
2013.5.2
ISA 営繕委員会 /理事会
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[1]  修繕積立金とは？ 管理費が２倍？（なりません ! ）

[2]  5期の震災復旧計画について
－ いくらかけて、何をどのように直すのか？
－ 今回直さないでそのままになるところは？

－ R1屋上（屋上緑化風害）や水景施設の漏水などは？

[3]  震災・消費税UPを絡めた修繕計画の第三者精査結果

[4]  修維積立金の徴収計画（“来年”３月からの値上げ案）
－ なぜ急激なUPが必要になったのか・なぜ今なのか
－ 段階値上げでなく一気に値上げを提案する理由
－ 値上げの結果どのような効果・安心が？

[5]  営繕委員会の強化の検討（継続中）の紹介

[6] 質疑・応答/意見交換 ※匿名/記録なし
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“後で”参考までにご確認ください。重要な事項は全て説明
中にでてきますので、 プレゼン画面に集中してください。

A3 の大きな紙 ー 修繕・資金計画関係
－ pp1-pp６ 3期総会(昨年5月）承認の長期修繕計画
に５期までの震災復旧費用＋消費税をとりこんだもの
（５月総会において議決を求める内容の一部です）

A4 の冊子 － 議案集
－ pp45-pp68 第２号議案

震災復旧のための積立金取り崩し
長期修繕計画の更新（消費税・震災関連）
修繕維持積立金の現行の２倍への値上げ

－ pp69-pp73 第３号議案
営繕委員会委員長の外注化についての提案
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(1) 震災復旧費用として、５期も引き続き6120万円の修繕積立金の
取崩しを予算計上し、“緊急性の高い” 工事を消費税の増税前に
終了する。 (計画修繕を待てる不具合は今回工事実施しない）

(2) 今までの計画に入っていなかった、震災の復旧費用・消費税率の
UPを取り込んで長期修繕計画を更新する。

(3) (2) の計画に合わせ、今後30年間に渡って計画通りに修繕支出
が行われても途中での一時金支出・値上げの必要のない
超長期での均等割の積立方式（現行の２倍）に移行する。

(4) 2期総会で定めれた毎年の一般会計→修繕積立金の年600万円
の振替を、管理費を値下げ・修繕費を値上げで同額で実施し
修繕費に使用されるよう使用目的を確定する。

※以上一括で通常総会（5/18)に第２号議案として上程
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(5) 営繕委員会の委員長を外注化するために必要な
専門（諮問）委員会の設置細則の改正を第３号議案と
して提案する。
－ 実は現在も、営繕委員長は理事会役員ではないが
在外（期の途中でなった）の区分所有者が勤めている。
来期専門知識をもった委員長のなりてがいない。
細則を変更して、委員長・委員に理事会が決議した場合
には外部の専門家を起用できようにする。

(6) 責任者（猪口氏の）起用を提案し、そのコンサル費用
１人×１日 3.5万円（１月に何回利用しても上限10万円）
を５期の修繕維持積立金会計からの支出として計上する。

※ (5)は第３号議案で、(6)については予算関連議案の一部で提案
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この表は議案集に掲載。
1円単位まで計算して、端数は切り捨て

現在 管理費156円/㎡ 修繕費118円/㎡ 合計274円/㎡
⇒ 6期から 管理費144円/㎡ 修繕費248円/㎡ 合計392円/㎡ 6
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長期修繕計画はなんのためにある？
★将来の工事費を工面する積立金を設定するため★

2008年6月国交省決定「長期修繕計画作成ガイドライン」（序文より）
2011年4月国交省決定「マンションの修繕積立金に関するガイドライン（序文より）

1. 建物等については、経年により当然に劣化する。
2. 修繕工事等の負担は多額のため、修繕工事実施時に一括で徴収
収するのは、住民負担が大きい。

3. 場合によっては、費用不足のため必要な修繕工事等が行えず、建
ず、建物等の劣化を進行して、却って大きな負担に。

4. そのならないように、将来予想される修繕工事等を計画し、必要な
必要な費用を算出し、月々の修繕積立金を設定するのが目的

 経年劣化する建物や施設の価値を元に戻すもの。
⇒賃貸建物等の現状回復費に類似

 「将来支出」に備えて「現在の積立金」を設定するもの。
⇒将来の支出金額を確定するものではない
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誤解その１
長期修繕計画は、将来の支出一般に備えるものではない！

時間の経過

資
産
価
額

現
状
回
復
費
用

・劣化が進行する建物及び施設の価値を元に戻すためも
の。
・年金の積立よりも、賃貸建物等の現状回復費と性質が類似⇒引き渡し開始の日から発生する費用なので、

経年劣化に応じて想定費用は累積
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誤解その２
長期修繕計画の主目的は、支出を確定することではない!

• 「将来支出」に備えて「現在の積立金」を設定するもの
• 当面支出しないからといって、積立不要ではない。

⇒積立不足を回避し、将来に備えることが最大の目的。
⇒積立不足が常態化したマンションは、修繕後も市場価額下
落のリスク （配当落ちによる株価急落と同じ）

修繕前の資産価額

時間の経過

修繕後資産価額。積立不足のま
ま修繕しても価額下落のリスク

純資産
劣化
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誤解その３
管理費（一般会計）と修繕積立金は全く目的が異なる。

管理費 ≡ “フロー”
日々の管理で消えてゆくお金。 家庭でいえば「生活費」
“同レベル”の管理が実現できるなら安ければ安いほどよい。

修繕積立金 ≡ “ストック”
皆の共用部分を維持していくために全員で積み立てていく組合
全体の財産。 家庭でいえば支出目的の決まった「貯蓄」

（教育資金の積立のイメージに近い）
適正範囲にあれば、多く積み立てていたから困るものではない。

管理費を削減しても、その分修繕費に積み替えて
合計での徴収額が同じなら全く意味がない？？

１1

目的が異なっているため、
全く別の銀行口座で管理
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営繕委員会による復旧の進め方優先度設定:

[1] 危険なもの / 雨漏りなど建物の耐久性に関わるもの
－ 剥落しそうな外壁タイルの補修 (ほぼ終了）
－ EXP-J （終了）
－ R棟不等沈下 （終了）

[2]  多くの人の目につきやすいもの ー “資産価値保全”
－ エントランス周り / P1棟幅木 （終了）
－ 開放廊下側の梁のひび割れ、塗装剥がれ

[3]  その住戸だけに関連するもの（専用利用共用部）
※ISAにのみ特有の規約条項（販売時から）で、直接構造にかかわらない
部分は各戸負担にするか、組合負担とするかを理事会が選択できる

－ バルコニー側の修理

[4]   そのほか
R1屋上緑化風害 / 池の漏水問題
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全体として、落下の危険のあるような大きな浮きなどはなかった。
（施工時の高圧洗浄がきいているのか、タイルの状況はまずま
ず。
竣工不良などで10%以上の浮きがある場合などもあり、
それと比較すると通常に考えられる範囲内）

特にP2北面など、落下すると大きな危険のある面のタイルの
状況に問題なく一安心

復旧は“緊急”ではないが、例えば今回徹底的に直して１５期まで
大規模修繕を延期するようなパターン（後述 C案)では、
ゴンドラを吊ってぶらさがっての補修を提案。 約8000万円。
委員会では、これは12期の計画修繕を“待てる”と判断
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← エフロ

逆梁ひび割れ →
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A案： 緊急補修が必須で12期まで放置不能なもののほかは
全て12期を待って行う方式で、最小限を実施。

アンケート＋立ち入り調査済みの住戸中心に
60-70戸が対象で 約～3000万円
（剥落箇所＋コンクリートの欠けに対応する）

B案: 剥落箇所の震災補修工事のみ2013年実施し、
8期に大規模修繕工事を前倒し実施。

大きな修繕周期の前倒しを含み結局コスト高なのに数年
放置の場所が多く営繕委員会では検討から外した。

C案：逆梁上面のひび割れの修理など、故障は多くの住戸にある
と思われるため、全戸ベースでゴンドラを吊って
徹底修理するかわりに、初回大規模修繕を15年目に伸ばす。
（剥落箇所＋コンクリートの欠け＋ひび割れ） ～1.9億円
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A案では “ひび割れ”は対象外としていることから
『何をやらないか』 の “線引き” が大事となる。
なにを直さないかを明確化しないとC案と同じになってしまう。
※ 判定は営繕委員会では行わない！ OBに一任する

● “修理する”もの ー 約85戸が対象
エフロ・水漏れや、コンクリート・タイルの”欠損”

● “修理しない”もの
逆梁/梁の“ひび割れ”・タイルの“ひび割れ”は対象外

● 再度のアンケート実施はなし
委員会の人的リソースがない。自己申告追加は認める。

● 施工対象外の故障でも、簡易修理（そのひび割れ周りだけの
簡易塗装など）を希望する住戸に対しては補修の結果かえって
目立つことは説明 [ スパン間全塗装は拒否する ] の上で
その住居の承諾を得て実施 ⇒ 数割の予備費計上
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“A詳細検討結果” にそって以下の優先度順に震災の復旧工事を
実施。残りは１２期の計画修繕時（数億円かかる足場がないと
できないものが多い）に修理する。
代わりに最初の修繕周期である “１２期”は極力守る。

● P1/P2南面に見出されているタイルの“剥落”箇所の補修 120万円
● 開放廊下周り（ひび割れ＋塗装剥がれ）に、来客の目も考慮して
スパン間全塗装で対応 1200万円
ー 既に選定は、OBによって終了。個別の問い合わせには対応できない

● A案によるバルコニー周りの修理 3000万円
● 上記の新規申し出者、簡易補修希望者向け（ゴンドラを全箇所に
吊るわけではないので、簡易補修もできない場合がある）の予備費 800万円

● R1屋上緑化の風害への対策経費
（どのようにに直すかが決まっていないがいずれにしてもお金がいる）
および、水景施設の漏水問題への対応にこの優先度の順で 1000万円

※ 合計で 6120万円の修繕費の取崩しを総会に諮る 18



とりあえず袋に土をつめて
緊急避難 半年しかもたない
土は廃棄に4月理事会で決定。

●屋上緑化に戻すか？
散水の方法がなく対策を
するとしてもまた同じことが・・・

● 植栽帯下の防根シート跡に、
防水トップ材が施工する？

いずれにしても屋上なので
優先度は高く、予算取りを
まず行う。

なお、R1の断熱の設計に
屋上緑化が存在することは
計算には入っていない。
（なくても断熱の設計上は
問題ない）
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● “契約時”計画 1-30期 総額2７.9億円 契約時点で承認
徴収計画 118円/㎡/月スタート 5年ごとに20%複利方式UP

⇒ 現在9400円/戸/月平均徴収 最終的には23400円/戸
⇒ もともと6期（来年3月）からの“値上げの実施” は予定通り

● “現行”計画 33期まで 総額32.3億円 昨年５月総会承認済み
徴収計画は元のままでは収支一致していない。

⇒ 戸数×平均価格 から ∑（面積×単価）に置き換え
ISA は専有面積41000㎡に対し建築面積は66000㎡を超える

⇒ 設備系の更新は、各会社のだしてきた現実的なものに更新

● “現行”計画には地震（～0.9億）消費税UP(～1.5億）が入ってない

● “総会素案”計画 34期まで 総額34.6億円 ５月総会提案予定
計画を 5期の～0.7億円の震災対策費＋消費税のみ修正

● “OB（第三者）”計画 現行計画素案の金額の妥当性のチェック
⇒ 独立にOBに作成を依頼 ２1
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※ 極力公平な比較のために、A3配布のものから合わせられる条件は合わせてある

総額は殆ど同じ（という事実だけが現時点で重要）

5億円
～100万/戸
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OB精査資料(コラボに掲載）を参照
同じ項目が２回現れる部分
灰色部分 DLN計画
橙色部分 OB計画

（周期・実施の有無・単価などに変化）

OB精査による指摘点 ⇒ OB/DLN の両者に照会予定
妥当性を検討し 組合独自の計画案へ

● 大規模修繕の足場の仮設経費 過大 ２億⇒１億/1回では？
● 給水管 竪管更新は不要では？
● タイルなどの外壁補修コストが過小 (14⇒20万/戸 ただし3%の故障率を仮定）
● 診断コストが過小 工事管理費が過大 計画第三者見直しの計上が必要

細かい点ではかなり異なるが総額ではほぼ同じ。積立金計画を考える上
ではいずれを利用しても変わりがない ⇒ DLN更新案を総会に提案
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ISAは“30年”計画
12/24期大規模修繕工事
＋30期の設備系更新
実は36期も大規模修繕

建具更新やるなら…

（玄関・サッシ・手摺・窓）
8.4億円 （DLN案でも）
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2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

0 10 20 30 40

更新案

OB精査

34億/34年 １.0 億/年
54億/36年 1.5億/年
46億/36年 1.3億/年
（建具更新なし）

今 0.58億/年…. 

24
定価合計は 235.1180億円
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● DLN更新案に長期修繕計画を更新して
地震影響、消費税影響をとりこむ。

● 早期値上げは不可避。 予定通り６期当初（来年３月）からの
値上げは総会を通すべき。 （遅らせてよい理由がなにもない）

● ５期理事会が臨時総会をこのためだけに開催しない限り
総会が、想定される値上げの“前”に存在しない。
直近総会に付議すべきである。 ⇒ “今” 総会を通す理由。

（４期役員で、５期への立候補者は０名。ほか“立候補”も０。
５期は全員役員未経験の輪番の方のみで構成される可能性）

● 合わせて、収支一致した積立金徴収計画も総会に諮る。
委員会からは２案を提示 ⇒ 次ページ 26



[1] 12期に大規模修繕工事が実施できる最小限の値上げ率で
値上げを実施し、以後5年ごと20%値上げの漸増方式に戻る

現行の1.5倍⇒11期 1.5*1.2倍⇒ 16期 1.5*1.2*1.2倍 …

[2]  現行の計画に対し一回だけの値上げで均等割に移行する

現行の ２倍
※ いずれも現行の600万円/年の一般会計からの振替は永続的に実施を前提

理事会採決で約1:2の割合で 『均等割』 を選択
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1-5期 6-10期 11-15期 16-20期 21-25期 26-30期 31-35期

現行のまま 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400
販売時計画 9400 11300 13500 16200 19500 23400 28100
2倍定額 9400 18800 18800 18800 18800 18800 18800
1.5倍＋複利 9400 14100 16900 20300 24300 29200 35100

全戸平均での徴収額月額(金額を1/515したもの）

● 修繕費は各戸専有面積に比例して支払うことが決まっていて、
総額を決めると、自動的に各戸の支払いが確定する。

● 徴収金額の変更は、総会における通常決議が必要。
委員会から

↓

『 ２案のいずれでも構わない。ただし、現在少ない漸増案を選択す
る場合は、今安いのに賛成し将来高くなると反対するではおかしい。
後年度の負担増加が自動的に行われるようにして、予定通りに推移
した場合に無意味に５年に一度の総会可決が必須とはならないように
工夫して欲しい。 （近隣では浅草タワーなどの方式） 』
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※ 棒グラフの長さなどは理解のために模式的に書いたもので正しく
本当の支出などに比例した長さにはなっていません

１２期１期

当初計画の12期まで
の総支出

修繕計画の更新による
増加分

消費税UP（竣工時から
消費税率が10%であった
場合と殆ど変わらず）

震災対策費用
（予定外支出）

もともと12期をぎりぎりで超える計画
からの変化分を、僅か６年で取り
戻さないといけない。

⇒消費税率が５％UPになれば
それだけで10%積み足さないと
予定金額まで貯まらない

キーになる年度をぎりぎりで超えていく
漸増案は予定外の支出に弱い 29
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⇒ 均等割を採用しても決して過大な積立ではない。
⇒ 突発的な支出（地震など）に対応可能なのは均等割のみ。
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● 漸増方式の“値上げ方法” を決定する合理的な選択基準がない。
なぜ複利式？ なぜ５年毎に２割？ ⇒ 既にうまくいってない。将来も紛糾？

● 築年度で住人が入れ替わっていくなか公平性を確保可能な唯一の方法
１-5期だけ住んだ人も、 26-30期だけ住んだ人も、同様に共用部が

維持された恩恵を被る。何故1-5期は 9400円で、26-３0期は、29200円？
ー 実際にはマンションの住民は年間2%程度入れ替わる

この例では実際には約半数が “同一人物ではない” ことに
ー 不動産は巨大な『ババぬき』ではない！築浅で売り抜ける人が得をして

ずっと住んでいると“損”をする設定を組合が主導するのはどうか？

● 均等割の場合のみ直近に chalk point(最も収支が悪化する年度）で
余剰金が殆どなくなる期間の発生を回避できる。
ー教訓 1-2億程度の震災被害が“起こっては困る”年度がある計画では..

● 5年ごとに値上げを本当に総会採決可能か？ （『スラム化』のリスク回避）
ー 現住人は多くが30期には年金生活 ３万円に値上げが可決できる？
－ “値上げ”の総会提案・可決はその期の理事会にとって非常に大きな
負担となる。 5の倍数の年度の理事にはなりたくないなでは・・・ ３1



Ｑ. 修繕積立金：最近の新築物件のトレンドは？

A. 国交省2011年 “修繕積立金に関するガイドライン”
に急速に準拠する動きがあります。

POINT: 新築物件の修繕積立金の初期設定として
『長期均等割』を推奨する明確な方針が
うちだされている

⇒ マンションの持つ積立金など資産状況が
評価される流れ。

⇒ “安すぎる” 修繕費設定のマンションが
避けられる可能性も…

実例をみてみましょう・・・
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野村の低価格帯
新ブランド “オハナ”

OHANA 玉川上水
ガーデニア

専有面積 65.76m2 ～ 83.06m2

バルコニー 11.60m2 ～ 12.80m2

専用庭
22.41m2 ～ 25.28m2（月額使用
料:340円～380円）

管理費(円)/
月額

8,500円～10,700円

修繕積立金
(円)/月額

9,710円～12,260円

坪＠110-120万円程度

最初から１５０円/㎡/月

● 低層８階
⇔ ISA 

24階超高層認定

● 足場のかけやすい形状
⇔ ISA 

殆ど５つのマンションの
同時修繕に近い 33



Ｑ. 組合の皆の資産として積み上げるのは了解した
が、
きちんと見張ってないと高額の工事発注などで
根こそぎ誰かにもっていかれちゃうだけでは…?
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●長期継続的な活動が必須
３年前の約束ではと売主協議などで普通に話がでてくる
例） 売主は第５期までは不等沈下を無償で直す約束書面を

2年前に提出している。
・・・・ が、4期間の全ての経緯を知る委員が全員抜けるみこみ
（実に現在の営繕委員長は、このマンションには住んでいない）
で、委員の殆どが入れ替えになる可能性が極めて高い。

●難しい判断を求められる
－ 営繕コンサルタントは技術的提案はしてくれるが判断は
してくれない。 建築の専門家以外では判断できない

－ 特に難しいのは、予算が極めて限られることから、
どこを直すかではなく、どこを直さないかの線引き。
これを同じマンションの人間がするのは心理的に困難。
（ココロの声： 夜も寝ないでやって、逆恨みされても……) 35



検討中の営繕委員会支援方式（検討中）

第5期以降における営繕委員の外部採用 イメージ図

平成25年6月からの導入にむけて、3/10営繕委員会にて担当者面談を予定

理事会

営繕委員会

修繕「技術」コンサル
（アワーブレーン）

施工会社A 施工会社B 施工会社C 施工会社D

メルすみ
（セカンド
オピニオン）

提案

★課題点
①技術力ある委員の
成り手不足
②億単位の支出検討
に対する負担増
③技術＋経営視点で
見る人材が必要 総合提案

技術提案

総会

議案

★導入効果
①修繕技術＋工事費の妥当性検証＋

組合収支や長期修繕計画との整合性検
証＋総合的な提案実施
②総会での説明責任

※技術的に信頼でき
る一方で組合運営に
はコミットしない

○想定される業務について
・定例会議への出席（月1回）
・その他出席（都度）
・答申資料の作成
・その他必要な業務
（総会説明等ご要望に応じ）
月２～3人工を想定
○報酬について
１人工3.5万円
（ただし月額上限10万円）
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管理組合に理念や目的・役割・行動指針を！ 1

方針＝コンセプト に一貫性がない管理組合

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 X年目、、

住み心地
を上げよ
う！

資産価値
を上げた
いな！

不要だ！

無駄だ！
節約だ！

いらん！

どっちに
行けば？

毎年の理事会メンバーによって方向が変わるリスクが

3６



理念や目的・役割・行動指針が明確な管理組合だと、、、

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 X年目、、

住み心地
を上げよ
う！

引き継いで
行こう！

過去を尊
重し改善し
よう！

歴史と伝統が継承されてブレのない運営ができる

資産価値
を上げた
いな！

管理組合に理念や目的・役割・行動指針を！ 2
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- 消費税はまだ１５％くらいにあがるかも
- また大きな地震がくるかも
- 物価だって上昇していくかもしれない・・・

今そんなに先まで考えてもしかたがないんでは？
その時になってから考えたのではダメなの？？

『 予定がない 』 のと、
『 予定通りいかない 』 のは全く別 !!

修繕計画案とそれに伴う修繕積立案は組合全体で
常に検討しなおして最新の状態に更新していくもの

営繕委員会＋理事会役員（いつか全員なる）の苦労も
考えて、“自分が役員だったら”で判断をお願いしたい。 39



第１条 35期までの30年間の資金を確保
 建物のライフサイクルを通じて大丈夫という資金水準。

第２条 引上げは原則１回だけ
 後年へのつけ回しはせず、早期引上げへ。
 “大災害や超インフレなければ” 引上げは極力1回

第３条 保守的な費用見積もり
 お金の不足は困るが、余っても損はしない。
 皮算用は禁物

第４条 現在と将来の負担公平
 現在負担が少ないことの「余禄」はいずれなくなる。
 今売る人と将来売る人の修繕金負担を公平に

第５条 35年安心マンションの早期定着
 来るべき競争激化に備え「ISA=35年安心」の評価を
早期に市場に定着させる。

「ISA35年安心戦略」 5箇条
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お忙しい中本説明会へのご参加
ありがとうございました

賛成・反対は各戸の自由ですが、
全てを知った上で決めていただきたいです。
否決の場合には、震災復旧工事も一端とめ
５期以降に理事会・営繕委員会での再検討
をお願いいたします。

営繕委員会・理事会



営繕委員は激しく募集中：

● 理事会は立候補をすれば必ず役員になれます（６期以降）
● 例年営繕担当は“難しくて大変そう”でなり手が恒常的に不足。
● 営繕指定で立候補で、まちがいなく担当理事・委員として実際の

決定に関与可能。
42



● 総支出額は似た規模・階数のマンションなどと
比較して妥当なのか？

● 修繕積立金の高いマンションは安くでしか売ることが
できないのではないか？

● 値上げ提案の前に管理費等可能な範囲で削減したか？

● 漸増方式での負担方式を全戸が了解して買ったはず。
急な値上げは納得できない。 なぜ漸増式ではだめ？

● 修繕費が消費税10%に対応できるようになることは
わかったが管理費はどうなのか？ 43



Ｑ. 総支出は似た規模のマンションの
修繕計画と比較して妥当？

A. 妥当です

30年計画の総費用約34億円から震災による計画修繕でない費用
約１億を引いた33億円を総専有面積で割り算すると、
専有面積１㎡あたりで必要となる修繕費は
平均で223円/㎡/月となる ← ISAの場合

国交省による最新の【マンションの修繕積立金に関するガイドライン】
によると、20階を超え、機械式駐車場をもたないマンションの修繕計画
の場合の平均値では、206円/㎡/月 全体の68%が含まれる区間して
は、170～245円/㎡/月が妥当範囲。
これに消費税率５％のＵＰを考慮すると
平均値では、216円/㎡/月 妥当範囲としても 179～257円/㎡/月
となり、 比較するとごく平均的な修繕計画支出の範囲内

半値で済むかも？ とか夢を見るのはやめましょう…
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Ｑ. 修繕積立金が高いと安くでしか売れないのでは？
A. 管理組合の力量次第。近くの例だと…

グリーンコーポ （千寿第八小隣） 足立区 築３３年（旧耐震）のマンション
ー 坪単価 ＠１１０万円 修繕積立金 ２９２円/㎡/月 ！！
ー “大規模修繕が終わった直後に数億円の余剰金”

４5



Ｑ. 値上げの前に管理費等削るべきところは削ったか？

ISAの管理費・修繕費の特徴

● 管理費は今回の値下げで144円/㎡/月。 24時間有人管理を
行っている都区内マンションとしては非常に安い水準。
フロント担当者、特別清掃などを“除いて”も年40000時間の雇用。
管理費～殆ど人件費。
⇒ 管理費をこの上削って修繕積立金に回すのは難しい

● これは実は周辺相場の約６割引（シテヌーブの駐車場代は３万
円を超える）に設定された駐車場からの収入を全額 管理費（一般）
会計に回しているためにここまで安くできている。
⇒ 駐車場代の転用は困難 駐車場代を値上げできれば別だが

● 既に1900万円に近い一般会計を削減したり、行き先を組合
の裁量的経費（コラボ、自治会へゴミ収入、コンサル、役員報酬、
予備費）に振り替えてきた ⇒ 既にかなり減量実施ずみ

A.  答えはYESです。ISAの管理費には削減余地は
サービスを保ったままでは小さいと考えられます

４6



Ｑ. もともと漸増式で全戸が了解しているはず。
何故漸増式ではダメなのか納得ができない。

A. 漸増式でぎりぎりで12/24年といった年度を超えていく方式
は、外的な要因での変化にとても弱いことが今回明らかに

どのみち超長期では１年１億円を超える積立が必要なことが明らか

“いつ”払うかの問題だけ。徴収方式を考えなおす契機

メリット： 今の負担は軽め （これだけ）
デメリット：
● 予定通りにいかなくなった場合にどのように値上げをすべきかが
明確でなくもめやすい。 “均等式”を選択すると決めるなら徴収金額
の設定は、修繕工事の積算金額が見積もられれば自動的である。
⇒ 既に6期で＠1.2倍の値上げではやっていけないことが明らか。
もともと当初計画通りではできない（管理組合のせいではない）

● ずっと住んでいると、年金を払うような未来に月3万円を超えるような
支払いへの値上げを総会可決可能か （スラム化のリスクが非常に大きい）

● “値上げ”は理事会にとってとても大変。５年に一回総会に諮るという
プランは、理事会への負担が非常に大きい。その期に理事できますか？
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Ｑ. 修繕費が消費税10%に対応できるようになることは

わかったが管理費はどうなのか？

今回600万円を振り替えて“値下げ”した管理費収入＋駐車場代が一般会計の収
入の殆どを占めますが、5期予算では、一般会計の黒字幅は、管理士事務所の
雇用や、予備費等管理組合にとって必須の裁量的な経費を確保した上では
一般会計の収入総額は、支出に対して、110/105倍には達していません。

※ 一般会計に計上される、修繕費（計画修繕には含まれない日常的なもの）か
ら支出される、防火シャッターや、駐車場の非常灯などに用いるバッテリーなどが
既に経年劣化でかなりの交換を 必要とするようになってきていて、5期予算で
は、一般会計からの修繕費に500万円を計上しているため

< 支出が全部 110/105倍になったもとでは赤字化は避けられず >

1.  管理費＋駐車場を 110/105倍に値上げする（一番自然な解決策）
2. 支出をなんらかの方法で削減する。（人減らししか方法がない）
3. 収入のUP(駐車場の外部貸出しなど) クリアすべき問題も多い。
⇒ ５期理事会に状況について引き継ぎを実施 48



1. 現実を直視する
 「修繕価格が下がるでは？」など

希望的推測に頼るのは危険
 管理費の節減もほぼ限界

2. 後年へ付け回すほど苦しくなる
 先送りしても負担の総額は減らない

3. 周囲の事情に目を向ける
 首都圏の新しいマンションの多くが積立金不足を回避に
 数年後はマンション間競争に

修繕費積立がいびつなマンションが中古市場で
回避される日はすぐそこまで来ている

4. 自分だけが得することは難しい
本来負担すべき金額を避けて得られた「余禄」は長続きしない。
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