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平成２５年（２０１３年）２月臨時号       グリーンメゾン鶴牧 3住宅管理組合ニュース 

 

住民説明会のご案内 

 

    日時：2月24日（日）13:30～16:30  場所：管理事務所大集会所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時 

 

平成２５年度管理組合の主要テーマについて 

 

わが団地は、1983年（昭和 58年）に入居が始まりましたので、今年で 30年になります。 

管理組合の業務計画は前年度の理事会によって立案され、総会の承認を経て執行するこ

とになっております。今回は 30年の節目の年でもあり、中長期の課題と対応策について

事前に皆様のご意見をうかがい、平成 25年度の業務計画に反映させたいと考えています。 

 

入居当初は、組合員の皆様は、多分、35～40歳ぐらいで、ドア一つでプライバシーが守

られる団地生活を好んで、当団地を選択されたのではなかったかと思います。しかし、若々

しかった組合員の皆様も、平均年齢は、65～70歳ぐらいではないか、年金生活者も増えて

いるのではないかと拝察する次第です。また、女性の世帯主も増えているようにも見受け

られます。一方、若い世代の組合員及び居住者も多くなりました。そこで、『若い方と高

齢の方が共存した明るい過ごしやすい環境づくり』が、これからの管理組合のテーマでは

ないかと思い住民説明会を開催する次第です。 

 

 説明会では、今後 20～30年先を見すえた規約改正、高齢化が進むなかで防災対策をど 

うするか、住宅管理組合としての自冶会的機能をどう強化するか、長期修繕計画及び植栽 

計画の見直しに対し、裏付けとなる資金の問題、これらは互いに密接に関連している課題 

であります。 

そこで、毎年交代で選任される役員が安心して業務を執行できるバックアップ体制を 

どう構築するかを説明したうえで、皆様のご意見・ご要望をいただきたいと思います。 
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平成25年度以降の重点事項について 

1 制度－時代に合った規約に改正 

 ①なぜ規約改正が必要か－管理組合全体で関心を高めて意見を反映 

 ②国土交通省が定めた標準管理規約に準拠した全面改正 

 ③改正の進め方－規約改正委員会が中心、各専門委員会の協力が必須 

20分 

2 大災害に対応できるか－これからの防災対策について 

 ①今年度作成した災害時対応マニュアルの説明 

 ②現規約細則を最新の自主防災組織規定に改定する必要性 

 ③防災専門家を集めて「防災基本計画」案を策定する専門委員会の立ち上げ 

 ④ハード面、中長期の防災備蓄計画と予算措置 

 ⑤ソフト面、共助、居住者名簿整備が必須 

20分 

3 自治会的機能強化の必要性と対応方針 

 ①管理組合の現状と必要性、高齢化、防災、・・・ 

  挨拶運動、お母さんと子供の会、マグネット、運動・活動の活性化と継続策 

 ②共助、団地住民の把握、入居者名簿調査が必須 

 ③規約改正にどのように反映させるか高齢化対応委員会に諮問 

20分 

4 長期修繕は大丈夫か－再シミュレーション結果について 

 ①なぜ再シミュレーションをしたか、消費税 5%→10%でどうなるか 

 ②前提条件のドア、アルミサッシ、問題なければショートしない 

 ③問題があるかどうか、来年度調査して長期修繕計画に盛り込む 

 ④費用負担、専有・共用区分と規約改正問題 

20分 

5 団地内の緑豊かな環境をどう維持するか 

 ①緑豊かな環境維持の必要性、植栽基本計画の確認 

 ②住民協力で維持するか費用を払って外注するか 

 ③高齢化のなか若い方々に呼びかける努力 

 ④高齢者に危険な作業は外注する 

 ⑤ボランティア団体、緑の会、花の会の位置づけ 

 ⑥ボランティア団体の位置づけと規約改正問題 

10分 

6 財務・経理委員会（仮称）立ち上げ 

 ①毎年交代する理事会を支える専門家集団、特別委員会の強化の必要性 

 ②資金管理委員会、会計帳簿チェック委員会を統合 

 ③理事会、経理理事が安心して業務遂行できる会計マニュアル作り 

 ④新マンション保険、他の選択肢を検討、費用対効果を考慮した方針案策定 

10分 

 ＊重点事項についてのご意見、ご要望等がありましたら書面で管理事務所までお寄せください。 

  なお、ホームページのお問合せ欄もご活用ください。 
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１．制度－時代に合った規約に改正 

【今期理事会方針と経過について】 

 (1)昨年 8月定例理事会で規約改正方針を審議し以下の方針を決定しました。 

   平成20年から平成23年度まで規約改正委員会で議論され、検討されてきた貴重な成果と到達

点を、一致した点一致しなかった点を含めて一般組合員に公開して大いに関心を高めることを今

年度の課題とする。 

    その上で来年度、外部の識者を加えて一気に改正原案を策定し、アンケート、説明会等を通じて

組合員の意見を反映した改正案とし、来年度中に臨時総会を開いて改正する。今年度中に外部

識者の選定と来年度予算計上を進める。なお、近じか今年度第1回規約改正委員会開催日を決定

する。 

 (2)昨年 10月に第 1回規約改正委員会を開催し、上記理事会方針に従って「つるまき」に連

載コラム掲載を決定。毎月の委員会で掲載内容を審議して 11月号から毎月各委員が執筆し

て掲載を続けています。 

  11月号「連載コラム①」もし、規約が不備であったらどうします 

12月号「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～ 

   1月号「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 

   2月号「連載コラム④」天井から汚水漏れ！ 誰が負担するのか 

※このあと 4月号まで連載予定です。 

 (3)規約改正した近隣団地訪問、JS に依頼してマンション管理士による勉強会開催など、規

約改正にむけて情報収集を図っています。 

   ・エステート鶴牧 4・5住宅管理組合ハンドブック（平成 22年度入手） 

・エステート聖ヶ丘-3 訪問、住宅管理組合ハンドブックおよび説明会資料等関連資料（本年

度入手） 

・マンション管理士親泊氏を講師とする理事会の勉強会を昨年 12月に開催 

 

【来年度規約改正に向けて】 

①なぜ規約改正が必要か－管理組合全体で関心を高めて意見を反映 

②国土交通省が定めた標準管理規約に準拠した全面改正 

③改正の進め方－規約改正委員会が中心、各専門委員会の協力が必須 

(1)住民説明会で規約改正の方針を説明します。 

(2)第 30回通常総会議案書の来年度業務計画案に規約改正方針を盛り込み、予算案に改正費

用を計上します。 

(3)総会決議後、以下のように改正作業を進める予定です。 

  ①来年度規約改正委員を募集、早急に委員会を立ち上げます。 

  ②外部のマンション管理士を選任、コンサル契約を結びます。 

  ③委員会開催、「規約改正ニュース」発行、改正案説明会開催、アンケート調査等の年間計

画を立てます。 

  ④学習会を開催し、これまでに蓄積されている検討資料、改正原案等を再確認します。 

  ⑤年度末に規約改正のための臨時理事会を開催して改正案を審議・決定します。 
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２．大災害に対応できるか－ これからの防災対策について 

 

(１)今年度作成した防災マニュアルの活用について 

  現規約集の細則「防災対策委員会規約」に従って旧「災害時対応マニュアル」を全面改定

しました。実際の災害を想定して検討を重ねた成果であり、いざという時のために積極的に

普及、周知を図っていきます。しかし現規約は 1996年に施行されたものであり、最新の知見

を反映した「自主防災組織規約」（仮称）に全面再改定する必要があります。マニュアルも皆

さんの意見を反映して更に改善する必要があります。 

  災害時は全居住者の安否確認、救護等のため、各棟の階段、フロアの連絡員が必要ですが、

現役員だけでなく、前役員、前々役員に協力をお願いし、自主的な防災ネットワークづくり

を進めたいと思います。 

 

(２)防災専門家集団の必要性 

  毎年新理事会発足後、新防災担当理事が講習、セミナー等を受講していますが、いざとい

う時その理事会が災害対策本部を立ち上げて実効性があるでしょうか。歴代の防災担当理事、

防災に関係した専門家に協力をお願いして恒常的な専門家集団である防災問題検討委員会

（仮称）を立ち上げたいと思います。この委員会の基本的な任務は中長期の「管理組合防災

基本計画」（仮称）を策定することです。 

 

(３)なぜ防災基本計画が必要か 

  毎年管理組合は業務計画案と予算案をまとめ、防災に関係した事項も、他の事項と合わせ

て理事会が総会決議に基づいて執行していますが、防災問題は予算だけ見ても単年度では対

応が困難です。複数年度にまたがる基本的な計画立案が必要です。 

 ①想定される災害および災害レベル 

  建物の被害だけでなく、団地全体の被害を想定すること。人的被害も想定することが必要。 

 ②防災備蓄計画 

 ③平常時の住民防災意識向上策と防災訓練計画 

 ④災害発生時の災害対策 

 ⑤入居者名簿をもとに「非常時安否確認名簿」整備の必要性アピール 

 ⑥被害が長期になる場合の生活維持対策 

 ⑦被害修復までの期間、費用、仮住まい等の費用見積もり 

 ⑧被害を低減させるための事前対策 

 

(４)防災問題検討委員会（仮称）に期待すること 

  防災基本計画だけてなく、当面の具体的な施策として、複数年度にまたがる防災備蓄計画

案と予算措置の策定、理事会および自主防災組織への助言をお願いすること。そして災害時

には災害対策本部をバックアップしていただきたいと考えています。 
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３．自治会的機能の必要性とその対応方針 

 

(１)管理組合の自冶会機能の現状と必要性 

当団地では、幸いにして、早くから「高齢化対応委員会」を発足させ、委員会の皆様の献

身的な活動によって、当団地の「自治会機能」が支えられ、交流の輪、思い遣りの輪が拡が

って来ていると思います。 

そこで、３０年を迎え、当団地の規約も改正し、「自治会機能」、「町内会機能」を正式に取

込み、高齢化に本格的に取り組むと同時に、「女性の理事も活躍し易い環境づくり」、「若いお

母さんや子供達が明るく、元気に過ごせる環境づくり」に舵を切って行く必要があると考え、

グリーンメゾン鶴牧３丁目住宅管理組合の皆様にお諮りする次第であります。 

 

(２)団地住民の把握は入居者名簿調査が必須 

上述のような環境づくりを推進するためには、居住者の皆様のお考えや現状を正確に把握

し、規約改正に反映させ、「共助」の環境づくりを積極的に進める必要がありますが、まずは、

その第一歩として、居住者の皆様の状況を把握することから着手すべきではないでしょうか。 

 

(３)共助で安全・安心な団地を 

  また、防災については、現理事会では、まずは、「挨拶運動」から始めるべきだと云うこと

になり、実施致しましたが、可なり浸透し、自然に挨拶を交わし合う状況になってきている

ように感じております。また、防災についても、多くの時間を割いて、検討して参りました

ので、「自分達の団地は、まずは、自分達の手で守り、助け合う」ことを提案させていいただ

きたいと思います。 

  さらに、高齢化対応委員会が推進している「安全確認」のマグネットを活用して、「皆で見

守り助け合う運動」を展開していきたいと思います。 

また、防災連絡表も、お預かりしている「災害時防災マニュアル」（約２０名方からは、連

絡先、掛かり付けの医療機関、等）と連携させ、更に行き届いた「助け合いの輪」を構築し

ていきたいと存じます。 

 

（ご参考）多摩市では、次のような体制を整えてきております。 

◇地域包括支援センター（多摩市の場合１００番） 

高齢者の孤独死、或いは、閉じこもり予防の取組み  

ひとり暮らし高齢者に対する見守り体制 

◇新聞販売同業組合による「小売者見守りサービス」（多摩市） 
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４．長期修繕は大丈夫か―再シミュレーション結果について 

 

  以下の項目についてプロジェクターで説明します。 

 

 (１)なぜ再シミュレーションをしたか、消費税 5％→10％でどうなるか 

  ・長期修繕計画とは 

・長期修繕計画の必要性 

・長期修繕計画の三要素 

・調査診断 

・長期修繕計画の効果 

・長期修繕計画の見直し 

・何故再計算したか 

 

 (２)策定条件のドア、アルミサッシ部分交換、問題なければショートしない 

  ・現在の資金状況は？ 

  ・長期修繕計画の策定項目 

・再計算結果、シミュレーショングラフの見方等 

・「計算例」、最も厳しい結果となった 9 号棟について説明します 

  ・今後の検討方針-----資金ショートしない方法は？ 

 

 (３)問題があるかどうか、来年度調査して長期修繕計画に盛り込む 

  ・大規模修繕の周期 

・大規模修繕工事（建設後 20年~30年程度）の項目 

・大規模修繕工事（建設後 30年以降）の項目 

  ・近隣団地（筑後 29年）の「給水管・雑排水管」の「状況写真」を示します。 

 

 (４)費用負担、専有・共用区分と規約改正問題、その他 

    今回の計算では、「専有部」、「共用部」の区別をしておりません。すべて「共用部」と

して計算しております。従って、「規約の改正」が必要となります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

５．団地内の緑豊かな環境をどう維持するか 

 

(１) 緑豊かな環境維持の必要性、植栽基本計画の確認 

当団地は周辺の団地と比べても豊かな緑を持っています。私たちが築いてきたこの植栽

環境は、私たちの誇れる財産であるとともに、次の世代に引き継がれていくべきものです。 

こうした理念のもとに平成 21 年 5 月、当団地における植栽管理計画が通常総会におい

て承認され、その後平成 22年 11月にはシンボルゾーン及び法面の整備方針が出されまし

た。ここには、潤いと憩いをもたらす植栽環境と、明るくすっきりしたみどり豊かな法面

を目指すと記され、定期的な剪定・伐採・法面整備の実施、住民参加によるコスト削減を

図っていく、と定められています。以後はこの計画に沿って歴代の理事、植栽管理委員会

などが活動を行なっていますが、あらためてご確認していただき、当団地はどのような植

栽環境であればよいのか、今一度、一人ひとりがお考えいただければと思います。 

 

(２) 住民協力で維持するか、費用を払って外注するか？ 

一方、当団地の植栽は成長と老化が同時に進んでおり、来年度は高木伐採の年でもあり

費用は増大する一方です。現状維持が精一杯の来年度予算の中では高木伐採費用は別とし

ても一般園芸費は据え置きとせざるを得ません。今後増大が予想される費用をどう手当て

するのか、また、作業においても、みどりの会・花の会の現会員の方々へのご負担をこれ

以上お掛けすることは、現実問題として困難です。その場合、外注しない部分の作業を誰

が中心となって実施するのか？ 

この約 1年間、植栽担当理事としてこの課題について真剣に考えてきましたが、こうし

た課題がある現実を皆さんにまず知っていただくことが解決の第一歩と思うに至りました。

そして一人でも多くの方、特に若い方々が気軽に参加できる仕組みを作ることが必要であ

ると考えました。 

 

(３)みどりの会・花の会の位置づけとその活動への支援 

その方策のひとつとして、みどりの会・花の会の位置づけを 24 年度の理事会で明確に

しました。旧来のボランティアのままであれば、会員の減少などにより活動が途絶えた途

端、多くの作業を外部に委託せざるを得なくなり、組合会計を大きく圧迫してしまいます。

このために、みどりの会・花の会を植栽管理委員会における中核的な実行組織として位置

づけ、新たな会員あるいは一時的にでも参加できる方の募集、作業時の危険負担などを理

事会が全面的にバックアップしていきます。 

理事会はじめ住民のみなさんが、みどりの会・花の会の活動を一層盛り立てて、外部に

委託する部分を少しでも減らし、私たちの力で当団地の植栽環境を維持発展させていけれ

ばと思います。 
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６．財務・経理委員会（仮称）立ち上げ 

 

(１)今年度経理業務の状況 

  第 29回総会で承認された決算及び予算に従って今年度経理業務を開始しました。今年度

正式に運用を開始したトータル会計システムから毎月出力される会計帳簿をチェックして

いて色々な問題が見つかりました。そのため、昨年秋に急遽会計帳簿チェック委員会を立

ち上げ、精力的に問題点の原因を究明していただきました。その結果は理事会に答申され、

現在 JSと管理組合の双方で運用改善を図っています。 

 

(２)財務・経理専門家集団の必要性について 

  毎年理事会が発足して経理理事が選任されますが、素人の理事がわずかな引継ぎ資料を

もとに手探りで会計帳簿をチェックして予算の執行状況を理事会に報告し、年度末には決

算報告書、次年度予算案を作成するのは大変なことです。会計帳簿チェック委員会に集ま

っていただいた会計の専門家、経理理事経験者のお話を聞くなかで、経理理事をサポート

する常設の専門家集団の必要性が明らかになりました。 

  次年度予算案は理事会全体で取り組むものですが、管理組合運営の一環として資金計画、

資金運用を考慮し、中長期の見通しに立った単年度予算案を策定する必要がありますが、

素人集団の単年度理事会では多年度にまたがる方針を打ち出すことは困難です。どうして

も専門家集団が必要です。 

 

(３)財務・経理委員会（仮称）立ち上げについて 

  財務・経理の専門家、経験者に呼びかけて既存の資金管理委員会と今年度立ち上げた会

計帳簿チェック特別委員会を統合した財務・経理委員会（仮称）を立ち上げたいと思いま

す。 

 

(４)財務・経理委員会（仮称）に期待すること 

  来年度の財務・経理委員会（仮称）には以下の事項についてお願いしたいと思いますが、

もちろん単年度ですべて成果がだせるものではありません。まずできることから始めてい

ただき、一部でも成果が出せれば管理組合として大きな前進ではないでしょうか。 

  ①理事会、経理理事および監事サポート 

  ②会計マニュアル作成※ 

   ※会計実務の一部は会計帳簿チェック委員会と JSの協力で作成済みです。 

  ③金融・保険に関する調査（新マンション保険加入検討に関連して） 

  ④会計に関する細則検討（規約改正の一環として） 

  ⑤中長期財務計画の検討 

 


