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平成２５年（２０１３年）1月号       グリーンメゾン鶴牧 3住宅管理組合ニュース  

新年あけましておめでとうございます。 

 日頃より管理組合の活動にご理解、ご協力を頂き厚くお礼申しあげます。 

これからも皆様方のお知恵をお借りして、団地内の交流を深め、住みよい住環境

を維持していくことが肝要かと思います。新年を迎え理事、監事一同気持ちも新た

に、組合活動に取り組んでまいります。 

 本年も変わらずご支援の程お願い申しあげます。 

                   平成 24年度管理組合役員一同 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36１ 

お知らせとお願い 

★小さなお子さんをお持ちのお母さんの交流の集いを募集します。 

当団地も若い世代の居住者が増えてきました。その為、団地内の交流をより

一層深めるため、小さなお子さんをお持ちのお母さんたちの交流の場を設けた

いと思います。一緒にお茶を飲みながら自由におしゃべりして親睦を深めてみ

ませんか。参加くださる方は管理事務所までご連絡ください。（Tel 373-7101） 

★リフォームマニュアルを改訂しました。 

   すでにホームページにて公開しているリフォームマニュアルを改訂いたしま

した。最新版の閲覧は管理事務所まで。なお、ホームページでも最新版を掲載

しております。（http://gm3tsurumaki.jimdo.com） 

★災害時対応マニュアルが完成しました。 

 内容を検討してきました災害時対応マニュアルが完成いたしましたのでホー

ムページに掲載します。なお、配布については後日ご案内いたします。 

★平成25年度の役員公募のお知らせ。 

立候補される方は、平成 25 年 1 月 18 日（金）までに管理事務所へご連絡く

ださい。役員の職務分担表は別途掲載しています。 

★喫煙マナーを守りましょう。 

   5号棟階段下の通路に、しばしばタバコの吸い殻が捨てられています。タバコ

のポイ捨ては極めて危険であり、近隣の迷惑となる行為は止めましょう。 

http://gm3tsurumaki.jimdo.com/
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理事会報告 

・第10回理事会（定例） 

日 時：平成24年12月15日（土）19時00分～23時00分 

場 所：集会所大会議室 

【理事長より】 

1．平成24年を振り返って 

  ・今年度3号議案の業務計画は順次成果をあげており皆様の努力に感謝したい。 

 ・給水施設改修工事も順調に進捗し、総合試験、消防署立会試験にも合格してい

る。 

  ・会計処理については、会計帳簿チェック特別委員会から11月25日に答申をいた

だいた。管理組合運営に対する多大な貢献であり深謝する。引き続き答申内容

を反映した会計マニュアルの早期完成をお願いしている。また、過去の経緯も

明らかにする必要があり、引き続きチェックをお願いしているが、新たな問題

が発見されたとの報告があり調査をお願いしている。 

 ・業者との契約内容と実施結果の対比も、副理事長中心に徹底したチェックを実

施している。引き続き適正に実施されるようチェックを続ける必要がある。 

2．住民説明会について 

  来年度業務計画、予算案に関係した重点施策について、事前に組合員、住民の皆

さまに説明して納得しておいていただく必要がある。来年2月末までに説明会を実

施したい。 

【副理事長より】 

1．第30回通常総会に関連した予定とお願い 

  ①通常総会議案書原稿作成と準備について 

  ・24年度業務計画に基づいて、全体報告及び各業務担当報告原稿を1月末までに

お願いしたい。 

  ・決算報告については経理理事を中心に複数の理事がチームを作って、2月まで

の予算執行見通しと、実績が一致するよう精度を上げる必要がある。 

  ・25年度業務計画については、長期修繕、植栽、防災、高齢化対応、規約改正等

費用の掛る項目をどうするか、組合員の関心の高い項目を考慮して理事長中心

に重点方針を決めたい。 

  ・25年度予算案については、業者との契約のほとんどは2月～3月に年間契約を締

結している。仕様書を明確にして相見積もりを取ること、随意の場合でも費用

項目毎に根拠となる説明を求めて十分な査定を行うこと、必ず複数の理事が対

応することをお願いする。 

  ・25年度予算案の素案は1月定例理事会提出、1月末臨時理事会で審議をお願いす

る。 

  ②新理事候補選出と理事会出席について 

   「つるまき」1月号で新理事候補を正式に募集し、1月理事会で候補者リストを

確認する。1月末に予定する臨時理事会または2月理事会からオブザーバーとして
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出席をお願いする予定である。 

  ③次期理事会引継ぎについて 

   担当理事間だけの引継ぎでなく、３役を含め縦横で情報を共有する形で引継ぎ

に万全を期したい。また引継書についてもマニュアル化を図りたい。 

2．JS関係打合せ報告（３役、関係理事、JS東京支社責任者、多摩支店長等） 

  ①長期修繕再シミュレーション依頼（11月27日） 

   現在の消費税5%を10%にした時、棟別積立金がどのようになるか再シミュレー

ションをお願いした。※再シミュレーション結果は建築理事から報告する。 

  ②トータル会計システム（11月27日） 

   会計帳簿チェック委員会作成事例集（未完）を渡し、会計処理マニュアルに反

映していただくことにした。 

  ③JS契約内容確認（11月29日） 

   契約事項が適正に執行されているかを確認し、住民に対する応対、理事会に日

報を毎日報告するなど改善を要望した。 

  ④給排水管工事（11月30日） 

   タウンハウス鶴牧４の排水管工事（今年7月～11月に実施。中層棟2棟48戸、約

3千万円）は組合員の同意を得ながら進めたが、理事会は居住者の対応に困難

を極めたと八団地連絡協議会で報告されている。当団地の給排水管はタウンハ

ウス鶴牧４と同じ構造で横管が階下室の天井に配置されており、築年数もほぼ

同じである。当団地でも近い内に工事が必要かどうか、来年度サンプリング調

査が必要との見解がJSから示された。 

 3．シルバー業務委託契約打合せ（12月6日、３役、多摩市シルバー人材センター主

事）契約内容について実施状況の説明を求めた。一部事項について別途回答をい

ただくことにした。 

【総務担当理事より】 

1．規約改正委員会報告 

   12月1日に第3回規約改正委員会を開催し、「つるまき」1月号原稿執筆を藤井

委員にお願いした。前回12月号と同様、エステート聖ヶ丘３からいただいた資料

をもとに作成する。  

2．規約改正勉強会報告 

   12月7日に、JSからマンション管理士の親泊氏を招いて理事、規約改正委員の

勉強会を開いた。規約を改正する場合、住民に対して改正案が最良の方法である

との説明ができなければならない。外部の専門家を入れて改正する場合、通常総

会で改正方針を決議後、委員会開催、改正案作成、住民説明会を経て、年度内に

臨時総会で改正することは可能である。 

3．八団地連絡協議会報告 

   12月8日、エステート鶴牧４・５で協議会が開催された。主な内容は以下の通

りである。 

  ・前回関心を集めたタウンハウス鶴牧－４実施の雑排水管工事に関連して、各団

地の計画、予定等の報告があった。引き続き情報交換して当団地の工事に備え

る必要がある。 

・今後園芸費増大が見込まれる中で、各団地予算に占める園芸費の割合等が報告
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された。幾つかの団地では3割程度掛っている。その他、業者の選定、発注方

法、ボランティア活動、委員会権限等報告された。 

4．住民説明会開催方針について 

 理事長報告の通り、第30回通常総会に提案を予定している重点施策について、来

年2月下旬に住民説明会を開催する。日時および説明する施策は次回理事会で決定

するが、以下の項目を想定している。 

 ・規約改正の必要性と予算計上 

 ・新マンション保険への切り替えと予算計上 

 ・居住者名簿更新の必要性と年度内整備 

 ・防災業務計画案 

 ・長期修繕再シミュレーション結果報告 

【経理担当理事より】 

１．組合費会計決算見通しについて 

   11月度の収支月別集計表を反映した組合費会計決算見通しを作成した。残りの

12月～3月の4ヶ月想定は各担当理事からの予想を入れている。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。全体としては約1,900万円の一

般会計予算に対して、約1,800万円程度の見通しである。 

2．会計帳簿チェック特別委員会答申について 

   理事会が会計帳簿チェック特別委員会に諮問していた「トータル会計システム

が正常に機能しているか検証する」に対して、11月25日に委員会から答申書が提

出され、検証結果が報告された。 

   検証作業で明らかになった問題点を指摘、解明しその改善提案を行った。 

改善提案として 

  ・理事会がJSに正確な入力に全力を注入させるため、6項目の改善策を示して業

務体制改善を要請する。 

  ・データ入力のための「経理マニュアル」は、特別委員会がJSと共同で作成作業

を進めており、追って理事会に提出する。 

委員会答申を踏まえて、JSへの業務体制改善、正確な入力要請について理事会

が対応する。 

【管財・集会所担当理事より】 

1．倉庫収納品及び管理事務所備品について、11月21日、関係理事の協力を得て調

査した。 

 2．「つるまき」9月号で参加をお願いした「若いお母さん達の集まり」は、秋祭り

に協力されたお母さん方に呼び掛けて開始したい。 

【施設・防災担当理事より】 

1．11月18日（日）に防災訓練を実施した。その時、市から提供されたアルファ米3

箱及び乾パンは同日の秋祭りで配布した。 

 2．災害時対応マニュアルが完成した。ホームページにアップロードする。 

 3．防災関係者に呼びかけて懇談会を開催し、災害時対応マニュアルを配布する予

定である。 
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【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月下旬から開始した工事は無事完了し、12月21日（金）に引き渡される。 

2．長期修繕再シミュレーション結果について 

  12月14日（金）JSから長期修繕再シミュレーション結果の報告書を受け取った。

これから内容を精査する。 

前回は平成22年度シミュレーションに対し、今回は平成25年度を初年度として

消費税10%を盛り込んだ結果、前回は2棟が一時的にショートしていたのが、今回

は合わせて7棟が一時的にショートする結果となっている。前提として工事時期、

工事内容は一律で、費用は余裕を持たせている為、実際の工事では不足が解消さ

れることが予想されるが、組合員に現状での見通しを説明する必要がある。今後、

棟ごとの状態を判断して長期修繕計画を具体化すると共に棟別積立金の水準に

ついても議論しなければならないだろう。詳細は来年2月末開催予定の住民説明

会で説明するつもりである 

3．長期修繕委員会でリフォームマニュアルを改定した。ホームページにアップロ

ードする。 

4．その他 

  8号棟と9号棟の間の排水管留め金具の不具合について対応する。 

【環境・ごみ担当理事より】 

 1．年末の大掃除を12月9日（日）実施した。当日は寒い中、多くの方々にご参加い

ただきました。ありがとうございました。 

 2．5号棟の階段下にたばこの吸い殻が常習的にポイ捨てされている。広報で注意を

促すことにした。 

 3．ごみ袋、廃棄シール購入の手続きを改善し、ルール化して来年度に引継ぐ。 

  改善点としては、廃棄シールは毎回購入しないで、想定必要枚数分まとめて購入

し不法廃棄時に消費を記録する。 

【広報担当理事より】 

1．ホームページ運用規定 

   12月 8日（土）に開催した IT委員会でホームページ運用規定をまとめた。

本規定は継続審議とし、第 5条のメールによる問合せ対応を窓口対応の一環と

する旨の修正をしたうえで次回理事会にて決定する。 

2．管理事務所 PCデータについて 

   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。 

 

特別委員会報告 

【長期修繕委員会】 

  12月8日（土）に第6回長期修繕委員会を開催した。審議内容としては 
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1．高層棟給水施設改修工事の経過報告 

  工事は工程表通り順調に進んでいる。12月10日に総合試運転を実施した。 

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の修正

箇所の再確認を実施し特に訂正なし。後日理事会承認後、改訂版をホームページ

に掲載し居住者に周知する予定。 

【高齢化対応委員会】 

1．委員の退任 

高齢化対応委員会発足から委員を勤めておられた5号棟の方が12月末に引っ

越された。5 号棟の方は現役世代の立場から高齢者に対して何が出来るかなど

いろいろな提言をされた。又仏教家として 5回ほど講演をお願いした。奥様に

も秋祭りなどでお母さん方のまとめ役としてご活躍いただいた。たいへん残念

だが引越し先が近くなのでこれからもご協力いただけると思っている。 

2．高層棟居住の高齢者の安否確認 

高齢化対応委員会と理事会は 12月 7日（金）の地震の際、高層棟に住む一人

暮らしの女性を中心に電話等で安否を確認した。これは｢防災連絡網｣を動かす

ほどではないが強い揺れに不安を感じておられることと考え連絡を取ったので

ある。そこで高齢化対応委員会として今後は高層棟に住む一人暮らしの女性や

要介護の方をピックアップし「防災連絡網」とは別に強い揺れのときは連絡を

取ることに決めた。 

3．12月 8日の高齢化対応委員会 

・ 予算の支出状況の承認 

・ 秋祭りの反省 

・ 安全確認マグネットの制作 

近日中にデザインが出来るので委員会で検討する。配布等は来年になる見込

み。 

・ 高層棟居住の高齢者の安否確認 （前項 2） 

【植栽管理委員会】 

「緑の会」では、12 月は、あじさいの根元の整備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。 

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。2

月の活動は、2月 16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。 

【IT 委員会】 

12月8日（土）第４回IT委員会を開催した。議題としてはホームページの運用

に関する規定及び管理事務所にあるパソコンのデータバックアップについて審

議した。 

  1. ホームページの運用規定の制定について 

    テスト版ホームページを運用して６ケ月が経過した。ここで運用規定を制定
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し体制を明確にする必要があり、その為、素案を作成し委員会で精査し理事会

に諮ることに決定した。 

2. 管理事務所にあるPCデータのバックアップについて 

  送受信メール及びPCに格納されているドキュメントのすべてを外付けハー

ドディスクを購入しバックアップをすることを決定した。 

 

平成 25年度の役員立候補者募集 ‼ 

立候補される方は、平成25年1月18日（金）までに管理組合事務所へご連絡くだ

さい。ご参考までに「管理組合役員の職務分担表」を掲載しておきますのでご参照

ください。なお、１、２号棟の役員はそれぞれ2名、他の号棟はそれぞれ1名です。 

 

 

管理組合役員の職務分担表 

 

組合業務を円滑に運営するために職務を大まかに区分し、各役員が分担する職

務を定めたものであり、実際の活動に当たっては、各役員が相互に協力するこ

ととします。 

 

担    当 職    務 

理事長 組合代表 

副理事長 
理事長補佐 

長期修繕委員会委員長 

総  務 
業務全般の運営・総括 

規約改正委員会委員長 

経  理 
予算・決算 

資金管理委員会委員長 

管財・集会所 共有財産管理・集会所の管理 

施設・防災 
給排水・各種施設などの管理・ 

運営、防災関連 

建   築 共有部分管理・長期修繕計画 

植裁 
植栽管理 

植栽管理委員会委員長 

環境・ごみ ごみ処理・団地環境保全 

駐車場 駐車場運営・管理 

広   報 
広報誌編集発行、総会議案書作成 

ホームページ維持管理、IT委員会委員長 

監   事 財産状況及び業務執行の監査 
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「連載コラム③」 

グリーンメゾン鶴牧‐３の作成予定の新規約の位置付け 

住宅都市整備公団
作成

国土交通省
作成

区分所有法

昭和37年4月4日法律第69号

何度も改正されている
最終改正：平成23年6月24日法律74号

ＧＭ鶴牧‐３
作成予定

強行規定

任意規定
標準管理規約に
準拠

明確化のため
強行規定を含む
ことができる

協定は細則に
統合する

細則を充実させ
運営の指針と
なるようにする

任意規定は団地
独自の条件を
考慮して決める

現
行
規
約

標
準
管
理
規
約

協
定

細
則

細　

則

新　

規　

約

 

◆区分所有法の強行規定 

法律の定めたことと異なる規定を設けることはできない部分 

例：３１条（規約の設定、変更及び廃止） 

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各４分の３以上の多数に

よる集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一

部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければな

らない。 

◆別段規定、任意規定 

法律によって「別段の定めができる」とされている条項については、規約で別の

規定を定めることができる。また法律に特に定めがない部分は任意に規約で設定す

ることができる 

例：３０条（規約事項） 

建物またはその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間

の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 

任意規定の例 

役員の任期、選任方法、管理費等の徴収方法、会計処理、共用部分の用途、運営

方法 

 

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頂いた「規約

整備委員会作成 規約整備の方針案の説明 Ⅳ．規約はどのように変わるのか」（平成

22年１１月 28日）を参考に作成しました。 


