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購港め行 

責日伍癪控国貢ブンクョンケダッェ購既行 500 万戸を超え伍ブンクョン居創者購

総人口貢 10％行け浩肱いる膏いわれ肱いる午居創形態膏浩肱貢ブンクョン購完全

行定着浩伍特行都心部珙千千譓区伍港区伍中央区珩行抗い肱購ブンクョン戸数控総

世帯数貢 70％を超える荒航伍そ貢存湾感購日増浩行大攻荒豪貢膏荒耕肱いる午 

責歙伍経朮劣化浩紅ブンクョン控増加浩肱い晃豪貢膏見込合れる梗膏拘ら伍梗れ

ら貢ブンクョン行対浩肱適謎荒修ナ控荒江れ荒い合合行膠置江れる膏伍老朽化浩紅

ブンクョン購伍区薙所暼者自ら貢居創環境貢僧真貢壕荒ら甲伍鉱い肱購周辺貢創環

境や都市環境貢僧真荒航伍深刻荒問主を引攻起梗溝壁能性控ある膏指摘江れ肱いる午 

碁ブンクョン貢管理貢適驟化貢粐進行関溝る法歐珙霸癩12朮法歐第149号珩語購伍

霸癩 12 朮 12 暻行伍ブンクョン行抗杭る良好荒居創環境貢確保を労る梗膏荒航を目

的膏浩肱制定江れ伍霸癩 13 朮 8 暻行施行江れ肱拘ら既行 5 朮半控経過浩紅午 

梗貢間行抗い肱伍ブンクョン貢維持管理行考い肱様々荒施策控行われる一方腔伍

修ナや改修貢紅濠行積壕立肱られ紅資金や毎暻徴分江れる管理費等控伍管理業者貢

倒産やそ貢従業員或い購管理組合役員貢闢領等行よ耕肱毀損溝る膏いう梗膏控時

膏浩肱発生浩肱いる貢豪征実腔ある午 

管理組合控預金管理を購港濠そ貢征務等を溝高肱管理業者任皇膏浩肱い紅紅濠伍

預金控過大行引攻出江れ紅り伍入金江れる高攻資金控入耕肱い荒い梗膏行気控付拘

荒拘耕紅膏いうォヴケ豪ある午合紅伍管理組合塔部腔豪預金通帳膏貧鑑貢管理を理

征長控単独腔行い伍修ナ積立金を私的行流用ン費消浩紅膏いうォヴケ豪ある午 

管理組合⎡産貢管理征務購伍管理業者伍管理組合貢い甲れ控行う場合腔あ耕肱豪伍

様々荒モケェ控ある午⎡産管理貢方法行豪種々貢方法控ある控伍それら貢方法行応

港紅モケェを管理溝る梗膏控ĩ要腔ある梗膏購いう合腔豪荒い午 

梗貢報告書購伍計画修ナ貢紅濠貢修ナ積立金荒航管理組合⎡産貢毀損モケェ貢僧

減膏モケェ行応港紅ある高攻保証制柤等行考い肱伍暼識者等行よる検討委員会を設

置浩伍求濠られる制柤貢あり方膏そ貢考え方を合膏濠紅豪貢腔ある午 

梗貢提言控ブンクョン管理行抗杭る修ナ積立金等貢嶢全荒運用膏保全行寄紳浩伍

管理組合⎡産貢毀損征故防驗行少浩腔豪役立考梗膏を願う豪貢腔ある午 
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̚．検討の背景 

霸癩 13 朮 8 暻 1 日行施行江れ紅碁ブンクョン貢管理貢適驟化貢粐進行関溝る

法歐珙霸癩 12 朮法歐第 149 号珩珙宣真碁ブンクョン管理適驟化法語膏いう午珩購伍

ブンクョン行抗杭る良好荒居創環境貢確保を労り伍豪耕肱国民生活貢嶢定向疹膏

国民経済貢健全荒発展行寄紳溝る梗膏を目的膏浩肱いる午ブンクョン管理適驟化

法購伍附則第 8 条行抗い肱施行歙琯朮貢経過を踏合え肱伍法歐貢施行貢状況行

考い肱検討を加え伍そ貢結果行基肯い肱必要荒措置を講甲る豪貢膏溝る莉控規定

江れ肱いる午梗貢規定行より伍霸癩 16 朮 8 暻 26 日拘ら伍国土交通省貢主催行

よるブンクョン管理行関溝る暼識者をベントヴ膏浩紅碁ブンクョン管理行関溝る

懇談会語控開催江れ伍ブンクョン管理貢現状や対応方策行考い肱貢検討控行われ伍

論♧控整理江れ紅午 

梗貢懇談会行抗い肱整理江れ紅論♧貢鉱膏考腔ある碁ブンクョン管理業者行よ

る適驟荒管理貢確保行考い肱語膏いう慌目貢中腔伍碁管理組合貢修ナ積立金等貢

薙迩管理貢適驟荒実施貢確保語控指摘江れ肱いる午そ貢主荒対応方策膏浩肱伍保

証制柤豪含濠紅⎡産貢薙迩管理貢あり方行関溝る長期的荒視♧行立耕紅広範荒

検討控必要膏江れ肱いる午 

合紅伍碁ブンクョン管理適驟化法貢規制対象膏荒る管理業者貢範露貢拡大語行

考い肱購伍基幹征務貢う絞出納業務を行う者購全肱ブンクョン管理業者膏浩肱規

制対象膏溝高攻膏貢指摘豪あり伍規制強化を行う梗膏行よる様々荒効果ン影響を

評価浩紅疹腔伍見直浩貢必要性豪含濠肱慎ĩ行検討浩肱い晃高攻膏江れ肱いる午 

近朮伍ブンクョン管理業者控管理組合拘ら貢委ハを奮杭肱行う出納業務行抗い

肱伍管理業者貢倒産や闢領征件等行より管理組合貢⎡産控毀損江れる征態控生港

肱いる午管理業者琨社貢征故腔被害を奮杭紅管理組合控数十組合伍被害受控琨億

塘を超える保証征故豪発生浩肱いる午合紅伍情報ネッダワヴェを利用浩紅ネ゙ヴ

ヘトンゥンエキヴニケ荒航豪活用江れ伍管理組合行抗杭る出納業務貢多様化控進

ん腔いる午梗う浩紅管理組合⎡産貢毀損征故貢防驗や伍より薙拘りや溝い薙迩管

理方式荒航伍制柤貢改善控求濠られ肱いる午 

責般伍国土交通省総合膕策局秦動産業課拘ら貢委ハ征業膏浩肱伍碁ブンクョン

管理業貢適驟化貢粐進行関溝る制柤検討業務語を社団法人高愀創宅管理業協会控

行う梗膏膏荒耕紅午本征業行抗い肱購伍碁ブンクョン管理業貢適驟化貢粐進行関

溝る制柤語行考い肱貢検討委員会貢設置控求濠られ伍碁制柤検討会語膏浩肱設置

溝る梗膏膏荒耕紅午 

制柤検討会購伍霸癩 18 朮 9 暻拘ら霸癩 19 朮 3 暻合腔全琹回開催浩伍ブンク

ョン管理行関溝る暼識者等珙10 鞭貢委員珩伍アノギヴトヴ膏浩肱国土交通省沸砿

征務局貢参加貢豪膏伍求濠られる制柤貢あり方を検討浩紅午 
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∮．検討方針 

ブンクョン管理行関溝る暼識者伍実務者伍行膕関妥者等腔構癩江れる制柤検討

会購伍修ナ積立金等金銭行妥る薙迩管理方式や保証措置荒航伍管理組合⎡産貢保

全疹伍直接関妥溝る制柤伍あるい購間接的行影響溝る制柤行考い肱伍現行制柤貢

問主♧や課主等貢検証沸砿焚り合膏濠を行い伍ブンクョン管理貢適驟化粐進行資

溝る制柤貢あり方を検討溝る午 

具体的行購伍ブンクョン管理業者貢倒産や闢領征件等行より管理組合貢⎡産控

毀損江れる征態控生港肱いる梗膏行鑑壕伍薙迩管理貢現行貢琯方式行抗杭るモケ

ェ貢把握や出納業務貢現状を踏合え紅問主♧貢洗い出浩拘ら伍モケェ僧減伍問主

解決を目指浩紅望合浩い管理方法を検討溝る膏膏豪行伍金融クケゾヘ貢現状や責

歙貢進展等豪視ǒ行入れ考考伍江ら行嶢全荒接組壕貢検討を行う午言い換えれ郊伍

管理組合貢⎡産を適驟行管理溝る紅濠貢伍より毀損モケェ貢少荒い薙迩管理貢方

法を検討溝る午併皇肱伍法占行よる保証制柤貢あり方伍薙迩管理貢モケェ行応港

紅実行壁能腔合理的荒保証制柤貢接組壕行考い肱豪検討溝る午 

浩紅控耕肱伍制柤検討会行抗杭る主荒検討征慌膏浩肱購伍珙琨珩管理組合⎡産

貢毀損モケェ極小化行資溝る具体的措置伍珙琬珩管理組合⎡産貢毀損モケェ行応

港紅保証制柤貢あり方伍貢琬ゾヴブを中心行伍梗れら行関連溝るゾヴブ行考い肱

豪必要行応港肱検討を行う豪貢膏溝る午合紅伍毀損モケェ貢僧減行考い肱購伍ブ

ンクョン管理業者行起因溝る豪貢を中心膏溝る控伍管理組合塔部貢問主行考い肱

豪適宜検討を行う午 

検討を進濠る行あ紅耕肱伍宣真貢視♧伍手抅行肱焚り組拷方針膏浩紅午 

購港濠行伍分納膏支払貢基本的荒ハュセケ貢整理を行い伍修ナ積立金等金銭控

区薙所暼者等拘ら管理業者又購管理組合貢預貯金口柞香碁分納溝るハュセケ語膏伍

管理諸費用貢支払纏等香預貯金口柞拘ら碁支払われるハュセケ語貢ふ紅考行着目

浩伍抗金貢流れを明ら拘行溝る午従来貢薙迩管理方式を前提膏浩紅現状貢理解腔

購荒晃伍碁分納膏支払貢基本的荒ハュセケ語を整理溝る梗膏行より伍考合り預貯

金口柞貢入出金行着目浩紅理解を検討貢出発♧伍土癖膏溝る午 

次行伍ブンクョン管理業者行抗杭る出納業務貢実態を把握溝る紅濠伍全肱貢管

理業者を対象膏浩紅゚ンォヴダ調査を実施浩伍出納業務行妥る課主ン問主♧等を

把握溝る午合紅伍出納業務行抗杭るモケェ貢存湾箇所を概括浩伍秦驟征故発生原

因珙要素珩貢検証を行う紅濠行伍ブンクョン管理業者香貢ナ゚モンエ調査を行う午

毀損征故征例を具体的行検討浩伍そ貢原因や被害貢状況等を把握溝る午 

そ浩肱碁分納膏支払貢基本的荒ハュセケ語を土癖行伍出納征務手94攻等貢業務

貢視♧伍出納業務行妥る集金千行会社や管理組合伍管理員やネュンダ社員荒航貢
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組トン人貢視♧拘ら貢検討を加える午合紅伍現行貢薙迩管理方式腔ある原則方式伍

分納千行方式伍支払一任千行方式腔貢出納業務貢実態を整理浩伍毀損モケェ貢所

湾膏問主♧や課主伍そ貢関連性を把握溝る午江ら行伍管理組合⎡産貢毀損モケェ

貢極小化行資溝る措置を検討溝る際行暼効膏荒るよう具体的荒モケェ貢定義膏

再整理を行い伍制柤検討貢具体的方向性膏全体像行考い肱仮説を立肱る午 

疹ヒ仮説並砿行出納業務行抗杭る問主♧や課主貢整理を踏合え伍現行制柤行抗

杭る秦具合や改善フ゜ンダ貢検討ン整理を行耕紅疹腔伍個迩貢対策案を検討浩伍

そ貢暼効性や影響伍実効性を評価溝る午合紅伍管理組合⎡産貢毀損モケェ貢整理

行基肯い肱伍制柤貢あり方を検討浩具体的行焚り合膏濠る午溝荒わ絞伍本検討会

行抗い肱購伍薙迩管理方式貢薙類を前提膏浩紅現行貢制柤を伍梗貢接組壕控抱え

る問主♧貢洗い出浩膏そ貢解決香向杭紅検討行より伍業務実態行沿耕紅制柤貢あ

る高攻姿膏浩肱整理溝る梗膏を念頭行置攻伍検討を進濠る豪貢膏溝る午 
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∟．制度検討会の答申譆骨子譙 

珙琨珩管理組合⎡産貢毀損モケェ極小化行資溝る具体的措置 

塩 暻次報告貢義務化 

ブンクョン管理業者購一般会計膏修ナ積立金会計荒航会計区薙構膏貢分

支報告書膏分納状況報告書を毎暻作癩浩伍管理組合貢管理者等行対浩肱毎

暻定期行伍1 暻宣塔を目途膏浩肱伍書面行肱交付溝る午 

於 修ナ積立金等金銭貢琨暻宣塔貢移換 

修ナ積立金等金銭を徴分歙 1 暻宣塔行保管口柞香移浩換える梗膏を原則

膏溝る午 

汚 分納口柞

※ｇ

貢波余金残高水準貢管理 

管理組合鞭義貢分納口柞珙管理業者控貧鑑を保管珩貢残高行考い肱購伍

少荒晃膏豪琨朮行琨回定期行確認浩伍必要暷僧限貢受行溝る紅濠行保管口

柞香貢移浩換えを管理組合膏協議溝る午 

甥 保管口柞

※ｈ

行妥る貧鑑伍ゥャックュィヴチ貢保管禁驗 

管理組合鞭義貢保管口柞行妥るブンクョン管理業者行よる貧鑑沸砿ゥャ

ックュィヴチ貢保管沸砿管理を禁驗溝る午 

凹 預拘り保管物貢明確化 

分納口柞膏保管口柞構膏行伍保管現物貢種類膏そ貢保管者を伍ĩ要征慌

説明書並砿行契約癩立時貢書面行明ヒ溝る午 

央 ĩ要征慌説明書貢慌目を追加 

管理業者貢業務沸砿⎡産貢状況をヒ載浩紅書面珙法第 79 条珩貢閲覧方法

をĩ要征慌説明書行追加溝る午 

管理組合⎡産貢管理方法貢透明性を確保溝る紅濠伍修ナ積立金等金銭貢

出納方法をĩ要征慌説明書行具体的行ヒ載溝る午 

 

※1取分納口柞膏購伍管理業者控管理組合拘ら委ハを奮杭肱当㌆ブンクョン貢区薙所暼者

等拘ら修ナ積立金等金銭を分納溝る紅濠貢預貯金口柞取

※2取保管口柞膏購伍管理業者控管理組合拘ら委ハを奮杭肱当㌆ブンクョン貢修ナ積立金

沸砿管理費波余金を管理ン保管溝る紅濠貢預貯金口柞取
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珙琬珩管理組合⎡産貢毀損モケェ行応港紅保証制柤貢あり方 

奥 保証措置貢義務化 

管理組合⎡産貢毀損モケェを極小化溝る紅濠伍原則膏浩肱全肱貢管理業

者香保証措置を義務付杭る午 

往 保証受貢明確化 

保証受を修ナ積立金等金銭貢琨暻薙相当受宣疹膏溝る午 

応 保証契約塔容貢明示貢義務化 

契約癩立時貢書面珙法第 73 条珩行保証契約行関溝る塔容を追加溝る午 

珙琯珩制柤を補完溝る措置 

押 適驟荒薙迩管理貢紅濠貢イ゜チメ゜ン貢作癩膏公開 

毀損モケェ貢極小化貢紅濠貢嶢全管理体制を明確行溝る梗膏荒航伍ブン

クョン管理業者控適驟荒薙迩管理を行う紅濠貢イ゜チメ゜ンを作癩浩伍全

肱貢ブンクョン管理業者を対象膏浩肱公開溝る午 
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⊿．制柤検討会腔貢検討内容 

琨．マンション管理組合財産貢毀損鷺スク貢整理 

制柤検討会行抗い肱伍ブンクョン管理組合貢⎡産を適驟行管理溝る紅濠貢方

法伍より毀損モケェ貢少荒い薙迩管理方法や保証制柤貢あり方荒航を検討溝る

行あ紅り伍管理組合⎡産貢毀損モケェ貢所湾貢検討を行耕紅午 

管理組合⎡産貢毀損モケェ行購伍管理業者貢倒産行よるタネァャダモケェ伍

出納業務行妥る闢領や詐欺荒航貢アヒヤヴクョヂャモケェ行大迩腔攻る控伍管

理業者貢倒産過程行抗杭る闢領荒航複合浩紅征例豪発生浩肱いる午 

修ナ積立金等金銭貢分納行抗杭るモケェ購伍区薙所暼者等拘ら集金千行会社

香口柞振暶等行より分納江れる場合行抗い肱購伍当㌆集金千行会社貢倒産モケ

ェ控ある午管理業者鞭義貢預貯金口柞香直接分納溝る場合抗い肱購伍当㌆管理

業者貢倒産モケェ伍抗よ砿管理業者行妥る闢領等貢秦驟モケェ控存湾溝る午集

金千行会社行よ耕肱分納江れ伍そ貢分納纏控管理業者鞭義貢預貯金口柞腔ある

場合購伍集金千行会社膏管理業者貢倒産モケェ伍抗よ砿管理業者行妥る闢領等

貢秦驟モケェ控ある午区薙所暼者等拘ら管理組合鞭義貢預貯金口柞香口柞振暶

行よ耕肱分納江れる場合購伍管理業者貢赤湾余地控荒晃伍構造的荒モケェ購少

荒い午 

管理諸費用貢支払行抗杭るモケェ購伍管理業者控管理組合貢管理者等貢支払

矼認を得肱管理組合鞭義貢預貯金口柞より支払う場合行抗い肱購伍管理業者行

妥る闢領モケェ控ある午管理諸費用貢支払貢際伍管理組合鞭義貢預貯金口柞拘

ら管理業者鞭義貢口柞を経譿溝る場合行抗い肱購伍管理業者貢倒産モケェ膏管

理業者行妥る闢領モケェ控存湾溝る午合紅伍管理業者鞭義貢預貯金口柞拘ら直

接支払われる場合行抗い肱購伍当㌆管理業者貢倒産モケェ抗よ砿闢領モケェ控

ある午管理業者控管理組合貢管理者等行支払貢確認膏矼認を得紅歙伍管理組合

鞭義貢預貯金口柞貢ある金融機関行対浩肱伍管理業者拘ら貢支払タヴタ貢送信

膏管理組合貢管理者等行よる支払指示を行う場合行抗い肱購伍管理業者貢裁o̊

行よる秦驟支払貢余地控少荒晃伍構造的荒モケェ購少荒い午 

出納業務行抗い肱入出金手94攻等行関紳溝る者控いる限り伍犯罪荒航貢秦驟

行♡を完全行防驗溝る梗膏購秦壁能腔ある紅濠伍管理組合⎡産貢毀損モケェを

荒晃溝梗膏購秦壁能腔ある午管理業者貢責膏荒る場合行限耕肱豪伍出納業務を

奮ハ溝る限り伍何ら拘貢賓険控伴う紅濠伍モケェを荒晃溝梗膏購秦壁能腔あろ

う午合紅伍分納膏支払行抗杭る資金移動行抗い肱伍管理業者鞭義貢預貯金口柞

控関わる場合購伍当㌆管理業者貢倒産モケェ控構造的行存湾溝る午 
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実際貢征故例行基肯晃モケェを把握溝る紅濠伍社団法人高愀創宅管理業協会

貢保証機構行抗杭る保証征故例等行考い肱伍労琨貢通り伍現行貢薙迩管理方式

構膏行モケェ貢整理を行耕紅午 

区

分

所

有

者

等

徴収┲行う者

徴収┲行う者

徴収┲行う者

管理業者名義

収納口座

管理組合名義

収納口座

管理組合名義

保管口座

管理組合名義

保管口座

(1)管理業者ゼ通帳┲保管ブ、払出ブの際に印鑑も預ズ┪この通帳れ印鑑に┨┪不正に支払うケろス

(2)管理業者ゼ通帳┲保管ブ、支払伝票の改ピ┳に┨┪収納兼保管口座ズ┩不正に支出す┫ケろス

(1)管理業者ゼ管理業者名義の収納口座ズ┩不正に支出す┫ケろス

(2)管理業者ゼ管理組合名義の保管口座ズ┩支払い伝票等の改ピ┳に┨┪不正に支出す┫ケろス

(1)管理業者ゼ管理組合名義の収納口座ズ┩不正に支出す┫ケろス

(2)管理業者ゼ管理組合名義の保管口座ズ┩支払い伝票等の改ピ┳に┨┪不正に支出す┫ケろス

管理組合名義

収納口座

管理組合名義

保管口座

支

払

一

任

代

行

方

式

原

則

方

式

収

納

代

行

方

式

 

労 1取 保証機構貢保証征故征例行基肯晃モケェ 

薙迩管理方式貢鉱膏考腔ある伍いわゆる原則方式を採用浩肱いる場合貢征故

例腔購伍管理組合鞭義貢預貯金口柞腔ある分納珙兼保管珩口柞貢通帳を管理業

者控保管浩伍管理諸費用貢払出浩貢際行貧鑑豪預拘り伍梗貢通帳膏貧鑑行より

秦驟行支払を行うォヴケ控ある午通帳膏貧鑑貢弁時保管購現行規定腔購禁驗江

れ肱いる控伍支払業務を行う際行抗い肱碁一時的行弁時保管状態語膏荒るモケ

ェ控あり伍秦驟荒支払行よる闢領や資金流用控行われる余地控生合れ肱いる午

合紅伍管理組合拘ら貢驟当荒支払伝票貢ヒ載塔容を改洪ん浩伍分納珙兼保管珩

口柞拘ら秦驟荒支出を行うォヴケ豪ある午 

分納千行方式貢場合貢征故例腔購伍管理業者鞭義貢分納口柞拘ら秦驟支出を

行耕紅ォヴケ控ある午管理業者鞭義貢口柞腔ある紅濠伍そ貢貧鑑伍通帳貢保管

行制限購荒晃伍管理業者行抗杭る出納業務行対溝るチゟッェ機能控甘い膏容易

行秦驟荒支出控荒江れるモケェ控ある午 

支払一任千行方式行抗い肱購伍管理組合鞭義貢分納口柞拘ら秦驟支出を行耕

紅ォヴケ控ある午管理組合鞭義貢口柞腔あ耕肱豪伍支払一任千行方式貢場合購

そ貢通帳沸砿貧鑑を管理業者控保管浩肱いる紅濠伍秦驟荒支出を行える余地控

あり管理組合⎡産を毀損溝るモケェ控ある午合紅伍原則方式膏弁様行伍支払伝

票貢改洪ん行よる秦驟支出貢ォヴケ豪ある午 
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現行貢薙迩管理方式行抗い肱購伍航貢方式腔あ耕肱豪管理組合⎡産貢毀損モ

ケェ控あり伍そ貢征故例豪ある午薙迩管理貢方式行よる構造的荒モケェ行抗い

肱購伍特段貢差購荒い膏思われる午 

管理組合⎡産貢毀損モケェを極小化溝る紅濠貢制柤貢あり方を検討溝る行あ

紅り伍そ貢検討対象伍論♧を明確化溝る紅濠伍労琬貢膏抗り伍改濠肱碁徴分モ

ケェ語膏碁秦驟モケェ語行薙杭肱モケェを整理浩紅午 

 

労 2取 モケェ貢整理 

徴分を行う者膏購伍出納行関わる組ト抗よ砿人行焦♧をあ肱紅見方腔あり伍

具体的行購伍ブンクョン管理組合貢理征伍管理業者貢ネュンダ社員伍管理員伍

沸砿集金千行会社腔ある午組ト膏浩肱貢管理業者控出納行航う拘拘わる拘伍

具体的行購伍預貯金口柞鞭義や通帳膏貧鑑貢保管方法伍区薙所暼者拘ら貢分

納方法伍管理諸費用貢支払行抗杭る征務手94攻やチゟッェ方法荒航腔あり伍

管理業者控組ト膏浩肱行う出納業務貢あり方膏運用行抗杭るモケェを徴分モ

ケェ膏浩紅午 

想定江れる行♡膏購伍出納業務行関わる者控そ貢役割膏業務遂行行抗い肱伍

流用や闢領伍詐欺荒航貢いわゆる犯罪行♡膏伍社塔規則や管理規約荒航貢遵嶂

溝高攻規則行ゖ鮒溝る背任ン背信行♡を江溝午出納業務行関わる者控法歐や社

塔規則等を遵嶂浩荒い梗膏行よるモケェを秦驟モケェ膏浩紅午 

徴分モケェ膏秦驟モケェ購伍管理組合伍管理業者貢航絞ら行豪存湾溝る控伍

責回貢検討対象購伍あ晃合腔豪ブンクョン管理業腔ある紅濠伍管理組合貢モケ

ェ行考い肱購伍主要荒論♧膏購浩荒拘耕紅午 
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管理組合⎡産貢毀損モケェ購管理業者貢倒産行よるタネァャダモケェ豪ある

控伍出納業務行妥る闢領や詐欺荒航アヒヤヴクョヂャモケェ貢比ĩ控相対的行

高い膏思われる午 
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琬．制柤検討会貢答申 

制柤検討会行抗い肱ブンクョン管理貢適驟化粐進行資溝る制柤貢あり方を検

討浩紅結果伍管理組合⎡産貢毀損モケェ極小化行資溝る具体的措置膏浩肱購伍

薙迩管理行抗い肱購分納口柞膏保管口柞貢薙聚行よる嶢全措置を講港る梗膏膏伍

ブンクョン管理組合香貢情報開示を拡充溝る梗膏午合紅伍管理組合⎡産貢毀損

モケェ行応港紅保証貢あり方膏浩肱購伍保証貢鼠置付杭を江ら行明確化浩紅疹

腔伍保証措置貢義務化膏管理組合行対溝る保証塔容貢明確化を労る梗膏控望合

浩い膏考える午 

荒抗伍答申貢前提膏浩肱伍区薙所暼者拘ら修ナ積立金等金銭を分納溝る紅濠

貢預貯金口柞を分納口柞膏定義浩伍修ナ積立金沸砿管理費波余金を管理ン保管

溝る紅濠貢預貯金口柞を保管口柞膏定義浩紅午 

1) 分納口柞膏保管口柞貢薙聚行よる嶢全措置 

現行法占疹貢薙迩管理購伍いわゆる碁原則方式語をパヴケ膏浩肱伍分納千行

方式膏支払一任千行方式貢琯方式控規定江れ肱いる午浩拘浩荒控ら伍そ貢実態

購⎡産貢薙迩管理貢手法膏浩肱購多種多様腔あり伍処理方法貢21部購管理業者

行よ耕肱異荒耕肱いる場合控多い午管理組合⎡産貢毀損モケェを極小化溝る膏

いう観♧拘ら購伍従来貢碁方式語行よる規定腔購限界控あり伍より具体的荒わ

拘りや溝い方法腔貢規定控求濠られる午 

区薙所暼者拘ら修ナ積立金等金銭を分納溝る紅濠貢預貯金口柞腔ある分納

口柞購伍毎暻徴分浩紅管理費ン修ナ積立金等を入金浩伍管理行要溝る諸費用貢

支払を行う口柞腔ある紅濠伍管理業者控出納業務を行う疹腔購日常的行関紳皇

洪るを得荒い控伍残高控多受行荒るォヴケ購少荒い午梗れ行対浩伍主行修ナ積

立金を保管溝る紅濠貢預貯金口柞腔ある保管口柞購伍入金購毎暻ある豪貢貢支

払購日常的行購発生皇甲伍口柞残高豪多受膏荒る場合控多い午 

浩紅控耕肱伍分納口柞貢鞭義を管理業者膏溝る場合や当㌆口柞貢貧鑑ンゥャ

ックュィヴチ等を管理業者控管理溝る場合荒航行考い肱伍管理業者行保証措置

を義務付杭伍一方腔伍保管口柞貢貧鑑等行考い肱管理業者貢保管ン管理を禁驗

腔攻れ郊伍管理業者行よるアヒヤヴクョヂャモケェ購大攻晃僧減腔攻る膏考え

られる午 

梗う浩紅梗膏拘ら伍薙迩管理貢現行琯方式行梗紘わら甲伍貧鑑等貢保管物貢

明確化膏保証措置を前提行伍分納口柞膏保管口柞を薙聚溝る梗膏行よる嶢全

措置を講甲る梗膏控望合浩い豪貢膏浩紅午分納口柞沸砿保管口柞膏いう預貯

金口柞貢あり方を中心膏浩肱規定溝る梗膏行より伍制柤膏浩肱貢わ拘りや溝

江伍管理組合⎡産貢毀損モケェ僧減香貢措置伍会計区薙貢明確化控壁能膏荒

る膏考える午 
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2) ブンクョン管理組合香貢情報開示貢拡充 

分納口柞膏保管口柞貢薙聚行よる嶢全措置購伍従来貢薙迩管理方式行拘わる

豪貢腔ある控伍そ貢実務腔貢運用控驟浩晃行われる梗膏控前提膏荒る午浩紅控

耕肱伍管理業者貢適驟荒運用控当然求濠られる控伍ブンクョン管理組合行よる

牽制機能控荒い膏措置貢実行性を担保溝る梗膏控腔攻荒い午そ貢紅濠行購伍従

来宣疹貢情報を管理業者拘ら管理組合香開示溝る梗膏控ĩ要腔あり伍暻次報告

や現物管理貢明確化伍出納業務貢ネュヴ伍書類貢閲覧方法荒航伍特行管理組合

⎡産行拘拘わる情報開示を拡充溝る梗膏控望合浩い膏考える午 

3) 保証措置貢明確化 

前述貢嶢全措置や情報開示貢拡充を行耕肱豪伍徴分モケェ伍秦驟モケェ控荒

晃荒るわ杭腔購荒晃伍潜湾的荒モケェ購依然膏浩肱存湾溝る紅濠伍管理組合⎡

産貢毀損征故行対溝る保証措置控必要腔ある午 

現行制柤行抗い肱購伍原則方式貢場合購保証措置控義務化江れ肱い荒い午梗

れ行対浩伍分納千行方式膏支払一任千行方式購保証措置控必要膏江れ肱いる控伍

そ貢保証塔容や保証機関行考い肱購伍明確行購規定江れ肱い荒い午梗う浩紅状

況拘ら伍保証契約貢義務化や保証受貢増受荒航貢対策を膏耕紅膏浩肱豪伍そ貢

実効性控担保江れ甲伍コケダ増行荒る貢腔購伍管理組合行膏耕肱豪望合浩い豪

貢膏購荒ら荒い腔あろう午 

労 3取 検討結果貢概要 
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責回貢保証措置貢明確化行際浩肱購伍前述貢嶢全措置を前提膏浩紅保証措

置膏浩伍考合り分納口柞行抗杭るアヒヤヴクョヂャモケェを 1 暻宣塔行留濠

る方策を講港紅疹腔伍残るモケェ行対浩肱貢保証行対象を限定浩伍保証塔容

行考い肱購伍管理費ン修ナ積立金等貢 1 暻薙相当受を暷僧受膏溝る梗膏控適

当腔ある膏考える控伍保証機関行考い肱購金融機関や保険征業者等行限定溝

る拘伍資産等貢保証能力を条件膏溝る拘荒航伍荒抗検討貢余地あり膏浩紅午 

宣疹貢検討結果貢概要を労琯行示溝午合紅伍管理業者行よるアヒヤヴクョ

ヂャモケェを僧減溝る紅濠行購伍管理業者自ら貢モケェ管理体制を強化溝る

梗膏控暷豪効果的腔ある梗膏購言う合腔豪荒晃伍加え肱伍ブンクョン管理業

者貢業務貢改善向疹を労る紅濠行必要荒対応膏浩肱伍そ貢指針膏荒るイ゜チ

メ゜ンを伍適驟化法疹貢指定法人控作癩溝る梗膏控望合浩い膏浩紅午 
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珙琨珩収支状況及び収納状況貢月次報告 

 

塩 暻次報告貢義務化 

ブンクョン管理業者購一般会計膏修ナ積立金会計荒航会計区薙構

膏貢分支報告書膏分納状況報告書を毎暻作癩浩伍管理組合貢管理者

等行対浩肱毎暻定期行伍1 暻宣塔を目途膏浩肱伍書面行肱交付溝る午 

ブンクョン管理適驟化法第 77 条貢規定腔購伍管理組合行管理者等控置拘れ

肱いる膏攻購伍管理征務行関溝る報告を定期行当㌆管理者等行対浩肱行う豪

貢膏江れ肱いる午合紅伍施行規則行抗い肱伍管理組合貢会計貢分入沸砿支出

貢状況を報告溝る豪貢膏江れ肱いる控伍報告貢期間行考い肱購管理組合貢征

業朮柤終了歙伍遅滞荒晃行う豪貢膏江れ肱抗り伍毎暻貢報告荒航朮柤塔腔貢

報告行考い肱購規定江れ肱い荒い午 

管理組合⎡産貢毀損モケェを抑える紅濠行購伍管理組合⎡産貢状況をタ゜

ヘモヴ行伍拘考驟確行把握溝る梗膏控ĩ要腔ある午管理組合貢管理者等行よ

る確認伍了矼を得る梗膏行よる牽制効果豪含濠肱伍管理組合⎡産貢管理精柤

控高合る梗膏控期待腔攻る午 

区薙所暼者拘ら貢修ナ積立金等金銭貢分納状況行考い肱豪伍滞納状況や長

期滞納行よる未分受貢増加荒航購伍管理組合貢⎡産管理貢疹行抗い肱ĩ要荒

要素腔ある午秦驟荒支払や闢領等を未然行防更意味腔豪伍驟確荒未分状況貢

把握控求濠られる午 

管理組合⎡産貢薙迩管理購伍ブンクョン管理適驟化法第 76 条行抗い肱伍ブ

ンクョン管理業者貢固暼⎡産沸砿摂貢管理組合貢⎡産膏貢薙迩管理を求濠肱

抗り伍施行規則行抗い肱修ナ積立金等金銭を管理溝る場合行購伍管理組合鞭

義貢預貯金口柞行肱保管溝る梗膏を規定浩肱いる午但浩伍管理組合貢会計区

薙行応港紅区薙管理合腔購求濠肱購い荒い午管理組合貢会計行抗い肱伍現状

腔購一般会計膏修ナ積立金会計膏行区薙浩紅分支報告書控一般的腔購ある控伍

分納口柞沸砿保管口柞膏いう預貯金口柞膏購必甲浩豪対応浩肱い荒い午 

管理組合⎡産貢管理膏いう面腔購伍会計区薙構膏貢分支状況報告行留合ら

甲伍各口柞残高貢報告を求濠る高攻膏溝る意見豪ある控伍分納口柞伍保管口

柞貢残高を含濠紅報告を毎暻行う膏溝れ郊伍会計クケゾヘ貢大幅荒変更荒航

管理業者行よ耕肱購多大荒⎞担膏荒る壁能性控ある午 

浩紅控耕肱伍ブンクョン管理業者購少荒晃膏豪一般会計膏修ナ積立金会計

荒航会計区薙構膏貢分支報告書膏分納状況報告書を毎暻作癩浩伍管理組合貢
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管理者等行対浩肱毎暻定期行 1 暻宣塔を目途膏浩肱伍書面行肱交付溝る梗膏

控適当腔ある膏考える午珙労琰珩 

但浩伍ブンクョン管理業者控管理者膏荒る場合伍並砿行ブンクョン行管理

者等控置拘れ肱い荒い膏攻購伍ブンクョン管理業者購伍一般会計膏修ナ積立

金会計荒航会計区薙構膏貢分支報告書沸砿分納状況報告書を毎暻作癩浩伍ブ

ンクョン管理組合員貢求濠行応港肱閲覧行供溝る梗膏控適当膏考える午 

取

労 4取 暻次報告貢あり方取

合紅伍管理組合貢預貯金口柞を会計区薙構膏行薙聚溝る梗膏控腔攻れ郊伍

モケェ貢極小化沸砿会計処理貢明確化行豪繋控る控伍責回貢答申腔購伍分納

口柞膏保管口柞貢薙聚を基本膏浩肱抗り伍必甲浩豪会計区薙構膏貢預貯金口

柞膏購限定浩肱い荒い午考合り伍会計区薙構膏行口柞を設置溝る膏溝れ郊伍

口柞数控増加溝る紘杭腔荒晃口柞構膏貢入出金や残高管理控煩雑行荒る梗膏

荒航拘ら伍一般会計行区薙江れる波余金控伍分納口柞膏保管口柞貢両方行入

金江れる梗膏豪や拷を得荒い膏浩肱いる午 

荒抗伍管理組合貢管理者等行よる暻次報告書貢塔容貢チゟッェ方法やブン

クョン管理組合行膏耕肱貢薙拘りや溝い表現方法荒航購伍本施策貢暼効性を

高濠る紅濠行ĩ要腔購ある控伍碁管理組合行対溝る拍言語荒航豪含濠紅誤イ

゜チメ゜ン護貢策定行より講港る措置膏鼠置肯杭伍責回貢答申行購含濠荒い

豪貢膏浩紅午 

取
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珙琬珩修繕積立金等金銭貢保管口柞へ貢琨月以内貢移換 

 

於 修ナ積立金等金銭貢琨暻宣塔貢移換 

修ナ積立金等金銭を徴分歙 1 暻宣塔行分納口柞拘ら保管口柞香移

浩換える梗膏を原則膏溝る午 

現行貢分納千行方式行より修ナ積立金等金銭を管理溝る膏攻購伍管理業者

控ブンクョン貢区薙所暼者等拘ら修ナ積立金等金銭を徴分浩肱拘ら 1 暻宣塔

行伍当㌆ 1 暻宣塔貢期間行管理征務行要浩紅費用を当㌆修ナ積立金等金銭拘

ら粃除浩紅残受を伍管理組合鞭義貢口柞行移浩換える梗膏控求濠られ肱いる午

合紅伍現行貢支払一任千行方式行より修ナ積立金等金銭を管理溝る膏攻購伍

管理業者控ブンクョン貢区薙所暼者等拘ら修ナ積立金等金銭を徴分浩肱拘ら

1 暻宣塔行伍修ナ積立金を管理組合鞭義貢保管口柞行移浩換える梗膏控義務

付杭られ肱いる午 

浩拘浩伍一括り行碁分納千行方式語碁支払一任千行語膏い耕肱豪ウルシ21購様々

荒トモ゠ヴクョン控あり伍管理組合側拘ら実態控薙拘り聟晃荒耕肱いる紘杭

腔荒晃伍管理業者キ゜チ腔豪一部混乱控生港肱いる午浩紅控耕肱伍分納千行

方式や支払一任千行方式膏い耕紅現行貢薙迩管理方式行よる規定を見直浩伍

分納口柞貢鞭義行よ耕肱 1 暻宣塔行保管口柞香移浩換える金銭を区薙杭浩伍

併皇肱管理業者控貧鑑等を保管溝る梗膏控壁能荒口柞を規定溝る荒航伍規定

塔容を明確行溝る梗膏控望合浩い膏考える午 

具体的行購伍労琱行示溝よう行伍分納口柞控管理組合鞭義貢場合購修ナ積

立金を伍管理業者鞭義貢場合購修ナ積立金膏管理費波余金を伍修ナ積立金等

金銭貢徴分拘ら 1 暻宣塔行保管口柞行移浩換える梗膏膏伍分納口柞膏保管口

柞貢薙聚行よる嶢全措置行より伍管理組合⎡産貢毀損モケェ貢う絞伍アヒヤ

ヴクョヂャモケェを 1 暻宣塔行抑える梗膏控壁能膏荒る膏考えられる午 

取

労 5取 修ナ積立金等金銭貢保管口柞香貢 1 暻宣塔貢移換貢概要取
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一方伍現行貢いわゆる原則方式行抗い肱購伍修ナ積立金等金銭購管理組合

鞭義貢預貯金口柞行肱管理溝る梗膏控求濠られ肱抗り伍分納口柞膏保管口柞

行薙聚溝る梗膏購必甲浩豪求濠られ肱購い荒い午浩拘浩伍管理組合貢資金を

一考貢口柞腔管理溝る膏溝れ郊伍口柞残高控多受行荒りモケェ控集中溝る梗

膏行荒る午合紅伍管理組合貢会計購一般行管理費会計膏修ナ積立金会計行薙

拘れ肱抗り伍梗貢会計構膏行預貯金口柞を設杭る梗膏控適驟荒資金管理貢紅

濠行豪望合浩い膏貢意見控ある午 

膏梗ろ控伍分納口柞宣外行保管口柞を会計区薙構膏行設置溝る膏口柞数控

増える紘杭腔荒晃伍ヒ゜アネ対策荒航を含濠紅預金残高貢管理控煩雑行荒る

膏いう指摘豪あり伍修ナ積立金等金銭控管理組合鞭義貢預貯金口柞行直接入

金江れ伍梗貢口柞貢貧鑑ンゥャックュィヴチを管理業者控保管ン管理浩荒い

場合行購伍口柞薙聚貢例外膏浩肱扱う梗膏豪考慮皇洪るを得荒い午 

分納口柞貢貧鑑等を管理業者控保管浩紅り伍口柞鞭義を管理業者膏溝る場

合行購伍保管口柞香移換溝る合腔貢間行購様々荒モケェ控存湾溝る控伍口柞

を薙聚浩荒い場合購保管口柞行準甲る豪貢膏溝る梗膏行より伍貧鑑ンゥャッ

クュィヴチ貢管理業者行よる保管を禁驗溝る荒航伍秦驟荒支出を防更措置を

講港る梗膏腔伍修ナ積立金等金銭控区薙所暼者等拘ら直接保管口柞行分納江

れる貢膏弁港意味行荒る膏考えられる午梗貢紅濠伍徴分ン支払業務行抗杭る

アヒヤヴクョヂャモケェ購伍保管口柞膏弁等貢モケェ僧減控労られ肱いる膏

考える梗膏控壁能腔あろう午 

修ナ積立金等金銭貢保管口柞香貢琨暻宣塔貢移換措置購伍よりモケェ控少

荒晃嶢全性貢高い保管口柞香資金を移溝梗膏行より伍管理業者行よるアヒヤ

ヴクョヂャモケェ貢発生を琨暻宣塔行限定浩伍合紅秦驟等貢征故控発生浩紅

場合貢被害受貢僧減行寄紳溝る豪貢腔ある午当措置行より伍保証契約荒航貢

保証措置貢範露膏保証受貢限定控壁能膏荒り伍保証費用貢僧減膏保証契約貢

実現性を高濠る梗膏控期待腔攻る午分納口柞控口柞鞭義や貧鑑貢保管荒航伍

保管口柞膏弁様貢扱い控荒江れる場合行購伍口柞貢薙聚を皇甲膏豪モケェ僧

減控労られ肱いる膏考え肱豪差浩支え荒い腔あろう午 

取
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珙琯珩収納口柞貢剰余金残高水準貢管理 

 

汚 分納口柞貢波余金残高水準貢管理 

管理組合鞭義貢分納口柞珙管理業者控貧鑑を保管珩貢残高行考い

肱購伍少荒晃膏豪琨朮行琨回定期行確認浩伍必要暷僧限貢受行溝る

紅濠行保管口柞香貢移浩換えを管理組合膏協議溝る午 

区薙所暼者等拘ら定期行徴分溝る修ナ積立金等金銭貢う絞伍管理費等貢一

般会計行考い肱購保嶂清掃費荒航貢管理諸費用膏ブンクョン管理業者香貢管

理委ハ費を支払耕紅歙行通常購残受控発生溝る午そ貢残受購伍波余金膏浩肱

09積江れ肱い攻伍管理組合行よ耕肱購多受貢預金残高膏荒耕肱いる場合控見

奮杭られる午 

現行貢薙迩管理方式行よる修ナ積立金等金銭貢管理行抗い肱購伍管理組合

鞭義貢分納口柞行抗杭る管理費等貢波余金残高行考い肱特段貢規定購荒い午

分納口柞行多受貢管理組合⎡産控ハヴャ江れ肱いる状態購伍管理組合⎡産貢

毀損モケェ貢観♧腔購伍秦驟荒支払や闢領等行よる征故控生港紅場合貢被害

受貢増大沸砿闢領や詐欺荒航を誘発溝る意味拘ら豪望合浩い状態腔購荒い膏

言える午 

一方伍出納業務貢実務腔購伍分納口柞拘ら貢管理諸費用貢支払行抗い肱伍

波余金残高控秦足溝る征態購避杭る必要控ある午浩拘浩荒控ら伍管理諸費用

貢受購伍工征千金貢支払荒航秦定期行発生溝る豪貢豪多晃伍征前行支払予定

控わ拘る膏購いえ伍区薙所暼者拘ら貢未分入金貢発生や水ぐ甜熱費等貢管理

諸費用貢口柞振暶行よる支払伍雑分入貢振込入金荒航伍波余金残高貢タ゜ヘ

モヴ荒管理購実務疹聟浩い面控ある午合紅伍毎暻貢波余金残高を把握溝る梗

膏購伍大手貢ブンクョン管理業者荒航組合会計業務を情報クケゾヘ化浩肱い

る場合購比較的容易膏思われる控伍中小宣真貢管理業者行膏耕肱購伍そ貢征

務処理⎞担豪大攻い膏思われる午 

本来伍管理組合貢⎡産腔ある波余金購伍そ貢09計残高を適謎行管理浩伍必

要受を超え紅時♧行抗い肱保管口柞香貢移浩換え荒航を行う高攻腔ある控伍

波余金残高貢必要暷僧受購伍管理組合行よ耕肱異荒り一歐行決濠る貢購困聟

腔ある午合紅伍波余金残高を厳浩晃制限溝る膏伍支払時貢残高秦足荒航実務

疹貢秦具合控生港る壁能性豪ある紅濠伍管理組合鞭義貢分納口柞珙管理業者

控貧鑑を保管珩貢残高行考い肱購伍次頁貢労琹貢通り伍少荒晃膏豪琨朮行琨

回定期行確認浩伍必要暷僧限貢受行溝る紅濠行保管口柞香貢移浩換えを管理

組合膏協議溝る梗膏控望合浩い膏考える午梗貢場合伍分納口柞貢波余金残高
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貢確認時期購伍原則伍管理組合貢決算日膏浩伍分納口柞行保管溝高攻必要残

高購伍管理費等貢琨暻薙相当受を目処膏溝る梗膏豪一考貢方法腔あろう午 

梗れ行よりブンクョン管理業者購伍管理組合貢決算日行抗杭る分納口柞貢

残高膏管理組合貢実情行応港肱伍管理組合⎡産貢毀損モケェを抑える観♧拘

ら管理組合膏貢必要残高行関溝る協議を行い伍波余金残高控必要残高を超え

肱いる場合購伍適謎荒時期行保管口柞香移浩換える梗膏控求濠られる午 

荒抗伍ブンクョン管理業者鞭義貢分納口柞貢場合購伍前述貢修ナ積立金等

金銭貢保管口柞香貢 1 暻宣塔貢移換貢措置行より伍管理費等貢波余金購保管

口柞行移江れる梗膏行荒る紅濠伍本措置貢必要購荒い控伍残高貢管理を適宜伍

適謎行行う高攻梗膏購いう合腔豪荒い午 

 

 

労 6取 分納口柞貢残高粐移珙例珩 
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珙琰珩保管口柞行係る印鑑等貢保管禁驗膏現物管理貢明確化 

 

甥 保管口柞行妥る貧鑑伍ゥャックュィヴチ貢保管禁驗 

ブンクョン管理業者行よる保管口柞行妥る貧鑑沸砿ゥャックュィ

ヴチ貢保管沸砿管理を禁驗溝る午 

凹 預拘り保管物貢明確化 

分納口柞膏保管口柞構膏行伍保管現物貢種類膏そ貢保管者を伍ĩ

要征慌説明書並砿行契約癩立時貢書面行明ヒ溝る午 

現行貢施行規則珙第 87 条珩行抗い肱購伍修ナ積立金等金銭を管理溝る紅濠

貢管理組合等を鞭義人膏溝る預貯金通帳膏当㌆預貯金通帳行妥る貧鑑を弁時

行管理浩肱購荒ら荒い膏規定江れ肱いる午考合り伍管理組合鞭義貢口柞行妥

る通帳膏貧鑑貢ブンクョン管理業者行よる弁時保管控禁驗江れ肱いる午合紅伍

国土交通省貢通け行抗い肱伍ゥャックュィヴチや゜ンタヴネッダトンゥンエ

行妥るドケワヴチ貢保持等豪伍ブンクョン管理業者控管理組合等貢預貯金を

自ら貢裁o̊行よ耕肱払出浩壁能膏荒る梗膏拘ら伍ブンクョン管理業者行よる

保管控禁驗江れ肱いる午 

現行貢弁時保管禁驗貢規定腔購伍貧鑑貢壕伍通帳貢壕伍ゥャックュィヴチ

貢壕貢保管膏い耕紅碁単独語腔貢保管購認濠られ肱抗り伍現実行豪それらを

保管ン管理浩肱いるブンクョン業者豪多い午浩拘浩伍ゥャックュィヴチ膏暗

証番号貢迩管理購実際疹聟浩い紅濠伍ゥャックュィヴチ貢保管購伍結果的行

通帳貧鑑貢弁時保管膏弁港梗膏行荒る午合紅伍貧鑑貢壕保管貢場合腔豪預貯

金貢払い出浩貢際購通帳を預拘る梗膏行荒り伍一時的行弁時保管膏荒る午江

ら行通帳貢再発行控貧鑑貢壕腔壁能荒場合豪あり伍ブンクョン管理業者自ら

貢裁o̊行よる預貯金貢払出浩貢余地控ある午 

 

労 7取 管理業者行よる保管物貢制限 



- 21 - 

浩紅控耕肱伍分納口柞行考い肱購伍ブンクョン管理業者行保証契約貢締結

を義務付杭肱いる紅濠伍管理組合鞭義貢預貯金口柞貢場合豪伍日常貢出納業

務貢遂行疹伍管理業者行よる貧鑑伍ゥャックュィヴチ貢保管ン管理控認濠ら

れる高攻膏考える控伍前頁貢労瑄行示溝膏抗り伍保管口柞行関浩肱購伍管理

業者行よる当㌆口柞行妥る貧鑑沸砿ゥャックュィヴチ貢保管沸砿管理を禁驗

溝る梗膏控適当腔ある膏考える午 

ブンクョン管理組合拘ら貢預拘り物行考い肱伍現行貢ĩ要征慌説明書珙様

式例珩行抗い肱購伍分納口柞行妥る通帳膏貧鑑行考い肱貢壕伍そ貢保管者を

選択式腔ヒ載溝る梗膏行荒耕肱いる控伍責歙購伍分納口柞膏保管口柞構膏行

保管現物貢種類膏そ貢保管者をĩ要征慌説明書並砿行契約癩立時貢書面行明

ヒ溝る梗膏控望合浩い膏考える午梗れ購伍管理組合貢役員交千時行抗い肱伍

驟確荒引93昂控行われ荒拘耕紅り伍管理業者膏貢馴れ合い荒航拘ら伍適謎荒

処理控江れ荒い恐れ控ある紅濠伍保管現物を具体的行明ヒ溝る方法控望合浩

い膏貢考え腔ある午珙労瑇珩 

荒抗伍保管物貢種類膏そ貢保管者行考い肱管理委ハ契約書等貢契約癩立時

貢書面行明ヒ貢荒い場合伍沸砿当㌆書面貢ヒ載塔容膏異荒る扱いを溝る膏攻

購伍ĩ要征慌説明書又購契約癩立時貢書面貢ヒ載行準港紅塔容をヒ載浩紅碁預

り証語等貢書面を迩途交付溝る梗膏控望合浩い膏考える午 

取

取

労 8取 現物管理貢明確化貢概要取
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珙琱珩重要事項説明書貢見直浩 

 

央 ĩ要征慌説明書貢慌目を追加 

管理業者貢業務沸砿⎡産貢状況をヒ載浩紅書面珙法第 79 条珩貢閲

覧方法を追加溝る午 

管理組合⎡産貢管理方法貢透明性を確保溝る紅濠伍修ナ積立金等

金銭貢出納方法を具体的行ヒ載溝る午 

ĩ要征慌説明書貢見直浩購伍ヒ載慌目貢追加膏様式貢変更貢検討を行い伍

ブンクョン管理業者貢情報開示塔容貢拡充を目指浩紅豪貢腔ある午取

管理組合⎡産貢毀損モケェ貢う絞伍ブンクョン管理業者貢倒産モケェ購伍

経営状態貢悪化拘ら倒産行至る過程貢荒拘腔伍管理組合⎡産貢流用や闢領控

行われるォヴケ控ある午いわゆるタネァャダモケェ貢抑制購伍ブンクョン管

理業者貢経営そ貢豪貢貢問主腔あり伍それ自体購制柤検討会腔貢検討範露を

超える午但浩伍管理組合貢立場腔購伍委ハ浩肱いるブンクョン管理業者貢経

営状況を監視溝る梗膏控ĩ要膏荒ろう午合紅伍ブンクョン管理業者膏浩肱購伍

積極的行自社貢経営状況を管理組合行開示浩伍信頼貢維持ン獲得行柏濠る梗

膏購伍情報開示やＣ疐疁珙企業貢社会的責任珩控求濠られる現千行抗い肱購伍

半郊当然貢梗膏膏言える午取

ブンクョン管理適驟化法第 79 条貢規定腔購伍碁ブンクョン管理業者購伍国

土交通省占腔定濠る膏梗ろ行より伍当㌆ブンクョン管理業者貢業務沸砿⎡産

貢状況をヒ載浩紅書類をそ貢征務所構膏行備え置攻伍そ貢業務行妥る関妥者

貢求濠行応港伍梗れを閲覧江皇荒杭れ郊荒ら荒い午語膏江れ肱いる午梗貢碁書

類貢閲覧語行より伍管理組合役員等貢関妥者購ブンクョン管理業者貢業績や

⎡務状況を知る梗膏控腔攻る控伍実際行購あ合り活用江れ肱い荒い午ĩ要征

慌説明書行伍法 79 条貢書類貢具体的荒閲覧場所や閲覧時間等貢閲覧方法をヒ

載溝る梗膏腔法占貢実効性控高合り伍管理業者貢情報開示控進拷梗膏控期待

腔攻る午取

ĩ要征慌説明書腔購伍江ら行伍従来貢薙迩管理貢琯方式拘ら分納口柞膏保

管口柞貢薙聚香膏薙迩管理方法を変更浩伍貧鑑やゥャックュィヴチ貢保管規

定を変更溝る行より伍⎡産管理方法行妥るヒ載塔容貢見直浩控必要膏考える午

具体的行購伍従来貢薙迩管理方式貢選択式拘ら伍分納口柞膏保管口柞貢鞭義

をヒ載浩伍弁様行両口柞貢預貯金通帳伍貧鑑伍ゥャックュィヴチ貢保管者を

ヒ載溝る方法膏溝る梗膏控適当膏考える午取
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合紅伍従来購航貢薙迩管理方式を採用浩肱いる拘行よ耕肱伍基本的荒出納

業務貢流れをĩ要征慌説明書行表浩肱い紅控伍弁港薙迩管理方式腔豪多様荒

征務手94攻や処理方式控ある紅濠伍実際貢出納貢流れをネュヴ労行肱表現溝

る梗膏控望合浩晃伍修ナ積立金等金銭貢分納方法行考い肱購伍前述貢出納ネ

ュヴ労膏購迩慌目膏浩肱伍そ貢徴分日伍振暶口柞荒航貢徴分方法を具体的行

ĩ要征慌説明書面行ヒ載溝る梗膏控望合浩い膏考える午取

合紅伍集金千行会社荒航貢分納行関溝る再委ハ纏貢暼無伍委ハ浩肱いる場

合購そ貢委ハ纏貢鞭称膏所湾地を独立慌目膏浩肱ヒ載溝る荒航伍出納業務行

関溝るヒ載征慌を拡充溝る梗膏控腔攻れ郊伍従来貢方式行よるヒ載行比高肱

ĩ要征慌説明書貢ヒ載塔容控具体的腔わ拘りや溝晃荒る紅濠伍出納業務行関

溝る管理組合貢理解控高合る梗膏控期待腔攻る午取

ĩ要征慌説明書貢見直浩案貢概要を真ヒ行示溝午取

1珩法第 79 条行規定溝る業務沸砿⎡産貢状況をヒ載浩紅書類貢閲覧方法を追加 

2珩法第 76 条貢規定行より管理溝る⎡産貢管理貢方法行抗い肱伍 

癃珩０分納口柞貢鞭義１を０口柞鞭義１行慌目鞭を変更浩伍現行貢薙迩管理方

式迩貢ヒ載塔容拘ら分納口柞膏保管口柞迩貢ヒ載膏浩伍慌目を拡充取

 表 1取 口柞鞭義貢ヒ載゜ベヴグ 

 
慌目 分納口柞 保管口柞 

管理組合   

管理組合理征長 ○ ○ 

管理業者   
口柞鞭義 

信ハ会社   

癋珩０分納口柞貢預貯金通帳膏貧鑑貢保管１拘ら０預貯金通帳膏貧鑑貢保管者１

行慌目鞭を変更浩伍分納口柞膏保管口柞迩貢保管者をヒ載溝る欄を追加取

 表 2取 預貯金通帳ン貧鑑貢保管者貢ヒ載゜ベヴグ取

 
慌目 分納口柞 保管口柞 

通帳 管理業者 管理業者 

貧鑑 管理組合 管理組合 

ゥャックュィヴチ   

預貯金通帳ン貧鑑 

貢保管者 
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癥珩０出納ネュヴ労１貢慌目を追加取

取

取

取

取

取

取

取

 

 労 9取 出納ネュヴ労貢ヒ載゜ベヴグ取

癭珩０修ナ積立金等金銭貢分納方法１貢慌目を追加取

癯珩０分納行関溝る再委ハ纏１貢慌目を追加取

取

集

金

千

行

会

社 

区

薙

所

衄

者

等 

 

<分納口柞> 

 管理組合 

鞭取 義 

管理費 
残受

修ナ 
積立金

 

<保管口柞> 

管理組合 

鞭取 義 

管理行要溝る

費用貢支払い 
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珙琹珩保証措置貢義務化 

 

奥 保証措置貢義務化 

管理組合⎡産貢毀損モケェを極小化溝る紅濠伍原則膏浩肱全肱貢

管理業者香保証措置を義務付杭る午 

現行貢薙迩管理行関溝る規定腔購伍いわゆる原則方式膏伍保証契約貢締結

を条件膏溝る分納千行方式沸砿支払一任千行方式貢琯方式控ある午高愀創宅

管理業協会控霸癩 18 朮 11 暻行行耕紅調査腔購伍労 10 貢膏抗り伍主行原則

方式を採用溝る管理業者控 63.1％伍分納千行方式控 12.7％伍支払一任千行方

式控 24.2％膏いう結果腔あ耕紅午但浩伍高愀創宅管理業協会保証機構貢会員

行抗い肱購伍真表貢膏抗り膏荒耕肱抗り伍両者行購採用溝る薙迩管理方式貢

構癩割合行大攻荒差控出肱いる午 

    

 

 

 

 

 

労 10取 主荒分別管理方式別貢採用業者構成割合 

 

＜参考＞高層住宅管理業協会保証機構会員貢状況珙H18/年 現在珩 

 

 

 

いわゆる原則方式貢場合購伍保証契約貢締結購規定江れ肱抗ら甲義務化豪

江れ肱い荒い控伍国土交通省貢調査行よれ郊伍原則方式を採用浩肱いる管理

業者貢う絞約 7 割控保証契約を締結浩紅疹腔管理組合膏管理奮ハ契約を締結

浩肱いる実態控ある午合紅伍高愀創宅管理業協会保証機構会員行抗い肱購伍

原則方式を採用浩肱いる場合豪全肱保証契約を締結浩肱いる午 

梗う浩紅状況豪鑑壕伍管理組合⎡産貢毀損モケェ貢極小化を労る紅濠様々

荒措置を膏耕紅膏浩肱豪徴分モケェ伍秦驟モケェ荒航貢アヒヤヴクョヂャモ

ケェ控荒晃荒るわ杭腔購荒晃伍合紅伍ブンクョン管理業者貢経営破綻荒航貢

タネァャダモケェ豪存湾溝る紅濠伍原則膏浩肱溝高肱貢管理業者行対浩伍保

原則方式

縠縈.緱%

支払一任代行

緹縑.緹%

収納代行方式

緱緹.繇%

9縠 縈緱.繇% 縠縕 緹緱.縕% 緱縑緹 縑縠.9% 縈緫縈 緱緫緫.緫%

原則方式 収納代行方式

支払一任代行

方式

計



- 26 - 

証措置を義務付杭る梗膏控腔攻る貢腔あれ郊望合浩い梗膏膏考える午 

但浩伍そう溝る膏伍現行貢原則方式を採用浩肱いる中小宣真貢管理業者行

抗い肱購伍保証契約貢締結行妥るコケダ増や征務処理貢増加荒航行対応腔攻

荒い管理業者豪存湾溝る膏思われる午結果膏浩肱それら貢管理業者貢市場拘

ら貢排除膏荒ら荒いよう留意溝高攻腔ある午合紅伍従来貢原則方式行対応浩

紅分納兼保管口柞腔貢薙迩管理を行抗う膏溝る場合伍当㌆口柞控保管口柞膏

弁等貢モケェ僧減措置控膏られる梗膏を前提行伍例外膏浩肱保証措置を秦要

膏溝る梗膏控適当膏考える午 

責回貢答申購伍分納口柞膏保管口柞を薙聚浩伍保管口柞行抗杭る毀損モケ

ェを極小化浩紅疹腔伍江ら行分納口柞行保管江れる残高貢適驟化行柏濠伍そ

れら貢施策を講港肱豪残る分納口柞行抗杭るアヒヤヴクョヂャモケェ行対浩

肱保証措置を講港る高攻膏浩肱いる午管理組合⎡産貢毀損モケェ行応港紅保

証措置膏いう考え方行立耕肱抗り伍修ナ積立金等貢徴分腔ブンクョン管理業

者貢口柞を経譿浩紅り管理業者貢支配真行ある豪貢控定期行関わ耕紅り皇甲伍

合紅管理業者控集金千行会社香貢再委ハや管理組合鞭義貢分納口柞貢貧鑑等

を保管浩荒い場合荒航伍徴分モケェ控極小化江れ紅場合行抗い肱購保証措置

を義務付杭荒晃肱豪よい膏いう考え方腔ある午珙労 11珩 

取

労 11取 保証措置行関溝る例外規定貢概要 

ブンクョン管理業者控伍分納口柞貢通帳を保管浩紅膏浩肱豪伍通帳貢壕腔

貢払出浩購通常秦壁能荒貢腔伍秦驟モケェ購小江い膏考えられる午浩拘浩伍

管理員やネュンダ社員荒航ブンクョン管理業者貢支配真行ある者控管理費等

を現金行肱定期行徴分溝る場合購伍そ貢出納業務貢過程行抗い肱秦驟モケェ

控あり伍ブンクョン管理業者貢口柞を経譿溝る場合豪伍自譿行引攻出浩控行

える紅濠伍保証措置を必要膏溝る梗膏控適当腔ある膏考える午取

弁様行伍ブンクョン管理業者拘ら修ナ積立金等金銭貢徴分を集金千行会社

香再委ハ溝る場合豪伍管理業者貢支配真行ある膏壕荒皇る紅濠伍保証措置貢

例外膏購浩荒い梗膏控適当腔あろう午取

宣疹を整理溝る膏伍保証契約貢締結を要溝る豪貢購次貢膏抗り腔ある午取
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シ珩管理組合鞭義貢口柞行分納溝る合腔行ブンクョン管理業者貢口柞を経譿

溝る場合取

ジ珩ブンクョン管理業者控管理費等貢徴分を集金千行会社行再委ハ溝る場合取

ス珩ブンクョン管理業者貢支配真行ある者控定期行徴分溝る場合取

取
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珙瑄珩保証額及び保証内容貢明確化 

 

往 保証受貢明確化 

保証受を修ナ積立金等金銭貢琨暻薙宣疹膏溝る午 

応 保証契約塔容貢明示貢義務化 

契約癩立時貢書面譆法第 73 条譙行保証契約行関溝る塔容を追加溝る午

ブンクョン管理適驟化法行抗い肱購伍保証委ハ受沸砿保証限柤受行考い肱

明文化購江れ肱い荒い午分納千行方式膏支払一任千行方式貢場合購伍保証措

置膏併皇肱修ナ積立金等金銭貢徴分歙 1 暻宣塔行保管口柞香移浩換える梗膏

を条件行当㌆管理方式控認濠られ肱いる午通常伍1 暻間行分納口柞行分納江

れる受購伍修ナ積立金等貢 1 暻薙相当受腔ある紅濠伍両方式行抗杭る保証金

受購伍修ナ積立金等金銭貢 1 暻薙膏江れ肱いる貢控実態腔ある午一方腔伍支

払一任千行方式行抗い肱購伍修ナ積立金貢壕貢移浩換え控規定江れ肱いる梗

膏拘ら伍分納口柞行管理費貢波余金控09積浩肱いる場合控散見江れる午 

現行貢法占控求濠る保証範露購伍修ナ積立金等控金銭腔ある場合行抗杭る

金銭行考い肱伍管理業者貢管理組合香対溝る返還債務腔ある午管理組合貢立

場拘ら購伍分納口柞貢預貯金や保管口柞貢預貯金膏い耕紅区迩荒晃伍管理組

合貢⎡産腔ある預貯金溝高肱行考い肱貢保証措置を求濠る高攻膏貢意見豪あ

る控伍法占疹伍保証受行関溝る規定購荒い紅濠伍保証行妥る費用対効果を踏

合え肱伍管理業者膏管理組合膏腔保証受貢増受等行考い肱協議溝る梗膏豪考

えられる午 

管理組合⎡産貢薙迩管理行抗い肱伍ブンクョン管理業者控保管口柞行妥る

貧鑑ンゥャックュィヴチを保管溝る梗膏を禁驗溝る荒航伍そ貢嶢全性を高濠る

措置を講港る梗膏を前提膏浩肱伍保証受を修ナ積立金等貢 1 暻薙相当受宣疹

膏溝る梗膏購伍一考貢目嶢行荒る膏考えられる午荒抗伍暷僧限修ナ積立金等

貢 1 暻薙相当受貢保証膏いう梗膏腔あり伍当然荒控ら伍琨暻薙相当受を超え

る保証受腔契約溝る梗膏や保証範露を拡大溝る梗膏を排除溝る豪貢腔購荒い午

浩紅控耕肱伍管理業者購伍管理組合膏管理奮ハ契約を締結浩よう膏溝る膏攻

購伍保証契約貢塔容を積極的行開示溝る梗膏控望合れる午珙労 12珩 

管理業者控管理組合行開示溝る保証塔容行考い肱購伍国土交通省貢碁ブン

クョン標準管理委ハ契約書語腔ĩ要征慌説明書膏弁様貢ヒ載控求濠られ肱い

る控伍管理組合役員荒航貢関妥者行対浩伍江ら行保証塔容を周知溝る紅濠行

購伍契約癩立時貢書面珙法第 73 条珩行保証塔容行関溝る慌目をヒ載溝る梗膏



- 29 - 

控望合浩い膏考える午具体的行購伍癃.保証溝る第申者貢氏鞭伍癋.保証契約貢

鞭称伍癥.保証契約貢受沸砿範露伍癭.保証契約貢期間伍癯.更新行関溝る征慌伍

癱.解除行関溝る征慌伍癴.免責行関溝る征慌伍皤.保証受貢支払行関溝る征慌

荒航腔ある控伍保証書や保証契約貢締結を証溝る書面を添付溝る場合行抗い

肱購伍疹ヒ貢癱.拘ら皤.を省略腔攻るよう考慮江れる高攻膏豪考える午 

 

労 12取 保証塔容貢明確化貢概要 

保証奮ハ機関行考い肱購伍指定法人控保証奮ハを壁能膏溝る宣外伍現行腔

購保証契約貢委ハ纏行考い肱貢制限控荒晃伍金融機関伍保険征業社伍管理業

者貢親会社荒航系列企業膏保証契約を締結浩肱いる貢控実態腔ある午現状貢

保証契約貢委ハ纏膏浩肱購伍社団法人高愀創宅管理業協会貢保証機構控 80%

宣疹を占濠伍椀倒的行多い午近朮貢管理業者貢倒産や闢領征件等行より管理

組合貢⎡産控毀損江れ紅征態を鑑壕る膏伍保証契約行妥る惴行能力珙保証受

貢支払能力珩荒航保証委ハ纏貢要件を明確化溝る必要性購ある控伍保証機関

を限定溝る拘航う拘購議論貢薙拘れる膏梗ろ腔ある午合紅伍保証機関貢限定

方法行考い肱豪伍金融機関や保険征業者荒航行限定溝る方法膏溝る拘伍資産

受等行よる保証能力を条件膏溝る方法膏溝る拘荒航伍実際貢保証委ハ纏貢確

保膏いう観♧腔貢検討控必要腔ある午 

法占行よ耕肱航梗合腔規定腔攻る拘伍保証能力貢弐定や監視体制荒航そ貢

実現行抗い肱購多晃貢課主控あり伍実効性を確保腔攻る更荒る検討控必要腔

ある午 

 

ﾏﾝｼｮﾝ管理業者 

管理組合（管理者

73条書面

・保証額 

・契約期間 

・・・

保証措置を義務化 

交付 

保証委託契約締結後 

速やかに書面交付 

受領 

保証受託機関 

保証適格者 

・指定法人 

・金融機関 

・保険会社 等 

締結 締結 

保保証証委委託託契契約約  

�保証額 

�保証契約期間 

保保証証書書等等 
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珙瑇珩適驟荒分別管理貢ため貢ガイド碕イン貢概要珙案珩 

 

押 適驟荒薙迩管理貢紅濠貢イ゜チメ゜ン貢作癩膏公開 

毀損モケェ貢極小化貢紅濠貢嶢全管理体制を明確行溝る梗膏荒

航伍ブンクョン管理業者控適驟荒薙迩管理を行う紅濠貢イ゜チメ゜

ンを作癩浩伍全肱貢ブンクョン管理業者を対象膏浩肱公開溝る午 

管理業者控自ら貢モケェ管理体制を強化溝る梗膏控伍管理業者貢アヒヤヴ

クョヂャモケェを僧減溝る紅濠行効果的腔ある梗膏購前述浩紅控伍江ら行伍

ブンクョン管理業者貢業務貢改善伍向疹を労る紅濠行必要荒対応膏浩肱伍そ

貢指針膏荒るイ゜チメ゜ンを適驟化法行定濠る指定法人控作癩溝高攻膏貢意

見控制柤検討会行抗い肱大勢を占濠紅午取

イ゜チメ゜ン制定貢目的購伍ブンクョン管理組合貢⎡産珙修ナ積立金等金

銭珩を適驟拘考嶢全行管理溝る梗膏控求濠られるブンクョン管理業者行対浩

肱伍毀損モケェ貢極小化貢紅濠嶢全管理体制を明確行溝る梗膏伍抗よ砿ブン

クョン管理組合貢管理者等行対浩肱伍管理組合⎡産貢毀損征故防驗貢紅濠貢

保管ン管理行関溝る手抅や方法を拍言溝る梗膏腔あり伍全肱貢管理業者を対

象膏浩肱公開溝高攻豪貢腔ある膏考える午取

イ゜チメ゜ン貢主荒塔容購伍ブンクョン管理業者行抗杭る嶢全管理膏浩肱

購伍琨珩組ト的嶢全管理伍琬珩物理的嶢全管理伍琯珩人的嶢全管理伍琰珩砌

術的嶢全管理貢琰慌目行考い肱伍合紅ブンクョン管理適驟化指針等行基肯晃

ブンクョン管理組合⎡産珙修ナ積立金等金銭珩貢保管ン管理行関溝る拍言膏

浩肱伍琨珩暻次報告貢チゟッェ膏監査実施貢提案伍琬珩経理処理香貢拍言伍

琯珩理征ン監征貢改選時行抗杭る引93昂征務香貢拍言貢琯慌目行考い肱伍次

貢膏抗り焚り合膏濠る梗膏膏溝る午取

イ゜チメ゜ン貢構癩膏塔容取

譆踣譙 ブンクョン管理業者行抗杭る嶢全管理取

踣譙取組ト的嶢全管理取

～従業者の責任淝権限を明確化し安全管理溱対す玢規定や手順書の整備～ 

シ取 社塔コンハメ゜゚ンケ体制貢整備取

ン取法占遵嶂部門又購責任者貢設置取

ン取関妥法占そ貢摂規制等貢周知徹底取

珙ĩ説伍管理委ハ契約書伍暻次報告書等雛型貢整備珩取

ン取コンハメ゜゚ンケ行動規範貢策定伍周知取
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取

ジ取 職務薙掌規定伍職務闥限規定貢整備取

ン取薙迩管理行関わる部門伍部署貢役割膏責任貢明確化取

ン取組合会計処理行関溝る手抅書珙ネュヴ労等含拷珩貢整備伍運用取

ス取 塔部監査又購外部監査貢実施取

ン取監査貢対象範露膏塔容取

ン取監査計画貢策定珙チゟッェモケダ貢活用荒航珩取

ズ取 管理業者膏浩肱貢情報開示姿勢取

ン取⎡務状況等貢開示取

ン取保証委ハ塔容貢開示取

ン取薙迩管理方法貢開示取

セ取 征故伍ダメノャ発生時貢社塔連絡対応貢整備取

ン取対応窓口貢設置膏役割取

ン取対応ブッュ゚ャ貢整備取

ン取社塔連絡ネュヴ貢作癩取

踽譙取物理的嶢全管理取

～管理組合財産の分別管理等溱おけ玢盗難、紛失等の防驗策～ 

シ取 管理組合拘ら貢保管物行考い肱貢保管ン管理方法取

ン取管理組合口柞行妥る通帳伍貧鑑等貢管理方法取

ジ取 機器伍装置等貢嶢全管理取

ン取管理組合伍個人タヴタを焚り扱う機器珙ドソコン等珩伍装置等貢盗聟･

紛失防驗取

ン取管理組合行妥るĩ要情報珙個人情報等珩貢盗聟伍漏洩防驗取

ン取個人情報を含拷携帯壁能荒媒体貢施錠管理取

蹻譙 人的嶢全管理取

～管理事務を行う上淛必要淝さ琫玢教育・研修の実施～ 

シ取 従業者行対溝る教育ン研修貢実施取

ン取管理員業務行関溝る征慌取

ン取管理征務業務行関溝る征慌取

ン取監査業務行関溝る征慌取

ン取法占遵嶂行関溝る征慌取

ジ取 秘密保持義務貢徹底珙法第 台ｆ 条ン台可 条珩取

ン取従業者珙派遣を含拷珩膏貢契約締結取

ン取管理征務貢再委ハ纏膏貢契約締結取
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𨉷譙取砌術的嶢全管理取

～ 管理組合の運営並び溱個人情報溱関す玢情報システムへのアクセス制御・監

視等溱関す玢技術的湞安全管理～ 

シ取 運営並砿行個人情報等貢運搬時貢嶢全対策取

ン取タヴタを郵送溝る場合貢書留貢利用取

ン取タヴタを送信溝る場合貢暗号化取

ン取タヴタを所持溝る場合貢管理体制貢構築取

ジ取 顧客タヴタ香貢゚ェセケ制御取

ン取゚ェセケ闥限ン方法貢整備取

ス取 顧客タヴタ貢クケゾヘ監視取

ン取顧客情報を焚り扱うクケゾヘ貢定期的荒監視等貢実施取

 

珙琬珩管理組合行対溝る拍言取

～ マンション管理適驟化指針等溱基づく、管理組合財産譆修繕積立金等金銭譙の

保管・管理溱関す玢助言～ 

踣譙 暻次報告貢チゟッェ膏監査実施貢提案取

ン取理征長沸砿複数理征行よる暻次報告貢チゟッェ貢提案取

ン取監征行よる定期的荒会計監査貢実施貢提案取

踽譙 経理処理香貢拍言取

ン取分納口柞膏保管口柞行管理組合口柞を薙聚取

ン取管理費等波余金貢保管口柞香貢定期的荒移換膏会計担当理征よるチゟッェ取

ン取管理行要溝る費用貢支出等行関溝る手抅貢整備取

蹻譙 理征ン監征貢改選時行抗杭る引93昂征務香貢拍言取

ン取引93書貢作癩珙通帳ン貧鑑伍ĩ要書類荒航保管物貢明確化珩取

ン取役員貢役割沸砿管理組合⎡産貢保管ン管理方法貢明確化取

珙貧鑑ン通帳を一人腔保管浩荒い荒航珩取

取
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ɢ．検討貢総括 

責回貢答申行抗い肱購伍第一行管理組合⎡産貢毀損モケェ極小化を目指浩伍分

納口柞膏保管口柞貢薙聚膏通帳伍貧鑑等貢保管ン管理行関溝る規定を明確化浩紅午

波余金残高水準貢管理行よる分納口柞行妥るモケェ貢僧減や管理業者行よる保

管口柞貢貧鑑等保管禁驗行より伍管理業者貢闢領等アヒヤヴクョヂャモケェ貢僧

減控労られる梗膏行荒る午取

第性行伍分納口柞貢鞭義や通帳ン貧鑑等貢保管物行より薙迩管理貢方法を規定

溝る梗膏腔薙迩管理貢方式行よる薙類を廃驗溝る梗膏膏浩伍複雑ン多様化浩肱い

る現行貢管理方式を薙拘り易晃溝る梗膏膏浩紅午江ら行薙迩管理貢方法行拘拘わ

ら甲伍原則膏浩肱管理業者行保証措置を義務付杭る梗膏行より伍管理組合⎡産貢

保全を労る梗膏膏浩紅午取

そ浩肱第申行伍管理組合会計貢透明性膏管理業者ン管理組合相互貢チゟッェ機

能強化策膏浩肱伍分支状況等暻次報告貢義務化伍ĩ要征慌説明貢慌目や保証措置

行関溝る契約癩立時貢交付書面貢ヒ載塔容貢拡充荒航伍管理組合行対溝る情報開

示を惰進溝る梗膏膏浩紅午取

江ら行イ゜チメ゜ン行より梗れら貢施策を補完溝る膏膏豪行管理組合行対溝

る⎡産貢保管ン管理方法行考い肱啓蒙を労る梗膏膏浩紅豪貢腔ある午取

荒抗伍ブンクョン管理業貢定義行考い肱購伍現行法腔購碁基幹征務

※

を含拷管

理征務を業膏浩肱行う者語膏江れ肱抗り伍出納業務貢壕を奮ハ浩肱いる場合購ブ

ンクョン管理適驟化法貢対象外膏荒耕肱いる午従来拘ら伍出納業務貢壕を行う者

豪ブンクョン管理業者膏浩肱伍適驟化法貢規制対象膏溝高攻腔購荒い拘伍膏貢意

見控あり伍ブンクョン管理業貢定義貢検討ン整理控必要腔ある午責回貢答申貢検

討行あ紅耕肱豪伍管理組合⎡産貢毀損モケェ貢極小化行資溝る具体的措置控主荒

ゾヴブ腔あり伍消費者保護貢観♧拘ら豪議論江れる高攻豪貢腔ある午取

浩拘浩荒控ら伍ブンクョン管理業抗よ砿管理業者貢定義貢見直浩購伍適驟化法

貢出発♧を見直溝梗膏行豪考荒控り伍慎ĩ拘考多面的荒検討控必要腔ある午合紅伍

ブンクョン管理業全体腔購伍出納業務貢壕を奮ハ溝る征業者控占濠る割合購決浩

肱多い膏購言え甲伍莨急行見直溝必要性豪高い膏購思われ荒い午従耕肱伍ブンク

ョン管理業抗よ砿管理業者貢定義貢見直浩購伍将来的荒課主行留濠る梗膏膏浩紅午取

合紅伍ブンクョン管理業者控管理組合貢管理者膏荒る場合珙いわゆる管理者管

理方式珩行抗杭る⎡産貢管理方法行考い肱豪従来拘ら課主膏江れ肱攻紅午管理組

合貢管理者等購伍通常伍管理組合貢理征長若浩晃購管理組合法人貢理征荒航控選

任江れ肱抗り伍管理業者控管理組合貢管理者膏荒る場合行考い肱購伍十薙荒対応

控腔攻肱い荒い梗膏購征実腔ある午取
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管理組合⎡産貢薙迩管理行抗い肱購伍管理組合貢預貯金鞭義やそ貢預金通帳伍

貧鑑貢管理荒航伍管理業者貢征務管理を管理組合控行う高攻豪貢膏峻迩溝る梗膏

控フ゜ンダ腔ある控伍管理組合貢管理者を兼講る管理業者貢モケェ膏それ行妥る

保証措置荒航伍責回貢検討期間腔購具体的荒検討を溝る梗膏購腔攻荒拘耕紅午浩

紅控耕肱伍梗貢問主行考い肱豪将来的荒課主行留濠る梗膏膏浩紅午取

取

取

※取基幹征務膏購伍ブンクョン貢管理貢適驟化貢粐進行関溝る法歐第 ｈ条 ①慌行規定江れ紅取

真ヒ業務取

(ｇ)取管理組合貢会計貢分入沸砿支出貢調定取

(ｈ)取出納取

(年)取ブンクョン珙専暼部薙を除晃午珩維持又購修ナ行関溝る企画又購実施貢調整取

取
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珙参考琨珩 

 

マンション管理業貢適驟化貢推進行関溝る制柤検討会貢開催経緯 

第 ｇ 回取霸癩琨瑇朮瑋暻琬瑇日珙木珩取

碁議主語 珙琨珩本検討会貢設置趣莉行考い肱 

 珙琬珩⎡産貢薙迩管理貢現状膏課主行考い肱 

 珙琯珩ブンクョン管理業貢実態調査行考い肱 

第琬回取霸癩琨瑇朮琨琤暻琯琤日珙暻珩取

碁議主語 珙琨珩管理組合⎡産貢新紅荒管理方式行考い肱 

 珙琬珩保証制柤貢現状膏課主行考い肱 

 珙琯珩実態調査行考い肱 

第琯回取霸癩琨瑇朮琨琨暻琬瑋日珙水珩取

碁議主語 珙琨珩制柤改驟貢方向性行考い肱 

 珙琬珩ブンクョン管理業実態調査貢状況行考い肱 

第琰回取霸癩琨瑋朮琨暻琬琱日珙木珩取

碁議主語 珙琨珩ブンクョン管理業実態調査貢集計結果行考い肱 

 珙琬珩制柤改驟珙案珩行考い肱 

第琱回取霸癩琨瑋朮琬暻琬琯日珙金珩取

碁議主語 珙琨珩制柤改驟珙案珩行考い肱 

 珙琬珩指定法人行よるイ゜チメ゜ン貢概要行考い肱 

 珙琯珩報告書貢概要行考い肱 

第琹回取霸癩琨瑋朮琯暻琨瑋日珙暻珩取

碁議主語 珙琨珩報告書珙案珩行考い肱 
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珙参考琬珩 

 

マンション管理業貢適驟化貢推進行関溝る制柤検討会 

委 員 等 一覧 

＜取 委取 員取 ＞取 珙○購柞長午晴十音抅午敬称略珩取

取 穐山取 精吾取 瓚畎瓞法人取全国ブンクョン管理組合連合会取会長取

取 阡谷取 隆夫取 公認会計士ン税理士取

○取 鎌ǒ取 邦樹取 千葉大学大学院専門法務研究科取教授取

取 齋藤取 広子取 明海大学秦動産学部取教授取

取 篠原取 壕絞子取弁護士取

取 新納取 清栄取 伊藤忠゚ヴトンコプュッゾ゛株式会社取千表焚締役社長取

取 千崎取 竜馬取 申棲創仏銀行取ＥＣ業務部取営業粐進室取粐進企画エャヴハ取エャヴハ長取

取 半譓取 高行取 株式会社東急コプュッゾ゛ヴ取焚締役専務執行役員取

取 松棲取 邦彦取 ⎡団法人ブンクョン管理センタヴ取専務理征取

取 矢島取 精申取 大京管理株式会社取千表焚締役杷社長取

取

＜アノギヴトヴ＞取 珙敬称略珩取

取 松脇取 け朗取 国土交通省取総合膕策局取秦動産業課取課長取

取 望暻取 一範取 国土交通省取総合膕策局取秦動産業課取企画専門官取

取 市村取 宏明取 国土交通省取総合膕策局取秦動産業課取課長補双取

取 飯竹取 理広取 国土交通省取総合膕策局取秦動産業課取秦動産管理妥長取

取 中棲取 智洋取 国土交通省取創宅局取市街地建築課取ブンクョン膕策室取課長補双取

宣疹取
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