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お	 知	 ら	 せ	 

★	 住民説明会開催のお知らせ	 

開催日時：平成 26 年 10 月 19 日（日）17:00〜	 

開催場所：集会所	 大会議場	 

議題	 	 ：水道メーター二次側給水管（継手）改修工事について	 

	 	 	 	 	 外壁塗膜膨れ補修工事について	 

	 

★	 第 10 回秋祭り（同日防災訓練実施）を下記の通り開きます。	 

	 	 ◆日時：11 月 3 日（月）	 

	 	 	 	 	 	 ・防災訓練	 	 	 	 	 午前 10 時～11 時	 

	 	 	 	 	 	 ・秋祭りのイベント	 午前 11 時～午後 1 時半	 

	 	 ◆内容：・防災訓練	 消火訓練、AED の取り扱い講習など	 

	 	 	 	 	 	 ・秋祭り	 お餅つき・ビンゴ大会・トン汁・スーパーボール掬い	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 射的ゲーム・ジャンボシャボン玉・綿あめつくり	 

	 	 ◆手伝ってくださる方募集	 

	 	 	 	 	 理事と、高齢化対応委員では人手が足りません。当日お手伝いいた	 	 

	 	 	 	 	 だける方を募集しております。お手伝いいただける方は前日 11 月 2	 

	 	 	 	 	 日（日）午後 3 時に集会所においでいただきお申し出ください。	 

	 

★	 第 3 回一斉草取り、多数のご参加ありがとうございました。昨今、蚊など	 	 

の心配事もありましたがけが人もなく今年度の草取りも皆様のご協力で終

わりました。	 

	 

★	 来客者用駐車場に白い軽自動車が頻繁に違法駐車をしています。来客用駐

車場を利用する際には、必ず管理事務所横に備え付けられている BOX の案

内をご覧の上、所定の手続きを行う様お願いいたします。	 

改善されなかった場合には、階段掲示を行なわせていただきます。	 
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	 理事会報告	 	 

第6回理事会」（定例）	 

日時：平成26年9月20日（土）	 19時00分～22時00分	 

場所：管理事務所集会所	 

	 

【理事長】	 

（1）理事担当の検討	 

	 ①	 「施設・防災理事」の支援について	 

	 ・今年の理事の方々は多くの案件を抱えているが、意外に突発案件が起きていたり、昨	 	 

	 	 年の未完事項が最初から重荷になっていたりで、なかなか通常の活動が能動的にでき	 

	 	 ていないのではないかと感じている。特に突発事項が多い「施設・防災理事」の負荷	 

	 	 が非常に高くなってしまっている。平日は植栽理事が支援し、土日は建築理事に支援	 

	 	 していただくこととする。	 

	 ②	 「監事」	 

	 ・各理事の担当業務の予算執行が予定通り進捗しているかどうか、業務の進捗にどうい	 

	 	 う問題があるのか、問題がないのか、チェックをしていただきたい。	 

	 ・財務・経理委員会があり、今年の我々のパフォーマンスが上がっていないという状況	 

	 	 を見ると、各理事の作業漏れや予算執行漏れなどをチェックするということが必要で	 

	 	 ある。	 

	 ・定例的な業務はそのたびに決済がおりて支払いもやっており、経理理事が確認してく	 	 	 

	 	 れている。それ以外に特別に今年度やらなければいけない、大きな予算が付いている	 

	 	 ものがあるが、それがスタートしていない。そのようなものを今のうちにチェックし	 

	 	 ておかないと我々の代ではこなせないぐらいに残りの期間が厳しい状況になってきて	 

	 	 いる。各担当理事の執行忘れのチェックを開始したい。	 	 

	 ・具体的には経理理事と3人で一回早い時期に集り、今の執行状況を確認し議案書で各担	 

	 	 当理事が何をやらなければいけないのか、どの様に執行していけば我々の代にやるべ	 

	 	 きことを全部こなせるかどうかということを確認してそれをトレースしていきたい。	 

	 

【副理事長】	 

（1）「よりあい」と「防災訓練」「秋まつり」	 

	 ～26年9月15日（月）高齢化対応委員会（理事会との合同）報告～	 

	 ①「よりあい」	 

	 ・各棟とも、司会進行は当該棟の理事が行うので出席願う。その他の号棟の時も理事は	 

	 	 出来るだけ出席して欲しい。	 

	 ②	 11月3日（月：文化の日）	 [防災訓練]「秋まつり」	 

	 a）「防災訓練」	 

	 	 10時から消防署とともに、初期消火、AED講習会等を行う。理事会主催の行事なので理	 

	 	 事は全員参加する。	 

	 b）「秋まつり」	 

	 ・11月2日（日）午後3時から準備会を行なう。	 

	 	 理事、協力していただける理事のご家族にもお手伝いしていただく。秋祭りの担当を	 
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	 	 決める。材料の買い出し・お餅の盛り付けと配給などは女性理事と理事の奥さんにも	 

	 	 手伝っていただく。理事はアトラクションを手伝う。	 

	 ・11月3日（月：文化の日）秋まつり	 

	 	 10時20分：理事長秋まつり開始宣言。	 

（2）マンション耐震セミナー参加報告	 

	 ①	 耐震基準が1981年に現在の基準に改正された。基準となるのは震度5弱。これが基準。	 

	 ②	 この団地は1981年以降に建てられたので、新しい基準にあった建て方である。	 

	 ③	 今後東日本大震災より大きいのではないかと言われている、南海トラフ、多摩直下型	 

	 	 などが発生する危険性が大いにある。	 

	 ④	 直下型の場合には15階以下の中層は、直下型の場合は揺れが相当ひどくなる。	 

	 ⑤	 高層の場合は耐震に対処した作りなので、それほどは揺れない。	 

	 ⑥	 耐震基準の指標値は、IS0.6が基準とのこと。それ以下の場合には耐震補強をしなけ	 

	 	 れば、南海トラフなど直下型には対処出来ないのではないか。	 

	 ⑦	 一般的には3つの耐震構造がある。	 

	 ・鉄筋コンクリートで頑丈な建物を建てる。	 

	 ・制震：建物の揺れを抑える装置。	 

	 ・免震：建物の下にゴムと鉄板で揺れを上に伝えない方法。	 

	 

【建築担当理事】【施設・防災担当理事】	 

（1）緊急修繕の件	 

	 ①	 1号棟屋上連結送水管	 予備タンク漏水の件	 

	 	 長期修繕委員とJSで1～11階まで全部調べた結果、11階～屋上までの間のコンクリート	 

	 	 のスラブ（床）の部分で漏水している。工事をするとなるとコンクリートを壊す必要	 

	 	 があり、大変な費用がかかるので、今ある管の中にもう一本ステンレスの管を入れる。	 

	 	 今も一日当たり大体バケツ3杯分位漏水している。ただその水がどこに漏れているか分	 

	 	 からない。棟別修繕工事費	 400,000円で発注。	 

	 ②	 2号棟警報板の修理の件	 

	 	 1階の非常警報機の警報盤が壊れたため警報が鳴らない。警報盤は交流電流を直流に直	 

	 	 して流す装置である。①②は直さなければ、消防法上不適格な建物であると認定され	 

	 	 る。棟別修繕工事費	 302,400円で発注。	 

	 ③	 3号棟水道管破損修理の件	 

	 	 給水管の接合部が完全に腐食していた。棟別修繕工事費	 255,960円で発注。	 

	 

【建築担当理事】	 

（1）各棟外壁塗膜膨れ修繕の件	 

	 ・大成建設と打合せた結果、10月中旬以降であれば施行可能との事。1号棟、2号棟の階	 

	 	 段と給水管関係を含めて発注したい。予算額：2,376,000円（予算内）	 

（2）水道メーター二次側給水管（継手）改修工事の件	 

	 ・予算額：4,546,800円（予算内）。(1)(2)は住民説明会を経て、副理事長が進める。	 

（3）タラップ安全ガード設置工事（1,2号棟屋上）の件	 

	 ・見積りが	 1,200,000円だったので、おかしいと思いJSと再度打合せをした。エレベー	 

	 	 ター機械室の屋上に上がるタラップ2ヵ所の工事である事が分かった。1,200,000円の	 
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	 	 見積りはタラップ4ヵ所と見ていたためである。早急に発注する。	 

	 	 予算額：606,000円（予算内）	 

（4）ドアクローザーの件、他	 

	 ・10月からドアクローザーのアンケートを頂いている30軒位のお宅の作業を、JSと打合	 

	 	 せをして進めたい。またドアクローザーの調査の際に外壁のクラックとか、もろもろ	 

	 	 の苦情があるが、前年度の理事がアンケートを取ったものが私の手元にあるので確認	 

	 	 する。内容によっては費用が発生するのかどうかも含めて理事会に報告する。	 

	 ・予算・内容の明細を経理理事に渡す。	 

	 ・不急であれば次年度にまわし予算を節約する。	 

	 

【施設・防災担当理事】	 

（1）3号棟玄関扉塗装工事	 

	 ・3号棟の給水管の工事をする時に「断水」をするという事を全住民に知らせるため、チ	 

	 	 ラシを配った際にセロテープで留めたが、テープを剥がした時にペンキまで剥がれて	 

	 	 しまった。全部調べたところ、それらしき所が何カ所かあった。	 

	 	 原状回復という事で、JS	 37,800円。	 

（2）北側歩道の湧水の件	 

	 ・多摩市で湧水の調査をしているという事だった。	 

	 ・そのあと道路交通課の整備部門による工事が始まって、道路の歩道の所に浸透管を20	 

	 	 ｍほど入れて、湧水を集水桝に流し込むという工事を行った。	 

	 

【経理担当理事】	 ～26年9月20日（土）財務・経理委員会報告～	 

	 ・財務・経理委員会の位置づけを再度確認した。	 

	 	 予算外案件で実施の際にどの予算を充当していくのかという部分については、委員会	 

	 	 の方にも相談をして、理事会の方で諮って決めていって良いとの意見があった。	 

	 ・現実的に大きな案件が、まだ消化できていない所があると、間に合わない可能性が出	 

	 	 てくるので早めに実施をしていかないといけない。	 

	 ・できれば優先度合いを決めて、やるものやらないものを早めに決めていった方が良い	 

	 	 という話を伺った。そのような意味で各理事の方々にはその部分を念頭に置いて、予	 

	 	 算では実施月がわからないため今年度予算でいつ何をやらなければいけないかのリス	 

	 	 トアップをして報告のこと。	 

	 ・特に毎月経理から見ると定常的にでてくるもの、突発修繕はしょうがないが、あらか	 

	 	 じめ予算取りがされている大きな案件で、まだ手がついていないものがあれば、早め	 

	 	 に計画をしてやっていただきたい。もしくは、今期は無理と言う形の判断をしていた	 

	 	 だきたい。	 	 

	 ・大規模修繕以前の段階で7号棟と9号棟は現状積み立てている金額では足らないという	 

	 	 事がわかっているとのこと。それも含めて、29年の実施の延期や積立額を増やさなけ	 

	 	 ればいけないかもしれないということもあるので、JSのシミュレーションの中味、物	 

	 	 価、消費税がずいぶん変わっていることを早めに最新の状態にした方が良いのではな	 

	 	 いかという話もあった。	 
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【建築担当理事】	 ～26年9月13日（土）長期修繕委員会報告～	 

（1）大規模修繕シミュレーション	 

	 ・平成29年に果たして大規模修繕が、予算の分も含めてできるかどうか、妥当かどうか	 

	 	 を含めて、JSにシミュレーションを出し直していただこうという事になった。JSにシ	 

	 	 ミュレーションを出していただいて、JSに来ていただいて、まずJSの話を聞いた上で、	 	 

	 	 お金や実施時期の問題を含めて再度そのシミュレーションを作り直さなくてはいけな	 

	 	 いだろう。この内容の概要だけでも全理事に周知していただきたい。	 

	 ・建築理事がJSと打ち合せをして日時を設定する。	 

（2）2号棟エントランスの間引いた蛍光灯を元に戻してほしい。	 

	 ・照明費用は変わらない。	 

	 ・外灯を復旧して欲しいとの意見有。今は電球を抜いている。8灯あるうち1～2灯しかつ	 

	 	 いていない。非常に暗くて不安であるという住民の意見がある。	 

	 

【植栽担当理事】	 

	 ・9月21日（日）の第3回草取りの各理事の役割分担は2回目と同じとする。虫除けスプレ	 

ーと蚊取り線香を用意。	 

・	 管理棟ケヤキ周辺根上り路面補修の件	 

業者に頼まず「緑の会」の協力で無料で実施。業者に頼んだ場合は	 225,720円。	 

	 ・北広場、西側舗装改修工事の件	 

	 	 子ども達が遊ぶ時など、危険なので改修工事を実施する。	 

	 	 松村園芸：252,720円	 修繕工事費	 

	 ・シルバー人材センター草取りの見積り依頼の件	 

	 	 打合せ後シルバー人材センターの植栽担当者を当団地の周辺を案内。当団地はニュー	 

	 	 タウンの中でも2番目に大きいとの事で、平米がどのくらいあるのか出してほしいと	 

	 	 の事。それから見積りをする。草取りは平米でいくらという事のようである。松村園	 

	 	 芸にも草取りの見積りを出してもらう。	 

	 ・植栽見学会実施の件（植栽委員会主催）	 

	 	 10月26日（日）10時から1時間30分程度「緑の会」の会員が案内する。そのあと	 

	 	 30分位お茶を飲みながら、感想を聞く。「緑の会」の会員になって下さることを期待	 

	 	 しています。	 

	 ・植栽倉庫のプレートと消火器設置の件	 

	 	 植栽倉庫のプレートを作る。1,000円位。消火器を買う。5,000円位	 園芸費	 

	 

【管財・集会所・コミュニティー担当理事】	 

「お買い物移動販売」開始予定の件	 

	 ・期間（試験販売）：	 

	 	 10月29日（水）～12月24日（水）を予定。	 

	 ・販売方法：	 

	 	 2トントラックを社内で買い物が出来るように改造した移動販売車（全長5705mm全幅	 

	 	 2150mm全校3200mm重量約5000kg）で、肉魚野菜の生鮮三品に加え、加工食品、チル	 

	 	 ド、惣菜、家庭用品などを中心に販売する。	 
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	 ・事業主体：	 

	 	 京王電鉄（提供商品：京王ストア高幡店）。価格はそのまま。	 

	 ・予定販売曜日・時間：	 

	 	 毎週水曜日	 14:15～14：50	 

	 ・場所：	 

	 	 集会所前広場。広場に沿ってバックでトラックを止め広場の中にも商品を並べる予定。	 

	 	 販売開始時にアナウンスを行う。	 

	 

【総務担当理事】	 

（1）10号棟階段室の照明が暗く危険なための対策	 

	 ①	 間引いた蛍光灯の復活について	 

・	 4～9 月まで 1 本のままを推置いたため、10～3 月の電気料金は 10 号棟の棟別修繕費

予算の範囲内で賄える見通しとなり、10月1日（水）から間引いた蛍光灯を元の2本

に戻す。	 

	 ②	 自動センサー点灯方式の採用について	 

・	 建築理事、施設・防災理事の報告のように緊急の修繕工事が多発していて、棟別修繕	 

工事費の見通しについての検討を先にして、本議案はペンディングとする。	 

（2）腕章の製作	 

	 ・理事会で18枚、緑の会・花の会で16枚製作する。	 

	 ・デザインは広報理事にお願いする。	 

	 ・ピカワンに再見積りを依頼する。	 

	 

【駐車場担当理事】	 

（1）連絡事項	 

	 ・	 8月19日（火）に「四輪・駐車場契約台帳」を多摩中央警察署に提出した。	 	 

	 ・	 駐車場の線が見えなくなってきている。	 

・	 1号棟の前の駐車場25番（軽専用）が空いているならば20～24番の幅がすごく狭いの

で、もう少しずらすように、この4人に連絡してくれないかとの要望が出された。端

の駐車場25番（軽専用）に空きがあれば、少しずらしても良いか検討する。ただし、

線の引き直しは行わない。	 

	 

【広報担当理事】	 

（1）理事会用パソコン購入について	 ～26年9月20日（土）IT委員会報告～	 

	 	 平成26年5月11日の第31回通常総会で承認された、理事会用パソコンをIT委員会	 

	 	 で購入する事を決定、Windows端末を購入する。今後購入手続きを行う。	 

	 	 備品費：120,000円。	 

（2）「つるまき」10月号の編集について	 

	 	 発行予定日：10月6日（月）	 
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	 担当理事よりお知らせ	 	 

【植栽担当理事より】	 

(1) 管理棟ケヤキ周辺根上がり路面補修工事を緑の会有志の方により3日ほどで完了し	 	 
ていただき、多いに経費削減できました。	 

	 (2)北広場西側補修改修は見積もり通り松村園芸に発注予定、理事会承認済みです。	 

	 (3)植栽委員会主催で当団地の植栽見学を試みることにしました。理事会承認済みです。	 

	 (4)植栽倉庫のプレート及び消火器を用意することにしました。	 

	 

	 特別委員会報告	 	 

	 

(2) 管理組合ホームページ「植栽」コーナーについて	 
・	 昨年から「植栽」コーナーで身のまわりの季節の花など様々な植物の情報を提供して

います。「植栽」ページでは季節の写真をスライドショーで楽しむことができます。

ただ、作業がかなり遅れてしまっている事はお詫びいたしますが、おいおい UP して

いく予定です。植栽のページは「鶴牧	 植栽」のキーワードで検索できます。	 

	 

【緑の会】	 

・	 9月20日（第3土曜日）は、東法面の桜の立ち枯れの伐採と枯れ枝を剪定し、他に樹	 

勢の悪い樹も伐採しました。また、法面保護区域内の草取りも行いました。暑い中、

作業は、大変でしたが、大勢のご参加がありました。ありがとうございました。	 

・	 10月は10月5日（第1日曜日）と18日（第3土曜日）に作業を予定しています。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。	 

	 ・11月も第1日曜日と第3土曜日を予定しています。	 

 
 
 

【植栽委員会】	 

	 (1)団地内の植物観察会	 

	 ・下記の日時で団地内の植物の観察会を行います。	 

	 日時：10 月 26 日（日）10 時から 1 時間半程度	 	 

	 	 	 	 当日 10 時に管理事務所の前に集合してください。	 

	 	 	 	 当日雨天の場合は 11 月 2 日（日）に順延します。	 

	 	 	 	 終了後、管理事務所で茶話会を開きます。どなたも自由参加です。	 

	 	 	 	 法面の通路はデコボコしていますので歩きやすい靴をご用意ください。	 

※	 私たちの団地は、住居区内も周りの法面もみどり豊かな団地です。日頃は見	 	 

慣れた風景として見過ごしている中にも、よく見ると様々な発見があります。

お花のお好きな方も日頃はお仕事で身のまわりの植物を見る機会のない方も、

皆さんで法面や居住区の植物を見てまわりませんか。お待ちしています。	 

 



－8－ 

【高齢化対応委員会】 
(1)「防災連絡網」について	 

9 月 10 日夜「防災連絡網」のテストを行いました。1 年半ぶりのテストにもかかわら

ず約25分で連絡は完了しました。参加している皆さんの協力に感謝します。連絡網に

は現在73戸が加入しております。65歳以上の世帯ならば何時からでも参加が可能です。	 

参加を希望される方は「高齢化対応委員会連絡網参加希望」と書き、お名前、号	 

棟と部屋番号、電話番号を添えて管理事務所に届けてください。	 

(2)「よりあい」について	 

現在実施中です。多くの皆さんのご参加をお願いします。	 

(3)「秋祭り」について	 

	 ・9月13日に理事会と高齢化対応委員会の合同の打ち合わせ会を開きました。	 

	 11月3日10時～1時半で開催します。内容は例年通り「防災訓練」と「秋祭り」で	 

	 す。	 

お願いがあります。人手が必要です。力を貸そうと思われた方は、前日11月

2日午後3時に集会所においでになり高齢化対応委員の誰でも結構ですその旨

お話しください。前日の打ち合わせ会を開きます。	 

	 なお「ままサークル」では、米を研ぐ係、野菜を刻む係、綿あめ担当など募集して	 

	 おります。詳しくは1-1104に小作さんに問い合わせてください。	 

(4)環の会について	 

	 ・「お茶とおしゃべりの会」の仲間の一人が先日「米寿」となりました。	 

みんなでケーキを買ってお祝いをしました。	 

	 ・「クラシック鑑賞会」について	 

10月26日（日）午後6時開場、6時半開演。今回はプッチーニの「ジャン二	 スキッ

キ」です。レヴァインの指揮、メトロポリタンオペラです。おなじみの「私のお父さ

ん」が聞けます。気軽においでください。	 

	 


