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本委員会では、国土交通省から公表された「新たな管理ルール検討会を踏まえたマンション標

準管理規約（単棟）及び同コメント」（案）を踏まえ、マンション標準管理規約のあり方につい

て議論、検討を重ねた結果、以下の見解を取りまとめたところである。なお、本見解は併せて国

土交通省に提出している。 

 

１．総論 

 

この意見書は、今般、国土交通省より公表された『新たな管理ルール検討会を踏まえたマンシ

ョン標準管理規約（単棟）及びコメント（案）』（以下、単に「改正案及びコメント」という）に

ついて、都市住宅学会内委員会（以下、単に「委員会」という）において議論をしたものをまと

めたものである。 

マンション管理組合は、建物の区分所有等に関する法律（以下、単に「区分所有法」という）

３条の団体を権利能力なき社団として具体化・組織化したものである。３条団体は共有財産たる

マンションの管理という明確な目的を有する団体であるが、「管理」の中心は居住資産価値の維

持・向上であって、区分所有者は共有者としてその目的実現のために管理組合の管理に協力しな

ければならないと定められている（マンション管理の適正化等に関する法律、以下、単に「適正

化法」という、４条）。管理組合の運営やそのためのルールは居住資産価値の維持・向上という

目的に沿うように適切に設定され、かつ運営される必要があるのはいうまでもないことである

が、改正案及びコメントは、マンションにおける管理ルールや管理組合運営のあり方をその目的

にまで遡って検討を加えたものであって、これまで検討されてきたマンション標準管理規約と

比較しても、最も包括的なものとなっている。 

すなわち、今回の改正案及びコメントほど団体の目的と管理組合運営のあり方とを徹底して

関連付け詳細な検討を加えたものはなく、その厳密な検討結果は、これまであいまいに処理され

ていた問題とその処理方法を明らかにしようとするものとして高く評価できる。 

当委員会としての個々の論点についての意見を以下に挙げるが、まず、『管理組合は何のため

にあるか』、『管理組合の運営の実態はどうか』という管理規約の問題を考える際に最重要と思わ

れる視点を挙げ、この視点に従って個々の論点について言及したい。 

 

団体としての「管理組合」とその目的について 

 



今回の問題を検討するに際して、本学会内で議論をした際に、「マンション管理組合とはどの

ような団体であるか」という点が議論となった。管理規約は管理組合の規約制定権（区分所有法

３０条）に基づく自治規範であるが、管理組合の権能は管理組合という団体の目的を超えてはい

けないことは明白であって、管理規約の問題を考察する際には、区分所有法ないし民法等の規定

から管理組合の目的・役割を正確に理解すること及びその運用実態を正確に把握することがそ

の前提とならなければならない。 

 

区分所有法は団体について次のように規定している（３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。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分（以下「一部共

用部分」という。）をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 

 

この条文からわかることは次のとおりである。 

 

①管理組合が区分所有者全員で、かつ区分所有者のみで構成される団体であること 

②管理組合が強制加入団体であること 

③管理組合の目的が「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」であること。 

④管理組合には法が定めるところにより「集会を開き、規約を定め」また「管理者をおく」権能

があること 

 

すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし

任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、

管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならな

いのである。 

なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定

に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所

有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に

反する内容は無効となる。 

当委員会としては、このような基本的な視点がもっと強調されるべきであったのではないか

と考えている。 

 

◇現実の管理組合運営についての問題 

 

では、現実の管理組合の運営実態はどうであろうか。 



国土交通省の発表では、平成 26 年末時点で、マンションのストックは 610 万戸を超えており、

我が国の住宅ストックの 1 割はマンションである状況になっている。また、これが、東京や大阪

等の大都市圏となると、マンションを抜きに住宅を語ることが出来ない状況にある。 

マンションは、大都市部の住民を中心に主要な居住形態の一つとなっているにもかかわらず、

その管理運営と言う意味ではいろいろな問題があると言われている。例えば、東京都が平成 24

年に行ったマンション実態調査をベースに、財産管理の上からも気になる点をいくつか指摘し

たい。 

 

①管理組合が組成されていないマンションが 6.5％存在する（ａ：7933） 

②管理組合の総会が数年に一度しか行われていないマンションが 0.9％、まったく行われていな

いマンションも 0.5％存在する（ａ：7367） 

③理事会・役員会がほとんど開催されていないマンションが 3.2％、理事会・役員会が組成され

ていないマンションが 1.7％存在する（ａ：7360） 

④管理規約がないマンションが 5.9％存在する（ａ：8003） 

⑤設計図書を保管していないマンションが 3.4％、他に「わからない」と答えたマンションが 9.9％

（ａ：7826）存在する（なお、保管している設計図書も、平面図等は 93％を超えているが、構造

図になると 74.1％、構造計算書に至っては 39.0％にとどまる。）。 

⑥管理費を徴収していないマンションが 3.2％（ａ：7688）、修繕積立金が徴収されていないマン

ションが 5.5％（ａ：7639）ある。 

⑦長期修繕計画のないマンションが 14.1％ある（ａ：7624） 

 

上記の中で、長期修繕計画のないマンションの問題は以前からも取り上げられており、実数は

かなり減っているが、この時点で 14.1％（母数から推定すると 1,075 マンションに相当する）あ

ることは大きな問題であろう。なお、財産管理上の問題と言う点では、他に、設計図書の補完が

されていないマンションに「わからない」と答えたマンションを加算すると 13.3％（1,041 マン

ションに相当）、修繕積立金がないマンションが 5.5％（420 マンションに相当）、管理費の徴収

がされていないマンションさえ 3.2％（246 マンションに相当）、管理組合が組成されていないマ

ンションが 6.5％（516 マンションに相当）あることが確認できるが、このことは財産管理と言

うことを考えるうえで極めて大きな問題であるといえるだろう。 

このような結果となっていることについて、その最大の理由は、管理組合の構成員たる区分所

有者に、マンション管理の重要さが認識されていないことにある。「マンションは管理を買え」

などといわれるように、「マンションの価値は管理にある」という認識は多くの区分所有者に浸

透しているものと思われるが、一方で、「管理組合の役員のなり手がいない」或いは「管理組合

総会の参加者がほとんどなく、かろうじて過半数を超える「議長委任」の委任状で総会が運営さ

れている」等の話を聞くことが少なくない。少なからぬマンションがこのような状況であるとす

ると、「マンションの価値は管理である」ということを区分所有者が真の意味では理解していな



いことを意味するものと考えることさえできよう。 

加えて、多くの区分所有者は、マンション管理については素人であること、また、管理組合の

役員に選任された（いわゆる輪番制が多いが）としても、法はおろか自己のマンションの管理規

約にさえ一度も目を通さない者も少なくないことが現状であるため、結果的に、組合の運営や総

会の運営そのものにも潜在的に様々な問題がある点も改正案及びコメントの中で正確に指摘さ

れている。改正案及びコメントが指摘する事項は多岐にわたるが、当委員会が把握している代表

的な問題点としては、以下のようなものを挙げることが出来る。 

 

・管理規約上、代理人資格のない者が代理人として議決権行使をしている。 

・管理規約上、区分所有者本人にしか役員資格がないにもかかわらず、例えば、賃借人が役員に

就任している。 

・既に死亡した区分所有者がその後も区分所有者として認識され続け、死者宛に集会の招集通知

等が発送されているとともに、その人物の相続人（全員とも限らない）も、死者名義で委任状を

送付している。 

・管理規約上、集会の招集が理事会の決議事項とされているにもかかわらず、理事長以外に出席

役員がおらず、理事長が単独で集会の招集等を行っている。 

・独裁的な理事長が規約・規則等を無視して管理組合を仕切っており、それに対して文句を言え

ない。 

・年一回は管理組合の定期集会を行うことが管理規約で義務付けられているにもかかわらず、何

年もの間、集会を開催せず、予算・決算の承認もない。 

 

◇管理の実態に即した問題を解決することの必要性 

 

国土交通省が定める「マンション標準管理規約」は、多くのマンションが自らの管理規約を制

定する場合の指針となるべきものである。したがって、その内容は法的に正確であるとともに、

上述したような既存のマンションの管理についての問題点に鑑みたうえで、可能な限りそれら

の諸問題に対応できるものでなければならないはずである。改正案及びコメントがこの要請に

応えうるものであることは冒頭で述べたとおりであり、改正案及びコメントの内容が正しく管

理組合に周知されるのであれば、既存のマンション管理組合が抱えている問題の一部は解決す

ることが可能であると思料される。その意味では、国土交通省において、改正案及びコメント公

表後も効果的な管理組合ないし区分所有者への周知徹底の措置を講じられたく希望するもので

ある。また、前述したような管理組合実務の現場でみられる現象ないし問題は、区分所有者の意

識を向上させないと解決できないものも多い（現実の区分所有者を法が想定する理想の区分所

有者へと如何に啓蒙していくか）ことから、管理の必要性について、より強く区分所有者に認知

させるような啓蒙活動も必要と思われる。 

以上を踏まえ、以下、逐条的に意見を述べることとする。 



 

 

２．逐条的なコメント 

 

 

１）第 15 条 

 

「コメント」における指摘について賛同する。 

近年は車の所有台数の頭打ちの状況等から、マンションの駐車場稼働率が低下しており、駐車

場不足ではなく駐車場過剰のほうが問題であるという指摘も委員からあった。特に、駐車場の附

置義務条例等により、条例に合致させるために機械式駐車場を設置せざるを得ないという実態

がありながら、駐車場の稼働率が低くなると、駐車料金では機械式駐車場の維持費用がまかなえ

ないケースさえ少なからず存在する。 

このことは標準管理規約とは直接関係しないが、マンションの駐車場をめぐる問題点として

念のために指摘しておく。 

 

 

２）第 16 条 

 

第 16 条第 1 項において、電気室の借主を「○○電力株式会社」、ガスバーナー室の借主を「○

○ガス株式会社」としているが、昨今、いわゆる一括受電等を採用する管理組合も増えている中

で、一括受電を採用する場合は、電気室は当該一括受電会社に変わる可能性があると思われる。

このような場合、規約にあらかじめ特定の会社名を記載しておくと、一括受電の採用や変更のた

びに規約の変更が必要になるように思われる。このようなことを考えると、例えば「電気室  電

力供給をする会社。」とするか、或いは「使用細則で定める会社」等するほうがよいのではない

だろうか。 

 ガス会社についても同様である。 

 

 

３）第 19 条の 2 

 

同条は、反社会的勢力の排除に際して画期的な条項であると、当委員会では評価している。な

お、そもそも第 19 条自体が「専有部分の貸与」にかかる規定であることからやむを得ないのだ

ろうが、コメントにおいて、「なお、暴力団員への譲渡については、このような賃貸関係に係る

ものと同様の取り決めを区分所有者間で結ぶという対応をすることが考えられる。」と示してい

るのみである。 



そもそも反社会的勢力を排除するのであれば、賃貸のみならず、譲渡についても「明渡し請求」

等の対応ができなければ、排除の実効性を伴わないのではないだろうか。この点について、より

一層の検討が必要であると考える。 

なお、譲渡についても対応が可能となるのであれば、その点を含め、この規定は 19 条の 2 に

おくのではなく、「反社会的勢力の排除」等の項を別に設けて規定をすべきあろう。もっともこ

の部分は、法務省とも協議が必要と思われる。 

 

 

４）第 21 条 

 

災害時等の緊急時において、敷地及び共用部分等の必要な保存行為ができるとする条項とコ

メントの指摘、提案に賛成である。 

なお、災害のケースに対応して、区分所有者の緊急時の連絡先について組合が把握するように

努めるとともに、万が一マンションが損壊するような場合に鑑みて、その情報のバックアップを

取る仕組みの検討が必要ではないかという点を補足しておきたい。 

阪神・淡路大震災の際も、滅失したマンションについて、区分所有者との連絡が困難であった

ことが報告されていたが、仮にマンションが損壊（あるいは火災により焼損）するようなことに

なると、マンション内に保管された情報も毀損してしまう可能性が考えられる。 

 バックアップ先としては、例えば管理会社が考えられる。この場合には、バックアップに際し

て個人情報の同意等が必要とも思われるが、マンションの再建の意思表示を迅速に行うために

も、こうした手続きを進める必要があるように思われる。 

 

 

５）第 27 条及び第 32 条について 

 

管理組合の業務（第 32 条）と管理費（第 27 条）について、リンクする話であるため、ここで

まとめて当委員会の意見を述べる。 

今回の規約改正をめぐる議論の中で、議決権とともに最も議論の対象となっているものが、い

わゆるコミュニティ条項（現行標準管理規約２７条１０号及び３２条１５号）である。この点に

ついては、特に細かく言及しておきたい。 

結論として、当委員会はコミュニティ条項の削除及び改正案の示す方向でのコメントの追記な

いし充実に賛成である。 

誤解のないように最初に断わっておくが、当委員会は、いわゆる「コミュニティ」の存在を認

めないとか「コミュニティ」ないしその諸活動の重要性を認めないという立場は取らない。「コ

ミュニティ」が社会学的実体として存在することや「マンション」や「自治会」が「コミュニテ

ィ」の名で呼ばれるに足りる存在であること、「コミュニティ」が当該地域において防犯・防災



をはじめとする域内活動を行ない、快適な環境の維持管理や共同の利害に対処する重要な役割

を果たすことは否定しない。むしろ大いに奨励されるべきであると考える。しかしながら、後で

詳論するように、コミュニティ条項は、各種の悪弊・弊害をもたらし、管理組合の法的リスクを

高めてしまっているという憂うべき実態もある。当委員会は、そのような悪弊・弊害の原因の一

つがコミュニティ条項にあると考えられるため、特に法律的観点から法的リスク回避のために

同条項を削除するという改正案及びコメントの方針に賛成するものである。 

そもそも、「コミュニティ」なる用語は、「福島復興特別措置法」、「劇場・音楽堂の活性化に関

する法律」等政策的理念や方向性を示す、いわゆる公法的「基本法」中にしか存在しない（七法

のみ）。少なくとも、私人の活動に直結する民刑事法等の分野における法令用語ではない。また、

およそ規範の世界において用いられる用語（概念）は、それが行為ないし判断の基準になるもの

であることから定義されうるものであることを要するが、「コミュニティ」なるものは社会学的

実体としてはともかく法的には定義されない。法の世界には「コミュニティ」という「団体」は

存在しない。実在する「団体」は区市町村や自治会・町内会、マンション管理組合等である。こ

れらの法的実在であれば、その集団に関わる事柄について法的に決めることができるのに対し、

コミュニティがコミュニティのことを決めることは法的にはできない。要するに、裁判規範にも

なりうるマンションの自治規範たる管理規約に「コミュニティ」というような用語を用いたこと

自体が問題なのである。イメージばかりが先行し、いかようにでも解しうる鵺のごとき「コミュ

ニティ」というような用語を用いたがために、「地域コミュニティ」や「居住者間のコミュニテ

ィ形成」といった条項中の文言あるいは「コミュニティ活動」というような巷で多用される言い

回しもまた意味不明なものとなってしまっていた。このような曖昧な文言が、平成２７年３月の

「マンションの新たな管理ルールに関する検討会報告書」（以下、単に「報告書」という）が正

しく指摘する拡大解釈や間違った運用等の問題事例を生み、悪弊を生じさせる最大かつ根本的

な要因であることは明白であろう。 

第１に、「コミュニティ」のＣＯＭと「コミュニケーション」のＣＯＭが同じ接頭辞であるこ

とも手伝って、「コミュニティ形成」とは居住者間の「コミュニケーションを円滑にすること一

般」であるというような理解が導かれ、親睦や交際（要するに「お付き合い」）までが管理組合

の業務となり、いわゆる祭事的・交際費的な支出が正当化されてしまう。 

第２に、自治会・町内会が「コミュニティ」であると一般的に理解されているため、「地域コ

ミュニティ」が「マンションを含む自治会ないし連合自治会」に、「コミュニティ形成」が「自

治会の維持や運営」に、「コミュ二ティ活動」が「自治会活動」に、それぞれ読み替えられてし

まうという事態が生ずる。そのため、①管理組合自体が自治会活動をする、②管理組合の管理費

が自治会の活動費用に充てられる、③管理組合の管理費等と一括して区分所有者から自治会費

が強制徴収され、自治会費として自治会に支払われる、というような問題事例が後を絶たず、訴

訟にまで発展する事態となっている。 

前回の標準管理規約改正（平成１６年）の際に、どのような経緯でコミュニティ条項が導入さ

れたかは必ずしもはっきりしない。検討会においては全く検討されず、パブコメ手続きの後に採



用された提案だったという情報もある。そうだとすると、コミュニティなる用語を十分な検討も

なく安易に導入したということにもなるが、当委員会としては、同条項導入こそが問題ではなか

ったかという思いをぬぐいえない。 

同条項の有無にかかわらず、区分所有者の財産管理団体であり、かつ区分所有者であるからに

は本人の意思にかかわらず加入することとなる管理組合ができることとできないことは、法解

釈として決まっているのであって、削除したから可能になる諸活動や導入されたから可能にな

る諸活動などというものは存在しないのである。本稿の「団体としての管理組合とその目的につ

いて」の部分でも述べたように、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとしても、そ

の規約は無効となることを考えると、少なくとも財産管理に関係しない活動を管理組合が行う

旨の規定をしても無効であることを念のため付言しておく。 

 以上を踏まえた上で、まず、マンションにおける「コミュニティ」を考えてみる。マンション

管理の場面においてコミュニティが必要だといわれる理由には次のようなものがある。①組合

員のマンション管理に関する意識が薄いので管理に関する意識を高めたい、②管理組合の集会

への参加も少なく議長委任を集めることで何とか活動をしているが、活動を活発なものにした

い、③防災や防犯について考える場合にコミュニティが必要だ、④子供会や敬老会等を通じて住

民同士の交流を図りたい。 

ところで、冒頭でも述べたように、マンション管理組合が「共有者」の団体であることを考え

ると、④の問題は管理組合の本務ではない。管理組合は、マンションという財産を管理するため

の組織であり、そのために共有者が負担する管理費や修繕費も、財産管理或いは財産価値の維

持・向上のために使わなければならないものである。団体はその目的を超える権能を有しない。

したがって、管理組合としての活動の可否や支出の可否は常に管理組合の目的との関係で考え

られなければならない。このように考えると、①や②の問題は、あえてコミュニティなどという

用語を持ち出す必要もない管理組合運営固有の問題であって、そもそも区分所有者にその必要

性を啓蒙して、参加の意識を促すことが必要であろうという問題である。当委員会においても、

建替え等を行ったマンションにおいても、多くは、活動の当初では管理組合集会等への参加率は

低い状態であったものの、計画が進むにつれて区分所有者の参加意識が向上した旨の報告がな

されたが、このケースでは、マンションの再生の必要性の意識を区分所有者が共有する過程で関

心が高まったことの証左であると言えるだろう。③についても、防災や防犯への対応が出来てい

るマンションは、それが出来ていないマンションと比較すると不動産としての価値は高くなる

と思われるため、この活動はマンションの管理組合活動の本務であると考えられる。 

しかしながら、④については、どのように考えても、区分所有者の中の有志の活動であるとい

わざるをえない。子供がいる家庭でも、子供会に参加しない自由もあるし、同じく高齢区分所有

者でも敬老会に参加しない自由もあるわけである。そうなると、これらの活動は管理組合活動で

はなく、マンション居住者らの有志で構成される一種のサークル活動ということになる。そして、

これらの活動が有志によるサークル活動であるとすると、区分所有者のみならず賃借人の子供

も希望すれば子供会に加入することも可能となるし、賃借人たる高齢者も敬老会に参加するこ



とができることになる。 

以上、マンション管理組合におけるコミュニティ活動という観点からコミュニティについて

言及したが、現実にはコミュニティという言葉には前述のとおり法的な定義がないため、その法

的擬律もまた曖昧なものとなり、法や管理規約からの逸脱が生ずるのである。 

以下では、マンションの管理組合との対比で地域コミュニティにつき述べる。この場合のコミ

ュ二ティについても、「自治会」や「町内会」等様々なものがあるが、ここでは、これらを包含

して「自治会」と呼んでおく。 

 

管理組合の目的論 

 

 団体の権能はその目的に限定されるが、その目的は直接かつ主たる目的だけに限定されるの

ではなく、主たる目的に資する従たる行為等を行うことが許されるとするのが判例・通説である。

管理組合についていえば、その権能は財産管理のみに限定されるものでないが、財産管理と無関

係な行為等をすることは許されない。従来、「コミュニティ活動」と言われてきた諸活動の中に

も、防災や防犯等、財産的価値の維持・向上に繋がる諸活動もあり、近隣に迷惑施設が建設され

そうだというような問題が地域で持ち上がった場合に、管理組合として自治会や連合自治会が

主催する対策会議に参加するというようなことは、良好な周辺環境の維持が財産的価値の維持・

向上に繋がると考えられるため許されてしかるべきである。団体の権能が主たる目的のみに限

定されるものではないという解釈は、ともすると、拡大解釈されやすいものであるが、改正案に

おいては、解釈の指針として、財産的価値の維持・向上と関係があるかという基準を明記し、管

理組合において主たる目的を忘れず検討をするよう求めるべきである。 

 

自治会と管理組合の性格の違い 

 自治会 管理組合 

加入の自由度 任意加入 強制加入 

構成メンバー 居住住民（建物所有者やそ

の家族、賃借人等） 

区分所有者 

組織の性格 住民の交流団体、現実には

行政の末端としての機能を

持つ 

敷地及び建物等の維持管理

（財産管理） 

組織の特色 法律上の特段の定めもない

ことから組織としては緩や

かであり、財政基盤は大き

くない 

区分所有法等に定められた

組織であることから、組織

としての型はできており、

財政基盤はしっかりしてい

ることが多い 

 



大規模団地の中には、団地全体で自治会を構成するものも少なくない。そのため、このような

場合は特に、管理組合と自治会とが重なってしまうため、両者の区分がつかない（あるいは役員

の成手不足等を理由に運用上敢えて区別をつけない）ことも少なくないが、このような場合にお

いても、自治会と管理組合では上記のような違いがあることを認識する必要がある。 

自治会は加入も自由であり、組織の構成員も賃借人を含めた住民全体となる。これに対して、

管理組合の構成員は区分所有者であり、また区分所有者であれば強制的にそのメンバーとなる

ことに注意が必要である。要は、管理組合は共有者の団体であり、その意思決定等について法律

で規定がされている団体となる。そのため、仮にこの二つの団体の構成メンバーが全く同じだと

しても、二つの組織は運営も会計も厳に区分して考える必要があるわけである。 

この考え方は、例えば、マンションの建替えの場合で考えると、建替え決議後に建替え合意者

で円滑化法上の「マンション建替組合」を設立した場合における管理組合とマンション建替組合

の関係を想定するとわかりやすい。 

この場合の管理組合はマンションを管理するための組合であるが、マンション建替組合はマ

ンションの建替え事業を遂行する団体である。建替えを全員同意で行う場合には、この二つの組

合の構成人は全く同じになるが、法律上もこの二つの組織は別の組織であるため、会計も別であ

るし、総会については招集も、現実の総会も別々に行う必要がある。仮に便宜上、同じ日に総会

を開く場合でも、別々の封筒で総会の招集を行うし、総会も例えば、管理組合の総会は午前 10

時～11 時で行い、マンション建替組合の総会は 11 時 15 分～12 時 15 分で行う等の運営をして

いる。 

現実には、自治会は地方自治法上の地縁団体であるが、法律でその組織等について定めを有す

る団体ではないが、仮にマンション内で管理組合と自治会が併存することを考えた場合には、同

じように会計も別、運営も別で考える必要があるのは当然である。 

 

 

自治会の加入は強制できるか？ 

 

管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン

ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○

○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような

管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した

り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由（結社の自由は

結社に加わらない自由を含む）を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の

管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家

契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう

に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効

になると解すべきである。 



なお、裁判例においては、規約や販売時の契約書等で取り決めのある場合には、管理組合員の

自治会の強制加入を否定するものと肯定するものがあるようであるが、裁判所の判断ですら分

かれているのであるから、管理組合ないし役員のリスク管理・危機管理としてもそのような規約

等を設定したり、放置しておくことは好ましいことではない。改正標準管理規約においては、そ

のような管理規約等の効力が否定されるという当然の解釈をはっきりと示すことが必要であろ

う。 

 

 

自治会と管理組合の関係はどうすべきか？ 

 

本委員会は、管理組合が自治会や自治会活動に一切関与できないなどと主張するつもりはな

い。管理組合が財産管理をするにあたっても、防災や防犯など自治会との協力が必要な場合も少

なくないためである。 

まず、管理組合自身が自治会業務をすることができるかという問題がある。この点、コミュニ

ティ条項導入後は、コミュニティ活動として自治会活動も許されると拡大解釈し、実質的に管理

組合が自治会も兼ねているというようなケースもあるが、これが許されないのは自明であろう。 

では、管理組合が自治会の会費等を管理費等と一緒に自動引き落としの方法で徴収すること

は可能か。この点については、例えばそのような条項を管理規約中に設けたり、総会で決議して

も無効であると解されるが、総会で決議を経たのちに、自治会との適正な内容の業務委託協定書

を締結することで自治会より徴収業務の委託を受け、委託の範囲で徴収業務を代行するという

形で自治会業務に関わることはなお許されよう（借家人たる自治会員の会費は自治会において

集金する外はない）。ただし、その場合であっても、徴収業務によって費用が増すなど組合財産

が侵されないよう適正な業務委託料を設定することが必要であり、自治会からの脱退を表明し

た区分所有者からの自動引き落としは即時停止する必要がある。 

 

 

行事（お祭りやクリスマスパーティ）の開催・実施について 

 

区分所有者間の意思疎通を円滑にすることは管理や再生を円滑にすると思われる。その意味

で、管理組合として区分所有者相互の関係性を深めることも重要である。では、そのために、管

理組合で「お祭り」をすることや、「クリスマスパーティ」を開催ないし実施できるか。その可

否について考えてみる。 

まず、当委員会としては、繰り返しになるが、住民が懇親を深め、相互理解が進むこと自体を

否定するつもりはない。しかしながら、「管理組合」がお祭り等を主催することは相当問題であ

ると考える。祭り等はいわば趣味の世界に属する事項であり、区分所有者全員に共通するもので

はないうえに、共有財産の価値の維持・向上に関係のあるものではなく、また必要なものでもな



いからである。管理組合が趣味の世界に入り込むことは、一部の区分所有者による共有財産の私

的流用等につながりかねない。 

そのため、これらの主催者は自治会か、或いは区分所有者の有志となる。また、その費用は参

加者の会費でまかなうべきであるし、管理費や修繕積立金等でその費用をまかなうことは明白

に目的外使用にあたると解される。 

なお、前述したように、区分所有者の管理組合活動参加への動機づけとしてお祭りやパーティ

が重要であるという意見があるが、結論から言えば、お祭りやパーティに参加する者は、そのよ

うなイベントの愛好者、或いは対象となる子供がいる者など、対象が偏っており、これらの活動

があるからといって、組合員の全般的な管理組合活動への参加が促進されるわけではなく、管理

組合活動全般が活発になる可能性は低いものと思われる。 

また、イベントをきっかけに管理組合業務に関心を持った者は、管理組合の本来業務を誤認す

る可能性が高いと思われる。 

その誤認の例として、当委員会にも、管理組合の負担で懇談会と称する飲み会が繰り返し行わ

れた結果、それに参加していた者が立候補により役員に就任することとなったが、管理組合業務

への誤認が生じ、規約や予算からの逸脱や、管理組合の役員での私的な飲み会に管理組合費が流

用されるようになった事例も報告されている。 

管理組合活動の活発化はマンション管理を考えるうえで重要なことであるが、こうしたイベ

ント等を契機にするよりも、むしろ区分所有者各人に管理の必要性と参加への認識を持たせる

ことが必要であろう。 

管理組合は区分所有法に則った団体であることを考えると、特段の縛りがない自治会の活動

とは区別して考えないと大いに問題がある。特に、有志や自治会等任意加入団体によってなされ

るべき諸活動が強制加入団体の衣をかぶってなされるという事態は法的観点からは見過ごしえ

ない問題であろう。少なくとも国土交通省が発表する標準管理規約においてはダメなものはダ

メと明確にすべきである。コメントにおいても、網羅することは不可能であろうが、本意見書が

掲げた例などで許される行為と許されない行為を例示しておくべきであろう。 

なお、付け加えるに、管理費を充当して役員会や管理組合の集会後の懇親会等で、寿司や鰻を

食べ、かつ酒を飲む事例も少なくないという指摘が委員からあったが、管理組合の趣旨から考え

ると、お茶やお菓子程度はともかく、少なくとも酒を出すことや、或いは寿司や鰻をとるような

ことには大きな問題がある。この点については、もはや社会一般の通念であり常識とも思われる

が、現実にこうした事例が少なくないようであるのであれば、コメントで触れておく必要がある

ように思われる。これらの意味で、改正案コメントは十分な内容になっていると評価しうる。 

任意加入である町内会や自治会の場合であればともかく、区分所有者の強制加入である財産

管理団体としてのマンション管理組合では、このような行為は許されないことを、もう一度、強

調しておく。 

 

 



６）第 35 条 

 

近時におけるマンション管理そのものの高度化・複雑化やわが国において中心的である理事

会を核とした「管理組合方式」において役員のなり手がいないという状況、外部専門家の活用を

はかるべきであること、マンションにおけるガバナンスを強化することの必要性など改正案及

びコメントが示す問題意識には全面的に賛同する。そして、「居住資産価値の最大化」というそ

の目的に照らし、管理組合という団体ないし組織における適切な運営を実現するために、「管理

組合あるいは区分所有者が、個々のマンションの実情に応じつつ居住資産価値の最大化が図れ

るよう、多様なマンション管理方式を適時選択できる仕組みを提供する」という観点から、外部

の専門家を活用する多様な管理方式及び導入の場合のルール等を標準管理規約中に盛り込むと

いう改正案及びコメントの内容についてもきわめて適切なものであると考える。改正案及びコ

メント中に示された多様な管理方式についても、各々のマンションにおいて現実的な検討がな

される際のパターンが示されており、モデルとしても十分なものであろう。これらの各方式が管

理組合によって適切に選択され導入されることの意義は大きい。 

ところで、マンション管理の実態はマンションによる個別差が非常に大きい。総じて、管理意

識の高い区分所有者で構成されているマンションにおいては管理組合の適切な運営がなされて

いるという報告もある反面、いわゆる高経年マンションで区分所有者の自己居住者が減り、賃貸

化が相当程度進行した物件や、特に空室が目立つようになった物件では、理事長のなり手がいな

いマンションも少なくないようである（この点については、本年７月７日に行われたマンション

再生協議会主催のシンポジウムにおいて、東京都、大阪市及び横浜市からの報告でも指摘されて

いたところである）。また、当委員会においても、このようなマンションにおいては、同じ人物

が理事長や役員を続けるケースが少なくないが、同じ人物が長期にわたり理事長に在任するマ

ンションでは、理事長の活動に対しての管理組合や区分所有者としてのチェック機能が働かず

に、深刻な問題が生じるケースがある。なお、当委員会においては、これ以上に深刻な問題とし

て、規約上何の資格もない賃借人が管理組合の役員に就任するような事例についての報告もあ

った。 

管理組合の本務はマンションの敷地、建物等共有財産の管理である。したがって、個々のマン

ションの実情に応じつつ居住資産価値の最大化が図れるよう財産管理が最適になるような仕組

みの構築が必要不可欠となる。その意味で、居住資産価値の最大化に最も利害関係と関心を有す

る区分所有者自らが管理にあたることが最適であり、かつそれが可能であれば区分所有者のみ

による理事会を通じて管理すべきであろう。しかし、それが不可能ないし困難であり、管理上望

ましくない事態が生ずる恐れがあるような場合には、外部の専門家に管理を委ねることが最適

であると区分所有者が判断するのであれば、そのような仕組みを採用できてよい。今回の規約に

おいて新たに示された外部専門家の活用については、その選択肢を示したものであり、今後のマ

ンション管理において一つの指針になるものであると思料する。 

外部専門家を活用した多様な管理方式という内容については、「管理組合の自主性を損なうも



のである」といった、いささか感情的な批判・反論がなされているようである。しかしながら、

区分所有者のみによって運営されるのでなければ自主性がないなどとは到底言えないうえに、

外部専門家を導入したことのみによって害される程度の「自主性」しかないのだとすれば管理組

合としてあまりにも情けないことである。そもそも、改正案は区分所有者に対し外部専門家の活

用を義務付けているものではなく、新たな選択肢を設け、区分所有者によって複数のパターンの

中から当該マンションの実情に応じた機関設計を許しているものであって、自主性を損なうと

いう評価はあたらない。また、理事会の廃止を承認したことで自主性が損なわれるという意見も

あるようである。たしかに、理事会の存在を前提としない『外部管理者総会監督型』も提唱され

ている。しかしながら、理事会こそないものの、戸数の少ないことなどの前提条件も示されてお

り、管理者は総会により選任され監督されるのであるから、管理組合ないし区分所有者の自主性

が損なわれるというような批判はあたらない。 

改正案及びコメントは、外部専門家を活用した場合の理事会・理事及び監事の権限強化、理事

と管理組合との利益相反取引の規制、外部管理者の利益相反行為規制についても過不足なく内

容的にも適切であると考えるが、利益相反取引の規制については、区分所有者が管理者や役員を

務める場合でも同様であるから、これらに関しては外部専門家の導入とは別に、さらに明確に規

定されることが必要であろう。 

なお、改正案が想定する外部専門家の能力について問題があるとの指摘もなされている。マン

ション管理士、弁護士等の有資格者であっても、区分所有法やマンション管理についての知識が

必ずしも十分でない者も少なくないことを考えると、外部専門家の能力の向上のための取組み

が極めて重要であると思われ、外部専門家自らはもとより、今般の規約改正以外の様々な場面で

その重要性や必要性が強調され、その具体策についても検討が深められる必要があろう。 

 

 

７）第 36 条の 2 

 

役員資格やその欠格要件については法に明文の規定はなく、現行の標準管理規約においては、

管理組合の役員には区分所有者のみが就任できることとされている。この問題について、改正案

及びコメントでは、外部管理の可能性も鑑みて、基本的には制約を撤廃している。 

当委員会としても、この点について基本的には改正案及びコメントの通りでよいと考えるが、

一方で、管理について関心の薄い区分所有者で構成されるようなマンションのような場合に、不

適当な外部管理者を選定するリスクについての指摘もあった。このようなことを考えると、役員

を募集する際の適格要件等について、具体的な例示がもっと必要ではないかと思われる。 

なお、役員資格に関しては、法人が監事や理事に就任しているケースも少なからずあることが

報告されている。特に、いわゆる法人成りした個人事業主が法人名で区分所有者となっているよ

うな場合には、法人名のまま役員に就任する傾向があるようである。自然人は役員に就任できる

が法人は就任できないのは役員が団体の機関である以上当然のことである。この問題について



は、マンション管理を適法に考えるうえでも重要な指摘であると思われるので、強調しておくべ

きであると考える次第である。 

 

 

８）第 37 条の 2 

 

理事長や理事の利益相反が問題となるケースは管理実務上も様々な場面で見られる。役員自

らまたは役員の親族や知人が経営する会社に管理業務の一部を委託するケース（友人の業者に

定期修繕を依頼することや親族の業者に植栽の剪定を依頼する等）がその典型であるが、当委員

会で把握しているものでも次のような事例がある。 

 

・マンション再生の場面において、役員が設計事務所の主催者である場合に基本設計業務を自ら

受けるようなケース 

・借地権マンションで地主も区分所有者の一人となっているような場合に地主である区分所有

者が理事長に就任しているケース 

・必ずしも必要性の高くない設備の設置工事を予算計上もないまま、役員の知人が経営する会社

に発注したケース 

・管理組合行事として適当と判断しかねる希望者による飲み会を、管理費からの支出により役員

の知人が経営する居酒屋で開催したケース 

 

法にはマンション管理組合の役員の利益相反行為に関する規定は存在しない。また、役員の利

益相反行為が問題であり許されない行為であることはいわば常識であることもあって、現行標

準管理規約にも特段の規定がなかったものと思われるが、改正案及びコメントが、利益相反行為

が至る所で繰り返されている実態を重視し、この点についての考え方を整理し、ケースを通じて

準則を検討していることは評価できる。改正案においては、利害相反行為の禁止規定自体は抽象

的な文言にならざるを得ない（あらゆるケースを包含させるため）と思われるが、コメントにお

いて具体的にいくつかのケースを列挙し、許されない利益相反行為のイメージを啓蒙すること

も重要であろう。 

なお、理事会決議をもって役員の利益相反行為の承認とすることには一抹の不安を覚える。現

実の管理組合実務における理事会は、長く居座る有力理事長や輪番制など役員意識に乏しい理

事が多いこともあって、利益相反という感覚に乏しいメンバーから構成されることも多い。管理

組合においては理事会の承認があっても利益相反行為を許さないというルールの方がわかりや

すく、かつのぞましいのではなかろうか。 

  また、役員が、他の区分所有者からの反対にもかかわらず利益相反行為を行うような場合にお

いて最終的に役員を解任するには、区分所有法上、次のような手続きが必要となる。 

 



a.区分所有者と議決権の各 1/5 以上で、役員解任のための集会の招集を管理者に求める。 

b.上記の請求から二週間以内に、請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集を管理者

が行わない場合には、上記の請求をした区分所有者が集会の招集をする（なお、この期日につい

ては、規約で別段の定めをしている場合もある）。 

 

 

９）第 46 条 

 

◇議決権割合について 

 

今回の標準管理規約の改定に際して、議決権割合をめぐる問題が大きくクローズアップされ

ている。当委員会の基本的なスタンスは、法中に専有部分の床面積の割合による旨の規定はある

ものの、議決権割合をどのように設定するかは、基本的にマンションの自治の問題であることか

ら、複数の手法の中からそのマンションに最適な定めをすべきであるとするものである。 

改正案及びコメントは、経済的価値での議決権配分を管理規約で定めることにより可能にす

るものであるが、公平性という観点のみならず、資産の適切な管理、再生を実現するという意味

において適切であると考える。マンションという資産は、多くの居住者の共用部分を含む資産で

あり、その維持管理や修繕、建替えなどの再生投資を集団的意思決定によって行わざるを得ない

ところ、多数決によって行われる集団的意思決定における議決権の配分は、可能な限り区分所有

者の保有する財産の価値を忠実に反映する必要があるからである。 

議決権割合について、「販売時の価格で定めなければならない」と限定してしまうような内容

であれば、過大な影響を与え、大きな問題であると考えるが、改正案及びコメントは、議決権に

ついてもこれまで多く用いられてきた手法に加えて、経済的価値で議決権を割り振ることもで

きるという選択肢を示したものであって、既存の管理組合に強制するものではないため、この点

で特段の問題はなく、管理組合の目的に沿う方向での合理的な選択肢が増えることはむしろ望

ましい。 

経済的価値で議決権を割り振ることの妥当性についてであるが、そもそも、民法 252 条におけ

る共有物の管理原則から考えると、法的には、経済価値で考えることが標準系である。 

また、委員からの報告では、現実に使われているマンションの規約では、「一住戸一議決権」

とするものが主流となっているようであるが、ある時期までに供給されたマンションは、ほぼ同

じ大きさの住戸で構成されることが多かったことから、大きな問題は発生していなかったもの

と思われる（例えば、昭和 40 年代くらいまでに供給された公社公団の団地では、間取りのバリ

エーションは２～3 程度のものも少なくいし、専有面積にも大きな違いがないことが多い）。こ

れに対して、近年のマンションは間取りのバリエーションも多く、また研究会の報告でも指摘さ

れているように、超高層マンションの場合には、同一の間取りにおいて階別の価格に大きな乖離

が発生していることを考えると、価格比による議決権配分は極めて合理的であるだけでなく、民



法における共有の原則にもしたがったものであると言えるのではないだろうか。 

勿論、一方で、中層の間取りがほぼ同一のマンションの場合には、従来通り一住戸一議決権で

も特段の問題はないと思われる。 

さらに、実務においては再開発ビルの土地の持分比率を専有面積按分ではなく、価格比に近い

概念で対応しているケースも存在する。 

 なお、法の特別多数決については、いわゆる頭数要件が存在することとの整合性を抑えておく

必要はあろう。例えば、法 62 条 1 項においては、建替え決議の議決要件として、「区分所有者及

び議決権の各 5 分の 4 以上の多数」が必要とされる。このような規定は、区分所有建物が単純共

有物ではなく区分所有権という単独所有権が存在することや通常の議決権による多数決に加え

て、より慎重な手続きが必要だという観点から、区分所有者の一定割合の賛成を求めているもの

であり、議決権の内容として新しい価値割合を求める提案とも整合的であると考えられる。価値

割合で議決権を定めたマンションにおいても、建替え決議を行う際には、同様に区分所有者の一

定割合の同意を求めることになる。 

 また、法 19 条においては「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共

用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」とあるが、この規定も提案と整合的

である。共用部分の電燈の修繕費など、財産価値に応じて必ずしも負担しなくてもいいという判

断が行われる場合は、持分に応じた費用負担を行えば足り、財産価値に応じた負担が適当と考え

られる場合は規約において別の定めを置くことによって、何の矛盾も生じることなく適切な管

理を行うことが可能になるからである。  

 

◇白紙委任状の問題 

 

管理実務の現場では管理組合集会の決議に際し、いわゆる白紙委任状を利用している例が多

い。マンション管理を適正に行うためには、マンションの所有者たる区分所有者がその必要性を

理解して、積極的に組合の活動に参画するようにすべきである。そのため、管理組合の集会には

区分所有者本人に出席すべき責務があるし、本人が出席できないのであれば、議決権行使書で自

ら意思表示をするか、或いは具体的な代理人を通じて意思表示をさせるべきであり、白紙委任状

という責任放棄にも似た対応は避けるべきである。当委員会は、改正案及びコメントの内容につ

いて全面的に賛同するものである。 

なお、区分所有者の議決権行使については、委員の中からもいくつか問題と思われる事項の指

摘があった。極端なケースでは、「議決権行使書も委任状も提出せず、当日の集会に参加もしな

かった者については賛成した者とみなす」というような規約が存在するという報告もなされて

いる。 

いずれにしても、この件については、議決権行使が所有者としての意思表示であること、集会

（総会）が管理組合の最高機関であること等をマンション区分所有者に広く認識してもらうよ

うな啓蒙も引き続き必要であると思われる。 



 

 

１０）第 53 条 

 

役員は当該個人の信任関係に基づいて選定される。したがって、理事等の代理出席を認めない

ことは当然である。一部上場企業の取締役が体調不良で取締役会に参加できない場合に、配偶者

が参加できるかということを考えると、代理出席の不合理さは誰でも理解できる。 

当委員会の委員の報告においても、区分所有者である夫が役員である場合で、夫のかわりに妻

が理事会に代理出席している（あるいは監事の配偶者が監査報告をしている）ケースも少なくな

い旨の報告があった。しかしながら、ほとんどの理事が欠席するというようなケースでは理事会

が定足数を満たさないことから意思決定に支障をきたす場合もありえよう。報告書が提案して

いるように、役員会の議案を事前に通知しておき、不参加の場合には議決権行使書の提出（をも

って出席に代えること）を可能にする仕組みは、漫然と代理出席なるものを認めることに比較し

極めて全うであると考える。 

  なお、改正案及びコメントでは、他の役員に委任をする可能性についても言及がなされている

が、仮に他の役員であったとしても委任を認めるべきではないと考える。繰り返しとなるが、こ

の場合は議決権行使書で対応すべきであり、報告１書の内容は中途半端であったと考える。 

 

 

１１）マンション管理の適正化指針について 

 

標準管理規約改正案及びコメントについては以上のとおりであるが、今般、マンション管理の

適正化指針のなかに、新たに「コミュニティ」にかかる項目が追加されている。標準管理規約の

コメント等でも述べられているように、管理組合の業務として地域コミュニティにも配慮した

居住者間のコミュニティ形成等の内容が標準管理規約にあることそのものが問題であるとされ、

「コミュニティ」という一般的概念を削除し、管理組合が関わることのできる諸活動を明確にし

たところである。そのような中で、標準管理規約の上位概念ともいえる指針の中にこれらの内容

が入ることは大きな問題であり、標準管理規約の改正に逆行するものであると考える。管理組合

としてコミュニティ活動を奨励するかのような指針は相当ではなく、指針にこの部分に関する

規定を盛り込むことはやめるべきである。この部分については全面削除すべきであると思料す

る。 

なお、何らかの形で、この部分についてのコメントに触れるのであれば、例えば次のように述

べるべきである。 

 

1－3 について 

マンションでは、マンションの管理の目的を達成することに資するものであれば、防災や減災、



防犯などの観点のほか生活ルールの調整等により区分所有者等のトラブルの防止を図るための

活動に取り組むことができる。不特定多数が居住するマンションにおいて、居住者間の交流活動

としてのコミュニティ活動は重要だとは思われるが、居住者ではなく区分所有者の団体である

管理組合が担うことができるコミュニティ活動にはおのずと限界がある。 

 

２-７について 

いわゆる自治会・町内会等（以下「自治会」という。）は各居住者が各自の判断で加入するも

のであるため、管理組合は、規約等により区分所有者を自治会に強制加入させるような定めをし

てはならない。また、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。このよ

う管理費と自治会費について適切な峻別が行われるとともに、自治会に加入している区分所有

者との合意がある場合には、管理組合は、管理費と自治会費の徴収を一括して処理することがで

きる。また、管理組合における管理活動に必要な範囲においては、管理組合は自治会活動と連携

した活動をすることは差支えない。 

以上 
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