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<状況②：三つの劣化>

第 84 回交流会を開催

① 管理会社の人材不足

―管理委託契約の動向と対応・
なんでも相談会―

② 管理会社の業務収支の悪化
③ マンション管理組合の 2 つの老い
管理会社は法を遵守しながら、収益や優秀な人材

2 月 29 日(土)に枚方市市民会館第 6 集会室にて、今年
最初の定例交流会を開催しました。新型ウイルスの影
響を考え、半期の会計報告と第 1 部の後は自由とし、お
試し参加の 2 管理組合を含め 34 名の参加でした。

の確保をめざしますが、少子高齢化、さらに委託費
は何年も上がらず業務収支が悪化する中、社員の確
保が徐々に困難となり、管理員や清掃員は最低賃金
に近い状態が続く。そして、契約先の管理組合は建

【第 1 部】管理委託契約の動向と対応

物や居住者の老いが生じ、管理組合の資金不足や役

枚管連の事業運営に協力を頂いている(一社)大阪
府マンション管理士会の長尾会長を講師にお呼びし、
近年、枚管連の会員の中でも起きている管理会社か
らの管理委託契約の解除が生じるようになった背景
について、管理組合として理解しておくべき委託管
理契約のおさらいを含め説明を受けました。また、
複数の管理会社に対して枚管連が行ったヒアリング
の結果を併せて報告しました。

【管理組合と管理会社の関係に生じた変化】
数年前までは管理会社を選び直す検討により、業
務の質の向上、委託費削減を進めて来れましたが、
形勢の逆転が生じ、管理会社も管理組合を選ぶ時代
が来ています。
改めて、管理組合と管理会社の契約上の関係、そ
れぞれの果たすべき役割と義務について、委託契約
書に立ち戻り確認する必要があります。
<状況①：法の枠組の定着>
「マンション管理適正化法」(H13 施行)では、管理
会社について、登録の義務化、国による指示･業務停
止命令、登録取消･罰則等の規定が定められました。
管理委託契約についても、新規契約や更新時の重要
事項の説明が義務付けられ、契約の自動更新はでき
ないといった管理会社の業務への法令の枠組が、法
施行 10 数年を経て定着しています。

員のなり手不足といった状況から、正常な契約の執
行に支障が生じるケースも出てきました。
大規模修繕が資金不足で十分にできない、漏水や
安全性確保に支障が出る、資産価値が落ち空家が増
える、管理組合の運営が困難になる、そのマンショ
ンを知悉した管理会社が撤退する等の悪循環の中、
最悪、スラム化していくこととなります。

【管理組合に求められる対応】
そのような管理不全な限界マンションの公費解体
の事例も全国では出ていますが、適正な管理を行う
ため管理組合が留意すべき指針として、法に基づく
「マンション管理の適正化に関する指針」(H13)も併
せて定められています。
マンションの管理の主体は管理組合である。専門
家の支援も得ながら管理規約の作成、長期修繕計画
による資金計画の見直し等。区分所有者は管理運営
に全員で参加する。規約や総会決定事項の遵守、意
思表示を行い、その意見等を反映するための透明な
運営を行う、ということになります。
管理会社の適正度チェック、管理組合運営の自己
チェックについては配布資料を活用ください。
<管理会社との問題が生じたとき>
マンション管理適正化推進センター（具体にはマ
ンション管理センター）
、マンション管理業協会、と
いった相談先も設置されており活用できます。
<管理委託契約書のチェックについて>
構成が国の「マンション標準管理委託契約書」に
沿っているか。また、当マンションの実態を見て、
管理運営上必要な項目か、他の有利な方法はないか
等を、項目毎に確認するのが基本となります。
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社への直接契約に変更したり、修繕工事費の見積を

管理業務委託費について
➢

2020 年 3 月 25 日

自分達で相見積し適正化を要求するようになると、

管理組合により委託契約内容は異なる

収益が減ってしまい、事務管理費の増額要請や、契

今回、
「管理委託費の値上げ要請が管理会社からあ

約の更新辞退も生じます。事務管理業務費を適正に

るが、その金額が適正なものか判らない」との質問

支払うことによりその他の費用を割高にすることの

がありましたが、管理組合によって委託内容や求め

抑制や、交渉も可能です。

るレベルが異なるため、一般的な比較はできません。

その他の費用の点検を行い、割高になっていない場

標準管理委託契約の基本的な委託内容

合は、マンションの管理状況にもよりますが、少なく

① 事務管理業務

とも小規模マンションで事務管理業務費が月額７～８

・会計、出納（管理費･修繕積立金の徴収や各種

万円だと、その管理会社はギリギリの低価格で契約し

諸費用の支払）

ていると認識し、値上げ要請があった場合は、その内

・維持又は修繕の企画又は調整（点検、検査に基づ

容を精査して交渉に応じることが大切です。

く助言、検査書類等の届出、図書等の保管）
・理事会･総会の支援業務

【管理会社へのヒアリング結果】

② 管理員業務（管理員への報酬）

管理会社が委託管理契約の辞退(解除)を申し出る

③ 清掃業務（日常の清掃業務への報酬）、

要因の一番は「採算が取れない」ではなく、
「管理組

④ 建物・設備管理業務（設備の管理に関する定額

合の要求・注文が不合理」が大きく上回っていたと

報酬）

いうマンション管理新聞(2020.1.5)の調査結果や、枚

上記の契約以外に、エレベーターや機械式駐車場

管連にも、近年は管理会社からの相談が入るように

の点検等を委託契約に含めている場合は、それぞれ

なったことを受け、管理会社複数社にヒアリングを

の委託仕様書の精査、相見積等による契約金額の確

実施しました。
調査結果は、一部管理組合側にも原因があると考

認が必要となります。

えられ、双方のコミュニケーションの欠如も感じら

総じて、管理会社や各専門事業者へのヒアリング

れる内容でした（交流会資料をご確認下さい）。

と、枚管連での類似事例の情報交換などから、自分
のマンションについて妥当な範囲での契約金額かど

管理会社は、管理運営の基幹業務を委託する、管

うかを判断することとなります。
（検討にあたり、ご相談がありましたら枚管連が協
力させていただきます。)

理組合にとっては重要な協力業者です。言いなりに
なるのでも無理を押しつけるのでもなく、適正化指
針と委託管理契約を守った管理運営を行う「選ばれ
る管理組合」となるために、私達にも改善する点は

<事務管理業務費の考え方>
➢

ないか、今いちど振り返りましょう。

事務管理業務費が低すぎる場合は危険
➢

契約の①「事務管理業務費」は、戸数の多い少な

設備点検結果報告書を確認しましょう

いに係らず、基本的な業務は同じで、基礎費用は支

管理組合には様々な設備があり、法令又は契約に

払わなくてはなりません（例えば大きなマンション

基づく点検の結果報告書が提出されます。報告書の

でも小さなマンションでも、理事会に出席する業務

内容が専門的なため、分かりづらい場合はフロント

は同じです）。また、業務の直接的な経費だけでは

や点検作業担当者等に説明を依頼し、必ず一度は納

なく、管理会社としての業務の一般管理費や、社員

得のいくまで確認し、その実施を記録しましょう。

給与等の諸経費も①～④のいずれかに含まれていま

会員の中には報告書を確認しておらず、不具合を長

す（含まれ方は見積書により違いがあります）。

年見過ごし、結果高額な修理が発生したところもあ

事務管理業務は管理会社がもっぱら担当する業務

ります。また、事業者の中には、管理組合や管理会

ですが、この費用を安く設定している場合、修繕工

社の立会がないため、点検をほとんど行わず形式的

事費用の極端な上乗せ、エレベーター等の設備点検

にコピー、貼り付け等で作成している事例もありま

費の高額設定、大規模修繕工事費用で回収する等、

す。
役員による設備点検・建物巡回を年に 1 度は実施

結果、安く見えた委託費の不足を別で賄っているこ

し、不具合を感じた場合や報告があった場合、いくつ

とになります。

かの業者に確認を依頼し意見を聞きましょう。

この状況で、管理組合が設備点検を設備メンテ会
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テッカー」を発行している。

【第 2 部】なんでも相談･意見交換会

この春を目途に、住宅･不動産情報サイト

コーヒーブレイクをはさみ、事前に記入いただいた

LIFULL HOME'S(ホームズ)のマンション情報サ

相談内容について参加者や講師、役員が対応しました。
①

イトで、管理組合の了解を得て、S 評価、A 評価が

シーリングの軟化について。築 7 年目で軟化が

記載される予定。

見つかり、見えるところは無償修理を実施。今後
の費用負担についての合意ができていない。
答

事業報告[長期修繕計画 個別相談会]

シーリングについては経年劣化か製品欠陥か、
保証期間の問題もあり、法的な対応が必要な場合

昨年秋に、長期修繕計画の相談会の募集をお知ら

もある。枚管連でも情報を整理中。
①

せしました。長期修繕計画の作成･見直しは、管理組

大規模修繕工事についてフルスペックの修理は

合が管理委託契約とは別個に行いますが、今回、枚

必要か。共通の見積書は必要か。
答

2020 年 3 月 25 日

管連は 4 管理組合へその事前の相談として、賛助会

可能な施工部位という意味ならば、足場が必用

員のコンサルタント会社を派遣し、管理組合との個

な項目は併せて実施した方が良い。見積書は共通

別相談を行いました。

でないと内容を比較するのが難しい。
② 管理委託契約の解除問題は公正取引委員会マター？

◼

答

契約に則った解除であれば問題とはできない。

「長期修繕計画の修正するべき点等教えてもらっ

④

総会が新型ウィルスにより開催中止となり、書

た。次年度の見直しに役立ちました」

管理組合から

「長期修繕計画の必要性を認識し、改めて再作成し

ならない状況にある。

ます。耐震補強についても現地確認をし、基本的な

答

面決議へ変更のため、全戸から承認を得なければ

説明をしていただけました。内容を踏まえ住民勉強

開催しない場合は全戸の承認は必要。ただ、集
まる人数が比較的少ないなら、感染対策も行った

会も開催致しました。
」

うえでの開催も可能かもしれない。

◼ 賛助会員から

③ 防犯カメラのリース、レンタル、買取の実態は。

「管理組合様が資料を準備し、出席された皆様が質

答（リース、レンタル、買取それぞれ一定の挙手あ

問をされました。意識の高さに驚かされ、この機会

り。
）買取の保証年数も増えている。ハードディス

を有効活用いただけたなら幸いです。
」

クが一番負担が重く壊れやすいが、交換費用はそ

「耐震にも関心があるとのことでしたので、時間内

れほど高くない。

で対応させていただきました。
」

④ 「マンション管理適正化診断サービス」診断結果を

「同席された管理会社の担当者様も、数値設定をよく

不動産情報サイトに載せているところはあるか。

理解されており、意見交換がスムーズでした。
」

答（参加者より）診断を受け、結果も S 評価であっ

◼ 事務局から

た。サイトにはまだ載っていない。

「改修周期など計画上の数値設定に対し、実際の正味

（講師より）

の数値について参考意見を述べられ、妥当な数値設定

これは日本マンション管理士会連合会（日管連）

等、具体的な質疑が交わされていました。
」

のサービスで、診断業務研修プログラムを修了し

☆

た診断マンション管理士を管理組合に派遣し、管

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

理組合の管理運営、修繕計画、法定点検・修繕工

この相談会は、今年度より始めた新しい取組みの

事、防犯対策、防火管理、保険事故履歴等の管理

ひとつです。この経験を生かし今後もご相談に積極

状況全般を対象に、目視･書類チェック･ヒアリン

的に対応して行きたいと考えています。長期修繕計

グにより、診断結果、アドバイスを記載した診断

画の見直しは、修繕積立金の見直しの予算立案上、

レポートを作成・提供するもの。

特に重要です。

この結果については、日新火災海上保険(株)のマ

なお、今回、必要な場合は簡易経営診断も別途、

ンション共用部分用火災保険で割引が適用され、

お勧めしています。管理組合の管理運営状況全般の

また、
「S・A・B」評価のうち「S 評価」となった

診断を行う簡易経営診断についても、ぜひご活用く

マンションについては、日管連より管理組合へ管

ださい。

理運営状況が優良であることを証する「S 評価ス
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【第 85 回交流会のお知らせ】

2020 年 3 月 25 日

枚管連の紹介

日時（予定）6 月 27 日（土）午後 2 時～

NPO(特定非営利活動）法人枚方マンション管理
組合連合会(略称「枚管連」
）は、枚方市内の管理組
合の自主的な集まりです。年間数回の交流会を中心
に、情報交換、経験交流の事業を行っています。

新型コロナウィルスの影響で 3 月以降、枚方市市
民会館の集会室の申し込みができません。今後のウ
ィルスの広がりによる影響も予想しにくい状況で
す。日程は予定ですが、開催が決まりましたら、全
会員に交流会のチラシを送らせていただきます。
少しでも早くこの問題が収拾に向かい交流会が安
心して開催できるよう願っています。
交流会で扱ってほしい内容や、相談したい内容
がありましたら、事務局までご連絡ください。

◆交流会、メーリングリストな
どを通じてマンション管理で困っ
たことなどへの対応や、最新の関
連情報などを提供します。
◆マンション管理組合の役員、組
合員の方は、事前申込みによりど
なたでも参加できます。
◆提携するマンション管理士等による管理組合毎
の運営簡易診断や各種相談業務を行います。
◆交流会への「お試し参加」は無料で、枚管連へ
の入会義務もありません。

枚管連半期会計報告
交流会では、2019 年度会計の 7 月～12 月の半期
会計報告を会計担当理事が行いました。
本紙発行時点で、収入は予算比約 93％、支出は約
51％です。支出は、交流会や相談会、個別相談等の
事業を活発に行っており活動費が多いものの、人件

年会費

費の支出基準が従来のまま、役員数も減ったため、

団体会員

予算内で低額で推移しています。
個人会員

12,000 円＋比例費（90 円×戸
数）*比例費は 256 戸以上は
23,000 円で固定
4,800 円

(年度途中の入会は月割計算となります)

【枚管連へのお問合せ・連絡窓口は】
会長： 入口恭子 TEL 090-1592-2829
e-mail : iriguchan@nifty.com
【編集後記】
被害が拡大する新型コロナウィルスには驚き
と不安が増すばかりです。そんな中、息子は、
YouTube とゲーム三昧、エンジョイ自宅待機し
ています。親の方が疲れています。 （入口）
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