題の解決に当たる 
２．ペット飼育とペット被害の実態を把握する 
   （ペット名簿の作成、ペットに関するアンケートなどを実施） 
３．理事会または、ペット委員会をつくってルールを検討する 
４．決めたルールを全員が守るという合意を得られるまで十
分に時間をかける 

５．飼育細則、管理規約を総会で決議する 
６．ルールを決めたらきちんと守る 
 
 
 
（飼い主の守るべき事項） 

第３条　飼い主は次に掲げる事項を守り、ペットを適正に飼育しなければ

ならない。 

（１）基本的な事項 

ア．ペットの飼育は専有部分に限るものとし、ベランダ等共用部分では飼

ってはならないこと。 

イ．専有部分以外で、ペットにえさや水を与えたり排泄をさせないこと。 

ウ．ペットの鳴き声や悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。 

工．住居を一日以上、留守にするときは、ペットを置いていかないこと。 

オ．ペットは、法定予防注射や登録の義務を確実に行うこと。 

カ．犬には必要な「しつけ」を行い、飼い主がコントロールできること。 

　特に、ムダ吠え、噛み癖、抜け毛、運動不足によるストレスには注意す

ること。 

キ．犬、猫には不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うように努めること。

　（以下略） 

 

（２）他の居住者等に配慮する事項 

ア．ペットの毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉

めるなどして、毛や羽などの飛散を防止すること。（専有部分以外では

行わないこと） 

イ．犬、猫が専有部分以外で万一排泄した場合は、適切な処理と衛生的

な後始末を行うこと。 

ウ．犬、猫を散歩させるときには、リードで引き、コントロールできる者が行う

こと。砂場、プレイロット内には、入れないこと。 

エ．エレベーター、廊下、階段等の共用部分では、ペットは抱きかかえ、また

はケージなどに入れ移動すること。 

オ．エレベーター、廊下、階段等の共用部分では、居住者、同乗者に迷惑

のかからないよう、消臭を含め、配慮すること。 （以下略） 

 

（飼育できるペットの種類） 

第６条　居住者が飼育できるペットの種類は、繁殖、売買を目的としない

もので次のとおりとする。 

「事例3のマンションのペット飼育細則」（一部） 
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（１）犬、及び猫。 

犬については、専ら、室内で飼育することを目的とした小型犬に限る

ものとする。また、その犬種本来の気性を充分理解したうえで飼うこと。 

（２）小鳥。（鶏、鳩など、鳴き声やフンで著しい迷惑を及ぼすものを除く） 

（３）小型観賞魚。 

（４）その他の小動物。但し、以下の条件を満たすものとする。（以下略） 

 

（飼育申請手続き） 

第８条　ペットの飼育を希望するものは、別に定める様式により事前に理

事会に飼育の申請をし、許可を得なければならない。（昆虫、金魚等は除く） 

ペットを飼い替える場合も同様の手続きとする。 

 

（飼育の許可） 

第１０条　理事会は、居住者から飼育の申請があった場合、第６条ならび

に第７条に基づいて、飼育の適否を、第４条に定めるペットクラブの意見

を求めた上で決定し、その結果を飼育申請者に通知しなければならない。 

 

（飼い主に対する指導、禁止等） 

第１３条　飼い主が、この細則に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷

惑をかけた場合、理事会がその飼い主を指導することができる。 

（１）犬の鳴き声に対して、苦情があった場合、器具の装着及び、手術等

の適切な処置を行うこと。 

（２）発情時における猫の鳴き声についても同様とする。 

２．理事会が度重なる指導を行ったにもかかわらず、間題が解決されない

場合は、管理組合はその飼い主に対し、ペットを飼うことを禁止するこ

とができる。 

３．ペットを飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど、速

やかに適切な措置をとらなければならない。 

４．飼育禁止の措置を受けたものが、一ケ月以内に飼育をやめないときは、

管理組合は建物の区分所有等に関する法律に基づき、適切な処置を

講じることができる。 

 

 

 

 

平成  3年12月  2日　横浜地方裁判所　一審 

平成  6年  8月  4日　東京高等裁判所　二審 

平成10年  3月26日　最高裁判所 

一審：犬の飼育を始めたときはペット禁止条項規約がなく、その後、ペット

禁止条項が定められ、この条項にもとづき飼育禁止を求めた事例において、

マンションでの犬の飼育禁止を定めたマンション管理組合の規約は、一

部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとは言えないとして、犬の

飼育禁止を命じた事例。 

 

二審：盲導犬のように飼い主の日常生活にとって不可欠など特別な事情

を除き、一般のペット飼育禁止は許されると判断した事例。 

 

最高裁：一、二審判決を支持し、ペットの飼育禁止条項の合理性を認め、

管理組合の弁護士費用の一部40万円の支払いを命じた事例。 

 

平成6年3月31日　東京地方裁判所 

　管理規約及び使用細則でペット飼育禁止が定められていたマンション

において、これに違反してペットを飼育していた区分所有者にペットクラ

ブを設立させ、その自主管理の下で当該犬猫一代限りで飼育を認める旨

を定めた総会決議に違反して新たに犬を飼育し始めた2名の区分所有者

に対して、その飼育の禁止と弁護士費用40万円の支払いを命じた事例。 

 

 

 

判例 

ペット問題解決の参考になるホームページ 
一 口 メ 

モ 

・東京都健康局　集合住宅における動物飼育モデル規程 
　http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/eisei/d_animal/model.html 
・堂 と々動物と暮らす 
　http://homepage2.nifty.com/k-kstudio/life.html 
・中高層共同住宅使用細則モデル（ペット飼育細則
例1、ペット飼育細則例2） 
　http://www.mankan.or.jp/

追加資料93ページ参照 
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　Ａマンション（築3年・60戸）で4月から今期の理事長になっ
たＢさんは、前期の理事会からの引継ぎで「管理会社がす
べてうまくやってくれるから、楽なもんだよ。」と言われて、緊
張していたものの少しほっとした。 
　毎月10日過ぎに、管理会社から前月分の「月次収支決算
報告書」が届くが、ちょっと眺めただけで気にも留めていな
かった。半年ほど経って、毎月中旬に開いている定例理事
会で、「実は、3カ月滞納されている方がいます。」と管理会
社から報告を受けた。 
　このマンションの管理委託契約では、毎月25日締めで翌
月分の管理費を徴収し、管理会社は翌月5日に入金確認を
行う。その段階で引き落としできなかった人には、機械的に「管
理費未納のお知らせ」を封書で発行する。理事会への月
次収支報告書には、未収金という名目で計上される。 
　その翌月も、同じような処理が続き、3カ月目になると、理事
会で状況を説明し、督促状を送るかどうか決めてもらい、督
促状を3カ月送ることになっている。管理委託契約によれば、
ここまでが、管理会社の仕事だという。 
　Ｂさんは、3カ月前の「収支決算報告書」に未収入金が計
上されていることを確認して、このときから滞納がはじまって
いたことを知った。Ｂさんは、「うちのマンションでの滞納者は
はじめてですか。」と管理会社担当に聞いたら、「たまたま残

高不足で引き落としできなかった例は何回かありますが、3
カ月連続で未収というのははじめてですね。」とのこと。 
　Ｂさんは、「督促状を発送して、回収に全力を尽くして欲しい。」
と管理会社に指示した。しかし、それから3カ月経っても、本人
からの入金は一度もなく、滞納額は6カ月分に増えたのである。 
　定期総会が開かれ、6カ月分の未収金について報告をす
ると、組合員のひとりが手を上げて「管理会社が長期間にわ
たって取り立てをせず、滞納額を膨らませたのは、明らかに
管理会社の落ち度だ。金銭的に管理会社の責任を追求す
べきだ。」と発言した。総会では、Ｂさん以下、理事は黙ってし
まい、管理会社が委託契約について説明しても水掛け論に
なり収拾がつかない。やがて、回収に協力しない管理会社な
ら取り替えるべきだという強硬な発言が出て、この問題につ
いては次期理事会での検討事項として何とかその場を納めた。 
　Ｂさん自身も、「何も自分が理事長の時に滞納者を出さな
くても、管理会社はプロなのに。」と管理会社の対応にいさ
さか不満が残っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　築3年目、80戸の理事長になったＣさんは、前理事長から
の組合業務引継のときに、滞納しているＤさんの名前をはじ
めて知らされた。 
　定期総会で4カ月分の滞納があることを決算書に明記され
ており、そのことについての質疑応答もあったが、その時はひ
とごとのように聞いていた。このマンションの管理委託契約では、
滞納が3カ月を超えると管理組合が請求することになってい
ることを管理会社から聞いたCさんは、重い気分になった。 
　管理会社に相談しながら、理事長の立場でDさんに手紙
を書いた。「延滞利息を含めて、管理費等の請求額が○○
○○円になっているが、いろいろ事情もあることだから、返済
方法について話し合いたい。まず理事長まで連絡が欲しい。」
という内容で、毎週ポストに入れても、読んでいる気配がなく、
一度も返事がないまま2カ月が経過した。 
　それからは、連日、時間帯をずらして電話をかけてみたが、
一度も電話に出ないうちに、「この電話は現在使われており
ません」というメッセージが流れるようになった。 
　Dさん宅は深夜になると部屋に明かりがついているような
ので、Ｃさんは最後通告の形でもう一度手紙を書くことにした。
－－－「管理組合規約では『６カ月以上滞納の場合、水道及び

滞　納 
　ペット・騒音と並んで、最も多い悩みは「滞納問題」
と言われています。滞納が発生すると、同じ屋根
の下に暮らす人に対して、催促する立場になり、
それが精神的な苦痛を生み出しているようです。 
　ここでは、事例をとおして、滞納という事態に
対して、管理組合が心がけるべきことを探ってみ
ましょう。 

事例1
滞納者から取り立てをするのは 

管理会社の仕事だと思いこんでいる管理組合 
事例2

滞納のために、 

多くの汗を流している理事長 
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灯油の供給を停止できる』となっています。間もなく滞納が６
カ月になりますので、○月○日までに○○円を支払わなければ
翌日から水道と灯油の供給を停止します。なお、水が必要な
場合は管理人室の共同水栓を自由にお使いください。」－－－ 
　確実に読んで貰えるように、封筒に入れてＤさん宅のドア
にセロテープで貼り付けた。 
　しかし、指定の期日になってもＤさんから音沙汰がなく、Ｃ
さんは理事会で水道と灯油の供給を停止するかどうか話し
合った。しかし、理事会では、「これから寒い季節に向かうのに、
万一にもＤさんの身になにかあったら取り返しがつかない。
規約には停止できると書いてあるが、停止するとは書いて
いないからもう少し様子を見よう。」ということになった。Ｃさ
んは万策尽きてこれからどうしてよいかわからなくなっている。 
　せめてＤさんと一度顔を会わせることができれば、少しず
つでも返済して貰えるような手だてを考えてあげたいと思っ
ているのだが・・・。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　Ｅマンション（築5年・60戸）では、昨年度の総会前まで10カ
月間滞納している不在区分所有者（ただしマンションと同一
市内に居住）がいたので、総会前に前理事長や管理会社の
社員など3名で「支払いのお願い」に行った。それまでも、口
先では「払う」と言いながら一向に払う気配がなく、この日も
態度に誠意が感じられなかった。その報告を受け、理事長と
監事が相談し、理事会を説得して総会議案書に「訴訟準備
のため理事長を代表者に指名する議案」を入れることにした。 
　訴訟準備の議案なので、当然、相手の氏名、住所、滞納額
を明らかにしなければならず、その議案書を見た組合員からは、「理
事会のゆきすぎ、名誉毀損にならないか。プライバシーの保護
に鈍感過ぎる。」と批判の意見も出た。しかし、匿名では訴訟
開始についての総会決議の有効性が問われるということで
押し切り、総会での長い議論を経て、やっとの思いで決議した。 
　滞納していた本人は管理組合が本気で訴訟準備をして
ることを知り、慌てて総会の前々日に全額払いこんだが、あ
いにく週末にかかっていたため、そのことを管理組合が知っ
たのは総会の終わった翌日だった。 
　理事会での激しい議論の上、訴訟まで考えた理事会は
ほっと安堵するとともに、あと１週間早かったら、名前を公表
することにはならなかったのにと話している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一番重要なことは、素早い対応です。できるだけ早期に
未納者に連絡することが滞納を作らない最善の方法です。 
 
　未納した組合員の中には、未納になっていることに気が
つかない人がいます。 
　例えば、管理費の徴収は口座からの引き落としが一般的
ですが、毎月の管理費がこれくらいだからと残高に気をつけ
ていても、他の支払が重なり１円でも請求金額に足りなくな
ると資金不足となって引き落とすことができません。こうした
組合員は「まさか」未納になっているとは思ってもいないで
しょう。こうした場合、未払いの連絡が遅くなると翌月の請求
が始まってしまい、支払いが追いつかなくなります。引き落と
されていないのですから、その分の残高はあるように考えら
れますが、そもそも勘違いがあるために、翌月には残ってい
ないのこともよくあります。限られた所得で生活しているわけ
ですからこのようなかたちで滞納がはじまることもあります。 
　また、滞納したことを知っている組合員さんは一般的に最
初のうちは「負い目」を感じていることが多いのですが、何度
も滞納しているうちに「負い目」が薄れ、当たり前になってき
ます。こうなってくると自主的に払おうという気持ちがなくな
っていきます。滞納で一番怖いのは「滞納に慣れる」ことです。 
　ですから、未納者への素早い対応がとても重要になります。
管理会社が最初の発見者ですから、何よりもまず、未納者
へ連絡を行わせることからその対応がはじまります。 
 
　事例１では、管理会社の対応にも疑問を感じますが、管
理組合の意識が管理会社任せであるとの印象も否めません。
滞納に対する管理方法はどうなっていたのでしょう。 
　管理会社の督促方法が督促状を発送するだけとは、そ
れは督促ではなく単なる連絡と同じです。督促状を発送し
ても、そのフォローがなければ効果は期待できず、督促状送
付も同じ内容のものではなく内容を変える必要があります。
　管理の主体は管理組合であり、管理組合の動きが督促
においても大きな影響を持っています。管理組合に自主性
と適切な管理体制がなければ、管理会社を替えることだけ
で滞納を解消することはできません。管理会社との委託契

解決の糸口 

　マンションという資産を守るためには、維持管理が
重要です。 
　区分所有法の１９条に、「各共有者は・・その持分
に応じて、共用部分の負担に任じ、・・」とあり、管理規
約にも区分所有者の費用負担が明記されています。
マンションの共用部分の維持管理には費用が必要で
あり、その管理費・修繕積立金を負担することは、自
分の資産を守るためでもあります。また、共用部分を
管理するのは、管理組合であり、最終的に管理費等
の滞納の回収にあたるのも、管理組合の責務です。 

滞納金回
収 

において
 

事例3
訴訟準備まで進めた結果、 

自主的に払ってくれた長期滞納者 
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約において督促時期、督促回数、督促方法、費用負担等を
明確にしておきましょう。 
　理事会業務として、役員が直接本人と面談することは大
きな効果があると思います。やはり同じ居住者からの督促は
心理的なプレッシャーになります。面談では、滞納金額を明
記した返済計画を書面でもらうようにしましょう。「債務の承認」
は時効が中断する効果があります。 
 
　ここで、時効の話をしましょう（ここでは、「快適なマンション
ライフを送るために－マンションの法律相談25例－　（社）北
海道マンション管理組合連合会」を参考にしました）。 
　滞納を放っておくと、時効により回収できなくなるおそれ
があります。債権の消滅時効期間は原則として10年ですが（民
法167条１項）、過去の裁判例をみると5年の時効期間が適
用されたケースがあります。したがって遅くとも5年以内に権
利を行使し、回収手続きを開始することが必要です。 
　時効期間は、管理組合が権利を行使することにより中断し、
中断の後、あらためて進みます。 
　時効中断の方法としては、以下の方法等が考えられますが、
ケースによって適切な方法が異なりますので、詳細につい
ては、法律相談等を活用しながら専門家に相談してください。 
 
 時効中断の効果がある方法の例 
①催告（単に支払ってくださいと請求すること）により、時効
は一応中断しますが、６カ月以内に訴訟を提起するなどの強
い手段を取らないと、効力を失います。配達証明つきの内
容証明郵便を半年毎に出しても、意味がないので注意が
必要です。 
②承認（滞納者が、滞納していることを認めること）は、滞納
者から、管理組合あてに、日付を明記して一筆入れてもらう
方法で、時効の中断に効果があります。一部支払いも承認
にあたります。（民法147条） 
③この他、管理費等を払えという訴訟を提起したり、支払い
督促の申し立てをする（民法149条、150条）。滞納者が破
産宣告を受けた場合に管理費等の債権の届出をしたり、滞
納者のマンションが競売手続きがなされている場合に、配当
要求をしたりすることによっても、中断します。 
 
　事例２は、滞納の管理方法の重要性を考えさせられる事
例といえます。 
　滞納管理では、その督促状況や期日の記録が理事会が
交替するときに役立ちます。 
　例えば、「口座からの引き落としにはならずいつも振込に
なる」、「督促状を出さないと入金にならない」、「月末には
払えない」、「友人である組合員さんが督促すると払う」等
記録を継続して残す事により滞納者の癖や状況の把握が
でき、効果的な督促方法が選択しやすく、督促することが容
易になります。何らかの事情により３ヶ月ごとの滞納を繰返
すような場合には、それを理事長が交替するごとに滞納者
本人が説明するのは、滞納者にとって気が重い事です。新
しい理事長に代わっても事情を理解してくれている安心感
があれば、交渉も違ったものになり、滞納している組合員も

素直に本音を話してくれるかもしれません。 
　事例２の場合、深夜に明かりがあるということは居住して
いることですから、何とか連絡を取りたいものです。管理会
社等にある顧客カードにある督促ルールに勤務先への連絡
を可とする場合は、勤務先にも連絡してみましょう。その場合、
理事長の個人名で行うと相手に対する配慮になります。また、
内容証明郵便や簡易裁判所による支払督促の送達（夜間、
休日も可）も勤務先に送付できるので検討しましょう。 
　新理事長は、滞納分を分割払いにしてでも回収を図ろうと
考えたようです。組合員の公平感に欠ける長期の分割でなけ
れば、「損して得取れ」の考えも成り立ちます。短期的には滞
納額が増えても、長期的にそれが回収できるような手だてを考
えるという意味です。これもひとつの回収手段だと思います。
管理費などの滞納はその組合員が入居している以上、長期
的な視野で対応する必要があります。最近では組合員の永
住志向も強くなり長期資産として考えるなら、子供の成長に伴
う学費の負担減や子供の就職による収入増により支払いが
可能になることもあり、将来の展望が見えてくるかもしれません。 
　区分所有法第8条では管理費等の債権は、特定継承人（新
たに購入した買主や落札者など）に対しても行うことができる
とあり、請求先を適切に把握するためには、物件の差押や競
売等にも注意が必要です。（注：規約等で管理費等としてあ
る費用が全て対象となるわけではありません。）場合によっ
ては滞納者の状況把握のために、法務局でマンションの登
記簿謄本を調べ、所有者などの確認を行うことも必要でしょう。 
 　なお事例２での留意点として、規約では「６ヵ月以上の滞
納の場合､水道及び灯油の供給を停止できる」となってい
ますが、慎重な対応が望まれますので、弁護士に相談した
ほうがよいと思われます。 
 
　事例３は、管理組合としての主体性を発揮した例です。 
　滞納督促に関与したくないと誰もがそう思います。しかし、
その対応の放置は滞納額を増大させ、問題を複雑にさせる
だけではなく、他の区分所有者に管理費等の負担に対する
モラルの低下を助長させてしまいます。どうしても管理費等
を払おうとしない組合員がいる場合、最終的には法的な措
置を行わなければなりません。区分所有法に、管理者は規
約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のた
めに原告又は被告になることができるとあり、そのことを区分
所有者に通知しなければなりません。この場合、滞納者の
名前が公表されることになりますが、長期滞納者への罰則
規定的な氏名の公表には、プライバシー、家族、子供への
影響などを勘案し、特段の配慮が必要と思います。 
　事例３の場合、理事会が直接本人に面談した効果はな
かったようですが、一般的には、直接面談できると督促効果
が大きいものです。 
　面談時の注意点として、以下のようなことが挙げられます。 
　　・話合いは、理事会役員複数（３名まで）で行う 
　　・感情的又威圧的にならないように最大限注意する 
　　・返済計画は状況によって無理のないように、しかし
　　　安易な妥協、約束は禁物 
　　・返済計画によっては連帯保証人をお願いする 
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　　・面談の目的のひとつは、滞納者の状況把握である
　　　 ことに留意する 
　　・一度での解決を望まず、何度でも面談できるように
　　　督促できる環境を作る 
 
　管理費滞納に関して下記のような法的措置があります。 
①支払督促・・債権者が簡単に少ない費用で時間をかけず
に法的に督促ができ、債務名義の取得と強制執行ができる
制度。なお、相手方から異議が出ると通常の訴訟に移行する。
一般市民でも対処でき、管理費等の滞納には活用しやすい。 
②少額訴訟・・一般市民の３０万円以下の金銭問題を簡易
迅速に安く解決できる制度。１回の期日で判決が出るので、
管理費等の滞納には活用しやすい。 
③訴訟・・・・請求債権９０万円以下なら簡易裁判所、９０万
円を超える場合は地方裁判所に提訴する。簡裁での対応
は一般市民でも十分可能だが、地裁は時間と費用はかかっ
ても弁護士へ依頼。（注：組合が払う弁護士費用などが組
合負担となる。ただし、相手方の滞納がひどくて訴訟を起こ
さざるを得なくなった場合は、相手方に弁護士費用を請求
できる場合がある。） 
④即決和解・・双方の合意が必要であるけれども、裁判所が
作った調書に基づいて和解するので滞納金の全額解決に
はならない可能性がある。 
⑤調停・・・・問題の円満解決の手段であるが、申立てても
相手方が出席しないことが多い。むしろ、訴訟を提起した方
がよい場合が多い。 
⑥先取特権・・債権を有する者が債務者の財産から優先的
に弁済を受けられる制度。抵当権、国税、地方税に次いで
優先権がある。区分所有法７条に規定がある。但し、競売に
なる物件は抵当権が設定されていることがほとんどなので、
実効性が乏しいことに注意が必要。 
 
※以上は、法的措置についての概略ですが、上記は組合
自ら申立できる措置なので滞納者の状況を勘案して、どの
法的措置を実行するかを決めなければなりません。 
 
 
 
 
 
１．連絡、督促は早期実行を心がける（ただし、行き違いに注
意する） 

２．管理会社がいつ何をしたかを確認できる報告書の形式
や対応の手順を定める 

３．滞納者の正確な状況把握に努める 
４．滞納の長期化に備えて、滞納の状況と組合の対応を記
した記録簿を作成する 
５．滞納督促に関するルールを組合員に広報する（法的措
置含む） 

６．理事会は、滞納がはじまったらすぐに滞納者と話し合って
支払いを促す 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成14年６月25日　札幌地方裁判所 

　建物の１階に居住し、灯油施設を特注でオール電化に変更した区分所

有者が、エレベーターの保守点検及び灯油供給施設管理を含め単に専

有面積のみを基準として算出した管理費が不当であるとして管理組合に

対し、管理費の一部の不払い等を要求した裁判に対して、エレベーター

及び灯油供給施設が共用部分となっていることを充分認識しているにも

かかわらず、オール電化を特注し１階を購入していることから、１審では区

分所有者の主張を退けた。この判決を不服として控訴した件について、１

審を支持し控訴を棄却した事例。 

 

平成13年６月５日　福岡簡易裁判所 

　管理組合が共用部分と各住戸の水道料金をまとめて水道局に支払う一括

検針方式になっているマンションで、その１室を購入した区分所有者が、前所

有者時代の賃借人が滞納していた水道料金約33万円の未納分についても

管理費と同様に新たな区分所有者が継承して支払い義務を負うとされた事例。 

 

平成11年11月24日　大阪地方裁判所 

　特別修繕費の未納者から区分所有建物を競売により取得し、さらに第三

者にこれを売却した中間取得者がその支払いを求められた事案において、現

況調査報告書等には特別修繕費の負担が記載されずに競売手続きが進行

しており、区分所有法８条を単純に適用すると買受人が不測の損害を被るな

どという中間取得者の主張を退け、中間取得者といえども区分所有法第８条

の責任を負うことを前提として、競売手続きにおいて共用部分の修繕費の未

納につき公示を欠くことによる不利益や負担は、本来債務者である前区分所

有者との間で解決すべき内部的な負担の問題で、管理組合法人に対して対

抗し得る事由ではないとして、中間取得者に特別修繕費の支払いを命じた事例。 

 

平成９年５月７日　福岡地方裁判所小倉支部 

　管理費の滞納状態が長期にわたって継続しているマンション一室の占

有者に対し、管理組合理事長らが管理費の支払いを求めて水道元栓を３

回にわたって閉栓するなどした行為が、理事長個人のみならず管理組合

の不法行為をも構成するとして、金10万円の損害賠償が命じられた事例。 

 

平成２年１月３０日　東京地方裁判所 

　マンションの管理会社が管理費を滞納した区分所有者に対して、管理

規約の規定に従い、約６か月間にわたり給湯を停止した行為に対して、区

分所有者は民法90条に基づき管理規約そのものが公序良俗に反して無

効であり、また停止行為も権利の濫用にあたるとした主張に対して、管理

規約自体は直ちに公序良俗に反するものではないが、給湯という日常生

活に不可欠のサービスを止めるにあたっては、滞納問題に解決について

他の方法をとることが著しく困難であるか、実際上効果がないような場合

に限って是認される旨を示し、本件は滞納の原因が管理会社の不適切な

対応にあり、充分な説明、話し合いを尽くさないまま給湯を停止したことは

権利の濫用であるとして管理会社に慰謝料30万円の支払いを命じた事例。 

中高層共同住宅標準管理委託契約書（昭和57年1月）
から抜粋 
 
（未収納金の取扱い） 
第10条　乙（管理会社）は、第3条第一号の業務のうち、
出納業務を行う場合において、甲（管理組合）の組合
員に対し未収納金の督促を行っても、なお収納するこ
とができないときは、乙はその責めを免れるものとし、そ
の後の収納の請求は甲が行うものとする。 
2　前項にかかわらず、甲は、当該未収納金に係る取
立てを、別途乙に委託することができるものとする。 

判例 

解決のポイント 

PO
INT

追加資料93ページ参照 
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騒　音 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　それまでの木造アパートを引き払い、8階建て50戸の新築
マンションを購入し、入居したＡさんは、さっそく、お向かいと
上下階の人たちに挨拶をして回った。 
　上の階に住むＢさんには、6歳と4歳の男の子がいるとの
ことで、「どきどき、元気が良すぎてご迷惑をかけるかも知れ
ませんが、よろしくお願いします。」と言われる。 
　下の階に住むＣさんは、高齢のご夫婦で、一日じゅう家に
いるとのこと。Ａさんは、「3歳と１歳の娘がいます。家の中で
走り回らないよう、気をつけますのでよろしくお願いします。」
と挨拶した。 
　暮らしはじめてみると、上の階からは、毎朝のように椅子
から飛び降りる「ドシーン」という音が聞こえるし、ときどきバタ
バタと走り回る音もかなり響くことに驚いた。鉄筋コンクリート
のマンションが、これほど音が伝わるとは想像していなかった。 
　数日後、下階のＣさんが厳しい顔で「少し、静かにしてもら
えませんか。」と言ってくる。驚いたAさんは、「申しわけあり

ません、どんな音がするんでしょうか。」と尋ねたら、「朝から
廊下を歩く音が、ドシンドシン響いて、とても落ち着いて寝て
いられません。」とのこと。 
　「そうですか、私の家でも上のお子さんの足音が聞こえま
すから、気をつけさせます。よく言って聞かせますが、まだ小
さいので、ご迷惑をおかけします。」と詫びた。 
　Ａさんは、その夜、マンション住まいなのだから家の中では
子供たちに少し我慢させて、屋外で思い切り伸び伸び育て
ることにしようと、夫婦で話し合う。 
　そのうち、日中少しでも子供が走ったりすると、階下から棒
のようなモノでゴツゴツと叩く音がするようになった。多い日は、
一日に10回も注意され、奥さんは子供たちと息を潜めて暮ら
すようになり、すっかり疲れて「もう、このマンションには住み
たくない。」と言い出した。 
　ある日、子供たちを寝かしつけて静かにしていたとき、上
の階でドシーンと椅子から飛び降りるような音がした。すかさず、
下の階から、ゴンゴンと突き上げられた。Ａさんは、すぐに下
の階に行って、事情を話そうとしたが、インターホン越しに、「朝
から晩まで、落ち着いて暮らせないこっちの身にもなってく
ださい。」と一方的に怒鳴られ、取り合ってもらえない。 
　Ａさんは、共同生活はある程度お互い様だと考えていたが、
こんなイヤな思いがこれからも続くなら、マンションを引き払お
うかと考えはじめている。上下階の組み合わせが、ちょっと
違っていたら、こんなに悩むことはなかったのにと、少し恨め
しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　新築間もないマンション（10階建て70戸）で、はじめての
理事長になったＤさんに、9階に住むＥさんから「楽器騒音」
の苦情が寄せられた。 
　「Ｅさんの上階に住むＦさんが、毎日のように午後から、と
きには夜10時過ぎまで、かなりの音量でピアノを弾いている
ので、とても落ち着いて暮らせない。直接注意したら角が立
つので、理事会から注意してもらえないか。」とのこと。 
　Ｄさんは、ひとりで対応すると感情的になる恐れがあると
考え、ピアノの音が聞こえている時間帯に、副理事長といっ
しょにＥさん宅を訪ねた。その結果、居間でもピアノの音が聞
こえ、ピアノを演奏していると思われる部屋の直下ではかな
りの音が伝わってきた。 

事例1
通常の生活音から起こる 

トラブル 

　マンションでトラブルになる騒音にはいくつか
の種類があります。その種類によって、対応策が
変わってきますので、最初に種類を特定すること
が重要です。さて、皆さんのマンションで起こっ
ているトラブルは、次に取り上げた事例のどれに
近いですか。 

事例2
楽器演奏など音楽にかかわる 

トラブル 
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　そのことを確かめてから、Ｆさんを訪ねたところ、Ｆさんの娘
さんは音楽系の専門学校に通う学生で、毎日最低3時間程
度は練習する必要があるとのこと。練習中は、ピアノの音が
よそのお宅でどの程度聞こえているのか、気になっていたと
のこと。 
　そこで、Ｄさんは、Ｅさんの許しを得て、ＦさんをＥさん宅に
連れて行き、娘さんの弾くピアノの音がどの程度聞こえてい
るか確かめてもらった。Ｆさんは、「こんなに響いているので
すね。申しわけありませんでした。すぐにピアノの専門店に
行って、音を防ぐ方法がないか相談してきます。」とＤさんに
謝った。 
　それから約２週間後、Ｆさんは防音工事の専門業者を頼
んで、ピアノ練習室を改修した。その結果、Ｅさん宅では、ピ
アノ練習室の直下でも、耳を澄まさなければ聞こえない程度
になり、円満に解決した。 
　理事会では、このケースは特殊だとしても、ピアノ等による
騒音問題を未然に防ぐための指針が必要だと考え、次のよ
うな「室内での楽器演奏等についてのマナー（案）」を策定し、
全戸に配布した。これ以後、いまのところ騒音のトラブルは
発生していない。 
　・夜9時から、翌朝9時までは、楽器等の演奏をしない 
　・楽器等の演奏をするときは、窓を完全に閉める 
　・演奏の場所及び音量は、他の居住者の迷惑とならな
いように配慮する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　築12年目、60戸のマンションで理事長になったＧさんに、6
階に住むＨさんから、「最近、上の階からウーンと唸る音がして、
気になって仕方がない。気になり出すと耳障りでイライラする。
調べて貰えませんか。」と相談が持ちかけられた。 
　Ｇさんは、マンションに住む１級建築士のＫさんに相談したら、
できる範囲で調べてくれることになった。 
　Ｋさんは、Ｈさん宅を訪問し実際に音を聞いてみて、騒音
源が何らかのモーター音に違いないと確信し、最初にエレベ
ーター機械室を調べたが、違うようだ。そこで、どんなときに音
がするか、Ｈさんに記録をつけてもらうことにした。 
　１週間後、おおよそ次のことがわかった。 

　・音が気になり出したのは、この２週間ほどである 
　・朝方から、日中にかけて気になり、夜間は音がしない 
　・必ずしも、毎朝音がするわけではない 
　・上のほうから聞こえてくる 
　Ｋさんは、これをもとに、Ｈさん宅の上階のお宅を順次尋
ねて、冷蔵庫・洗濯機・クーラーなどモーターを使う機器につ
いて聞き取り調査をした。その結果、2階上のＪさん宅で、や
や大型のクーラーを取り付けたことがわかった。そのスイッチ
を入れると、モーター音がコンクリートを伝わり、Ｈさん宅に届
くことが判明した。 
　電気工事店と相談し、クーラーと、取り付けた壁との間に
防振ゴムを挟み込むことで、この問題は解決した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　築8年目、50戸の中古マンションを手に入れたＬさんは、入
居の引っ越しの最中に下の階に住むＭさんから、話を聞い
て欲しいと言われた。 
　Ｌさんの前に住んでいたＮさんが２カ月前に居間の絨毯を
剥がして、フローリングに改修したとのことで、それ以来、あま
りの騒音のひどさにＭさんが床の復旧を申し入れたら、突然
引っ越してしまったとのこと。 
　たしかに、Ｍさん宅で話をしていても、いくら引っ越しとは
言え、とても耐えられないほどの騒音がする。これでは、Ｍさ
んが気の毒である。 
　Ｌさんは、内装工事を専門にしている友人がいるので、翌日、
さっそく相談してみた。 
　このマンションは、コンクリート床の上に、アジャスターフロア
という木製の置き床工法となっており、その上に絨毯が敷き
詰めてあり、木製床とコンクリート床の間に15センチほどの空
間がある。そこに給水・給湯・ガス・灯油の配管が走っている
構造とのこと。 
　友人の薦めで、その隙間にグラスウールのブローイングを
吹き込む工事をしてもらった。床の騒音が吸収され、もとの
絨毯床よりもたぶん静かになるとのことだった。 
　工事後、Ｍさんに確認すると、音が気にならなくなり、納得
してくれたので、この件は円満に解決できた。 

事例4
絨毯からフローリングに改修した場合の 

トラブル 

事例3
階をまたいで伝わる 

特殊な騒音トラブル 
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解決の糸口 

では、 
難しい騒音トラブルの解決方策を
事例を参考に探ってみましょう。 

　事例１の生活騒音の例では、最初にお互いが挨拶をし
ていますが、このことはとても大切です。子供さんの足音が
騒音源だとしても、日頃から顔をつきあわせていると、被害を
受ける側の気持ちが和らぐということがあります。昔の長屋
住まいでは、向こう三軒両隣りが仲良く暮らすことを心がけ、
薄い壁板一枚へだてたお隣さんともトラブル無く暮らせたの
ですから、そういう知恵をマンションに生かすことが必要です。 
　具体的には、子供の日や敬老の日などに、高齢者と子供
たちが顔を合わせる機会を設け、高齢者に子供たちの成長
を楽しみに見守ってもらえるような状況をつくるといった工
夫も考えられます。 
　この事例に限らず、生活騒音のトラブルはたいへんに解
決が難しく、これと言った決め手がありません。いくら暮らし
方に気をつけても、建物じたいに十分な遮音性能がなく、あ
る程度の音が伝わることが避けられないからです。この事例
の場合は、もう少し子供が大きくなるまでは解決は難しいと
思われますが、理事会が第三者の立場に立って提案できる
ことがあるかもしれません。なぜなら、下の階のＣさんは、２階
上のＢさんの発する騒音さえも、Ａさんが発していると思いこ
んでいます。このような誤解からトラブルになっているケース
は意外に多く、こうした場合は、公平な立場の人が仲介する
ことによって、少なくとも誤解だけは解くことができます。騒
音トラブルの解決を当事者まかせにしておくと、感情的にな
ってかえって問題がこじれてしまうことが多いので、できれば
複数の理事が間に入って冷静な話し合いの場を作ることが
大切です。 
　騒音で迷惑を受けているのはＣさんだけではないこと、つ
まり、マンションに住んでいる人は少なからず、騒音を感じな
がら暮らしていることを、Ｃさんに知ってもらうことが、解決へ
の第一歩になるでしょう。 
 
　事例２のように、長時間にわたって楽器を弾くというケー
スは、まれな例かも知れませんが、専門業者の防音工事に
よって解決できることを知っておいてください。 
　いずれにしても楽器などの音を出す場合は、事例のよう
に一定の時間帯を決めるなど、トラブルの芽を事前に摘む
工夫が必要でしょう。もっとも、みなさんが常識で判断して、
あえてルールを決めなくとも円満に暮らしているマンションも
たくさんあります。 
 

　事例３は、かなり特殊な騒音トラブルですが、この例のよ
うに真上の階から変な音がするとのことで調べてみたら、騒
音源は真上ではなく２階上で、そこからコンクリートを伝わっ
て響いてきていたということがよくあります。 
　屋上の避雷針が風で揺れている音が、下の階まで伝わり、
それがわからなくて、上の階に『うるさい』と言ったら、言われ
た方は何のことだと怒り出したという例もあります。こうしたこ
とから事例のように、騒音問題の解決には当事者以外の第
三者、たとえば理事会が間に入って騒音源を特定すること
が必要になる場合があります。 
　また、水槽室のポンプが発する振動や騒音をめぐってトラ
ブルになっている事例もあります。 
 
　事例４では、入居者が勝手にリフォーム工事をしたようで
すが、専有部分の改修工事をする際には、一定の書式で
理事会に申請して許可を得るように管理規約を定めている
マンションが増えています。 
　絨毯の床をフローリングに改修すると、コツコツという「軽
衝撃音」が伝わりやすくなることがあり、マンションによっては、
アトピー性皮膚炎などのやむを得ない事情がないかぎり、フ
ローリングへの改修を認めていないところもあります。 
　通常は、遮音性能がＬ－45等級以上の、音の伝わりにく
いフローリングを使えばリフォームを許可するなど、細則で決
めているところが多いようです。そうした規約のないマンショ
ンは、トラブル防止のために、規約の変更を検討することも
必要です。 
　ただ、カタログに表示された遮音性能は、ある条件での実
験データをもとに決められたものですから、マンションの個々
の条件によっても、また施工の仕方によっても、必ずしも表
示された性能を発揮できない場合があります。この点は、施
工店によく確認してください。 
　また、床のフローリング改修に限らず、リフォーム工事の際は、
工事騒音を発しますから、下の階を訪問して、工事の内容
を説明して納得してもらうことがトラブルの予防になります。 
 
　騒音の種類による解決の糸口を探ってきましたが、騒音ト
ラブルの解決にとって最も大切なことは、マンションというの
は予想外に音が伝わってしまうものだということと、上から音
が聞こえても、騒音源は必ずしも真上とは限らないということを、
マンションに住む皆さん全員が知っておくということです。 
　音の伝わり方は複雑ですし、騒音を発している人を決め
つけて一方的に責め立てることはできないということを周知
すると、トラブルを予防できることがあります。 
　また騒音で悩んでいる人が、「困っているのは、自分だけ
ではない」と気がつくと、苦痛が少し和らいだり、騒音を発し
ている人に悪意はないことがわかると、怒りが少し納まること
もあります。 
　そのために、入居者の懇親会を企画したり、理事会でアン
ケートを取ったりして、騒音の実態について、皆さんが話し
合っているマンションもあります。管理組合として、早い時期
にコミュニティづくりのための取り組みや、ルールづくりをす
ることが必要だと思います。 

　マンションの騒音問題は、事例2.3.4.のように、技
術的に解決できることはむしろまれで、生活騒音では
事例1のように、いったんトラブルになると、解決がた
いへん難しく、感情的にこじれてしまうと、修復するこ
とは困難です。 
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解決のポイント 

PO
INT

　 
　また、不幸にして騒音トラブルでこじれた場合、騒音で悩
んでいる人の苦痛は言うまでもなく、騒音を出すなと言われ
る人も気持ちよく暮らすことはできなくなります。そうなると、
当事者どうしでは、感情が先に立って解決が難しくなります。
この場合は、第三者が仲立ちし、話し合いの場をつくること
が解決の糸口になります。 
　もし理事会に相談を持ちかけられたら、まず、当事者の協
力を得て、騒音の状況の把握や、騒音源を特定することです。
そして、その結果をもとに、トラブルを解消するために当事者
を交えて話し合いをするよう説得することが重要です。場合
によっては、専門家のアドバイスを受けるよう提案することも
必要です。 
 
　また、騒音トラブルの判例もいくつかありますが、その騒音
が常識を越えるほどひどい音でない限り、長い時間をかけて
裁判で争っても、「受忍限度」（一口メモ参照）という判断
基準が壁になって、実際の解決につながらない場合があり
ます。 
 
 
 
 
 
１．マンションは意外に音が伝わりやすいことを、住民全員が
知るように工夫する 

２．そのうえで、必要に応じて最低限の居住ルールを決める 
３．騒音の発生源を特定し、騒音の状況を把握する（第三者
の立会が有効） 

４．トラブルになってしまったときは、当事者間では解決がつ
かないことが多いので、双方が信頼する第三者を立てて
話し合う場を設ける 

５．音の問題は、防音工事の専門業者に相談することで解
決できる場合がある 

６．専有部分のリフォーム工事は届け出制または許可制にして、
トラブルの芽をつむ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成10年１月23日　東京地方裁判所 

　直上階の区分所有者がフローリング床に改装したことによって、生活

騒音が発生しているとして、階下の区分所有者が起こした損害賠償請求

を受認限度内として棄却、あわせて、階下の区分所有者が行った直上階

区分所有者への抗議行動（３年間にわたって繰り返された短くて10分、

長くて１時間に及び天井を叩く行動、深夜あるいは早朝に抗議電話をか

け続ける、19回にわたってパトカーを呼ぶ）が暴力行為にあたるとして、階

下の区分所有者に対して200万円の損害賠償を命じた事例。 

 

平成８年７月３０日　東京地方裁判所八王子支部 

　絨毯張りだった床をフローリング床にしたことによって、騒音被害が従

前の４倍になったことを認定し、これが受認限度を超え不法行為を構成す

るとして階下の区分所有者に対し金75万円の支払いを命じたが、フロー

リング床の撤去、復旧工事の請求については「差し止め請求を是認する

ほどの違法性があるということは困難」として棄却した事例。 

判例 

受忍限度 
一 口 メ 

モ 

　被害の程度が、客観的に判断して社会通念上我慢
できるとされる限度のこと。 
　これを超えない程度の被害は、損害請求や差し止
めの請求が成立しないとされる。 
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　Ａマンション（築6年目・60戸）では、新築時に42戸分の平
面駐車場しか確保されておらず、当初から駐車場が不足し
ていた。駐車場の割り当ては、2年ごとに公開抽選会を行っ
て決めていたのだが、郊外型マンションのため、付近に空地
を利用した格安駐車場があり、当初は抽選にはずれてもさ
ほど問題にはならなかった。しかし、最近は、近隣の開発が
進み、空地が減ってきたため、駐車場所の確保がだんだん
難しくなってきている。 
　そのときに理事長だったＢさんは、道路の向かい側の土
地が売りに出されていることを知り、これ幸いとさっそく調査
してみたところ、18台は駐車できそうなことがわかる。 
　理事会の中に銀行マンがいたので、土地購入費・駐車場
造成費・不動産諸税・借入利息と、駐車場収入を20年分計
算したところ、10年ないし12年ほどで借入金が返済できて黒
字に転換するという予測。そこで、臨時総会を招集し、早速
取得を提案。「管理組合法人の設立、資金の借入れ、土地
の購入、駐車場の造成工事、新設駐車場の運営方法（規
約改正）」について、すべて3/4特別決議により議決された。 
　売り主から、結論を早く出して欲しいという要望があった
ため、理事会で発案してから、調査検討を経て、約30日後に

は総会決議に至ったというスピード審議だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　築4年目、50戸のDマンションは、駐車場が30台分しかない。
分譲時に、駐車場の専用使用権が永久にあると思って買っ
たEさんは、転勤で専有部分を賃貸することになり、駐車場
も一緒に使える条件で貸すことを理事会に申し出た。 
　規約には永久使用権を認めるような条項はないが、Ｅさ
んだけでなく、早い時期に分譲を受けた多くの人が永久使
用権があると思っている。理事会は、駐車場は共有資産で
あり、第三者へ賃貸するのなら明け渡してくれと申し出たが、
Eさんは駐車場付きで賃貸契約の話を進めているので、絶
対に譲れないと平行線に。説得に当たった理事長は、Eさん
に同情を示しつつも、基本的に駐車場は共有財産であるこ
とや特定の人に駐車場の使用権利が片寄ることは問題で
あること、駐車場の空き待ちの届け出が10台分もあることな
どを、ねばり強く説得し、理解を得ようとしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　Ｃマンション（築2年・60戸）には、地下機械式２段駐車場（屋
根付き40台）が、設置されている。下段のパレットは電動式
で昇降し、約40秒ほどで出庫位置につく。下段は、上段パ
レットの支柱があるため幅が狭く、アンテナやドアミラーがぶつ
かったり、頭を打ったりするなど、評判がわるく、使用者全員
がそうした支障のない上段を希望している。 

駐車場 
　駐車場に関するトラブルの多くは、マンション
の敷地に余裕がなく駐車スペースが不足してい
ることが原因になっていますが、それ以外にも、
使用上のルールをめぐって問題が起きています。
ここでは、駐車場をめぐるさまざまなトラブルを
みてみましょう。 

事例1
隣接する私有地を管理組合が購入して、 

駐車場を増設 

事例2
駐車場の専用使用権をめぐっての 

トラブル 

事例3
地下機械式2段駐車場の使用上のトラブルを、 

細かいルールづくりで対応 
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駐車場の
 

増設の例は、札幌では、あまり
多くはありませんが、 

　分譲会社との契約時には、使用上の説明が全くないまま、
上段・下段が同一料金に設定され、かつ機械的に割り振ら
れたため、入居後不満が噴出した。 
　入居後間もなく、管理組合でアンケートを実施し、問題点
を整理してみた。 
　・下段で、出勤時、とくに冬季は出庫時の時間のロスと、
寒さにさらされ、毎日の始まりがイライラするんだ 

　・下段は、自分のクルマを出してから、またパレットを元に
戻すルールになっており、負担が倍に感じるな 

　・下段で、小さな子供を抱いて電動ボタンを押し続ける
操作はつらいわ 

　・下段の使用者が一方的に負担を感じるので上段を値
上げして公平感を増すべきだ 

　・料金に差を付けるのではなく、１年ごとに、上下交替制
にして公平にするといい 

　・上下交替制には協力したいが、ワゴン車なので、車高
が高く下段には駐車できない 

など、さまざまな意見が寄せられた。 
　理事会では半年かけてこの問題を協議し、まず一定期間「使
用後下段のパレットを下げる」規則をいったん停止したところ、
下段の利用者からの不満は減ったが、駐車ピットに転落す
る危険があり安全性が確保できないと判断し、従来のルー
ルに戻した。 
　引き続き、さまざまなアイデアが提案されるたびに、理事会は、
きめ細かいアンケート調査を実施し、利用調査・意識調査を
繰り返した。 
　その結果、下段のみ1,000円値下げすることにし、理事会が、
上下の移動希望者の仲介をすることにしたのだが、下段か
ら上段への希望者ばかりが多く、１件も成立しなかった。 
　この問題は、現在２期目の理事会に引き継がれ、さらに検
討を続けている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　築5年目、60戸のEマンションでは、駐車場が全戸分確保
されおり、来客用の駐車スペースがないことだけが、頭痛の
タネだった。 
　来客車は、やむを得ず玄関前の歩道縁石を乗りこえて、
歩道上にタイヤを載せて駐車する。土曜の夜や、盆正月な
どは、そうした車輌がとくに多くなる。このため、歩道の通行

に支障があるほか、縁石数本が壊れてガタガタになっており、
さらに歩道のロードヒーティングが損傷することも懸念される。 
　理事会では、毎朝このような車輌の番号を控えるとともに、「こ
の車輌は、無断駐車により、歩道の通行に支障があり、迷惑
しています。車両番号を控えましたので、今後この場所に駐
車した場合は、何らかの処置を講じます。」という警告文を
フロントに張って対応している。また、転勤等で現在使って
いない駐車区画を調べ、そこを来客用駐車場として貸し出
すことにした結果、長時間・長期日数の不正駐車は解消し
たが、なお昼間の不正駐車は減ってはいない。今期の理事
会では、クルマを歩道に乗り上げないような対策を講じるこ
とにしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　・土地の取得以外にも、隣接の地主との協定を結んで

駐車スペースを確保 
　・鉄骨造で自走式の２階建て駐車場の新設 
　・敷地内の植栽部分を駐車場に変更 
　・高齢化が進んでクルマの台数が減り、駐車場が空きは
じめた近隣マンションとの連携 

などの方法が考えられます。 
　この場合、駐車場収入と、取得・設置費用の比較をして
採算性を検討する必要がありますが、とくに機械式駐車場
の維持管理費用はかなり高額になりますので注意が必要
です。 
　また、事例１のように、管理組合が土地などの財産を取得
するには、管理組合法人の設立が必要となります。 
 
　一方、事例2のように、駐車場の割り当てのルールにつ
いてトラブルになっている例を見ると、大別して以下のような
原因があります。 
 
１．駐車場の専用使用料が、付近の駐車場と比較して安す
ぎる 
　マンションの駐車場に停められなくとも、近くにほぼ同じ料
金で駐車場が借りられるなら、駐車場の不足はさほど問題
にはなりません。街の中心部のマンションで、明らかに駐車
場が不足していても、トラブルになっていない場合は、そうし
た背景があります。 
　マンションの駐車場は、近隣の民間駐車場の駐車サービ

事例4
来客用駐車場不足による 

無断駐車の対応に苦慮 

　駐車場の不足が問題になっている場合は、解決の
方法は二つしかありません。 
　ひとつは、事例１のように、可能ならば不足分の駐
車スペースを増設することです。 
　もうひとつは、マンションの駐車場に入れない人の
不公平感をなくすことです。 

解決の糸口 
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スを代替して提供することにより、「専用使用料」という対価
を得て、そのマンションの管理に資するという側面があります。
マンション敷地内の駐車場を使用できず、近隣の民間駐車
場を借りている人がいるのであれば、近隣駐車料金とのバ
ランスを考えて専用使用料を見直す必要があるでしょう。 
　管理組合によっては、近隣の駐車場を借りた場合、１台
分に限り、マンション敷地内の駐車場使用料との差額を管
理組合が支出するというルールをつくった管理組合もあります。 
 
２．駐車場の割り当てルールに不公平感がある 
　駐車場の使用については、利用希望者による定期的な
抽選や、順番で入れ替えるなどの方法をとることが望まれます。
事例2のように、分譲時に駐車場を割り当てられた「専用使
用権」が「既得権」になってしまうと、とくに駐車スペースが
十分でないと、「空いたときの順番待ち」をしている人は、何
年待っても駐車場を使用できず、不公平感が募ります。 
 
　中高層共同住宅標準管理規約第15条関係コメントでは「駐
車場使用者の選定は、最初に使用者を選定する場合には
抽選、２ 回目以降の場合には抽選又は申込順にする等、公
平な方法により行うものとする。また、マンションの状況等に
よっては、契約期間終了時に入れ替えるという方法又は契
約の更新を認めるという方法等について定めることも可能
である。」としており、（財）マンション管理センター編「中高層
共同住宅使用細則モデル・駐車場使用細則」などを参考
にして理事会などで時間をかけて話し合ったうえで、そのマ
ンションの実情に適した「ルール」をつくり、そのルールをきち
んと守ることが、何よりも大切です。 
　クルマを１台しか保有していない場合と、２台目以上を駐
車したい場合では、優先順位や使用料に差をつけるなどの
ルールを導入している例もあります。 
 
 
　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　駐車場部分は、基本的にはマンション全体の共用部分で
あり、専有部分の賃貸に伴って共用部分もあわせて賃貸す
ることはできないと考えられますし、特定の人に権利が片寄
ることは、共有財産である土地の公平な利用の観点から認
めるべきではないといえることから、均等に利用機会を与え
る必要があります。 
 
　事例3の機械式駐車場は、関東以西のマンションでは数

多く見られます。 
　機械式駐車場で注意しておかなければならないことは、
動力部分の定期メンテナンス・パレットの錆止め塗装・ピット
の排水ポンプ・駐車装置の更新など、多額の維持管理費用
が必要になります。したがって、機械式駐車場の長期修繕
計画を正確に策定したうえで、駐車場使用料は修繕積立
金に充当しておく必要があります。平面式と機械式駐車場
が併設されている場合は、利便性が悪いため、機械式駐車
場の料金が割安に設定されている場合もありますが、駐車
場全体での維持管理費を試算してみるとよいでしょう。 
　事例3でトラブルなっているのは、上下段の使い勝手です。 
　明らかに利便性に差があるのですから、料金で差をつけ
るならどの程度にするかという検討が必要でしょう。上下を
定期的に入れ替えられれば、公平感は増しますが、大型車
は上段にしか駐車できませんし、めったに使わないから下段
でもよいという利用者もいるでしょう。下段の使用料を、上段
の２／３程度に思い切って値下げしたマンションの事例もあ
ります。ただし、適正な維持管理に必要な費用を確保するこ
とが基本です。 
 
　事例４は、二つの問題が複合しています。 
　ひとつは、クルマが施設（縁石）を損傷しているという管
理上の問題です。クルマを止めてはならない場所に不正駐
車しているのですから、マンションの住民の皆さんに、「玄関
前の歩道はクルマの重量に耐えられる構造になっておりま
せん。来客等のクルマを停めると、ロードヒーティングが損傷
して、多大な損害を与えるおそれがありますので、ぜったい
に停めないようにしてください。」というような広報が必要で
しょう。 
　もうひとつは、来客用駐車場が不足しているという問題
です。このケースでは、「来客駐車場がないので、路上駐車
したら、駐車違反で罰金を取られた。このようなことにならな
いよう、理事会で検討してなんとか来客駐車場を確保して
欲しい。」というような無理難題が寄せられることもあります。 
　遊休駐車区画を活用しているマンションをひとつの解決
事例としてご紹介します。 
　話は数年前にさかのぼります。理事会が、盆や正月などに、
田舎へ帰省するので駐車場を空ける人を募り、反対にその
期間にマンションを訪ねてくる家族のために駐車スペースを
借りたい人を探して、結びつける工夫をしたら、たまたまうま
くいって喜ばれました。それがきっかけで、今では、単身赴
任などで週末しか帰ってこない駐車区画を管理組合に提
供してもらい、平日の来客にもきめ細かく対応できるようにな
りました。このマンションの場合は、利用者から相応の駐車
料金を徴収して、それを区画の提供者に還元していること
が成功のポイントになっているようです。 
 
 
 
 
 
 

中高層共同住宅標準管理規約（単棟型）の抜粋 
 （駐車場の使用） 
第１５条　管理組合は、別添の図に示す駐車場につ
いて、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使
用させることができる。 
２ 前項により駐車場を使用している者は、別に定める
ところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなけ
ればならない。 
３ 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分
所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その
区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 
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駐車場のトラブルを解決するにも、実態の把握が最優先です 
１．駐車場利用状況の実態調査をする 
   （空き待ち状況、空き待ちの車の駐車場所の実態等） 
２．近隣駐車場の実態を把握しておく 
３．駐車場の使用について、ルールを明確にする 
４．駐車場の収入と、駐車場の維持管理費を長期的に試算
して比較する 
 
 
 
平成3年6月28日　神戸地方裁判所 

　敷地上の賃貸形式の駐車場について、１年抽選制から半永久制に改

めた管理組合の過半数による総会決議が、規約事項として４分の３以上

の賛成を満たしていないことを理由に無効とした事例。 

 

平成5年11月19日　浦和地方裁判所 

　敷地上の駐車場を抽選により有償使用している場合の専用使用権が、

期限の定めのない半永久的なものであることを前提になした駐車場専用

使用権の確認請求が排斥された事例及び敷地上の有償駐車場につい

て２年ごとの抽選制を導入したことが、規約の変更及び共用部分の変更

にあたらないとされた事例。 

判例 

不法駐車対策の例 
１．違法駐車されやすい場所に、縁石等を設置し、物理
的に駐車できないようにし、規制看板や注意看板を
要所要所に設置します。  

２．違反車両のワイパーに警告票をはさんで注意を促し、
ナンバーを控えておきます（警告票をのり付けします
と器物損壊罪で訴えられることがあります）。警告票
は注意を促すものと、強い調子のもの２種類を用意し、
使い分けるとよいでしょう。  

３．来客には、連絡先、駐車時間を記入できる駐車許可
書を発行し、違反車両と区別します。できるだけ駐
車時間を２時間以内に、と制限している例もあります。  

４．違反駐車を繰り返す悪質者に対しては、外部の者
であれば、警察に依頼して摘発してもらいます。なお
タイヤの空気を抜くなどの私的制裁はトラブルのもと
です。 

追加資料94ページ参照 
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　築5年目、65戸のＡマンションは、役員を階ごとの輪番制に
している。たまたま、初年度の理事長が高齢にもかかわらず
精力的な人で、毎週のようにマンション便りを発行し、修繕
積立金を値上げするため臨時総会を開いたほどだった。し
かし、それ以後3年間の理事会活動は打って変わって低調で、
広報もほとんどなく、昨年は定期総会で選出された5人の理
事の中から、理事長が互選されたのは、なんと6カ月も経って
からのことだった。 
　新しく理事になったＢさんは、管理組合引継箱の中身を
点検して、びっくりした。 
　１年目の管理組合活動記録だけで厚いファイルが何冊も
あるのに、それ以後の3年間の記録はないに等しい。特に目
を引いたのは、１年目アフター点検表というファイルで、舗装
の水たまり手直しや、駐車場の排水溝新設、植栽が枯れて
植え直しなど、写真をつけて30項目くらい並んでいる。記録
には、理事5名の立会いサインがあり、当時の役員が手分け
して調べ上げたことがうかがえる。ただ、気になったことは、
外壁塗装のひび割れなどは「取りあえず、タッチアップして
おき、アフター２年点検時に、外壁を再調査してまとめて補
修する。」と書いてあるのだが、翌年の２年アフター点検表は、

そのことにまったく触れておらず、管理会社が作った点検リ
ストに、形ばかり理事長が印鑑を押しているような体裁である。 
　Ｂさんは、１年目の点検記録を持って、外部を一周してみた。
１年目の点検で指摘されたひび割れの写真は、今もほとんど
それと分かる形で残っているようだし、一部には筋状の白い
粉（エフロレッセンス）が吹いている。そこで2年目の理事長に、
当時のいきさつを聞いてみたら「分譲会社の担当者から、ア
フターサービス規準の説明があって、これくらいのひび割れ
はどんな建物にもあります。雨漏りする心配もなく、建物に影
響しませんから、サービスの範囲外ですと言われて、そんな
モノかと納得したよ。」と、いたって楽天的。Ｂさんは、思わず「で
も、実際に白い粉が見えているのは、雨が入っている証拠じ
ゃないか。」という言葉を呑み込んだ。 
　１年目に手直しした舗装の水たまりも、駐車場の排水溝も、
今はあまり状態は良くない。2年目点検の時にしっかり確認
していたら、無償で直して貰えるところがもっともっとあったに
違いない。Ｂさんは、ずっと無関心だった自分自身にも腹を
立てている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　30戸のマンションで、2期目の理事長になったＣさんは、今
年がアフターサービス受ける最後のチャンスだと、意欲を燃
やしていた。 
　昨年のアフター点検のときは専有部分の不具合にばかり
気持を奪われ、共用部分については理事会まかせだったが、
入居後から気になっていたインターロッキング舗装の凹凸も、
駐車場の車止めも、まったく手つかずに放置されていた。 
　そこで、2年目のアフターサービスを受ける前に、Ｃさんの発
案で建物の不具合についてのアンケート調査を行い、「意
見交換会」の開催を呼びかけた。アフターサービスを受けら
れるのは、実質的に今回が最後のチャンスだから、それぞれ
が不具合を感じている項目を持ち寄ることで、自分が気づか
ない悪さを発見できるのではないかと考えたからだ。結果は、
居住者の７割近い参加を得て、「ベランダの排水溝に水が
溜まって困る」「トイレの排水音が響いてびっくりする」など、
共通の話題で盛り上がった。そのうえ、ふだん感じている騒
音やゴミ出しマナーなどについても話し合うことができた。そ

アフター 
サービス 

　アフターサービスの期間中に、いろいろな問題
が発見されたときには、どのような対応をすれば
よいのでしょうか。 
　せっかくのサービス期間を、有効に活用したマ
ンションと、そうでないマンションの事例を取り上げ、
ポイントを探っていきましょう。 

事例1
せっかくのアフターサービス期間を 

見逃した管理組合 事例2
アフターサービスを 

区分所有者が団結して交渉 
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の結果、専有部分の個々の問題は、それぞれの入居者が
要望を出すが、全戸に共通する問題は、管理組合として修
繕の交渉をすることにした。 
　共用部分についての要望や質問を、理事会で取りまとめ
たところ、60項目くらいにのぼり、多くの人の「目」で見ること
の威力を感じた。そのリストを分譲会社に渡したところ、共用
部の手直しばかりでなく、専有部分でも共通事項として取り
上げたものについては、事前に補修工事の内容について
図解入りの計画書が提出され、工事説明会を開催してから、
補修工事に取りかかるという手筈が整った。 
　説明会では、分譲会社のアフター担当者は、例えば、要
望のあった外壁やベランダのひび割れのほとんどを、「コン
クリートの乾燥によるもので、機能上は支障がないから補修
するつもりはない。」と説明したが、「機能上支障がないとは、
具体的にどういうことを言うのか。」「水が入らないひび割れ
の幅は、具体的に何ミリ以下を言うのか。それ以上の太さの
ひび割れなら、補修すると理解してよいか。」などという質
問に立ち往生する一幕もあり、「わかりました、会社に戻って
検討します。」という答えを多く引き出すことに成功。 
　このあと、2年目のアフターサービス工事は、外壁にゴンドラ
足場を吊ってタイルの割れや浮きを無償で補修するなど、
40項目で3週間ほどかかって無事に終わった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　築7年目、60戸のＤマンションでは、4月に理事長になったば
かりのＥさんに、管理会社から、「マンション内の排水管清掃
をしたら、マンホールにどこからか土が混じって流れてくる。排
水管が、土中のどこかで折れているらしい。」という報告が届
けられた。 
　理事のひとりである建築設計事務所に勤務するＦさんに
相談したら、「このマンションは、１階の床下に配管ピットがな
いので、排水管が土に埋まっています。もしも排水管の継ぎ
目がはずれていると、そこから汚水が漏れてたいへんなこと
になります。至急調査を依頼しましょう。」とのこと。 
　専門業者を呼んで、ファイバースコープで配管の中を確認
したら、7本の排水管のうち、6本が1階床下で折れ曲がって
いることがわかった。放っておくと、汚物が詰まって、生活で
きなくなる可能性があるという。 
　緊急理事会が開かれ、分譲会社にも連絡し、施工会社の
技術者も交えて話し合いの場を持つことになった。会議の中

では、理事から「たった7年で生活が脅かされるような建物は、
瑕疵ではないのか。」という意見も出たが、施工会社は、「私
たちにもまったく責任がないとは言わないが、経年変化も考え
られ、この数年間に何度か地震もあったのだから、施工が悪
いと決めつけられたのでは、話し合いにならない。裁判に持
ち込んで、何年かかっても争うというなら話は別ですが。」と
いう。 
　Ｅ理事長は、ともかく、どのくらいの補修費用になるのか、
至急見積ってくれるよう依頼してその場を納め、それから何
度も理事会で話し合いを持った。 
　Ｅさんは、「瑕疵」を認めさせて補修をしてもらうまでに何
年も時間がかかるので不利益を冷静に考えるべきだと、理
事会を説得した。 
　Ｆさんも、建築に携わる立場から、今回の場合は、全てが
業者の過失責任ではないかと迫るより、多少の譲歩をして、
補修にかかる費用の２割でも３割でも負担してもらう妥協点
を見つけることが、結果として管理組合にもっとも利益を導
く道ではないかと説いた。 
　間もなく、施工会社からは総費用1,800万円ほどの見積
書が届いたが、Ｆさんが補修の工法について改善策を提案し、
住民アンケートの結果をもとに管理組合として協力できるこ
とを盛り込むなどして、2カ月かかって総額1,000万円まで圧縮。
そうした協力関係の中から、施工会社も費用の半額負担ま
で譲歩してくれることになり、Ｅ理事長は臨時総会を召集し、
理事会提案が議決されたのである。 
　雪がちらつく11月に、問題の発見から約半年ほどかかって、
無事に工事が終わった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じつは同時に「共用部分」もアフターサービス点検を受
けることになりますが、この対応をするかしないかで、
それ以後の建物の維持管理費用に大きな差がつきます。 
 
　事例１のように理事会が動かないと、問題を見落としたり、
分譲会社の説明に納得してしまって、サービスで補修しても
らえる機会を失ってしまうことになります。 
　ユーザーが何も言わなくても、分譲会社の責任でアフター
サービス工事をしてくれるというのは理想ですが、実際は明ら

事例3
建築後7年経過した配管トラブルの 

工事費用の一部を施工会社が負担 

解決の糸口 

　アフターサービスといったとき、マンションを購入した
人の多くは、自分の住まい、すなわち「専有部分」と、
ベランダなど「専用使用権」をもっている部分ばかり
に目がいきがちです。多くの場合、分譲会社から、「ア
フターサービス点検表」が全戸に配布されて、そのチェ
ックリストにしたがって、室内の壁・床・天井や、水回り
などの設備、それにベランダなどを点検して提出すると、
やがて補修工事の日程が通知され、職人さんが手直し
にやってきて、工事が終わったら確認して印鑑を押します。 

このとき
、 
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かに危険だというような場合を除いて、住民が要求しないこ
とまで、サービスで直してくれることはほとんどありません。 
　分譲後２年までは、理事会が自主的に共用部分を点検して、
管理組合の立場で補修を申し入れすると、アフターサービス
の規準に照らして逸脱していなければ、無償で補修しても
らえます。 
　ところが、アフターサービス期間を終えると、いろいろな不
具合があっても「経年劣化」だとして、取り合ってもらえなく
なります。 
　この事例のようなマンションでは、大規模修繕の時期にな
ってから、アフターサービスをきちんと要求しなかった理事会
の責任を追求するという、管理組合内部のトラブルに発展
したケースもありますから、注意が必要です。 
　共用部分の不具合は、個人で分譲会社に申し入れても、
とりあってもらえないことが多いです。共用部分の管理者は、
管理組合であって、個々の区分所有者ではないからです。
その意味でも、理事会が主体性をもって活動しないと、のち
のちのトラブルの芽になります。「アフターサービス規準」をよ
く読んで、その期間内にできるだけ補修を完了させるように
心がけましょう。 
 
　事例２では、小規模なマンションながら、自分たちの財産
を自分たちで守ろうという意識がしっかり根付いていること
がわかります。 
　事例のような意見交換会までは企画しなくとも、掲示板な
どで、住人に向けて「マンション内の不具合について気がつ
いたところを理事会まで知らせてください。」と呼びかけると、
意外なほどたくさんの不具合が集まるものです。 
　また補修後のアンケート調査をしてみると、うるさく言った
住人は対応してもらえたが「できません」と言われて、引き下
がった住人は同じ内容の補修が受けられなかったなどの実
体がわかることがあります。 
　個人個人の力は小さくとも、管理組合としてまとまると、予
想以上に大きな力になりますから、アフターサービスの交渉
には、管理組合の総力を結集するつもりで取り組みましょう。 
　ただし、不具合だと思って補修依頼をしても、施工会社か
ら補修対象にならないと言われて、補修を受けられないこと
があります。理事会は専門的知識を持っているわけではあ
りませんから、判断がつきかねることもあるでしょう。納得でき
ない場合は、外部の専門家に相談することで、視野が広が
って交渉の糸口がつかめる場合があります。 
 
　事例３では、アフターサービス期間が終わってから発見さ
れた排水管の不具合の例ですが、原因が分からないにせよ、
考えられる要因がいくつかあって、その中に「施工不良」と
か「手抜き」といった可能性が高いときに、瑕疵（目に見えな
い欠陥）という言葉をつかって交渉したくなります。 
　もちろん、どこから見ても施工不良が明らかな場合は、施
工会社も非を認めますが、アフターサービスの期間を過ぎると、
「経年劣化」という要素が出てくるので、なかなか100パーセ
ントの責任を負わせることは難しくなります。 
　一方的に相手の非をとがめるだけでは、交渉が長引くば

かりで、「それでは裁判で黒白をつけましょう。」ということに
なりかねません。 
　相手の言い分も聞きながら、２割でも３割でも費用を負担
して貰えるように交渉した方が、実のある結果をもたらすの
ではないかという考え方もあります。 
 
　なお、大規模修繕の準備で建物診断をしてみたら、引き
渡された「竣工図」に描かれている材料と、実際に使われ
ている材料が違っていたという事例もあります。 
　専門家の判断が必要な部分ですが、図面の仕様よりも、
明らかに品質の劣る材料が使われていると判明した場合は、
分譲会社に対して、文書で問い合わせるとよいでしょう。 
　・竣工図に記載された仕様と、実際に使われている材

料の品質は、同等以上か 
　・同等以上であるということを保証できる書類が出せるか 
　・竣工図の仕様から材料を変更した積極的な理由があるか 
　回答も文書で求めることが大切で、こうした文書のやりと
りが、理事会広報の基礎になり、さらには総会での質疑へ
の答弁の際にも役立ちます。 
　このようなやりとりの結果、築６年目でも、防水工事を図面
通りの仕様にやり直してもらったという事例があります。 
 
　「分譲時のアフターサービス規準」をしっかり読んで、竣工
図と実際の建物の状態をチェックするなど、理事会が時間
をかけて勉強し汗を流した管理組合ほど、長い目で見ると
修繕費の圧縮が可能になります。 
 
 
 
 
 
１．販売時のアフターサービス規準をしっかり確認すること 
２．専有部分に目がいきがちだが、共用部分の検査は意見を
集める工夫をする 

３．個人で交渉せず、管理組合で交渉する 
４．場合によっては、外部の専門家の活用を考える 
５．交渉につくときは、文書を取り交わすことを原則にする 
 
 

アフターサービス 
一 口 メ 

モ 

　「アフターサービス」とは、契約に基づき、規準に示し
た欠陥があった場合は、一定期間を区切ってそれを修
補するという約束事です。 
　一方、「瑕疵担保責任」は、民法に基づくもので、買
主が瑕疵（隠れた欠陥）に気づいたときから１年間、損
害賠償や契約の解除を請求することができます。 
　明らかな不具合がある場合は、もう時間がたってしま
ったからとあきらめないで、建物や法律の専門家と相
談しながらねばり強く交渉してみることが大切です。 
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　築9年、50戸のマンションで、輪番制ではじめて理事にな
ったＡさんは、経理事務の仕事をしているので、理事長から
会計担当理事になって欲しいと依頼され引き受けた。さっそ
く管理会社に月次会計処理の仕方などを確認したところ、
会社経理とはずいぶん違う方法で処理されており、支払い
の証拠となる請求書・領収書も外注先のものではなく自社
伝票がほとんど。これではとうてい会計のチェックなどできな
いと管理会社に言ったところ、「今までこの形でやってきた
ので今さら問題があると言われても…」と話がかみ合わない。 
　・通帳名義と印鑑を確認すると、通帳は理事長名義だ
が管理会社が理事長代行印を持っているので、組合
の承認なく自由に引き出せる 

　・管理委託契約書で収支報告の方法があいまいなため、
毎月の収支報告が6カ月も放置されている 

　・現金出納簿、総勘定元帳はまったく提出されないし、
証拠の請求伝票はほとんど社内伝票で支出伺いがな
いので、すべて事後報告書類になっている 

　……など、Ａさんが見るところ、報告書は数字をいじれば
簡単に帳尻合わせができる仕組みで、今まで管理会社のこ

のようなやり方を黙認してきた管理組合にも問題はあるに
せよ、Ａさんは、まず「会計処理のあるべき形」から管理を見
直すことにした。 
　金額の多寡、支払い項目に関わらず、お金の流れをきち
んとしたいというＡさんの粘り強い提案に対して、ようやく2
カ月後に過去半年間の月次収支報告書がまとめて提出さ
れるというありさまで、監事からも「こんなことでは、監査書類
に印鑑を押せない。管理会社もひどいが、今までの理事会
はこれを見過ごしていたのか。」という声が上がるほどだった。 
　でも理事長は、おだやかに「今までの理事会というより、
私たち全員が無関心だったということではありませんか。さ
いわい今期の理事会には、会計や総務に詳しい人がいま
すから、ここで管理組合を立て直すつもりで力を貸して貰え
ませんか。」と、理事会の結束を呼びかけ全員が合意した。 
　理事会としては、改善要求が満たされないなら管理会社
を変えようとの声が上がり、そういう意向があることを管理会
社に口頭で伝えたところ、管理会社からはあくまで管理委託
契約に基づいて、その範囲で誠意をもって対応しますとの
返答があった。あらためて、契約書をじっくり読むと、印鑑の
扱いを含めて管理会社に一方的に有利な条文があること
がわかり、理事会ではまず管理委託契約書の見直しをはじ
めることにした。 
　理事会の中にＡさんを中心とする管理委託契約検討チ
ームをつくり、原契約と標準管理委託契約書の比較表や、
管理組合が要求する管理委託仕様書の試案を作って検
討した。会計処理については他の管理会社にも問い合わ
せて、こちらの希望通りのシステムで対応してくれる会社が
あることも確認した。 
　主たる変更点は、以下のとおり。（かっこ内は、標準管理
委託契約書の条項に対応） 
　・マンションの管理対象部分を明文化（第２条） 
　・委託業務の内容に、管理員業務を追加（第３条） 
　・管理注意義務を追加（第５条） 
　・費用の事前承認、収支報告を追加（第７、８条） 
　・有害行為の中止要求の詳細を明文化（第１２条） 
　・契約の解除、有効期限、更新、誠実義務を追加（第１８
～２１条） 

　・合意管轄裁判所を設定（第２２条） 
　・事務管理業務に各業務実施要領を追加（別表第１） 
　・設備管理業務に各業務実施要領を追加（別表第４） 
　この契約書試案を管理会社に示したところ、会計処理に
ついてはこれまでより煩雑になるので、事務管理費を値上
げしてもよいなら対応するとのこと。 
　それならば、原契約に基づいて、今期の契約が完了する
3カ月前に「契約の自動継続をしない」旨の通知をしてから、我々
がつくった委託契約書で管理を引き受けてくれる会社を探
そうということになった。管理会社10社に見積を依頼したと
ころ、結果として5社が見積に参加し、その中の1社と合意が
できたので、臨時総会を召集して管理委託契約の内容変
更と委託契約先の変更を決議した。新しい管理会社との
契約により、管理費の支出額も、年間100万円以上縮減で
きた。 

管理委託契約 

　新築のマンションで、設立されたばかりの管理組合が、
管理委託契約書の内容まで踏み込んで主体性を発揮
したという事例は、あまり多くありません。はじめのう
ちは、マンションの管理運営についての知識がない
ために、問題を見つけることができないからです。 
　ここでは、どんなことがきっかけで、管理委託契約
に関するトラブルが起きるのか、その解決にはどんな
手順を踏めばよいのかを事例を通して考えてみまし
ょう。 

事例1
会計処理の方法をめぐって 

管理委託契約を見直し管理会社も変更 
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　25戸のマンションで、7期目の理事長になったＢさんは、た
またま週刊誌のマンション管理会社の特集で、自分たちが管
理を委託している管理会社の金銭出納業務についての手
厳しい批判記事を読んだ。そこには標準管理委託契約書と
比較してみるとよいと書いてあった。 
　なるほどと納得できる点もあったので、日曜日に自分たち
のマンションの管理委託契約書と記事の内容を突き合わせ
てみると、いろいろな疑問が浮かび上がってきた。他の理事
にも、記事のコピーとＢさんが疑問に思ったことのメモを配っ
たら、管理会社にみんなで確認してみようということになった。 
　翌月の理事会で、収支決算報告をした管理会社の担当
者に質問してみた。 
　「特殊建築物定期検査報告というのは具体的にいつ実
施したのですか。その控えを提出して貰えますね。」 
　「今は、支出伺い書がなく会計処理はすべて事後報告
になっていますが、管理組合が承認しない支出は認めない
という仕組みにできますか。できないとしたらその理由を教
えてください。」 
　「別表第４の設備管理業務について、各種の保守点検
が取り決められていますが、昨年の記録には、受水槽清掃・
エレベーター点検・消防設備点検などについて点検報告書
が提出されているだけで、これ以外はどのように点検したのか、
その点検結果を理事会に提出してください。」 
　この他、10項目程度の質問状をつくり、1カ月の期限を切
って文書で回答を求めたが、届いた回答は一部を除き「記
録がない、分からない、できない」と否定的だった。 
　そこで、3カ月ほどかけて、ひとつひとつについて、理事会
が管理会社の意向を確認しながら、問題点を具体的に絞り
込んだうえで、次の理事会には管理会社の責任者を呼んだ。 
　Ｂさんは、改善して欲しい問題点を説明したあとで、「これ
まで、管理会社の運営にいささかも不満はなかったが、標準
管理委託契約書と比べて、ウチの契約書はあいまいな部
分が多いと感じる。管理組合にとって不利だと思われる条
項も多いので、これを機に是非見直しをしたい。契約書は、
約束事だからできないことを書く必要はないし、やってもい
ない業務をやったことにして○印をつけなくても結構。でき
もしない契約は意味がないので、双方が納得できる契約に
したい。ただ、ウチの管理組合は25戸と小規模なうえに高齢

化も進み、理事も限られた人数で無理をしている。管理会
社を変えるために労力や時間を割くつもりもないし、管理会
社とはこれまでの良い関係をさらに良くしたいと思っている
ので、私たちの意を汲んで、是非協力して貰えないか。」と
まとめた。この言葉に、管理会社の責任者もこう約束した。「よ
くわかりました。契約書の記述について理事会から指摘を
受けた部分は、原則として標準管理委託契約書の表現に
改め、業務の報告もご指示のとおり、時期と手順をきちんと
マニュアル化します。また、不信を抱かれた点検業務につ
いては私どもの記録の不備も含め、業務に手違いがありまし
たので管理業務委託費の一部を見直し、今年度当初に遡
って、値下げすることをお約束します。これまで、管理組合
の皆様と意思の疎通を欠いていたことや担当社員の教育
の不徹底についてもお詫びします。こちらこそ、どうぞ、これ
からもよろしくお願いします。」 
　Ｂさんは、管理会社との関係が悪化すると、このマンション
の機能が停止してしまうという危機感をもっていただけに、
管理会社が自分たちの意向を汲んでくれたことに安堵した。
　Ｂさんは、定期総会でこの経緯を報告したところ、満場一
致で次期の理事長に推され、新たな課題である大規模修
繕の準備にとりかかっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こうした解決の過程で、管理委託費の返還、管理会社の
変更、債務不履行で損害賠償請求をするなどのさまざ
まな状況もでてきます。 
 
　管理委託契約をめぐるトラブルは他のトラブルと違って、
管理組合内部での入居者同士のいさかいではなく、管理
組合と管理会社とのトラブルという形をとります。 
　また、このトラブルは騒音やペット問題のような「直接の被
害者」がいるわけでなく、したがって問題の存在に気がつか
ないまま20年以上も放置されていることがあります。つまり、
管理組合が問題の存在に「気がつく」かどうかが、ポイントです。 
　問題の存在に気がついてしまえば、契約上の問題です
ので一定の手順にしたがって作業を進めれば、必ず解決
の道が開けてきます。 
　では、事例を通して、このことを確かめてみましょう。 
 

事例2
小規模なマンションで、 

管理委託契約の内容を組合主導で変更 

解決の糸口 

　管理委託契約をめぐるトラブルとは、管理会社との
委託契約の内容について 
　・販売時の委託契約が一方的に管理会社に有利
な内容だった 

　・別表の内容があいまいだった 
　・委託内容が適正に実行されていなかった 
などの事実が発見されることであり、管理委託契約の
見直しをするのが、解決策ということになります。 

一方で、
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　事例１では、たまたま経理の仕事に明るいＡさんが会計
担当理事になり、管理会社の月次収支報告書をチェックし
ようとしたら、大きな問題があることを「発見」しました。専門
家の目が問題を見つけだしたと言えます。 
　言い換えれば、管理組合が誕生してから8年ものあいだ、
このマンションで会計を担当した理事さんは誰一人経理に
ついての知識がなかったために、管理会社のやり方に疑問
を感じなかったということになります。 
　問題をまとめると、管理会社が管理組合のお金を自由に
引き出せるシステムになっており、請求書も社内伝票なので、
金額を書き換えることが可能、しかも収支決算書が何ヶ月も
遅れるので、何か問題が起きていても、管理組合がそれを
発見することが難しいといったことです。 
　これに対し管理会社と、理事長の言葉が対照的です。 
　管理会社「今までこの形でやってきたので、今さら問題が
あると言われても困る。」 
　理事長「今までの私たち全員が無関心だったが、これか
ら管理組合を立て直しましょう。」 
　この理事会では、契約の内容があいまいだから、管理組
合にとって不利になっていると気づいた段階で、契約の主
体は管理組合だということを明確に意識しました。そして、
標準管理委託契約書と、現行の管理委託契約を比較しな
がら、「自分たちにとって望ましい契約内容」を検討しました。
管理会社はこの提案に抵抗し続けたようです。 
　結果として、管理会社に対し、契約の自動更新を解除す
る通知を出し、契約が切れるまでに複数の管理会社と交渉し、
自分たちの作った管理委託契約書を使って、別の管理会
社に管理を委託することになりました。 
 
　事例２は、Ｂ理事長がたまたま目にした週刊誌の記事がき
っかけで、好奇心で自分のマンションの契約書をチェックをし
てみて、問題点を「発見」しました。 
　そして、標準管理委託契約書との比較や管理委託契約
書に記載されていながら履行されていないと思われる業務
について、「質問」を積み重ね、最終的には自分たちの望む
形で、管理委託契約書の内容を変更させました。 
　Ｂ理事長が管理会社と交渉したプロセスを見ると、いくつ
かのポイントがあります。 
　・管理委託契約書をじっくり読んで理解する 
　・業務内容が実施されていない場合がある 
　・それについて、代表者に質問文書を送付する 
　・交渉は出来るだけ上席者とし、必ず文書で質問要望し、

回答書をもらう 
　・交渉の場では、発言者は、要点のみを言い、余計なこ
とを言わない 

　・相手の立場を考えて、ただし強い信念と自信を持って
交渉する 

　このようなことを心がけて交渉した結果、Ｂさんの望む形
で契約の内容を改善できました。 
 
　ここに挙げたふたつに事例に共通するのは、長期にわた
って管理委託契約上の問題があったにもかかわらず、それ

に気づいていなかったということです。 
　これが管理委託契約をめぐるトラブルに共通する特徴です。 
 
　では、問題を発見した場合、どのようにすればよいのでし
ょうか。 
　第一に、管理委託契約書の内容を把握することです。 
　そのためには、文末に掲げたように、現行の管理委託契
約書と標準管理委託契約書を並べて比較してみると、現
行の契約書の特徴がはっきりと分かってきます。 
　この場合、別表の業務内容の仕様も同様に比較検討す
るとよいでしょう。 
　標準管理委託契約書の内容が、すべてのマンションにと
って、最良の内容だとは限りませんが、この作業によって、
少なくとも現行の契約書に欠けている点やあいまいにされ
ている点がわかります。 
　第二に、管理委託契約書の業務が、誠実に履行されて
いるかというチェックをします。 
　業務内容の仕様に基づいて、いつ、誰が、何をしたかと
いう記録・報告類を確認します。たとえば、設備管理業務費
として年間数十万円を支出しているのですから、別表に記
載されたすべての業務について、点検の内容とその結果を
確認すべきでしょう。この作業を通じて、明らかな債務不履
行が見つかる場合もあります。 
　なお、この作業を通して「管理員に委託契約外のサービ
ス業務をさせていた」ことが判明する場合もあります。 
　第三に、業務内容の仕様書を作成して管理組合が希望
する委託内容を整理します。 
　定期総会の議案書や議事録を管理組合で作成するの
であれば、その部分の事務管理業務費が安くなります。こ
れらを管理会社に委託すれば、当然費用が発生します。 
　出納業務の中で、「管理費等の組合員別の未収納状況
を毎月報告する」ことを明文化しておくことにより、滞納トラブ
ルの早期発見につながります。また、未収納金（滞納）の督
促については管理会社にどこまで補助してほしいのか、と
いうことも標準管理委託契約書の「別表」を参考にしながら、
検討するとよいでしょう。 
　別表をひとつひとつチェックして、管理組合が委託したい
内容を明確にすれば、複数社から見積書を徴収することが
可能になります。その結果、これまでと同じ業務内容でも業
務委託費を下げられる可能性が出てきます。 
　第四に、管理会社と交渉をします。管理の主体が管理組
合にあることを忘れずに、管理会社に委託したい業務の内
容を仕様書に基づいて説明し、管理委託契約の変更につ
いて協議します。話し合いが円満に進めば、会計年度の途
中からでも変更は可能ですが、契約の満期まで待ち、年度
が替わると同時に新しい体制でスタートすることが多いよう
です。 
　第五に、総仕上げとして、総会の招集です。 
　標準管理規約の第46条に、『「十二  組合管理部分に関
する管理業務委託契約の締結」は、総会の決議を経なけ
ればならない』とされています。定期総会は会計年度が終
わってから３カ月目に開催されることが多いですから、管理
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解決のポイント 

PO
INT

委託契約の締結について議論するには臨時総会の招集
が必要になると思われます。管理会社の変更をともなうよう
な場合は、いきなり総会で議論すると紛糾する可能性が高
いので、事前に説明会を開催するなどの準備をしっかりして
おくとよいでしょう。 
　なお、管理会社を替えたいのに、仮に原始規約の中に「管
理会社を変更することはできない」という条文があるような
場合は、管理組合がこの管理規約を変更してから管理会
社を替えるという手順を踏めば何の問題もありません。 
 
 
 
 
 
１．管理委託契約の問題は、発見されるまで問題の存在が
わからないという特徴がある 

２．管理委託契約の主体は管理組合だという基本理念を共
有する 

３．問題があると感じたら、標準管理委託契約書との比較表
をつくってみる 
４．管理委託契約書の内容が誠実に履行されているか確認
する 

５．仕様書を作成して、管理組合が希望する委託内容を整
理する 

６．管理会社に対して、希望する管理委託の内容を示し、契
約の変更について交渉する 

７．管理委託契約の変更は、総会の決議を必要とする 
８．管理規約で管理会社を替えられないとある場合でも、管
理規約を変更すればよい 
 
 
 
 

平成10年１月23日　東京地方裁判所 

　平成４年11月30日に破産宣告したマンション管理会社が、徴収した管

理費を「○○マンション管理組合管理代行（株）△△」等名義で銀行に

預託していた場合について、その預金者は管理会社であるものと認定し、

かつ銀行が管理会社に対して有する債権の担保に供し、相殺をなした行

為が有効とされ、管理会社の破産管財人の銀行に対する返還請求が棄

却された事例。 

 

平成12年12月14日　東京高等裁判所 

　マンションの区分所有者から徴収した管理費等は管理組合に属するから、

管理会社が自己の名義で管理費等を銀行に預金した場合でもその預金

者は当該管理組合である。そこで、銀行が管理会社から当該預金につい

て質権設定を受けた後管理会社の破産により質権実行しても、銀行は質

権設定にあたり預金者を管理会社と認めるに足る金融機関としての注意

義務を尽くしていないから、民法478条の類推適用及び同法92条２項の

類推運用はいずれも認められないとして、管理組合の銀行に対する預金

の支払い請求を容認した事例。 

 

 

 

 
 
 
 

◆現行管理委託契約書と標準管理委託契約書を比較した例 
※比較してみると、現行契約書のあいまいな部分を具体的にどうするか、
手がかりが見えてきます 
 

判例 

中高層共同住宅標準管理委託契約書 
昭和５７年１月 

住宅宅地審議会答申 
 
（費用の事前承認） 
第７条 　乙は、甲の事業年度開始前に、
甲に対し、委託業務を行うために必要
な費用の見積りを提示し、その承認を
受けなければならない。  
２　乙は、委託業務を行うために必要
な費用が、前項の承認を受けた額を超
えることとなるとき（超える額が少額で
あるときを除く。）は、甲に対し、速やかに、
その内容及びそれに要する費用の見
積りを提示し、その承認を受けなけれ
ばならない。  
３　前２項にかかわらず、乙は、次の各
号に掲げる業務については、甲の承認
を受けないで実施することができる。こ
の場合において、乙は、その業務の内
容及びその実施に要した費用の額を、
甲に通知しなければならない。 
一　事故その他の事由により、緊急に
行う必要がある業務又は緊急に行うこ
とが極めて有効であると乙が判断した
業務で、甲の承認を受ける時間的余
裕がないもの 
二　電気料金、水道料金、ガス料金そ
の他の料金の改定に伴う料金増額分
の支出 
三　前２号に掲げるもののほか、偶発
的に生じた業務 
 
（収支報告） 
第８条 　乙は、甲の事業年度終了後
○月以内に、委託業務に係る収支決
算書を作成し、甲に報告しなければな
らない。この場合において、定額管理
費については、第７条第１項の費用の
見積りにおける当該費用の額を決算
額として計上するものとする。  
２　甲は、必要があるときは、乙に対し、
委託業務に係る収支状況に関し、報
告を求めることができる。 
３　前２項の場合において、甲は、乙に
対し、委託業務の収支に係る関係書
類の提示を求めることができる 
 
（契約の更新） 
第20条 　甲及び乙は、本契約の有効
期間が満了する日の○月前までに、そ
の相手方に対し、書面をもって、本契
約の更新について申し出るものとする。
ただし、甲及び乙から申出がないときは、
本契約は従前と同一の条件をもって
更に○年更新されるものとする。更新
された契約についてもまた同様とする。 
２　本契約の更新について申出があ
った場合において、その有効期間が満
了する日までに更新に関する協議がと
とのわないときは、甲及び乙は、別に
暫定特約を締結することができる。 

現行の管理委託契約書 
（○○管理サービス） 

 
 
（費用の事前承認） 
第７条　乙は、管理費内で執行できる
業務については、事前承認得ることなく、
発注し実行することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（収支報告） 
第８条　乙は、甲の事業年度終了後３
カ月以内に、甲の組合業務に係わる収
支決算書を作成し、甲に報告するもの
とする。 
２　甲は、必要あるときは、乙に対し組
合業務に係わる収支状況に関し、相当
の期間の後、報告を求めることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
（契約の更新） 
第20条　甲及び乙は、本契約が終了
する２カ月前迄に、書面をもって解約の
意思表示がない場合は、自動的に１年
間更新されるものとする。 
　更新された契約についてもまた同様
とする。 

追加資料94ページから95ページ参照 
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　築15年、70戸入居のマンションで2月上旬に１階の自転車
置き場の上に10階屋上から雪庇が落ちてきて、屋根が大き
な音を立ててつぶれた。 
　15年間、同じような事故がなかったので、理事会では、地
球温暖化の影響で雪の降り方が変わってきたのではない
かと話したが、同様の事故が起きることを防ぐために、管理
人が毎日雪庇の状況を目視点検し、降雪のあと、雪庇がで
きた場合は、小さいうちに管理会社から人を派遣してもらっ
て雪庇を落とすようにした。 
　また、同じ年に築7年120戸入居のマンションでも、外壁に
沿って並んでいる自転車置き場の屋根が、8階屋上からの
落雪によってつぶれた。 
　このマンションでは、緊急理事会を開き、分譲会社を呼ん
で粘り強く交渉し、落雪ごときで壊れる屋根では安心して生
活できないとし、分譲会社と管理組合とで費用折半して自
転車置き場の屋根をより強度のあるものに全面的に改修した。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　事件は、築3年、14階建て、70戸のマンションで起きた。 
　2月下旬に3日間で70センチの降雪があり、風の影響もあ
って各階の南向きのベランダにはかなりの雪が積もっていた。 
　降雪の止んだ翌日は日曜日で抜けるような快晴になった。
気温が一気に上昇し、ベランダに積もった雪が一斉に融け
始める。融けた雪はベランダの排水管を伝って、順次下階
へ流れていく。 
　２階に住むＡさんが、異変に気がついたのは、午後2時頃。 
　居間に足を踏み入れると、カーペットが何となく湿ってい
る気がする。窓に近づくとカーペットはぐっしょり水を吸って
いて長靴が必要なほどだ。窓を開けると、深さ15センチ以上
も水が溜まり、ベランダがプールのよう。 
　管理会社の担当者が飛んできて調べてみると、１階の排
水管が凍り、１階床下の放流口も地上とつららでつながって
しまい、まったく水が流れていなかった。ベランダに溜まった
水をポンプで排出すると共に、１階の排水管をガス・バーナ
ーで加熱し、氷を融かしたが、なかなか水が流れ落ちない。 
　最終的には、2階の排水目皿を確認したところ、ゴミで目詰
まりしていたので、それを取り除いた途端に、音をたてて一
気に水が流れ落ちた。 
　2階のＡさんの居間に水が侵入した原因についても調べ
られた。 
　このマンションは、外壁とベランダの付け根の部分を幅30
センチにわたってウレタン塗膜防水が施されていたが、塗膜
が薄いためコンクリートがひび割れた部分では、それに沿っ
て防水も切れており、防水効果を失って、そこから室内に水
が侵入したものと推測された。 
　事故処理のあと、２階に住むＡさんは、今回の漏水事故
の原因は、ベランダの構造的な欠陥ではないかと、理事会
に改善策を講じるよう申し入れた。カーペットが乾くまで、１週
間以上も不便な生活を強いられたが、実害がなかったので
損害賠償を請求する気はない。ただし、今後こういうことが
起きないような対策を講じて欲しいとの要望である。 
　これに対して、管理会社は、理事会に以下のように報告
した。 
　「今回の事故の主たる原因は、２階排水目皿の目詰まり
であり、証拠として写真も撮ってあるが、落ち葉・髪の毛・動
物の毛・ガーデニングの土などが絡まっていた。しかも、2階
のＡさんは、小型犬を飼っており、ときどきベランダでブラッシ
ングをしていて近所から苦情も寄せられていた。 
　このマンションのベランダの防水は、通常の降水に対して

　マンションの管理上のトラブルは、全国どこでも
同じような事例があり、あまり地方性がないと言わ
れています。しかし、北海道には寒冷地特有の設
備トラブルがありますので、こうした事例を参考に、
予期せぬトラブルの芽を摘んでおきましょう。 

事例1
雪庇や落雪による 

トラブル 

雪や寒さによる 
トラブル 

事例2
凍結による 

トラブル 
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は効果があるものの、ベランダに水が溜ることは想定してお
らず、2階のベランダにプール状に水が溜まったのは、ベラン
ダの専用使用権を有するＡさんが、管理組合の呼びかけに
もかかわらず、排水目皿の清掃を３年間、一度もしなかった
ことが直接の原因だと思われる。」 
　理事会はＡさんにこのように説明する一方、全戸に排水
目皿の清掃を呼びかけ、管理会社には１階ベランダ床の排
水管の末端の日常点検を指示し、翌日から、管理人が全て
の排水管を毎日点検して歩き、記録を残すようにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　築13年目、60戸のＢマンション理事会は、昨年大規模修
繕を終えてほっと一息ついていた。大規模修繕後のアンケ
ートで、今後理事会で検討して欲しい項目として挙げられた
のは、マンション住民の高齢化にともなって提案されたこと
ばかりだった。 
　・ガスを使わないオール電化のための電気容量の増加 
　・階段や廊下への手摺の設置 
　・玄関前通路にロードヒーティング 
　理事会では、こうした課題に対して、順番に業者から見積
を取り、長期修繕計画の見直しに着手。 
　このマンションの除雪業者との委託契約では、降雪10セ
ンチ以上になると、駐車場の機械除雪と、玄関前通路の人
力除雪をすることになっている。 
　しかし、この年の冬は例年になく雪が多く、朝除雪しても、
夕方までにまた積もってしまうような状態で、管理人は毎日
玄関前通路の除雪に追われた。管理人が休みの日は、一
部の住人が除雪をかって出てくれて、常に除雪が行き届い
ているのだが、2月の日曜日の夕方、朝から降り積もる雪で通
路がかまぼこ状になっていて、入居者の70歳の女性が玄関
前で滑って足を骨折してしまった。 
　いつも除雪をしている人たちは、今日に限ってそれぞれ
外出しており、除雪が行き届かなくて残念だ、と自分のこと
のように悔しがった。 
　この事故をきっかけに、玄関前だけでもロードヒーティング
をしようという機運が盛りあがり、このマンションはこの年の夏、
通路の改修工事に着手した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事例を参考にしながら、トラブルの芽を摘むヒントを考
えてみましょう。 
 
　事例１では、雪庇・落雪の問題を取り上げましたが、注意
していただきたいのは、新築から10年以上も問題がなかった
マンションでも、最近になって雪庇の落下による大きな事故
が起きているということです。 
　これまで何ごとも起きていないから、大丈夫だと考えたくな
るのは人情ですが、たとえば2002年1月21日から翌日にかけて、
真冬にもかかわらず札幌で78ミリもの降雨があり、測候所・
観測史上の最大値を更新しました。前夜までにたっぷりと
積雪があり、そこに時ならぬ豪雨が加わって、いたるところに
シャーベット状の水たまりができ、町じゅうが水浸しの様相を
呈しました。 
　このようなときには、建物まわりにとくに注意が必要です。
雪庇の雪もたっぷりと水を吸って、落下すると雪とは思えな
いような破壊力をもつことが予想されます。 
　危険を予知する「監視の目」は、多いほどよいので、管理
人まかせにせず、全戸に注意を呼びかけて、安全を守る意
識を高めるとよいでしょう。 
　危険な個所を発見したら、 
　・ロープと看板で立入禁止の表示をする 
　・それから雪庇を落とす 
　・恒久的な対策として、通路に屋根を架けたり、屋上に
ルーフヒーターの設置を検討する 

などの処置が考えられます。 
　災害は忘れた頃にやってくると言いますが、雪庇・落雪
対策を考えるには、「今まで安全だったから」という過信を捨
てることが必要です。 
 
　事例２では、ベランダの排水管の凍結の問題を取り上げ
ました。この事例のように、屋内に浸水したケースはそう多く
ないかも知れませんが、排水不良のためベランダに水が溜ま
るという事例はかなりあります。 
　事例にもあるとおり、そのほとんどは目皿の掃除をしてい
ないことが第一原因ですので、春と秋には、「ベランダの清
掃週間」のようなキャンペーンをして、全住戸にベランダ排水

解決の糸口 

　北海道特有の問題といえば、まっさきに挙げられる
のは、雪と寒さでしょう。 
　主として雪がもたらす問題は、雪庇・落雪による危
険や破損をはじめ、除雪・排雪にともなう契約上のト
ラブル、またロードヒーティングの維持費負担の問題
などがあります。 
　また寒さがもたらす問題としては、凍結による給排
水の故障、屋外施設の凍上、コンクリートの凍害、室
内の結露など、それだけで１冊の本が書けるほどです。 

ここでは
、 

事例3
除雪の状態が悪く、 

転んで骨折 
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解決のポイント 

PO
INT

目皿の点検と清掃を呼びかけるようにしましょう。また、この
事例では、ベランダでペットのブラッシングをしていますが、こ
うした何気ない行為が事件の引き金になっている事を認識
すべきでしょう。 
 
　凍結によるトラブルとしては、他にも、次のような事例があ
ります。 
①新築の100戸のマンションで、関西出身ではじめて北海道
の冬を過ごす入居者が、洗面所の窓を開け放したままにし
ていたために、明け方に気温が低下して洗面台の給水管（銅
管）が凍結しひび割れ、それが日中の暖気で融けて下階に
漏水した。北海道の寒さを知らなかったことが原因で、マン
ション内でも水道凍結事故が起き得るという事例。 
 
②築10年、70戸のマンションで、管理人が玄関で異臭を発見。
調べてみると、玄関の床下配管スペースに汚物が溜まって
いる。玄関脇の汚水枡を点検したところ、枡が傾いて汚水
管との接続部が割れていた。原因は、ロードヒーティングで
融けた水分が排水枡の脇に流れ込み、ヒーターのスイッチが
切れると凍結するために、排水枡が徐々に押されて枡と汚
水管のジョイントで隙間ができて、漏れだした汚水が配管の
下を伝って配管スペースに逆流していたため。 
　汚水枡が傾かないように処置するとともに、管理人の日
常点検リストに排水枡のチェックを加えたそうです。 
 
③コンクリートの外部非常階段に、電気式ロードヒーティング
が敷設されているケースで、雪が積もるとヒーターが入って融け、
それが排水されずに凍結するため、2年で床が凍害でぼろ
ぼろになった。アフターサービスで、階段を全面補修して、ロ
ードヒーティングは電源を撤去。 
 
　冬期間、舗装が冷え切ったままだとトラブルにならないのに、
ロードヒーティングをして雪を融かすことによって、新たな凍
結被害を産んでいる事例があります。ロードヒーティングのポ
イントは、融けた水をきちんと排水することです。 
 
　事例３では、マンションの敷地内通路で、たまたま除雪が
追いつかず、お年寄りが転倒して怪我をした事例ですが、
それがきっかけになってロードヒーティングを敷設することに
なりました。マンションの居住者の高齢化が進むと、このよう
な事例が増えてくると思われます。もちろん、ロードヒーティン
グの敷設費用、維持保全費用、燃料費などを、きちんと試算
しないと組合会計の大きな負担になります。 
 
　除雪契約では、以下のようなトラブルもあります。 
　「除雪車が車止めや花壇を壊してしまったが、除雪業者は、
保険を掛けているから、元通りにすると言ったのに、いつま
でたっても直さない。」 
　「昨年までの除雪契約より、3割も安くなるというので、新
しい業者と契約した。前の業者は、機械のほかに5人くらい
できめ細かい人力除雪をしてくれたが、新しい業者は機械
除雪だけで、クルマの出し入れに不便が生じ、契約した理

事会が非難されている。」 
　「午前３時から除雪車が入ったため、駐車場の隣に住む
住人から、うるさくて眠れないと管理組合に苦情がきた。」 
　いずれも、除雪委託契約を結ぶときに、契約内容を十分
に打ち合わせしなかったことがトラブルの原因になっています。 
　保険を掛けているなら、その保険証書の写しをもらうとか、
除雪前の駐車場各所の写真を撮っておくなどの配慮が必
要でしょう。 
　除雪の内容についても、何時頃、どんな条件で出動する
のか、雪の仮置き場があるのか、排雪の方法は…と、細かい
打合せをしないと、トラブルの原因になります。 
 
　結露については、専有部分の換気設備の動かし方や、
窓の性能、家族構成、暮らし方などによって、同じマンション
の中でもまったく問題が生じていないお宅と、カビだらけにな
ってしまうお宅が混在しています。結露は、専有部分の問
題であり、管理運営上のトラブルではないので、ここでは触
れませんが、もし苦情が多いようなら、全戸にアンケート調査
をして、実態を把握するとよいでしょう。場合によっては、ア
フターサービスの対象になる可能性があります。 
 
 
 
 
 
　北海道特有の、雪や寒さが引き起こすトラブルは、主とし
て設備的なトラブルと言えます。その解決のポイントをまとめ
ておきましょう。 
１．原因を監視して取り除く 
　・雪の状態を監視して、雪庇を落とす 
　・排水管の出口を監視して、凍っていたら融かす 
　・広報して、監視の「目」を増やす工夫をする 
２．原因を直して取り除く 
　・ロードヒーティングは、排水の経路を確保する 
　・凍結防止装置（ヒーター）を取り付ける 

ベランダとバルコニー 
一 口 メ 

モ 

・バルコニー　balcony 
建物の外壁から突きだした、屋根のない屋外の床（ル
ーフ・バルコニー）。 
・ベランダ　veranda 
建物から張り出した縁。通常、庇（屋根）のあるもの
をいう。 
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　郊外の閑静な住宅地にあるマンション（築3年・50戸）の
理事長Ａさんは、最近、組合員から届いた質問状に、どう返
事を書こうかと頭を悩ませている。 
　１階に住むＢさんは、マンションの契約時に設計変更を希
望して、和室に炉を切り、入居直後から茶道教室を開いて
いる。教室といっても、土曜日の午後に和服を着た娘さんが、
3人から5人程度訪れる程度で、通常の来客と変わらないし、
近隣からの苦情も一度も聞いたことがない。 
　問題の発端は、2カ月ほど前から、4階のCさんが小学生向
けの学習塾を開いたことだ。目立つ看板を掲げていないので、
はじめのうちはだれも気がつかなかったほどで、3階に住ん
でいる人から、「日中、上の階にたくさんの子供が出入りして
いるようで、玄関の開閉、廊下を歩く音、トイレの使用音が急
に増えて迷惑している。」という情報が寄せられて、はじめ
てわかったほどである。 
　理事会で、そのことを話題にして、実態を調べてみた。 
1.夕方になると、自転車置き場の前に明らかに外部の子供
たちが乗ってきた自転車が固めて置いてあり、他のマンシ
ョン住人が出し入れしにくくて迷惑している 
2.午後から夜にかけて、４階のエレベーター前にたくさんの

子供が集まって大声で騒いでいる 
3.３階に住んでいる人から最近４階がうるさいと苦情が出て
いる 
　理事長のAさんは、Cさんを訪ねて、「こういう苦情が出て
いるので注意してください。」と話したら、Ｃさんも「できるだ
け迷惑を掛けないように子供たちを指導します。」との返事。 
　問題がこれ以上大きくならないよう、注意して見守ってい
こうとＣさんは考えた。 
　それもつかの間、理事会に一通の投書が舞い込んだ。 
　「管理規約には、区分所有者はその専有部分を専ら住
宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないと
いう規定があります（標準管理規約　第12条）。 
　でも、最近、住戸内の一室を事務所にしたり、学習塾を開
いている人がいます。管理組合で黙認しているようなので、
今後そういう人が増えると、せっかくの静かな環境が失われ
ます。私は規則を振り回すのは好きではありませんが、この
マンションの規約に反しているのであればやめさせてもらい
たいと思います。理事会としてはどのようにお考えですか。」 
　理事会で、さっそくこの投書について話し合ったが、「住
宅以外の用途に使用するなと言っても線引きが難しい。自
宅を事務所にして生計を立てている人がいるのに、それを
禁止することはできない。」と結論が出た。さりとて、4階の
学習塾を放置しておくと問題になりそうな気がする。理事会
としては、どういうルールを作ってトラブルの防止を呼びかけ
たらよいのか思案に暮れている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.怪しい風体の入居者 
　都心に構えるマンション（管理組合法人）の理事会で女
性理事のひとりがこう言った。 
　「このごろ、普通の人とは思えない風体の人たちが出入り
していませんか。」 
　それを受けて、理事会に同席していた管理人は、「そうで
すね、最近××号室に引っ越してきた連中は、態度がどうも
普通でないような気がするんですけど。暴力団でなければ
いいんですが。」 
　理事の人たちは「まさか、ほんとうか。」と驚いた表情になり、
「そうだとすれば、住民に不安を与えるようなことになればた
いへんだから、十分に注意していこう。」と申し合わせた。 

　区分所有法第６条に、「区分所有者は、建物の保存
に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区
分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」
とあります。 
　共同の利益に反する行為とは、迷惑行為という意
味ですが、では具体的にどんなものをいうのでしょうか。 
　ここでは、どこのマンションでも起こりそうな、学
習塾をめぐるトラブルと、めったに起こらないけれど、
遭遇したらたいへんな暴力団の入居トラブルの事例
を見てみましょう。 

事例1
マンション内で 

学習塾を経営したことによるトラブル 

共同の利益に反する行為 

事例2
マンション内の 

暴力団事務所開設に伴うトラブル 
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　××号室に出入りする様子を見ていると、部屋には絶え
ず２～３人が交替で寝泊りしており、毎日決まった時間にな
ると、乗用車数台をマンションの玄関前に横付けし、親分の
ような人物を数人が護衛するようにして、ドヤドヤと入って来
るのが目につきはじめた。 
　そのうち、玄関前の違法駐車が朝から晩まで続くようになり、
ルールを無視したゴミの投棄などが日常化してきた。管理人
がいくら注意をしても毎日交替で寝泊りに来る若い連中に
はどこ吹く風だ。 
　常時、５～６台も並んで違法駐車されているので、マンショ
ンのお年寄りたちが玄関前でタクシーを拾おうとしても、それ
もできない。所轄の警察に通報して駐車違反の取り締まり
を繰り返しても、そのときだけクルマを移動するので効果が
ない。 
　××号室の前の廊下や階段にはタバコの吸い殻が絶え
ず落とされ、郵便受の「××××企画」の表札も名前だけで
実体のないことが解ってきた。 
 
2.実態の確認 
　××号室に出入りする人数も次第に増えてきて、彼らの
異様な雰囲気に対する住民の不安が拡大するのを恐れた
理事会は、所轄の警察署に相談に行った。警察では、「こ
の地区に暴力団が出入りしていることは、こちらでも確認し
ているので、駐在のパトロールを強化させます。」と言ってく
れた。理事会では、なんとか室内の状況を確認しようと、手
はじめに管理人から電話をかけさせた。すると若い男の声
で「××××組です」との返事が返ってきた。間違いなく、
暴力団の事務所として使われているのだ。 
　そのうち、××号室にテレビを取り付けるために、電気工
事店がやってきた。工事後、中の様子について尋ねたら、 
　・正面に「××××組××代目組長」の名札のついた大
きな肖像画が掲げられている 

　・壁には、代紋と組幹部の名前が貼られている 
　・1部屋はマージャン室になっていた 
とのこと。 
　室内に貼られていた名前は、新聞に時々のるような有名
な暴力団だ。万一にも、対立する組織間で抗争が起きれば、
その標的となる可能性は極めて高く、住民の不安は高まる
一方であった。 
　やがて暴力団事務所があるマンションだという噂が広まり、
空室を見にきた人が、「暴力団が入っているのではどうにも
なりませんね。」と帰ってしまう。風評被害のため価格も次
第に下落し、さらに空室が増えるという悪循環になってきた。 
　管理組合に届け出された入居者名簿を調べてみると、×
×号室の区分所有者はマンション外に住んでおり、顔を見た
ことがない。この所有者が組事務所として使わせている形
となっている。たまたま、組長らしき人物が乗ってくる車の所
有者を調べてみたところ、××号室の所有者だとわかった。 
　××号室はもともと競売物件であったものを、××××組
が所有するため、組長が表に出ないよう若い組員の名義で
競落したのだろう。 
 

3.理事会が行動を開始 
　ある朝、新聞に暴力団の傷害事件の記事が出た。理事
長は、「このまま黙って放置しておくことはできない。なんと
かしなければ。」と考えはじめた。 
　その矢先に、××号室から夜中、廊下に大量の水が流れ
出して数階下まで水浸しとなった。前にも同じ事故を起こし
て迷惑をかけていたが、そのときも被害を受けた住民に詫
びも弁償もせず、また繰り返したのだ。 
　管理組合としてはすぐに理事会を開いて、抗議の文書を
作り、被害の弁償と迷惑行為の禁止を申し渡したが、「梨の
つぶて」であった。 
　さらに、××号室の隣室も、同じ区分所有者に売り渡され
るらしいとの情報が入ってきた。すぐに隣室の所有者に問
い合わせたところ、さっぱり要領を得ない。これは要注意だ
なと思っているうちに、その隣室に工事の作業員が出入り
するようになった。そこで管理人から、管理組合規約にした
がい、「工事許可申請書」を組合に提出するよう注意をしたが、
工事責任者はこれを無視した。そのうち作業員たちは、室
内を取り壊した廃材が入った重そうな袋を次から次へと運
び出した。 
　そこで、「工事許可申請をしないで、工事をしているような
ので確認させてほしい。」と申し入れ、警察の立会を得て理
事長や理事、管理人など、数名で室内に入ったところ、風呂
場や台所が全部撤去されており、そのうえ××号室との境
のコンクリートの壁に大きな穴があけられ、自由に行き来でき
るようにしている。コンクリートの壁を破るなどということは法
律上も許されない暴挙で、これは許すことはできない。組合
では緊急理事会を開くとともに、所有者に対し、原状に回復
するよう文書で要求した。 
　相手が暴力団であるだけに理事の人たちに危害が加えら
れないとも限らないので、所轄警察署に状況を説明して暴
力団の監視強化を要請するとともに、（社）北海道マンション
管理組合連合会の顧問弁護士に相談をした。 
 
4.総会決議　そして退去 
　相談した弁護士の所属する弁護士会には、「民事介入
暴力対策特別委員会」があり、警察と相談しながら、民事事
件に介入する暴力団の行為を差し止めたり、使用を禁止し
たり、競売にする活動を行っている。この委員会と協力して
弁護団を編成し対応してくれることになり、北海道警察本
部も支援に乗り出してくれることになった。入念な打ち合わ
せの結果、暴力団の部屋を競売にかけ、暴力団を排除する
よう裁判所に提訴することにした。 
　そのために、組合の総会を開催して、提訴する決議をす
ることになった。管理組合総会は夜間開催されたが、××号
室と改造された隣室の区分所有者ふたりの委任状を持った、
見るからに暴力団幹部といった男ふたりが会場に入ってきた。
とたんに女性の出席者が半数近くいた会場は、緊張のため
シーンと静まり返った。 
　理事長が区分所有法第59条ないし60条に基づき「共同
の利益に反する行為をする者」として裁判を起こし、暴力団
をこのマンションから排除したいと提案。決議をする前に、所
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有者に弁明の機会を与えたところ、開き直る始末で、暫くの
やり取りの後、採決することを宣言した。理事長は勇気を奮
い立たせるよう、ひとりひとりに声を掛けて賛否を確認し、全
員賛成の決議を取りつけた。 
　暴力団側は顧問の弁護士を依頼して法廷で争う姿勢を
示したものの、管理組合側の体制が強固であると見てとっ
たのか、数ヵ月後に警察立会いのもとで部屋から出て行った。 
　このことを知ったマンションの住民は一様に安堵した。喉
につかえていた刺がやっと取れた思いであった。早速、理
事長が管理組合の集会を開いて事件の経緯を報告し、出
席者から一斉に大きな拍手が湧き上がった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふたつの事例を通して、「共同の利益に反する行為」に
ついて、掘り下げて見ていきましょう。 
 
　事例１では、規約にうたわれている「専有部分を専ら住
宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と
いう条文の解釈について頭を悩ませていますが、これにつ
いては、標準管理規約コメントに、このように書かれています。 
　「（第12条関係）住宅としての使用は、専ら居住者の生
活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用
方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有するこ
とを要する。」 
　住戸内の一室を、事務所や塾などに使用していても、そ
の住戸が居住者の生活の本拠であれば住宅として使用し
ていると解釈されることになります。 
　ですから、事例の投書にあったように、住宅以外の用途
に供してはならないという理由だけでは学習塾の是非を問
うことはできず、理事会の判断は的を射ています。 
　したがって、この事例の場合は迷惑行為という観点から
問題を見直す必要があります。 
　専有部分の使用方法は自由であることが基本ですが、だ
から何をしても良いということにはなりません。他の居住者
の受忍限度（社会通念上我慢できる限度）を超える迷惑行
為は、「共同の利益に反する行為」として差し止め請求など

の法的措置をとることができます。（区分所有法　57～60条） 
　通常は、自宅での仕事や少人数を対象とした華道・書道・
茶道・英語塾・学習塾などは他の住戸に迷惑をかけること
は少ないので、とくに問題になることはありません。しかし、こ
れも生徒数が多くなって頻繁に出入りがあったり、騒がしく
なったりすれば、住居としての平穏が守れなくなり、事例の
ようにトラブルの原因になります。 
　この理事会では、実際に起きている被害の程度について
すでに確認し、Ｃさんに対して改善を申し入れていますから、
今後は、再三申し入れしても改善されない場合は、法的手
段に訴えることもあり得ることを、知らせておく必要があります。 
　また、日頃から広報紙などを通じて、共同生活では自由が
制限されることがあることを知ってもらうよう、働きかけること
が必要です。 
 
　事例2では、賃借人として入居した暴力団が事務所を開
いて、迷惑行為を繰り返したケースを取り上げました。 
　まず暴力団「らしい」人が出入りをはじめたことに気づき、
つぎに彼らが暴力団であることを確認し、その迷惑行為をき
っかけに管理組合が立ち上がり、最後は裁判に持ち込んで
暴力団を退去させています。 
　区分所有法では共同の利益に反する行為をする者に対
する措置が以下のように定められています。 
 
１．区分所有者（持ち主）に対しては次の請求をすることが
できる 
①共同の利益に反する行為の停止等（57条） 
②専有部分（部屋）の使用禁止（58条） 
③区分所有権及び敷地利用権の競売請求（59条） 
（部屋を裁判所を通じて強制的に売らせること） 
 
２．占有者（貸借人）に対しては、次の請求をすることができる。 
①共同の利益に反する行為の停止等（57条） 
②引渡し請求（60条） 
（賃貸借契約を解除し、専有部分を引き渡させ、迷惑行為
者を立ち退かせる） 
 
　ただし、１・②、１・③及び２・②については、他の区分所有
者の全員または管理組合法人は、集会の特別決議を経て
裁判を起こして請求しなければなりません。なお、総会の決
議に際して、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明の機
会を与えなければなりません。 
 
　事例では、暴力団を排除するために、１・③の「競売請求」
によって、完全に暴力団を排除する訴えを起こしました。 
　なお、暴力団を排除するために訴訟を起こしたとき、管理
規約に具体的な定めがあれば、それだけ有利になることは
いうまでもありません。 
 
　都心のマンションは、暴力団関係者にとって格好の場所
となります。対立組織の攻撃に対しては住民を盾にするこ
とができ、その密室性から賭博場となったりします。 

解決の糸口 

ここでは
、 

　「共同の利益に反する行為」としては、たとえば次
のような行為が考えられます。 
１．建物の基本構造に影響を及ぼすことの大きい専有
部分の増改築 
　・専有部分に重量物や危険物を搬入する行為 
　・電気・ガス・給排水の許容量に影響がある設備
の更新 

２．カラオケスタジオなどの平穏な生活を阻害する行為 
３．ベランダ・バルコニーなど共用部分を改造したり、
屋上に物置をつくるなどの行為 

４．賃借人の迷惑行為 
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解決のポイント 

PO
INT

　万一、暴力団の事務所として使われた時は早期に追放
しなけばマンションの管理は行き届かなくなり、世評によって
マンションの価値も下落してしまいます。 
　暴力団の問題は管理組合だけでは解決がつかない問
題の典型例ですが、しかし、管理組合がしっかりしないと解
決への道が開けないことも事実です。 
　まず最初にすべきことは、理事会主導でマンションの住民
が一体となって立ち上がることです。 
　その上で、自分たちだけで立ち向かうようなことをせず、専
門の窓口に相談すること。 
　弁護士会には「民事介入暴力対策特別委員会」があり、
そこでも相談を受け付けてくれますし、北海道警察本部も住
民の強力な味方になってくれます。 
 
 
 
 
 
１．住居の一部を、事務所や学習塾として使うことは、他人に
迷惑をかけない限り、とくに問題はない 

２．「共同の利益に反する行為」（迷惑行為）があるかどうか
で判断すると、解決の糸口が見つかる 

３．共同の利益に反する行為とその対応策について、広報
紙などを通じて周知活動を欠かさない 

４．迷惑行為に対しては、行為の停止、使用禁止、競売の請
求など、区分所有法で定められた対応策を文書で警告
する 

５．それでも改善されない場合は法的処置を実行する 
６．暴力団対策は、管理組合が結束し、なおかつ早く専門機
関に相談する 
 
 
 

平成6年9月9日　　横浜地方裁判所 

　保育室として使用することにより、住民らが受けている被害を認定 

１．住戸には敷物が敷かれているが、防音効果はなく、幼児が遊んではね

回る振動騒音が下階に伝わっている 

２．保護者らが、幼児を連れてくる際に共用廊下を歩かせるため、通行に

支障が出ている 

３．住民が不用意に扉を開けると、幼児に当たる危険がある 

４．幼児の送迎のための自動車がマンションの駐車場に停車するため、住

民の邪魔になる 

　これらを共同の利益に反する行為と認め、住戸の使用を禁止した事例。 

 

昭和62年７月27日　名古屋地方裁判所 

　暴力団組長が実質的に管理している区分所有建物につき、マンション

の管理者が建物の区分所有等に関する法律60条1項に基づいて行った

区分所有権等の契約の解除およびその引渡し請求が容認された事例。 

判例 
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　築15年目、60戸のマンションでは、当初、分譲会社が設定
した修繕積立金は6円／㎡という低額で、管理組合設立総
会のときに入居者から、「こんな積立金では修繕ができない
のではないか。」と質問が出た。分譲会社の説明では、入
居直後は引っ越しをはじめ、照明器具、カーテン、家具の購
入などの金銭的負担が大きいため積立金は低額に設定し
ているので、今後、管理組合でじっくり検討して適正な積立
金額に変更してほしいという。 
　それを聞いた第１期の理事長Aさんの奮闘が始まった。
修繕の費用や積立金に関して新聞記事を見つけると、それ
を参考にして、望ましい修繕積立金額を試算した表を添付
して全戸に配布するなど、１年間に10回以上も「修繕積立
金の値上げは、できるだけ早くするほど将来の負担が少ない。」
と訴え続けた。 
　理事会でも毎回この問題を話し合い、向こう3年間の積
立金値上げ案を作成し、定期総会で異議なく可決され、Ａ
さんの苦労は報われた。 
 
 
 
 
 
 
　第４期の理事会では、管理会社に長期修繕計画の策定
を求めた。このとき提出された長期修繕計画では、10年目に
4,500万円の工事費用が必要になると試算されたが、修繕
積立金の急激な値上げは困難と判断し、５年目以後も毎年
10％ずつ値上げすることになった。 
　第９期の理事会は管理会社の協力を得て、あらためて独

自に長期修繕計画案を策定し、それをもとに修繕積立金の
改訂案を数例作って、臨時総会でじっくり議論した。12年目
に大規模修繕を実施すると仮定すると、一時金を徴収しな
いためには、修繕積立金の大幅な値上げも仕方ないという
意見が大勢を占めたことを受けて10年目から倍増した。12
年目に積立金でできる範囲の大規模修繕を実施し、設計事
務所に長期修繕計画の作成を依頼して大改訂。その結果、
15年目から積立金を10％値上げし、入居当初と比較すると
20倍にもなった。今後も長期修繕計画は5年ごとに見直し
する予定にしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　築6年目、70戸のマンションで、分譲会社が設定した修繕
積立金は42円／㎡だった。初代理事長のＢさんはマンショ
ン管理セミナーで長期修繕計画の話を聞き、分譲会社系列
の管理会社に問い合わせたところ、3カ月後に長期修繕計
画表が提出された。 
　それによると、このまま10年間まったく修繕がなかったとし
ても、１回目の大規模修繕のときに１戸あたり57万円程度の
一時金の徴収が必要だとわかった。 
　　修繕積立基金＋修繕積立金10年分…約5,000万円 
　　10年後修繕工事費概算 　　　　   …約9,000万円 
　　不足金　約4,000万円÷70戸＝ 
　　　　　　　   追徴金　57万円／戸当たり単純平均 

長期修繕計画と 
修繕積立金 

　長期修繕計画を定め、それに基づいて修繕積立金を
積み立てるということが、大規模修繕の第一歩です。
では、長期修繕計画は、誰が作るのでしょう。そして、
修繕積立金は、どのようにして決められていくのでしょう。 
　具体的な事例を見ながら、あなたのマンションにふ
さわしい手法を探ってみましょう。 

事例1
修繕積立金の設定が安すぎたので、 

15年間で20倍に値上げ 

表2　毎年、少しずつ値上げされた修繕積立金 

事例2
修繕積立金の見直しと同時に 

管理費用の圧縮に成功 

表1　2年目の定期総会で可決された修繕積立金の変更額 

60戸 

積立金／㎡ 

年間積立額 

累計 

積立基金 

1,310円 

 672万円 

 672万円 

1年目 

　　 6円 

   34万円 

 706万円 

2年目 

　  21円 

 127万円 

 833万円 

3年目 

28円 

170万円 

1,003万円 

4年目 

　　 35円 

　 212万円 

 1,215万円 

60戸 

積立金／㎡ 

年間積立額 

累計 

5年目 

39円 

234万円 

1,449万円 

6年目 

43円 

264万円 

1,713万円 

7年目 

47円 

288万円 

2,001万円 

8年目 

51円 

313万円 

2,314万円 

9年目 

56円 

343万円 

2,657万円 

10年目 

112円 

686万円 

3,343万円 

15年目 

123円 

755万円 

6,842万円 



35

　Ｂさんは、このことを広報するとともに、一刻も早く修繕積
立金を倍増しようと提案してアンケート調査を実施した。結
果は値上げもやむを得ないという人が2割に満たず、管理
費用を削減して修繕積立金の値上げ幅を抑えて欲しいと
いう意見が多かった。一部の人からは、「分譲時に営業マン
から長期修繕計画に基づいて、適正に修繕積立金額を設
定しているからどうか安心してと言われて購入したのに、早
くも値上げとは心外だ。なんとか値上げはしないでほしい」
という声さえ上がった。 
　Ｂさんは２期目も理事長に推され、それから１年かけて管
理費の徹底見直しを実施。初年度1,300万円あった管理費
の支出のうち、除雪・エレベータほか保守点検・植栽管理な
どを管理組合が直接契約したり、ロードヒーティングのスイッ
チをこまめに操作するなどして400万円近くも圧縮すること
ができ、余剰金は修繕積立金会計に繰り入れた。 
　Ｂさんはこれでも修繕積立金は不足すると訴え、3期目の
理事会が引き継いで検討をした結果、総会決議を経て4年
目から修繕積立金を90円／㎡とした。 
　さらに5期目の理事会が長期修繕計画書を子細に検討し
たところ、設備関係の工事項目が欠落していることが判明。
今後調査して、余裕をもった資金計画にするためには、でき
ればこの数年のうちに、120円／㎡の水準にしたいと話し合
っている。 
 
 
 
 
 
 
　築18年、120戸のマンションでは、管理会社にまかせきりで、
長期修繕計画もなく、入居時に設定された修繕積立金も30
円／㎡のまま10年経過した。定年退職して悠々自適のＣさ
んが10年目の監事になり、管理会社の作った決算書類を入
念にチェックしたところ、多くの問題を発見。その処理をめぐ
って管理会社と意見が対立したため、これを機に自主管理
に移行することになった。 
　Ｃさんは自ら立候補して11期の理事長になり、管理組合
会計の建て直しを図った。修繕積立金の総額は約4,000万
円しかなく、目前に迫った大規模修繕の財源不足は少なく
とも6,000万円と見込まれ、駐車場収入による一般会計の余
剰金を修繕積立金に振り替えても焼け石に水である。年金
生活者が多いので、一戸あたり50万円もの一時金徴収は
不可能と考え、まず住宅金融公庫からの借入れを検討する
ことにした。 
　そして将来の修繕工事費と必要な修繕積立金を把握す
るためには、修繕計画の作成が急務である。そのため（財）
マンション管理センター発行「修繕積立金算出マニュアル」
をテキストに、マンションに住む建築関係者に協力を依頼し
て基本的な項目の数量を調べた。そして、市販の建設物価
資料を活用して単価を入れ、設備機器はメーカーに、埋設
ガス配管はガス会社に問い合わせるなどして、向こう20年間
の長期修繕計画表が出来上がった。 

　さらに、最大の問題である修繕積立金の改定に取り組んだ。
3年以内に大規模修繕を実現すること、その借入額をできる
だけ減らすこと、修繕直後に緊急工事が発生しても対応で
きるだけの予備費を持つことなどを基本方針として、試算を
重ねた。現在の平均月額は、30円×80㎡＝2,400円でしか
ない。Ｃさんは積立金会計の現状と、予想される工事費、不
足する金額、その手当の方法を詳しく広報し、大規模修繕
を実現するためには、修繕積立金の大幅な値上げは避けら
れないと訴えた。緊急の意見交換会を開催して主旨を説明
するなどして、賛同してくれる人を増やし、臨時総会で120
円／㎡への値上げを議決できた。 
　結局、住宅金融公庫の「マンション共用部分リフォームロ
ーン」を使って大規模修繕を実施できたのは、15年目のこと
だった。これから駐車場やポンプ類の修繕が必要で、同時
に1戸当たり平均50万円の借入れに対する返済額を含めると、
少なくとも180円／㎡に値上げせざるを得ず、修繕が終わっ
たあとで臨時総会を開き、激しい議論を経てようやく議決さ
れた。 
　Ｃさんはその後も理事長を務め、長期修繕計画の期間を
30年に延長して試算表を作ってみたが、今後30年間いちど
も一時金を追徴せずに修繕工事をしようとすると、500円／㎡、
一戸あたり月額4万円もの修繕積立金が必要になることが
わかった。あまり長期で考えると、現実味のない金額になっ
てしまうので、取りあえず向こう10年間の工事を見越して、
230円／㎡にしたいと考えているが、なかなか切り出せない
でいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 長期修繕計画 
　３つの事例について、だれが長期修繕計画を作ったのか
を確認してみましょう。 
事例１4年目に管理会社が作成。9年目に管理組合が作成。
12年目に設計事務所に依頼。 
事例２1年目に管理会社が作成。 
事例３10年間長期修繕計画なし。11年目に管理組合が自
ら調べて作成。 
　長期修繕計画を実際に作っているのは管理会社が多い

事例3
自力で長期修繕計画を作って 

積立金に反映 

では、  
長期修繕計画から話を進めましょう。 

成功への糸口 

　長期修繕計画と修繕積立金の関係について、３つ
の事例を見てきましたが、いずれも時間をかけて何度
も見直しをしています。 
　長期修繕計画の策定は、数年ごとに繰り返し見直
しが必要なため、管理組合にとってかなりの労力を要
する仕事になります。 
　また、長期修繕計画と修繕積立金を連動させてお
くことは、管理組合の健全な運営に欠かすことができ
ません。 
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ようですが、自主管理の管理組合は自力で作成したり、また
設計事務所等に依頼しているケースもあります。いずれにし
ても、管理組合が主体となって修繕計画案を検討すべきこ
とは、３つの事例から学べると思います。 
　事例には出てきませんでしたが、（財）マンション管理セン
ターでは長期修繕計画や適正な修繕積立金を手軽に算出
できるように、『コンピューターによる修繕積立金算出システム』
を用意しています。作成費用は、管理組合が申し込んだ場
合は、１棟につき20,000円が上限です。このシステムを活用
しているマンションも少なくありません。 
　当初の長期修繕計画は、多少ラフでも構いませんから、
20年ほど先までのおおまかな修繕項目・その数量・修繕の
時期・修繕の方法・工事費用の概算が記載されていればよく、 
その長期修繕計画と、修繕積立金が連動しているかどうか
がポイントになります。 
　言い換えれば、長期修繕計画がないと修繕積立金の月
額を設定する根拠がないということになります。事例３のように、
長期修繕計画がなかったために、修繕積立金が見直される
ことなく放置され、大規模修繕の時期が来て、資金が不足
したという例はたくさんあります。 
　なお、手持ちの長期修繕計画表の中には、ロードヒーティ
ング設備、給油設備など、寒冷地特有の設備項目が欠落し
ている場合があります。長期修繕計画表のモデルは、首都
圏のマンションを調査して作られた経緯があるからでしょう。
寒冷地での修繕データが不足していて、修繕周期がはっき
りわからないものもあります。また、地中埋設配管類の項目も
欠けていることが多いようです。こうした項目は、おおざっぱ
でも構いませんから、できるだけ早い時期に補完しておく必
要があります。 
　長期修繕計画表の内容と、実際に建物に付属している
設備を比較し、不足している修繕項目を書き出し、メーカー
に問い合わせるなどして、おおよその修繕の時期や概算費
用などを調べると、頼りになる長期修繕計画表ができます。
ここではあまり精度にこだわらず、見落とされていた項目を見
つけ出すことが大切です。 
　また、予期しないトラブルに対する緊急の修繕費として、
ある程度の「予備修繕費」を計上しておくと安心です。 
　さらに、たとえば高齢化対策として斜路や手摺の新設、ロ
ードヒーティングの拡充など、建物の安全性や利便性を高め
るための費用も考えておくべきでしょう。何をどの程度見込
むかということについては、管理組合でアンケート調査をし
たり、時間をかけて議論する必要がありますが、長期修繕計
画のなかに「明るい未来図」を描いているマンションも増え
ています。修繕とは別に、「改良工事費」という項目を見込
むこともこれからは必要になると考えます。 
 
 修繕積立金 
　つぎに、３つの事例について、いつ修繕積立金を見直し
たかを確認してみましょう。 
事例１入居直後から、15年間にわたって、6円／㎡から123
円／㎡に順次値上げ。 
事例２入居直後から議論し、4年目に42円／㎡から90円／㎡。

さらに見直し予定。 
事例３自主管理に移行した11年目に30円／㎡を120円／㎡、
さらに180円／㎡に。 
　３例とも、修繕積立金の値上げを提唱する人がいて、時
間をかけて議論しながらそれぞれのマンション独自の考え方で、
健全な管理運営を目指しています。 
　ある時期（修繕周期）がくると、建物の傷みが目立つよう
になるので、修繕費用がかかるということは、誰にでもわかり
ます。要は、その費用を見込んで貯金しておこうというのが
修繕積立金です。ただ、毎月決して少なくない金額を積み
立てるのですから、その金額を納得してもらうには、10～15
年目までにどのくらいの修繕費用がかかるのかを示して見
せる必要があります。それが長期修繕計画の目的のひとつ
です。 
　事例１では、せっかく長期修繕計画がありながら、「毎年
少しずつ値上げ」という形を取ったため、修繕時期に積立
金が不足してしまい「できる範囲で」修繕せざるを得ません
でした。12年目に設計事務所が長期修繕計画書を作り、そ
れに見合った積立金額が設定されてようやく軌道に乗りは
じめたようです。 
　事例２では、早い時期から長期修繕計画と修繕積立金
を連動させる努力をして、着実に積立金を蓄えていますから、
計画修繕の時期になって慌てることはないでしょう。この事
例はまだ若いマンションのお手本といえそうです。 
　事例３では、10年間放置されてきた修繕積立金の不足
分を、住宅金融公庫からの借入で対応しながら、大規模修
繕工事を挟んで2回値上げをし、180円／㎡にしました。ただし、
この事例の場合はそのうちの約半分が、今後数年間は借
入金の返済に充てられることに注意が必要です。これでは
けっして十分な積立金額とはいえません。今後、返済のた
め慢性的な資金不足に陥ることのないよう、慎重に修繕計
画を検討する必要があるでしょう。 
　この事例でわかるように、「修繕積立金が不足したら、借
入れでしのげばなんとかなる」と安易に考えることは禁物です。 
　なお、適正な修繕積立金の額については、マンションの
規模・設備内容によって異なるため、一概には決められません。
ただ、過去の事例から、大まかな金額を算出したものがあり
ます。　（参考：「事例に学ぶマンションの大規模修繕」） 
　①入居時より10年目まで　 70～100円／㎡ 
　②10～20年目まで　　　 110～160円／㎡ 
　③20年以上は最低でも　 150～200円／㎡ 
 
　最後に、駐車場料金と、管理費・修繕積立金について触
れておきます。 
　標準管理規約（単棟型）第28条には、「駐車場使用料そ
の他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管
理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立て
る。」とあります。 
　この考え方で、お手元の決算書をチェックしてみてください。 
　管理費を安く設定して、その代わり駐車場収入を管理費
に繰り入れ、これを消費してしまっているマンションが見受け
られます。はっきりと「管理規約」の中で「駐車場使用料は、
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管理に要する費用に充てる。」と決めているマンションもあり
ます。そうした場合、管理費会計が赤字になっているにもか
かわらず、駐車場料金で穴埋めされるため、赤字に気が付
かない管理組合が多いのです。ましてや、駐車場料金から「余
剰金」が生まれていると、まったくの健全経営だと錯覚して
しまいます。もし駐車場使用料がなかったとしたら、マンション
を管理するために必要な費用が１戸当たりどれくらいになる
かを計算してみましょう。管理費を倍増しても間に合わない
マンションもあるかも知れません。しかし、それが本来あなた
のマンションが必要としている「管理費」なのです。 
　管理費の不足を駐車場料金で補っている実態がわかっ
たら、管理費・修繕積立金・駐車場料金をさまざまに組み合
わせて、設定を見直してみると、きっといろいろな発見があり
ます。事例２では、管理費の支出を抑えることにより、修繕積
立金の値上げ幅を小さくすることに成功しました。管理費が
赤字だとわかれば、なんとか支出を減らそうという意欲も自
然に湧いてきます。 
　あなたのマンションでは、どんなアイディアが生まれるでしょ
うか。 
 
 
 
 
 
１．長期修繕計画は、大まかでもよいから出来るだけ早く作る 
２．マンションの実情を調べて、長期修繕計画に「見落とし」
がないかチェックする 

３．予備修繕費や改良工事費を見込む 
４．修繕積立金は、できるだけ早く長期修繕計画と整合する
ように改定する 

５．早く積立てを開始すればするほど、積立期間が長くなる
分だけ、月々の支払額を抑えることができる 

６．修繕時期に積立金が不足したら、借入れもできるが、返済
があらたな負担になる 

７．管理費・駐車場使用料と修繕積立金を見直してみる 

住宅金融公庫の融資と 
マンションすまい・る債に注目 

一 口 メ 
モ 

成功へのポイント 

PO
INT

１　資金の調達先にマンション共用部分リフォーム融資 
　修繕積立金が不足している時には、住宅金融公庫
の「マンション共用部分リフォーム融資」を検討してみ
てください。 
　・ （財）マンション管理センターに債務保証を委託す
れば、無担保で融資を受けられます 

　・公的融資ですから、融資金利は固定金利で低く、
最長１０年間の融資を受けられます 

　・管理組合法人でなくても融資を受けられます 
 
２　修繕積立金をマンションすまい・る債に 
　住宅金融公庫の「マンションすまい・る債」を購入す
ることで、管理組合の修繕積立金を計画的かつ安全
確実に積み立てることができます。 
　・公庫の組織形態が見直された後でも、債券の元
利金の支払いは新たに設置される公的な機関（独
立行政法人）に適切に引き継がれることになって
いるので、安心して積み立てることができます 

　・積み立てた債券は、公庫が無料で保護預かりし
ます 

　・定期的に利息を受け取ることができます 
　・修繕工事のために中途換金した場合は、公庫自
らが債券を買入れますので元本を下回る心配は
ありません 

　・マンションの管理に役立つ記事を満載した情報
誌「住宅金融公庫マンション情報ＢＯＸ」が定期
的に送付されてきます 

 
　問い合わせは、巻末の相談窓口の「住宅金融公庫
北海道支店」に。 

追加資料95ページ参照 
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　築10年目を迎えた50戸のマンションでは理事会5名が毎
年の輪番制で交替してしまうため、これから大規模修繕の
検討を開始するにあたって修繕委員会の設置を決めた。 
　掲示板でメンバーの募集をしたところ、施工会社の役員
で3年前に理事を経験したこともあるＡさんをはじめ5名が名
乗りを上げた。建築に多少なりとも関わりのある人はＡさん
だけだが、他の4名も過去の理事経験者ばかりである。 
　しかも経理に強い、広報ならおまかせ、法務に明るい、世
話好きで明るい．．．と、メンバー構成としては申し分なく、この
5人の他に理事長と理事２名が加わって、修繕委員会を発
足した。専門知識があるということもあり年齢からいってもＡ
さんを修繕委員長にとの声があり、満場一致で決まった。 
　当面の課題として、建物診断をどうするか、修繕までのス
ケジュールをどうするか、工事金額が積立金を上回ったらど
うするか．．．などを話し合ったが、Ａさんだけがかみ合わない。「診
断なんて必要ない、私が見てやるから無駄なカネは使うな。」
という話はありがたいと思ったのだが、「ちゃんと予算に合わ
せて、きっちりと修繕をやり遂げるから私にまかせておけ。」
という言葉を聞いて、一同顔を見合わせた。 
　理事長が、「この委員会は業者の選定から、カネに関する
ことまで、いろいろなことを判断をする場所だから、それをわ
きまえて欲しい。これから業者との交渉が多くなるが、もし、Ａ
さんがそういう業者のひとりとして、修繕に参加したいなら、
この修繕委員会から降りてもらいたい。どちらか、方針を明ら
かにして欲しい。」と言った。 
　Ａさんはしばらく考えていたが、「心得違いをしていた。マ
ンションのためを思って言ったつもりなので、誤解を与えて申
し訳ない。」と、一件落着。 
　しかし、会合を重ねていくうちに、「私以外は建築のことが

分からないのに、この委員会にまかせておいたら心配だ。」
と言い出し、どうやらＡさんの知り合いの会社に無料で診断
させて、そこに施工まで発注したい意向のようだ。 
　修繕委員会としては、公平を期するために劣化診断・改
修設計を設計事務所に外注しようと考えているのだが、Ａさ
んは、「それは無駄な出費だ。このマンションの現状は建築
士に頼んで見てもらう必要はない。」と言い張ってきかない。
Ａさん以外の修繕委員は、理事長に対し、「われわれの意
見はＡさんにことごとく否定されてしまう。こんな状況だから
こそ、第三者の専門家をコンサルタントとして招こう。」と意
見が一致している。 
　理事長は、見解の分かれた委員会をどのようにまとめようか、
頭を痛めている。 
 
 
 
 
 
 
　築12年目、70戸のマンションでは、ようやく大規模修繕へ
の準備がはじまった。理事長のＢさんは理事会で修繕委員
会の設置をはかり、理事会の諮問機関としての位置づけで、
定期総会で承認を得てから募集を開始したが、思うように
は手が上がらない。 
　このマンションには設計事務所に勤務する１級建築士が
いると聞いていたので、声をかけたら参加してくれるという。
他にも、配管工事の会社に勤務している人や電気工事士
など、今までの理事長経験者からふさわしいメンバーの情報
を聞いて、ひとりずつ説得して歩き、6人の承諾を得た。 
　初会合に先立ち、Ｂさんは建築士のＣさんに建築診断・改
修設計・工事監理の仕事をお願いできないかと相談したら、「皆
さんがボランティアでマンションのために汗を流しているときに、
業務としてそういう仕事を引き受けてしまうと、どんなに頑張
って仕事をしても報酬を得ることに対しいろいろなことを言う

修繕委員会 

　修繕委員会（専門委員会）は、どういう人たちで構
成し、具体的にどんなことを話しあったり、調べたり
するのでしょうか。実際に修繕委員会を作って活動し
ている事例を見ながら考えてみましょう。 

事例1
施工会社の役員が修繕委員になって 

生じたトラブル 

事例2
縁の下の力持ちになった 

マンション内の建築関係者 
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人が出てくる。あとでそういうトラブルになると思うから、この
マンションとは業務では関わりたくない。あくまで修繕委員会
のメンバーとして参加し、できるだけ支援したい。」との考え。 
　ＢさんはＣさんの考えはもっともなことだと考え、Ｂさんに何
でも頼もうとしていた自分の浅はかさを反省し、Ｃさんにはア
ドバイスをもらうだけにとどめるなど表にあまり出ない形にしよ
うと思った。 
　Ｂさんはさっそく修繕工事実施までのスケジュール表の作
成をＣさんに依頼したところ、着工まで１年半という概略スケ
ジュールが提案され、委員会で無理のない計画だと判断し、
それに基づいて資金計画の検討に入ることができた。 
　その後の修繕委員会でも、Ｃさんは目立って活躍するよう
な印象は少ないながら要所で専門家らしい判断を示した。
特に診断を担当する外部の設計事務所が決まってからは、
専門的なことをわかりやすく「通訳」する仕事に徹して、理
事会・修繕委員会と設計事務所の橋渡しの役割を負った。 
　無事に大規模修繕が終わったとき、ＢさんはＣさんに感謝
の言葉を掛けたところ「外部の専門家に依頼してものごと
が進んだので、注文をつけるだけでよかったから精神的に
楽でした。こういう形でもお役に立てることがわかって嬉し
いです。やはり、マンションに住んでいる人が、業務として大
規模修繕に関わるのはたいへん難しいと感じました。」とい
う感想を述べた。 
　Ｂさんはマンション内部の専門家に過大な働きを期待す
るのでなく、あくまで意見を聞くだけにとどめたことが、Ｃさん
の能力を引き出すことに成功した原因だと思った。 
 
 
 
 
 
 
　築9年目、25戸のマンションでは、Ｄ理事長以下4人の理
事が揃ってマンション管理セミナーに参加し、大規模修繕の
進め方について学んだあと話し合った。自分たちのマンショ
ンは人数が少ないから、推薦制で理事を決めるのでさえ大
変な状態だ。乗りかかった船ではないか、大規模修繕が終
わるまで修繕委員兼務という形で全員理事を継続しようと
合意した。 
　定期総会で大規模修繕の方針、スケジュール、予算の大
枠について承認を得てから、Ｄさんたちは最初に「自分たち
のマンションを知るための見学ツアー」を計画して住民への
参加を呼びかけた。 
　「私達の目で修繕が必要な個所を見つけましょう。自分
の財産の価値を保つために、自分の目で状態を確かめまし
ょう。それくらいの汗を流してみませんか。」 
　マンション見学会は「５月中旬の日曜日午前10時に管理
員室前集合」としたところ、約半数の12世帯が集まった。管
理会社の職員が説明しながら、一度も目にしたことがない地
下の受水槽室や屋上のエレベーター機械室をはじめ、あま
り通ったことのない屋外鉄骨階段も上から下まで歩いてみた。
ほとんどの人は、はじめて屋上に上ってみたが、思いのほか

景色が素晴らしいことを知り、さわやかな風に笑顔があふれた。 
　見学会のあと、昼食を食べながらの懇親会でＤさんは参
加者から感想を求めた。 
　・地下の受水槽室は湿気が多くて鉄骨も錆がひどいが
放って置いてよいのか 

　・外部の鉄骨階段もよく見るとかなり錆が出ている 
　・あちこちでタイルが割れている 
　・屋上の防水がしわしわになって、大きな膨れもあるが
大丈夫か 

　そうした疑問に対して、Ｄさんはこう答えた。 
　「私たちのマンションには、建築関係の専門家はいません。
でも、全員が理事の経験者ですから、これから大規模修繕
をどうやって進めていくのか、大変な労力が必要だというこ
とだけはわかっていただけると思います。外部の専門家の
力を借りないと進めていけないと思います。皆さんが今日マ
ンションをご覧になって、疑問に思ったことをきちんと説明し
てくれる専門家を探したいと思います。このマンションは規
模が小さいのですから、全員で大規模修繕に取り組みまし
ょう。皆さん、力を貸してください。」 
　集まった人たちが笑顔でうなずくのを見て、Ｄさんはこれ
からの難題を乗り切っていく自信が湧いてきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　事例１では、理事会で修繕委員会の設置を決めたようで
すが、委員会の位置づけや仕事の中身を明確にしておか
ないと、トラブルが起きることがあります。 
　建築業界の事情に詳しいと自称するＡさんが修繕委員
会での発言を通して、他の委員から反発を買っていますが、
Ａさんの発言の一部に利益誘導の匂いが感じられるからで
しょう。理事長は修繕委員会に倫理性・公平性を求めてい
ますから、ひとりの意見に振り回されるようですと、委員会の
継続が難しくなります。 
　「ウチのマンションには建築に詳しい人がいないから、修

このメンバ
ーを 

「修繕委員会」とか「専門委員会」と呼びます。 

成功への糸口 

　大規模修繕という大事業に取り組むための最初の
ステップは、修繕委員会を立ち上げることです。マン
ションの規模や理事会の構成によっては、あらたまっ
て「修繕委員会」という名称を付けずに、理事会がそ
の役割を負っている例も少なくありません。 
　しかし、大規模修繕の準備に取り組んでから、工事
を完了するまで２～３年を要することが多いので、単
年度で顔ぶれが入れ替わる理事会の場合は話が毎
年振り出しに戻ってしまいます。そこで、検討を開始し
てから工事を完了するまで、固定したメンバーで継続
的に事業を進めていくスタッフがいたほうが管理組合
としては安心です。 

事例3
マンション住民に呼び掛けて、 

マンション見学会を開催 
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繕委員会を作れない。」ということを耳にしますが、事例の
ように、業界の情報を振りかざすＡさんのような人がメンバ
ーに入っていると、当初の目論見がはずれて修繕委員会の
足並みが揃わなくなることがあります。公募してから理事会
で審査してメンバーを決めるというやりかたが多いようですが、
人選には十分に注意が必要です。 
　事例の中で、理事長が述べているように、「工事に関わり
たいという意向があるなら、修繕委員を引き受けるべきでない。」
という考え方は重要です。こういうことをあいまいにしている
ために、修繕委員会の中で意見が対立するケースもあるよう
です。言い換えれば、「審査される立場」の人が、「審査す
る立場」を兼務することはできないということを明確にしてお
くことでトラブルを予防することができます。 
 
　事例２では、修繕委員会の設置を総会で承認を得て進
めています。公募では思うように集まらないので、理事長経
験者からメンバーを推薦してもらったという方法は、これから
修繕委員会を立ち上げる予定の管理組合には参考になる
でしょう。 
　ここでは、自分の住むマンションでは業務を引き受けたく
ないと考える専門家のＣさんの働きぶりが光っています。 
　マンション居住者の中に専門家がいると、当初のＢ理事
長のように、なんでもその人に頼んでしまいたいという、過大
な期待をしがちです。しかし、退職された方は別として、大
規模修繕に関わる専門的な領域の仕事は片手間ではでき
ませんから、当然、業務として携わることになります。すると、
そこに住んでいるだけに、何が起きても呼び出されることに
なり、24時間休日なしで仕事をするような感覚になりかねま
せん。マンションに専門家が住んでいるのに、協力が得られ
ないという場合はこのようなことが重荷になっている場合が
あります。何を相談したいのか、問題点を絞り込んでからアド
バイスをもらうようにすると、相談に乗ってもらえる可能性が
高まります。 
　Ｃさんの場合は、マンション管理組合のなかで専門分野
の知識を発揮して貰えるように、本人が働きやすい役割をう
まく与えられたために、外部の専門家との連携でも相乗効
果を発揮して、マンションにとって最も効果的に専門家の力
を活用できたといえるでしょう。 
　事例１と事例２を参考に、修繕委員会を作るときに、マンシ
ョン内に住む専門家には、どんな働きをしてもらいたいのか、
ということを理事会でよく考えてみるとよいでしょう。 
 
　事例３は、小規模なマンションだけに、役員の人材も不足
しており、修繕委員会を理事会が兼務して取り組んでいる
例です。 
　専門家がいないぶんだけ、「自分たちの力を合わせて取
り組もう」としている姿勢が伝わってきます。 
　事例にあるような、マンション見学会は、大規模修繕に対
する意識を高揚するためにも、とくに小規模なマンションには、
ぜひともおすすめしたい行事です。大規模なマンションでは、
同じことを修繕委員会で実施し、その様子をビデオで撮影して、
集会の時に披露するなどの工夫をして、ひとりでも多くの組

合員に、ふだん見えない「保全の必要な個所」「痛み具合」
を知ってもらうことです。 
　また、屋上や外壁の痛み具合、汚れ具合などについて共
通の認識があると、これからの大規模修繕の話し合いが円
滑に進みます。 
 
　理事会で、そろそろ大規模修繕の準備を始めなければと
いう話がまずあって、それでは修繕委員会を設置しようかと
いう順序で次に進めばよいのですが、面倒だからと先送りし
てしまう理事会も見受けられます。 
　修繕委員会を立ち上げるにも、意欲と問題意識を持った
理事が率先して活動し、大規模修繕工事は自分たちの財
産を守ることだと、ほかの人も説得できるような準備をしなけ
れば、委員会は「絵に描いた餅」になりかねません。そのた
めには、セミナーに参加するなど、初期の情報集めにできる
だけの時間と努力を傾けることが必要です。大規模修繕工
事の準備は説得活動だと割り切って、時間をかけて進めて
ください。 
 
　以下、修繕委員会の設置時のポイントをまとめておきます。 
　・修繕委員会の名称はマンションの実情に合わせて変
えてもかまわない 

　・修繕委員会は大規模修繕工事のための臨時の組織
である 

　・修繕委員会は理事会の下部組織であり決定権限がな
い諮問機関である 

　・人数はマンションの規模によるが、100戸以下なら3～10
名程度が適当である 

　・総務、法規、技術、資金、広報など広範囲の仕事があ
るので、技術の専門家にはこだわらない 

　・必要な人材は説得力のあるまとめ役である 
　・修繕委員会のリーダーを必ず決める 
　・委員会のメンバーを組合員に公表して運営はガラス張
りにする 

 
　つぎに、修繕委員会の運営方法に関して、ポイントをまと
めておきます。 
１．理事会との関係を密にする 
　何を検討して、どこまで進んでいるか、問題点は何かなど、
理事会が知らないままでまかせっきりでは、かえってトラブル
を産みます。理事のうち何人かが修繕委員を兼務するのは、
その点では望ましいことです。 
２．修繕委員会の検討記録をきちんと残す 
　継続して検討するためには、検討経過の記録を必ず残し
ておくことが必要です。理事会への報告にも使えますし、専
門委員会の検討経過を広報することも大切です。 
３．外部関係者との接触は必ず複数で行う 
　施工会社や設計事務所など外部関係者との接触が必
要な場合、つねにふたりで会うことと記録を取ることを心が
けるべきです。マンション内で無用の誤解やトラブルを避け
るための配慮です。 
４．検討のために必要な費用を管理組合で予算化しておく 
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　資料のコピー代、参考文献の購入費、弁護士ヘの相談
費用、遠方への交通費などの費用のほか、深夜まで打合せ
が及ぶ場合の茶菓代なども、見込んでおきたいものです。 
 
　最後に、修繕委員会の最初の仕事を列挙しておきます。
言ってみれば、これは修繕委員会の必修科目です。これか
ら先は、マンションによって、調査しなければならない内容も
違ってくるでしょう。まず、現在までのマンションの実態を調
査することです。 
　・管理規約末尾の「別表」に記載された「共用部分」の

範囲を確認する 
　　（大規模修繕の対象は、共用部分のすべてに及ぶ） 
　・その共用部分の実情を目視して、ひとつずつ「これは

何か」を確認するとともにその痛み状況を記録する 
　・分譲時のパンフレット、説明資料等で竣工当初の状況
を確認する 

　　（10年、20年経過すると、変わってしまう場合もある） 
　・竣工図など工事関係書類がどのように保管されている
か確認する 

　　（大判の平面図や立面図は、コピー専門店に持ち込ん
で縮小コピーしておくと便利） 

　・過去の共用部分修繕工事の記録・内容を確認する 
 
 
 
 
 
１．修繕委員会を設置する際は、その位置づけを明確にして
おく 

２．技術の専門家にこだわらず、できるだけ公平な判断ができ
る人を選ぶ 
３．外部の専門家をどのように活用するか、マンションの実情
に合わせて決める 

４．マンション内に工事業者として関わりたい人がいる場合は、
予めルールを決める 

５．マンション内部の専門家の協力を得るには、ポイントを絞り
込んで相談する 

６．小規模なマンションの場合は、全員参加の機会を設けると
よい 

７．専門委員会として最初に取り組むべきことは、マンション
の実態調査である 

成功へのポイント 

PO
INT

ここからはじめよう　大規模修繕の準備 
一 口 メ 

モ 

　集会室があるなら、こんなものを揃えることからはじめま
しょう。 
　大規模修繕の七つ道具です。　 
　①ホワイトボード（できるだけ大きい方がよい） 
　②カレンダー（文字の大きなものを１年分壁に張る） 
　③カメラ（フラッシュ付きの使い捨てカメラで良い） 
　④コンベックス（寸法を測る　5ｍ程度のもの） 
　⑤強力ライト（単一電池×4本から6本程度のもの） 
　⑥パールハンマー 
　　（打診棒　タイル張りの建物には、必須） 
　⑦工具類（ドライバー・スパナ・ペンチ等） 

追加資料95ページから96ページ参照 
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　120戸のマンション管理組合では、12年目に10名の修繕
委員会を組織した。建築関係の専門家はひとりもいないので、
セミナーに参加したり勉強会を重ねた結果、外部の専門家
に建物診断を依頼することにし、近隣のマンションの建物診
断費用の実績を調べて、年末の定期総会に300万円の建
物診断費用を計上し可決された。 
　13年目の春、建物診断・改修設計業務を専門にしている
と聞いた設計事務所10社に診断・改修設計業務の見積も
りを依頼したところ、そのうち5社から見積書が届いた。 
　驚いたことに5社とも予算の300万円を超えており、最高
額は850万円だった。 
　見積書の比較検討をしようとしたが、それぞれの内容が
違っており、単純に比較することができない。専門用語が並
んでいるので、漢字一文字が違ってもずいぶん単価が違う
ことから、仕様がまったく違っているようだ。こんな調子では、
年内に調査診断を終えて14年目の春に着工という予定が
狂うかも知れない。緊急修繕委員会では激しい議論の応
酬があったが、いくら話しても、「修繕委員会にはこの問題を
解決できる人材がいない」ことだけを皆が確認するにとどま
った。 
　結局、安い価格を入れてきた2社を順に呼んでヒアリングし、
予算の範囲で受託できないかどうか交渉することになった。
現実的な解決策はそんなことしか思いつかない。 
　ヒアリングの結果、設計事務所1社が予算いっぱいの金
額で応じてくれることになり、修繕委員会はほっと胸をなで
下ろした。設計者からは、「診断・改修設計の仕様書を作ら
ずにただ診断をしてくれと言ったから、こんなに見積もりがば
らついたんですよ。」と苦笑いされた。 
　診断が終わって、工事業者の選定に際しては、この設計

事務所が業務としてアドバイスをしてくれたので、工事費用
も予算の範囲内で納まり、14年目の雪解けを待って着工。
　無事に大規模修繕工事を終えた。 
 
 
 
 
 
 
　築11年、50戸のマンションのＡ理事長宅に、毎週のように
改修専門業者の営業マンがパンフレットを持ってやってくる
ようになった。 
　そろそろ外壁の痛みが目立つようになり気になっていた
のだが、「外壁と屋上を無料診断させて欲しい、提案書を作
ってくるから。」と、どの営業マンも同じことをいう。机の上に
はもう5社分のパンフレットが積み上がっている。 
　理事会でその話をしたら、ちょうどよいからその5社から改
修提案書をもらおうという話になった。管理会社からもそろ
そろ修繕の時期だから準備しましょうと言われているが、ど
の程度の費用がかかるかだけでも知りたい。「でも、理事長、
そういう話はひとりでしちゃだめだ、誤解を受けるよ。」と進
言してくれる人がいて、今後は対外的な交渉のときは理事
長と副理事長が同席することにした。 
　各社に連絡すると、翌週から順次調査員がやってきて建
物診断を始めた。竣工図面を貸して欲しい言われて、これ
も順番に貸し出した。ベランダを見たいというので、理事に
声をかけて各社とも4軒ずつ立入調査をさせた。 
　2カ月後、5社の提案書が出そろったので、理事会は各社
の提案書について、順次説明を受けることにした。日曜日に
１社ずつ呼んで提案を聞いた。 
　いつ修繕するかは、「今すぐ」1社、「来年」2社、「再来年」
2社と評価が分かれた。 
　外壁の塗装については5社とも使う材料が違う。保証書
を添付してきたり、外壁の色を変えるカラーイメージ提案書を

建物診断 
　建物診断を誰に頼むかということは、大規模修繕
における最初の課題ですが、どういう方法がよいとは
一概にいえません。したがって、多くの事例を参考に
して、自分たちはどうするかと考えるしかないようです。
ここでは、できるだけ多くの事例を集めてみました。 

事例1
仕様書を作らずに診断の依頼をし 

予算超過 

事例2
改修専門業者やメーカーの無料診断を 

活用して仕様書を作成 
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提出してきた業者もある。屋上の防水も5社とも修繕の考え
方が違うようだ。工事金額は4,300万円から6,800万円と幅
がある。１社でグレードの違う3種類の見積書を提出したとこ
ろさえある。 
　説明を聞いて、理事会は頭を抱えた。5社の修繕に対す
る考え方も使う材料も違うのだから、比較することができない。
どうやって仕様を統一したものか・・・。 
　理事のひとりが「インターネットで調べたら、塗料や防水材
料のメーカーが改修の相談に応じているから相談してみよ
うか。」と言ったことから、新たな展開が生まれた。 
　まず、塗料メーカーのホームページを検索して、数社に電
話をしてみたら、無料で外壁の診断をしてくれるところがあ
ったので、すぐに来てもらった。メーカーでは、コンクリート下
地の状況や既存塗料の分析をした上で、管理組合の希望
する耐用年数や保証の条件などを問診し提案書を作ってく
れるという。やがて、メーカーとしての見解をまとめた仕様提
案書はもちろん、5社の見積仕様に対するコメントが届けら
れた。防水についても、ほぼ同じような経過をたどって、仕
様書の提案を受けることができた。そこで、理事会では、メー
カーが提案してきた見解書・仕様書を添付して、5社に対し
てもう一度見積もりしてくれるよう依頼した。 
　新しい見積書は、数量こそ少しずつ違うものの統一され
た仕様書に基づいて作られたので、見積金額は数百万円
の差で納まり、ほぼ横並びになった。 
　理事会では、診断についての議論はこれで納めて、これ
から工事会社選定の準備作業に入ることにした。 
 
 
 
 
 
 
　60戸、築12年の管理組合では、6人で編成した修繕委員
会の統一意見として、「マンション大規模修繕の診断・改修
設計・工事監理は専門家に委託する」という方針を打ち出し、
4月には委託先を専門に検討する渉外担当チーム2人が決
まった。 
　渉外チームは、まず、下記の方法で引き受けてくれる設計
事務所を探した。 
　 ・ （社）北海道マンション管理組合連合会の技術相談 
　 ・ （社）北海道建築士事務所協会の窓口 
　・インターネット検索 
　・修繕委員会のメンバーがそれぞれ近隣で修繕したマ
ンションに出向いて調査 

　それによって設計事務所8社の名前が集まったので、各
社に手紙を出し、マンション改修に関するパンフレットや資料
を送ってくれるよう依頼した。 
　渉外チームは送付された資料を精読して、8社のうちマン
ション改修に取り組む意欲をきちんと表現している5社を絞
り込んだ。 
　続いて6月に入ってから、順次その5社に出向き面談によ
って実情を調査し、過去の診断報告書などの資料を見せ

てもらい、渉外チームの主観もまじえた評価比較表を作って
修繕委員会に提出した。委員会では、渉外チームの話を聞
きながら丹念に比較表を検討し、2社に絞って見積書の作
成を依頼し、ヒアリングすることを決定した。 
　8月の理事会・修繕委員会の合同会議に設計事務所2社
を順番に呼び、30項目に及ぶ質疑応答により事務所の考え
方などを確認したのち全員で懇談した。 
　その結果、Ｂ社が満場一致で理事会推薦となったため、
建築診断・改修設計業務をＢ社に○○円で委託することを
9月の定期総会に提案し可決した。 
　4月に調査を開始してから、委託先の決定まで6カ月かけ
て選んだだけあって、診断・改修設計については何のトラブ
ルもなく、翌13年目に大規模修繕工事を完了した。 
 
 
 
 
 
 
　築12年目、30戸の小規模マンションでは、限られた予算の
中で責任施工方式を採用するのか、設計監理方式で進め
るのか、修繕委員会の中で議論が続いていた。 
　修繕委員4人はマンション大規模修繕の事例を詳しく解
説した書籍を読み、セミナーに参加し、近くのマンションの修
繕の現場も見学した。 
　建物の劣化診断から工事監理まで設計監理方式で実
施したいとは思うが、一方で小規模マンションの場合は、工
事費に対してどうしても設計監理費の割合が高くなることを
知って悩んでいた。 
　いずれにしても、選択の基準は、自分たちが納得する説
明をしてくれる人に決めたいと思っていた。これまでも管理
会社の技術担当や小修繕に来た技術者などと話したが、い
つも専門用語が飛び出してさっぱりわからないという不満
があったからだ。 
　あるとき修繕委員のひとりが、同規模のマンションでは改
修専門業者に大規模修繕を頼んだが、何を聞いてもわかり
やすく説明してくれたし仕事も丁寧だったと聞いたので、設
計者か専門業者かと悩まずに、まず話を聞いてみようという
ことになった。 
　インターネットで、改修工事を専門にしている施工会社を
調べ、電話で主旨を説明すると、すぐに外壁や屋上を調べ
に来て、2週間後に報告説明をしたいと言って帰った。 
　2週間後、修繕委員会で説明を聞いたら、20頁ほどのカラ
ー写真入りの報告書を持参して、じつに丁寧に説明してく
れた。営業の一環だからこれは無料だという。さらに調べて
みると、設計事務所でも「目視による一次診断は無料」とい
うところがあったので、同じように調査してもらった。 
　こうして、3カ月間に、専門業者4社と、設計事務所3社に
診断をしてもらい、説明は必ず修繕委員4人で聞いた。はじ
めのうちはわからなかったが、屋上の防水に対する見解も、
タイルのひび割れに対する説明も少しずつ違っていること
がわかった。診断報告書に書いてある話は立て板に水でも、

事例3
修繕委員会が、専門チームを作って交渉し、 

診断依頼先を決定 

事例4
小規模マンションで、 

直接投票で診断依頼先を選定 
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ひねった質問をすると詰まってしまうなど、専門家ではない
自分たちでも、いや、専門家でないから評価できることがある
と気がついた。建物の痛み具合についても、見る人によっ
てさまざまな評価があることを知った。 
　修繕委員会は、この結果を理事会に報告し、委員会とし
て推薦できる2社を呼んでマンション全戸を対象に説明会を
したいと提案した。理事会ではこれを了承し、設計事務所2
社に見積もりを依頼するとともに集会の準備をした。 
　『「大規模修繕は専門家でないから難しくて判らない」で
はなく、みんなで学びませんか。これまでに修繕委員会が診
断を依頼した専門家のうち、2社をコンサルタントとして招きま
したので、お話を聞きましょう。納得できる説明をしてくださる
方かどうか、皆さんの目と耳で確かめてください。コンサルタ
ントを選ぶのは皆さんの投票です。』 
　集会は30戸のうち出席が18戸で、その多くが夫婦で参加
してくれた。 
　90分ずつ時間を区切って1社ごとに説明と質疑応答を受
けたが、建物の寿命などについて質問が続出し、会場は大
いに沸いた。説明会のあと、会場の意見を集約したところ、
ほぼ満場一致で、評価が1社に集中した。この評価をもとに、
定期総会に建物診断・改修設計・工事監理を委託する議
案を予算とともに提出し、可決された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　事例１は、設計監理方式の例です。 
　設計監理方式とは、大規模修繕に際して、建物の調査
診断・改修設計（仕様の検討）・工事の監理を、設計事務
所やコンサルタントに委託し、工事の施工は、別の施工会社
と契約する方式です。工事費とは別に、設計監理費用が必
要になりますが、一貫して監理者が管理組合にアドバイスを
してくれる安心感があります。 
　事例では、建築診断をしてくれる設計事務所に見積もり
を依頼するという方法をとり、委託先をその金額によって決
めようと考えましたが、診断の仕様を決めずに、漠然と見積
もりを依頼してしまいました。その結果、せっかく5社から見
積もりを取ったにもかかわらず、全部仕様が異なり内容を比
較することができず、最終的には、安い見積金額を提示した
事務所と交渉して予算に合わせてもらいました。 
　この事例から学ぶことは、見積もりを比較したいならば、依

頼したい内容を記載した仕様書を作ってから見積もりを依
頼するということです。施工会社を決める場合も同じことが
言えます。 
 
　事例２は、責任施工方式の例です。 
　責任施工方式とは、施工会社が、大規模修繕に係わる
業務を一括して契約し、建物診断・改修設計・修繕工事を
まとめて行う方式です。発注者たる管理組合が契約内容を
主体的にチェックする必要があるため、管理組合内部にそう
した判断ができる専門家がいる場合には有効な方式だと言
えます。 
　事例では、改修業者の無料診断を活用したところ、5社が
それぞれ独自の仕様書に基づいて見積書を作ってきました。
ここまでは事例１と似ています。 
　ここで、仕様をどうしたら統一できるかと悩み、「メーカーが
診断と改修設計を支援してくれる」という情報を得て、材料
メーカーを活用することを思いつきます。その結果、メーカー
が提案した仕様書で5社から再見積もりを徴収することがで
きました。 
　この事例から学ぶことは、順序を反対にし、はじめからメー
カーに建物診断・改修設計を依頼すれば、統一仕様書によ
る複数社からの見積書の入手が可能になるということです。 
　ただし、この手法が使えるのは、現在のところ、塗料メーカ
ーと、防水材メーカーしかないようです。バルコニーの手摺や、
避難ハッチをどうするかといった問題は、メーカーでは結論
を出せませんので、この方法は万能とはいえません。 
　また、塗料や、防水といった表面仕上げについては、最も
望ましい仕様が提案される可能性がありますが、例えば「バ
ルコニー手摺柱の付け根の凍害」や「タイルひび割れ部分
の躯体コンクリートの劣化」のような表面仕上げ以外の問題
への対処方法が見落とされる危険性もありますから、注意
が必要です。 
　ですから屋上防水だけの修繕とか、鉄部塗装の補修とい
うように、工事範囲が限定している場合には、十分に活用で
きる手法だと思われます。 
 
　事例３は、設計監理方式の例です。修繕委員が設計事
務所を時間をかけて調べ、可能性のあった8社から書類選
考で5社に、面談によって2社に絞り、理事会と修繕委員の
合同会議でヒアリングの結果、1社を選定しています。 
　修繕委員がどのような人たちで構成されていたのか定か
ではありませんが、かなり手際がよいことから、建築関係の
専門家が参加していたように感じます。事例１とは対照的に、
金銭的なことより、意欲や能力といった点を重視して判定し
ている点に特徴があります。最終段階で2社に絞り込んだと
ころではじめて見積書の作成を依頼し、その金額も加味し
ながらヒアリングによって選考しています。 
　この事例から学ぶ点は、設計監理者は金額ではなく人格・
能力によって選ぶという強い姿勢が伝わってくることです。
複数の選択肢から一つを選ぶには、金額以上に客観的で
明確な選択肢はないということは確かですが、事例のような
選び方もあることを知っておきましょう。 

そこで、  
両方の事例を取り上げました。 

成功への糸口 

　４つの事例のほかに、管理会社が主導して大規模
修繕を実施しているケースがたくさんありますが、この
場合は管理組合が悩んだり、汗を流したりする場面が
少ないと思われますので割愛しました。 
　建物診断という言葉は、「設計監理方式」の場合
に限らず、日常的には「責任施工方式」の場合でも、
使われています。 
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　事例４は、設計監理方式か責任施工方式か悩みながら、
結果は設計監理方式に決まった例です。「自分たちが納得
する説明をしてくれる人」を選ぶのは、お医者さんを選ぶの
と同じです。修繕委員は無料で一次診断をしてくれる設計
事務所を探し出し、改修設計業者の無料診断も利用して、
各社に建物診断をしてもらって、その診断結果の説明を聞
き漏らすまいとします。その結果、残ったのは設計事務所の
ようで、その2社に見積もりを依頼するとともに、マンション住
民に対する説明会を企画します。最終的には、マンションの
住民みんなで委託先を決めることができました。 
　この事例から学ぶ点は、小規模マンションの人材不足と
いう不利を逆手にとって、マンション全体を巻き込んでしまっ
たしたたかさです。 
　また、この事例も「金額ではなく、人で選ぶ」というはっきり
とした基準を持っていたことが読みとれます。人で選ぶとい
うのは、客観的な尺度がありませんから、そのためにも全体
集会にたくさんの人を集め、そこで決めるという計算が働い
ていたようです。 
 
　いずれにしても、大規模修繕工事の内容は共用部分が
どの程度劣化しているのかという判断のもとに決まるので、
まず建物診断を実施して実態を確認することが必要になり
ます。 
　責任施工方式の場合は、改修専門業者が建物診断をし
ます。 
　設計監理方式の場合は、設計事務所（コンサルタント）が
建物診断をします。 
　建物診断を誰に依頼するかということも、どのように依頼
先を選ぶかということも、さまざまな考え方があることを事例
で学びました。 
　これらの事例に、さらに工夫を加えて、あなたのマンション
にふさわしい建物診断の依頼先を見つけてください。 
 
 
 
 
 
１．建物診断を依頼する場合、診断の範囲・内容などを明確
にした仕様書を作成する 

２．仕様書を利用し、同じ条件で見積もりをとり、比較する 
３．材料メーカーのマンション改修の支援事業を活用する方
法もある 

４．カネでなく、ヒトで選ぶという考え方もある 
５．委託先を選ぶ過程を、公開する 

成功へのポイント 

PO
INT

マン管センターの 
「連携案内事業」について 

一 口 メ 
モ 

 
　（財）マンション管理センターの「連携案内事業」とは、
マンションの建物診断で悩んでいる管理組合のために、
当センターが仲介役として、マンションの建物診断等を
行う専門技術者のグループをご案内する制度です。こ
のグループは、施工会社などとは分離して、公平・公明
を原則に業務を行うなどマン管センターが提唱した５つ
の基本姿勢に同意しているグループです。 
　北海道内には、連携案内事業に参加している複数
のグループがあります。連携案内事業の内容やパンフ
レットなどのお問い合わせは、マン管センター技術部 
（03-3222-1519）に。 
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　80戸のマンションで13期目の理事長になったＡさんは来る
べき大規模修繕工事に備えて、営業に日参してきた改修専
門業者数社に対して無料診断と見積もりの作成を依頼した。 
　各社から診断書と見積書が出そろったところで、理事会
で比較検討したら、内容に違いがあるものの、ほぼ6,000万
円から8,000万円の間に納まっていた。現在の修繕積立金
累計額は約7,000万円であり、来年度の工事は、工夫すれ
ばなんとかなりそうだ。 
　Ａさんは大規模修繕工事計画書の案を作って、14期の
理事長に引き継いだ。 
　新理事長のＢさんは他の理事を誘ってマンション管理セミ
ナーに通うなど、熱心に勉強し、理事会では「大規模修繕工
事は、建物診断が重要だ」と結論を出した。さっそく臨時総
会を開いて、建物診断の実施と予算を議決した。Ａさんは
建物診断をするという主旨は良いと思ったが、かなりの費用
がかかるので、工事費用を圧迫しないか心配だった。 
　設計事務所の建物診断の結果は、報告書として提出さ
れたほか、住民説明会でスライドを映写して詳細に報告された。
ふだん、まったく気がつかないところに大きな欠陥が潜んで
いることを知り、説明会に出席した住民たちは目の覚める思
いだった。 
　改修設計が終わり、それとともに提出された予想工事費
は約1億8,000万円になった。理事会ではこの程度の金額
になることを予想していたので、さっそく広報で紹介して、工
事説明会を開催し広く意見を求めることにした。 
　「今、建物の悪いところをしっかり直して、将来も末永く安
心して住みたいと考えるのか、そこに目をつぶってお化粧直
しだけして建物の寿命を縮めてもよいと考えるのか、そのこ
とを問われています。理事会は費用をかけてもきちんと直そ

うという考えで一致しています。現在の修繕積立金と工事
費の差額から不足分1戸当たり平均150万円を一時金とし
て徴収したいので反対がいると工事ができません。」 
　建物診断の説明会に出席した人たちは、自分の目で建
物の欠陥を見たこともあって、理事会案に賛成する人が多
かった。しかし、中には150万円もの一時金徴収は納得でき
ないと感情論だけで反対する人たちもいて、理事会は何度
も「工事説明会・意見交換会」を開いて粘り強く説得した。「こ
のまま欠陥を放置したら30年後には、建物がぼろぼろになる
かも知れない。今回、しっかり修繕したら60年は大丈夫だろ
うということだ。みんなで力を合わせて建物を守ろう。」と呼
びかけた末、6カ月後、臨時総会では３／４特別決議で、翌
年春に実施する大規模修繕工事の内容、金額、工事監理
の委託、一時金の徴収など、工事に関わるすべての案件を
可決した。 
　Ａさんは一時金が払えないからという理由で何人かがマ
ンションを去っていったことに心を痛め、なんとか妥協案のよ
うなものを考えることができないものかとＢさんに話したが、「中
途半端な妥協をしたらカネをどぶに捨てることになると思う。」
と一歩も退かない。Ａさんは、この答えは30年経たないと判
らないなと思いながら、一時金を調達する準備に取りかかった。 
 
 
 
 
 
 
　築11年、60戸のマンションでは、大規模修繕工事の実施
を翌春に控えた11月に「工事計画説明会」を開催した。事
前に５ページほどの「大規模修繕計画書」を配付した。 
　計画書は、以下のように構成した。 
１．修繕委員会の2年間の作業を克明に記載し、施工会社を
推薦するまでの経緯を説明 
　・建物の診断調査の実施の経緯  

工事計画と 
説明会 

　工事の計画とは、工事範囲・工事期間・工事金額・
資金の調達方法なども含めて、工事の大枠を決める
ことです。この段階で十分な時間をかけ、総会の前に、
工事説明会を開くと、その後の修繕工事の進め方が
円滑になります。そうした事例を見ながら、重要なこ
とがらを整理していきましょう。 

事例1
工事計画の方針を巡って、 

意見調整に半年かけた管理組合 

事例2
「工事計画説明会」を 

臨時総会の10日前に実施 
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　・建物診断調査の結果についてのまとめ  
　・建物診断調査結果の分析について報告  
　・提案見積書の徴収（2社）  
　・提案型見積書の分析と統一仕様書の作成  
　・統一仕様書による見積の再徴収 
　・工事経歴書により施工調査の実施 
　・ヒアリングの実施により、総会に推薦する施工会社の決定  
２．工事計画案（工事範囲・工期・施工会社など） 
３．資金計画（修繕積立金でまかなえるのか） 
　多くの出席を呼びかけたところ、38戸が出席。通常の総
会出席者より10戸ほど多かった。修繕委員が資料に沿って
説明し、建物診断の結果についてはカラースライドを映写す
るなど、よりよく理解してもらえるように工夫した。 
　約1時間ほどで説明を終えたが、その後の質疑応答では
以下のような質問が出た。 
　・1階の専用庭に樹木を植えているが、足場との関係は
どうなるのか 

　・ベランダの床の痛みがひどいが、修繕したらどの程度に
直るのか 

　・外壁の色を変えることはできるのか 
　・施工会社の推薦までの過程を、もう少し詳しく説明し
て欲しい 

　・ベランダで洗濯物が干せない期間は、いつからいつま
でか 

　・どの程度の騒音や振動が予想されるのか 
　・足場が架かる部分に、自転車置き場があるが工事中は
どうするつもりか 

　・足場の架かる部分に、5台分の駐車スペースがあるが、
どうするのか 

　・修繕積立金に余裕がないので、万一追加工事が発生
したらどうするのか 

　・網戸の取替は、応分の費用は払うから、まとめて発注
できないか 

　・ベランダに置いてあるクーラーの室外機は、いつまでに
撤去すればよいか 

　・工事中、職人さんが室内を通って出入りすることはある
のか 

　・エレベーターの「キズ」は、今回の工事で直すのか 
　・ベランダにはみ出しているモノを、工事期間中預けてお
けるところがないか 

　・共用玄関の掲示板の前に立つと、センサーで自動ドア
が開いてしまうのでこの機会に掲示板の位置を変えて
貰えないか 

　・共用階段の廊下は、かなり汚くなってきたが、今回は
修繕しないのか 

　……など、質疑応答は、１時間30分ほど続いたが、修繕委
員が交代で回答し、参加者の顔を見ると納得を得られたよ
うに思えた。数日中に、この日の質疑応答を詳細に記録した、「説
明会報告書」を作って全戸に配布し、説明会に出席できな
かった区分所有者にも理解してもらえるよう配慮した。 
　説明会から10日後に臨時総会を開いたが、出席24＋委
任状28で、大規模修繕工事の計画が議決された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内容を理解してもらうための説明会と、議決するための
総会を切り離したほうがよいと考えられます。 
 
　大規模修繕工事は少なからぬお金をかけての「一大事業」
ですし、実際に工事が始まると入居者の方々の協力が不可
欠ですから、工事計画の内容を皆さんに納得してもらうこと
は大規模修繕工事を成功に導くための最大のポイントです。 
 
　事例１では、改修専門業者の見積もりでは修繕積立金
の範囲で工事ができると思っていたところ、翌年、設計事務
所が建物診断した結果多くの問題が見つかり、工事予定
額が膨れ上がったために、一時金の徴収が必要になりました。 
　この事例では、工事の内容をどのようなものにするのか、
すなわちマンションという財産をどのように守るかという考え
方を繰り返し説明しています。理事会が全力を尽くして住
民の説得を続け、6カ月の時間をかけたことは評価できます。 
　もちろん時間をかければ合意形成ができるということでは
ありませんが、この事例の場合は、単純に多数決というわけ
にはいかず、ひとりでも一時金を払えない（払わない）人が
いれば工事に着手できなかったと思われますので、全員の
合意を取り付けるために何度も説明会を開き、意見を聞い
ています。なお、この事例とまったく同じ状況で、結局住民
の合意が得られずに大規模修繕工事の内容を白紙に戻し
て仕切直した事例もあります。 
　最後に「妥協案」という言葉が出てきますが、物事を決め
るときには白か黒かだけでなく、必ず第３の解決策があるも
のです。この例の場合、1億8000万円の工事を部位別に分
割して、たとえば屋上防水などを数年先に延ばせないかと
いう検討をし、当面の工事費用を圧縮するような段階的な
工事計画を考えることができたかも知れません。 
 
　事例２では、一般的な工事計画説明会の進め方の例を、
具体的に紹介しました。 
　工事計画説明会の実施時期は、総会開催予定日の1か
月前くらいが適当でしょう。説明資料は開催日の1週間前頃
までに全戸に配布します（賃貸型住戸の場合は、所有者に
郵送するほかに、入居者にも同じものを配布しておきます）。
マンションの規模や実状に合わせて、説明会を何回か開催
することも考えましょう。 

成功への糸口 

　工事説明会を省略して、いきなり臨時総会の議案
書の形で工事計画を提案するのは得策ではありません。
大規模修繕工事の計画を説明するには時間がかかり、
それに対する質疑応答も長時間に及ぶことが多いので、
場合によっては議論が沸騰して収拾がつかなくなっ
たり、時間で切って無理に採決したりすると、のちに禍
根を残すことにになります。 

そのため
に、 
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　配布する「大規模修繕工事計画」は説明会資料として
だけでなく、総会提案事項の説明資料としても活用できま
すし、総会にも説明会にも出席できない区分所有者の理解
を得るためにもある程度詳細な記述が必要です。 
　いずれの事例でも、総会の議決を得るために並々ならぬ
努力をしていることがわかります。大規模修繕工事の実施
については、確実に総会で議決されるように万全の準備を
しておくことはもちろん、実際には全員の賛成が得られない
と工事の実施が難しくなりますので、工事計画説明会はた
いへん重要です。 
 
　では、「大規模修繕工事計画書」は具体的にどのように
作ればよいのでしょうか。そのポイントを、順に解説します。 
 
①大規模修繕工事を実施する理由 
　建物がこの程度劣化しているという実情の説明。また、
大規模修繕工事をしないまま放置しておくと、将来、どうなる
のかということの説明を中心に記述します。 
　修繕委員会の活動経過を、ここに記載しておくと、大規
模修繕工事のためにどのような準備をしてきたかについても、
知らせることができます。 
 
②大規模修繕工事を行う工事範囲 
　共用部分のどこを修繕するのかをはっきり示すことが大
切です。抽象的な書き方では誤解を招き、あとからトラブル
の原因になります。例えば、「各戸の玄関ドアの廊下側は共
用部分だから工事の対象だが、室内側の塗装は専有部分
の扱いになる」など。 
　できれば図や写真を添付して、工事範囲を示すと、なお
分かりやすくなります。 
 
③大規模修繕工事の工事期間 
　工事期間が、およそ○月○日ごろから×月×日ごろまでに
なるかを記し、できれば、期間中の作業時間帯や、休日につ
いても明示した方が安心感を持たれます。 
 
④大規模修繕工事の工事費用 
　最も重要なポイントで、まず工事費用はいくら、それは予算
額か、見積額か、工事費用の主な内容はどういう費目かなど
を記載します。自分たちのお金がどんなふうに使われるのか
関心を持たない人はいませんし、質問の集中する部分です。 
　次に、修繕積立金の積立残高はいくらあって、臨時費用
の徴収や借入れが必要かどうかなど、資金計画を正確に記
述します。 
　借入れる場合は、さらに、借入れ先、金利、借入期間、返
済方法などの詳細が必要です。 
 
⑤大規模修繕工事を発注する施工会社の選定 
　最も「慎重な」説明を必要とする項目です。 
　すでに施工会社を選定している場合と、工事計画承認
後に選定する場合とでは、おのずと書き方が異なりますが、
これから選ぶ場合は後述の「施工会社の選定」を参考にし

てください。 
　すでに決定している場合も、決定経過を詳細に記述する
ことが大切です。また、マンション特有の事情がある場合は、
そのことを明記しておくほうがよいと思われます。 
　 
⑥選定した施工会社の内容 
　選定が終わっている場合は、施工会社の社名、所在地、
業務内容、工事実績、工事関係者の組織体制、工事費用
支払いの条件など。 
 
⑦工事費の支払方法 
　着手金を前払いするのではなく、工事が出来上がった分（出
来高）を順次清算する方法を採用した事例もあります。何
回に分けて、いくらを、いつ、どういう方法で払うかを明示し
ます。 
　修繕積立金が工事完成時に不足している場合、最終支
払いを、工事完成後3カ月待ってもらう交渉をし、そのことを
支払い条件に盛り込んで契約した事例もあります。 
 
⑧生活面ヘの影響など 
　例えば外壁改修工事であればベランダの片づけ、排水管
改修工事であれば水回り部分の使用制限など、入居者の
協力を得られないと工事が進められません。 
　ベランダのクーラー室外機は、区分所有者の負担で一時
撤去して貰うことなども明記しておくとよいでしょう。 
　工事期間中にわたって、できるだけ具体的に、詳しく記述
しておくことがポイントです。 
　この点をきちんと説明しておかないと工事がはじまってから、
トラブルを招くことがあります。とくに、賃貸化住戸の場合は
区分所有者よりも占有者（賃借人）に、この点をしっかり知ら
せておくよう注意が必要です。 
 
⑨住戸室内ヘの立入り 
　室内立入りが必要な場合は、具体的に、いつごろ、何時
間程度､室内のどの部分に工事作業との関係が生まれる
かなどを説明します。玄関のドアを塗装する、配管工事をする、
などの場合です。 
　説明が不足したために、立入りができない住戸が生まれ
て計画した工事日程が狂うことがあります。それによって順
送りに工事日程が変更になり、多くの人に迷惑をかけるばか
りか、その分だけ工事費用が増加することも説明して理解を
求めます。 
 
⑩その他 
　エレベーターの使用制限の有無、騒音や振動・臭気など
の予告、子供の事故防止のための注意など工事に際して
知っておいて欲しいこと。 
　また、工事期間中の現場事務所や資材の置き場や工事
用車輌の駐車場、自転車置き場の移設、工事作業員のた
めの仮設トイレの設置などわかる範囲で予告しておきます。 
  
　以上、「大規模修繕工事計画書」に記載すべきことがら
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を具体的に解説しましたが、入居者に読んでもらい、理解と
協力を得るための説明資料ですから、 
　・できるだけ項目を分けて説明する（箇条書きでかまわない） 
　・用語表現はできるだけ専門用語を避け、わかりやすく
書く 

　・できれば、写真や図解を盛り込んだ文書にする 
などの工夫をするとよいでしょう。 
 
　最後に、工事計画説明会を実施する際のポイントです。 
　大規模修繕工事の内容を説明するためには、言葉だけ
ではどうしても伝わらないことがたくさんあります。説明会に
先立ち、建物診断をした会社の協力を得るなどして、目で見
て納得してもらうための材料や道具を準備しておきましょう。 
　・図解して説明するために黒板やホワイトボードは必須 
　・ビデオを使えるならば、活用した方がよい 
　・可能ならば、パソコンのプロジェクターを活用する 
　・外壁改修工事ならば剥がれたタイルのサンプルや塗
装の色見本などを準備する 

　・配管工事ならば劣化した管の抜き取りサンプルなどを
準備する 

 
 
 
 
 
１．大規模修繕の実施は、総会での決議を必要とする 
２．そのためには、事前に工事計画説明会を開催して理解
者を増やしておく 

３．工事計画書は、読んで貰えるような工夫をする 
４．説明会では、視覚的な理解を得られるように工夫する 

成功へのポイント 

PO
INT
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　80戸のマンションでは前理事からの推薦で新理事が決まる。
11期目の新理事長になったＡさんは3期続けて理事のＢさ
んから修繕委員会の設置を提案されたが、「よくわからない
のでお任せします。」とＢさんに任せた。 
　地元の建設会社を定年退職したＢさんは技術の専門家
ではないが、親しい建築士が何人かいる。設立主旨を起案
して理事会の承認を得てから修繕委員を公募したが、応募
がひとりしかなく、顔を知った何人かに声をかけて5人体制
で委員会をスタートした。 
　メンバーに建築の専門家がいないので近くに住む元同
僚の建築士Ｃさんに頼んで、ざっと建物を見てもらい何度か
勉強会に招いて相談にも乗ってもらった。修繕委員会の中
では、しだいにＣさんへの信任が厚くなっていった。 
　Ｃさんはこのマンションでの現実的な大規模修繕の進め
方として、改修専門業者に無料診断・改修設計をしてもらい、
その仕様で他社から見積もりを取って比較検討したらどうか
と提案し、Ｂさんがこれを理事会で提案して了承を得てから
実行に移した。 
　修繕委員会では数社から会社案内を取り寄せて、その
中からマンション改修の実施件数が多いＤ社を選んで主旨
を説明し、了解を得て診断をしてもらった。その一方で、マン
ションの全戸に施工会社の推薦を広く呼びかけたところ、Ａ
理事長からの推薦も含め、2社の申込みがあった。ほどなく
Ｄ社から見積書が提出されたが、修繕積立金でなんとかま
かなえることがわかったので、提案された改修工事の仕様を
一部訂正して独自の仕様書を作り、Ｄ社と、住民推薦の2社、
さらに修繕委員会で調べた2社を加えて、5社に見積もりを
依頼した。 
　その結果、最低価格はＡ理事長が推薦したＥ社で約

6,200万円、Ｄ社が２番目で約7,000万円だった。最高額は
約7,800万円だった。 
　Ｂさんは、再びＣさんを修繕委員会に招いて、5社の見積
もりを比較検討してもらったところ、Ｅ社の見積内訳は仕様
書で指定した下地処理の項目に見落としがあるほか、仮設
工事の内容を見ると改修工事をあまり知らないのではない
かとのコメントをもらった。この点、Ｄ社の見積もりはしっかり
しているし、技術面ではいちばん安心できる。そこで修繕委
員会は全会一致でＤ社を推薦した。 
　Ｂさんが理事会でこのことを報告したところ、Ａ理事長から
反論があった。 
　「仕様書を指定して見積もりを徴収したのだから、仮りに
見積もりで見落としがあるなら業者の責任だから仕様書通り
にやってもらえばよい。800万円も安いＥ社があるのに、なぜ
Ｄ社に決めるのか組合員に説明できない。修繕委員会はマ
ンションの部外者の意見に振り回されているのではないか。」 
　これには、Ｂさんも猛反発した。 
　「改修の実績のないＥ社を推薦して、万一うまく行かなか
ったらどうするのですか。」 
　「それを言い出したら、Ｄ社だってうまく行く保証なんてどこ
にもない。今問題なのは、組合員に納得してもらえるかどうかだ。」 
　「組合員だって、実績のことをきちんと話せば納得しますよ。」 
　「私は無理だと思うよ。理事の皆さんはどう思いますか。」 
　採決したら、Ｂさん以外の5人全員が最低価格のE社にす
べきだとＡ理事長に賛成した。これで総会への提案はＥ社
に決まった。それを聞いた修繕委員は理事会に反発して全
員辞意を表明し、総会にも欠席した。しかし総会では何ごと
もなかったようにＥ社への発注を議決した。 
　大規模修繕工事がはじまっても、有名無実の修繕委員
会は機能せず、Ａ理事長以下、理事会主導のもとに工事が
進められた。Ｂさんは体調不良を理由に理事会には欠席を
続けた。 
　工事が終わった翌年、あちこちで窓のまわりのひび割れ
に沿って白い粉が吹いた。Ｃさんに見てもらったところ「ひ

　大規模修繕工事の実務の中でもっとも苦労するの
が施工会社の選定です。 
　大規模修繕工事を終えた管理組合の理事長さんに
お話を伺うと、「大規模修繕の悩みは修繕積立金が
足りるかということを別にすれば、どうやって施工会
社を選ぶか、に尽きますね。」という方がたいへん多
いことからも問題の深さがわかります。 
　施工会社の選定はもっとも公平性・透明性が求め

られながら手法が確立しているとは言えず、それ
ぞれのマンションが試行錯誤しているという状況
です。理事会や修繕委員会が施工会社の選定に最
善を尽くしても、そのことに対してマンションの住
民から正当な評価が得られないという不満も多く
聞きます。 
　ここでは、いくつかの事例を通して「施工会社を
選ぶ物差し」とは何かを探ってみましょう。 

事例1
施工会社の選定をめぐって、 

理事会と修繕委員会が対立 

施工会社の選定 
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び割れの処理をしないで塗装をしたようだね。白い粉が吹
くのは、ひび割れに雨が染み込んでいるからだよ。」という。
まさに不安が的中した。 
　ＢさんはＡさんに対し、「あなたが仕様書通りに仕事をさせ
ると言ったのに、きちんと下地補修をしていないからひび割
れに水が入っている。Ｅ社にやり直しを命じて欲しい。」と
申し入れた。Ａさんは「私はもう理事長ではない。そういう話
は今の理事長にしてくれ。」と言うので、やむなく新理事長
を通してＥ社に連絡したが、担当者が一度見に来たきり、手
直しをする気配がない。 
　このころから、同じ疑問を持ったもとの理事や修繕委員の
あいだで、昨年の工事を巡って、ＡさんとＥ社との関係が取
りざたされるようになった。やがて噂が噂を呼び、ついにＡさ
んは嫌気が差してひっそりとマンションを去った。Ｂさんは、こ
んなことになるならもう少し大人になって、工事中も修繕委
員としてＥ社の仕事ぶりをチェックすべきだったと後悔して
いる。 
 
 
 
 
 
 
　12年目、60戸のマンションでは、理事と修繕委員6人が施
工業者の選定を巡って、議論を続けていた。これまでに、マ
ンション改修工事が得意で、工事実績の多い3社を選び出し、
この中から１社を選ぼうという方針が決まっていた。 
　建築士のＦさんは「外壁塗装の工事でいちばん大事なこ
とは、下地をしっかり作ることだ。それをきちんとやってくれる
良心的な業者を探したい。」と言った。 
　「下地をしっかり作ったことが具体的に見分けがつくだろ
うか。総会で組合員に説明できるだろうか。見えない部分だ
けに難しいね。」 
　「仮に、同じような出来映えだとして二つの会社の見積
金額に10％くらい差があったら、組合員は当然安い方に決
めろということになるだろう。」 
　「そもそも仕様書で修繕の方法を指示して見積もりを取る
のだから、仕事の中身は同じでなければならない。そうでな
ければ競争入札をするという前提が崩れる。」 
　「いや、マンションは官庁工事じゃあるまいし指名競争入
札をする必要はないだろう。とにかく同じ条件で見積もって
もらい、それから業者を呼んで話を聞いて、みんなが納得す
る形で決めようじゃないか。」 
　「その、納得というのが問題なんだ。最低価格の業者に
決めるのは唯一客観的な方法だよね。でも、高い見積もりを
出した業者が金額の差を覆すほどの説得力があったなら、
それはそれで理事会全員の総意で決めてもよいのでは。」 
　「しかし、それだけの説得力っていったい何だい。やっぱ
り金額だろう。」 
　……金額で決める、というのは確かにいちばん納得しや
すい方法である。 
　でもＦさんは決してそれが唯一最善の方法ではないと考

えている。しかし、どうやったら、理事会の決定を総会で組合
員が納得してくれるだろうか。そもそも、理事や他の修繕委
員が、「金額以外の決定方法」を支持してくれるだろうか。 
　Ｆさんは、事前に対象の3社が過去5年間に塗装工事をし
たマンションのリストを色を変えて地図に落とし込んでいた。
その中から各社5件ずつ経過年数に合わせて選び、建物を
実際に見学するツアーを計画した。もちろんＦさん自身も見
たことがなく、事前に評価をしたわけではない。もしもこれで、
3社とも同じような評価になるなら金額で決めても何も問題
はないと考えた。 
　Ｆさんの呼びかけに対し、理事・修繕委員3人が賛同して「改
修工事評価ツアー」を実施した。3社×5件＝15棟の建物リ
ストを渡して4段階評価で出来栄えを判定してもらいたいと
話した。もちろん、それぞれの建物をどの業者が施工したか
は伏せておいた。3人とも、塗装を含めた建築の仕上げに関
してはまったくの素人だった。 
　1日かけて15棟の建物を回ってみると、いろいろなことが
わかってきた。 
　「玄関廻りはきれいに仕上がっているけれど、裏に回って
みたら仕上げがひどく雑だね。」 
　「おやおや、ひび割れを補修したあとがミミズ腫れのように
見えるね。」 
　「これは、15年経っているなんて信じられないくらい、きれ
いに仕上がっている。」 
　3人はたしかに出来栄えには違いがあると気がつき、喜ん
で評定を記録しはじめた。 
　　   ◎　3点（仕上げが新築のように美しい） 
　　   ○　2点（美しい） 
　　   △　1点（改修だからこんなものか） 
　　   ×　0点（仕上げが雑で、この業者には頼みたくない） 
　Ｆさん自身は建物を施工した業者がわかっているので評
定には参加しなかった。ツアーを終えて、評定を集計してか
ら施工業者ごとに仕分けしてみた。 
 
 
 
 
 
　この結果を見て、理事のひとりはため息まじりにこう言った。 
「なるほど、同じ仕様でもただ塗っただけのように見えるのと、
下地をきちんと直したことがわかるものがあるのか…。これじ
ゃ誰が見たって、『少しくらい高くても、Ｇ社かＨ社にしよう。』
って話になるよ。これじゃ理事会としてはＩ社だけは推薦で
きない。」 
　この後、3社の見積もり合わせの結果、価格の低い順にＩ社、
Ｇ社、Ｈ社となった。I社とＧ社の差は約200万円だった。業
者を選定する理事会・修繕委員会で、3人はそろってＧ社を
強く推し、その理由を聞いた全員が一致してＧ社を推薦す
ることになった。 
　臨時総会でも、最低価格のＩ社を選ばなかった理由につ
いて、理事が説明し、質疑応答のあとＧ社への工事契約が
議決された。 

事例2
改修工事評価ツアーで 

「良い仕事」という見えないモノを評価 

会社名 

Ｇ社 

Ｈ社 

 Ｉ 社 

◎の数 

６ 

２ 

０ 

○の数 

６ 

８ 

２ 

△の数 

３ 

５ 

７ 

×の数 

０ 

０ 

６ 

評点合計 

３３点 

２７点 

１１点 
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昨今の景気低迷で受注獲得競争が激化している背景も
あり、大規模修繕工事を発注する施工会社をどこにする
かについては、ガラス張りの議論をして疑いを持たれな
いような進め方をしましょう。 
 
　事例１では、理事会と修繕委員会が対立して修繕委員
会が機能しなかったうえ、選定した施工会社の工事結果に
批判が集まり、前理事長の退去にまで発展した事例ですが、
よく見ると、さまざまな問題が浮かび上がってきます。 
　・修繕委員会を理事会の承認だけで設置したために、
修繕委員のメンバー・役割・位置づけが他の区分所有
者に明確に伝わっていなかったのではないか 

　・修繕委員会が、外部の建築士に見積書の検討を頼ん
だことは、手続き上問題がなかったか、そのことで理事
会から誤解を招かなかったか 

　・修繕委員の全会一致の提案を、理事会で協議した際、
Ｂさん以外の修繕委員が理事会で意見を述べるような
機会を作れなかったのか 

　・修繕委員と理事会との話し合いがなされないまま、修
繕委員の全員が辞意を表明する事態になっても、慰
留されなかったのはなぜか 

　・理事会と修繕委員の間でこのような事件が起きている
にもかかわらず、大規模修繕工事が総会で議決された
のは、区分所有者の多くが無関心だったからか 

　など、一見して「施工会社の選定」のための各ステップで、
合意形成がなされないままバラバラにものごとが進んでしま
った印象を受けます。管理組合が総力を挙げて取り組むべ
き大規模修繕工事で、理事会と修繕委員会の連携が欠け
るようでは決して良い結果を生みません。連携がうまくいか
ないようなら、スケジュールを一時中断してでも進むべき方
向を確かめ合う時間を取るべきだったと思います。急いで
進めると失敗します。 
　この事例の場合は、「技術力」と「価格」の問題について、
理事会と修繕委員会がもっと議論を掘り下げて一定の妥
協案を導き出すことができていたら、工事がはじまってからも、
Ｅ社の仕事ぶりに対して修繕委員が検査・確認するなどの
体制が作れたのではないかと思います。 
　Ｂさんは、最後に「こんなことになるなら、もう少し大人にな
って．．．」と述懐していますが、このように、ちょっとしたいさか
いが積み重なって、思いもよらぬトラブルに発展することがあ

ります。 
 
　事例２には、管理組合が施工会社の「何」を重視するの
かという、施工会社を選ぶときの基準について示唆に富ん
だ会話が出てきます。 
　金額が安いというのは、明快な判断基準ですが、安かろ
う悪かろうという危険性と背中合わせです。そこで「安心し
て任せられる」という評価はどのようにしたら得られるのかと
いう実験が試みられます。 
　もっとも事例のような「建物評価」がどんな場合にも有効
だとは限りません。 
　この事例のポイントは施工会社の「何」を重視するのかと
いう管理組合の方針を先に決めるべきだということです。方
針が決まれば、そのための手法はさまざまに考えられることを
教えてくれています。 
 
　このように見てくると、大規模修繕工事の「施工会社の
選び方」については、管理組合が必ず直面し、誰もが頭を
悩ませる問題でありながら、なかなか解決への手がかりとな
る考え方がみつからない、ということがわかります。 
　ここで問題を複雑にしているのは、管理組合の悩みが、 
　・形式的な意味での施工会社の選び方がわからない 
　・そもそも施工会社に何を期待し、それをどのように評価
できるのかがわからない 

　・区分所有者全員の合意形成をはかるのが難しい 
といった、まったく次元の違う問題が、もつれた糸のような状
態になっているからでしょう。 
　では、そのもつれた糸を解きほぐしてみることにしましょう。 
 
 施工会社の選定方法 
　まず、一般論として、形式的な意味で施工会社の選び方
を挙げると、次のような方法があると言われています。管理
組合の立場から考えると、それぞれに一長一短があります。 
 
①特命方式（随意契約方式） 
　最初から特定の１社を指名する方式。過去からの実績が
あり、とくに信頼関係のある会社１社を指名して、見積もりを
取り、協議して契約する方法です。たとえば、そのマンション
を建てた建設会社や、マンションの管理会社に発注する方
法で、「そのマンションのことは、この会社が一番よく知って
いるはずだ」という考え方に立っています。工事に関わる煩
わしさをすべて任せられ、竣工後のアフターサービスも期待
できる反面、価格は相手の言いなりで、比較できる対象があ
りません。 
（注意すべき事項） 
　・竣工後、担当者が定年退職や転勤で、やがて事情が
わからなくなる場合がある 

 
②見積もり合せ方式 
　前もって管理組合が決めた一定の条件で施工会社を数
社選び、見積書を提出させ、その内容を検討協議のうえ施
工会社を決める方法です。特命方式よりも比較する対象が

とくに、 

成功への糸口 

　施工会社を選定する際は慎重すぎるほどでちょう
どよいと思われます。 
　施工会社の選定をめぐる管理組合内部の意見の
対立やトラブルが発生した事例がとても多く、なぜ、そ
ういうことが起こるかを予め考え対処する必要があり
ます。 
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複数で選択の幅があり、多くの人の納得を得られやすい点は、
管理組合にとってメリットがあります。しかし、専門知識や経
験も乏しい管理組合には見積書を比較することができません。 
（注意すべき事項） 
　・比較の前提となる統一基準（仕様書）が必要だがこれ
をまとめるのが難しい 

　・単なる工事費金額の比較にとどまらない内容の比較
や評価が難しい 

　　（上記二つは専門家によるアドバイスやコンサルティン
グが欠かせない） 

　・そもそも対象となる会社を選ぶための条件をどのように
決めるかが難しい 

 
③競争入札方式 
　公共工事等で実施されている方法で、選定基準に合う
会社を数社指名し、工事予定価格内で、最も低い価格の
見積書を提出した会社に決定します。公開で実施するので、
結果は明瞭です。しかし、不調（最も低い見積価格でも、予
定価格を上回ること）に終わった場合は、予定価格を見直
す必要があります。 
（注意すべき事項） 
　・予定価格は専門家でなければ算定できず、②よりもさ
らに難しくなる 

 
 専門家にアドバイスを受ける方法 
　このように見てくると、いずれの場合も最終的には管理
組合が決定しなければなりませんが、その過程では専門家
によるアドバイスが不可欠だとわかります。管理組合の中に
専門知識を備えた人がいればその人の力を借りたり、管理
会社や管理組合団体から助言を得ることも可能かも知れま
せん。もちろん、有償で外部の設計事務所・コンサルタントに
依頼する方法もあります。専門家に依頼すれば、短時間で
明快に解決できることなのに、理事会で抱え込んで悩んで
いる例が見受けられます。 
　この場合のポイントは、アドバイスして欲しい内容・項目を
あらかじめ絞り込んでから相談することです。それによって、
短時間であまり費用をかけずに、適切なアドバイスを得ること
ができます。 
 
 管理組合が決めるべき方針 
　次に、管理組合が決めなければならない方針について
考えます。 
　まず、仕様書の作成に関することです。 
　仕様を決めないで複数の見積もりを徴収し、仕様がまち
まちで比較できないにもかかわらず、最も安い見積金額の
施工会社に発注してしまったという事例がたくさんあります。 
　工事費の概算を知るために仕様を無視してとりあえず見
積もりを徴収するという手法もありますが、その場合も提出さ
れた見積書を読み解く能力がないと危険です。 
　大規模修繕工事の場合ですと、屋上・外壁・ベランダ・階
段室・廊下・鉄部などの各部位に対して、数十から数百とい
うほどの仕様が考えられますから、その組み合わせは無限

にあります。この仕様を決めないことには、「比較できる見積書」
を手に入れることができません。言い換えれば、提出された
見積書の仕様が妥当かどうかを判断するには、どんな形で
あれ専門家の助力を得る必要があります。 
 
 施工会社選定の際に重視すべき事柄 
　管理組合が悩むのは「安かろう悪かろう」という失敗をし
たくないからです。 
　「安い・高い」の判断は、見積書の仕様を統一することで、
解決できます。 
　でも「良い・悪い」は価値観の問題ですから、ここで、施工
会社の「何を重視するのか」という新しい問題が発生します。 
　例えば、技術力・経営体力・住民対応のノウハウなどがマ
ンションの大規模修繕工事で要求されるポイントだと思われ
ますが、全ての要求を満たす「完璧な施工会社」というもの
は考えにくいですから、マンションの実情に合わせて施工会
社に求めるものを管理組合が取捨選択することになります。 
　技術力を知りたければ、実際の修繕工事の現場を見せ
てもらうとよいでしょう。 
　住民対応の力量を知りたければマンションの管理に特有
の問題をどの程度理解しているか、例えば共用部分と専有
部分との区別、管理規約の内容、管理組合の組織運営な
どを理解しているかどうか、などを確認することができるはず
です。 
　経営力を知りたければ、例えば施工会社の経営事項審
査（一口メモ参照）について調べてみましょう。 
　それぞれの管理組合が施工会社を選ぶための基準をど
うするかについては、個々のマンションが抱えているそれぞ
れの事情に応じて変わると考えたほうがよいと思います。 
　個々の事情とは、具体的に以下のようなことが考えられます。 
　・マンションに建築士などの専門家がいる／専門家がい
ない 

　・修繕積立金が十分に余裕がある／不足金の借入れを
考えなければならない状況だ 

　・広報が盛んで好ましいコミュニティ／無関心層が多く
非協力的だ 

 
 合意形成の方法 
　最後に、合意形成ということについてまとめておきます。  
　誰に対しても「どういう考えでその施工会社を選んだか」
がきちんと説明でき、それが全員に納得されればトラブルは
起こりません。理事会や修繕委員会での話し合いの経過、
すなわち施工会社の選定過程をこまめに広報することはそ
の点で効果が期待できます。批判されることを恐れてプロセ
スを隠してしまうと、かえって痛くない腹を探られるものです。 
　状況が許せば、理事会や修繕委員会の傍聴を許可して
議論をガラス張りで見せてしまうという方法も効果があります。
「施工会社を選ぶ公開ヒアリング」とか、「施工会社選定に
関する意見交換会」などを実施した管理組合もあります。 
　非公開の場で、少数の人の考え方だけで結論を出すことは、
例外なくトラブルを産むと言って過言ではないでしょう。疑
いを招かぬよう、外部の関係者とは決してひとりでは会わな
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いというルールも、忘れてはならないポイントです。 
　また繰り返しになりますが、施工会社選定にできるだけ多く
の時間をかけて、結論を急がないということも重要なポイント
です。必要に応じて、外部の専門家に助言を求めるための費
用と時間を見込んでおくということも、転ばぬ先の杖になります。 
 
 
 
 
 
１．数社から見積もりを徴収して比較するには、仕様書を統
一する 

２．施工会社を選ぶ方式には、特命方式、見積もり合わせ方式、
競争入札方式があり、それぞれ一長一短があることを知
っておく 

３．施工会社を選ぶ基準は、個々のマンションの事情に応じ
て変わる 

４．施工会社を選定する経過は可能な限りガラス張りにする 
５．結論を急がず、時間をかけて合意形成をはかる 
６．要所要所で、費用をかけても専門家の助言を求める 

成功へのポイント 

PO
INT

経営事項審査 
一 口 メ 

モ 

　経営事項審査は、建設業法に基づく政令で定められ
た公共工事（国や地方公共団体などが発注する建設工事）
を直接請負おうとする建設業許可業者が必ず受けなく
てはならない審査です。 
　国や地方公共団体などは、建設工事を発注するにあ
たり、競争入札に参加しようとする建設業者の審査を行
いますが、このうち、業者の経営状況や実績、施工能力
などの客観的な事項について、指標により評価する審査
が経営事項審査です。 
下記ホームページで、経営事項審査結果を公表しています。 
財団法人　建設業情報管理センター  
http://www.ciic.or.jp/
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　60戸のマンションでは、この春から責任施工方式で大規
模修繕工事がはじまった。 
　着工前打合せ会で、施工会社の担当者Ａさんは理事長
のＢさんから修繕委員長の建築士Ｃさんを紹介され、工事
の細かな打合せはＣさんとするように指示された。 
　Ａさんは毎週の工程表や入居者への周知事項などをＣ
さんと打合せし、毎週土曜日には、Ｃさんと足場を一周して
検査を受けるようにした。足場を組まないと調査できない部
分もあったので、Ａさんは足場を組んで新しく発見された不
具合に対する補修の提案書を書き、その都度、工事費用も
算出してＣさんと打合わせた。Ｃさんはこの件は工事を進
めても構わないと言った。扉などの鉄部塗装の色もＣさんが
指示書を書いてくれたので、それをもとに材料の発注を終
えた。 
　Ｃさんはサラリーマンなので日中はマンションにいない。理
事長のＢさんはときどき現場事務所に顔を出し、「予備費が
余ったら花壇を囲っているフェンスを直そうと思っている。」「全
戸一斉に網戸を張り替えたらいくらかかるだろうか。」「ウチ
の窓の結露がひどいのだけれど、ちょっと見てくれないか。」
と毎日のようにＡさんにリクエストするようになった。 
　やがて、定例打合せが開かれ、Ａさんが工程を説明した
あと追加工事の話になった。Ａさんが状況を説明し、Ｃさん
が費用を含めた対応策について述べた。Ｂさんは「責任施
工で、診断から施工まで責任をもってやるという約束なのに、
もう追加工事とはおかしいのではないか。」と、反論。Ｃさん
は「契約書にも、見積書にも書いていないことを施工会社に
押しつけるわけにはいかない。」と譲らない。 
　その場はなんとか納めたが、ＢさんとＣさんの意見の食い
違いはその次の定例打合せで鮮明になった。Ｃさんは足場

を架けてみたら、思ったより躯体の劣化が激しいので、ここ
はしっかり下地補修のために予備費をつぎ込みたいと提案
したが、理事長のＢさんは「それは診断が未熟だからで、施
工会社の責任だ。予備費はフェンスと網戸に使う。」と言っ
て譲らない。 
　結局、営業を呼べ、社長を呼べという話になって、工事は
ストップ。Ｃさんが出席できない平日の昼間、Ｂ理事長以下
理事数名と施工会社が打合わせして、Ｂ理事長の意向を
汲み、施工会社が折れる形で決着した。それを聞いたＣさ
んは、修繕委員長としての顔がつぶされたから辞任すると
言い出し、理事会がなだめてそれを撤回させるという騒動
が起きた。 
　それからは、Ｃさんはすっかり意欲を失ってしまい、Ａさん
が質問しても「Ｂ理事長に聞いてくれ、自分には決定権が
ないから。」と言うようになった。ＡさんはどちらかというとＢさ
んよりもＣさんを信頼していただけに、残念な気持だ。 
 
 
 
 
 
 
　130戸（タイル張り）のマンションでは、築12年目に管理会
社のすすめで、外壁タイルの全面打診調査を行った。「タイ
ルを焼くのは時間がかかります。注文しても１～２ヶ月後でな
いと入手不可能。着工してからでは間に合いませんから、
発注数量を確定しましょう。」と言われたからだ。 
　ゴンドラを吊り、2名の作業員が1週間かけて調査し、調査
費約60万円を支出した。その結果、総タイル面積7,000㎡の
1.0％、70㎡（14,000枚）が不良であると診断された。幸い、
竣工時の備品として外壁タイル80㎡分が集会室の倉庫に
残っていたので、それを使えば足りると判断した。診断に基
づいてタイルの補修数量を確定したので、管理会社をコン
サルタントとして、外壁・屋上防水を含む大規模修繕工事の

工事の実施 

　大規模修繕工事の契約を終えて、実際の工事がは
じまる頃には入居者の理解が得られていなければな
りません。十分な準備ができたマンションは工事の
実施に際しても、不安なく進めることができます。多
くの事例を見ていると、大規模修繕工事にはマンショ
ンの個性が表れるものです。 

事例1
理事長と修繕委員長の意見が食い違い、 

工事がストップ 

事例2
タイルの張り替え費用が 

追加工事で倍増 
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施工会社選定を行ったところ、施工はＤ社に決定した。 
　工事を受注したＤ社は、翌年の春、直ちに足場を仮設し
てすぐにタイルの全面打診調査を行った。その結果、タイル
不良率は2.1％に跳ね上がった。Ｄ社はマンションを下見した
際に、経験則から、タイル不良率は2.0％を超えるのではない
かと判断して、工期を守るために着工と同時に200㎡分、
40,000枚を発注しておいた。 
　Ｄ社は打診調査の結果を理事会・修繕委員会に報告し、
管理組合から指定された数量と、実際に割れたり浮いたり
している数量の差を、追加工事として認めてくれるのかどう
かを問い合わせた。追加費用は約800万円になった。 
　理事会では、総会決議で認められた500万円の工事予
備費の範囲で追加工事をまとめないと、今後予定している
計画修繕工事に重大な影響があるとして、管理会社とＤ社
から意見を求めた。その結果、不良タイルの３割近くを占める
各戸のベランダは雨掛かりの心配がなく、万一剥離しても
落下して危害を加えるおそれがないので、この部分の張り
替えを取り止めることなどの提案があった。 
　理事会では、入居者に広報して理解をもとめ、予備費の
範囲で工事を納めることができた。Ｄ社が発注したタイルの
残りは次回工事の為に寄贈されたが、その分の材料費は
20万円程度とのことだった。 
　理事会・修繕委員会の反省会では、数量を確定するため
に調査費用をかけたと思えば無駄な出費だったが、タイル調
査報告書には、その第一の目的として「剥離落下の危険の
ある場所を発見する」とも書かれているので、人命尊重とい
う最大の目的のためにお金をかけたのだと結論を出した。 
 
 
 
 
 
 
　40戸のマンションで、この春から大規模修繕がはじまった。
工事の初日に理事長のＥさんの名前で「お知らせ」が掲示
された。 
　・工事をしている職人さんに「おはようございます」のあ
いさつを 

　・現場責任者の「Ｆさん」の名前を覚えてみんなで声を
かけましょう 

　・休憩時間（午後３時）は理事が交替でお茶を出すので、
手の空いている方は集会室でお手伝いをお願いします 
～初めての大規模修繕工事が、無事故で成功できま
すように～ 

 
　施工会社の現場責任者であるＦさんは驚いてＥさんのと
ころに飛んでいった。 
　「理事長さん、とんでもない、３時のお茶は結構です。いま
どき、そんなことをしてくださるマンションはありません。」 
　「いいえ、私たちの気持ちですから。」 
　Ｅさんの話では、前に住んでいたマンションで、大規模修
繕の住民説明会の時に、外部に委託した工事監理者が「絶

対に手抜きをさせないように、私が責任をもって厳しく工事
を監理します。」と挨拶したときに、住民が大きな拍手をし、
施工会社の担当者が困惑していたのを忘れられないとのこと。
実際に、その工事では工事打合せになると監理者の手柄
話ばかり聞かされ、「私が目を離したら何をするかわからない。」
というような言葉があり、むしろ不愉快だったという。 
　手を抜いたり、工程を省いて、なにがしかの利益を得ても、
あとから仕事の悪さが評判になるほうがよほど怖いはずだと
Ｅさんは考え、自分たちの代わりに汗を流してくれる職人さ
んに感謝して、良い仕事をしてもらいたいということを伝えた
くて「お知らせ」を掲示したのだと言う。 
　Ｆさんは恐縮したが、さっそく３時にはお茶が振る舞われた。
足場を組立てた作業員も、「こんなマンションは見たことがな
い。」と驚いた。 
　順調に工事が進み、外壁塗装が一段落したところで、い
ちばん作業員の数が多い日を狙って、午後6時から「工事慰
労会」が開催された。Ｅさんが声をかけて、集会室で奥様た
ちの二品持ち寄り方式で、作業員が12人、マンション側は途
中の出入りもあって30人以上が参加。狭い集会室に入りき
れないほどの人が集まり、酒が入ってから作業員ひとりひと
りが自己紹介。こんな経験をしたことがないからと、恥ずかし
がっていた若い作業員も担当している仕事の内容などを話
して拍手を浴びた。みんながうち解けて和気あいあいとなり、
最後にはＥ理事長の音頭で万歳三唱し、午後8時過ぎに終了。 
　｢こんな現場ははじめてです｣｢たいへん感激しました｣｢
今日は歩いて帰ります｣｢かならず最高の仕事をします｣・・・
中には無言で理事長に握手を求めた作業員も。 
　最後の追い込みも天候に恵まれ、足場の解体が終わっ
てから、Ｆさんは塗装職の親方から「お礼にサービスで塀を
全部塗り替えてあげたい。理事長に話して欲しい。」と申し
出があり、理事会ではもちろん喜んで受け入れた。 
　工事完了後、工事完成祝賀会を開催し、関係者に感謝
状と大きな拍手が贈られた。施工会社の社長が挨拶の中
で「このマンションに来た職人はひとり残らずこの現場は最
高だと申しておりました。私も何度かお邪魔しましたが、すっ
かり利益を度外視する羽目になりました。」と笑いを誘い、「ア
フターサービスもしっかりやりますので、今後ともよろしくお願
いします。」と締めくくった。 

事例3
施工会社と管理組合で 

慰労会を実施 
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 工事請負契約 
　施工会社の選定が終わったら、工事の前に契約を交わし
ます。 
　大規模修繕工事には、管理組合が何年もかかって貯め
た多額のお金を投じますから、単なる口約束で進めるわけ
にいきません。管理組合が施工会社と工事請負契約を結
ぶにあたり、知っておくべき基本的なことをまとめておきます。 
 
１．契約とは約束ごとを文書にしたもの 
　工事請負契約書は工事をめぐる約束を、文字で証明す
る書面です。したがって、大規模修繕工事についての大事
な点はすベてこの工事請負契約書に盛り込まれることにな
ります。逆に言うと、この契約書に盛り込まれていないことは、
約束外のことですから、あとでそうした問題を持ち出すのは
ルール違反になりかねず、施工会社との間でトラブルを引き
起こす原因になります。 
 
２．大規模修繕工事の請負契約書にふさわしい書式はまだ
定まっていない 
　大規模修繕工事の工事請負契約は、通常は「四会連合
協定（しかいれんごうきょうてい）工事請負契約約款」に基

づいています。しかし、この書式は新築工事を想定した内
容になっており、細かく読んでみると大規模修繕工事の場
合にどういう意味を持つのかがわかりにくい部分があること
も確かです。できれば、理事会や専門委員会で前もって契
約書の内容に目を通して施工会社と打合せを行い、考え方
を確かめておくとよいでしょう。 
 
３．工事請負契約に盛り込むこと 
　①工事の名称 
　②工事の内容 
　③工事請負代金 
　④工事期間 
　⑤引き渡しの時期 
　⑥工事請負代金の支払方法 
　工事の資金調達と重要な関係があります。契約時
着手金、中間払い、完成時払いなどの算定方法や支
払先の金融機関や口座の確認など、実務レベルで検
討が必要です。 

　⑦変更の必要を生じた場合の取扱い方 
　設計変更が発生した場合の取り決めや、実費精算
方式を採用する項目は何かなど。 

　⑧完成工事の保証期間と保証内容 
　工事が終わった後、保証の範囲、内容、期間を明確
にします。この点をはっきりさせておかなかったばかりに、
後日、管理組合の責任問題が起こった例があります。
管理組合は保証期間を長くしたがる傾向があります。
しかし、材料にはある程度の耐用年限があり、それを無
視した保証は意味がありません。期間よりも内容が大
切です。 

　⑨アフターサービス 
　何年目に、どこをどのように定期点検するのか、その
報告と処置はどうするのか。これを明記しておけば、理
事会のメンバーが入れ替わっても安心です。 

　⑩工事監理との関係 
　工事監理者がいる場合は工事の進行との関わり方
はどうするかなどを記載し、契約書の末尾に監理者の
署名捺印をします。 

 
 工事着工前後から完了までの注意点 
　大規模修繕工事がはじまると、大型のクレーン車が出入り
したり、足場が組まれたり、工事用の機械や資材が運び込ま
れたり、施工会社の作業員がたくさん出入りするようになり
ます。さらに、工事特有の騒音や振動あるいは臭気が目立
つことも多くなります。普段の生活を営みながら工事を進め
るには、管理組合がしなければならないことがたくさんあります。 
  
１．工事スケジュールの確認 
　通常、週間工程表の形で工事の進行状況の確認をします。
足場がある間は入居者もうっとうしいと感じています。工事
が予定通り進んでいるかどうかは、工事代金の支払いや工
事監理とも大いに関係があるので、折々の確認が欠かせま
せん｡ただし、台風や長雨などのやむを得ない事情があると

それでは
、 

成功への糸口 

　大規模修繕に関する問題の多くは準備計画段階で
起きています。以下のようなトラブルは工事がはじまっ
てから起きたものですが、トラブルの原因は工事その
ものではありません。問題を抱えたまま工事に着手し
たために、トラブルが表面化したという共通点があります。 
 
（トラブル例） 
　・反対する者に説得の努力をせずに強引に多数

決で改修工事の実施を決めたが、工事を開始し
ても協力を得られず、怒って修繕積立金を払わな
い者もいる 

　・きちんとした計画なしに改修工事に取りかかった
ので、途中から変更に継ぐ変更を余儀なくされ費
用も格段に増えた 

　・役員が１年で全員交替してしまい、修繕委員会も
なかったので、施工会社の言うままになり、追加
工事と称して多額の費用を支出する羽目になった 

　・契約書に不備があり、工事保証を取っていなかっ
たので、手直し工事のたびに工事費を支出しな
ければならなくなった 

 
　大規模修繕工事を成功させるためには、時間をか
けて合意形成することが最大のポイントであることを、
ここでも繰り返して述べておきます。 

 
工事契約から、工事の実施段
階について、見ていきましょう。 
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きに、いたずらに工期を厳守させることは得策とはいえません。
工期よりも工事の出来栄えを大切にすることを、あらかじめ
管理組合で合意しておけば、施工会社との定期打合せの
中で知恵を出し合うことができます。 
 
２．事故防止の注意 
　工事中はクレーン車などの大型車両をはじめ、いろいろな
機械や資材が運び込まれるので、不測の事故を防止する
ための注意が必要です。 
　工事車輌の出入りがあるような場合は、子供のいる家庭
に注意を呼びかける一方で、工事車両には徹底した徐行
運転及び安全確保をさせるよう施工会社に要請しましょう。 
 
３．専有部分での生活面ヘの影響 
　共用部分の修繕工事ではあっても、専有部分の室内に
入らないと工事作業が進められない場合があります。外壁
改修工事であればベランダやバルコニーを片づけたり、洗
濯物や布団を干すことを控えなければなりませんし、配管改
修工事であれば一定の日時に台所や洗面所、トイレなどを
使えなくなる場合があります。こうした点については、複数の
手段をつかって確実に広報することが必要になります。 
 
４．工事代金の支払準備・金融機関ヘの連絡と打合せ 
　工事の進み具合によって、契約に定めたとおりの方法で
工事代金を払わなければなりません。この代金支払いには、
まず修繕積立金の残高の確認が必要ですが、臨時費用を
戸別負担金として集めるような場合には、そのための口座
を臨時に開設するほうがよい場合もあります。いずれにして
も大規模修繕工事の工事代金はかなり金額が大きくなりま
すから、それなりの準備が必要です。預金先の金融機関と
の打合せを早めに済ませておくとともに、施工会社からは、
必ず工事代金の領収書をもらっておくようにしてください。
なお、金融機関との実務的な交渉では、管理組合の公式
の印鑑が必要ですから、その用意も忘れずに。 
 
５．管理会社ヘの連絡 
　大規模修繕工事は、昼間、大部分の居住者が留守中に
進められます｡したがって、管理組合の目が届かない間は、
管理会社の管理人に大規模修繕工事のスケジュールを知
らせて、普段とは違った注意をしてもらうように協力を要請
するべきでしょう。管理会社に委託しない自主管理の場合は、
役員による当番制などの方法で非常時の連絡体制を固め
ておく必要があります。 
 
６．駐車場が使えなくなる場合の対応 
　足場の設置にともない、駐車場の区画の一部が使えなく
なる場合があります。管理組合としては、施工会社が決まっ
たあと、早い段階でこの点を検討し、対策を講じる必要があ
ります。工事の進行に合わせ、管理組合が外部に駐車場を
用意して、そこに移動してもらうなどの方法が一般的です。
また、知り合いの敷地に自動車を退避する場合は、相応の
使用料を支払うなど、公平感のある対応が必要です。 

７．施工会社との折衝担当窓口 
　打合せが円滑に運ぶようにするためには、管理組合と施
工会社の双方に折衝担当窓口となる人をはっきり決めてお
くことが必要です。大規模修繕工事が始まると、予定外の
事態が起こることも意外に多いですから、そうした時に緊急
の打合せ会の開催を下打合せできる体制を固めておく方
が安心です。 
 
 管理組合がすべき最大の仕事は広報 
　大規模修繕工事そのものは、工事契約を結んだ施工会
社が実施します。そのため、工事契約を結ぶまでが管理組
合にとっての仕事であり、それ以後は施工会社の仕事ぶり
を見ているだけでよいという考え方になりがちです。広報も
苦情処理もいっさい施工会社に任せて、何もしない管理組
合もあるそうです。 
　ところが、大規模修繕工事は、どんな場合でも、そのマンシ
ョンに住んでいる人たちの理解と協力がないと、なかなか予
定通りには進みません。実際に大規模修繕工事を実行す
る場合には、居住者の理解と協力を得るための工夫が必要
になります。これは、施工会社に任せておけるものではあり
ません。マンションの実態を知り尽くした理事会が施工会社
と知恵を絞って広報する必要があります。 
　管理組合にとって広報はどんな場合でも大切ですが、大
規模修繕工事の場合はとりわけ重要な意味を持ちます。と
いうのは、伝えたはずの情報が伝わっていないと、工事がス
トップしてしまったり、苦情が寄せられたりして、トラブルにな
るからです。しかも、早すぎても遅すぎても、目的が達成でき
ないという難しさもあります。 
 
　具体的な広報の手段として、「戸別配布」「回覧板」「掲
示板」という三つの方法がありますが、大規模修繕工事の
広報には「回覧板」は馴染みません。途中で回覧板が止ま
ってしまうと、「読んでいない、知らない」という人が出てくる
からです。 
　最も効果的なのは、「戸別配布」と「掲示板」の併用です。
常設掲示板の場所が見にくい時は、入居者が必ず見てく
れる場所に臨時の掲示板を設けるなどの工夫をすべきでし
ょう。工事の全体に対して、現在どこまで進んでいるのかと
いう進行状況図を施工会社に作成してもらって、この掲示
板に張り出してもらうとよいでしょう。 
　戸別配布の文書も、淡い色のついた紙に印刷するなどして、
確実に目に止まるような工夫をしたほうがよいと思います。また、
不在区分所有者に対しても郵送などにより、忘れずに広報
しましょう。 
 
　以下に具体的な配布文書の例を紹介します。入居者が
知りたいのは、工事の詳しい内容ではなく、具体的にどんな
不便を我慢しなければならないのか、それがいつからいつ
まで続くのかということですから、それをきちんと知らせると
苦情が出にくくなります。 
①来週月曜日から木曜日までに、足場の組立てを終える予
定です。その後、白い色のメッシュシートで全体を囲いま
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すので、室内が少し薄暗くなります。足場がなくなる××
月中旬まで、我慢してください。  
②××日から外壁の塗膜剥離作業を行います。チョークの
粉のようなほこりが舞います。南面（ベランダ側）から作業
開始になりますので、万一、ベランダの片付けが完了して
いない方は、是非とも今週中に片付けてください。  
③各戸のベランダ床点検作業が終わったので、痛みのひど
い部分を撤去します。コンクリートカッターという機械で、床
の一部に切り目を入れます。耳障りな音とほこりが出ます。
そのあと、コンクリートチッパーという機械で床の不良部分
を撤去します。金槌で激しく叩くような音が出ます。 
　上の階でコンクリートチッパー作業をすると、居間では
相当にうるさいと思われますが、短い時間です。工事全
体の中で最も騒音の激しい作業ですが、どうぞ、ご理解く
ださい。これらの床の補修作業は、××日に開始し、（５階
から１階に向かって）実働４日程度かかります。この間、ベ
ランダの床にはモノを置かないようにご協力ください。 
④外壁の塗装をサンダーでかき落としましたので、そのほこり
が駐車場のクルマや、北側の自転車にも舞い降りて、白
っぽくなっております。硬化したアクリル樹脂の粉末です
ので、水洗いにより簡単に取れます。どうぞ、ご理解ください。 
　今回の外壁サンダーケレンが全工程のなかでいちばん
汚れる仕事だとのことで、今後は、これ以上、ほこりが舞う
ことはないそうです。一度雨が降れば、足場の上に残っ
ているほこりも、落ち着くと思われます。 
⑤ベランダの床防水は、床に厚さ３ミリの樹脂を塗りつける
ので、塗装の時よりシンナー臭が残る可能性があります。
あらかじめご承知おきください。 
　××日に作業開始し、３日程度で全戸の施工を完了す
る予定ですが、その後数日間、樹脂が硬化するまでは、絶
対に歩いたり、モノを置いたりしないでください。ただし、
窓を開けて風を入れることはできます。  
　ペットが足跡をつけた場合は飼い主に補修の実費を
請求することがありますので、ご注意を（笑い話ではありま
せん）。なお、誤って床に傷をつけてしまった場合は、現
場責任者の××さんにお知らせください。すぐに補修の
手配をいたします。 
　また、仕上げが完了しましたら、今後のベランダ清掃は
床を傷つけないような方法でお願いします。汚れが気に
なる方は住宅用洗剤を薄めて雑巾掛けしてください。く
れぐれも、シンナー・除光液などの溶剤は、使用しないでく
ださい。 
 
 大規模修繕工事が終わったら 
　予定通り大規模修繕工事が完成すれば、これで一段落
ですが､忘れてはならないいくつかのポイントがあります。 
　まず、工事が完了したことを公式に確認しておくことです。
工事監理者がいる場合は、その作業も監理者の仕事ですが、
「契約した仕事がぜんぶ終わった」ということの確認は、ア
フターサービスの期限にも影響しますから、非常に大切です。 
　このため、大規模修繕工事が完了した日付を正式に決定
して宣言することが必要です。 

　また、大規模修繕工事は記録が想像以上に重要な意味
を持っています。例えば、外壁改修工事に例をとれば、こう
した工事は１回だけで終わることはなく修繕の周期ごとにま
た２回目、３回目の外壁改修工事が必要になります。その場合、
第１回の外壁改修工事を、いつ、どの部分に、どのような方
法で行ったかに関する記録が必ず必要になります。管理組
合の実情を考えると、年数の経過とともに記録が散逸してし
まうことが多いですから、工事記録は確実にそれとわかる方
法で保管してください。 
 
 
 
 
 
１．工事には追加・変更がつきものなので、管理組合はどの
ように対応するのかを予め決めておくと混乱を防止できる 

２．工事契約の中に、アフターサービス・保証・定期点検の項
目を明記する 

３．工事中は施工会社まかせにせず、管理組合の立場でも
広報する 

４．大規模修繕設計図書及び工事記録は貴重な財産とし
て保管する 

成功へのポイント 

PO
INT
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　50戸のＡマンションでは、管理組合総会のあとに、毎回、
懇親会を企画しています。ただ、管理組合の経費で開催す
るのは参加できない方には不公平になってしまうという議論
があり、半額を組合経費（懇親会補助金）、半額を個人負
担として組合運営費の中に懇親会費（約６万円）として予
算計上しているとのこと。 
　懇親会を総会終了後に行うようにしたのは、総会出席者
とその家族の方に参加していただければ、参加者が増える
と判断したためで、また、総会への出席は組合員にとって当
然のことですから、その日に懇親会を開くことで日程的に参
加できない人への不公平感を薄めることもできると考えたよ
うです。 
 
 
 
 
 
 
　Ｂマンションの理事のＣさんはクリスマスツリーを飾ろうと理
事会で提案した事があります。宗教的な意味を持たせず、
まだ新しいマンションで交流もないので、大きなツリーを飾っ
てみんなで飾り付けを行ったら子供たちが喜ぶだろうという
ことでした。 
　しかし、理事会で「宗教色の有るものは組合活動には馴
染まない。」という結論に。そこで、Ｃさん個人が有志を募っ
てマンションのエントランスホールの一角を借りてクリスマスツ
リーを飾ることについて理事会で承認を取り、文書で参加を
呼びかけました。20軒近くの方が賛同してくれ、１軒1500円
で結構大きなクリスマスツリーが購入でき、当日は、子供たち

がたくさん集って盛大だったとのこと。 
　これが毎年の恒例行事として定着し、今年は集会室に
雛人形を飾る人まで出てきました。雛祭りには、お母さんた
ち数名が白酒をつくって振る舞い、たくさんのチビッ子たち
の笑顔があふれたそうです。 
 
 
 
 
 
 
　Ｄマンションでは、小さなお子さんがいる家庭もあれば、高
齢者のご夫婦もおられます。若い年代の方々はお子さんを
通して親しくしておられますが、子供が大きくなった５０代や
高齢の方々は挨拶するくらいのおつきあいしかありませんで
した。 
　あるとき、集会室で子供たちが遊んでいた時に、高齢のご
夫婦が通りかかり、小さくて仲間に入れずひとりで遊んでい
る子のために、たまたま持っていた紙で風船を折って上げて
いたら、遊んでいた子供たちも周りに集まってみんなが夢中
になりはじめたそうです。 
　その話を聞いた子供たちのお母さんが、お礼かたがた、今
度は私たちも一緒に教えて欲しいということになり、そのこと
を掲示板で知った子供のいない方 も々、昔取った杵柄と、お
手伝いで参加するようになりました。 
　新聞のチラシを利用してつくった紙風船、紙鉄砲など、昔
ながらの遊びが今の若いお母さんや子供たちには新鮮だっ
たようです。その後、絵本や童話の読み聞かせなども集会
室で行われるようになり、今までは、子供がうるさくてと管理
人さんにこぼしていた高齢の男性まで絵本を朗読するよう
になったとのことです。 
 
 
 

良好なコミュニティ 
づくり 

　マンション暮らしを大きく左右するのが、同じ屋根
の下に暮らす人たちとの関係。 
　いいコミュニティがあれば、維持管理もスムーズに
行え、また、トラブルがあっても解決が容易です。 
  ここでは、良好なコミュニティづくりのヒントになる
ような、いくつかの事例を紹介しましょう。 

事例1
総会を活用して、 

総会後に懇親会を開催 

事例2
クリスマスや雛祭りなど、 

祭事をマンションの恒例行事に 

事例3
ちょっとした経験や知恵が取り持って 

世代間のつながりが実現 
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　Ｅマンションでは、独自の「便利電話帳」を初代理事が手
分けして調べて作成しました。 
　こういう問題が起きたときは、ここ。こんなトラブルの相談
先は、ここ。 
　いざというとき、理事会の心強い助っ人になるとともに、一
覧表にして広報すると、マンションの共有財産にもなります。
財産というと、金銭的なことばかりに目がいきますが、汗を流
して集めた情報やノウハウも立派な財産です。 
　理事会が変わるたびに内容をチェック補充して毎年充実
させるようにすると、コミュニティ活性化の一助になると考え
たそうです。 
 
以下は、その例です 
 
  ●　緊　急　用　電　話　連　絡　先　● 
　　（１）火災・救急車　　　　　　　　　　　　　119 
　　（２）○○警察署：○○派出所　　  ×××－×××× 
　　（３）管理会社（○○管理）　　　   ×××－×××× 
　　（４）北ガス・タウンセンター○○　　  ×××－×××× 
　　（５）○○サービス情報センター（エレベーター）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　   ×××－×××× 
　　（６）○○管理・24時間監視センター  ×××－×××× 
　　（７）○○消防署　　　　　　　　×××－×××× 
　　（８）○○区役所：○○連絡所　　  ×××－×××× 
　　（９）○○町内会ふれあいセンター　×××－×××× 
　　（10）札幌市水道局：○○営業所　 ×××－×××× 
　　（11）北海道電力㈱○○営業所：故障受付　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　   ×××－×××× 
　○災害時の札幌市指定避難場所…… 
　　①××小学校（250ｍ）　②××公園（400ｍ） 
　○近くの病院（内科・外科・小児科・産婦人科・脳神経外

科・歯科） 
　○スーパーマーケット 
 
 
 
 
 
 
 
　市の広報を見ていて、Ｆ理事長が発見したのは市のフラ
ワーポット無料貸し出し制度。 
　さっそく書類を整えて市役所に申し込んだところ、土曜日
の午後、30個のフラワーポットと黒土とペチュニアの苗が無
料で配達されました。 
　・フラワーポットは3年間無料貸し出し 
　・初年度は苗も無料配布で、2年目からはマンションで肥

料や苗を購入 
　・毎年、花の状況を写真に撮影して報告義務あり 
　・3年続ければ4年目からは、フラワーポットはマンションの
ものに 

　マンション便りで広報しておいたところ、当日は13人がショ
ベルと軍手を持参して手伝いに。たっぷり汗を流してから
懇親会を開き、お互いに笑顔の挨拶があって有意義な一日
なりました。 
　これが高じて、こんどは植栽の冬囲いを自分たちでやっ
てしまおうという話が出て、秋には、荒縄と根曲がり竹を買っ
てきて、冬囲いに挑戦しました。管理費の節約と同時に、顔
見知りをつくるきっかけができて、Ｆ理事長は大いに喜んで
います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　もちろん、最初から管理の主体は管理組合と認識し、自
分のマンションのことだから自ら積極的に管理に関わろうと
する人もいると思われますが、ほとんどの場合、輪番や無理
矢理頼まれて仕方なく理事になり、共用部分の大規模修
繕にぶつかったり、管理の委託業者の会計のずさんさを発
見して、はじめて管理組合の運営は区分所有者が主体的
に実施しないと大変なことになると気づき、管理に関心を持
つようになったという方が大半ではないでしょうか。　 
　 
　このように、理事として管理に関心を持たざるを得なくな
って、さまざまな問題にぶつかり、理事会で何かを変えたりは
じめようとすることになりますが、そこで一番困ることは区分
所有者の顔が見えないこと、何の意見も聞こえてこないこと
です。何をしようにも賛成なのか反対なのかわからない、つ
まり、同じ屋根の下にいながらコミュニケーションが取れない
ことが、マンション管理の最大の悩みといえます。 
 
　そこで、多くの理事会が区分所有者に積極的に総会に
参加してもらったり、大規模修繕に協力してほしいと望みな
がら、なかなかそうならない現実を踏まえ、顔が見えるあるい
は話ができる関係づくりからまずはじめなければと考え、さま

また、 

良好なコミュニティづくりのヒント 

　マンションの管理運営への関心が低いと実感され
ていらっしゃる理事の方が非常に多いと思いますが、
なぜだと思いますか。 
  身に覚えがある方もおられると思いますが、マンショ
ンを購入するほとんどの人が共用部分の管理につい
ては、管理費を払っていれば管理会社がすべてやっ
てくれるものと思っているからです。当然入居当初は
共用部分を管理していくための管理組合の存在も知
らなかった方が多いはずです。 

隣近所とのつきあいをしなくて
もいいと思って、マンション住
まいを決めた人も少なくないと
いうこともあるかもしれません。 

事例5
フラワーポットの 

無料貸し出し制度を利用して花壇づくり 

事例4
必要な情報を発信し 

コミュニティを活性化 
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ざまな取り組みをしています。 
　その取り組みをコミュニティづくりのヒントとして紹介しまし
たが、事例１は、多くの管理組合が行っているものです。総
会の出席者を多くすることにもなり、また、総会の出席をきっ
かけにコミュニケーションをさらに活発にすることもできます。 
 
　事例２は、理事会には取り上げてもらえなかったことにめ
げなかったＣさんの存在が大きかったと思います。あきらめ
ないこと、できることからできる人が動くことが重要です。 
　また、クリスマスなど既に日本の祭事といってもいいような
ものも含め、伝統的な祭事をうまく活用していろいろなしか
けが考えられますので、コミュニケーションの場づくりとして、
アイディアを競ってみるのもいいですね。 
　また、こういったことは、仕掛けた人自身が楽しみながらや
ると、必ず成功すると思います。ほんとうは大変なことですが、
それを大変だと思わず、楽しんでやる。そんな姿を見せるよ
うになれれば、きっと手伝いたい、参加したいという人がで
てきます。 
　なお、こうした活動は、自治会や子供会に運営をまかせ、
管理組合はそれを資金面などで援助するというかたちを取
ったほうが望ましいと思われます。 
 
　事例３はほんとうにいい形でコミュニティができた例です。
仕掛けも何もなく、ただちょっとしたお年寄りの昔の経験が子
供たちの関心を呼び、さらにお母さんたちの興味までそそり、
それが次々と拡大していく。こうした人為的ではないことで
はじまる関係が一番長く、しかも良好な形で続くように思います。 
　特に、世代間のコミュニケーションを図るのはとても難しい
ことですから、例えば、遊びを含めお年寄りの知恵を伝える
ような場をつくったり、マンションの敷地に余裕があれば、み
んなで花壇づくりをしたりといったこともできるのではないで
しょうか。 
　事例５は、理事長が市の制度を活用して花壇づくりをは
じめた例ですが、特に花づくりは人の心もなごやかにしますし、
コミュニケーションを活発にするともいわれています。大人だ
けでなく子供を交えながら、花植えなどをするといいかもしれ
ませんね。 
 
　理事会がコミュニケーションの場を設けたり、ちょっとしたき
っかけで、区分所有者の間に関係ができれば、関係を良く
するためにさまざまなことに関心を持ちはじめます。関心を持
つと今度は動きはじめます。それが重要なことです。 
　ただ、この関心からの動きが苦情という形で理事会に向く
こともあるかもしれません。そういった場合も、それにくじけな
いことが重要です。苦情はしっかり受け止め、時間をかけて
対処していけば、それを通してさらにコミュニケーションが活
発になり、そこから良好なコミュニティが形成されることもあります。 
　苦情もひとつの関心と捉えると気が楽になります。いわゆ
るプラス思考ですが、苦労の割に益の見えない理事の仕事
にとっては、とても大切なことです。 
 
  マンション内のコミュニケーションが活発になると、「総会の

出席者が非常に少ない」「理事のなり手がいない」といった
多くの管理組合が抱えている重大な悩みは解消していくと
考えられます。　 
　例えば、花壇をつくりだすと、ここにも花を植えたらどうだろ
うということが話題になったりします。自転車で踏まないよう
におしゃれな柵をつくりたいから、予算を少しほしいなどとい
ったことから、総会へ出席して予算を認めてもらおうというこ
ともあるのではないでしょうか。 
　コミュニケーションが良くなると、例えば、管理会社からの月
次報告を会計処理がよくわからないから確認できないとい
うことを理事のひとりが皆さんに漏らすと、もしかしたら、会計
なら自分の専門なので、時間があるときに見てあげるという
人が出てくるかもしれません。 
　また、事例３のように、お年寄りがマンション内の子供たち
のことを自分の孫のように思うようになると、少しぐらいうるさ
くても「元気でいい」と感じるようになり、騒音のトラブルも起
こりにくくなります。 
　駐車場も順番に使おうとか、あそこがしばらく空くようだか
らうまく使わせてもらおうとか、コミュニケーションが活発であ
れば、皆さんがいろいろなことを工夫するようになり、マンショ
ン暮らしが豊かに、そして楽しくなるといえます。 
 
 
 
 
 
１．きっかけをつくる（総会や祭事を活用する） 
２．小さな動きをみつけ育てる（女性がキーマンになることが多い） 
３．自ら取り組む（誰かがやってくれると思っていると絶対で
きない） 
４．あきらめない（一度否定されてもやり方を変えたり、仲間を
つくる） 

５．プラス思考（苦情も関心が高い証拠と前向きに考えたり、
何とかなるさと考える） 

コミュニケーションの極意　聴くこと 
一 口 メ 

モ 

 話し上手な人が、コミュニケーションをうまく取れる人と
考えがちですが、コミュニケーションの達人とは、聴きじ
ょうずな人。 
　人はいつでも、話したくて話したくてしょうがない。そ
ういう人に話しても、いつ話しはじめようかそのきっか
けを狙っているので、こちらの話をしっかり聴いてもらえ
ない。 
　ところが、相手が話したいだけ話し終えた後に、話し
はじめると、今度はしっかり聴いてもらえる。 
　ほんとうに納得してもらいたいことがあるとき、例えば、
トラブルで間に入って説得しなければいけない時は、
是非、相手の言い分をじっくり聴いてから話しましょう。 

良好なコミュニティづくりのポイント 

PO
INT

追加資料96ページ参照 
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 総会への関心を高めるための説明会 
　100戸のＡマンションでは、修繕積立金の値上げについて
活動をしたときは、 
①説明会の開催　→　②アンケート調査実施　→　③臨
時総会の順序で進めました。 
　この間、約3カ月で、広報も十分ではありませんでしたが、
いきなり議案書を出すより、まず説明会に出た方に現状を
理解して貰ったことで、口コミにより、値上げの話が広まり、
皆さんの関心が高まりました。そして、臨時総会では、議案ど
おり可決されています。 
 
 電話で総会の出欠確認 
　40戸のＢマンションでは、出欠票を締め切ったときに提出
してくれない住戸には、理事が分担して電話で確認します。 
　これが定着しているので、電話をすると「あっ、すみません。
今持って行きます。」と言われる方が多く、出欠票も委任状
も出さない人はほとんどいなくなりました。 
 
 理事以外の区分所有者から議案募集 
　80戸のＣマンションでは、定期総会の１カ月ほど前の『マン
ション便り』に、「総会で審議して欲しい議案がありましたら、
どうぞ遠慮なく管理組合ポストに投函してください。」という
記事を載せます。 
　提案者の名前、議案、提案理由を記載してあれば、理事
会で目を通してから、議案書として配布しています。 
　これまでに、提案があったのは 
　・インターネットによるマンション内の情報サービスの構築 
　・敷地周辺の不法駐車対策 
　・玄関前の自転車駐輪禁止の方策 

　・屋内駐輪場の施錠ルールの明確化 
　・屋外駐車場の部外者通行の危険防止 
　・ペット飼育についての検討委員会の設置 
　・玄関郵便受けのチラシゴミ対策 
　・植栽による美観の向上 
　などで、議案を提出した人は必ず出席しますし、飾らない
言葉で書かれた提案がどのように総会で審議されるのかを
楽しみにして、以前より気楽に総会に出席する人が増えて
いるように感じます。理事会以外に当事者意識を持ってく
れる区分所有者が増えるなら、何でもやってみようと試みた
結果です。 
 
 総会の主旨を訴えるための戸別訪問 
　Ｄ管理組合（50戸）では、例年の定期総会の出席者は、
新旧役員だけの10名前後と低調でしたが、今回の総会では、
修繕積立金の値上げを提案しているので、なんとしても多
数の出席を得たいと考え、議案書を郵便受けに入れるので
はなく、5人の役員が分担して夕方から夜にかけて戸別訪
問して届けることにしました。ひとりひとりに会議の主旨を訴え、
出席をお願いして歩いたところ、5年目の定期総会は35名
以上もの出席者を得ることができました。 
　修繕積立金の値上げという議案もさることながら、「理事
の方たちの熱心さに打たれて、出席してみることにした。」と
いう声が多く、この総会では熱心な議論が実現して、満場
一致で修繕積立金の値上げが可決されました。 
 
 総会運営を管理会社が主導 
　築12年、120戸のマンションで、輪番制ではじめて理事に
なる予定のＥさんは、先日はじめて定期総会に出席しました。
出席者は20人足らずで、議長への委任状が80戸分以上集
まっていました。総会で発言したのは実質的には１名でした。
出席者はほとんど新旧の理事だけで、理事以外の区分所
有者の出席は5～6人に過ぎません。 
　前述のひとりだけが決算報告や予算、修繕工事につい

総会の活性化 

　汗を流して総会議案書をつくったのに、総会に出
てくれる区分所有者が少ないことを嘆いている理事
会の話をよく聞きます。 
　総会の出席率を高め、活発に議論してもらうため
に何か方策がないのか、区分所有者の関心を高める
ためにはどうしたらよいのか、考えてみましょう。 

事例 
総会の活性化の 

いろいろ 
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てひとつずつ、熱心に質問していましたが、残りの方はまっ
たく無表情で早く総会が終わらないかなという顔をしています。 
　理事長は議事の進め方について管理会社の担当者に
いちいち確認を求めるし、会計についての質問にはまったく
答えられず、完全に管理会社におまかせのマンションです。
Ｅさんも、これまで組合活動には無関心でしたが、これほど
低調とは知りませんでした。 
　毎月１回、マンション便りが発行されているので、最低でも
月に１回は理事会が開かれているものだと思っていたので
すが、マンション便りも管理会社がつくっていたことをはじめ
て知りました。昨年の大規模修繕で積立金も底を尽きまし
たが、これからいろいろと修繕費用が嵩むと聞いているので、
積立金の値上げなど課題が多いはずなのに、これでは先が
思いやられると、ため息をついています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総会に出席してみたものの、総会という「形式」に魅力
を感じない人が多いのではないでしょうか。 
 
　・どうせ、理事会提案（議案）をそのまま承認するだけの

儀式に過ぎない　 
　・せっかく何か発言しても、意見が反映されずその場限
りで終わってしまう 

　・とくに意見はない、みんなが決めるならそれでかまわな
い 

というような気持がはたらいているのではないでしょうか。 
　多くのマンションでは、総会の案内を出しても、常に委任
状を提出し、一度も総会に出ようとしない区分所有者がい
ます。 
　しかし、マンション全体として総会に出席するのは当然で
あるという気運が強まると、みんなの動向に追随するような
人は、「知り合いの区分所有者から誘われる」ことがきっか
けで出席する可能性があります。 
　そのためには、総会の議事録を配布するときに、出された
意見を効果的にまとめて、欠席した人にも「読んでもらう」こと
を意識すると、「こんな議論があったのか．．．」と親近感がわく
ものです。さらに、総会の議案とは直接関係のない疑問・苦情・
要望等の発言についても、その内容をきちんと紹介して  
　・調査して後日回答する 
　・理事会の検討事項とする 

　・アンケートを実施して居住者の意向を確認する 
など、理事会としてどのように対応するのかを広報するよう
にしましょう。発言した方が「発言した甲斐があった、理事会
でこんな風に取り上げてくれた。」と満足すると、また総会で
意見を言おうという気持になります。発言を、その場限りにし
ない工夫をしてみましょう。  
 
　また、事例にもありましたが、総会において区分所有者に
も議案を提案させる工夫をすることは総会の活性化に役立
つと思われます。 
　ただ、事例では、区分所有者の提案をそのまま議案として
採用してしまいましたが、提案者から理事会で説明を受け、
細部を検討してから総会で審議するようにしないと、総会が
混乱する恐れがあります。また、このような場合、総会で否
決されても感情的なしこりが残らないような議事進行上の
配慮が必要になるでしょう。 
 
　なお、理事会でしっかり準備したにもかかわらず、総会で
議案が否決されることもあり得ますが、管理組合の活性化と
いう観点から見ると、総会での議論がないままに多数決で
可決されるよりも、議論の果てに否決されるほうが民主的で
健全だといえるでしょう。 
　総会で何としても可決したい場合は議案についての説
明会を開催し、ねばり強く説得を続けてから、機の熟すのを
待って総会に提出するくらいの配慮が必要です。ものごと
を決めるのに拙速は禁物です。 
 
　ところで、60戸のマンションで過去15年間の定期総会出
席率を調べてみたことがあります。 
　ほぼ区分所有者全員が参加した設立総会を除けば、第
１回の定期総会参加者42名を筆頭に3年目までは25～30人
程度。4～7年目はずっと20人前後。この当時はマンション便
りも年間2～3回しか発行しておらず、管理会社におまかせで、
管理組合活動そのものが全般的に低調でした。 
　ところが8年目に修繕積立金を倍増する議案が提出され
ると35人が出席。 
　この年から修繕委員会が発足して広報が活発になり、以
後は常時30～35人の出席になっています。10年目以降は
大規模修繕ばかりでなく、毎年小修繕が多発して、常に「積
立金が足りるのか。」との不安が生まれ、それが関心を呼ん
でいるようです。 
　定期総会の議案が決算書と予算書の承認しかないと、ど
うしても形式的に委任状を提出して「お任せ」になる傾向が
あるようです。総会の出席率を高めるためには、議案につい
ても理事会で工夫する必要があるかも知れません。 
 
　なお、召集通知の総会議案の最後に、「その他審議事項」
と記載されている事例を見受けますが、区分所有法第37条
2項により、規約に別段の定めがない場合はあらかじめ通知
した事項以外の決議ができないことはもとより、「その他」の
議題は無効と解されていますので、「議事終了後、意見交
換会を開催します。」といった表記が望ましいと思われます。 

一度は 

総会の活性化のヒント 

　せっかく理事会の役員が汗を流して準備したにも
かかわらず、総会への出席者が少ないと、すっかり気
落ちしてしまいますね。 
　総会に出席してみようという気が起こらないのはな
ぜでしょう。無関心と言えばそれまでですが、総会の
運営を、ちょっと工夫するだけで、関心が高まるという
ことはないでしょうか。 
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総会の活性化のポイント 

PO
INT

 
 
１．重要な議案は事前に説明会を開くなどして十分に議論を
尽くす 

２．総会で出された意見は、時間をかけても理事会できちん
と対応する 

３．理事以外の区分所有者にも総会議案を提案できる機会
をつくる 

４．総会の議案は、できるだけ関心を引くように工夫する 
 
 
 

（決議事項の制限）  

第37条　集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項

についてのみ、決議をすることができる。  

２　前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められ

ている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 

建物の区分所有等に関する法律 

追加資料96ページから98ページ参照 
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 １期目抽選・２期目推薦 
　70戸のマンションでは、１期目は設立総会の席上で抽選
で決まりました。 
　２期目は推薦制になり、続けて理事長になったＡさんは「今
は、リーダーシップを発揮するしかないと考えているが、いずれ、
今の理事に理事長を交代してもらえるように力をつけたい。
そのためには、私自身が新しい理事長さんをサポートできる
力をつけたいと思っています。」と言っています。 
 
 推薦制を輪番制に 
　80戸のマンションでは、10年間、推薦制で理事を選んでき
ました。その結果、「まだ役員をやっていない区分所有者」
を探したらお年寄りの女性ばかりになってしまい、3年前から
輪番制を導入。今年は7階の8人、来年は6階の8人です。
その中から理事長を選びますが、階で全く人が変わるので、「去
年の理事会は良かったけれど、今年はぱっとしないな。」な
どと陰口をたたく人もいます。理事長と会計担当理事、それ
に監事は数年間継続して欲しいという声が上っていますが、
区分所有者が高齢化してきて、全体に元気がなくなってき
ています。 
 
 推薦制と輪番制の併用 
　120戸のマンションでは、12人の理事のうち、6人が推薦制
で2年任期の毎年半数交替。理事長や監事は役職にふさ
わしい能力を持った人の中から選びたいという考え方から
推薦制をとり、常に次期の理事適任者を捜しています。残
りの6人は、階段室ごとにひとりずつ選ぶ１年ごとの輪番制。
こちらは、不公平なく一度は理事の仕事を経験してもらうた
めのしくみです。 

　輪番制の理事はある意味で気楽に参加できるメリットがあ
る反面、ときどき欠席者が多くて理事会が成立しないことが
あり、業務に支障をきたすことがあるようです。 
 
 理事の固定化 
　30戸のマンションでは、理事4人がほとんど固定化してい
ます。理由は他の入居者が高齢化して事実上、理事の仕
事ができないからです。理事長は3年までと決めて、理事の
あいだで交替しています。 
 
 賃貸化で理事交替が困難 
　25年目、100戸のマンションでは80％が賃貸化しており、居
住する約20人の区分所有者が交替で理事会を運営してい
ます。修繕などの問題が山積みなので、ほとんど2年ごとに
理事が回ってきます。理事長はもう6年ほども続けてもらって
いるそうです。 
 
 配偶者も理事に 
　60戸のマンションは、規約で「区分所有者および、その配
偶者」を理事の資格者と決め、主婦も理事としてきちんと登
録できる形にしました。 
　とくに現役の男性はマンションには寝に帰るだけという人
が多く、マンションでどんな問題が起きているか、無関心すぎ
るという主婦の声がきっかけでした。また、女性理事ばかり
の理事会で、大規模修繕工事を見事に成し遂げたところが
あると聞いたことも要因です。 
 
 立候補と輪番制の併用 
　80戸のマンションでは、立候補と輪番の複合型。輪番は
階段室ごとに部屋番号の若い順で、いちばん最後の人は
14階ですから28年経たないと理事がまわってきません。「生
きているうちには当番は回ってこない」と言う声も聞きました。 
　理事にならない人は全くマンションに関心を示そうとしな
いので、それじゃ全員に理事を経験してもらおうと輪番制を

役員の選出 

　毎月定例の理事会を決めているのに、出席率が悪
くてという悩みをかかえている理事長さんがいます。
輪番制で強制的に理事を選出しているため、全員の
都合がつかず半年も経ってからはじめて理事会を開
いて理事長を決めたという事例もあります。このよう
にならないための方策はあるのでしょうか。理事選
出の方法の事例を集めてみました。 
　また、理事のさまざまな負担に対する報酬をどの
ようにしているか、その事例も紹介します。 

事例 
理事の選び方の 

いろいろ 
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考えたのですが、全くやる気のない人が理事になると一度も
出席しようとせず、理事会が成立しなくなります。そんな人
は理事を遠慮してもらったほうがマンションのため。全員に
理事を経験させることの矛盾に悩む理事会です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①選挙制 
　立候補が前提で、候補者が定数を超える場合に選挙を
実施。団地型で、数百戸規模の大規模なマンションで実施
されている例があります。 
　（良い点） 
　・積極的な人が選べる 
　・投票なのでもっとも納得が得られやすい 
　（注意点） 
　・立候補する人が一定数いないと成立しない 
　・対立するとしこりが残りやすい 
②推薦制 
　理事会や選考委員会で次期役員を推薦し、総会で承認
を受ける方式。中規模のマンションで多く見られます。 
　（良い点） 
　・適任者と言える人が選べる 
　・本人が納得して役員になってもらうので、責任感がある 
　（注意点） 
　・推薦の基準があいまいになりやすい 
　・特定の人脈に偏りやすい 
③輪番制 
　部屋番号順など、機械的に順番を決める方式で、中小規
模のマンションに多く見られます。 
　（良い点） 
　・客観的には公平・平等 
　・必ず全員に理事を体験させることができる 
　（注意点） 
　・個々人の事情がまったく無視される 
　・積極的な人がいても登用されない 
④複合型 
　一定数を理事会推薦とし、残りを選挙か輪番で選ぶ方
式です。 
　（良い点） 
　・それぞれの長所短所を補って人材が得られやすい 
　（注意点） 
　・複雑でわかりにくい 
 
　また、任期については、１年ごと全員入替え制は理事会
運営の継続性に難点があるため、２年任期半数入れ替え制

を採用する管理組合が増えています。 
　また、本人の高齢や病気、家族の介護などのため、役員
を引き受けられない区分所有者が多い場合は単純輪番制
などで役員にしてしまうと、理事会の出席数不足で理事会
運営に支障を来すことがありますから、規約で人数の幅を
持たせておくなど、工夫が必要です。 
　もちろん、安易に役員を免除すると妥当性を欠いたとい
われることもありますので、決して自分勝手な都合で役員就
任を拒否しているのではない、ということを説明できるかどう
かがポイントになります。 
 
　活発な理事会運営をするための人選のポイントは、以下
の通りです。 
①入居者から人格（責任感等）を認められている人 
　簡単なことですが、毎朝、大きな声で挨拶する人には自
然に人が集まってきます。 
　専門家である必要はありませんが、可能な限りの情報を
集め、伝達する努力をする人がふさわしいといえます。 
②金銭的な見返りより、みんなの喜ぶ顔がすきだという人 
　「いつもありがとう」「お世話になります」という感謝の言
葉や笑顔が最高の見返りだと考えられる人は苦労を気にし
ないタイプなので、最適の人材といえます。 
③活動環境にふさわしいルールを守って活動できる人（第
三者の立場、公平） 
　会社の役職や、先輩後輩などの関係を持ち込まず、また、
理事として、公平に第三者の立場で発言行動する人が求
められます。 
　このような人を選ぶには、結局のところ、隣近所にどんな
人が住んでいるのか、懇親会や共同作業を通して、お互い
を知るということしか方法がないとわかります。 
 
　マンションの役員について、まとめておきます。 
　法律的には、管理組合理事と区分所有者は民法上は「委
任契約」の関係にあり、委任を受けた受任者は「善良なる
管理者としての注意義務」つまり社会通念上必要とされる
程度の注意義務を負うことになっています。  
　こうした難しさがあるためか、役員を引き受けたくないと考
える区分所有者が多いマンションでは、輪番制などで理事を
選出するしかなくなります。でも選ばれた人にはやはり向き・
不向きがあり、ときには理事会活動が停滞してその間管理
組合の機能が停止してしまう危険さえあります。 
　法律や設備・建築などに明るい人材は望めないとしても、
やはりやる気があって、問題意識の高い人を見つけだすこ
とが重要でしょう。自分たちの財産は自分で守るという意識
に立って、役員の選び方をもう一度考えてみましょう。 
 
 役員報酬の考え方 
　役員に報酬を出すという考えには、賛否両論があります
ので、どちらが良いとは一概には言えません。 
　まず、報酬を決めている事例をいくつか紹介します。 
　 
①日当は、防火管理者講習のみ１日１万円（交通費別）と定

まず、 

役員の選出のヒント 

　事例では役員の選出にそれぞれの管理組合が知
恵を絞り、いろいろな方法を採用しています。 

役員の選び方として、くじ引きを
除けば、以下のような考え方があ
ります。 
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めて、その他は理事会の承認により組合活動費・年間10
万円の範囲内で，謝礼（商品券が多い）を用意します。 

②理事の報酬は，各理事共通で2,000円／月で，活動実費
程度のものです。 
③アンケート調査を行って，金額を決めました。調査時に「活
動しない役員に報酬を払う必要はない。」という意見があり，
その月の報酬を受け取るには「理事会に出席することを
条件とする。」という但し書きを入れました。 
　ただ、理事会に出席できなくても，管理組合のための仕
事をしている人もいますので、この方法にも難点があります。
（評価方法が難しいですが…） 
④せめて、電話代・コピー代など、個人の負担にならないよ
うな配慮が必要だという考えから、月額で理事長が1,000円、
他の理事は500円です。 
⑤役員報酬以外の支払は日当として考えています。 
　日当の支払額は、半日で5,000円、１日で10,000円。交通
費は実費支給です。 
　管理組合活動に拘束された時間によって日当を支払
う考え方で、対象となるものは、弁護士相談、訴訟手続き、
防火管理者講習、マンション管理セミナー参加などです。 

⑥自主管理の場合は、どの程度の仕事量になるかで、考え
方が変わるので参考になりませんが、60戸のマンションの
例では、年額で、理事長120,000円、会計担当理事
96,000円、副理事長48,000円、防火管理者10,000円とな
っています。 
⑦180戸のマンション（築4年・自主管理）では、月額で理事
長60,000円、副理事長・会計理事・防火管理者42,000円、
理事12,000円、監事42,000円としています。 
　このマンションの理事報酬の考え方は「責任の度合い
を基準に」し、決められた活動に参加しなかった理事に対
しては、理事会決議で何ヶ月分を支払うかを決めています。
原則は理事会に出席した月数だけ、報酬を支払っています。 
　また、報酬額は、管理規約に条文として明記してあります。 
 
　報酬を定めている理由としては、 
　・役員としてなんらかの形で日常の仕事や家事の時間
を割いて、犠牲にしなければならないことへの見返り（と
くに自主管理のマンションはこの考え方が多いようです） 

　・本を買って読んだり、セミナーに参加したり、あるいは電
話代やコンピューターの電気代や印刷などの実費もか
なりかかっているが金額は清算しにくいので定額報酬
の形にしている（金額はわずか） 

　・無償だと責任感もなくなるというので少なくとも、理事
長や監事・防火管理者などは法的な責任を負ってい
るのだから必要という考え方 

 
　報酬を定めない理由としては、 
　 ・ 「会社の仕事とは性質が違うから人生修養になる」ある
いは、「面白い」「人間関係の幅が広がる」など、精神
的に得るものがある 

　・結局はみんなのためであると同時に、自分のためだから 
　・報酬ではなく、コピー費・電話代・その他の「実費」はき

ちんと精算して、役員の負担にならない仕組みがある 
 
　このように、報酬についての考え方はさまざまですから、マ
ンションの実態に応じた仕組みを考えるしかありません。  
 
 
 
 
 
１．役員の選出方法は、選挙制、推薦制、輪番制、それらの
複合型がある 

２．マンションの実情に合った選出方法を選ぶ 
３．役員の任期１年では継続性が保てないので、それよりも２
年任期半数改選が望ましい 

４．役員報酬はマンション個々の事情で決めてよいが、実費
負担分を支給する仕組みは必要 

役員の選出のポイント 

PO
INT

追加資料98ページ参照 
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 寄せられた「意見」は必ず「お知らせ」で回答 
　60戸のマンションで理事会は8人構成です。理事長があ
らかじめ議案書を配布しており、毎月第三木曜日の19:00か
ら開催。ほぼ全員が出席します。おおむね１時間あまりの会
合では、活発に意見が出ます。毎月の支出伺い書も理事全
員で確認してから、理事長印を押すというルールになって
おり、滞納を含めた会計の状況を全員が理解しています。も
ちろん、議事録は書記がつくりますし、理事会が終わってか
ら５日以内には広報担当がマンション便りを発行します。管
理会社の担当者は同席していますが、意見を求められたと
きだけ発言するにとどまります。 
　マンション便りには末尾にかならず「お気づきのことがあり
ましたらご意見をお寄せください。」と書いていますが、だい
たい月に1～2件、提案や質問が寄せられています。 
　寄せられた案件は理事会で話し合って、答えをすぐに出
せる問題か、マンションの皆さんに呼びかけてアンケート調査
をするか、あるいは修繕専門委員に調査を依頼するか．．．な
どの方針を立て、必ず「このようなご意見が寄せられました。
理事会ではこの問題についてはアンケート調査が必要だと
思います．．．．。」というように、マンション便りで広報します。こ
のマンションでは「理事会に言ったことは、必ず何らかの対
応をしてくれる。」という信頼関係ができているので、総会の
出席率も常にほぼ5割とのこと。 
 
 総会議案書は、全員一致が原則 
　築12年目、70戸のマンション理事会は6人構成。 
　数年前に、理事会が総会に修繕積立金の値上げを提案
した際、理事会内部に反対意見があり、総会のときにその理
事が「個人的には反対だ」と意見を表明したために、決議が

できず流れたことがあります。それ以来、「理事会で全員一
致が達成できないようなら総会での議決は得られない。」と
して、全て案件に対して全会一致でものごとを決めています。 
　ペット問題への対応でも、駐車場の料金改定でも、理事
の中にさまざまな考えがあったので、必要に応じて何度でも
住民のアンケートを取り、十分に住民の意見を集めるように
しました。意見を集約するためには、理事は個人の立場を
離れてマンション全体のことを考えなければならないことを
学んだそうです。 
 
 理事が電子メールで意見調整 
　築15年目、60戸のマンションは理事7人体制です。これま
での理事長に話を伺うと、理事会の運営を円滑にするため
に事前に三役が集まって運営の下打合せをしていたそうで
すが、今期の役員はサラリーマンが多く、顔を会わせるため
の時間調整が大変で月に一回の理事会が精一杯です。理
事長はサラリーマンなら電子メールを使える人も多いだろうと
考え、理事会で確認したところ、副理事長・会計担当理事・
広報担当理事が電子メールを使えることがわかり、メールを
つかって打合せをはじめました。 
　・理事会の議案作成 
　・議事録を作成したあとの内容チェック 
　・管理組合だよりや、広報掲示ポスターの内容チェック 
　・緊急修繕などに対する処置・対応 
　……今のところ、このようなことに活用していますが、深夜
に帰宅してから発言している人がいても、打合せがたいへ
ん円滑に流れており成功しています。 
 
 理事会の情報開示を徹底 
　築6年目、40戸のマンションで理事は5名です。心がけて
いることは以下のとおり。 
　・理事会からの情報開示を徹底する 
　・理事会を定期的に開き、管理運営を停滞させない 
　・電話案内で出欠を確認し、出席率１００％をめざす 

理事会の運営 

　マンション管理組合の運営を実際に担ってるのは、
理事会役員の皆さんです。建物の維持管理も、会計
処理も、マンションのコミュニティづくりについても、
理事会の皆さんたちが日夜、目配り気配りをされて
いることと思います。 
　では、他のマンションでは、理事会の開き方、理事
会の活動をどのようにしているのか、ここでは、でき
るだけたくさんの事例を紹介しましょう。 

事例 
理事会活動の 

いろいろ 



72

　・理事長はマンション管理の履行義務者であることを自
覚し、履行補助者である管理会社の契約の履行に関
して妥協をしない 

　・会計処理を明確にして無駄な出費を防ぎ、修繕積立
金を守る 

　このマンションは、入居後4年間は管理会社にお任せとい
うムードが強かったのですが、今の理事長に代わってから広
報活動を盛んにして情報開示を徹底したところ、住民の連
帯感が強くなってきました。5年目に新年会を開催し、それを
契機にワインを飲みながらの懇談会を春秋に開催し、住民
同士が自由に意見を述べる機会をつくっています。この懇
談会ではじつにさまざまな意見が出るため、理事会にとって
は情報収集の良い機会になっています。 
 
 理事がマンションから仕事を引き受けてトラブルに 
　築3年目、80戸のマンションで、駐車場が暗いので外灯を
新設する話が持ち上がり、理事会では3社から見積もりを徴
収することになりました。電気工事店を経営する理事のＡさ
んにも見積もりを出して欲しいと頼み、合計4社になりました。 
　3社に工事の内容を説明し、施工計画書を提出させ、提
出された比較見積書を作成して、そのすべての情報を順次
組合員に開示して進めましたが、Ａさんの会社に決まったと
たん、組合員の一部から、理事が利益誘導をしたのはけし
からんと批判が出はじめました。 
　Ａさんはそんなつもりはなく、正規の手続きを踏んだのに
痛くない腹を探られて、マンションを出たいとまで考え込んで
しまいました。理事長以下、理事の皆さんは「手続きに何の
問題もないから気にしないで」と言ってなぐさめてくれますが、
Ａさんは理事の立場で工事を受注したことは誤解を招くだ
けだったなと反省しています。 
 
 理事会の開催時間を厳守 
　築5年目、90戸のマンションでは、理事10名のうち女性が6
名です。区分所有者の配偶者も理事になることができると
規約を改正をしてから、女性理事が増えました。 
　そのために、夜遅くまでの理事会運営を避けています。
原則は、平日の夜8時～10時です。議論が白熱して予定の
議事が消化できなくても、その時間がくれば理事会は終了
します。 
　それによって、議事の優先順位をつける習慣ができ、つ
い横道にそれる雑談、無駄話もなくなりました。積み残した
議案はその場で次の開催日を決めてまた集まります。 
　理事長は限られた時間中ですべての問題を手際よく解
決することなど、できるわけがないと気楽に構えています。時
間がかかるものは「こういう問題があって審議に時間がかか
っている。」と広報するほうが組合員の信頼を得られると考
えているそうです。 
 
 広報するのは、誰のため 
 　60戸、5期目の理事長になったＢさんは、理事会で広報
の大切さを訴え続けています。 
　「今どのような問題や課題があって、理事会はどのように

対応していこうとしているのか、またうまくいっているのか、い
っていないのか、などをきめ細かく広報し、マンション全体の
共通の問題にしよう。そのためには失敗したことや反省点も
正直に伝えよう。」と話しています。そのＢさんの思いは、次
の通りです。 
　・理事会の考えかたや努力している姿が目に見えるかた
ちにしよう 

　・自分たちの財産は自分たちで守らなければならない自
覚を養おう 

　・そういう人を増やして、次々に理事会に参加してもらおう 
　・理事会の悩みを正直に伝えると、助けてくれる人が出
てくるに違いない 

　・情報公開、情報提供というものは住民のためだけにす
るのではない 

　・なぜ情報公開するのか、そのほうが「うまくいく」から 
 
 理事会に継続性を持たせる工夫 
　3年目、50戸のマンションでは輪番制ですが規約や総会
決議で決めているわけではなく、慣習でそうしているので再
任も可能です。今の理事長は前期から続けて2期目です。
年度が替わる3カ月前から来期の理事候補にも理事会に出
席してもらい、来期の事業計画と総会議案を一緒に相談し
ながらつくるという共同作業をしています。そういう形で引き
継ぎをするようにしました。 
　仕事に慣れた理事長が中心になって作業した方が楽な
のですが、他の人がいつまでたっても育たないのでできるだ
け新しい理事に仕事をしてもらおうと、この理事長が発案し
ました。 
　新しい理事からは顧問として残って欲しいという意見もあ
りましたが、この理事長は、院政などとよけいなことを言われ
かねないのできっぱりと断りました。「制度にこだわらず、困
ったことがあったらいつでも相談に乗るよ。」と話したそうです。 
 
 インターネットによる管理組合活動を準備中 
　全戸にインターネットを装備した、新築の40戸のマンション
理事会では、全戸に向けて、インターネットによる理事会運営
への参加及び情報公開などの企画書を配布しました。 
　・理事会以外の一般入居者も気楽にメールで理事会に
参加できます  

　・毎日のマンションの出来事を確認できます  
　・行政や町内会からの情報も提供されます 
　・必ず実名で投稿してもらい、誹謗中傷は受け付けません  
　・全員でマンションを守っていくという意識が育ちます  
　・譲りますコーナーや譲ってくださいコーナーなども掲示
できます 

　・空き駐車場の申し込み手続きも電子化します  
　・マンションの年間行事等の確認ができます 
　・委託管理契約の内容をチェックできますので、疑問が
あったら投稿を  

　・損害保険契約の内容の確認ができます  
　・管理会社の資産状況のチェックができます 
　・区分所有法や管理規約なども検索できます 
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　・操作方法のわからない方には、管理組合で講習会を
開きます 

　このマンションでは、こんな「夢」に向かって活発な議論を
しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　とくに広報の重要性については、「マンションの住人は、
組合活動に無関心なのではなく、関心を引くような情報が
流れていないから、関心を向けないだけだ。」と言った理事
長がいます。広報活動は、理事会運営の要といえるでしょう。
ただし、理事がマンションからの仕事を引き受けた事例のように、
十分な広報がされていたにもかかわらず、利益誘導とみら
れる場合があります。理事会が第三者として機能するように
慎重な運営を心がける必要があります。 
 
　近年インターネットを活用して広報活動をする管理組合が続々
と増えています。事例にもあるとおり、インターネットへの常時
接続を可能にしたマンションが増えているためだと思われます。
しかし、マンションの問題を解決するには、どうしても一同に
会して話し合う必要がありますから、電子メールなどの手段
はあくまで理事会運営の補助手段だとわきまえて使うとよい
でしょう。また、インターネットを使えない人に対しても配慮を
忘れないようにしましょう。 
 
 
 
 
 
１．毎月１回の定期開催を、曜日・時刻と共に決める 
２．毎回2時間以内を目安にし、延ばさない 
３．理事の役割分担を決める 
４．議事録を作り、内容を広報する 
５．任期満了に際しては、引継をきちんとする 
６．理事会に配偶者等の代理出席を認めることも検討する 

そのため
、 事例のように、理事会を活性

化させるさまざまな取り組み
がされています。 

　たくさんの事例の、それぞれが運営のヒントになる
と思います。 
　理事会の仕事は管理規約に決められたことがらを
遂行するだけにとどまらず、マンションで起こるすべて
の問題に対処しなければなりません。管理組合のあり
方は、理事会に左右されると言われるほど、重要な役
割を負っています。 

理事会の運営のヒント 

理事会の運営のポイント 

PO
INT
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 専有部分の修繕について、「専有部分改修工事細則」 
　Ａマンションの理事長が専有部分の修繕に注目したのは、
以前、区分所有者が変わったときに、リフォーム業者が挨拶
もなしに工事をはじめ、エレベーターの養生もせずにキズを
つけ、挙げ句の果てにところかまわずごみを捨てていったの
を見たからです。 
　こうしたことからリフォーム時にはまず区分所有者から申
請書を出させ、施工業者に対しては区分所有者の責任で
守るべき事項を指示してもらう必要があると考えました。 
　そこで、「専有部分改修工事細則」をつくり主に業者へ
の作業上での規定や工事内容・工程表等の提出義務、近
隣住戸への挨拶、フローリング工事に対する材料の規定・
給湯器の規格等を盛り込んでみました。 
 
 会計処理細則 
　Ｂマンションでは、管理会社の会計処理に疑問を持った
理事会が会計処理細則をつくりました。管理組合の会計処
理方法を具体的にマニュアル化したものです。 
　管理会社を含むすべての支払いに対して、会計担当理
事のチェックと理事長の承認がないと１円も支払いができな
いようにしました。通帳・印鑑の保管場所も具体的に明記し
てあります。管理組合で自分たちのお金の流れを、きちんと
把握するための細則です。 
 
 読んで理解しやすい細則 
　Ｃマンションでは、理事会で話し合って細則等はすべて
手づくりで進めることを決めました。細則モデルのような標
準的なものは参考にとどめ、「みんなが読んで理解しやすい」
表現方法にこだわりました。ただ、明らかに問題がある表現

があってはならないと考え、法律の専門家に目を通してもらい、
アドバイスを受けて訂正しました。 
　原始規約にありがちなあいまいな表現は、トラブルをつく
る原因になります。 
　例えば「迷惑や危害を加える動物の飼育禁止」とあれば、「ペ
ット飼育はだめ」という解釈も、「危害を加えない、迷惑をか
けない飼育ならペット飼育はＯＫ」という解釈もできます。こ
うしたあいまいな表現は、販売会社が原始規約を作成する
際にペットを飼いたい人も嫌いな人も含めより多くの購入者
を求めるために曖昧な内容にしてあるものと考えられます。
また、Cマンションの細則ではバルコニーに干し物を出す場
合には外側に出してよい寸法まで明確にしています。 
　こうして2年間に以下の細則をつくりました。 
　「マンション使用細則」「理事会運営細則」「駐車場使用
細則」「集会室使用細則」「ゴミ処理細則」「管理費等の滞
納措置に関する細則」「動物飼育細則」「自転車置き場使
用細則」「修繕工事等の細則」「役員報酬に関する細則」 
 
 管理規約の管理費納入日を変更 
　Ｄマンションでは、原始規約では、管理費等は「翌月分を
前月の25日に納入する」となっていましたが、給与は月末に
現金支払いで、月末が休日の場合は翌日という住戸もあるこ
とから、「当月分を当月の5日に納入する」に変更しました。
納入が10日遅れることによる不都合は今のところありませんが、
納入日を変更したことによって滞納する危険が減ったので
はないかと理事会では話しています。 
 
 工事発注細則を作成 
　Ｅマンションでは修繕委員会を設置したとき、工事発注細
則をつくって、その中で修繕委員会の位置づけをするとともに、
工事を発注するときの原則を定めました。 
　近隣のマンションで工事の発注にかかわる手順に不備が
あったために、積立金が無駄遣いされていると思われる話
を聞いたので、それを防ぐにはどうすればよいかと理事会で

管理規約づくり 

　マンションの管理規約は、いわばそのマンションの
憲法です。 
　マンションの実状に合わせて、区分所有法など法
律の許す範囲で独自に決めることができます。原始
規約（分譲時の最初の管理規約）を20年以上も使い
続けていると、実状に合わない部分がたくさん出て
きます。「わたしたちの管理規約」をつくるには、ど
んなことに気をつけたらよいのでしょうか。実際に管
理規約や使用細則をつくった事例を紹介します。 

事例 
管理規約づくりの 

いろいろ 



75

話し合って決めました。施工業者を決定する手順、理事会
と修繕委員会の役割、工事監理の必要性、工事記録の整備、
工事金の支払方法などを定めました。 
 
 管理規約を使いやすくファイル化 
　Ｆマンションは築25年のため居住者の多くが入れ替わって、
その間に何度かの規約改正が行われました。ところが理事
会で調査してみたところ、各区分所有者で手持ちの規約改
正箇所をきちんと修正しているいる人はほとんどなく、それよ
りも規約原本を持っている人がきわめて少ないことがわかり
ました。このままでは、中古住宅として販売されたり、賃貸化
が進むとトラブルが多発する危険があります。 
　そこで、新理事会では総会で「規約集改訂版の発行」の
議決を得て、検討委員会を設置して1年がかりで編集作業
を終えました。 
　目次と索引を設けて使いやすくしたほか、 
　①管理規約本文　②管理規約の別表　③使用細則等
　④各種届出用紙　⑤管理委託契約書 
ごとに、台紙の色を変え、さらに２穴綴じ込みのファイル形式
にして、今後の加除訂正を容易にしました。大変使いやす
いと好評で今まで管理規約を読もうとしなかった人も、読ん
でくれているようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①管理規約改正の方針を決める 
　改正作業には時間も労力もかかり、またきちんとした改正

をしないと、あとで問題が発生します。まず、理事会が改正
の方針を正式に表明することが第一歩です。 
②管理規約改正に取り組むことを広報する 
　管理組合だよりなどの広報で管理規約の改正作業に着
手することを広報します。これは規約改正作業への関心を
呼び起こすことにつながります。 
③管理規約改正のワーキンググループをつくる 
　大規模修繕の時に修繕委員会をつくるのと同じ考え方で、
小委員会をつくることにより、実際に活動するスタッフを明確
にします。 
④ワーキンググループで現在の管理規約で改正すべき点を
洗い出す 
　現在の規約のあら探しをするつもりで、小さな部分までを
徹底的に点検してみましょう。もちろん、アンケートなどによっ
て住民の皆さんから意見を集める方法を併用すると、関心
が高まります。 
⑤再点検には、標準管理規約を物差しにする 
　標準管理規約は国がつくった管理規約のモデルですから、
望ましい管理規約の内容を確かめるには最も確かなお手本
になります。また標準管理規約についての解説書などを参
考にすると理解が深まります。（（財）マンション管理センター「マ
ンション管理シリーズ・標準管理規約の解説」など） 
⑥ワーキンググループで管理規約の改正案をまとめる 
　標準管理規約の内容をそれぞれのマンションの実状に合
わせて、書き換えや追加をすることによって、改正案ができ
ます。十分な時間をかけて取り組みましょう。 
⑦理事会で、管理規約改正案の検討をする 
⑧管理規約改正案の説明会を開く 
　総会の前に説明会を開き、十分に質疑応答を重ねてお
きましょう。 
⑨管理規約の改正案を総会に提案し、３／４の特別決議で
可決する 
　議事録への署名捺印は議長及び集会に出席した区分
所有者の二人で足ります。 
⑩改正された管理規約を全区分所有者に配布し、保管する 
　原始規約と変更決議した議事録を保管します。実務上は、
変更後の内容を反映した書面に理事長が規約の内容に相
違ない旨を記載して署名捺印したものを保管します。 
 
　規約と同時に使用細則を見直す作業も必要になるでしょう。
使用細則で一般的に規定の対象としている事項は、およそ
次のとおりです。 
 
　・専有部分の用途制限に関すること  
　・ペット飼育の制限に関すること  
　・ピアノなど楽器の演奏時間や夜間のステレオ・テレビ等
の音量制限に関すること 

　・悪臭や煤煙・漏水等の防止に関すること  
　・危険物や重量物の搬入の禁止・制限に関すること  
　・専有部分の増改築の禁止に関すること  
　・専有部分の模様替えその他各種工事の制限または実
施方法に関すること 

その上で
、 次のような手順をきちんと踏

めば、専門知識がなくても管
理規約の改正が可能になります。 

　区分所有者は管理組合の一員としてマンションの
維持管理に努め、共同生活から生じるさまざまな問題
を解決する責任があります。 
　マンションの中で起こるさまざまな問題の答えを出
そうとするときに、最大のよりどころとなるルールが管
理規約です。このことから管理規約は「マンションの
憲法」と呼ばれます。それなのに、マンションを購入し
たときに販売会社が作成した「原始規約」を、10年以
上も一度も修正せずに使い続けているマンションが
あります。実態とかけ離れてしまい、管理規約なんて
一度も見たことがないという理事の方もいるようです。 
　理事会で規約を検討するなら、まず、標準管理規
約との比較をしてみることをおすすめします。法律独
特の言い回しに慣れていない私たちでも頭を悩ませ
なくてもいいように、要件を整えてくれたのが標準管
理規約です。標準管理規約は建物の区分所有等に
関する法律の定めに沿って、だれにもわかりやすく表
現されています。標準管理規約をそのまま受け入れる
マンション管理組合が増加していることがその証明と
もいえます。 

管理規約づくりのヒント 
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　・塵芥の処理に関すること  
　・屋上、階段室、廊下、エレベーター、集会室など共用部

分や附属施設の利用方法、あるいはバルコニー、専用庭、
駐車場など専用使用部分の使用方法に関すること  

　・看板、広告物等の掲示の禁止・制限に関すること 
 
 
 
 
 
１．マンションの実態にあった管理規約にする 
２．管理規約は、専門家がいなくても手順を踏めば必ず改正
できる 

３．１年以上の時間をかけてもよいから、じっくりと取り組む 
４．改正作業は、ワーキンググループなど専任の委員で取り
組む 

５．管理規約と同時に、使用細則の見直しも検討する 
 

管理規約づくりのポイント 

PO
INT

使用細則モデルの入手方法 
一 口 メ 

モ 

　（財）マンション管理センター・ホームページの「法令」
をクリックすると、中高層共同住宅使用細則モデルが
掲載されています。 
・○○マンション使用細則（PDF）  
・専有部分の修繕等に関する細則（PDF）  
・専用庭使用細則（PDF）  
・駐車場使用細則（PDF）  
・自転車置場使用細則（PDF）  
・集会室使用細則（PDF）  
・ペット飼育細則例１（PDF）  
・ペット飼育細則例２（PDF） 

追加資料98ページから99ページ参照 
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　80戸のマンションで1期・2期の理事長を務めたＡさんは、
管理会社が持ってきた第1期の決算書を見て「管理業務委
託費」という一項目だけで年間800万円もの支出があるのに
驚き、管理会社にその内訳を提出するように命じた。 
　しかし、管理会社は「管理委託契約書の中で、管理委託
業務費は監査の対象外です。ただ、仕様書には業務費の
内訳項目が出ています。」との回答。 
　さっそく、管理委託契約書・別表の仕様書を見ると、管理
委託費の内訳は事務管理手数料・清掃派遣費・定期清掃費・
建物設備点検費・植栽費・貯水槽清掃費・除雪費・消防設
備点検費・緊急通報システム費・自動ドア保守点検費など
が含まれていて、それぞれの契約の内容・期間・金額が明
確になっていない。そこで、再び「第2期は、この内容では契
約更新をしない。内訳を明確にしなさい。」と指示した。 
　第2期予算書は、除雪費・植栽費は管理組合が契約先を
探し独自に契約することより合計約30万円減額。管理会社
経由で入荷している灯油単価が高すぎるので、管理組合
が灯油販売会社と交渉して単価5円減額し、年間20万円
節約。その他、事務管理手数料・清掃業務費を見直させて
合計200万円ほど支出を減らした。 
　第3期は各種契約のほとんどを管理会社経由にせず、委
託先と直接契約することにより、さらに年間100万円減額し
たほか、管理委託契約を見直して複数の管理会社から見
積書を徴収し比較検討のうえ、管理会社も変更してしまった。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
　60戸のマンションで、会計担当理事になったＢさんは10年
前に監事を引き受けて失敗した時のことを思い出した。監
査のときもそれまで会計監査などしたことがなく、管理会社
の担当者から、「ここと、そこの数字、合ってますね。」「次は、
この書類のここと、預金の残高証明書が一致していますね。」
などと、誘導されて30分で監査を終えて印鑑を押した。しかし、
定期総会の席上、前年度の理事長から「昨年度の繰越金
が100円間違っているから、もし今年度の決算書が正しいと
すれば、繰越金が100円違うはずだ。残高証明書と繰越金
が何故一致しているのか。」と指摘されて右往左往した。
10年経った今でも会計担当理事として何をどうしてよいか
わからない。 
　管理組合会計の問題点は標準管理規約のようなモデル
がないし、どんなところに気をつけたら良いのかよくわからない。
監査の仕方をどこかで教えてくれるわけでもなく、結局は管
理会社の言いなりでよくわからないまま印鑑を押してしまう
のではないか。 
　Ｂさんは手元にある15年間の議案書をもとに、15年間の
決算書を1枚にまとめてみた。すると、15年間管理費を一度
も値上げしていない中で、繰越金がどんどん減っていること
に気がついた。第1期から第5期まで毎年剰余金を修繕積
立金会計に繰り入れていたのに、その金額が年々減って、6
期からは繰越金として扱うようになり、その金額が最近は少
しずつ減りはじめている。繰り越し金が減るということは、単
年度で赤字ということだ。これまでの定期総会では、管理会
社はいつだって「このマンションの会計は、たいへん健全です。」
と言っていたが、もう、単年度赤字が4年続いていて、このま
までは、来年度は管理費の値上げが必要になる。その理由は、
事務管理費や管理員業務費などが、毎年わずかずつなが

適正な会計と監査 

　自主管理のマンションなどで、独自の会計帳簿を
作成している場合を除き、管理会社に事務管理業務
を委託している場合の管理組合の重要な仕事は、そ
の業務をチェックし、承認することです。ところが、監
査の方法もわからないまま形だけの監査を繰り返し、
長年にわたって無駄な出費を発見できずにいる管理
組合があります。 
　ここでは、どんなきっかけで、会計処理を見直した
のか、いくつかの事例を集めてみました。 

事例1
契約書類を徹底チェックして 

会計を見直し 

事例2
15年間の決算書を一覧表にして 

会計の不備を発見 
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ら値上げを繰り返してきたからだ。 
　Ｂさんは、さっそくこの表を理事会に提出して説明し、来
年度の予算編成はこの点を踏まえて管理組合主導で組み
立てようと決めた。 
 
 
 
 
 
 
　70戸のマンションの会計担当理事になったＣさんは2カ月
ほど経ってから、管理組合理事長だという会社の同僚に、
会計担当理事の仕事について尋ねた。 
「毎月の支出伺い書の段階で予算とチェックすることだよ。
それが全ての基本だよ。」 
　Ｃさんのマンションでは、年4回（3カ月毎）収支報告書が
届くだけで、毎月の支出伺い書など見たこともない。同僚に
聞いたら、「支出伺い書がないということは、管理会社が独
自の判断で管理費を引き出せるということだね。管理委託
契約書でそれができる仕組みになっているのだろうが、自分
の財布の中身を他人が勝手に引き出せると考えたら、納得
できるかい。」と言われた。 
　次の理事会でこの話をしたところ、理事長が興味を示し、
さっそく管理会社に話をしてみた。「毎月支出伺い書をつく
って、わざわざ理事長に印鑑をもらいに来るのですか。その
ときは必ず理事長がいてくれるのですか。そんな面倒なこと
をするなら事務管理手数料を上げてもらわないといけませ
んね。」と不満顔で言う。 
　それを聞いた理事長は、自らも他のマンションの会計につ
いて何人かの友人に問い合わせてみたが、「支出伺い書
がなかったらどうやって会計を管理するんだ。管理会社に
全てお任せなんて、管理組合のカネを預かっている理事長
としての自覚があるとは思えないね。」とまで言われる始末だ。 
　理事長はＣさんとともに、いくつかの管理会社に電話して
調べてみたら、支出伺い書で理事長印をもらわないと、預
金を１円も引き出せないというシステムを取っている管理会
社と、支払一任代行方式と言って、管理会社に支払いを一
任するシステムを取っている管理会社があることを知った。
理事長は理事会で話し合って、このマンションでも支出伺い
書を基本に会計処理をしてもらいたいと管理会社に申し入れ、
来月から試験的に運用してみることに決まった。 
 
 
 
 
 
 
　50戸のＤマンションでは、管理費の支出を少しでも抑える
方法はないかと知恵を出し合ったところ、玄関ホールや一部
の廊下の天井にある60ワット白熱灯を電球型蛍光灯に変え
るだけで、20カ所で年間52,000円節約できることがわかった。 
【計算根拠】 

常夜灯を平均して１日12時間点灯すると仮定する。 
・60ワット電球では、年間60×12×365/1,000＝262.8kwh 
電気料金単価を　16.55円＋消費税≒17.3円とすると 
　　262.8×17.3＝4,546円 ……① 
点灯時間は、延べ4,380時間なので、電球は量販店で買い、
4回くらい取替える。 
　　105円×4個＝420円　……② 
年間経費の合計は、①＋②＝4,966円　……③ 
・電球型蛍光灯（60ワット相当の明るさ＝12ワット）を量販
店で買うと、 
　　1,380円＋消費税＝1,449円　……④　 
同じ時間点灯しても、電気代は1/5で済むので 
　　　　　　　　　　　  909円……⑤ 
電球型蛍光管の寿命は6,000時間なので、だいたい500日もつ。 
毎年新品に買い換えても、④＋⑤＝2,358円　……⑥ 
・③－⑥＝2,608円だから、20カ所あれば、52,000円になる。 
理事会では「すぐにやってみよう」と一斉に電球型蛍光
灯に取り替えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　マンション管理適正化法第76条には、財産の分別管理に
ついて、マンション管理業者は管理組合から委託を受けて
管理する修繕積立金等については、自己の固有財産及び
他の管理組合の財産と分別して管理しなければならないと
定められました。 
　この条文に基づき、同法律施行規則第87条では、原則と
しては、修繕積立金等は区分所有者から管理組合名義の
口座に収納する方式としながら、管理会社が保証を受けて
いることを条件に「収納代行方式」「支払一任代行方式」
などの方法も認めました。 
　事例３のように、管理組合会計の基本はこの点を確認す
ることからはじめましょう。管理委託契約はあくまで管理組合
が主体ですから、会計のシステムをどのようにしたいのかを
はっきりと伝えて話し合うことが必要です。 
 
　数年前までは、通帳名義を巡るトラブルがたくさんありました。 
　現在は、通帳と印鑑を、それぞれ誰が保管するかという
点がポイントになります。 
　通帳と印鑑を、理事長と会計担当理事が別々に保管し
ていたにもかかわらず、このふたりが共謀して数千万円もの
修繕積立金を使いこんだという事例があります。 
　使い込みを防ぐ完璧な方法はありませんが、通帳は管理
会社が持ち、通帳の届印は理事長印及び会計担当理事印

事例3
支出伺い書を導入し 

会計を管理 

事例4
電気代の節約をして 

管理費の支出を圧縮 

適正な会計と監査のヒント 

では、 

　事例では、いずれも管理会社への管理委託契約
の内容や管理会社の会計処理への疑問がきっかけ
になって、会計及び監査の方法を見直しています。 

 
会計について法律の基本的な考え
方から確認してみましょう。 
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の副印とし、それぞれ別途に保管するという徹底した方法も
あります。このようにすれば、よほどのことがない限り不祥事
にはならないと思われます。 
　通常は通帳を管理会社が持ち、印鑑を理事長が持って、
毎月「支出伺い書」で承認された金額について払い出し票
に理事長印をもらって、通帳から引き落とすことができるとい
う形をとっています。 
 
　マンションの会計は予算主義ですので、予算書に記載さ
れた勘定科目残高を常に把握して、実績との比較をしなが
ら予算を執行していくという管理の方法をとります。毎月の
月次決算書によって、予算と実績との比較を確実にしてお
くことが肝要です。 
 
　マンションの会計監査のしかたについて、具体的に書か
れた参考書が少なく、監事になった方は試行錯誤しながら
監査をしてきたのが実情でしょう。 
　「マンション管理の知識」（（財）マンション管理センター）には、
会計監査の具体的かつ詳細な進め方について記載され
ていますので文末に要約して紹介します。 
 
 
 
 
 
１．管理組合の財務会計帳票には、標準的なものはないので、
管理組合は管理会社と協議しながら対応していく 

２．会計監査では、金額の整合の確認はもちろんのこと、実
績の内容も吟味する 
 
 
 
マンション管理適正化法 

（財産の分別管理） 

第７６条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修

繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理す

る方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他

の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。 

 

マンションの管理の適正化に関する指針 

二　マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき

基本的事項 

４ 管理組合の経理 

　管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立され

ていることが重要である。このため、管理費及び特別修繕費等について

必要な費用を徴収するとともに、これらの費目を明確に区分して経理を

行い、適正に管理する必要がある。 

　また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管す

るとともに、マンションの区分所有者等の請求があった時は、これを速や

かに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。 

 

 

 

 

　監事は収支決算書類に基づいて会計監査を行う。監査の主たる目的

は「予算に基づき管理行為が適正かつ効率よく実施されたか」「管理組

合の財産状況はどうなっているか」を確認することであり、帳票類を含め

会計年度全般の書類を確認する。 

イ．収支報告書 

　a）形式の確認……収支報告書の形式について、下記の点を確認する。 

　　（ i ）目的別会計ごとに作成されているか 

　　（ii）対象となる期間が表示されているか（基本的には、１年以内） 

　　（iii）予算項目と実績とが対応しているか（予算書との対比） 

　b）内容の確認 

　　（ i ）期間内の収支がすべて計上されているか 

　　　　期間内に発生したすべての収支が計上されていることを確認す

る必要があり、収入金額のチェックでは実収入額だけでなく管

理費等の請求金額を把握し、また支払金額の照合では各契約書・

発注書等の点検が必要である。 

　　（ii）予算との比較 

　　　　実績数値と予算を比較する際、実績数値が予算内であっても

予定されていた点検・補修が行われていないことによる支出減

では、マンションの資産価値の低下あるいは事故発生の危険性

が高まることを認識し、あくまで適正かつ効率よく実施されたか

を基準に確認する必要がある。 

ロ．貸借対照表 

　a）形式の確認 

　　（ i ）会計年度末日現在となっているか 

　　（ii）貸方・借方の数値が一致しているか 

　b）内容の確認 

　　（ i ）預金残高が、金融機関等発行の残高証明書と一致しているか 

　　（ii）未収・未払い等が正しく計上されているか 

                                                          　　　　　　　　　　（以下略） 

 

法令 

「マンション管理の知識」による会計監査の仕方 

適正な会計と監査のポイント 

PO
INT

追加資料100ページ参照 
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　40戸のＡマンションは管理会社の勧めで、8年間も掛け捨
ての火災保険料を払ってきました。管理会社が保険の代理
店を兼ねているため、契約ごとに手数料が入る掛け捨ての
ほうが利益になるのかも知れませんが、今までの理事長に
確かめても、積立保険のことはまったく知らされていなかっ
たようです。 
　今期理事会では、理事長の発案で理事会に損害保険の
代理店を招いて勉強会を開きました。色々な提案を聞き、こ
のマンションで必要な保険は何かということを議論したうえで、
「積立保険」を基本に各種特約を付けることにしました。最
終的に保険会社を３社に絞り、実績表（過去に保険の対象
となり、支払われた事例と金額と状況が明記されている書類）
と提案型見積書を提出してもらい、協議検討してきました。 
　理事会で反省したことは修繕積立金がなかった初年度
は仕方がないとしても、2年目から「積立保険」にしていれば、
5年間で数十万円も保険料の出費を減らせたことがわかり
ました。調べもせず、ただ保険に入っていても保険の掛け方
を工夫しないと、みすみす区分所有者が高い金を払わされ
てしまう、そういう意味での「資産の流出」もあることを知っ
たそうです。 
 
 
 
 
 
 
　Bマンションで玄関自動ドアのオートロックの操作盤が破損
した際、保険代理店の管理会社に問い合わせたところ、保
険はきかないという話だったので自前で修理する準備をは

じめました。でも、会計担当理事がダメでもともとだからと、保
険証券を見て直接保険会社に電話して掛け合った結果、
現場を確認に来て保険金が支払われることになりました。
理事長はせっかく管理費を払っているのだから管理会社に
アドバイスをしてもらいたいのに、期待が裏切られた気がしま
した。理事会では、当事者能力をいかに高めるかが課題だ
ねと改めて話し合いました。 
　保険金の支払い手続きのとき、保険会社に尋ねたところ「保
険金が支払えるか否かを判断する権利は代理店にはありま
せん。代理店にあるのは契約締結の代行のみです。もちろ
ん事故の際、書類の作成を手伝ったりはするのですが支払
いの判断をしてはいけないことになっています。補償の内
容がどういうものなのか、保険金支払いの対象になるのかど
うか、保険会社によって運営が異なりますので、疑問を持っ
たらまず保険会社に直接聞くのがよいでしょう。」と言われ
たそうです。 
 
 
 
 
 
 
　築15年目、60戸のマンションでは、入居時から管理会社の
すすめで、個人賠償責任保険の保険料を全戸一括で管理
費から払っています。 
　過去15年間に、6件の漏水事故が発生しました。 
　・2件は洗濯機ホースの外れ 
　・2件はユニットバスの排水口に詰まった髪の毛の清掃
不良による浴室からの水のあふれ 

　・1件は防水のないベランダで網戸を水洗いしたために、
ベランダ窓の付け根付近から、建物内部に浸水し、居
間の天井に被害が及んだもの 

　・1件はシステムキッチンの給水栓の取付ボルトが弛んで、
長期間にわたって漏水していたもの 

保険の活用 

　マンションに関わる損害保険の種類はそう多くあり
ません。保険に入っていたおかげでいざというとき
に助かったという管理組合の事例は枚挙に暇があり
ません。具体的な事例を見ながら保険について考え
てみましょう。 

事例1
掛け捨て保険から 

積立保険に変更 

事例2
保険代理店を過信しないで 

保険金を受け取ることに成功 

事例3
個人賠償責任保険を 

15年間に4回適用 
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　このうち、２件は天井が濡れた程度で下階の方が被害を
訴えなかったので、問題になりませんでした。 
　他の4件では、天井のボードやクロスの張り替えのほか、
家具がそってだめになったり、高級布団を濡らしたりして、個
人賠償責任保険の対象になりました。最低でも20万円ほど
になり、80万円ちかく査定された例もありましたから、もし個
人賠償責任保険に入っていなかったらたいへんなことにな
っていたと理事会では話しています。 
 
 
 
 
 
 
　新築1年目のマンションで、深夜、2階の専有部分の玄関ド
アの下よりエレベーターホールに向かって水が流れ出し、翌
朝には1階玄関ホールの天井から水がぼたぼたと落ちると
いう事故が起きました。 
　漏水の原因は8階ベランダに設置されていたボイラー内の
給水管が、凍結により破裂し、そこから漏れた水がベランダ
へと次々に落下し、1階の排水管が凍結していたため２階の
ベランダで冠水。逃げ場のない水がサッシの敷居を乗りこえ
て室内に浸入し、室内を水浸しにした後、玄関からエレベー
ターホールへ。 
　事故の主原因は、8階の居住者が正月休みに家を空ける際、
玄関のブレーカーを元から切ってしまったため、ボイラー内の
ヒーターが切断されたことと、1階の排水管が地盤面付近で
凍結していたことの2点が複合して起きたものとわかりました。 
　ボイラーメーカーの説明では、ブレーカーは冬季間絶対切
らないようにとシールが貼ってあり、使用者側の操作ミスだと
言いました。 
　・エレベーターピット内部に溜まった水を汲み出し、濡れ
た部品を交換 

　・1階天井の電気配線は全て漏電チェック 
　・1階天井張り替え、全面的に再塗装 
　・自動ドア点検、配管の防露材取替え、内部乾燥作業等 
　この費用800万円は8階の使用者ミスによる個人賠償責
任保険か、パイプの凍結による施設賠償責任保険か、判断
が難しい部分がありましたが、両方の保険を包括した積立
保険に加入していたので、素早い手当ができました。最終
的には、すべて施設賠償責任保険を適用して解決したとの
ことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　個人賠償責任保険は各個人が保険料を負担して加入
するべき性質のものですが、現実には、ひとりでも加入しな
い人がいると意味がないので、管理組合として一括で個人
賠償責任保険に入ることを検討する必要があります。 
　事例4のような共用部分が原因か専有部分が原因かと
いう微妙な判断が要求される場合も、施設賠償責任保険と
個人賠償責任保険を、同じ代理店を通して、同じ保険会社
にしておくことで、何度も被害などの確認を受けなくても済み、
また違う保険会社間による見解の相違もなく迅速に対応し
てもらえるので、管理組合が施設及び個人賠償責任保険を
合わせて検討し、同一の保険会社等を選択することが得
策です。 
 
　ここで、マンションにおける保険の基本的な考え方を確認
しておきましょう。 
　マンションで爆発や火災で損害が生じた場合の修繕費用
については、専有部分と共用部分とで別個に考える必要が
あります。専有部分の修繕費は当然のことながら、区分所
有者が個々に負担することになります。共用部分は区分所
有者全員の共有物ですから、それぞれの持分割合に応じ
て全員の負担になります。この共用部分の修繕費用の財
源として、次の三つが考えられます。 
　①修繕積立金を取り崩す 
　②損害が生じた時点で区分所有者全員から持分割合に
応じて徴収する 

　③火災保険を手配しておき、その保険金で修復する 
 
　まず、積立金を取崩す方法ですが、将来改修工事をする
際に資金の不足が生じる危険が生じます。また、新築後間
もないマンションの場合は積立金も十分な額になっていな
いおそれがあります。次に全員から修理費を徴収する方法
では、突然修理費を請求されてすぐ資金の手当のつかな
い区分所有者もなかにはいるかもしれません。また、損害の
箇所が自分の直接使用しない共用部分であった場合の感
情的な反対論も軽視できません。③の火災保険による方法は、
罹災時に区分所有者に出費を求める必要はありませんし、
もっとも合理的な方法といえます。そこで、管理者が共用部
分に関する保険を一括で手配をしていれば、万一の保険

事例4
共用部分と専有部分の保険を 

同じ会社にして素早い対応 

保険の活用のヒント 

　自分の不注意で水漏れ事故を起こして下階に迷惑
をかけたらたいへんですが、もし自分が被害を受けた
としても、上の階の不注意に対して、損害を請求する
のは気が重くなります。ましてや、本人の不注意でなく、
長年の使用によって配管に亀裂などが生じた結果、
漏水事故が起きたとしたら、なおさらです。ときには、
近隣関係がきまずくなることも考えられます。 

ですから
、 

全戸が個人賠償責任保険
に入っていると安心です。 
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金請求の手続きも1回ですみます。 
 
　ガラスの破損や機械の故障は火災以外による被害も予
想されます。共用部分であれば、その損害はやはり居住者
全員の負担になります。ガラスの破損はガラス特約またはガ
ラス保険、エレベーターや受電設備の故障は機械保険でカ
バーされます。 
 
　共用部分の保険としては、管理組合が一括契約する「マ
ンション修繕費用積立保険」などがあります。 
　昭和60年に（財）マンション管理センター登録のマンション
管理組合向け商品として損害保険会社21社の共同保険
にて、マンション修繕費用積立保険が発売されました。その後、
金融の自由化等が図られたため、平成9年に共同保険での
募集は中止され、その代わり新たに損害保険会社12社が
参入し、各社独自商品として現在の「マンション修繕費用積
立保険」が発売されました。 
　（１）共同保険ではなく保険会社が個別に引き受ける方

式に変更された 
　（２）補償内容は旧保険とほとんど変わらない 
　（３）この保険の契約者には付帯サ－ビスがついている 
なお、付帯できる特約の種類、サービスの内容等については、
各社違いがありますので、保険会社に直接問い合わせてく
ださい。 
 
　保険には、掛け捨て型と積立型があります。ペイオフの一
部解禁後「分譲マンション向けの積立火災保険の契約が
伸びている」といわれています。しかし、万が一、保険会社
が破たんした場合、損害保険契約者保護機構がマンション
向け火災保険に関して補償するのは原則として保険金も
満期返戻金も90％まで。さらに積立型の場合、予定利率が
引き下げられたときは満期返戻金はその90％を下回りますし、
破綻後、一定期間に解約をした場合には、通常の解約返
戻金よりも低くなる場合があります（平成14年10月現在）。し
たがって、経営の健全性にも注意を払い会社を選ぶことを
こころがけ、場合によっては、変更も視野に入れてください。 
　最近、損保各社が管理組合の要望を反映した新型保険
を出しています。数社から話を聞き、比較して選んでください。  
 
　なお、分譲直後のマンションでは、管理組合が設立されて
いないために、契約者が管理会社名義になっているケース
があります。マンションの火災保険・施設賠償責任保険など
の契約は、保険料は管理組合が支払っても、契約者が管
理組合名義でなければ、保険金が支払われる場合、管理
組合ではなく、契約者に支払われます。場合によっては、管
理組合は保険料だけ支払って、保険金は受け取れないこと
になります。また、積立保険の場合は、満期返戻金は管理
組合にではなく、契約者に支払われます。このようなトラブ
ルを防ぐためにも、契約者名義は「○○マンション管理組合
理事長△△△△」と管理組合の代表者名義にしておきまし
ょう。 
 

　なお、マンションの居住者を対象にした「団地保険」があり
ます。 
　団地保険は賃借人も含めマンション居住者向けに開発さ
れた保険で、マンション生活を取り巻く各種の災害、事故に
よる損害を補償する総合保険といえます。この保険には「物
保険」「費用保険」「傷害保険」および「賠償責任保険」の
４つがセットされています。 
 
 
 
 
 
１．管理組合が検討すべき保険は下記の３点セットを基本に
考える 
　・火災保険（共用部分） 
　・共用施設賠償責任保険（施設＋昇降機） 
　・個人賠償責任保険（一括加入） 
２．多彩な新型保険が出てきているので複数社から提案を
受けて選択する 

３．マンションにとって、積立型がよいのか掛け捨てにするか
検討する 

４．保険証券の契約者の名義を確認し、理事長名義でない
ときは理事長名義に変更する 

保険の活用のポイント 

PO
INT
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　70戸のマンションで、入居を開始して3カ月目、救急車が玄
関に横付けになりました。ひとり住まいの女性（Ａさん・70歳）
が意識不明のまま、救急車で運び出されました。 
　管理組合総会で初代の理事長にＢさんが選ばれたばか
りで、理事会とはいったいどんな仕事をするのかと、右往左
往しているときでした。 
　Ｂさんが救急車のサイレンに驚いて、Ａさんのお宅に行くと、
じつは、Ａさんは万一の時のために、友人にマンションの鍵
を預けており、2日ほど音信が途絶えたことを不信に思ったそ
の友人が訪ねてきて居間で倒れていたＡさんを発見したと
のこと。Ａさんは一命を取り留めたものの、脳梗塞で脳神経
外科に入院したきり、6カ月たっても意識が戻りません。困っ
たのは、その友人にもＡさんの親戚関係・緊急連絡先がわ
からないのです。管理会社に問い合わせても、Ａさんは入
居時に名簿に自分の名前と生年月日程度しか書いておらず、
緊急連絡先の記載がないため手がかりがありません。 
　最終的には、理事会で相談し、警察に連絡して身元を確
認してもらうことにしましたが、不在中の部屋を誰が管理す
るのか、管理費の滞納がはじまらないかなど心配ごとがたく
さんあります。さいわい、預金に余裕があるのでしょう、今まで
の管理費・修繕積立金等の請求は自動引き落としで処理
できたのでほっとしていますが、、、。 
　このマンションでは、この例を広報し、管理組合として入居
者名簿を整備するなどの対策をきちんと立てようと活動を
開始しました。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
　3年目、8階建て50戸のマンションでは、今年やっと防火管
理者を設置して、消防計画書をつくり、はじめて消防訓練（避
難訓練）を実施しました。所轄の消防署から4名の所員が指
導に来てくれました。 
　避難訓練では、火災報知設備の押しボタンを押して、非
常ベルが鳴ってからエレベーターを使わずに避難階段を降
りて前庭に集まることになっていましたが、上の階に住むお
年寄りはエレベーターを使って下りてきました。訓練だからや
むを得ませんが、実際に火災が発生したら誰かが担いで階
段を降りなければならないことを実感しました。 
　土曜日の午後、参加者は35名で、避難に要した時間は約
4分でした。 
　一方、通報訓練は訓練と判っているから慌てずに消防
に住所等を説明できましたが、電話のまわりには緊張感が
みなぎりました。近くに目印になるような建物があるか、など
想定される問答を用意しておくほうがよいと指導を受けま
した。 
　その後、ベランダ側に移動し、201号室の協力を得てベラ
ンダの避難梯子の取扱説明を受けました。はじめて見た金
属の梯子は思っていたより揺れて、とくに上の階では恐怖
心が先に立って、非常の際に脱出するのは容易でないこと
をみんなが実感しました。 
　消火器の使い方の講習のあと、実際に火災が起きたとき
の心構えについて説明を受け、最後に講評がありました。 
　消防署員からの「入居者名簿はありますか。」との問いに、
「いえ、ありません。」、「それじゃ、実際に火事になったら、ど
の部屋に乳幼児がいるのか、からだの不自由なお年寄りが
いるのか、まったくわからないじゃないですか。」「そうですね。」
「消防が駆けつけたときに、○号室に子供がいる可能性が

安全な暮らし 

　安全な暮らしと言えば、警察・消防・救急を思い浮
かべるでしょうか。 
　マンションでは、多くの人がひとつ屋根の下で暮ら
していますから、不測の事態がいつ起こってもおかし
くありません。マンションで実際に起こった事例やそ
の予防措置の事例を一緒に学びましょう。 

事例1
倒れた入居者の 

身元が不明 

事例2
「一石三鳥」の 

消防訓練 
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あるとか、○号室に足の不自由なお年寄りがいるとか、そう
いう情報を教えて貰うと効果的な救助活動ができるので協
力してください。人命にかかわることですから。」 
　このやりとりを聞いていた住民から、「そうだよね、入居者
名簿をつくろう。」という声が上がりました。昨年の理事会が
入居者名簿の整備を呼びかけてアンケートを取った時は、
プライバシーを訴える入居者がいて、断念した経緯があった
ので、あらためて「安全」のために、入居者名簿を整備する
提案をすることにしました。 
　消防訓練のおかげで、もう一つ前進したことがあります。 
　この春から避難通路になっているはずのベランダにタイヤ
を置いたりスチール製の物置を置く住戸が増えはじめて、理
事会としては気になっていたのですが、消防訓練の講評の
中で、火災の時には人命に関わることなので避難通路は確
保するようにという指導があり、これを広報したところ、間もな
くベランダがすっきりしました。 
　理事会では、消防訓練は一石三鳥の効果があったと、喜
んでいます。 
 
 
 
 
 
 
　築5年目、10階建てのマンションで平成×年×月×日、午
前8時頃、40分ほど停電しました。 
　停電によりポンプが止まり水道の水が出なくなりました。 
　暖房機器も止まりました。 
　エレベータは完全に停止し、オートロック式の玄関自動扉
はロックがかかったまま、まったく出入りができなくなりました。 
　インターホンも通じませんから、来客を知らせる手段もなく
なります。 
　火災報知器の赤い電灯はついていますし、非常用蛍光
灯もバッテリーが付いていることをはじめて知りました。 
　この日の停電でわかったことは、入居者はもちろん管理組
合も停電時の対応を知らされていないということです。また、
マンションという建物がいかに電気に頼って維持されている
かということも痛感しました。 
　大震災、大災害に備えるためにも、マンションの危機管理
対策マニュアルをつくろうと、理事会では真剣に話し合って
います。 
 
 
 
 
 
 
　築3年目、70戸のマンションでは、管理会社の立会により
管理委託契約書に記載された「24時間通報システム」につ
いて、理事会で確認しました。 
　理事長が他のマンションで「管理会社を変更して、新しい
会社が非常通報システムの配線工事に来たところ、契約書

に記載された5種類の通報のうち、2種類の信号しかつなが
っていなかったことがわかった。10年間ものあいだ、毎年30
万円も払ってきたのに、考えもしないことだった。」という話を
聞いたことがきっかけでした。 
　自動火災報知設備、ガス漏れ感知器設備、非常押しボタ
ン設備、受水槽満水減水警報、給水ポンプ異常信号、排水
ポンプ異常信号の6点について、電話回線を通じて警報信
号を送信すると説明を受けました。 
　この信号は、［マンション］→［警備保障会社］→［管理会社］ 
と通知され、信号を受けた警備保障会社が真っ先に駆けつ
けるとのこと。 
　実際に、通報装置に、どの信号が送られて来ているか確
認し、警備会社に連絡したうえで、ひとつずつテストしました。
ただちに警備会社から電話があり、すべての信号が正しく
通報されていることを確認できました。 
　エレベーターのインターフォンも、どこにつながっているかを
確認しました。 
　日中、管理人がいるときは管理人室のインターフォンを呼
び出しますが、一定時間を超えると自動的にエレベーター保
守会社に電話がつながることも確認しました。 
　理事会では、マンションに備え付けられている「安全装置」
は当たり前に作動していると思っていましたが、確認作業を
通じてマンションの仕組みがよくわかり、安心できました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 入居者名簿について 
　マンションの緊急事態としては、地震・台風・火災・漏水な
どさまざまなことが考えられます。そういった事態に備えて最
低限度の入居者情報を管理会社と理事会では確保してお
く必要があります。 
　プライバシーを理由に、名簿を整備していないマンション
が多くありますが、財産を管理する管理組合が権利者であ
る組合員の名簿も持たずに、適切な管理などできるはずもあ
りません。また住民同士もどんな人が一緒にいるのか知らな
いまま、「互いに協力して、本当に住みよいマンションづくり」
をできるとも思えません｡ 
　駐車場利用者の名前と部屋番号の一覧表でさえ、プライ
バシーの侵害だと反対する人がいたため、その人の部分だ
け空欄にしてリストを配布している管理組合もあります。 
　注意しなければいけないのは、「名簿を整備する」という
ことと、「整備した名簿を配布する」こととは意味が違うのに、

事例3
停電で、 

マンションのすべての機能がマヒ 

事例4
自動通報システムの 

作動の確認 

安全な暮らしのヒント 

では、 

　マンションには、いろいろな危険が潜んでいることや、
その危険を予防するための仕組みや装置があること
を見てきました。 
　事例のように、万一にそなえて、点検しておくことは、
危機管理対策の第一歩です。 

 
安全に暮らすために必要なことを
考えてみましょう。 
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そのことが混同されたまま、賛成を得られないケースがあるよ
うです。 
　名簿を配布するかどうかは慎重な判断が必要です。女
性のひとり暮らしがわかってしまうような名簿の作り方は避け、
部屋番号と世帯主の名字だけにするなど工夫が必要です。
最近は、表札を出さない人もいますから、隣に住んでいる人
の名前さえもわからないというマンションがあります。名簿の
配布は良いコミュニティをつくるための最初の一歩になるこ
とでしょう。 
　管理組合が整備する名簿には、最低限、次のような情報
が必要です。 
①区分所有者の氏名（単独所有か、共有かも明記） 
　・法人所有の場合は、所在地・担当部課・担当者名・電
話番号 

　・賃貸化した場合の不在区分所有者の場合は、現住所・
電話番号 

　・外国に居住している場合は、国内の連絡先の名前・
住所・電話番号 

②居住している家族全員の名前 
　・高齢者や介護を必要とする人の状況 
　・非常時の連絡先……電話番号・不在時の連絡先・携

帯電話・ファクシミリ 
　　　　　　　　　　　電子メールアドレス・携帯電話ア

ドレスなど 
　　　　　　　　　　   連絡の方法は、さまざまな手段が

あるので網羅しておく 
③賃貸や社宅などにすむ居住者の氏名 
 
　管理組合名簿のほか、管理規約原本とか管理会社から
もらう預かり証、各種証券類などの保管に頭を痛めている管
理組合もあります。集会室がある場合は鍵の掛かる書庫に
保管している例が多いですが、集会室のないマンションの
場合は理事長宅に保管するのではなく、近くの銀行で貸し
金庫を借りて保管しているマンションもあります。 
　そうした場合、理事長が台帳のコピーを手元においてい
るのだそうです。貸金庫（年間12,000円）は自宅保管よりい
ろいろな意味で安全だと思います。 
 
　長期不在者対策についても触れておきます。 
　専有部分を長く空けると、排水口のトラップ（封水）が乾
燥して、居室に下水管の臭いがこもります。異臭が拡散して
近隣に迷惑をかけることがあります。 
　上階で漏水事故を起こしたなどの緊急事態で状況確認
をしたい場合もあります。 
　また、排水管清掃や各種点検など、建物全体で一斉に作
業したい場合もあります。 
　このような場合、管理会社に鍵を預けるなり、近くに住む
人を緊急連絡先に指定して預かってもらうなり、いくつかの
方法を決めておき、長期不在者の協力を得られるように広
報しておくことが大切です。不在者としても、新聞受けの中
身を取り出して欲しいとか、ときどき、窓を開けて風を通して
もらいたいなどの要望を持っていることが多いですから、協

力を得られるような方法があると思います。 
 
 防火管理者について 
　防火管理者とは、その建物の消防・防災設備の維持管理、
また、その建物に関係する人を対象に消防訓練などを行い、
消火・防災についての意識づけなどを行う責任者のことを
いいます。なお、防火管理者になるためには、マンションの規
模によって1日ないし2日間の防火管理講習を修了し、修了
証を持たなくてはなりません。 
　通常、50人以上の居住者が住むマンションにおいては、
管理組合理事長が防火権原者となり、防火管理者をマンシ
ョン居住者の中から選任することになります。また、消防署
へ消防計画書を作成し提出しなければなりません。強く指
導するかどうかは、多少の地域差があるようです。 
　もし、防火権原者が防火管理者を選任しない場合は、消
防法に罰則があり、処罰されます。また、防火権原者・防火
管理者には、当該建物・設備・点検などに何らかの過失・原
因が認められる火災・事故などの場合は、更なる罰則がある
ことも併せて知っておく必要があると考えます。 
　消防計画書は、自らの生命、身体、財産は、まず自ら守る
という自主防火管理の原則に基づき作成します。一定の形
式に沿ってつくれば難しくはありませんが、マンションの実情
に合った、実際に役に立つ計画でなければ意味がありません。
マンションに備えつけてある「自動火災報知器」の写真を撮
影し、火災が起きたときには、順番にどのボタンを操作すれ
ばよいのかを誰が見てもわかるようにしている管理組合もあ
ります。 
　役にたつ消防計画をつくり、入居者全員に配布して、毎年、
消防訓練を欠かさないマンションは、それ自体がコミュニティ
づくりだといえるでしょう。 
 
 防犯について 
　近くに大きなスーパーができたとたん、自転車の盗難が多
くなったなどの話を聞くことがあります。オートロックなのに、
玄関を開けたらいっしょに見知らぬ男が入ってきて、エレベ
ーターに乗り合わせて事件になったケースもあります。 
　警察庁は「安全・安心まちづくり推進要綱」を制定し、全
国警察に指示し関係団体にも協力を要請しました。その中
から、マンションの共用部分に関係のある項目を紹介します。
他から見通しがきくことおよび明るくすることがどの項目にも
共通する大切なチェックポイントになっています。  
　理事会で危険を感じるところがないかをチェックしてみて
はいかがでしょうか。 
 
①玄関出入り口 
　・出入り口は、周囲や管理人室から見通しがきく  
　・玄関扉の内側・外側は、人の顔や行動を明確に識別
できる程度以上の明るさがある 

　・共用玄関扉は、各住戸のインターホンと連動した電気
錠とオートロック機能を持っている 

②エレベーターホール 
　・共用出入り口付近から見通しがきく  
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　・共用出入り口付近から人の顔や行動を明確に識別で
きる程度以上の明るさがある  

③エレベーター 
　・かご内には防犯カメラが設置され、必要な明るさがある 
　・非常の場合には、押しボタン等により管理人室等に連
絡でき、また乗り場等に吹鳴する装置がある  

　・かごおよびエレベーター各階扉は、網入りガラスを用い、
外部からかご内を見通せる窓が設置されている 

　・非常時に各階に強制的に停止することが可能な装置
が設置されている  

④駐車場・駐輪場 
　・駐車場・駐輪場の周囲から、中の見通しがきく  
　・周囲から人の行動を見ることができる程度の明るさが
ある 

⑤外部避難階段 
　・1階の出入り口には扉があり、その錠は内側からのみ
開錠が可能なものである 

　・屋外に設置されている避難階段は、周囲からの見通し
がきく  

 
　もっとも効果的な防犯は、互いの顔がわかることです。エ
レベーターに乗り合わせたら、挨拶して名前を名乗り合う運
動をしているマンションもあります。 
　あなたのマンションの危機管理対策は、どうなっていますか。 
 
 
 
 
 
１．管理運営のためには、名簿の整備は不可欠 
２．防火管理者を定め、消防訓練を実施し不測の事態に備える 
３．セキュリティのシステムをチェックしてみる 
４．日常点検をする 
５．マンションの実情に合った危機管理対策を練る 
 
 
 
消防法 

（火災の予防）　関係部分のみを抜粋してあります 

第８条　学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…その他多数の

者（注１）が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの

の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうち

から防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当

該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供

する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気

の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備

の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行

なわせなければならない。 

２　前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたと

きは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければなら

ない。これを解任したときも、同様とする。 

３　消防長又は消防署長は、第１項の防火管理者が定められていないと

認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火

管理者を定めるべきことを命ずることができる。 

４　消防長又は消防署長は、第１項の規定により同項の防火対象物につ

いて同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規

定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同

項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画

に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 

（罰則） 

第42条　次の各号の一に該当する者は、６月以下の懲役又は30万円以

下の罰金に処する。 

一　第８条第４項の規定による命令に違反した者　　　（以下略） 

（注１）通常は、居住者の数が50人以上のマンションが対象 

関係法令 

安全な暮らしのポイント 

PO
INT
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北海道内のマンション関連相談窓口 

「マンション管理士情報検索サービス」 

所　　在 

 

札幌市中央区北３条西６丁目 

 

 

札幌市北区北８条西２丁目 

 

 

札幌市中央区北１条西２丁目 

 

 

旭川市緑が丘東１条３丁目 

 

札幌市中央区北１条西２丁目９オーク札幌ビル４階 

 

 

札幌市中央区北１条西２丁目９オーク札幌ビル４階 

 

 

旭川市東光５条１丁目８番20 

 

函館市美原１丁目26番８号 

 

札幌市中央区北４条西５丁目 三井生命札幌共同ビル３階 

 

 

 

札幌市中央区北４条西５丁目 三井生命札幌共同ビル３階 

 

 

札幌市中央区北２条西13丁目1-12　IHS札幌ビル２号館２階 

 

 

 

札幌市中央区北３条西13丁目3-13 

 

 

 

 

札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル７階 

旭川市花咲町４丁目 

函館市上新川町１番３号 

釧路市柏木町４番３号 

 

札幌市中央区北２条西７丁目 

業　　　務　　　　　 

 

全般についての相談窓口 

 

 

管理会社に関する相談窓口 

 

 

全般についての相談窓口 

 

 

建物全般についての相談窓口 

 

全般についての相談窓口 

 

 

全般についての相談窓口 

建物診断業務 

法律相談 

旭川支部は事前に電話で申し込み 

 

月･木13:00～17:00 

 

建物全般についての相談窓口 

住宅品質確保促進法による 

指定住宅性能評価機関 

 

建築・工事監理等に関する相談 

（建築士事務所が行ったもの） 

 

全般についての相談窓口 

建物診断業務 

管理費等保証業務 

 

マンションすまい・る債 

マンション共用部分リフォーム 

ローンについての相談 

 

法律全般に関する相談窓口 

 

 

 

 

 

防犯に関する相談窓口 

名      前 

 

北海道建設部建築指導課 

主査（マンション） 

 

国土交通省北海道開発局 

事業振興部建設産業課不動産業係 

 

札幌市都市局市街地整備部 

地域計画課民間住宅相談係 

 

道立北方建築総合研究所 

 

財団法人マンション管理センター 

北海道支部 

 

社団法人北海道マンション管理組

合連合会（本部） 

 

（旭川支部） 

 

財団法人函館住宅都市施設公社 

 

財団法人北海道建築指導センター 

 

 

 

社団法人北海道建築士事務所協会 

 

 

社団法人高層住宅管理業協会 

北海道地方支部 

 

 

住宅金融公庫北海道支店 

公共業務課 

 

 

弁護士会 

札幌弁護士会法律相談センター 

旭川弁護士会法律相談センター 

函館弁護士会法律相談センター 

釧路弁護士会法律相談センター 

 

北海道警察本部生活安全企課課 

又は最寄りの警察署生活安全課 

電　　　話 

 

（011）231-4111 

 

 

（011）709-2311 

 

 

（011）211-2832 

 

 

（0166）66-4211 

 

（011）208-9116 

 

 

（011）232-2381 

 

 

（0166）33-6215 

 

（0138）40-3607 

 

（011）241-1893 

 

 

 

（011）231-3497 

 

 

（011）251-6004 

 

 

 

（011）261-8306 

 

 

 

 

（011）251-7730 

（0166）51-9527 

（0138）41-0232 

（0154）41-3444 

 

（011）251-0110

（財）マンション管理センターのホームページ  http://www.mankan.or.jp/では、「マンション管理士情報検索サービス」を提供しています。 
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日本総合住生活㈱マンション相談センター 

 

村井　忠夫 
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神戸市住宅局 
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わかりやすいマンション管理 

 

中高層共同住宅標準管理規約の解説（改訂版） 

 

解説　マンション管理適正化指針 

 

マンション管理判例集　CD-ROM版 

 

マンション管理判例集Vol.2（平成14年版）

　CD-ROM版 

 

マンション管理の知識（改訂版） 

 

計画修繕工事のすすめ方（改訂版） 

 

分譲マンション　長期修繕計画・計画修繕

ハンドブック 

 

事例に学ぶマンションの大規模修繕 

 

マンションの劣化・修繕の知識 

発　　　行 

 

北海道建設部建築指導課 

 

（社）北海道マンション管理組合連合会 

 

学芸出版社 

 

ビジネス教育出版社 

 

 

日本総合住生活㈱ 

 

住宅新報社 

 

 

住宅新報社 

 

 

住宅新報社 

 

 

住宅新報社 

 

日経ＢＰ社 

 

岩波書店 

 

神戸市住宅局 

 

大成出版社 

 

自由国民社 

 

 

大成出版社 

 

 

大成出版社 

 

 

オーム社 

 

大成出版社 

 

日経ＢＰ社 

 

（財）マンション管理センター 

 

（財）マンション管理センター 

 

 

（財）マンション管理センター 

 

（財）マンション管理センター 

 

東京都政策報道室 

 

 

学芸出版社 

 

鹿島出版会 



マンション管理適正化指針

国土交通省告示第千二百八十八号

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平

成十二年法律第百四十九号）第三条に基づき、マン

ションの管理の適正化に関する指針を定めたので、

同条の規定に基づき、公表する。
平成十三年八月一日
国土交通大臣林寛子

マンションの管理の適正化に関する指針
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化

の進展に伴い、職住近接という利便性や住空間の有
効活用という機能性に対する積極的な評価、マンシ
ョンの建設・購入に対する融資制度や税制の整備を
背景に、都市部を中心に持家として定着し、重要な
居住形態となっている。
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所

有するマンションは、各区分所有者等の共同生活に
対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有
者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権
利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の
難しさなど、建物を維持管理していく上で、多くの
課題を有している。
特に、今後、建築後相当の年数を経たマンション

が、急激に増大していくものと見込まれることから、
これらに対して適切な修繕がなされないままに放置
されると、老朽化したマンションは、区分所有者自
らの居住環境の低下のみならず、ひいては周辺の住
環境や都市環境の低下など、深刻な問題を引き起こ
す可能性がある。
このような状況の中で、我が国における国民生活

の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するため
には、管理組合によるマンションの適正な管理が行
われることが重要である。
この指針は、このような認識の下に、管理組合に

よるマンションの管理の適正化を推進するため、必
要な事項を定めるものである。

一　マンションの管理の適正化の基本的方向
マンションは、今や我が国における重要な居住形

態となり、その適切な管理は、マンションの区分所
有者等だけでなく、社会的にも要請されているとこ
ろである。
このようなマンションの重要性にかんがみ、マン

ションを社会的資産として、この資産価値をできる
限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるよ
うに、以下の点を踏まえつつ、マンションの管理を
行うことを基本とするべきである。
１ マンションの管理の主体は、マンションの区分所
有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、

マンションの区分所有者等の意見が十分に反映さ
れるよう、また、長期的な見通しを持って、適正
な運営を行うことが重要である。特に、その経理
は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がな
される必要がある。また、第三者に管理事務を委
託する場合は、その内容を十分に検討して契約を
締結する必要がある。

２ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、
管理組合の一員としての役割を十分認識して、管
理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、
その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

３ マンションの管理は、専門的な知識を必要とする
ことが多いため、管理組合は、問題に応じ、マン
ション管理士等専門的知識を有する者の支援を得
ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心
がけることが重要である。

４ マンションの管理の適正化を推進するため、国、
地方公共団体及びマンション管理適正化推進セン
ターは、その役割に応じ、必要な情報提供等を行
うよう、支援体制を整備・強化することが必要で
ある。

二　マンションの管理の適正化の推進のために管理
組合が留意すべき基本的事項
１管理組合の運営

管理組合の自立的な運営は、マンションの区分
所有者等の全員が参加し、その意見を反映するこ
とにより成り立つものである。そのため、管理組
合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれ
た民主的なものとする必要がある。また、集会は、
管理組合の最高意思決定機関である。したがって、
管理組合の管理者等は、その意思決定にあたって
は、事前に必要な資料を整備し、集会において適
切な判断が行われるよう配慮する必要がある。
管理組合の管理者等は、マンション管理の目的

が達成できるように、法令等を遵守し、マンショ
ンの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行
する必要がある。

２管理規約
管理規約は、マンション管理の最高自治規範で

あることから、その作成にあたっては、管理組合
は、建物の区分所有等に関する法律に則り、「中高
層共同住宅標準管理規約」を参考として、当該マ
ンションの実態及びマンションの区分所有者等の
意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じ、
その改正を行うことが重要である。さらに、快適
な居住環境を目指し、マンションの区分所有者等
間のトラブルを未然に防止するために、使用細則
等マンションの実態に即した具体的な住まい方の
ルールを定めておくことが肝要である。
管理規約又は使用細則等に違反する行為があっ

た場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、
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必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則
り、その是正又は排除を求める措置をとることが
重要である。

３共用部分の範囲及び管理費用の明確化
管理組合は、マンションの快適な居住環境を確

保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管
理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図るこ
とが重要である。
特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部

分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関して
トラブルが生じることが多いことから、適正な利
用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範囲
及びこれに対するマンションの区分所有者等の負
担を明確に定めておくことが望ましい。

４管理組合の経理
管理組合がその機能を発揮するためには、その

経済的基盤が確立されていることが重要である。
このため、管理費及び特別修繕費等について必要
な費用を徴収するとともに、これらの費目を明確に
区分して経理を行い、適正に管理する必要がある。
また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を

作成してこれを保管するとともに、マンションの
区分所有者等の請求があった時は、これを速やか
に開示することにより、経理の透明性を確保する
必要がある。

５長期修繕計画の策定及び見直し等
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価

値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持
修繕を行うことが重要である。特に、経年による
劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を
策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくこと
が必要である。
長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、

必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有
する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断
等を行って、その計画を適切なものとするよう配
慮する必要がある。
長期修繕計画の実効性を確保するためには、修

繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それら
をマンションの区分所有者等に十分周知させるこ
とが必要である。
管理組合は、維持修繕を円滑かつ適切に実施す

るため、設計に関する図書等を保管することが重
要である。また、この図書等について、マンショ
ンの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できる
ように配慮することが望ましい。
なお、建築後相当の年数を経たマンションにお

いては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要
に応じ、建替えについても視野に入れて検討する
ことが望ましい。建替えの検討にあたっては、そ
の過程をマンションの区分所有者等に周知させる
など透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向

を十分把握し、合意形成を図りながら進めること
が必要である。

６その他配慮すべき事項
マンションが団地を構成する場合には、各棟固

有の事情を踏まえながら、全棟の連携をとって、
全体としての適切な管理がなされるように配慮す
ることが重要である。
また、複合用途型マンションにあっては、住宅

部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管
理、費用負担等について適切な配慮をすることが
重要である。

三　マンションの管理の適正化の推進のためにマン
ションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等
マンションを購入しようとする者は、マンション

の管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、
管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画
等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
また、マンションの区分所有者等は、マンション

の居住形態が戸建てのものとは異なり、相隣関係等
に配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、
その上で、マンションの快適かつ適正な利用と資産
価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進
んで、集会その他の管理組合の管理運営に参加する
とともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵
守する必要がある。そのためにも、マンションの区
分所有者等は、マンションの管理に関する法律等に
関する理解を深める必要がある。
専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷

地若しくは附属施設の使用方法につき、マンション
の区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づい
て負う義務と同一の義務を負うことに十分に留意す
ることが重要である。

四　マンションの管理の適正化の推進のための管理
委託に関する基本的事項
管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合

自身であることを認識したうえで、管理事務の全部
又は一部を第三者に委託しようとする場合は、その
委託内容を十分に検討し、書面をもって管理委託契
約を締結することが重要である。
なお、管理委託契約先を選定する場合には、管理

組合の管理者等は、事前に必要な資料を収集し、マ
ンションの区分所有者等にその情報を公開するとと
もに、マンション管理業者の行う説明会を活用し、
適正な選定がなされるように努める必要がある。
また、管理委託契約先が選定されたときは、管理

組合の管理者等は、当該契約内容を周知するととも
に、マンション管理業者の行う管理事務の報告等を
活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必
要がある。
万一、マンション管理業者の業務に関して問題が
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生じた場合には、管理組合は、当該マンション管理
業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マ
ンション管理業者の所属する団体にその解決を求め
る等の措置を講じることが必要である。

五　マンション管理士制度の普及と活用について
マンションの管理は、専門的な知識を要する事項

が多いため、国、地方公共団体及びマンション管理
適正化推進センターは、マンション管理士制度が早
期に定着し、広く利用されることとなるよう、その
普及のために必要な啓発を行い、マンション管理士
に関する情報提供に努める必要がある。
なお、管理組合の管理者等は、マンションの管理

の適正化を図るため、必要に応じ、マンション管理
士等専門的知識を有する者の知見の活用を考慮する
ことが重要である。

六　国、地方公共団体及びマンション管理適正化推
進センターの支援
マンションの管理の適正化を推進するためには、

「中高層共同住宅標準管理規約」をはじめ必要な情
報・資料の提供、技術的支援等が不可欠である。
このため、国及び地方公共団体は、必要に応じ、

マンションの実態の調査及び把握に努め、マンショ
ンに関する情報・資料の提供について、その充実を
図るとともに、特に、地方公共団体、マンション管
理適正化推進センター、マンション管理士等の関係
者が相互に連携をとり、管理組合の管理者等の相談
に応じられるネットワークの整備が重要である。
さらに、地方公共団体は、マンション管理士等専

門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通
し、マンションの区分所有者等から信頼される者等
の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実を
図るよう努める必要がある。
マンション管理適正化推進センターにおいては、

関係機関及び関係団体との連携を密にし、管理組合
の管理者等に対する積極的な情報・資料の提供を行
う等、管理適正化業務を適正かつ確実に実施する必
要がある。
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1.〈ペット関係〉

ペット飼育について、認めるか否かは、マンショ
ン全体の合意形成のための十分な議論が必要であり、
認める場合であっても、反対する人への配慮が必要
となります。
平成16年１月に国土交通省から発表されたマンシ

ョン標準管理規約には、以下のような記載がなされ
ました。
ペット飼育に関して使用細則を定める場合、基本

的な事項は規約で定めるべき事項としています。

（使用細則）
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則
を定めるものとする。
〈第18条関係コメント〉
① 使用細則で定めることが考えられる事項として
は、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等
専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉
庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用
方法や対価等に関する事項等があげられ、このう
ち専有部分の使用に関するものは、その基本的事
項は規約で定めるべき事項である。
なお、使用細則を定める方法としては、これらの事
項を一つの使用細則として定める方法と事項ごとに
個別の細則として定める方法とがある。
② 犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認め
る、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。
基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を
使用細則等に委ねることは可能である。
なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び
数等の限定、管理組合への届出又は登録等による
飼育動物の把握、専有部分における飼育方法なら
びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼
育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対
する責任、違反者に対する措置等の規定を定める
必要がある。
③ ペット飼育を禁止する場合、容認する場合の規
約の例は、次のとおりである。

ペットの飼育を禁止する場合

（ペット飼育の禁止）
第○条
区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の
如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育してはなら
ない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・
水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類（金
魚・熱帯魚等）等を、使用細則に定める飼育方法
により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に
規定する身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び
聴導犬）を使用する場合は、この限りではない。

ペットの飼育を容認する場合

（ペットの飼育）
第○条
ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用
細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければな
らない。ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦
情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理
事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。

2.〈滞納関係〉

管理費等の滞納について、マンション標準管理規
約第60条（管理費等の徴収）に関連項目が新設され
ました。（以下、条文、コメント抜粋）

第60条（管理費等の徴収）
2  組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納
付しない場合には、管理組合は、その未払金額に
ついて、年利○％の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算
して、その組合員に対して請求することができる。
3  理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に
関して、理事会の決議により、管理組合を代表し
て、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4  第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用
並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、
第27条に定める費用に充当する。

〈第60条関係コメント〉
① 管理費等に関し、組合員が各自開設する預金口
座から自動振替の方法により管理組合の口座に受
け入れる旨を規定する第1項の規定は、原則方式又
は支払一任代行方式（いずれも、集金代行会社委
託等を除く。）を前提とした規定であり、集金代行
会社委託等による原則方式又は支払一任代行方式
や、収納代行方式をとる場合にはその実状にあっ
た規定とする必要がある。
② 督促及び徴収に要する費用とは、次のような費
用である。
ア）配達証明付内容証明郵便による督促は、郵便

代の実費及び事務手数料
イ）支払督促申立その他の法的措置については、

それに伴う印紙代、予納切手代、その他の実費
ウ）その他督促及び徴収に要した費用

（参考）
平成16年4月1日から、少額訴訟について、60万円

（現行30万円）以下の金銭債権請求に申請でき、訴訟
についての簡易裁判所の利用は、請求債権140万円
（現行90万円）以下までとなりました。
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3.〈駐車場関係〉

マンション標準管理規約では、駐車場使用料につ
いて、通常の管理費に充てるほか、修繕積立金とし
て積み立てるとありますが、29条関係について、機
械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多
額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金
とは区別して経理することもできると、新たにコメ
ントされました。

4.〈管理委託契約関係〉

平成15年4月に、国土交通省からマンション管理適
正化法との整合性を図り、委託業務の範囲、内容が
明確化された「改定版マンション標準管理委託契約
書」が発表されました。

（1）マンション管理委託契約書に例示されている
定額管理委託費の内訳明示方法

【内容明示例1】
第一号から第四号までの各業務費には一般管理費
及び利益が含まれておらず、第五号で別に表示さ
れているもの

定額委託業務費月額内訳
一 事務管理業務費 月額　　　　円
二 管理員業務費　　　　　月額　　　　円
三 清掃業務費　　　　　　月額　　　　円
四 建物・設備管理業務費　月額　　　　円
ア 業務費　　　　　　　 月額　　　　円
イ 業務費　　　　　　　 月額　　　　円
ウ 業務費 月額　　　　円
五 管理報酬　　　　　　　月額　　　　円
消費税額等　　　　　　 月額　　　　円

【内容明示例2】
第一号の管理手数料に事務管理行費、一般管理費
及び利益が含まれており、第二号から第四号まで
の各業務費には一般管理費及び利益が含まれてい
ないもの

定額委託業務費月額内訳
一 管理手数料　　　　　　月額　　　　円
二 管理員業務費　　　　　月額　　　　円
三 清掃業務費　　　　　　月額　　　　円
四 建物・設備管理業務費　月額　　　　円
ア 業務費　　　　　　　 月額　　　　円
イ 業務費　　　　　　　 月額　　　　円
ウ 業務費　　　　　　　 月額　　　　円
消費税額等　　　　　 月額　　　　円

【内容明示例3】
第一号から第四号までの各業務費に一般管理費及
び利益が含まれているもの

定額委託業務費月額内訳
一 事務管理業務費 月額　　　　円
二 管理員業務費　　　　　月額　　　　円
三 清掃業務費　　　　　　月額　　　　円
四 建物・設備管理業務費　月額　　　　円
ア 業務費　　　　　　　 月額　　　　円
イ 業務費　　　　　　　 月額　　　　円
ウ 業務費　　　　　　　 月額　　　　円
消費税額等　　　　　 月額　　　　円

定額委託費以外の業務費
【内容明示例】
第一号から第四号までの各業務費に一般管理費及
び利益が含まれているもの

定額委託業務費以外の業務費
一 ○○業務費 円（消費税額等を含む。）
二 ○○業務費 円（消費税額等を含む。）
三 ○○業務費 円（消費税額等を含む。）
四 ○○業務費 円（消費税額等を含む。）

（2）マンション管理適正化法施行規則に規定されて
いる出納業務における収納方式について

別 紙 1

（3）契約の解除と解約について
旧標準管理委託契約書では、契約当事者に債務不履
行があった場合についてのみ契約解除が規定されて
いましたが、以下のように改訂されました。

（契約の解除）
第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定め
られた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を
定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、
その義務を履行しないときは、本契約を解除する
ことができる。この場合、甲又は乙は、その相手
方に対し、損害賠償を請求することができる。
2  甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき
は、本契約を解除することができる。
一　乙が銀行の取引を停止されたとき、若しく

は破産、会社更生、会社整理、民事再生の
申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更
生、会社整理の申立てを受けたとき

二　乙が合併または破産以外の事由により解散
したとき

三　乙がマンション管理業の登録の取消しの処
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分を受けたとき
（解約の申入れ）
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、そ
の相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約
の申入れを行うことにより、本契約を終了させる
ことができる。

契約解除、解約の場合、管理業務に支障が生じるこ
とがないよう、特段の配慮が必要です。

（4）契約の自動更新条項の削除について
マンション適正化法では、契約の更新を含め、管

理会社が管理組合から管理業務を受託する場合には、
重要事項の説明を行わなければなりません。（第72条）
この重要事項の説明がなくても自動的に更新される
という条文は、マンション適正化法と矛盾すること
になり、以下のように、自動更新部分が削除されま
した。

（契約の更新）
第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場
合、本契約の有効期間が満了する日の三月前まで
に、その相手方に対し、書面をもって、その旨を
申し出るものとする。
2  本契約の更新について申出があった場合におい
て、その有効期間が満了する日までに更新に関す
る協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙
は、本契約と同一の条件で、期間を○月間とする
暫定契約を締結することができる。

（5）コメントの充実について
例えば、上記第21条に関して、以下のようにコメ

ントされています。

① 第一項は、管理委託契約を更新しようとする場
合の申入れ期限及び方法を規定したものであ
る。マンション管理業者は、適正化法第七十二
条により、管理委託契約を更新しほうとすると
きは、あらかじめ重要事項説明を行うと定めら
れていることを踏まえ、三月前までに更新の申
入れを行うこととしたものである。

② 契約の有効期間が満了する日までに更新に係る
協議がととのわない場合、既存の契約は終了し、
当該マンションの管理運営に支障を及ぼすた
め、第二項では暫定契約の手続きを定めている。
ただし、この場合にも適正化法第七十二条に規
定する、同一の条件で契約を更新しようとする
場合の重要事項説明等の手続は必要である。

管理委託契約書の締結、改訂する場合、契約内容
の検討の際にはコメントを参考にしましょう。

5.〈大規模修繕関係〉

大規模修繕にかかる総会の決議は、一般的な管理
規約においては、特別決議事項として、区分所有者
総数及び議決権総数の各4分の3以上での決議でした
が、区分所有法の改正より、普通決議事項として決
議できるようになりました。

改正区分所有法より（共用部分の変更）
第17条 共用部分の変更（その形状又は効用の著し
い変更を伴わないものを除く。）は、区分所有者及
び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で
決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約
でその過半数まで減ずることができる。
2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部
分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その
専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
旧法の規定では、共用部分の変更について、著

しく多額の費用を要する行為は、特別多数決議が
必要とされ、このため、大規模修繕についても著
しく多額の費用を要する場合には、特別多数決議
が必要とされていました。改正法では「その形状
又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」行
為についてのみ、特別多数決議が必要となりまし
たので、基本的にその形状又は効用の著しい変更
を伴わないものについては、規模の大小、費用の
多寡を問わず、普通決議事項として決議できるこ
とになりました。共用部分の管理に関する事項の
決議要件については、規約による別段の定めをす
ることができますので、特別多数決議を必要とす
る規約を定めることも可能と考えられています。
なお、この場合、改正法が施行（平成15年6月1日）
されましたので、改めて、規約改正決議により定
める必要があります。

6.〈修繕委員会関係〉

マンション標準管理規約には、専門委員会の設置
について、以下のような規定が設けられました。

（専門委員会の設置）
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲において、
専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討
させることができる。
2  専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会
に具申する。

〈第55条関係コメント〉
① 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を
越える事項である場合や、理事会活動に認められ
ている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要
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となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、
専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
② 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を
中心に構成されるものである。必要に応じ検討対
象に関する専門的知識を有する者（組合員以外も
含む。）の参加を求めることもできる。

※設計図書の管理と修繕等の履歴情報の管理について
マンション標準管理規約において、建物を長期に、
良好に維持管理していく為に、設計図書の管理と修
繕等の履歴情報の管理が管理組合の業務として位置
付けられました。（第32条第五・六号）
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者か
ら交付を受けた設計図書の管理

六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等

〈第32条関係コメント⑤⑥抜粋〉
⑤ 管理組合が管理すべき設計図書は、適正化法第
103条に基づいて宅地建物取引業者から交付さ
れる竣工時の付近見取図、配置図、仕様書（仕
上げ表を含む。）、各階平面図、2面以上の立面
図、断面図又は矩計図、基礎伏図、小屋伏図、
構造詳細図及び構造計算書である。ただし、同
条は、適正化法の施行（平成13年8月1日）前に
建設工事が完了した建物の分譲については適用
されていないこととなっており、これに該当す
るマンションには上述の図書が交付されていな
い場合もある。
他方、建物の修繕に有用な書類としては、上述
以外の設計関係書類（数量調書、竣工地積測量
図等）、特定行政庁関係書類（建築確認通知書、
日影協定書等）、消防関係書類、機械関係設備
施設の関係書類、売買契約書関係書類等がある。
このような各マンションの実態に応じて、具体
的な図書を規約に記載することが望ましい。

⑥ 修繕等の履歴情報とは、大規模修繕工事、計画
修繕工事及び設備改修工事等の修繕の時期、費
用及び工事施工者等や、設備の保守点検、建築
基準法第12条第1項及び第2項の特殊建築物等の
定期調査報告及び建築設備（昇降機を含む。）
の定期検査報告、消防法第8条の2の2の防火対
象物定期点検報告等の法定点検など、維持管理
の情報であり、整理して後に参照できるよう管
理しておくことが今後の修繕等を適切に実施す
るために有効な情報である。

7.〈コミュニティ関係

コミュニティに関しても、マンション標準管理規
約に規定され、管理組合業務に「地域コミュニティ
にも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が追加

されました。（第35条第1項第十五号）
その費用についても、「通常の管理に要する経費と

して充当する」と項目に追加されました。
（第27条第1項第十号）

〈第27条関係コメント〉
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防
止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資する
ものであり、マンションの適正管理を主体的に実
施する管理組合にとって、必要な業務である。管
理費からの支出が認められるのは、管理組合が居
住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管
理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出す
る経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組
合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等
に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町
内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため
居住者が任意に負担するものであり、マンション
という共有財産を維持・管理していくための費用
である管理費等とは別のものである。

8.〈総会関係〉

議決権の行使について
一般的な管理規約での「議決権の行使」について

は、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行
使できる。」とあり、これは区分所有法第39条第2項
と同じ規定です。
この書面については、条文上明示されていませんが、
一般的に「議決権行使書」と言われ、マンション標
準管理規約では、以下のようにコメントされました。

〈第46条関係コメント④〉
書面による議決権の行使とは、総会には出席しな
いで、総会の開催前に議案についての賛否を記載
した書面を総会の招集者に提出することである。
他方、代理人による議決権の行使とは、組合員本
人から授権を受けた代理人が総会に出席して議決
権を行使することである。
なお、組合員は、代理人により議決権を行使する
場合は、第46条第5項に規定する者の中で、誰を代
理人とするかにつちえ主体的に決定することが望
まれる。

代理人により議決権を行使する場合、代理人はそ
の代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
りませんが、この代理権を証する書面が、一般的に
「委任状」としています。
また、改正区分所有法第39条第3項には、「区分所
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有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定に
よる書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法
（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法であって法務省令で定めるも
のをいう。以下同じ。）によって議決権を行使するこ
とができる。」とあり、
マンション標準管理規約（第46条第7項）では、

「組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代え
て、電磁的方法によって議決権を行使することがで
きる。」と規定されました。
※電磁的方法による議決権行使の具体例には、電子
メールの送信やウェブサイト（ホームページ）への
書込みの利用、フロッピーディスクやCD-ROMの交
付による方法等がある。

※マンション標準管理規約「総会の議事及び議事」
に関する、第47条及びコメント。（以下、抜粋）

第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権
総数の半数以上を有する組合員んが出席しなけれ
ばならない。
2  総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で
決する。
3  次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、
前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び
議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更（その形状又は効
用の著しい変更を伴わないものを除く。）
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第
60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した
場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議す
ることとした事項
4  建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数
の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じ
て、次のように規定〕

（ア）電磁的方法が利用可能でない場合

5  前4項の場合において、書面又は代理人によって
議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。

（イ）電磁的方法が利用可能な場合

5  前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代
理人によって議決権を行使する者は、出席組合員
とみなす。
6  第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃
止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべ

きときは、その承諾を得なければならない。この
場合において、その組合員は正当な理由がなけれ
ばこれを拒否してはならない。
7  第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変
更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の
影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有す
る組合員又はその専用使用部分の専用使用を認め
られている組合員の承諾を得なければならない。
この場合において、その組合員は正当な理由がな
ければこれを拒否してはならない。
8  第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あ
らかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する
機会を与えなければならない。
9  総会においては、第43条第1項によりあらかじめ
通知した事項についてのみ、決議することができ
る。

〈47条関係コメント〉
① 第2項は、議長を含む出席組合員（書面又は代理
人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権
の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかっ
た議事は否決とすることを意味するものである。
② 特に慎重を期すべき事項を特別の決議によるも
のとした。あとの事項は、会議運営の一般原則で
ある多数決によるものとした。
③ 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分
所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集
会の決議（特別多数決議）で決することを原則と
しつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わな
い共用部分の変更については区分所有者及び議決
権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力し
てその実施に努めるべきであることを踏まえ、機
動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、
標準管理規約上にも確認的に規定したのが第47条
第3項第二号である。
④ 第1項に基づき議決権総数の半数を有する組合員
が出席する総会において、第2項に基づき出席組合
員の議決権の過半数で決議（普通決議）される事
項は、総組合員の議決権総数の4分の1の賛成によ
り決議されることにかんがみ、例えば、大規模修
繕工事のように多額の費用を要する事項について
は、総組合員数及び議決権総数の過半数で、又は
議決権総数の過半数で決する旨規約に定めること
もできる。
⑤ このような規定の下で、各工事に必要な総会の
決議に関しては、例えば次のように考えられる。
ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく
個別の判断によることとなる。
ア）バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的
構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にス
ロープ併設し、手すりを追加する工事は普通決議
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により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に
新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに
設置する工事は特別多数決議により実施可能と考
えられる。
イ）耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シ
ートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯
体に壁や筋かいなど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ものは普通決議
により実施可能と考えられる。
ウ）防犯化工事に関し、オートロック設備を設置
する際、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
が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設
置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
エ） IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの
敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイ
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
るのであれば、普通決議により実施可能と考えら
れる。
オ）計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補
修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、
照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター
設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられ
る。
カ）その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工
事などで、大規模なものや著しい加工を伴うもの
は特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関扉
等の一斉交換工事、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は普通決議により、
実施可能と考えられる。
⑥ 建替え決議の賛否は、売渡し請求の相手方にな
るかならないかに関係することから、賛成者、反
対者が明確にわかるよう決議することが必要であ
る。

9.〈役員の選出関係〉

役員に関する、マンション標準管理規約のコメン
トの抜粋

〈第35条関係コメント〉
①理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10～15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、
○～○名という枠により定めることもできる。

② 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大

規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討
を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を
設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的
な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の
体制を検討する必要がある。この場合、理事会の
運営方針を決めるため、理事長、副理事長（各部
の部長と兼任するような組織構成が望ましい。）に
よる幹部会を設けることも有効である。なお、理
事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、
理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、
理事全員による理事会であることを明確にする必
要がある。
③ 法人が区分所有する専有部分があるマンション
においては、当該専有部分をどのように利用して
いる場合に、第2項の「現に居住する組合員」が存
在するとみなして法人関係者から役員になること
を認めるか、法人関係者が役員になる場合には、
管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職
務命令として受けた者に限定する等どのような資
格を有する者が実際に役員業務を行うことができ
るかについて、あらかじめ規約や細則に定めてお
くことが望ましい。
〈第53条関係コメント〉
理事に事故があり、理事会に出席できない場合

は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出
席を認める旨を規約に定めることもできる。

10.〈規約関係〉

規約に関して、区分所有法の改正では、「規約事項」
第30条に第3項が新設されました。

第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理
又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、こ
の法律に定めるもののほか、規約で定めることが
できる。
2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の
利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約
に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区
分所有者の規約で定めることができる。
3  前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用
部分又は建物の敷地若しくは附属施設（建物の敷
地又は附属施設に関する権利を含む。）につき、こ
れらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用
状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事
情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡
平が図られるように定めなければならない。
以下、省略

この第3項は、管理規約（特に、原始規約）の中に、
著しく不衡平な条項、内容がある場合に、衡平性を
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判断する要素を明示し、それらを総合的に考慮して、
区分所有者間の利害の衡平を図る主旨のものです。
今後、規約の設定、変更の場合には、区分所有者

間の利害の衡平性が図られるように定めなければな
らず、区分所有者間の利害の衡平を著しく害する内
容の規約を定めた場合、この3項の規定より無効と判
断されることになります。
また、既存の管理規約についても、その利害の衡平
を著しく害する内容である場合には、同様に無効と
判断されることになると考えられます。
区分所有法の改正などを受け、国土交通省から、改
正版マンション標準管理規約が発表されましたので、
分譲時の管理規約（原始規約）のまま見直しされて
いない場合の変更や新たな設定などに際し、各マン
ションの実態に応じた管理規約の作成に活用してい
ただきたいと思います。
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別紙1

財産の分別管理 
 
〈マンション管理適正化法第76条〉 
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管
理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産に
ついては、整然と管理する方法として国土交通省令で
定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合
の財産と分別して管理しなければならない。 
 
〈マンション管理適正化法施行規則第87条第1項〉 
法76条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又は
マンションの区分所有者等から受領した管理費用に充
当するものとする。 
 
◎原則方式 （規則87条2条及び4項） 
修繕積立金等が金銭の場合にあっては、修繕積立金等
金銭をマンション管理業者が受託契約を締結した管理
組合又はその管理者等を名義人とする口座において預
貯金として管理する方法。 

◎収納代行方式 （規則87条3項） 
マンション管理業者が、管理組合から委託を受けてマ
ンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金
銭を管理業者を名義人とする口座に預入し、当該口座
から払出した金銭により管理事務を行うこととする当
該修繕積立金等金銭の管理方法。 

区分所有者の 
口座 

管理組合名義 
（収納口座） 

管理費・修繕積立金 

管理に要する費用 

口
座
振
替 

管理組合が通帳、印鑑 
いずれかは保管 

管理組合名義 
（保管口座） 
・管理費の残金 
・修繕積立金　 

管理組合が通帳、印鑑 
いずれかは保管 

区分所有者の 
口座 

管理業者名義 
（収納口座） 

管理に要する費用 

口
座
振
替 

管理組合 

収
納
・
支
払 

一
任
委
託 

事務処理後1月以内に残額を払込 

支払い 
（管理業者へ支払委託） 

管理業者 

〈返還債務の保証措置が必要〉 

支払委託 

◎支払一任代行方式 （規則87条5項） 
管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した
修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に
預入し、マンション管理業者が管理組合から委託を受
けて当該口座から払出した金銭により管理事務を行う
こととする当該修繕積立金等金銭の管理方式。 

管理組合名義 
（保管口座） 
・修繕積立金 

管理組合が通帳、印鑑 
いずれかは保管 

区分所有者の 
口座 

管理組合名義 
（収納口座） 
・管理費　　 
・修繕積立金 

管理に要する費用 

口
座
振
替 

管理組合 

収
納
・
支
払 

一
任
委
託 

1月以内に移換 
管理業者が移換代行 

管理業者 

〈返還債務の保証措置が必要〉 

管理業者が通帳、印鑑を保管 

管理業者が 
　　　　支払を代行 
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