
大阪宅建本部・支部青鳩会では、主催する研修会・交流会・懇親会等のイベントのご案内用とし
て、またイベント開催時における参加者同士のビジネス交流にご活用いただくため、会員情報のデー
タ化及び青鳩会会員名簿の作成に取り組んでおります。
ご登録頂いた方には、今後開催予定の青鳩会主催研修会や会員交流会、懇親会等のイベントの開催
案内を先行してご記入いただきましたアドレス宛へダイレクトにご案内させていただきます。
なお、年会費等は無料ですが、開催イベントの懇親会等への参加は、別途参加費が必要となる場合
があります。

業界の次代を担う人材育成、会員相互の親睦連携を図り、同世代間の情報・発想・視点・ノウハウ
等を共有し、且つ資質の向上および社会貢献に務めることを目的に活動しており、会員のビジネス促
進や交流の活発化を目的としたイベントを本部・支部青鳩会で企画・開催しております。

会員登録の条件は、大阪宅建協会の各支部に所属する、正会員、準会員およびその会員事務所の従
業員（男女問わず）の内、「年齢50歳(新大阪、中央、西、なにわ南、なにわ京阪、なにわ東、なにわ
阪南、京阪河内、東大阪八尾、堺市、泉州支部は55歳)以下の方」となります。

「青鳩会会員登録申し込みフォーム」より、申込手続をお願いします。

・大阪木材青年経営者協議会
・一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 神戸地区協議会
・公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 青年部
・関西不動産情報センター
・公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会
・ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
・アットホーム株式会社
※順不同

活動目的

会員登録のご案内

会員条件

入会方法

友好団体･企業の紹介

青鳩会会員登録
申し込みフォーム

お問い合わせ先
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

事務局 企画事業部
TEL：06-6809-4461

E-mail：kikaku@osaka-takken.or.jp令和4年度の開催予定
・令和４年１１月２５日（金）青鳩会主催物件情報交換会・名刺交換会・懇親会
・令和４年１２月９日（金）青鳩会主催ボウリング大会・懇親会
・令和５年２月９日（木）青鳩会主催研修会
・令和５年３月８日（水）青鳩会主催ゴルフ大会

PCからは
検索大阪宅建協会
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2021年3月ごろから木材の供給が需要に追いつかず、価格高騰が引き起こされました。これを「ウッド
ショック」と呼んでいますが、このワードは1970年代に発生した「オイルショック」になぞられて誕生し
たものです。ウッドショックは不動産業界にも大きな影響を与えることとなりましたが、今回は背景や経緯、
これからについて見ていきたいと思います。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一時期住宅の着工数が減少したアメリカ。しかし、2020年5月に
ロックダウンが解除されると需要がアップし、住宅建築許可件数は前年を上回る状況が続くようになりました。
　建築数増加の要因として挙げられるのは、低金利政策がとられたこととリモートワークが進んだこと。日本に限
らず、アメリカでもリモートワークで自宅にいる時間が増えたところにこの政策が相まって、増加に転じたと考え
られます。住宅を新たに建築したり、リフォームをしたりする人が多く出てきたことで木材の需要も上がっていき
ました。
　需要の上昇に応えるためには同等の供給数が必要になってきます。しかし、虫による被害や山火事などで木材の
供給数が少なくなってきた時期でもあり、アメリカのみならず全世界にウッドショックが広がっていったという
わけです。

　現状日本で使われている住宅用の木材
は、約7割弱が輸入品です。半分以上を輸
入に頼っているということから、世界的な
ウッドショックが起きると、その影響をま
ともに受けてしまうというのは避けられな
い状態です。
　国土の約3分の2が森林という日本にお
いては、今回のウッドショックを機に国産
木材への切り替えがさけばれるようになり
ました。しかし、林業人口の減少、少子高
齢化による労働力不足によって市場に安定
性が見込めないなど、切り替えるには課題
があります。
　木材だけでなく、さまざまな輸入品に
頼っている日本。平時には大きな影響を受
けることはありませんが、今回の経験から
問題点を改めて見直し、何かしらの対策を
講じていく必要があるでしょう。不動産業
界としても、真剣に向き合う時代がやって
きているのかもしれません。

輸入に頼る日本の脆弱さが露呈した、
ウッドショックの影響。

ウッドショックの背景やこれまでの経緯。

アメリカでは金利が上昇。
日本国内ではいまだに影響が残る。

※掲載の内容は2022年9月現在のものです。
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2022年1月～速報値

農林水産省「木材価格統計調査」

2021年 2022年

7万9,600円

14万3,100円

【グラフ１】輸入木材の製品価格（米つが正角）
　このような中、2022年3月以降から木
材の先物価格が下落傾向にあります（シカ
ゴ・マーカンタイル取引所（CME）に基
づく）。背景にあるのがアメリカの利上げ。
これを受けてアメリカの住宅着工数が減少
し、8月の最安値は、1,000BTF（ボードフ
ィート・材木用の体積の単位で約2.36m³）
あたり470米ドルとなりました。2022年
3月3日の1,464ドルという記録と比べて
も分かるように、先物価格は急激に下落し
ています。
　ただし、日本国内にはまだウッドショッ
クの影響が残っていることは否めません。
「【グラフ１】輸入木材の製品価格（米つ
が正角）」を見てみると、2021年1月には7万円台だったものが、2022年4月には14万円を超えています。ロシ
アのウクライナ侵攻によって、ロシアからの輸入が難しくなっていることも要因となっているようです。いまだに
竣工が遅延している住宅があるなど、不動産業界もウッドショックの影響を引きずっています。
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アメリカの低金利政策 リモートワークの広がり

建築・リフォーム数増 木材の供給不足
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1-2…		特集　トレンドコラム

3…		叙勲・褒章・大臣表彰を受賞された
会員はご連絡ください

4-6…		業界の「いま」を知る　
大阪宅建☆ハイライト

7-8…不動産流通関連サイトのお知らせ
「ハトサポBB」本格稼働！

9…空家の利活用支援取組みスタート

10…大阪府オレンジリボンキャンペーン

10…名探偵たくっちVol.36　
～足し算ブロックの謎～

11-14…たくっちの実務ノート
不動産取引Q＆A

14…不動産広告実態調査にご協力ください

15…「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」
啓発推進月間

16…（取引士センター）講演録出版のご案内

裏表紙…青鳩会会員登録のご案内

　大阪宅建協会では、令和４年度の産業功労による叙勲・褒章・国土交通大臣表彰ならびに大阪
府知事表彰の受賞者を顕彰することを予定しています。
　この機会に、産業功労以外の分野による叙勲等の受賞者につきましても、併せて顕彰させてい
ただきたいと存じます。つきましては、下記の要件に該当する方がおられましたら、所属支部ま
でご連絡いただきますようお願いいたします。

※	新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、顕彰予定が変更となる場合がございます。
※	ご不明な点については、大阪宅建協会法務部（担当：福井）まで　	TEL：06-6941-8197

綱紀自主規制委員会からのお知らせ
叙勲・褒章・大臣表彰を受けられた会員はご連絡ください

１．該当要件　正会員の方で、令和４年中に、叙勲・褒章・大臣表彰を受賞された方
２．連絡期限　令和４年11月30日（水）
３．連 絡 先　所属支部事務局
４．注意事項　①大阪府知事表彰は対象となりません。
　　　　　　　②各支部よりご連絡いただいた顕彰対象者の方について、綱紀自主規
　　　　　　　　制委員会で審査した上で決定させていただきます。
　　　　　　　③産業功労により叙勲・褒章・大臣表彰を受賞された方は、当協会が
　　　　　　　　推薦しており受賞状況を把握しておりますので、ご連絡は不要です。



4

10 月号
2022

   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

 理事・監事・委員会構成員等研修会を開催しました
　令和４年８月19日（金）、理事・監事・委員会構成員等研修会を開催しました。新型コロナウイ
ルスの感染状況を考慮し、Zoom配信によるWeb研修として実施しました。

第１部
＜テーマ＞　うめきた２期地区開発プロジェクトについて
＜講　師＞　阪急阪神不動産㈱うめきた事業部　後藤	祐也氏・中野	草太氏
第２部
＜テーマ＞　ハラスメントについて
＜講　師＞　顧問弁護士　村上	博一先生

　理事・監事、当協会役員として、また、代表者としてのご自身の会社においても大いに参考と
なる、有意義な研修会となりました。

東京宅建と合同役員会を開催しました
　令和４年９月12日（月）、大阪府宅建会館で東京宅建との合同役員会が開催されました。東京宅
建から桑原弘光会長、三ッ石孝司専務理事、浅原賢一組織委員長、谷雄介研修委員長、協同組合
から長坂博隆専務理事が出席され、大阪宅建からは執行部が出席しました。
　「新規入会に関する現況・全日との比較及び入会促進」「Web研修に関する現行システムの今後
の展望及び研修動画の作成」「東京宅建の組織財政改革」「DX化に伴う入会オンラインシステム」な
ど、各協会の活動について積極的な意見交換を行いました。
　今後の当協会における諸事業への取組みに活かすことができる、意義深い合同役員会となりま
した。
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エリアリノベーションスクール
「小規模不動産特定共同事業セミナー＆会員交流会」を実施しました

第４回理事会・幹事会合同会議　報告　　　
【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第４回理事会･幹事会合同会議

【日時／形式】
９月27日（火）15時30分～
大阪府宅建会館２階会議室並びにWeb会議「Zoom」

【審議事項】
◆総会準備委員会編成（案）に関する件
　原案どおり承認

【報告事項】
◇新入会員承認
◇廃業等による会員資格喪失者
◇上部団体報告
◇各委員会報告

　終了後は、講師への質問や参加者同士の名刺交換
が行われ、参加者からは“１社ではできないことも仲
間とのネットワークによって可能になる”“新しいビ
ジネススキームから、リスクをプラスに変えるパワ
ーを感じた”という感想が寄せられました。
　2018年から大阪宅建協会が開講するエリアリノベ
ーションスクールは、府下各地域におけるエリアリ
ノベーションに必要なキーパーソンの育成を目的と
しており、参加者には研修・現地視察・体験型ワー
クショップから得た気づきを、実践のための「きっか
け作り」や「経験の場」として役立てていただくべく、
会員支援事業の一環として実施しています。
　今後も、大阪宅建協会では当該事業を通じ、会員
企業の持続可能なエリアマネジメントの実現を目指
します。

　９月21日（水）15時より、エリアリノベーション
スクール2022「小規模不動産特定共同事業（小規模
不特事業）セミナー＆会員交流会」が開催されました。
参加形式は、大阪府宅建会館２階での会場参加もし
くはZoom視聴によるWeb参加の選択制とし、総勢
56名の会員及び関係機関の皆さまにご参加いただき
ました。
　地域密着の中小不動産業者を対象に、「小規模不特
事業」の新設をテーマに掲げ、講師にはプラットホー
ムを運営する㈱エンジョイワークスの松島孝夫氏及
び宮古島で遊休不動産の活用を軸にビジネスとコミ
ュニティを構築して、自社・島民・投資家が共に潤
う小規模不特事業を実施している㈱ユカリエの永野
健太氏をお招きし、“小規模不特事業とまちづくりへ
の活かし方”“地域不動産業者が「小規模第１号事業
者」となり実施した事例紹介”“明日から始める不特事
業のプラットフォームの活用方法”等について、豊富
な体験談を織り交ぜながら、まちづくりのための共
感投資ファンド「小規模不特事業」の醍醐味について
お話いただきました。
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新入会員（2022年８月度）　
支　部 商　号 氏　名 免許番号

新大阪 ㈱エーティーエス 片 山 　 玲 音 ①63827

北

㈱谷町君旅行 佐 藤 　 玲 ①63746

万佳㈱ 王 　 偉 芸 ①63781

㈱FLEDOM 髙 瀬　 賢 二 朗 ①63772

中央

リビングコーラル㈱ 宇 都 　 彩 ①63791

㈱レイファー 城 　 麗 華 ①63700

㈱LET 吉 田 　 翔 太 ①63715

サイコウ㈱ 杜 　 姮 ①63761

㈱MKコンサルティング 山 本 　 晃 市 ①63806

大和ハウス賃貸リフォーム㈱ 森 田 　 一 彦 大臣①10014　　

西

㈱MILIFE 鯉 谷 　 英 介 ①63815

For Key㈱ 永 野　 あ い 子 ①63788

KSRカンパニー㈱ 西 脇 　 弘 喜 ①63811

なにわ南 ㈱ファンズハウス 加 川 　 将 嗣 ①63843

なにわ京阪
ライト不動産販売㈱ 行 岡 　 勇 介 ①62642

㈱ラクショー 前 島 　 隆 治 ①63710

なにわ東 ㈱ランド・エミーレ 柿 内 　 正 義 ①63837

なにわ阪南
㈲M.A.T. 足 立 　 美 穂 ①63736

㈱だいなも 生 島　 祐 之 介 ①63819

北大阪
（同）青嶋 青 嶋 　 真 ①63790

㈱今村 今 村　 伊 三 郎 ①63782

東大阪八尾 落合ENG機設㈱ 落 合 　 正 彦 ①63802

泉州
フォローアップ㈱ ヤツカ アンナ リア メルチョル ①63774

㈱田仲不動産 田 仲 　 一 善 ①63825

・2022年８月入会時点の情報です。
・2022年８月末現在の会員数は　正会員8,424名　準Ａ　651名　準Ｂ　5,372名

※最新の会員情報は、大阪宅建Webサイトの会員検索よりご確認ください。
　「商号」もしくは「氏名」により、キーワード検索を行ってください。
　　　　　　　									　　　　								大阪宅建Web会員検索トップページ→
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   不動産流通関連サイトのお知らせ

　ハトサポBBは、会員支援サイト「ハトサポ」を通じて全国の宅建協会会員の皆様が利用可
能な新たな不動産情報流通システムの総称です。
　システムの主軸を一般公開サイト「ハトマークサイト」から、会員間の不動産流通機能に移
すとともに、会員の皆様の不動産業務のデジタル化・DX化を入口から出口まで一気通貫で
サポートするための新たな不動産情報流通システムです。

ハトサポBBのここが便利！

② ワンストップで、レインズや３大ポータルへ物件情報を出稿可能に！

① 充実した物件登録機能！

③ Ｗeb書式作成システムとの連動機能

※３大ポータルへの出稿は有料となります。（レインズへの出稿は無料。）

ハトサポBBへ登録いただいた物件情報がＷeb書式作成システムの利用により契約
書や重要事項説明書と連動可能に！

・物件資料作成機能		 	 			・わかりやすい入力項目やエラー表示機能
・経度緯度情報自動取得機能	 			・画像登録点数の増加
・レインズ図面登録機能	 	 			・簡易画像変種機能（画像の回転等）
・THETA画像登録	 	 	 			・YouTube動画リンク登録
・反響ログ閲覧管理機能	 	 			・物件確認要否表示機能　															などなど

９月14日より「ハトサポBB」が本格稼働いたしました。

「ハトサポBB」 本格稼働！「ハトサポBB」 本格稼働！
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④ 「ハトサポBB」より検索した物件情報からお客様への提案資料作成
・物件提案書出力機能	 	 		・物件情報URL出力機能
・複数物件の一括提案機能		 		・流通図面出力機能
・物件情報地図表示機能	 	 		・ルート地図表示機能　　　	　　　などなど

　全宅連とGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社との包括契約によりハトサ
ポより利用可能となる電子契約システム「ハトサポサイン」がスタート予定！
　ハトサポ上より「ハトサポサイン」の利用申込みを行うことで利用が可能となります。
　※「ハトサポサイン」のご利用には別途費用が発生いたします。

「ハトサポ」並びに「ハトサポBB」のご利用は協会サイト会員ページよりご利用いただけます。

これ以外にもまだまだ便利な機能が
ございますので「ハトサポBB」を是
非お試し下さい！！

さらに11月１日より
「ハトサポサイン」提供開始予定！
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《地域貢献》「空家の利活用支援」取組みスタート

　９月28日より、大阪の住まい活性化フォーラム（大阪府）と連携した「空家の利活用支援」の取組みをス
タートしました。
　この取組みでは、大阪宅建の協力会員が、消費者（空家所有者等）に対し「空家の利活用提案」「空家バン
ク掲載サポート」を無償で提供させていただき、空家の減少による地域のあんしん・あんぜんの向上を目
的とした地域社会への貢献活動を行います。
　詳しくは、以下Web専用ページをご参照ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

売売却却  

賃賃貸貸  

ﾘﾘﾉﾉﾍﾍﾞ゙ｰーｼｼｮｮﾝﾝ  

             

空家の利活用提案サービス 　状態が悪い物件でも、まずはご相談ください！支援①

支援①

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

売売却却  

賃賃貸貸  

ﾘﾘﾉﾉﾍﾍﾞ゙ｰーｼｼｮｮﾝﾝ  

             

空家バンク掲載サポート 掲載手続ができるか不安…そんなお悩みを解消！

　◆不動産のプロである宅建事業者が、あなたの空家に合った最適な利活用の方法を提案します！

　◆空家バンクへの登録申込書の作成を、宅建事業者がサポートします！

サポート内容　　　不動産用語の解説、申込書に記入する数値の調べ方のご説明など

 
 
タイトル： 《地域貢献》「空家の利活用支援」取組みスタート 

 

９月２８日より、大阪の住まい活性化フォーラム（大阪府）と連携した「空家の利活用支援」の取組みをスタートしました。 

この取組みでは、大阪宅建の協力会員が、消費者（空家所有者等）に対し「空家の利活用提案」「空家バンク掲載サポート」を無償で提供さ

せていただき、空家の減少による地域のあんしん・あんぜんの向上を目的とした地域社会への貢献活動を行います。 

詳しくは、以下Ｗｅｂ専用ページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：企画事業部 上田（06-6809-4461） 

（事務局：大阪府 居住企画課） 

一一般般社社団団法法人人  

大大阪阪府府宅宅地地建建物物取取引引業業協協会会  

          空家の利活用提案サービス    状態が悪い物件でも、まずはご相談ください！ 

   ◆不動産のプロである宅建事業者が、あなたの空家に合った最適な利活用の方法を提案します！ 

  支援① 

活用方法の検討 

調査結果から最適な用

途を検討し、所有者と
やり取りをしながら活
用方法を検討 

売売却却  

賃賃貸貸  

ﾘﾘﾉﾉﾍﾍﾞ゙ｰーｼｼｮｮﾝﾝ  

物件調査 

宅建事業者が、所有者

の意向調査や謄本の確
認、所在地の都市計画
調査等を実施 

提案書を提示 

売却ならその査定額や

リフォームの要否、賃貸
ならそのターゲットなど
具体的な提案書を提示 

          空家バンク掲載サポート    掲載手続ができるか不安・・・そんなお悩みを解消！ 

   ◆空家バンクへの登録申込書の作成を、宅建事業者がサポートします！ 

      サポート内容  不動産用語の解説、申込書に記入する数値の調べ方のご説明など 

  支援② 

Web専用ページ https://www.osaka-takken.or.jp/akiya/ 

担当：企画事業部　上田（06-6809-4461）
Web専用ページ　https://www.osaka-takken.or.jp/akiya/

支援②

宅建事業者が、所有者
の意向調査や謄本の確
認、所在地の都市計画
調査等を実施

物件調査
調査結果から最適な用
途を検討し、所有者と
やり取りをしながら活
用方法を検討

活用方法の検討
売却ならその査定額や
リフォームの要否、賃貸
ならそのターゲットなど
具体的な提案書を提示

提案書を提示
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　近年、児童虐待により子どもの生命が奪われるなど、重大な事件が後を絶たない状
況であり、児童虐待問題は社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
　こうした状況を踏まえ、大阪府では、「児童虐待防止推進月間」である社会的関心の
喚起を図るため、市町村や関係・協力団体と連携した集中的な広報・啓発活動（児童虐
待防止／オレンジリボンキャンペーン）を実施しています。
　児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはやく）」は、全国共通の虐待通告専用のダ
イヤルで、お近くの児童相談所につながります。（通話料無料）「児童虐待かも」と思った
ら、ためらわずに通告・相談をいただければと存じます。
　また、今年度も、住宅を管理されている皆様へのご協力のお願いを周知させていた

だきたく、本誌にリーフレットを同封させていただきました。
　大阪府子ども家庭センター及び市町村児童虐待対応課が、虐待を受けたと思われる子どもの安全を確認するた
めに、必要に応じてマンション入り口のオートロック解除等のお願いをすることがございます。
　虐待から子どもを守るため、住宅を管理する皆様にご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先
大阪府福祉部　子ども家庭局　家庭支援課
相談支援グループ　TEL：06-6944-6675

（大阪府からのお知らせ）住宅を管理する皆様へのご協力のお願い

名探偵たく
っちV

ol.36

名探偵探偵探 たくっ
ちVoVoV

l.3

相談支援グループ　TEL：06-6944-6675

6 プレゼントをリニューアル！

プレゼント

（一社）大阪府宅地建物取引業協会「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462
Webフォーム：https://forms.gle/RHXm6S8kRyAhznWA7
2022年11月20日（日）23:59受付分まで有効とし、商品の発送を
もって当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で2名様に、「JCBギフトカード5，000円分」をプレゼントします。パズルの解答・会社名・
氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはWebフォームで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会 社 名

Webフォームはこちら

解答

リニューアルリニューアルリニューアル！！ JCB
ギフトカードを
2名に進呈

前回の答え

③ブドウ

Q. すべてのマスに数字を埋め、色つきマスに入る数字を答えてください。
●タテ６列、ヨコ６列のそれぞれの列に、１～６の数字が必ず一つずつ入ります。
●あらかじめ記された小さな数字は、太線のブロックに入る数字の合計です。
●太線のブロックの中には同じ数字が入ることもあります。

【例】※例では１～３の数字を入れます。
4 2 3 1 2
3 8 1 2 3

1 2 3 1

7 7 3 5

8 2 10 8

4 10

10 3 11 7 2

6 11 7

5
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   不動産取引Q＆A　～ たくっちの実務ノート ～

マンションの管理組合が、管理規約の変更を決議し、ペット飼育が禁止になった。
当社が媒介した買主は規約変更決議前から小型犬を飼育している。

Question

事　実　関　係
		当社は売買の媒介業者である。１年前に既存マンションを当社の媒介で購入した買主は、引渡し後に家
族とそれまで飼育していた小型犬とともに入居した。当該マンションの分譲当時の区分所有者は暗黙の
了解で他の区分所有者に迷惑を及ぼす動物等の飼育は控えていたが、管理規約にはペット飼育を禁止す
る条項はなかった。買主の入居前に猫を飼育していた高齢女性がいたが転居し、現在、ペットを飼育し
ているのは買主のみである。買主は、犬の飼育には気を使い、エレベーターを使用するときは腕に抱え、
しつけもしていたようで他の区分所有者に吠えるようなことはなかったと言っている。
　しかし、半年前から管理組合に対して他の入居者から時々鳴き声が気になるや臭いがするなどの苦情
があった。管理組合は総会で、動物等ペットの飼育を禁止する規約の変更を決議した。買主は所用で総
会は欠席したが、総会後に組合役員からペットの飼育禁止を告げられた。買主は、規約変更に従うには、
犬を知人等に譲るか、処分するしかないと悩んでいる。

マンション管理組合のペット飼育を禁止する規約変更の有効性。

Answer
１．結　論
⑴質問１. について ― ペットの飼育は共同の利益に反する行為として管理規約で禁止す

ることができ、従前から飼育していた区分所有者に特段の事情が
ない限り、規約改正後は飼育することができなくなる。

１．管理組合が総会の決議により管理規約を改正してペット飼育を禁
　止した場合、規約改正前からペットを飼っていた区分所有者も従
　う義務があるか。
２．管理組合が規約改正するときは、従前からペットを飼育していた
　区分所有者の承諾を得る必要はないのか。



12

10 月号
2022

〇建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）第６条（区分所有者の権利義務等）
①区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又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
てはならない。

参 照 条 文

⑴  ⑵について
　分譲マンション等の共同住宅は、一戸建住宅と異
なり１棟の建物に複数の居住者が生活している。そ
のため、区分所有法では、建物の保存に有害な行為
その他建物の管理又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てはならない（区分所有法第
６条第１項）と、区分所有者が区分所有建物の性質上
当然に受ける内在的義務を明確に規定している。共
同の利益に反する行為等はそれぞれの共同住宅の立
地・環境や各区分所有者の考え方により異なり、共
同の利益に反する具体的行為は法律上の明確な規定
はない。建物および敷地等の管理や使用に関しては
管理規約で定めることになっており（同法第30条第
１項）、規約の設定、変更や廃止は区分所有者間の決
議に委ねられている（同法第31条第１項）。
　管理規約で動物等のペット飼育を一律に禁止する
ことの妥当性について、裁判例では、「マンション内
における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有
形無形の影響を及ぼすおそれのある行為であり、こ
れを一律に共同の利益に反する行為として管理規約
で禁止することは区分所有法の許容するところであ
る」と解し、具体的な被害の発生する場合に限定しな
いとしている（【参照判例】参照）。

　管理規約の設定、変更または廃止が一部の区分所
有者の権利に特別な影響を及ぼすときは、その区分
所有者の同意を得なければならない(同法第31条第１
項後段)。相談ケースのように従前から動物を飼育し
ていた区分所有者に少なからず影響を及ぼすが、同
意を得る必要があるかの判断のカギは、当該区分所
有者に特別な影響を及ぼすかという点、すなわち、
規約設定・変更の必要性と影響の及ぶ区分所有者の
不利益との比較衡量となる。裁判例では、「盲導犬の
場合のように何らかの理由によりその動物の存在が
飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有
する」ものは特段の事情があるとして、その権利に特
段の影響を及ぼすものと判断している。しかし、「ペ
ット等の動物の飼育は、飼い主の生活を豊かにする
意味はあるとしても」とペットの飼育は認めつつも、
動物の飼育がペットとしての愛玩の場合は、飼い主
の生活・生存に不可欠のものとの特段の事情がある
とは認められず、飼い主に規約改正の承諾を得る必
要がないとしている（【参照判例】参照）。
　今後の高齢社会や家族構成の多様化、ペット飼育
需要の高まりも予測するに難くないが、共同住宅に
おける共同生活では、共同の利益に反する行為は認
められないのである。

理  由  と  解  説 

⑵質問２. について ― 管理規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別
の影響を及ぼすときは、承諾を得なければならないとされている
が、ペット飼育禁止の規約改正は、原則としてこれに当たらず、
その区分所有者の承諾を得る必要はない。



13

宅建NEWS宅建NEWS 10 月号
2022

○東京高裁平成６年８月４日　判タ855号301頁（要旨）
　区分所有法第６条第１項は、区分所有者が区分所有の性質上当然に受ける内在的義務を明確にした規定であり、その
一棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有する共同の利益に反する行為、すなわち、建物の正常な
管理や使用に障害となるような行為を禁止するものである。右の共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、
区分所有法はこれを明示しておらず、区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる（同法第30条第１項）も
のとされている。そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼすおそ
れのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約で禁止することは区分所有法の許容すると
ころであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しないで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当
然に無効であるとはいえない。（中略）
　マンション等の集合住宅においては、入居者が同一の建物の中で共用部分を共同利用し、専有部分も相互に壁一枚、
床一枚を隔てるのみで隣接する構造で利用するという極めて密着した生活を余儀無くされるものであり、戸建ての相隣
関係に比してその生活形態が相互に及ぼす影響が極めて重大であって、他の入居者の生活の平穏を保障する見地から、
管理規約等により自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむを得ないところであるといわねばならない。もちろ
ん、飼い主の身体的障害を補充する意味を持つ盲導犬の場合のように何らかの理由によりその動物の存在が飼い主の日
常生活・生存にとって不可欠な意味を有する特段の事情がある場合には、たとえ、マンション等の集合住宅においても、
右動物の飼育を禁止することは飼い主の生活・生存自体を制約することに帰するものであって、その権利に特段の影響
を及ぼすものというべきであろう。
　これに対し、ペット等の動物の飼育は、飼い主の生活を豊かにする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可
欠のものというわけではない。そもそも、何をペットとして愛玩するかは飼い主の主観により極めて多様であり、飼い
主以外の入居者にとっては、愛玩すべき対象とはいえないような動物もあること、犬、猫、小鳥等の一般的とみられる
動物であっても、そのしつけの程度は飼い主により千差万別であり、仮に飼い主のしつけが行き届いていたとしても、
動物である以上は、その行動、生態、習性などが他の入居者に対し不快感を招くなどの影響を及ぼすおそれがあること
等の事情を考慮すれば、マンションにおいて認容しうるペットの飼育の範囲をあらかじめ規約により定めることは至難
の業というほかなく、本件規約のように動物飼育の全面禁止の原則を規定しておいて、例外的措置については管理組合
総会の議決により個別的に対応することは合理的な対処の方法というべきである。
　これを本件についてみるのに、区分所有者（飼い主）の家族構成は夫婦、長女及び長男の四人であって、本件犬は家族
の一員のような待遇を受けて可愛がられていたことは認められるが、一家の本件犬の飼育はあくまでペットとしてのも
のであり、本件犬の飼育が長男にとって自閉症の治療効果があって（入居当初このことを管理組合に強調していた）、専
門治療上必要であるとか、本件犬が控訴人の家族の生活・生存にとって客観的に必要不可欠の存在であるなどの特段の
事情があることを認めるに足りる証拠はない。したがって、本件規約改正は区分所有者（飼い主）の権利に特別の影響を
与えるものとはいえない。

　　　　参 照 判 例

○同法第30条（規約事項）
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、
規約で定めることができる。
○同法第31条（規約の設定、変更及び廃止）
①規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議によってする。この
場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得
なければならない。
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2206-B-0306　掲載日：2022年６月　公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」より引用		※参照条文は当時のものです。

監 修 者 の コ メ ン ト

　ペット飼育を禁止する規約がないということで、そのマンションを購入した区分所有者にとって、入居後に
飼育が禁止されることになるのは、きわめて気の毒であるが、回答あるいは裁判例の言うように、マンション
という共同住宅においては、やむを得ない。ただ、裁判例の判決理由に「特段の事情」があるときには、特別の
影響を与えるものとして、影響を受ける区分所有者の承諾が必要とあるが、飼育する犬が、盲導犬、聴導犬あ
るいは介護犬という場合は、それに該当することになる。
　なお、最近では反対にペット飼育可というマンションが増えているが、その場合は、管理規約の定めだけで
なく、詳細な飼育細則を定めることがトラブル防止のために必要であり、既存マンションの仲介に当たっては、
その細則等も調査して購入予定者に説明することが重要である。

不動産広告実態調査にご協力をお願いします

　当協議会は、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事

業者間の公正な競争を確保するため、「不動産の表示に関する公正競争規約（以下「表示規約」という。）」及び「不動

産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約（以下「景品規約」といい、これらの規約を併せて「規約」

という。）」に違反する疑いのある事実が認められた当協議会の構成団体の会員事業者に対し調査を行っており、

また、規約違反を裏付けるため、物件の元付事業者や管理事業者等に、事実確認の調査を行っています（以下、

元付事業者や管理事業者等も含め、当協議会の構成団体の会員事業者を「加盟事業者」という。）。

　しかしながら、一部の加盟事業者にあっては、調査への協力を渋るというケースがあり、これは調査業務に支

障をきたし、規約の目的を確保する妨げになります。

加盟事業者は調査への協力義務があり、当協議会は当該調査に協力しない事業者に対して、協力するよう警告

することができ、この警告に従っていないと認めるときは、違約金を課すことができる旨が規定されています（表

示規約第26条第３項・第４項、表示規約第27条第６項、景品規約第５条第２項・第３項、景品規約第６条第５

項参照）

調査業務を適切かつ円滑に実施するため、調査へご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

＜お問い合わせ先＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会　　　　	

TEL：06-6941-9561

（公社）近畿地区不動産公正取引協議会からのお願い
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ヘイトスピーチゆるさへん！
11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」啓発推進月間です

　人種又は民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、人としての尊
厳を傷つけ、差別意識を生むことにつながる許されない行為です。
　大阪府では、ヘイトスピーチを禁止し、「ヘイトスピーチを許さない」という共通認識を社
会に根付かせることを主たる目的として、
令和元年11月１日、「大阪府人種又は民族
を理由とする不当な差別的言動の解消の推
進に関する条例」（「大阪府ヘイトスピーチ
解消推進条例」）を施行しました。
　条例の趣旨を理解し、全ての人がお互い
に人種や民族の違いを尊重しあって共生す
る社会を築きましょう。

　皆さんのご理解とご協力をお願いします。	

お問い合わせ先
大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課
人権・同和企画グループ
TEL：06-6210-9282
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX してください。（（当当セセンンタターーウウェェブブササイイトトののＷＷｅｅｂｂ申申込込みみペペーー

ジジ（（hhttttppss::////wwwwww..oottcc..oorr..jjpp//ppaaggeess//bbooookk//iinnddeexx..hhttmmll））かかららもも、、おお申申込込みみいいたただだけけまますす。。）） 

講講 演演 録録 購購 入入 申申 込込 書書   ◇申申込込日日：：  年年  月月  日日 

((一一財財))大大阪阪府府宅宅地地建建物物取取引引士士セセンンタターー 行行     FFAAXX：：0066‐‐66994444‐‐00226677（（TTEELL：：0066‐‐66994400‐‐00664411）） 

注

文

部

数

ここを押さえたい宅建業務シリーズ
－紛争類型と事案分析（１）媒介報酬－

R04年 04月発刊 冊

宅建業者が注意すべき消費税のポイント
－仕入税額控除とインボイス制度を中心に－

R03年 12月発刊 冊

民法（物権法等）・不動産登記法改正の動向
（所有者不明土地の利活用の円滑化等について 宅建業者の立場から）

R03年 05月発刊 冊

民法改正リレー講義 第３回：債権法改正総まとめ
－不動産取引での重要ポイントを中心に－

R02年 11月発刊 冊

民法相続編改正
－配偶者居住権の創設と相続税評価を中心に－

R02年 02月発刊 冊

不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 R01年 09月発刊 冊

不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ R01年 07月発刊 冊

合計部数 冊 合計金額
(1冊 500円)

円

お 名 前

ご 住 所 〒

日中連絡先 Ｆ Ａ Ｘ

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に FAX送信してください。

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。）

※送料は当センターで負担いたします。

「 講 演 録 」 出 版 の ご 案 内

定定価価各各 550000 円円((税税込込)) 

各 A4サイズ
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大阪宅建本部・支部青鳩会では、主催する研修会・交流会・懇親会等のイベントのご案内用とし
て、またイベント開催時における参加者同士のビジネス交流にご活用いただくため、会員情報のデー
タ化及び青鳩会会員名簿の作成に取り組んでおります。
ご登録頂いた方には、今後開催予定の青鳩会主催研修会や会員交流会、懇親会等のイベントの開催
案内を先行してご記入いただきましたアドレス宛へダイレクトにご案内させていただきます。
なお、年会費等は無料ですが、開催イベントの懇親会等への参加は、別途参加費が必要となる場合
があります。

業界の次代を担う人材育成、会員相互の親睦連携を図り、同世代間の情報・発想・視点・ノウハウ
等を共有し、且つ資質の向上および社会貢献に務めることを目的に活動しており、会員のビジネス促
進や交流の活発化を目的としたイベントを本部・支部青鳩会で企画・開催しております。

会員登録の条件は、大阪宅建協会の各支部に所属する、正会員、準会員およびその会員事務所の従
業員（男女問わず）の内、「年齢50歳(新大阪、中央、西、なにわ南、なにわ京阪、なにわ東、なにわ
阪南、京阪河内、東大阪八尾、堺市、泉州支部は55歳)以下の方」となります。

「青鳩会会員登録申し込みフォーム」より、申込手続をお願いします。

・大阪木材青年経営者協議会
・一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 神戸地区協議会
・公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 青年部
・関西不動産情報センター
・公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会
・ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
・アットホーム株式会社
※順不同

活動目的

会員登録のご案内

会員条件

入会方法

友好団体･企業の紹介

青鳩会会員登録
申し込みフォーム

お問い合わせ先
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

事務局 企画事業部
TEL：06-6809-4461

E-mail：kikaku@osaka-takken.or.jp令和4年度の開催予定
・令和４年１１月２５日（金）青鳩会主催物件情報交換会・名刺交換会・懇親会
・令和４年１２月９日（金）青鳩会主催ボウリング大会・懇親会
・令和５年２月９日（木）青鳩会主催研修会
・令和５年３月８日（水）青鳩会主催ゴルフ大会

PCからは
検索大阪宅建協会

令和4年10月15日発行（毎月15日発行） 通巻641号 平成元年8月23日 第3種郵便物認可
編集・発行人／高村永振　発行責任者／石井　茂
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／アットホーム株式会社
定価50円
※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。
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協会ＨＰに簡単アクセス

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

10
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vol.641
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vol.641102022

トレンドコラム
ウッドショックとその影響
トレンドコラム
ウッドショックとその影響
⛰東京宅建と合同役員会を開催
⛰ハトサポBBが本格稼働
⛰空家の利活用支援取組みスタート

特集特集


