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【第 85 回交流会延期のお知らせ】

集会等配慮要請下の総会の開催、
決議方法について

6 月 27 日（土）に予定していました交流会につい
ては延期致します。
新型コロナウィルスの影響で使用停止となってい
た枚方市市民会館等では、順次使用再開となってお
りますが、申込に必要な事前の参加者詳細情報の把
握、オンライン交流会など、開催の方法について検
討しましたが、今回予定のテーマ内容（防水工法の
選定）をも考慮し、6 月の開催は延期とさせていた
だきます。ご予定いただきました会員の皆様にお詫
び申し上げます。開催日時については、追ってご案
内致します。

緊急事態宣言解除後、引続き感染対策への留意が
求められる中、総会開催の留意事項について、枚管
連より国等に確認したことも踏まえ、次のように整
理しましたので、運営の一助となれば幸いです。

● 総会の延期について
管理組合規約では開催時期を「理事長は、通常総
会を、毎年１回新会計年度開始以後 2 か月以内に招
集しなければならない。」
（国交省標準管理規約第 42
条第 3 項のとおり）と規定している場合がほとんど
と思われます。開催時期ははっきり特定されていま
すから延期できないという定めです。
ところが、総会の開催時期について、法務省は次
のような見解を示しています。
「区分所有法第 34 条第 2 項、第 43 条においては、
管理者又は理事が、少なくとも毎年 1 回集会を招集し
なければならないとされ、集会において毎年 1 回一定
の時期にその事務に関する報告をしなければならな
いとされていますが、前年の開催から 1 年以内に必ず
集会の招集をし、集会においてその事務に関する報告
をすることが求められているわけではありません。
したがって、今般の新型コロナウィルス感染症に
関連し、前年の集会の開催から 1 年以内に区分所有
法上の集会の開催をすることができない状況が生じ
た場合には、その状況が解消された後、本年中に集
会を招集し、集会において必要な報告をすれば足り
るものと考えられます。」
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html)
法務省の見解では、本年度中の延期であれば問題
がないと言っていますが、あくまで区分所有法の定
めの範囲内で考えれば、すなわち前年度の事務報告
については、本年度内で延期することは何も問題は
ない（法律違反ではない）と言っているだけです。
総会は管理組合の最高の意思決定機関ですから、事務
報告を行うためだけに開催するものではありません。

【第 15 期総会開催について】
今後の予定ですが、6 月末で第 14 期の活動が終了
となり、枚管連総会を 9 月上旬に開催の予定です。
9 月 5 日(土)を予定しておりますが、現時点で会場
が確保できておりませんので、総会議案書の送付に
併せ、会場、日時をご案内させていただきます。会
員メーリングリストでも決定次第、ご連絡致します。

枚管連活動へご協力のお願い
4 ページ目に会員名簿(本年 6 月末現在)を添付し
ています。
現在、本会の活動は、会員の皆様への情報提供や
多様なご相談に対応させていただくため、役員 4 名、
職員 2 名のほか、会員、賛助会員、大阪府マンショ
ン管理士会等、様々なご協力をいただき運営してお
ります。
この間、建物と管理組合という２つの高齢化が容
赦なく進み、ご相談内容も多岐にわたり、今まで以
上に皆様の多くの知恵、知見をお借りして、枚管連
の活動を進めていきたいと考えております。
会員の相談に対応し、交流会企画を考えるなかで、
多くの情報に触れます。一緒に勉強していきたいと
思われる方で十分です。理事会等も、参加者の事情、
都合を調整しながら開催していますので、学びの機
会と考え、事務局の運営に参加していただける方の
ご連絡をお待ちしております。

◆事務報告が必要なもの・・前年度の事業報告、決

算報告、監査報告等
◆総会決議が必要なもの・・本年度の事業計画、事
業予算、理事の選任、管理会社との契約更新等
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Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改
善)という PDCA サイクルをうまく回して、適切なマ
ンション管理を実現していくためには、適切な時期
に決議（決定）しなければなりません。
従って、管理規約で定められた「総会で議決を経
るべき事項」について、現実的には次項の 2 つの方
法のいずれかにより（総会）議決を行うことが必要
と考えられます。
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● 総会開催等の留意事項
新型コロナウイルス感染拡大防止への取組が継続
する状況下では、行政より特措法に基づき多くの人
が集まる総会（集会）は極力避けて下さいとの要請
を受けているわけですから、総会を開催せず決議で
きる書面決議(前項の１)が適切な選択のように思え
ます。
しかし、実際には活用できるケースが、組合員総
数（戸数）や不在組合員数、議案内容等によって限
られてしまう可能性がありますので、前項 2 による
総会開催の方が現実的な対応といえるかもしれませ
ん。
総会を開催する意義は、組合員が一堂に会し、議
案に対し十分な質疑等確認や補助的な説明を行い、
議決権行使を含めた最終決議に達するという流れに
あると考えられますが、今の状況下では、総会を開
催しても、十分な質疑応答等の時間の取れない形だ
けの総会となる可能性は大きいと思われます。
したがって、事前に配布する議案書は、議案の趣旨、
解説やＱ＆Ａを付すなど、議決権者が自宅で議案内容
を十分に理解できるようにしておく必要があります。
これは 1 の書面決議による場合も同じで、いずれも
「適切な議案書」と記したのはこのためです。
今回の新型コロナウィルスの事情がなくとも、議
案書は丁寧に作成し、賛否が別れると想定される案
件については事前にアンケート、説明会や質疑の受
付回答配布等を行うことで円滑な議決に結びつくこ
とは留意しておきたいと思います。

● 議決の方法について
1 総会を開催せず、適切な議案書を配布の上、書面
決議を行う方法
書面又は電磁的方法（メールの送信、ウェブサイ
ト（ホームページ）への書込みなど）により、次の
いずれかにより行う。
(1) 書面（又は電磁的方法）により決議を行うこと
について、（理由と議案の概要を知らせた上、）区
分所有者全員の承諾を得る。承諾を得れば、総会
と同様の決議条件（通常決議は議決権の過半数な
ど）により、議決がされたことになります。
（区分
所有法第 45 条第 1 項、標準管理規約第 52 条第 1
項の方法）
(2) 議案内容について、書面（又は電磁的方法）に
より議決権者全員の合意を得る。これにより書面
決議があったものとみなされます。
（区分所有法第
45 条第 2 項、
標準管理規約第 52 条第 2 項の方法）
2 総会を開催する方法（マンションの管理規約が標
準管理規約どおり定めてある場合）

＊

適切な議案書を配布し、総会開催の通知をするに
あたり議決権行使書の活用を推奨することにより、
総会の参加者が感染防止対策上、できるだけ少数と
なるよう運営する。実際の出席者が少数でも、総会
の成立、決議は可能です。総会の会場では消毒、換
気、席の配置等、感染対策を講じておきます。国の
基本的対処方針では、緊急事態宣言解除後にあって
も、集会･イベントの開催判断基準は、屋内で 100 人
以下かつ収容定員の半分以下（マスク着用、手指消
毒を前提）としています。
総会は議決権総数の半数以上を有する組合員が出
席しなければ成立しませんが、書面又は代理人によ
り議決権を行使する者は出席組合員とみなされるの
で、議決権総数の半数以上を有する組合員が議決権
行使書を提出すれば総会は成立したことになります。
決議については、普通決議なら提出された議決権
行使書を含め、出席者の議決権の過半数で可決とな
りますし、特別決議なら組合員総数及び議決権総数
の 4 分の 3 以上で可決となります。
2

＊

＊

＊

＊

＊

以上見てきました、議決の方法の選択、総会開催の
時期や仕方については、最終的には個々のマンション
の実情、議案内容に合った形で、主体的に決めてい
ただくことになります。
質問、意見等がありましたら遠慮なくご連絡くだ
さい。共に考え、交流を深めるなかで、マンション
管理問題の解決のため協力していきましょう。

現在、枚管連で検討･対応している内容
●コロナ禍のため中断していたホームページのリニュ
ーアルに向けた検討会議を再開していきます。
●賛助会員の皆様からのご提案を適切に情報提供で
きる体制を検討しています。
●講師謝礼等、活動費支給基準について、わかりや
すく実態に合った内容に整理しています。
●管理組合の運営上の相談に随時お応えしていま
す。
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2 月の交流会で、
「築 7 年目で外部のシーリングの
軟化が判明し、共用部の窓枠、玄関枠等の無償修理
は行った。大規模修繕工事の際に、メーカーより協
力金 200 円/ⅿの申し出があった」との情報提供があ
りました。会員ではありませんが、府下の管理組合
で、築 10 年を超えているものの、異常な軟化を把握
したという例も聞いています。
国内では、施工者でなく当該メーカーを相手どっ
た係争になった事例もあるようですが、最終的に和
解調停で終わったと聞いており、製造者責任等の法
的な裁決はなされていない現状です。

法の考え方は、この 2020 年 4 月に施行された改正
民法によって、従来の「瑕疵担保責任」が、
「契約（債
務不履行）責任」と整理され、買主がとり得る手段
は、従来の契約解除、損害賠償が若干改正されたの
に加え、追完請求（修補、代替物の引渡し、不足分
の引渡し）、代金減額請求も可能となり、権利行使の
期限も扱いが変わるなど、大きく変わっています。
メーカーの製造責任等、法的な裁決がなされていな
い現状では、いずれにせよ、個々のケース毎に、法の
考え方に沿って対応方法を判断することとなります。

蚊対策

シーリング軟化の問題

外壁等のシーリングの異常な軟化が出た場合、日
常的な共用部や衣服等への汚損が発生し、保険金で
対応せざるを得なかったり、大規模修繕工事でのシ
ーリング撤去・打替の手間が大きく工賃*と工期に影
響するといったことになります。また異常な硬化に
ついても同様です。
*当会の賛助会員の情報では以下のとおりです。
シーリングの打替費用（KK ショウユウ建工、いず
れも材工共、足場費用別途）
(通常)
・増打 標準 500～900 円/ｍ
打替 標準 700～1,200 円/ｍ
(軟化の場合)
・撤去 600 円+打替 900～1,500 円/ｍ
（詳細は現場確認による。数量、施工場所により
変動）
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議が必要です。劣化状況によっては、建築士や工業
会等、第三者の専門家の支援を得て協議し、法的な
対応をとる場合は係争に携わった弁護士の活用も考
えられます。

外壁等のシーリングの軟化について
（交流会での相談から）

➢
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マンション敷地内は、排水のための中継桝が多数
設置されています。桝内は水が溜まっていることが
多く、夏場、蚊の繁殖場所となります。数年前に関
東では蚊がデング熱を媒介し、問題となりました。
枚方保健所も紹介している「スミラブ」剤は、殺
虫剤等とは違い、ボウフラの脱皮･羽化を阻害するこ
とで蚊の発生を防除する薬です。
使用した会員マンションでは、かなり蚊が減り効
果を上げています。また、蚊等の羽虫が減ったこと
によりクモも減ったため、クモの巣をとる清掃の負
担も減りました。
（購入される場合 0.5 グラムの小粒
のものをお勧めします）

今年度「マンションすまい･る債」の募集開始
住宅金融支援機構から発行される「マンション
すまい･る債」の募集が始まっています。
https://www.jhf.go.jp/files/400352623.pdf

対応の考え方

募集期間は 9 月 28 日迄です。2020 年度の募集利
率は「0.080％」
（メガバンクの定期利率は 0.01％）
。

施工会社による保証期間（標準 10 年）内では、シ
ーリング劣化は、外壁の漏水が発生していなければ、
法的にはいわゆる瑕疵にはなりませんが、後日のト
ラブル発生に備え、施工者への通知（改正民法に基
づく）と、施工者による点検報告書をとることが考
えられます。保証期間内では上記のように無償修理
をする場合もありますが、期間を超えた時点での発
覚・協議では、施工者対応もメーカーによる協力金
等の対応も難しくなりますので、保証期間内での事
前調査が必要となります。

近年 5 年間の債権利率
2016 年発行 0.313％
2017 年発行 0.080％
2018 年発行 0.152％
2019 年発行 0.143％
2020 年発行 0.102%

初回債券発行：2021 年 2 月 22 日(予定)
発行体格付：ＡＡ+
格付の方向性：安定的
シーリングの劣化状況やその発現時期により、管
(格付投資情報センターによる)
理組合が発注者として行う対応は変わってきますが、
昨年の応募は 2000 年の制度開始以降、最多の
気が付いた時点で、早期に、窓口となる当時の元請
応募口数となっています。
施工者の現地点検と点検結果報告書の査収、対応協
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朝日プラザ香里ヶ丘
エクセランス九条公園
男山団地Ｅ第 1 住宅
グランコープ津田
クレアシティ守口ハーベストゲート
K.K.グリーンタウン東香里 B 棟(2)
香里ヶ丘七丁目アーバンライフ
香里山ノ手アーバンコンフォート
ザ・ライオンズ枚方御殿山
鶴見スカイハイツ
藤和シティホームズ枚方牧野
トーカンマンション枚方牧野
枚方東山住宅
ファミール甲子園浦風町
メロディーフォレスタ枚方長尾
モンセーヌ高槻セレシア
ローズハイツ

NPO(特定非営利活動）法人枚方マンション管理
組合連合会(略称「枚管連」）は、枚方市内の管理組
合の自主的な集まりです。年間数回の交流会を中心
に、情報交換、経験交流の事業を行っています。
◆交流会、メーリングリストなどを通じてマンショ
ン管理で困ったことなどへの対応や、最新の関連
情報などを提供します。
◆マンション管理組合の役員、組合員の方は、事
前申込みによりどなたでも参加できます。
◆提携するマンション管理士等による管理組合毎
の運営簡易診断や各種相談業務を行います。
◆交流会への「お試し参加」は無料で、枚管連へ
の入会義務もありません。
団体会員

12,000 円＋比例費（90 円×戸
数）*比例費は 256 戸以上は
23,000 円で固定

個人会員

4,800 円
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個人会員(18)

枚管連の紹介

年会費
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次年度会費の請求書発行のお知らせ
枚管連の会計年度は 7 月から 6 月となっていま
す。新年度の 7 月に入りましたら、各会員様宛に
会費の請求書を送らせていただきます。
会計業務簡素化の為、振込による入金をお願い
しております。不明な点がありましたら、事務局
までご連絡をお願い致します。

(年度途中の入会は月割計算となります)

【枚管連へのお問合せ・連絡窓口は】
会長： 入口恭子 TEL 090-1592-2829

【編集後記】
現代医学をもってしても新型コロナウイルスを
封じ込めるのは並大抵のことではありません。歴
史に残る出来事となるのでしょう。意識も今まで
とは大きく変わりました。マスク生活、テレワー
ク等、受け止めるのもストレスがあります。
学校再開も学校生活は一変しています。低学年
の子供たちの中には、慣れないマスクに息ができ
ない、と過呼吸になる子もいます。時間をかけて
慣れるしかないと考え、あせらず行きましょう。
（入口）

【枚方マンション管理組合連合会正会員】
(50 音順 2020.5 月末現在)
団体会員(26)

グランパティオ枚方
グランフィーネ枚方長尾
グリーンハウス枚方
グリーンヒル光善寺第二住宅
ダイアパレス枚方サウスピア
D’グラフォート香里ヶ丘
トーカンマンション枚方牧野
中宮第四団地住宅
ひらかた北山アミスタ
フルーレ藤阪
プレステージ枚方エルジオン
牧野駅前ハイツ
メゾン枚方岡山手
メロディーハイム楠葉 5 番館
メロディーハイム枚方
メロディーハイム南楠葉 2 番館
メロディーハイム山田池公園
ラウンドコート星ヶ丘
リバティパーク枚方
ルイシャトレ寝屋川
ルイシャトレ枚方
ルモン枚方公園
ルワージュ・フェルティくずは
レジデンス香里ヶ丘中央
レスタージュ枚方長尾
労住まきのハイツ
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