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マンション管理の動向 

【行政・法整備関連】 
1. 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン（平成20年6月） 
2. 平成20年度マンション総合調査結果（平成21年4月） 
3. マンション管理適正化法施行規則改正（平成21年5月） 
4. マンション標準管理委託契約書の改訂（平成21年10月） 
5. 団地型マンション再生マニュアル（平成22年7月） 
6. マンションの修繕積立金に関するガイドライン（平成23年4月） 
7. マンション標準管理規約改正（平成23年7月） 
8. 第三者管理方式、管理組合のガバナンス含め検討へ（平成23年秋～） 
【最近の判例より】 
1. 駐車場専用使用権有償化是認 東京地裁判決（平成21年8月） 
2. 不在区分所有者に協力金有効 最高裁判決（平成22年1月） 
3.  高圧一括受電導入拒否は「共同の利益に反する行為」59条競売認める 横浜地裁判決（平成22

年11月） 
【業界トピックス】 
1. 高圧一括受電導入で電気料金3~4割削減 
2. マンションの太陽光発電に公的補助 
3. マンション向けリバースモーゲージ登場 
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長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン 
及び同コメントが策定された（平成20年6月） 

 
 

～ ポ イ ン ト～ 
○ 管理組合が長期修繕計画について理解し、比較検討を
容易にするため、作成者ごとに異なっていた様式について
「標準的な様式」 （様式第1号~様式第5号）を初めて策定し
た。 
○ 項目漏れによる修繕積立金の不足を防ぐため、標準的
な「推定修繕工事項目」（様式第3-2号）を示した。 
○ 修繕積立金の額の将来的な引き上げ額の幅を少なくす
るため、「均等積立方式」により修繕積立金の額を算出する
こととした。 
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長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン 

 計画期間   新築30年以上 既存25年以上 
 修繕周期   劣化診断結果と推定修繕工事項目ごとに立 
          地条件等を考慮して設定 
 収支計画   推定修繕工事費の累計額を修繕積立金の累 
                       計額が下回らないように計画する 
 計画見直し  5年程度ごとに調査診断を行い見直す 
 積立方法   均等積立方式 
 収入の考え方  
                       使用料は管理に要する費用に充当した 残金 
                       を修繕積立金に繰り入れ 
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マンションの修繕積立金に関するガイドライン 
(平成23年4月) 

国土交通省において、新築マンションの購
入予定者に対し、修繕積立金に関する基
本的な知識や修繕積立金の額の目安を示
し、分譲事業者から提示された修繕積立
金の額の水準等についての判断材料を提
供するために、「マンションの修繕積立金
に関するガイドライン」が作成された。 
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修繕積立金の額の目安  

（算出式） Ｙ＝ＡＸ（＋Ｂ）  
Ｙ：購入予定のマンションの修繕積立金の額の目安  
Ａ：専有床面積当たりの修繕積立金の額（下表）  
Ｘ：購入予定のマンションの専有床面積（㎡）  

 
有床面積当たりの修繕積立金の額（Ａ） 

 
 
 
 
 

 
 

械式駐車場がある場合の加算額（Ｂ ）  
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階数/建築延床面積 平均値 事例の3分の2が包含される幅 

【15階未満】 5,000㎡未満 218円／㎡・月 165円～250円／㎡・月 

5,000～10,000
㎡ 

202円／㎡・月 140円～265円／㎡・月 

10,000㎡以上 178円／㎡・月 135円～220円／㎡・月 

【20階以上】 206円／㎡・月 170円～245円／㎡・月 
機械式駐車場の機種 機械式駐車場の修繕工事費（１台当たり月額） 

２段(ピット１段)昇降式 7,085円/台・月 

３段(ピット２段)昇降式 6,040円/台・月 

３段(ピット１段)昇降横行式 8,540円/台・月 

４段(ピット２段)昇降横行式 14,165円/台・月 



会計･出納     
マンション管理適正化法施行規則改正 

（平成21年5月） 

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 
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口座の管理方式（イの方法） 

 
 

・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 
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口座の管理方式（ロの方法） 
区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理すると
ともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から
当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管
口座に移し換える方法 
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口座の管理方式（ハの方法） 
・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。 
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マンション標準管理委託契約書の改訂 
（平成21年10月） 

改訂の背景 
 適正化法改正と整合性を図るとともに管理委託契約
に関するトラブルの実態を踏まえ改訂となった。 

改訂ポイント 
   ・財産の分別管理について 
   ・保証契約の締結について 
   ・管理業者に対する個人情報に関する規定追加 
   ・長期修繕計画は別契約へ 
   ・その他所要の規定整備 
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マンション標準管理規約改正  その1 
（平成２３年７月） 

役員資格要件の緩和(第35条) 
    現に居住する 組合員（本文） 
    マンションの実態に応じて居住要件も（コメント） 

理事会の権限明確化(第54条) 
    共用部分の軽微変更および狭義の管理行為を理事会の決議事 
    項とすることも可能へ（コメント） 
    未納管理費等の請求訴訟その他法的措置の追行（60条と整合） 

新年度予算成立までの支出(第58条) 
    支出がやむを得ない経常的な支出 
    長期の施工期間を要する工事に係る経費（本文、コメント） 
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総会の議決権代理行使の範囲(第46条) 
   代理人はその組合員と同居する者、住戸を借り受けた者、 

他の組合員もしくはその組合員と同居する者 
 

    
利害関係が一致すると考えられる者（本文、コメント） 

欠格事由として暴力団員等（コメント） 
 

議決権行使書・委任状の取扱い(第46条) 
議案の事前明示と議決権行使書による賛否が望ましい 

白紙委任状防止のための注意書き（コメント） 
①代理人を主体的に決定  

②適当な代理人がいない場合議決権行使書による意思表示 
 

 

マンション標準管理規約改正  その2 
（平成２３年７月） 
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マンション標準管理規約改正  その3 
（平成２３年７月） 

財産の分別管理(第60条) 
マンション管理適正化法施行規則（平成22年5月施行）を踏まえ 

管理費の徴収に関するコメント改正（第60条） 
「イの方法」または「ハの方法」を前提 

書類等の保管(第32条) 
    長期修繕計画書、設計図書、修繕等の履歴情報、総会議事録、理事会 
    議事録、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿等の保管と閲覧規定を 
    設置する。（本文、コメント） 

共用部分の範囲(別表1・2) 
    マンション標準管理委託契約書改訂（平成22年5月）を踏まえた用語の 
    整理（本文） 
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第三者管理者方式の導入 

国土交通省では、管理組合の役員のなり手不足
や管理組合が十分に機能していない等のマン
ション管理に関する課題に対応するため、管理
方式の選択肢の一つとして「第三者管理者方
式」を含む専門家を活用した管理組合の運営が
必要であるとし検討に着手しました。第三者管理
者の業務遂行に対する監査等のチェック体制の
強化など管理組合のガバナンス全体の検討を行
い、早期の実現を目指しています。 
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判例1 駐車場専用使用権有償化是認  
東京地裁判決（平成21年8月） 

• 等価交換による原始管理規約等に基づき、共用部分の駐車場を長年無償使用してきた元地主の区分
所有者二人に対し、総会で元地主の承諾を得ずに管理規約を変更し有償化を決議した管理組合が総
額約五十六万円の支払いを求めていた訴訟の判決が八月二十六日、東京地裁であった。 

• 大島淳司裁判官は月額一台一万円の有料化は「社会通念上相当で、特別の影響を及ぼさない」として、
管理組合側の請求を全面的に認め、元地主に支払いを命じた。 

 
• 裁判記録によると、都内築約三十年・約五十戸のマンション。被告は設備会社を営む個人とタクシー会社の二者。

共にマンション敷地の元地主で、等価交換により一定数の区分所有権を得たほか、原始規約で共用部分の一
階敷地一部を「無償にて専用使用する」等と規定され、六台と三台の計九台分の駐車場として無償使用してきた。
敷地内にほかに駐車場区画はなく、管理組合は大規模修繕予定額の不足分を補うため駐車場専用使用権の
有償化を考え、元地主と協議を重ねたが平行線。平成十九年、組合は管理規約を変更し、月額一台一万円とす
る専用使用権の有償化を四分の三以上の特別多数で決議した。組合は元地主の個人に月六万円、法人に月
三万円の支払いを求めたが拒否され、滞納分として計約五十六万円の支払いを求め同年十二月東京地裁に提
訴した。組合側は「近隣の駐車場相場は月額三万五千円で、月額一万円の有償化は区分所有法三一条の『特
別の影響』に当らず、区分所有者間の不公平解消にもなる」と主張。元地主側は「駐車場は業務上不可欠で、恒
久的な専用使用権無償使用を条件に等価交換に応じたのであって、『特別の影響』を受ける者の承諾を得てい
ない管理規約変更は無効」と反論した。判決で大島裁判官は平成十年の最高裁判決（判例時報一六六三号）を
踏まえた上で、まず工事を控え修繕積立金不足を理由とした有償化の必要性、合理性を認めた。使用料の社会
通念上の相当性については、使用三十年間の近隣相場を月二万円と判断し、元地主の享受した社会的利益を
六台分で四千三百二十万円、三台分で二千百六十万円とし、固定資産税等を管理組合側が負担し続けている
点も指摘し、「一台につき一万円という使用料は近隣相場の三割弱にとどまり社会通念上相当である」と認めた。
有償化の規約変更は「受忍すべきであり、『特別の影響』を及ぼすものではないから被告らの承諾がなくても有
効」と判示し、原告の請求通り元地主に総会決議後の不払い使用料の支払いを命じた。 
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判例2 不在区分所有者に協力金有効  
最高裁判決（平成22年1月） 

 居室を人に貸したりして自身はマンションに住まない、いわゆる「不在区分所有者」に対し、
管理組合が通常の管理費等とは別に「住民活動協力金」の名目で月額二千五百円の支払
いを求めた訴訟の上告審で最高裁第三法廷（堀籠幸男裁判長）は一月二十六日『月額二千
五百円の協力金徴収を定めた管理規約の変更は有効』とする判決を言い渡した。堀籠裁判
長は不在区分所有者だけを対象にした協力金について「必要性と合理性が認められないも
のではない」と判断した上で『金額も受忍限度内で区分所有法三十一条の「特別の影響」に
は該当しない』と結論付けた。 
 

 訴えを起こしたのは大阪市内の管理組合。マンションは今年築三十七年で、総戸数は八百
六十八.四棟構成の団地型物件。二十年ほど前から賃貸物件や空き室が増え、平成十六年

ごろには全体の二割近く、約百七十戸以上に達していた。一方、自住する区分所有者の中
には「管理組合の役員に就任せず運営の負担が偏っている」「管理運営に協力していない」
など、不住区分所有者に不満を持つ人も出てきたため管理組合は同年、不在区分所有者に
一戸当り月額五千円の「協力金」を負担してもらうように管理規約を変更し、導入を決め、そ
の後支払いを拒否する十一人を提訴した。最終的に七人五件に対する訴訟で判決言い渡し
を受けたが、一審判決では管理組合勝訴が三件、敗訴が二件。高裁でも判断が分かれた。
平成十九年十月の大阪高裁判決は「協力金」制度の合理性・必要性を認め、月額千円まで
の範囲で徴収を許可したが、残る二件は協力金徴収は不在区分所有者の「特別の影響を及
ぼす」と判断した。七人のうち二人は一審判決後、和解。管理組合は月額五千円の協力金を
二千五百円に減額、名称も「住民活動協力金」に改め理解を得た。 

 17 



判例3 高圧一括受電導入拒否は「共同の利益に反する行為」 
59条競売認める 横浜地裁判決（平成22年11月） 

 民間事業者が用意する設備を使って電気料金を削減する「高
圧一括受電方式」の導入に際して申込書の提出を拒否した区
分所有者に対し、「一人が工事に同意しないため、他の区分所
有者がシステムの切り替えのメリットを受けられない」などとし
て、管理組合がこの区分所有者の態度を「共同の利益に反す
る行為」と位置づけ、区分所有者法五九条に基づく競売と損害
賠償を求めた事件で平成二十二年十一月二十九日、横浜地
裁が請求を認める判決を言い渡した。水野邦夫裁判長は、こ
れまでの管理組合運営に対する非協力的な態度や申込書を
提出しないことで他の区分所有者が受ける不利益などを総合
的に勘案し「共同の利益に反する行為」だと認定した上で「競
売以外の方法では損害を除去することは困難」と結論付けた。 
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業界トピックス 

1. 高圧一括受電導入で電気料金3~4割削減 
マンションの使用電気を高圧で引き込み、業者が設置した変電設備等で共用部・専有部
に電力供給を行う高圧一括受電システムは、価格の安い高圧電力と高い低圧電力の価
格差を利用して電気料金を削減する仕組み。 
 

2. マンションの太陽光発電に公的補助 
神奈川県はマンション共用部分などで使用する太陽光発電を設置する場合、最大15万円
を上限に1キロワット当たり1.5万円を補助。 
 

3. マンション向けリバースモーゲージ登場 
自宅を担保にして銀行などの金融機関から借金をし、その借金を年金という形で受け取る。
年月と共に借金が増えていき、死亡時に自宅の評価額と同じになるように調整する。死亡
時に金融機関が契約者の自宅を引き取る。 
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マンション管理士の活用 1 

 マンション管理士は、管理組合等の相談に応じ
ることを業務とする者として唯一法的な位置付け
がされている者 

 
（マンション管理適正化法第2条第五号） 
・・・登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等
又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援
助を行うことを業務（他の法律においてその業務を行うことが制限され
ているものを除く。）とする者をいう。  
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マンション管理士の活用 2 

管理組合が外部コンサルタントに求めるもの 
 
 専門性 
 会計、法律、建物・設備 → 専門的な知識やノウハウ 
 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・透明性 
 区分所有者の公平性・透明性に配慮した運営 
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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（平成16年、23年改正）準拠   
  1.大規模修繕工事「過半数決議」で可能に 
           ***その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの*** 
  2.過半数決議による可否同数は「否決」に  ***従来は議長の決するところ*** 
  3.マンション管理における専門的知識を有する者の活用 
     ***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***    
     4.修繕等の履歴情報の整理及び管理  
     5.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  
     6.未納管理費の請求に関する規定 
         ***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できる *** 
  7.役員資格要件の緩和・・・非居住組合員も役員  
  8.理事会の権限明確化・・・共用部分の軽微変更および狭義の管理行為を理事 
    会の決議事項とする 
  9.財産の分別管理など  

理事会・委員会での審議検討 ／説明会・総会など  
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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  
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マンション管理士活用事例  ３ 

第三者管理者方式の活用による管理 
 管理者は一般的に理事長が区分所有者を代理、規約および総会決議にもとづきマンショ

ンの管理を執行 
 区分所有者以外の第三者（マンション管理士、管理会社等）を管理者とする第三者管理

者方式 

第三者管理者方式のメリット 
 1. 理事長や区分所有者の負担軽減（高齢化等によるなり手不足の解決 
 2. 予算、決算、会計・出納、事業計画、総会議案作成、総会招集等 
 3. マンションの資産価値保全（投資型マンションやリゾートマンション） 
 4. 管理費滞納の解決(理事長の負担軽減) 

課題 
 第三者管理者の業務遂行に対する監査等のチェック体制の強化など管理組合のガバナン

ス 
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マンション管理士活用事例  4 

 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 
 

セミナー、相談会   
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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45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/   
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