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マンション管理組合とは何だろう。

• 区分所有法第3条

「区分所有者は、全員で、建物並びにそ
の敷地及び附属施設の管理を行うための団
体を構成し、この法律の定めるところによ
り集会を開き、規約を定め、管理者を置く
ことができる。」 （一部抜粋）

 区分所有者＝団体構成員（強制加入）
 多数決の原理に従う ⇒ 集会の決議
 集会の決議は、管理組合の

最高の意思決定機関
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理事会と役員・理事会の役割

区分所有者全員 理事 監事 理事会

総会で選任

総会決議 事務に関する報告
総会決議事項の提案 理事長・副理事長

会計理事・理事

互選で役割分担
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一管理組合が管理する敷地及び共用部
分等（以下本条及び第４８条において
組合管理部分」という。）の保安、保
全、保守、清掃、消毒及びごみ処理

二組合管理部分の修繕

三長期修繕計画の作成又は変更に関す
る業務及び長期修繕計画書の管理

四建替え等に係る合意形成に必要とな
る事項の調査に関する業務

五適正化法第１０３条第１項に定める、
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

七共用部分等に係る火災保険、地震保
険その他の損害保険に関する業務

管理組合の業務（標準管理規約３２条）

八区分所有者が管理する専用使用部分
について管理組合が行うことが適当で
あると認められる管理行為

九敷地及び共用部分等の変更及び運営

十修繕積立金の運用

十一官公署、町内会等との渉外業務

十二マンション及び周辺の風紀、秩序
及び安全の維持、防災並びに居住環境
の維持及び向上に関する業務

十三広報及び連絡業務

十四管理組合の消滅時における残余財
産の清算

十五その他建物並びにその敷地及び附
属施設の管理に関する業務
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管理会社へ管理を委託する

•標準管理規約第33条

（業務の委託等）

管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業

者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に

委託し、又は請け負わせて執行することができる。
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区分所有者・管理組合と管理会社の関係

管理会社

物件担当者

管理スタッフ

管理員 清掃員

協力業者

管理業務を
委託

管理委託

契約

管理サービス
を提供

理事会のメンバーが入れ替わっても管理の継続性が担保される。
管理会社に委託することで役員の職務が軽減される。

管理組合

区分所有者全員で構成

総会で理事・監事を選任

理 事 監 事
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管理会社に業務委託しているマンション

分譲時に分譲会社が提示した管理会社

７３．１％

その後現在の管理会社に変更した

２０．9％

国土交通省平成30年度マンション総合調査より

基幹事務も含め全てを管理会社に委託している。
単棟型 77.2％ 団地型 63.2％

自主管理のマンション
単棟型 5％ 団地型 15.6％
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管理会社のタイプ別分類

独立系

特徴

特定のデベロッパーやゼネコンの系列に属
さない、ビルメンテナンスも手掛けるケー
スも多い。中小規模の会社が多い。

強み

リプレイス（管理会社変更）に力を入れている
ので管理委託費が低めな場合が多い。

留意点

中小規模の会社は管理員や営業スタッフの
マネジメント能力にばらつきが多いときが
ある。

デベロッパー系・ゼネコン系

特徴

マンションを分譲したデベロッパー

新築分譲はこのタイプが多い

強み

親会社の新規供給物件であれば管理会社
の経営が安定しているといわれている。

ゼネコン系は親会社からの技術系スタッ
フが多く建物や設備の知識が豊富といわ
れてる。

留意点

分譲時に管理費を設定するので割高にな
る場合がある。
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管理会社の業務

事務管理業務

管理員業務

清掃業務

建物・設備管理業務

業務委託契約に基づいて実施

適切なアドバイス

提案能力

技術力

会計力

法律の知識
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フロントマンと管理員の業務内容

管理員 フロントマン（物件担当者）

業務内容

• 総会・理事会の運営補助
• 居住者の要望、クレーム対応
• 巡回して建物・設備をチェック
 マンション内のトラブルの対応
など

 議事録素案の作成

• 管理員の指導

業務指示
管理状況の
確認

業務報告や

相談

業務内容
• 建物・設備の点検
• 清掃業務の管理
• 共用部分の鍵の管理と貸し出し
• 無断駐車の確認
• 引っ越し業者に対する指示
受付業務・点検業務・立合い業務
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管理会社への不満は？？

提案しない事

管理員に対する不満

会計が不明瞭
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定額管理費用の高騰の要因

•人手不足による、募集費・人件費の高騰
業務費用＝直接人件費（時給＋交通費＋社会保険料）

間接経費＝募集費用＋福利厚生費＋研修費用＋技術料

•働き方改革による、指定年次休暇制度

年５日の計画年休制度 ⇒ 代行管理員 代行清掃員の手配

高齢者の働き先の変化 ⇒ 高齢者の働き先の定番
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管理会社変更の検討

管理員・フロント（物件担当者）の不満
理事会の決議を経て、担当者変更を書面で管理会社へ申し入れる。

管理委託費が適正なのか
同業他社から相見積を取る

管理会社の撤退
管理会社の撤退の前兆があったらすぐに新管理会社を探す

管理会社の変更は余裕をもって
少なくても半年以上 13



管理会社による第三者管理の留意点

利益相反の防止
【標準管理規約第３７条の２コメント抜粋】

『役員が、利益相反取引（直接取引又は間接取引）を行おうとする場合
に は、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなけれ
ばなら ないことを定めるものである。』

管理会社による第三者管理の場合は理事会が設置されていない場合が多
いので、それに代わるものとして総会の承認が必要と考えられます。

監事の役割 監事は管理者の職務の執行を監査します。

収納口座通帳不発行の場合
銀行取引明細書の提出を求める。
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管理会社変更の留意点

• 管理会社を変更しても、住みやすくなる保証はない。
組合員・居住者の意識を変えることも大切

• 管理会社の変更は慎重に行うこと。
アンケート・説明会を何回も行い、丁寧な管理組合運営を

心掛ける

• 居住者が分裂してしまうことも多い。
一部の声の大きい人だけの意見ではないのか。

現行の管理会社を必ず
加えて候補会社とする。
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総会開催日を新会計年度開始後3ヶ月以内に開催
最近のトレンド

２ヶ月以内から３か月以内に変更するメリット・デメリット

メリット

•総会の準備に余裕ができる。

•会計監査・業務監査の時間の不足が解消できる。

デメリット

会計年度開始後の経費の支出できる制限の期間が多くなる。
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月次会計報告

資産の部 負債・余剰金の部

科目 金額 摘要 科目 金額 摘
要

普通預金
○〇銀行
前払い金
保険料
未収金
管理費
ー

〇円

〇円

〇円
ー

仮受金

前受け金

預かり金
ー

●円

●円

●円
ー

貸借対照表

科目名 予算 実績

収入
管理費
駐車場
駐輪場

○○円 〇〇円

収入合計 ○○円 ○○円

支出
管理委託費
電気料金

○○円
○○円

○○円
○○円

収支報告書

滞納の確認 収支報告書では確認できません。

滞納の確認 ここで確認 17



銀行口座整理の必要性

ペイオフ対策 上限１千万円の定期預金

定期預金の金利より、残高証明書の手数料の方が多い

逆ザヤ現象“”
す・まいる債 or 決済用預金

修繕積立金会計 保管口座

管理費会計 収納口座・保管口座

管理費会計と修繕積立金会計の保管口座は別々が望ましい。
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専用使用権のある共用部分

窓枠・窓ガラス・玄関扉・バルコニー・集合ポスト

不具合の補修の費用負担

通常の使用に伴うものについて・・・
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共用部分と専有部分の配管の一体的な更新
専有部分の工事費用も修繕積立金から支出が可能に

20

⑦第２項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の 清掃等に
要する費用については、第２７条第三号の「共用設備の保 守維持費」として
管理費を充当することが可能であるが、配管の取 替え等に要する費用のうち
専有部分に係るものについては、各区分 所有者が実費に応じて負担すべきも
のである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に
行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減され
る場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場
合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替え について
記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定する
とともに、先行して工事を行った区分所有者へ の補償の有無等についても十
分留意することが必要である。

標 準 管 理 規 約 ２ １ 条 関 係 コ メ ン ト



規約変更と修繕積立金の見直しが必要

配管の一体的な更新の規約変更



管理会社の見極め方

事業者の過去の行政処分歴を検索することができるサイトです。

国土交通省ネガティブ情報
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管理会社と信頼関係の構築

管理組合・居住者とフロントマン・管理員との良い関係が良いサービスにつながる

● 過剰な要求

「お客様だから・・・」 「サービス業なんだから・・・」

● 気持ち良く働いてもらう

居住者は、日頃から管理員に感謝やねぎらいの言葉をかけるなど

気持ち良く働いてもらえるように心がけることが大切です。

• 信頼関係が構築できると

風通しの良い関係になり、良い提案がしやすくなり住みやすい居住価

値の高いマンションに・・・
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管理会社の詳細を知りたいときは

マンション管理業協会

会員一覧
財務状況 従業員数 管理棟数 経常利益 総売り上げ マンション管理士の数
一級建築士の数 主要株主 管理実績 資本金 設立年月日 等

客観的な状況が把握できます。

３６５社の管理会社の情報を得ることができます。
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管理会社に関する
管理組合の相談窓口

マンション管理適正化法で指定された団体

公益財団法人 マンション管理センター

相談窓口 03-3222-1517（管理運営 ）03-3222-1519（技術的相談）

一般社団法人 マンション管理業協会

相談窓口 TEL 050-3733-8982 FAX 03-3500-2722（管理会社を指導す
る。）

マンション管理業者の営む業務に関する管理組合等からの苦情解決のお申
し出を受け付けています。

国土交通省関東地方整備局

電話：048（601）3151 （管理会社を指導する。）
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フロント業務担当者のやりがい
出典：マンション管理業協会

やりがいはフロントを動かす原動力

集計人数2,500人 （複数回答）

 理事会役員に信頼されていると感じるとき

 理事会役員や居住者から褒められたとき

 理事会と協力して管理上の課題に取り組み円満に
解決した時

 上司や同僚にフロントとしての実力を認められたとき

 理事会や居住者の信頼を回復できたとき

８７．８％
７２．５％

６５．６％
５５．７％
５２．２％
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これまでに受けた対応に苦慮した案件
出典：マンション管理業協会

集計人数2,295人 （複数回答）

 騒音問題における音の確認等、契約業務に含まれない
立ち合いの要求 70.0％

 長時間（4時間以上）にわたる理事会への出席 60.9％
 深夜・休日に及ぶ理事会役員や居住者からの頻繁な
電話への対応 60.1％

 総会・理事会における罵声・怒声による威圧 57.4％
 深夜10時以降に及ぶ理事会への出席 55.7％
 理事会役員や居住者からの屈辱的な発言 53.3％
 理事会役員からの休日や時間外の突然の呼び出し 45.1％
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大規模修繕工事等の見積書の精査

住まいるダイヤル

公益財団法人
住宅リフォーム紛争処理センター
電話相談窓口0570-016-100

住まいるダイヤル
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業者を理事会で選定する

建物関係

町田市の建築士をご案内いただけます。

給排水設備等の修繕に関する工事業者ご案内いただけます。

水回り関係

東京管工事工業協同組合

総合設備メンテナンスセンター

電話 0120-850-195
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デジタルトランスフォーメーション

管理会社の取り組み

管理組合運営サポート

•非対面での理事会・総会

•ＩＴによる重要事項説明会

•議決権の電子投票

居住者サポート

•書面手続きをペーパーレス化

•各種契約の電子化

•議事録の閲覧機能

•掲示板機能

•アプリでアンケートの実施
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設備の不具合をリアルタイムで確認する

管理員が不具合箇所を発見 写メ・動画で指示を受ける 役員に報告
迅速な対応が可能に！！ 31



システムと連動したアプリの使用のメリット

 集会室・地域の公民館の予約がいらない

 自宅や出張先、どこからでも理事会・総会に出席できる

 会場費用、資料の印刷費用、発送の手間、郵送費用の節約できる

 自宅でパソコン、タブレットで総会・理事会議事録の閲覧ができる

 点検・清掃の日程の確認、通知がいつでもどこでも可能に

 理事会のアンケート調査の実施が容易、集計も簡単

 引継ぎによる運営スピードが上がり、スムーズな理事会運営が可能に

DXはデジタル技術を用いて管理組合運営を変革することを目指します
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地域一番のマンションを目指して

自分の財産は、自分で守るそれが基本です。

マンション管理には、時間や労力だけではなく法律や専門知識が必要
です。

管理会社のサービスに100％お任せではなく、あなたも
そのサービスの一翼を担う気持ちでマンションに住み
続けることが大切です。
マンションは【住人十色】色々な価値観の人が住んでいます。

そのお一人、お一人がマンション管理に高い意識をもって生活するこ
とが資産価値・居住価値を高めてゆきます。
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