
マンション管理ビギナーズセミナー        

    より快適なマンションのために !! 
    マンション管理のポイント      

NPO法人 静岡県マンション管理士会 
マンション管理士 大川 松司 

主催                                                                                     平成21年6月13日 
静岡県・三島市                                                         三島市民活動センター 
NPO法人静岡県マンション管理士会    

県内１０都市にて実施  
 6月27日(土)  熱海(起雲閣ギャラリー) 
10月10日(土)  沼津(沼津市立図書館) 
いずれも13時30分より 
その他今後の開催予定都市  
静岡(10/17)・浜松(7/18)・富士(12/10)・

焼津(7/11)・藤枝(6/27)・御殿場(9/4) 



分譲マンションのストック数(平成20年末) 
 

新耐震基準(S56)以前106万戸   築30年以上(~S53):73万戸 

約545万戸(平成20年末)  約1400万人が居住 



マンションは誰が管理する？ 

 マンションにかかわる人 
所有者（区分所有者）・賃借人（占有者） 
管理組合、自治会、管理人 
販売会社、不動産会社、建設会社、各種工事業者 
管理会社、保守点検等メンテナンス会社、清掃会社 
                             ほか 

 管理の主体は管理組合である。 
管理組合の構成員は区分所有者であり、居住者で 
はない 



管理組合と自治会の違い 

管理組合 
   建物・設備などマンションにおける共用部分の維持管理を行う。 
   建物・敷地および附属施設の管理を行なうための団体（区分所有法第3 
   条）で、構成員は区分所有者だけに限定される。  

自治会（町内会） 
   居住する住民の親睦をはかり、地域生活の向上を目的とする。  
    ※ 標準管理規約 (平成16年追加) 
      <管理組合の業務> 
         「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」 
         が追加規定された 
   



管理組合にとって重要なこと 

専門性 
 会計、法律、建物・設備 → 専門的な知識 
 

継続性 
 誰が役員に就任しても継続的に無理のない運営 
 

公平性 
 区分所有者間の公平性に配慮した運営 



マンションの管理に必要な知識 

法律 
      建物の区分所有等に関する法律 (区分所有法) 
      マンション管理の適正化の推進に関する法律 (適正化法) 
      被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (被災マンション法) 
       マンションの建替えの円滑化等に関する法律 (建替え円滑化法) 
       民法、建築基準法、消防法、不動産登記法 ほか 
 

マンション標準管理規約・使用細則 
マンション標準管理委託契約書 
 

 
 
 



マンションの管理体制 

区分所有者 

管理会社 

専門業者 

管理組合 

マンション管理士 

自主管理 



管理を管理会社へ委託する事への管理組合の意向 
(H15年度総合調査  H11年度総合調査) 
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①管理会社に全て任せたほうがいい  ③任せるべきではない 
②任せても方針は管理組合である    ④どちらでもよい 

(  国土交通省H15マンション総合調査より  ) 



管理組合の運営 

 マンション管理の責任は区分所有者 
 
活動の良否が、資産価値に大きな影響を与える 
 
継続的活動を進めるために 
  居住実態に即した適切なルールを定めている 
  事故や自然災害に対応できる体制づくり 
  居住者間のコミュニティの形成 



 管理規約 

規約は法律に優先  
 区分所有法に「規約に別段の定め･･･」 、これは法律と異なっていても、規約 

   の方が優先することを意味する。マンションにおいて管理規約は重要な規範 
       である。 
 

管理規約の設定、変更、廃止 
   組合員及び議決権の各３／４以上の総会決議が必要 
 

効力 
    組合員全員 
  特定承継人 
  賃借人等占有者 
  建物･施設等の使用方法について区分所有者と同一の義務を負う 



標準管理規約の主な改正点(平成16年) 

 「中高層共同住宅標準管理規約」を「マンション標準管理規約」と変更 
 マンション管理における専門的知識を有する者の活用に関する規定の新設 
 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務を、管理組合

の業務として追加するとともに、費用を修繕積立金から取り崩すことができる事項とし
て追加 

 敷地及び共用部分の変更に関し、普通決議で実施可能な範囲を「その形状又は効
用の著しい変更を伴わないもの」と規定、金額の多寡は問わないこととなった 

 修繕等の履歴情報の整理及び管理等を管理組合の業務として規定 
 管理組合の業務として、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を

規定 
 未納の管理費等の請求に関して理事会決議により、理事長が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旨を規定 
 区分所有者が窓ガラス等の開口部に関する工事行うことができる場合を規定 
 インターネット通信設備、オートロック設備、宅配ボックス等を共用部分として規定す

るとともに、給排水管の共用部分の範囲をより詳細に規定 
 ペット飼育を認めない場合、容認する場合のそれぞれの規約案文例をコメントに記載 



総  会 

 通常総会（定期総会） 
管理組合の最高意思決定機関である。 
区分所有者全員による議決権行使、総会運営の透明性の確保 
＜ポイント＞ 
   少なくとも毎年1回開催【区分所有法】新会計年度開始から2ケ月以内【標準管理規約】  
   案内は2週間前までに  【標準管理規約】  区分所有法は1週間前 
   出席は議決権の半数以上(含委任状)  【標準管理規約 】 区分所有法に定めなし 
 
普通決議  組合員総数・議決権総数の各過半数 【区分所有法】 
        出席組合員の議決権の過半数  【標準管理規約)】 
特別決議  組合員総数・議決権総数の各4分の3以上  【標準管理規約・区分所有法とも】 
        特別の影響のある区分所有者の同意が必要。 
            共用部分の重大変更、規約の設定・変更・廃止、建物の復旧 

            管理組合の法人化、義務違反者への訴訟 (使用禁止・競売・引渡し請求)  

建替決議  組合員総数・議決権総数の各5分の4以上  【標準管理規約・区分所有法とも】 

 
 



理事会 

出席は理事の半数以上 【標準管理規約 】 

 
議決事項  【標準管理規約 】 
• 収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案 
• 規約・使用細則の制定、変更、廃止案 
• 長期修繕計画の作成、変更案 
• 専有部分の修繕・模様替え等に関する承認または不承認 
• 違反者に対する勧告、指示 
• その他総会提出議案 

 
 
 



専門委員会 

必要に応じた専門委員会 
 

（例） 規約改正委員会 
    修繕委員会 
 
マンションには、大勢の人が住む。 
その中にはいろいろな分野の専門家がいる。 
身近にいる人の知恵を活かす。 



会計･出納    (平成21年5月1日) 
マンション管理適正化法施行規則改正 

財産の分別管理 
      収納口座と保管口座 
      (収納代行方式・支払一任代行方式は廃止) 
       収納口座から翌月末までに保管口座へ移し替え 
保管口座の印鑑は管理業者の管理禁止 
管理業者の保証契約義務化 
会計の収支状況の書面交付、管理業者へ義務化 

施行  平成22年5月1日 
 
 
 
 



口座の管理方式  (イ) ~ (ハ) 
（イ）方式 
 
 
 

 
 
（ロ）方式 
 
 
 
 
 

（ハ）方式 
 
 
 

 

区分所有者 収納口座 保管口座 
修繕積立金 

管理費 管理費剰余金 

修繕積立金 

管理事務に要する費用 

区分所有者 
収納口座 

保管口座 

区分所有者 収納・保管口座 
修繕積立金 

管理費 

管理事務に要する費用 

管理事務に要する費用 

管理費 

修繕積立金 

管理費剰余金 



口座管理方式のポイント 
（イ）方式 
・収納口座に限り、管理会社による通帳と印鑑の同時保管が可能 
・収納口座の月末の残金（修繕積立金+管理費の剰余金）は、翌月に保管口座に

移管義務 
・保管口座の管理会社の印鑑保管は禁止される。 
・修繕積立金などの１か月分以上の保証措置が義務付け 
 
（ロ）方式 
・区分所有者から管理費と修繕積立金を最初から分離して徴収する。 
・この場合でも管理費の剰余金は翌月保管口座へ移管される 

 
（ハ）方式 
・従来の原則方式。 
・収納・保管口座の一本化は認められるが、管理会社の印鑑保管は禁止 
・口座名義は管理組合。当然、保証措置は無い。 

 



管理費等の滞納住戸割合 
                  平成20年度マンション総合調査(国土交通省)より 
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滞納対策 

 時効に注意 
管理費等の債権は、５年間の短期消滅時効を定めた民法 
１６９条の定期給付債権に当たる 
 督促 
          1ケ月目       管理会社から口頭連絡、請求書発送 
 
                      管理会社より未収金状況を毎月理事長に報告 
 
           2ケ月目       管理会社から再度口頭督促のうえ内容証明送付 
 
           3ケ月目以降  管理組合により督促開始。滞納続く場合法的措置検討 
 
           6ケ月目           法的措置開始。「少額訴訟」などを含めた対応 



少額訴訟 

管轄  簡易裁判所 
請求額 60万円以下 
費用  請求金額10万円ごとに1000円の申立手 
       数料と訴状の郵送切手代 
証拠  必要 
出頭  原則として1回の期日で直ちに判決 
       ただし、訴えた相手方が希望する場合は 
               通常訴訟に移行することもある。 



長期修繕計画について５つの質問 
ご自身でチェックしてみてください 

1. 何年前に整備されたものですか 
2. 原本を見たことありますか、また計画書は配布

されましたか 
3. 原本はどこで保管されていますか 
4. これまでの工事は計画にもとづき的確に実施さ

れていますか 
5. 毎月の管理費と修繕積立金について、自身の

負担分はいつ改訂され今いくらなのか明確に答
えられますか 



長期修繕計画の見直し及び修繕積立金額
の設定手順(例) 

 発意(理事会等) 
 理事会、専門委員会等による検討 
     総会決議 
     専門家への依頼 
     調査・診断の実施 
     長期修繕計画及び修繕積立金額の見直し 
     区分所有者への事前説明会 
 総会決議 
 長期修繕計画の配布 
 保管 
 



長期修繕計画の留意点 

 修繕項目は不足していないか 
    機械式駐車場・エレベーター・特別な設備の漏れは 

 現状設備との相違はないか 
例 受水槽のFRPとステンレス製→耐用年数の相違 

 修繕周期は適正か 
大規模改修工事以前は10年、最近は12年周期 

 修繕履歴は反映されているか 
変更案の作成時点をゼロ年としていないか 

 エレベーターのリニューアル工事 
一般的修繕周期30年、使用頻度により差 

 機械式駐車場の修繕 
一般的には最短15年、タイプ・立地条件・使用頻度により差 

 給水管の更生管(ライニング)工事は必要か 
更生管工事と更新工事 

 
 

 
 

 



修繕工事項目と修繕周期 
                          長期修繕計画標準様式より 

修繕周期例 
推定修繕工事項目 工事区分 

修繕 
推定修繕工事項目 工事区分 

修繕 
推定修繕工事項目 工事区分 

修繕 

周期 周期 周期 

Ⅰ １ 仮設工事     Ⅱ     取替 36年 Ⅲ   ④避雷針設備 取替 40年 

仮設   共通仮設 仮設 12年 建物   ②手すり 取替 36年 設備   ⑤自家発電設備 取替 30年 

    直接仮設 仮設 12年   ③屋外鉄骨階段 補修 12年   13 情報・通信設備     

Ⅱ 

２ 屋
根防
水 

      

  

  取替 36年   

   

①電話設備 取替 30年 

建物   ①屋上防水（保護） 補修 12年   ④金物類（集合郵便受等） 取替 24年   ②テレビ共聴設備 取替 15年 

      修繕 24年   ⑤金物類（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ扉等） 取替 36年   ③インターネット設備 取替 15年 

    ②屋上防水（露出） 修繕 12年 ７ 共用内部       ④インターホン設備等 取替 15年 

      撤去・新設 24年    ①共用内部 張替・塗替 12年 14 消防用設備     

    ③傾斜屋根 補修 12年 Ⅲ ８ 給水設備       ①屋内消火栓設備 取替 25年 

      撤去・葺替 24年 設備    ①給水管 更生 15年    ②自動火災報知設備 取替 20年 

    ④庇・笠木等防水 修繕 12年       取替 30年   ③連結送水管設備 取替 25年 

  ３ 床防水          ②貯水槽 取替 25年 15 昇降機設備     

    ①バルコニー床防水 修繕 12年      ③給水ポンプ 補修 8年    ①昇降機 補修 15年 

    ②開放廊下・階段等床防水 修繕 12年       取替 16年     取替 30年 

  ４ 外壁塗装等       ９ 排水設備     16 立体駐車場設備     

     ①コンクリート補修 補修 12年     ①排水管 更生 15年   ①自走式駐車場 補修 10年 

    ②外壁塗装 塗替 12年       取替 30年     建替 30年 

      除去・塗装 36年     ②排水ポンプ 補修 8年   ②機械式駐車場 補修 5年 

    ③軒天塗装 塗替 12年       取替 16年     取替 20年 

      除去・塗装 36年   10 ガス設備     Ⅳ 17 外構・附属施設     

    ④タイル張補修 補修 12年     ①ガス管 取替 30年 外構   ①外構 補修、取替 24年 

     ⑤シーリング 打替 12年   11 空調・換気設備       ・そ   ②附属施設 取替、整備 24年 

  ５ 鉄部塗装等         ①空調設備 取替 15年 の他 18 調査・診断、設計、工事監理等費用   

    ①鉄部塗装（雨掛かり部分） 塗替 4年     ②換気設備 取替 15年     ①調査・診断、設計等   12年 

  
  

②鉄部塗装（非雨掛かり部分） 塗替 6年   
12 電灯設備等 

      
  

②工事監理   12年 

    ③非鉄部塗装 清掃・塗替 12年      ①電灯設備 取替 15年   19 長期修繕計画作成費用     

  ６ 建具・金物等          ②配電盤類 取替 30年      ①見直し   5年 

    ①建具関係 点検・調整 12年      ③幹線設備 取替 30年 



トラブルの傾向 

苦情の傾向 
  ① 売買契約に起因  
      アフターサービス、説明不足 
  ② 管理委託契約に起因 
      契約不履行、委託契約の解釈、変更時の不明確 
  ③ 管理組合の運営、居住者の管理意識･生活 
           意識に起因 
      役員の選任・解任、理事会･総会運営、 
      駐車場･駐輪場等の使用、義務違反者 
      ペット飼育・騒音、ごみ出し、その他 
 

苦情 



トラブルの発生状況 
                  平成20年度マンション総合調査(国土交通省)より 

75.7 

42.7 

14.1 
18.7 

2.8 

23.6 

2.1 3.2 

13.5 

76.4 

47.2 

12.6 
20 

2.1 

35 

3 1.9 

12.9 

79.4 

52.2 

9.7 

28.4 

14.7 

39.4 

13.7 

31.9 

7.1 

63.4 

36.8 

3.8 

18.4 
12.2 

32 

9.6 12.9 

22.3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

平成５年度 

平成１１年度 

平成１５年度 

平成２０年度 



居住者間のマナーをめぐるトラブルの具体的内容 
         平成20年度マンション総合調査(国土交通省)より 



トラブル対応の留意点 

 共通性 
  技術的要因、価格的要因、時間的要因 
  コミュニケーション(説明)不足、マナー・理解不足 
 留意点 
 ① 対応ルートを理解しておく 
   第一報が管理会社である場合も多い 
   どのようなところと折衝していくのか対応先をよくつかむ 
 ② 逃げない・最後まで聞く 
   相手は期待感をもっている。ペースに巻き込まれない 
   よう冷静な態度で、且つ逃げ腰にならない 
 ③ 迅速な対応と結果の報告 
 ④ 理事会と緊密な連絡 
 ⑤ 管理規約、使用細則、委託契約書、関連法規を理解 



 
マンション管理士の関わり 
    自主管理と委託管理  
 

自主管理  
  通常、管理組合活動は活性化しており、 
     管理・運営能力は高い  
  管理組合のアドバイザー的役割 
      
  
委託管理  
  全面委託・一部委託により内容   
     は変わるが  
  管理会社に対するチェック・折衝  
  

※ 管理会社とは別に、管理組合の側 に立ってコ
ンサルティングを行う。  

全部委託

一部委託

自主管理

その他

平成15年度マンション総合調査 国土交通省  

管理会社  
全部委託  
69.3％  

管理会社  
一部委託  
17.1％  

その他  
 5.9％  

自主管理 7.7％  



専門家の活用状況 
             平成20年度マンション総合調査(国土交通省)より 



マンション管理士活用事例  １ 

管理規約の改正  
 

  標準管理規約準拠     （平成１６年１月改正）  
             中高層共同住宅 ⇒ マンション  
              マンション管理士に相談･助言を求めたりすることが できる    
              修繕等の履歴情報の整理及び管理  
              コミュニティ形成  
             未納管理費の請求に関する規定  など  
 

     理事会・委員会での審議検討  
 

   説明会・総会など  
  



マンション管理士活用事例  ２ 

大規模修繕工事  
  
  プロジェクト全体のアドバイス  
  スケジュール作成  
  組織作り  
  調査診断  
  合意形成  
  長期修繕計画の作成・見直し  
  業者選定、見積依頼  



マンション管理士活用事例  ３ 

 顧問契約  
   管理会社に対する事務チェック  
  総会･理事会運営補助  
  管理委託契約の見直し、管理会社との折衝  
  会計処理、監査等のアドバイス  
  滞納問題アドバイス 
第三者管理者方式の管理者 
  高齢化や賃貸化による管理の担い手不足に 
  対しマンション管理士が管理者に就任 
  セミナー、相談会   
   



ＮＰＯ法人静岡県マンション管理士会 概要 

 設立：平成１７年７月  
 組織：特定非営利活動法人（ＮＰＯ）マンション管理士38名  
 目的：分譲マンション全般に関する支援事業  
       マンション管理士に求められる専門知識及び技術の向上 及び品位の保持と 
         地域住民の公共の福祉に寄与すること等  

 活動：定期セミナー・相談会開催（静岡・浜松・沼津・熱海ほか）  
      主催・協賛：国土交通省、静岡県、各市 、マンション管理センター・住宅金融 
                支援機構 等  

                管理組合へマンション管理士の紹介  
  事務局：静岡市葵区呉服町２丁目１－１５青葉ビル4階  
                                                         ＴＥＬ  054-252-4522 
           浜松市中区山下町２－１     ＴＥＬ  053-472-1370  
 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://shizu-mankan.xsrv.jp/   



ありがとうございました 
 
           NPO法人 静岡県マンション管理士会 
                マンション管理士 大川 松司 
http://shizu-mankan.xsrv.jp/meibo/meibo_okawa.htm 

主催 
静岡県・三島市 

NPO法人静岡県マンション管理士会 
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