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マンションマンションマンションマンションにににに生活生活生活生活するするするする上上上上でででで不可欠不可欠不可欠不可欠なななな費用費用費用費用がががが管管管管

はじめに

理理理理コストですコストですコストですコストです。。。。専門的専門的専門的専門的なななな技術技術技術技術やややや知識知識知識知識にににに基基基基づくづくづくづく各各各各
種業者種業者種業者種業者とととと契約契約契約契約しししし、、、、資産価値資産価値資産価値資産価値のののの維持維持維持維持をををを図図図図っていまっていまっていまっていま
すすすす。。。。管理管理管理管理コストにはコストにはコストにはコストには日常的日常的日常的日常的なななな管理管理管理管理にににに必要必要必要必要なななな管理管理管理管理
費費費費とととと、、、、十数年十数年十数年十数年にににに１１１１度度度度のののの大規模修繕大規模修繕大規模修繕大規模修繕などなどなどなど計画修繕計画修繕計画修繕計画修繕
にににに必要必要必要必要なななな修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金がありますがありますがありますがあります。。。。

どちらどちらどちらどちらもももも少少少少しのしのしのしの工夫工夫工夫工夫とととと知恵知恵知恵知恵でででで節約節約節約節約することがすることがすることがすることが
可能可能可能可能ですですですです。。。。区分所有者区分所有者区分所有者区分所有者をはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした入居者入居者入居者入居者かかかか
らららら集集集集めためためためた貴重貴重貴重貴重なおなおなおなお金金金金をををを無駄無駄無駄無駄にせずにせずにせずにせず使使使使いましょういましょういましょういましょう。。。。
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適正な管理コストとは

∗ 長期的視点長期的視点長期的視点長期的視点にににに立立立立ったったったった財政状況財政状況財政状況財政状況とととと

当該当該当該当該マンションにマンションにマンションにマンションに見合見合見合見合ったったったった仕様仕様仕様仕様にににに

基基基基づくづくづくづく費用費用費用費用でででで、、、、区分所有者区分所有者区分所有者区分所有者がががが理解理解理解理解

しししし納得納得納得納得したしたしたしたものものものもの。。。。しししし納得納得納得納得したしたしたしたものものものもの。。。。
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①①①①管理管理管理管理組合組合組合組合のののの収入収入収入収入がががが増増増増えないえないえないえない

厳しさ増すマンションの財政

①①①①管理管理管理管理組合組合組合組合のののの収入収入収入収入がががが増増増増えないえないえないえない

＊＊＊＊区分区分区分区分所有者所有者所有者所有者のののの収入収入収入収入がががが増増増増えないえないえないえない

＊＊＊＊高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、年金年金年金年金のののの先細先細先細先細りりりり

②②②②管理管理管理管理コストのコストのコストのコストの上昇要因上昇要因上昇要因上昇要因のののの増加増加増加増加

＊＊＊＊相次相次相次相次ぐぐぐぐ消費消費消費消費増税増税増税増税

＊＊＊＊物価物価物価物価（（（（特特特特にににに工事関係費工事関係費工事関係費工事関係費））））のののの上昇上昇上昇上昇

＊＊＊＊高経年高経年高経年高経年によるによるによるによる工事対象部位工事対象部位工事対象部位工事対象部位のののの増加増加増加増加
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管理コスト見直しの３つ誤解

①①①① 管理管理管理管理コストコストコストコスト見直見直見直見直しはしはしはしは値引値引値引値引きききき交渉交渉交渉交渉だだだだ

②②②② 過去過去過去過去にににに対応対応対応対応しししし、、、、コストコストコストコスト見直見直見直見直しはしはしはしは完了完了完了完了したしたしたした

③③③③ 組合員組合員組合員組合員のためやっているのためやっているのためやっているのためやっている。。。。理解理解理解理解してくれしてくれしてくれしてくれ③③③③ 組合員組合員組合員組合員のためやっているのためやっているのためやっているのためやっている。。。。理解理解理解理解してくれしてくれしてくれしてくれ
るるるるはずはずはずはず
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３つの誤解への解答

①①①① そのそのそのそのマンションにふさわしいマンションにふさわしいマンションにふさわしいマンションにふさわしい仕様仕様仕様仕様とコスとコスとコスとコス
トをトをトをトを考考考考えるえるえるえる

②②②② 意外意外意外意外にににに中途半端中途半端中途半端中途半端なことがなことがなことがなことが多多多多いいいい。。。。継続的継続的継続的継続的見見見見
直直直直しがしがしがしが必要必要必要必要

③③③③ 何何何何がががが問題問題問題問題でででで、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる
のかのかのかのか情報発信情報発信情報発信情報発信がががが重要重要重要重要（（（（広報広報広報広報））））
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管理コスト見直しの意義①

管理管理管理管理コストコストコストコスト見直見直見直見直しはしはしはしは管理組合業務管理組合業務管理組合業務管理組合業務のののの大大大大きなきなきなきな
柱柱柱柱のののの1111つですつですつですつです。。。。

管理管理管理管理組合組合組合組合のののの目的目的目的目的であるであるであるである「「「「マンションのマンションのマンションのマンションの施設施設施設施設管理管理管理管理組合組合組合組合のののの目的目的目的目的であるであるであるである「「「「マンションのマンションのマンションのマンションの施設施設施設施設
（（（（主主主主にににに共用部分共用部分共用部分共用部分））））のののの維持維持維持維持・・・・管理管理管理管理をををを効率的効率的効率的効率的にににに行行行行
いいいい、、、、居住者居住者居住者居住者のののの快適快適快適快適なマンションライフなマンションライフなマンションライフなマンションライフ実現実現実現実現をををを
図図図図るるるる」」」」ためにためにためにために必要必要必要必要だからですだからですだからですだからです。。。。
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管理コスト見直しの意義②

もしもしもしもし、「、「、「、「非効率非効率非効率非効率でででで割高割高割高割高なななな管理管理管理管理コストをコストをコストをコストを望望望望
むむむむ」」」」ならならならなら見直見直見直見直しのしのしのしの必要性必要性必要性必要性はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

管理管理管理管理会社会社会社会社をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする各種業者各種業者各種業者各種業者にににに「「「「丸投丸投丸投丸投
げげげげ」」」」してしてしてして中身中身中身中身をををを検討検討検討検討しないしないしないしない「「「「おおおお任任任任せのせのせのせの管理組管理組管理組管理組げげげげ」」」」してしてしてして中身中身中身中身をををを検討検討検討検討しないしないしないしない「「「「おおおお任任任任せのせのせのせの管理組管理組管理組管理組
合合合合」」」」とととと、、、、そうでないそうでないそうでないそうでない「「「「自立自立自立自立したしたしたした管理組合管理組合管理組合管理組合」」」」でででで
はははは、、、、長期的長期的長期的長期的にににに見見見見てコストてコストてコストてコスト面面面面でででで大差大差大差大差がががが生生生生まれままれままれままれま
すすすす。。。。
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管理コスト見直しの意義③

管理管理管理管理コストのコストのコストのコストの見直見直見直見直しのしのしのしの究極究極究極究極のののの意義意義意義意義はははは「「「「資産資産資産資産
価値価値価値価値をををを自自自自らのらのらのらの手手手手でででで守守守守るるるる」」」」にほかなりませんにほかなりませんにほかなりませんにほかなりません。。。。

極端極端極端極端にににに高額高額高額高額のののの管理費管理費管理費管理費やややや修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金はははは、、、、仮仮仮仮にににに極端極端極端極端にににに高額高額高額高額のののの管理費管理費管理費管理費やややや修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金はははは、、、、仮仮仮仮にににに
転売転売転売転売するするするする場合場合場合場合でもでもでもでも販売価格販売価格販売価格販売価格のののの下落下落下落下落をををを招招招招きますきますきますきます。。。。
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管理コスト見直しの意義④

コストコストコストコスト見直見直見直見直しをしをしをしを通通通通じてじてじてじて入居者入居者入居者入居者のののの多多多多くがくがくがくが管理管理管理管理
組合組合組合組合のののの存在意義存在意義存在意義存在意義をををを認識認識認識認識しししし、、、、理事会活動理事会活動理事会活動理事会活動などになどになどになどに
関心関心関心関心をををを持持持持つことができればつことができればつことができればつことができれば、「、「、「、「見見見見えないえないえないえない資産資産資産資産
価値価値価値価値のののの向上向上向上向上」」」」としてのコミュニティーとしてのコミュニティーとしてのコミュニティーとしてのコミュニティー強化強化強化強化にににに
つながりますつながりますつながりますつながります。。。。つながりますつながりますつながりますつながります。。。。

コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーのののの強化強化強化強化がががが進進進進めばめばめばめば、、、、防犯防犯防犯防犯、、、、防防防防
災災災災、、、、減災減災減災減災などのなどのなどのなどの面面面面でもでもでもでも大大大大きなきなきなきな効果効果効果効果がががが出出出出ますますますます。。。。
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管理コストの一般的傾向①

管理管理管理管理コストはコストはコストはコストは①①①①マンションのマンションのマンションのマンションの規模規模規模規模②②②②付帯設付帯設付帯設付帯設
備備備備・・・・施設施設施設施設③③③③管理仕様管理仕様管理仕様管理仕様――――――――によってによってによってによって大大大大きくきくきくきく変変変変わりわりわりわり
ますますますます。。。。傾向傾向傾向傾向としてとしてとしてとして小規模小規模小規模小規模マンションはスケールマンションはスケールマンションはスケールマンションはスケール
メリットがメリットがメリットがメリットが生生生生かせずかせずかせずかせず割高割高割高割高になりますになりますになりますになります。。。。

一概一概一概一概にににに「「「「１１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり月額月額月額月額○○○○○○○○円円円円がががが適適適適正正正正」」」」とはとはとはとは
言言言言えませんえませんえませんえません。。。。管理組合管理組合管理組合管理組合のののの取取取取りりりり組組組組みみみみによってによってによってによって大大大大きききき
くくくく変化変化変化変化するものですするものですするものですするものです。。。。
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管理コストの一般的傾向②

管理管理管理管理コストにコストにコストにコストに定定定定価価価価はありませんはありませんはありませんはありません。。。。一一一一般般般般的的的的にににに
分分分分譲時譲時譲時譲時はははは管理組合管理組合管理組合管理組合とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いもなくいもなくいもなくいもなく一一一一方方方方的的的的
にににに設設設設定定定定されているのでされているのでされているのでされているので割高割高割高割高になっていますになっていますになっていますになっています。。。。

コストコストコストコスト見直見直見直見直しをしたしをしたしをしたしをした結結結結果果果果、、、、20202020～～～～30303030％％％％のののの削削削削減減減減コストコストコストコスト見直見直見直見直しをしたしをしたしをしたしをした結結結結果果果果、、、、20202020～～～～30303030％％％％のののの削削削削減減減減
をしたをしたをしたをした管理組合管理組合管理組合管理組合はははは多多多多くありますくありますくありますくあります。。。。もともともともともともともともと極極極極
端端端端にににに割高割高割高割高だっただっただっただった場合場合場合場合はははは、、、、仕様変仕様変仕様変仕様変更更更更などをなどをなどをなどを含含含含めめめめ
るとるとるとると40404040％％％％近近近近くのくのくのくの削削削削減減減減もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。
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「「「「日常的日常的日常的日常的なななな管理管理管理管理コストはコストはコストはコストは管理費管理費管理費管理費でででで賄賄賄賄うううう」」」」のがのがのがのが原原原原

「見た目黒字決算」にご注意

「「「「日常的日常的日常的日常的なななな管理管理管理管理コストはコストはコストはコストは管理費管理費管理費管理費でででで賄賄賄賄うううう」」」」のがのがのがのが原原原原
則則則則ですですですです。。。。ところがところがところがところが、、、、駐車場使用料駐車場使用料駐車場使用料駐車場使用料などをなどをなどをなどを管理費管理費管理費管理費会会会会
計計計計（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計））））にににに充当充当充当充当、「、「、「、「隠隠隠隠れたれたれたれた赤字赤字赤字赤字」」」」をををを見逃見逃見逃見逃しししし、、、、
「「「「見見見見たたたた目黒字決算目黒字決算目黒字決算目黒字決算」」」」をしているをしているをしているをしている管理組合管理組合管理組合管理組合がががが多多多多くくくく見見見見
られますられますられますられます。。。。

このこのこのこのようなようなようなような会計処理会計処理会計処理会計処理をををを続続続続けているけているけているけている限限限限りりりり、「、「、「、「割高割高割高割高ななななこのこのこのこのようなようなようなような会計処理会計処理会計処理会計処理をををを続続続続けているけているけているけている限限限限りりりり、「、「、「、「割高割高割高割高なななな
管理管理管理管理コストコストコストコスト」」」」にににに気気気気がががが付付付付かずにいますかずにいますかずにいますかずにいます。。。。駐車場使用駐車場使用駐車場使用駐車場使用
料料料料はははは「「「「不足不足不足不足しがちなしがちなしがちなしがちな修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金にににに回回回回すすすす」」」」のがのがのがのが基本基本基本基本
ですですですです。。。。
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隠れた赤字の簡単な見つけ方

①①①①ひひひひとまずとまずとまずとまず管理費会管理費会管理費会管理費会計計計計（（（（一一一一般般般般会会会会計計計計））））のののの収入収入収入収入をををを
管理費収入管理費収入管理費収入管理費収入ののののみみみみとしてとしてとしてとして計算計算計算計算するするするする。（。（。（。（繰越繰越繰越繰越金金金金やややや
駐車駐車駐車駐車場場場場使使使使用用用用料料料料収入収入収入収入等等等等をををを除除除除くくくく））））

②②②②単単単単年年年年度度度度のののの管理費収入管理費収入管理費収入管理費収入からからからから支支支支出合出合出合出合計計計計をををを引引引引くくくく。。。。

＊＊＊＊大半大半大半大半のマンションがのマンションがのマンションがのマンションが赤字赤字赤字赤字になるになるになるになる
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管理コスト見直しの基本①

①①①① 他人他人他人他人にににに財布財布財布財布をををを預預預預けけけけないないないない

②②②② 理事会理事会理事会理事会はははは腹腹腹腹をくくりをくくりをくくりをくくり、、、、入居者入居者入居者入居者全体全体全体全体のののの問題問題問題問題にににに

③③③③ 見直見直見直見直ししししはははは長期的長期的長期的長期的、、、、総総総総合的合的合的合的視点視点視点視点でででで

④④④④ 早早早早めめめめかつかつかつかつ継続的継続的継続的継続的にににに見直見直見直見直すすすす④④④④ 早早早早めめめめかつかつかつかつ継続的継続的継続的継続的にににに見直見直見直見直すすすす

⑤⑤⑤⑤ 現現現現状状状状とととと経経経経緯緯緯緯をををを正確正確正確正確にににに把握把握把握把握するするするする
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管理コスト見直しの基本②

⑥⑥⑥⑥ マンションマンションマンションマンションにににに合合合合ったったったった仕様仕様仕様仕様をををを検討検討検討検討するするするする

⑦⑦⑦⑦ 先先先先人人人人のののの経経経経験験験験・・・・知恵知恵知恵知恵にににに学学学学ぶぶぶぶ

⑧⑧⑧⑧ 各費目各費目各費目各費目のののの相場相場相場相場をををを把握把握把握把握するするするする

⑨⑨⑨⑨ 優優優優先先先先順順順順位位位位をををを明確明確明確明確にするにするにするにする⑨⑨⑨⑨ 優優優優先先先先順順順順位位位位をををを明確明確明確明確にするにするにするにする

⑩⑩⑩⑩ 収入面収入面収入面収入面もももも見直見直見直見直すすすす
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①他人に財布を預けない

まずまずまずまず「「「「他人他人他人他人にににに財布財布財布財布をををを預預預預けないけないけないけない」」」」とのとのとのとの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを持持持持
つことがつことがつことがつことが重要重要重要重要ですですですです。「。「。「。「管理管理管理管理はははは業者業者業者業者にににに丸投丸投丸投丸投げげげげ」」」」でででで
はははは無駄無駄無駄無駄なコストがなコストがなコストがなコストが掛掛掛掛かってかってかってかって当然当然当然当然ですですですです。。。。

同様同様同様同様にににに管理管理管理管理コストのコストのコストのコストの見直見直見直見直しとしとしとしと削減削減削減削減もももも「「「「コストコストコストコスト
削減削減削減削減のコンサルタントにのコンサルタントにのコンサルタントにのコンサルタントに丸投丸投丸投丸投げげげげ」」」」ではではではでは費用費用費用費用がががが掛掛掛掛削減削減削減削減のコンサルタントにのコンサルタントにのコンサルタントにのコンサルタントに丸投丸投丸投丸投げげげげ」」」」ではではではでは費用費用費用費用がががが掛掛掛掛
かるうえかるうえかるうえかるうえ、、、、肝心肝心肝心肝心のノウハウものノウハウものノウハウものノウハウも確立確立確立確立できませんできませんできませんできません。。。。
「「「「自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの財布財布財布財布はははは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで管理管理管理管理するするするする」」」」とのとのとのとの
強強強強いいいい意思意思意思意思がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。
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② 理事会は腹をくくり、
入居者全体の問題に

コストコストコストコスト見直見直見直見直しをしをしをしを進進進進めるうえでめるうえでめるうえでめるうえで理事会理事会理事会理事会のののの役割役割役割役割がががが最最最最
もももも重要重要重要重要ですですですです。。。。特特特特にににに理事長理事長理事長理事長のののの「「「「やるやるやるやる気気気気」」」」がががが正否正否正否正否をををを大大大大
きくきくきくきく左右左右左右左右しますしますしますします。「。「。「。「このままこのままこのままこのまま放置放置放置放置していたらしていたらしていたらしていたら、、、、大大大大
変変変変なことになるなことになるなことになるなことになる」」」」とのとのとのとの意識意識意識意識をををを入居者全体入居者全体入居者全体入居者全体でででで共有共有共有共有すすすす
ることがることがることがることが課題課題課題課題をををを押押押押しししし進進進進めるめるめるめる原動力原動力原動力原動力になりますになりますになりますになります。。。。

いずれいずれいずれいずれにしてもにしてもにしてもにしても理事会理事会理事会理事会がががが「「「「腹腹腹腹をくくるをくくるをくくるをくくる」」」」ことなことなことなことな
しでしでしでしで、、、、業者業者業者業者におにおにおにお願願願願いベースでいベースでいベースでいベースで交渉交渉交渉交渉しているようでしているようでしているようでしているようで
はははは、、、、結果結果結果結果もしれたものになりますもしれたものになりますもしれたものになりますもしれたものになります
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③見直しは長期的、総合的視点で

コストコストコストコスト見直見直見直見直しはしはしはしは単年度単年度単年度単年度会計会計会計会計のみをのみをのみをのみを対象対象対象対象にににに検討検討検討検討
するのではするのではするのではするのでは不十分不十分不十分不十分ですですですです。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも５５５５年先年先年先年先、、、、10101010
年先年先年先年先をををを見据見据見据見据えてえてえてえて検討検討検討検討しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、管理費会計管理費会計管理費会計管理費会計
（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計））））だけだけだけだけ分析分析分析分析しているようではしているようではしているようではしているようでは、、、、管理管理管理管理
組合組合組合組合のののの財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの強化強化強化強化はははは図図図図ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。。。。

長期長期長期長期修繕計画修繕計画修繕計画修繕計画のののの見直見直見直見直しとともにしとともにしとともにしとともに、、、、修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金長期長期長期長期修繕計画修繕計画修繕計画修繕計画のののの見直見直見直見直しとともにしとともにしとともにしとともに、、、、修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金
とのとのとのとの関係関係関係関係もしっかりともしっかりともしっかりともしっかりと意識意識意識意識してしてしてして長期的長期的長期的長期的、、、、総合的総合的総合的総合的
にににに収支収支収支収支をををを分析分析分析分析しししし対策対策対策対策をををを検討検討検討検討しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。特特特特にににに駐駐駐駐
車場使用料車場使用料車場使用料車場使用料のののの使途使途使途使途についてはについてはについてはについては慎重慎重慎重慎重なななな検討検討検討検討がががが必要必要必要必要
ですですですです。。。。
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コストコストコストコストのののの見直見直見直見直しはしはしはしは１１１１年年年年でもでもでもでも早早早早いいいい方方方方がいいのにがいいのにがいいのにがいいのに

④早めかつ継続的に見直す

コストコストコストコストのののの見直見直見直見直しはしはしはしは１１１１年年年年でもでもでもでも早早早早いいいい方方方方がいいのにがいいのにがいいのにがいいのに
決決決決まっていますまっていますまっていますまっています。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも「「「「次次次次のののの理事会理事会理事会理事会へのへのへのへの
宿題宿題宿題宿題」」」」にするのはにするのはにするのはにするのは、、、、次々次々次々次々とととと先送先送先送先送りになるりになるりになるりになる危険性危険性危険性危険性
がありますがありますがありますがあります。。。。

またまたまたまた、、、、１１１１度度度度やややや２２２２度度度度のののの見直見直見直見直しではなくしではなくしではなくしではなく、、、、日常的日常的日常的日常的
にににに継続継続継続継続してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ課題課題課題課題でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。これらこれらこれらこれらにににに継続継続継続継続してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ課題課題課題課題でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。これらこれらこれらこれら
のののの意識意識意識意識がコストがコストがコストがコスト管理管理管理管理にににに関関関関するノウハウのするノウハウのするノウハウのするノウハウの蓄蓄蓄蓄積積積積とととと
なりなりなりなり、、、、無駄無駄無駄無駄のないのないのないのない大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事にもつながりにもつながりにもつながりにもつながり
ますますますます。。。。
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見直見直見直見直しししし作作作作業業業業にににに入入入入るるるる上上上上でででで現状現状現状現状のののの契約契約契約契約内容内容内容内容をををを十分十分十分十分にににに

⑤現状と経緯を正確に把握する

見直見直見直見直しししし作作作作業業業業にににに入入入入るるるる上上上上でででで現状現状現状現状のののの契約契約契約契約内容内容内容内容をををを十分十分十分十分にににに
把握把握把握把握することはすることはすることはすることは当然当然当然当然のことですのことですのことですのことです。。。。保守保守保守保守点点点点検業検業検業検業務務務務なななな
どのどのどのどの内容内容内容内容もももも知知知知らずにコストらずにコストらずにコストらずにコスト分析分析分析分析できるはずがありできるはずがありできるはずがありできるはずがあり
ませんませんませんません。。。。

またまたまたまた、、、、過去過去過去過去のののの経緯経緯経緯経緯もももも把握把握把握把握しておくこともしておくこともしておくこともしておくことも重要重要重要重要ででででまたまたまたまた、、、、過去過去過去過去のののの経緯経緯経緯経緯もももも把握把握把握把握しておくこともしておくこともしておくこともしておくことも重要重要重要重要でででで
すすすす。。。。初初初初めてのめてのめてのめての本本本本格格格格的見直的見直的見直的見直しのときしのときしのときしのとき、「、「、「、「これまでのこれまでのこれまでのこれまでの
理事会理事会理事会理事会をををを責責責責めるようなめるようなめるようなめるような姿勢姿勢姿勢姿勢やややや発言発言発言発言」」」」はははは絶絶絶絶対慎対慎対慎対慎まなまなまなまな
けれけれけれければばばばなりませんなりませんなりませんなりません。「。「。「。「入居者入居者入居者入居者がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって」」」」のののの
基本基本基本基本にににに外外外外れるからですれるからですれるからですれるからです。。。。
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コストコストコストコスト見直見直見直見直しはしはしはしは単単単単純純純純なななな「「「「値値値値下下下下げげげげ交渉交渉交渉交渉」」」」ではあではあではあではあ

⑥本当に必要な仕様を検討する

りませんりませんりませんりません。。。。現在現在現在現在のののの各種各種各種各種仕仕仕仕様様様様ががががそそそそのマンションにのマンションにのマンションにのマンションに
本当本当本当本当にににに必要必要必要必要なのかどうかをなのかどうかをなのかどうかをなのかどうかを考考考考えるえるえるえる機機機機会会会会でもありでもありでもありでもあり
ますますますます。。。。一般的一般的一般的一般的にはにはにはには分分分分譲時譲時譲時譲時のののの仕仕仕仕様様様様はははは「「「「オオオオーーーーババババースースースース
ペックペックペックペック」」」」になっているになっているになっているになっているケケケケースがースがースがースが多多多多いものですいものですいものですいものです。。。。

「「「「管理組合理事会管理組合理事会管理組合理事会管理組合理事会をををを殺殺殺殺すにはすにはすにはすには刃物刃物刃物刃物はいらはいらはいらはいらぬぬぬぬ。。。。「「「「管理組合理事会管理組合理事会管理組合理事会管理組合理事会をををを殺殺殺殺すにはすにはすにはすには刃物刃物刃物刃物はいらはいらはいらはいらぬぬぬぬ。。。。
『『『『万万万万がががが一一一一』』』』とととと『『『『資産資産資産資産価値価値価値価値がががが下下下下がるがるがるがる』』』』をいえをいえをいえをいえばばばば、、、、
無駄無駄無駄無駄なおなおなおなお金金金金もどんどんもどんどんもどんどんもどんどん出出出出してくれるしてくれるしてくれるしてくれる」」」」とはとはとはとは、、、、ああああ
るるるる管理会管理会管理会管理会社社社社ＯＢＯＢＯＢＯＢのののの有有有有名名名名なななな言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。
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コストコストコストコスト見直見直見直見直しにもしにもしにもしにも、、、、そそそそれなりのれなりのれなりのれなりの知識知識知識知識がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。
マンションマンションマンションマンション管理管理管理管理にににに素素素素人人人人のののの集集集集団団団団がががが「「「「プロプロプロプロ」」」」であるであるであるである各各各各

⑦先人の経験・知恵に学ぶ

マンションマンションマンションマンション管理管理管理管理にににに素素素素人人人人のののの集集集集団団団団がががが「「「「プロプロプロプロ」」」」であるであるであるである各各各各
種業者種業者種業者種業者とととと交渉交渉交渉交渉するにはするにはするにはするには、、、、先人先人先人先人のののの経験経験経験経験とととと知恵知恵知恵知恵にににに学学学学ぶぶぶぶ
必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

書店書店書店書店にはマンションのにはマンションのにはマンションのにはマンションの管理管理管理管理コストにコストにコストにコストに絞絞絞絞ったったったった書籍書籍書籍書籍
がががが多多多多くありますくありますくありますくあります。。。。またまたまたまた、、、、イイイインターンターンターンターネッネッネッネットトトト上上上上にもいにもいにもいにもい
ろいろなろいろなろいろなろいろな経験経験経験経験がががが紹介紹介紹介紹介さささされていますれていますれていますれています。。。。しかししかししかししかし、、、、一一一一番番番番ろいろなろいろなろいろなろいろな経験経験経験経験がががが紹介紹介紹介紹介さささされていますれていますれていますれています。。。。しかししかししかししかし、、、、一一一一番番番番
いいのはいいのはいいのはいいのは「「「「経験経験経験経験者者者者のののの話話話話をををを直直直直接聞接聞接聞接聞くくくく」」」」ことですことですことですことです。。。。例例例例
ええええばばばば枚枚枚枚管管管管連連連連にににに入会入会入会入会することですることですることですることで多多多多くのくのくのくの経験経験経験経験をををを学学学学ぶぶぶぶここここ
とができますとができますとができますとができます。。。。
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コストコストコストコスト見直見直見直見直しをしをしをしを進進進進めるうえでめるうえでめるうえでめるうえで、、、、闇雲闇雲闇雲闇雲にににに「「「「値値値値下下下下げをげをげをげを

⑧各費目の相場を把握する

コストコストコストコスト見直見直見直見直しをしをしをしを進進進進めるうえでめるうえでめるうえでめるうえで、、、、闇雲闇雲闇雲闇雲にににに「「「「値値値値下下下下げをげをげをげを
要要要要請請請請するするするする」」」」姿勢姿勢姿勢姿勢だけではだけではだけではだけでは実効実効実効実効性性性性にににに疑問疑問疑問疑問がががが残残残残りますりますりますります。。。。
中中中中心的心的心的心的なななな費目費目費目費目のあるのあるのあるのある程程程程度度度度のののの相相相相場場場場をををを把握把握把握把握しておくことしておくことしておくことしておくこと
がががが判断材判断材判断材判断材料料料料になりますになりますになりますになります。。。。

書籍書籍書籍書籍にはにはにはには「「「「これをこれをこれをこれを超超超超えれえれえれえればばばば割高割高割高割高だだだだ」」」」とのとのとのとの一一一一覧表覧表覧表覧表がががが
載載載載っていることがありますがっていることがありますがっていることがありますがっていることがありますが、、、、これらもこれらもこれらもこれらも参考参考参考参考になりになりになりになり載載載載っていることがありますがっていることがありますがっていることがありますがっていることがありますが、、、、これらもこれらもこれらもこれらも参考参考参考参考になりになりになりになり
ますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの価価価価格格格格そそそそのものがのものがのものがのものが「「「「割高割高割高割高にににに設定設定設定設定ささささ
れているれているれているれている」」」」こともこともこともことも多多多多くありますくありますくありますくあります。。。。最最最最終終終終的的的的にはにはにはには「「「「引引引引きききき
受受受受けてくれるけてくれるけてくれるけてくれる業者業者業者業者がいるがいるがいるがいる価価価価格格格格」」」」がががが決決決決めめめめ手手手手になりますになりますになりますになります。。。。
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⑨優先順位を明確にする

管理管理管理管理コストにはコストにはコストにはコストには数数数数多多多多くのくのくのくの費目費目費目費目がありますがありますがありますがあります。。。。
「「「「聖域聖域聖域聖域なきなきなきなき見直見直見直見直しししし」」」」はははは必要必要必要必要ですがですがですがですが、、、、そのためにそのためにそのためにそのために
もももも優優優優先先先先順順順順位位位位をををを明確明確明確明確にすることがにすることがにすることがにすることが大大大大切切切切ですですですです。。。。

それそれそれそれにはにはにはには①①①①コストがコストがコストがコストが高高高高いものいものいものいもの②②②②削削削削減減減減可能可能可能可能性性性性ののののそれそれそれそれにはにはにはには①①①①コストがコストがコストがコストが高高高高いものいものいものいもの②②②②削削削削減減減減可能可能可能可能性性性性のののの
高高高高いものいものいものいもの③③③③仕様変仕様変仕様変仕様変更更更更がががが可能可能可能可能なものなものなものなもの――――――――などのなどのなどのなどの順順順順
になりますになりますになりますになります。。。。

25



管理管理管理管理組合組合組合組合のののの財政財政財政財政ををををみみみみるるるる場合場合場合場合、、、、支支支支出出出出だだだだけけけけでなくでなくでなくでなく、、、、
収入面収入面収入面収入面でのでのでのでの見直見直見直見直しもしもしもしも必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。もともともともともともともともと

⑩収入面も見直す

収入面収入面収入面収入面でのでのでのでの見直見直見直見直しもしもしもしも必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。もともともともともともともともと
「「「「多多多多少少少少のののの削削削削減減減減をしてもをしてもをしてもをしても、、、、成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない少少少少額額額額のののの管理管理管理管理
費費費費やややや修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金」」」」をををを設設設設定定定定しているケースもありましているケースもありましているケースもありましているケースもありま
すすすす。。。。

駐車駐車駐車駐車場場場場使使使使用用用用料料料料などなどなどなど各種各種各種各種使使使使用用用用料料料料のののの見直見直見直見直し・し・し・し・改定改定改定改定もももも駐車駐車駐車駐車場場場場使使使使用用用用料料料料などなどなどなど各種各種各種各種使使使使用用用用料料料料のののの見直見直見直見直し・し・し・し・改定改定改定改定もももも
対象対象対象対象になりますになりますになりますになります。。。。必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて値上値上値上値上げをげをげをげを余儀余儀余儀余儀なくなくなくなく
されることもありますがされることもありますがされることもありますがされることもありますが、、、、そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも入居者入居者入居者入居者全全全全
体体体体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみであることがであることがであることがであることが重要重要重要重要ですですですです。。。。
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Ａマンションの場合

＊少ない管理費の例

１１１１戸当戸当戸当戸当たりのたりのたりのたりの月額平均管理費月額平均管理費月額平均管理費月額平均管理費がががが4,0004,0004,0004,000円弱円弱円弱円弱。。。。不足分不足分不足分不足分
をををを機械式駐車場機械式駐車場機械式駐車場機械式駐車場のののの使用料使用料使用料使用料でででで埋埋埋埋めていためていためていためていた。。。。

＊＊＊＊年間管理費収入年間管理費収入年間管理費収入年間管理費収入 約約約約500500500500万円万円万円万円

＊＊＊＊年間駐車場収入年間駐車場収入年間駐車場収入年間駐車場収入 約約約約1500150015001500万円万円万円万円

管理費会計収入計管理費会計収入計管理費会計収入計管理費会計収入計 約約約約2000200020002000万円万円万円万円

＊＊＊＊年間管理費会計支出年間管理費会計支出年間管理費会計支出年間管理費会計支出 約約約約1800180018001800万円万円万円万円＊＊＊＊年間管理費会計支出年間管理費会計支出年間管理費会計支出年間管理費会計支出 約約約約1800180018001800万円万円万円万円

見見見見たたたた目目目目はははは年間年間年間年間200200200200万円万円万円万円のののの「「「「見見見見たたたた目黒字決算目黒字決算目黒字決算目黒字決算」」」」だがだがだがだが、、、、
実質実質実質実質はははは約約約約1300130013001300万円万円万円万円のののの大幅赤字大幅赤字大幅赤字大幅赤字だっただっただっただった。。。。
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＊少ない修繕積立金の例

Ｂマンションの場合

１１１１戸当戸当戸当戸当たりのたりのたりのたりの月額月額月額月額平均平均平均平均修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金がががが約約約約1111600600600600円円円円。。。。
このためこのためこのためこのため、、、、分分分分譲譲譲譲20202020年目年目年目年目だがだがだがだが大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事のメのメのメのメ
ドドドドがががが立立立立たないたないたないたない。。。。

放置放置放置放置すればすればすればすれば１１１１回回回回目目目目のののの大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事はははは分分分分譲譲譲譲50505050
年年年年後後後後になりになりになりになり、、、、老朽老朽老朽老朽化化化化がががが極端極端極端極端にににに進進進進むむむむ。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも
早急早急早急早急にににに１１１１万円以万円以万円以万円以上上上上へへへへのののの引引引引きききき上上上上げがげがげがげが不可欠不可欠不可欠不可欠。。。。
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コスト見直しの具体的方策①

①①①① 体制体制体制体制をををを整整整整ええええ、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針をををを立立立立てるてるてるてる

②②②② 現在現在現在現在のののの会会会会計計計計のののの問題問題問題問題点点点点をををを洗洗洗洗いいいい出出出出すすすす

③③③③ 各種各種各種各種のののの情報情報情報情報をををを収収収収集集集集するするするする

④④④④ 現在現在現在現在のののの委託契約内容委託契約内容委託契約内容委託契約内容をををを分分分分析析析析するするするする④④④④ 現在現在現在現在のののの委託契約内容委託契約内容委託契約内容委託契約内容をををを分分分分析析析析するするするする

⑤⑤⑤⑤ 委託委託委託委託先先先先業者業者業者業者をリストをリストをリストをリストアアアアッッッッププププするするするする
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コスト見直しの具体的方策②

⑥⑥⑥⑥ 仕様仕様仕様仕様をををを検討検討検討検討・・・・決定決定決定決定するするするする

⑦⑦⑦⑦ 希希希希望望望望価格価格価格価格（（（（目目目目標標標標））））をををを設設設設定定定定するするするする

⑧⑧⑧⑧ 業者業者業者業者をををを絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ、、、、見積見積見積見積もりをもりをもりをもりを取取取取るるるる

⑨⑨⑨⑨ 管理管理管理管理会社会社会社会社選定選定選定選定のののの注注注注意意意意点点点点⑨⑨⑨⑨ 管理管理管理管理会社会社会社会社選定選定選定選定のののの注注注注意意意意点点点点

⑩⑩⑩⑩ 常常常常にににに入居者入居者入居者入居者にににに情報情報情報情報公開公開公開公開するするするする
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① 体制を整え、基本方針を立てる

コストコストコストコスト見直見直見直見直しのしのしのしの手手手手法法法法にはにはにはには、、、、決決決決まったまったまったまった絶絶絶絶対的対的対的対的
なものはありませんなものはありませんなものはありませんなものはありません。。。。過去過去過去過去のののの理事理事理事理事やややや意意意意欲欲欲欲のあのあのあのあ
るるるる入居者入居者入居者入居者をををを含含含含めためためためた「「「「コストコストコストコスト見直見直見直見直しししし（（（（改善改善改善改善））））委委委委
員会員会員会員会」」」」などのなどのなどのなどの専門委専門委専門委専門委員会員会員会員会をををを設設設設置置置置することすることすることすることもももも必必必必
要要要要になりますになりますになりますになります。。。。

組組組組織織織織だだだだけけけけでなくでなくでなくでなく基本基本基本基本的的的的なななな方針方針方針方針やややや大大大大まかなまかなまかなまかなタタタタ
イイイイムムムムスケスケスケスケジジジジュールをュールをュールをュールを立立立立てておくこともてておくこともてておくこともてておくことも重要重要重要重要でででで
すすすす。。。。
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②現在の会計の問題点を洗い出す

管理費会管理費会管理費会管理費会計計計計（（（（一一一一般般般般会会会会計計計計）、）、）、）、積立金会積立金会積立金会積立金会計計計計のののの問題問題問題問題
点点点点をををを洗洗洗洗いいいい出出出出すことがすことがすことがすことが重要重要重要重要。。。。特特特特にににに駐車駐車駐車駐車場場場場使使使使用用用用料料料料のののの
使使使使途途途途についてについてについてについてチェチェチェチェッッッッククククしししし、「、「、「、「隠隠隠隠れたれたれたれた赤字赤字赤字赤字」」」」のののの有有有有
無無無無をををを確確確確認認認認しますしますしますします。。。。

平平平平面面面面駐車駐車駐車駐車場場場場でもでもでもでも使使使使用用用用料料料料はははは極極極極力力力力、、、、修繕積立金会修繕積立金会修繕積立金会修繕積立金会
計計計計にににに回回回回しししし、、、、機械式駐車機械式駐車機械式駐車機械式駐車場場場場のののの場合場合場合場合はははは、「、「、「、「単独単独単独単独のののの使使使使
用用用用料料料料会会会会計計計計」」」」をををを設設設設けけけけることがることがることがることが必要必要必要必要ですですですです。。。。
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③ 各種の情報を収集する

まずまずまずまず、、、、各種各種各種各種情報情報情報情報のののの収収収収集集集集がががが不可欠不可欠不可欠不可欠ですですですです。。。。最低最低最低最低必必必必
要要要要なものになものになものになものに①①①①管理管理管理管理委託契約書委託契約書委託契約書委託契約書②②②②そのそのそのその業務仕様業務仕様業務仕様業務仕様書書書書
③③③③各種各種各種各種点点点点検業務検業務検業務検業務のののの契約書契約書契約書契約書とととと仕様仕様仕様仕様書書書書④④④④各種業務各種業務各種業務各種業務のののの
内容内容内容内容チェチェチェチェッッッックククク分分分分析析析析⑤⑤⑤⑤過去過去過去過去のコストのコストのコストのコスト見直見直見直見直しをしをしをしを巡巡巡巡るるるる
経経経経緯緯緯緯⑥⑥⑥⑥書籍書籍書籍書籍、、、、インインインインタタタターーーーネネネネットットットット情報情報情報情報⑦⑦⑦⑦経経経経験験験験組合組合組合組合のののの
教訓教訓教訓教訓⑧⑧⑧⑧各種各種各種各種セセセセミミミミナナナナーーーー⑨⑨⑨⑨専門家専門家専門家専門家のコンのコンのコンのコンササササルルルル――――――――なななな教訓教訓教訓教訓⑧⑧⑧⑧各種各種各種各種セセセセミミミミナナナナーーーー⑨⑨⑨⑨専門家専門家専門家専門家のコンのコンのコンのコンササササルルルル――――――――なななな
どですどですどですどです。。。。
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現在現在現在現在のののの契約内容契約内容契約内容契約内容をををを把握把握把握把握しないでしないでしないでしないで「「「「さあさあさあさあ値下値下値下値下げげげげ

④ 現在の委託契約内容を分析する

現在現在現在現在のののの契約内容契約内容契約内容契約内容をををを把握把握把握把握しないでしないでしないでしないで「「「「さあさあさあさあ値下値下値下値下げげげげ
交渉交渉交渉交渉だだだだ」」」」とはやるケースがありますがとはやるケースがありますがとはやるケースがありますがとはやるケースがありますが、、、、事実事実事実事実確確確確
認認認認はははは全全全全てのてのてのての基本基本基本基本ですですですです。。。。意外意外意外意外にににに契約書契約書契約書契約書とととと実務実務実務実務にににに乖乖乖乖
離離離離があることがありますがあることがありますがあることがありますがあることがあります。。。。

保保保保守守守守点点点点検業務検業務検業務検業務などのなどのなどのなどの実務実務実務実務をををを役役役役員員員員らがらがらがらが「「「「目目目目ででででみみみみ保保保保守守守守点点点点検業務検業務検業務検業務などのなどのなどのなどの実務実務実務実務をををを役役役役員員員員らがらがらがらが「「「「目目目目ででででみみみみ
てててて」」」」①①①①何何何何人人人人がががが②②②②どれぐらいのどれぐらいのどれぐらいのどれぐらいの時間時間時間時間でででで③③③③どんなどんなどんなどんな業業業業
務務務務をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか――――――――をををを把握把握把握把握することがコストすることがコストすることがコストすることがコスト
をををを考考考考えるうえでえるうえでえるうえでえるうえで不可欠不可欠不可欠不可欠のののの作作作作業業業業となりますとなりますとなりますとなります。。。。
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⑤ 委託先業者をリストアップする

見積見積見積見積もりもりもりもりをををを取取取取るるるる業者業者業者業者のリストのリストのリストのリストアアアアッッッッププププはははは、、、、骨骨骨骨
のいるのいるのいるのいる作作作作業業業業ですですですです。。。。一一一一般般般般的的的的にはインにはインにはインにはインタタタターーーーネネネネットットットット
のののの活用活用活用活用がががが一一一一番便利番便利番便利番便利ですですですです。。。。

ただただただただ、、、、膨膨膨膨大大大大なななな業者業者業者業者からからからから対象業者対象業者対象業者対象業者のののの絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ
にはにはにはには枚枚枚枚管管管管連連連連のののの加加加加盟盟盟盟組合組合組合組合などからなどからなどからなどから評判評判評判評判をををを聞聞聞聞くこくこくこくこ
とととともももも有有有有益益益益ですですですです。。。。
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このこのこのこの作作作作業業業業ははははそそそそれなりにれなりにれなりにれなりに困難困難困難困難をををを伴伴伴伴いますいますいますいます。。。。特特特特にににに安安安安全全全全

⑥ 仕様を検討・決定する

このこのこのこの作作作作業業業業ははははそそそそれなりにれなりにれなりにれなりに困難困難困難困難をををを伴伴伴伴いますいますいますいます。。。。特特特特にににに安安安安全全全全
性性性性がががが求求求求められるめられるめられるめられる各種各種各種各種機器点機器点機器点機器点検検検検ではではではではそそそそれなりのれなりのれなりのれなりの知識知識知識知識がががが
必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。またまたまたまた、、、、管理管理管理管理員員員員やややや清掃員清掃員清掃員清掃員業業業業務務務務にににに関関関関しししし
てのてのてのての仕仕仕仕様変様変様変様変更更更更にはにはにはには入居者入居者入居者入居者のののの理理理理解解解解がががが不可欠不可欠不可欠不可欠ですですですです。。。。ポイポイポイポイ
ントはントはントはントは「「「「本当本当本当本当にににに必要必要必要必要かどうかかどうかかどうかかどうか」」」」ですですですです。。。。

専門専門専門専門書書書書にはときどきにはときどきにはときどきにはときどき「「「「現在現在現在現在のののの仕仕仕仕様様様様のままでのままでのままでのままで、、、、管理管理管理管理
ののののレレレレベルをベルをベルをベルを下下下下げないことがげないことがげないことがげないことが重要重要重要重要」」」」とのとのとのとの記述記述記述記述がありまがありまがありまがありまののののレレレレベルをベルをベルをベルを下下下下げないことがげないことがげないことがげないことが重要重要重要重要」」」」とのとのとのとの記述記述記述記述がありまがありまがありまがありま
すがすがすがすが、、、、正正正正しくありませんしくありませんしくありませんしくありません。「。「。「。「オオオオーーーーババババースースースースペックペックペックペック」」」」のののの
部部部部分分分分はははは勇勇勇勇気気気気をををを持持持持ってってってってカッカッカッカットしましょうトしましょうトしましょうトしましょう。。。。逆逆逆逆にににに「「「「欠欠欠欠けけけけ
ているものているものているものているもの」」」」がないかもがないかもがないかもがないかもチェックチェックチェックチェックしますしますしますします
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これこれこれこれはははは絶絶絶絶対対対対ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、できれできれできれできればばばば設定設定設定設定したしたしたした

⑦ 希望価格（目標）を設定する

これこれこれこれはははは絶絶絶絶対対対対ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、できれできれできれできればばばば設定設定設定設定したしたしたした
方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思いますいますいますいます。。。。単単単単純純純純にににに数数数数社社社社入入入入札札札札よりよりよりより「「「「業業業業務務務務のののの
中身中身中身中身をををを理事会理事会理事会理事会がががが把握把握把握把握するするするする」」」」点点点点でででで有有有有益益益益ですですですです。。。。一一一一例例例例としとしとしとし
てはてはてはては「「「「隠隠隠隠れたれたれたれた赤字赤字赤字赤字額額額額」」」」をををを目目目目標標標標とすることもありますとすることもありますとすることもありますとすることもあります。。。。

またまたまたまた、、、、各費目各費目各費目各費目をををを一一一一律律律律的的的的にににに「「「「〇〇〇〇〇〇〇〇％％％％カッカッカッカットトトト」」」」ではではではでは意意意意またまたまたまた、、、、各費目各費目各費目各費目をををを一一一一律律律律的的的的にににに「「「「〇〇〇〇〇〇〇〇％％％％カッカッカッカットトトト」」」」ではではではでは意意意意
味味味味がありませんがありませんがありませんがありません。。。。仕仕仕仕様様様様とととと相相相相場場場場とのとのとのとの関係関係関係関係をををを吟味吟味吟味吟味してしてしてして設設設設
定定定定しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。業者業者業者業者もももも「「「「希望希望希望希望価価価価格格格格のののの提示提示提示提示」」」」があれがあれがあれがあればばばば、、、、
管理組合管理組合管理組合管理組合のののの本気本気本気本気レレレレベルをベルをベルをベルを判定判定判定判定することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。
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当当当当初初初初のリストのリストのリストのリストアアアアッッッッププププはははは各業務各業務各業務各業務でででで１１１１００００社社社社以以以以上上上上にににに

⑧ 業者を絞り込み、
見積もりを取る

当当当当初初初初のリストのリストのリストのリストアアアアッッッッププププはははは各業務各業務各業務各業務でででで１１１１００００社社社社以以以以上上上上にににに
なるケースがありますがなるケースがありますがなるケースがありますがなるケースがありますが、、、、実実実実際際際際にににに見積見積見積見積もりをもりをもりをもりを取取取取
るのはるのはるのはるのは５５５５、、、、６６６６社社社社でででで十十十十分分分分ですですですです。。。。ネネネネットでのットでのットでのットでの評判評判評判評判なななな
どをどをどをどを参参参参考考考考にににに選定選定選定選定しますしますしますします。。。。

結結結結果的果的果的果的にメーンとなるにメーンとなるにメーンとなるにメーンとなる管理会社管理会社管理会社管理会社をををを変変変変更更更更するするするする場場場場
合合合合とととと、、、、そうでないそうでないそうでないそうでない場合場合場合場合とがありますがとがありますがとがありますがとがありますが、「、「、「、「変変変変更更更更合合合合とととと、、、、そうでないそうでないそうでないそうでない場合場合場合場合とがありますがとがありますがとがありますがとがありますが、「、「、「、「変変変変更更更更
もありうるもありうるもありうるもありうる」」」」とのとのとのとの姿勢姿勢姿勢姿勢でででで既契約既契約既契約既契約会社会社会社会社とととと交渉交渉交渉交渉にすにすにすにす
ることはることはることはることは絶絶絶絶対的対的対的対的ですですですです。。。。
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管理管理管理管理会会会会社社社社をををを変変変変更更更更するするするする場合場合場合場合はははは、、、、単単単単純純純純にコストだけにコストだけにコストだけにコストだけ

⑨ 管理会社選定の注意点

管理管理管理管理会会会会社社社社をををを変変変変更更更更するするするする場合場合場合場合はははは、、、、単単単単純純純純にコストだけにコストだけにコストだけにコストだけ
でででで判断判断判断判断するとするとするとすると、、、、禍根禍根禍根禍根をををを残残残残すことがありますすことがありますすことがありますすことがあります。「。「。「。「安安安安
かろうかろうかろうかろう、、、、悪悪悪悪かろうかろうかろうかろう」」」」ではではではでは、、、、何何何何のためののためののためののための業者変業者変業者変業者変更更更更かかかか
意意意意味味味味がありませんがありませんがありませんがありません。。。。

もうもうもうもう一一一一つつつつ重要重要重要重要なななな点点点点はははは「「「「管理管理管理管理委託委託委託委託はははは割割割割安安安安でででで契約契約契約契約しししし、、、、
大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事ででででガバッガバッガバッガバッとととと儲儲儲儲けるけるけるける」」」」ケケケケースがあるースがあるースがあるースがある大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事大規模修繕工事ででででガバッガバッガバッガバッとととと儲儲儲儲けるけるけるける」」」」ケケケケースがあるースがあるースがあるースがある
ことですことですことですことです。「。「。「。「子豚子豚子豚子豚をををを太太太太らしてかららしてかららしてかららしてから食食食食べべべべるるるる狼狼狼狼」」」」ですですですです。。。。
そそそそのためにはのためにはのためにはのためには候補候補候補候補業者業者業者業者とととと契約契約契約契約しているしているしているしている管理組合管理組合管理組合管理組合のののの
情報情報情報情報をををを得得得得ることがることがることがることが重要重要重要重要になりますになりますになりますになります。。。。
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見直見直見直見直しししし開始時点開始時点開始時点開始時点からからからから「「「「見直見直見直見直しのしのしのしの必要性必要性必要性必要性とととと意意意意義義義義」」」」

⑩ 常に入居者に情報公開する

見直見直見直見直しししし開始時点開始時点開始時点開始時点からからからから「「「「見直見直見直見直しのしのしのしの必要性必要性必要性必要性とととと意意意意義義義義」」」」
をををを入居者入居者入居者入居者にににに知知知知らせることがらせることがらせることがらせることが、、、、ススススムムムムーーーーズズズズにににに進進進進めるめるめるめる秘秘秘秘
訣訣訣訣ですですですです。。。。途途途途中経過中経過中経過中経過もももも丹念丹念丹念丹念にににに報告報告報告報告しししし、、、、あるあるあるある程程程程度進度進度進度進んんんん
だだだだ段階段階段階段階でででで「「「「中間報告中間報告中間報告中間報告会会会会」」」」をををを設設設設けることもけることもけることもけることも必要必要必要必要ですですですです。。。。

契約見直契約見直契約見直契約見直しししし等等等等にはにはにはにはささささままままざざざざまなまなまなまな反反反反対対対対やややや妨害妨害妨害妨害がががが発発発発生生生生
することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも入居者入居者入居者入居者からのからのからのからのそそそそすることがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも入居者入居者入居者入居者からのからのからのからのそそそそ
のようなことがないようにのようなことがないようにのようなことがないようにのようなことがないように広報広報広報広報活動活動活動活動のののの充充充充実実実実はははは不可不可不可不可
欠欠欠欠ですですですです。。。。対象対象対象対象はははは区分所有者区分所有者区分所有者区分所有者だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、占占占占有者有者有者有者をををを
含含含含めためためためた入居者入居者入居者入居者全全全全員員員員にににに行行行行いますいますいますいます。。。。
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費目別のポイント

管理管理管理管理コストにコストにコストにコストに関関関関するするするする費目費目費目費目はははは数数数数多多多多くありますくありますくありますくあります。。。。
費目費目費目費目のののの名称名称名称名称、、、、様様様様式式式式もももも管理組合管理組合管理組合管理組合のののの数数数数だだだだけけけけ変化変化変化変化がががが
ありありありあり、、、、単純比較単純比較単純比較単純比較はははは困難困難困難困難ですですですです。。。。

ただただただただ、、、、大大大大きくきくきくきく分分分分けけけけるとるとるとると①①①①管理会社管理会社管理会社管理会社へへへへのののの管理管理管理管理ただただただただ、、、、大大大大きくきくきくきく分分分分けけけけるとるとるとると①①①①管理会社管理会社管理会社管理会社へへへへのののの管理管理管理管理
委託委託委託委託費費費費②②②②各種業者各種業者各種業者各種業者とのとのとのとの契約料契約料契約料契約料③③③③水道料水道料水道料水道料金金金金などなどなどなど
公公公公共共共共料料料料金金金金④④④④修繕費修繕費修繕費修繕費などそのなどそのなどそのなどその他他他他――――――――にににに分分分分けけけけるこるこるこるこ
とがとがとがとが可能可能可能可能ですですですです。。。。
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大半大半大半大半のののの管理組合管理組合管理組合管理組合がががが管理会社管理会社管理会社管理会社とととと委託契約委託契約委託契約委託契約をををを結結結結

管理委託費

大半大半大半大半のののの管理組合管理組合管理組合管理組合がががが管理会社管理会社管理会社管理会社とととと委託契約委託契約委託契約委託契約をををを結結結結
んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。しかししかししかししかし、、、、委託契約委託契約委託契約委託契約のののの内容内容内容内容をををを把握把握把握把握
しきれていないケースがありますしきれていないケースがありますしきれていないケースがありますしきれていないケースがあります。。。。まずまずまずまず、、、、管管管管
理理理理委託契約書委託契約書委託契約書委託契約書とととと業務仕様業務仕様業務仕様業務仕様書書書書をををを細細細細かくかくかくかくチェチェチェチェッッッックククク
しまししまししまししましょょょょうううう。。。。

他他他他のマンションとのマンションとのマンションとのマンションと比較比較比較比較するするするする場合場合場合場合、、、、単純単純単純単純にににに
「「「「管理管理管理管理委託委託委託委託費費費費」」」」のののの名称名称名称名称だだだだけけけけではではではでは危険危険危険危険ですですですです。。。。具具具具
体体体体的的的的なななな費目費目費目費目とととと把握把握把握把握することがすることがすることがすることが重要重要重要重要ですですですです。。。。
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エレベーター点検①

契約契約契約契約にはにはにはには「「「「フフフフルルルルメメメメンンンンテナテナテナテナンスンスンスンス（（（（ＦＭＦＭＦＭＦＭ））））契約契約契約契約」」」」
とととと「「「「ＰＯＧＰＯＧＰＯＧＰＯＧ契約契約契約契約」」」」がありますががありますががありますががありますが、、、、分分分分譲譲譲譲10101010年年年年ぐぐぐぐらららら
いまではいまではいまではいまでは「「「「ＰＯＧＰＯＧＰＯＧＰＯＧ」」」」がががが断断断断然有然有然有然有利利利利ですですですです。。。。

毎月毎月毎月毎月のののの出張点出張点出張点出張点検検検検をしているところはをしているところはをしているところはをしているところは「「「「本当本当本当本当にににに
必要必要必要必要かかかか」」」」をををを検討検討検討検討することもすることもすることもすることも大大大大切切切切ですですですです。。。。年年年年４４４４回回回回～～～～必要必要必要必要かかかか」」」」をををを検討検討検討検討することもすることもすることもすることも大大大大切切切切ですですですです。。。。年年年年４４４４回回回回～～～～
６６６６回回回回のところものところものところものところも多多多多くありますくありますくありますくあります。。。。安安安安全全全全とととと点点点点検回数検回数検回数検回数
やややや費用費用費用費用とはとはとはとは単単単単純純純純にににに比例比例比例比例しませんしませんしませんしません。。。。なおなおなおなお、、、、法定点法定点法定点法定点
検検検検はははは年年年年１１１１回回回回ですですですです
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ＦＭＦＭＦＭＦＭ（（（（フフフフルルルルメメメメンンンンテナテナテナテナンスンスンスンス））））契約契約契約契約はははは通通通通常常常常、、、、機械機械機械機械やややや

＊ＦＭ契約とＰＯＧ契約

ＦＭＦＭＦＭＦＭ（（（（フフフフルルルルメメメメンンンンテナテナテナテナンスンスンスンス））））契約契約契約契約はははは通通通通常常常常、、、、機械機械機械機械やややや
装装装装置置置置のののの点点点点検検検検・・・・調整調整調整調整やややや機器機器機器機器のののの劣劣劣劣化化化化やややや摩耗摩耗摩耗摩耗にににに応応応応じじじじ、、、、部部部部
品品品品のののの交交交交換換換換をををを行行行行いいいい、、、、エレエレエレエレベーターをベーターをベーターをベーターを良好良好良好良好なななな状態状態状態状態にににに維維維維
持持持持するのにするのにするのにするのに必要必要必要必要ななななメメメメンンンンテナテナテナテナンスをンスをンスをンスを行行行行いますいますいますいます。。。。本体本体本体本体
のののの交交交交換換換換、、、、本体本体本体本体のののの塗塗塗塗りりりり替替替替えなどはえなどはえなどはえなどは対象対象対象対象外外外外ですですですです。。。。

ＰＯＧＰＯＧＰＯＧＰＯＧ（（（（パパパパーーーーツ・オイツ・オイツ・オイツ・オイルルルル・グリ・グリ・グリ・グリースースースース））））契約契約契約契約はははは、、、、ＰＯＧＰＯＧＰＯＧＰＯＧ（（（（パパパパーーーーツ・オイツ・オイツ・オイツ・オイルルルル・グリ・グリ・グリ・グリースースースース））））契約契約契約契約はははは、、、、
機器機器機器機器やややや装装装装置置置置のののの点点点点検検検検、、、、清掃清掃清掃清掃、、、、給油給油給油給油、、、、調整調整調整調整などはなどはなどはなどは含含含含まままま
れますがれますがれますがれますが、、、、ロロロローーーーププププなどなどなどなど部品部品部品部品のののの交交交交換換換換やややや修理工事修理工事修理工事修理工事などなどなどなど
をををを要要要要するするするする場合場合場合場合はははは、、、、そそそそのののの都都都都度費用度費用度費用度費用がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。
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年年年年６６６６回点回点回点回点検検検検のフルメンテのフルメンテのフルメンテのフルメンテ契約契約契約契約でででで年年年年間間間間１１１１台台台台（（（（11110000
階前後階前後階前後階前後））））当当当当たりたりたりたり55555555万円万円万円万円、、、、ＰＯＧＰＯＧＰＯＧＰＯＧ契約契約契約契約でででで35353535万円万円万円万円をををを

エレベーター点検②

階前後階前後階前後階前後））））当当当当たりたりたりたり55555555万円万円万円万円、、、、ＰＯＧＰＯＧＰＯＧＰＯＧ契約契約契約契約でででで35353535万円万円万円万円をををを
超超超超えるのはえるのはえるのはえるのは割高割高割高割高とととと言言言言えますえますえますえます。。。。またまたまたまた、、、、複数台複数台複数台複数台あるあるあるある
場合場合場合場合はははは割引割引割引割引がががが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。

メーメーメーメーカカカカーーーー系系系系にこだわらずにこだわらずにこだわらずにこだわらず独独独独立立立立系系系系へへへへのののの変変変変更更更更もももも検検検検
討討討討課課課課題題題題になりますになりますになりますになります。。。。出出出出張張張張点点点点検検検検のののの回数回数回数回数とともにとともにとともにとともに、、、、討討討討課課課課題題題題になりますになりますになりますになります。。。。出出出出張張張張点点点点検検検検のののの回数回数回数回数とともにとともにとともにとともに、、、、
「「「「遠隔遠隔遠隔遠隔監視監視監視監視」」」」のののの導導導導入入入入などもなどもなどもなども検討検討検討検討課課課課題題題題になりますになりますになりますになります。。。。

＊＊＊＊管理会社経由管理会社経由管理会社経由管理会社経由ののののＰＯＧＰＯＧＰＯＧＰＯＧでででで年間年間年間年間70707070万円万円万円万円のののの例例例例もももも

45



結論結論結論結論からからからから言言言言ってってってって機械式駐車機械式駐車機械式駐車機械式駐車場場場場はははは「「「「金金金金食食食食いいいい虫虫虫虫」」」」

機械式駐車場点検①

ですですですです。。。。保保保保守守守守点点点点検費用検費用検費用検費用はははは単純単純単純単純なななな上下上下上下上下式式式式とととと上下上下上下上下左右左右左右左右
ののののパズパズパズパズルルルル式式式式などなどなどなど複雑複雑複雑複雑なものによってなものによってなものによってなものによって変化変化変化変化しますしますしますします。。。。

年年年年間間間間のののの点点点点検検検検回数回数回数回数でもでもでもでも変変変変わりますがわりますがわりますがわりますが、、、、年年年年４４４４回点回点回点回点
検検検検のののの場合場合場合場合、、、、上下上下上下上下２２２２段式段式段式段式でででで１１１１パレパレパレパレットットットット当当当当たりたりたりたり年年年年間間間間
１１１１万円万円万円万円をををを超超超超えるのはえるのはえるのはえるのは割高割高割高割高とととと言言言言えますえますえますえます。。。。ただただただただ、、、、パパパパ１１１１万円万円万円万円をををを超超超超えるのはえるのはえるのはえるのは割高割高割高割高とととと言言言言えますえますえますえます。。。。ただただただただ、、、、パパパパ
ズズズズルルルル式式式式はははは点点点点検費検費検費検費、、、、修繕費修繕費修繕費修繕費がががが少少少少しししし嵩嵩嵩嵩みみみみますますますます。。。。どどどどちちちち
らもらもらもらも台数台数台数台数がががが多多多多いとスケールメリットいとスケールメリットいとスケールメリットいとスケールメリット効果効果効果効果がががが生生生生まままま
れますれますれますれます。。。。なおなおなおなお、、、、法定点法定点法定点法定点検検検検はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
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保保保保守守守守点点点点検費検費検費検費以以以以外外外外にににに長期修繕費用長期修繕費用長期修繕費用長期修繕費用がががが必要必要必要必要になになになにな

機械式駐車場点検②

りますりますりますります。。。。合合合合わせるわせるわせるわせるとととと1111パレパレパレパレットットットット当当当当たりたりたりたり月月月月間間間間
7000700070007000円円円円～～～～１１１１万円万円万円万円のののの費用費用費用費用がががが掛掛掛掛かりますかりますかりますかります。。。。使使使使用用用用料料料料
がががが１１１１万円以万円以万円以万円以下下下下でででではははは、、、、管理費会管理費会管理費会管理費会計計計計やややや建建建建物物物物のののの修繕修繕修繕修繕
積立金積立金積立金積立金にににに回回回回すすすす余裕余裕余裕余裕はほとんどありませんはほとんどありませんはほとんどありませんはほとんどありません。。。。

問題問題問題問題はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの維持管理費用維持管理費用維持管理費用維持管理費用をををを確保確保確保確保せずにせずにせずにせずに、、、、問題問題問題問題はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの維持管理費用維持管理費用維持管理費用維持管理費用をををを確保確保確保確保せずにせずにせずにせずに、、、、
使使使使用用用用料料料料収入収入収入収入のののの大半大半大半大半をををを管理費会管理費会管理費会管理費会計計計計にににに充充充充当当当当しししし、、、、
「「「「見見見見たたたた目目目目はははは黒字決算黒字決算黒字決算黒字決算」」」」のののの管理組合管理組合管理組合管理組合がががが多多多多いこといこといこといこと
ですですですです。。。。
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多多多多くのマンションのくのマンションのくのマンションのくのマンションの場合場合場合場合はははは管理組合管理組合管理組合管理組合がががが各各各各住戸住戸住戸住戸のののの

公共料金（水道料金）

多多多多くのマンションのくのマンションのくのマンションのくのマンションの場合場合場合場合はははは管理組合管理組合管理組合管理組合がががが各各各各住戸住戸住戸住戸のののの
検検検検針針針針（（（（管理会管理会管理会管理会社社社社がががが有料有料有料有料代行代行代行代行））））するためするためするためするため、、、、枚枚枚枚方方方方市市市市にににに
支支支支払払払払うううう水道水道水道水道料金料金料金料金はははは特特特特例申請例申請例申請例申請（（（（一一一一括徴括徴括徴括徴収収収収によるによるによるによる割割割割
引引引引））））によりによりによりにより差益差益差益差益がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。共用共用共用共用部部部部分分分分のののの使用料使用料使用料使用料
をををを加味加味加味加味してしてしてして５５５５～～～～10101010％％％％のののの差益差益差益差益がががが出出出出るのがるのがるのがるのが一般的一般的一般的一般的ですですですです。。。。

もしもしもしもし差損差損差損差損がががが発発発発生生生生しているしているしているしている場合場合場合場合はははは、、、、共用共用共用共用部部部部でのでのでのでの大大大大
量量量量のののの水水水水使用使用使用使用ののののほほほほかかかか、、、、漏水漏水漏水漏水ややややメメメメーターーターーターーター異異異異常常常常などがなどがなどがなどが考考考考
えられますえられますえられますえられます。。。。チェックチェックチェックチェックがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。
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電電電電気気気気料金料金料金料金はははは契約契約契約契約内容内容内容内容のののの変変変変更更更更でででで安安安安くなることがあくなることがあくなることがあくなることがあ

公共料金（電気料金）

電電電電気気気気料金料金料金料金はははは契約契約契約契約内容内容内容内容のののの変変変変更更更更でででで安安安安くなることがあくなることがあくなることがあくなることがあ
りますりますりますります。「。「。「。「契約契約契約契約容量容量容量容量ののののチェックチェックチェックチェック」」」」やややや「「「「低圧低圧低圧低圧高高高高負荷負荷負荷負荷
契約契約契約契約」「」「」「」「電子電子電子電子ブレブレブレブレーーーーカカカカーのーのーのーの設設設設置置置置」」」」などなどなどなど関関関関電電電電にににに相談相談相談相談
することもすることもすることもすることも有有有有益益益益ですですですです。。。。

最最最最近近近近、、、、注注注注目目目目をををを集集集集めつつあるのがめつつあるのがめつつあるのがめつつあるのが「「「「高高高高圧受電圧受電圧受電圧受電一一一一括括括括
契約契約契約契約」」」」ですですですです。。。。従来従来従来従来のののの低圧電低圧電低圧電低圧電力力力力よりよりよりより割割割割安安安安のののの業業業業務務務務用高用高用高用高契約契約契約契約」」」」ですですですです。。。。従来従来従来従来のののの低圧電低圧電低圧電低圧電力力力力よりよりよりより割割割割安安安安のののの業業業業務務務務用高用高用高用高
圧電圧電圧電圧電力力力力にににに契約契約契約契約をををを変変変変更更更更するするするする方方方方法法法法ですですですです。。。。管理組合管理組合管理組合管理組合はははは検検検検
針針針針などのなどのなどのなどの業業業業務務務務をををを「「「「専門業者専門業者専門業者専門業者」」」」にににに委託委託委託委託しますしますしますします。。。。共用共用共用共用
部部部部分分分分でででで25252525％～％～％～％～55550000％％％％のののの節約節約節約節約がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。
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管理員業務費（（（（業務業務業務業務内容内容内容内容によりによりによりにより、、、、変化変化変化変化ありありありあり））））

主な管理コストのメド①

管理員業務費（（（（業務業務業務業務内容内容内容内容によりによりによりにより、、、、変化変化変化変化ありありありあり））））

・・・・週週週週４０４０４０４０時間勤時間勤時間勤時間勤務務務務（（（（平日平日平日平日９９９９時時時時～～～～５５５５時時時時、、、、土土土土９９９９時時時時～～～～
３３３３時時時時、、、、日曜休日曜休日曜休日曜休みみみみ、、、、１１１１時間時間時間時間のののの休憩時間除休憩時間除休憩時間除休憩時間除くくくく））））

年年年年間間間間２５０２５０２５０２５０万円万円万円万円～～～～２７０２７０２７０２７０万円万円万円万円

・・・・週週週週２５２５２５２５時間勤時間勤時間勤時間勤務務務務（（（（平日平日平日平日９９９９時時時時～～～～４４４４時時時時、、、、土日休土日休土日休土日休みみみみ、、、、・・・・週週週週２５２５２５２５時間勤時間勤時間勤時間勤務務務務（（（（平日平日平日平日９９９９時時時時～～～～４４４４時時時時、、、、土日休土日休土日休土日休みみみみ、、、、
１１１１時間時間時間時間のののの休憩時間除休憩時間除休憩時間除休憩時間除くくくく））））

年年年年間間間間１１１１７０７０７０７０万円万円万円万円～～～～１１１１８５８５８５８５万円万円万円万円
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主な管理コストのメド②

清掃員業務費

管理会社経管理会社経管理会社経管理会社経由由由由 １１１１００００００００００００円円円円××××時間時間時間時間＝＝＝＝

直直直直接契約接契約接契約接契約 ８００８００８００８００円円円円××××時間時間時間時間＝＝＝＝

＊＊＊＊50505050戸戸戸戸前後前後前後前後のののの小規模小規模小規模小規模マンションはマンションはマンションはマンションは清掃清掃清掃清掃員業務員業務員業務員業務＊＊＊＊50505050戸戸戸戸前後前後前後前後のののの小規模小規模小規模小規模マンションはマンションはマンションはマンションは清掃清掃清掃清掃員業務員業務員業務員業務
はははは管理員業務管理員業務管理員業務管理員業務とのとのとのとの兼兼兼兼務務務務がががが可能可能可能可能
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主な管理コストのメド③

定期清掃費（（（（１１１１回回回回当当当当たりたりたりたり、、、、床床床床面中心面中心面中心面中心））））

基本計基本計基本計基本計算式算式算式算式

（（（（４００４００４００４００円円円円××××戸戸戸戸数数数数））））＋＋＋＋３３３３万円万円万円万円））））＝＝＝＝

＊＊＊＊年年年年２２２２回回回回もすればもすればもすればもすれば十十十十分分分分。。。。日常清掃日常清掃日常清掃日常清掃ががががキキキキチチチチンンンン
とやられているならとやられているならとやられているならとやられているなら年年年年１１１１回回回回でもでもでもでも問題問題問題問題ないないないない
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主な管理コストのメド④

雑排水管清掃（（（（１１１１回回回回当当当当たりたりたりたり））））

基本計算式基本計算式基本計算式基本計算式

（（（（２２２２，，，，３００３００３００３００円円円円××××戸戸戸戸数数数数））））＋＋＋＋３３３３万円万円万円万円＝＝＝＝

＊＊＊＊キキキキチチチチンとンとンとンと清掃清掃清掃清掃すればすればすればすれば２２２２年年年年にににに１１１１度度度度ででででＯＯＯＯＫＫＫＫ
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２４時間機械監視（（（（専専専専有部分有部分有部分有部分のののの防犯防犯防犯防犯などのなどのなどのなどの戸戸戸戸別別別別

主な管理コストのメド⑤

２４時間機械監視（（（（専専専専有部分有部分有部分有部分のののの防犯防犯防犯防犯などのなどのなどのなどの戸戸戸戸別別別別
監視監視監視監視のののの場合場合場合場合をををを除除除除くくくく））））

１１１１管理組合当管理組合当管理組合当管理組合当たりたりたりたり 月月月月間間間間１１１１５５５５，，，，００００００００００００円円円円
～～～～３０３０３０３０，，，，００００００００００００円円円円

＊＊＊＊500500500500戸戸戸戸以以以以上上上上やややや団地団地団地団地タタタタイイイイププププのののの大大大大型型型型マンションはマンションはマンションはマンションは＊＊＊＊500500500500戸戸戸戸以以以以上上上上やややや団地団地団地団地タタタタイイイイププププのののの大大大大型型型型マンションはマンションはマンションはマンションは
高額高額高額高額もももも

＊＊＊＊中途半端中途半端中途半端中途半端なななな戸戸戸戸別別別別監視監視監視監視ののののホホホホーーーームセムセムセムセキキキキュリティュリティュリティュリティ
はははは不不不不要要要要
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主な管理コストのメド⑥

機械式駐車場の保守点検

１１１１パレパレパレパレットットットット当当当当たりたりたりたり年年年年間間間間１１１１万円前後万円前後万円前後万円前後（（（（年年年年４４４４
回回回回））））

＊＊＊＊単純単純単純単純２２２２段式段式段式段式ののののみみみみ場合場合場合場合はははは、、、、もっともっともっともっと安安安安くなるくなるくなるくなる。。。。

＊＊＊＊パレパレパレパレットットットット数数数数がががが多多多多いほどいほどいほどいほど割割割割安安安安にににに
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主な管理コストのメド⑦

エレベーター保守点検（（（（独独独独立立立立系系系系））））

・・・・フルメンテフルメンテフルメンテフルメンテ契約契約契約契約（（（（１１１１台台台台、、、、年年年年６６６６回回回回点点点点検検検検））））

50505050万円万円万円万円～～～～60606060万円万円万円万円

・・・・ＰＯＧＰＯＧＰＯＧＰＯＧ契約契約契約契約（（（（同同同同、、、、同同同同））））

25252525万万万万円円円円～～～～30303030万円万円万円万円

＊＊＊＊マンションはマンションはマンションはマンションは年年年年６６６６回回回回のののの出出出出張点張点張点張点検検検検でででで十十十十分分分分

＊＊＊＊年年年年４４４４回回回回でででで他他他他はははは遠隔監視遠隔監視遠隔監視遠隔監視もももも
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コストコストコストコスト見直見直見直見直しししし交渉交渉交渉交渉のののの仕方仕方仕方仕方

①①①①おおおお願願願願いベースではいベースではいベースではいベースでは結果結果結果結果もしれているもしれているもしれているもしれている。。。。

②②②②時間時間時間時間がなくがなくがなくがなく単独交渉単独交渉単独交渉単独交渉のののの場合場合場合場合でもでもでもでも「「「「〇〇〇〇〇〇〇〇％％％％引引引引きききき下下下下
げをげをげをげを要請要請要請要請」」」」とととと具体的具体的具体的具体的なななな数字数字数字数字をををを入入入入れるれるれるれる。。。。

②②②②仕様仕様仕様仕様をををを決決決決めてのめてのめてのめての相見積相見積相見積相見積もりもりもりもり。。。。（（（（一般的一般的一般的一般的なななな方法方法方法方法））））②②②②仕様仕様仕様仕様をををを決決決決めてのめてのめてのめての相見積相見積相見積相見積もりもりもりもり。。。。（（（（一般的一般的一般的一般的なななな方法方法方法方法））））

③③③③仕様仕様仕様仕様とととと希望価格希望価格希望価格希望価格をををを決決決決めてのめてのめてのめての相見積相見積相見積相見積もりももりももりももりも有効有効有効有効。。。。
（（（（本気度本気度本気度本気度がががが相手相手相手相手にににに伝伝伝伝わるわるわるわる））））
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コストコストコストコスト見直見直見直見直しはしはしはしは各種業者各種業者各種業者各種業者とのとのとのとの関係関係関係関係のののの見直見直見直見直しでもしでもしでもしでも

各種業者を「良きパートナーに」

コストコストコストコスト見直見直見直見直しはしはしはしは各種業者各種業者各種業者各種業者とのとのとのとの関係関係関係関係のののの見直見直見直見直しでもしでもしでもしでも
ありますありますありますあります。。。。業者業者業者業者のののの専門知識専門知識専門知識専門知識とととと技術技術技術技術をををを有有有有効効効効活用活用活用活用するするするする
ためにもためにもためにもためにも見直見直見直見直しはしはしはしは必要必要必要必要ですですですです。。。。対立関係対立関係対立関係対立関係ではなくではなくではなくではなく信信信信
頼頼頼頼とととと一一一一定定定定のののの緊緊緊緊張張張張感感感感のあるのあるのあるのある「「「「良良良良ききききパパパパートートートートナナナナーーーー」」」」のののの関関関関
係係係係をををを築築築築くことがくことがくことがくことが管理組合管理組合管理組合管理組合のののの役役役役員員員員にににに課課課課せられたせられたせられたせられた責務責務責務責務
だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。

本当本当本当本当のののの信頼信頼信頼信頼関係関係関係関係はははは「「「「おおおお任任任任せせせせ」」」」からはからはからはからは生生生生まれませまれませまれませまれませ
んんんん。。。。おおおお互互互互いがいがいがいが知恵知恵知恵知恵をををを出出出出しししし合合合合ってってってって、「、「、「、「快適快適快適快適マンショマンショマンショマンショ
ンンンンラララライフイフイフイフ」」」」のののの実現実現実現実現をををを図図図図りたいものですりたいものですりたいものですりたいものです。。。。
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おわりに

管理管理管理管理コストのコストのコストのコストの見直見直見直見直しとしとしとしと削減削減削減削減にはにはにはには「「「「時間時間時間時間とととと費費費費
用用用用」」」」がががが掛掛掛掛かりますかりますかりますかります。。。。活動活動活動活動するするするする役役役役員員員員へのへのへのへの個個個個人人人人負負負負担担担担
がががが極端極端極端極端にならないようににならないようににならないようににならないように役割分役割分役割分役割分担担担担とととと財政的財政的財政的財政的保保保保証証証証
もももも必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。

今今今今回回回回はははは時間時間時間時間のののの関係関係関係関係でででで必要必要必要必要なノウハウのなノウハウのなノウハウのなノウハウの一一一一部部部部しししし
かかかか説明説明説明説明できませんできませんできませんできません。。。。修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金のありのありのありのあり方方方方などもなどもなどもなどもかかかか説明説明説明説明できませんできませんできませんできません。。。。修繕積立金修繕積立金修繕積立金修繕積立金のありのありのありのあり方方方方などもなどもなどもなども
重要重要重要重要なななな課題課題課題課題ですですですです。。。。今今今今回回回回ののののセミセミセミセミナナナナーーーーををををきっかけにきっかけにきっかけにきっかけに1111
つでもつでもつでもつでも多多多多くのくのくのくの管理組合管理組合管理組合管理組合がががが「「「「管理管理管理管理コストをコストをコストをコストを真剣真剣真剣真剣にににに
見直見直見直見直してみようしてみようしてみようしてみよう」」」」とととと一一一一歩踏歩踏歩踏歩踏みみみみ出出出出さささされることをれることをれることをれることを希希希希
望望望望しますしますしますします。。。。

59



ご清聴ありがとうございました。

このこのこのこの後後後後はははは、、、、質疑時間質疑時間質疑時間質疑時間ですですですです。。。。

積極的積極的積極的積極的にににに質問質問質問質問をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください。。。。積極的積極的積極的積極的にににに質問質問質問質問をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください。。。。
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