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水道局による各戸直接検針の拡大について

第 86 回交流会のご案内

枚方市では集合住宅等の上下水道料金の検等に
ついて、①水道局が設置する親メーターのみの検
針を行う方法（一括検針･一括支払）と、②水道局
が各戸の検針を行う方法（各戸検針･各戸徴収）
」
の 2 種類の検針方法があります。
①は管理組合が一括で水道使用料を市に支払
い、各戸分は管理組合が管理費と一緒に徴収する
方法です。各戸からの徴収と市への支払いの料金
差益が生じ、各戸の子メーター交換の際の補助金
は出ませんが、ほとんどの管理組合では料金差益
から交換費用を賄えています（管理費の滞納があ
る場合、当然ながら水道代も回収対象となりま
す）
。
②の各戸検針については、H19 年度までは 5 階
建以下、または各住戸の子メーターを 1 カ所に転
送し検針する集中検針盤(遠隔指示式集中メータ
ー）を設置している集合住宅等に限られていまし
たが、上下水道局と協定を締結することにより、す
べての集合住宅等で、直接、各戸に設置されている
子メーターの検針による料金支払が可能となりま
した。
各戸検針に切り替える場合、集中検針盤の設置が
不要となるため、維持･交換費用が削減され、また
管理会社による各戸の検針が不要となり、若干です
が管理委託業務の費用削減の要素にもなります。
注意点は、それまで集中検針盤に検針を遠隔転
送していた既設の各戸子メーターでは直接検針が
できない場合が多く、新たに直読み式の子メータ
ーへの交換が条件となることです（直読みの子メ
ーターは 8 年毎に交換しますが、取替価格は半分
以下になり、この点でもメリットがあります）。
検針方法の変更を希望する場合、メーター交換
等の条件を確認の上、市との協定書を交わすこと
になります。
市による直接検針の場合、8 年毎の子メーター
交換時に、現時点ではさらに補助金も出ますので、
子メーターの交換のタイミングも含め、事前に市
にお問い合わせください。
上下水道局お客様センター：072-848-5518

日時 2021 年 6 月 6 日（第 1 日曜）
5 月 23 日（日）から変更しています
場所 枚方市市民会館 2 階第 6 集会室
10:00〜12:00（受付 9：45〜）参加無料

2 階 第 6 集会室

第 1 部 個人情報保護法と管理組合
管理組合は高齢者対応、滞納問題、議事録等、
個人情報の記載や閲覧、傍聴等、個人情報に関わ
ります。管理組合としてどのような注意が必要と
なるのか、相談も含め検討します
講師：弁護士法人サリュ

第 2 部 なんでも相談会
マンション管理に関する相談に実績、経験を有
する会員が情報を提供します。今回は弁護士、司
法書士が参加しますので、ふだん訊けない法律関
係のご相談もお寄せください。
＊新型コロナウイルスの影響により出席人数の確
認を行っています。出席ご希望の方は、事前にメ
ールまたは電話でご出席人数の連絡をお願い致し
ます。
(ご連絡先) 事務局 e-mail：info@hirakanren.com
☎ 090-1592-2829 (入口)
＊状況により市民会館の利用が中止される可能性
があります。その場合、交流会は延期となります。
延期の場合は会員の皆様に一斉メールで連絡致し
ます。
＊メールを登録されていない方は会場が利用中止さ
れていないか確認のうえご出席をお願い致します。
枚方市市民会館：072-843-1122
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2021 年は法定定期報告の実施年度です
今年は、大阪府下のマンションで、3 年毎に実
施される建築基準法第 12 条「定期報告」の年です。
大阪建築防災センターへの提出期限は 12 月 25
日で、コロナ禍のもと郵送受付になります。
調査項目は以下の内容です。
特定建築物調査
建築物の敷地・地盤・外部・屋上及び屋根・内
部・避難施設等・塀・擁壁・石綿・建築設備に関
する事項
建築設備検査
機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装
置に関するもの
防火設備検査
随時閉鎖式の防火設備（防火扉、防火シャッタ
ー、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等）に
関するもの
平成 23 年に完全義務化された 10 年毎の「外壁
の全面打診等の調査」については、調査後 3 年以
内に外壁改修を施行予定の場合は不要とされます。
ただし、近年、防水技術の向上もあり、大規模修
繕工事の施行間隔は 15〜16 年と延びており、13
年周期の外壁改修で全面打診調査不要というのは、
実情と合わなくなってきています。
大阪建築防災センターにこの件を問合わせたと
ころ、上記の状況（13 年目を超えても全面打診を
実施しない）の報告を行った場合、報告に対して
「要是正」の行政指導がつきます。もし、調査報
告の内容を虚偽記載（長期修繕計画等で、外壁改
修の実施予定がないのに、前回調査から 13 年目に
改修を実施予定の旨記載する等）や報告自体をし
ない場合、法では 100 万円以下の罰金とされてい
ます。
「要是正」はつきますが、報告自体は受理さ
れますので「実施していない」という事実を報告
してください。
報告は管理会社を通す場合も多いと思いますが、
報告者はあくまで管理者(理事長)です。理事長は
未実施事項の有無、不具合等の報告内容について、
聞き取りでも良いので確認してください。
全面打診だけでなく、設備等の「排煙窓の開閉
や非常用の照明装置」等も調査に含まれるように
なっています。前回の報告に「要是正」項目がな
いかも確認を行ってください。
また、
「要是正」について、特定行政庁の各市の
窓口によっては「改善計画書等」が送られてくる
場合はありますが、対応が異なります。枚方市で
は要是正項目がある場合、すべてではなく、指摘
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事項の中で指導が必要と認められる場合、文書等
による改善指導や勧告をおこなっています（安全
が特に脅かされるといった特殊な事情、例えば、
ブロック塀が崩壊しかけているような場合等があ
てはまります）
。
先日、まだ築 8 年の集合住宅で階段が崩落し居
住者が死亡しました。踊り場に使用された部材が
義務付けされている防水加工がされておらず腐食
していたことが原因です（業務上過失致死で捜査）。
そのような違法仕様の採用や違法増改築、防火
管理上の重要な注意義務違反、また民法の不法行
為による損害賠償や、工作物等の所有者責任によ
る損害賠償に問われることとなると、100 万円ど
ころの話ではありません。
建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発
見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的で
す。点検および報告を行わず事故が生じた場合、
管理組合の責任はより重大です。
不具合や問題が生じていないか、調査を上手に
活用してください。報告書内容は必ず理事会議題
として確認し、居住者にも報告を行いましょう。
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
2021 年度の募集利率は「0.120％」
（メガバンクの
定期利率は 0.002％）です。
近年 5 年間の平均利率
2017 年発行 0.080％
2018 年発行 0.152％
2019 年発行 0.143％
2020 年発行 0.102%
2021 年発行 0.080％
初回債券発行：2022 年 2 月 21 日(予定)
発行体格付：ＡＡ+
(格付投資情報センターによる)
【注意】募集期間は 10 月 15 日迄ですが、募集口
数に上限があるため上限に達する見込みとなった
場合、応募受付終了日が前倒しされる可能性があ
ります（今年度募集分から「抽せん」制度が廃止
されました）。申込みにあたってはご注意下さい。
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コロナ下での総会開催の留意点
新電力契約の際の注意点
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
電力自由化により電力会社を選択できるように
い、議決権行使を含めた最終決議に達するという
なりました。費用負担も不要で契約を切り替える
流れにあると考えられますが、今の状況下では、
だけで共用部電気料金を引き下げることができる
総会を開催しても、議決権行使書や委任状による
形式的な総会となる可能性は大きいと思われます。 ため、管理組合として検討する理由は十分あり、
枚管連の会員間でも利用されています。
したがって、事前に配布する議案書は、議案の趣
契約の際の注意点ですが、①削減額（割引率）
旨、経緯、解説やＱ＆Ａを付すなど、議決権者が自
の見積を取る（電気のご使用状況により異なりま
宅で議案内容を十分に理解できるよう、丁寧に作成
すので使用状況、使用量がわかる明細が必要）
、②
する必要があります。
また、平素より管理組合ニュースで理事会の検討
契約年数、③契約中に解約した場合の違約金の確
議題の進捗を伝えておけば、より状況の理解が得ら
認をしてください。また、④電気の市場価格が高
れます。総会議案書で管理費や修繕積立金の値上げ
騰した場合、市場連動型のプランでは電気料金が
等が突如議題として知らされることにより住民か
値上げされてしまう場合があるため（今年 1 月の
ら厳しい反応を受けることがあります。
電気料金の請求に相当の値上げが生じました）、電
枚管連会員のある管理組合では、管理組合ニュー
気料金単価が固定している契約か確認してくださ
スで常に進捗を伝えたうえで、丁寧でわかりやすい
い（これは電気料金の一律値上げとは異なりま
総会議案書を作成し、質疑応答書による対応も行っ
す）。⑤管理規約により総会承認または報告を。
た結果、15 もの議案（うち 4 つは特別決議、管理費
電力会社により、再生可能エネルギー使用等に
やその他の値上げ含む議案あり）に承認を得ました。
よるＣO2 の排出抑制の度合いや電源構成などが
別の管理組合では、管理組合ニュースに加え、ア
異なります。総会等での質問に対応できるよう、見
ンケートや少人数での住民説明会を実施し、この過
積に先立ち確認しておくことが望ましいでしょう。
程で出た質問には議案配布前にすべて返答しまし
見積を複数社に依頼し（枚管連賛助会員もご利
た。修繕積立金が現在の倍以上の値上げとなる議案
用ください）、切り替えをご検討されてはいかがで
でしたが承認を得ることができました。
しょうか。
賛否が分かれると想定される案件については、
事前にアンケートを実施し組合員の意向を把握の
上議案を作成し、議案配布後の質疑の受付、回答
ご利用ください
配布等を行うことで、円滑な議決に結びつくよう
●管理組合の個別相談･支援(随時対応)
留意の上、ご準備ください。
管理運営上の諸問題に、専門家も交え随時ご
相談に応じます(原則無料)。内容によっては出張
にて対応します。
防 犯 カメラ設 備 はお任 せください。
役員交代時の研修会は特に評価をいただいて
安心と安全をカタチに
おり、各管理組合の状況や課題に応じて対応し
ます。
その他、ご遠慮なくお問い合わせください。
(事務局 ☎ 090-1592-2829)
有限会社
代表取締役 川上 良二
営業担当
佐々江 清孝

役員変更の届出のお願い

〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町 3 丁目 3-19

役員変更があった場合、枚管連事務局まで理事
長様、枚管連窓口様の変更届出をお願い致します。
メールでのご連絡もあるため、ご登録いただけ
る方のメールアドレスのご登録もお願い致します。

TEL072-838-8901/FAX072-838-8902

E-mail： sasae@tsps.co.jp

(事務局)
☎ 090-1592-2829 (入口)
e-mail : info@hirakanren.com
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ンション敷地売却を可能に、建替時の容積率特例）
②バリアフリー性能が確保されていないマンショ
ン等（建替時の容積率特例）が追加されました。
また、要除却認定を受けた老朽化マンションを含
む団地において、敷地共有者の 4/5 以上の同意に
よりマンション敷地の分割を可能とする制度が創
設されました。
枚管連は、管理組合が適切な管理を行い 40 年、
50 年、100 年でも建物を維持し居住者の生活を守
っていくために協力することを目指しています。
管理組合一つ一つが自分達で対応できるよう成長
に協力することが役割だと認識し、対応してまい
ります。

マンション管理適正化法の改正の概要と考え方
昨年 6 月、
「マンションの管理の適正化の推進に
関する法律」及び「マンションの建替え等の円滑
化に関する法律」が改正、公布されました。
全国の築 40 年超のマンションは、2018 年末の
時点で 81 万戸、10 年後に 198 万戸、20 年後には
367 万戸となる見込みです(H30 マンション総合調
査)。その一方で、マンションの建替えは累計 244
件、約 19,200 戸(H31.4 月現在)に留まっており、
高経年マンションの増加に対応し、国はマンショ
ンの管理及び再生に関する現状と課題を検討しま
した。
マンションの管理についての課題は、
●高経年マンションにおける区分所有者の高齢化
（非居住化による管理組合の役員の担い手不足等）
、
●マンション管理の専門化・複雑化（合意形成の
困難さの増大）
●既存住宅流通量の増加、管理情報の不足（管理
状況等に対する情報ニーズの高まり）
●適切な長期修繕計画の不足や修繕積立金の不足
（必要な修繕がなされない懸念）
など。
そのため、マンション管理適正化法が改正され、
国及び市(地方公共団体)が策定する管理適正化指
針に基づき、市は管理の適正化のために、必要に
応じ管理組合に助言及び指導を行うことができる
こととなりました。
管理運営が著しく不適切である管理組合には勧
告を、また、新たに設けられた管理計画認定制度
により、マンション管理適正化推進計画を定めた
市は、一定の基準を満たすマンションの管理計画
を認定することができます（管理計画認定制度）
。
つまり、行政の役割が強化され、行政から管理組
合に対して管理状況や資産管理についての勧告や
指導、また認定基準にもとづいて評価する仕組み
がつくられています。
評価により、マンションの資産価値に影響を与
える可能性があります。枚管連では、管理組合が
主体性を持って適正な管理運営を進められるよう
相互支援しており、管理計画認定の基準をクリア
することは可能と考えています。

【編集後記】
①大阪の賃貸マンション 2 棟がハの字に向き
合って傾き、上階がすでに接触しているというニ
ュースを見ました。倒壊も指摘されているようで
すが、それでも数十世帯以上、居住されていると
いうことでした。賃料が比較的安いようですが、
もしもの際の代償は命です。非常に驚きました。

②窓を開けることの多い 5〜6 月、9〜10 月に
ベランダ、窓からの子供の転落事故が増加しま
す。事故が起きればどうやっても小さな命を取り
戻すことはできません。
新型コロナの影響で自宅にいる時間も多くな
っています。ベランダに足がかりになるような物
を置いていなくても物干し台には手が届きます。
転落事故の年齢で多いのは 4 歳児（平均的に 100
センチ）とのことです。身長が手すりに届かない
子供でも転落事故につながる、管理組合としてで
きることは危険を知らせることです。（入口記）

マンションの再生については、マンション建替
円滑化法の改正により、除却（建物の解体）の必
要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のもの
に加え、 ①外壁の剥落等により危害を生ずるおそ
れがあるマンション等（4/5 以上の同意によりマ
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