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Ⅰ マンションに関する法律 
区分所有法 区分所有法は、共同住宅の管理などを扱う民法の特別法として、昭和

37年に制定 

区分所有法では共同住宅は、建物について専有部分と共用部分に区分 
されており、共用部分は管理組合が管理 

区分所有権の所有者は、当然に区分所有者の団体の組合員となる。 

集会と規約は、管理組合の管理に特に重要。 

義務違反者に対する措置が設けられている。 

マンション管
理適正化法 

国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、マンションの重要性が増大
していることを考えて、マンションにおける良好な居住環境の確保、マン
ションの管理の適正化を図ることを目的として、平成12年に制定 

マンション管理業者適正化を諮るため、登録制度や管理業務主任等の
措置を講じ、管理組合の適正な運営をサポートするために、マンション
管理士の資格を定めた。 

マンション建
替え円滑化法 

建築後３０年を経過したマンションが増加している状況を踏まえ、マン
ションの建て替えの手続きを規定。平成１５年制定 



〇区分所有法の重要なポイント 

専有部分 住戸とも呼ばれ、区分所有権の対象となる建物の部分であって、区分所
有者が居住し管理するもので、コンクリートの躯体部分を含んでいない。 

共用部分 コンクリートの躯体部分や共用の廊下など、専有部分以外の建物の部分
であって、管理組合が管理。 

区分所有
者の団体 

規約では管理組合と呼ばれ、敷地や共用部分の管理に関して、区分所有
者が全員でマンションの管理を行うための団体。 

集会 規約では総会と規定され、重要な案件について、多数決議により意思決
定。 

規約 マンションの「管理または使用に関する区分所有者相互間の事項」につい
て規定するものであり、法律の規定に反しない限り、総会の4分の3以上
の賛成で定める。 

義務違反
者に対す
る措置 

区分所有者や居住者に対し、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規定。 

滞納などの義務違反があって、管理組合にとって由々しき事態が生ずる
恐れがある場合には、この規定の活用を検討することができる。 



Ⅱ マンションの仕組み 
 １．マンションの管理 

マンションを良好に維持し高めるためには、管理組合の適切な運営が重要 
①居住実態に即した管理規約を保持していること 

②適切に理事会を運営すること 

③長期修繕計画の策定とこれに基く大規模修繕工事の実施 

④事故や自然災害等に対応できる体制を整えておくこと 

⑤居住者間のコミュニティの形成に努めること 

マンションの管理は、区分所有者が自らの責任で行っていくことが基本 

マンションの維持管理の主体は管理組合 

専有部分の管理 建物の共用部分と敷地の管理 

区分所有者が管理 管理組合が管理 

法律に基づき管理組合が管理権限 

（多数決の原理） 



２．管理組合 
・管理組合の重要事項は総会で議決 
・理事長は管理組合の要 
・理事会は規約事項の議決及び管理組合の重要事項を審議 
・監事は適切に行われているか監視 

総会 

理事長 
（管理者） 理事会 

担当理事 

監事 

担当理事 専門委員会 コンサルタント 

マンション管理士 

管理業者 専門業者 

（管理業務委託） （請負契約） 

管理組合の運営やマンションの管理に関し、 
管理組合の役員等の相談に応じ、 
管理組合の立場に立って助言等の業務 

区分所有者 区分所有法 



管理組合の機関の役割 
 総会 管理組合の最高意思決

定機関 
重要事項について理事による報告や提案等を行い、
区分所有者の質疑等を経て承認と議決すること 

理事長
理事会 

総会で議決された新年
度の活動計画及び予算
に基づいて適切に執行 

今年度の活動計画及び予算を具体化し、適切な時期
に業務を執行するとともに、管理会社の定期報告を
チェックすること 

居住者からの要望に対応するとともに、広報を発行し、
管理組合活動を報告すること 

今年度の運営を踏まえて次年度の活動計画（案）、
予算（案）、規約改正（案）などを作成し、次回の総会
にかけること 

管理組合は、理事会の運営にあたり、安定性、公正
性、自立性を確保していくため、管理規約に定めのな
い事項及び補足すべき事項を「細則」として定めるこ
とが望ましい。 

監事 管理組合の財産の状況、
理事の業務執行状況を
監査 

財産の状況又は業務の執行につき不正のあることを
発見したときは、理事会で指摘するとともに、これを
総会に報告すること 



３．総会 
総会の開催通知 
 

出席・欠席の確認書のほか、議案に係る議決権行使書及び委任
状を添付すること 

総会開催 事業活動報告や会計報告、監事の監査報告 

新年度の役員を選出 

新年度の事業計画案、予算案、規約改正 

総会終了後 早期に議事の内容について整理、確認し、議事録を作成すること 

総会議事録は整理・保管し、区分所有者または利害関係人からの、
書面による請求に対し随時閲覧できる状態にするなど、情報の透
明化、共有化を図ること 



４．理事会（運営のポイント） 
役員の職務等に係ること 
 ・役員の資格 
 ・役員候補者の選出方法 
 ・役員の任期と、管理運営の継続性を確保していくための措置 
 ・役員に欠員が生じた場合の措置 
 ・理事長の職務 
 ・理事の職務 

監事の理事会への関与 

管理費・修繕積立金などの収納等、会計状況の把握方法 

特定の課題への対応について専門委員会の設置と委員の選任の方法 

同様に専門家（マンション管理士・コンサルタント等）の活用の方法 

管理業者と管理の委託方法について協議 

専門業者への委託方法 

理事会の議事録の整理、保管、閲覧方法 

管理規約及び使用細則の周知方法 

維持管理に関する情報の整理及び区分所有者等への情報提供の方法 



Ⅲ 管理組合を適切に運営するためのポイント 

区分所有者全員（非居住者も含む）及び賃借人の名簿 

名簿の取り扱いに関する規定 

緊急連絡網 

１．区分所有者等の名簿の常備 

管理組合は、区分所有者等への平常時における連絡に加え、 
火事や地震等の自然災害など、緊急時の迅速な対応を行うため、 
次のものを備える。 



２．管理規約等 

標準管理規約（国土交通省作成）の改正などを踏まえ、当マンションの居住実態を踏
まえた管理規約とすること 

役員の選出や理事会の運営及び適正な資金管理の細則を設けること 

住まい方に関し、必要に応じ使用細則を設けること 

管理規約等の違反者への対応を定めておくこと 

マンション管理を巡る状況変化が生じた場合や不公平な規定の存在が明らかになっ
た場合等、必要に応じて規約を見直すこと 

管理規約、使用細則の改正理由等を時系列に整理し、常備しておくこと 

管理規約や使用細則が守られるよう、広報活動、コミュニティ活動などによる継続的
な取り組みを行うこと 

区分所有権の売買等に際し、不動産業者等から管理組合の活動内容等について情
報提供を求められた場合の対応を定めておくこと 

また、新たな居住者の管理組合への手続き及び管理組合が新たな居住者に説明す
る維持管理に関する事項を定めておくこと 

管理組合は、管理規約やこれに基づく使用細則が居住者の住まい方ルールとして守られ、 
マンションを取り巻く社会環境の変化等に対応するように見直しを行うことが大切 



３．出納・会計処理 

管理費の具体的な支出は、出納・会計に係る処理基準を基に、継続的・一貫して行
うこと 

修繕積立金等は、安全を第１に資金運用すること 

管理費・修繕積立金等の未収金が発生した場合には、放置せず適切に対応すること 

監事は財産状況の把握・監査すること 

１）管理組合は、 
適正な資金管理、公平な負担と使途の透明性を図ること 



委託管理① 

区分所
有者 

収納口
座 

保管口
座 

修繕積立金 

管理費 

修繕積立金 

管理事務に
要する費用 

①管理費・修繕積立金をまず収納口座に入れ、管理事務
に要する費用を支出して後、修繕積立金と管理費余剰金
を保管口座に入れる。 
 
収納口座から翌月末までに保管口座へ移し変える。 

２）財産の分別管理を行うことが必要 

管理費余剰金 

保管口座の印鑑は管理業者が管理することは禁止 

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 



委託管理② 

区分所有者 

収納口座 

保管口座 修繕積立金 

管理費 

管理費余剰金 

管理事務に要する費用 

②修繕積立金は保管口座に、管理費は収納口座に入れ、
管理事務に要する費用を支出した後、保管口座に入れる。 
収納口座から翌月末までに保管口座へ移し変える。 

自主管理 ③管理費・修繕積立金を収納・保管口座に入れる。 

区分所有者 収納・保管口座 

管理事務に要する費用 

修繕積立金 

管理費 



４．管理業者への委託等 

管理組合が管理業者と契約する場合は、
国土交通省が作成したマンション標準管
理委託契約書を参考とすること 

事前に記載内容等を確認し、従前との差異、
変更点、付記すべき事項を、管理委託業者
により、書面で整理のうえ、配布すること 

委託契約書には、管理委託業務の範囲を
できる限り具体的に明確化すること 

管理業者からの定期報告を受け、委託業
務の履行状況を確認すること。 
今後、新たな契約に当たって修正、改善が
必要な場合は、管理業者と協議すること 

管理委託契約に係る重要事項説明や委
託業務の履行状況を一定期間ごとに具体
的に区分所有者に報告すること 

事前に記載内容等を確認し、従前との差異、
変更点、付記すべき事項を、管理委託業者
により、書面で整理のうえ、配布すること 

管理委託契約書原本は、区分所有者等の
請求により、閲覧できる状態にしておくこと 



５．長期修繕計画・修繕積立金 

建物の形態、設備仕様の特性を踏
まえた長期修繕計画を策定すること 

長期修繕計画を作成し総会の議決 

劣化診断の結果を踏まえ長期修繕
計画を見直し、資金計画に合う修繕
積立金が妥当か否かを確認すること 

マンションは経年の劣化に対応するため大規模
修繕工事を実施する必要がある。 

建物や修繕の情報の整理・活用 修繕履歴書（工事記録簿）を作成・保管し、長期
修繕計画の見直しや実施に活用すること 

建築確認に係る図書、同検査済証、設計図（竣
工図）、工事数量内訳書、仕様書等を整理・保管
すること 

快適な居住環境及び資産の維持保全、住環境の保全のため、 
長期修繕計画やそれに基づく修繕積立金を建物・設備の実態に即したものとする。 



６．建物・設備に係る法定の点検及び修繕記録 

法定の点検等に係る対象設備、部位の一覧を用意し、周知を図ること 

対象となる法定の点検等の報告書またはその写しを保管し、随時閲覧でき
る状態にすること 

その他、修繕記録を保管し、長期修繕計画の作成に役立てること 

管理組合は、建物・設備に係る法定の点検等を円滑かつ適正に実施するため、 
次の事項について取り組むことが必要。 



７．住環境・防災 

バリアフリーの観点から共用部分の維持管理・点検の仕組みを整えること 

開発許可、開発指導に係る許可等の内容や条件をそん守した植栽、駐車・駐輪等
の外構の維持管理・点検を行うこと 

犯罪に遭いにくいマンションとしていくため、建物構造に合わせた管理体制の充実
等を図ること 

地震等による被災時等に必要となる設備機器等の維持管理・点検を継続的に行う
こと 

快適なマンション生活を維持していくためには、 
高齢者や子供などにも暮らしやすい共用空間、 
潤いや安らぎをもたらす緑などの住環境の管理、 
犯罪に対する安全性及び地震などの自然災害等の対応が重要であることから、 
管理組合は、次の事項について取り組む。 



管理組合は、快適で安全なマンション生活や円滑な管理組合運営を確保して
いくため、継続的に居住者間のコミュニティーの形成を図ること 

おわりに 

役員は、法律、管理規約、総会の議決に基づき区分所有者を代表してマンション
を管理・運営するものであるから、公正、公平、適正に行い、広報などにより透明
性を確保し居住者の声を反映すること 

マンションは、初期入居から30年、40年ともなると、建物の劣化だけでなく、年齢
構成も変化し高齢者が増加して新たな課題が生ずること 

また、マンションを巡る社会情勢の変化に対応し、法律や標準管理規約なども改
正されるので、これに対応していくことも必要であること 

問題が大きくなってから対応しようとしても、簡単にいかない場合が多いので、早
い段階から、将来を見据えて適切なマンション管理を目指していくこと 

８．居住者コミュニティー 
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