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第 86 回セミナー交流会（動画配信）
「個人情報保護法と管理組合」

第 16 回枚管連通常総会

新型コロナウイルスの影響により市民会館の使

日時 2021 年 9 月 4 日（第 1 土曜）
場所

第 77 号

用が制限されたため、第 86 回セミナー交流会は弁

枚方市市民会館 2 階第 6 集会室

護士法人サリュ（枚管連賛助会員）の代表西村学

13:30〜16:00（受付 13 時〜）

弁護士に依頼し講演を動画配信しました。
管理組合が居住者名簿、災害時要援護者名簿な
ど必要な個人情報を保持する場合など、注意する
べき点等をご説明いただきました。

2 階 第 6 集会室

なお、講演内容をまとめた資料詳細版を今号に
併せて配布し、HP 会員の部屋にもアップしますの
で理事会でご活用ください。

枚方マンション管理組合連合会
第 16 回通常総会

理事会傍聴に関する取り決め（枚管連：例）
理事会の会議の傍聴に関しては理事会運営に支
障が生じないようにする必要がありますが、傍聴
により理事会活動に関心を持って頂くこと、次期
役員が引継ぎ前に数カ月理事会に傍聴者として出
席することを枚管連では推奨しています。細則等
がない場合、傍聴申請用紙に「注意事項」として
記載することをお勧めします。
（以下、参考例）

第 16 回通常総会を開催いたします。送付してい
ます総会議案書をご一読願います。正会員（議決
権 1）の組合員の方はどなたでも出席し発言して
いただくことが出来ますが、新型コロナウイルス
感染対策上、会場の入室に人数制限が生じており
36 名程となっています。事前に必ず出欠の通知を
頂きますようお願いいたします。当日は、手洗い、
マスクの着用をお願い致します。発熱、風邪のよ
うな症状のある方は出席をお控えください。

1 傍聴者は組合員に限ります。
2

交流会「なんでも相談」

傍聴中の発言、資料配布その他議事の進行を妨
げる行為はご遠慮ください。

総会終了後、会員間の相互交流を促進するため
「なんでも相談」を開催します。
なお、枚方市住宅まちづくり課より塚本課長様
が来賓出席されます。

3

枚管連連絡先のご案内

5

議事の内容によっては、当事者への配慮のため
非公開とする場合があります。

4

個人情報の取扱いについては十分注意致しま
すが、知り得た場合は守秘願います。
議長の許可を得た場合を除き、録音、撮影はで
きません。

枚管連連絡用の電話回線を設けました。
電話回線：０８０－７９６９－８９７２
メールアドレス：info＠ hirakanren.com

6

その他、議長の指示に従ってください。

7 以上を遵守できない場合は、退室頂き、次回以降
の申請を承認しない場合があります。
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駐車場設置に関する基準の見直し（報告）
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それまでの間も、個別の管理組合からの相談は
交通対策課で受け付けるとのことです。

昨年 6 月末にマンションの駐車場設置基準に関

皆様のご協力により、かねてより懸案であった

して、会員の皆様にご協力いただき、駐車場の利用

駐車場の設置台数の削減の取扱いが明確になりま

状況を参考情報(管理組合名と経過の一部は伏せ

した。今後も皆様からの要望について検討してま

ています)として提示し、市開発調整課と協議しま

いります。

した。条例に基づく開発基準（マンション新築時の
駐車場設置台数）について、経年で車の保有台数

長期修繕計画の組合員周知について

が減った場合、駐車場区画数の削減を可能とする
柔軟な運用制度の検討を枚方市でも取り組んでほ

長期修繕計画と計画実施に伴う修繕積立金計画は、
区分所有者にとって最も重要な議案の一つです。
この重要な計画を総会議案として区分所有者に
説明や配布を行なっていない管理組合が枚管連会
員の中にもあることがわかりました。また、その
ような管理組合では修繕積立金も不足しており、
各戸あたり数百万円の一時金の徴収（マンション
としては数億円）が必要という状況も確認されて
います。

しい旨要望しました。
今年 6 月に「開発事業等の基準等の見直し」と
して条例改正のパブリックコメントが実施されま
した。その中で、マンションの新規開発時の駐車
場設置台数について、従来の基準を改正し、「戸数
に対して 50％以上（商業地域は別途）」とされて
いますが、既存のマンションについては「既存の
住宅及び施設の設置台数を変更する場合の取扱を

国土交通省は長期修繕計画ガイドラインの中で

追加」のみとなっていたため、以下の意見を枚管

「管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立

連より提出しました。

金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説

「既存の集合住宅については、今後、経年によ

明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明す

り居住者の高齢化、空室の発生、自動車保有世帯

るとともに、決議後、 総会議事録と併せて長期修

の減少等から、自動車保有台数の減少とそれに伴

繕計画を区分所有者に配付するなど、十分な周知

う利用料収入の減少が見込まれます。その一方、

を行うことが必要です。」と記載しています。

特に機械式立体駐車場は、老朽化に伴う維持保

「長期修繕計画」は適切な建物管理と維持のた

全・更新費用の増大から、財政面での健全な管理

めの計画であり、高額な設備の修繕工事や交換が

運営に支障をきたすケースも想定されます。この

含まれていないと建物や設備維持に支障をきたし

ため、既存分譲マンションの駐車台数基準につい

ます。また、修繕計画があったとしても、修繕積

ては、駐車場の不足時においては敷地周辺での路

立金が不足していると適切な時期に大規模修繕工

上駐車を発生させないよう、敷地内もしくは近隣

事を実施出来ず、マンションとしての資産価値や

での借上げ駐車場により適宜確保することを条件

機能を損なってしまう「管理不全」に陥る場合も

に、経年あるいは居住者実態による余剰駐車台数

あります。その場合、各戸に数十万の不足金が請

分の駐車場廃止を可能として頂きたい。また、駐

求されたり、数年ごとに毎月の修繕積立金が増額

車場台数規定の適用以前の既存マンションについ

し続け、区分所有者に大きな負担を与え、金額に

ても、上記の考え方から個々の実情に即した運用

よっては一時金を支払えない人や積立金滞納者の

を願います。」

発生にもつながりかねません。
会員の中には、既に長期修繕計画を再検討して
説明･配布し、慢性的に不足していた積立金計画も
改善した管理組合もあります。
長期修繕計画に関する総会決議の際は、長期修
繕計画書を配布し、必要な説明も加えましょう。
なお、現時点の国交省のガイドラインでは長期
修繕計画は、約 25〜30 年で計画し、約 5 年ごと
に見直しを行うよう推奨しています。

なお、条例改正は少し先ですが、今回の基準の
改正では、既存分譲マンションの駐車台数につい
ては、新規開発時の基準(戸数の 50％)の適用を認
める旨、基準に明記するとのことでした。
その他、詳細な運用(外部駐車場の借上げによる
台数置き換えが可能か、現行基準適用前のマンシ
ョンの扱い、その他個別事情の取扱い等)について
は、条例公布後、追って市に確認しお伝えします。
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長期修繕計画に基づく工事実施の議案について

専有部配管取替を長期修繕計画へ

長期修繕計画に基づく工事等の実施は、議案と
して計画を説明の上、総会承認を受け実施します
が、総会議案に長期修繕計画上の予算のみを記載
し、見積等を実施せず全て「理事会に御一任くだ
さい」と記載している管理組合が見られます。
理事会は説明責任があり、工事等の承認を得る
際は、修繕や交換工事の具体的な実施内容、メー
カー、工事業者、計画上の予算と相見積による実
際の工事金額（予備費を含めることも可）、実施理
由や経緯（単に時期が来たから交換する、ではな
く法定交換や不具合の状況を説明）を説明したう
えで承認を得る必要があります。
概算予算のみ計上する場合もありますが、集会
室の大型エアコンが修繕計画に上がっているが、
使用に問題はないが突然の故障もあり得るため、
などです。
また、長期修繕計画の設定された年にその通り
実施する必要はありませんが、計上しない工事が
あればその理由（点検等で不具合の報告もなく、
使用できると判断した）も記載してください。
想定外の急な支出が生じることもあります。一
定の金額を予備費として計上しておき、緊急な場
合は上限額を定めて理事会決議による実施の承認
を得ることも可能です。その場合、事前に管理組

マンションの共用配管の交換については長期修
繕計画に計上されますが、専有部の配管は各戸で
実費負担とされています。しかし配管からの漏水
（特に高経年マンション）は専有部配管から生じ
ることが大変多く、漏水は共用部である躯体への
影響もあるため、漏水原因の調査費用や階下等へ
の賠償が管理組合の保険から支払われ、結果、保
険料の値上がりが生じることもあります。
専有部配管を各区分所有者の判断に任せている
と、漏水等が生じない限り、交換工事を実施され
ないことが多く、建物への影響や漏水事故による
トラブルを考えると、一定の時期に配管交換を実
施することが望ましいと言えます。
この観点から、今年 6 月「マンション標準管理
規約」の改正に際、第 21 条(敷地及び共用部分等
の管理)について配管類に関して以下のコメント
が記載されました。
「配管の取替え等に要する費用のうち専有部分
に係るものについては、各区分所有者が実費に応
じて負担すべきものである。なお、共用部分の配
管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行
うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で
行うよりも費用が軽減される場合には、これらに
ついて一体的に工事を行うことも考えられる。そ
の場合には、あらかじめ長期修繕計画において専
有部分の配管の取替えについて記載し、その工事
費用を修繕積立金から拠出することについて規約
に規定するとともに、先行して工事を行った区分
所有者への補償の有無等についても十分留意する
ことが必要である。
」
専有部配管の交換費用を長期修繕計画に追加し
た場合、修繕積立金の検討も必要になりますが、
建物の安全維持につながることから、専有部配管
の取扱いについて理事会で検討されることをお勧
めします。

合ニュースで説明し、翌年の総会で報告すること
となります。
基本的に修繕積立金の取り崩し（支出）は長期
修繕計画に記載（計上）されているものでなくて
なりませんが、地震被害等により小修繕を超えた
費用が生じる場合、修繕積立金からの支出もあり
ます。ですが、長期修繕計画にない修繕を修繕積
立金から支出ばかりしていると修繕積立金が不足
しかねません。管理組合は修繕積立金計画が計画
に沿って積み立てられているか、確認するように
してください。また、長期修繕計画に設備等の修
理・交換工事の抜けがないか内容を注意して確認
してください。
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「ストップ✋

滞納問題は管理組合が抱える問題で最もやっか
いなものです。滞納者が多い場合、他の納入者に
意識低下が波及する可能性もあります。解決され
ない場合、理事会への不信にもつながります。
滞納が生じた場合、管理会社とも連携し、理事
会が対応する必要があります。管理会社は滞納の
督促（書面の通知、架電、）は行いますが、訪問督
促は行わないことが多く、それ以上の対応も行え
ません。
理事会の際は「滞納者、滞納期間、滞納金額」
を確認し、滞納の進捗（全く納入していないのか、
少しでも納入されているか）把握してください。
役員全体が把握し対応を協議してください。
（役員
には守秘義務があることも伝え、傍聴者がいる場
合は滞納の協議の際は、退席していただきます）。
理事長が中心となって滞納者を訪問し、配慮しな
がら話を伺い納入を促してください（できれば話
し合いは集会所等が望ましい）
。訪問の際は滞納状
況、振込先が記入された用紙を持参ください。
大切なことは、滞納に関する理事会対応につい
て管理組合ニュースに定期的に（年に一回は）記
載してください。
規約にある通り遅延損害金の徴収を実施する

②

駐車場等の使用について〇か月滞納が続いた

2021 年 8 月 30 日

役員変更の届出のお願い

滞納！！」理事会対策

①

第 77 号

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。
e-mail : info@ hirakanren.com

【編集後記】

正会員（団体・個人）に皆様へ第 16 期（7 月
〜）のマンション管理組合正会員様への請求書を
総会議案書に同封させていただきました。どうぞ
宜しくお願い致します。不明な点がありましたら
事務局までご連絡下さい。
会員の皆様への情報提供や困ったときの相談
などいつでもお受けしています。この度、枚管連
へのご連絡用として携帯（ソフトバンクのガラケ
ー）を購入しました。かけ放題込みで月額約
2,200 円です（別途、携帯保証で 440 円も契約し
ました）。ご相談等の際は事務局よりかけ直しま
すのでいつでもご連絡下さい。
管理組合様で役員用や事務所用として携帯を
ご検討されるようでしたら、枚管連から同様に購
入できるようご紹介できます（枚管連紹介が必用
とのことです）
。事務手数料、機器代不要です。

場合は解約の対応を行う
③ 滞納宅訪問、内容証明通知、支払い督促、少
額訴訟等も含め管理会社だけに任せず理事会も
迅速に対応する。

［役員・職員を募集］
枚管連の役員や職員など、ご協力いただける方
を募集しております。会議は月一回にまとめ、あ
とは役員メールで連絡を取り合い対応していま
す。マンション関連情報や技術をお持ちの方はも
ちろん、情報を集めたい方、こんな内容を扱いた
い、滞納対応をもっと知りたい等、管理組合での
経験を活かしご提案、一緒に取り組みましょう。
(入口記)

滞納問題は理事会役員が協力し対応しなければ
解決できない問題であるとの意識を強く持ち対応
していることを伝えてください。区分所有者の皆
様が様々な状況で家計をやりくりし、きちんと納
入していただいていることへの感謝や、預かった
管理費や修繕積立金を細心の注意を払い大切に管
理している事、居住者どうし、滞納の督促は役員
としても大変な重荷となるため納入に協力してほ
しいことを伝えましょう。
枚管連の会員の中でも管理組合ニュースで滞納
への対応を伝え、理事会の真剣な説明と訪問によ
り、複数の滞納者が納入を始めたことが報告され
ています。
訪問しても会えない場合は、内容証明は効果的
と言われています。
法的な手続きに必要な費用を滞納者に請求でき
るよう管理規約に定めておくことも必要です。

ご利用ください
●管理組合の個別相談･支援 (随時対応)
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。
役員交代時の研修会は特に評価をいただいて
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 ☎ 080-7969-8972)
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