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平成 2８年（201６年）2 ⽉号 グリーンメゾン鶴牧 3 住宅管理組合ニュース 

2016 年 2 ⽉ 8 ⽇       

   

2 ⽉号の内容 

1.お知らせ 2.理事会報告 3.担当理事よりお知らせ 4.理事のご挨

拶 5．特別委員会報告   
お 知 ら せ 

 

 
 

★放置⾃転⾞の処分のについて 

   ２⽉１０⽇までに不要と思われる⾃転⾞に「張り紙」をします。この⾃転⾞をま

だ使⽤したい⽅は「張り紙」を取り除いて下さい。また不要の⽅は⾃転⾞にカギを

⼊れ、予備のカギは結びつけて下さい。処分の⽇時は 1 ヶ⽉先の予定です。 

★  排⽔管の詰まり逆流事故の件 

ＳＫシンク（脱⾐所にあるモップ等を洗う流し台）がついているお宅の排⽔管か

ら汚⽔が逆流し、床に溢れそうになりました。業者が⾼圧洗浄したところ、異物が

たくさん排出されました。こちらのお宅では２年前にも同様の被害にあわれていま

す。この流し台は毎年⾏っている雑排⽔清掃（⾼圧洗浄）の対象にはなっておりま

せん。ＳＫシンクのあるお宅の皆様には異物、⼤きなゴミ等は流さないように充分

ご配慮をお願いいたします。（設計により SK シンクがないお宅もあります。） 
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★外灯の交換について 

業者による交換⽇は週⼀回、⾦曜⽇です。（突発的な事象で送れる場合もあり

ます）理事もできる範囲内で交換作業を⾏っています。尚、交換依頼は毎週⽔曜

⽇の午前中に締め切り、管理事務所で⼿続きしています。 

★ 積雪時について 

１⽉１７⽇の⼤雪で住⺠の皆様には雪かきのご協⼒を有り難う御座いました。

今後暫く積雪の⼼配がありますので、ご協⼒をよろしくお願いします。 

 ・管理事務所前にスコップ、塩化カルシウムを⽤意していますので、お使い下さ

い。 

 ・８、９、１０号棟前のインターロッキング舗装にチェーン装着⾞が進⼊すると

舗装が傷つき易い為、積雪後⾞⽌めを持ち上げて、ロープを張り⾞進⼊の規制

をしました。住⺠の皆様のご理解、ご協⼒をお願いします。 

★ 「今、出来る事は？〜孤独死（独居死）について考える〜」 

ご存知かもしれませんが先⽉グリーンメゾン鶴牧３でまた「孤独死」がありまし

た。今回も発⾒されたのは死後数⽇を経た後でした。当団地でも「孤独死」は他⼈

ごととはいえなくなりました。そのため理事会と⾼齢化対応委員会は、あえて孤独

死発⽣の事実を「つるまき」でお知らせし皆さんの注意を喚起することにしました。 

○団地内での「おつきあい」が⼤事なこと。 

  今回「孤独死」が発⾒されたのは、この⽅が団地内のサークルに所属し活動なさっ

ておいでだったためです。サークル活動当⽇⽋席されたため仲間の⽅が訪問し、新聞

がたまっていることなどから関係諸機関に連絡し発⾒されたのでした。 
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○新聞配達員の⾒守りは⾃⼰申告が必要です。 

  この⽅の場合、新聞が郵便受けにたまっていましたが配達員はどこにも通報してお

りません。⾃宅の郵便受けに新聞がたまった場合、配達員が関係機関に通報するシス

テムがあります。このシステムは、新聞販売店にその事を⾃分で頼まなくてはならな

いのです。 

○今後考えていかなければならないこと。 

  理事会と⾼齢化対応委員会にとって「孤独死」にいたる SOS をキャッチできる⽅法

を探していくことがこれからの課題です。ハードの⾯ソフトの⾯からそして各地の取

り組みなど研究します。しばらく時間を下さい。 

そこで今できると考えられることは以下の点です。 

① ⼀⼈暮らしの皆さんは、新聞屋さんに郵便受けに新聞などがたまったら管理事務所

など関係機関に連絡してほしいことをご⾃分で申告してください。 

② ご近所の「⾒守り」をお願いします。以下のような異変に気づいたら管理事務所に

お話しください。 

 ◉⽞関や郵便受けに新聞や郵便物が数⽇間たまっている。 

 ◉夜になってもベランダに洗濯物が⼲したまま数⽇が過ぎる。 

③ 団地内のサークル活動などに参加して知り合いを増やしてください。仲間の皆さん

が⾒守ってくれます。 
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第１０回定例理事会報告 

 

⽇時：平成２８年１⽉２３⽇（⼟）１９：００〜２３：００ 

【総務担当理事】 

第 33 回議案書作成⽇程について 

・４⽉ 20 ⽇(⽔)に配布する議案書の作成の⽇程を決めた。 

・各担当理事の原稿の締切りを２⽉ 20 ⽇(⼟)。翌週２⽉ 27 ⽇(⼟)までに第１次原稿を

作成。印刷の⽇程は４⽉ 12 ⽇(⽕)〜１５⽇(⾦)の平⽇に⾏う予定。 

【建築担当理事】 

●４号棟不断⽔バルブ取付け⼯事 

 ４号棟前のユキヤナギを移植し、その場所を 1 ⽉ 20 ⽇に掘削。給⽔管に沿って送⽔

管などの別の管があり、道路側への掘削でもバルブの取り付けは不可能であった。12 ⽉

に探査した際にも給⽔管の位置は判明しなかった。⼯事は終了したいとの意⾒もあり、

理事⻑と相談し、漏⽔の発⽣にはその都度対処することにした。将来的には⼤規模修繕、

道路改修と併せて⼯事を⾏うことと判断した。 

●5 号棟南側漏⽔修繕⼯事： 12 ⽉ 24 ⽇に完了した。 

●集会所サンルームの漏⽔ 

1 ⽉ 14 ⽇、JS 担当者 2 名と⻑期修繕委員の⽅々と協議、今後の作業について⾒積

もりを取ることなど話し合いをした。 

●⻑期修繕計画について(⻑期修繕委員会からの概要) 

①⼤規模修繕：前回の⼤規模修繕で屋根、壁部分はしっかりとやっているのでその点

問題はない。⼤規模修繕の実施時期を 2019 年度を⽬途にし、準備を
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進めていくことに決まった。 

②道路改修：現在の状態が悪いからと補修⼯事などにとりかかるのではなく、⼤規模

修繕とする。 

③ 給排⽔管：各棟の制⽔弁の位置が判明したので当⾯は漏⽔が発⽣した時に対応する。 

●図⾯の電⼦化について 

当団地の完成図⾯は UR 都市機構がマイクロフィルム化してある。重複している図

⾯が多々あり、整理してから取り込むかなど検討中です。 

●⾮常照明点灯試験⽤紐の破損 

JS が実施した平成 27 年度建築設備定期検査による不具合の報告で、蛍光灯の紐が

途中から切れていたり、⽋損しているものが１３カ所あり是正した。 

 

【施設・防災担当理事】 

●次年度予算計上について 

①エレベーターカメラリースについて 

 ３⽉末でリース契約満了。再リース：年間￥77,241 

②⾃主防災活動費について 

 前年度に引き続き イーバックチェア（階段避難具）の再検討、 

防災活動調査費、他 

③ マンション総合保険について 

  前年度理事会で検討した⽔漏れ保険のついたものに加⼊したが、保険対象になる事

象が殆ど起こらなかったため、次年度は⽔漏れ保険の付かない従来のタイプの保険に

戻し、保険料が安くなる分（50 万円）を予備費に加算計上する。 
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④ 施設賠償責任保険について 

 例年通りの保険に加⼊。￥276,090 

⑤ 外灯の点検交換費⽤について 

  アバンツルマキによる点検、交換⼿数料 

  点検費（⽉ 1 回） ￥180,000（￥15,000×12 ヶ⽉） 

  ⾼さ 2.5M までの外灯（階段、⾃転⾞置き場等）1 ヶ所 ￥2,200 

  ⾼さ 4.0M までの外灯（駐⾞場、遊歩道等）  1 ヶ所 ￥5,800 

  ＊蛍光灯代⾦は別料⾦ 

今年度は理事が点検および約 50 ヶ所の交換作業を⾏い、点検費と交換⼿数料を節

約する事ができたが、次年度は理事の都合予想がつかないので、交換数、機器の修理

交換費の実績額を予算計上する。 

 

【植栽担当理事】 

●次年度予算計上について 

①緑地管理委託について 

  ⾒積書 \1,392,120(税別) 少し⾦額は下がる予定。 

平成 28 年度予算案園芸費(⼀般)にする。 

②夏季草刈り委託について 

  今年度同様、\599,400 で平成 28 年度予算が承認されました。 

 ③法⾯追加整備について 

  ⾒積⾦額 ￥1,479,600  平成 28 年度修繕積⽴⾦特別会計に組み込む。 

④ その他の予算について 
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・草取り傷害保険： 27 年同様、参加⼈数 100 ⼈として￥3,500 のものに加⼊決

定。（年 2 回で税込￥7,200） 

・植栽作業(緑の会、花の会を含む)傷害保険 

27 年度同様対象者 8 名として、￥22,800 のものに加⼊する。 

⑤落葉⽌め(28 年度予算)：  ⾒積⾦額 ￥79,920 

●今年度⽀出について 

①団地内公園ベンチの塗り替え作業終了(緑の会) 

  ペンキ、ヤスリ、スポンジ代合計￥12,239 修繕積⽴⾦特別会計より⽀出。 

 ②法⾯⼤規模整備枯れ松伐採費 

  \159,840  平成 27 年度中に⾏う。平成 27 年度予備費で⽀出。 

 

【広報担当理事】 

「つるまき」2 ⽉号は 2 ⽉ 9 ⽇(⽕)発⾏予定 

 

【駐⾞場担当理事】 

放置⾃転⾞の件 

パンクして埃を被って放置されている⾃転⾞を⾃⼰責任で処分して欲しいと「つる

まき」９⽉と１⽉号で呼びかけをしたり、⾃転⾞に貼り紙をしたのが 67 台あった。

しかし状況はほとんど変わらないので、無料回収の業者を探してお願いする事にした。 

 

【理事⻑】 

第 11 回理事会（定例）を 2 ⽉ 27（⼟）に⾏う。 
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担当理事よりお知らせ 

【副理事⻑】 

 ⻑期修繕委員会報告 

  今期⻑期委員会に諮問された内容は、総会議案書のなかで報告させて頂きますが、

１⽉１６⽇に開かれた第９回委員会で審議された内容は次の通りです。 

（１） ５号棟南側、３・４号室⼊り⼝、屋外給⽔管の漏⽔修繕⼯事について 

１⽉２４⽇、修繕⼯事完了しました。（給⽔管中側５０％⽬詰まり状態、管８ミリ

の⽳あり） 

（２） ４号棟、不断⽔バルブ取付⼯事については、１⽉２０⽇掘削⼯事予定 

（３） 駐⾞場改修⼯事に関して 

ＪＳより⼯事完了報告書の提出。データ化された⼯事内容も受領済み。 

（４） ３号棟南側、軒樋、縦樋の修繕⼯事について 

未検証の為、状況確認後に検討する。 

（５） ⻑期修繕計画について 

① ⼤規模修繕：建物については屋根及び壁の部分は当⾯問題がないため、実施時   

期は１９年度を⽬途とする。（オリンピックを踏まえた単価軽減等を考慮） 

② 道路改修：⼤規模修繕とあわせて検討 

③ 給排⽔管：漏⽔が起きた時に対処 

（６） 図⾯の電⼦化について：マイクロフィルムを PDF 化に向けて内容を選別中 

（データは USB、CD、ハードディスク等複数保存） 

（７）１、２号棟エレベーター緊急停⽌後の早期復帰装置の検討 

    次年度予算に￥2,250.000 計上し、備考欄に「設置については再度審議する事」 
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（８）雑配⽔管の清掃について 

ＪＳよりホース部分が樹脂のものを使うとの回答であったが、実際には数種類

の器具を使⽤したようだ。次年度理事にこの点を徹底し、なお且つ事前に使⽤

する器具を持って来て提⽰して貰えるよう、引き継ぐ事とする。 

（９）TV アンテナを利⽤した防災連絡活動の検討 

    防災関連なので詳細は防災問題検討委員会で審議していただく。 

【建築担当理事】 

●３号棟南側、軒樋からの漏⽔：⼤成建設に調査依頼中です。 

●５号棟北側、軒樋からの漏⽔：⼤成建設に調査依頼中です。 

 

【施設・防災担当理事】 

●	 防災備品の購⼊、備蓄について 

現在、簡易テント付きトイレを 3 セット備えていますが、その内 2 セットに

ついてはトイレが段ボール製で耐久性に⽋けるため、折り畳み式アルミ製のもの

を 2 台補充いたしました。その他、トイレにビニール袋とポリマーを設置する

タイプのもの（100 回分）と、照明ライト 1 台を購⼊し、備蓄いたしました。 

①  簡易テントの中に設置するトイレ（折り畳み式アルミ製）2 台（￥7,668×2

台） 

② ⾮常⽤トイレ（トイレにビニール袋とポリマーを設置するタイプ）100 個 

（￥15,429） 

③ 照明ライト 50W LED 投光器 1 台（￥3,890） 

＊飲料⽔、⾮常⾷、⾮常⽤トイレ等、災害時の備蓄は各ご家庭でご⽤意下さい。 
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【植栽担当理事】 

  当団地の緑豊かな美観をたもつには、年３回の⼀⻫草取りだけでなく、⽇常の

⼿⼊れは勿論の事、強⾵や降雪、樹⽊の病気にも対応していかなくてはなりません。

特に今年度は気温上昇により枯れ松病が深刻です。法⾯⼤規模整備の年ですが、安

全安⼼の法⾯を実現するのに必要と判断している整備が⾼額な費⽤になるため、全

てを⼀度には出来ない状況です。平成２８年度以降も毎年少しづつでも整備して⾏

く事が必要と考えます。これには住⺠の皆さんにもご理解していただき、皆で「明

るく、すっきりとした、緑豊かなグリーンメゾン鶴牧」を作って⾏きましょう。 

 

理事のごあいさつ 

経理担当理事 ⼆川原裕司 

  

 ⼗数年振りに⼆度⽬の理事をやらせて頂いておりますが、その間、団地の様⼦も⼤分

変わって来ました。住⺠の⾼齢化、建物の⽼朽化等解決していかなければいけない事が

あります。そういった事も理事をする事によって、改めて気づかされます。⼀つづつ解

決しながら、幅広い年代の⼈が住みやすい団地になるよう、微⼒ではありますが、努め

ていきたいと思いますので宜しくお願い致します。 
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特別委員会報告 

【⾼齢化対応委員会】 

1 ⽉ 17 ⽇に⾼齢化対応委員会を開き以下テーマについて検討しました。 

① 12 ⽉までの⽀出状況を承認。 

② 先⽇発⽣した「孤独死」について話し合う。 

 ◉今後もこうした問題の発⽣が予想されるがどんな対処をするか。 

 ◉できるだけ発⾒を早くしたいが打つ⼿は何かないか。 

 ◉新聞が郵便受けにたまった場合、新聞配達⼈に管理事務所などに通報してもらうと

いう⽅法があるが新聞販売店に⾃⼰申告しなければならない。 

 ◉電気、ガス、⽔道などのライフラインの使⽤状況によって異常を⾒つける⽅法も考

えられる。 

 ◉近所の「⾒守り」によって異常を発⾒する。 

  現在打てる⼿は、郵便受けに新聞がたまりすぎていると配達⼈が感じたら 

管理事務所などに通報してもらう⽅法と普段の⾒守りによる異常事態の発⾒しかない

が、この点を次号の「つるまき」でキャンペーンを展開してくれるよう理事会に申し

⼊れることとした。 

③ 「認知症の最新情報と⾒守りの⽅法」(仮)という勉強会を 2 ⽉末か 3 ⽉に開く。 

 

【緑の会】活動予定 

２⽉２０⽇（⼟）に活動を予定しています。 

９時３０分、植栽倉庫前に集合し、作業を開始します。 

お⼿伝いして頂ける⽅がおられましたら宜しくお願いします。 


