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2017/02/05  
☆マンション管理基礎セミナー☆ 

「マンショントラブルの対処法」 

～管理費の滞納問題～ 
 

弁護士 河 住 志 保 
 
１ 管理費の徴収に対する法的な保護 
 
○区分所有法（以下，「法」）７条１項 
「共用部分，建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他

の区分所有者に対して有する債権」「規約若しくは集会の決議に基づき他の

区分所有者に対して有する債権」 
→債務者の区分所有権及び動産の上に先取特権を有する。 

 
○法８条 
→前条第１項に規定する債権は，債務者たる区分所有者の特定承継人に対

しても行うことができる。 
 
（１）先取特権（法７条） 

担保権の一種。マンション自体及びマンション内に「備えつけた動産」

を強制的に売却することができる。 
 
（２）特定承継をめぐる問題点（法８条） 
ア 特定承継人とは・・・cf包括承継（相続など） 

         
イ 競売における特定承継人からの滞納管理費回収 
 
ウ 特定承継される範囲 

a管理費・修繕積立金→○ 
b駐車場使用料→△ 
共有財産の維持管理に関する費用だから認めるべきという立場 
属人的な権利であるから保護の対象にはならないという立場 

c専用庭使用料・ルーフバルコニー使用料→○ 
d専有部分の水道・電気等の使用料→× 

立替金の求償権であって，共有財産の管理に要する費用ではな
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い。ただし，戸別契約を締結できないという前提がある場合には，

特段の事情があるものとして，特定承継人に対する請求が認めら

れている（大阪高裁 H20.4.16判決，名古屋高裁 H25.2.22判決） 
 

エ 中間取得者の責任 
 
※判例①参照 

 
 

２ 滞納管理費の回収の実務 
 
（１）標準管理規約（平成２８年３月１４日改正）の別添３ 

「滞納管理費回収のための管理組合による措置に係るフローチャート」 
 
（２）内容証明郵便 
ア 効果と方法 
イ 書き方のコツ 

 
（３）法的手段 
ア 支払督促 
管轄：債務者の住所地の簡易裁判所 
訴額：制限なし 
メリット：印紙代が正式裁判の半額 証拠が不要 

２週間以内に異議の申し出がなければ判決と同じ効力を持

ち，その場合は裁判所に出頭の必要もない（書類のやりとり

のみ） 
 

イ 少額訴訟 
管轄：相手方の住所地を管轄する簡易裁判所 

または義務履行地（債権者の住所地）の簡易裁判所。 
訴額：６０万円以下 
メリット：原則として１回の期日で審理を終了し，即日判決言渡し。 

印紙代は訴額の約１％と低額。 
 

ウ 通常訴訟 
管轄：相手方の住所地を管轄する簡易・地方裁判所 

または義務履行地（債権者の住所地）の簡易・地方裁判所 
滞納額１４０万円までが簡易裁判所で，１４０万円を超える場
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合が地方裁判所 
 

エ 法５９条による競売 
競売によって対象物件を売却することにより長期滞納者をマンション

から強制的に排除できる。 
 
【義務違反者に対する措置規定（法５７～６０条）の概略】 
○区分所有者に対して 

a 差止請求（法５７） 
法６Ⅰに規定する共同の利益に反する行為があったこと，または

そのおそれがあること 
b 使用禁止請求（法５８） 

ⅰ）法６Ⅰに規定する共同の利益に反する行為があったこと，ま

たはそのおそれがあること 
ⅱ）その行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しいこと 
ⅲ）法５７Ⅰの差止によってはその障害を除去して共用部分の利

用の確保その他の区分所有者の共同生活の回復，維持を図るこ

とが困難であること 
c 競売請求（法５９） 

ⅰ）法６Ⅰに規定する共同の利益に反する行為があったこと，ま

たはそのおそれがあること 
ⅱ）その行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しいこと 
ⅲ）他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確

保その他の区分所有者の共同生活の回復，維持を図ることが困

難であること 
○占有者に対して 

a 差止請求（法５７） 
b 契約解除・引渡請求（法６０） 

ⅰ）法６Ⅰに規定する共同の利益に反する行為があったこと，ま

たはそのおそれがあること 
ⅱ）その行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しいこと 
ⅲ）他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確

保その他の区分所有者の共同生活の回復，維持を図ることが

困難であること 
 

☆ 裁判例 
※判例②③参照  
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☆ 裁判例による考慮要素 
・管理委託費の原資に不足が生じるか否か 
・必要な改修工事が実施できるか否か 
・滞納額の管理費等に占める割合 
・マンションの戸数 
・管理組合側が滞納者に対し支払い請求等をしたか否か 
・滞納者の交渉態度，応訴態度及び支払状況 
・管理組合が他の法的手段をとっているか及びその結果 

 
オ 強制執行 

a先取特権による強制執行 
→当該区分所有権の競売，備え付けられた動産の競売，当該区分所

有権の賃料差押え 
  b債務名義（判決・和解調書等）に基づく強制執行 

→上記に加え，給料差押え，預金差押え，自動車の差押え，不動産

競売等。 
 

（４）回収方法と法的問題 
 ア 居室の使用禁止 
長期滞納者に対して，法５８条の専有部分の使用禁止請求をすることが

できるか？ 
 
※判例④参照 
 
イ 水道や電気の供給停止 
不法行為として損害賠償を命じられる可能性大。 

 
※判例⑤参照 
 
ウ 氏名公表 
プライバシー侵害や名誉毀損を理由に，管理組合に対して不法行為に

基づく損害賠償請求がなされる可能性がある。 
 
※判例⑥参照 
 
エ 賃借人からの直接取立 
「区分所有者」が支払う。賃借人は区分所有者ではないので，義務を

負うことはない。 
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（５）管理費の消滅時効 

→定期金債権なので５年で消滅時効が完成する（最高裁 H16.4.24判決）  
 
・時効を中断するためには・・・ 
①裁判手続き（支払督促申立，訴訟，調停申立等） 

→判決確定時点から１０年間の時効となる 
②内容証明郵便による催告→６か月に限って暫定的な時効中断 
③承認→本人が認めた場合 
 

 
３ 滞納に備えた対策 

 
○規約に定めておくべきこと 
・遅延損害金の定め 
特に何も定めなくても，民事法定利率５％ 
国の債権についての年１４．６％と定める例も多い 
・弁護士費用を滞納者の負担とする定め 
規約に定めがない場合には，当然に請求できるわけではない。 
 
標準管理規約（単棟型）６０条２項 
「組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には，管理組合はそ

の未払金額について，年利○％の遅延損害金と，違約金としての弁護士費用並びに

督促及び徴収の諸費用を加算して，その組合員に対して請求することができる。」 
 
※判例⑦参照 

 
４ 最近増えてきた問題 
相続，高齢化 
 

以上 
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判例① 
 

マンションが転々譲渡された場合の中間取得者も 
特定承継人としての責任を負うとされた事例 
【大阪地裁平成１１年１１月２４日判決】 

 
＜事案の概要＞ 
管理組合は平成７年３月５日の臨時総会で共用部分の修繕工事の個人負担分

を６５００万円以内と定めて行うことを決議した。工事請負契約が６１８０万

円で締結され，個人負担額は５０万２８１９円となり，支払期日は平成７年４

月２８日と定められた。 
Aは本件マンションの５０６号室を上記臨時総会当時所有していたが，平成
９年１１月１９日競売により Bが取得した。Bは平成１０年８月３日に Cに売
却した。その後管理組合は，５０６号室の区分所有権の中間取得者である Bに
対して負担金の支払いを求めた。  
 
＜判決の内容＞ 

Bは負担金を支払う義務がある。 
管理組合が各区分所有者の拠出にかかる財産をもって支出した共用部分の修

繕費は，１棟の建物全体の資産価値を維持しあるいはその下落を防止する性質

を有する支出であって，管理組合に対して修繕義務を履行すべき責任を負担し

ながらその責任を履行しない区分所有者に対しても，その有する区分所有権の

価値を維持するために寄与しているものである。したがって，区分所有権を現

に有しない中間取得者といえども，その所有にかかる期間，管理組合による修

繕費の支出による利益を享受しているといえるし，また換価処分の際には貨幣

価値として上記利益が自らに還元されているとみることも可能である。さらに，

修繕費の支払いをしないうちに当該区分所有権を修繕費投下によって補正され

た価値をもって処分し得た区分所有者についてみると，その所有期間の長短に

かかわらず特定承継人としての責めを何ら負わないという前提をとるとすると，

不当な利益を得ることにもなり，その結果，共用部分等の適正な維持管理のた

めに要した債権につき強固な保護を図ろうとした法８条の趣旨は没却されるこ

とにもなりかねない。 
 

Cf 大阪地裁昭和６２年６月２３日判決→区分所有権が転々譲渡された場合，本来の債務
者と現在の特定承継人が管理費債務を負担し，中間の特定承継人は負担しないと判断。 
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判例② 
法５９条１項に基づく競売については 

民事執行法６３条は適用されないとされた事例 
【東京高裁平成１６年５月２０日決定】 

 
＜事案の概要＞ 
約７年にわたる管理費滞納（約５４万円）について法５９条１項による競売

を認めた判決に基づき，管理組合が未納者の区分所有建物に対する競売を申し

立て，平成１５年に開始決定を得た。 
しかし，最低売却価格が４１８万円，手続費用及び差押債権者である管理組

合に優先する債権額約２７００万円を弁済しても剰余を生じる見込みがない

として，原審（千葉地松戸支部）は民事執行法６３条２項により，競売手続き

を取り消す無剰余取消決定をした。 
これに対し，管理組合は，法５９条に基づく競売には，民事執行法６３条の

剰余主義（無剰余取消）の規定は適用されないとして，東京高裁に抗告した。 
 
＜判決の内容＞ 
剰余主義の適用を否定し，消除主義（担保権は売却によって消滅するという

考え方）の適用を肯定した。 
法５９条１項の趣旨は，区分所有者の共同の利益（法６条１項）に違反する

行為があった場合に，他の方法によって共同生活の維持を図ることが困難であ

るときは，他の区分所有者において当該区分所有者の区分所有権を剥奪するこ

とができるものとし，そのための具体的手段として認められたもの。

このような趣旨からすれば，同条の競売は競売申立人に対する配当を全く予

定されていないから，配当されるべき余剰を生じるかどうかを問題とする余地

はない。売却を実施して，当該区分所有者からの区分所有権の剥奪という目的

を実現する必要性がある（＝剰余主義の不適用）。

また，上記趣旨にかんがみれば，競売手続きの円滑な実施及びその後の売却

不動産をめぐる権利関係の簡明化ないし安定化，ひいては買受人の地位の安定

化の観点から，当該建物の区分所有権の上に存する担保権は売却によって消滅

する（＝消除主義の適用）。
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判例③

管理費を滞納している区分所有者に対して

法５９条１項の競売請求が認められないとされた事例

【東京地裁平成２２年５月２１日判決】

＜事案の概要＞

平成１４年９月から平成２０年５月１日時点まで合計１８３万４２５２円の

管理費・修繕積立金・水道料金及び下水道料金を滞納している区分所有者に対

し，管理組合が法５９条１項の競売を求めた。

同区分所有者は，雑排水管清掃工事を拒絶しているため平成１６年５月以降

これが行われず，また大規模修繕工事に伴う居室部分の修繕工事も同様の理由

で平成１９年３月以降行われていない。

また，同区分所有者は，居室前の廊下，階段等の共用部分に多数のビラを貼

ったり，ダンボール，プラスチック製タンクなどの私物を置いたり，避難通路

にあたるバルコニーにもビラを貼ったり大量の私物を整理することなく置いた

りしていた。

管理組合は，競売請求訴訟の提起前の平成１６年に当時の滞納管理費１０１

万２２０１円等の請求を認容する判決を得ており，さらに平成１７年には被告

の預金債権を差し押さえたが回収できたのは５６万６１６４円にとどまった。

本件居室には被担保債権額２１７０万円の抵当権が設定されている。

＜判決の内容＞

滞納額や滞納期間に照らすと，この滞納は本件マンションの管理または使用

に関し区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるといえるものの，その滞

納額の本件マンション全体の管理費等における割合や，被告による管理費等の

滞納によって本件マンションの区分所有者に生じた実害（本件マンションに必

要な改修工事が実施できない状況にあることなど）を認めるに足りる的確な証

拠はないのであって，本件管理組合が滞納管理費等の回収のために判決及び強

制執行に関して費やした手間や本訴前に弁護士に支出した費用が約２２万円に

達することなどを考慮しても，被告の上記滞納が本件マンションの管理上重大

な支障となっており，本件マンションの区分所有者の共同生活上の障害が著し

いものとまでは認め難い。

また，被告は本訴提起後の平成２０年４月２１日ころには滞納管理費等を一

括で支払うことを申し出ているのであって，現在まで支払いが完了していない

のは管理組合の方で受領を拒絶しているためであること等に照らせば，競売請

求以外に管理費等の滞納を解消しうる手段がないとも認められない。

清掃や工事の拒絶についても，これが行われないことによって本件マンショ

ンの設備等に具体的な不具合が生じたことはうかがわれず，また尋問において
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今後はこれらの工事に協力する旨証言し，各行為について改善する意向を示し

ていることからすれば，競売請求以外に工事への協力拒絶の状況を解消しうる

手段がないものとも認められない。

共用部分の迷惑行為についても，現在までにそれらをおおむね片付けるに至

っており，現時点において区分所有者の共同生活上の障害が著しいとまではい

えない。

このようなことから，被告の各行為は，いずれも本件マンションの管理また

は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為には当たり得るとしても，

それらによる区分所有者の共同生活上の障害が著しいとも，競売以外の方法に

よってはその障害を除去して共用部分の維持を図ることが困難であるとも認め

ることはできず，管理組合による競売請求は法５９条１項所定の要件を具備す

るものとは認められない。
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判例④  
管理費等の滞納を理由に区分所有法５８条による 

専有部分の使用禁止請求が認められないとされた事例 
【大阪高裁平成１４年５月１６日判決】 

 
＜事案の概要＞ 
平成３年から平成１２年までの間に管理費等約１２００万円を滞納している

区分所有者に対し，滞納管理費等の支払いのほか，管理費等の滞納が区分所有

者の共同の利益に反する行為であるとして，法５８条１項に基づき専有部分の

使用禁止を求めた事例。 
第一審の大阪地裁は，法５８条による使用禁止を認めると弁済に対する心理

的な圧力となる等として専有部分の使用禁止請求を認め，二年間の専有部分の

使用禁止を命じていた。 
 
＜判決内容＞ 
結論→法５８条の専有部分の使用禁止請求は認められない。 
管理費等の滞納は法６条１項の共同の利益に反する行為に当たるが，法５８

条による専有部分の使用を禁止することによって，当該区分所有者が滞納管理

費を支払うようになるという関係にあるわけではなく，他方，当該区分所有者

は管理費等の滞納という形で共同の利益に反する行為をしているにすぎないの

であるから，専有部分の使用を禁止しても他の区分所有者に何らかの利益がも

たらされるというわけでもなく，管理費等の滞納と専有部分の使用禁止とは関

連性がない。 
専有部分の使用禁止によって滞納管理費等の支払が促進される教育的効果が

あるのかは定かではなく，あったとしても事実上の効果に止まるのであり，そ

のために法５８条の使用禁止が認められるべきものではない。 
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判例⑤ 
管理費の未払いを理由とする水道使用停止措置について 

管理組合の不法行為が認められた事例 
【福岡地裁小倉支部平成９年５月７日判決】 

 
＜事案の概要＞ 

Aが区分所有者 Bから３０５号室を賃借していたところ，同３０５号室が競
売に付され，管理組合がこれを買い受けて所有権を取得し，Bより賃貸人の地
位を継承した。Aはこの競売による買受がなされる前は Bに賃料を支払ってい
たが，Bは管理組合に対する管理費の支払を怠っていた。 
また，本件マンションでは，全戸の水道使用料の管理を親メーター方式から

戸別メーター方式に改めたが，Bはその設置工事の承諾書を管理組合に出さず，
Aもこれに協力しなかったため工事は遅滞した。 
管理組合の理事長Cは，Aに対しBが滞納している管理費の支払を求めたが，

Aはこれに応じなかった。 
このような中，Cは Aの妻子が本件マンションのエレベーターに乗ろうとし

たところ手を広げて同人らの前に立ちはだかり，「エレベーターに乗る権利はな

い」などと怒鳴ってエレベーターに乗るのを妨げたり，逃げていくのを追いか

けて Aの子（小学生）の方を捕まえて「学校に行く必要ない」「早く出て行け」
等と怒鳴って小突いたりした。 
また，Cまたは Cの意を受けた管理組合の組合員は，３０５号室玄関先の水
道元栓のバルブを三度にわたって閉め，またはこれを閉めようとして，Aら家
族の生活用水の使用を妨げる行為をした。 
さらに，３０５号室の玄関ドアを叩き，「出て行け。勝手にうちの水道を使う

な」と怒鳴った上，玄関ドアに「３０５号室水道及び３０５号室の使用を禁止

する。組合長 C」と記載した張り紙を張ろうとしたり，その後も水道元栓のバ
ルブを閉めた上，粘着テープを巻きつけるなどした。 

Aは，管理組合の代表者である Cがその職務を行うにつき上記行為を行いこ
れによって精神的苦痛を受けたとして，Cと管理組合に対し慰謝料１００万円
の支払いを求めた。 
 
＜判決の内容＞ 

Cによる行為を嫌がらせ行為（不法行為）と認定し，Cと管理組合に対し慰
謝料として１０万円の支払いを命じた。 

 
Cf・東京高裁昭和５０年１１月２６日判決 

→給水停止を予告しただけでは不法行為にはあたらない。 
・東京地裁平成２年１月３０日判決 
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→あらかじめ支払いを督促したり給湯停止措置に出ることを警告した上であっても，

現に給湯設備による給水を停止したことは不法行為にあたる。 
・福岡地裁平成１０年１２月１１日判決 
→管理規約に「区分所有者が管理費等の支払いをしないときには給水停止の措置を

講じることができる」旨定められていて，それに基づいて給水停止をした事案につ

き，後の区分所有者がいまだ本格的に入居していないなどの事実関係のもとで，相

当性は欠くとしつつも違法不当とまでは評価できないとして不法行為の成立を否

定。 
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判例⑥ 

管理費の滞納者らの氏名を公表する立看板を設置したことが 
名誉毀損の不法行為を構成しないとされた事例 
【東京地裁平成１１年１２月２４日判決】 

 
＜事案の概要＞ 
別荘地の設備管理のために設立された町会の会長 Bが，管理費を滞納してい
た Aらに対し，管理費の支払を請求し，管理費の長期未納者押してその氏名と
滞納期間等を立看板を設置して公表したところ，Aらが Bに対し，管理費の支
払債務が存在しないことの確認を求めるとともに，立看板によって名誉を毀損

されたとして立看板の撤去及び損害賠償を求めた。 
立て看板は３４箇所にもわたって設置され，本件別荘地には住民以外の者も

出入りできるため，住民以外の者も Aらが管理費を滞納している事実を容易に
知りうる状況にあった。 
 
＜判決の内容＞ 
立看板の記載内容が虚偽ではなく，事前に総会の決議を経た上で管理費納入

の意思があれば公表を控える旨の通知をしていたこと，管理費を支払っている

会員との衡平を図るべくAらにつきサービスが停止されたことを関係者に知ら
せゴミステーションの利用等懲戒が提供するサービスを利用させないようにす

るために立看板の対案をゴミステーション付近に設置したという目的，懲戒は

Aらが管理費を一部でも支払えば氏名を削除するという対応をとっていたこと
等，立看板設置の経緯，文言，内容，設置状況，設置の動機，目的，設置する

際にとられた手続き等に照らすと，本件立看板の設置行為は管理費未納者に対

する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが，管理費の支払を長

期間怠る Aらに対し会則を適用してサービスの提供を通視する旨伝え，ひいて
は管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず，

名誉毀損の不法行為にはならない。 
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判例⑦ 
「区分所有者が管理組合に支払うべき費用を所定の支払期日までに 
支払わないときは，管理組合は当該区分所有者に対し， 

違約金としての弁護士費用を加算して請求することができる」 
旨の定めは合理的であり，違約金としての弁護士費用は， 

管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解されるとされた事例 
【東京高裁平成２６年４月１６日判決】 

 
＜事案の概要＞ 
管理組合が求めた内容 
①平成２２年９月分から平成２５年８月分までの未払管理費等４５９万５

３６０円及び年１８％の遅延損害金（確定遅延損害金１２９万程度） 
②弁護士費用１０２万５９６５円及び遅延損害金 
原審は，②弁護士費用については５０万円のみ認容し，実費相当額ではなく，

当該事案につき請求等に要する裁判所の認定する相当額である，とした。 
 
＜判決の内容＞ 
国土交通省の作成にかかるマンション標準管理規約は，管理費等の徴収につ

いて，組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合に，管理組合が未

払金額について「違約金としての弁護士費用」を加算してその組合員に請求す

ることができると定めているところ，本件管理規約もこれに依拠するものであ

る。そして，違約金とは，一般に契約を締結する場合において，契約に違反し

たときに，債務者が一定の金員を債権者に支払う旨を約束し，それにより支払

われるものである。債務不履行に基づく損害賠償請求をする際の弁護士費用に

ついては，その性質上，相手方に請求できないと解されるから，管理組合が区

分所有者に対し，滞納管理費等を訴訟上請求し，それが認められた場合であっ

ても，管理組合にとって所要の弁護士費用や手続費用が持ち出しになってしま

う事態が生じ得る。しかし，それは区分所有者は当然に負担すべき管理費等の

支払義務を怠っているのに対し，管理組合は，その当然の義務の履行を求めて

いるにすぎないことを考えると，衡平の観点からは問題である。そこで，本件

管理規約により，本件のような場合について，弁護士費用を違約金として請求

することができるように定めているのである。このような定めは合理的なもの

であり，違約金の性格は違約罰（制裁金）と解するのが相当である。したがっ

て，違約金としての弁護士費用は，上記の趣旨からして，管理組合が弁護士に

支払い義務を負う一切の費用と解される。  
したがって，②についてもその額が不合理であるとはいえない以上，全額の

支払義務がある。 
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マンション管理相談（無料）

マンション管理でお困りのことはありませんか？

お気軽にご相談ください。

火～土曜日（火～金曜日の祝日は休み）

時～ 時・ 時～ 時

毎週火・木・土曜日

時～ 時・ 時～ 時（電話予約制）

・管理組合の運営 ・住民相互のトラブル ・ペットの問題

・長期修繕計画 ・修繕積立金 ・大規模修繕計画 ・建物診断 等

窓口相談の結果、現地相談が必要と認められたものについては、

２回を限度に相談員をマンションへ派遣します。

特定非営利活動法人かわさきマンション管理組合ネットワーク所属の

マンション管理士、一級建築士が担当

一般財団法人 川崎市まちづくり公社 ハウジングサロン

川崎市高津区溝口１－６－１ クレール溝口２階

相談予約

受付日時

時時

相談日

窓口相談

電話相談

現地相談

相談員

住 所

電 話


