
1 

                         

 

 

 

平成２５年（２０１３年）４月号           グリーンメゾン鶴牧 3住宅管理組合ニュース 

４月号の内容 

  １．お知らせ  ２．理事会報告  3．特別委員会報告  4. 規約改正コラム⑥  

  5．号棟別集会「よりあい」の案内 6．平成 25年度管理組合役員候補者一覧 
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お知らせ 

★入居者名簿提出のご協力ありがとうございました 

   全居住者を対象に入居者名簿の提出をお願いしました。その結果大多数の

居住者の方よりご提出をいただきました。ありがとうございました。提出し

ていただきました名簿は管理組合で厳重に管理し、防災及び防犯等の緊急時

の対応の為に利用いたします。 

★号棟別集会「よりあい」のご案内（高齢化対応委員会より） 

   先般、居住者皆様のお手元に「安否確認マグネット」を配布いたしました。

これにともない震災の際、号棟毎のお互いのお名前やお顔等を確認し、共に

助け合うための情報交換の場として号棟毎の集会を開催したいと思います。

詳細については別記しましたのでご参照ください。ぜひ、ご出席ください。 

★空き駐車場、社用車も利用可能になりました。 

   当団地で社用車をご利用している居住者について、月額8,000円で社用車

も駐車可能となりました。ご利用下さい。なお、申込み用紙は管理事務所に

あります。 

★平成24年度管理組合通常総会開催のお知らせ 

   平成24年度のグリーンメゾン管理組合の通常総会の日時が決定いたしま

した。5月12日（日）18時30分～20時30分までです。場所は例年通

りTOMハウスです。なお、総会議案書は4月22日配布予定です。 

★平成25年度管理組合役員候補者が決まりました。 

平成 25 年度の管理組合役員候補者が決まりましたので、お知らせいたし

ます。一覧表は巻末に掲載しております。ご参照ください。 
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理事会報告 

・第15回理事会（定例） 

日 時：平成25年3月16日（土）19時00分～21時30分 

場 所：集会所大会議室 

【理事長より】 

1．住民説明会報告 

   25年度業務計画案を提案するに当たって重点業務、課題等を説明し住民の皆さまのご意見

をいただくために開催し、47名の方々に参加していただいた。 開催後、以下のような感想

をいただいている。 

  ・来年度以降の重点事項について分かりやすい説明で有意義だった。 

  ・この団地が出来て30年、規約改正の必要性、再シミュレーション結果、防災等色々考えさ

せられた。 

  ・今後もこの時期に住民説明会開催を慣例にして欲しい。 

   ※説明会に参加できなかった方のために、ホームページに「つるまき」2月臨時号、住民

説明会資料をアップしている。（http://gm3tsurumaki.jimdo.com） 

2．特別委員会慰労会報告 

   地中海料理店トレーノ・ノッテで慰労会を開催した。委員の方々の労をねぎらうとともに、

来年度以降も委員会活動に協力していただけるようお願いした。 

3．入居者名簿の更新 

   「つるまき」3月号でお願いした入居者名簿は3月11日締め切りを延長した結果、今日現在

204件で約83%である。当団地の実体把握のため引き続き100%回収に近づける努力をする。 

   なお、3月22日最終集計結果は234件95%、不在者宅等を除くと98%の回収率である。 

【副理事長より】 

1．主要発注先との交渉状況及び審議 

   6月契約のJS他を除き、以下主要発注先との交渉終了を報告、例年通り年度内に契約する。 

  ①JS窓口業務時間週3時間短縮をともなう値下げ交渉により減額する。 

  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する。 

  ④三菱ビルテクノについては直接契約からJS経由にして契約金額を圧縮する。 

  ⑤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、一部については3月分か

ら値下げさせている。3月13日には東京電力の責任者を呼んで契約見直しの説明を受けた。

引き続きJSの協力を得て交渉を続ける。 

2．南鶴牧小学校太陽光発電設備視察報告 

   3月16日（土）に三役と建築理事の4名が南鶴牧小学校を訪問、福田副校長に太陽光発電設

備を案内していただき丁寧な説明を受けた。 

http://gm3tsurumaki.jimdo.com/
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  ・多摩市の紹介でエネルギー環境教育に熱

心な南鶴牧小学校に対して某ビールメ

ーカーから太陽光発電設備が無償提供

された。 

・5階建て校舎屋上に10KWのパネルを設置、

同じ屋上の既設の電力設備に接続して

いる 

  ・パネル設置面積は約100㎡で重量は2 

～3トン、近くで見るとかなり大き 

く重そうに感じた。 

  ・水泳プール、給食設備等大電力を必要と 

し、一般家庭700軒分の必要電力に対し

て太陽光発電は一部を賄えるだけ、学校

が休みの晴天の日中は少し売電できる

程度である。 

  ・当団地の1号棟、2号棟および10号棟屋上 

に設置可能と思われるが、パネルを支持

する鉄材が長大で、エレベーターに乗せ

られる大きさではない。 

    今後、電気料金が4月以降も値上げが続き、消費税が8%、10%にアップするのに対応する

ために、また、大規模災害時に停電が長期化する可能性に対応するためにも、太陽光発電

について調査・検討を開始する必要があると思われる。屋上設置だけでなく、広い設置面

積を確保できる駐車場も検討の対象になろう。 

 【総務担当理事より】 

1．多摩マンション管理組合連合会講演会報告 

    3月3日（日）、パルテノン多摩で開催された講演会に理事長と総務理事が出席した。国

土交通省国土技術政策研究所住環境計画研究室長の長谷川氏が団地の再生に向けて「建て

替えか？延命か？迫られる選択」と題して講演された。以下その要旨である。 

  ・多様な改修を中心とした団地再生を図ることも、建替え、大規模改修等多様な手法の複合

化による団地再生を目指すこともシナリオとしては可能である。 

  ・物理的な劣化対策に加え、グレードアップする再生手法（長寿命化と性能の大幅な改善）

は、建替えに匹敵する改修であり、技術的には可能である。 

  ・改修による総合改善例として、生活空間の改善、付属施設や屋外環境改善、防災性能改善、

バリアフリー性能改善、防犯性能改善、省エネ性能改善及び情報通信性能改善等がある。 

  ・現状では建て替えは容易でない。私法である区分所有法と平成14年の行政法「円滑化法」

適用で実施することになるが、実際上多くの課題に対応する必要があり困難をともなう。

そこで区分所有法による決議を得ないで団地再生を可能にする制度として地域貢献型の

団地再生事業法（行政法）を提案する。 

  ・長谷川氏が提案する地域貢献型再生メニュー例として、安全（防災、防犯）、コミュニテ

ィー（活性化、高齢者の安心、子育て支援）、環境（保全、省エネ、創エネ）を説明した。 
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  ・従来の長期修繕計画は原状回復が基本の計画である。団地が高経年により利用を中止する

時期を設定し、時代変化や社会ニーズに対応した柔軟なハード・ソフトの長期マネジメン

トを計画する必要がある。そして長期修繕計画はこの長期マネジメント計画に基づいて策

定する。 

   以上、大変示唆に富んだ説明であった。当団地でも各専門委員会の有志で勉強会を立ち上

げて、居住者とともに将来のビジョンを描く必要性があるのではないか。 

  ＊私法・・対等な私人間の法律関係を規制する法で、民事法とも言う。 

  ＊行政法・・行政に関する法律の総称。 

  ＊円滑化法・・平成14年制定の「マンションの建て替えの円滑化等に関する法律」。 

  ＊団地再生事業法・・現在国交省で立法を検討中。 

2．規約改正委員会報告 

   3月2日（土）に第6回規約改正委員会を開催し、「つるまき」4月号コラム原稿執筆は委員

長がまとめることにした。 

3．入居者名簿の分析 

   回収結果のグラフ化等を準備しており、人口ピラミッド表示例を示した。最終集計後のデ

ータをもとに分析する。その結果は「つるまき」4月号に掲載する予定である。 

【経理担当理事より】 

１．組合費会計決算見通しについて 

   2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。3月想定予想を入れ

ている。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1千800万円程度の

見通しである。 

 ①昨年5月に支出した総会費は9千円弱の赤字のままとして操作しない。 

  ②通信交通費の電話代はインターネット費用等固定費用がほとんどで5千円弱の赤字である。 

  ③印刷費は広報臨時号等ページ数増でインク代等がかさみ、予算内に収めるのは不可能であ

る。新役員向け規約集増刷は4月に入ってから実施する、議案書原案等の審議にはプロジ

ェクターを使用する等の対応をとる。 

  ④電気料金値上げは予算時に見通せなかったものである。節電等の対応をしているが高層棟

固有、共通それぞれ13万9千円弱、12万4千円弱の大幅赤字見通しである。 

 ⑤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くJSに説明を求めている。 

2．資金管理委員会報告と平準化審議 

   第2回資金管理委員会で銀行預金残高の平準化に対応する必要はないとの結論が報告され

たが、「平準化策」の方針変更になることから従来通り平準化を実施する。 

3．会計処理マニュアルについて 

   会計帳簿チェック委員会とJSでまとめていた、会計処理マニュアル最終版が3月7日にJSか

ら提出されて作業は全て完了した。今後実際の窓口業務に反映させる。 

4．議案書の決算書一般会計表及び予算案一般会計表のフォーマット改善 

   いままで、一般会計はそれぞれ一つの表にまとめていたが、現行表に相当するサマリー表

とは別に、高層棟固有表及び共通表を追加する。高層棟固有と共通を独立して参照可能にす

るとともに、各費目の備考欄を充実させる。 
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【管財・集会所担当理事より】 

 1．「お母さんと子供の会」 

   2月28日（木）に最初の会が開催された。砂場で遊んでいた親子にも急遽呼びかけて参加

してもらった。 

2．高齢化対応委員会報告 

  ①「棟別話し合いの会」が提案され、4月からの実施を決定した。実施方法は3月24日（日）

に検討する。 

  ②「安否確認マグネット」は委員が手分けして袋詰めし全戸配布を行った。 

【施設・防災担当理事より】 

1．秋の防災訓練について、「防災棟」を決め全員に呼びかけて具体的な行動による訓練の提

案をまとめた。次年度に引継ぎ訓練結果をマニュアルに反映、充実させる。 

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た。10号棟についても節電するよう働きかけている。東京電力との

交渉は良い方向に向かっている。 

3．集会所キッチン下給湯設備及び水道メーターバルブの修理を行った。費用はそれぞれ30,900

円、65,000円である。 

4．2号棟北西の案内板が3月10日（日）の強風で転倒した。鉄柱の根元が腐って折れたためで

ある。業者に依頼して翌日応急対応した。JSに修理の見積もり依頼中である。その他の案内

板等についても安全確認する必要がある。 

【建築担当理事より】 

 1．報告及び承認事項 

  ①2号棟、6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。 

  ②3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

充当する。 

  ③東京スカイツリー「切り替えテスト」で8号棟宅から受信不可能の連絡があった。各理事

も受信確認して様子を見る。 

  ④緑の会からの問い合わせ 

６号棟前の縁石が低いため法面の盛土が流出する。取りあえず今回は、丸太と杭で防止策

を施した。今後は「煉瓦積み」で施工したいので予算（約1～2万円）はあるかどうかを確

認し、園芸予備費が残っているので、それを充当することで承認した。 

【植栽担当理事より】 

植栽と直接関係する事ではないが、若い方達、働き盛りの方達にとって将来のビジョンを示

すことも必要である。この団地にずっと住み続けたいと感じられる魅力的な施策を考えていき

たい。 

【環境・ごみ担当理事より】 

 1．今月は不法投棄はなし。引越し時期であり安心はできない。 
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 2．多摩市の24年度最後の廃棄物減量推進員全体会議に出席した。 

  ・多摩消防署からの注意として、スプレー缶、カセットガスボンベ、ライターは緑色の有害

性ごみ容器に入れること。誤ってピンク色の「燃やせないごみ」有料指定袋に入れて捨て

ると収集車両火災事故が発生する恐れがあり危険である。10年間で1,472件の火災が起き

ている。 

  ・小型家電、金属類の資源収集について3月30日に看板をだす。 

  ・ごみ、資源の分別ガイド及びごみ資源収集カレンダーを各戸に配布している。 

   分別ガイド14ページ右下に粗大ごみの運び出しについての記載がある。 

    なお、高齢者（65歳以上）のみの世帯及び身体障害者のみの世帯でごみを所定の場所に

出すことが困難な人は、粗大ごみ申し込み時に申し出ると作業員が運び出します。 

  ・25年度の推進員について、理事長が次期環境・ごみ理事候補を推薦して市に届ける。 

 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．駐車場収入は 1,150万円の見通しで、予算額より 20万円～30万円減収となる。 

 2．来客用駐車場を除き、現在空き駐車場は 17台である。 

 3. 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で月

8,000円で駐車可能にした。社有車も駐車可能にしたことをもっと宣伝する必要がある。 

 4．駐車場収入の減少を食い止める案として「来客用駐車場」を隣のブリリア多摩センター居

住者向けに貸す案は引き続き検討し、来年度業務計画案には実現に向けて「検討事項」と

して盛り込む。2月 27日（水）JSの仲介でブリリア多摩センター管理会社の担当者と責任

者に来訪していただき、三役と状況把握及び意見交換を行った。 

  ・当団地の空き駐車場が増加傾向にあるのに対して、隣のブリリア多摩センター団地は 1

戸 1台の駐車場があり現状では不足は発生していないが今後２台目駐車の必要性がでて

くる。来客用駐車場は不足しており、クロスガーデン多摩に駐車しているようである。 

  ・管理組合同士の契約ではなく、相互協力の一環として駐車に関する協定を結ぶのが良さ

そうだ。 

  ・当団地では来客用駐車場を住民が使用する社有車駐車のために月極め契約を可能にした。

ブリリア多摩センター居住者に貸し出す場合はその延長上とし、ブリリア多摩センター

団地居住者車両の表示をする案が現実的であろう。 

  ・それぞれの団地内の合意と規約細則上問題ないか検討が必要であるが、今後とも引き続

き協議を進めることで合意した。 

【広報担当理事より】 

平成 25年度管理組合議案書の執筆担当、原稿期限、発行までの作業工程を報告した。議案

書は 4月 22日配布予定とする。 
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特別委員会報告 

【高齢化対応委員会】 

・３月２日（土）高齢化対応委員会を開催し以下の事項を話し合いました。 

①２４年度の活動報告と決算状況を報告し承認されました。 

②次年度の活動計画について話し合い承認しました。 

③棟別の集会を開くことが提案され実施することになりました。実施の具体的な方法は

後日委員会を開いて検討することとしました。 

・３月２４日（日）高齢化対応委員会を開き棟別集会の開催方法について以下の話し合い

をしました。 

①集会の目的は安心で安全な生活を送るため近所同士知り合いになり絆を強めていた  

だくこと。 

②この集会の名称を「よりあい」とすること。 

③日曜日に開く。５月の末から開く。具体的な日時(予定) 

④話し合いの内容、周知は「つるまき」４月号から始めること。 

など具体的に開催の方法を決めました。詳しくは別欄を見てください。 

 

【植栽管理委員会】 

【緑の会】 

3 月は、北東斜面の間伐作業や居住地内の整備を行いました。人手の必要な作業で

もあり、大勢の参加がありました。ありがとうございました。 

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）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。 

5月の活動は、5月 5日（第１日曜日）と 5月 18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。 
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「連載コラム⑥」（総集編） 

来年度規約改正に向けて連載コラムを掲載してきました。今月号はその総集編です。 

 

❑もし、規約が不備であったらどうします （11月号「連載コラム①」） 

 もし、あなたが理事で問題が発生した時には、規約にもとづいて解決するのが本来の解決方

法ですが、規約が不備な場合は、現行法を参考に解決しなければなりません。しかし、法律の

専門家ではないので短期間に調べて解決できるか疑問です。国土交通省の標準管理規約に準拠

して規約を改正しておけば、規約を参考に問題を解決することができます。 

❑なぜ規約改正が必要なの？ ～公団型から国交省型へ～ （12月号「連載コラム②」） 

 当団地の規約は旧公団が定めた公団型の規約がもとになっており、歴史的事情のため、権利

関係を定めた部分がほとんどなく、ほぼ管理運営を定めた部分のみから成り立っています。 

 マンション、団地をめぐる権利関係のトラブルが相次いだため、国土交通省は模範となるべ

きマンション標準管理規約を定めました。現在新しく建設されているほとんどのマンション、

団地の規約はこの標準管理規約に準拠しています。 

 一方で、いままで大量に建設されたマンション、団地は一斉に老朽化の時期を迎え、修繕、

復旧、建て替え等もともとの権利関係があらわになる厳しい局面を迎えつつあり、近隣団地で

も国交省型の規約に改正する動きが広がっています。 

❑グリーンメゾン鶴牧-3の作成予定の新規約の位置付け （1月号「連載コラム③」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑天井から汚水漏れ！誰が負担するのか （2月号「連載コラム④」） 

 もし横管から汚水が漏れている場合、その横管を取り換える必要がありますが、当団地の横

管は下階の天井裏に配管されています。現規約では横管は上階の専有部分とみなされています

が、最高裁の判例で共用とされました。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う必要があります。 

❑次回は団地理事会の理事の順番だけど・・・ （3月号「連載コラム⑤」） 

 現規約に役員の資格は組合員（所有者）と規定されていますが、高齢化等にともない、近年

はしばしば選出が難航する事態になってきています。役員の選出方法や任期、役員の資格につ

いても検討し規約を改正することが必要となってきています。 

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
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（高齢化対応委員会からのお知らせ） 

号棟別集会「よりあい」のご案内 

 

先般「安否確認マグネット」を全戸に配布させていただきました。これは災害

時に近隣にお住まいの皆様同士でまず安否確認していただき、共同して災害に対

応するためのものです。災害時「安否確認マグネット」の表示のないご近所にお

声掛けをしていただき、安否確認が出来ない場合は、集会所の理事等への連絡・

対応をお願いいたします。 

安心・安全な共同生活には、日頃からご近所同士の情報交換も大切です。その

一環として号棟別集会「よりあい」を以下の予定で開催いたします。「よりあい」

には寄り合う、より会う、より愛をも意図しました。 

趣旨をご理解頂き、皆様のご参加をお願いいたします。 

 ◆号棟別「よりあい」スケジュール 

１号棟 ５月２６日（日）１０：３０              ６号棟 ６月２３日（日）１０：３０ 

２号棟 ５月２６日（日）１３：３０ ７号棟 ６月２３日（日）１３：３０ 

３号棟 ６月１６日（日）１０：３０ ８号棟 ６月３０日（日）１０：３０ 

４号棟 ７月２１日（日）１０：３０ ９号棟 ６月３０日（日）１３：３０ 

５号棟 ６月１６日（日）１３：３０ 10号棟 ７月２１日（日）１３：３０ 

◆場所は、管理事務所集会所です。それぞれ１時間の予定です。 
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平成25年度 管理組合役員候補者及び業務分担予定 

 

氏  名 号棟－室番号 役員業務分担 

久保田 良治 1-102 総   務 

大橋  啓 1-201 施設・防災 

萩原  崇 2-104 建   築 

幡野 幸裕 2-1103 管財・集会所 

森 テルエ 3-306 駐 車 場 

山梨 貴彦 4-302 監   事 

橋本 美仁 5-406 環境・ごみ 

鈴木 昭雄 6-401 副理事長 

村田 和子 7-103 経   理 

山下 健治 8-502 植   栽 

高木  弘 9-401 広   報 

北川 教雄 10-301 理 事 長 

 


