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平成２３年（２０１１年）7月号           グリーンメゾン鶴牧 3住宅管理組合ニュース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 7月号の内容 □ 

 

１．管理組合からの重要なお知らせ 

２．理事会報告 

３．担当理事よりお知らせ 

４．特別委員会報告 

５．第 28回通常総会議事録要約 

６．その他のお知らせ 

７．駐車場ローテーション実施要領 

８．駐車場ローテーション申込書 

343 

お 知 ら せ 

 

★ 駐車場ローテーションは、７月２４日（日）です。 

今回はバイクのローテーションも行います。 

 

★ 第２回一斉草取りは、７月１０日（日）９：００～１０：３０に行います。 

当日雨天の場合は、７月１７日（日）に延期されます。 
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理事会報告 

 

第 2回理事会 

日時：平成２３年６月４日（土）午後７時～９時１０分  

場所：管理事務所集会場 

 

１．特別委員会委員の申請者確認 

 

２．植栽関連 

  「10号棟生垣植え替え」、「8～10号棟北側の枯れ木伐採」は6月10日実施しました。 

  

第3回理事会 

日時：平成２３年６月１８日（土）午後７時～午後９時００分  

場所：管理事務所集会場 

 

1．特別委員会からの報告より 

①高齢化対応委員会（６月５日開催） 

・ 災害時は移動可能な委員及び理事は管理事務所に集合して対応 

・ 災害時用備蓄品の準備－飲料水の追加購入等 

②長期修繕委員会（６月１１日開催） 

・ 東日本大震災被害補修工事の早急対応 

③資金管理委員会（６月１８日開催） 

・ トータル会計・取引３銀行の平準化を審議 

  ④ＩＴ委員会（６月１８日開催） 

・ 旧コピー機リース更新の可否（使用状況を調査の上判断する）    

⑤植栽管理委員会（６月１９日開催） 

・ 一斉草取り時の出席人数減に伴い業者の活用を検討、また、草刈機による樹木 

 根元の損傷に注意 

 

２.駐車場関連 

  バイク置き場扉破損は修理を行いました。 

 

３.施設・防災関連 

  秋祭り（消防訓練、ＡＥＤ講習会含む）日程１１月１３日（日） 

  １０：００～１２：００で消防署の講習支援にて進めていきます。 

 

４.建築関連 

  ２号棟玄関ホール水漏れについて専有部分と費用分担を決定し直ちに工事着工でき 

  るよう、対応します。 

 

５.その他 

・ 多摩市自治連合会地域活動助成金申請を行います。 

・ 管理事務所「窓すだれ」を購入しました。 
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担当理事よりお知らせ 

 

【植栽担当理事より】 

 

１． 一斉草取りについて 

今年度第 1回目の一斉草取りと団地交流会は、6月 5日に実施されました。当日は曇り

で強い日差しもなく暑すぎず、まずまずの天気となりました。住民の皆様には一斉草取り

とその後の団地交流会に家族づれでご参加をいただきありがとうございます。 

当日は多摩市清掃デーをかねており、生垣周辺のゴミ拾い清掃などもやっていただき、

皆様のご協力でさっぱりした環境に生まれ変わりました。 

第２回目の一斉草取りは 7月 10 日（日）午前 9 時から予定しています。梅雨末期の時

期で天候が気になりますが、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

２．松村園芸関連 

この 6月に新年度の契約を行いました。緑地管理は年間スケジュールに沿って実施して

います。6月 10日 北法面（8,9,10号棟北側）の枯れた桜 3本伐採 

        10号棟配電盤横、5号棟配電盤横への生垣補植、3号棟生垣補植 

   6月 16日 ツバキ類とサクラ類への薬剤散布 

   6月 28～7月 2日 東・北駐車場下の緑化ブロック内の除草・刈り込み、 

           低木刈り込み、中木手入れを予定 

 

３．法面の樹木の伐採について 

6月 10日に北法面の枯れた桜の伐採を行いました。特に 8号棟北側の桜は２，３年前か

ら要望が出ていたもので実施が延び延びになっていました。昨秋からは折れた枝が引っ掛

かっており、放置すれば台風などでさらに大きな枝が折れ階段の手すりを壊したり、通行

人が怪我する恐れも出てきました。それで、居住棟近くの枯れた桜の伐採を早急に実施し

たものです。 

樹木の伐採には立ち枯れ木、歩道沿いの倒木の危険のある樹、過密に繁茂している樹木

の間伐などがあり、その伐採方針についてまとめた「シンボルゾーンの整備と法面整備の

方向性について」は昨年 11月に全戸配布し、住民説明会でもご説明してあります。 

ご理解のほどお願いいたします。 

 

４． 一斉草取り時の草刈機使用上の注意 

6月 10日に 3号棟後ろ、道路側の生垣（カナメモチ）の補植を行いました。これは１～

２年前に植えたばかりの低木ですが、草刈機の刃(ビニール紐)で根元が傷つけられ枯れて

しまったので植え替えたものです。植物は幹の周囲(樹皮の内側)に水分の導管があり、こ

こが傷つけられると枯れてしまいます。草刈機使用の際には低木の根元に刃（草刈り機 

ビニール紐）をあてないよう注意をお願いします。 

 

【管材・集会所担当理事より】 

 

 平成 23年度施設賠償保険契約（6月 19日より 1年間）を更新しました。 

 （保険会社：東京海上日動火災保険会社、保険料￥244,990） 
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特別委員会報告 

 

【長期修繕委員会】 

 

第１回委員会は、６月１１日（土）に開催され前年度活動報告および今年度活動計画が議

論されました。 

１．公募による委員１２名及び理事委員５名（副理事長、建築、施設・防災、駐車場、経 

  理担当）で構成され、オブザーバーとして、理事長、総務担当理事、広報担当理事を 

  加えて活動を開始しました。 

 

２．大震災被害補修工事については早期実施が必要との意見が出されました 

 

【植栽管理委員会】 

 

第１回委員会は。6月 19日（日）に開催されました。 

１．今年度委員会メンバーの顔合わせと役員改選 

 

２．今年度は昨年度に策定した整備計画「シンボルゾーンの整備および法面整備の方向性 

  について」の実施年にあたります。それらの整備の外注部分は松村園芸に、住民処理 

  部分は緑の会の活動として実施していくことになります。 

 

３．一斉草取りの今後 

  参加者が少なく固定化が心配。特に東法面、北東法面に人数が少ないです。住民の動 

  員には限界があり、夏期の草が茂る時期は外注できないかとの意見が出ました。 

  業者の見積もりを取り、検討することにしました。  

 

【緑の会】   

 

 6 月は、危険樹木の伐採作業とその後始末を行いました。足もとの悪い中、幸いにも大

勢のご参加がありました。ありがとうございました。 

7月の活動は、7月 16日（第 3土曜日）の 1回です。法面の危険樹木の間伐作業とその

後片付け、シャガとトウネズミモチの抜根をしたいと考えています。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。 
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第 28回通常総会議事録要約 

 

5 月 15 日（日）、トムハウス大ホールで開催されました通常総会内容を要約してお知らせ

いたします。 

資格審査結果発表 

会場出席

者 

委任状 書面決議者 有効議決権

数 

欠席 書面未回収 合計 

48 47 141 236 １ 9 246 

（注）つるまき臨時号（5/16発行）に誤りがあり、出席者 49、有効議決権数 237、欠席 0、

を上記の通り訂正 

「組合員及び議決権」の 4分の 3に達しており、通常総会は成立しました。 

 

第１号議案 平成２２年度 管理組合業務報告承認の件 

 井野理事長より議案書に基づき、それぞれの項目ごとに説明がありました主なご意見は  

 下記の通りです 

・ 今後の共用部分の補修等に対する工程計画を示してほしい。 

・ 15年後の長期修繕で費用は大丈夫か。 

・ 第 27回通常総会.4号議案Ⅱ－１－（1）－①（長期修繕計画の見直し）の提示を

受け、検討とあるが、長期修繕計画案はあるのか。 

 

回答：15年間の収支は概ね良好に推移するが、全てが大丈夫とはいえない。大震災が起

こり、状況が変化しているので、絶対大丈夫と言うのは不可能だが、お答えでき

るような手段を取りたい。 

等々、主に大規模修繕に関する質問があり、井野理事長が回答しました 

 

採決は賛成 216、反対 12、棄権 8、で賛成多数で承認されました。 

 

第２号議案 平成２２年度 管理組合決算報告承認の件 

 堀之内経理担当理事より議案書に基づき、それぞれの項目ごとに説明がありました。ま

た松永監事より財産状況及び業務執行状況は適正に処理、執行、されているとの報告が

ありました 

主なご意見は下記の通りです 

・ 管理組合は法令上、拘束予算であり、印刷費の例では、予算超過は違法だ。民間

の執行計画予算とは異なる。 

・ リース料をリース費目で一本化するより、使用目的を明確にできる費目で処理す

べきであり検討されたい。 

 

回答：堀之内経理担当理事よりリース料は支払い手段を表すもので、支出目的を示す

ものではないので該当する目的の費目で処理した。全体的にも目的費目で処理

する方向で行った。 

 

採決は賛成 224、反対 6、棄権 6、で賛成多数で承認されました。 
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第３号議案  平成２３年度管理組合業務計画案承認の件 

 井野理事長より計画案の説明がありました 

 グリーンメゾン鶴牧３管理組合の目的である、安全、安心して暮らせる住環境の整備と、 

 資産価値の維持の観点から、重点業務をハード面とソフト面に分けて、さらに具体的な   

 重点課題を明示して、各担当業務内容及び提案を示し、また、特別委員会に対し活動計 

 画を提案した。                           

 主なご意見は下記の通りです 

・ 計画案Ⅱ－（3）は毎年同様な文言（修繕積立金に関しては…）になっているが、

長期修繕委員会と検討を加え、考え方を示し、一応の結論（目安）を出して頂き

たい。 

・ 実効のある、防災マニュアルを平成 23年度理事会の課題として作成してほしい。 

 

  採決は賛成 217、反対 2、棄権 7、で賛成多数で承認されました。 

 

第４号議案 平成２３年度管理組合予算承認の件 

 堀之内経理担当理事より議案書に基づき、それぞれの項目ごとに説明がありました 

主なご意見は下記の通りです 

・ デジタルカメラの購入は、どのような経緯で行われたか。 

 

回答：故障に伴い、修繕費に比べ新規購入の方が経済的と判断した。 

 

・ 修繕積立金特別会計予算に「法面大規模整備費用」とあるが、伐採を控え、でき

るだけ自然を残し、美的景観を考慮してほしい。 

 

回答：通行及び住居に危険を及ぼす樹木があり、対処したケースもあった。      

   伐採のほとんどは、枯れ木の処理であり、見掛け以上に多かった。 

   ご意見をお持ちの方は、ぜひ、植栽委員会に参加されるようお勧めします。 

 

   採決は賛成 229、反対 0、棄権 7、で賛成多数で承認されました。 

 

第５号議案  平成２３年度管理組合役員承認の件 

 

    拍手多数で承認される。 

 

＊「つるまき 6月号」に第 28回通常総会並びに書面議決で受けた質問事項にも回答してお

ります。 

 

以上、概要を報告いたします。 
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その他のお知らせ 

 

★ 粗大ゴミ等、所定の手続きをして処分をお願いいたします。 

 

ゴミ集積場に粗大ごみが棄てられておりました。また、燃やせないゴミ、燃やせるゴミが  

一緒に指定袋を使用せずに棄てられていました。 

ゴミ置き場前のポスター及び各戸に配布されている「ゴミ・資源の分別ガイド」でもう  

一度分別方法を確認して頂き、それぞれ所定の手続きをして処分をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 不要な自転車は放置せず、すみやかに処分をお願いします。 

 

昨年 9月 3日(金)、9月 4日(土)に自転車の盗難が発生しました。盗難防止には、不要な

自転車を放置せず、普段ご使用の自転車をどこに止めたかを確認しておくことも重要です。

不要な自転車はすみやかに処分をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ集積場に手続きされず投棄されているゴミ 
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★ 路上駐車が多くなってきております。 

 

最近、グリーンメゾン鶴牧内での路上駐車が多くなっております。 

クレーム・事故の発生にもなりますので、来客用駐車場の使用をよろしくお願いします。 

 

下記の利用方法を再度確認の上、使用をお願いいたします。 

 

【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

客用駐車場の御利用をお願いします。 

 また、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いたします。  
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 駐車場ローテーション実施要領  

 

駐車場ローテーションを下記の通り実施いたしますのでご案内申し上げます。駐車場 

ローテーション申込書に記載の上、受付期間中にお申し込み下さい。 

今年度は四輪車と二輪車の実施となります。 

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。 

実施日に出席できない方は、代理の方に抽選・位置指定・車の移動を依頼しておいてく

ださい。 

※ 受付期間内に申し込みのない場合、または駐車料金の未納者は 

契約できませんのでご注意ください。 

※ 駐車位置指定の申し込みは６月に終了しております。 

 

― 記 ― 

[ 申込書受付期間 ]  

 

   平成２３年７月５日（火）～７月１２日（火） 

受付場所：  管理事務所 

  提出書類：  駐車場ローテーション申込書（本紙添付） 

           車検証のコピー(四輪車と 250cc超の二輪車) 

※ 代理依頼をされる方は、代理者名を記入してください。 

 

[ ローテーション実施日時 ] 

 

四輪車 

  日 時   ：  平成２３年７月２４日（日） 

  場 所   ：  管理事務所 

  順位抽選時間：  午前  9:00 ～ 午前 10:00 

  位置選定時間：  午前 10:30 ～ 午前 11:30 

  ２台目駐車場抽選・位置選定： 午後 12:30～ 

 

二輪車 

  日 時   ：  平成２３年７月２４日（日） 

  場 所   ：  管理事務所 

  順位抽選時間：  午前 11:45 ～ 午前 12:00 

  位置選定時間：  午前 12:00 ～ 午前 12:20 

  ２台目駐車場抽選・位置選定： 午後 12:20～ 

 

※ 車の移動は午後１時以降できるだけ速やかに行って下さい。 
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グリーンメゾン鶴牧３住宅管理組合  藤井 理事長 殿 

平成 23年 7月  日  

四輪車駐車場ローテーション申込書 

棟番号 部屋番号 組合員氏名 

 

号棟 

 

号室 

 

 

    車検証のコピーを添えて、申し込みいたします。 

 

 

 

駐車場ローテーション代行委任書 

 

  私         は所用の為、駐車場ローテーション当日参加できません

ので、下記に代行委任いたします。 

  

 

  ○ 代行委任者  氏名              

     連絡先  ：                 

 

  ○ 代行委任者氏名  グリーンメゾン鶴牧３住宅管理組合理事長 

 

     駐車場希望位置：  第一希望            

               第二希望            

               第三希望            

 

※ ご希望はあくまでも参考として承ることをご承知ください。 
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グリーンメゾン鶴牧３住宅管理組合  藤井 理事長 殿 

平成 23年 7月  日  

二輪車駐車場ローテーション申込書 

棟番号 部屋番号 組合員氏名 

 

号棟 

 

号室 

 

登録番号(ﾅﾝﾊﾞｰ)  

排気量 □ 250cc以下   □ 251cc以上 

 

※ 251cc以上の二輪車は、車検証のコピーを添えて申し込んで下さい。 

 

  

 

二輪車駐車場ローテーション代行委任書 

 

  私         は所用のため、二輪車駐車場ローテーション当日参加で

きませんので、下記に代行委任いたします。 

  

 

  ○ 代行委任者  氏名              

     連絡先  ：                 

 

○ 代行委任者氏名  グリーンメゾン鶴牧３住宅管理組合理事長 

 

     駐車場希望位置：  第一希望            

               第二希望            

               第三希望            

 

※ ご希望はあくまでも参考として承ることをご承知ください。 

 


