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平成２５年（２０１３年）５月号           グリーンメゾン鶴牧 3住宅管理組合ニュース 

 

５月号の内容 

  １．お知らせ  ２．理事会報告  3．担当理事より 4. 特別委員会報告   

  5．団地マスタープランについて 6．入居者名簿の扱いについて 
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お知らせ 

★通常総会の場所と時間の変更について 

  すでに階段掲示などでご案内していますが、あらためて場所と時間の変更を

ご案内いたします。通常総会の日時 5 月 12 日（日）9 時 30 分～11 時

30分までです。場所は管理事務所集会所です。万障繰り合わせてご出席く

ださい。 

 

★一斎草取りと団地交流会のお知らせ 

  5月 19日（日）第 1回目の一斎草取りを 9時 30分～11時まで行いま

す。その後、団地交流会を実施いたします。居住者の皆様のご協力とご参加

をお願いいたします。なお、雨天の場合は 5月26日（日）に順延します。 
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退任のご挨拶 (1年を振り返って) 

 

副理事長   大野畝太 

 

この１年、自然界では、竜巻、大雨による洪水、大雪，地震の多発など日本における天候が

極端に様変わりしてきています。また、政治や経済も大転換の時となっています。更に、我々

を取り巻く社会環境においても課題が山積しています。特に少子・高齢化の傾向が益々顕著に

なってきます。 

 

当団地も、今年で３０年を迎えることになります。我々組合役員と致しましてはこの 30 年

を迎えるに当たって、大変僭越でありましたがこれから先を中・長期のスパンでどのようなこ

とを行うことが組合員の皆様のお役に立つことが出来るかを最優先として、ニーズをくみ上げ、

施策を計画し、実行し、そして効果を考え理事会を運営してまいりました。今年度の業務計画

は、概ね実行することが出来ました。次年度以降の施策などの詳細は、総会の議案書の業務計

画をご参照頂けると幸いです。 

 

通常総会で私ども２４年度の役員の任期が終わります。この１年、理事長以下役員の方々お

よび特別委員会の皆様が中・長期的な計画案、具体的な施策案を審議致しました。その働きぶ

り、そのご努力には感服いたしました。ここに敬意を表したいと思います。 

その中には、複数年度で取り組む必要のある業務も多くあり、次年度の役員の方々に引き継

いでまいります。そこで、組合員の皆様にご満足いただく為に、次年度の役員の方々が理事会

を運営しやすいように今期の役員の皆様にも特別委員会に参加していただき、今まで得た知識、

経験を生かして活動を続けていく所存です。 

 

最後になりましたが、今期の役員、特別委員会の委員、緑豊かな当団地の植栽にご努力をい

ただいた「緑の会」、「花の会」の皆様に対しまして重ねてお礼を申し上げます。同時にすべて

の組合員の皆様、それと業務にご協力いただいた関係各位に理事会を代表致しまして厚くお礼

申し上げます。 
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理事会報告 

・第16回理事会（臨時） 

日 時：平成25年4月14日（日）14時00分～18時00分 

場 所：集会所大会議室 

 

議題：平成 24年度通常総会議案書確認 

(１)議案書に関する事項 

・通常総会の会場変更について 

 当初予定していたトムハウスでの開催時間が夜の為、管理事務所集会所での場所及び時

間の変更提案が承認された。 

・決算表及び予算案の表示フォーマットの変更について 

 従来の形式から主な項目の説明文を記載及び高層棟固有、共通との表を分け個別収支を

明確することが承認された。 

・「お母さんと子供の会」（仮称）について 

 軌道に乗るまでは会の自主的な判断に任せることにした。 

・会計帳簿チェック特別委員会終了について 

 3月 7日 JSから精査後の会計処理マニュアル改訂版が提出され、委員会を解散したこと

を報告した。 

・平成 25年度特別委員会の新設を報告 

 住民説明会の方針に沿った「防災問題検討委員会」「財務・経理委員会」の２つの特別委

員会を新設することを説明した。 

・コミュニティー担当理事の新設 

 「自冶会的機能」を明確にするため「管財・集会所」担当を「管財・集会所・コミュニ

ティー」担当理事にした。 

(２)記念植樹について 

 例年第 1回の草取り後の団地交流会を実施しているが、今年は 30周年の記念植樹を予定

しているので、団地交流会を植樹祭とする計画を具体化する。 

 

また、最後に議案書の原案について理事長及び各理事により内容の最終確認を行った。

議案書の配布について今後の作業工程を検討し 4月 22日（月）に配布をすることに決定し

た。 

 

・第17回理事会（定例） 

日 時：平成25年4月20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）挨拶と今後のお願い 
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 最後の定例理事会にあたって、理事会の皆様にお礼を述べると共に、今後とも管理組

合の活動を支えていただくことの期待を表明した。 

（2）30周年記念植樹祭について 

 第 16回理事会（臨時）で提案した記念植樹祭について審議したが、第 1回草取り後の

団地交流会で植樹する案は承認されなかった。時期的に植樹に適さない等十分検討さ

れたものでないことから次期理事会に引継ぐことにした。 

【副理事長より】 

（1）八団地連絡協議会報告 

・通常総会の開催日について、隣のエステート鶴牧-3、タウンハウス鶴牧-3及びタウン

ハウス落合-5の 3団地は会計年度の終わりの 3月 24日に総会を行っている。 

 グリーメゾン鶴牧-3では会計年度との関係で問題はないかとの質問を受け、来年度全

面規約改正を予定しているので審議されるとの見通しを回答した。 

 （標準管理規約の団地総会は「新会計年度開始以後 2か月以内」である） 

・エステート鶴牧 4・5は現在 11億円（内 4億円は国補助）で外断熱工事中である。補

助金申請時は高圧一括受電とスマートメーターを予定していたが、全所有者の同意が

得られる見通しにならなかった為、外断熱工事だけを実施している。補助金の一部を

返還する必要があるかもしれない。 

・タウンハウス鶴牧-3は設計図面を CAD化している。 

 （グリーメゾン鶴牧-3はCAD図面化でなく安価なイメージ図面化を来年度予算に計上） 

・メゾン鶴牧 5から大規模修繕業者選定は相見積もりで行うが、コンサルタントはどの

ように選べば良いか質問が出され、情報提供することにした。 

 ※NPO日住協発行 

  『マンション大規模修繕 設計監理方式の導入～コンサルタント選定マニュアル～』 

・各管理組合から保有している過去資料があふれ廃棄の必要性及び廃棄基準が議論され

た。 

（2）新手の詐欺か？ 

     先日居住者から不審な電話を受けたとの連絡があり、理事長と副理事長が同行して

多摩中央警察署に届けた。不審な電話が掛ってきた場合は警察に届け出るよう要請さ

れ、詐欺注意ポスターを受け取って階段掲示した。相手の話に乗るとうまい話をして

個人情報を聞き出す新手の詐欺と思われる。 

不審な電話とは「青い封筒が某社から届いているか、届いたら某番号に電話する

ように」のような電話である。 

団地内で新手の詐欺の電話が多くなってきている。居住者に注意を喚起することにし

た。 

（3）「つるまき」5月号掲載の退任挨拶文を紹介した。 

【総務担当理事より】 

（1）居住者名簿集計は 3月調査結果をもとに全住民の集計結果を報告する。 

（2）総会議案書記載の「団地マスタープラン」について解説する。 

【管財・集会所担当理事より】 

（1）「お母さんと子供の会」は「ままさーくる」の名称で 

 活動を開始している。 
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  ・4月 7日（日）、お母さんと子供の集い（ままさーくる）

は当団地に居住している南鶴牧小に入学する新 1年生と

在校生及びその保護者との顔合わせ会を開催（写真）。 

（2）引継ぎマニュアルは作成済みで、コミュニティー活動 

が軌道に乗るよう支援する。 

（3）3月 30日に多摩市社会福祉協議会「ふれあいトムとも」

に参加したが、戸建てを含め高齢化が進み、防災・防犯

が問題とされながら活動は足踏み状態である。参考にな

る情報は得られていない。 

【施設・防災担当理事より】 

・引継ぎ資料を作成し、来年度も防災問題に関して支援する。 

【建築担当理事より】 

・来年度長期修繕委員会に対して、マスタープランを念頭に、太陽光発電、高圧一括受電、

ライフライン耐震性について諮問するよう引継ぎを行う。 

【植栽担当理事より】 

（1）来年度は植栽管理計画に従って高木伐採の年であり、対象高木はマークしてある。実

際に伐採するか否かは来年度理事会が決定することになる。 

（2）植樹祭で緑の会、花の会の表彰を提案する。 

【環境・ごみ担当理事より】 

・引継ぎ事項を 6項目用意している。時間をかけてしっかり引継ぐ予定である。また、来

年度要請があれば支援する。 

【駐車場担当理事より】 

  ・空き駐車場対策や白線引き直しも含めて次年度役員に引継ぐ。 

【広報担当理事より】 

 ・引継書は作成済みである。また、「つるまき」5 月号記載内容、総会翌日の結果速報（臨

時号）発行について報告した。 

 

担当理事より 

【植栽担当理事】 

植栽管理を担当させていただき、ようやく任期の 1 年が過ぎました。植栽担当理事とな

り、あらためて当団地の緑の豊かさを実感いたしました。これも住民の皆様の参加による

一斉草取りをはじめ、日々の作業を継続して行なっていただいている緑の会や花の会の皆

様のご努力の賜物と思います。また、理事長をはじめ理事の皆様、植栽管理委員会の皆様

には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。 

この一年間、幸いにも台風や大雪等により植栽環境に大きな被害を受けることがありま

せんでしたが、松くい虫の被害により松の木を 3 本伐採いたしました。一方、7 月の一斉

草刈りにおいては事故が発生してしまい、安全管理や夏場における暑さ対策、さらには補

償の充実など課題も浮き彫りとなり、次期の理事会に引き継いでまいります。 

私は植栽担当理事となり、この緑豊かで誇れる環境を次の時代に引き継いでいく必要性

を強く感じました。皆様方のご協力をぜひお願いいたしたいと思います。 
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特別委員会報告 

【高齢化対応委員会】 

第１回目の「よりあい」（棟別集会）を 5 月 26 日（日）に開きます。 

1 号棟の皆さんは午前 10 時半から 1 時間ほど。 

2 号棟の皆さんは午後 1 時半から 1 時間ほど。 

災害時などにお互いの安全を図るため、顔見知りを増やしていこうという試みです。ご

夫婦での参加も歓迎です。参加お願いします。 

その他の棟の「よりあい」も順次開きます。予定は 4 月号の「つるまき」を見てください。 

 
【緑の会】 

４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。 

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）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。 

6月の活動は、6月 2日（第１日曜日）と 6月 15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。 

                         

 

 

団地マスタープラン、長期ビジョン作りについて 

 第 30回通常総会議案書の業務計画案（3号議案）の「Ⅱ具体的な重点課題第 5項」において、

今までは「建物を維持し価値の低下を防ぐ」ハード中心の長期修繕計画を「これからも住み続

ける為に安全で安心して暮らせる魅力的な施策で価値を高め、性能改善して寿命を延ばす」こ

とに重点をシフトする団地マスタープランについて触れています。 

また、「つるまき」3 月号に「多摩マンション管理組合連合会講演会報告」を記載しています。その最

後の部分に以下のように報告しています。 

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。 

 議案書の「団地マスタープラン」はこの講演会で報告された「長期マネジメント計画」のことで、今まで

にない新しい考え方です。区分所有法に基づく土地、建物の維持管理を目的にした管理組合の枠を

超えて、ハードである建物の延命、ソフトである居住者の安全（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）を考慮した将来のビジョン作りを提案して

いるものです。 

 30年の節目の年に20年後30年後を見すえたとき、私たちの団地にもこのような長期計画が必要にな

ると考えて来年度の業務計画の中に触れさせていただきました。 
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入居者名簿の扱いについて 

   入居者名簿について、昨年 4月に調査したのになぜ今年 3月にまた調査する必要があったのか

と一部の組合員から疑問を寄せられているのでお答えします。 

   現在まで、入退去時に入居者名簿を提出していただいていますが、居住者のご家族が引越しさ

れたり、同居されたりして家族構成に変化があっても入居者名簿はほとんど更新されていないのが

実情です。管理組合として防災、緊急時のために団地住民を正確に把握する必要があり、毎年調

査が必要であると思っています。3.11 以後このような考えから毎年調査する管理組合が増えていま

す。（昨年の「つるまき」11月号講演会聴講報告参照） 

   また、毎年同じことを書くのは煩わしいことであり、調査方法については改善が必要です。来年度

の理事会で家族構成に変更がない場合の記載方法について検討したいと思います。 

   なお、提出していただいた入居者名簿で台帳を差し替え、古い入居者名簿は管理事務所内で

シュレッダーにかけて廃棄しています。また、廃棄処理時に理事長が立ち合うことにしました。 

 補修：不具合の発生の都度行う修理を目的とする工事 

 修繕：初期性能への回復及び性能維持を目的とする計画的工事 

 改良：初期性能を超える性能向上を目的とする改善工事 

 改修：修繕＋改良を目的とする計画的改善工事 

国土交通省国土技術政策総合研究所室長長谷川洋氏、研究動向・成果「増改築等によ

るマンションの再生手法に関するマニュアル案の作成」等から引用 


