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C O N T E N T S

マンションの規模による問題として、小規模には専門家の不在による専門知
識の欠落、すなわちマンション管理の知識が乏しく修繕積立金の不足や、管理
規約などの決め事ができていないなどが挙げられ、大規模は識者が多く、意見
の対立などにより、良いことでも中々決定ができないと言われています。
小規模マンションの場合は専門知識の欠落を管理組合自身が認めれば専門家

を入れ解決しますが、大規模マンションの場合、専門家が多く船頭が多いこと
も問題視されますが、それよりも一知半解者（なまかじりの知識者、わからん
ちんともいう）が多くいることの方が問題です。
その割合は小規模でも大規模でも同じだとは思いますが、大規模になればそ

れなりの人数になるケースも多々あるようです。
その一知半解者が大きな声でものを言うと、日本人の場合その大きな声に意

見が引っ張られることもしばしばあり、それが大規模の場合顕著に出てくるこ
とが多く、ある意味「マンション病」とも言えるマンションの疾患ではないか
と思えてきます。
でもその疾患を「マンションだから仕方がない」とほおっておくと、思い切

ったことを提案できません。
そこで考えなければならないことは、規模は関係なく建物の劣化や設備の陳

腐化は訪れるということです。そうなるとマンションの評価は落ち、社会使命
が尽きることとなりますので、そのマンションにとっては将来の大問題です。
現在は人口減少となっていますが、世帯減少には至っておりません。いずれ

世帯減少になり、ますます既存マンションの置かれる立場は厳しくなるでしょ
う。
こうした「マンション病」を一刻も早く直すことが求められます。

「マンション病」という疾患「マンション病」という疾患「マンション病」という疾患「マンション病」という疾患
NPONPO相管ネット会長相管ネ ト会長  ●●朝野浩行朝野浩行

マンションすまい・る債マンションすまい・る債マンションすまい・る債マンションすまい・る債
6666月月月月20202020日から応募受付開始日から応募受付開始日から応募受付開始日から応募受付開始
独立行政法人住宅金融支援機構は4月9日、平成24年度「マンションすま

い・る債」募集要項を発表した。
募集期間は6月20日～10月11日まで。マンションすまい・る債は、管理

組合の修繕積立金を同機構が発行する債券として定期的に継続購入すること
で、計画的な積み立てと適切な管理をサポートするというもの。
積み立てた債権は同機構の無料預かり、優先弁済権を有する、債権の発行を

国が認可するなどの安全性にメリットがある。
回当たりの積立口数は１口50万円で複数口とすることができ、10年連続し

て積み立てを行うことが可能。平成24年度発行の債券の満期時年平均利率は
0.459％（税引前）。※税引後0.3658％（小数点第5位以下切捨て）。
問い合わせ：住宅債券専用ナビダイヤル0570-0860-23

http://www.jhf.go.jp/customer/kanri/smile.html
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NPO全国マンション管理組合連合会（全管連・穐山
精吾会長）は3月15日、管理会社の業界団体である譖高
層住宅管理業協会（高管協・黒住昌昭理事長）と連名で
「管理規約の改正等に当たっての管理組合財産保護に関
する意見書」を前田武志・国土交通大臣に提出した。
国土交通省では1月から「マンションの新たな管理ル

ールに関する検討会」（座長・福井秀夫／政策研究大学
院大学教授）を設置。
従来の区分所有者が管理組合の役員になって理事会

（執行機関）を構成するという管理組合理事会方式では
なく、区分所有者ではない第三者である専門家が役員に
なる第三者管理方式などの検討を行っている。
これに対して、全管連と管理協は下記の通り、1．専

門家の役員活用は「例外的措置」であること、2．個人
である専門家の役員活用で管理組合財産の保全を担保す
る制度の必要性について連盟意見書を出した。

2月23日　大規模修繕工事「精度の限界」
（般社）マンションリフォーム技術協会と共催で2月23日、
かながわ労働プラザで「精度の限界～大規模修繕工事の出来
栄え・保証・精度に関して事前に知っていただくために～」
を行った。参加者は約150人。
同協会は2011年、大規模修繕工事の出来上りに直結する

改修工事特有の条件と仕上りの関係を分析、竣工後のクレー
ムとなりがちな諸現象を客観的に解説した「精度の限界」を
発刊した。
当日は同協会の会員である設計事務所、施工会社、メーカ

ーが防水・床、シール、タイル・下地、鉄部、その他に分け
て講演を行った。

6月23日　「管理組合の駐車場運営」
機械式駐車場のメンテナンス費用、駐車場使用料の会計処

理、駐車場専用使用権の分譲、空き駐車場の増加、国税庁の
駐車場外部使用の課税についての見解など、駐車場問題を一
度大きく整理する目的で「管理組合の駐車場運営」と題して
セミナーを開く。
●日　時：6月23日13：30～16：30
●会　場：かながわ県民センター402
●資料代：1,000円
●問い合わせ：神管ネット事務局　蕁045-630-6200
●E-mail info@jinkan-net.com

平成23年度第7回CPDセミナー平成23年度第7回CPDセミナー平成23年度第7回CPDセミナー平成23年度第7回CPDセミナー 平成24年度第1回CPDセミナー平成24年度第1回CPDセミナー平成24年度第1回CPDセミナー平成24年度第1回CPDセミナー
報 告 予 告

1．管理規約の改正等に当たっては、専門家の役員等への活用は例外的措置であるとの位置付けの明確化が必要
分譲マンションの管理組合の主体は云うまでもなく区分所有者であり、我が国においては区分所有者が役員

となる理事会方式が主流となっている。区分所有者自らが自主的民主的に意思決定を行う現状の理事会方式が
基本であり、専門家の役員等への活用はごく例外的である。管理規約の改正等に当たっては、専門家の役員等
への活用は真にやむを得ない場合に限定されるべきとの明確な表記が必要である。

2．専門家の役員等への活用を管理規約等に規定するに当たっては、同時に活用される専門家の要件を厳しく限
定・明確化すべきであり、管理組合財産の保全措置と実務能力を担保する制度が必要
例外的に専門家を役員等に活用する場合は、この専門家が管理組合財産（管理費及び修繕積立金等）に関わ

ることが想定され、専門家による横領や背任、不慮の事故等管理組合財産の毀損が懸念される。専門家の財産
的基盤の確保や組合財産の分別管理、不慮の事故に備えた保証制度等、管理組合財産の保全策を講じる規定が
必要である。また、管理組合が安心して専門家を役員等に活用できるよう専門家の資格要件についても明確な
規定を設けるべきである。両規定は、あくまでも管理規約の改正等と同時に実施する必要がある。

国　土　交　通　大　臣　へ　の　意　見　書

国土交通省は4月9日、東京・霞が関の中央合同庁舎
国土交通省幹部会議室で「マンションの新たな管理ルー
ルに関する検討会」の第4回会合を開いた。
今回は個別の論点の検討として、主に暴力団等の反社

会的勢力の排除についての議論が行われた。
暴力団事務所の使用禁止を改正暴力団対策法による判

決だけではなく実効性あるものとするためには、区分所
有法58～60条の手続きが必要となる。この場合、区分
所有者である管理者が対応することになり、証人や陳述
記載の役目を避ける傾向が多く見られるため、専門家を

第4回会合
マンションの新管理ルール検討会

「使えるところはプロを」
議論は専門家活用の検討に重点

4/9

― 第三者管理は例外的措置の明確化を ―

全管連、高管協と連名で意見書全管連、高管協と連名で意見書全管連、高管協と連名で意見書全管連、高管協と連名で意見書



譛マンション管理センターは3月21日、『管理費等の徴収
及び初期滞納対応マニュアル』を発行した。
昨年発行した『滞納管理費等の法

的マニュアル』の続編で、滞納の予
防措置や初期滞納に対する督促方法
等について解説。
関連書式例や、理事か交代した場

合にも継続的なルールに基づいて徴
収業務が引き継げるよう細則モデル
も掲載している。

（財）マンション管理センター
管理費滞納の予防措置・初期対応を解説
『管理費等の徴収及び

初期滞納対応マニュアル』

本 の紹介の紹介

A4判104ページ・定価2000円蜷

譛マンション管理センターでは3月1日にも、『計画修繕工
事実務マニュアル』を発行。
このマニュアルは大規模修繕工事の役員や専門委員を対象

に工事の基本的な考え方と実施の進め方等について、工事実
施の発意から専門委員会の設置、調
査・診断、工事内容の決定、資金計
画、業者選定、総会決議などなど、
工事手順のステップごとに解説を加
え、ポイントをわかりやすく紹介し
ている。
また大規模修繕工事に関する参考

例も掲載。

計画修繕の手順をわかりやすく説明
『計画修繕工事実務マニュアル』

A4判109ページ・定価2000円蜷
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第4回検討会は4月9日、霞が関の国交省・幹部会議室で行われた

申し込み先：（財）マンション管理センター出版事業部　蕁03-3222-1535

管理者として活用する第三者管理方式などが考えられ
る。
ただし、第三者管理方式については管理組合団体の全

管連の上記意見書のとおり「区分所有者自らが自主的民
主的に意思決定を行う現状の理事会方式が基本」であり、
専門家の役員等への活用は「やむを得ない場合に限定さ
れるべき」である。
ところが検討会での議論では「理事会方式を理想とし

て、例外的措置として専門家の活用があるというのは反
対だ」という委員もいる。
「使えるところはプロを使う、それに対価を払うこと

は普段の生活でも行っていること、マンション管理だけ
特別ではない」「おカネを払ってでも任せたいという共
稼ぎの夫婦もいる。他にもおカネをかけて任せたほうが
自分たちの生活も楽になると思う人がたくさんいる」
議論は第三者管理方式の検討に重点が置かれていく

が、福井座長は最後に「区分所有者総会が最高の意思決
定機関であることは異論のないところ」とした上で、
「その意思決定機関の構成員の人々の利益を反映すると
きに、その人たちの中から執行委員を全部選ぶべきか、
半分か、薄く選ぶべきか。全員合議が向かないこともあ
るのでエキスパートを選びましょう、と。例えばそのひ

とつのパターンが会社であり、株主が必ずしも取締役を
兼ねることはない」と話した。

◇
次回会合は5月11日。国土交通省では6月以降にパブ

リックコメントの募集を予定している。

検討会に参加して
「理事会方式が原則と考える」

よこ管ネット監事　東　要（あずま・かなめ）さん

標準管理規約改正に際してのパブリックコメントに「マン
ションの3大不公平」と題して、1. 駐車場使用の固定化、2.
非居住区分所有者の管理組合業務無負担、3. 管理組合役員の
無償（ボランティア）奉仕論を指摘した文書が注目されて、
国交省「マンション管理ルール検討会」の専門委員というこ
とになりました。
１月からこれまでに4回の検討会と4回のヒアリングが行

われました。
第三者管理が大きなテーマになっています。第三者管理を

必要とするマンションが現存することは事実ですし、これを
全否定することは間違いとも思いますが、原則としては特定
の第三者が管理すること、特に利益相反を含む場合は、厳密
なチェック体制と継続年限を定め、その間に理事会方式に移
行するよう指導援助を行い、その方が費用も軽減されること
を理解してもらうべきだと思います。
マンションの管理方式は、知恵（管理知識）とアセ（労力）

とカネ（委託費）をどのような割合で負担するかで決まりま
す。知恵と労力を最大限に発揮してカネを最小限にする自分
たちが主役の理事会方式、逆に知恵も労力も最小限にしてカ
ネを出す第三者管理、多くはその間で濃淡の差はあれ管理会
社を使ったり役員派遣を受けたりして管理しているわけです
が、「理事会方式は理想像」と言い切る委員もいます。
自己の所有物に対するごく基本的な義務だと考える私とし

ては、自主管理に少しでも近づける理事会方式が原則と考え
ます。
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3月11日、東日本大震災が起きて1年以上が経過しました。
神奈川県内の居住区では今後、特に三浦半島地区・相模湾沿岸地区・東京湾沿岸地区で東日本大震災と同等の津波被害が想定さ

れ、直下型地震では横浜、川崎などの大都市圏で阪神・淡路大震災と同等以上のマンション等の倒壊が想定されています。
しかし当のマンションでは大震災対策を管理組合が行うのか、自治会・町内会が行うのか、どうすればいいのかわからないマン

ションも多数存在しているようです。
そこでいくつかタイプの違うマンションに取材をして、防災に対する取り組みの現状を聞いてみました。
防災備品については自治体の補助金を上手に使っているところもあります。詳しくはご自分のマンションが立地する自治体に問

い合わせてみてください。

TOPICS 防災に対する取り組み
―あなたのマンションはどうしていますか？―
防災に対する取り組み

―あなたのマンションはどうしていますか？―
防災に対する取り組み

―あなたのマンションはどうしていますか？―
防災に対する取り組み

―あなたのマンションはどうしていますか？―

地元消防署と協力して住民ととも
に行う防災訓練

だれでも一度はAEDの使用は体
験しておくべき

補助金で防災倉庫を割安で購入で
きるメリットも

炊き出し用の釜やリヤカーを用意
しているマンションもある

・防災委員会の仕組み
管理組合理事会（19人）から防犯・防災担当理事を2人

選定。自治会はマンション単独で構成し、当該理事は自治会
にも参加している。
・防災活動状況

自主防災訓練（年1回）＝避難訓練、AEDの使用や心肺
蘇生法の体験講義、防災用品の見本展示、参加者による炊き
出しや期限切れが近づいている備蓄食料品の食事会など
・防火管理者の選任

管理会社に依頼し、管理員が防火管理者を務めている
・自治会役員の選出

管理組合理事経験者により36人が自治会役員となってい
る
・自治会費の徴収方法

戸別徴収は行わず、管理費会計に夏祭りや餅つき、防災訓
練等の予算を計上。老人会や子ども会などは参加費として会
費を徴収し、管理組合からも補助金が出る仕組み
・自治会の活動状況と加入率

餅つき大会、防災訓練、盆踊り、親子運動会プラス老人会
や子ども会など
加入率＝？（全戸加入していることが前提）

・コメント
＜自治会長より＞
マンション単独の自治会を構成していても、町内会連合会、

地域の福祉協議会、防火協会、防犯協会など、いろいろなと
ころに顔を出す必要がある。こうした会合に出席することで
行政から広報を受けることができるのだ。
災害時の避難所の管理運営にしても、中学校のかぎはだれ

が持つのか、町内会連合会の話し合いのもとで決まるのだか
ら、自分のところだけが良ければいいというものではない。
・自治体の補助

これまでに補助金を利用して購入した防災用品は、発電機、
AED、簡易トイレ、リヤカー、防災倉庫、炊き出し用の釜
など

川崎・Aマンション
2棟・350戸・築30年

事例
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・防災委員会の仕組み
自治会下部組織として防災委員会を設置。現在は16人

・防災活動状況
防災訓練（年2回）
春季…消防署主体の訓練（AED、消火訓練、三角巾、担

架、起震車体験、救助訓練など）
秋季…防災委員会主体の訓練（災害を想定した災害時対応

マニュアルに沿った訓練）
・防火管理者の選任

管理組合より選出
・自治会役員の選出

自治会役員は自薦・他薦で選出（管理組合と異なり長く役
員を務めること）し、その中から震災対応協力者に呼びかけ
て防災委員を増員している
・自治会費の徴収方法

月額300円。管理費と一緒に徴収し、1カ月後に自治会
会計へ
・自治会の活動状況と加入率

桜祭り、たけのこ狩り、七夕の飾り付け、児童の地域ドッ
ジボール大会、近隣の神社お祭り、地域運動会への参加、秋
のサツマイモ堀りなど
加入率＝70% 

・コメント
防災委員会より
平成23年、災害時対応マニュアルと安否確認用ボードを

作成。マニュアルは自分のマンションの実情にあったものを
一から作成することが重要である。作成する過程が訓練する
ものとなる。
東日本大震災時では当日集合できた委員は3人のみ（委員

長、副委員長は帰宅できず）。マニュアル巻頭に、かぎの保
管者、物資保管場所、機材操作手順書を載せており、だれで
もすぐに機材が使用できるようにしている。集まった人が臨
機応変に対応することが重要。
当マンションは免震装置がついているため、基本的にはマ

ンションの倒壊はある程度防げると判断し、ライフライン
（水・電気・ガス）の復旧までどう各自対応していくかを議
論している。

横浜市・Bマンション
2棟　206戸　築10年

事例
2
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横浜市建築局は3月、『分譲マンションに電気自動車の充電設備を設置するための「基礎知識」』（A4判8ページ）を作成した。
既存の分譲マンションに電気自動車の充電設備を設置しようとする管理組合が検討しなければならない内容をA4のパンフレッ

トにまとめた。
電気自動車については社会的、時代的に進んでいくもの。いずれは主流になっていく可能性が大きく、管

理組合としても「既存の分譲マンションだから関係ない」というスタンスではなく、今後の社会的ニーズに
合わせて検討していかざるを得なくなるだろう。
管理組合で充電設備を設置する際の問題点はやはり合

意形成である。管理組合内部で検討しなければならない
ことを右記にまとめた。
これらのことを検討した上で、総会決議を経る必要が

ある。

横浜市「電気自動車の充電設備を設置するための『基礎知識』」作成

検討しなければならないこと
①設置する充電設備の種類
②設置場所の選定
③利用方法・設備の設置台数
④費用の負担方法（設置費用、運用費用）
⑤管理規約、駐車場使用細則等の変更内容蜻パンフレットについては横浜市建築局HP参照

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/ev-pamphlet.html

・自治体の補助
これまでに補助金を利用して購入した防災用品は、防災用

テント3基、発電機4台(管理組合で購入)、投光器3台、簡
易トイレなど

・防災委員会の仕組み
地域の町内会にマンションが加入していて、マンションで

ひとつの班を構成している。理事会の活動となり特に防災委
員会は設置していない。
・防災活動状況

町 内 会＝町内居住者の世帯数・人数の把握を目的とした
班人名簿の作成

管理組合＝2012年4月に非常用飲料水を購入。今後はマ
ンション内で懇親会を兼ねた防災訓練を予定し
ており、非常食の試食などを企画

・防火管理者の選任
現在は管理員が防火責任者となっているが、今後は住民か

横浜・Cマンション
1棟　30戸　築40年

事例
3

町内会とトラブルでマンションごと脱退!?
Dマンションは（1棟・22戸・築19年）は以前、町内

会に属していた。ところが戸建て住戸とマンション住戸で
町内会費に差をつけられ、マンション住戸のほうが高く設
定されていることがわかった。
町内会に後から景観を変える集合住宅が入るのだから高

い会費を払わせようと考えた人がいたのかもしれない。
マンションの代表がこの不公平を町内会役員に申し入れ

たが、結局話し合いがつかず、マンションごと町内会を脱
退することに…。ただ、マンション単体で自治会を組織し
ようとしたものの、行政の区分などの理由によって認可を
受けられなかった。
現在、防災に関しては管理組合で防災用品や備品などを

購入・管理しており、町内会とは平行線のまま行政区分か
ら孤立した存在になってしまっている。

こんな困った事例も

ら選出するように準備している。
・町内会役員の選出

理事会役員（4人）の中から担当役員を1人選出
・町内会費の徴収方法

管理組合の予算に計上しており、一括して町内会に支払う
・町内会の活動状況と加入率

6月祭礼、7月・10月町内管理公園除草、9月・10月防
災訓練、11月 年末たすけ合い共同募金、12月 年末パトロ
ール、1月不要年賀はがき回収
通年・老人会による資源ごみ回収
加入率＝100%（マンション住戸内の町内会への加入率）

・コメント
理事長より
昨年の東日本大震災の際は、当マンションは計画停電のエ

リアから外れ停電を経験していない。また高齢者が多いため
在宅率が高く、帰宅困難の実感も低いことから、マンション
や地域の防災への意識が低い。地域の防災訓練の当マンショ
ン参加率も低い。
まずは、町内会との連携を図り、住民の啓蒙活動からスタ

ートする必要がある。

……………… 川 崎 市 ………………
自主防災組織防災資器材購入補助金
・市内の自主防災組織の育成と、防災体制の充実を図るため、
自主防災組織が防災活動を行ううえに必要な防災資器材の購
入に対し、予算の範囲内で補助金を交付する
・補助額は自主防災組織が防災資器材の購入に要する費用の
1／2以下（限度額あり）
担当部署：総務局危機管理室　蕁044-200-2795

……………… 横 浜 市 ………………
「町の防災組織」活動費補助金
・自治会町内会等により組織されている「町の防災組織」が行
う自主防災活動に対し、補助金を交付し、支援する
・補助額は申請世帯数×160円
担当部署：横浜市消防局危機管理課　蕁045-671-3456

自治体の補助制度（例）

事例マンションでは自治会費を管理費と一緒に徴収して
いるところがある。
自治会への加入は任意なので、加入者のみ自治会費の上

乗せした金額を引き落としていれば問題ないが、強制加入
として全区分所有者から一律に徴収するのは問題。
管理費に自治会費を含めて徴収すると定めた管理規約に

ついて、その規約に拘束力はないとした判決例もある。
とはいえ、管理費等と自治会費を完全に別々に集めると

いうのも非効率である。
譛マンション管理センターは「費用の徴収業務のみを一

元化し、管理組合が自治会等を『代行』して徴収した自治
会費を自治会等に給付するという方法」も考えられるとい
う。
また管理組合のコミュニティー形成業務と自治会・町内

会業務が重なる部分も多い。各種業務やかかる経費などに
ついても整理しておくことが大切だろう。

●自治会費は管理費に乗せられるの？
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マンション共用部分の電気料金値上げマンション共用部分の電気料金値上げ

東電に撤回を申し入れ
首都圏の分譲マンション管理組合4団体（下記参照：

総計868管理組合、122,393戸）は4月23日、東京電
力㈱西澤俊夫社長あてに高圧受電施設を持つ中・大規模
マンション共用部分に対する電力料金の平均17％値上
げの撤回申し入れを行った。
またNPO神管ネット傘下のNPO川管ネットも会員大

規模マンション6管理組合約3,700戸が東京電力に値上
げ反対の申し入れをすることが決まった。

▲首都圏4マンション管理組合団体の東電への申入書

首都圏の分譲マンション管理組合4団体
（総計868管理組合、122,393戸）

NPO日本住宅管理組合協議会
176組合　46,096戸

NPO集合住宅管理組合センター
332組合　17,500戸

NPO埼玉県マンション管理組合ネットワーク
80組合　8,260戸

NPOかながわマンション管理組合ネットワーク
280組合　50,537戸

首都圏のマンション管理組合団体による申し入れに対応し
たのは東京電力㈱鎌倉賢司執行役員・法人営業部長。4日後
の4月27日、一般家庭用電気料金の値上げを経済産業省に申
請することを踏まえ、「共用部分料金の値上げ幅を調整する」
と回答した。
「経済産業大臣の判断をも加味され、そこで家庭用電気料

金が認可されるが、その料金の水準を勘案し、業務用・マン
ション共用部分の電気料金も見直したい」。
マンションでは共用部分の電気料金を管理組合が、専有部

分の電気料金を各住戸が支払っている。共用部分の電気料金
も各住戸の管理費から充当しているため、電気料金の値上げ
がダブルパンチになる可能性が高い。

家庭用電気料金の値上げで
共用・専有部分のダブルパンチも

＜値上げ後のマンション例＞
都内のAマンション
中高層7棟・約600戸
全体共用部：年間220万円up
各棟共用部（中層を除く4棟）：200万円up
＝年間平均約7,000円／戸当たりの負担増

東電に対しては企業からの反対があり社会的な問題となっているが、マンション管理組合団体からは「利益を目的とす
る企業と生活の拠点であるマンション共用部を同一基準で値上げすること」自体が、「消費者の立場を考慮しない電力会
社の体質」と批判している。

▲4月23日、4団体の代表者が東電に申し入れを行った

電力会社からの建物への電源供給は供給電圧によって「低
圧受電」「高圧受電」「特別高圧受電」の3種類に区別される。
値上げの対象となるのは特別高圧（標準電圧20,000ボルト
以上）、高圧（標準電圧6,000ボルト以上）だ。
区別は建物の使用電力によって決まり、マンションの場合

は各住戸の契約電力の合計と共用部分の総量で引き込み方式
が決定する。
マンションの電力総量が50ｋW以上になる場合は高圧受電

方式になり、敷地内に電力会社の借室変電設備（借室電気室）
を設け、高圧から低圧に電圧を変換して各住戸に送電してい
る。

◇
高圧受電施設を持つ中・大規模マンション共用部分に対す

る電力料金の平均「17％値上げ」に注目されがちだが、低圧
受電マンションでも共用部分は「一般家庭用電気料金の値上
げ」と同じ％が値上げされる予定。
％は今後下方修正されるようだが、国民の不満のもと本当

に東電による値上げは実施されるのだろうか。

高圧受電施設を持つ
中・大規模マンションとは

▲マンション内に東電が無償で専用使用している変電設備の電気室
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「約400戸の団地の管理組合役員ですが、大きな悩

みの種は放置自転車があふれて困っています」。

こちらの管理組合では年末に粗大ごみとして大量に

処分するのですが、毎年100台以上にもなり、役員が

ボランティアでタイヤのチューブをはがすなどある程

度解体しなければならないそうです。

さらに処分する費用も1台数百円かかり、管理組合

の会計から捻出しなければなりません。

今は自転車が安いから処分する手間を考えたら、古

いものは乗り捨てで新しいものを買ったほうがいいと

いう人もいるようです。

しかし、放置自転車で困っている管理組合は少なく

ありません。他のマンションでは、どのような放置自

転車対策をしているのでしょうか。

横浜市にある10棟・800戸の大型マンションで、

放置自転車の無償回収を行っているNPOを利用してい

る管理組合があります。

そのマンションの駐輪場使用料は自転車1台月額

200円。使用細則で登録シールを貼ることが決まって

います。

登録シールのない自転車はルール違反の放置自転車

とみなされ、特定の個所に集めて処分する旨をマンシ

ョン内に公示します。約1カ月鎖をつけて保管し、所

NPOが無償で回収

有者である申し出がなければ、警察に防犯登録の確認

を依頼し、盗難車でなければNPOに無償回収してもら

うのです。

管理組合の人に聞くと、以前はやはり1台500円で

処分していたそうで、その費用だけで年間8万円の無

駄な予算を組んでいたと話しています。

無償回収をするのはNPOサンライト共生物流機構

（下記ホームページ参照）。

http://www3.ocn.ne.jp/̃myose

NPOが引き取った自転車は修理・整備され国内で再

利用されるか、海外援助などに回されます。

▲放置自転車は一定期間鎖でつながれ、処分する旨を公示される

TOPICTOPIC

区分所有法とマンション管理適正化法を現場の目線でわかりやす
く解説した本書。
購読者層としては、マンション管理業界の第一線で活躍している

実務者を想定しているが、管理組合役員にとっても難しくなく参考
にしやすい一冊である。
また、ペット飼育や騒音トラブル、管理費等の滞納など、管理実

務に役立つ「お悩み」相談Q&Aも掲載。管理会社フロント担当が
管理業界で長きにわたって第一線で活躍できる礎（いしずえ）とし
て手に取れる本といえる。
著者は日本マンション管理士会連合会会長の親泊哲氏、マンショ

ン管理員検定協会理事長の日下部理絵氏。本書を通じて「法律」
「規約」「集会（総会）の決議」といった横断的な関係を理解してほ
しいとしている。

『マンション管理実務のための区分所有法』
『マンション管理実務のための管理適正化法』本 の紹介の紹介

3月30日2冊同時発行・A5判・定価各2,800円（税別）
著者／親泊哲氏、日下部理絵氏・発行元／㈱早稲田経営出版
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技術者部会・専門業部会合同セミナー
「わかりやすい大規模修繕工事の進め方」テーマに

2 17／

2月17日、技術者部会・専門業者部会Dグループはかながわ
県民センター305号室で「わかりやすい大規模修繕工事の進
め方」をテーマにセミナーを行った。
工事期間中の施工会社との打ち合わせについては、①工事開
始時の広報（住民説明会の実施や駐車車両・バルコニー荷物の
移動、近隣への挨拶等）、②内外壁の色彩計画や試験施工、③
下地補修調査・補修数量報告・確認（大まかに予測した数値以
上になった場合は追加費用が発生するため、予算の見直しが必
要となる）、④現場における中間工事の立会い・確認（現場担
当者とのコミュニケーションが取れていく段階、パートナーと
してより良い信頼関係を築きながら進めていくことが大事）、
⑤足場解体前立会い検査（仕上がり基準の把握と住民の意見を
聞きながら、共に納得のいく工事を進めていくことが大事）、
⑥竣工検査立会い（報告書の保管と引き渡し後の担当窓口を確
認しておくことが大事）などといった説明がなされた。

浜管ネット浜管ネット

南部地区管理組合交流会
防災活動を通したコミュニティー作りがテーマ

3 11／

ンハウス」で南部地区の管理組合交流会を行った。
管理組合関係者14人（9管理組合）＋グランフォーレ戸塚

ヒルブリーズ管理組合7人＋防災委員4人＋吉田町消防団1
人＋浜管ネット関係者7人＋住宅新報社から取材1人の合計34
人が参加。
当日は東日本大震災の被災者に向け、全員で黙とう。第1部
ではグランフォーレ戸塚ヒルブリーズ管理組合の災害時対応マ
ニュアル作りの基本方針や内容を講演、第2部を交流会とした。
交流会では参加したマンションの防災委員会や防災訓練をど
うしているか、コミュニティー形成のあり方での工夫は？など
といった情報交換があった。
ユニークだったのは各マンションによって、自治会費を管理
費と一緒に徴収しているところ、棟別の長が現金で戸別に徴収
しているところなど、さまざまであること。また管理組合理事

長と違って自治会長は長
く務めるべきという話に
も。「地域では5年くらい
経ってやっと発言権が持
てるようになる程度。自
治会長は地域の顔になっ
てもらうほどでないとマ
ンションにメリットはな
い」。

北部地区管理組合交流会
機械式駐車場から自走式へ、
放置自転車の無料回収など

2 25／

2月25日、港北ニュータウン・イオ管理組合集会所「イオ
ハウス」で北部地区の管理組合交流会を行った。
管理組合関係者22人（11管理組合＝7会員、4非会

員）＋講師や浜管ネット関係者14人の合計36人が参加。
当日は764戸の大型マンションの大規模修繕工事（港北ニ

ュータウン・イオ）、駐車場を機械式から自走式にリニューア
ル（港北ファミールハイツ）、放置自転車の無料回収（NPO
サンライト共生物流機構）について発表があった。
第2部では、大規模修繕工事、駐車場、放置自転車の3コ

ーナーに分かれてのフリートーキング。大規模修繕工事では、
「タイルの浮きが当初に見込まれていた数量と大きくずれ、実
費清算となった場合の対応や診断者の責任は？」、駐車場では

「自走式駐車場へのリニュ
ーアルでコンサルタント
はどのように選んだの
か」、放置自転車では「無
償で回収するのは海外
（途上国）への輸出等第三
者による再利用を促進し
ているから」などという
会話が飛び交っていた。

小規模マンション情報交換会
役員のなり手不足や大規模修繕の資金手当

2 19／
よこ管ネットよこ管ネット

2月19日、ヴェルクよこすかで小規模マンション情報交換
会を行った。
テーマと講師は「管理規約並びに役員のなり手不足を中心

に」堀内敬之・マンション管理士、「長期修繕計画と大規模修
繕の資金手当」島村利彦・一級建築士。共によこ管ネット理
事が講師を務めた。
役員のなり手不足については、役員候補の範囲を「現に居

住する組合員」から「組合員」（居住していなくてもよい）へ
拡大する、賃貸に出してい
る組合員が了承した賃借人
も役員候補とする、専門家
の第三者に委任などの例を
話したが、どうすれば組合
員の関心を高めることがで
きるかについては組合員み
んなで知恵を絞るしかない
としていた。

逗子マンション管理運営
シンポジウム＆無料相談会

3 10／

3月10日、逗子文化プラザ市民交流センターで「役員のな
り手不足対策」をメーンテーマにシンポジウムを行った。
パネリストにはよこ管ネットから谷輪博之理事、東　要理

事が参加。管理組合員相互のコミュニケーションとして第一

会場奥でマイクを持って話す
堀内敬之理事

グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ
集会所に30人以上が集まった

交流会ではアルコールも入って
親交がより深まる場面も

3月11日、グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ集会所「コモ
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よこすか海辺ニュータウンかがやきの街管理組合
第１回大規模修繕工事見学会

3 31／

3月31日、よこすか海辺ニュータウンかがやきの街第1回
大規模修繕工事の現地見学会を行った。
管理組合では2008年に大規模修繕工事準備委員会を発

足。1回目の大規模修繕工事の成功を目指して勉強会や工事
見学等を開始した。それから5年の準備と経験を積みながら、
コンサルタント会社選定、施工業者選定、臨時総会の開催を
経て、2012年2月に着工することができた。
工事内容での大きな特徴は、1階ピロティ部分の駐車場用

に使用した土木建築用の足場、各戸玄関側開放廊下にある吹
き抜けへの足場設置。足場への防犯センサーなどへも体制を
徹底した。
建物概要／2000（平成12）年竣工・SRC造・地上12階、

14階・2棟・201戸
設計・監理者／㈱英綜合企画設計、施工者／㈱大和
工事期間／2012年2月1日～2012年6月24日（予定）

▲マンション集会所では管理組合
の工事実施までの取り組みや工
事内容を説明 ▲現場見学では職人に実際の作業

を行ってもらった

正会員と賛助会員との情報交換会

2 17／
川管ネット川管ネット

2月17日、溝口・高津市民館第6会議室で正会員と賛助会
員との情報交換会を行った。参加者38人。
正会員および24年度より新会員予定の7管理組合から今後

の工事計画や現在取り組んでいる管理組合活動内容の紹介が
あった。企業賛助会員からは自社PRを5分程度順番に行って
もらった。
川管ネットの活動内容の現状として、①北部相談セミナー

2年目の挑戦②旧耐震マンション調査を説明。また管理組合
節電対策、地震保険についてアドバイスについても企業から
解説があった。
会議室での会合のあとは会場を移して懇親会を行った。

第４回技術部会セミナー
築30年のマンション大規模修繕工事
（建築関係）について

3 31／

3月31日、川崎市産業振興会館第3研修室で2011年度第
4回川管ネット技術部会セミナーを行った。参加者はマンシ
ョン正会員14人、非会員17人、企業賛助会員11人、川管
ネット役員7人の計49人。
当日は講演1｢築30年超マンション大規模修繕工事(建築)

のポイント｣、講演2「外壁・防水工辞について｣、講演3「ア
ルミ手摺改修の提案｣、講演4「マンションリニュアル（アル
ミサッシ・玄関ドア）の提案｣という構成。各業種の専門企業

の担当者が説明を行った。
講演後の質疑応答も活発

で、既存の屋根防水に太陽
光発電設備を設置すること
ができるか、建物診断は誰
に依頼すればよいかなど参
加者から質問が相次いだ。

第４回役員研修会
ペット飼育と震災への備え

2 18／
かながわ県央ネットかながわ県央ネット

2月18日、大和市民活動センター会議室で「マンションの
ペット飼育と震災への備え」と題し、向井邦良会長を講師に
平成23年度第4回役員研修会を行った。
向井会長は、ペット飼育に関する管理

組合の対応や「一代限り」の問題点、管
理規約の経年劣化を上げ、ペット飼育と
震災への備えについては、日常からのし
つけの重要性、避難所での飼育ルールの
確立、マンションのペットクラブにおけ
る対外活動の必要性、ペットの災害対策
（神奈川県の事例）などを解説した。

マンション管理セミナー
失敗から学ぶ大規模修繕

4 14／
相管ネット相管ネット

4月14日、相模原市民会館第2大会議室で「失敗から学ぶ
大規模修繕」をテーマにセミナーを実施した。

講師は相管ネット朝野浩行会長（ソフ
ト面）、相管ネット川瑞聰1級建築士（ハ
ード面）、（株紅梅組・高取博之氏（事例
紹介）。参加人数は約20人。
講演内容は大規模修繕工事の失敗例を

紹介し、失敗する大規模修繕には原因が
あり、その原因を取り除くべく手法を紹
介した。
質疑応答では、建築資材の進化に対し

て修繕周期の変化はあるのか、外断熱の方式と効果及び改修
費用を教えてほしい、など。
一般的な工事事例の紹介では自慢話になる傾向が否めない

が、今回は失敗を検証し、その防止策を中心のセミナーだっ
たため、参加者の反応も変わってくるという感想を得た。

講演するかながわ
県央ネット向井邦
良会長

当日は49人が参加。会員加入
も増えている

講演する紅梅組・
高取博之氏

に「挨拶活動の実践」の
大切さ、役員のなり手不
足対策として役員への手
当て、理事長業務への理
解、地方自治体への管理
者届け出などを上げてい
た。

よこ管ネットと首都圏マンション管
理士会湘南地区部会の共催で実施



迷惑行為の差し止め
管理組合敗訴を高裁に差し戻し

10

神奈川県藤沢市のマンション管理組合の代表者が区分
所有法6条「区分所有者の共同の利益に反する行為」を
繰り返す所有者に対し、同法57条に基づく行為の差し
止めを求めた訴訟の上告審で最高裁第3小法廷（那須弘
平裁判長）は1月17日、管理組合側が敗訴した2審判決
を破棄し、東京高裁に差し戻した。

◇
管理組合側が訴えた区分所有者の迷惑行為は、①理事

長を誹謗・中傷するビラの配布②役員が管理組合資金を
運用しているとする文書の配布③工事業者の現場事務所
での業務妨害④理事長や役員に対する暴行など。
1審横浜地裁、2審東京高裁では上記の行為に対し、

「騒音や振動、悪臭のように建物の管理・使用にかかわ
るものではない」ことから「共同の利益に反する行為に
は当たらない」として管理組合の請求を棄却していた。

◇
最高裁の判断では、区分所有者の迷惑行為が管理組合

役員らに対する個人攻撃にとどまらず、管理組合の業務
の遂行や運営に支障が生じているという管理組合側の主
張に対し、下級審ではマンションの正常な管理や使用が
阻害されているかなどの点について審理判断されていな
いとした。
このため原判決を破棄し、管理組合の請求が法57条

の要件に満たしているか、さらに審理を尽くさせるため
東京高裁に差し戻すこととする。

1・17 最高裁第3小法廷

判例の
広場
判例の
広場

迷惑行為の差し止め
管理組合敗訴を高裁に差し戻し

最 高 裁 の 見 解
●（区分所有者の）各行為は、本件管理組合の役員
らに対する単なる個人攻撃にとどまらず、それに
より、集会で正当に決議された本件マンションの
防音工事等の円滑な進行が妨げられ、また、本件
管理組合の役員に就任しようとする者がいなくな
り、本件管理組合の運営が困難になる事態が招来
されるなどしているのであって、本件マンション
の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に
反する行為であり、これが違法であることも明ら
かである
●法57条に基づく差止め等の請求については、区
分所有者が業務執行に当たっている管理組合の役
員らをひぼう中傷する内容の文書を配布し、マン
ションの防音工事等を受注した業者の剛無を妨害
するなどする行為は、それが単なる特定の個人に
対するひぼう中傷等の域を超えるもので、それに

より管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずる
などしてマンションの正常な管理又は使用が阻害
される場合には、法6条1項所定の「区分所有者
の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地
があるというべきである

区分所有法関連条文
（区分所有者の権利義務等）
第6条第1項
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建
物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益
に反する行為をしてはならない。

（共同の利益に反する行為の停止等の請求）
第57条第1項
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした
場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分
所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防す
るため必要な措置を執ることを請求することがで
きる。

地震保険、震度５は免責範囲内
保険金支払い棄却の逆転判決

3・19 東京高裁

地震保険、震度５は免責範囲内
保険金支払い棄却の逆転判決
東日本大震災時の電気温水器の損傷により東京都杉並

区のマンションで上階から下階への漏水事故が発生。こ
のため、「リフォームを余儀なくされた」と上階区分所
有者が加入する保険会社に工事代金を求めたところ、保
険会社に117万円の支払いを命じた控訴審で東京高裁
（加藤新太郎裁判長）は3月19日、東京地裁の1審判決
を取り消し、請求を棄却する判決を言い渡した。

◇
1審判決ではマンションの建築時期などから「耐震性

が高く、震度5強程度の揺れは免責条項上の『地震』に
は当たらない」と指摘。保険会社による支払い拒否は
「不当」という判決だった。
2審判決によると、上階区分所有者と保険会社との保

険契約では「地震で生じた損害には保険金を支払わない」
という条項があった。
1審・東京地裁は「条項は震度5強程度では免責に当

たらない」と判断していたが、2審・東京高裁は「地震
の個別の揺れや建物の耐震性を考慮して免責の適用を判
断していては、実務上の混乱を招く」とし、マンション
住民側の請求を退けた。


