
 

 

 

令和２年度（2020 年度） 

宝塚市マンション管理に関する資料提供 

 

本資料は適正なマンション管理に関する基礎的な内容について、 

宝塚市内の分譲マンション管理組合へ資料提供することを目的に作成したものです。 

資料提供にあたり内容については、（公財）マンション管理センター大阪支部、 

宝塚マンション管理組合協議会、宝塚市の３者により作成しました。 

   貴管理組合における円滑な組合運営や、区分所有者としての心構えなど基礎的知識の 

習得にご活用いただき、これを機にマンションの住環境維持の一助になれば幸いです。 

 

 

 

 

 

マンションの基本ルール 

～マンション管理適正化指針と管理規約を考える～ 

作成 令和２年（2020 年）７月 
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（公財）マンション管理センター 

 

日本の人口は減少しているのに、マンションのストック戸数は

増加しています。このままでは古いマンションほど空き住戸が

目立ち、維持管理が難しくなるなどの問題が予想されます。 
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Ⅰ．マンションでの暮らし方のルールを考える 

なぜマンションでは、暮らし方のルールが必要なのか？ 

住宅に住むということに違いはないのに、戸建て住宅や賃貸住宅に住むのとどう違うのか？ 

 

① 権利と義務の関係を知る 

権利を持ち続けるためには、どのような義務を果たさなければいけないのかを知る必要がある。 

 

②所有権を考える 

民法第２０６条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を 

有する。 

物を持つという権利 ⇔ 所有物が社会の迷惑とならない義務 

所有物が社会の迷惑とならないためには、社会に迷惑の掛からないように管理していかなくてはならない、 

区分所有権も同じである。 

賃貸住宅に住むのとどう違うのかというのは、自分の所有する住宅に住むか、所有していない住宅に住むか

ということになる。つまり、所有権が有るかどうかである。自分の所有物でなければ、所有物が周辺に迷惑を

かけても、所有者の責任であって、住宅を借りて住んでいるだけの者は自分の生活態度に責任を持つという契

約上の義務になる。 

 

③区分所有権を考える 

戸建て住宅に住むのとどう違うのか？自分の所有物が周辺に迷惑をかけてはいけない、そうならないように

所有物を管理していなくてはいけないのは同じで、管理することを一人でできるかできないかである。 

民法上の共有の場合は、共有者全員が同じ意見となるように、ひとつの意見にまとめなければならない。 

区分所有権の場合は、全員同意ではなく多数意見による決議をして、管理運営を行わなければならない。そ

して多数意見による管理運営の方法に従わなければならない。 

専有部分が専有部分として在り続けるためには、専有部分を支える共用部分（例：屋根や外壁等）が、周辺

に迷惑の掛からない性能でなければならない。（例：屋根からの漏水は本来の性能を果たしていない。）そのた

めの維持管理をしていかなくてはいけない。 

所有物を管理する権利を持つのは、所有者であり、同時に管理する義務も負う。マンションの共用部分の所

有者は全区分所有者であり、管理するのも全区分所有者である。 

一人ひとりが考える管理の方法・程度の基準は違うが、多少の違う意見があっても一つの方向にまとめてい

かなくてはいけない。 

まとめていくための維持管理ルールが必要となる。 

 

Ⅱ．区分所有建物とマンションの違いを考える 

区分所有建物では、  〔３つの共同〕 

 

 

マンションでは、   〔４つの共同〕 

 

①共同で所有し、②共同で使用し、③共同で管理する。 

①共同で所有し、②共同で使用し、③共同で生活していく、そのために④共同で管理する。 
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Ⅲ．区分所有建物を知る 
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Ⅳ．マンションでの暮らし方の基本を考える 

マンションの暮らし方の基本は、区分所有建物での暮らし方を考えることである。考えることの基本は 

「マンションの管理の適正化に関する指針」に書かれている。留意することが、法律で義務化されている。 

◎マンションの管理の適正化の推進に関する法律 

（管理組合等のマンションの適正な管理への努力義務） 

第４条第１項 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理

するよう努めなければならない。 

第２項 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果た

すよう努めなければならない。 

 

マンションの管理の適正化に関する指針（マンション管理適正化指針）の位置づけ 

昔の住まい   マンション 

村長   理事長 

長老会   理事会 

家長（一家の主）   組合員（区分所有者） 

家族   家族 ・ 借家人 

全員が生まれ育った環境   全員がマンションという場所に集まった環境 

共同生活に必要な道徳 ・ 心得    マンション管理適正化指針（2001） 

決め事 〔掟〕   区分所有法 (1962) ・ 管理規約 

水源   給水施設 

山 ・ 森   駐車場 ・ 集会棟 

全員参加の目的のある祭   全員参加のコミュニティ活動 

全員から徴収   全員から徴収 

    希望者参加の祭 

    参加者の会費 

七人の侍   マンション管理士・弁護士・建築士・会計士 
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マンションの管理の適正化に関する指針 

(平成十三年八月一日国土交通省告示第千二百八十八号） 

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（ 平成十二年法律第百四十九号） 第三条に基づ

き、マンションの管理の適正化に関する指針を定めたので、同条の規定に基づき、公表する。 

 

我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住空間

の有効活用という機能性に対する積極的な評価、マンションの建設・購入に対する融資制度や税制

の整備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、重要な居住形態となっている。 

その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共同生

活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在

による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、建物を維持管理していく上

で、多くの課題を有している。 

特に、今後、建築後相当の年数を経たマンションが、急激に増大していくものと見込まれることか

ら、これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンションは、区分所

有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下など、深刻な問題

を引き起こす可能性がある。 

このような状況の中で、我が国における国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する

ためには、管理組合によるマンションの適正な管理が行われることが重要である。 

この指針は、このような認識の下に、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、

必要な事項を定めるものである。 

また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの

観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律（ 昭和三十七年

法律第六十九号） に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。 

 

一 マンションの管理の適正化の基本的方向 

マンションは、今や我が国における重要な居住形態となり、その適切な管理は、マンションの区分

所有者等だけでなく、社会的にも要請されているところである。 

このようなマンションの重要性にかんがみ、マンションを社会的資産として、この資産価値をで

きる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、以下の点を踏まえつつ、マンションの

管理を行うことを基本とするべきである。 

 

１ マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理

組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持っ

て、適正な運営を行うことが重要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配

慮がなされる必要がある。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契

約を締結する必要がある。 

 

２ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識

して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要

がある。 

 

３ マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、

マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよ

う心がけることが重要である。 
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４ さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任

することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選

任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適

正な業務運営を担保することが重要である。 

 

５ マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方公共団体及びマンション管理適正化推

進センターは、その役割に応じ、必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備・強化することが必

要である。 

 

二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項 

１ 管理組合の運営 

管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映するこ

とにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれ

た民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。したがっ

て、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整備し、集会において

適切な判断が行われるよう配慮する必要がある。 

管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マンション

の区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。 

 

２ 管理規約 

管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、その作成にあたっては、管理組合

は、建物の区分所有等に関する法律に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、当該マンシ

ョンの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じ、その

改正を行うことが重要である。さらに、快適な居住環境を目指し、マンションの区分所有者等間のト

ラブルを未然に防止するために、使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルール

を定めておくことが肝要である。 

管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、

必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとることが重

要である。 

 

３ 共用部分の範囲及び管理費用の明確化 

管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理

費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。 

特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関して

トラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範囲

及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが望ましい。 

 

４ 管理組合の経理 

管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されていることが重要である。

このため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、これらの費目を明確

に区分して経理を行い、適正に管理する必要がある。 

また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区

分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必

要がある。 
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５ 長期修繕計画の策定及び見直し等 

マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修

繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定

し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。 

長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」 を参考に、必要

に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行

って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。 

長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらを

マンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。 

管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管す

ることが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲

覧できるようにすることが望ましい。 

なお、建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に

応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、そ

の過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向

を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である。 

 

６ 発注等の適正化 

管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要がある

が、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンション

の区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。 

 

７ 良好な居住環境の維持及び向上 

マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等（ 以下「自治会」という。） 

は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に

管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治

会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行

徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化など

のマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 

 

８ その他配慮すべき事項 

マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえながら、全棟の連携をとって、全

体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要である。 

また、複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管

理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。 

 

三 マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等 

マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけで

なく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要

がある。 

また、マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が戸建てのものとは異なり、相隣関係

等に配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利

用と資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運営

に参加するとともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。そのためにも、マ

ンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等に関する理解を深める必要がある。 



８ 

 

専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、マンシ

ョンの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことに十分

に留意することが重要である。 

 

四 マンションの管理の適正化の推進のための管理委託に関する基本的事項 

管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理事務の

全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、その委託内容を十分に検討し、書面をもって管

理委託契約を締結することが重要である。 

なお、管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を収集し、

マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者の行う説明会を活

用し、適正な選定がなされるように努める必要がある。 

また、管理委託契約先が選定されたときは、管理組合の管理者等は、当該契約内容を周知するとと

もに、マンション管理業者の行う管理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努

める必要がある。 

万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当該マンション管

理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する団体にその解決

を求める等の措置を講じることが必要である。 

 

五 マンション管理士制度の普及と活用について 

マンションの管理は、専門的な知識を要する事項が多いため、国、地方公共団体及びマンション管

理適正化推進センターは、マンション管理士制度が早期に定着し、広く利用されることとなるよう、

その普及のために必要な啓発を行い、マンション管理士に関する情報提供に努める必要がある。 

なお、管理組合の管理者等は、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じ、マンション管

理士等専門的知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要である。 

 

六 国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援 

マンションの管理の適正化を推進するためには、「マンション標準管理規約」をはじめ必要な情報・

資料の提供、技術的支援等が不可欠である。 

このため、国及び地方公共団体は、必要に応じ、マンションの実態の調査及び把握に努め、マンシ

ョンに関する情報・資料の提供について、その充実を図るとともに、特に、地方公共団体、マンショ

ン管理適正化推進センター、マンション管理士等の関係者が相互に連携をとり、管理組合の管理者

等の相談に応じられるネットワークの整備が重要である。 

さらに、地方公共団体は、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に

精通し、マンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制

の充実を図るよう努める必要がある。 

マンション管理適正化推進センターにおいては、関係機関及び関係団体との連携を密にし、管理

組合の管理者等に対する積極的な情報・資料の提供を行う等、管理適正化業務を適正かつ確実に実

施する必要がある。 

附 則（ 平成二十八年三月十四日国土交通省告示第四百九十号） 

 （施行期日） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

 

  
 

改めて指針を読むと、大事なことがたくさん詰
まっていることに気づくね。住人みんなの協力
があれば実践できそうだね。 



９ 

 

Ⅴ．マンションでの暮らし方の基本ルール〔管理規約〕を考える 

マンションでの暮らし方の基本ルールは管理規約であり、細部を補填するのが細則です。 

使用方法、生活規則などのソフト面も決めることができます。 

管理を行っていく原則は多数による決議を行って、実行していく内容を決めることです。しかし、同じこと

を何度も決議するのであれば、前もって決められる事項については文書として決めておこうというのが管理規

約です。 

●区分所有法：（区分所有者の団体）  

第三条 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、及び管理者を置くことができる。（他は省略） 

 

①．管理規約の基本的事項 

 

イ．管理規約に定められる事項 

規約に定められる事項は、管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項です。 

●区分所有法：（規約事項） 

第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもの

のほか、規約で定めることができる。  

 

ロ．管理規約の効力 

規約に定めた事項は、中古で購入した区分所有者も守らなければなりません。賃借人は住まい方のルールと

して管理規約を守らなければなりません。 

●区分所有法：（規約及び集会の決議の効力） 

第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 

２ 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて

負う義務と同一の義務を負う。 

 

ハ．管理規約の改正 

規約を改正することは、区分所有者総数及び議決権総数の各３/４以上の特別決議で可能です。この区分所

有者総数及び議決権総数の各３/４以上というのは強行規定で絶対に守らなければなりません。 

改正が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりません。 

●区分所有法：（規約の設定、変更及び廃止） 

第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってす

る。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき

は、その承諾を得なければならない。 
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ニ．管理規約の衡平
こうへい

性 

規約は衡平性が図られたものでなければなりません。 

規約を改正する場合は、組合員相互間の利害の衡平性が図られた規約としなければなりません。現状、目に

見える衡平性だけでなく、その事実が始まった時点から今までの経緯、形状、目的、費用等を総合的に考慮し

なければなりません。 

●区分所有法：（規約事項）[規約の衡平性] 

第三十条 ３ 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設（建物の敷地又は附

属施設に関する権利を含む。）につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区

分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように

定めなければならない。 

 

②．管理規約の改正の時期 

マンションの管理規約の改正を考えるのはどのような時でしょうか？ 

 

イ．法律・標準管理規約が改正されたら考える  

標準管理規約が平成２８年３月１４日に大幅に改正されました。そして平成２９年８月２９日に住宅宿泊事

業法施行に伴い、いわゆる民泊についての条文が追加されました。改正されたということは何らかの理由があ

るということで、その理由が自分のマンションの管理規約でも改正すべきかどうかを考えることが必要です。 

 

ロ．管理規約の内容を守れなくなったら考える  

 管理規約の内容が周辺状況に合わなくなった、物理的に住民構成などが、管理規約の内容を実行するには難

しくなったというのであれば、実態に沿った規約に改正する検討が必要です。規約違反の状態のままで管理組

合運営を続けることは争いごとになった場合に困ることになります。 

 

ハ．管理規約の内容があいまいであるがゆえ、組合内で解釈が異なる意見が出た時には考える  

 高経年マンションが多くなり、設備関連の更新工事や現実の事故が増え、区分所有者の負担とするのか、組

合の負担とするのか、管理組合がその判断をしなくてはならなくなった。判断材料を明確化しなくてはならな

い場合は、管理規約を確認する意味での規約改正を考えることが良いでしょう。 

 

ニ．マンションの将来における適正な管理のために考える  

 日本の社会で起きることは、全てマンションの中でも起こり得ます。其の上、問題が起きた時に解決する方

法に、区分所有法という法律の規制がかかってくるのがマンションです。一人では解決できなくて、みんなで

協力した団体という形で解決しなければならないことが出てきます。その時のために前もって規定しておいた

方が、問題を未然に防ぐことができます。平成２９年８月２９日に改正された住宅宿泊事業法施行に伴う専有

部分の用途についての条文がこれにあたるでしょう。 
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Ⅵ．マンションでの管理運営を考える 

マンションは良識（マンション管理適正化指針の留意すべき事項通り）では動かない。 

マンションは常識（マンションでの慣習・前例を踏襲）で動く。 

 

常識には間違っているとは言えない常識（例えば委任状総会）と、間違っている常識（例えば委任状理事会）

がある。 

少なくとも、間違っているとは言えない常識で管理組合を運営し、良識（例えば多数参加の総会）に近づけ

ることが適正な管理に繋がることを認識する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

  主催 ：宝塚市役所 都市整備部 住まい政策課     電話：0797-77-2018 

      本資料提供にかかるお問い合わせ全般、住宅に関する相談全般。 

      URL: http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kurashi/sumai/1028032/index.html 

 

 資料提供：（公財）マンション管理センター大阪支部  電話：06-4706-7560 

  （国土交通大臣指定 マンション管理適正化推進センター） 

本資料の内容に関するお問い合わせ、マンション管理に関する相談対応。 

      URL: https://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html 

【協力】 

  宝塚マンション管理組合協議会 

 

 

 


