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平成２４年（２０１２年）12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 

           

12月号の内容 

１．お知らせ        ２．理事会報告          ３. 特別委員会報告     

４．規約改正コラム     ５．年末・年始のゴミ収集 
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お知らせ 

★1２月９日（日）年末一斉大掃除を実施いたします 

12 月 9日（日）10時～11 時 30分の間に年末一斉大掃除を実施いたします。皆

様のご協力をお願いいたします。 

★管理事務所の年末年始業務について 

  窓口業務は 12 月 29日（土）～1月 3日(木)まで休みです。また、清掃業務は

12 月 30日（日）～1月 3日（(木)まで休みです。緊急時は右記へ電話を「緊急事

故時間外受付センター：0570-002-004」「IP 電話からは：048-839-0901」 

★年末年始のゴミ収集について 

  年末年始のごみ・資源の収集については巻末のごみ収集カレンダーをご参照く

ださい。 

★鶴牧のホームページに「お問い合わせ」欄を新設いたしました 

  ホームページに新たに「お問い合わせ」欄を新設いたしました。居住者の皆様

から管理組合へのご意見、ご要望があればこのコーナーを利用してお寄せくださ

い。(http://gm3tsurumaki.jimdo.com) 

http://gm3tsurumaki.jimdo.com/
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理事会報告 

・第9回理事会（定例） 

日 時：平成24年11月17日（土）19時00分～22時00分 

場 所：集会所大会議室 

【理事長より】 

1．年度末の見通し及び来年度予算案について 

  年度末の見通し及び来年度予算案については、副理事長を中心にとりまとめをお

願いしたい。なお、来年度予算規模は本年度並みに維持するよう各理事に経費削減

をお願いする。 

2．会計帳簿チェック委員会について 

  会計帳簿チェック委員会は、去る9月22日の臨時理事会で設置を決定した委員会

であり、会計専門家、経理理事経験者の協力を得てトータル会計システムが正常に

機能しているかの検証を行っている。以下、先月第8回理事会で報告した後の活動

を報告する。 

  短期間に問題点の洗い出し、原因の究明および防止策を盛り込んだマニュアルを

作成するため、委員会を集中的に開催することにし、10月14日、10月16日※、10

月21日、10月28日※、11月2日※、11月4日、11月11日及び11月16日※に委員会また

は小委員会を開催した。※はJSの小林支店長及び中田副長の出席を得たものである。

問題点はほぼ解明され、答申案素案も作成されて11月25日には決定する予定である。

答申内容は12月定例理事会で報告する予定である。なお、答申後の委員会について

は後ほど総務理事から提案する。 

3．来年度役員候補について 

  次回理事会に棟別役員選出ルール資料等を配布する。1月には役員候補を公募し

て2月理事会までに選出する。2月理事会からオブザーバーとして理事会に出席して

いただき、予算案等の審議を通じて実質的な引継ぎを図る所存である。各棟選出役

員は早めに役員候補推薦に努めていただきたい。 

【副理事長より】 

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つの重点課題として①

大規模修繕の基本計画と資金の妥当性、②地震、火災など防災対策、③植栽を主とし

た住環境の維持管理、および④高齢化への対応について、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ために、来年度予算をどのように組めるのか、

担当理事毎に検討していただいている。 本理事会では各担当理事から年度末見通し

の概略を説明いただきたい。  

【総務担当理事より】 

 1．タウンハウス鶴牧４自主防災訓練見学報告 

   11月17日午前、標記訓練を理事長、副理事長とともに見学した。震度6弱以上

の地震を具体的に想定、避難誘導班による奈良原公園避難と住民の点呼・確認な

ど組織的な活動を行っていた。また全戸の半数に相当する50名程度が訓練に参加



3 

している。当団地でも訓練の効果を高めるために参考にする必要がある。 

2．規約改正委員会について 

   11月3日に第2回規約改正委員会を開催した。11月17日午後、規約改正委員、IT

委員とともにエステート聖ヶ丘３を再度訪問し、前回9月訪問時にいただいた規

約改正関係資料を当団地で参考資料として利用させていただく了解を得た。また

規約集を交換することで標準規約準拠の規約集を入手した。 

3．会計帳簿チェック委員会諮問追加について 

   理事長報告の通り、トータル会計システムに関する検証については見通しが立

った。この検証を通じて幾つかの問題について過去の経緯も明らかにする必要が

あったが、改めて管理組合経理について過去の決算、予算の推移等を見やすく整

理していただき、理事会による予算案の策定の参考及び次年度への引継ぎ資料と

したい。11月17日、理事会の決定で会計帳簿チェック委員会に年度別組合会計推

移調査を追加諮問することにし、来年2月理事会に答申していただくことにする。 

【経理担当理事より】 

  10月度の収支月別集計表を説明した。本年度７ヶ月経過したが一般会計の対予

算比率をみると、収入は59%、支出は47%で全体として順調である。 

  上半期の科目別の内訳と、すでに各担当理事から聴取ずみの下期支出予定または

想定を基に組合費会計決算見通しを作成した。予算オーバーが想定されている費目

については印を付しておいた。各担当理事には前年度対比等を参考に下期予想を提

出していただき、次回12月理事会で第2次見通しを報告したい。 

【管財・集会所担当理事より】 

 1．11月18日の秋祭りには全理事が可能な協力をする。また理事の奥さんにも協力

をお願いする。 

2．高齢化対応委員会から地域交流費は8万円の支出で足りるとの連絡があり、理事

カンパは不要になった。 

【施設・防災担当理事より】 

 1．11月18日の防災訓練内容を階段掲示した。全理事に準備及び訓練参加をお願い

する。また、市から提供されたアルファ米3箱及び乾パンは秋祭りで配布する。 

2．防災関係理事が11月6日に集まり、防災マニュアル案を読み合わせした結果に基

づき、再作成している。 完成しだい理事会に報告する。 

 3．防災問題特別委員会を設置するかどうかは引き続き検討する。 

【建築担当理事より】 

 １．高層棟給水施設改修工事進捗状況報告 

   10月下旬から工事が開始され、電源設備も搬入されて工程表通り順調に進捗し

ている。①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。

断水1週間前に掲示、各戸のポストにチラシをいれる。要介護者宅には関係理事

が声を掛ける。必要があれば当日管理事務所で待機していただくことも想定して

いる。②騒音発生工事期間は11月12日から12月2日までである。③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
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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長期修繕

委員に立ち会っていただく。④管理事務所棟周辺を資材等の一時使用場所とし、

立ち入り禁止としている。⑤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 

 ・リフォーム届出2件を審査の上承認した。 

 ・毎年実施している1,2,3,5,8,9号棟に対する法廷建築調査を、11月12日～15日に

実施した。 

 ・前回理事会で承認された5号棟階段滑り止め工事を11月20日、21日に実施する。工

事案内ビラを該当階段掲示板に張り出している。 

【植栽担当理事より】 

 ・東法面の松の木3本の伐採を10月23日に行った。 

 ・団地南側及び西側の生垣の剪定を10月22日から10月25日の間に実施した。 

【環境・ごみ担当理事より】 

 ・不法投棄はほぼ無くなっており、監視カメラ設置等は当面不要である。 

 ・年末の一斉大掃除は12月9日（日）10時から実施する。 

 ・年末年始のごみ収集について、臨時収集日※等を広報でお知らせする。 

  ※12月29日（土）はプラスチック・粗大ごみ、1月5日（土）はビン・缶・ペット

ボトル・雑誌雑紙。 

【駐車場担当理事より】 

・駐車場収入見通しは 1,200万円を下回り引き続き漸減傾向である。空き駐車場

対策を引き続き検討する。 

【広報担当理事より】 

 １．ホームページテスト版について 

  11月 11日に開催した IT委員会審議結果を基に以下の方針を決定した。 

 ・トップページは利便性とグリーンメゾン鶴牧のグレードをアピールするためさ

らに改善を進める。 

 ・現在はパスワードによるログイン方式でないため、掲載記事は個人情報が特定

されないように注意する。 

 ・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要望が出されているが、

当面はセキュリティを考慮した問合せ欄の設定に止める。 

２．管理事務所 PCデータのバックアップについて 

  現在、管理事務所 PCデータをバックアップ保存していない。クラッシュ等のリ

スクに対応するため外付けハードディスクを購入する。運用方法については別途

IT委員会で検討する。 

３．広報「つるまき」印刷について 

 ・広報「つるまき」は紙詰まりを防ぐため厚い上質紙を使用している。経費節減

のため他の理事の支援を受けて普通紙両面印刷を試行したが裏の印字が透けて

不可。純正以外の上質紙を引き続き検討する。 
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 ・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たが、

機械的な配布ができないなど運用問題もあるため、引き続き検討する。 

特別委員会報告 

【長期修繕委員会】 

  11月10日（土）に第5回長期修繕委員会を開催した。審議内容としては 

1．高層棟給水施設改修工事について 

  工事は工程表通り順調に進んでいる。また、断水工事についても居住者に徹底

周知する。 

2．リフォームマニュアルの見直しについて 

  すでにホームページで公開している平成20年11月8日内容のマニュアルについ

て見直しを行い一部を訂正した。修正したマニュアルを「平成24年度長期修繕委

員会改訂版」として配布を予定。 

【高齢化対応委員会】 

1．１１月１８日「秋祭り」を開きました。 

少し寒い日でしたが晴天でおよそ２００人の皆さんが参加しました。餅つき、

トン汁、アルファー米、射的、スーパーボール掬い、似顔絵かき、フラワーア

レンジメント、ビンゴ、古本市などいつもの年のお楽しみのほかお母さん方が

小さな子供たちにチョークで道に絵をかく遊びを教えました。これも大変好評

でした。秋祭りの実施に協力いただいたみなさん、お疲れ様でした。 

以下が秋祭りの決算です。 

項目 金額 

テントレンタル代 13,230 

フラワーアレンジメント材料 2,040 

薪と紙ボール代 1,826 

飲み物代 1,740 

トン汁材料費 5,880 

もち米代ほか 7,950 

ビンゴ一式 50,525 

ざる。ボールなど購入 1,230 

杵臼・アンコなど 13,730 

ゴミ袋購入 600 

合計 98,751 

ご寄附いただいた古本を販売したところ売り上げは 3,200 円でした。これは

管理組合にお渡ししました。 

2．忘年会を予定しています。 

毎年行っている高齢化対応委員会と環の会の忘年会を12月16日(日)12時か

らパルテノン多摩の 5階にある「トーレ・ノッテ」で開きます。会費は一人 3000

円です。参加いただける方は集会所の窓口に申し込んでください。 
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【植栽管理委員会】 

植栽管理委員会では、団地内居住区に植栽されている高木の中で、枝葉が伸び

て日照や他の木の成長に影響を与えていると思われる木を委員全員で実地検証し、

剪定の必要がある 19本を選びました。これらについては来年度に予算化して実施

することを理事会に答申することとしました。 

「緑の会」 

11 月は、東法面の刈払機等による整備と落ち葉掃きなどの作業を行いました。

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。 

12月の活動は、12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。 

１月には、会員の慰労と親睦を兼ねて会費制の新年会を予定しています。 

 【IT 委員会】 

11月11日（日）第3回IT委員会を開催した。議題としては7月に開設したホームペ

ージの評価及び今後の方針について審議した。 

1．テスト版の評価及び今後の方針 

 1)トップページについて 

    最新情報等、居住者の利便性を図る画面か、住環境の質を高めるような画面

を作成し居住者以外から見てもグレートの高いホームページとするか、この２

案について再度検討することにした。 

  2)情報の掲載基準について 

    現在のHPはパスワードでのログイン方式ではなく、あまねく広く一般に公開

している。その為、個人情報の公開には注意が必要である。 

  3)HPサーバについて 

    現在利用しているHPサーバについて使用料は無料でしかもKDDIも関与して

おり突然使用不能とはなりにくい。当分の間使用可能である。 

4)ホームページ更新マニュアルの作成 

   次年度理事会に引き継ぐ為、更新マニュアルのたたき台を作成する。更新

手順は出来るだけ簡素化を図り次年度理事が混乱しないようにする。 

5)ホームページ運用規定の検討 

  他の管理組合の規定を参照しながら、たたき台の規定を作成する。出来るだ

けわかり易く表現する。 

6)居住者からの提案 

   「住民のためのツイートページあるいは情報交換のページを作成してほし

い」とのこと要望あり、検討した結果、サイト訪問者間での情報交換の場を

作成すると書き込みが多くなり、また、悪意のある書き込み等が入る可能性

があり収拾がつかなくなる恐れがある。居住者からの要望を検討するための

場として問い合わせ欄の設定をすることにとどめる。 

2． 管理事務所にあるPCデータのバックアップについて 

  現在事務所内PCはデータのバックアップをしていないので、外付ハードディ

スクでデータをコピーしバックアップする必要がある。  
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＊秋祭りスナップ 

お天気が良く楽しい「秋祭り」でした。 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

*みんなでワイワイ楽しいな！ 

    

＊スーパーボールとれたかな？ 

 
＊つきたてのお餅はうまい・・・！ 
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「連載コラム②」 

なぜ規約改正が必要なの？ ～公団型から国交省型へ～  

昭和58年3月の入居いらい、途中２回の大規模改修工事及び昨年の震災復旧工事を

現行公団型規約の基で行ってきました。今後発生する改修工事では権利関係に余り触

れていない現行規約の問題が早晩提起され、時の理事会が頭を悩ます恐れがありま

す。平成14年施行の区分所有法改正を受け、国土交通省が標準管理規約を改定してそ

の後も改定作業を続けています。当管理組合も国交省型標準管理規約に準拠した規約

に改正しようと考えていますが、なぜ規約改正が必要か、全体を把握していただくために

その要点を列挙してみます。 

●土地と建物の権利関係は、もともと民法によって規定されています。 

●ところがマンション、団地など、土地、建物の新しい所有形態が出現したため、民法の

特例法として区分所有法が制定されました。 

●区分所有法では、土地、建物の共有管理のため、当然の帰結として管理組合が結成

されるものとされています。 

●管理組合は、これも資産の共有管理という観点から、当然のこととして区分所有者全員

で構成されるものとされています。 

●管理組合の活動は区分所有法と、組合規約によって規制されます。 

●規約は通常、区分所有法に基づく共有資産の権利関係を定める部分と、共有資産を

維持管理する管理運営を定める部分から構成されます。 

●規約は通常、団地の土地建物の最初の所有者（当団地の場合は旧公団）が定めること

ができます。（原始規約） 

●当団地の規約は旧公団が定めた、公団型の原始規約が元になっています。 

●この公団型原始規約は、歴史的な事情のため、権利関係を定めた部分がほとんどな

く、ほぼ管理運営を定めた部分のみから成り立っています。 

●ところが、それと前後してマンション、団地をめぐる権利関係のトラブルが相次いだた

め、国土交通省は模範となるべきマンション標準管理規約を定めました。 

●その為、現在新しく建設されるほとんどのマンション、団地の規約は国土交通省が作

成した標準管理規約が元になっています。 

●一方で、マンション、団地は一斉に老朽化の時期を迎え、修繕、復旧、建替えなど

元々の権利関係があらわになる厳しい局面を迎えつつあります。 

●近隣の八団地連絡協議会の中ではエステート鶴牧 4・5、今回貴重な情報をいただい

たエステート聖ヶ丘-3、その他永山ハイツ等が規約改正を完了しています。 

●当団地でも、将来の禍根を除き、基礎を固める意味で、国土交通省の標準管理規約を

モデルとして、条項を当団地に適応させるべく討議し、噛み砕いていこうとしている訳

です。  

本記事は、エステート聖ヶ丘-3 団地管理組合のご厚意で提供していただいた「規約整備

委員会広報」No.1（2010-11-15）を参考に作成しました。 
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