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マンション管理員検定は,マ ンションの管理

員業務に着目したユニークな資格試験です。実

施しているのは
一般社団法人マンション管理員

校定協会。理事長の日下部理絵さんは,マ ン

ション管理会社に勤務した経験もあるマンショ

ン管理士です。ご自身も分譲マンションにお住

まいで, さまざまな立場でマンション管理に接

するうちに,管 理員業務の重要性を実感された

そうです。2010(平成22)年 に同協会を設立,

2011(平成23)年 9月 に第 1回試験を実施しま

した。その後,年 2回ずつ (3月 ・9月 )試 験

を行っています。今年9月29日に実施した第5

回試験は,694人の受験申込がありました。

「マンション管理士」「管理業務主任者」など

の国家資格と比較して実務的傾向が強いのも特

徴。「管理員への就職を目指す方はもちろん,

マンション管理の登竜門としてもご活用いただ

ければ」と, 日下部理事長はいV まヽす。

マンションストックが着実に増え続けるなか

で,今 後ますます注目される資格です。

1章験ゆ十=美1内|             十
※ 第 6回 試験は,平 成26年 3月 に実施予定で

す。詳細は,一 般社団法人マンション管理員

検定協会のホームページなどでご確認 くださ

0第 6回 実施

平成26年 3月 21日 (祝・金)午 後 2時 ～ 4時

●試験会場

全国10試験地及び周辺地域

(札幌,仙 台,新 潟,東 京,静 岡,名 古屋,

大阪,広 島,高 松,福 岡)

●願書配布及び受験申込

平成25年11月18日働～平成26年2月 21日0当

日消印有効

●受験料

8,900円

●受験票

平成26年 3月 初旬発送

なお,平 成26年 3月 13日内までに届かない場

合,検 定事業部までご連絡 ください。

●合格発表

平成26年 4月 15日四

同協会ホームページにて合格者の受験番号を

掲載するとともに,各 受験者に対 して結果通知

書を発送します。

●免除項目

マンション管理士試験,管 理業務主任者試験

の合格者並びに同協会主催の免除講習 (平成26

年 2月 実施)修 了者は5間 免除

●受験資格

年齢 ・性別 ・学歴 ,国籍 ・経験等による制限

はありませんので, どなたでも受験できます。

●合格基準

・正容率と得点分布をPBkまえ総合的に判断
・合格者と不合格者に区別し,全 員に結果及

び成績を通知

・合格者には 「合格証」を発行
・合格者の中で,さ らに成績に応じて3段階

に区分。優秀成績をおさめた最上位合格者

には,同 協会認定ピンバッジを贈呈

●試験に関するお問い合わせ

マンション管理員校定 校 定事業部

TEL 03-3524-8150(平日9時～18時)

1学留教を|
●公式テキス ト

『改訂版 マ ンション管理員校定公式テキスト』

●対策問題集

『マンション管理員校定対策問題集』
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一般社団法人 マ ンション管理員検定協会

日下部理給 理 事長

一―資格を創設した社会的背景について教えて

ください。

日下部氏 現 在, 日本には,約 10万人のマン

ション管理員がいるといわれています。ところ

が,管 理員の仕事については,一 般にはあまり

知られていません。これから管理員として働き

たいという方ですら,た とえマンション住まい

でも,実 態をよくご存じないのではないでしよ

うか。管理員は,知 識だけではなく技能もいる

専門職です。しかし,「一日中,受 付に座 り,

簡単な掃除をするだけの楽な仕事」などといっ

た認識の方が少なくないのです。
一一そうした認識のギャップの問題点は?

日下部氏 管 理会社等が管理員を採用しようと

する際に問題となります。管理員の求人に応募

する方は,一 度仕事をリタイアし,ハ ローワー

クなどで紹介されて応募する方が大半です。

現在,こ の年代の方々の人口が多く,一 方で

応募できる職種は限られているため,管 理員の

求人倍率はとても高くなっています。ある管理

会社の採用担当者の話によると,数 年前に倍率

が200倍という事例もあったそうです。近年は

だいぶ落ちついてきましたが,そ れでも大手管

理会社で条件の良い求人であれば50～80倍,そ

れ以外でも20～30倍あるとされています。

採用する狽1は,手 間やコストの面からある程

度,業 務内容を把握している方に応募してもら

いたいと考えています。ところが,応 募する側

は,先 ほども申し上げましたように多 くの場

合,管 理員業務について正しい知識がありませ

ん。倍率もせいぜい2～ 3倍程度で,履 歴書さ

え出せば採用されるだろうという認識の方も少

なくないのです。そこで,管 理員業務の知識に

ついて客観的な指標をつくることで,応 募する

側と採用する側の両方のお役に立てるだろうと
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考えました。
一一管理員の役

書Jについて具体

的に教えてくだ

さい。

日下部氏 管 理

組合と管理会社

との関係でいう

と,管 理員は管

理会社を代表す

る存在として,

現地に配属されます。管理組合から見れば,管

理員とフロント担当者の応対能力は,管 理会社

の善し悪しを判断する 1つの指標となります。

また最近は,管 理会社同士の競争も盛んで

す。そうしたなか,管 理会社にとって有能な管

理員の存在は, 自社の強みにもなります。この

能力を客観的に示す指標の一つとして,管 理員

検定の活用を始めている管理会社もあります。
一方で,管 理組合とマンションの近隣住民な

ど外部との関係でいうと,管 理員はマンション

の顔,つ まり窓日という側面も有しています。

たとえば,地 域の町内会が管理組合と接触をも

とうとするとき,最 初に訪ねるのは管理員のと

ころが多いものです。その際に管理員の態度が

横柄であれば,マ ンションの住民はもとより管

理組合もいい印象を持たれないでしょう。
一一資格を取得すると,就 職に際しどのような

メリットがあるのでしょうか?

日下部氏 合 格者を成績に応じて3段階に区分

しており,現 在の管理員業務への理解度や習得

状況を客観的に示すことができます。また受験

そのものが,管 理員になりたいという意欲を表

すこともできるでしよう。実際に管理会社から

当協会に対して,「合格者で誰かいい人はいま

せんか ?」 とお声掛けいただく機会も多くなっ

ています。そうした際は,お 住まいの地域や年

齢,性 別などが管理会社の希望に合致する資格

者にターゲテイングメールでお知らせもしてい

ます。

▲日下部理絵 理 事長



一一試験の受験者層について教えてください。

日下部氏 こ れまでに 5回 の検定試験を実施

し,4,409人が受験申込をしています。内訳 と

してはまず, これから管理員になりたい方。現

役の管理員の方が,実 力試しや管理会社の社内

教育の一貫として受けにこられるケースもあり

ます。また,管 理会社のレベルの高さを客観的

に示すために受験されるケースも少なくありま

せん。さらにマンション管理士 ・管理業務主任

者試験の受験生や資格者の方も実務知識習得の

ために受験されています。

なお,管 理会社が自社の管理員に受験させる

場合,大 手管理会社 とそれ以外では目的が異な

るでしょう。大手管理会社には独自の研修制度

があります。そうしたところは,管 理員校定を

管理組合に対するアピールや,ベ テラン管理員

の士気を高めるために活用されています。一方

で,大 手以外の管理会社では,管 理貝研修の一

貫として当協会の公式テキストを使用し,理 解

度を確認するために管理員校定をご活用いただ

いています。

そのほか,大 規模修繕工事を間近に控えた管

理組合から,理 事および修繕委員会の全員が,

「マンション管理」の基礎知識を勉強しようと

いう目的で受験されたこともあります。意外な

ところでは, リフォーム業者の方が受験される

ケースもあります。マンションのリフォ■ムエ

事の申請は管理員とやりとりすることが多く,

管理員業務を知ることは業務に役立つからで

しよう。同様に仕事上の必要から,信 託銀行の

方なども受けにこられます。
一―試験で出題される内容はどのようなもので

すか?

日下部氏 そ もそも 「マンション管理って何だ

ろうP」 と思っている方にも,で きるだけやさ

しく分かりやすい内容にしたいと考えていまし

た。

そのため,『改訂版 マ ンション管理員検定

公式テキス ト』は,マ ンションの歴史や管理員

の説明から始めています。次に管理組合の組織

や,総 会 ・理事会の運営,建 物の維持 ・修繕,

設備管理,管 理員校定の日玉である 「マンショ

ン管理員の実務に関すること」について解説

し,そ のあと 「標準管理規約」「標準管理委託

契約書」「区分所有法」「マンション管理適正化

法」 というた法令が出てきます。その他にも

「第二者管理者方式」「専有部サービス」などの

マンション管理情勢,履 歴書 ・職務経歴書の書

き方,面 接の受け方なども試験範囲になってい

ます。当初から実務傾向が強い試験にしたいと

いう思いがありました。
一一試験の合格率はどのくらいですか?

日下部氏 合 否判定は相対評価で,合 格率は60
～65%程 度です。さらに,合 格者を 「マネー

ジャー」「パートナー」「フェイス」という3区

分にランク付けしています。

合格証書はどのランクでも同一ですが,上 位

15%合格者にあたる 「マネージャー」には,認

定ピンバッジを贈呈させていただいておりま

す。管理会社によっては, このピンバッジを管

理員の作業服につけ,教 育の証としているとこ

ろもあります。
一一今後の活動予定や展望についてお聞かせく

ださい。

日下部氏 合 格者が社会から高評価を得られる

ようなスキーム作りに注力することが,当 協会

の第2「ステップだと考えています。そのため,

資格者を中心とした会員制度をつくり,今 奉か

ら研修会や求人情報の案内を開始しています。

今後は,現 役で勤務している管理員同士が交

流 ・学習できる 「実務研究会」を立ち上げ,管

理員を対象とした 「相談会」,個 人情報の取扱

い,接 遇 ・マナー,清 掃などに関する 「勉強

会」の実施も検討しています。

それと同時に,試 験に合格した方の出口をつく

りたいという構想もあります。先程のターゲ

ティングメールから,す でに就職が決まった方

もいらっしゃいます。就業を希望する資格者と

管理会社をマッチングする仕組みを確立するこ

とが重要だと考えています。
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