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マ ン シ ョ ン

前理事長

チェックし、３億円の
横領を解明したとい
う。このとき中心とな
って管理会社を追及

昨 年 １月
告
訴

で１割増加程度のよ
うだ。
すでに管理組合、学
術、管理業界など各種
団体は意 見を公 表し 、
改正案の評価は分か

ず、費用が計上されて
いることを不審に思
った理事が追及した
ところ、着服を認めた
ため、解任された。管
理組合は、前理事長の
不動産や投資用口座
を差し押さえて約２
億２０００万円を回
収してい る。
昨年１月には公訴
時効前の約４億円に
ついて、業務上横領容
疑で警視庁に告訴状
を提出した。（マンシ
ョン管理 新聞 第
991
号より）

「
総会シーズンまでには」

３５者 （団体含む）。
前回と比べ、コミュニ
ティー条項をめぐる
賛否などで注目度は
高いように思われる
が、実数では意見総数

改正 来春以降かかかか
ては「年内を目指しつ
つ、管理組合の総会シ
ーズンまでには間に
合わせたい」（佐藤将
年室長）と話してい
る。
２０１１年の前回
規約改正時における
結果は、意見総数４５
１件、意見提出者数１

れている 。
マンショ ン管理 適
正化指針 の改正 案で
は管理組 合によ るコ
ミュニテ ィー形 成を
推奨する 一方、 標準
管理規約 改正案 では
コミュニ ティー 条項
が削除さ れると いっ
た混乱を 招きそ うな
部分につ いて、 どう
最終決着を図るの
か、同省 の価値 判断
が示される。（マンシ
ョン管理新聞 第
号 より）
990

万円は回収

えらは関わるな」など
と通帳を見せなかっ
たという。弁護士によ
ると「無償で管理会社
の横領を暴き、会計の
プロで大手監査法人
の代表社員でもあっ
た。修繕の打ち合わせ
も現地に行くなど他
の業務でも熱心だっ
たから、組合員からの
信用が固まっていて
誰も不自然だと思わ
なかった」と話す。昨
年秋の理事会で対象
となる減価償却資産
がないにもかかわら

２億

意見提出約 件に

者を 務 め てい た が、
不信 感 を 持っ た 前理
事長 ら が ９８ 年 ４月
ごろ か ら 監事 と して

したのが 前理事 長で、
理事会方式を導入し
た９８年に副理事長
に就任したが、当時す
でに金を引き出して
いたとみられる。現在
の管理会社には「おま

年年年年にににに及及及及びびびび犯行

億 万円着服の疑い

被害金額 過去最大級

新潟県魚沼市のリゾートマンション （築２５年、２棟５４９戸）
で管理組合法人の前理事長の男性 （６８）が管理費等約１１億７８
００万 円を 着服 した 疑い が あるこ とが 明ら かに なっ た 。２０ １１ 年
に発覚 した 太平 洋興 発元 契 約社員 によ る詐 欺事 件の 被 害額５ 億８ ３
００万 円の ２倍 以上 の金 額 で、事 実な ら、 これ まで 明 らかに なっ た
管理組 合役 員や 管理 会社 社 員によ る組 合資 産の 着服 ・ 横領事 件で は
過去最大 になる 。
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標 準 管 理
規約改正案
国土交通省は１１
月、マンション標準管
理規約改正案に関す
る約１ヵ月のパブリ
ックコメントの意見
募集を締め切った。概
算で意見数合計約５
００件、意見提出者数
１２５（団体含む）だ
った。改正時期につい
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管理組合代理人の
西込明彦弁護士によ
ると、前理事長は首
都圏在住の公認会計
士。約１６年間で管
理組合の資金を自身
の証券口座や銀行口
座に送金したり、現
金を引き出したりし
ていた。前理事長は
着服の事実を認めて
いる。
印鑑は副理事長、
通帳は理事長が保管
することになってい
たが、前理事長が「私
が全部やります」な
どと印鑑も所持する
ようになった。会計
報告では偽装した残
高証明書のコピーを
提出して発覚を免れ
ていた。
同マンションで
は、もともと分譲当
時の管理会社が管理
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復継続し て有償 で提
供するも のは旅 館業
法の許可 が必要 で、
仲介する 事業者 は旅
行業法に 基づく 登録
が必要と される 。

踏まえ、工事の支払い義務があるこ
との確認も求めていたが、もともと
管理費で工事を実施する内容で決議
していたため「その後の総会で被告
が工事費用を直接負担する旨の決議
がなされたとはいえない」とされ、
こちらの請求は棄却されている。

「
民泊」
で検討会

は、衛生 管理・ テロ
防止など 安全性 の確
保、地域 住民と のト
ラブル防 止留意 、空
き室の有 効活用 な
ど。

共同住宅 で民泊 活
用部分の 面積が 一定
規模以上 となる と、
消防用設 備等の 新た
な設置が 必要の 場合
もある。
委員からは 「大田
区など国 家戦略 特区
の実証結 果を待 つべ
き」
「すでに実態が進
行してお り、規 制を
緩和・強 化する にせ
よ迅速に 対応す べ
き」など 、慎重 ・積
極双方の 意見が ださ
れた。
（マンション管
理新聞 第 991
号よ
り）

玄関扉にリフォームシートを張る改
修を拒否した区分所有者に対し、管理
組合が「区分所有者は総会で決定した
工事に協力する義務がある」などとし
て、区分所有法 46 条・57 条に基づく
工事への協力義務と妨害禁止義務があ
ることの確認と、弁護士費用を含む訴
訟費用７５万６，０００円の支払いな
どを求めた訴訟の判決が昨年２月、東
京地裁で言い渡された。谷口吉伸裁判
官は「被告は当然に適格に議決された
決議に従う義務があり、原告は決議を
実行し、そのための協力を求める権利、
義務を有する」などとして確認の訴え
を認める一方、訴訟費用についても６
０万７５００円の支払いを認めた。判
決は確定している。
◇
ほかにも管理組合は、区分所有者に
自費で工事を行うよう勧告した経緯を

今年夏にににに報告書

「民泊サービスの
在り方に 関する 検討
会」（浅見泰司座長）
の第１回 会合が １１
月２７日 、東京 ・霞
が関の厚 生労働 省で
開かれ
た。民泊
活用の体
制作りの
課題を整
理し、今 年夏ご ろ報
告書を作 成する 予定
だ。
検討の基 本的視 点
会合では 、民泊 に
関する関 係法制 の課
題を厚生 労働省 と国
土交通省 が説明 。諸
外国の民 泊規制 状況
も報告さ れた。
家主不在 のマン シ
ョンにお ける課 題と
して①宿 泊者の 本人
確認や緊 急時対 応な
ど管理体 制の確 保②
管理規約 や転貸 禁止
等の賃貸 契約の 順守
③ごみ・ 騒音等 によ
る近隣住 民トラ ブル
防止等が 指摘さ れ
た。
現行制度 ではマ ン
ションの 自宅等 を反

11 月 27 日の第 1 回会合

判例ファイル

体制作りの課題を整理
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弁護士費用は「区分所有者が建物の
保存に有害な行為その他建物の管理
または使用に関し、区分所有者の共同
の利益に反する行為をした」場合に、
区分所有法 57～60 条に基づき必要な
措置をとった際は、「これに関する訴
訟費用（弁護士費用を含む）は当該区

玄関扉の改修拒否…区分所有者に
訴訟費用約６０万円
協力・妨害禁止義務 支払い 命じ る 判決
分所有者の負担とする」と規定された 有者の態度を、集会の決議に従う義務
管理規約に基づいて請求した。標準管 があるのに、工事に協力しなかったの
理規約の 66 条、67 条に当たる条文だ。 は「共同の利益に反する行為か建物の
判決では、30 万円とした成功報酬 保存に有害な行為だ」と考えた。
が「具体的な支出額を認めるに足りる
被告は「改修工事の決議は無効」
「シ
証拠がない」とされ、15 万円に減じ ートを張らなくても問題はない」と反
られた以外は、ほぼ請求通りの金額が 論していた。（判例時報 2267 号、マ
認められている。
ンション管理新聞 第 988 号より）
管理組合は、工事を拒否する区分所

編集後記
管理費等の着服なんと１１億円。驚くような金額である。新潟県のリゾートマンションでの話。リゾートマンシ
ョンにおいては理事会方式の財産毀損リスクが大きなことが分かる。何よりも監査の大切さと意義の必要性を示
唆しているのはないか。監事の責任を問われる判決も出された。標準管理規約の改正においてはコミュニティー
条項の削除に注目が集まっているが、専門家による管理者管理での毀損事故の起きない仕組みづくりや規約づく
りも高齢化、高経年化の進展による役員のなり手不足の中でマンション管理組合において重要なことに思える。

