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マンション管理適正化法施行規則の改正マンション管理適正化法施行規則の改正



改正された関係省令など改正された関係省令など

■マンション管理適正化法の施行規則の

一部を改正する省令 公布：2009年5月1日

施行：2010年5月1日

■省令改正と整合を図るため

「マンション標準管理委託契約書」を改訂



マンション標準管理委託契約書のマンション標準管理委託契約書の
主な改訂内容主な改訂内容

【１】財産の分別管理

【２】印鑑等の管理の禁止

【３】保証額の明確化と保証契約の締結

【４】マンション管理組合への情報の拡充

【５】長期修繕計画作成及びマンションの維持
又は大規模以外の修繕について

【６】その他



「改正前の会計業務」「改正前の会計業務」

原則方式
支払一任
代行方式

収納代行
方式

一般的な管理費等の収納方式は
３通り



「改正前」
収納代行方式とは？

管理組合員

管理会社名義口座
（管理費等･積立金）

管理組合名義口座
（管理費等残高･積立金）

管理に関する支払
（公共料金･管理委託費等）

管理組合が
印鑑を保管

【収納口座】

管理費等

（１ヶ月以内）

残高振込

支払委託により
管理会社から支払い

【保管口座】

公共料金等の自動振替



「改正前」
支払一任代行方式とは？

管理組合員

管理組合名義口座
（管理費等･積立金）

管理組合名義口座
（積立金）

管理に関する支払
（公共料金･管理委託費等）

管理組合が
印鑑を保管

【収納口座】

管理費等
（１ヶ月以内）

修繕積立金を移換
管理費の剰余金には

規定なし

支払代行により
支払業務は管理会社

【保管口座】

管理会社が
通帳・印鑑を保管

公共料金等の自動振替



「収納代行方式「収納代行方式｣｣「支払一任代行方式「支払一任代行方式｣｣
以上の２つの代行方式での注意点以上の２つの代行方式での注意点

ともにお金の徴収から支払まで１ヶ月以内という条件があり
ますが、一時的に管理組合の財産を管理会社に預けている
状態をつくることとなり、かつ管理組合名義の通帳・印鑑の
同時保管を認めることになります。

1ヶ月間のリスクに備え、(社)高層住宅管理業協会の保証機
構への加入が必須となりますが、保証額は1ヶ月分。

実際の管理会社倒産事例で、１年間以上も管理組合口座へ
移動されてない資金があり、資金が消失した組合もあります。



「改正前」
原則方式とは？

管理組合員

管理組合名義口座
（管理費等･積立金）

管理に関する支払（管理委託費等）

【収納口座】

支払委託により支払業務は管理会社

管理組合名義口座
（積立金）

管理組合が
印鑑を保管

【保管口座】

修繕積立金を移換

管理会社が
通帳を保管

支出伺 払い戻し請求書 業者からの請求書＋ ＋

毎月、理事長（副理事長･会計理事）の承認のもと各書類へ押印

管理費等

公共料金等の自動振替



収納収納
口座口座

【【１１】】財産の分別管理財産の分別管理

（ハ）
方式

（ロ）
方式

（イ）
方式

保管保管
口座口座

収納･保管収納･保管
口座口座

目的ごとに口座を開設･管理する



管理組合員

印鑑･･･管理会社での保管禁止

管理組合用口座
（管理費等･積立金）

【収納口座】

修繕積立金・管理費等

修繕積立金・
管理費用の残額 振込
（１ヶ月以内）

管理組合名義口座
（管理費等残額･積立金）

【保管口座】

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を
収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立
金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額
を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保
管口座において預貯金として管理する方法

（イ）
方式

口座名義･･･管理組合・管理会社のいずれか
通帳･印鑑･･･管理会社での保管ＯＫ
印鑑･･･管理組合保管の場合保証措置不要

管理事務に要した
費用の支払処理

管理に関する支払
（設備保守料金･管理委託費等）

公共料金等の自動振替

収納口座が管理会社名義の場合
又は収納口座の印鑑を管理会社が保管する場合
保証措置【修繕積立金＋管理費１ヶ月分以上】

支払委託契約に従い管理会社が支払い処理

管理組合理事長による
事前の支払契約により各業者へ支払い処理



管理組合員

印鑑･･･管理会社での保管禁止

管理組合用口座
（管理費等･積立金）

【収納口座】

管理費等

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座
に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、
マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産を
収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定
する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、
翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座
において預貯金として管理する方法

（ロ）
方式

管理事務に要した
費用の支払処理

修繕積立金

管理費用の残額
振 込

（１ヶ月以内）

口座名義･･･管理組合・管理会社のいずれか
通帳･印鑑･･･管理会社での保管ＯＫ
印鑑･･･管理組合保管の場合保証措置不要

収納口座が管理会社名義の場合
又は収納口座の印鑑を管理会社が保管する場合

保証措置【管理費１ヶ月分以上】

管理に関する支払
（設備保守料金･管理委託費等）

公共料金等の自動振替

支払委託契約に従い管理会社が
支払い処理

管理組合理事長による事前の支払
契約により各業者へ支払い処理

管理組合名義口座
（管理費等残額･積立金）

【保管口座】



管理組合員

管理に関する支払
（設備保守料金･管理委託費等）

口座名義･･･管理組合名義
通帳･･･管理会社での保管ＯＫ
印鑑･･･管理会社での保管禁止

管理組合名義口座
（管理費等･積立金）

【収納・保管口座】

修繕積立金・管理費等

支払委託契約に従い
管理会社が支払い処理

公共料金等の自動振替

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を
収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金
として管理する方法

（ハ）
方式

管理組合理事長による事前の
支払契約により各業者へ支払い処理



【【２２】】印鑑等の管理の禁止印鑑等の管理の禁止

管理会社が出納業務を行う上で、支払等で日常的に
関与する頻度が高い口座

管理会社による印鑑等の保管を認める

収
納
口
座

主に積立金を保管する口座で、支払等は日常的には
発生せず、口座残高も多額となる場合が多い口座

管理会社による印鑑等の保管を禁止

保
管
口
座

※収納･保管口座は、保管口座と同様に、管理会社による印鑑等の保管を禁止



必要な保証額とは・・・

【【３３】】保証額の明確化と保証契約の締結保証額の明確化と保証契約の締結
適正化法：第適正化法：第8787条第条第33項（イ）（ロ）の項（イ）（ロ）の

方式での保証措置方式での保証措置

次の①②いずれにも該当する場合は、保証措置は必要ありません。
①修繕積立金等金銭が管理組合名義の収納口座に直接預入される場合
または、管理会社が修繕積立金等金銭を徴収しない場合
②収納口座を管理組合名義とし、管理会社が印鑑を管理しない場合

管理費用に充当する金銭

修繕積立金

（イ）

管理費用に充当する金銭

修繕積立金

（ロ）

収納口座に
納入される
一月分の
合計額以上

ただし



契約書に最低限記載したい主な項目（８項目）

◎管理会社が第三者との間で締結する契約

管理会社が管理組合に対して、修繕積立金等金銭の
返還債務を負うことになった場合に、当該第三者が
その返還債務を保証する内容

a.保証する第三者の名称 b.保証契約の名称
c.保証契約の額及び範囲 d.保証契約の期間
e.更新に関する事項 f.解除に関する事項
g.免責に関する事項 h.保証額の支払に関する事項

有効な保証契約とは･･･有効な保証契約とは･･･

管理会社は、当該契約の管理会社は、当該契約の
「保証書「保証書｣｣又は「契約締結を証する書面又は「契約締結を証する書面｣｣を添付することが望ましいを添付することが望ましい



【【４４】】マンション管理組合への情報の拡充マンション管理組合への情報の拡充

月次報告の一部（収支状況報告）の毎月実施が義務化月次報告の一部（収支状況報告）の毎月実施が義務化

事務管理業務 管理員業務 清掃業務 建物･設備管理業務

収支状況

滞納状況

その他
事務処理状況

勤務状況

受付状況

点検状況

立会状況

報告連絡
状況

日常清掃

定期清掃

特別清掃

各種設備点検

各種施設修繕

緊急対応業務

などなど･･･

管理会社によって報告の仕方･内容は様々 管理会社評価項目と言えます

管理会社の月次報告

収支状況
義
務
化



【【５５】】長期修繕計画作成および長期修繕計画作成および
マンションの維持又は大規模以外の修繕マンションの維持又は大規模以外の修繕

長期修繕計画の作成業務･見直し業務は長期修繕計画の作成業務･見直し業務は
別個契約とすることへ変更別個契約とすることへ変更

『長期修繕計画作成ガイドライン』に基づき作成
（平成20年6月国土交通省公表）

＊劣化状況を把握する為の調査･診断等が必要

＊上記に掛かる経費は相当な額となる

＊必要な年度に特別に実施するもの

委託契約業務遂行上、管理会社の把握している劣化等の状況
反映は重要なため、委託契約上「助言｣する業務は必要

長期修繕計画とは･･･

独立性が
高い業務



【【５５】】長期修繕計画作成および長期修繕計画作成および
マンションの維持又は大規模以外の修繕マンションの維持又は大規模以外の修繕

管理会社とは別の業者に、マンションの維持又は大規模
以外の修繕を行わせる場合の業務内容を明確化

具体的な業務内容とは･･･

見積りの
受理

発注補助
実施の
確認

報告

管理組合から管理会社への情報提供がなければ、また、
管理会社が管理組合の検討課題を理解･整理できていなければ、

当該業務は実行できません。

管理会社の情報収集力･調整力が問われる業務と言えます。



【【６６】】その他その他

事務管理業務の一部につき再委託可能と変更（第4条）

適正化法(第74条)にて、基幹事務の一括委託を禁止していることを
踏まえ、管理会社の責任と管理体制の下で処理することを前提に、
第三者への再委託を一部認めたものです。
例えば、収納事務を集金代行会社に再委託する場合が該当します。
なお、再委託先名称が明らかな場合、管理会社は管理組合へ事前に
通知することが望ましいと言えます。

緊急時の業務に「漏水」を追加（第8条）

事前に事故等の発生を予測することが極めて困難なものという観点
で、「漏水｣が追加されました。
マンション生活において、漏水事故は直接日常生活に影響するもの
で重大な事故のひとつと言えます。



宅建業者に提供する事項の追加（第14条）

「石綿使用調査結果の記録の有無とその内容｣および「耐震診断の
記録の有無とその内容」が項目として追加されました。
なお、当該業務は、売主たる区分所有者(組合員)が行うべきもので、
管理会社が行う場合には、管理規約等においてその根拠を明確に規
定されていることが望ましいと言えます。

個人情報取扱いに関する規定を追加（第16条）

管理会社は、個人情報に接する機会が多く、個人情報保護法の適用
を受ける管理会社はもとより、適用を受けない小規模の管理会社で
あったとしても、「国土交通省所轄分野における個人情報保護に関
するガイドライン」に準じるよう定めた規定となります。

【【６６】】その他その他



消費税法の税率改定時の消費税額等の変更（第22条）

消費税法等の税制の制定又は改廃による委託業務費のうちの消費税
額等は、その法改正に基づく額に変更可能とされました。
なお、消費税以外の法令改正に伴う費用の変更は、管理組合と管理
会社にて協議の上、変更するとしています。

【【６６】】その他その他



◎◎終わりに･･･終わりに･･･
冒頭にもお話したとおり、今回の法改正は、一部のマンション管
理業者の横領事件等により管理組合の財産が毀損されるという事態
が続いていることに端を発しております。

私も、管理業界に携わる一員として、非常に残念でなりません。

一般的に、管理業務は管理会社に委託しますが、管理の主体は
「管理組合｣であることを踏まえ、私は、マンションの管理は、管理
組合と管理会社が一体となって行うものと考えております。

管理会社は法令遵守を徹底し、社会的責任を果たしていくことが
大切であると強く感じております。

また、マンション管理適正化法では規制できていませんが、管理
組合が実害を受けるもうひとつの側面として、管理組合内部の事件
もみられます。ぜひ、法律の精神を管理組合にも当てはめ、通帳・
印鑑等の分離保管の徹底と月次監査の実行をお奨めいたします。



さらに今回、長期修繕計画作成業務が、マンション標準管理委託
契約書では、管理委託契約とは別の契約とするようになりました。
この業務は、マンションの修繕工事の方向性を左右するだけでなく、
工事資金の準備方法等に影響する大切な業務です。
管理委託契約とは別個契約とするとはいえ、管理会社が委託業務
上把握している劣化状況を反映するなど必要があります。そして、
管理会社の業務と切り離すことは、管理組合にとっては無駄を増や
すことにも繋がり兼ねない場合があります。
まずは、管理会社が、実態に沿った無駄のない契約内容・契約金
額等を充分に考慮して提案するべきだと考えております。

特に最近、築３０年を経過したマンションでの、専有部分の給水
管・給湯管・排水管の更新工事が、社会的にも重要課題となってお
ります。専有部だからといって、区分所有者に工事を任せっぱなし
にはせず、管理組合として建物全体の劣化状況を踏まえた工事計画
の内容・時期等も各区分所有者に助言し、更新を推進することも必
要であると考えます。そして、一定時期を経過したところで、管理
組合にて工事未実施住戸をとりまとめて、一斉工事を提案するなど
等の配慮も必要となっていくと考えております。



そして、マンション管理士には、関係法令の知識だけではなく、
管理会社の業務評価を適切に行えるだけの経験と実績が更に必要と
なってくるでしょう。

田村 晃清



東京都分譲マンション
管理アドバイザー
田 村 晃 清


