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福 管 連 だより
管理組合による管理組合のための団体
ＮＰＯ法人 福岡マンション管理組合連合会

福管連 創立３０周年記念
秋の

マンションセミナー 大盛会

福管連では、福岡市のご後援をいただき、創立３０周年
記念「秋のマンションセミナー」を１０月１４日（土）午
後１時１５分から福岡市の天神ビルで開催しました。
当日は、１８１名もの多数の皆様のご参加をいただき、
盛大なセミナーを開催できましたことを、主催者一同心よ
り御礼申し上げます。
第１部では、
「新時代のマンション管理運営」と題し、安
心して住み続けられるマンションにするために何が必要な

【セミナーの様子】

のかを、マンション管理のハードとソフト両面に幅広い知
識を持たれている、廣田 信子 氏にご講演いただき、第２部では、
「マンション管理組合と個人
情報保護法」と題し、５月に改正された個人情報保護法の内容と注意すべきポイントについて、
マンション問題に詳しい、吉田 大輝 弁護士に解説していただきました。
ご講演内容は「マンションライフ福岡２０１８年春号」に掲載の予定です。

創立３０周年記念誌「管理組合読本」を作成！
福管連は、創立３０周年を迎え、記念誌「管理組合読本」（非売品）を
作成いたします。
この記念誌は、管理組合運営の様々な業務をジャンル分けし、Ｑ＆Ａを
中心に関係判例、参考資料など、できるだけ具体的な事例を掲載いたしま
した。マンション管理組合の役員になられた方々に読んでいただき、管理
組合運営の現場でご活用いただきたいと考えています。
１１月中に、管理組合理事長様等へお届けする予定ですのでよろしくお
願い致します。
＜至 急 回 覧＞

【福管連だより ２０１７年１１月 1 日号

理事長
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平成２８年度マンション管理組合実態調査結果（福岡市）№１
理事の選任に苦労しているマンションは３４％、昭和４７年以前の建物では約８３％！
福岡市では、平成２８年度のマンション管理運営実態調査の結果を９月に公表しました。
調査は平成１２年度から５年ごとに行い、今回は３回目、市内の３階建以上の分譲マンシ
ョン管理組合を対象とし、管理運営などの状況や居住者の状況、維持管理、コミュニティな
どについて尋ねました。約４,８００件にアンケートを配布し、未回答のうち１２１件には訪
問配布しました。有効回答数は１,１６７件（回答率：３０.９％）でした。
分譲マンションは、都市部の住宅として、いまや、主流となりつつあります。
国交省によりますと、平成２８年末時点の全国の分譲マンションストック戸数は約６３３
万戸に達し、そのうち、旧耐震基準に基づき建設されたものは約１０４万戸となっています。
市のアンケート調査でも、昭和５６年以前に竣工した築３６年以上経過のマンションが全
体の２割程度を占めています。建物の高経年化と居住者の高齢化が進む中、建物・設備の劣
化や耐震性への不安、役員のなり手不足や積立金の不足、空室や賃借人の増加、生活マナー
や民泊の問題など、管理組合の運営を行う上で様々な課題が見えてきます。
マンション管理運営の実態を表す主な項目を、この紙面でご紹介してまいります。
１．理事の選出方法
管理組合理事の選出方法について尋ねたところ、「輪番制」が５６.３％で最も高く、次い
で「立候補・推薦・輪番等の組み合わせ」が２０.１％、
「推薦により選出」が１２.４％とな
っている。平成１８年、平成２３年調査と同様に、「輪番制」が最も多く変わりない。

２．理事の被選資格
管理規約による管理組合
理事の被選資格について尋
ねたところ、「居住の組合員
に限定」が６８.４％で最も
高く、次いで「居住していな
い組合員もなれる」が１６.
８％、「居住組合員の同居親
族もなれる」が１６．５％と
なっている。

－２－

３．理事の選任についての苦労
管理組合理事選任の苦労について
尋ねたところ、「理事の選任に苦労し
ている」が３４.０％となっている。ま
た、竣工時期別にみると、竣工時期が
古い建物のほうが「理事の選任に苦労
している」の割合が高くなる傾向にあ
り、特に昭和４７年以前の建物では８
３.３％と最も高くなっている。戸数
別にみると、戸数が多いほど「理事の
選任に苦労している」の割合が高くな
っており、特に１００戸以上の建物で
は４７.５％を占めている。
４．定期理事会の開催状況と年間開催回数
定期理事会の開催状況について尋ねたところ、
「開催している」が９０.４％で約９割を占めてい
る。また、定期理事会の開催回数について尋ねた
ところ、「１０回以上」が２５.３％で最も高いも
のの、全ての回答が２０～２５％程度と、開催回
数についてはバラツキがある結果となっている。
平均開催回数は６.０回となっている。
５．理事会への理事の出席率
理事会 への 理事の 出
席率について尋ねたと
ころ、
「ほぼ全員出席」が
７１.５％で最も高く、
次いで「ほぼ１／２以上
出席」が２４.７％とな
っている。

６．理事会に代理出席する場合の資格
理事会に代理出席する場合の資格に
ついて尋ねたところ、
「理事の配偶者」が
４３.６％で最も高く、次いで「理事の配
偶者及び一親等の同居者」が２２.５％
となっている。一方、
「代理は認めない」
は１４.６％となっている。
（詳しくは福岡市ＨＰをご覧ください）
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マンション紛争解決のためのＡＤＲ利用のすすめ
マンション問題解決センター
運営委員長 弁護士 松 坂 徹 也
ＡＤＲという言葉を御存知ですか。
ＡＤＲは Alternative
（代替的）

Dispute
（紛争）

Resolution の略で裁判所に代わって紛争を解決する機
（解決）

関のことを指します。
そのなかでもマンションをめぐる紛争の解決に特化したＡＤＲが福岡にあります。全国
で唯一のマンション紛争解決のためのＡＤＲで、その名も「マンション問題解決センター」
といい、ＮＰＯ法人福岡マンション管理組合連合会がその事務局を受け持っています。
マンションは不動産ですが一棟の建物とその敷地のなかに複数の建物があり、それぞれ
異なった所有者がいるというもので（この所有者を区分所有権者といいます。）それらの所
有者はそれぞれここに居住して生活をしています。
戸建の複数の建物が一棟に集約されているようなものですね。そして、この一棟の建物
のなかには区分所有者が単独で所有権を有している専有部分と、エントランスやエレベー
ター室、階段室や屋内廊下など区分所有者全員共有の共用部分とがあります。
このようにマンションは法的に特殊な不動産ですから、多くの難しい法律問題が内在し
ています。したがって、これらが顕在化した場合には、きちんと解決していかなければなり
ません。
多くのマンションで起こっている法的な問題をあげてみますと、以下のようなものに大
別されます。
マンションを維持、管理するためには当面の管理のための費用、将来の修繕の
１

ための積立金などお金が必要ですが、この支払いを長期間滞納する人がいて管理
組合として困っている。
マンションでは一つ屋根の下に複数の人が生活するわけですから、生活上のル

２

ールを管理規約で定めていますが、ルールに違反した人がいて、改善を求めてい
るがそれに応じないため厳しい対処を考えている。
ときにマンションのなかで区分所有者間であるいは区分所有者と役員間で対立

３

や紛争が生じている。
これは本当に困った問題で、マンション全体が不穏な空気につつまれている。

４
５

分譲会社はマンションを売った後は建物の不具合について無責任な対応をする
ため困っている。
管理を委託している管理会社の処理が杜撰なため区分所有者が困ったり損害が
生じたりしている。

このようにマンションを巡る法律問題や紛争事例は枚挙のいとまがありません。
一般に法的紛争の解決は、当事者だけの話し合いで解決がつかない場合には裁判所に持
ち込まれます。訴訟提起をしてそこで解決をはかるというものです。
しかし、マンションを巡る法的紛争は裁判所に持ち込むのがふさわしくないものがたく
さんあります。
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その理由は、あまりにも人間関係が近すぎて争いの解決を公の場にさらしたくないし、
さらしても適切な解決が出てこない、一つ屋根の下に住んでいる者が原告と被告になって
戦うのはよくない、生活を巡る紛争では権利、義務というものが明確に確立されにくい、紛
争の経済的価値に比べて裁判の費用がかかりすぎる、早く解決したいのに解決までに時間
がかかりすぎるなどです。
そこで費用もあまりかからず、短期間で、それほど激しい対立にならずに解決する場が
求められます。
裁判所に代わる話し合いを中心とした解決の場です。
それが代替的紛争解決の場としてのマンション紛争解決のためのＡＤＲです。
これはとても利用しやすいのですが、このＡＤＲの存在はあまり周知されていませんで
したから、これまで利用された事案は少ないです。これを機に多くの管理組合、区分所有者
の方がこの制度を利用されることをおすすめします。
マンション問題解決センター事務局に申込みいただければ、だれでも自由に利用するこ
とができますので、どしどし申し込みされるよう御案内いたします。もちろん分譲会社や
管理会社を相手にすることもできます。申込手続については事務局にお電話頂ければご説
明させていただきます。

ＡＤＲの特徴
◆手続きが簡単
◆専門家の知識経験を活かした公平な解決
◆柔軟な解決
◆迅速な手続き
◆プライバシーや秘密の保護
◆法的メリット（時効中断等）
◆安 い 費 用
マンション問題解決センター利用するときの費用は、次のとおりです。比較的安い
費用ですから、訴訟のように費用が原因であきらめる必要はありません。
➡ 調停申立費用 … 申立人 １万円
➡ 調停期日費用 … 当事者ごと １期日５千円
➡ 和解成立の場合…紛争の価額に応じて２％～５％の和解成立費用
（原則当事者折半）
➡ マンション問題解決センター以外での調停期日開催、調査は別途費用

お申し込み

「マンション問題解決センター」

〒８１０－００４１
福岡市中央区大名２丁目８－１８天神パークビル ３Ｆ
マンション問題解決センター
ＴＥＬ （０９２）７５２－１５５５ ＦＡＸ （０９２）７５２－３６９９
－５－

≪秋の交通安全県民運動≫

「早良・城南暴力団追放市民総決起大会」開催
平成２９年９月２０日、福岡市早良区「ももちパレス」にて、
「秋の交通安全県民運動」
「早良・城南暴力団追放市民総決起大
会」が挙行され、福管連も設立当初からの賛助者の一員として、
参加しました。
会場のももちパレス２階大ホールには８００名を超す参加者
が詰めかけ、立ち見もでるという大盛況となりました。早良区、
城南区における交通情勢や、暴力団情勢についての講話があり、
アトラクションとして、かわいい保育園児による演奏や、地域の方の相撲甚句、ウォーキング
講座、和太鼓の競演などで会場
は大いに盛り上がりました。そ
の後参加者全員にて、早良区役
所前から西新商店街までパレー
ドして、本会の趣旨を市民の皆
さんにアピールすることができ
ました。

平成２９年度第２回

福岡マンション管理基礎セミナー
【日 時】平成２９年１２月１０日（日）１３：００～１５：３５ （終了予定）
【場 所】福岡市立中央市民センター

３階ホール（裏面に地図）
■講演１ 「マンションの給排水設備維持管理のポイント」･･････････13:10～14:10（60分）
～マンションを長持ちさせるために～
講師：福岡マンション管理組合連合会

技術顧問

一級建築士

松澤

康博（まつざわ

やすひろ）氏

■講演２ 「トラブル事例からみえるマンション管理のポイント」14:20～15:20（60分）
■ 対
■ 定

～マンションで起こりやすいトラブルと解決策～
講師：福岡マンション問題研究会
弁護士 岡田 美紀（おかだ みき）氏
象：福岡市及び近郊にお住まいの方
（マンション管理組合役員・区分所有者・マンション管理業者など）
員：300 名（申込み先着順，定員になるまで受け付けます。）

■ 申込方法：電話・ファックス・はがき・E メールにて，お名前・住所・電話番号を（複数でお申し込みの
場合は，代表者のお名前・参加人数・住所・電話番号を）お知らせ下さい。
【主 催】福岡市・福岡県・(一財)福岡県建築住宅センター【共 催】国土交通省
【後 援】
（独）住宅金融支援機構九州支店・(一社)マンション管理業協会九州支部・(一社)福岡県マンション管理士会
NPO 法人福岡マンション管理組合連合会・NPO 法人福岡県マンション管理組合連合会
「福岡市内にお住まいの方」
福岡市 住宅都市局住宅部住宅計画課 宛
〒810-8620
福岡市中央区天神 1-8-1
ＴＥＬ：092-711-4598
ＦＡＸ：092-733-5589
Ｅ-mail：m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp

「福岡市外にお住まいの方」
(一財)福岡県建築住宅センター 企画情報部 宛
〒810-0001
福岡市中央区天神 1-1-1
ＴＥＬ：092-781-5169
ＦＡＸ：092-715-5230
Ｅ-mail：kikaku@fkjc.or.jp
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●

日

時：平成２９年１１月１１日（土）

１３：１５～１７：００

●

場

所：室見第 2 住宅

●

定

員：約３０名（先着順受付・入場無料）団地の役員・組合員対象

●

テーマ：

集会室（福岡市早良区南庄５－４）

Ⅰ「平成 28 年度 福岡市マンション管理組合
実態調査結果報告書の抜粋報告」
Ⅱ「情報交流会」
事前アンケートによる団地ごとの課題とその解決策を探ろう
🌸 申込方法：福管連事務局まで、電話、ＦＡＸ、または、メールにてお申込み下さい。
🌸

マンション関連業者の方のご参加はご遠慮ください。

マンションの防災・減災情報交流会
日
場
定

時
所
員

平成２９年１１月１８日（土）１３：３０～１６：３０
天神ＮＫビル地下 Ｃ会議室（天神明治通り）
２５名（先着順受付・入場無料）
１．マンションの防災・減災について
講師：福管連

テーマ

理事

防災士

宮下輝雄

２．参会者による防災組織・訓練の現状報告
事前アンケートにより、各マンションの防災
組織及び訓練実施状況について知恵を出し合
い、改善点など話し合います。

申

込

福管連事務局まで、電話、ＦＡＸ、または、メールにてお申込み下さい。

『マンション改修工事の手引き』改訂第五版 発売決定！！
ご好評をいただいていました『マンション改修の工事
の手引き』の改訂第五版がようやく完成いたしました。
（発売日１１月１日予定）
このマニュアルは、建築の専門家でない管理組合の役
員を対象として、マンションの改修はどのように取り組
めばよいかを、実例を交えながらわかりやすく解説した
ものです。今回の改訂版は、長期修繕計画、設備改修の充
実等や改修事例のカラー化にも取り込み、管理組合とし
ての改修工事の取り組み方にも多くのノウハウを盛り込
みました。
管理組合役員・修繕委員として改修工事に取り組む
方々のお役に立つことを願っています。
【会員価格１，５００円】

－７－

福管連正会員限定

無料相談サービス

大規模改修や、滞納管理費等など、管理組合業務で、どう対処したらよいか、お悩みになることが
ありませんか。そんなときは遠慮なく福管連の会員無料相談サービスをご利用ください。

１．マンション管理全般のご相談

(一般的な市民相談は正会員以外の方も受付)

●マンション管理士、ベテラン役員がマンション管理に関するご相談をお受けします。
☛ご利用方法……来会または電話、ＦＡＸ、メールにて
☛受 付 時 間……月曜日～土曜日

９：００～１７：００

２．法律・修繕・保険に関するご相談

（正会員限定）

●弁護士、一級建築士、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）が専門的なアドバイスを致します。
☛ご利用方法…◎予約制で当会事務所にて毎月１回開催（申込先着順）
◎当会正会員の理事長又は役員限定
◎同一事案は１回のみ（２回目以降は有料となります。）
◎相談日の１週間前までにご相談の要点（Ａ４ １枚程度）を事務局へご提出
ください。
名称

時

間

第３土曜日
13：00～15：00
相談
（30 分 × 4 組）
法律

第２水曜日
13：00～15：00
相談
（60 分 × 2 組）
修繕

保険 第 4 火曜日
診断 14：00～16：00
相談 （60 分 × 4 組）

11

月
担

日
１８日

弁護士

（土）

柴山

12
当

真人

日

氏

月
担 当

１６日

弁護士

（土）

岡田

美紀

氏

１１月、１２月は相談会をお休みさせていただきます。
（ご希望がございましたら、別途対応いたします。）
ＦＰ
２８日
（火）

有田

ＦＰ
裕輔 氏

野瀬 裕美子 氏

１９日

野瀬 裕美子 氏

（火）

有田

裕輔 氏

【会員管理組合の皆様へのお願い】
★理事長様のご交代がございましたら、室番号、お名前、お電話番号
を福管連事務局まで、電話、ＦＡＸ、またはメールにてご連絡をく
ださいますようよろしくお願いします。
【福管連事務局】 窓口受付時間 （平日・土曜）午前９時 ～ 午後５時
〒810－0041 福岡市中央区大名２丁目８番１８号 天神パークビル３Ｆ

ＴＥＬ:０９２－７５２－１５５５

ＦＡＸ:０９２－７５２－３６９９

福管連ホームページ http://www.fukukan.net
Ｅメール fukukan@fukukan.net
マンション 110 番
－８－

検

索

