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新春のご挨拶！
照明

持って昨年体得した教訓を糧
に、いよいよ自らの舵取りを
実践に活かしながら、率先垂
範して副会長以下との連携・
協力の下、再生埼管ネットを
目指し、実行元年と改めて位
置づけ、実践して参りたいと
思っておりますので会員各位
並びに諸先輩方の温かいご指
導・ご支援・ご鞭撻の程、宜
しく御願い申し上げます。
今年は、前年施行の住宅宿
泊事業法（民泊新法）の施行
元年であり、マンションにと
っては、最も重大な変遷の時
期と云っても過言ではありま
せ ん。 自 分 達 の マ ン シ ョ ン
は、自らが大いにお節介をや
き、自分達で責任をもって仲
間 を 募 り 協 力 し な が ら、 維
持・管理・向上を図るべく、
専門家の助言の下、創造して
いくことが本来のあるべき姿
であると存じます。
是非、皆様！
共に、力を携え、理想を現

実に近付かせる為に立ち上が
りましょう。私共も微力なが
ら応援させていただきます。
宜しく御願い申し上げます。
今後の具体的なスケジュー
ルですが、来たる３／ から
民泊事業に対する事業者登録
が開始されることになる訳で
すが（ちなみに、埼玉県では
観光課が受付窓口となりま
す。
）
、マンション 年の歴史
の中でも、マンションを宿泊
事業に供するという、かつて
ない状況を迎えることになり
ました。
「民 泊 の 禁 止」 あ る い は
「容認」と云う対立構図だけ
でなく、民泊自体の在り方の
検証も視野に入れたいと考え
ております。我々埼管ネット
の上部団体である全管連で
は、国交省の「マンション管
理適正化・再生推進事業」に
採択され、民泊に関する調査
を行っております。２月には
報告書がまとまる予定です。
自主管理組合が多い団体とし
てどのような意識分布が得ら
れるか期待しております。
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ＮＰＯ埼管ネット

会長 栗原

２０１８ 年 の 年 頭 に あ た
り、まずは、会員の皆様方並
びにご家族の皆々様方のご健
康とご多幸を祈念申し上げま
す。
慌ただしく、無我夢中で新
会長として過ごした昨年がな
んとか無事に終了し、新たな
気持ちで新年を迎えることが
出来ましたことに感謝したい
と思います。
本年も前年に引続き、各人
其々が、希望に満ち溢れた悔
いのない人生を生き抜いて参
るよう埼管ネットと共に全力
投球で前進して参りたいと存
じます。
また今年は、私自身が実を

60

一方で、 年 月に一般社
団法人マンションリフォーム
技術協会が実態を示した不適
切設計コンサルの問題は、解
決の端緒さえ見えていませ
ん。解決に向けて地道に取り
組んで参ります。
11

会員の皆様方のご活躍と当
団体の更なる発展の為、今後
共、マンション管理に関する
各種情報の提供、電話や面談
による相談対応、地方公共団
体と連携したセミナーの開催
などの取り組みにより、管理
組合の皆様をはじめ関係者の
皆様方への支援を積極的に行
って参りたいと考えておりま
すので、引続き何卒、ご支援
とご指導を申し上げ、新春の
挨拶とさせていただきたいと
思います。

熊本地震の復興も遅れてお
ります。住民の合意形成の難
しさなどが要因ですが、熊本
県マンション管理組合連合会
を中心に、被災マンションへ
の支援活動も継続して行って
おります。
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【別件・お得情報】

◎
『マンション管理適正化診
断サービス』のお知らせ

日本マンション管理士会連
合会では、診断マンション管
理士による「マンション管理
適正化診断サービス」を実施
しております。
＊診断料は無料です。
築年数だけで決まる保険料
に納得されていますか？
数年前より火災保険料が大
幅に値上りしております。

以下のような疑問や不満を
感じたことはありませんか？

①マンション用の保険料はど
この保険会社も一緒？
②築年数が経てば経つほど、
保険料が上がって困る。
③きちんとメンテしているの
に、築年数だけで保険料が上
がるのは納得出来ない。
云々等。

遠慮なく事務局宛問合せ下
さい。

栗原

照明

②その後、毎会計年度末
付で、
「預り金」と「特別
徴収金」とを相殺計上する
五．上記処理は、賃貸料収
入が各区分所有者に帰属す
ることを明確にする為に行
う措置。
六．部 屋 の タ イ プ（床 面
積）別の分配金及び特別徴
収金については、持分割合
通りとする。
七．携帯会社との契約が解
除され賃貸料収入が分配出
来なくなった場合、特別徴
収は実施せず、現行通りに
戻す。
＊ 本議案が総会承認さ
れ、賃貸料収入は、実質所
得と見做され、以下の方に
は、確定申告が必要になる
場合があることを徹底させ
ていただきました（雑所得
扱い）
。
① 一箇所から給与の支
払いを受けている方で、給
与所得及び退職所得以外の
所得の合計額が 万円を超

える方
② 年金を受け取ってい
る方で、年金以外の所得が
万円を超える方
③ ２箇所以上から給与
の支払いを受けている方
で、主たる給与以外の給与
の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額
の合計額が 万円を超える
方
（注：以上が税務当局を
撃退した一事例ですが、当
局の税務担当官も色々な方
がおり（個人差があり）
、
全てのマンションに一律に
あてはまるものではないこ
とも併せてご理解下さい。
）
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Ｍ管理士

合に応じ、各区分所有者が
本来、受領すべきものと判
断される。
」と猛抗議。
実際、その後、管理組合
は当該賃貸料収入全額を各
区分所有者に分配。
三．その後、分配額同額を
特別徴収金として管理組合
に納める（当該収入は管理
組合にとって非課税扱→課
税対象外扱と明確にする為
に）
。
→ 本方式を組合員全員
に周知徹底し承認を得る為
に、総会を開催。議案とし
て上程。普通（過半数）決
議を取得・承認可決。
四．管理組合の会計処理は
以下の通り。
① 賃貸収入は、入金時
点で「預り金」として計上
する。
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税申告に疑義有（実例報告）！
「当局を撃退した事例紹介」

私の顧問先・渋谷区道玄
坂（築 年、複合用途型１
０５戸）のＭ。屋上の外壁
に携帯基地局のアンテナが
設置されているのが発覚。
「当局から税申告をせよ！」
と一昨年、指摘があった。

一．我々は、
「当該収入は
各区分所有者に帰属するも
のと認識。便宜上、入金の
受け皿（受入れ）口座とし
て機能しているのみであ
る。
」と反論。

当Ｍ理事会では私を含
め、慎重に協議。Ｍの外壁
は共用部分であり、管理組
合に課税されるのはナンセ
ンス。
「携帯会社よりの賃
貸料収入は、一時的に管理
組合の受け皿・修繕積立金
口座に保管されているだ
け」と猛抗議。
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二．
「当該収入は、持分割
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ウレタン防水のリーディングカンパニー

株式会社ダイフレックス
本社 マンション改修チーム
〒163︲0823
東京都新宿区西新宿2丁目4︲1新宿 NS ビル23階
TEL.03（5381）
1188
http://www.dyﬂex.co.jp

マンション・建物

大規模改修

快適・集まる・改修力

■東日本リニューアル事業部

東京支店・東関東支店・北関東支店・南関東支店

《お問合せ》

（03）
3474-1941

■西日本リニューアル事業部
関西支店・福岡営業所

《お問合せ》

（06）6382-8410

http://www.ymgs.co.jp

マンション管理組合様向け
リースでリフォーム
（窓・玄関ドア・手すりリフォーム）

株式会社ＬＩＸＩＬ
（リクシル）

ビルリフォーム販売

〒331︲0811
埼玉県さいたま市北区吉野町1︲23︲6
TEL:048︲668︲5084 担当：井口

納得、安心のできる管理
☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで
☆ 管理組合のニーズに合った管理システム
☆ 木目の細かい対応が出来ます

日本高層管財株式会社
本社東京都渋谷区代々木1‑19‑12新代々木ビル4階 〒151‑0053

ＴＥＬ03‑5388‑4471(代) ＦＡＸ03‑5388‑6463
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低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料

（特許 第２６１００８５号）

低汚染形セラミック変性ウレタン樹脂塗料

本社〒144‑0045 東京都大田区南六郷3丁目12番1号
ＴＥＬ.(03)5711‑8901 ＦＡＸ.(03)5711‑8931

建設塗料本部

関西ペイントホームページ

ｈ
ｔ
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◎

大規模修繕工事
各種防水工事
内装工事

◎
◎
◎

埼管ネット

資料のご請求、
お問い合わせは

（埼玉県マンション管理組合ネットワーク）

低汚染形複合外装仕上工法

特定非営利活動法人

（5）2018年 2 月15日発行

給排水設備工事
防音工事
建物・設備診断

～ Total でご提案します ～
大規模修繕工事から設備改修工事、内装リフォーム、
充実したアフターメンテナンス体制で培った信頼が、
世代を超えた永いお付き合いを実現しています。

東北支店・千葉支店・横浜支店・中部支店
関西支店・札幌営業所・福岡営業所

首都圏マンションリニューアル事業部
〒105-0003 東京都港区西新橋３丁目１１番１号
TEL 03-3433-0503 FAX 03-3433-0535
ＵＲＬ：http://WWW.KENSO.CO.JP/
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土屋公司

改正 個 人 情 報 保 護 法
Ｍ管理士

新春のご挨拶を申し上げ
ます。昨年中は大変お世話
になりました。本年も何卒
よろしくお願い申し上げま
す。
昨年を顧みますとマンシ
ョンを取り巻く環境が大き
く変わり、去年五月三十日
「個人情報保護法」が改正
されました。改正前は五千
人以下の個人情報を取り扱
う事業者は法の対象外でし
たが、改正後は、全ての事
業者が対象となりマンショ
ン管理組合も「個人情報取
扱事業者」に該当すること
となりました。
また、少子高齢化の時代
になり、年金暮らしお年寄
りの為に「住宅セイフティ
ーネット法」も一〇月二五
日に改正され、これにより
分譲マンションも投資用と
して賃貸化が進み管理組合
の機能性が問われていま
す。
今回は改正個人情報保護

法について考えてみまし
た。
一、事業者が守るべきルー
ルが定められました。
㈠取得時のルール
個人情報を取得した場合
には、どの様な目的で利用
するか本人に分かりやすく
伝える。いつどの様な場面
で利用するのか明示してお
いた方が良いでしょう。
㈡利用時のルール
取得した個人情報を決め
た目的以外には利用しない
こと。もし、利用目的以外
に利用する場合、本人の同
意が必要です。この場合予
め書面で残しておくことが
必要でしょう。
㈢保管時のルール
盗難、紛失が無い様、管
理を徹底しましょう。情報
漏洩がないよう安全に保管
すること。
㈣他人に渡すとき
個人情報を本人以外の第
三者に渡すときは、予め本
人の同意を得ること。
次の様な場合、本人の同
意を得なくても第三者に渡

すことが出来る場合があり
ます。
①法令に基づく場合、警察
からの照会があった場合が
これに該当します。
②人の生命、身体、財産の
保護が必要な場合。
③公衆衛生の向上または児
童の健全な育成推進の為に
特に必要があるとき。
④国の機関等が法令の定め
る事務を遂行することに対
して協力する必要がある場
合であって、本人の同意を
得ることにより当該事務の
遂行に支障を期たす恐れが
あるとき。
⑤委託等により、マンショ
ン管理会社へ業務委託する
とき。
㈤本人からの請求
本人から個人情報の開示
を求められたとき、請求に
応 じ 開 示、訂 正 を す る と
き。
二、今回の改正で新しく、
「要配慮個人情報」が導入
されました。
これは、人種・信条・社
会的身分・病歴・前科・前

歴・犯罪被害情報・身体障
害者・知的障害者といった
情報で本人に対する不当な
差別又は偏見が生じないよ
うにその取扱いには充分配
慮 を 要 す る も の。こ れ ら
は、自身の問題として考え
れば、他人に教えたくもな
ければ知られたくもない情
報です。
また、これらの情報には
実際とは異なるが、他人か
ら想像できる情報も含まれ
ます。これには、性同一障
害も含まれると解されま
す。改正個人情報保護法で
は、要配慮個人情報の取得
は、原則、禁止としていま
す。また、事前に本人の同
意 が 必 要 で す。し た が っ
て、業務遂行上、最低限の
要配慮情報のみ取扱うよう
にすることが重要であり、
マンション管理組合として
は、新たに入居した方に対

し、名簿に男・女の性が疑
わしいので「あなたはゲイ
ですか？」と尋ね、本人は
そうです。内緒にしておい
て下さい。と申し立てられ
た場合、
「要配慮情報」に
含まれると解されますの
で、その取扱いには十分注
意が必要です。

三、次に、
「管理費、修繕
積 立 金」の 回 収 方 法 で す
が、理事会報告の際、滞納
月数、金額と合わせて、人
数の報告が多くの管理組合
でされていると思います。
この場合氏名公表をする
と、個人情報保護法に違反
し、名誉棄損にあたるかど
うかですが、改正個人情報
保護法では、マンションの
場合、部屋番号だけでも、
個人情報に該当します。
現在多くの管理組合で
は、未収金総額だけが一行
で記載され、部屋番号ごと

の滞納額を示す未収金内訳
明細は記載されない傾向に
あります。
しかし、
「正しい情報開
示 を 行 い、透 明 性 を 確 保
し、説明責任を果たす」と
いう基本原則からすれば
戸別の内訳明細を示さない
のは説明責任を果たしたと
は言い難く、元々支払う意
思のない滞納者の氏名公表
を控えてきたのは、適正な
対応とは言えません。管理
費等の滞納者の氏名公表基
準を作成し、総会で可決承
認した上で、
「滞納者に対
し、払わなければ氏名公表
をせざるを得ない」との事
前告知を行い、納入を促す
のが、適切な個人情報の扱
いと考えます。
公表される者からする
と、他に裁判、差押え等の
法的手段がありながら、マ
ンションの全区分所有者に
名前を公表することは名誉
毀損（きそん）となり、不
法行為に該当するので、管
理組合や理事長に対して損
害賠償請求の裁判を提起す
ることもあり得ます。

事例においては、マンシ
メンテナンスの専門会社と
ョンではありませんが、別
して発足・業歴 年。
荘地の管理費の滞納者に対
現在は、メンテナンスだ
して立看板を立て、氏名を
けでなく、改修（リニュー
公表し、ゴミ置き場の利用
アル）工事やＯＥＭ生産に
にも経費が掛かるため、管
よる部材販売なども手掛け
理費を正当に支払っている
ており、大手の規格型エレ
者と未納滞納者との差別化
ベーターに何ら遜色ありま
を明確化する為の判止むを
せん。現在、国内では約
得ない措置であり、利用に
万台のエレベーターが稼働
制限を加え規則を強化した
していると云われておりま
極端な事例であることを申
すが、皆様のお住まいのマ
し添えますので、呉れ々れ
ンションに併設のＥＶのほ
も誤解なきようご理解下さ
とんどが、近い将来、更新
い。引いては、管理費の支
時期を迎えようとしており
払いを促す正当な管理行為
ま す。今 迄 は、大 手 ３ 社
の範囲を著しく逸脱したも （日立、三菱、東芝）で寡
のとは云い難く、原告らの
占状態にありましたが、コ
名誉を害する不法行為には
スト面が高く、今後は一層
ならないと解するのが相当
競争が激化するものと思わ
である。という判決を下し
れます。知名度では及びま
ました（東地平成一一．一
せんが、ごく一般の標準エ
二．二四判決）
。
レベーターのご利用であれ
当該判例は分譲マンショ ば、私共、非メーカーから
ンではありませんが、管理
の提案も是非、受けてみて
費の運用では、同じ類推適
下さい。価格面は勿論のこ
用がされた判例と考えます。 と、安全面・保証面でも引
けは取りません。是非共、
ご相談・ご検討下さい。
（文責・営業 金子隆幸）
◎賛助会員【辰東ＥＶ工業
（株）
】
昭和 年にエレベーター

45

（第122号）
（7）2018年 2 月15日発行

48

80

（第122号）

2018年 2 月15日発行（8）

平成30年埼管ネット行事予定表
月

日

行事予定

会

場

月

1 月 6 日 仕事始め

日

7 月 7 日 役員会

6 日 役員会

事務局会議室

6 日 組合管理運営相談会
20日

建物修繕相談会
役員会

事務局会議室

8月4日

3 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

3 日 建物修繕相談会

事務局会議室

17日

建物保全研修会

事務局会議室

役員会

事務局会議室

9月1日

3 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

3 日 建物修繕相談会
未定 土曜サロン or 地域交流会・法律相談会

2月3日

3月3日

4月7日

役員会

行事予定

会

場

事務局会議室

7日

組合管理運営相談会

事務局会議室

事務局会議室

7日

建物修繕相談会

事務局会議室

事務局会議室

未定 土曜サロン or 地域交流会・法律相談会

マンション集会室

役員会

事務局会議室

4日

組合管理運営相談会

事務局会議室

4日

建物修繕相談会

事務局会議室

13日～17日夏期休暇
役員会

事務局会議室

1日

組合管理運営相談会

事務局会議室

事務局会議室

1日

建物修繕相談会

事務局会議室

マンション集会室

未定 土曜サロン or 地域交流会・法律相談会

マンション集会室

事務局会議室

10月 6 日

役員会

事務局会議室

7 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

6日

組合管理運営相談会

事務局会議室

7 日 建物修繕相談会

事務局会議室

6日

建物修繕相談会

事務局会議室

21日

事務局会議室

20日

建物保全研修会

事務局会議室

マンション集会室

未定 土曜サロン or 地域交流会

建物保全研修会

未定 土曜サロン or 地域交流会
5 月12日

役員会

事務局会議室

11月 3 日

12日

組合管理運営相談会

事務局会議室

12日

建物修繕相談会

未定 土曜サロン or 地域交流会
6 月 2 日 役員会

マンション集会室

役員会

事務局会議室

3日

組合管理運営相談会

事務局会議室

事務局会議室

3日

建物修繕相談会

事務局会議室

マンション集会室

17日

法律相談会

事務局会議室

役員会

事務局会議室

事務局会議室

12月 1 日

2 日 組合管理運営相談会

事務局会議室

5日

組合管理運営相談会

事務局会議室

17日

管理組合実践セミナー

越谷市中央市民会館（予定）

5日

建物修繕相談会

事務局会議室

17日

法律相談会

越谷市中央市民会館（予定）

28日

仕事納め

事務局からのご挨拶
◎残寒の候、会員の皆様風邪など召されずにお過ごしでしょうか。埼管ネットは、昨年度より、会長に栗原照明氏が新
たに選任され、運営体制も同氏の銀行マンとしてのキャリアを活かし、整備を進めております。埼管ネットでは、会員
の皆様のお役に立つ情報の提供を目指して行きたいと存じます。今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

メルマガ発行について
◎マンション Life 前回号では、メルマガを今年より配信する予告をさせて頂きアドレスの登録を呼び掛けさせて頂き
ましたが、以後検討を進め配信元を全国版のメルマガ配信専門会社を通して、配信することになりました。付きま
しては今年度中に登録を行う予定のため、今しばらくお待ち下さい。Web もスマートフォンからアクセスし易くな
る予定です。
分譲マンションにお住まいの方、これから分譲マンションに住みたいという方に暮らしの情報を発信するメールマ
ガジンです。発行元の NPO 埼管ネットは、分譲マンションの管理運営に関する専門知識を持ったマンション管理
士、建物の改修設計を専門とする一級建築士が在籍し、住まい手の目線に立ち管理運営から建物修繕に至るまで
様々な相談対応を行っています。分譲マンションの管理・運営は決して難しいものではありません。メールマガジ
ンを通じて、安心、快適な住まいのための問題解決のヒントになるお話ができればと考えています。

ホームページからの情報発信 http://www.saikan-net.com/
事務局への連絡にもご協力ください
マンション Life バックナンバー

※今回よりバックナンバーはフリーアクセスとなります

