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第９章 居住ルール・管理規約をめぐる紛争

クリーンハンドの原則 用途制限違反に対する使用禁止請求

はどこまで可能か（東京地判平成17・６・23） 202………………………

ペット飼育 複数の猫を飼育する区分所有者に対する措置と

して、飼育禁止、猫の退去などを確認するための専有部分への立

入りを請求できるか（東京地判平成19・10・９） 206……………………
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業時間を制限できるのか（東京高判平成15・12・４） 210………………
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始規約でも有効視できるか（東京地裁八王子支判平成５・２・

10） 214…………………………………………………………………………

専有部分の用途 専有部分の用途に関する分譲時の合意は特

定承継人に対して効力があるか（最判平成９・３・27） 218……………

専有部分の用途（パチンコ店） パチンコ店を営むことは共

同利益違反行為となるか（東京地判平成７・３・２） 221………………

専有部分の用途（飲食店） 商業地域に存するマンションで

飲食業を一律に禁止する管理規約は有効か（福岡地裁小倉支判平

成６・４・５） 225……………………………………………………………

専有部分の用途（会社事務所） 住居専用マンションが会社

事務所として賃貸されていた場合に、賃貸借契約の解除とその明

渡しを求めることができるか（東京地裁八王子支判平成５・７・

９） 229…………………………………………………………………………

専有部分の用途（無認可託児所） 区分所有者が住居部分を

託児所として使用している場合、託児所としての使用の差止めを

求めることができるか（東京地判平成18・３・30） 233…………………
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専有部分の用途（心療内科） 管理組合の部会が専有部分に

おける心療内科クリニックの営業開始を承認せず、区分所有者に

よる専有部分の賃貸を妨げたことが不法行為にあたるか（東京地

判平成21・９・15） 237………………………………………………………

リゾートマンションと定住禁止の規約変更の効力 リゾート

マンションの各居室の使用の仕方についての制約と、区分所有法

31条１項後段の「特別の影響を及ぼすべきとき」との関係（東京

高判平成21・９・24） 241……………………………………………………

第10章 財務をめぐる紛争

一部共用部分と管理費の支払義務 一部共用部分であること

を理由に管理費の支払いを拒絶できるか（東京高判昭和59・11・

29） 248…………………………………………………………………………

共用部分から生じた利益に対する分配請求権 共用部分から

生じた利益は当然に各区分所有者が行使可能な具体的収益金分配

請求権となるか（東京地判平成３・５・29） 252…………………………

管理費請求権の消滅時効期間 滞納管理費の請求権は何年で

時効にかかるか（最判平成16・４・23） 255………………………………

管理費の負担割合 不平等な管理費を定めた総会決議は有効

か（福岡地判平成14・10・29） 259…………………………………………

管理費の未払いを理由とする水道使用停止措置 過去の管理

費の未払いを理由として、専有部分の賃借人の水道使用を停止す

ることができるか（福岡地裁小倉支判平成９・５・７） 263……………

特定承継人の責任 マンションが転々譲渡された場合の中間

取得者は、特定承継人としての責任を負うか（大阪地判平成11・

11・24） 267……………………………………………………………………
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売れ残りマンションの分譲業者の管理費支払義務 分譲業者

は売れ残った専有部分の管理費を支払う義務があるか（東京地判

平成２・10・26） 272…………………………………………………………

管理費等請求訴訟における弁護士費用 滞納管理費等の請求

訴訟を提起する場合、弁護士費用もあわせて請求できるか（東京

地判平成４・３・16） 277……………………………………………………

管理費滞納による専有部分の使用禁止請求 長期間の管理費

等の滞納を理由とする区分所有法58条の専有部分の使用禁止請求

は認められるか（大阪高判平成14・５・16） 280…………………………

区分所有法59条による競売と剰余主義 区分所有法59条競売

に基づく差押えに優先する担保権者がいる場合、剰余主義が適用

されるか（東京高決平成16・５・20） 284…………………………………

管理費の相殺 管理費等を未払いにしている区分所有者は、

自己が管理組合に対して有する債権と管理費等の未払債務を相殺

することができるか（東京高判平成９・10・15） 288……………………

管理費長期滞納等による59条競売が否定された事例 区分所

有法59条１項の「他の方法によつ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維持を図ること

が困難であるとき」とはどのような場合か（東京地判平成20・

６・20） 292……………………………………………………………………

不在区分所有者に協力金の負担を課す規約変更の効力 不在

区分所有者協力金を定める規約変更に不在区分所有者の承諾を要

するか（最判平成22・１・26） 297…………………………………………

確定判決と特定承継人 確定判決のある管理費等の債務があ

る区分所有権を承継した区分所有者は短期消滅時効を主張できる

か（大阪高判平成20・４・18） 301…………………………………………

滞納水道料金・電気料金と特定承継人の責任 前区分所有者

が滞納した水道料金および電気料金を当該専有部分を特定承継し
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た新区分所有者が支払わなければならないか（大阪高判平成20・

４・16） 305……………………………………………………………………

自治会費 管理組合が業務委託した自治会に支払ってきた業

務委託費は自治会費か否か（東京高判平成19・９・20） 310……………

競売と特定承継人の負担部分 管理費の滞納がある区分所有

建物を競売により買い受けた者は管理組合に支払った滞納管理費

を前主に求償することができるか（東京高判平成17・３・30） 315……

滞納管理費と先取特権に基づく物上代位 債務名義取得後に

発生する滞納管理費について、競売による所有権移転後は先取特

権が消滅するか（東京高決平成22・６・25） 319…………………………

第11章 管理委託契約・管理者をめぐる紛争

管理会社の倒産 倒産した管理会社が管理費等の預金口座を

管理会社名義で管理していた場合、管理組合は自らの資産である

と主張できるか（東京高判平成11・８・31） 324…………………………

理事長と管理者 規約上理事長を区分所有法上の管理者とす

る旨の規定がなかった場合でも、理事長の選任をもって管理者と

しての選任とみなすことができるか（東京地判平成２・５・31） 328…

管理会社の管理組合に対する責務 管理会社を非難する理事

長の言動はどこまで許容されるか（広島高判平成15・２・19） 332……

エレベーター保守契約の中途解約 管理組合が契約期間の途

中で、管理会社との契約を解除した場合に損害賠償責任を負うか

（東京地判平成15・５・21） 339……………………………………………
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第12章 不良入居者をめぐる紛争

共同生活違反者 ニューサンスが問題となる事案において競

売請求が認められるのはどういう場合か（東京地判平成17・９・

13） 344…………………………………………………………………………

宗教団体の教団施設に対する賃貸借契約解除と退去請求 オ

ウム真理教の教団施設として使用されている専有部分に対して、

どのような対策をとることができるか（大阪高判平成10・12・

17） 348…………………………………………………………………………

占有者である暴力団組長に対する明渡請求 管理組合は、ど
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