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　現在、全国のマンションストックは620万戸を超え、マンション居住者は
1500万人を超えると推計されています。国民生活の中でなくてはならない
居住形態となったマンションですが、同時に、マンションライフに関しては、
さまざまなお悩み、不安をおもちの方も多いことと思います。
　本書には、そのお悩み解決の道筋と必須知識が書かれています。本書は、
マンション管理全般に関する概説書でありながら、民泊、個人情報保護法改
正、コミュニティ条項、平成28年の標準管理規約改正などの最新の時事問
題についても詳しく触れています。また、マンション管理と税務の問題や、
マンション居住者、管理組合の理事としてぜひ知っておきたい建築・設備の
知識が、充実している点が類書にない本書の最大の特徴といえます。
　私たちマンション維持管理支援・専門家ネットワーク（通称Ｍネット）は、
マンションの維持管理の総合的なサポートを行う弁護士、建築士、税理士、
マンション管理士らによる専門家集団として活動しています。ゼネコン・メ
ーカー・その他関連業者から経済的に独立して、居住者・管理組合の立場に
立って、管理組合内のコミュニティの醸成と主体性を育成する観点を大切に
しながら、実務に精通した専門家としてマンション管理に関する多様な問題
に総合的に対応することをモットーとしています。本書は、このようなＭネ
ットの活動の総決算ともいえる内容となっています。皆様にとってのマンシ
ョンライフが、より豊かに、安心で、快適なものとなるための手引書として、
本書がお役に立てば幸いです。
　本書の出版に際しては、『Ｑ＆Ａマンションライフのツボ』（平成23年11月
発行）、『Ｑ＆Ａマンションリフォームのツボ』（平成27年12月発行）に引き続き、
株式会社民事法研究会の編集部の皆さんにお世話になりました。この場を借
りて深く感謝の意を表します。
　平成29年２月

マンション維持管理支援・専門家ネットワーク
執筆者一同
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マンション維持管理支援・専門家ネットワーク編『管理組合・理事のための マンション管理実務必携』民事法研究会発行
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　なお、専有部分の用途別に管理費等に差を設けることは、合理的な理由が

あれば２倍以上の格差も有効とした裁判例があります。住居部分と店舗部分

では、たとえば、不特定多数の人が出入りするなど、共用部分や敷地の利用

状況や態様が異なるなどの合理的な理由がある場合には、管理費の負担割合

に差を設けることも一般に許容されています（東京地裁昭和58年５月30日判決

（判時1094号57頁）は、店舗部分について、住居部分の２倍以上の管理費を定めた

規約を有効としています）。

　どのくらいの差までが有効となるかはケースによります。ただし、使用頻

度の立証となるとなかなか困難な面もあり、判例の傾向としては使用頻度の

差は、管理費に差を設ける合理的理由とはならないとする傾向がありそうで

す（東京高裁昭和59年11月29日判決（判時1139号44頁））。

　また、法人と個人で、管理費に差を設ける総会決議の有効性が争われた事

案では、負担能力の差は、合理的な理由とならないとして、法人と個人1.72

対１、1.65対１の差異を設けた総会決議を無効としています（東京地裁平成２

年７月24日判決（判時1382号83頁））。

　平成14年改正で新設された区分所有法30条３項は、「規約は、専有部分若

しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設……につき、これらの形状、

面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価そ

の他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるよう

に定めなければならない」としていますので、今後、事例の集積が待たれる

ところです。

Ⅱ　管理費等滞納者への対応

１　総　論

　マンションの適切な管理のためには、区分所有者から、管理費等（管理費

や修繕積立金）がしっかりと支払われていることがとても重要です。しかし、

マンションというのは長年にわたって存続するため、その間、高齢や、病気、
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失業等で状況が変わることにより、区分所有者が管理費等を支払うことがで

きないということが発生することがあります。また、マンションの管理方法

などに不満を抱いた区分所有者が管理費等の支払いを拒むこともあるかもし

れません。

　このような状況を放置すれば、管理不全マンションともなりかねないため、

早期かつ適切に対応する必要性がとても高いといえます。

　本項では、管理費等の滞納問題について論じます。

２　管理費等の性質

⑴　時　効

　管理費等の消滅時効は、５年間と考えられています（最高裁平成16年４月

23日判決（民集58巻４号959頁））。ですので、管理組合としては、管理費等が

時効消滅しないように適切に管理する必要があります。

　時効を中断するためには、裁判上の請求や差押えをしたり、滞納者に債務

を承認してもらう必要があります。

　たまに、「うちは定期的に通知文を送って請求しているから大丈夫」と言っ

ている管理組合の方がいますが、こういった裁判外での催告は、そこから６

カ月以内に裁判上の請求などをして初めて時効の中断の効力を生じることに

なります（民法153条）。通知文だけでは時効消滅を防ぐことはできませんの

で、注意が必要です。

⑵　特定承継人への請求

A　請求できる範囲
　区分所有法上、規約に基づく債務については、マンションの特定承継人（買

い受けた人など）にも請求できることになります（同法８条）。特定承継人から

滞納管理費等を支払ってもらうことができるため、滞納問題に対処すること

が可能となります。

　特定承継人に対して請求できる範囲として、一括受給している場合の電気

料金や水道料金などまでを請求できるかという問題があります。名古屋高裁
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平成25年２月22日判決（判時2188号62頁）などは、一括受給する必要性を考

慮し、特定承継人への請求を認めています。もっとも、必要性がある場合な

どに限定されますので、注意が必要です。

　駐車料金については、契約に基づき発生するものであるため、当然には特

定承継人に請求できないとする考えが多いようですが、管理規約で規定して

いる場合には特定承継人に滞納駐車料金を請求できるとする考えもあります

ので（上記名古屋高裁判決も、管理規約に駐車場料金についての規定がある事案

において、駐車料金の特定承継人への請求を認めています）、管理組合としては

そのような対応が望ましいといえるでしょう。

B　特定承継人となる者
　特定承継人とは、マンションを直接買い受けた者だけではなく、競売によ

り取得した者や譲渡担保権者も含まれます（前者につき東京地裁平成９年６月

26日判決（判時1634号94頁）、後者につき、東京地裁平成６年３月29日判決（判時

1521号80頁））。

　また、滞納者から買い受け、これを転売した後の中間取得者（たとえば、

転売して利益を上げる不動産業者など）も、近時の裁判例では、特定承継人に

あたるとされています（大阪地裁平成21年３月12日判決（判タ1326号275頁）など）。

　管理組合としては、区分所有者が変更した場合には、組合員名簿が適切に

更新されるように徹底したり、登記事項証明書を取得するなどして、区分所

有者が誰であるかを確認しておくとよいでしょう。

⑶　賃借人への請求

　滞納管理費等を賃借人に請求できるかですが、これはできないと考えられ

ます（東京地裁平成16年５月31日判決）。

もっとも、後で述べる強制執行として、滞納者の賃借人に対する賃料支払請

求権を差し押さえることにより、賃借人から滞納管理費等を回収するという

ことは可能と考えられます。
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　もしくは焼失・流失した床面積が20％以上～ 50％未満となった場合。

支払保険金：地震保険金額の30％

　すでに契約されているものは改定前の内容にて損害認定等を行いますが、

地震保険は最長５年契約となっています。そのため、満期を迎えた契約から、

更新時に改定後の内容が適用されることになります。

５　個人賠償責任保険

　個人賠償責任保険は、本来、個人でかける保険ですが、管理組合で一括し

てかけることができます。区分所有者が不注意で階下に水漏れ損害を与えた

場合、保険が適用されますので、管理組合内のトラブルを防ぐ意味で、一括

して保険をかけておくことをお勧めします。

Ⅳ　管理組合の税務

１　管理組合の法人税法上の取扱い

　マンションの管理組合は、「法人でない社団または財団で代表者または管

理人の定めがある」ことから、法人税法上は人格のない社団等に該当します
（法人税法２条８号）。また、管理組合法人は法人税法上公益法人等とみなさ

れます（区分所有法47条13項）。

　人格のない社団である管理組合および管理組合法人（以下、「管理組合等」と

いいます）は、通常、課税されることはありません。しかし、「収益事業を営

む場合に限り」どちらも収益事業の所得等に対して課税されることになりま

す（法人税法３条、５条、７条）。

　収益事業とは物品販売業、不動産販売業、不動産貸付業、製造業、通信業、

飲食業、旅館業等34業種がありますが、マンション管理組合がこれらの事

業を継続的に行っている場合には収益事業に該当することになります。

　なお、管理組合等が行う収益事業の具体例としては、以下のものが考えら
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れます。

①　不動産貸付業（携帯電話基地局設置収入、自動販売機設置収入、電柱設置

収入、ケーブルテレビ設置収入、区分所有者以外への会議室のレンタル料収

入等）

②　製造業（太陽光発電設備による売電収入等）

③　駐車場業（区分所有者以外から受領する駐車場収入等）

２　課税・非課税の判断基準

　駐車場収入を例にとると、組合員（区分所有者）以外の者に駐車場を貸して

いる場合、以下の３通りのケースが想定されます。

ケース１　　マンションに恒常的に駐車場の空きスペースがあり、管理

費や修繕積立金を補塡する目的もあって、外部にも広く利用者を募集

し、募集要件も区分所有者と外部利用者とを同一としているもの。

ケース２　　マンションの駐車場に空きスペースが多いが、あくまで区

分所有者優先で利用者を募集しており、区分所有者からの希望がある

場合には外部利用者には一定期間経過後に明渡しを求めるもの。

ケース３　　区分所有者の退去によりマンションの駐車場に一時的に空

きスペースが生じたが、たまたま近隣で工事をしている事業者に短期

で貸し付けるもの。

　ここで、収益事業とならないための要件としては、以下のものがあげられ

ます。

①　区分所有者のための共済的事業（区分所有者同士で助け合う事業）であ

ること

②　駐車料金は区分所有者が駐車場の敷地を特別に利用することによる管

理費の割増金であること

③　駐車場の使用料収入は区分所有者に分配せず、管理費、修繕積立金に
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充当されること

　以上の３要件から考えると、ケース１は、募集は外部に対しても広く行い、

また、募集要件が区分所有者と外部利用者とで同一であるため、区分所有者

に対する優先性が全くみられないことから、区分所有者のための共済的事業

とは認められず、区分所有者とそれ以外の者からの駐車場収入がすべて収益

事業に該当することになると思われます。

　ケース２は、区分所有者を優先する条件を設定していることから、区分所

有者の使用部分は収益事業に該当しないものの、区分所有者以外から得る駐

車料金は、管理費の割増金という性質ではないことから、外部使用分につい

ては収益事業に該当することになります。

　ケース３では、区分所有者の利用の妨げにならない範囲で短期的に貸し付

けているものであることから、外部使用についても共済的事業と一体的に行

われているものとして、その全体が収益事業に該当しないことと思われます。

　なお、国税庁ウェブサイトの「マンション管理組合が区分所有者以外の者

のマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」（平成24

年２月13日回答）を参照してください。上記の例では、区分所有者のための

共済的事業という判断ポイントが国税庁から提示されています。

　携帯電話基地局設置収入などについては年間100万円を超える収入がある

場合もあるようですが、これを共済的事業というのは難しく、収益事業とし

て確定申告する必要がありそうです。

３　必要経費

　上記の収益事業には必要経費が認められます。必要経費には、収益事業に

ついて直接要した費用の直接経費と、収益事業と収益事業以外の事業に共通

する費用である共通経費が考えられます。

⑴　直接経費

　直接経費としては、電気使用量メーターを別管理している携帯電話基地局

の電気料、外部への駐車場募集費、広告宣伝費、管理組合が取得した太陽光
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きれば築後２年目で行われる定期点検時）に建物診断調査を行って建築士に不

具合を見てもらうことで新築時の瑕疵の有無をチェックすることが可能です。

　仮に、瑕疵に相当する不具合がある場合は、販売会社へ連絡し協議に入り

ます。協議の際には、不具合を起こしている原因を明らかにする必要があり、

大変専門性の高い内容になります。劣化診断や工事監理をお願いしている建

築士に相談し、場合によっては瑕疵に関する交渉を業務として依頼するとよ

いでしょう。また、大規模修繕工事の場合でも、工事ごとに保証が付いてい

ますので、工事後には定期点検を行い、必要に応じて保証工事として無償で

直してもらいましょう。

Ⅱ　建物の管理

１　屋根防水

⑴　屋根の種類

　屋根の維持管理を怠ると住戸内の

雨漏りが生じ、居住者トラブルや損害

賠償請求を争うなどの事故にもつなが

りかねず、それらを未然に予防する意

味でも計画的に劣化状況を調査しなが

ら、適切に維持管理することが重要と

なってきます。マンションの屋根は、

平らな「陸屋根」と勾配のある「勾配

屋根」の２つに大きく分けられます。

⑵　陸屋根の維持管理

　陸屋根の屋根材としては、アスファ

ルト防水、ウレタン防水、シート防水

などが防水材の代表例です。それぞれ

で、アスファルトやウレタンゴム、塩

［写真１］　屋根

（上）　陸屋根の例
（下）　勾配屋根の例
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化ビニルなどと主材料の違いはありますが、有機質系材料のため、紫外線に

よる劣化が生じます。そのため、表面にはトップコートと呼ばれる紫外線保

護材が塗られていますので、まずは、５年をめどに紫外線保護材の塗替えを

行うと長持ちし、一般的に10年程度の保証期間が付いています。

　修繕は、10～ 15年を目安に専門家に劣化状況を見てもらったうえで判断

してください。膨れや亀裂、剥がれ、硬化、滅失等が全体的に発生している

かがポイントです。補修方法については、不具合箇所が少ない場合は部分補

修が可能です。不具合箇所が散見される場合は、新しい防水材を全面的に施

工することになります。その際、多くの場合は既存防水材を撤去せずに施工

することも可能です。

　一般的な防水層の耐用年数は〈図５〉のとおりですが、この中で「アスファ

ルト防水押さえコンクリート仕上げ」は一般的にルーフバルコニー等で使わ

れます。この仕様は、アスファルト防水の上に10cm程度のコンクリートを

打つ工法ですが、床部分および立ち上がり部分の両方ともこの仕様の場合、

防水層に紫外線や降雨が直接当たらないため、30年以上の耐用年数となる

場合もあります。第１回目の修繕工事の際に、単に保証が切れているという

理由だけでこの仕様の部分も改修している場合が見受けられますが、特に問

題が発現していない場合は、改修範囲から除外することも考慮すべきでしょ

0 年 5 年 10 年 15 年 20 年

アスファルト防水
押さえコンクリート仕上げ

露出アスファルト防水

高分子系シート防水

ウレタン塗膜防水 10年

13年

13年

17年

※旧建設省が主体となって構成された総合技術開発プロジェクト（通称：【総
プロ】）によって作成された「建築防水の耐久性向上技術」に基づく

〈図５〉　一般的な防水層の耐用年限
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う。

　なお、「防水モルタル」といわれる材料がありますが、これはモルタルに防

水剤を混和したモルタルです。一般のモルタルよりも防水性能はありますが、

防水材としての位置づけではありません。

⑶　勾配屋根の維持管理

　勾配屋根は、アスファルト系屋根材（アスファルトシングル等）などで屋根

が葺かれている場合が多いようです。劣化の状況としては、表面の粉体化、

硬化や亀裂が生じ始めたら注意が必要です。10～ 15年を目安にチェックし

てみてください。表面の粉体化のみであれば保護塗装の塗布のみで済みます

が、劣化が進むと、亀裂やめくれ等を生じますので、部分的に張り替えるか、

全面的に張り替えるかの判断が必要です。

　全面張替えにあたっては、既存屋根材を撤去して新たに葺く工法と撤去し

ないで上から被せる工法の２種類があります。全面撤去の場合は工事中に雨

などが降ると漏水のリスクがありますが、既存屋根の状況により撤去するか

どうかの判断が変わりますので、専門家に相談して判断してください。

⑷　複合的な観点で判断を

　屋根防水は、劣化が進むと漏水につながる極めて重要な部位で、修繕工事

の中では比較的コストがかかる部位になります。方位や勾配などの環境によ

る劣化速度の違い、施工の善し悪しや防水端部の納まりによる漏水リスクの

違いなど、個々のマンションの状況で違いがあり、適正な修繕時期を判断す

るのに難しさがあります。極めて専門性が高い内容になりますので、建築士

などの専門家に相談し、長期修繕計画書を踏まえながら、相談することをお

勧めします。

２　床防水

⑴　防水材料の種類

　バルコニーや外廊下など雨掛かりとなる共用部分の床も、室内に漏水する

可能性が存在することや、コンクリートを保護する観点などから防水を考慮



Ⅱ　建物の管理

113

しておく必要があります。防水材料としては、ウレタン防水や、ウレタン防

水と塩ビシートを組み合わせた複合防水などが代表例です。また、防水モル

タル仕上げ（前記１⑵参照）の場合もあります。

　ここで注意しなくてはならないのは、防水をする目的を意識しておくこと

で、第１の目的は専有部分への漏水を防ぐことです。次にコンクリート軀体

内部の鉄筋を腐食から防ぐことです。コンクリート自体は水を通しませんが、

ひび割れからの漏水が見られる場合は注意が必要です。

⑵　ウレタン防水の維持

管理

　ウレタン防水の場合には、屋

根の防水と同様に、表面には紫

外線保護材（トップコート）が塗

布されていますが、使用される

ことの多いウレタントップコー

トの場合、５年をめどに塗替え

を行うことが大切です。トップ

コートの性能が衰えると防水層

が薄くなり、最終的には下地材

が露出します。また、ウレタン

防水は薄いゴムと同じで、硬い

ものの衝撃には弱いため、居住

者に注意を促しておく必要があ

ります。

　屋根の防水との違いは、居住

者が歩行することです。そのた

め、防滑仕様として砂状の骨材

が入った材料を選定する必要が

あります。

［写真２］　ウレタン防水の滅失状態

［写真３］　複合防水の改修

既存塩ビシートを剥がし、清掃した後には、
排水溝と住戸側の角部分にウレタン防水を
施します
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なものです。

　第１に、持続・継続性のあるシステムを構築することです。高齢者と若年

層が有機的に結合する、たとえば、子どもや孫に理事を経験させることは有

効な手立てです。また、若年層が住みたいと思わせるマンションづくり（意

匠や設備を改善するなど）も必要な要素です。

　第２に、修繕できる資金を確保しておくことです。長期修繕計画書を参考

に将来にわたって大規模修繕できる積立金を残すことは重要です。資金がな

くては、マンションが将来、スラム化することになります。

　第３に、コミュニティを大切にすることです。１人暮らしや要支援高齢者

の把握のため、居住者名簿を作成することは重要なことです。また、高齢者

が、突然意識がなくなり、誰に連絡したらよいのか、という事態になったと

き、この名簿が役立ちます（当然ながら利用目的を明記し、情報の収集の際に同

意をとっておくことが必要です）。

　笑顔で声をかけ、あいさつやお話をするなど、身近に親しい人が存在する

ことがマンションライフの安心感につながります。

Ⅲ　コミュニティ形成

１　総　説

　平成16年の標準管理規約の改正により、いわゆるコミュニティ条項が規

定されました。具体的には、管理費の使途に関して、「地域コミュニティに

も配慮した居住者間のコミュニティ形成に関する費用」に充当するとされ（旧

27条10号）、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者

間のコミュニティ形成」が規定されていました（旧32条15号）。

　しかし、平成28年の標準管理規約改正により、コミュニティ条項が削除

されました。これは、管理組合は財産管理団体であるという性質からコミュ

ニティ形成が資産維持向上につながらないという点や、コミュニティ形成と

いう文言のあいまいさから紛争が起こらないようにするという背景により改
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正がなされたとされています。なお、改正により具体的に管理組合ができる

ことを変更したわけではないと説明されています。

　かかる改正に対しては、多くのマンション管理にかかわる団体から反対の

意見が出されたところです。

　他方、マンション管理適正化指針においては、居住者間のコミュニティ形

成がマンションを適切に管理するために必要な管理組合の業務であるとされ

ています。

２　管理費とコミュニティ形成

⑴　問題の所在

　以上のように、標準管理規約が改正されたため、今後、管理組合がコミュ

ニティ形成にどのようにかかわり、管理費を使っていくかという問題があり

ます。これは、管理組合が「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う

ための団体」という性質を有していること（区分所有法３条）から、管理組合

がコミュニティ形成のための活動を行うことが、この「管理」を目的とする

ものかどうか、すなわち、管理組合の目的の範囲内にあるのか、という問題

に帰着するものです。

　平成28年標準管理規約の改正に際して、マンションの新たな管理ルール

に関する検討会としては、管理組合は財産管理団体であるという側面を強調

し、そうである以上、コミュニティ形成のための活動は、「管理」のためのも

のとはいえないと述べているものと考えられます。

⑵　裁判例の紹介

　この点に関し、コミュニティ形成に関連して管理費の支払義務が争われた

事例に関する裁判例を紹介したいと思います。

　裁判例において争われた事例は、もっぱら自治会費に関するものですので、

以下、管理組合が自治会費を徴収することについて否定・肯定それぞれの裁

判例を紹介いたします。
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います。

⑶　新法について

　この最終報告書をもとに、民泊サービスに関する新たな立法が予定されて

います（以下、「新法」といいます）。

　平成28年６月頃の報道では、「平成28年９月に召集される見通しの臨時国

会に、法案が提出される動き」とされていました。しかし、９月26日に召集

された臨時国会への法案提出は見送られました。

　その後、平成29年１月20日に召集された第193回国会（常会）において、

民泊事業につき「住宅宿泊事業」という名称にて法案提出が予定されていま

す（法案の略称は、「住宅宿泊事業法」）。所管官庁は国土交通省であり、法案提

出時期は平成29年３月上旬が見込まれています。

　法案の内容については、上記のあり方検討会最終報告書の内容が踏襲され

るようで、年間営業日数最大180日とし（地方自治体の条例で定めることで、よ

り短期間の営業日数とすることも認められる）、施設を提供することを「住宅宿

泊事業」（事業者は届出制）、家主不在型における管理を行うことを「住宅宿泊

管理業」、施設利用者と施設提供者（住宅宿泊事業者）との仲介を行うことを「住

宅宿泊仲介業」と位置づけて、それぞれについて登録制度の創設など必要な

措置を講じるものとされています。

７　マンションにおける「民泊」

⑴　はじめに

　それでは、こういった民泊サービスがマンションで展開される可能性に対

して、管理組合はどのように対処したらよいでしょうか。

　まず、大切なことは、「自分たちのマンションでは、『民泊』についてどの

ようなスタンスをとるのか」という出発点を、管理組合内部で率直に話し合

い、意見交換をすることです。こうしたコミュニケーションを積み重ねてお

くことこそ、その後に生じた事態に対してより適切かつ迅速に対処する第一

歩となるからです。管理組合内部で意見が食い違い、場合によっては鋭い感
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情的対立すら起こりかねないようでは、民泊に限らずマンション内部で生じ

た問題への対応すらままならない事態を招きかねません。

⑵　管理規約との関係

A　標準管理規約12条の文言
　標準管理規約と同様に、管理規約で専有部分の用途について「専ら住宅と

して使用するものとし、他の用途に供してはならない」（標準管理規約12条）

と規定している管理組合も多いでしょう。この住宅専用の用途制限規定があ

れば（この文言の存在によって一義的に）、民泊サービスを用途制限違反と判断

することができるかどうかは明確ではありません。

　この住宅専用の用途制限は、「専ら居住者の生活の本拠があるか否かで判

断」されると考えられていますが、その趣旨は、専有部分の利用方法に関して、

日常的な生活空間（居住用建物）としての平穏の維持を確保することにありま

す。

　その点を重視すると、民泊は不特定の者に対して住宅を宿泊施設として提

供するサービスですから、施設利用者にとっては「生活の本拠」とはいえま

せんし、とりわけ家主不在型の民泊サービスの場合は当該専有部分に滞在者
（利用者）の生活の本拠があるとは考えられませんので、「当該専有部分にお

ける民泊サービスは、住宅専用の用途制限に違反している」と判断できそう

です。

　一方で、民泊については、上記のように旅館業法の適用の枠とは別個の「住

宅を利用したサービス」という側面が強調されているとも考えることができ

そうです。そうすると、民泊はあくまでも「住宅」を利用したサービスの一

形態であって、専有部分の用途として制限規定に違反するとまで断定するに

は至らない、専有部分を第三者に賃貸している場合と異ならないという考え

方もありうるでしょう。

　このように、現状の管理規約の規定のみからは、一義的に民泊への態度を

導き出すのは難しい（解釈の余地があることを否定できない）でしょう。

　この点について、平成28年12月９日付けの内閣府地方創生推進事務局に
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