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理事会運営は、輪番制理事だけでは運営のノウ
ハウの蓄積は難しいと言えます。継続理事や委員
会活動など、継続的な理事会運営の検討をお勧め
します。
私たちの住まいは集合住宅であり、合意形成の
難しさを感じることもあるかもしれません。管理
組合ニュース（管理組合便り）を定期的に発行し、
説明を重ね、理解が得られるよう努力し、分かり
やすい総会議案書の作成も心がけましょう。
枚管連事務局は一つ一つの管理組合様をできる
限り丁寧にサポートしたいと考えています。管理
組合に出向き、役員講習会、説明会、講演会も行

会員の皆様、謹んで新年のお祝いを申し上げま

っていますので、ご活用ください。

す。昨年も皆様のご参加、多大なご協力をいただ

今年度も、枚管連は「楽しい管理組合を作ろう、

き大変感謝しております。皆様にご協力いただき、

賢い区分所有者になろう」を掲げ、必要な情報を

近々の条例改正で、開発基準での既存分譲マンシ

少しでも多くご提供できるよう取り組み、交流会

ョンの駐車台数については、新規開発時の基準(戸

その他事業を開催して参ります。

数の 50％)の準用を基本に、実態に即した運用を

本年が皆様にとってより良い年となりますよう

進める運びとなりました。全国でも対応はまだ限

願いながら、新年のご挨拶とさせて頂きます。

られているなか、成果を上げることができました。

枚方マンション管理組合連合会

皆様のご要望に応じ行政からも信頼される団体と

会長 入口恭子

して貢献していきたいと考えております。

第 88 回交流会のご案内

長期修繕計画の形骸化や修繕積立金の不足とい
った問題を背景に、マンション管理適正化法が改

日時 2022 年 2 月 19 日
（第 3 土曜）

正され、行政の役割を強化し、行政から管理組合

場所 枚方市市民会館 2 階第 5 集会室

に対して管理状況や資産管理についての勧告や指

13:30〜16:00（13 時受付）参加無料

導、また認定基準にもとづいて評価する仕組みが

第1部

つくられます。その評価が、マンションの資産価

管理組合と滞納問題

値に影響を与える可能性もあります。管理会社に

滞納はどの管理組合でも生じかねない、運営に
影響する深刻な問題です。管理組合の取組や、法
業務委託をしている管理組合は多いと思いますが、
的な対応の注意点をご説明致します。
任せっぱなしではなく、管理組合が主体性を持っ
講師：枚管連、弁護士法人サリュ
て適正な管理運営を行う必要があるということで

第2部

す。枚管連はその為に相互協力しています。交流

なんでも相談会

会では管理運営のための必要な情報をお伝えし、

マンション管理に関する相談に実績、経験を有
なんでも相談会では多彩な経験を交換しています。 する会員が情報を提供します。
管理組合一つ一つが試行錯誤し考えて来られた内

◆交流コーヒーブレイク（可能であれば）

容は本当に参考になります。交流会に参加できな

コーヒーを飲みながら自由に交流、情報交換を
できる時間です。
＊お問合せ：枚管連・入口 ☎ 080-7969-8972

い会員も、メーリングリストで情報交換を積極的
に行いましょう。
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問：チェーンをしている場合はどうなりますか
答：契約の際、緊急時の切断のご了承を得ます。
アルソックでは各管理組合に出向き、説明会も行
っています。国土交通省からの資料として「宅地
建物業者による人の死の告知に関するガイドライ
ン」も参考にして下さい。

第 87 回交流会を開催
11 月 27 日(土)に枚方市市民会館第 6 集会室にて、
定例交流会を開催しました。

【第 1 部】超高齢社会へ管理組合として備える
「超高齢社会」は、役員のなり手不足や居住者
の孤独死、ゴミ屋敷、滞納といった多くの問題を
生じさせ、マンションの資産価値にも影響します。
その中で、居住者のニーズに合わせ選択できる多
面的な情報の提供が必要です。

【第 2 部】コーヒータイム＆なんでも相談会
問：バイク置き場の使用細則はお持ちですか。バ
イクカバーに放火があってカバーしないという
ことになっていますが、定めがありません。
答：バイクも含め駐輪場使用細則で良いのでは？
カバー以外も放火される可能性もあるので、防犯
カメラ、人感センサーライトの導入はどうですか。
問：共用部の消毒はどうされていますか。管理員、
清掃員がしていますか。
答：管理組合の指示により清掃員が午前・午後実
施しています。休みは居住者がボランティアで実
施しています。
問：集会所、ゲストルームの使用、イベント、総
会、避難訓練はどうされていますか。
答①：避難訓練は移動無しで安否確認マグネット
シールを掲示する訓練をおこないました。AED の
使用や避難食の提供もしました。答②：体育館は
使用開始しました。ゲストルームはまだ不可とな
っています。答③：労住では防災マニュアルがあ
り HP から取り出せます。答④：枚方市からも昨
年防災マニュアルが配布されています。答⑤：消
防訓練で廃棄する消火器を使って訓練しています。
答：災害時のトイレの使用も含め配管の確認を行
う初動マニュアルを作っています。(下記注)
答：配管状態のチェックは専門的知識も必要かも
しれません。配管図全ての点検口設置も必要です。
問：年齢も含めた居住者名簿を作れていません。
答：国の指導でも名簿作成を勧められています。
適切な説明を行うことが大切です。緊急時の連絡
の為にも居住者名簿は必要ではないかと思います。

1. 管理組合ができること
管理組合は適切な管理のうえ名簿作成をおこな
い、支援やサービスの情報を伝えることが重要。
【事例紹介：労住まきのハイツ】
積極的に居住者の情報を把握するように動いて
います。新しい入居者には活動案内し、催しを記
載したカレンダーを全戸配布しています。コミュ
ニティ活動を盛んにすることが管理組合の役員確
保のうえでも必要だと考え、老人会、ボランティ
アなどの活動を積極的に支援する姿勢でいます。

2. 高齢者への支援事業
枚方市から「高齢者サービス利用の手引き」が
出されており各住戸に配布を勧めます。各住戸ま
で一般ごみの回収を行うなど、行政も高齢者に対
しての体制をかなり多方面で整えています。

3. 民間サービス（講師：アルソック）
防犯（セキュリティ）を業務とする民間企業が、
高齢者の増加に伴い、有料で「見守りサービス」
を提供するようになりました。意識を失った場合
の発見や鍵の預かりによる駆け付け等、多種多様
な見守りサービスの説明を受けました。カメラを
設置しご家族による見守りもありました。
問：鍵の保管を管理組合で行うことは可能ですか。
答：管理組合事務所に鍵の保管箱を設置しカード
キーであけているところもあります。
問：トイレの開閉による見守りの設定時間は？
答：12 時間と 24 時間の設定が可能です。
問：マンションで複数契約の割引はありますか。
答：ございます。
問：防犯ベル契約はすでにあるのですが、細かな
契約を追加することはできますか。
答：非常ボタン以外の契約が別途必要です。
問：鍵だけを預かること（一人暮らしの入院中な
ど）は可能ですか。
答：今のところ鍵だけを預かる契約はありません。
問：警報以外での出動は可能ですか。
答：警報での契約をされている以外でも可能です
が別途料金(3,000 円)が必要です。

*****************************
久しぶりの交流会を楽しむことができました。摂
南大学の山根先生、枚方市の奥野議員も参加され、
大変熱心に聞いておられました。

災害時のトイレ使用確認について
災害時のトイレ使用マニュアルについては、下記
URL にマニュアル作成例を
含む作成の手引き(42 ペー
ジ)が掲載されています。各
管理組合の状況を確認し検
討、作成してみてください。
https://toilet-magazine.jp/disaster/1428
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調査によると駐車台数の増加は見込めない事が分
かりました。一部停止した設備は将来埋め立てを
2022 年度総会議案書に提案する事を検討してい
ます。
枚管連の活動方針である、自立した管理組合を
目指す事には大変興味が有ります。道半ばですが、
管理組合が管理会社を通さず工事見積を取る事が
出来れば自立に大きく近づく事に気が付きました。
2023 年度には大規模修繕工事の実施を考えてい
ますが、管理会社に丸投げをしないためには、工
事発注の判断材料のひとつとして、枚管連の賛助
会員の受注実績・業務内容情報の充実が重要であ
ると考えています（現在、枚管連ホームページの
賛助会員データを整備中です）。
2021 年度では私の理事長も 3 年目になり、区分
所有者様の顔も覚えて来ました。管理組合の役員
の中では自主管理を進めようというご意見も有り
ましたが、1 年交代の輪番制度だけでは相当ハー
ドルの高い話です。区分所有者様の中でも現役会
社員様、自営業者様にはなかなか時間が有りませ
ん。私の考えですが自立した管理の理事会運営を
目指すのであれば、余裕時間の有る定年退職者様
等の力も必要です。
理事会組織を改善するには月 1 回程度の理事会開
催ではこと足りず、
日常の連絡調整や専門委員会との
分業も視野に入れていくことが必要ではないでしょ
うか。輪番制度は公平性を保つことはできますが、1
年任期の交代だけでは、
継続的な自立した管理が難し
く、結局は管理会社に頼りがちになります。書類の内
容をよく確認せず判を押すだけの理事会では誰が得
をするのか考えて頂きたいと思います。無関心、無責
任、無知な、管理会社に都合の良い理事会に成ってい
ないか自戒したいところです。
2021 年度枚管連第 16 回通常総会にて役員に選
出されました。経験未熟ですが、枚管連役員・会
員の皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致し
ます。新役員としてお役に立てればと微力ながら
ご支援を行いたいと思います。
（理事長 瀬戸良樹）

事例紹介：ルワージュ・フェルティくずは

当マンション 80 戸は 1996 年竣工で 26 年目に
成ります。私が立候補して理事長を担当する事に
成り現在 3 年目です。2017 年 1 月に定年退職で単
身赴任の神奈川県藤沢市より帰宅し、2017 年 5 月
の第 23 期定期総会に初めて出席した時、総会運営
手順が出来ていない事、議案毎の総会決議がされ
ていない事、管理会社マネージャが総会での区分
所有者のご意見を聞き流す態度には驚きました。
以前から妻に総会では苦情が出ているが聞き流さ
れている状況を聞いていましたが、実際に出席し
て組合組織が出来ていない事が確認できました。
ルワージュ・フェルティくずは 2018 年度の定期
総会報告では管理委託契約の記載間違いを指摘し
ました。実施していない設備点検項目があり管理
費を 24 年間支払っていました。総会質疑での質問
に管理会社マネージャが平気で噓の答弁をしたの
には驚きました。直ちに管理会社支店長宛に要望
書を提出し回答を求めました。来館した支店長に
はこれまでの不作為を指摘し、その後の交渉で
2019 年度から年間で約 400 万円（税別）の管理委
託費削減で合意しました。
2020 年度は管理員業務内容見直しで年間 134
万円（税別）の削減、駐車場地下ピット清掃の見
直し年間 30 万円削減（税別）を実施しました。
（年
間税込み約 620 万円の管理費削減に成ります）
2020 年度は当管理組合での原始規約（管理会社
作成）を標準管理規約に改正を行いました。約 6
カ月の日時が掛かり、8 月だけで 11 回/月（1 回 3
時間以上）の役員会を開催しまた。下書きを含め
延べ 200 時間以上の時間を費やしました。マンシ
ョン管理士に 50 万円〜100 万円お金を出せばでき
ますが、自主的な管理規約に成りません。
2021 年度では立体駐車場の機器点検の一部停
止を検討しています。点検費用削減額は、年間 36
万円（税別）に成ります。駐車場使用アンケート

ストップ滞納✋ご存知ですか？
「先取特権（さきどりとっけん）」
先取特権の説明に入る前に、知っておくべきこ
とが 2 点あります。
1 点目は「債権者平等の原則」です。
例えば、100 万円しか財産がない債務者に対し
て、債権者 A と B の２人がおり、それぞれ、100
3
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万円ずつの債権（請求権）を持っていたとします。
この場合、債務者の財産に強制執行がなされ、債
権者に配当される際は、按分して配当がなされる
ことになります。この例では、A も B も各 50 万円
の返済しか受けることができません。A が先に強
制執行の申立てをしたら 100 万円を先に回収でき
るわけではありません。
これを、「債権者平等の原則」といいます。
２点目は「担保物権」です。
みなさんが一番馴染みのある担保物権は抵当権
かと思います。マンションを購入する際に住宅ロ
ーンを組めば、必ず、金融機関や保証会社と抵当
権設定契約を結びます。
債権者が担保物権を保有する意義としては、前
述のとおり、債権者は平等に配当を受けるのが原
則のところ、担保物権を有していれば、他の一般
債権者（担保物権を持たない債権者）よりも優先
的に弁済を受けることができる点にあります（た
だし、優先的に弁済を受けることができるのは、
担保物権がついた財産に限ります）
。
先の例で、A は 100 万円の請求権について、担
保物権を有しており、一方、B は何らの担保物権
を有していなければ、債務者の財産 100 万円はま
ず、A に配当され、B は何らの配当を受けること
ができません。なお、A も B も担保物権を有して
いた場合はどうなるか？その優先劣後は登記の順
や法律の規定等により決められます。
さて、本題の「先取特権」ですが、これも「担
保物権」の一つです。先の抵当権との大きな違い
は、抵当権は契約により成立する一方、先取特権
は一定の債権者に法律上当然に発生する点です
（契約により成立するものではありません）。
区分所有法には、先取特権の規定があり（区分
所有法７条）、管理費や修繕積立金（規約や総会決
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議に基づく債権）について、滞納区分所有者の区
分所有権およびそこに備え付けられた動産（建具
や家具など）に対して、先取特権が成立します。
注意が必要なのは、滞納区分所有者の「区分所
有権」と「そこに備え付けられた動産」に対して
のみ先取特権が成立するのであり、滞納区分所有
者の他の財産には及ばない点と、区分所有権に住
宅ローン債権者の抵当権がついている場合は、そ
れには劣後してしまうことです（売却したとして
もローンの残高の方が多い状態、いわゆるオーバ
ーローンの場合は、いくら先取特権があったとし
ても、配当がまわってこないことになります）。
強制的に滞納管理費を回収する方法は、大きく
分けると、①訴訟提起等をして判決等を得た上で、
強制執行の手続きをする方法、②先取特権にて担
保権の実行をする方法、の２種類がありますが、
①は、強制執行の前提として訴訟提起等が必要で
あること、担保権を有しない債権者と同じ立場で
しか配当を受けることができない等のデメリット
がある一方、滞納区分所有者の財産全てに強制執
行ができます。②は、担保権実行の前提として訴
訟提起等は必要なく、他の一般債権者に優先して
配当を受けることができる一方、区分所有権とそ
の中の動産に対してのみしか担保権を実行できま
せん。
いずれの方法で滞納管理費を強制的に回収する
かは、ケースバイケースと言わざるを得ませんが、
滞納管理費回収の方法として、
「先取特権」もある
ことは把握されていた方がよいでしょう。
紙面の都合もあり、概要を記載するに留まって
しまいましたが、「管理費滞納問題」の全体像や、
様々な対処法については、次回交流会（2022 年 2
月 19 日(第 3 土曜)）において、詳しくご説明させて
頂きます。
(弁護士法人サリュ 西村 学)
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