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平成２４年（２０１２年）11月号           グリーンメゾン鶴牧3住宅管理組合ニュース 

管理事務所 Tel 373-7101 

鶴牧 HP http：//gm3tsurumaki.jimdo.com 

 

11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．多摩市からのお知らせ    ６．秋祭りのご案内 

７．規約改正コラム     ８．落し物  
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お知らせ 

★11月 18日（日）防災訓練、秋祭りを実施いたします。 

防災訓練は 10時～11時に実施いたします。当日は 10時～10時 30分に 2号棟 1Fフ

ロアーにて AEDの使い方、10時 30分～11時は管理事務所前広場にて消火器の扱い方及

び避難訓練を実施いたします。秋祭りは 11時から午後 2時まで、集会所前広場で「秋

祭り」を開催いたします。お餅つきや綿あめ等お楽しみがたくさんあります。ご家族で

ぜひ秋祭りにきてみませんか。 

★広報つるまき 11月号より「規約改正のコラム」が始まります。 

  つるまき11月号から来年4月まで規約改正の連載コラムが始まります。団地内の様々

な運用の規範である管理規約を居住者の皆様に解りやすく解説致します。ぜひ、ご一読

ください。 

★落し物を預かっています。 

  管理事務所にて 9月 30日の台風にて飛ばされたと思われるライフジャケットを預か

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。 

  なお、11月 17日までにお心当たりの方がいない時は、秋祭りの時展示いたしますの

で再度ご確認ください。該当の方がおられなければ処分いたします。 
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理事会報告 

・第8回理事会（定例） 

日 時：平成24年10月20日（土）19時00分～22時30分 

場 所：集会所大会議室 

 

【理事長より】 

理事長報告 

 1．9月30日、多摩マンション管理組合連絡会に出席し、基調講演「高齢化対策と高齢者

見守りの事例紹介」を聴講した。当団地でも真剣に取り組む必要がある。詳しい内容

は総務理事が報告する。 

 2．会計帳簿チェック特別委員会を10月1日に発足していただいた。 

今年度から正式導入した「トータル会計システム」の運用状況をチェックし、課題

を明らかにしたうえで是正措置を答申すること、および経理に関する運用マニュアル

を整備することを求めている。以下、発足からの経過を説明する。 

・10月1日に委員会体制を決定した。（総務理事報告参照） 

・10月2日、委員顔合わせと委員会の趣旨を説明し、各委員に協力をお願いした。 

・10月3日、JS中田副長、松村副長と第1回打ち合わせを行い、すでに判明している問

題点の解明と対応をお願いした。 

・10月14日に第1回委員会を開催。10月16日には第2回JS打ち合わせを行った。JS南多

摩小林支店長にも出席していただき、全面的に協力していただくことになった。 

・10月21日から、当面毎週日曜日にJS打ち合わせを含む委員会を開催することにし、

年内をめどに答申書をまとめるようにお願いした。 

 3．多摩市の市民表彰に「多摩ニュータウン野外コンサート実行委員会」が選ばれ、11

月1日の表彰式に実行委員会代表が出席することになった。30年間続く地域活動が評価

されたものであり皆様とともにお祝いを申し上げたい。 

 4．高齢化対応委員会が推進している「防災連絡網」の号棟ごとの顔合せ会に出席し、階

段毎、フロアー毎の交流と連絡名簿の大切さを改めて認識した次第である。理事会と

しても防災マニュアルの改訂を急ぐとともに自主防災の恒常的な体制づくりの検討を

急ぐことにしたい。 

 5．今年度第1回規約改正委員会が10月6日にようやく開催された。来年度規約改正に向け

てこれまでの議論を一般に公開し、組合員の認識を深めるよう努めることを期待して

いる。 

6．10月13日、秋祭り実行委員会に出席した。高齢化対応委員会が主催して開催する11

月18日の秋祭りに対し、今年度も地域交流費の支出を決めており、催し物についても

理事が分担して協力することにした。住民の皆様が参加され大いに盛り上がることを

期待している。なお、当日午前中に開催する防災訓練については防災理事から報告す

る。 

7．10月13日、八団地連絡協議会に出席した。詳細は総務理事が報告するが、この地域

の各団地との協力関係を密にしていきたいと思っている。タウンハウス鶴牧３、タウ

ンハウス鶴牧４とも防災対応で協力関係を進めようとしているところである。またプ

ロムナード多摩中央は当団地とともに高層棟特有の共通問題を抱えており、上層階ア 

ルミサッシからの雨の吹き込み対応で協力して検討を進めることにした。 
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   規約改正についてもエステート鶴牧４・５の規約は参考になるし、タウンハウス鶴

牧４の中層棟で現在進めている排水管工事の生々しい状況は当団地の長期修繕計画の

参考になる。 

各理事に対する協力とお願い 

  平成24年度も半期を経過した。各理事は第29回通常総会議案書を再度点検し、未着手

の問題がないか、再度確認するとともにその対応策についても検討して推進するようお

願いした。 

  ・大規模修繕計画関係 ・IT委員会関係 ・防災対策委員会委員の任命 

  ・備品管理状況（例えばCD等の管理）  ・植栽管理状況 

 ・団地保険契約に関する検討      ・不法投棄対策  

・高齢化対応             ・お母さんと子供たちの集い 

  一方、トータル会計システムの運用対応については委員会がスタートし、決算の方は

前に進むと思うが、来年度予算の方はこれからである。今年度の理事会の思いを盛り込

み、次年度理事会に引継ぐ大変重要な仕事であるから、全体を把握する立場にある副理

事長に指揮をとっていただきたいと思っている次第であり、併せてよろしくお願いした

い。 

 

【副理事長より】 

副理事長報告 

 1．1号棟防災連絡網の顔合せ会の後、お互いが知り合いになる活動が進んでいる。他の

号棟でも同様の活動を進めることが望ましい。 

 2．市に申し入れていた東公園の防災スピーカーの音量が改善された。音量が上がりすぎ

て公園に面した号棟ではやかましいかもしれない。 

各理事へのお願い 

   当団地にとって中・長期的に大きな予算措置を必要とする４つの重点課題があると

考えている。 

1．大規模修繕の基本計画と資金の妥当性 

   築30年になり、給排水管工事等建物の維持・管理に、また道路、駐車場の補修等ま

すますお金が掛る。 

2．地震、火災など防災対策 

   大災害を想定した防災対策、要介護者、高齢者などへの共助に対応した予算措置が

必要である。 

 3．植栽を主とした住環境の維持管理 

   住民による草取り等の作業が高齢化とともに次第に困難になり、グレートの維持に

費用が増大する。 

 4．高齢化への対応 

   これらお金のかかる課題を継続的に安定した計画を立てて進める必要がある。その

為には、まず来年度予算をどのように組めるのか、担当理事毎にそろそろ認識してい

ただく必要がある。9月末実績がでたので今年度上期における進捗および下期の進め方、

さらに来期への継続のための予算措置をお聞きしたい。具体的には関係する担当の科

目の実績/予算対比、今年度/前年度の同月対比をもとに、現在支出している金額、内

容を精査していただき、24年度の決算数値予測を次回理事会前、11月上旬に３役に 

  説明をお願いする。これが次年度の予算編成のベースになる。なんとか無駄な支出を
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抑え、防災対応、修繕、植栽の維持管理などの費用を捻出することが必要不可欠なの

でご協力をお願いする。 

  次回11月定例理事会では次年度の予算の大枠の方針を報告するつもりである。 

 

【総務担当理事より】 

 1．講演「高齢化対策と高齢者見守りの事例紹介」聴講報告 

   9月 30日、ブリリア多摩センター管理組合で開催された多摩マンションフォーラム

全員集会に、理事長、高齢化対応委員会委員とともに出席した。特集「マンション住

民の高齢化問題を考えよう！」で、連絡会副会長西山氏の基調講演「高齢化対策と高

齢者見守りの事例紹介」を聴講、当団地の今後の施策の参考になる内容であった。 

・マンション住民に高齢者夫婦、独居となる高齢者が増加するなかで、プライバシー

重視の住民同士がお互いに干渉を避けて無縁社会化した。85歳以上の 4分の 1は認

知症の可能性があるとされ、支援を必要としている。 

・認知症など支援を必要とする人を見つけた場合、多摩市では、地域包括支援センタ

ー「376- 2941」か 110番に電話する。 

・多摩市の場合、新聞販売同業組合による「高齢者見守りサービス」が利用できる。 

   新聞契約者が販売店に 65歳以上の高齢者見守り等を依頼すると、配達員が 3日以上

新聞が溜まっているのに気付くと、地域包括支援センター又は多摩市に連絡する。

センター又は市はまず緊急連絡先に連絡し事情を確かめる。 

・高齢化はマンション全体に関わる問題であるから、自治会より管理組合主体の高齢

者支援対応が望ましい。 

・高幡芙蓉ハイツ団地（管理組合法人）例。管理規約を改正して安否確認用居住者現

況届の提出を義務化した。2009年度にこの現況届と入居並びに家族構成届を居住者

台帳」に一本化した。各号棟の新役員は一軒一軒戸別訪問して毎年居住者台帳 100%

回収を可能にしている。 

・多摩市豊ヶ丘２－１例。住民名簿の見直しでなく、各階段毎に防災連絡票を管理事

務所に保管。ソフトクリヤケース入り「防災カード」を用意。必要時に首にぶら下

げる。 

・多摩市豊ヶ丘５－３例。このままでは限界集落になるとの危機感から、特別委員会

「高齢化対策組合組織検討委員会」を 2011年に設置した。目的は高齢化にともなう

管理組合運営上の諸問題の調査検討、関連する組合規約・細則などの改正案の検討

等である。 

2．八団地連絡協議会報告 

   10 月 13 日、タウンハウス鶴牧４で開催された八団地連絡協議会に理事長及び高齢

化対応委員会の委員とともに出席した。 

・放置自転車対策としていくつかの団地では有料化している。またシールを貼ること

の意義は共有スペース使用の許可であり、貼っていない自転車の撤去を可能にでき

る。 

・低層棟を中心とした団地では、ペット禁止規定のためルールが作れない悩みが多か

った。 

・ほとんどの団地では AED未設置である。設置不要団地の理由として、近くに AED設

置の交番がある、細長い団地の端から設置場所まで時間が掛り有効とは思えない等

の意見。管理事務所は夜間鍵が掛るなど設置場所が無い等の悩みをもつ団地もあっ
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た。また団地設置の AEDが有効か疑問の声があった。 

・タウンハウス鶴牧４の中層棟で現在進めている排水管工事について大変苦労してい

るとの報告があった。専有部分配管を含め管理組合主導で実施することの事前承諾

を得て進めているが、実際に階段単位同時工事で1戸当たり5日間排水が止まり外部

の仮設トイレを使用する、天井、風呂のリフォームが必要になるなど、住民生活に

大きな影響がある。専有部分の枝管の工事では自室の床下、下室の天井を剥がした

り解体するのに鍵が掛った不在者が8戸もでた。リフォーム対応で夫婦喧嘩のとばっ

ちりまで受けた。  

・当団地からは、最近の防災取組状況の説明を行った。また、８団地が協同可能な防

災活動の提案を行い、高齢化対応委員から防災マグネットプレートの意義と共同購

入の呼び掛けを行った。 

3．第 1回規約改正委員会開催報告 

   10月 6日、昨年 2回開催後中断していた委員会を今年度初めて開催した。 

・委員長から今年度理事会方針として、来年度改正に向けて今年度は組合員の規約の

存在を認識していただくため、広報活動を行うことを説明した。 

・各委員から、法律用語ではなく分かりやすい文言にする、関心の高い重点的事項（関

心事）の説明をする等の意見がだされた。 

・改正の進め方について、全面改定が望ましいという意見に対し、全面改定は無理と

いう意見、来年度中に改定するのは困難という意見もだされた。 

・一方通行の議論でなく、双方向の議論が必要との認識から、高齢化対応組織、防災

組織を始め階段等の井戸端会議的なコミュニティー作りが重要との意見がだされた。 

・委員の多様な意見を組合員に分かりやすく提示していくこととし、まず組合員にと

って「規約とは」から広報に掲載することにした。 

4．会計帳簿チェック特別委員会募集結果報告 

   9月 22日の臨時理事会の決定に従って委員を募集し、10月 1日に締め切った結果、

5名の方から申し出があった。 

 

特別委員会 担  務 氏 名 号棟 

会計帳簿チェック委員会 委員長（経理理事）   

委員長代理（環境・ごみ理事）   

委 員   

委 員   

委 員   

委 員   

委 員   

オブザーバー（理事長）   

 

5．高齢化対応委員会連絡網棟別顔合せ会報告 

   9月 14日から 10月 5日まで、4つの棟グループ毎の顔合せ会に合計 38戸、44名が

集まり、昨年の 3.11の大震災体験を語り合った。 
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   ・高層棟中上層階は揺れがひどく、食器棚、本箱は倒壊、薄型テレビが破壊された。

ピアノがドアにぶつかり閉じ込められるなどの大きな被害がでた。一方中層棟で

はほとんど被害なし。 

   ・高層棟と中層棟では震災後の意識にも差がでていた。高層棟では特に中上階で防

災対策を講じたのに対して、中層棟では何もしていないとの声が多かった。 

顔合せ会に出席した感想を述べると、3.11大震災は長周期地震による結果であった

が、立川断層等の直下型地震の場合、阪神淡路のような大災害が予想される。中層棟

でも十分な対応が不可欠であることの必要性を感じた。 

  なお、顔合せ会の詳しい報告は高齢化対応委員会からの報告を参照されたい。 

 

【経理担当理事より】 

   組合活動費の内、通信交通費、印刷費、緑の会活動費がオーバーしている。印刷費

はインク購入が上期に集中したもの。高層棟の電気料金は額が大きいので今後注意が

必要である。 

 

【管財・集会所担当理事より】 

1．11月18日（日）の秋祭りイベントの理事担当分担を決める。東京都共同募金会多摩

地区協力会から依頼のあった赤い羽根共同募金受付は集会所理事が担当する。 

 2．高齢化対応委員会から地域交流費から10万円支出を依頼されているが、予算不足のた

め、理事カンパ1万円を提供することにした。地域交流費から幾ら支出可能か（理事長

が）別途判断する。 

 

【施設・防災担当理事より】 

 1．11月18日（日）に防災訓練、秋祭りを実施する。防災訓練内容は別途掲示する。 

  市から提供される乾パンおよびアルファ米を小分けして配布する。 

 2．防災マニュアル案を作成した。規約集の防災対策委員会規約（自主防災組織）との整

合性を防災関連理事で再度確認後発行することにし、次回理事会に報告する。 

   災害発生時、各棟の理事及び前理事が災害時棟連絡員になることを了承していただ

く。 

 3．上記自主防災組織とは別に、防災の専門家、歴代の防災理事、災害時に支援していた

だける方等を委員とし、継続的に防災問題を検討し、自主防災組織を支える委員会が

必要である。次回理事会までに特別委員会として設置するかどうか検討する。 

 

【建築担当理事より】 

1．高層棟給水施設改修工事開始報告 

  ・10月13日の長期修繕委員会にJS宮内氏が出席され、改修工事の詳細な説明があった。 

・10月下旬から工事が開始される。 

  ・高層棟の断水は11月21日（水）9:00から16:00までを予定しているが確定ではない。

断水1週間前に掲示、各戸のポストにチラシをいれる。要介護者宅には声を掛ける。 

   なお、当初断水は2回を予定していたが、工程の工夫で1回になった。  

  ・騒音発生工事期間は11月12日から12月2日までである。 

  ・総合試運転は12月10日（月）に実施する。水圧が一時的に低下するので高層棟各戸

のポストにチラシ「圧力低下のお知らせ」を投函する。なお、試運転には高層棟の
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長期修繕委員に立ち会っていただく。 

  ・管理事務所棟周辺を資材等の一時使用場所として立ち入り禁止とする。子供たちが

入らないように柵で囲う。 

 ・災害発生時には水槽からホースをつないで取水可能にする。竣工時に3口水栓で取

水方法を示す。 

2．その他報告事項 

  ・1号棟2階居住者からのご要望 

    1号棟玄関ピロティ屋根上排水溝に落ち葉や泥が詰まり、何日も雨水が溜まる。今

まで清掃を続けてきたが高齢のためできなくなった。理事会で対応していただきた

いとのご要望に対して、一斉草取りの清掃の一環として対応することにした。 

  ・6号棟右入口横の塩ビパイプが露出していた件は、緑の会会員に芝で覆っていただい

た。 

  ・雑排水管清掃作業実施について（下記承認事項参照） 

   清掃作業を 10月 19日（金）から 10月 28日（日）に実施する。 

3．以下の事項が承認された 

  ・5号棟公園側階段滑り止め破損修復について、棟別修繕費から施工費・経費分42,000

円を支出する。 

  ・1号棟で、6月台風時に天井から漏水した件について、現在まで原因が分からず11月

末まで様子をみることにしている。原因が分からなかった場合は天井クロスの修復

費用15,000円を棟別修繕積立金から支出することにし、12月に修復工事を行う。 

  ・浴室内に手摺の設置について 

    リハビリ中の居住者から浴室内手摺設置許可の依頼があった。リフォームマニュ

アルの記載※に従い理事会で承認した。 

    ※リフォームマニュアル 11ページの補足説明。「手摺の取り付け等小さな釘を打

ち込む必要が生じた場合は、その状況を判断した上で許可する場合があります

ので、事前にご相談ください。」 

  ・雑排水管清掃発注について 

    雑排水管清掃費用 754,000円は総会で承認された実行予算であるが、一般的な清

掃仕様、保証等を調査した結果、従来から継続発注している JS と契約することに

し、750,000 円で発注する。清掃期間は 10月 19日から 10月 28日までであり、対

象居住者に対して日程をポスティングする。 

    なお、当日不在居住者宅で JS作業が調整できない場合※は清掃作業を行わないこ

ととし発注金額から減額して請求する。 

    ※雑排水管工事をしなくても共有部分に影響はない。不快な状況になった場合は

自己負担で清掃する。 

 

【植栽担当理事より】 

 1．10月14日の草取りのお礼。 

 2．東法面の松の木3本の伐採を10月23日に行う。費用は当初見積もりが20万円を超えて

いたため、松村園芸と交渉して臨時理事会で認められていた20万円にした。 

 3．団地南側および西側の生垣の剪定を10月22日から10月25日の間に実施する。 

  

【環境・ごみ担当理事より】 
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市からの誘いで、9月26日に多摩清掃工場および日の出町の最終処分場を見学してきた。 

1．清掃工場でごみを燃やした熱で発電し余った電気は売電して年に2億円の収益を上げ

ている。 

2．日の出町第一処分場だった谷戸沢は自然が戻ってオオムラサキ、小鳥、へびが生息

するまでになった。 

3．現在、第二処分場の二ツ塚処分場が操業中で、エコセメント工場では400万人分一日

当たり300トンの焼却灰を良質なセメントにして太平洋セメントに販売している。埋

め立てる燃えないごみの量は分別が進み、以前の1/100になったため、第二処分場は

100年間もつとされている。 

 

【駐車場担当理事より】 

8月に改正した空き駐車場規則は 11月 1日から施行する。現在 1名の居住者から申し

込みを受けており、契約書も改定が必要である。２台目駐車契約書案は関連理事が確認

して正式に契約書とする。 

 

【広報担当理事より】 

1．広報「つるまき」10月号をホームページテスト版にアップした。 

 2．11月以降に IT委員会を開催し、ホームページ運用マニュアル案策定およびホームペ

ージ管理規定案を審議し、次年度実施計画に盛り込む予定である。 

 3．居住者からホームページについて、住民のためのツィートページあるいは情報交換の

ページ追加の提案をいただいた。IT委員会に提案する。 

 4．広報「つるまき」は紙詰まりを防ぐため上質紙を使用しているが、経費節減のため次

号は他の理事の支援を受けて普通紙でどのくらい紙詰まりを起こすか試行することに

した。 

 5．広報「つるまき」をホームページテスト版にアップしていることから、紙公報を希望

する方だけに配布して印刷費を節約してはどうかとの意見がだされ、次回アンケート

を取るなど検討することにした。 

 

担当理事より 

【防災担当理事より】 

11月 18日（日）防災訓練を実施いたします。ぜひ、参加してください。 

【11月 18日防災訓練スケジュール】 

・10：00～10：30  AEDの使い方と指導  場所：2号棟 1階フロアー 

・10：30～11：00  消火器の扱い方と体験 場所：管理事務所前広場 花壇西側 

【防災理事からの一言】 

・震災時はマンション内が一番安全（家具が転倒しない部屋を確保） 

・管理事務所が「防災本部」となる 

・高層棟の「要援護者救出」が第一（みんなの協力が援護者を救う） 

・住民は、3日間の食糧・飲料水の確保を（普段の自助努力が大切） 

・風呂の水は常に張っておくこと（宮城沖地震の経験で一番役に立った） 

・「災害時対応マニュアル（平成 24年版）」11月末にホームページへアップします。 

・冬は火災の多い季節です。火の元に注意しましょう！ 
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【植栽担当理事より】 

本年度最後の一斉草取りを 10月 14日に実施し、無事終了いたしました。多くの方々

のご参加をいただき、ありがとうございました。来年度の実施時期や回数は植栽管理委

員会で検討してまいります。 

また、10月 22日から 26日までの間、生垣の刈込みや中木の手入れなどの緑地管理業

務を松村園芸に委託し実施しました。作業期間中、車の移動にご協力をいただきありが

とうございました。同時に東法面の枯れていた松の木 3本の伐採も実施しました。伐採

費用については園芸予備費で対応いたします。 

 

【駐車場担当理事より】 

1．路上駐車について  

最近、グリーンメゾン鶴牧内での路上駐車が目立ちます。 

クレーム・事故の発生にもなりますので、来客用駐車場の利用を宜しくお願いします。 

下記の利用方法を再度確認の上、ご利用をお願い致します。 

【利用方法】 

1）管理事務所前の駐車票ポストから「来客駐車票」を取り出し、利用ノートに所定  

  の事項を記入してください。 

2）「来客駐車票」を外部から確認できる位置に掲示し、表示の駐車場の番号に駐車し 

て下さい。 

3）お帰りの際は、「来客駐車票」を駐車票ポストに返し、利用ノートに所定の事項を 

記入して下さい。 

4） 駐車票ポスト内の封筒に料金を入れ、管理事務所の郵便物ポストに投入して下さ

い。（50円／時間・500円／日） 

     なお、路上駐車に関しましてナンバー等は全て控えさせて頂きますので、短時

間でも来客用駐車場のご利用をお願い致します。又、一定の違反金の請求も有り

得ますので、重ねてご協力をお願い致します。  

 2．駐車場ご利用のご案内  

現在、駐車場の空きが 16箇所あります。今まで車をお持ちでなく、新規に車のご購

入を検討している方、駐車場契約をされていて、新たに 2台目のご購入を検討してい

る方は、管理事務所で駐車場契約の手続きをしていただければ、現状待たなくてもご

利用できます。 

また、「2台目の駐車場月間利用料金を値下げ」致しました。 

 値下げ後利用料金 ⇒月額７５００円 （軽自動車も含む） 

   なお、駐車場の位置については、空いている箇所のみの選択です。ご了解下さい。 

2台目駐車場をご希望の方は、申込書に「2台目」と明記してお申し込み下さい。 

 

特別委員会報告 

【長期修繕委員会】 

10月 13日（土）に第 4回長期修繕委員会を開催した。議題は高層棟給水施設改修工

事の経過報告及び平成 24年度総会議案書の審議事項 2件について審議した。 

1、高層棟給水施設改修工事についての経過報告 
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  JS宮内氏出席のもとに事前の準備説明及び工事中の重要事項について説明した。 

  ・断水時期について 

   11月 21日（水）9：00～16：00を予定 

  ・工事騒音について 

   騒音の発生する時期については 11月 12日～12月 2日の間 

  ・総合試運転について 

   12月 10日（月）に試運転を実施予定 

  ・取水栓について 

   水槽から取水するには 50A12ゲートバルブにホースをつなぎ取水 

  ・一時使用場所の柵囲いについて 

   工事期間中は常時柵囲いをする。 

2、総会議案書の審議事項 2件について審議した。 

 ・歩道舗装計画の検討について 

 ・駐車場 1台分スペースの拡張計画の検討について 

いずれも継続審議事項とした。 

 

【高齢化対応委員会】 

１．秋祭りについて 

・10 月 13 日｢秋祭り実行委員会｣を理事会と一緒に開いた。11 月 18 日(日)に昨年並

みの規模で行うことを決め担当を決定した。詳しい内容については後日階段掲示等

で周知いたします。若い人々に「餅つき」などへの参加をぜひお願いいたします。 

・10 月 13日（土）｢秋祭りのお知らせ絵手紙｣を団地の子供たちに作ってもらいまし

た。3歳から中学生まで 11人の子供が集まり 1時間ほど制作し 60枚の絵手紙が出

来ました。これをコピーして 130枚にし、団地にお住まいの 70歳以上の皆さん 130

人に 11月に入ったらポスティングいたします。 

２．連絡網について 

号棟ごとの会合を 4 回にわたって開きました。38 戸、44 人の方が参加し熱心な

話し合いを行いました。その内容については 10 月 23 日に全戸にポスティングした

｢環の会通信｣をご覧ください。 

３．講演会 

    9 月 29 日（日）｢終の棲家を考える｣をテーマに講師は高橋すみ子さんにお願いし

て開催いたしました。20 名の参加者があり、特別養護老人施設などについての具体

的な話をお聞きいたしました。質問も多くありました。 

 

【規約改正委員会】 

  10 月 6 日第 1 回規約改正委員会が開催された。広報つるまき 8 月号及び 9 月号で説

明した改正（訂）の基本的な考え方に基づき来年度改正にむけ審議した。 

1．今年度理事会方針の確認 

組合員の皆さんに「規約」の存在をより認識いただくために「つるまき 11号」以

降毎号に判り易い用語を用いて広報する。必要に応じて別冊発行も考慮する。 

2．活動計画および活動内容の審議 

 主な活動計画の審議事項 

 ・規約に関心を持ってもらう為に Q＆A方式で広報 
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 ・組合員の関心の多いもの（主に管理費等）を中心審議 

 ・近隣団地の規約の考え方や改正事例を参考に検討 

    ・組合員個々の利害に関する関心の多い事項を審議し、組合員の意識喚起を図り、次

年度以降への準備 

    ・規約改正の為、広報誌の活用、ガラス張りの組合活動、コミュニティーつくり等に

留意 

   主な活動内容の審議事項 

   ・標準管理規則と現行規則と対比して検討 

   ・法律用語ではなく解りやすい文言で表記 

   ・全面改訂ではなく部分改正で必要な部分を改正 

   ・30年も経過しているので全面改訂が必要 

    

 【植栽管理委員会】 

    9月１７日に本年度第二回目の植栽管理委員会を開催し、以下について検討した。 

1．８月に実施した草取りの外注について効果を検証した。細かい指示の不足もあり

一部に刈り残しが見られたが、概ね満足出来るレベルであったとの意見でまとま

った。 次年度以降についても実施すべきとの結論になり、理事会に答申するこ

ととした。 

2．来年度の草取りの時期や回数については、５、７、９月として今年のように７月

は居住区のみとすることで一応の方向性は出したが、さらに検討することとした。 

 

   緑の会では 10 月に台風で法面に散乱した枯れ枝の処理と、立ち枯れ木の伐採と

害樹の駆除を行いました。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。 

11月の活動は、11月 4日（第 1日曜日）と 11月 17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。 

   12月は月 1回の活動となります。12月 15日（第 3土曜日）を予定しています。 
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そ の 他 

*多摩市からのお知らせ 

もしもの救急事態になったら 

 

 自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶなど「もしも…」のときのために、多摩市でも高齢

者対策として救急医療情報キットの配布を今年からはじめました。 

 

救急医療情報キットとは 

 かかりつけ医や服薬内容などの医療情報を入れた容器「救急医療情報キット」を冷蔵庫

に保管し、東京消防庁との協力でその情報を救急医療に生かします。 

* 

*多摩市が配布する容器のラベルには「救急・多摩市」のシールが貼られています。 

 

 

 多摩市では、73歳以上の一人暮らし高齢者と世帯全員が 73歳以上の高齢者世帯に対し、

年内に民生委員が「キット」を配布して説明します。万一のときに備えましょう。 

 先進自治体では希望者全員に配布しているところもあり、多摩市の対応はまだまだです。 

要介護者の方々等希望者全員に無料配布されるよう、皆で要望しましょう。 
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１１月 １８日 （日曜日） 午前１１時～ 

   管理事務所前ひろば にて 

お餅つき・豚汁・綿あめ・炊き出し実演    

各種ゲーム（射的・スーパーボールすくい） 

ビンゴ大会・古本市 ほか 

＊ご提供いただける古本（単行本・文庫本など）がありましたら、

１１月１７日(土曜日)に管理事務所集会所までお持ち願います。

（午前１０時～午後４時） 

皆様、ぜひご参加ください！！ 

              
グリーンメゾン鶴牧３ 住宅管理組合・高齢化対応委員会 

2012 年 

秋 祭 り 
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「連載コラム①」 

もし、規約が不備であったらどうします 

 

 もし、あなたが理事で問題が発生した時には、規約にもとづいて解決するのが本来の解

決方法ですが、問題の解決に対する規約が不備な場合は、現行法を参考に解決しなければ

なりません。 

 しかし、法律の専門家ではないので、現行法の該当する条文の全てを調べ、参考にして解

決できるかは疑問です。つまり、該当する全ての法律を調べることができるのか、短い期間

で調べることができるのかということです。そのためには、規約と現行法の整合性を保つよ

うに、規約を改正しておく必要性があります。規約を改正しておけば、規約を参考に問題を解

決することができます。 

 「つるまき」8 月号にも述べておりますように、我々は法律の専門家ではないので、国土交

通省の標準管理規約に準拠し、規約改正をするのが合理的です。もう一度「つるまき」8 月号

をお読みになり規約改正の必要性を認識願います。 

 

 理事会では、規約改正を進めるためにはその意義を一般組合員の方々理解していただく

必要があると考えています。そのため規約改正委員会で昨年度まで審議してきた議論の内

容を含め、規約改正の意義について来年 4月号まで「つるまき」に本コラムを連載します。 

 来年度は規約改正原案作成、パブリックコメント収集、改正案作成、説明会を経て臨時総会

で改正したいと考えています。相当ハードで困難な計画だと思いますが先送りできません。

規約改正委員会の皆さまの協力を得ながら、この団地のこれからの 30年を考えた規約改正

に向けて頑張る積りです。 

 組合員の皆さまのご理解、ご協力とご支援をお願いします。 

                                

落し物を預かっています。 

 

*9月 30日の台風で飛ばされたと思われるライフジャケットを管理事務所 

にて預かっています。上記写真を参照ください。お心たりの方は管理事務所まで 

                   


