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であること、②長期的見通しを持って適正運営を行
うこと、③区分所有者等の積極的参加の努力義務
が必要なこと等について説明しました。
次いで、管理組合運営の適正化を支援すること
がマンション管理士の役割であることを話しました。
そうしたところ、その場で B 理事長から理事会の承
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約を結ぶことになりました。
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開催の定時総会の承認を得て、顧問契約を締結す

方を修繕委員会に委任することの承認を得ました。

ることになりました。ちょうど半年ほど前に相談のあっ

次いで、8 月頃に修繕委員会メンバーを募集したと

た最初の大規模修繕工事が着工したばかりで、そ

ころ応募者が無かったので、現理事会メンバーが修

の時の相談会での助言が実を結んだ気がしました。

繕委員を兼任することを提案しました。役員の方の
負担が大きくなりますが、日ごろ理事会で話題にし

管理規約改正の支援業務

ているためにかかえって意見がまとまりやすいなど

平成 19 年 4 月の定例理事会において、懸案事

の利点があり、エントランス、外階段、駐輪場の改

項であった管理規約の見直しを行いたいとの要望が

修やごみ置場の更新工事等の改善案が工事項目と

ありました。確認したところ現行の管理規約は分譲

して採用されました。前回同様、第三者の設計事

したいと思い、平 成 13 年 度は管理 業 務 主 任 者、

るA 管理組合（以下「A 組合」
）です。当初ディベロッ

当時のままで、きちんと読んでいない方もいました。

務所が関与する設計監理方式を取り入れました。

翌 14 年度はマンション管理士を取得しました。当

パー系の子会 社に管理を委託していたのですが、

そこで、まず、定例理事会の時間を利用して管理

平成 28 年 8 月下旬に工事を着工しました。当初は

時勤務していた会社はマンション管理とは全く無関

数年後親会社も管理会社も倒産してしまい、組合

規約の勉強会を行うことを提案しました。現行管

雨天が続きましたが、予定どおりクリスマスイヴが

係でしたので、法律系の知識と技術系の知識が必

員が協力して自主管理を続けていた相模原市所在、

理規約の読合せを行いながら、当時最新のマンショ

竣工日となりました。
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大規模修繕工事竣工検査後の会議（筆者は右から3人目）

りましたが、管理規約改正の支援のために顧問契

知り合った近隣マンションとの交流会で、新しい国
家資格としてマンション管理士と管理業務主任者が

認の下に顧問就任の依頼がありました。翌月 2 月

準管理規約」
）と比較していきました。
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管理規約改正の方針としては、用語の定義の記

役員の方々にとって、マンション管理は楽しくなけ
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の大規模修繕工事の進め方等について相談に来た

載が無いなど現行規約の古い形式を最新の標準管
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理規約の表現に合わせること、また役員の任期が
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は事前に用意したレジュメを配布し、平成 12 年 12
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