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第 89 回交流会のご案内 

日時 2022 年 6 月 25 日（第 4 土曜） 

    13:30〜16:30（受付 13 時〜）参加無料 

場所 枚方市総合文化芸術センター別館 

(旧メセナひらかた会館)  2 階：多目的室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１部 専有部リフォームの注意事項 

フルリフォームが流行し、新しいマンションで

も大幅なリフォームを申請されることも珍しく

ありません。またそれに伴い、消防設備(感知器

移動)、配管、防音等のトラブルも増え、共用部

管理の立場から承認申請を受ける管理組合の負

担も少なくありません。多面にわたるリフォーム

の対応や細則作成の注意点について取り上げて

まいります。   講師：北野工作室・野口氏 

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：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。 

＊枚方市総合文化芸術センター：072-845-4910 

 

第 88 回交流会を開催 

3月19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】 管理組合と滞納問題 

講師：弁護士法人サリュ 西村氏・青野氏 

「滞納問題」について、賛助会員の弁護士法人

サリュより西村弁護士、青野司法書士(マンション

管理士)を講師に迎え、滞納者の増加に対して対応

をどうするか、具体的なケースに沿って対応の仕

方や注意点の説明がありました。選択するポイン

トは「いかに安く、いかに早く、いかに確実に回

収できるか」です。 

消滅時効と援用：管理組合に関する時効は消滅時

効（管理費の滞納を一定期間、放置していたら滞

納を請求する権利が消滅してしまうこと。最も注

意しなければなりません）のことで、消滅までの

期間は 5 年ですが、自動的に消滅するわけではな

く、滞納者が時効を援用(主張すること)した場合

のことであり、主張されない場合は管理組合とし

て諦めずに請求する必要があります。 

時効の完成猶予と更新：時効をとめる手立ては、

時効の完成猶予(ダムの決壊をとりあえず止める

措置)と時効の更新(ダムの水位を一気に下げて振

出しに戻す)の二つ。裁判、支払い督促等をしてい

る間は時効が猶予(決壊をとめる)されます。本人

が支払いの意思をみせる(承認の引き出し)ことに

よっても時効が更新され振出し(5 年間)に戻りま

すが、書面での承認がより重要です。裁判所の確

定判決が出た場合や和解した場合(分割支払いで

譲歩したようなとき)、時効は更新されて振出しに

戻り、10 年間(裁判所が入った場合）になります。 

催告：催告(督促すること)は口頭でも構いませんが、

証明するため内容証明郵便を使う方が良いです。

それでも最大、時効後の 6 か月間の応急措置に過

ぎないこと、時効の完成日(5 年)を過ぎた場合、再

度の催告はできません。時効の完成を猶予するた

め、民法が改正され、双方が支払い方法等、協議

することを書面で合意すれば1年間猶予(合意によ
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る時効の完成猶予)されます。また、それでも協議

期間が足らない場合、猶予期間中に新たに合意す

れば最大 5 年間認められます。これは、新しい制

度となり、実務上どうなるかはこれからです。猶

予期間中でも話が進まない場合、猶予期間中に訴

訟に移行します。 

問：5 年過ぎても督促は可能？ 

答：滞納者が時効を援用(主張)していなければ、ま

ず滞納の承認（滞納を認めてもらい支払いの意思を

確認する）をとることが振出しに戻す(5 年間)更新の

ために最も重要です。時効の援用(主張)についてあ

えて管理組合側が伝える必要はありません。 

問：裁判費用を滞納者に求めることは可能？ 

答：規約に弁護士費用等請求の記載があれば請求

できます。なければ請求できません。 

担保物権：抵当権( (例)銀行のローン)。 

強制執行①：裁判して判決が出ても払ってもらえ

ない場合に強制的に財産をお金に換えて回収する

手続きです。 

先取特権：裁判せずに他の債権者を差し置いて回

収できる権利。動産(物)や区分所有権自体(マンシ

ョン自体を売る)が対象ですが、住宅の抵当権の方

が優先されてしまう。生活必需品は差し押さえる

ことはできず、執行不能となる場合も多い。オー

バーローン(ローンの残額の方が売却額より多い)

の場合は競売を申し立てても取り消されることも

あります。 

滞納分は振込み：管理会社は滞納が生じた場合、

督促等の通知を行う契約をしているが、滞納分は

毎月の引落としではなく、振込が基本です。振込

みしてもらわないといつまでたっても滞納が継続

します。管理会社は支払いができていない旨、通

達等はできるが、拒絶している場合の交渉や分割

払いの交渉をすることは弁護士法違反となること

を管理組合は理解しておく必要があります。 

払わない場合、役員が面談することは必須では

ないですが、滞納の回収は「いかに費用をかけず、

いかに安全に回収するか」を考えます。払えない

人を裁判で追い込んだとしても一円も回収できな

くなる可能性もあります。 

一括払いでなくとも 20 回分割払いで元本を確

実に回収する判断も必要で、その為に役員が面談

により支払えない理由も聞いたうえで現状から支

払いを検討していきます。この対応は管理組合が行

う必要があり、分割、理由等を書面(書式あり)にし

てもらい理事会で審議する。この書面が時効の承認

にもなります。 

配達証明（記録）付内容証明：面談にも応じない

場合には次のステップに進む必要が出てきます。

内容証明郵便だけでは意思表示の到達(相手に届

く)が証明されず、催告の効果が発生しない可能性

がある為、配達証明付内容証明郵便が必ず必要で

す。 

登記簿謄本による確認：空き家の場合も含め、所

有者が変わっている可能性もあり、登記簿謄本（所

有者の名前･住所がわかる）を確認しておくほうが

良い。滞納者が亡くなっている場合は調査が必要。

相続を放棄された場合は相続人不存在となり、相

続財産管理人(弁護士等)の選任が必要となり、費

用がかなりかかるが、整理してもらい新しい所有

者に入ってもらう方が、管理費の回収はできずと

も(損切)これ以上未収が増えるよりは良いと考え

る。滞納は早く動くことが必要。戸籍をたどるに

あたり、収集資料等が多く時間を要する場合は、

弁護士等に調査依頼するのが早い。 

公正証書の作成・民事調停手続きの選択：滞納者が

役場等に一緒に出向く、調停に出席するなど滞納

者の協力が必要となるので実際には難しいです。 

強制執行②：滞納者の財産を強制的にお金に換え

る司法手続きです。その前に「通常訴訟･少額訴訟･

支払い督促」を行い、その後、強制執行が可能と

なります。強制執行は預金債権･給料債権･不動産

により手続が変わってきます。 

執行例「口座の差押え」：費用も少なく手続きも

簡単。差押える迄相手も分からない。 

執行例「競売」：執行予納金が非常に高額(弁護士

費用は別にして 100 万程度はかかる)です。不

動産を競売にかけて売却代金から鑑定費等が

支払われた場合予納金は返ってきます。 

通常訴訟：（通常の裁判）は手続きなど時間も必要

なため、滞納費が 20〜30 万程度の場合であれば、

少額訴訟の利用を検討した方が良いでしょう。 

少額訴訟：（滞納額 60 万円以下まで）は即日判決

が出ることが利点です。管理組合で対応できる制

度といえますので積極的に使いましょう。 

支払督促：裁判の手続きがなくても裁判所から支

払い督促してもらえるが、滞納者が異議を唱える

と訴訟に移行してしまう。その場合、滞納者の住

所の管轄の裁判所対応となるため、東京など遠い

と、異議を唱えられた場合の裁判地が東京(の簡易

裁判所)となり対応が大変となるので注意して下さ

い。通常の訴訟であれば地元の裁判所で行えます。 

賃料の差し押さえ：賃貸に出されている場合、「先

取特権」により賃料を差押えることは有効。 
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資料ケーススタディ1：「オーバーローン」の場合、 

少額訴訟、支払い督促が適している。 

資料ケーススタディ 2：「オーバーローン、住まい

が遠い、滞納が 60 万以上」の場合、通常訴訟が

適している。 

資料ケーススタディ 3：「滞納 72 万、ローンはな

い（抵当がない）」先取特権が適している。 

問：滞納者の個人情報について役員の守秘義務の

関係を教えてください。 

答：理事会で対応に必要な情報（面談するのに部屋番

号が分からないと対応できない）は共有します。管

理組合として業務の執行を委託されており、善良な

管理者としての責務を果たす必要があります。滞納

者名を掲示するようなことは名誉棄損にあたります。 

問：水道使用量を払ってもらえない場合、水栓をとめ

ても良いでしょうか。駐車場契約は解約できますか。 

答：水道は生活に必要不可欠なものにあたり、慎

重に対応してください。ただ、長期間に至る場合

は警告をしたうえでの対応となります。 

答：駐車場、バイク置き場等は契約解除可能です。 

問：少額訴訟に入る前に事前の手続きとして、面

談、内容証明は絶対に必要ですか。 

答：絶対必要ではないです。督促等もおこなわれ

ていると思いますのでそのまま少額訴訟の対応

でも構いません。 

【第2部】コーヒータイム＆なんでも相談会 

問： 管理員不在時に事務所内に入る必要があった

場合、どうされていますか。火災等の場合、住戸

内の確認はどうされていますか。 

答 1：役員全員が管理事務所の鍵を保管しています。 

答 2：地震の際等はパニックオープンの機能があり、

有事の際は入ることができます。 

答 3：個人が室内に入る場合は、住居侵入罪に問わ

れる可能性もあります。別宅よりバルコニー側か

らの確認も可能だと思います。 

問：インターホン交換時、室内から宅配ボックス

の状況が分かる連動タイプを勧められています。

連動しているとそうです。ガス警報器は個人での

交換で全戸されているか不明な状態です。 

答：ガス警報器は管理組合で交換を把握しておく

方が良いと思います。半分管理組合が負担し、一

斉交換しています。宅配ボックスは連動していな

くても不便とは思いません。連動していると一緒

に交換する必要が出てきます。 

事例紹介：管理会社の変更(労住まきのハイツ)       

―2020 年 9 月 1 日より新管理会社に移行―  

労住まきのハイツは 1975 年に分譲開始し、管理

組合もスタート。当初より管理会社は A 社であり、

ほぼ 45 年間に渡って継続して管理委託契約を結

んできた。この間 1998 年時点で、長期修繕積立金

の不足が発覚し、管理会社の管理不十分が住民に

認識され、管理会社主導から管理組合主導の方向

で改革と、同時に管理委託費の削減を進め、2010

年以降管理委託費は同額で維持されてきた。そう

した中、2019 年の 12 月に管理会社から突如、契

約期限の 2020 年 4 月末をもって契約打ち切りの

申し出があった。すぐに新管理会社の選定作業に

はいり、2020 年 9 月 1 日より、新管理会社 B 社

との管理委託契約を結ぶことになった。 

その経過の中で、管理組合としてどのような準

備が必要なのか、気づいた点をご報告します。 

１ 常設の運営検討委員会 

  突然の契約打ち切り申し出に即応 （運営検討

委員会は理事長経験者を中心として形成、理事会

からの運営面の諮問に対して検討する組織。2004

年(枚管連発足年)に発足、枚管連･管対協での学習、

規約改正の検討等継続的に活動している)  

A 社からの解約理由は、管理業務の事務マネー

ジメント部門の人手不足であり、労住も含めて

10社程度を対象に契約を廃止する予定とのこと。

京滋管対協関連の管理組合でも、すでに何カ所か

の申し出があることを確認。交渉の余地はないた

め、文書での正式申し出を受け入れ、常設の運営

検討委員会の中に選定小委員会を結成して検討

をスタートした。  
 

２ 2000 年以降進めてきた管理会社に頼らない自

主運営路線  

自主運営内容(80 項目以上の詳細にわたって内

容を区分しているが大項目で大まかに掲載)  

【自主】 

会計収入･支出の管理、予算案･決算案の作成、

理事会･総会の運営、大規模改修、長期修繕計

画の作成、建物維持のための修繕･修繕計画、

委託契約による設備保守点検、植栽の維持管理  

*日常の修繕、長期修繕計画の作成、工事の発

注･実施･監理は修繕委員会(常設)で対応  

【委託】 

出納、駐輪･駐車場の契約事務、管理員業務、

清掃業務  
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３ 検討開始から契約まで  (2019.11〜2020.9.１) 

11/28 次期管理会社候補 8 社をリストアップ  

2007 年に枚管連で作成された加入管理組合が

契約されている管理会社名と管理費の一覧表と

インターネットで検索して得た資料を参考にし

て８社をリストアップ。電話で対応可否打診。  

12/3 独立系管理会社を中心に 4 社が対応。事前打

ち合わせのための来訪依頼スケジュール調整。  

12/12〜  12/12 P 社、12/17 Q 社、12/19B 社、 

12/24 R 社と順次面談･見積依頼  

1/21  P 社、Q 社、B 社の 3 者から見積書取得  

1/25 見積書と各管理会社の管理に対する考え方

を比較、管理委託費が最も低く、自主路線運営

に理解があり、協力的な B 社とすることに決定  

1/30,2/13,2/20  B 社と詳細打ち合わせ 見積修

正 2/8  B 社とすることを理事会承認。  

3/14 契約金額理事会承認、2010 年当時のままの現

行管理委託費と最低賃金上昇幅を加味して勘案、納

得。  

4/26 定期総会でB 社との管理委託契約の承認  

5/1 旧管理会社と 5/1〜8/30 の延長暫定契約 

9/1〜 新管理会社  
 

４ 契約に際してのポイント   

・管理会社に委託する業務内容を新旧管理委託契

約書で対比して明確に把握することが重要。  

・管理会社間の事務引継ぎに多少不安があったが

延長暫定期間内の両社対応は支障なく行われた。  

・管理員、清掃スタッフ全員が継続勤務を希望、

新会社も了承、現場引継ぎをスムーズに行うこ

とが出来た。 

・注意点：管理費口座振替が従前のものが使えず、

380 戸総て新規扱いとなり、完全切替えまで 4 ヶ

月も要した。 
 

５ 新管理会社と一年半経過して  

A 社との付合い文句を言いながらも破綻するこ

となく 45 年、初の変更に不安でしたが、結果オー

ライです。自主路線運営に理解がある B 社の協力

的な対応で従前以上に積極的な管理組合運営がで

きております。マンション管理の主体は管理組合

と常に認識し、かつ管理会社との協調体制を大切

にしながら 100 年マンションを目指していきたい

ものです。 

(管理組合法人労住まきのハイツ 木村多加緒) 

  

 

 

 

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/400356144.pdf 

2022 年度の募集利率は「0.208％」（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 
2018 年発行 0.152％ 
2019 年発行 0.143％ 
2020 年発行 0.102% 
2021 年発行 0.080％ 
2022 年発行 0.120％ 

初回債券発行：2023 年 2 月 20 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 14 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（2021 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。 

7 月「会費の請求書」送付のお知らせ 

枚管連の会計年度は 7 月〜翌年 6 月末です。 

7 月に入りましたら団体会員･個人会員様に

会費請求書をお送りさせていただきます。 

会費は枚管連の活動のため大切に使わせてい

ただいています。今後も、会員の皆様のご要望

に沿い、交流会開催、相互の情報交換、個別の

ご相談対応などに尽力してまいります。 

「役員変更届」のご提出をお願いします 

●役員交代の際は新理事長様、窓口担当者様の「役

員変更届」の提出をお願い致します。枚管連の

ご案内を事務局よりお渡し致します。 

●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。 

枚管連では管理組合に出向き、その管理組合の

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

きるような体制作りに協力しています。 

【枚管連への問合せ・連絡窓口は】 

会長：入口恭子  

TEL：080-7969-8972(専用) 


