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マンションみらいネット情報登録シート 

—団地管理組合型— 

 

 

 

（公財）マンション管理センター 
 
 
 
 

管理組合名

申請者名

連絡先（電話番号）

●このシートは、任意項目用の情報登録シートです。 

登録を希望する項目がある場合のみ、必要事項を記入の上、必須項目用の情報登録シートと併せてご提出ください。 

●このシートは各棟（複合用途型を含む）の管理も実施している団地管理組合専用シートです。 

●単棟型マンションの場合又は団地内の棟別管理組合を登録する場合は、別のシートを使用してください。 

※各棟の管理を実施していない団地管理組合は登録できません。 

任意項目用 
注：必ずご記入ください。 
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記 載 要 領 

 
１．シートの選択方法 

選択項目が・の場合は、該当項目１つを選択し、○をつけてください。（複数回答不可） 

  選択項目が□の場合は、複数選択が可能ですので、該当する項目すべてに✓をつけてください。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．データの記入 

  現時点のデータを記入してください（ただし、右欄に指示がある場合は除きます）。 
分譲時のパンフレット、売買時の重要事項説明書及び売買契約書、管理規約、登記簿謄本等により正確にご記入ください。 

 
 

３．文字の記入 
文字は、左詰で楷書にて、定められた字数以内で記入ください。オーバーした文字はカットされますので、ご注意ください。 
 
 

４．面積の記入 
  面積は、すべて小数点第２位までとし、第３位以下は切り捨てて記入してください。 
 
 
 
 
 

  例 

１．通常総会の開催日時および場所を ・予告している  ・予告していない 

２．予告の方法    □各戸配布 ☑掲示 ☑インターネット配信 □その他 

・の場合複数選択不可 

□の場合、複数選択可
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マンションみらいネット情報登録シート（任意項目用） 

 
 
 
 
 

Ａ．マンション概要シート（原則として公開されます。）                   ＊右欄の注意事項をお読みの上、必要事項をご記入ください。 

団地概要シート                                      ＊右欄の注意事項をお読みの上、必要事項をご記入ください。 

１．管理組合の自己紹介 

（特にグレードアップ工事の実施や耐震改修工事の実施等のアピールできる内容やコミュニティ形成活動につい

ては大きなＰＲになりますので、積極的に記入してください。） 

 

 

★400 字以内左詰で記入してください。 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

２．管理組合ＨＰ（ホームページ）のリンク 

ＵＲＬ                                               

★管理組合のＨＰ（組合員向けのものを

除く）をお持ちで、マンションみらい

ネットとのリンクをご希望の場合は記

入してください。 



団地管理組合型 

 

３．附属施設等 

  ①集会室 ・有 ・無   ②管理事務室  ・有 ・無  

  ③敷地内駐車場 

   ・有（平置式    台  機械式（タワー含む）    台  立体自走式    台） 

   ・無  

  ④自転車置場  ・有（   台） ・無    ⑤バイク置場  ・有（   台） ・無   

  ⑥ブロードバンド対応 

   ・有（□FTTH 方式 □VDSL 方式 □構内 LAN 方式 □無線方式 □CATV 方式 □その他） 

   ・無 

  ⑦ＴＶ共同視聴設備    ケーブルテレビ  ・有 ・無    ＣＳ       ・有 ・無 

               ＢＳ       ・有 ・無    地上波デジタル  ・有 ・無 

  ⑧防犯カメラ ・有 ・無    ⑨オートロック ・有 ・無     ⑩宅配ロッカー ・有 ・無  

★該当するものに○をつけ、駐車場、自転

車置場等は台数を記入してください。 

★ＡＤＳＬの場合はブロードバンド対応

「無」としてください。 

４． 住宅性能 

  ①地震対策   □免震構造    □制震構造 

  ②断熱対策   □外壁（外断熱）  □開口部（・複層ガラス ・二重サッシ ・断熱サッシ） 

  ③バリアフリー □階段の手摺   □廊下の手摺  □車イス用スロープ  □その他 

  ④住宅性能評価書（設計時） ・有・無 

          （建設時） ・有・無 

          （建設時） 有の場合→耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） 等級 ・３・２・１ 

                          耐震等級（構造躯体の損傷防止）  等級 ・３・２・１ 

  ⑤既存住宅性能評価書   ・有（有効期限 西暦 年 月 日） ・無 

★断熱対策の開口部は、主要なもの１つに

○をしてください。 

★車イス用スロープはエントランスから

自宅玄関まで車イスで自走できる場合

をいいます。 

★住宅性能評価書の交付について該当す

るものに○をつけ、既存住宅性能評価書

の交付がある場合は、その有効期限を記

入してください。 
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棟別概要シート                                               ＊右欄の注意事項をお読みの上、必要事項をご記入ください。 

★棟別概要シートは１棟につき１シートを使用します。必要な枚数をコピーしてご使用ください。 

１．棟番号・棟名   

                                                        

２．昇降機の有無   

          ・有（    基）   ・無  

３．新築時関係者   

売   主                      

 

          設 計 者                      

           

工事監理者                      

           

施工業者                       

★分譲時パンフレット等を参考にして新

築時の関係会社名を記入してください。 
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Ｂ．管理情報シート（原則として公開されます。）                      ＊右欄の注意事項をお読みの上、必要事項をご記入ください。 

管理体制 

１．管理者は   ・区分所有者   ・管理を委託している管理会社   ・管理組合法人なので管理者はいない 

・上記以外 

★管理者とは区分所有法第 25 条に規定

する管理者です。  

２．管理会社に業務を   ・委託している  ・委託していない 

・委託している場合  管理会社名                      

国交省登録 ・有 （国交省登録№       ）・無 

★管理会社と管理業務委託契約をしてい

る場合は、記入してください。 

★該当する項目に○を付け、名称等を記入

してください。           

３．管理形態   以下の表の欄は、該当する主たる委託先１つだけに○をつけてください。 

管  理  実  施  項  目 管理会社 

管理会社以外の 

専門業者等と 

直接契約 

管理組合 

のみで実施 
無 

事務管理業務 基幹事務 

会計業務     

出納業務     

建物維持の企画・実施の調整     

基幹事務以外の事務管理業務（管理組合運営補助等）     

管理員業務     

清掃業務 
日常清掃     

特別清掃（定期清掃）     

建物・設備管理業務 

建物点検、検査     

昇降機設備     

給水設備     

浄化槽・排水設備     

消防用設備     

機械式駐車場設備     

緊急対応業務      
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４． 管理会社との管理委託契約の内容 

①現在の管理委託契約書に記載された、契約期間        年間 

②管理委託契約書に以下の項目が記載されていますか。 

□ 委託業務費の明細が記載されている。 

□ 契約業務の履行を怠った場合は、契約の解除ができる旨記載されている。 

□ 一定の予告期間をもって双方いつでも解約の申し入れができることが記載されている。 

□ 守秘義務についての記載がある。 

□ 契約は自動更新できないようになっている。 

□ 合意管轄裁判所はマンションの所在地を管轄する裁判所になっている。 

③管理事務の報告書（収支報告書）を月１回           ・受領している  ・受領していない 

④理事会が管理会社と定期的に、管理全般についての打合わせを  ・行っている   ・行っていない 

★管理会社と管理委託契約をしている場

合は、記入してください。      

★管理会社との契約期間を記入してくだ

さい。 

★該当する項目が記載されている場合は、

を入れてください。 

５．管理員の勤務体制 

・交代制２４時間勤務 ・住込み方式 ・日中勤務（通勤方式） ・巡回 ・管理員はいない ・その他 

★いずれか１つを選択してください。 

管理組合運営 

１．組合員数           

     人 

★区分所有法第４０条の議決権行使者数

を記入してください。 

２．住居部分のうち、 

区分所有者が居住していない住宅の戸数  ・      戸    ・把握していない 

★区分所有者が外部に居住して賃貸して

いる場合や、３ヶ月以上「空き家」にし

ている場合をいいます。 

３．理事数        

現在      人 

★理事の現在の人数を記入してください。 

４．監事数 

      現在      人 

★監事の現在の人数を記入してください。 
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５．役員の任期及び改選方法 

  ①任期・改選方法  ・１年   ・２年（同時改選）  ・２年（半数改選）  ・その他 

  ②各理事の就任日及び任期の期限が 

・明確となっている  ・明確となっていない 

  ③理事会の引継ぎ 帳票類、懸案事項、就任期間中の経験等の引継ぎを 

・実施している    ・実施していない    ・該当無 

★該当するものに○をつけてください。 

★理事の改選がまだない場合は、該当無

に○をつけてください。 

６．通常総会の開催予告及び招集通知 

①通常総会の開催日時及び場所を管理規約で定められた総会通知日より前に 

・予告している   ・予告していない 

予告している場合 予告の方法  □各戸配付  □掲示  □インターネット配信  □その他 

②前回の通常総会の招集通知日は 

総会開催日より        日前 

★直近の通常総会において、規約で定め

られた総会招集通知日前に、総会日時

及び場所の予告をしている場合は該当

する項目に○をつけてください。

  

７．議案書の配付等 

①前回の通常総会において、議案の要領を明記した議案書を 

・配付している   ・配付していない 

②総会における重要な議案について、総会前の説明会又はアンケートを 

・実施している   ・実施していない 

★議案書には「決算書、予算書」を含み

ます。 

★重要議案に対する説明会の開催又はア

ンケートの実施は過去の総会全般にお

ける状況を記入してください。 

★議案に対する説明会は意見交換会（イ

ンターネット上も含む。）も含みます。 

８．総会（集会）の年間開催数     

       回 

★前期１年間における、臨時総会を含む総

会開催数を記入してください。 

９．通常総会の開催予定月 

   毎年 月 

★管理規約で定められた毎年の通常総会

開催予定月（予定 終月）を記入してく

ださい。 

１０．通常総会の出席状況等 

①委任状・議決権行使書を含む出席議決権数／総議決権数    ％ 

②実際に出席した組合員数／総組合員数            ％ 

★出席率（小数点第１位を四捨五入）は、

過去３年の通常総会の平均実績を記入

してください。 
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１１．総会の決定事項の広報 

①総会議事録等の広報 

・実施している 

□各戸配付  □掲示  □回覧  □概要を広報誌に掲載 

□インターネット配信  □その他 

・実施していない 

②総会議事録の保管場所を管理事務室等に 

・掲示している ・掲示していない 

 

１２．理事会の年間開催数 

 

 

   ・毎月１回以上   ・２ヶ月に１回   ・必要に応じて開催（     回） 

★前期１年間における、理事会開催数を

記入し、該当するものに○をつけてく

ださい。 

★毎月定期的に開催し、夏期や年末年始

を休会としている場合及び毎月定期的

に開催しかつその他に必要に応じて実

施している場合は、「毎月１回」以上に

○をつけてください。 

★「必要に応じて」とは、定期的には開

催せず、通常総会の準備、会計事務の

報告、経常修繕等に応じて開催する場

合をいいます。 

１３．理事会議事の広報 

・実施している 

□各戸配付  □掲示  □回覧  □概要を広報誌に掲載 

□インターネット配信  □その他 

・実施していない 

★該当するものに○又は をつけてくだ

さい。 

１４．専門委員会の設置等 

①専門委員会の設置  ・有  □大規模修繕工事の実施  □管理規約の改正  □その他 

              ・無 

②専門委員会における検討に際し、必要に応じて専門家の支援を受けられる 

・状況である   ・状況でない 

★前年度における実績を記入してくださ

い。 

★複数ある場合は該当する項目すべてに

レをつけてください。 
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１５．専門家との顧問契約等 

①専門家との顧問契約  ・有   ・無 

②顧問契約を締結している専門家の資格 

□マンション管理士   □建築士   □弁護士   □公認会計士   □その他 

★顧問契約とは顧問料を払って専門家と

契約している場合をいいます。 

★１人が複数資格者として業務を行って

いる場合資格者欄は複数選択可としま

す。 

１６．コミュニティ形成活動 

①自治会（町内会）の構成状況 

・マンション独自で自治会等を構成している。 

・マンション独自ではないが近隣の自治会等に参加している。 

・自治会等に関与していない。 

②居住者交流行事（祭り等）を年間計画に基づき   ・実施している  ・実施していない 

③居住者向け広報紙の発行〔前期～今期〕      ・実施している  ・実施していない 

★各種活動は自治会（町内会）主催の場合

も含みます。 

★ここに記載されていないコミュニティ

形成活動がある場合は「Ａ．マンション

概要シート」の自己紹介欄に記入してく

ださい。 

１７．防災対策 

①消防計画の作成、周知              ・行っている ・行っていない ・該当無 

②年一回程度の定期的な防災（消防）訓練      ・行っている ・行っていない 

③災害対応マニュアル（災害時の避難場所が明示されているもの）の作成、配付 

                            ・行っている ・行っていない 

④ハザードマップ等防災・災害対応に関する情報の収集・周知 

                            ・行っている ・行っていない 

⑤災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄  ・行っている ・行っていない 

⑥災害発生時における居住者の安否確認体制の整備  ・行っている ・行っていない 

⑦災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報収集、提供体制の整備 

                            ・行っている ・行っていない 

★各種防災活動は自治会（町内会）主催の

場合も含みます。 

★ここに記載されていない防災活動があ

る場合は「Ａ．マンション概要シート」

の自己紹介欄に記入してください。 

１８．防犯対策 

① 寄りの交番、警察署の連絡先等の周知      ・行っている ・行っていない 

②日頃から住民同士の挨拶が自然に行われるような取り組み 

                            ・行っている ・行っていない 

③防犯マニュアル等の防犯に関する情報の収集・提供 

                            ・行っている ・行っていない 

④定期的な防犯パトロールの実施          ・行っている ・行っていない 

★各種防犯活動は自治会（町内会）主催の

場合も含みます。 

★ここに記載されていない防犯活動があ

る場合は「Ａ．マンション概要シート」

の自己紹介欄に記入してください。 
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共用部分の保険 

①マンション損害保険（火災・総合）       ・付保している  ・付保していない 

②施設賠償責任保険               ・付保している  ・付保していない 

③個人賠償責任保険               ・付保している  ・付保していない 

④地震保険                   ・付保している  ・付保していない 

★保険証券を確認しながら記入してくだ

さい。 

Ｃ．会計情報シート（一部が公開されます。）                           ＊金額は、全て前期における金額を記入してください。 

会計全般情報 

１．会計    ①会計期間 月～ 月 

②管理費と修繕積立金を ・区分経理している  ・区分経理していない 

③収支予算書・収支決算書・貸借対照表を作成し、通常総会で承認を 

・受けている  ・受けていない 

④管理組合の財産を管理する通帳と印鑑は 

・異なる者が保管している  ・同一人物（会社）が保管している 

⑤未収金明細書等を ・作成している  ・作成していない  ・該当無 

⑥滞納処理 

滞納期間が３ヶ月以内の場合、文書による督促を 

・行っている  ・行っていない  ・該当無 

滞納期間が３ヶ月超の場合、６ヶ月になる前に対応方針を 

・決めている  ・決めていない  ・該当無 

★管理規約に定められている会計期間を

記入してください。 

★収支予算・収支決算・貸借対照表は全

てを作成し、かつ、総会承認を受けて

いる場合以外は「受けていない」に○

をつけてください。 

★「異なる者が保管」とは「理事長と会

計担当者」、「管理組合と管理会社」な

どをいいます。 

★前期に滞納がない場合は、該当無に○

をつけてください。 

２．会計監査等 

①監事による会計監査を     ・実施している ・実施していない 

②残高確認 

毎月の預金の残高を通帳等により理事又は監事が確認を  ・行っている  ・行っていない 
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団地全体会計シート 

１．団地駐車場収入 

                   ・年額                            円   ・該当無 

★駐車場料金が、無料の場合は年額の欄

に「０」を、駐車場がない場合は、

「該当無」に○をつけてください。 

上記１で該当無又は０の場合は未記入にしてください。 

２．団地駐車場会計は 

  ・独立会計としている 

           駐車場会計残高                     円 

  ・全額（・団地管理費に ・団地修繕積立金に）繰り入れている 

  ・団地管理費又は団地修繕積立金に振り分けて入金している 

           団地管理費に繰入      年額            円 

           団地修繕積立金に繰入    年額            円 

・各棟の修繕積立金に繰り入れている 

★該当する項目に○をつけ前期の金額を

記入してください。 

★管理費及び修繕積立金に振り分けて入

金している場合はそれぞれの金額を記

入してください。 

★各棟の修繕積立金に繰り入れている場

合は棟別会計シートにその金額を記入

してください。 

 
３．団地駐車場以外のその他の団地の収入 

 

                   ・年額                   円   ・該当無 

★団地駐車場以外の収入とは、専用使用

料、アンテナ、看板、自販機等の収入で

団地に帰属する収入が対象です。ただ

し、雑収入で処理しているものは除きま

す。 

★上記使用料が無料の場合は年額の欄に

「０」を、該当するものがない場合は、

「該当無」に○をつけてください。 



団地管理組合型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  上記３で該当無又は０の場合は未記入にしてください。 

４．団地駐車場以外のその他の団地の収入は 

  ・独立会計としている 

           会計残高                        円 

・全額（・団地管理費に ・団地修繕積立金に）繰入れている 

・団地管理費又は団地修繕積立金に振り分けて入金している 

           団地管理費に繰入      年額            円 

           団地修繕積立金に繰入    年額            円 

  ・各棟の修繕積立金に繰り入れている。 

★該当する金額○をつけ前期の金額を記

入してください。 

 
５．団地修繕積立金残高 

                              円 

★積立基金、未収金を含みます。 

★借入金は含みません。 

６．借入金  

・有 （借入金元本残高          万円） 完済予定年月 西暦 年 月

      ・無 

★団地での借入金の有無について○をつ

け、ある場合は前期末における残高と

完済予定年月を記入してください。 

★借入金元本残高は、万円未満を切り捨

ててください。 



団地管理組合型 

 
★本シートは、１棟に１枚必要です。必要な枚数をコピーしてお使いください。金額はすべて前期における金額を記入してください。 

棟別会計シート（全部住宅又は一部共用部分のない複数用途型専用シート） 

１．棟番号・棟名                                       

                                                      

２．管理費 

・団地管理費               年額            円 

 

・棟別管理費               年額            円 

 ＊棟の中に店舗や事務所等の非住宅がある場合は以下にその内訳を記入してください。 

 

           住宅管理費     年額            円 

 

           非住宅管理費    年額            円 

★総会決議等に基づき、各戸から徴収す

べき前年度団地管理費及び棟別管理費

の年間総額を記入してください。 

★棟別管理費を徴収していない場合は記

入不要です。 

★棟別管理費の中に住宅以外の管理費が

含まれる場合はそれぞれ内訳を記入し

てください。 

３．修繕積立金 

・団地修繕積立金             年額            円 

 

・棟別修繕積立金             年額            円 

 ＊棟の中に店舗や事務所等の非住宅がある場合は以下にその内訳を記入してください。 

 

           住宅修繕積立金   年額            円 

 

           非住宅修繕積立金  年額            円 

★総会決議等に基づき、各戸から徴収す

べき前年度団地修繕積立金及び棟別修

繕積立金の年間総額を記入してくださ

い。 

★棟別修繕積立金を徴収していない場合

は記入不要です。 

★棟別修繕積立金の中に住宅以外の修繕

積立金が含まれる場合はそれぞれ内訳

を記入してください。 

４．実際に入金された修繕積立金 

・団地修繕積立金             年額            円 

 

・棟別修繕積立金             年額            円 

★滞納金額を除いて、実際に入金された

前年度団地修繕積立金及び棟別修繕積

立金の年間総額を記入してください。

なお、竣工後又は前期の会計期間が１

年未満の場合は、１年間に換算して記

載ください。 



団地管理組合型 

５．駐車場収入 

          ・年額            円   ・該当無 

 

    団地駐車場収入から振分けられた金額  ・年額            円   ・該当無 

★棟に帰属する駐車場がありその収入が

ある場合は前期における年額を記入。 

★団地全体の駐車場収入から各棟に振分

けられる金額がある場合はその金額を

記入してください。 

上記５で該当無又は０の場合は未記入にしてください。 

６．棟の駐車場会計は 

・独立会計としている。     駐車場会計残高             円 

・全額（・棟別管理費に ・棟別修繕積立金に）繰入れている。 

・棟別管理費又は棟別修繕積立金に振り分けて入金している。 

         棟別管理費に繰入       年額            円 

         棟別修繕積立金に繰入     年額            円 

★該当する項目に○をつけ、前期末の金額

を記入してください。 

７．棟の駐車場以外の専用使用料収入やその他の使用料収入 

                        ・年額            円  ・該当無 

★棟の駐車場以外の収入とは、専用使用料、

アンテナ、看板、自販機等の収入をいいま

す。(雑収入で処理しているものは除く)。 

★その他の棟収入は、上記使用料が無料の

場合は年額欄に「０」、該当するものがな

い場合は「該当無」に○。 

 上記７で該当無又は０の場合は未記入にしてください。 

８．棟の駐車場以外の専用使用料収入やその他の使用料収入は 

・独立会計としている。         会計残高            円 

・全額（・棟別管理費に ・棟別修繕積立金に）繰り入れている。 

・棟別管理費又は棟別修繕積立金に振り分けて入金している。 

         棟別管理費に繰入      年額             円 

         棟別修繕積立金に繰入    年額             円 

★該当する項目に○をつけ、前期末の金額

を記入してください。 

９． 棟別修繕積立金残高                     円 
★積立基金、未収金を含みます。 

★借入金は含みません。 

１０．棟の借入金 

・有 （借入金元本残高         万円）  完済予定年月 西暦 年 月

・無 

★棟の借入金がある場合は前期末におけ

る残高と完済予定年月を記入。 

★借入金元本残高は万円未満を切捨て。 



団地管理組合型 

★本シートは、１棟につき、複合用途の数だけ必要です。必要な枚数をコピーしてお使いください。金額はすべて前期における金額を記入してください。 

棟別・複合用途別会計シート（（一部共用部分のある）複合用途型の棟専用シート） 

１．棟番号・棟名                                       

                                                     
 
用途名     ・住宅  ・非住宅 

★棟番号や棟名を記入し、複合用途の該

当する用途名に○をつけてください。 

２．管理費 

・団地管理費               年額            円 

 
・棟別管理費               年額            円 

 
・用途別管理費              年額            円 

★総会決議等に基づき、各戸から徴収す

べき管理費を記入してください。 

３．修繕積立金 

  ・団地修繕積立金              年額            円 

 
  ・棟別修繕積立金              年額            円 

 
  ・用途別修繕積立金             年額            円 

★総会決議等に基づき、各戸から徴収す

べき修繕積立金を記入してください。 

４．実際に入金された修繕積立金 

  ・団地修繕積立金              年額            円 

 
  ・棟別修繕積立金              年額            円 

 
  ・用途別修繕積立金             年額            円 

★滞納金額を除いて、実際に入金され

た修繕積立金の年間総額を記入して

ください。なお、竣工後又は前期の

会計期間が１年未満の場合は、１年

間に換算して記載ください。 

５．用途別の駐車場収入 

                       ・年額            円  ・該当無 

   

団地駐車場収入から振り分けられた金額 

・年額             円  ・該当無 

★各用途に帰属する駐車場がありその

収入がある場合は年額を記入してく

ださい。 

★駐車場料金が、無料の場合は年額の

欄に「０」を駐車場がない場合は、

「該当無」に○をつけてください。 

★団地全体の駐車場収入から各用途に

振分けられる金額がある場合はその

金額を記入してください。 



団地管理組合型 

 上記５で該当無の場合は未記入 

６．用途別の駐車場会計は 

  ・独立会計としている。     駐車場会計残高            円 

  ・全額（・用途別管理費に ・用途別修繕積立金に）繰入れている。 

  ・用途別管理費又は用途別修繕積立金に振り分けて入金している。 

    用途別管理費に繰入          年額            円 

    用途別修繕積立金に繰入        年額            円 

★該当する項目に○をつけ、前期末の金

額を記入してください。 

７．用途別駐車場以外の専用使用料収入やその他の収入 

       ・年額            円 

                        

・該当無 

★用途別駐車場以外の収入とは、専用

使用料、アンテナ、看板、自販機等

の収入をいいます。ただし、雑収入

で処理しているものは除きます。 

★その他の収入は、上記使用料が無料

の場合は年額の欄に「０」を該当す

るものがない場合は、「該当無」に○

をつけてください。 

  上記７で該当無又は０の場合は未記入にしてください。 

８．用途別駐車場以外の専用使用料収入やその他の収入は 

  ・独立会計としている。        会計残高            円 

  ・全額（・用途別管理費に ・用途別修繕積立金に）繰入れている。 

  ・用途別管理費又は用途別修繕積立金に振り分けて入金している。 

    用途別管理費に繰入           年額            円 

    用途別修繕積立金に繰入         年額            円 

★用途別駐車場以外の収入がある場合

は、あてはまる項目○をつけ前期末

の金額を記入してください。 

★該当する項目に○をつけ、前期末の

金額を記入してください。 

９．用途別修繕積立金残高                     

                   円 

★積立基金、未収金を含みます。 

★借入金は含みません。 

10．用途別借入金 

・有 （借入金元本残高            万円） 完済予定年月 西暦 年 月 

・無 

 

★用途別借入金が有無に○つけ有の場

合は、前期末における残高と完済予定

年月を記入してください。 

★借入金元本残高は万円未満を切り捨

ててください。 



団地管理組合型 

 
Ｄ．管理規約チェックシート（公開されます。）  

管理規約、細則を確認しながら記入してください。 

１．現に有効な管理規約の発効         西暦 年
 

月 

★管理規約の改正を実施していない場合

は、原始管理規約が「現に有効な規

約」になります。 

２．敷地・建物・附属施設・共用部分の範囲についての記載の           

・有  ・無 

★管理規約の別表等を参考にして記入し

てください。 

３．駐車場の使用についての記載の                       

・有  ・無  ・該当無 

 

４．敷地と共用部分の管理と管理組合が行う専用使用部分の管理についての記載の 

 ・有  ・無 

 

５．窓枠、窓ガラス、玄関扉等の住宅性能向上を図る工事について記載の      

・有  ・無 

 

６．管理費及び修繕積立金に関する納入義務及び分割請求禁止の記載の       

・有  ・無 

 

７．義務違反者に対する措置及び違反行為に対する勧告・指示等についての記載の 

 ・有  ・無 

 

８．修繕積立金の使途範囲に 

  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕                  ・有  ・無 

 

９．修繕積立金の使途範囲に 

次の①～⑥以外の記載が                         ・有  ・無 

①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 

②不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 

③敷地及び共用部分等の変更 

④建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査及び建替え計画に関する経費 

⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 

⑥ ①～⑤の経費に充てるために借入れをした時は、その償還に充てること 

★①～⑥の項目以外の記載があるかどう

かを記載してください。 

★「調査診断等」「大規模修繕の設計

費」「長期修繕計画の作成費」等は④

又は⑤に含みます。 



団地管理組合型 

 
 
 

１０．修繕積立金と管理費との区分経理について記載の 

            ・有  ・無 

 

１１．以下の項目が管理組合の業務として記載されているか。 

  □管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びゴミ処理 

  □組合管理部分の修繕 

  □長期修繕計画の作成又は変更 

  □建物建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 

  □設計（竣工）図書の管理 

  □修繕等の履歴情報の整理及び管理 

  □共用部分等に係る火災保険等損害保険に関する業務 

  □専用使用部分の管理組合が行うことが適当と認められる管理行為 

  □敷地及び共用部分等の変更及び運営 

  □修繕積立金の運用 

  □官公署、町内会等との渉外業務 

  □風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 

  □防災に関する業務 

  □広報及び連絡業務 

  □地域コミュニティに配慮した居住者間のコミュニティ形成 

  □管理組合消滅時の残余財産の精算 

  □その他組合員の共同の利益増進、良好な住環境を確保するために必要な業務 

★管理規約を確認し、該当する項目が記

載されている場合は□部分に を入れ

てください。 

１２．以下の項目が管理規約に記載されているか。 

  □管理規約、総会議事録、理事会議事録の作成、保管、閲覧に関する規定 

  □理事長が帳票類を作成し、保管する規定 

★管理規約を確認し、該当する項目が記

載されている場合は□部分に を入れ

てください。 



団地管理組合型 

 

 

１３．以下の項目が総会の議決事項として記載されているか。 

□収支決算・事業報告 

□収支予算・事業計画 

□管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 

□規約及び使用細則等の制定、変更、廃止 

□長期修繕計画の作成、変更 

□特別の管理の実施と資金借入れ、修繕積立金の取崩し 

□建替えに係わる計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取り崩し 

□修繕積立金の保管・運用方法 

□共用部分と一体で行う専有部分の管理 

□区分所有法第５７～６０条の訴えの提起 

□滅失した共用部分の復旧 

□建替え 

□役員の選任・解任、役員活動費等 

□管理委託契約の締結 

□その他管理組合の業務に関する重要事項 

★管理規約を確認し、該当する項目が記

載されている場合は□部分に を入れ

てください。 

１４．専有部分の修繕等を実施する場合の取扱いについての記載の 

        ・有  ・無 

 

１５．住居部分は専ら住宅として使用する旨の記載の 

              ・有  ・無 

 

１６．ペット飼育の可否について管理規約に記載の 

               ・有  ・無 

ペット飼育の可否について使用細則に記載の 

               ・有  ・無 

 



団地管理組合型 

 

 
 
 
 

１７．以下の細則の有無について 

   専有部分の修繕等（リフォーム）に関する細則                         ・有  ・無 

   駐車場使用細則                                       ・有  ・無  ・該当無 

   自転車置場使用細則                                     ・有  ・無  ・該当無 

   バイク置場使用細則                                     ・有  ・無  ・該当無 

   集会室使用細則                                       ・有  ・無  ・該当無 

   ペット飼育細則                                        ・有  ・無  ・該当無 

   専門委員会運営細則                                     ・有  ・無  ・該当無 

★該当する施設がない場合は「該当無」

に○をつけてください。 

★旧公団型の場合、「建築協定」は専有部

分の修繕等に関する細則とみなしてく

ださい。 

★「ペット不可」のマンションは、ペッ

ト飼育細則について「該当無」として

ください。 

★細則名が同一でなくても該当する事項

についての細則が定められている場合

は有に○をつけてください。 

１８．管理規約・細則の禁止事項 

   ペット（犬・猫）の飼育   ・条件付可（・条件は明示されている  ・条件が抽象的） 

                 ・不可 （小魚、小鳥等は除く） 

                 ・規定無 

 

   楽器等演奏         ・条件付可（・条件は明示されている  ・条件が抽象的） 

                 ・不可  

                 ・規定無 

 

   フローリング改修      ・条件付可  ・不可  ・規定無 

 

   バルコニーへのアンテナ設置 ・可能  ・条件付可  ・不可  ・規定無 

★「条件が抽象的」とはペットで「他の

居住者に迷惑や危害を及ぼす動物

…」、楽器等で「他の居住者に迷惑を

及ぼす演奏方法…」などの表現をいい

ます。 

★アンテナとはアマチュア無線、衛星放

送、ＵＨＦアンテナ等をいいます。 
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１９．議決権割合、費用負担割合、敷地・共用部分の専用使用権等において一部のものに特別な扱いをする   

管理規約の定め 

・有  ・無 

例）議決権の割合が床面積割合と極端に違う。特定の会社の広告や看板が無償で設置されている。 

特定の区分所有者に駐車場の無償専用使用権が与えられている。 

★管理規約を確認し、該当する項目があ

る場合は「有」に○をつけ、記入欄に具

体的に記入してください。（２００字以

内） 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

２０．管理規約条項〔特に標準管理規約に準拠していない部分〕で、管理組合又は区分所有者が留意すべき項目の 

 

・有  ・無 

★管理規約を確認し、該当する項目があ

る場合は「有」に○をつけ、記入欄に

具体的に記入してください。（２００

字以内） 

★例えば、分譲時の容認事項等で、現在

も有効な近隣協定の内容等です。 
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２１．管理規約等の周知 

   管理規約の改正時に区分所有者及び占有者に新しい管理規約を 

    ・配付している  ・配付していない  ・該当無 

   現在有効な管理規約、使用細則等の保管場所を管理事務室等に 

    ・掲示している  ・掲示していない 

★前回の管理規約の変更時点の対応につ

いて、該当する項目に○をつけてくだ

さい。 

★管理規約の改正を実施していない場合

は、該当無に○をつけてください。 

２２．管理規約の見直し 

   ① 関係する法令の改正があった場合、管理規約の見直しを 

    ・実施している  ・実施していない  ・該当無 

   ②居住者の構成等の変化があった場合、管理規約の見直しを 

    ・実施している  ・実施していない  ・該当無 

★新築時（原始規約の時点）にすでに法

令の改正等を管理規約に盛り込んでい

る場合は、該当無に○をつけてくださ

い。 

★居住者の構成等の変化とは、賃借人の

増加や居住者の高齢化等があった場合

をいいます。 
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Ｅ．長期修繕計画チェックシート（原則として公開されます。）  

   

  長期修繕計画の有無 

有 → 以下の欄に記入してください。 

無 → 本シートには記入せず「Ｆ．修繕履歴シート」にお進みください。 

 

★1 つの長期修繕計画書について、1 枚のシートが必要です。長期修繕計画が棟毎又は用途毎等に分かれている場合は、シートをコピーしてお使いください。 

長期修繕計画記入シート 

１．棟番号・棟名                 用途名                         

※用途名は複合用途の場合のみ記入してください。 

団地全体を１つの長期修繕計画で一括

管理している場合は棟番号・棟名の欄に

「団地全体」と記入してください。 

２． 新の長期修繕計画を作成した年はいつですか。   直近 西暦 年 

                         その前 西暦 年 

★作成には見直し作業を含みます。 

３．上記の長期修繕計画書の計画期間は何年間ですか。 

             年間 

★残存年数ではなく、記載された計画年

数を記入してください。 

４．長期修繕計画書を作成するにあたり調査・診断を 

     ・実施している  ・実施していない 

 

５．修繕工事費の算出 

  ・積算法（仕様・数量・単価等を考慮し調査・診断の結果に基づいて工事費を設定） 

  ・概算法（１戸当りの概算金額により工事費を設定） 

  ・折衷法（積算法と概算法の折衷により工事費を設定） 

 

６． 長期修繕計画書の内容に、以下のものが記載されていますか。 

№ 工事種目 設備の有無 修繕工事予定年（修繕周期）及び修繕工事費の記載 

１ 屋根防水（屋根葺替え、防水等）  ・有  ・無 

２ 外壁等（躯体、タイル、塗装、シーリング等）  ・有  ・無 

３ 床防水等（開放廊下・階段、バルコニーの床等）  ・有  ・無 
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４ 鉄部等（手摺、扉、盤、鉄骨階段等の塗替え）  ・有  ・無 

５ 建具・金物等（玄関扉、窓サッシ、郵便受等の交換）  ・有  ・無 

６ 共用内部等（管理員室、エントランスホール等の内装）  ・有  ・無 

７ 給水設備（給水管、受水槽、高置水槽、ポンプ等）  ・有  ・無 

８ 排水設備（雑排水管、雨水管、汚水管、枡等）  ・有  ・無 

９ ガス設備（ガス管等） ・有  ・無 ・有  ・無 

１０ 空調・換気設備等  ・有  ・無 

１１ 電気設備（電灯、電気幹線、避雷針、換気扇）  ・有  ・無 

１２ 情報通信設備（テレビ共視聴、電話等）  ・有  ・無 

１３ 消防設備（自動火災報知、屋内消火栓、連結送水管等） ・有  ・無 ・有  ・無 

１４ 昇降機設備（駆動装置、カゴ等） ・有  ・無 ・有  ・無 

１５ 立体駐車設備（自走式、機械式等） ・有  ・無 ・有  ・無 

１６ 
外構・附属施設 

（駐車場、自転車置場、ゴミ置場、通路、公園等） 
 ・有  ・無 

１７ 診断・設計・監理等費用（診断、設計、工事監理等）  ・有  ・無 

１８ 長期修繕計画作成費用（作成・見直し）  ・有  ・無 

１９ その他（特殊施設（プール、遊戯施設等）等） ・有  ・無 ・有  ・無 

グレードアップ工事 

A 耐震改修工事  ・有  ・無 

B 省エネルギー改修工事  ・有  ・無 

C 防犯改修工事（オートロック、扉の改修）  ・有  ・無 

D バリアフリー改修工事  ・有  ・無 

E 電気容量増加工事  ・有  ・無 

F テレビ受信システム改修工事  ・有  ・無 

G インターネット導入工事  ・有  ・無 
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７．収支計画書の作成 

          ・有  ・無 

 

８．長期修繕計画書に計上された工事の内、未実施の工事累計額（計画 終年度まで） 

                                     円 

★過去の未実施分を含めた今後実施すべ

き計画工事の金額累計を記入してくだ

さい。（８の金額－実施済の工事費額） 

９．長期修繕計画書に計上された全期間の修繕工事費累計額 

          円 

★長期修繕計画書に記載された全ての工

事費の合計（累計）額。 



団地管理組合型 

 
 
 
 
 
 
 

Ｆ．修繕履歴シート（一部が公開されます。） 

 

★１用途につきシート１枚が必要です。団地全体で一括管理している場合は「団地全体」と記入してください。必要な枚数をコピーしてお使いください。 

ただし、棟又は用途で記入内容が全く同じになる場合は余白に該当する全ての棟又は用途を記入することにより１枚のシートを兼用できます。 

点検・診断 

棟番号・棟名                  

用途名                             

※用途名は複合用途の場合のみ記入してください。 

 

１．耐震診断 

  ①耐震診断の実施 ・実施している（実施時期  西暦 年実施） 

           ・実施していない 

           ・該当無（建築確認日が昭和 56 年６月１日以降のもの） 

  ②専門委員会等において耐震性について 

 ・検討している   ・検討していない 

  ③耐震診断の結果に基づいて必要な耐震改修工事を 

           ・全部実施している   ・一部実施している   ・実施していない 

★建築確認日が昭和 56 年６月１日以

降のものでも耐震診断を実施してい

る場合は、実施しているに○をつけて

ください。 

２．建物・設備に関して定期的に点検（法定点検以外）を 

  ・実施している   ・実施していない 

★事業計画の中で、定期的に管理組合自

ら又は管理会社、保守会社等に委託し

て、建物点検、設備点検を実施してい

る場合は、実施しているに○をつけて

ください。 
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Ｆ調査・診断修繕履歴シートコード表 
 
次頁以降の調査・診断、修繕履歴シートの記載については、本ページの該当工事例を参考にして作成してください。 

コード 工事項目 該当工事例 コード 工事項目 

０１ 屋根防水 屋根葺替え、防水等 A 耐震改修工事 

０２ 外壁等 躯体、タイル、塗装、シーリング等 B 省エネルギー改修工事 

０３ 床防水等 開放廊下、階段、バルコニーの床等 C 防犯改修工事（オートロック、扉の改修） 

０４ 鉄部等 手摺、扉、盤、鉄骨階段等塗り替え D バリアフリー改修工事 

０５ 建具・金物等 玄関扉、窓サッシ、郵便受等の交換 E 電気容量増加工事 

０６ 共用内部等 管理員室、エントランスホール等の内装 F テレビ受信システム改修工事 

０７ 給水設備 給水管、受水槽等、高置水槽、給水ポンプ等 G インターネット導入工事 

０８ 排水設備 雑排水管、雨水管、汚水管、枡等   

０９ ガス設備等 ガス管の取替え   

１０ 空調・換気設備等 空調・換気設備等   

１１ 電気設備等 電灯、電気幹線、避雷針、換気扇   

１２ 情報通信設備 テレビ共視聴、電話、インターネット設備等   

１３ 消防設備 自動火災報知、屋内消火栓、連結送水管等   

１４ 昇降機設備 駆動装置、カゴ等   

１５ 立体駐車場設備 自走式、機械式   

１６ 外構・附属施設 駐車場、自転車置場、ゴミ置場、通路、公園等   

１９ その他  特殊施設（プール、遊戯施設等）等   
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調査・診断履歴一覧表 

棟番号・棟名                用途名                   

大規模修繕工事の前に実施した調査・診断について、該当する工事項目（上記参照）の□に を記入してください。★必要に応じてコピーしてご使用ください。 

調査・診断の実施 

西暦  年  月 
調査・診断の項目 

備考（調査・診断の実施者、調査・診断費等自由に記入できます。） 

（各100字以内） 

 年

 
月

□01 屋根防水  □02 外壁等  □03 床防水等  □04 鉄部等

□05 建具・金物等  □06 共用内部等  □07 給水設備 

□08 排水設備  □09 ガス設備等  □10 空調・換気設備等 

□11 電気設備等  □12 情報通信設備  □13 消防設備 

□14 昇降機設備  □15 立体駐車場設備  □16 外構・附属施設

□19 その他（特殊施設（プール、遊戯施設等）等） 

                    

                    

                    

                    

                    

 

□Ａ耐震改修工事        □Ｂ省エネルギー改修工事 □Ｃ

防犯改修工事 

□Ｄバリアフリー改修工事    □Ｅ電気容量増加工事 

□Ｆテレビ受信システム改修工事 □Ｇインターネット導入工事 

 年

 
月

□01 屋根防水  □02 外壁等  □03 床防水等  □04 鉄部等

□05 建具・金物等  □06 共用内部等  □07 給水設備 

□08 排水設備  □09 ガス設備等  □10 空調・換気設備等 

□11 電気設備等  □12 情報通信設備  □13 消防設備 

□14 昇降機設備  □15 立体駐車場設備  □16 外構・附属施設

□19 その他（特殊施設（プール、遊戯施設等）等） 

                    

                    

                    

                    

                    

 

□Ａ耐震改修工事        □Ｂ省エネルギー改修工事 □Ｃ

防犯改修工事 

□Ｄバリアフリー改修工事    □Ｅ電気容量増加工事 

□Ｆテレビ受信システム改修工事 □Ｇインターネット導入工事 

 年

 
月

□01 屋根防水  □02 外壁等  □03 床防水等  □04 鉄部等

□05 建具・金物等  □06 共用内部等  □07 給水設備 

□08 排水設備  □09 ガス設備等  □10 空調・換気設備等 

□11 電気設備等  □12 情報通信設備  □13 消防設備 

□14 昇降機設備  □15 立体駐車場設備  □16 外構・附属施設

□19 その他（特殊施設（プール、遊戯施設等）等） 

                    

                    

                    

                    

                    

 

□Ａ耐震改修工事        □Ｂ省エネルギー改修工事 □Ｃ

防犯改修工事 

□Ｄバリアフリー改修工事    □Ｅ電気容量増加工事 

□Ｆテレビ受信システム改修工事 □Ｇインターネット導入工事 
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修繕工事履歴 

《記入要領》 

★ 次ページの「修繕履歴一覧表」に修繕工事の内容をご記入の上ご提出ください。 

★ 工事項目・工事部位・仕様・工事範囲は、別表「工事項目コード表、部位・仕様・工事範囲コード表」を参照してご記入ください。 

★ 備考欄への記入は任意です。発注先や発注金額等を自由に記録してください。 

★ 記入欄が足りない場合は、必要枚数分をコピーしてお使いください。 

 

《記入例》 

 

○ １９９８年１０月に大規模修繕工事として屋上と開放廊下床、開放階段床の全面について防水工事を実施 

 

 

 

 

 

 

 

工事 

項目 

工事終了時期

（西暦表示）
部位・仕様・工事範囲 

備考（工事会社・金額等を自由に記入できます。） 

（各１００字以内） 

０ １ 
 

１９９８
年

１０ 
月

０ １ １ １

 

 

第一回大規模修繕を実施 ●●建設（株） 

1,000,000 円 

０ ３ 
 

１９９８
年

１０ 
月

０ １ １ １ ０ ２ １ １

 

 

第一回大規模修繕を実施 ●●建設（株） 

1,000,000 円 

  
 

年

 
月

           

 

 

 

 

別表「工事項目コード表、部位・仕様・

工事範囲コード表」を参照してご記入く

ださい。 

「Ｆ調査・診断修繕履歴シートコード表」から実施した工事項目コードを記入してください。 
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修繕履歴一覧表 

棟番号・棟名                             用途名                                   

別表「工事項目コード表、部位・仕様・工事範囲コード表」を参照してご記入ください。            ★必要に応じてコピーしてご使用ください。 

工事 

項目 

工事終了時期

（西暦表示）
部位・仕様・工事範囲 

備考（工事会社・金額等を自由に記入できます。） 

（各１００字以内） 

  
 

年

 月

      

 

                    

                    

                    

                    

                    
 

      

 

      

 

  
 

年

 月

      

 

                    

                    

                    

                    

                    
 

      

 

      

 

  
 

年

 月

      

 

                    

                    

                    

                    

                    
 

      

 

      

 

  
 

年

 月

      

 

                    

                    

                    

                    

                    
 

      

 

      

 



団地管理組合型 

 
 

 

  
 

年

 月

      

 

                    

                    

                    

                    

                    
 

      

 

      

 

  
 

年

 月

      

 

                    

                    

                    

                    

                    
 

      

 

      

 

  
 

年

 月

      

 

                    

                    

                    

                    

                    
 

      

 

      

 

  
 

年

 月

      

 

                    

                    

                    

                    

                    
 

      

 

      

 

  
 

年

 月
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以下の書類（図面）の有無に○をつけ、該当する保管場所欄に○をつけてください。（区分所有者等の求めに応じて閲覧できる状態のもの） 

書   類   名  書類の有無 
保  管  場  所 

管理事務室 集会室 管理会社 理事長宅 その他 

竣
工
図
書
（
設
計
図
書
） 

建
築
意
匠
図 

概要書（付近見取図）を含む ・有 ・無 

     

（特記）仕様書 ・有 ・無 

仕上げ表 ・有 ・無 

敷地求積図・求積表 ・有 ・無 

建築面積・床面積 求積表 ・有 ・無 

配置図 ・有 ・無 

各階平面図 ・有 ・無 

立面図（２面以上） ・有 ・無 

断面図又はかなばかり図 ・有 ・無 

各種詳細図（共用部分平面詳細・断面詳細） ・有 ・無 

建具表 ・有 ・無 

住戸（専有部分）詳細図 ・有 ・無 

外構図（緑地計画図を含む） ・有 ・無 

構造詳細図（伏図を含む） ・有 ・無      

構造計算書 ・有 ・無      

数量計算書（数量調書） ・有 ・無      

機械設備図 

給排水衛生設備図 ・有 ・無 

     空調設備図 ・有 ・無 ・該当無 

ガス設備図 ・有 ・無 ・該当無 

電気設備図 ・有 ・無      

 

Ｇ．書類保管状況シート（一部が公開されます。）  
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そ
の
他 

分譲時パンフレット ・有 ・無      

確認申請書副本（写し） ・有 ・無      

確認済証（写し） ・有 ・無      

検査済証（写し） ・有 ・無      

管
理
組
合
運
営 

管理規約原本 ・有 ・無      

現に有効な管理規約原本 ・有 ・無 ・該当無      

管理委託契約書 ・有 ・無 ・該当無      

管理委託契約の重要事項説明書 ・有 ・無 ・該当無      

保守契約書 ・有 ・無      

直近の修繕工事の設計図・見積書・契約書 ・有 ・無 ・該当無      

総会議事録及び議案書（直近３年） ・有 ・無      

理事会議事録（直近１年） ・有 ・無      

名簿（組合員） ・有 ・無      

名簿（居住者） ・有 ・無      

防災用名簿 ・有 ・無      

防火管理者選任届 ・有 ・無 ・該当無      

決算報告書（収支計算書、貸借対照表、残高証明書、そ

の他会計調書） 
・有 ・無      

什器備品台帳 ・有 ・無      

保険証券 ・有 ・無      

借入金償還予定表 ・有 ・無 ・該当無      

長期修繕計画書 ・有 ・無      

調査・診断報告書 ・有 ・無      
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法
定
点
検 

特殊建築物等定期調査報告書（直近３年） ・有 ・無 ・該当無      

建築設備定期検査報告書（直近１年） ・有 ・無 ・該当無      

昇降機定期検査報告書（直近１年） ・有 ・無 ・該当無      

消防用設備等点検結果報告書（直近３年） ・有 ・無 ・該当無      

専用水道又は簡易専用水道検査結果書（直近１年） ・有 ・無 ・該当無      

浄化槽点検結果書（直近１年） ・有 ・無 ・該当無      

自家用電気工作物点検報告書（直近１年） ・有 ・無 ・該当無      

建物・設備点検報告書（法定点検以外） ・有 ・無 ・該当無      

・保管場所は非公開情報です。（ただし、現に有効な管理規約原本と総会議事録及び議案書を除く） 

・該当する設備がない又は、点検義務がない場合は「該当無」に○をつけてください。 

・ディスポーザーの点検は、浄化槽点検結果書には含めません。 
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Ｉ．管理情報履歴登録シート（公開されません。）                      ＊右欄の注意事項をお読みの上、必要事項をご記入ください。 

管理関連 

１．管理会社の変更      

西暦 年         から         へ変更 

              西暦 年         から         へ変更 

              西暦 年         から         へ変更 

              西暦 年         から         へ変更 

★管理会社の変更をした場合は会社名を

記入してください。 

★管理形態の変更とは「管理会社委託」

から「自主管理」へ切替えた場合や

「自主管理」から「管理者管理」に切

替えた場合等をいいます。 

２．管理形態の変更     

 西暦 年         方式から         方式へ変更 

              西暦 年         方式から         方式へ変更 

              西暦 年         方式から         方式へ変更 

              西暦 年         方式から         方式へ変更 

会計関連 

１．管理費等の変更記録 

 

  西暦 年 ・管理費 ・修繕積立金 ・その他（                 ）を 

  

            ・値上げした ・値下げした  （   ％） 

 

 

  西暦 年 ・管理費 ・修繕積立金 ・その他（                 ）を 

 

            ・値上げした ・値下げした  （   ％） 

★％は小数点以下を四捨五入して整数で

記入してください。 

★文字は２０字以内 
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西暦 年 ・管理費 ・修繕積立金 ・その他（                 ）を 

  

            ・値上げした ・値下げした  （   ％） 

 

 

  西暦 年 ・管理費 ・修繕積立金 ・その他（                 ）を 

 

            ・値上げした ・値下げした  （   ％） 

 

２．一時金の徴収  

  西暦 年 ・一時金を徴収した   ・徴収額 年額                円 

 

 

 

・目的（                 ） 

 

 西暦 年 ・一時金を徴収した   ・徴収額 年額                円 

 

 

 

・目的（                 ） 

★一時金の徴収額は年額を記入してくだ

さい。 

★文字は２０字以内 

管理規約細則関連 

１．管理規約改正             西暦 年 月 

主な改正内容 

★管理規約、細則等を改正（新設含）し

た場合、その内容を記入してくださ

い。 

★文字は各１００字以内 
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             西暦 年 月 

主な改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

             西暦 年 月 

主な改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．細則の新設・改正           西暦 年 月 

主な改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

             西暦 年 月 

主な改正内容 
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役員名簿 

現在の役員（理事・監事）を記入してください。 

役職欄には理事の職務担当を記入することも可能です。以下の欄に書ききれない場合は主要な役員のみ記載してください。 

役  職 部屋番号 氏  名 役  職 部屋番号 氏  名 

①理事長   ②副理事長   

③   ④   

⑤   ⑥   

⑦   ⑧   

⑨   ⑩監事   

その他自由記載欄 

 

年 月 

        

        

 

年 月 

        

        

 

年 月 

        

        

 

年 月 

         

         
 

★この欄には、履歴として残しておきた

いことがらに関し、１項目５０字以内

で自由に記入してください。 

★例：○○年に自転車置場を増設した。

○○年に台風被害があったので植栽を

補植した。○○年に××管理組合団体

に加盟した。○○年に駐車場入れ替え

抽選会を実施した。 
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年 月 

        

        

 

年 月 

        

        

 

年 月 

        

        

 

年 月 

         

         

 

年 月 

         

         

 

年 月 
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別表 工事項目コード表、部位・仕様・工事範囲コード表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事項目 部   位 仕   様 工事範囲 コード  コード コード コード

01 屋根防水  01 屋上防水 １ 修繕（防水層の取替え、葺替え等） １ 全部 

   02 屋根 ２ 補修 ２ 一部 

   03 塔屋 ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 ルーフバルコニー     

   05 その他     

         

02 外壁等  01 外壁（タイル） １ 修繕（一部張替え、下地撤去・塗替え等） １ 全部 

   02 外壁（塗装） ２ 補修 ２ 一部 

   03 開放廊下天井（軒天）・壁 ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 バルコニー天井（軒天）・壁     

   05 その他     

         

         

         

03 床防水等  01 開放廊下床 １ 修繕（防水工事、シート張替え等） １ 全部 

   02 開放階段床 ２ 補修 ２ 一部 

   03 バルコニー床 ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 その他     

         

         

         

04 鉄部等  01 廊下手摺 １ 修繕（塗替え） １ 全部 

   02 屋上・ルーフバルコニー手摺   ２ 一部 

   03 バルコニー手摺     

   04 避難ハッチ     

   05 鉄骨階段     

   06 住戸玄関ドア     

   07 住戸ＰＳ扉、ＭＢ扉     

   08 共用玄関ドア     

   09 共用部ドア（防火戸など）     

   10 門扉・シャッター     

   11 隔て板     

   12 その他     
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工事項目 部   位 仕   様 工事範囲 
コード  コード  コード コード
05 建具・金物等  01 廊下手摺  １ 修繕（交換等） １ 全部 

   02 屋上・ルーフバルコニー手摺  ２ 補修（金具等の調整等） ２ 一部 

   03 バルコニー手摺  ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 避難ハッチ      

   05 鉄骨階段      

   06 住戸玄関ドア      

   07 住戸ＰＳ扉、ＭＢ扉      

   08 住戸アルミサッシ      

   09 共用玄関ドア      

   10 共用部ドア（防火戸など）      

   11 共用部アルミサッシ      

   12 集合郵便受け      

   13 隔て板      

   14 笠木      

   15 その他      

          

06 共用内部等  01 エントランスホール  １ 修繕（張替え、塗替え等） １ 全部 

   02 管理室  ２ 補修（調整等） ２ 一部 

   03 集会室  ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 中廊下      

   05 階段室      

   06 エレベーターホール      

   07 その他      

          

07 給水設備  01 給水管  １ 修繕（管・機器の交換、新設・撤去等） １ 全部 

   02 受水槽  ２ 補修（管更正、調整等） ２ 一部 

   03 高置水槽  ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 給水ポンプ      

   05 水道メーター（組合負担の場合）      

   06 その他      

          

08 排水設備  01 雑排水管  １ 修繕（管・機器の交換、新設・撤去等） １ 全部 

   02 汚水管  ２ 補修（管更正、調整等） ２ 一部 

   03 雨水管  ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 桝      

   05 浄化槽      

   06 排水ポンプ      

   07 その他      

          

09 ガス設備等  01 ガス管  １ 修繕（交換等） １ 全部 

   02 その他  ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出） ２ 一部 
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工事項目 部   位 仕   様 工事範囲 コード  コード コード コード

10 空調・換気設備  01 換気扇（共用部） １ 修繕（交換等） １ 全部 

   02 エアコン（共用部） ２ 補修（部品交換、調整等） ２ 一部 

   03 その他 ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

         

11 電気設備等  01 電灯設備（共用灯、外灯等） １ 修繕（交換等） １ 全部 

   02 電気幹線 ２ 補修（部品交換、調整等） ２ 一部 

   03 避雷針設備（避雷針、支持金物等） ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 盤類その他設備（配電盤・プルボックス等）     

   05 自家発電設備     

   06 その他     

         

12 情報・通信設備  01 テレビ共聴設備（アンテナ、分配器等） １ 修繕（交換等） １ 全部 

   02 電話設備（電話端子盤等） ２ 補修（部品交換、調整等） ２ 一部 

   03 オートロック設備（操作盤、住宅情報盤等） ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 インターネット設備     

   05 その他     

         

13 消防設備  01 自動火災報知設備（警報盤、総合盤） １ 修繕（交換等） １ 全部 

   02 屋内消火栓（消火栓ポンプ、消火管、ホース、 ２ 補修（部品交換、調整等） ２ 一部 

   03 連結送水管（送水口、放水口、消火管、箱） ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 その他     

         

14 昇降機設備  01 駆動装置 １ 修繕（交換、増設等） １ 全部 

   02 カゴ内装・ドア・枠 ２ 補修（部品交換、調整等） ２ 一部 

   03 その他 ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

         

         

15 立体駐車場設備  01 自走式駐車場 １ 修繕（交換、増設等） １ 全部 

   02 機械式駐車場 ２ 補修（部品交換等） ２ 一部 

   03 その他 ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

         

         

16 外構・附属施設  01 舗装（通路等） １ 修繕（交換、増設等） １ 全部 

   02 囲障（フェンス・塀） ２ 補修（部品交換等） ２ 一部 

   03 植栽 ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 自転車置場・バイク置場     

   05 駐車場     

   06 ゴミ置場     

   07 プレイロット     

   08 その他     
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工事項目 – 部   位 仕   様 工事範囲 
コード  コード コード コード
19 その他  01 プール １ 修繕（交換等） １ 全部 

   02 遊戯施設 ２ 補修（部品交換等） ２ 一部 

   03 ディスポーザ排水処理システム ３ 経常修繕（日常の小修繕 管理費から支出）   

   04 その他     

         

Ａ 耐震改修工事  01 柱 １ 改修 １ 全部 

   02 壁     

   03 梁     

   04 その他     

         

Ｂ 省エネルギー改修工事  01 屋根 １ 改修 １ 全部 

   02 外壁   ２ 一部 

   03 窓サッシ（二重サッシ・複層ガラス）    （例．屋根だけ） 

   04 玄関ドア（断熱材入り）     

   05 その他     

Ｃ 防犯改修工事  01 防犯カメラ設置 １ 改修 １ 全部 

   02 カメラ付きオートロック   ２ 一部 

   03 オートロック    （例．１階だけ） 

   04 玄関ドア（錠）    （例．第１エントランスだけ） 

   05 窓サッシ（錠・ガラス）     

   06 その他     

         

Ｄ バリアフリー改修工事  01 屋外スロープ １ 改修 １ 全部 

   02 屋内スロープ   ２ 一部 

   03 段差解消機     

   04 エレベーター     

   05 自動ドア     

   06 階段手摺     

   07 廊下手摺     

   08 その他     

Ｅ 電気容量増加工事  01 電気幹線等 １ 改修 １ 全部 

         

Ｆ テレビ受信システム改修工事  01 地上デジタル放送対応 １ 改修 １ 全部 

  02 ＣＡＴＶ導入   ２ 一部 

  03 ＢＳ，ＣＳ導入     

   04 その他     

Ｇ インターネット導入工事  01 ＦＴＴＨ方式 １ 改修 １ 全部 

   02 ＶＤＳＬ方式   ２ 一部 

   03 棟内ＬＡＮ方式     

   04 無線方式     

   05 ＣＡＴＶ方式     

   06 その他     

 


