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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 3月号の内容 □ 

 

１．お知らせとお願い 

２．理事会報告 

３．担当理事からのお知らせ  

４．特別委員会報告 

５．その他お知らせ 

６．共用部分の火災保険（新マンション総合保険）加入の必要性について 

７．「災害時に援護が必要な方」の個別資料提出のお願い 

             お知らせとお願い 

 

☆ 高層棟給水施設改修計画に関する住民説明会を 3月 18日（日）14:00～16:00 集会場

大会議室にて開催致します。１,2号棟住民の方が対象ですが、他の号棟からのご参加

も歓迎します。 

 

☆ 「共用部分の火災保険（新マンション総合保険）加入の必要性について」を掲載致しま

した。皆様の現在保険加入がご不明の場合は、有無の確認連絡先を記載しておりますの

で、これを期にご確認をお願いいたします。 

 

☆ 「災害時に援護が必要な方」の個別資料提出のお願いを掲載致しました。災害時に手助

けが必要と思われる方は、ぜひ登録していただきたくご案内申しあげます。以前申し込

まれていた方も再度ご提出いただきますよう、よろしくお願いします。 
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理事会報告 

第11回理事会 

平成 24年 2月 28日（土）午後 7時～午後 9時 45分 

場所：管理事務所集会場 

 

1. 特別委員会報告 

 

高齢者対応委員会 

・平成 24年度活動計画の検討 

① 要支援者に対するサポート役選出（災害時および古新聞出しなどの支援）について

は、棟別選任および支援者への謝礼など課題も多く検討を先に送る。 

② 基本的に今年度行事を継続実施する。 

 

長期修繕委員会 

① 高層棟給水施設改修計画は委員会提案方式（日立インバータ圧送給水システム機

器・ポンプ内面エポキシ塗装）の採用と非常用発電機の設置も併せて 3月開催の住

民説明会に向けて準備する。 

② 建設中マンション（有楽土地（株）施工主）による電波障害についてホーチキ（株）

との話し合いで「建築工事自体が“東京都中高層建築物の建設に係る紛争の予防と

調整に関する条例”に基づいて進めており、障害が発生していない段階で捺印書類

を提出する事は難しい」との返答を受け、現状のＴＶ電波受信状況をビデオにして

ホーチキ（株）に渡し、現状確認を得ておく事にする。 

③ 3,4,5 号棟に面した中庭のタイル破損は子供の遊び場の危険防止のため緊急避難的

に修理する事とし、ＪＳと交渉の上、実施の予定。（本格工事は外周道路工事時に

併せて計画する。） 

 

資金管理委員会 

① 預金先の平準化策と継続的検討および、その実施 

② 消防施設保守費の仕分けは棟別に振り分ける。 

③ 翌月払い（25日以降の支払い）となる処理ルールは、「未払い金」計上で処理 

④ 法面草取り外注に伴う予算は「修繕積立金会計」とする。 

⑤ 「一般会計：営繕費」と「特別会計：修繕積立」との相違について 

 

ＩＴ委員会 

① 業務引継（主に理事関係）方法の確認 

② 集会所ＰＣおよびペーパー配信の確認 

③ 次年度に電子化の調査を行う。 
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2. 植栽関連報告 

① 本年度松村園芸への外注分作業終了。 

中央広場の伐採と植樹、法面樹木管理および植生ブロックツツジ補植 

② 緑の会活動（2/18）枯れ木、危険木および河津サクラの移植作業 

③ 24年度予算案は本年度予算を目途に再度調整する。 

④ 多摩市への法面の放射線量測定要望について多摩市緑と環境課より回答があった。 

市は私有地の測定は行っておらず、公的地区約５００カ所を測定しており、近似点

を参考にしてほしいとのこと。データから「鶴牧３丁目バス停植え込みおよび多摩

市図書館植え込み共に 0.07μ㏜ ～ 0.10μ㏜であり」問題はないと考える。（多

摩市ＨＰ参照） 

また、北法面歩道沿いの街路灯設置要望に対し、多摩市都市環境部道路交通課から

「本件の道路は幅員１２ｍの両側歩道に整備された道路でまた、２００Ｗの水銀灯

が設置されて高い水準に整備されており増設の検討は行わない」との回答を得る。 

 

3. 駐車場関連報告 

① 放置されていたオートバイは組合の経費負担（￥1,000）で業者を通じ処分した。 

 

4. 施設・防災関連報告 

① 鶴牧-3災害防災マニュアル（組織対応）原案作成 

問題は災害時支援者の不足で当団地の場合約２６名程度が必要となるが、現状は 

８名と少なく前、現理事および長期修繕、高齢化対応各委員会メンバーの協力が要

望される。  

② 春の火災予防運動（３月１日～７日） 

③ 平成２４年度外灯点検（アヴァンツルマキ）について ２回/週の要望があるが、

当面は将来ＬＥＤ照明の設置を考慮して現行（１回/週）通りとする。 

 

5. 広報関連報告 

① 引継シートの整備と資料の電子ファイル対応を検討。 

 

6. 経理関連報告 

① 本年度収支予測 

棟別修繕積立金の１,２号棟震災補修工事による予算超過以外は特に問題なし。 

② 本年度予算残額割り当て ― チェーンソー、バキューム掃除機、リソグラフ用排

紙台を手当する。 

③ ２４年度予算追加想定事項 

・清掃費⇒要員の報酬単価上昇に伴う金額Ｕｐ 

・会計事務費⇒トータル会計導入に伴う金額Ｕｐ 

・消防設備保守費⇒連結送水管耐圧試験の実施（３年毎実施） 

・建物設備調査⇒法定特殊法定建築設備調査の実施（３年毎実施） 

・植栽関連⇒倒木事故対応予算の新設 

・高層棟給水施設改修費―１,２号棟 
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7. 環境・ゴミ関連報告 

① 団地入り口取り付け道路の溝部清掃時に２～４名の手伝い人数要請あり。 

 （シルバー人材と共同作業 ：日時未定） 

② バキューム掃除機（シルバー人材使用）を今年度予算から購入する。 

③ 北側ソーラー式簡易街路灯設置－機器入手を植野氏に依頼中 

 

8. 管財・集会所関連報告 

① 1,２号棟内倉庫整理と収納品一覧を作成 

 （出来るだけ使用部門ごとに纏め整理のこと） 

② 新マンション総合保険に対する組合員の意識啓蒙のため 3月号「つるまき」に案内

文を掲載。 

③ リソグラフ用排紙台を今年度予算から購入する。 

④ 椅子 20脚の貸し出し（3月 24日～25日：タウンハウス落合５組合） 

 

9. その他 

① 組合費など長期滞納者へ「催告書」を送付する。 

② 新年度理事候補  (敬称略・カッコ内は過去の担当履歴) 

1号棟： 1-1003 大野畝太（Ｈ３施設・防災）  1-1104 長内義文 

２号棟： 2-903 河合洋一（Ｈ７建築）  2-1001 中原喜一郎（Ｈ2施設・防災） 

３号棟： 3-503 中野啓一  

４号棟： 4-202 斉藤隆夫（Ｈ19管財・集会所） 

５号棟： 5-404 橋本知幸 

６号棟： 6-303 山田 守（Ｓ62副理事長・Ｈ12駐車場） 

７号棟： 7-402 垂井禧武（Ｓ60駐車場） 

８号棟： 8-302 国沢 勝（Ｈ９環境・ゴミ） 

９号棟： 9-301 石井新江（Ｈ13管財・集会所） 

１０号棟：10-103 平田耕三 

 

③ ８団地連絡協議会（２月１１日：グリーンメゾン鶴牧３） 

④ 規約集－平成 5年発行の現行「規約集」を平成 18年度までに承認された。 

 細則等を加え、巻末の「団地生活の手引き」を修正のうえ「増補改訂版」として 

 作成する。 
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担当理事からのお知らせ 

 

【建築担当理事より】 

 

高層棟給水施設改修計画に関する住民説明会開催について 

 

高層棟（1・2 号棟）給水施設は、当グリーンメゾン鶴牧３の築後 30年近くにわたって稼 

働してきましたが、下記理由からこの際、新しいシステムとの交換を検討することになり 

ました。 

１．保守部品が平成 24年度で製造中止となるため、交換できない部品は、摩耗故障に 

  より制御不能となり、万が一断水になる恐れがあります。 

２．JS(日本総合住生活株式会社)に委託し定期的に点検、修理を行っておりますが、 

昨年末システムの一部に不具合が発見され現在応急処置でしのいでいます。 

 

そこで次年度中に新システムを導入する方向で長期修繕委員会のご協力をいただいて 

新システムの検討をかさねてまいりました。 

このたび、下記要領にて 1・2号棟の居住者の皆様を対象にして説明会を開催する運び 

となりました。 

お忙しい中、恐縮ですが万障お繰り合わせの上、ご出席くださるようご案内申し上げます。 

 

日時：3月 18日 (日)   14:00 ～16:00 

場所：集会所・大会議室 

 

（なお、この説明会は主に 1・2号棟の皆様を対象にしておりますが、他の棟の居住者 

の皆様も参加していただけますことを追記します） 

                                      

 

【植栽担当から】 

 

１．今月の植栽整備について 

① 松村園芸外注分 

 1月 21日から 28日にかけて、大規模法面整備の一環として、中央広場の常緑樹伐採、

落葉樹植樹、シンボルツリーの植樹、そして法面の倒木危険樹木や過密部分樹木の伐採

を実施しました。これで、今年度の年間緑地管理、大規模法面整備がすべて終了しまし

た。 

② 植栽管理委員会、緑の会の作業分 

  立ち枯れ木の伐採、低花木の補植、そして、次年度の整備へとつながる法面の間伐候

補の洗い出しや法面草刈り外注に向けての準備作業など、緊密な連携の下、順次実施し

ています。 
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２．来年度の予算案について 

 ①「法面草取り外注費 17.6万円」は特別会計枠にする。 

  次年度の 7月一斉草取りは、法面は業者に、住民は居住区のみとなります。 

② チェーンソー（約 6万円）は今年度に購入する。 

 ③「倒木事故対応」として「園芸費・予備」に 35万円を計上する。 

  昨年は、2月に降雪で、9月に台風で倒木があり、予定外の出費がありました。 

  このように処置したうえで、「園芸費・一般」「園芸費・予備」を昨年並みに調整するこ

とになりました。 

 

３．要望に対する市からの回答について 

 ① 法面の放射線レベル測定について 

 「市では私有地内の測定はしていない。主に公共施設を中心に、500 か所ほど測定して

いる。落ち葉だまりなどの測定もしている。近くの、条件の合った場所での測定値を

参考にしてほしい。」と市から回答がありました。 

   多摩市ホームページのデータを検索すれば、一本杉公園、西落合小学校、多摩市図書

館、鶴牧 3丁目バス停いちょう橋下などの落ち葉だまりや植え込みなどでは、時間当

たり 0.07～0.09マイクロシーベルトでした。環境庁の除染の基準は、「地上 1mの高さ

で、毎時 0.23マイクロシーベルト」ですから、充分に低い値です。 

      

 ② 北法面歩道沿いへの街路灯設置について 

  市から、「本件の道路は、幅員１２ｍの両側歩道に整備された道路で、街路灯も 

２００Ｗの水銀灯が設置されており、通常の生活道路と比べると、高い水準に整備され

た道路となりますので、街路灯の増設についての検討は行なっておりません」と回答が

ありました。なお、街路灯の光を遮っている街路樹のサクラの剪定は検討しているとの

事でした。 
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特別委員会報告 

 

【高齢化対応委員会】 

 

①高齢化対応委員会を 2月 5日に開催しました。 

 ◎現在までの予算の執行状況を承認 

 ◎来年度の活動方針について検討を行いました。 

 ・参加者を増やしていくのにどうしたら良いか。 

 ・高齢者のための住民同士の手助けの方法。 

・ 連絡網のブランチをもっと活用する。など 

 

②健康講座を 2月 15日に開催しました。 

 参加者は 15 人。多摩丘陵病院副院長の野瀬先生がパワーポイントを使って「頭痛がど

うして起こるか、その治療方法は」などについてお話をして頂きました。 

 参加した本人や家族の健康問題についての質問があり有意義な 2 時間となりました。 

健康講座は来年度も続けていきたいと考えております。 

 

 

【緑の会】 

 

・ 2月は、5号棟南の枯れたハナミズキの伐採と北法面の枯れた松の伐採を実施しました。  

寒い中、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。 

・ 3月の活動は、3月 4日（第 1日曜日）と 3月 1７日（第 3土曜日）の２回を予定して

います。集会所前広場奥の林の整備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。 

 

 

 

その他お知らせ 

 

1、2号棟の月に 1回のエントランス掃除による水濡れについて、清掃用の掃除機の検討 

等専門店での意見を聞いておりましたが、専門的な高価な機器でないと効果が表れない 

との事で、手作業用の用具のほうが確実で効率的という事でした。 

新規にキーパー2本と水取りゴミ入れを購入しました。 

これらにてシルバーさんに丁寧に作業して頂いておりますが、完全に乾かす事は 

 出来ませんので、清掃後の通行にはご注意お願い致します。 

 

 

 

 



  

8 

 

共用部分の火災保険（新マンション総合保険）加入の必要性について 

 

東日本大震災発生後１年を経過し､最近首都圏直下型地震の発生が予測される中、当団地

も築 30年近くを経過しその対策が必要となって参りました。 

分譲当初､住宅・都市整備公団の割賦金制度を利用して住宅を購入された方は｢住宅・都

市整備公団分譲住宅等特約火災保険｣（現 都市再生機構）に加入を義務付けられており、

この保険は専有部分及び共用部分の両方を保険の対象に含むものとなっておりました。 

その後、居住者の入れ替わりにより新たに入居された方は、共用部分への火災保険には

加入されていないのが現状です（備考１参照）。この状況を解消し、団地全体を対象にした

共用部分の火災保険に加入するには、現在加入されている共有部分の契約を解除する必要

があります（専有部分については継続）。 

2009 年 6 月１日以降｢マンション管理組合において共用部分を補償する保険に加入する

場合に限り償還中であっても､補償範囲を専有部分に限定することを可能とする」制度改定

が行われました。これにより現在､特約火災保険を継続されている方は保険の目的から共用

部分を削除（解約）することが可能となりました。すなわち、管理組合で共有部分に一括

加入して専有部分のみ個人加入とすることが可能となりました。 

当団地においては、今後年々共用部分への保険加入戸数は減少し､数年後（平成 31 年）

には特約火災保険の期限を迎え、全戸無保険状態になることが想定されます。 

今後の進め方ついては、アンケート調査などを通じて皆様のご意見をいただきたいと思

っておりますのでご協力をお願い申し上げます。 

 

（備考） 

１．当団地の火災保険加入状況(平成 23年 11月現在） 

共用部分保険加入率 54％（保険加入戸数 134戸、無保険戸数 112戸） 

２．組合員各位の現在保険加入の有無の確認連絡先 

東京海上日動 お客様サポートセンター 

ＴＥＬ 0120－833－989（平日 9:00－17:00） 

※内容不案内の方は上記連絡先にてぜひご確認ください。 
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「災害時に援護が必要な方」の個別資料提出のお願い 

 

1 年前に「災害時に手助けを必要とする方の個人資料」を提出していただきましたが、

要援護者（高齢者、乳幼児、外国の方など）は１年を経過すると状況が変わっていると思

われます。今後想定される大地震にそなえ、管理組合の災害時の活動として、災害時要援

護者の把握をし、住民相互の応援体制で、被害の軽減を図ることが大事であると考えます。 

以上のような主旨から、災害時に手助けが必要と思われる方は、ぜひ登録していただき

たく、ご案内申しあげます。以前申し込まれていた方も再度ご提出いただきますよう、よ

ろしくお願いします。 

なお、提出していただいた資料については、プライバシーに深く関わる個人情報である

ため、理事長が情報管理に万全の注意を払い厳重に保管し、災害時における要援護者の救

援対策の一環としてのみ使用するものであり、本目的以外の使用や公表はいたしません。 

 

※ 個人資料は一人につき一枚記入して下さい。複数枚必要な方は、管理事務所に取り

に来ていただくか、コピーしてご使用下さい。 

※ 次ページの「災害時に手助けを必要とする方の個人資料」と「受領書」を一緒に切
．

り取らずに
．．．．．

4月 28日（木）までに管理事務所ポストへ投函して下さい。後日受領書

を送付させていただきます。 
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災害時に手助けを必要とする方の個人資料 

号棟 部屋番号 ふりがな  

男・女 

 

歳 名 前 

緊急連絡先 

① 

名前 続柄 電話番号 

緊急連絡

先 

② 

名前 続柄 電話番号 

□高齢世帯    □一人暮らし 

□病気・持病（病名        ） 

□乳幼児がいる 

□体が不自由（           ） 

□移動手段が必要（         ） 

□その他（             ） 

その他留意事項（支援して欲しい内容、病院等の連絡先、必要な機器・用具等） 

□多摩消防署への登録を希望する（登録者が救急車の出動を要請した場合よりスムース

な対応がとれるそうです。登録希望者には後日消防署から連絡があり、訪問したのち情

報システム登録書を作成いたします。） 

□にレ点を入れて下さい。その他留意事項はご自由にご記入下さい。 

 

 

 

「災害時に手助けを必要とする方の個人資料」受領書 

 

「災害時に手助けを必要とする方の個人資料」一通を確かに受領いたしました。この資料

は、災害時等の緊急対策以外には一切使用いたしません。 

 

平成 24年  月  日 

 

 

   号棟                     様  

 

グリーンメゾン鶴牧－3住宅管理組合 

理事長 藤井  亀  ○印 

 

 


