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平成２５年（２０１３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．特別委員会報告 4. 規約改正コラム⑤  

5．落し物他       6.入居者名簿提出のお願い 
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お知らせとお願い 

★入居者名簿の提出について 

   全居住者を対象に入居者名簿の提出をお願いします。提出期限は3月11

日（月）とさせていただきます。末尾に提出用紙がありますので記載のうえ

添付の封筒に入れて管理事務所までご提出ください。 

★「安否確認マグネット」の配布について 

   「安否確認マグネット」を配布致しました。ご活用ください。使用目的及

び使用方法については同封した案内文をご参照ください。 

★2月24日（日）住民説明会を集会所会議室にて開催致しました。 

   すでにつるまき臨時号でご案内しているとおり、平成25年度以降の重点

項目についての詳細をご説明致しました。当日は多数の方のご出席をいただ

きありがとうございました。なお、当日の説明会資料を鶴牧ホームページに

掲載いたしました。ご参照ください。（http://gm3tsurumaki.jimdo.com） 

★4月から燃やせないゴミの分別方法が変わります。 

今まで燃やせないゴミは有料指定袋（ピンク色）で収集していましたが、4

月から小型家電・金属類を資源として無料で収集します。詳細は末尾のパン

フをご参照ください。 

★不法な粗大ゴミの廃棄及び落し物について 

  ・2 月 9 日、2 号棟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。 

  ・2 月 22 日、5 号棟ゴミ置き場植木横に車のカギが落ちていたとの届け出

がありました。お心当たりの方は管理事務所まで。詳細は末尾に掲載。 
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理事会報告 

・第13回理事会（定例） 

日 時：平成25年2月16日（土）19時00分～22時00分 

場 所：集会所大会議室 

【理事長より】 

1．「つるまき」臨時号（2月17日発行予定）には住民説明会（2月24日開催予定）で説明する

平成25年度以降の重点事項として項目について掲載する。内容は2月理事会副理事長報告と

お願いの業務計画重点方針案の12項目を6項目に整理し、各担当理事が1項目1ページの説明

文にしたものである。説明会では各項目の担当理事に説明していただく。 

2．委員会慰労会を3月10日（日）、地中海料理店トレーノ・ノッテで開催予定である。各特別

委員会委員、緑の会会長及び新三役候補にご案内を送付する。管理組合の運営に関する貴重

な意見交換の場にする。 

3．新役員候補が確定した。2月10日に集まっていただき担当理事及び監事を調整した。 

  新三役候補には16日（土）から理事会にオブザーバーとして出席していただく。これは来年

度業務計画案及び予算案策定議論の経過を傍聴していただき引継ぎの一環とするものであ

る。 

4．防災及び高齢化の観点からも居住者名簿の更新をお願いする。 

  ・入居者名簿用紙及び更新のお願いは「つるまき」3月号（3月4日発行予定）に添付する。 

  ・3月11日締め切りとするが、未提出の居住者に対して各棟選出役員を中心に3月17日までお

願いを続け、100%回収に近づける努力をする。 

【副理事長より】 

1．主要発注先との交渉状況及び審議 

  下記主要発注先との交渉状況を報告、年度内契約方針を承認した。なおJSとの契約は6月で

ある。 

  ①JS窓口業務時間、週3時間短縮し契約額を減額する。 

  ②シルバー人材センター清掃業務は土曜日午後の作業を止めることで契約額を減額する。 

  ③松村園芸については他業者との相見積もりにより値下げ交渉をする。 

  ④東京電力については昨年9月から2割程度の大幅値上げになっている。JS担当者同席で1月 

22日に契約内容の説明を求め、2月14日にアンペア測定を実施した。高層棟契約の見直し 

裏付けのない請求項目の削除等で数%～10%程度の削減が見込めそうである。 

  ⑤三菱ビルテクノについては契約額を圧縮させる。 

2．多摩市自治連合会新年会出席報告 

   1月26日、総務理事と2名で出席した。市長、自治連合会会長、老人クラブ連合会会長、消

防署長他と懇談して情報交換した。市長には太陽光発電について協力をお願いした。 

 3．多摩市みどりと環境課訪問報告 

  市長に協力依頼していた太陽光発電について多摩市みどりと環境課鈴木課長と懇談するこ

とになり、2月5日に三役と建築理事の4名が多摩市を訪問、みどりと環境課鈴木課長と懇談
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した。 

 ①太陽光発電には「屋根貸しビジネス」と通常の固定価格買い取り制度利用設置がある。 

  ②「屋根貸しビジネス」例として多摩電力合同会社が昨年10月に設立された。多摩市民から

資金を集め公共施設や集合住宅の屋根を借りて発電して売電するもので、収入の一部を

出資者に分配し残りは自治体の補助金の基金にする。屋根提供集合住宅側には直接的な

メリットはない。 

  ③固定価格買い取り制度利用による太陽光発電設備導入には、設置費用の2割を国と多摩市 

が助成するもので、売電は共用部分に限定されるが昼間は売電ができる。 

   ・エネルギー環境教育に熱心な南鶴牧小学校に某ビールメーカーから太陽光発電設備が無 

償提供され環境にやさしい学校を目指している。 

   ・設置費用は2割補助で340万円/10KW。パネル設置面積は100㎡で重量は2～3トンである。 

   ・当団地の1号棟、2号棟および10号棟屋上に設置可能ではないか。高層棟の共用電気代は 

数年以内で元が取れる計算である。 

  ④今後設置するかどうか継続して調査・検討に値するとし、今後の協力をお願いした。 

【総務担当理事より】 

1．八団地連絡協議会概要報告 

  ・タウンハウス落合5： 初期消火対策として外の消火器を取りに行けない状況から全組合

員に簡易スプレー式消火具設置を計画している。初田製作所製品で1,000円、3年1,000円

で交換。 

   ※高齢者世帯等で誤って火災を引き起こす心配があり防災対策が必要と判断。 

  ・タウンハウス落合5： 給排水診断コンサルティングについて。東京海上日動TRCとJSの2

社の相見積もりの結果はTRCが安かった。しかしTRCは対応が悪く心配、一方JSは細かな所

まで信頼が置けることからJSに来年度診断を依頼することにした。 

  ・エステート鶴牧4・5： 臨時総会を開き外断熱※工事を決定、350戸11億円に対して国土

交通省から4億円の助成を得ることが報告された。これに対して他団地から断熱材の火災

の危険性、膨張率の差による外壁劣化の心配等の質問が出された。 

   ※熱容量の大きいコンクリート建物などの外側に断熱層を設け、建物を外側から断熱する。 

  ・エステート鶴牧4・5： 全350住戸を50～80住戸ずつの住棟ブロックに分けている。昨年

秋から毎月各住棟ブロック単位のミニ集会を開催している。理事会で問題となっている事

項を住民の方に知っていだくと共に住民の方が今何をお望みかを知り、理事と住民の皆さ

んとのコミュニケーションと理事会活動の円滑化を図っている。 

2．規約改正委員会報告 

   2月2日に第5回規約改正委員会を開催し、「つるまき」3月号コラム原稿執筆を関根委員に

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 

   1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2月～3月の2

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1千900万円の一般会計予算に対して、先月同様約1
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千800万円台程度の見通しである。 

  ①通信交通費、電話代が9,000円を超える状況で推移しているが、電話代にはインターネッ 

トプロバイダー費用が含まれている。  

②印刷費、先日注文のインク代等がかさみ5万3,000円の赤字であり、予算内に収めるのは不 

可能。まだ「つるまき」臨時号発行、新役員向け規約集増刷、議案書原案等印刷費が増大 

する。なお、今年度4月～5月に支出した総会費は9,000円弱の赤字である。 

  ③昨年9月から実施された電気料金値上げは総会時には見通せなかったものである。 

  ④高層棟水道料金、1月支払い分が通常月（2か月4,000円余り）の4倍近くの1万5,000円余り 

に増大している。高層棟給水設備工事で発生した可能性が高いので調査中である。 

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」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、10名である。理事会は自主性を尊重して活動をバックアップする。 

【施設・防災担当理事より】 

1．災害時防災対応マニュアルを歴代防災理事経験者23名に配布した。 

2．東京電力契約見直しと合わせ、電気料金増加を食い止めるため、1号棟、2号棟玄関の間引

き消灯等節電対策を進める。 

【建築担当理事より】 

 1．報告及び承認事項 

  ①5号棟及び7号棟から出されていたリフォーム申請を許可した。 

  ②8号棟宅の屋内分電盤のケーブルが一部焼損した。東京電力調査の結果、ケーブルが外れ

そうになっていたことが原因である。東京電力は4年に1度屋内分電盤の調査を実施してお

り、必ず調査を受けるようにとのことである。ブレーカーは東京電力の設備であり無償交

換、屋内分電盤はミウラ電気商会に修理を依頼、費用5,000円は共用部のため棟別修繕積

立金から現金で支払った。 

  ③5号棟宅の「玄関ドアクローザ油漏れ」修理代22,365円は共用部のため棟別修繕積立金を

充てる。 

2．長期修繕委員会（第8回）報告 

  ①JSからアルミサッシの「下框（しもがまち）取替工法」資料を入手した。今後見積書を入

手して検討する。また、JSに対して「試験的に設置」することも交渉する。 

   ※アルミサッシについては、高層棟上位階、特に東西に面した数件のお宅から雨水が入り

込む等の苦情が寄せられている。シミュレーション項目の「アルミサッシ取替工事」は大

掛かりで多額の費用が掛るのに対して、「下框取替工法」は窓枠の下の部分を取り換える

もので安価である。 

 ②JSから給水管・雑排水管劣化調査診断見積書を受け取った。来年度予算案に盛り込む予定。 

   来年度、診断結果を踏まえ、給水管・雑排水管取り換え工事の必要性を検討し、もし工事

が必要と判断された場合は実施時期、業者選定、工事金額等を検討することになる。 
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 ③今年度審議事項はすべて終了し、委員の方には来年度も協力をお願いし 

【植栽担当理事より】 

1．松村園芸とは値下げ交渉をする。 

 2．説明会の趣旨は「現行の植栽管理計画の理解と植栽環境への関心」、「みどりの会・花の会

への積極参加呼びかけ」である。 

 3．園芸費、緑の会、花の会の費目を見直す。高額なものは園芸費から支出し、緑の会、花の

会支出は消耗品等少額なものに限ることにする。 

 4．緑の会、花の会予算は植栽管理委員会のもとで予算を管理する。 

 5．緑の会、花の会の位置付けに関する6月定例理事会決定に従って平成21年に策定した植栽管

理計画も改定する。 

【環境・ごみ担当理事より】 

 1．不法投棄が2件あり対応した。内1件は大きな段ボールで、シルバーの方が発泡クッション

材をはがし段ボール紙は小さくして「燃えるごみ」として処分した。 

 2．多摩市資源集団回収補助金は上期28万円余り、下期は27万円弱の交付を受けることができ

た。皆様のご協力のおかげである。来年度上期から受け取る交付金は、10円/kgから8円/kg

に減額されるため、来年度予算案の収入見通しを今年度より減らす必要がある。 

 3．今まで粗大ごみとして扱っていた小型家電金属類を今年4月から資源回収することになった。

多摩市の広報、ごみ集積所に掲示するステッカー等で確認するようお願いする。 

【駐車場担当理事より】 

 1．居住者による社有車等、駐車場契約できない方のために、来客用駐車場を月極め月 8,000

円で駐車可能にし、「来客駐車場期間使用契約書」を用意した。契約書用紙は規約集に追加

する。 

2．駐車場収入の減少を食い止める案として他団地に「来客用駐車場」を貸す案が理事会に提

案されている。しかし、規約集駐車場経営細則第 17条に「駐車場に剰余が生じた場合、そ

の空き駐車場を居住者が来客用駐車場として一時的に利用できるものとする」と規定され

ているため、細則第 17条を居住者以外でも利用可能なように改定する必要があり、今後規

約改正の一環として慎重に検討することにしたい。 

【広報担当理事より】 

集会所利用予約表をホームページに掲載した。なお、PDF のダウンロードが出来ない。時間

が掛かる。文字化けなど不都合が起きる場合に PDFビュワーの更新が出来るようにホームペー

ジの右下に ADOBE READERの更新バナーを設置しました。 

 
 

・第14回理事会（臨時） 

日 時：平成25年2月23日（土）19時00分～22時 

http://get.adobe.com/jp/reader/?promoid=JOPDC
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場 所：集会所大会議室 

 

議題：平成 25年度予算原案について検討した 

（1）一般会計 ・・・・・・・収入及び支出見通しについて検討 

（2）修繕積立金特別会計・・・・修繕工事費以外の支出について確認 

(3) 棟別修繕積立金特別会計・ 通常支出項目以外の経費を計上予定 

(4) 駐車場料金会計・・・・・・収入が前年度比減少見通し 

                                 

                                           

特別委員会報告 

【長期修繕委員会】 

   2月9日（土）第8回委員会を開催し、以下の議題を審議した。 

1．「長期修繕資金計画シュミレーション」の計算結果の検討 

2．議案書「平成24年度長期修繕委員会活動報告」の確認及び「平成25年度長期修繕委員会

活動予定項目」についての検討 

3．「給水管・雑排水管劣化調査診断業務」見積価格の検討 

【高齢化対応委員会】 

 高齢化対応委員会では、すでにご案内しております「安否確認マグネット」の配布目的や使

用方法について下記の通りご案内致します。事前にご確認ください。 

 

 ｢安否確認マグネット｣を配布します。 

  理事会と高齢化対応委員会では、｢安否確認マグネット｣を 3月の初めに全戸に配布いたし

ます。これは災害時において居住者が無事かどうかを確認しあうためのものです。 

  使用方法は、平常時は玄関ドアの内側に貼っておき、大きな地震(震度５以上ではないかと

体感された場合)を感じられたとき「ご家庭の皆様が無事であれば」玄関ドアの外側に張り出

してください。「無事です」と表示されます。 

  ご無事な方は、お隣やご近所のご家庭の掲示をご確認してください。もし張り出されてい

ないお宅があったら声をかけてください。そして管理事務所前に集まっている理事会や高齢

化対応委員会の人に伝えてください。 

  理事会、高齢化対応委員会でも「安否確認マグネット」の掲示がない各戸を確認し、電話

確認や消防署への通報などの対応を検討、実施いたします。 

 災害時の場合、同じ階、同じ階段にお住まいの方が最初に頼りになる方です。お互いに助

け合ってこそあなたの安全も確保されます。 

  この｢安否確認マグネット｣は、居住者の皆様が「相互に安否を確認しあうための目印」と

して活用していただくためのものです。ベースは隣近所の助け合いです。マグネットの活用
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よろしくお願いします。 

【植栽管理委員会】 

【緑の会】では 2月は、北東斜面の間伐作業を行いました。あいにくの寒さの中、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 3日（第１日曜日）と 3月 16日（第 3土曜日）の 2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。 

4月の活動は、4月 7日（第１日曜日）と 4月 20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】 

2月23日（土）第6回IT委員会を開催しました。議題としては管理事務所のパソコンから自

動的にホームページへ集会場利用予約表が随時更新出来ないか、25年度IT委員会活動原案に

ついて審議しました。 

集会場利用予約表については、随時参照は可能ですが運用に問題があることが分かりまし

た。あらためて検討することとしました。また、25年度活動原案は了承され理事会に図るこ

ととしました。 

   

  

 

 ＊東法面の梅の花 

 

 

 

 

 

 

訂  正 

つるまき2月号にてお知らせいたしました「お母さんと子供の会」（仮称）は高齢化対応

委員会の組織として活動するとのご案内いたしましたが、まだ活動詳細が決まっておりま

せんので訂正いたします。 
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「連載コラム⑤」 

 

次回は団地理事会の理事の順番だけど・・・ 

 

当団地、グリーンメゾン鶴牧３は、住宅管理組合の理事を、団地住民（組合員＝住宅所有者）

に棟別の輪番制で役員を担当して頂いています。 

しかし、近年、理事の選出に当たり、色々な課題・問題により選出が難航することが、しば

しば発生しています。 

理由には、次のようなことがあります。 

   ①住民の高齢化や、一人住まいの増加。 

 ②ご主人の単身赴任により、普段、団地に不在のことがほとんど。 

   ③転勤により貸家として貸出していて、居住していない。賃貸による現居住者は、理事

の資格がない。 

 

理事の資格は、組合員（所有者）であることが団地規約に規定されていますが、ご主人が単

身赴任により、普段団地に居住していないため組合活動に参加できない場合、実際には奥様や

同居のご家族に代理として理事活動に参加頂いています。 

 

このような事例に対しては、他団地の例として次のような問題点が指摘されています。 

当団地でもそうですが、組合員で無い方（同居家族の方）でも、団地総会で承認されれば、

理事として活動していました。また、その方が理事長に選任された場合、団地理事会としての

代表権を持って対外活動を行い、対外的な契約書類への契約署名を行ったり、理事長として総

会の招集を行う訳ですが、法律的には、そもそも団地理事になる資格のない人が行った契約や、

資格のない人の招集した団地総会での議決自体が無効となってしまいます。 

年月が過ぎてからこの点を法律的に指摘されると、過去に遡って、契約内容の見直しや、せ

っかく団地総会で議決した内容を、改めてやり直す必要が出てくる可能性があります。 

 

団地の高齢化にともない、このような問題を解決するため、役員の選出方法や任期・理事に

なれる方の範囲（資格）についても検討が必要です。 

その検討結果に合わせ、団地の規約も改正することが必要となってきています。 
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＊ルールの守られていないゴミの廃棄について 

  ・2 月 9 日、２号棟ゴミ置場に不法投棄された「赤のスーツケース」

が放置されていたと報告がありました。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。 

  

 

  ＊落し物について 

  ・2月 22日（金）5号棟ゴミ置き場植木横に車の鍵が落ちていたと 

届出がありました。ヴィトンのキーケース付き「トヨタ」車の鍵で

す。お心当たりの方は管理事務所までお越しください。 

 

 

 

 

 

＊4月から燃やせないゴミの分別方法が変わります。 
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入居者名簿提出のお願い  

 

  当団地は、今年で 30年を迎え時の経過とともに様々な世代の方が居住しております。 

団地内の世代変化にともない、居住者間の交流を深める為、東京都や多摩市が推進してい

る「共助」の街づくりを進め「高齢者も若いお母さんや子供達も、元気で明るく、助け合っ

て過ごせる環境づくり」を目指したいと思います。 

  そこで、「共同生活の秩序維持に関する協定」第 5 条第 1 項、第 2 項及び第 8 条に基づき

居住者皆様の現状を把握するため「入居者名簿」のご提出をお願いいたします。 

お手数ですが添付の「入居者名簿」にご記入の上、添付の封筒に入れ封印して３月 11 日（月）

までに管理事務所窓口へお持ちいただくか、管理事務所のポストへ投函をして下さい。また、

直接提出が難しい場合は棟別選出の理事がお伺いして回収することもございます。ご協力の

程よろしくお願い致します。 

＊入居者名簿の「要介護者に○印」欄にご記入の方については、後日理事が訪問いたしま

す。 

なお、分析結果は居住者の皆様へまとまり次第発表いたします。 

 

（目   的） 

この入居者名簿により、当団地の実態を分析し、「共助」の街づくりへの目標に向けて

有効に活用するものです。また、災害が発生した時や居住者に緊急の事態が発生した時

の居住者の安否確認、避難誘導、被災者救護等に使用するものです。 

 

（保管・閲覧） 

入居者名簿は、管理組合の鍵付き書庫で厳重に保管し、目的以外の閲覧は一切認めま

せん。また、入居者に無断で公表することはありません。 
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入居日  平成   年   月   日 

続柄 氏   名 生 年 月 日 要介護者 

に○印 

フリガナ  明 大 昭 平  

本人  

フリガナ  明 大 昭 平  

  

フリガナ  明 大 昭 平  

  

フリガナ  明 大 昭 平  

  

フリガナ  明 大 昭 平  

  

フリガナ  明 大 昭 平  
  

 

 

   

 

（様式 1号）         入 居 者 名 簿 

平成  年  月  日 

号棟    号室    ℡   （    ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）同居の居住者全員をご記入ください。 

注）「要介護者に○印」欄には、手助けが必要な方をご記入ください。 

 

緊 急 連 絡 先 

フリガナ 
  

続柄 

氏 名   

住 所 
                                ℡ 

フリガナ  続柄 

氏 名   

住 所 
                                ℡ 

注） この連絡先は万一の場合のものです。なるべく親族の方をご記入下さい。 
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