
管理組合の役割と管理委託 
 
ニュース報道されたマンション問題と 
管理組合の対応など 

（一社）静岡県マンション管理士会 
マンション管理士 小泉健司 



マンション 

 昭和40年代からマンションが増え、 
  高度成長・バブル期を経て 
  ライフスタイルの手軽さ・自由度より 
  仮の住まいから終の棲家へ 
 
 分譲時、躯体・設備は新品 
  居住者は４０代前後の現役ファミリーが中心 
  区分所有者は、気力体力共に余裕あり 
                  ⇒ コミュニティも形成しやすい 
 管理組合内の紛争の原因 
   多様な価値観の人が、同じ屋根の下に住むことから 
   人間関係の対立、感情のこじれからトラブルに 



 マンションの高年齢化 

 居住する人の高年齢化 
 建物・設備の老朽化 
 
平成２６年           全国           静岡県 
   マンション化率12.08％（6,638千戸）  5.92％ （88千戸） 
   8.3世帯に1世帯がマンション住まい  16.9世帯に１世帯 
                          （東京カンテイ調べ） 
 
 
 
                           （国土交通省HP) 



H25年度 マンション総合調査結果  
 居住の状況         （国土交通省） 
 居住の状況 
  60歳代、70歳代以上の割合が増加、50歳代以下は減少 
   40歳台以下 35.6％ ⇒ 26.8％ 
   60歳代以上 39.4％ ⇒ 50.1％ 
 永住意識 
   永住するつもり   52.4％ 
   いずれは住替える 17.6％ 
 マンション選定時 
  入居後の共用部分の維持管理に 
   考慮した     34.7％ ⇒ 46.7％ 
   考慮しなかった 46.5％ ⇒ 37.3％ 
       
 

70歳代, 16.5 

60歳代, 31.1 

50歳代, 22.8 

40歳台, 18.9 

その他, 10.7 



H25年度 マンション総合調査結果  
 管理事務の委託      （国土交通省） 
 管理委託 
   基幹事務全部を管理会社に委託       72.9％ 
   管理組合が全ての管理を行う           6.3％ 
 満足度 
   非常に満足している              24.2％ 
   やや満足している                36.9％ 
   ＜理由＞ マンション管理業者がよい  55.7％ 
          管理員がよい         39.8％ 
          管理組合役員が熱心     39.3％ 
   ＜不満の理由＞  
     一部の居住者の協力が得られない  50.7％ 
      管理組合役員が不慣れ            28.3％ 
     マンション管理業者がよくない      21.0％ 
      
 



管理組合内での一般的問題 
       （人・カネ・ルール・物） 
 人 ： 管理の担い手 
       高齢化により輪番制が機能しなくなり、総会・理事会の運営が困難 
       役員のなり手不足から、日常管理、大規模修繕が行われない 
 カネ： 修繕積立金の不足 
       販売時の初期設定が低い 
       一時金徴収、値上げについての合意形成が難しい 
 ルール：区分所有者の総意を決めるための制度・環境が不足 
       標準管理規約、及び修繕積立金について国交省の 
       ガイドラインとの比較 
 物 ： 上記が不十分だと、著しい劣化を招く 
       マンションの将来を決めることができない状態に陥る 
 



管理会社は何をしてくれる 
 現在の管理に満足していますか？          ＜ホームページ・パンフレットより＞ 
 おまかせください  快適・安心マンション管理 
 
   管理費等の管理・・・・・・・会計ソフトにより月次報告・決算・滞納督促 
   建物・設備の維持管理・・スケジュール管理、点検業者との連携（２４時間対応も） 
   管理運営・・・・・・・・・総会・理事会対応（議案書・議事録の素案作成） 
                各種トラブル対応、連絡業務など 
   管理規約・長期修繕計画作成、コンシェルジュサービス、防災訓練対応等 
         ・・・・・・・・・・・豊富な経験に基づき作成、心を込めて対応 
                                       （別途費用の場合も） 
   管理員業務・清掃業務 
   その他   関連業務をPR 
          受託実績、ランキング、委託管理費の値下げ 
 
   ※ 担当者の質により満足度は大きく変わる 
 
    



管理組合と管理会社の問題 

 管理会社任せの管理運営 
 業務の範囲とレベルについての意識の相違 
    管理組合から要求していることは管理委託契約にあるか 
    なんでも管理ではない  （大規模修繕は管理委託契約とは別） 
    管理会社により、マンション管理への意識は大きく違う 
 会社だけでなく、担当者によりサービス内容・質が大きく変わる 
    専門的知識の欠如、提案力の有無、対応のスピード 
    コミュニケーション能力 
 管理委託費は適正か 
    サービス内容、他社との比較、提案力 



マンション標準管理委託契約書 
 管理対象部分  
 管理事務の内容及び実施方法 
   事務管理業務   管理員業務   清掃業務   建物・設備管理業務 
   第三者への委託、善管注意義務 
 費用の負担・支払方法 
 緊急時の業務 
 管理事務の報告 
 管理費等滞納者に対する督促 
 有害行為の中止要求       
 通知義務 
 その他    専有部分への立入り   管理規約の提供等（売買時） 
              守秘義務   免責事項   契約の解除・更新   誠実義務   合意管轄裁判所 
 
  別表  ：  基幹事務（会計、出納、維持修繕に関する企画又は実施の調整） 
           基幹事務以外の事務管理業務 
           （理事会・総会支援、各種点検・検査、図書の保管など） 
           管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務 

ポイントは 
重要事項説明書に 



管理業界には 
  多業種から参入 

管理業務委託 
    全部委託   ７２．９％ 
    自主管理    ６．３ ％ 
     
 
  業種的には建設（ゼネコン） 
  不動産・ビルメンテナンス業 
   からの参入が多い 
  派生ビジネスでは更に多くの 
  業態からの参入がある 

不動産 

建設 

マンション
管理業界 

ビルメン 

独立系 

保険 

造園 
その他 



いい会社 悪い会社 
管理会社が良ければ、いい管理ができる 
⇒ 管理組合が良ければ、管理会社もそれに倣う 
 
 マンション管理の基本をよく理解する 
   マンション管理適正化の指針、マンション管理標準指針 
   管理規約・使用細則、区分所有法ほか各種法令 
 
 リプレース（管理会社変更）は慎重に！ 
 相談会からは、両者のコミュニケーション不足 
 意識の相違を原因とするトラブルが多い 
 
 管理組合への支援は管理会社だけではない 



管理会社選びのチェックポイント 

 国土交通省への管理業者登録 
 適正な事務管理体制・・・会社のバックアップ体制 
 マンション管理専用ソフトの活用 
 担当者の質・・・・管理業務主任者資格ほか専門知識と経験、提案力 
             コミュニケーション能力（報告・連絡・相談）、スピード 
 トラブル対応能力 
 重要事項説明、管理事務報告、会計報告 
 委託金額は適正か 
 会社の安定度・・・決算書は備え付け閲覧可能 
 委託契約書は、「マンション標準管理委託契約書」に準拠 
 その他・・・管理会社に出向いて見る 
         （雰囲気、整理状況、風評、体制など） 



ニュースにみるマンション問題と 
   管理組合の対応 
最近のニュース 
  マンション基礎杭             「マンション建替え法」の改正 
  マンションと民泊              しかし、建替えはあまり進まない 
  高齢化と空室化 
 
これまでのニュース 
  姉歯事件 
  管理費等の遣込み事件 
  東日本大震災・阪神淡路大震災 
  マンション火災 
  マンション外壁・看板落下事故 
  マンション殺人事件・飛び降り自殺  
                      など 

その他よくあるトラブル 
 

音・ペット・駐車場 
マナー・ルールを守らない 

管理委託契約 
暴力団関係者 



マンション傾斜問題と管理組合の対応 
横浜のマンション傾斜問題 
 基礎杭の施工不備がクローズアップされ、その責任が問われているが 
 
＜背景に注目＞ 
  厳しい工期 
 ディベロッパーは、土地仕入れから建設・販売まで、借入金の関係より早期 
 回収を図る 
 このため、出来るだけ工期の短い工法を採用し日程を組む 
 アクシデントは許されず、契約解除・違約金支払いは重大な問題に 
 マンションの「質」は軽視されたかも 
 マンション購入者も「工期」には無関心・・・形式だけの竣工検査か 
  仮仕上げ、コンクリートの養生期間、アフターサービス、半年～２年の点検  
  新学期、不具合箇所の修理 
 買う側と売る側の思いが連動している・・・おカネと時間に縛られている 
 



＜管理組合の対応＞ 
 情報収集 
   不具合箇所の情報を管理組合で集め、その後の進捗状況を把握 
   ディベロッパーからの引渡書類の整理・・・適正化法施行規則１０２条  
    設計図書 ： 付近見取図  配置図  仕様書（仕上げ表を含む。） 各階平面図    
                二面以上の立面図  断面図又は矩計図  基礎伏図  各階床伏図 
                小屋伏図  構造詳細図  構造計算書 
     ※ 区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管している 

 その他管理組合が保管すべき書類の整理 
     総会・理事会資料、会計資料、工事報告書、長期修繕計画書、入居時パンフレット 
     近隣との協定書、販売時の容認事項その他 

 適正な管理運営 
    マンション管理標準指針、標準管理規約に準拠 

 コミュニティの形成と情報の共有 



マンションと民泊 
高齢化と空室化・賃貸化 
 急増する外国人宿泊客ら向けに、マンションや民家の空き家などを提供する

「民泊」をめぐり各地で問題 
   従来の管理規約に規程はなく、扱いは難しい 
    旅館業法違反（無許可営業）の疑い（京都） 
    東京オリンピックを控え、国家戦略特区で外国人観光客の宿泊先確保を目指し、 
    マンションの空き室などを活用する「民泊」への規制緩和を打ち出している。 
    衛生面や防火対策、営業形態などの課題が指摘されている 
 ⇒  法的整備に注目 
 
 
 高齢化と空室化・賃貸化 
   マンション居住者の半数は６０歳以上、５０歳以上とすれば７２％ 
   人口減少待ったなし 夫婦世帯のピークは２０２０年、以後は単独世帯 
   特に１９８０年以前のマンションでは、耐震性不足、管理組合のルール 
   が不十分、経年劣化、時代遅れ、管理の担い手なし 
   管理に無関心な非居住者 
 ⇒  第三者管理も 
  



マンションを支援する組織 

マンション 
 

管理組合 
マンション 
管理士 

管理会社      

指導・助言 

管理委託 

管理・情報開示 

チェック 
折衝 

国土交通省  

地方公共団体 

        情報･資料の提供 

マンション管理適正化 
  の方針作成 

マンション管理センター マンション 
管理業協会 

管理業務 
主任者 

分譲業者 

業者B 

業者C 

業者A 

竣工図書の引渡し 

指導監督 

マンション管理士会 

相談・活用 

業者Ｄ 

業者Ｅ 

その他専門家 

マンション管理適正化法 



それぞれの役割 
「マンション管理の適正化に関する指針」 より抜粋       平成１３年 
 
１．基本的方向 
 マンション管理の主体は、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。 
 
２．管理組合が留意すべき基本的事項 
①管理組合の運営 ②管理規約 ③共用部分の範囲及び管理費用の明確化 ④管理組合
の経理 ⑤長期修繕計画の策定及び見直し ⑥その他 団地・複合用途型での連携 
 

３．区分所有者等が留意すべき基本的事項 
 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。 



４．管理委託に関する基本的事項 
 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。 

 管理委託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共に、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努める必要がある。 

 管理委託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共に、
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。 

 

５．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情報提供に努める必要がある。 

 

６．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 
 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、その充実を図ると共に、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。 



備えあれば憂いなし 
管理組合の保存書類 
   マスター書類 
      管理規約・竣工図書・各種設備取扱説明書ほか各種契約書 
      大規模修繕工事報告書・販売時パンフレット等 
   年度毎の管理事務ファイル 
      総会・理事会資料・管理事務報告・保守点検資料・工事資料   
   緊急時対応マニュアル・入居のしおり・重要鍵 
 
名簿整理 
   居住者のみならず 
   販売会社・施工会社・下請け会社 
   管理会社・保守点検会社・工事会社  

繰り返しに
なりますが 



コミュニティの形成が基本 
「マンション管理適正化指針」 改正案のポイント 
・管理組合によるコミュニティ形成の取組み推奨 
 管理組合と自治会の違いによる支出等の適切なしゅん別 
・外部専門家活用における監視・監督強化等措置、工事発注等のルール 
 の整備 
 

「マンション標準管理規約」 改正案のポイント 
・管理組合の定義の明確化 
・専有部分リフォームにおける理事長承認が必要な工事の明確化 
・暴力団員排除条項新設 
・保存行為の明確化                      ・利益相反行為取引防止条項新設 
・窓ガラス等改良工事の手続き明確化           ・理事長の定期報告義務の明文化 
・災害時等における理事長の立ち入り権限        ・監事の義務・権限強化 
・コミュニティー条項削除および許容範囲のコミュニティ活動  
・外部専門家の理事選任条項新設             ・代理人の議決権行使の明文化 
                                                      など 



管理組合支援ネットワーク構想 
（仮称：マンションライフ・ネットワークしずおか） 

サテライト 
オフィス 
交流ひろば 

行政 

運営委員会 
事務局 

イベント 

交流会 

広報活動 

セミナー 

相談会 

専門家派遣 

ネットワーク 
しずおか 

支援 団体・企業 
  

マンションは単なる私有財産ではなく、 
地域・社会を構成する社会資産でもある 



    ご清聴ありがとうございました 
 

一般社団法人 静岡県マンション管理士会 
中部連絡事務所 
〒420-0031 
静岡市葵区呉服町２丁目１－１５青葉ビル４F 
TEL・FAX 054-272-4211 
 
東部連絡事務所（伊東） TEL 0557-33-1280 
西部連絡事務所（浜松） TEL 053-472-1370 
 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   http://shizu-mankan.xsrv.jp/ 
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