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お知らせとお願い 

★住民説明会のご案内 

   2月24日（日）13:30～16:30まで集会場会議室おいて「平成25年度

重点項目」の説明会を開催いたします。ぜひご出席ください。なお、詳細は

つるまき臨時号にてご案内いたします。 

★「安全確認マグネットシート」の配布について 

高齢化対応委員会では災害時の安否確認のため、「安全確認マグネットシー

ト」を作成いたします。2 月下旬か 3 月上旬頃に全戸に配布の予定です。使

用方法や配布日程についての詳細は後日ご案内いたします。 

★管理事務所集会所の利用予定表をホームページにアップしました。 

   グリーンメゾン鶴牧３ホームページに 2 月の予定表をアップいたしまし

た。今後、集会所をご利用される方はご参照ください。  

（http://gm3 tsurumaki.jimdo.com） 

★落し物について 

   1月24日（木）夕方集会所前通路から2号棟へ向かう階段付近でカシミ

ヤの帽子が落ちていました、また、2 月 2 日（土）１号棟エントランスに鍵

が落ちていました（写真参照）。お心当たりの方は管理事務所で預かっていま

すのでご照会ください。（Tel 373-7101） 

★ルールの守られていないゴミの廃棄について 

   1 月 30 日（水）7 号棟裏のゴミ置き場に不法に粗大ごみが投棄されてい

ました。不法な投棄は居住者の迷惑になりますので止めましょう。詳細は末

尾に掲載。 

 

http://gm3/
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理事会報告 

・第11回理事会（定例） 

日 時：平成25年1月19日（土）19時00分～22時25分 

場 所：集会所大会議室 

【理事長より】 

1．1月14日（月）は大雪に見舞われ、除雪作業で御苦労いただいた皆様にお礼申し上げる。住

民の皆さまからは色々要望があったように伺っており、大雪対応についてもルール化してお

く必要があると考える。 

2．年度末に向けて総会議案書の基になる審議事項を慎重に検討する為、今月から定例理事会

の他に臨時理事会を開催したい。皆様のご協力をお願いする。 

3．2月24日（日）に住民説明会を開催し、来年度の重点項目を説明し住民の皆さまのご意見を

うかがう。関係理事は準備を進め事案の審議をお願いする。 

4．3月10日（日）に専門委員会委員の方々には、当団地のために貴重な時間を割いて献身的に

尽くして頂きましたので、ささやかな慰労と今後の団地運営についての貴重なご意見を頂く

場を設けたい。 

5．その他 

・高齢化対応委員会から「揺れの激しい地震の折、連絡を取るお宅」（連絡先と連絡担当）リ

ストをいただいた。災害発生時に防災関係者が協力して対応したい。 

 ・「お母さんと子供の会」（仮称）を成功させ、若々しい明るい団地になるよう努力をお願い

したい。 

 ・グリーンメゾン鶴牧30周年記念として植樹をしてはどうか。緑の会に検討をお願いしたい。  

【副理事長より】 

1．平成25年度業務計画重点方針案について 

   当管理組合の大きな目的は、私達の大切な資産の価値の維持と安全、安心な住環境の整

備である。住環境の維持に努め、築３０年の建造物及び付属施設の価値の低下を防いでい

くことである。加えて、私達組合員の高老齢化にどのように対応していくかということも

大きな課題となっている。更に近年には、適切な防災対策など自治会的な性格も求められ

てきている。 

   このように時代の流れなどにより、今までになかった中・長期的な計画を基に解決させ

なければならない事案が多くなってきた。よって、大きな課題を組合員の皆様と情報を共

有するようにして、予算化を含めて複数年度の中で優先順位を決めて課題に取り組む。 

2．平成25年度業務計画重点施策案について 

   以下の項目について、各担当理事が具体的に執行する事項をまとめ計画案を作成する。  

   ①建物および付属施設の維持管理（今後10年、20年以降の資産価値低下防止策の実施とそ

の費用は?）、②団地内の環境の維持管理（植栽関連の中・長期計画の作成および周知）、 

  ③制度づくり（時代に合った規約に改正）、④高齢化対応、⑤防災対策（防災基本計画の策

定）、⑥団地住民の交流の活性化、⑦団地住民の把握、⑧財務、経理、会計面の強化、⑨新
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マンション保険への加入、⑩理事会新旧の引き継ぎの強化（マニュアルづくり）、⑪特別委

員会の強化（専門性の高い分野および早期解決が必要な事案に対応、自治会の組織化、活動

へ）、⑫空き駐車場の有効活用（収入減対策） 

 3．年間契約事項について 

   JS、シルバー等年間契約している業者との契約の大多数が 2月～3月（JSの委託契約は

6 月）であることから、昨年末から担当理事と協力して、各業者と値下げ交渉を行ってい

るとの報告があった。 

【総務担当理事より】 

1．新役員候補募集状況 

   1月18日に公募を締め切ったが、お引き受けいただけるかどうか、まだ、未確認の号棟が

ある。当該号棟役員に至急確認をお願いする。 

2．規約改正委員会報告 

   1月5日に第4回規約改正委員会を開催し、「つるまき」2月号原稿執筆を規約改正委員にお

願いした。 

【経理担当理事より】 

１．組合費会計決算見通しについて 

   12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1月～3月の

3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、先月同様約

1,800万円程度の見通しである。 

2．今年度決算見通しを基に予算検討資料を作成した。昨年9月からの電気料金値上げ、防災用

品等の予算増をどこで吸収するか、各担当理事間で調整が必要である。 

【管財・集会所担当理事より】 

  「お母さんと子供の会」（仮称）は、2号棟の居住者の方に協力をお願いして声掛けをして

いただいた。現在、申し込み2名を含む5名で、今月中は引き続き参加の呼びかけを行う。2月

に入って実際に集まりを開くことにしている。なお、来年度予算に12,000円を計上したい。 

【施設・防災担当理事より】 

1．1月14日（月）の大雪対応について 

  ・融雪剤を散布したが、在庫がなくなったので市役所に行って50kg受領した。 

  ・一般居住者の方々も自発的に除雪されていたが、理事長主導で協力の呼びかけをルール化

したい。今後は協力を呼びかけるポスターを掲示することにする。 

  ・雪かき用プラスチック製スコップが数本破損したが品切れ状態である。固まった雪に対し

ては金属製のクワの方が有用であると報告。 

 2．災害時防災対応マニュアルは防災関係者および必要とされる方々に配布するほか、管理事

務所に用意する。 

 3．電気料金低減策について1月22日に東京電力から説明を聞くことにした。 
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【建築担当理事より】 

 1．報告事項 

  ①7号棟から出されていたリフォーム申請を許可した。 

  ②8、9号棟排水管支持金具修繕工事を1月21日に行う。工事はJSに依頼し費用は168,000円で

ある。 

  ③昨年6月の台風時、1号棟宅の天井からの漏水被害について、原因不明のため棟別修繕積立

金で天井クロス補修を実施した。工事会社はロイヤルインテリア株式会社、工事費は

15,750円である。 

2．承認事項 

   1号棟及び2号棟それぞれ11階の共用給水管空気抜き弁が故障したので交換する。費用は２

か所で46,935円、棟別修繕積立金で処理することを承認した。 

3．工事完了報告 

  12月21日に高層棟給水施設改修工事が完了し、完了報告書を受け取ることになっている。 

4．長期修繕委員会（第7回）報告 

   JSから受け取った長期修繕資金計画再シミュレーションで消費税を10%にすると5号棟、6

号棟、10号棟を除き、一時的に資金不足が発生するとの報告について審議した。 

【植栽担当理事より】 

 来年度における植栽管理委託業者については、植栽管理委員会にて意見を集約した結果を

理事会に報告した。今後は単価や発注の範囲などの交渉を行なっていきたい。 

【環境・ごみ担当理事より】 

 1．5号棟中通路のたばこ吸殻のポイ捨ては現在止んでいる。 

 2．昨年ごみ看板掛け忘れがあったので、今後発生しないように注意してある。 

【駐車場担当理事より】 

  賃貸居住者で、社有車を駐車契約したいとの申し込みがあった。駐車場経営細則第 2条で、

自動車を所有する組合員等しか利用できないため、来客用駐車場を利用するように回答して

いる。しかし、空き駐車場が増えている状況から、今後、来客駐車場の月極め利用を検討し

てはどうかを提案した。 

 

・第12回理事会（臨時） 

日 時：平成25年1月27日（土）19時00分～21時25分 

場 所：集会所大会議室 

 

議題：（１）平成 24年担当理事業務経過報告 （２）社有車の来客用駐車場利用について  

（３）ホームページ運用規定及び事務所内ネットワークシステム利用ガイドラインにつ

いて審議した。 
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   （１）平成 24年度の業務報告については、各担当理事より年度当初の活動方針に基づい

た、今までの業務執行状況について及び各委員会活動経過について報告した。 

   （２）社有車の来客用駐車場利用については、暫定措置として来客用駐車場の月極め利

用を許可し、料金として２台目駐車料金と同じ月額８，０００円とすることにし

た。  

(３) ホームページ運用規定は理事会で承認され規約集に追加することとし、事務所内

ネットワークシステム利用ガイドラインについては、内規として承認され理事会

引き継ぎマニュアルに入れることとした。 

                                           

特別委員会報告 

【長期修繕委員会】 

   1月12日（土）第7回委員会を開催し、以下の議題を審議した。 

1．高層棟給水施設改修工事の完成報告 

  完成報告書は、廃棄物処理のマニフェスト及び報告書の電子化のみである。 

2．長期修繕資金計画シュミレーションの計算結果について 

    長期修繕資金計画シュミレーショングラフ及び年度別支払明細書についての結果を踏

まえて理事会・長期修繕委員会は、今後の予定工事項目及び実施時期について検討する必

要がある。 

【高齢化対応委員会】 

1．激しい地震の際、高層等の一人暮らしの方及び介護を必要とされる世帯の安否確認を｢防

災連絡網｣とは別に行うことを前号で申し上げましたが、これに高齢化対応委員の内の 4

名が対応することになりました。各々が 5人ずつ受け持ちます。 

2．安全確認マグネットのデザインが出来上がりました。一緒に作る予定のエステート鶴牧

３の返事を待って発注します。納入されましたら説明書とともに全戸に配ります。 

3．東京都主催の｢集合住宅における見守り研修会｣に委員長が参加しました。管理組合、管

理会社などの関係者 300人あまりが参加しました。「高齢者の見守り」ということがコミ

ュニティーの重要な課題になってきたことを実感しました。研修結果は今後の高齢化対

応委員会の活動に生かしたいと思います。 

4．お母さんと子どもの会(仮称）について 

    新しく生まれることとなった「お母さんと子どもの会」(仮称)を当委員会の活動の一

つに加えたらどうかという理事会からの提案があり話し合いの結果、「環の会」活動の一

つとすることとしました。今後は「お母さんと子どもの会」(仮称)の世話人に高齢化対

応委員となっていただき一緒に活動していきます。 
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    この会の内容については、これから世話人を中心に検討し、「環の会通信」などでお知

らせします。 

【植栽管理委員会】 

   来年度における植栽管理委託業者について、委員の意見を集約した結果を理事会に答申

することとなった。 

   また、今年度の植栽関連の費用実績を検証し、適正に実行されていることが確認された。 

更に、来年度の予算案に関し園芸費全般の支出を植栽管理委員会が俯瞰して把握できるよう

に「みどりの会」「花の会」の予算を園芸費に包含（科目としては存続）すること、資産と

費用の仕訳を明確に支出していくことを確認し、この点についても理事会に報告することと

なった。 

【緑の会】では、1 月は、会員の慰労と親睦を兼ねて会費制で新年会を行いました。た

くさんの差し入れもいただき、大勢の参加がありました。ありがとうございました。 

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。 

3 月からは、月 2回の活動となります。3 月 3日（第１日曜日）と 3月 16日（第 3土曜

日）を予定しています。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。 

【IT 委員会】 

1月12日（土）第5回IT委員会を開催しました。議題としてはホームページの運用に関する

規定の一部修正、管理事務所にあるパソコンのデータバックアップ及び管理事務所内のネッ

トワーク管理のガイドライン案について審議しました。 

  1. ホームページの運用規定の一部を修正し理事会に図ることに決定した。 

2. 管理事務所にあるPCデータのバックアップについて 

  外付ハードディスクへのバックアップ作業をしたが接続に失敗したので再度トライす

ることにした。 

3．管理事務所内のネットワーク管理のガイドライン案を作成しその内容について検討し理

事会に図ることにした。 
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「連載コラム④」 

天井から汚水漏れ！ 誰が負担するのか 

 

「天井から汚水が漏れている」との苦情が上階のあなたに寄せられたらどうしますか？ 

 

 

❑上階汚水管は上階専有部分？ 

汚水管は共用部分の縦管と、縦管につながる

各戸の横管から構成され、現規約では横管は各

戸の専有部分とみなされていることをご存じ

ですか！ 

上階汚水管取り換えが必要になった場合、規

約上は上階の区分所有者が修理費用を支払う

必要があります。 

❑汚水管の横管取り換えはどんな工事？ 

当団地の汚水管の横管は上階の床下ではなく、なんと下階の天井に配管されています！ 

自室の床だけでなく、下階区分所有者の天井を剥がして配管を取り換えなければなりません。

配管取り換え後は、自室床材と下階の天井材の張り替え、天井壁紙の張り替えが必要になりま

す。配管業者だけでなく、建築業者、リフォーム業者等の対応が必要になります。 

❑修理費用はどのくらい？ 

数十万円以上。下階室の原状回復は困難で、個別に下階所有者と折衝してリフォームするこ

とになるでしょう。あなたはいきなり多額な費用負担を迫られるかもしれません。 

❑心配は大袈裟か？ 

上記のような汚水漏れが近くの団地※で発生、昨年秋に大変な工事を実施しています。築年

数も横管の構造も当団地とほぼ同じ、いつ発生するか他人ごとではありません。 

※タウンハウス鶴牧４の中層棟 2棟合わせて 48戸。 

❑規約改正が必要か？ 

実は最高裁の判例で、上階の排水管横管が下階の専有部分内にあれば共用とされました。当

然規約より判例が優先されるため法的には上記の心配はいりません。しかし、最新の判例、法

律を反映していない規約に従って管理組合を運営し続けることは心配です。 

❑どう改正すればよいか？ 

当団地でも最新の判例、法律を反映した国土交通省の標準管理規約に従って、専有部分、共

用部分を明確にした規約改正を行い、排水管横管は専有部分ではなく、共用部分であると規定

する必要があります。長期修繕計画に従った排水管工事を計画すれば、棟別修繕積立金で安心

して対応することができます。 
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＊落し物について 

  ・1月 24日（木）夕方集会所前通路から 2号棟へ向かう階段付近でカシミヤの帽子（写真

参照）が落ちていました。お心当たりの方は管理事務所で預かっていますのでご照会

ください。 

 
・２月２日（土）朝、１号棟エントランスに鍵が落ちていました。鍵には下記のように文

字と数字が刻まれています。お心当たりの方は管理事務所で預かっていますのでご照会

ください。 

ＭＩＷＡ（表）Ｈ９Ｈ３４（裏） 

    

＊ルールの守られていないゴミの廃棄について 

   1月 30日（水）7号棟裏のゴミ置場に下記の不法投棄が放置されておりました。（写真参

照）①ＤＶＤプレイヤー  ２台 ②プリンター １台 ③スピーカー １台 

 

居住者の迷惑になりますのでキチンと粗大ごみシールを貼って廃棄しましょう。                             


