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平成２４年（２０１２年）9月号           グリーンメゾン鶴牧 3住宅管理組合ニュース 

9月号の内容 

１．管理組合からのお知らせとお願い ２．理事会報告 ３．担当理事より  

４．特別委員会報告         ５．長期修繕計画（案）勉強会報告  

６．空き駐車場管理規則改定案    ７．粗大ごみ処理手数料一覧 
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お知らせとお願い 

★ グーンメゾン鶴牧のホームページ（テスト版）を開設いたしました。 

8 月号でもご案内いたしましたが、まずインターネットエクスプローラ（IE9 等）を

起動させ、一番左上のアドレス記入窓に http://gm3tsurumaki.jimdo.com/ と入力し

ます。ただし、通常 http://までは自動付加されますので、実際には 

gm3tsurumaki.jimdo.com/と入力すれば宜しいです。なお、現在掲載しているものは「規

約集、細則及び各種申請様式」、「広報つるまき」等です。 

★高層棟の給水施設改修工事が始まります。 

  工期は 10月初めから 12月中旬までです。居住者の皆様にはご迷惑をおかけいたしま

す。詳細については階段掲示などでご案内いたします。 

★防災連絡網の号棟ごとの顔合わせ会にご参加ください。 

  9月 14日～10月 5日に高齢化対応委員会主催で開催します。災害時には居住者同士

が助け合う必要があります。防災連絡網参加者以外の皆様もぜひご参加ください。 

詳細は高齢化対応委員会欄をご覧ください。 

★あいさつ運動の実施について 

  当団地内で挨拶をして顔見知りを増やすことが、災害時や防犯対策にもなります。居

住者の皆様ご協力をお願いいたします。なお、ポスターを階段掲示いたします。 

★若いお母さんたちの集まりをはじめたいと思います。 

  お手伝いいただける方は管理事務所までご連絡ください。 

★災害時に支援していただける方を募集しています。 

  医師、看護師、ベルパーさんなど資格をお持ちの方々にも支援していただけると心強

く安心です。支援していただける方は管理事務所までご連絡ください。 

★ルールの守られていないゴミの廃棄について 

毎回お願いしていますが、まだ不法投棄ごみを見かけます。ゴミ・資源の分別ガイ

ドにしたがってゴミの廃棄をお願いします。また、粗大ごみはそのルールに則り廃棄

をお願いしたします。念のため末尾に「粗大ごみ処理手数料一覧」を掲載いたします。 

 

 

 

http://gm3tsurumaki.jimdo.com/
http://までは自動付加されますので、実際には/
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理事会報告 

第5回理事会（定例） 

日 時：平成24年8月18日（土）18時15分～20時30分 

場 所：集会所大会議室 

 

【理事長より】 

 1．7月29日の第2回草取りは炎天下の厳しい作業になった。来年は中止するか、業者に委

ねるかまたは適当な時期まで延期して実施するよう提案する予定である。また転倒し

て怪我をされ現在も通院治療されている方や、剪定した木の枝が頭上に落ちて病院で

診断された方がでた。事故を防止するために作業方法について再度検討し注意してい

きたい。 

 2．「緑の協定書」に基づく法面の緑化に対して、本年も多摩市から補助金が交付される

ことになった。協定書の「緑豊かなうるおいのある都市環境及び都市景観の保持と創

出を推進するとともに自然の保護と回復を図る」という目的に沿っているか否か、再

度チェックしていきたい。 

 3．身寄りがなく、ご近所とのお付き合いもない一人住まいの女性が救急車で病院に搬送

された。幸い親しい友人が見舞って世話をされているとの情報が寄せられて一安心し

ているが、このような方が増えているのではないだろうか。 

 4．本年4月に調査された「災害時に手助けを必要とされる方」のお宅を副理事長と訪問

し、ご不在だった方のお宅はその棟選出理事もともなって訪問し、期待されている事

柄をおうかがいするなど状況の把握に努めている。要介護者のご要望に対応するため

には理事会が作成中の「災害時対応マニュアル」に加えて、高齢化対応委員会が推進

している「防災連絡網」や「元気表示」（仮称、準備中）との連携が必要であるが更

なる助け合い組織の検討を重ねる必要があり、継続して審議を進める所存である。 

 5．多摩市自治連合会に、秋祭りに対する地域活動費助成金交付を申請した。高齢化対応

委員会の皆さまに協力して素晴らしい秋祭りにしたい。 

 

【副理事長より】 

 1．高層棟給水施設改修工事をJSに発注した。交渉経過は建築担当理事から報告した。 

 2．新マンション総合保険および生命保険契約改善検討は継続審議とするが対応を急ぐ必

要がある。 

 3．来年新年度理事会発足後の業務計画を促進するため、来年の総会開催日を当初予定よ

り一週間早めて2013年5月12日（日）とした。来年の総会に向けて今年度各業務計画も

見直すことにした。 

 

【総務担当理事より】 

 1．規約改正方針審議 

   「つるまき」8月号に掲載した「規約改正を進めるために」を審議し、以下の方針を

決定した。 

   平成20年から平成23年度まで規約改正委員会で議論され、検討されてきた貴重な成

果と到達点を、一致した点、一致しなかった点を含めて一般組合員に公開して大いに

関心を高めることを今年度の課題とする。 
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   その上で来年度、外部の識者を加えて一気に改正原案を策定し、アンケート、説明

会等を通じて組合員の意見を反映した改正案とし、来年度中に臨時総会を開いて改正

する。今年度中に外部識者の選定と来年度予算計上を進める。 

   なお、近じか今年度第1回規約改正委員会開催日を決定する。 

 2．長期修繕計画勉強会報告 

   8月10日(金）、JS東京支社の西郷氏を講師に招いて、長期修繕計画の勉強会を行い、

理事・監事6名が参加した。現理事会は一昨年JSに依頼して作成した長期修繕計画（案）

の内容を組合員に説明する必要があると判断しているが、まず理事自身がその内容を

理解する必要があることから開催したものである。 

   勉強会の内容は、議事録の他、「長期修繕計画（案）報告書について」にまとめた。 

 3．車椅子駐輪規則および福祉・介護車両一時駐車規則案の報告および審議 

   車椅子置き場を設置して欲しいという要望、および福祉・介護車両を要介護者居住

棟前に駐車させて欲しいという要望が居住者から出されていた。要介護者およびご家

族等の負担軽減のため、必要な改善を図るために規約との関係からどのような規則が

可能かを検討し、要望を出された方のご意見もうかがって規則案を作成した。 

   車椅子置き場は駐輪場の空きスペースを利用することとし、福祉・介護車両の内、

要介護者本人が利用する入浴車等および緊急車両に相当する医療関係車両に限って団

地内路上駐車を認めることにする。 

   以上は暫定的な規則として対応するものである。引き続き、バイク置場に電動車椅

子を置けないか、来客用駐車場の運用改善ができないか等検討を進め、予算措置が必

要であれば総会議案書に盛り込むことにする。 

 4．空き駐車場利用規則改正案審議 

   現在16台分の空き駐車場が発生している一方で、2台目駐車料金が高すぎる、車庫証

明が発行されないことに不満の声が寄せられている。管理組合としても駐車場料金収

入の減少を食い止め駐車場スペースの有効活用を図る必要があり、空き駐車場利用規

則を改正※する。 

   規則改正案を審議し、駐車料金を現在の1台目駐車料金の2倍から1.5倍に値下げする

こと、車庫証明を発行すること、および軽自動車専用駐車場規定を削除することを決

定した。改正した規則および施行日は掲示板、広報およびホームページテスト版に掲

載する。 

  ※駐車場経営細則第14条の規定により、理事会が空き駐車場利用規則を決定または変

更できる。 

 

【施設・防災担当理事より】 

 1．各棟の防災戸別チェックリストを棟選出理事の協力で作製した。災害発生時には棟担

当理事及び前理事を棟連絡員とし、高齢化対応委員会と連携して災害時の対応に当た

ることにする。 

 2．防災上も隣近所同士が顔見知りになる必要があり、理事会として「あいさつ運動」を

起こすことにした。 

 3．多摩市の避難所も倒壊等の戸建て住民を対象にしておりマンション住民は受け入れな

い。市は安否確認と居住場所で暮らせるように支援することになっている。したがっ

て「自宅避難」を前提に対応を考える必要があり、自宅に住めなくなった居住者対策

等も今後検討していく必要がある。 
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 4．多摩市から「災害時要援護者防災行動マニュアル」が発行されている。要援護者は肢

体不自由者だけでなく、視聴覚障害者、医療的ケアが必要な内部障害者、妊産婦、乳

幼児の保護者など、さまざまな対応が必要であるが、日ごろの備えと災害発生時の対

応がケース毎にきめ細かく記載されている。また災害発生時にこれら要援護者が搬送

先で適切な処置が受けられるよう、防災手帳の準備を勧めている。管理事務所に1部と

各理事が1部保有している。電子版はホームページテスト版に掲載する。 

 5．災害時対応マニュアルは全理事がチェックを入れて改定した後にホームページテスト

版に掲載する。 

 6・AED補修部品が7月末に届き取り付けた。 

 

【建築担当理事より】 

1．高層棟給水施設改修工事発注に至る経過および工事見通しを報告した。 

   JSに対して見積もりの詳細な情報及び見積もり根拠を提出させ説明させるとともに、

客観的にみて妥当な価格で契約できるよう交渉を重ねた。その結果総会で承認された

予算2,838万円に対して2,415万円で契約することができた。 

   工事の調査及び段取りを9月末までに終え、10月早々から仮設工事に入る。 

  第1回断水切替工事9:00～16:00を10月中旬に、第2回断水切替工事13:00～16:00を11

月上旬に行う。各種検査後、12月20日頃に引渡し、工事が完了する予定である。 

 2．特殊建築物等定期検査※の結果、７号棟前の公園ベンチが破損しており危険な状態で

あると指摘され、業者に修理の見積もりを依頼していた。価格交渉の結果、当初見積

額577,500円を484,050円にさせて発注、8月11日までにベンチ7脚の修理を終えた。 

   ※建築基準法の規定で、3年毎に、1,2,3,5,8,9号棟と付帯物、地盤状態も検査を実

施している。 

 3．平成 22年度に実施した長期修繕計画（案）シミュレーションは消費税 5.0%、物価上

昇率 0.0%であり、消費税 10.0%等に変えて再評価する必要があるため、次回長期修繕

委員会に諮問する。 

 4．リフォームマニュアルは現状のものをホームページテスト版に掲載することにする。 

  改定については長期修繕委員会に諮問する。 

 

【植栽担当理事より】 

 1.9月開催予定の植栽管理委員会で7月に実施した法面草刈り外注作業効果の検証を行う

予定である。 

 2．来年度草取り計画の方針として、回数と時期。法面および危険個所の草刈り外注化の

可否を次回植栽管理委員会に諮問する。また一般居住者による危険な樹木剪定を禁止

する等のルールも諮問する。 

 3．6号棟北階段前の盛り土部分の配管露出について早急に対応を検討する。 

 4．7号棟西北角の樹木が傾いているとの指摘があった。対応について早急に緑の会と業

者に相談する。 

   ※8月22日に業者の見解を聞いた。すぐに倒れる可能性は低いが補強の場合は2～3

万円とのこと。 

  補強の方向で理事会の承認を得て業者に依頼する。園芸予備費で充当する予定である。 
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【環境・ごみ担当理事より】 

重量オーバー等の不法ごみが6件もあり張り紙をした。その内4件は持ち帰ったと思

われる。残りの2件については粗大ごみとして処置した。転居前に置いていった可能性

が考えられる。居住者は概ねごみのルールを良く遵守していると判断している。 

 

【駐車場担当理事より】 

1．駐車場の白線が消えかかっていて危険だとの苦情が寄せられ、建築担当理事が暫定

的に対処した。他にも同様の個所があり、暫定対処するために簡易なライン引き用具

と塗料の購入を検討する。次回大規模修繕まで待てる状況ではなく、来年度にも全面

引き直し実施を検討する必要がある。 

 2．空き駐車場 16台分を来客用夏季臨時駐車場としたが、空きが埋まらないため期間を

延長して引き続き来客用臨時駐車場とする。 

 

【広報担当理事より】 

 ・管理組合ホームページテスト版に規約集および広報6月号以降を掲載した。 

 

担当理事より 

【植栽担当理事より】 

団地内の植栽は組合員の共有の財産であり、その管理は管理組合が担っています。 

径が１センチ程度の小枝を除き、太い枝や幹の伐採については事前に管理組合の承認

が必要ですのでご協力をよろしくお願いいたします。作業を実施する場合は、周囲や通

行されている人への安全に十分配慮していただき、一人では行なわないようにお願いし

ます。また、前月号でもお知らせいたしましたように、一斉草取りの実施時期や回数に

ついては植栽管理委員会で具体的に検討しておりますが、皆様からのご意見もお待ちし

ています。 

 

特別委員会報告 

 【長期修繕委員会】 

  8月11日（土）に今年度第3回目の臨時委員会を開催した。内容は高層棟給水施設改修

工事経過報告及び消費税増加にともなう大規模修繕前の中間工事について審議した。 

1．高層棟給水施設改修工事について経過を報告しまだ契約に至っていないが最終金額

で契約することを確認した。 

2．大規模修繕前の中間工事についてどのような事が可能かアンケート調査について検討し

た。 

【高齢化対応委員会】 

例年開いている｢防災連絡網｣の号棟ごとの話し合いの会を以下の日程で開くことに

した。この会には防災連絡網に参加しておられない方の参加も歓迎します。お近くに顔

見知りを増やすことこそが安全への道です。多くの方が参加してくださることを希望し

ます。 

1．9月 14日（金）1号棟の参加者  

  2．9月 21日（金）2号棟の参加者  
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  3．9月 28日（金）3，4，5，6，7号棟の参加者  

  4．10月 5日（金）8，9，10号棟の参加者  

どの会も午後２時から３時半まで。場所は集会所です。 

 

【緑の会】 

8 月は、会員の慰労と親睦を兼ねて、会費制で暑気払いを開催しました。幸いにも

大勢の参加がありました。ありがとうございました。 

9月の活動は、9月 15日（第 3土曜日）の１回を予定しています。立ち枯れ樹木と

危険樹木の伐採をします。9 時 30 分、植栽倉庫前に集合し、作業を開始いたします。

お手伝いいただける方がおられましたら、よろしくお願いいたします。 

10月からは月 2回となります。10月 7日（第 1日曜日）と 10月 20日（第 3土曜日）

を予定しています。 
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長期修繕計画（案）勉強会報告 

 2012年8月10日にJS東京支社西郷氏を招いて理事勉強会を行った内容を報告します。 

1．勉強会テーマについて 

  JS に依頼して作成した長期修繕計画（案）（平成 22 年度見直し）の内容を組合員に

説明するため、規約改正勉強会に先立って勉強会のテーマとした。 

２．JS 西郷氏による説明内容 

（１）シミュレーションの目的 

  現在積み立てている修繕積立金の水準が妥当かどうか判断すること、および現規約で

曖昧な専有・共有区分を明確にする場合、どのように区分するかの判断材料を得るため

である。 

（２）シミュレーション策定基準 

  ①何を修繕するかの項目について、管理組合と協議して従来の項目を見直し、幾つか

の項目を追加した。追加した項目には、現在専有部分として扱われている給湯管、

専有部分と共有部分からなる給排水管、アルミサッシや玄関扉等専有・共用の“垣

根”の部分を含んでいる。これは集合住宅としての機能性を考慮したためである。 

  ②上記①の各項目について、それぞれ何年度に実施するかを決めた。 

  ③シミュレーションで採用した利率は、物価上昇率を 0.0%、消費税率を 5.0%とした。 

  ④以上の修繕項目および実施時期はシミュレーションのために仮定したもので、長期

計画を策定する、および規約改正審議のための判断材料を提供するものである。 

（３）シミュレーション結果のグラフ表示 

   平成 22 年度から 25 年間の収入累計、支出累計および残高を折れ線グラフにした。

棒グラフはその年度の工事費である。残高グラフは落ち込んで 0になると資金不足発

生である。 

  ①全体共用の不足は発生しない。 

  ②棟別の内、7 号棟と 9 号棟で 7 年後に不足が発生する。しかし不足金額がわずかで

あり、一時的な不足であることから特に問題はない。 

  ③25年後の残高は全体共用、各棟とも問題ない水準である。 

３．質疑応答内容 

（１）工事実施項目の抽出方法 

  アンケート調査で要望の多い項目だけで決定すると資金不足になる可能性があるし、

要望がなくても工事が必要な項目もある。必ず専門家の意見を聞いて決定する必要が

ある。 

（２）工事実施時期の決め方 

  大規模修繕は 12 年周期で設定されているが、例えば外壁塗装が計画されていたとし

ても、目視で劣化が認められなければ延期すれば良く、周期にこだわる必要はない。 

（３）消費税が 10%になる 

  再シミュレーションして評価しなおす必要がある。再シミュレーション費用は無料で

ある。 

（４）専有部分と共用部分の明確化について 

  給排水管、屋内給湯管については全て共用部分にするのが現在の潮流である。規約改

正または総会決議が必要であるが、その前にシミュレーションを実施して残高を確認

しておくことが重要である。残高に十分な余裕があれば全て共用部分にした方が良い。 
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空き駐車場利用規則改正について 

 

改正前の規則 

    ＊下線箇所が改正部分です 

 

空き駐車場利用規則 

 第１条 この規則は、多摩ニュータウングリーンメゾン鶴牧３住宅管理組合 

  規約第９条及び駐車場経営細則第１４条により空き駐車場利用に必要な事 

  項を定める 

 第２条 空き駐車場の申込みは、１台目ローテーション申込みと同時に行う。 

   （同じ手続きに従う） 

 第３条 抽選は、組合員の１台目の抽選を終えたのち、１週間後に行う。（契 

  約順位を決めておくため、駐車場に余裕があっても抽選を行う） 

 第４条 契約期間は原則としてローテーション後の１年間とする。ただし、 

  転入・新規購入などで、居住者に１台目の新規契約が発生した場合は、そ 

  れを優先とする。２台目契約順位の最後の契約から、順位にしたがい契 

  約を解除する。駐車場の明渡しは、通告を受けてから１ヶ月以内に完了 

  しなければならない。 

 第５条 空き駐車場の利用者には、車庫証明は発行しない。 

 第６条 駐車場の利用料金は月額 10,000円とする。軽自動車専用駐車場の 

  場合は、月額 8,600円とする。ただし、軽自動車であっても普通自動車 

  駐車場を利用する場合は、月額 10,000円とする。 

 第７条 駐車場利用規則第２条乃至第４条は本規則に準用する。 

 （附 則） 

 この規約は、2007年 5月 21日から施行する。 

 

改正後の規則 

空き駐車場利用規則 

 第１条 この規則は、多摩ニュータウングリーンメゾン鶴牧－３住宅管理組合 

  規約第９条及び駐車場経営細則第１４条により空き駐車場利用に必要な事 

  項を定める 

 第２条 空き駐車場の申込みは、１台目ローテーション申込みと同時に行う。 

   （同じ手続きに従う） 

 第３条 抽選は、組合員の１台目の抽選を終えたのち行う。 

 第４条 契約期間は原則としてローテーション後の１年間とする。 

 第５条 削除 

 第６条 駐車場の利用料金は月額 7,500円とする。 

 第７条 駐車場利用規則第２条乃至第４条は本規則に準用する。 

 （附 則） 

 この規約は、2007年 5月 21日から施行する。 

    一部改正（2012年 8月 18日改正） 

 この規則は、2012年 11月 1日から施行する。 
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