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■4月28日

枚管連第78回交流会開催
― マンション管理費滞納・未収金問題について ―

４月28日（土曜日）、市民会館第１・2集会室において
２１会員３８名が出席し、第78回交流会を開催しました。
テーマ 「管理費滞納の実態・滞納防止への取り組
み」について、滞納発生時の（誰がどの様に）対応と
課題等を話し合いました。
会員の滞納問題対応アンケート集計報告に次いで、
小冊子 №11（滞納問題への対応）編集時の元副会長
増田博氏の基調講演と会員の事例報告２件があり、
活発な質疑応答・情報交換が行われました。

① 会員アンケート調査データ報告
・22会員からのアンケートデータ集計表の報告があり
ました。
・殆どの会員は管理規約に「滞納金規定」はあるが、
未収金の督促・対応等の徴収規定は半数にとどまる。
・滞納金管理表作成・理事会への報告は実施している
が、支払督促は管理会社への依存が殆どである。

・日常の実態把握を管理会社任せでなく、理事会との
連携をもって早期解決を図る努力が必要である。
・管理費等の引落口座は、給料口座など原資が確保
されているものにすべきである。

・長期滞納者への対応は半数の会員が経験しており、
少額訴訟・先取り特権・競売請求を行っている。

・少額（60万円以下）訴訟は、原則１回の口頭弁論で判
決が下り費用は8千円ほどの手軽であるが、一方的
宣言のようなもので、相手側に支払いを請求するた
めの債権・債務を詳らかにする効力はある。

・区分所有者死亡、相続人からの回収不能、所在不明
などの長期滞納者対応で延滞金・弁護士費用などで
満足な結果が得られなかった事例がある。

・支払督促140万円以下までは簡易裁判所でできる
が、相手が異議申し立てを行えば自動的に本訴訟に
なり地方裁判所に送られる。

② 増田氏の講演と２件の滞納対策事例紹介

・滞納費の取り立て分は、駐車場・水道料などに優先
的に充当される。

・問題解決の要諦は、一にやる気、二に粘り強さ。
・強制執行（差し押さえ）は、債務者財産の挙証と指定
が求められるので容易ではない。
・抵当権が設定されている場合、抵当権者に強制競売
を求めて提訴しても、抵当権擁護の観点から容易に
判定が出ない。
・自治体への固定資産税滞納があればそれが優先さ
れる。
・競売物件は、民法307条「共用費用の先取特権」規定
で、管理組合費の先取特権が認められている。

【 質疑、応答、意見交換 】
「自動架電システム」とは？
・Ｍ管理会社が提供する、未納２ｶ月になれば登録の
電話番号に自動的に督促音声をアナウンスする仕
組みで、留守電であっても未納に関する通知書送付
を伝達するシステムである。
「枚方市別館５F弁護士相談」を利用しては？
・ADR認証機関、民間総合調停センターという相談所
があり、安い費用で相談ができる。

・長期滞納が発生すれば、管理組合側も滞納者も共に
悲惨な状況に陥り、弁護士費用なども含めた住民負
担が大きいという経験談が紹介された。
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■行事案内

…枚方市内全マンション対象（参加費無料）…
Tel／Fax : 072-855-9546まで申込み
日時 : 2018年5月26日（土曜日）
午後13：30分～16：30分
場所 : 枚方市民会館１F第1・2集会室
テーマ :
①マンション管理の基礎の基礎
＊管理組合・理事のための活動指針
＊管理会社との関係・車の両輪で
＊管理組合（理事会）の課題 など

②フリートーキング
管理費・修繕積立金、大規模修繕工事、
住民コミュニティ問題など、日ごろの
課題について自由に話し合いする場
です。
（補足）今年秋予定の枚方市主催「マンション管理
基礎セミナー」との相互補完として、より具体的・
実用的な内容のセミナーです。

■賛助会員広告
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その２

□ マンションの耐震性について

□ 所感

マンション建築には鉄骨鉄筋コンクリート構造、壁式
鉄筋コンクリート構造があり、前者は高層建築に、後者
は団地形式に適しています。鉄骨鉄筋の併用は上層の
構造を軽くして下層の重量負担を軽減し、壁式鉄筋コ
ンクリート構造ではパネルそのものが柱や梁になり、
仕切り板つきの箱を積み重ねた形状で強度を保って
います。

有名ゼネコンが設計施工した建物では、その高さ
に見合った基礎杭が打ち込まれている筈であり、震
度６以上の大地震に襲われても通常は倒壊や崩壊の
危険度は低いと推測されます。もっとも、いずこのマ
ンションにても１階住戸下より公道地下までの間に埋
設してある配管類、継ぎ手の損壊は不可避と思われ
ます。

１） 7～8 階建て中層建築で鉄筋コンクリート非鉄骨
構造であっても、構造計算が的確であれば耐震強
度に不安はない。

敷地内で水道漏れや排水漏れが発生した場合、管
理組合は該当の上下全戸を給排水禁止にして自力で
復旧することになります。それで幸いに共有部分、専
有部分とも軽い被害で収まっても、日常生活はインフ
ラの再生状況いかんに掛かっています。

２） 耐震性には強度抵抗型と粘り抵抗型がある。前
者はコンクリート建築のように建物を頑丈にして強
度を保ち、後者は骨組み材の“たわみ”と接合“ほぞ”
の摺動で地震エネルギーを吸収する柔構造になっ
ていて、日本の在来工法である木造軸組建築に多
く見られます。

□ 要約

３） 平面的（建物を正面から見る）、立面的（斜め上方
から見る）バランスの良い長方形の建物は耐震性に
優れている。Ｌ字型やコの字型の建物では地震波動
が曲折部で相互に増幅し合い耐震性に影響する。
また、鉄筋コンクリート構造であっても柱や壁を片寄
った配置にした建物、１階部分を壁のない柱だけに
した頭でっかちの建物、中間階を吹き抜け構造にし
て空洞化した建物、継ぎ足しや建て増しをした建物、
等はバランスが悪く耐震性が劣ると考えられます。
４） コンクリートの劣化を防ぐことが耐震性を保つ最
大要因と言える。自然発生のひび割れから雨水が浸
入、内部の鉄筋が錆びて亀裂へ進み次第に劣化を
深める。逆に水気を断てば劣化防止につながるの
で、建物を長持ちさせるには定期的に外壁塗装と防
水工事を実施して、補修を欠かさないことが第一要
件です。
５） 先年にはメキシコで立て続けに大地震が発生、
ホテルやビルが瞬時に崩壊して死傷者多数の惨事
が起きました。倒壊建築物の多くは鉄筋量が少な過
ぎたのか耐震強度が欠落しており、他の国にあって
も同様の被災を新聞やテレビで見た記憶があり、外
見だけの張りぼて建築と我が国の正規建築とは別
物です。

平成7年2月初め、阪神淡路大震災の被災地を観察
した内容を要約しておきます。最初に鉄筋コンクリート
ビルの損壊状態を見て廻り、神戸市東灘区で全壊の
5階建てビルを発見。1階で幅70cmのコンクリート角柱
がズレ動いて鉄筋が露出、破壊力の集中を見た思い
でした。
このビルの鉄筋は縦筋で適量ながら横筋は少な
い上に細く、屋内にあってさえ赤錆を生じていたこと
から、海砂を使ってコンクリートを打ったと想像出来ま
した。次いで近隣にある5階建て兵庫県営住宅を詳細
に観察したところ、基礎のズレや外壁にヒビ割れは起
きておらず、地震によく耐えた印象を受けました。
但し、水道使用の注意書あり排水管か下水管が小
破のようでした。参考までに後日、旧住都公団職員の
知人に管下の被災状況を尋ねた結果、承知している
範囲では賃貸と分譲の別なく特段の被害は出てい
ない旨の応答を得ました。
以上を要約すると、正規に設計施工された中高層
ビルや分譲マンション、大手プレハブ住宅メーカー製
の戸建て等ではさほどの被害が見当たらなかったの
で、耐震性の良否はそれに要した建築費の多寡にあ
るのを実感しました。

完

－３－

（元枚管連副会長

増田

記）
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行事案内
『 第79回交流会 』
日時 ： 2018年6月24日（第4日曜日）13時～
場所 ： 枚方市民会館3F第4会議室
テーマ： 「 マンションの防災について」
専門家の講演と会員の事例報告を予定
防災関連物品展示会があります
自由テーマ： 「何でも相談／情報交換」
どなたでも参加できます。
お試し参加 しませんか！
問い合わせ先： 枚管連会長 山村 隆男
TEL 072-855-9546

＜枚管連会員現況＞
枚管連の正会員数は、2018年4月30日現在で、
団体会員は２８、個人会員は１４、合計４２会員、
賛助会員は２１団体です。
また、団体会員マンションの総戸数は47870戸です。

■会員変動・新規入会 等
・グリータウン香里が丘、3月で退会。
・藤沢武博氏（枚方ロイヤルマンション）お試し参加。

■行事報告（2018年3月1日～4月30日）
・
・
・
・
・
・

3月 6日
3月 8日
3月16日
3月17日
3月17日
3月29日

：
：
：
：
：
：

第143回理事会
枚方市景観住宅整備課との協議会実施
枚方市民活動ｾﾝﾀｰ団体登録更新
会報「枚方通信61号」発刊
ダイアパレス枚方新任理事研修実施
枚管連主催「マンションセミナー」への
枚方市後援承認書受理

・ 4月 3日 ： 第144回理事会
・ 4月11日 ： 枚管連主催「マンションセミナー」案内
を全市275マンションへ配布
・ 4月23日 ： ひらせんナビ5月号枚方市から発行
・ 4月28日 ： 第７8回交流会

■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
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
活動は2009年度の国交省補助事業にも採択され
ています。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hirakanren.com
■編集後記

年会費

団体会員

12,000円 ＋ 比例費（ 戸数×90円 ）
比例費は256戸以上23,000円で固定

個人会員

4,800円

★事務局連絡窓口
枚管連への問合せ・連絡窓口は、会長：山村隆男
〒573-0171 枚方市北山1丁目66-4-105
TEL : 072-855-9546
e-mail : yamamura-ta@zeus.eonet.ne.jp

（山本）

第3号から本会報の編集を担当させていただいて、
本号で丸10年（通算60号）となりました。
個人的には、今年の3月で、こちらも丸１０年間努め
させていただいた我がマンションの管理組合理事も
辞めさせていただきました。
長期間、同じ人が物事を担当すると、やはりマンネ
リ化は避けられません。

切りが良いということで、ここらへんが潮時と考
え、本号をもって、編集担当を降りさせていただく
運びとなりました。
この10年間、皆様のご協力をいただきながら、何と
かやってこれました。
長い間、大変お世話になり、本当にありがとうござ
いました。
－４－

