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２０１０年度 マンション勉強会（中国支部通算第１５回）

あなたのマンションは大丈夫ですか？
～無関心がダメにする貴方のマンション～

日時：平成２２年４月２５日（日）１３：３０～１４：５９

会場：サンポート高松 ５２会議室

コーディネータ：建物診断設計事業協同組合中国支部 支部長 黒瀬徳良

テーマ：「マンションの管理運営の仕組みを学ぶ」＋「大規模修繕のポイント」

主催：建物診断設計事業協同組合（建診協）中国支部

内容：

「マンションの管理運営の仕組みを学ぶ」

（少し遅刻しての参加で、最初の部分のメモがとれていません）

○分譲マンションのストック数

○マンション管理をめぐるトラブル

○マンション建設から購入までを考える

○マンションに暮らすルール

○マンションライフ４つの課題

①管理組合運営関係

②修繕関係

③管理組合と管理業者の管理委託関係

④設計に関する図書関係

○もう一度読んでみよう管理規約など

・マンションで暮らすルールがわかる。

・孤立している、情報が取り出せない。

・リタイヤして、専門家（建築家、弁護士など）の方がキーマンになって、「これはおかしい」と

アクションが起き始めている。

○マンションに迫る「２つの老い」

［ソフト面］ 居住者の高齢化

・役員のなり手不足。それをアウトソーシングする動きがあるが、そうすると管理会社に乗っ取

られてしまう。

・コミュニティの弱体化。若い時にマンションを買うと、「隣と話をしなくていいよね」と思って



２

いたでしょうが、議決権を行使するには話をしなければ、話を聞かなければならない。

・総会に出席することが大事。人の意見も聞かずに、書面議決で賛成でしょう。

・配水管の清掃。必要が有るか無いかの確認もなく、清掃しても無駄でしょ。清掃前後の写真も

ないでしょ。清掃の必要性も確認されていない。

［ハード面］ 建物の経年劣化

・管理会社は普通の管理だけでは儲からない。大規模修繕することで利益があがる、誰かが儲け

ている。

○２つの老いに対処するのは誰

・それは、管理組合。

・建築士といえども、マンション管理の専門家ではない。

・意志決定の主体は管理組合である。管理組合に思いがなければ、専門家も管理会社も建物保守

会社もお手伝いができない。

○マンションサポートの専門家（ソフト部門）

・「マンション管理士」 マンションの管理組合へのアドバイザーという役割。

・「管理業務主任者」 一定の管理会社には、一定の管理業務主任者の設置が義務づけられている。

・庶民、市民に目を向けない、業界の人、建築士ばかり。

・責任と報酬：管理規約の改正に５０万円、１ヶ月に１０万円、これだけのお金を出すと決断で

きる管理組合がない。

・我々で出来ると思う人が多く、「自前でやればええ」と、生半可の知識でやって、また問題を起

こす。

・しかし、マンション管理士はコーディネータ、コンサルであって、管理組合、住民の意思が大

事。

・マンションはプラットフォームであり、その上に機能を乗せていく。そのためには最低限のコ

ミュニケーションが必要。

Ｑ：行政はどうなの？

Ａ：行政にノウハウはない。香川は全国でもレベルが低い。香川は人口規模の割にマンショ

ン密度が高い。

Ｃ：横浜とかは管理士を派遣するという制度がある。四国地方整備局には窓口があるが、業

界指導だけ。

マンションは個人住宅、個人の財産。市役所、県庁は気がついていない。

市役所にはノウハウがないので、「建診協」を紹介する。

○マンションサポートの専門家（ハード部門）
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・１万平米を越えると数千万円～億円の大規模修繕となるので、疑惑がでてくる。管理組合会長

が訴訟されている。

・「挨拶に来い」は「お金を持ってこい」の意味。手みやげでは済まされない。

・建築士の仕事

建物の診断、設計、修繕工事、施工者選定補助、長期修繕計画の作成

マンション特有の管理形態を熟知していることも重要。

・現場主義

新築とは違う。使われ方、街路樹、駐車場、子供たちの遊び場、通勤通学路、工事車両や現場の

作業スペース、資材置き場、作業員の休憩場の調整なども欠かせない。

・作業員名簿を作れ。個人情報が入るので提出しなくていいから、事件が起きたときの調査、事

件の抑止となる。

○管理組合の構成

・役員は輪番制、１年で交代なので、なにもわからないうちに次に替わってしまう。

・理事であろうと、総会で決まっていないことは出来ない、執行できない。

・特別委員会と理事会が対立することがある。「諮問」と「答申」 嫌気をさして役員を辞めてし

まう人がでてくることがある。

・３千万円なんて大規模修繕ですから、総会の議決を経てでないと出来ない。

・理事会が管理会社などに乗っ取られると、総会の議案も操作されてしまう。マンションを乗っ

取られたのと同じ。

・無関心の理事ではなく、関心を持ち勉強をする理事が一人でもいれば・・・。

・細則は１／２以上の賛成で作成。 細則を作れば、そのルールを守らなければならなくなる、

制限となる。

・規約は３／４以上の賛成で改訂。

○役員（執行者）の役割

・総会は、総組合員で組織し、最高の意志決定機関である。

○特別委員会の役割

○管理組合の役割

・管理組合の努力義務

①管理組合は自らきちんと管理をしなければならない。

②区分所有者は、管理組合の一員としての役割を果たさなければならない。

このような、当然のことを法律で文章化している。

・マンションライフに４つの課題が存在する

①管理組合運営関係
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②修繕関係

③管理組合と管理業者の委託関係

④設計に関する図書関係

↓

無駄な出費・計画修繕が出来ない・マンションの劣化が進む・スラム化する・廃墟となる。

資産劣化・資産下落・不快適マンション・高齢者不適マンション

↓

スラム化は都市問題に発展する。

○資産価値を下げないマンション管理

○管理組合運営の大原則

・公平・公正・公開 → 役員への信頼

・情報の公開のためには、事前説明会の実施、総会・理事会の情報を賃貸借居住者まで広報する

といった努力が必要。これにかかる経費が惜しまない。

・役員と区分所有者の信頼関係がないと良いマンションにはならない。

１５：１０ー１５：２０ 休憩

○マンションの会計

・管理費会計 普通預金

・修繕積立金会計 定期預金

○管理費会計は小さく、積立金会計は太く

・「駐車場使用料は修繕積立金会計に入れろ」と言うのは国の指導。これを管理費会計に入れてい

る管理組合が多い。「だって、管理費の財源が足りないから」と管理会社は言う。でも、まずは

日常の管理費を縮減しろ！ ということ。

○マンションの管理に必要な費用

・毎月長期にわたり要する管理・保守費用・・・管理費会計 「ちりも積もれば山となる」

・第１回の総会は２人以上出席が有れば成り立ち、過半数で議決できてしまう。二人がマンショ

ン会社の入居者がいたら、操作できてしまう可能性がある。

○マンション管理費参考価格

○管理費に着目

・隠れた管理費に着目・・・・決算書に関心を

（１）委託管理費の内訳を知る
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（２）各費目の業務量と費用を検討する

（３）公共料金の無駄をチェックする

（４）各保守点検費の点検を行う

（５）分からないところは管理会社に説明を求める

（６）管理組合独自に見積を業者から徴収する

（７）業者情報を入手する・・・専門家の協力

↓

管理費の削減結果

↓

修繕積立金を充実

・管理会社が契約内容に無い提案を言ってきた時は気をつけろ！

（フロアから）

・管理会社を換えた。

・簡易水道なので残留塩素の検査が要るが、毎日検査の必要はない。前の管理会社は、毎日管

理人が検査をしているので作業は伴っているので請求してくる。管理会社を換えたら４百万

円安くなった（４９戸のマンション 管理費が１、１００万円規模）。

・５社の管理会社から前年度の決算書をもらい、価格比較を行い総会にかけた。

・管理会社を換えたが、管理人には替わってほしくなくその人を再度雇用してもらったが、総

管理費は安くなっても、管理人の手取りは増えたし保険も充実した。

・機会式駐車場費が管理費の７割を占めていた。

・点検会社との契約も、管理会社を通さず、直接点検業者と管理組合で契約した。

（フロアから）

・管理会社の元請けが下請けに出し、下請けが、孫受け（元請け）に出し、元請けは二重に手

数料を取っていた。

○５年ぐらいしてマンションにヒビが入った時、みなさんは建設会社や管理会社に文句を言う。マ

ンションを買ったデベロッパーに言わないといけない。しかし、管理会社はデベロッパーの子会

社、孫会社で、管理会社はデベロッパーに文句を言えない。

○管理会社への管理を委託する際の心得

その（１）管理組合は、マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識する

その（２）委託内容を十分に検討し、書面によって委託契約を締結する。

○管理委託契約書の構成

・管理会社と管理委託契約書に関心を持とう（重要事項説明書）
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・基幹業務・・・３項目 ← 再委託の禁止

その（１）管理組合の会計の収入及び支出の調定

その（２）出納

その（３）マンション（専用部分を除く）の維持又は修繕に関する企画又は実施の調定

長期修繕計画の作成、更新 「５年前の見直し」の記載のない契約書がある。

ポイント① 契約範囲の業務が管理会社の責任範囲である。

ポイント② 委託金額はどのマンションも一律で客観的な基準はない。

ポイント③ 未収金の取扱い

ポイント④ 契約期間と更改 自動更新は認められていない

ポイント⑤ 契約の解除 無条件で解約が出来るのかどうか

ポイント⑥ 委託費用とサービスの質は、脅威がないと改善がされない ← 競争の原理が

あるか

言うことを言わないと改善されない。 ← 説明会の場しかない。

○管理委託に関する法制度

・マンション管理会社は説明会の一週間前までに管理組合全員に、重要事項ならびに説明会の日

時・場所を書面で通知する。

・ただし今までの契約内容と同一条件で更新する場合は、説明会は開催しなくてもよいが、重要

事項記載書面の交付と理事長への説明は行わなければならない。

・委託契約更新の場合も重要事項を記載した書面を区分所有者全員に交付し、説明を行うべきで

ある。 ← しかし罰則規定がないので、交付されていない管理会社が多い。

○あとを絶たない管理会社の不祥事

・マンションの修繕積立金 横領防げ

・出来れば月に１度は理事会を開き、収支報告で示された残高が本当に残っているか、管理会社

に通帳を出させて確認した方がいい。コピーだと偽造のおそれがある。

・「収納代行方式」や「支払一任代行方式」の場合にトラブるが発生することが多い。

○財産の分別管理

○改正後の原則方式・収納代行方式・支払一任代行方式

・原則方式：

・収納代行方式：

・支払一任代行方式：

○管理状況チェック・リスト
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○自立した管理組合づくりの４か条

その１ 広報の発行をこまめに

その２ 役員任期は２年に

その３ 管理会社の管理状況を普段からチェック

その４ 理事会は居住者だけで開催

（フロアから）

・管理規約に「区分所有者の名義人でないと、理事になれない、議決権はない」と、内容物証

明郵便を突きつけられた。 ← みなさんの管理規約には「３親等まで」とか書かれている

か確認してみてください。

○良いマンションとは

～暮らす人にとって良いマンションについて考える～

・良いマンションは「良いマンションにしていく」といった能動的なものでは？ 実は「人」の

問題ではないのか？

・そのためには「孤立しないで情報交換を」 知恵と工夫とコミュニケーションが必要！？

・マンションは「経営」であると認識する！

・マンションの価値はその姿となって表れる。

・築年数が多くても中古市場で人気のあるマンションもある。

格言は生きている：「マンションを買うなら管理を買え！」

「大規模修繕のポイント」

○大規模修繕成功のポイント

・合意形成に始まり合意形成に終わる。

・公平、公正、公開の運営原則が求められる。

・一部の人による独善、独断、独走は混乱のもと。中途半端な知識は迷惑。

・大規模修繕は管理組合が行う事業です。管理会社や一部の人が行うものではない。区分所有者

全員の意志で行うものです。

・「住みながら行う工事」であるため、居住者の協力が不可欠。

・居住者の協力と区分居住者全員の意志の反映とするには、理事会や専門委員会の進行状況を随

時公開していくことが肝要で、広報が大切。

・事業には目的があります。大規模修繕の目的を検討して、明確にしましょう。

・事実を調べ、意見を集約し、討議・検討を行い、議決する。それらのことを記録に残し、区分

所有者等に公開していくということが成功への道でしょう。

↑

資料を作るには専門家であり、中立の立場でなければいけない。
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記録保存も大事。大規模修繕の資料は１０年保管。

・建設会社は不景気なので、何か仕事を作り出したい。施工会社に相談したら「やりましょう」

との返事になるのは当然。

・防水の保証期間が１０年で切れるので、全部やりかえましょうとの提案がった。しかし、まだ

きれい、劣化しているところだけの手直しにし、１／３の費用ですんだ。

○施工会社の選定方法が成功への鍵を握っている

・施工会社の選定にあたって不正の噂や不明瞭な決定と疑われる。公正、公平、公開の原則に従

って運営を行う以外にありません。

・また、全員一致とはなかなかいかない、最後は多数決ということになることが多く、だからこ

そ、手続きが重要になるわけです。

○パートナーを選ぶ

・管理組合以外の専門的な立場の人をパートナーとすることがほとんど。

・管理会社と設計事務所のような専門的な第三者。

・「パートナー選びは施工会社選定方法を選んでいる」という認識でしょう。

・特命随意契約方式 の場合には総会の議決を得ておくことを薦める。

○施工会社の選定方式

・入札方式：

・見積合わせ方式：同じものが出来ることを担保できるよう、書面で縛ることが必要。金抜き数

量表に単価だけを入れさせる。

・特命随意契約方式：

○管理会社活用方式による大規模修繕の留意点

・管理会社によっては技術面でのバラツキが大きい。

・随意契約になるために金額の妥当性をチェックしにくい。

・診断やコンサルタントの料金が不明瞭になることがある。

○設計監理方式による大規模修繕

・工事を行うときには、必ず「どこを」「どのように」行うのかを事前に決める必要があります。

○発注方式とパートナー

○調査診断と改修設計
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Ｑ：黒瀬さんのところに頼むと、お金はどういう風に決めるのか？

Ａ：話を聞かないと、コンサル料の見積書を出せない。診断はどうするの、業者の選定は手伝うの、

など、要望を聞いて見積書を作る。設備は、調査をしないと診断できないし、設計が必要になる

かも分からない。

調査・診断、設計、監理、長期修繕計画の策定、密度、内容によるので、内訳をちゃんと説明

してある。

管理組合の人は、そこに頼んで大丈夫か心配。

調査・診断と設計をわけるなんてナンセンス。人の調査結果で設計するなんて責任がとれない。

金の大小は中学生でも分かる。依頼して大丈夫かが不安。

１６：５９終了

６月６日（日）には、岡山県立図書館で１３：３０～１６：３０で勉強会が開催されます。

講演Ⅰ 実例報告「建物の劣化現象と大規模修繕」

建物診断設計事業協同組合中国支部 難波久嗣

講演Ⅱ 大規模修繕とコスト削減 建物診断設計事業協同組合 理事長 山口実

申込先：建診協・中国支部 0120-440-111


