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平成 26 年（2014 年）11 月号         グリーンメゾン鶴牧 3 住宅管理組合ニュース  

11 月号の内容 

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

★	 悪質なゴミの投棄が多発しています 
   
  近は特に悪質で目に余る行為が後を絶たず、分別されていないゴミや、有 
	 料シールを貼っていない粗大ゴミ、市では回収してくれないゴミなど、本当 
	 に困っています。 
	 理事会では出来る限りの対応をしておりますが、管理事務所の方や清掃の 
	 方々に労力を頂きながら維持・管理できている現状です。不法投棄は大変 
	 身勝手な行為であり、その処理の全てに住民の大切な管理費を使い、限られ 
	 た予算の中から捻出することとなります。 
 
★	 雑排水管（共用、専用）の清掃日程です。ご在宅のほどよろしくお願い致

します。より良い住環境を維持・向上してゆく為、皆様のご協力をお願 
	 	 いします。 
 
	 ● 全棟共用管	 	 ・11 月 21 日（金） 
	 ● 専用管	 	 	 	 ・11 月 22 日（土） 
                   	 午前（ 9：00～12：00） 1、8 号棟 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	 午後（13：00～16：30） 6，7，9、10 号棟 
	 	 	 	 	 	 	 	  	 ・11 月 23 日（日） 
                   	 午前（ 9：00～12：00） 2，4 号棟	 	 	 	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	 午後（13：00～16：30） 3，5 号棟	 	 	  
  ● 終回 全棟 	 ・11 月 27 日（木）	 
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	 理事会報告	 	 

第 7 回理事会」（定例）	 

日時：平成26年10月18日（土）	 19時00分～22時10分	 

場所：管理事務所集会所	 

	 

【理事長より】	 

（1）新しい理事会体制について	 

この活動を5ヶ月進めてきて思うのは、想定していた以上に急な問題が多く発生して

いるということにより、通常時の理事の業務負担が多く、理事12人では限界。	 

我々は今年の教訓を来年以降につなげるためにこの理事の体制を強化する、それを

みんなで考えたい。理事全員で次月までに検討すること。素案としては理事担当の

増員、理事任期の延長、業務の一部外注化、等。	 

	 

（2）八団地連絡協議会報告	 ～10月11日（土）～	 

・八団地とも設備の老朽化、住民の高齢化は同じ状況。	 

・各団地とも防災対策、住民名簿を作るということで個人情報をどうしたものかと

いう事が話題になっていた。	 

・エステート鶴牧-3は今年度大規模修繕だったのが来年度実施をするという事で動

いている。住民の建築関連の方々が協力の上、4社の業者から診断、見積り、発注

項目の作成、再び4社へ見積もりを依頼する、こういったことを住民でやっている

ので非常に負荷がかかっている。	 

・タウンハウス鶴牧‐4、タウンハウス落合‐5で大規模修繕を、予定しているがオ

リンピックの影響を懸念している。	 

タウンハウス鶴牧‐4は3年間ずらす予定でいる。	 

タウンハウス落合‐5は2016年に上下水の排水管の更新工事を予定。今年度100万

かけて予備調査をやって次年度から具体的な検討に入る。	 

・タウンハウス鶴牧‐4ではJSから図面のCD化の案内があった。	 

タウンハウス鶴牧‐3ではマイクロフィルムから修繕に必要な図面だけCD化して

いる。建築当時の図面をマイクロフィルムで売ってくれるそうなので、各団地で

は必要な分だけ買って、CDに焼いて理事会で保存しながら、長期修繕に備えてい

るという流れが主流。	 

・当団地の青焼きの原紙がもうボロボロで、広げるともう切れてしまう状態である。	 

次の大規模修繕の時までもたないので、JSから電子化ファイルを入手したい、全

部ではなく必要なところだけを入手するにはどうしたら良いかを聞いて、理事会

で報告すること。	 

予算内であれば買取りも検討する（予算	 図面の電子化：1,404,000円）。	 

	 	 ★	 対応：建築理事	 
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【副理事長】	 

（1）住民説明会	 

	 	 	 	 	 ①	 日時：平成26年10月19日（日）17時～	 

	 	 	 	 	 ②	 場所：管理事務所集会所	 

	 	 	 	 	 ③	 議題：外壁塗膜膨れ補修工事	 予算額：2,376,000円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 水道メーター二次側給水管（継手）改修工事	 予算額：4,546,800円	 

	 	 	 	 	 ④	 当日の進行手順と役割分担を確認した。	 

	 

【建築担当理事】	 

（1）NTT光のギガスピード対応について（再確認事項）	 

・スピードが速くなる	 

・無料	 

NTTから光回線が各号頭に入っている、そこから分岐している。	 

高速にするために中継盤の何かを取替える事で、影響があるのではないか。	 

影響する箇所を把握して希望されているお宅と、同じ系統の他のお宅への影響もNTT

へ調査する。	 

至急調査の上影響がなければ実施する。	 

理事長、副理事長、総務理事及び申出住民へ結果報告のこと。	 

	 	 ★対応：建築理事	 

（2）長期修繕委員会報告	 ～平成26年10月11日（土）	 ～	 

①	 10号棟の自動センサー点灯方式の採用について	 

今年度、予算がないのでペンディングと聞いたがなんとか処理を願いたい。	 

・10号棟住民の総意として再度の申し入れがあったが、施設のブースター469,000

円の緊急対応案件をこなした後予算を再度整理し、その上で確認する。	 

②	 駐車場のラインが見えない、塗料の支給があれば、長期修繕のメンバーで塗ると	 

	 	 申出。	 

	 	 	 	 	 	 ・材料費を支給してやってもらう、	 

実費の規模が明確になったら理事会に報告することを長期修繕委員会に依頼して	 

ください。	 

	 	 	 ★対応：建築理事主体で長期修繕委員と相談の上、駐車場理事と連携し対応する。	 

③	 前回シミュレーションの見直しをとの話、JS新井氏と打ち合わせ、シミュレーシ

ョンを実際にするには費用がかかるので、話し合いを行う。	 

11月日程調整。理事会、長期修繕委員会のメンバーで調整する。	 

	 ④	 1,2号棟のタラップ安全ガードが未だに発注されていないのか強く疑問をもた

れた。	 

2号棟は、鳥の糞でドレーンが詰まり冠水している。このためアンテナ配管から

水が入り、ブースターが壊れた。急いでほしいとの意見有。	 

⑤	 ドアクローザーの修繕で回った時に、玄関ドアのドアクローザーを外してほしい

との要望有。	 

	 	 	 玄関ドアは防火のために常に閉まっている必要有。	 

	 	 	 ★	 対応：建築理事が長期修繕委員会と協議する。	 
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【施設・防災担当理事】	 

①	 10/6（月）台風の日に2号棟系統のTVが写らないという苦情が何軒か住民からあ	 

った。	 

長期修繕委員に見に行っていただき、台風のため屋上アンテナからつながってい

る11階のブースターが水浸しになっていて、2,3,4,5,6,7棟のTVが写らず、委員の

方が応急処置をして写るようになった。	 

・八木アンテナ	 

10月6日の台風18号による豪雨のため屋上の排水不良により11階のPS内にケーブ

ル配管を経由して雨水が漏水し、増幅器が被水したため故障した。	 

ドライヤーによる強制乾燥後出力を復旧したが、再度の停止の可能性が高いため

依頼に基づき10月7日に補修用修理品への交換工事を行った。69,000円。	 

②	 10月14日（火）次の週も台風。1号棟、2号棟に大至急ブースターを囲む防水用の

ボックスを取り付ける要望有。400,000円。	 

③	 10/14（火）1号棟の警報機が鳴り10階の防火扉が閉まり収まらない。原因は台風

のため煙感知器の誤作動。20年も使っていたので取替えた。	 

④	 給水訓練のお知らせ	 

・11月2日（日）午前10～11時	 

・災害時に備え、高層棟用の貯水槽に蛇口を取り付け、給水できるようにする給

水訓練と非常用発電機を動かす訓練を行う。	 

⑤	 防災備品の購入する	 

・テント	 	 	 	 	 	 	 	 	 130,181円（防災関係費）	 

・非常用トイレ	 	 	 10,000円（防災関係費）	 

	 	 	 ★対応：施設・防災理事	 

	 

【植栽担当理事】	 

①	 1号棟北側及び、2号棟の北と南のポーチどちらも段差がある。	 

車椅子、杖をついている方から段差解消の要望があった。緑の会のメンバーから

は材料費だけで対応してあげたいとの申し出もあった。	 

・申し出には感謝するが、経年劣化で、すぐに損傷が出ないような直し方を考える。

見積りをJSに依頼した。来年度予算として計上する。	 

	 	 	 ★対応：建築理事、施設・防災理事	 

②	 3回の草取りのうち1回を外注に出す検討の件について	 	 

・「つるまき」を見るとシルバーさんにも見積りをとると書いてあるが、やはり	 

	 団地で30年近くお付き合いをしている松村園芸に委託した方が良い。	 

また、松村園芸は測量しなおさないと正確な見積りはでないと言っているが、ざ

っと計算してもらって、見積ってもらった方が良い	 

	 	 	 ・来年の住民参加の草取りを2回に減らしたい。そのための参考見積もりに関して	 

は当初の予定通りシルバーさん松村園芸	 双方に仮でもらっておく。測量をする人

件費を請求されそうなリスクがあれば排除する。仮の見積もりをもらって来年の

予算に計上する。	 

	 	 	 ★対応：植栽理事	 

③	 7号棟の南側の前の側溝が蓋で全部ふさがっている。	 
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そのため水が流れないで、泥だけが流れていくという状況になっていて、土がど

んどんどんなくなっている。コンクリートの蓋をとれば水がうまく流れて、土が

流れる事はないので、側溝の上のコンクリートの蓋を取りたい。現地を見て判断

する。	 

	 	 	 ★対応：植栽理事	 

	 

【駐車場担当理事】	 

①	 駐車場25番（軽専用）が空いているので20～24番の幅を少し広くしてもらいたい

との要望について検討。	 

・ラインも引かなくてはいけないし、車止めも動かさなくてはいけない。	 

手間も考えた上で個別要望は却下とし、次回ローテーションまで現状で理解い

ただく。	 

②	 駐車場の車と車の間に灰皿のタバコの吸い殻がドサッと捨てられていた。	 

・2回目があるかどうかチェックする。	 

③	 白い軽自動車の違法駐車。	 

	 2度、3度「つるまき」に載せて警告しているけれども改善されていない。	 

・ルールを守らない車には警告の張紙を何度貼ったかを記録する。	 

あまりにもひどいということであれば、個別依頼。	 

	 

【環境・ごみ担当理事】	 

（1）活動内容と結果報告	 

①	 9/13（土）期間駐車場の法面2mほどの鉄パイプ6本が放置されており、処理につ

いて青木さんと話し合った	 

・掲示板に貼り出すことに決めたが、植栽の方が一時的に保管したとのこと。	 

②	 9/初旬	 	 清掃の方と話し合い。	 

・清掃のリーダーの方と、清掃の件で話し合う。	 

出勤日の調整、予算内でなるべく清掃業務がやりやすいようにリーダーに判断	 

を委ねた。	 

③	 9/23（火）2号棟ごみ集積所に分別されていないゴミがあり。	 

・掲示して様子を見ることにした。	 

④	 9/24（水）1号棟の非常階段の踊り場に、放尿の跡があると苦情。	 

・翌日、清掃の方に相談し、掃除をお願いして解決。	 

階段掃除は別見積になるが、小さな掃除などはお願いする。	 

⑤	 9/25（木）1号棟の住人から、先日の尿後の件で後日、苦情あり。	 

・階段すべての階に注意書きを貼ってもらうよう依頼した。	 

⑥	 9/27（土）2号棟の1階に材料（資材？）が放置してあり、撤去して欲しいと住民

から苦情あり。	 

・現物確認していないが、持ち主が分かり撤去していただいた。	 

⑦	 10/10（金）	 

＊	 	 集積所に布団が放置してある。	 

・各号棟の階段に掲示を依頼。その際に写真付きで注意を促すことにした	 

＊	 子供がマンホールに鍵を落としてしまった。	 
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・清掃の方がフタを開けて取っていただいたとの事。	 

＊	 1号棟にプラスチックのバットが放置。	 

・清掃の方に処理していただいた。	 

＊	 踊り場（何号棟かは失念）に発泡スチロールを放置。	 

・清掃の方に処理していただいた。	 

⑧	 10/14（火）7号棟横の集積所の横にタイヤが投棄されていた。	 

・確認したところ、2輪車のタイヤ5本が投棄されていた。	 

台風の夜に捨てたものと思われる。	 

写真付きで各号棟に掲示を依頼した。	 

⑨	 10/16（木）7号棟横の集積所に八王子の指定ゴミ袋で捨てられていた。	 

・数日前から大きな八王子の指定ゴミ袋が3個捨ててあったと電話をいただいた。

注意書きを作成して各号棟の掲示板に貼ってもらうように依頼した。	 

（2） 近に始まったことではないが、とにかくゴミの放置・投棄が多く、注意書きを掲	 

	 	 	 示しても持ち帰る事は稀である。「よりあい」の時に委員の方に「ゴミ問題はな	 

	 	 	 くならないから、もっと厳しくしても良いのでは」との意見をいただいた。	 

	 	 	 今後はゴミの写真を印刷し、ゴミの名前（商品名等）をなるべく詳しく掲示し、	 

	 	 	 「投棄を見つけた方はご一報を」と一言加えることにした。	 

	 	 	 投棄がなくなる事はないが、少しでも減らしていければと思う。	 	 

（3）高層棟の非常階段の掃除は去年の理事会が要望を受けていたが今年度予算化でき	 

	 	 	 ていない。来年度に向けて高層棟の非常階段の清掃を入れてほしいと住民の要望	 

	 	 	 が「よりあい」でいくつか出された。	 

	 	 	 その予算を来年度の議案書を作るときに追加する。	 

	 	 ★対応：環境・ごみ理事	 

	 

【広報担当理事】	 

(1) 「つるまき」11月号の編集について	 
発行予定日：11月4日（火）	 

 

	 担当理事よりお知らせ	 	 

【植栽担当理事より】	 

①	 今年の「よりあい」で住民の方々に植栽、草取りに対するご意見や思い、日頃感じて

いる事などを各棟の理事の方に聞いていただきました。未だ全部ではありませんが、

色々なご意見、思いをいただきました。ありがとうございました。	 

②	 皆様のご意見と理事会の方向性と考え合わせ年3回の草取りの一番暑い2回目（7月	 

）の草取りを業者に任せてはという事で業者の見積もりを依頼する事とし 10 月 20 日

松村園芸さんと打ち合わせをしました。尚、法面の草取りは毎年 2 回目の草取りの時

のみ業者に任せています。	 

	 

【駐車場担当理事より】	 

駐車場の車と車の間に多量のタバコの吸殻が捨ててあったという報告がありまし

た。大変危険ですので絶対にタバコの吸殻は捨てない様お願い致します。	 
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	 特別委員会報告	 	 

【植栽管理委員会／植栽関係】	 

① 北広場内舗装改修工事の件	 
住民の皆様の安全性を考え、昨年度の見積もりの一部を見直し（トチノキ根絶根	 →	 伐

採）業者に発注することとした。工事は1月頃の予定。理事会承認済み。	 

② 予算化されている高木剪定は11月〜12月の予定。実施日は階段ごとに提示する。	 
③ 北広場内の立枯れのトチノキ3本を10月18日（土）緑の会の活動日に伐採しました。
費用をかけずに作業をしていただき、感謝です。	 

	 

【緑の会】	 	 

①	 10月5日（第1日曜日）は、雨のため中止しました。18日（第3土曜日）は、8号棟	 

前の立ち枯れたトチノキを 2 本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、法面歩道の整備を行いました。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。	 

②	 11月は11月2日（第1日曜日）と15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。12月は、第3土曜日を予定しています。	 

	 

【高齢化対応委員会】	 

① 「よりあい」が終わりました。今回で 3回目です。参加いただいた世帯は 88、ご家族
での参加もあり人数は 105 人でした。司会進行はその棟の理事が当たりました。3 回
目ということもあり和やかな話合いでした。団地についての問題点もいろいろ出され

ました。詳しくはお配りした「環の会通信」をご覧ください。 
② 「防災連絡網」を改定しました。新しい連絡網図と連絡先は、カードケースに入れて
手紙を付けて連絡網に参加しておられる 73戸に配布しました。ご家族全員で連絡先を
確認しいつでも対応できるようにしておいてください。 

③ 11月 3日「秋祭り」を行います。団地の子供たち 15人がポスターと絵手紙による「秋
祭り」案内を作ってくれました。絵手紙は団地に住む高齢者 120 人にポスティングし
ました。絵手紙の一部は集会所に展示してあります。ご覧ください。 

④ 「環の会」活動は変わりなく行っております。どのサークルもいつからでも参加でき
ます。気軽に覗いてみてください。 

⑤ 今月の「クラシック鑑賞会」は、オペラ「セビリアの理髪師」です。大きなスクリー
ンで夢の世界に浸ってはいかがでしょうか。 
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悪質なゴミの投棄が多発しています	 

 
近は特に悪質で目に余る行為が後を絶たず、分別されていないゴミや、有料シールを貼

っていない粗大ゴミ、市では回収してくれないゴミなど、本当に困っています。 
出来る限りの対応をしておりますが、管理事務所の方や清掃の方々に労力を頂きながら維

持・管理できている現状です。不法投棄は身勝手な行為であり、その処理の全てに住民の

大切な管理費を使い、限られた予算の中から捻出しているのです。 
より良い住環境の維持・向上してゆく為、皆様のご協力をお願い致します。 

 
 

 投棄を目撃した方はご一報ください  
 

★現状の不法投棄状況 
①	 ７号棟横の集積所へ八王子市のゴミ袋で投棄。	 全く分別されていない。	 バイク関

係の廃棄物が多数あり。 
②	 タイヤ５本が不法投棄。	 タイヤの種類はスクーター系で、同一バイクの物ではない。 
また①のゴミ袋と同日（１３日台風の夜）に捨てられ、内容も合致する事から同一人

物だと思われる。 
③ ２号棟横の集積所へ有料ゴミシールの無い布団が捨てられていた。 
④ 写真には無いが、７号棟横の集積所にノートパソコン２台が捨てられている。 

 

 


