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■管理費等滞納の実状と対応
―　第４２回交流会で会員の取り組みを報告し意見交換　―

　交流会は４月２８日に枚方市民会館第４会議室で

開かれ、２５管理組合から３１名が参加しました。

　事前の詳しいアンケート調査に対して２４会員か

ら回答が寄せられ、その生データと分析・総括資料

が配布され、報告されました。つづいて釈尊寺第一

住宅、ラウンドコート星ヶ丘、藤阪パークハイツか

らの事例紹介がありました。これらの報告に基づい

て意見交換しました。

《どのマンションでも避けて通れない課題》

　長期滞納者のほとんどが経済的理由によるもの

で、本人だけでなく管理組合の理事会／理事長に

とっても悩ましい問題です。滞納者の事情に配慮し

たい、しかし共有財産の管理のためには確実に回

収しなければならない。 を始めます。○返済計画（制約）書の提出を求め、

　悩んだあげくに先送りすれば、ずるずると次期理 ○支払い合意ができれば公正証書作成を働きか

事会に申し送り、その結果長期滞納となり、結局裁 け、場合によっては法的対応の検討を始めます。
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事会に申し送り、その結果長期滞納となり、結局裁 け、場合によっては法的対応の検討を始めます。

判で回収したが、弁護士費用でほとんど残らないと 《長期滞納に対する法的対応》

いうことにもなりかねません。 　滞納期間が半年を越せば、順次、○支払督促、

《管理組合としての対応の基本》 ○少額訴訟、○通常訴訟等の法的対応を検討し、

　理事会にとっては気が重いことですが、滞納が発 選択します。できれば弁護士を頼まなければなら

生すれば直ちに、滞納月数に応じて適切な方法を ない通常訴訟迄に管理組合の力で解決すること

選び、管理会社の協力を得て取り組む必要があり が望ましい。

ます。 《管理組合だけでもここまでできる》

　そのステップは、○事前の対応、○滞納発生時点 　滞納問題に取り組み、解決してきたいくつかの貴

の対応、○短期的な督促、○中期的な対応、○法 重な経験が紹介されました：○公正証書作成の経

的な対応に分かれます。 験、○少額訴訟提訴の経験、○区分所有者が死

《滞納予防／対応のための事前の対策》 亡し、多額のローンが残っていて相続放棄した事

　○常に現状の区分所有者、駐車場利用者、居住 例で、債権者が競売請求し、管理組合が落札者か

者を把握しておく、○管理規約、滞納対応マニュア ら滞納額を回収した経験、○管理規約等の整備と

ル、滞納管理費等管理表等の書式を整備します。 理事会の対応により３年以上の未収金が完済され

《初期・中期滞納に対する督促の方法》 た経験、及び○長年にわたる滞納を支払督促によ

　○滞納が発生すれば直ちにフォローを開始し、○ る和解合意書を経て、強制執行の競売後に、落札

文書・訪問又は電話により滞納理由を把握し、督促 者から返済された経験。

■行事案内　 （新規参加希望会員は枚管連事務局まで）

 第４回機械式駐車場交流会

日時：2012年５月１９日（土）１３時～

場所：ダイアパレス枚方サウスピア集会室

内容：２段式駐車場埋め戻し工事見学、近況報告
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■合意形成事例紹介

＊規則違反してきた人が今後迷惑をかけないとい

　労住まきのハイツは１９７５年に竣工した３８０戸の うことを信じられない。

マンションです。２４年間、管理会社のいいなりで区 《条件付でペット飼育を認める理由》

分所有法で定められた総会でなく、総代会を開き、 ＊禁止を続けても現状を改善することはできない。

絵に描いたようなお任せ管理を続けてきました。 ＊禁止されているから飼うな／処分しろというので

１９９８年総代会において、総会に移行するため規 なく、迷惑事項を改善するよう求める方が現状のト

約委員会を設置し規約を改正することを決議し、そ ラブルに対して改善しやすい。　＊専有部分の使

の年度末頃に臨時総会を開催して新規約を承認し 用権は尊重し、ペット飼育のための共用部分の使

ました。１９９９年４月総会からようやく当たり前の管 用は禁止するのが妥当である。　＊専有部分内と

理組合に生まれ変わりました。 いえども近隣に迷惑をかける場合には飼育を禁止

　その後は主体的な運営を行い、委託管理、各種 する。

設備点検、修繕工事の契約内容と費用をチェックし 《現在のペット飼育細則で定めている飼育条件》

てムダ使いせず、合意を得て、節約したお金で長 ＊届出書及び誓約書を提出する。　＊毎年狂犬病

期修繕計画になかったグレードアップ工事を次々と 予防注射を受ける。　＊ベランダを含む共用部分

実施してきました。この１３年間の取り組みの中か でのペット飼育（給餌、排尿、排便、ブラッシングな

ら、組合員の意見・利害が分かれたため住民アン ど）を禁止する。　＊ペットの大きさは抱きかかえて

ケート調査や住民説明会等を開いて調整し、合意 移動できる程度のものとする。共用部分でのペット

してきたいくつかの事例を紹介します。 の歩行を禁止する。　＊エレベータ使用時に他の

人との同乗を原則禁止する。　＊専有部分での飼

★事例その１ 育において、騒音、悪臭、衛生状態などにより他の

　： ペット飼育禁止から条件付容認への転換 居住者に迷惑をかけず、苦情が出た場合は誠意

【当時の状況と課題】 を持って速やかに改善する。

　１９９９年に管理規約を全面改訂し、引き続いて

労住まきのハイツ編　第１回
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　１９９９年に管理規約を全面改訂し、引き続いて

２０００年に細則関係を改訂、新設した。その際に

長年の懸案であったペット飼育問題も検討しました。

当時、使用細則でペット飼育禁止を定めていたが、

規約違反で犬又は猫の飼育者が住民の１０％を超

えており、飼育者の間から条件付飼育許可の要望

があり、非飼育者からは強い反対意見がありました。

【検討方法】

　２０００年に使用細則を見直した際に、ペット問題

については規約委員会内でも合意できず、使用細

則改訂は保留されました。引き続き、ペット問題検

討のために２回の拡大規約委員会を開催し、全住

民アンケート調査を実施しました。その結果は全面

禁止と条件付容認が半々で、委員会意見集約の

結果、条件付容認を決定しました。引き続き住民説

明会を開き、激しい意見交換がありましたが、多数

が委員会意見集約を了承しました。２００１年臨時 【その後の状況と評価】

総会においては使用細則改訂とペット飼育細則を 　ペット使用細則制定後に４０戸から届出書が提

大多数の賛成で承認しました。 出されました。その後もペットトラブルが続いており、

【主な意見と合意内容】 管理組合と自治会共同で合計８人のペット委員会

《ペット飼育を認めない理由》 を運営し、飼育実態調査、飼育者等による意見交

＊現行規約では禁止されており、それを承知で入 換会、マナー向上対策を実施しています。　現在、

居してきたはず。　＊規約を守ってきた人に対して 約４０戸計約５０匹の届け出があり、無届け飼育は

説得ができない。　＊建物の構造が近隣に迷惑を ないようです。共用部分でのペット飼育禁止、歩行

かけずに犬猫を飼えるものではない。　＊禁止規 ルールはほぼ守られていますが、犬の鳴き声苦情

則を破っている人がいる現状を追認すべきでない。 は続いています。 （ 山田　記 ）
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■大規模修繕のノウハウ　　「大規模修繕に取り組もうとしている方へ」

●ひらかた北山アミスタの経験・あらすじ

★臨時総会で工事業者・予算を承認

＊ 工事実施計画・工事業者選定経過説明と承認。

＊ 工事発注価格・予算（予備費含む）と修繕積立

金取り崩し案の承認。

＊ 工事進行中の工事監理の細部運営に関して、理事

会（大規模修繕委員会）への一任事項の承認。

★工事契約調印と住民説明会 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを含めて詳細な工事内容について協

＊ 工事契約書調印式施行。 議・調整をした。

＊ 住民説明会（３回）実施、111名／129戸が参加 ＊ 屋根防水作業は大規模修繕委員もﾍﾙﾒｯﾄ着用

し、PP映像で仮設工事要領・行程・駐車場一時 などをしながら現場確認をした。

移動・ﾊﾞﾙｺﾆｰ使用制限（洗濯物干し可否メール ★「大規模修繕広報」全戸配布

配信）・物品一時移動預かり場設置など、住民 ＊ 広報紙は、平成20（2008）年の大規模修繕委

への協力依頼・注意事項などを詳しく説明した。 員会発足から平成22年7月工事完了竣工式ま

★工事監理 で、合計25回発行した。

＊ 工事進捗報告会議は大規模修繕委員会として ＊ 大規模修繕工事準備から工事設計・仕様書作

月１回開催し、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄおよび業者からの進捗 成、業者選定および工事進行内容など、できる

報告・課題について協議し、行程進行諸問題・ だけ詳しく住民の皆様への情報開示をし、協力

対策などを決定した。 要請なども行った。

＊ 工事（作業）状況は、動画映像を使って説明し ★修繕委員会の継続

外壁塗装の様子・確認困難な高所作業の様子 ＊ 長期修繕計画の実施を主とした修繕委員会を

などを詳しく説明した。 引き続き継続している。

ひらかた北山アミスタ　その③

－３－

などを詳しく説明した。 引き続き継続している。

＊ 工程会議は、週１回工事現場事務所で行い、 完 （ 山村　記 ）

■実録マンション管理（経費削減編）

　管理経費削減を本格的に取り組んだのが、2008

年でした。約300万円（3割減）を削減した後、2009

年に高圧受電に取組み90万円の電気代削減が可

能となりました。その後は、小さな所のコスト削減に

もメスをいれています。

　・消火器交換が高いので、近くのホームセンター

　　で購入し理事・管理員で交換、約20万円節約

　　（40本）

　･消防設備点検を管理会社委託から、枚管連情

　　報を元に管理組合契約で業者変更することに 　　式に変更して年間約９万円削減

　　より約13万円削減 　・共用部電灯の消灯時間の設定を、日の出の時

　･雑排水間清掃を2年に一回に変更すると共に、 　　間に合わせて月2回管理員が変更するようにし、

　　管理会社に値下げ要求して約11万円削減 　　約1万円削減

　・マンション保険を1年契約から5年契約一括払い 　・見積もりが来た後で、再度の値引き交渉を行う。

　　に変更し、且つ、免責ゼロから1万円に変更する 小さな修繕工事にも目を光らせ、必ず2社以上の

　　ことで約9万円削減 相見積もりを取ることを細則に盛り込んでいます。

　・お願いベースで、管理委託費の管理員業務費・ 結果、管理会社からは高い見積もりも出てこなくな

　　本社経費を再検討して貰い、約23万円削減 りました。また、小さな工事には、近所の業者が一

　・共用部電気契約が４本に分かれているのを、エ 番安いと言うこともわかってきました。

　　フビット（株）と交渉し、電力メーター変更工事を 　削減金額は僅かで手間がかかりますが、チリも

　　せずに、単に４個のメーター読みを合算する方 積もれば・・の感があります。 （ 津田　記 ）

メロディーハイム山田池公園
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■スナップショット

　　リバティパーク枚方の駐輪場・バイク置き場

■新入賛助会員の紹介（敬称は略させていただきました）

業種 企業・団体名 住所

 給排水設備工事  山本環境整備㈱  〒663-8142西宮市鳴尾浜１－６

■新入会員紹介 最近、新たに入会された会員の方を紹介致します。

① 平成２４年　３月 個人加入 バレーヒルズ津田駅前 １０１戸 枚方市津田駅前１－１３

第４２回交流会案内
日時 ： 2012年6月23日（土）13時～

場所 ： 市民会館第４会議室

自由テーマ： 「何でも相談／情報交換」

共通テーマ： 「駐輪場・バイク置き場」 及び

「特殊建築物調査」

※事前アンケート調査結果報告

※基調報告又は事例報告

※意見交換

市内のマンション管理組合の役員、組合員の

方は、事前の申込みにより、どなたでも参加

できます。

問い合わせ先： 枚管連事務局 TEL 856-2084

② 平成２４年　３月 個人加入 グランコープ津田 １３３戸 枚方市津田駅前２－１４

■行事報告（２０１２年３月１０日～５月１１日）

　・３月１０日　：枚管連会報第２５号発行

　・３月１１日　：第３回管理コスト削減研修セミナー ＜枚管連会員現況＞

　・３月１７日　：第９回大規模修繕工事研修会 　枚管連の会員数は、２０１２年５月１１日現在で、

　・４月　２日　：第９回相談・研修委員会 団体加入は２４、個人加入は１２、合計３６です。

　・４月２８日　：第４２回交流会 会員管理組合の総戸数は約５８００戸です。

■NPO法人 枚方ﾏﾝｼｮﾝ管理組合連合会(枚管連)

　枚管連は、枚方市内の分譲マンションの管理組 年会費

合が会員（個人会員も「可」）の自主的な集まりで

す。交流会を中心に、会員向け個別相談会、理事

研修会、修繕工事研修会等を行っています。この ＴＥＬ／ＦＡＸ　：　０７２－８５６－２０８４　（山田）

活動は2009年度の国交省補助事業にも採択され ｅ－ｍａｉｌ　　　：　hda01561@nifty.com

ています。 お気軽にお問い合わせください。

■編集後記　（山本）

　５月に入り、とてもさわやかな季節になりました。

今年のＧＷは、家族・親戚と伊豆の長岡温泉に行

ってきました。天気も良く、かつらぎ山からの眺め、

新緑、満開のつつじ、露天風呂に心が癒され、心

身ともにリフレッシュすることができました。

12,000円 ＋ 比例費（ 戸数×90円 ）

4,800円

比例費は256戸以上23,000円で固定

団体会員

個人会員

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hirakanren.com
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*受付順に掲載

NPO法人

枚方マンション

管理組合連合会

　　　　　　NPO法人集合住宅維持管理機構
　

　 集合住宅維持管理機構は、マンションの良好な住環境
を長期にわたって維持し、良質な住宅ストックづくりを目指
して、①維持管理･改修に関する管理組合への技術支援
（コンサルタント）②維持管理･改修に関する調査研究･啓
蒙事業③維持管理･改修に関する情報発信・出版事業の３
つの事業を行う特定非営利活動法人です。分譲マンション
の連絡交流組織であるNPO法人関西分譲共同住宅管理組
合協議会の要請により、マンションの維持管理・改修の専
門家集団として1984年に誕生し、これまでに2000を超え
る管理組合の支援を行ってきました。2008年のNPO法人化
後は神戸市すまいの安心支援センター（すまいるネット）
や大阪市立住まい情報センターとタイアップし、管理組合
を対象にしたセミナーを継続的に開催しています。平成
21，22年度には国土交通省の「マンション等安心居住推進
事業」に採択され、マンション改修・再生に関する実践的な
技術者の育成を図るためのプログラムを企画・実施しまし
た。平成23年度は同じく「マンション再生環境整備事業」に
採択され、研究会や交流会、フォーラムの開催など、様々
な事業を展開しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若林設備工業株式会社
　　　　

はじめまして。若林設備工業株式会社と申します。弊社
は昭和29年、枚方市渚南町で創業、今年で58年目にな
る「水・空気・ガス」のライフラインを手掛ける従業員50
名、年商23億の総合設備会社で、京阪沿線のお客様か
ら高い評価を頂いております。創業以来、設備のコンサ
ルタントとして、設計・施工・管理、アフターサービスまで
一貫して手掛けてまいりました。現在、その技術とノウ
ハウを結集し、マンションやビルの空調・給排水・ガス設
備のリニューアル事業も展開しております。あらゆる改
修工事において専任のスタッフが既存設備の状態をき
め細かく診断し、お客様のご要望に合わせて諸官庁と
打合せの上、最適な改修計画を作成、法令遵守の施工
内容をご提案、お客様に納得いただける工期・価格・工
法での施工を常に心がけております。今後は微力では
ございますが、枚管連会員様のお力になれましたら幸
でございます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。


