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

2016 年３⽉１４⽇       

   

３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 

 

 
 

★ 春休みの臨時駐⾞場について 

   開設期間：３⽉１９⽇（⼟）より４⽉１０⽇（⽇）まで 

駐⾞番号：７２，７３、１７２．１７５，１７７〜１９０ 

春休みで来訪者が多いと予想されます。事故防⽌のためにも短時間でも有料駐⾞

場をご利⽤下さい。なおご利⽤の際には管理事務所横に備え付けの箱の案内をご覧

になり、所定の⼿続きをして下さい。 

 

★ 法⾯⼤規模整備が３⽉２２⽇（⽕）〜４⽉ 16 ⽇（⼟）まで⾏われます。 

東法⾯側の駐⾞場、⼀部分の⽅は⾞の移動をお願いする事になりますので、⽇時が

決まり次第ご案内をポストにお⼊れしますので、宜しくお願いします。作業中は 

クレーン⾞も⼊りますので、危険につき近寄らないで下さい。詳しくは植栽理事の

お知らせをご覧下さい。 

※ ⾬天は作業をしません。 
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★  落とし物・探しものがあります！  

●申し訳ありませんが、この紫のシャツ 

 は４⽉末に処分します。 

 ●落ちていませんでしたか？ 

 団地内で任天堂ＤＳのゲームソフト紛

失しました。眼鏡ケースほどの⼤きさで 

 中にソフトが⼊っています。⾊はミント

グリーンと⽩のプラスチック製です。 

●迷⼦の⽩⽂⿃を探しています。 

※お⼼辺りの⽅は管理事務所までご連絡下さい。 

 

★「環の会」が写真のような感謝状を受賞致しました。 

 

此の感謝状は多摩市社会福祉協議会が 

永年にわたり地域のサークルづくりに 

努めて来たグループに対して贈るものです。 

 

「環の会」は受賞グループの⼀つに選ばれ 

ました。 

授賞式は２⽉２７⽇に開かれた多摩市福祉 

⼤会でありました。  
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第１１回定例理事会報告 

 

⽇時：平成２８年２⽉２７⽇（⼟）１８：００〜２０：００ 

【経理担当理事】 

（１）27 年度実績の進捗状況について 

今年度に関しては 1 ⽉末までのものであるが、順調に進んでいる状況。 

（２）銀⾏別の預⾦残⾼の平準化について 

今年度は他⾏に移⾏することはない状態。 

（３）28 年度予算(案)について 

⼀般会計の内、確認する必要のある箇所があるため、担当者と確認して進めていく。 

【建築担当理事】 

（１）3 号棟南側、軒樋漏⽔について 

2 ⽉ 24 ⽇に 501 号室宅ベランダより点検し、漏⽔部を確認すると⾬⽔がたまっ

ていた。後⽇、軒樋の⽔滴が落ちていない時に 501 号室と業者の都合の良い⽇に

⼯事を⾏うこととした。また、3 号棟 402 号室宅より 5 階縦樋から漏⽔。修繕依

頼があった。502 号室宅には連絡済みであるが、501 号室、502 号室と同時に⼯

事するべきかなど、現場を⾒てみる必要もあり検討中である。 

（２）SK 流し台の逆流について 

2 回も逆流していることから、雑排⽔管⼯事時、此の号室の縦管全体を⾼圧洗浄

した後、カメラを⼊れて検査することを提案。⻑期修繕委員会からは、2 年に⼀

度このお宅だけ縦管の⾼圧洗浄を実施してはとの意⾒があった。どういった対処

ができるか JS と話し合うなど、次年度の理事への引継ぎ事項としたい。 
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（３）10 号棟送⽔ボックス修繕⼯事 

１号棟 ３箇所、2 号棟 3 箇所で送⽔ボックスの留め⾦の脱落、扉の閉まり不

良があった。送⽔ボックスは 1、2 号棟、3 階〜10 階に設置してある。当初 1 号

棟 10 階の１箇所のみの取り換えを想定していたが、点検で６箇所⾒つかった。１

台 13,000 円の費⽤が掛かるので、応急処置をして、⼤規模修繕まで待って⼯事す

ることとし、次年度理事への引継ぎ事項とする。 

（４）２号棟、10 階防⽕⼾誤動作他修繕 

２号棟 10、11 階、防⽕⼾誤動作に対し、⼯事⾒積りを取り検討。 

【施設・防災担当理事】 

  （１）「新旧理事⽤災害マニュアル」配布の件 （防災問題検討委員会にて検討作成） 

 ●いざという時に細かい綿密なマニュアルを読んでいる余裕はない。 

 ●役決めされた担当者が集合できるとは限らない。 

   などのことから、⾏動⼿順の⾻組み的なマニュアルを作成し、管理事務所⼊り⼝

のガラス⼾の掲⽰板に紐でぶら下げておく事としました。 

3 ⽉ 11 ⽇理事による⾃主防災組織「災害対策本部」⽴上げ訓練実施の予定。 

（２）消防設備点検、不良箇所修繕⼯事(報告) 

１号棟 室内⾳響装置不鳴動修繕 15,251 円 

 2 号棟 補給⽔槽ポールタップ修繕⼯事 

誘導灯蓄電池修繕⼯事、補給⽔槽逆⽌弁修繕⼯事 合計 310,909 円 

（３）次年度予算の追加について 

① TV アンテナの点検費 

昨年改修⼯事を⾏ったが、気温が⾼くなる夏に点検の必要があるとの事。 
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⼋⽊アンテナ⾒積り：250,000 円+税 20,000 円=270,000 円 

② 図⾯の電⼦化の予算計上(⻑期修繕委員会にて) 

修繕積⽴⾦特別会計：今年度 110 万円。内、3 ⽉に 347,900 円⽀払い予定。 

次年度予算(継続)として 75 万円を計上。 

③ 受⽔槽天井⾯爆裂修繕 

点検所⾒→「強度低下、⽔質悪化を引き起こす程度ではないが修繕が望まれる」 

JS ⾒積り：1,555,200 円計上。次年度に引継ぎ、検討事項とする。 

 【管財・集会所担当理事】 

（１）施設賠償責任保険について 

・施設賠償責任保険 保険料 276,090 円(現契約と同額) 

 保険期間 平成 28 年 6 ⽉ 10 ⽇〜平成 29 年 6 ⽉ 10 ⽇ 

 以上の内容で次年度（継続）として予算計上。 

・⾼齢化対応委員会からの提案。⾼齢者でひとり暮らしの⽅のために、横のつなが

りを持つきっかけとして新⾏事を理事会主催で⾏ってはどうか。次年度理事への

引継ぎ事項とする。 

【広報担当理事】 

（１）3 ⽉号広報のスケジュールを決める。 

「つるまき」3 ⽉号の発⾏は 3 ⽉ 14 ⽇(⽉)に決定。 

（２）議案書の印刷⽅法を決めたい。(カラー⽤紙について) 

試作としてカラー（ピンク）印刷した⽤紙を全理事で確認。⾊がはっきりと濃く出

ていたので問題ないとして決定。カラー⽤紙を使わない事にした。 

（３）広報「つるまき」などに使っている IJ ⽤紙について 
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①WU：通常の⽤紙 

②IJ ⽤紙：WU より上質。主に広報、議案書に使⽤されているが、理事会、 

特別委員会委員専⽤⽤紙である。両⾯印刷に適している。 

当管理組合ではこの２種類が使われているが、違いが分かり難く、混ざらな 

いようにしたいので IJ ⽤紙は⼩会議室の右端の物置場に置くこととする。 

【環境・ごみ担当理事】 

（１）28 年度シルバー⼈材センターの清掃業務費 

今年度の単価 983 円から 1,030 円(作業者=910 円・事務管理費=120 円)に値上

げになり合計⾦額 2,922,970 円の⾒積り(137,451 円増)。⼟曜⽇の清掃員が 2 ⼈

と１⼈の隔週体制になっていたところを全⼟曜⽇を１⼈体制にすることで、変更⾒

積りを取った。最初の⾒積りより、７８時間減り、７８h×1,030 円=80,340 円の

減で、2,842,630 円となった。 

（２）28 年度⾼層棟階段・屋上機械室の清掃⾒積り 

１・２号棟の階段・塔屋機械室屋上清掃の⾒積り 

１・２号棟塔屋・機械室屋上清掃 鳩フン等清掃 ￥12,960-(税込合計⾦額) 

   １・２号棟階段薬品洗浄清掃          ￥92,880-(税込合計⾦額) 

（３）28 年度環境整備費について 

「ごみ回収容器のカラス除けネット」の購⼊のための調査。 

 材質は現在使われているプラスチック製で検討をした。 

 集積所３ヶ所の回収容器は 1.8m 幅の物 12 個、1.2m 幅の物４個として 

 計算した⼤まかな使⽤量＝78m 

 ⼀番安かったのは、1m 幅で 1m 当たり 700 円(カインズホーム) 
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 700 円×78=54,600 円、結束バンド・約 1,000 円 

これらの費⽤に今年度と同じ 5,000 円(不法投棄のゴミ処理費等)をプラスして、 

「28 年度環境整備費」は 60,000 円を計上とする予定。 

【駐⾞場担当理事】 

団地内の⻑期放置⾃転⾞を５号棟裏に集めたところ、計３８台あった。３⽉１４⽇

(⽉)13 時に業者に引き渡す予定 

【理事⻑より】 

フレッツ光ネクストギガファミリー・スマートタイプへの切替について 

現在のインターネット環境では、負荷⼤きいリモートサービスを surfacepro3 

で⾏おうとすると作動しない状況があった。今後、ストレスなく作業できるように

するためには⾼速通信の可能なサービスへの切替は必要であると思われる。 

理事会では契約内容を確認の上、承認とすることとした。 

【監 事】 

引継の確認 

① 次年度への引継書内容の確認。出来た理事から順次連絡。 

② 次年度理事への引継説明に同席しますので、次年度理事と⽇程を調整し連絡し

て下さい。次年度監事にも同席要請します。 

③ 引継は総会当⽇ではなく、事前に時間を取り引継を済ませておいて下さい。 

(前年度のように当⽇だけで引継説明は不充分です) 

 

第 12 回理事会（定例）を 3 ⽉ 19（⼟）に⾏う。 
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担当理事よりお知らせ 

【理事⻑】 

⼋団地連絡協議会報告（営繕関係） 

タウンハウス鶴牧３  台所排⽔管を塩ビにした。中層棟の縦管も塩ビ管に取換えた。

⼯事に３⽇程要した。⽊の根が排⽔管を⽌める例があった。 

タウンハウス鶴牧４  トイレ配⽔系、台所配⽔系の２系統を取換えた。天井・壁を取

り壊して屋外に仮設トイレを設置して３⽇程でやった。   

⽊の根が排⽔管⽌めているが⽊の特定が難しい。 

プロムナード多摩中央    ＴＶアンテナのブースター取換え予定。 

リフォーム申請は管理事務所窓⼝スタッフ（ＪＳ）が受け付けている。 

タウンハウス落合５  リフォームでスケルトン⼯事を申請するところもある。 

エステート鶴牧３  郵便受けダイアルの故障は個⼈負担か組合負担かの問題あり。 

エステート鶴牧４・５  外壁に断熱材を張り付けて、屋根も断熱材を敷いてスレート

⽡で葺き、窓は⼆重サッシに替え電気、ガスの使⽤量が⾒える装置（スマホの様なもの）

を各⼾に取り付けた。防⾳で、冬暖かく、電気、ガスの使⽤量が２割減のところも出て

いる。 現在,縦管,横管の全⾯取り換えの委員会を準備している。２６年の⼤規模修繕

は国交省の補助⾦４億円を得ている。今年度の⼋団地連絡協議会の常連メンバー、１５

名の年齢構成は１１名が７０代、５０〜６０代が３名、８０代が１名と思われる。⼜、

定期総会の出席率がタウンハウス鶴牧３は７０％以上ということである。⼾数の⽐較的

少ないタウンハウスの⽅が総会の出席率が良いようである。 
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外壁等大規模修繕工事の実施状況 
団地名 第１回目 第２回目 第３回目 

グリーンメゾン鶴牧

３ 
S.58/3(1983) 
246戸 

H.6年 7月～12月 
(1994) 
三井建設 
工費￥243,925,936 

H.17年 8月~18年 3月 
(2005) 
大成建設 
工費￥332,270,000 

未定 

エステート鶴牧３ 
S.57/3(1982) 
221戸 

H.4年４月～９月 
(1992) 
JS 
工費￥112,000,000 

H.１４年３月～７月 
(2002) 
安藤建設 
工費￥211,000,000 

H.27年 5月～10月 
(2015) 
JS      工費 
￥158,565,600 

エステート鶴牧４・５ 
S.57/3(1982) 
356戸 

H.4 年 10 月～H.6 年 3
月 
(1994)外壁塗装・屋根・

バルコニー他 
KKソエジマ 
工費￥228,872,749 

H16年 9月~17年 1月 
(2004)外構土木工事 
多摩ニュータウンサービ

ス 
建装工業（建物本体工事）

工費￥336,614,415 

H.25年 2月~26年 3月

(2013)外断熱・二重サッ

シ・見えるか装置 
長谷工リフォーム 
工費￥1,205,191,470 
※補助金￥411,400,000

タウンハウス落合５ 
S.57/3(1982) 
112戸 

H.４年５月～11月 
(1992) 
フジコーサービス 
工費￥160,000,000 

H.16年 9月～１月 
(2004) 
建装工業 
工費￥107,000,000 

未定 

タウンハウス鶴牧３ 
S.57/3(1982) 
97戸 

H.4年 10月(1号棟) 
H.6 年 8 月(2~19 号棟)
JS 
工費￥88,496,776 

H.18 年 8 月～19 年 4 月

(2006)  
 建装工業 
工費￥185,850,000 

2020年 

タウンハウス鶴牧４

S.57/3(1982) 
107 戸 

H.6年 
(1994)     JS 
工費￥188,401,869 

H.18年(2006) 
シミズビルライフケア 
工費￥190,501,402  

2019or2020 
 

メゾン鶴牧５ 
H.5/3(1993) 
24戸 

H.15年 9月~12月 
(2003) 
柏原塗研工業 
工費￥30,450,000 

H.27年 2月~7月 
(2015)カシワバラコーポ

レーション 
工費￥65,328,560 

未定 

プロムナード多摩中

央 
S.62/3(1987) 
298戸 

H.11年 2月~11月 
(1999) 
大成建設 
工費￥237,037,500 

H.23年 2月~24年 3月 
(2011) 
安藤・間(旧.安藤建設) 
工費￥475,818,360 

2023年(予定) 
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【副理事⻑】 

第１０回⻑期修繕委員会報告：平成２８年２⽉１３⽇ 

（１） ４号棟不断⽔バルブ取付⼯事について 

１⽉２０⽇掘削⼯事を実施したが、給⽔管に沿って電線の管が⾛っていた為⼯事を断

念した。 

（２） ３号棟南側、軒樋からの漏⽔について 

２⽉２４⽇に瑕疵⼯事（⼤成建設）予定。 

（３） ＳＫ流し台の逆流について 

上階３軒には⼾別に注意喚起をお願いした。この事例は２年前にも発⽣しており、 

今後の対策として縦管の⾼圧洗浄の実施検討を次年度に引き継ぐ事とする。 

（４） ５号棟北側、軒樋からの漏⽔について 

⾬の時に様⼦⾒した上で検討する。 

【経理担当理事】 

（１）平成 27 年度予算実績の進捗状況を提⽰した。 

駐⾞場整備費、アンテナ増幅器改修⼯事の予算超過分については予備費で対応する。 

（２）銀⾏別の預⾦⾼の平準化については、現状残⾼からすると、特に⼤きなばらつき 

もないので移動の必要はないと判断。 

（３）来年度予算案については、まだ未確定な部分もあるので各担当理事に、わかり次 

第提出するよう依頼。集約後、次回理事会で最終確認、決定をする。 
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【建築担当理事】 

①３号棟南側、軒樋瑕疵⼯事 

●漏⽔部を開⼝、点検すると（⼤成建設）⾬⽔が溜まっており、シーリング⼯事が出

来ず、後⽇樋の乾きを待って⼯事を⾏う事にしました。 

●３号棟南側５０２号室付近、縦樋からの漏⽔修繕依頼がありました。状況確認後検

討します。 

②７号棟ＳＫ流し台の逆流について 

２８年度雑排⽔管⼯事に４号室全体の縦管の⾼圧洗浄とカメラ検査の検討を次年度

理事に引き継ぎ事項とする。 

③１．２号棟送⽔ボックスの不具合 

計６ヶ所の不具合があり、応急処置をし、⼤規模修繕時に交換する事にし、次年度 

理事に引き継ぎ事項とする。 

④２号棟 防⽕⼾誤動作鳴動 

１０階防⽕⼾（１⽉１９⽇）感知器交換 

１１階防⽕⼾（２⽉２３⽇）・１階（１⽉２９⽇） 

【管財・集会所担当理事】 

① 施設賠償責任保険」の継続加⼊：平成 28 年も同様に加⼊する。 

② ⾼齢化対応委員会より新⾏事を理事会主催で実施して欲しいと依頼あり、今年度の 

理事会では決定できない、次期理事会で検討 

【駐⾞場担当理事】 

⻑期放置⾃転⾞の撤去と処分について 

「張り紙」をした⾃転⾞３８台を管理事務所前広場に仮置きし、３⽉１４⽇に業者に
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引き渡しました。この期間、７台が⾃⼰責任で処分され、１台は盗難⾃転⾞として 

警察に渡しました。 

【植栽担当理事】 

●北側団地⼊り⼝近くにある桜の⽊が突然倒れ歩道、⾞道に散乱して居ました。⼈、

⾞が通⾏していない時で、ほっとしました。緊急性がありますので、素早く業者の⽅

に⾒て頂いた結果、危険⽊のため早急に対応しなくてはなりません。何かあってから

では遅いですので、安⼼、安全のため、伐採してゆきます。（散乱した⽊はシルバー

さんに⽚づけて頂きました。有り難う御座いました。） 

●今年度法⾯⼤規模整備について 

 作業⽇時： ３⽉２２⽇（⽕）〜４⽉１５⽇ ８時半〜１７時（松村園芸） 

       ⾬天は作業がありません。 

 当初４⽉初めを予定していましたが、⽇程が早まりました。⼤規模な整備になり、ク

レーン⾞の作業が⼊ります。詳しくは各階段掲⽰板にてお知らせします。 

 ※春休みも始まりますので、⼩さな⼦供達が近づかないよう、呉々もご注意下さい。 

 

理事のごあいさつ 

建築担当理事 ⼤場 誠 

 当初建築担当を受けたものの、何も分からず、駐⾞場改修⼯事を⾏う事になり、

不安でしたが、多くの皆様の助⾔、ご指導と住⺠の⽅々のご協⼒により無事⼯事が

完了した事をお礼申し上げます。さまざまな施設の劣化に気付かされました。緊急、

応急、⻑期対応とこれらの諸問題に対し、各委員会と理事会が連携してより良い団

地になるよう、これからも努めて参りますので、宜しくお願いします。 



13 

      特別委員会報告 

【⾼齢化対応委員会】 

① 3 ⽉ 6 ⽇勉強会「認知症ケアパスってなに？」を開きました。講師は⻑い間看護師を

され⾼齢者ハウスでも仕事をされている⾼橋すみ⼦さん。認知症の⼈と家族や地域が

どう連携して⽣活して⾏ったらよいのか考えました。 

② 「環の会」が多摩市福祉⼤会で、多摩市福祉協議会から⻑年にわたるサロン活動につ

いて感謝状を授与されました。 

 

クラシック鑑賞会 

⽇時： 3 ⽉ 20 ⽇(⽇) 開場 午後５時半 開演 午後 6 時〜10 時半 

演⽬： オペラ 「ドン・カルロ」(ヴェルディ) 

リクエスト募集 

    皆さんが⾒たいオペラを知らせてください。これまで上映した

作品のアンコール希望でも結構です。お寄せください。 

 

 

【植栽管理委員会】 

昨年の１１⽉より防草対策テストを⾏っておりますが、３⽉に⼊り暖かくなって来ま

したので、予定していましたヒメイワダレソウを５号棟⻄脇に植え付けて⾏きたいと思

います。踏まれても強く、花も咲きますので、⽬でも楽しめます。 
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【緑の会】 

3 ⽉例会のご案内 

前回2⽉20⽇の作業は東法⾯の積雪等で⽣じた落下枝の整理でしたがとても半⽇で出来

る量ではなく後⽇の作業となりました。 

2⽉27⽇(⼟)に「くさぼけ」の名札付けに伴い有志5名により 

落下枝の整理とマテバシイのぶら下がっている枝の処理をしました。 

3⽉の作業は3号棟⻄の「カクレミノ」１本と6号棟北の株⽴ての「マテバシイ」 

の２本を伐採と法⾯の落下枝の整理です。 

記 

作業⽇：3⽉19⽇（第3⼟曜⽇） 午前９時30分 植栽倉庫前に集合 

お⼿伝いして頂ける⽅がおられましら宜しくお願いします。  

 

 

 
待ちわびた春が来た〜♪ 

 


