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平成２４年（２０１２年）10月号           グリーンメゾン鶴牧3住宅管理組合ニュース 

 

10月号の内容 

 

１．お知らせ       ２．理事会報告     ３．担当理事より 

４. 特別委員会報告                ５．落し物を預かっています  
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お知らせ 

★グーンメゾン鶴牧のホームページ（テスト版）を更新いたしました。 

規約・協定・各種様式欄に「リフォームマニュアル」を追加いたしました。また、災

害に備えて欄に「多摩市災害時要援護者防災行動マニュアル」を追加し、更に、防災対

策資料として「新宿区のホームページ」にリンクいたしました。 

★秋祭りの実行委員を募集します！ 

11 月 18 日（日）に開催する「秋祭り」の実行委員を募集しております。この催し

は団地内での交流を深め、居住者のふれあいを広げるためのものです。ぜひ応募して

祭りを楽しくするためのアイディアを出してください。実行委員に応募される方は 10

月 13日(土)午後１時半に集会所にお集まりください。準備会を開きます。 

★第 3回一斎草取りのお知らせ 

第 3回一斉草取りは 10月 14日（日）午前 9時 30分より実施いたします。皆様のご

参加をお待ちしております。 

★落し物を預かっています。 

  管理事務所にて平成 23年 11月～平成 24年 3月までの落し物を預かっています。末

尾の写真をご参照ください。お心当たりの方は管理事務所まで。 
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理事会報告 

・第6回理事会（定例） 

日 時：平成24年9月15日（土）19時00分～21時45分 

場 所：集会所大会議室 

 

【理事長より】 

 1．9月13日（木）10時より、多摩市総務部防災安全課防災担当主査を招き、防災につい

て懇談会を開催した。近隣団地からは、タウンハウス鶴牧-3の理事長、タウンハウス

鶴牧-4の副理事長が出席された。8団地が協力して、自主防災訓練を実施できれば、効

果的ではないかと考え、今後相談していきたい。 

 2．9月13日（木）14時より、ホームページや規約改正等で先進的な取り組みを続けてい

る、エステート聖ヶ丘-3管理組合に、副理事長、総務理事・規約改正委員長、IT委員

とともに訪問し、懇切丁寧な説明を頂き、大変有意義な意見交換を行うことが出来た。

その際、提供頂いた資料は、次の通りです。 

   公団型規約から国交省の標準管理規約へ（規約整備の方針案の説明） 

   細則等の改正とガイドライン層新設へ 

   各住戸の持分割合の確認のお願い 

   規約整備における基本方針の検討 

   多摩マンションフォーラムNO.9 

 3．多摩市自治連合会より、当団地の秋祭りに対し、「地域活動助成金（\24,000）」を

交付する旨の連絡がありました。秋祭りが団地内の有意義な交流の場になるように努

めたい。 

 4．9月14日（金）14時より、高齢化対応委員会の第１回防災連絡網号棟別顔合わせ会（対

象：1号棟）に、副理事長、総務担当理事、防災担当理事と共に出席した。出席者から

は、東日本大震災の生々しい状況が報告され、連絡網の重要性が確認された。また、

理事会から多摩市防災安全課との懇談会で得た情報を報告し、当団地のホームページ

から重要な防災情報が閲覧できるように整備されていることが報告された。 

 5．不法駐車の報告があり、管理事務所のJS職員がフロントガラスに貼紙をした。そのた

め、フロントガラスのコーティングが剥がれ、弁償することになった。その車は、正

規の駐車であり、JS職員の確認不足であったため、費用はJS負担となった。しかしな

がら、白線や文字が消えている箇所や面積も均等でない所もあり、改めて、駐車場整

備を長期修繕委員会に諮問する必要がある。 

 

【副理事長より】 

 1．会議を行い、色々な意見が交わされるが、結論をしっかり出すことが必要だ。中途半

端で終わらないこと。 

 2．規約集P.47に記載されているように、団地保険の担当理事は、施設・防災理事である。

新マンション保険の加入について施設・防災理事に検討をお願いしたい。現在の団地

保険は来年の5月に切れるので、契約は来期の理事にお願いすることになる。 

 3．傷害保険は、JS経由で掛けているが、金額が不足である。今後、検討しなければなら

ない。 

 4．共用部分については、団地住人の誰かが加入していれば保険が効くので、号棟別でな
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くてもよい。 

 5．10月より高層棟の給水システムの工事が始まる。資材置き場や駐車場の確保が必要と

なるので、関係者の協力をお願いする。 

 

【経理担当理事より】 

 1．収支月別集計表（8月度）に基づき説明がなされた。現在、予算消化率41.6%で推移し

ている。 

 2．トータル会計への移行期間の関係なのか、JSの勘定科目仕訳がマチマチである。   

単身赴任中であり会計資料を詳しく見られないため、資金管理委員会の方に援助をお

願いしている。理事の中で勘定科目仕訳のチェックをお願いできないか？ 

 3．勘定科目仕訳は、本来、JSの窓口業務が行うべきである。以前は、しっかりやってい

たので、JSの上司に申し入れを行う。 

 4．9月中に通期の予算執行見通しが出来ないか。今後の予算執行について、各担当理事

から提出してもらえれば可能である。 

 

【施設・防災担当理事より】 

 1．9月13日（木）に、多摩市総務部防災安全課防災担当主査を迎え「防災に関する懇談

会」を実施した。要点を下記に記す。 

   ○マンションは倒壊の恐れが無いので、避難所（南鶴牧小学校）に集合する必要

はない 

   ○第一に自助努力が肝心で、次に共助、最後に公助となるが、公助に大きな期待

はできない。しかし、高齢者や障害のある方等、災害時要援護者の救助を高齢

住民が行うことは困難であり、市が十分な対策を講じるよう要望した。 

   ○避難所は、災害情報が集まるので、情報収集担当者を決め定時的に避難所へ赴

くこと 

 2． 当団地の防災マニュアルは、避難所へ集合するようになっている。理事会として、

「避難所へ集合するのかしないのか」を決めて欲しい。そうしないとマニュアルが作

成できない。結論として、「避難しないこと」でマニュアルを新たに作成することと

なった。9月22日（土）19：00から、管理事務所でマニュアル作成の会合を持ちたい。

出席者は、理事長、副理事長、総務理事、防災理事、環境理事、建築理事の6名。 

 3．防災委員会（仮称）の立上げの必要性 

   この組織は、継続性が重要である。公募とするか過去の防災担当理事にお願いする

か検討を要する。 

 4．9号棟方から下記の資料2点を頂いた。 

    ○救急受診ガイド     東京消防庁救急医務課 編 

    ○命を救う応急手当    東京消防庁 編 

   漆谷さんは、AEDの操作もできるので、機会があれば実施指導をお願いしたい。 

 

【建築担当理事より】 

 1. 報告事項 

 ・リフォーム届出書、承認申請書 

  8号棟、9号棟の住人より、「リフォーム届出書・承認申請書」が提出された。審査

した結果、リフォームマニュアルに抵触していないため許可した。 
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 ・住人からの指摘事項 

   6号棟の方から、「塩ビパイプが露出しているので対処して欲しい」との指摘を受け

た。当日（9月3日）、電話で連絡し、「その件については、理事会は承知しています。

今、検討中です。」と連絡した。住人の方了解。 

 ・蜂の巣の駆除 

   3号棟（8月20日）と2号棟（9月3日）の住人の方から、「蜂の巣を駆除して欲しい」

と連絡があった。依頼日に駆除した。 

 ・NTTからの依頼（9月8日）   

7号棟（20世帯）の住人から「インターネットが遅い」と苦情が来ているので、IDF

を3台増設し、全て光ケーブルで対応したいと申し入れがあった。その際、光ケーブル

利用者は、月600円の負担増となる。 

現在ネットを利用している方は、メタルケーブルと光ケーブル両方使用可能だが、

新規加入者は、光ケーブルしか利用できないため不公平が生じることになる。そのた

め、NTTからの申し入れは、理事会の審議を経たのち回答することにした。この件は、

7号棟の担当理事が不在の為継続審議とする。 

2. 提案事項 

 ・フラット35について 

   マンションを売買する際の住宅ローンの一種である。不動産業者からは、フラット

35が適用されたマンションは売りやすい面もあり、売り手と買い手、両者にメリット

がある。フラット35を利用するには、 

①購入される中古住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合してい

ることを示す「適合証明書」を取得する。 

   ②管理組合の「管理規約」、「25年以上の長期修繕計画」があること。 

   のどちらかでフラット35が適用される。当団地では、不動産業者がその都度、「長

期修繕計画」の写しを管理組合に申請し、売買に対応している。適合証明書の取得に

は、1級建築士事務所へ依頼する必要があり、取得に要する費用は、約6万円である。

取得までの期間は、約6ヶ月以上かかる。 

   今年度は、予算もないことから、来年度の予算に組み入れ、来期の理事会で検討し

てもらう。 

 ・水道管の安全性について 

   昨年の東日本大震災時において、多摩市の水道管の被害は、桜ヶ丘3丁目で「漏水」

が発生し、和田3丁目では、「水道管破裂」の被害を受けている。当団地の水道管は、

都道・市道を通して団地内に引き込まれている。今後、立川断層の「多摩直下型地震」

を想定した場合、水道管の耐震性を検証しておく必要があるのではないか。 

 

【管財・集会所担当理事より】 

  9月8日（土）の高齢化対応委員会に出席した。防災関係の取り組みが熱心に行われて

いた。 

 

【植栽担当理事より】 

 1．6号棟前、7号棟横の「傾斜したマテバシイの木」は、8月に添え木をした。園芸業者

の意見では、根が腐り始めているのであと数年で枯れるかもしれないとのことであっ

た。この木の傾斜は、横にあった木を切ったため傾斜したものと思われる。 
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 2．9月15日、みどりの会の作業があった。その時、東法面の松の木が「マツクイ虫」に

虫食まれていることを確認した。他の松の木への影響を考えると、撤去した方が良い。

今後、正式な見積書を徴収し、植栽管理委員会で検討する。 

  

【環境・ごみ担当理事より】 

8月の理事会の後、不法ごみが1件あり貼り紙をした。翌日、粗大ごみとして正しく修

正されていた。エコプラザも対応してくれた。 

 

【駐車場担当理事より】 

 1．北側駐車場の件は、理事長報告の通りで、JSが費用を負担する。 

 2．駐車場の番号が薄くなっているせいで、駐車間違いがあった。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を検討する必要がある。長期修繕委員会

に諮問する。 

 3．駐車場収入は、今のところ、前年度と同じぐらいで推移している。前年度の 8月分収

入と対比する。 

 

・第7回理事会（臨時） 

日 時：平成24年9月22日（土）20時00分～22時 

場 所：集会所大会議室 

 

  第6回定例理事会にて継続審議の案件について緊急を要する下記の議案について、臨時

理事会を開催した。 

 

1. 松くい虫被害による被害材伐採承認について 

   9月 15日の定例理事会で結論が出なかった松くい虫被害による被害材伐採につい 

て、9月 17日の植栽委員会が被害拡大を防ぐために即刻伐採すべきとの見解を示し 

た。審議の結果、伐採費用が 20万円以下であれば直ちに伐採することを承認した。な 

お伐採費用には園芸費の予備費を充てる。 

2．7号棟の通信設備を全て光ケーブル化にする件の承認について 

   9月 15日の定例理事会で継続審議となっていた 7号棟光ケーブル化を承認した。な

お工事費用は NTT持ちである。 

3．会計帳簿チェック特別委員会（仮称）設置について 

  9月15日の定例理事会で経理担当理事からトータル会計システムの問題点が指摘さ 

れた。会計帳簿のチェックを資金管理委員会の委員に援助を仰いでいることから、資 

金管理委員会とは別に正式に会計帳簿をチェックするための特別委員会設置を今臨時 

理事会に提案し、審議の結果、管理組合規約第 47条の 2の規定により特別委員会の設 

置を決定した。 

  特別委員会の目的 

 ・特別委員会は今年度管理組合が導入した「トータル会計システム」が正常に機能 

しているかを検証する。 

  ・検証結果を理事会に答申後委員会を解散する。 

  ・委員会委員は会計専門家および経理理事経験者若干名で構成するものとし、近日 

中に掲示板で公募する。 
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  ・すでに判明している会計帳簿の問題点については JSに改善を申し入れる。 

※管理組合規約第 47条の 2の規定により、理事会は、その決定により特別委員会

を設置することができる。 

    なお、現在の資金管理委員会は、預金保全・運用および預金先の平準化を目的と

した委員会である。上記審議のなかで、予算執行状況や今後の見通しおよび長期修

繕資金計画等財務的な検討を目的とした常設の特別委員会が必要であるとの意見が

各理事から出された。今後理事会で検討を進めることにした。 

 

担当理事より 

【植栽担当理事より】 

6号棟横のマテバシイについて、強風による倒木に備えて補強を実施しました。また、

東法面の枯れている松の木の対策について植栽管理委員会より答申を受け、9月 22日に

開催した臨時理事会で承認されました。正確な見積もりを取ったうえ、園芸予備費で対

応いたします。 

尚、次回の一斉草取りは 10 月 14 日（日）午前 9 時 30 分より実施いたします。皆様

のご参加をお待ちしております。 

[お願い] 

当組合で所有しているチェーンソーや電動草刈り機の操作は一定の知識や技術が必

要です。また、それらの使用は共有エリアでの使用を前提としています。このため、み

どりの会などの組合で認められた作業以外の、個人的な理由によるご利用は控えていた

だきますようお願いいたします。 

 

特別委員会報告 

【高齢化対応委員会】 

1．現在「防災連絡網」の棟ごとの話し合いの会をおこなっています。 

この原稿を書いている９月２１日現在１号棟と２号棟の会が終わりました。いずれ

も参加している世帯の半分以上の皆さんがおいでになり熱心な話し合いとなりました。

話し合いの内容については昨年同様後日まとめて「環の会通信」として全戸に配布す

る予定です。１０月５日が最終回です。関心のある方はのぞいてみてください。 

2．「無事確認マーク(仮)」を作成中です。これはマグネット製の薄板でいつもは玄関ド

アの内側に貼っておいていただき、災害時に「私たちは無事です」という表示として

玄関ドアの外側に張りだすものです。近々説明書とともに全戸に配布します。 

3．講演会「終の棲家を考える」を９月２９日おこないました。講師は１号棟にお住ま

いの方にお願いいたしました。 

4．そろそろ「秋祭り」（１１月１８日祝日）の準備を始めます。秋祭り実行委員を募集

します。「手伝ってやろう」と思われた方は、１０月１３日（土）午後１時半に集会

所にお集まりください。 

5．９月５日高齢化対応委員会を開催しました。内容は上記のようなことです。 

 

 

＊秋祭りの実行委員になりませんか！ 
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    １１月１８日に開催する「秋祭り」の実行委員を募集しております。いつものよ

うに「餅つき」と｢子供コーナー「が中心となりますが、より楽しくするためにアイ

ディアを出してください。 

実行委員に応募される方は１０月１３日(土)午後１時半に集会所にお集まりくだ

さい。準備会を開きます。 

 

【植栽管理委員会】 

  8 月に実施した外注草刈り効果について様々な観点から検証を行ない、一定の成果が

得られたと判断しました。こうしたことから次年度以降も費用の見直しを行なったうえ

で継続して実施していくこと、また、組合員による一斉草取りについては実施時期の見

直しを前提として従来通り年 3回の実施が望ましいとの結論となりました。この結果を

次回の理事会に答申することといたしました。 

東法面の松の木について、松くい虫による被害と思われるので被害拡大防止や安全対

策上、早急に伐採が必要であると結論し、その旨を理事会に答申しました。 

次回委員会は 11月 25日午前 10時より行ないます。 

 

【緑の会】 

  9 月は、立ち枯れ木の伐採と害樹の駆除を行いました。猛暑の中、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。 

10月の活動は、10月 7日（第 1日曜日）と 10月 20日（第 3土曜日）の２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。 

11月も月 2回の活動となります。11月 4日（第 1日曜日）と 11月 17日（第 3土曜

日）を予定しています。 
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＊落し物を預かっています。 

 

 

 

写真左上から 

平成２３年１１月２８日  鍵  ２号棟ゴミ置場前 

平成２４年２月８日    鍵  ７号棟前砂場前 

 

左下 

 

平成２４年３月１２日 双眼鏡  ８号棟滑り台付近 

平成２４年３月１６日  鍵   １号棟北側道路 

 

以上４件です。  

なお、お心当たりの方がなければ処分いたします。 

                            

 


