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第 87 回交流会のご案内 

日時 2021 年 11 月 27 日（第 4 土曜）     

場所 枚方市市民会館 2 階第 6 集会室 

  13:30〜16:00（受付 13 時〜）参加無料 

第 1 部 超高齢社会への備え 

超高齢社会を迎えマンション内にも高齢者が増え

続けます。日常生活、災害時においても高齢者が安

心して住み続けるための具体的な助けとはなにか。

管理組合・行政・民間業者等の対応・支援情報・事

例を紹介し情報交換します。 

  講師：枚管連、アルソック 

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。 

＊お問合せ：枚管連・入口（☎080-7969-8972） 

 

＊会報紙発行の現時点では新型コロナウイルス

の影響による出席人数の制限はありませんが、

資料等の準備も必要なため、出席を希望される

方はメールもしくは電話でご出席人数の連絡

をお願い致します。 

＊状況により市民会館会の使用人数が制限生じ

た場合、会員の皆様に一斉メールで連絡致しま

す。 

＊枚方市市民会館の連絡先：072-843-1122 

 
 

 

枚管連、第 16 期スタート 
―第 16 回通常総会、全議案可決― 

 9 月4 日、枚方市市民会館第 6 集会室で枚管連第 16

回通常総会を開催し、全議案が全員賛成で可決承認

され、第 16 期がスタートしました。 

総会は正会員総数41の内、出席 14、議決権行使7、

委任状 6 の計 27 の会員数で成立

し(参加者 18 名)、各議案につい

て説明と質疑応答が行われまし

た。 

 総会は入口会長より総会出席

への感謝と開会挨拶の後、枚方

市住宅まちづくり課塚本課長＝

写真＝より、今総会への祝辞と市セミナー等への支

援協力のご要請を受けました。 

「全国的な高経年マンションの増加を背景とし、昨

年 6 月のマンション管理適正化法の改正による管理

計画認定制度(適切な管理計画を有するマンション

を行政が認定)の新設、またマンション建替円滑化法

の改正による除却対象の追加などについて見直され、

地方公共団体がマンション管理の適正化推進に取り

組むことが明確化されました。 

実際にマンション管理の課題に直面されている皆

様方のご意見をお聞きしながらこの法改正の趣旨を

踏まえ、市内のマンション管理の適正化に取り組ん

で参ります。」 

 

役 員 5 名 と 職 員 の 体 制 

今期の理事会の運営は、役員 5 名、職員 3 名で行

い、入口恭子氏(ルモン枚方公園)が引き続いて会長

(事務局長兼務)を務めます。 

役員等の紹介は 2 面、総会事例マンションの紹介

は 3 面、事業計画の一部は 4 面に掲載します。 

今後とも引き続き、皆様の活発なご参加とお力添

えを賜りますようお願いいたします。 

 

ＮＰＯ法人 枚方マンション管理 

組合連合会ニュース   第 78 号 

発行・編集責任者  入口 恭子 

☏０８０－７９６９－８９７２ 

2階 第 6集会室 
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【総会での主な説明・質疑応答】 
理事 簡易経営診断の実施後、課題の指摘、指導を

行いました。出来る限り自分達で対応することをお

願いしていますが、特に理事会サポートを必要とす

る事例も複数ありました。サポートにより管理組合

としての対応を一から学び直し、改善し成果を上げ

ていますが、サポート費用についても検討し、議案

としました。課題に真摯に取り組んだ管理組合を事

例報告していただきます。交流会開催が困難な事態

のなか、ネット配信によるセミナーを実施しました

が、今後もテーマに応じて検討していきます。 

会員 （事例紹介：3 ページ目に記載） 

理事 枚管連理事会では、役員 1 名が退任、1 名を

新任として迎え、職員を 1 名増員しました。 

理事 団体専用の回線を設置しましたので、いつで

も電話でご相談ください。役員研修会以外に、居住

者も含めた講演会(勉強会）も行い、管理組合全体

の関心を高められるよう支援します。HP について

は今期の改定に向けて動いています。 

枚管連役員のご紹介 

通常総会で承認された役員は下記の通りです。 

役職 氏名 マンション名 

会長兼 
事務局長  入口 恭子 ルモン枚方公園 

副会長 山村 隆男 ひらかた北山アミスタ 

会計担当 前田 萬恵 
トーカンジェネラス 
香里丘ステラシティ 

理 事 瀬戸 良樹 
ルワージュ･フェルティ
くずは 

監  事 乾  光男 労住まきのハイツ 

上記役員以外に事務局の業務の一部を分担する職

員は次の通りです。 

津田 芳夫 メロディーハイム山田池公園 

高山 淳一 (元)レジデンス香里ヶ丘中央 

堀口 生 フルーレ藤阪 
 

会長挨拶：枚管連の互いに協力して成長する精神を

もとにした活動は、市や大学、様々なところから高

い評価をうけていますが、何よりも会員の皆様が枚

管連の会員として安心していられるよう、いつでも

相談に乗れる体制を維持することが大切です。必要

な情報を収集し皆様にご提供してまいります。 

なんでも相談会 

総会に続き、「なんでも相談会」を開催しました。 

問 マンションゴミ集積所ですが、プラスティック

ゴミ回収日にコンテナからあふれてしまいます。 

答 週一回のプラゴミ回収の為、どうしても量が多

くなります。コンテナ数の不足もあるのではないで

しょうか。ゴミ圧縮もお願いしてはどうでしょうか。 

問 小修繕（器具等）が増えています。修繕積立金

から支出してもいいのでしょうか。 

答 災害等で突発的に高額の修理が生じる場合、修

繕積立金からの支出はあり得ますが、修繕計画にな

いものの支出が増えた場合、積立金が不足する可能

性もあります。必要な設備交換の内容は計画に含め

ることも必要です。 

問 管理委託費の値上げがあり、一般会計が赤字と

なっています。管理会社は変えたくないのですが。 

答 委託業務の見直しが必要だと思います。例えば

戸数からすると管理員が清掃を兼務も可能だと思

います。設備等の点検も、直接契約も可能です。 

問 居住者変動をどのように把握していますか？高齢

者見守り、災害時にも名簿は必要だと思うのですが。 

答 名簿の作成は必要です。管理会社と共有の上、

個人情報保護上のルールを定めた上で、災害時等に

もすばやく情報を利用できるようにしておくこと

が必要ではないでしょうか。 

答 震災時等に「わが家は無事です」といった安否

確認ステッカー（配布済み。常時ドア内側に貼付）

をドア外への貼り出しをお願いし、理事等が迅速に

確認できるようにしています。 

問 役員の一部の人以外活動せず、理事長の負担が

多くなっていますが、どうしたら・・。 

答 枚管連では「管理組合役員研修会」に枚管連役

員を無償で派遣しています。その管理組合の課題を

取り上げ、役員全員が積極的な意識を持つようにサ

ポートし、理事会活動に成果をあげています。 

問 機械式駐車場の利用減、収入減の問題への対応

はありますか。 

答 駐車場は、入居時より全戸一律負担としている

ため、使用料収入も全台数分確保しています。 

答 駐車場の減数が必要ではないでしょうか。 

問 (事務局からのお願い）高齢化に向け、団地型建

物に軽易に設置できる、荷物用の小型リフトを探し

ています。ご存知の方はご一報ください。 
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「牧野駅前ハイツ」-マンション事例紹介- 

「区分所有者の理解を得て、修繕積立金 5,500 円/

月を 12,000 円/月に値上げする！」 

牧野駅前ハイツは、昭和 50 年(1975 年)2 月建築(設

計施工 鴻池組)の築後 46 年の鉄骨鉄筋コンクリート

造のマンションです。L 型 13･14 階建 239 戸です。

牧野駅徒歩 2 分、ライフが目の前、4,300 ㎡の公園

を有する、いわゆる駅近の緑多いマンションです。 

修繕積立金は 5,500 円/月を 30 年間値上げをせず

に来ました。10 年前の大規模修繕工事では約 6,000

万円の借金をして、1.6 億円の大規模修繕工事を行っ

てきました。 

2019 年度の 10 月、理事会のもとに中長期修繕・

財政計画検討委員会(以後、長計検討委員会という)

を理事、公募委員で構成し設置しました。同年 10 月、

枚管連の紹介で、大阪マンション管理士会の講師で

「中古マンションの課題と未来を考える」学習会に

47 名参加、’20 年 2 月「当ハイツの耐震診断と耐震

を考える」学習会を MTK 一級建築事務所を講師に

31 名が参加し、当ハイツの現状と課題を学習しまし

た。 

今後 10 年間で受水槽の地上化、ベランダサッシ・

玄関ドアの改修、10 年後の’31 年に大規模修繕工事

等の改修を考えると修繕積立金が大幅に不足します。

また、30 年間の長期修繕計画(以後、長計という)も、

「長期修繕計画もどき」しかなく、本格的なものが

ありませんでした。 

長計検討委員会で検討する中で、本格的な長計を

作成するためには専門業者の力が必要であることを

痛感し、’20 年 6 月 MTK 一級建築事務所(以後、MTK

という)と契約しました。長計作成にあたっては、 

① 長計検討委員会に MTK 担当者も参加して一緒

に論議検討する。 

② 管理組合二ュース(以後、二ュースという)は’20

年 8 月〜’21 年 3 月の臨時総会まで約 43 号発

行し情報公開に努めてきました。また意見も寄

せて頂くようにし、意見提出票には部屋番号、

氏名、電話番号を記入してもらいました。 

③ 寄せられた意見は二ュースにすべて掲載しま

した。また、質問形式の形で、理事会の考え、

見解をその都度二ュースで知らせました。 

④ コロナ禍ではありましたが、3 密をさけ、20

名以下の人数で対面での説明意見交換会も重

視し 2 階集会室で開いてきました。 

⑤ 長期修繕計画「素案」の全戸配布と討議期間’20

年 11 月末〜12 月末、「案」の全戸配布と討議

期間’21 年 1 月上旬〜2 月中旬 、「正式案・

議案書」の全戸配布と臨時総会に向けての討議

期間 2 月下旬〜3 月 14 日(臨時総会)を行いま

した。その間、区分所有者・居住者との説明意

見交換会を 6 回開催し合意形成をはかってき

ました。 

⑥ また、臨時総会に向けて寄せられた、管理業務

の見直し、駐車場料金見直し等については’21

年 5 月定期総会以降に検討委員会を設置して

対応することにしました。現在、「管理費・管

理業務見直し検討委員会」「駐車場、バイク・

自転車問題検討委員会」を理事、公募委員で構

成し、理事長の諮問に基づき検討を開始してい

ます。 

⑦ 毎週木曜日の 1 時間程度の拡大 3 役会議と月 1

回の理事会に検討状況を報告してきました。拡

大 3 役会議は1 年間に約50 回開催してきました。 

臨時総会は’21 年 3 月 14 日に開催し 100%参加を

目指しました。区分所有者の提出は 223 戸/239 戸(提

出率 93.3%)、承認は総会出席者 14 戸全員と議決権

行使・委任状 201 戸の計 215 戸、(承認率 89.9%)、

不承認 8 戸でした。引き続き、「ご一緒に安全で住み

よいマンションをつくりませんか」と呼びかけ、管

理組合の活動をすすめています。 

(牧野駅前ハイツ管理組合 東野亨・野田隆治)  
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ストップ滞納    注意！！消滅時効期間は 5 年 

管理組合にとって、管理費や修繕積立金、駐車場

使用料、水道料金も含め滞納は大変な痛手となり、

運営に影響がでます。滞納金(債権)は消滅時効により

回収が困難になることを十分に認識された上で対応

しましょう。 

規約や細則で明記された管理費等については、昨

年４月に施行された改正民法で、債権者(管理組合）

が権利(支払請求)を行使できることを知った時から

５年間行使せず、滞納者が消滅時効を主張すれば、

時効により消滅することとなっています。無論、滞

納者が消滅時効を主張せず、時効期間経過後に支払

えばそれは有効です。 

そのため、管理組合としては、５年経過の前に何

らかの対応をする必要があります。 

管理費等の滞納があり、時効期間が迫っている場

合、管理組合としては、滞納者に債務の「承認」を

求める方法が考えられます。具体的には、「○年×月

の管理費の支払い義務があり、それをまだ支払って

いない」ことを滞納者に承認してもらいます。この

「承認」は、形式を問うものではありませんが、後

日、承認をした、していない等の争いが出ないよう、

書面で承認してもらうことが重要です。この場合、

時効が更新リセットされ、その時から再度、５年の

時効期間が進行します。 

しかし、中には、「それはもう支払ったはず」等と、

滞納者が債務の承認をしない場合もあります。この

場合の制度として、改正民法では、「協議を行う旨の

合意による時効の完成猶予」を新設しました。 

滞納管理費の存否も含め、協議を行う旨を書面(電

子メールの往復も可)で合意することにより、１年間

(書面中で１年未満の指定を行った場合はその期間)

時効の完成が猶予され、さらに、その猶予期間内に

合意書面を更新した場合は、最大５年間延長して時

効の完成の猶予がなされます。ただし、どちらか一

方が相手方に協議の続行拒絶を書面で通知した時は

それから６か月後までの猶予となります。 

上記合意書面が得られないとき、その他緊急時には、

配達証明付内容証明郵便による催告により６か月の

完成猶予をとる方法もありますが、１回のみの適用と

なり、協議合意による猶予との併用もできません。 

猶予期間を得ることができれば、その期間内に、

じっくりと滞納者と協議を重ねます。しかしそれで

も、解決ができそうになければ、猶予期間内に裁判

等の手続きを執る必要があります。裁判手続に移行

した場合は、この場合も時効完成が猶予され、判決

確定時に時効が更新(リセット)され、新たに時効期間

10 年間（民法 169 条１項「判決で確定した権利の消

滅は 10 年間」）がスタートすることとなります。 

滞納への対応は時効消滅期間など、時間を認識し、

状況をみながら判断する必要があります。 

          (監修：弁護士法人サリュ) 

 

【枚管連のご紹介】 

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 3〜4 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。 

▲毎月毎月、管理費・修繕積立金を払っているけど、
他のマンションに比べて高すぎない？ 

▲大規模修繕工事を効率的に進めるにはどうしたら
いいの？ 

▲管理会社の対応に困っているんだけれど、誰に相

談していいのかよくわからない。 

〇交流会や個別相談を通じて、マンション管理で 
困ったことなどへの対応や、最新の情報などを 
ご提供します。 

〇会員のマンション管理組合の役員、組  
合員の方は、事前申込によりどなたで 

も参加できます。 
〇交流会への「お試し参加」は無料で、  

枚管連への入会義務もありません。 

 

【枚管連への問合せ・連絡窓口は】 

会長： 入口恭子 TEL 080-7969-8972 

e-mail :info@hirakanren.com 

【編集後記】 

牧野駅前ハイツさんは修繕積立金の引上げの後、

今まで空室だった住戸が賃貸に出されるようにな

り、空室が減ったそうです。マンションにとって住

まわれるということは管理上、また安全面でもとて

も重要なことです。管理費の滞納も解消され、役員

の皆様の大変な努力の賜物と感じます。（入口記） 

ご活用ください 

●簡易経営診断 

100 年マンションを目指すためには、今の状態の

ままで本当に良いのだろうか？問題や課題はないの

か、総会議案書資料や議事録、細則等の書類をもと

に第三者の目を通して、管理組合の体制、財政や管

理運営状況に関して改善すべき点や提案など、基本

的なアドバイスを無料で行います。 

各管理組合で主体的に考えていただく中で、必要

ならば、問題解決に向けたお手伝いを致します。 

●役員研修会 

役員一人一人が自分の役割を認識し協力し合う理

事会は、問題の解決、情報を収集によるマンション

の資産価値の維持や居住者の安心、満足に大きく貢

献します。枚管連では役員を派遣し、それぞれの管

理組合の特徴や課題を取り上げ、役員全員が理事会

活動に関心を持って活発に意見を出し合うことがで

きるよう体制作りに協力しています。 


