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平成 27 年（2015 年）12 ⽉号 グリーンメゾン鶴牧 3 住宅管理組合ニュース 
                    2015 年 12 ⽉ 8 ⽇ 

 

12 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.理事

のご挨拶 5．特別委員会報告 6.落とし物の写真 

 

 
 

★年末⼀⻫⼤掃除を実施致します。 

１２⽉１３⽇（⽇）午前１０時〜11 時まで 

⼀⼈でも多くの⽅々のご協⼒をお願いします。 

 

★年末年始のゴミ収集について 

 燃えるゴミの収集の最終⽇は１２⽉２９⽇（⽕）です。 

 全ての収集のお休みは１２⽉３０⽇から１⽉３⽇（⽇）です。 

＊ゴミは朝８時までに出して下さい。前⽇の午後４時から出せ

ます。詳しくは巻末のゴミ収集カレンダーをご参照下さい。 

395 

お 知 ら せ
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★管理事務所の年末年始の休業について 

窓⼝業務： １２⽉２９⽇（⽕）〜１⽉３⽇（⽇） 

清掃業務： １２⽉３０⽇（⽔）〜１⽉３⽇（⽇） 

緊急事故受付センター：0570-002-004（ＪＳ） 

⼜は０４８－８３９－０９０１（ＪＳ） 

＊上記電話番号の対応は１２⽉２８⽇（⽉）午後５時２５分から 

１⽉ 4 ⽇（⽉）午前９時までです。 

 

★雑排⽔管清掃⽇程のお知らせ 

●１⽉８⽇ （⾦） 全棟共⽤管 

●１⽉１０⽇（⽇）  ９時〜１２時  １、８号棟 

          １３時〜１６時半 6、7、9、10 号棟 

●１⽉１１⽇（⽉）  ９時〜１２時  2、4 号棟 

          １３時〜１６時半 ３、5 号棟 

●１⽉１５⽇（⾦） 予備⽇ 

 ＊在宅のご協⼒を宜しくお願いします。詳細は後⽇配布します。 

 

★年末年始の来客⽤有料駐⾞場の開設のお知らせ 

開設期間：１２⽉２０⽇（⽇）より１⽉１５⽇（⾦）まで 

駐⾞場番号：７２．７３．１７２、１７５、１７７〜１９０ 
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＊年末年始は来訪者が多くなります。事故防⽌の為にも短時間でも有

料駐⾞場をご利⽤下さい。なおご利⽤の際には、管理事務所横に備え

付けられているボックスの案内をご覧になり、所定の⼿続きをして下

さいますようお願いします。 

 

★落とし物が管理事務所に届いています。 

今回は沢⼭の落とし物がありますので、集会所（⼩）にて 

１２⽉８⽇（⽕）から１８⽇（⾦）まで並べておきますので、お⼼当

たりの⽅はご覧下さい。なお申し訳ありませんが 

１８⽇を過ぎたら処分いたします。写真を巻末に載せました。 

 

 

     

駐⾞場改修⼯事       ベンチが綺麗になりました 
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第８回定例理事会報告 

⽇時：平成２７年１１⽉２１⽇（⼟）１９時〜２２時５５分 

【建築担当理事】 

(１) 駐⾞場改修⼯事について 

第 4 ⼯区の⼯事は⽉曜⽇が祝⽇の為、⽕曜⽇から開始し⼟曜⽇にも 

⾏われる。⼯事⽇程に含まれているので、告知等はしない。 

(２) ３号棟南側軒樋漏⽔補修⼯事⾒積り 

⾒積⾦額：￥702,000- 

現段階では⼯事開始⽇当は未定。費⽤は棟別修繕費を使⽤する。 

(３) ７号棟、南側軒樋漏⽔、８号棟５階縦樋から漏⽔発⽣。 

経過観察する事にします。  

 

【施設・防災担当理事】 

(１) 防災問題検討委員会より階段（フロア）連絡員の件 

中層棟階段ごとに２名、⾼層棟のフロアごとに２名、連絡員を決め 

て頂きたいとの案であるが、なり⼿がいなく難しい状況である。 

(２) 災害対策本部について 

防災マニュアルの「災害対策本部の⽴上げ」に各担当理事の役割が⽰ 

されているが認識度が低い。新旧の理事が集まる５⽉の総会後に確認 

をすれば、各担当理事が⾃⾝の役割について⾃覚を持てるのではない 

か。防災問題検討委員会の⽅でも検討する。 
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災害時対応マニュアルに基づき、理事が管理事務所に集合して災害 

対策本部を⽴ち上げる訓練を実施する。次年度からは新旧理事で⾏ 

う⽅針。 

 

【管財・集会所担当理事】 

(１) Ｈ２８年度予算（集会所エアコンクリーニング）について 

⾒積りが来ない為、来⽉へ先送りにする。 

(２) マイナンバー制度について 

  集会所で説明をして欲しいとの要望があったが、多摩市役所へ連絡を 

したところ、⾃治会、町内会等で説明することは出来ないとの返答で 

あった。だが、コミュニティ館（唐⽊⽥の菖蒲館）では説明会を開い 

ているとの事です。 

 

【植栽担当理事】 

(１) 平成２８年度居住区内⾼⽊剪定の絞り込みについて 

   居住区⾼⽊剪定（１次案・修正）案 ⾒積⾦額 ￥1,058,400- 

   同等の⾦額（100〜120 万円ぐらい）である。 

(２) 平成２８年度法⾯追加伐採について 

   法⾯⼤規模整備 ⾒積⾦額 ￥2,754,000- 

(３) その他 

   防草対策・グランドカバープランツのテスト（場所と植える植物） 
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① 東駐⾞場南端部分にタマリュウとヒメイワダレソウ 

② 当団地⼊⼝わきにタマリュウ、マツバギク 

③ ５号棟⻄部、住棟と⽣垣の間にヒメイワダレソウ 

(４) 法⾯側溝落葉⽌めの現状 

   必要な個数は２９個。インターネット販売では１つ 2,000 円ぐらい 

である。来⽉予算を出す予定。 

(５) 北、南側既存鉄製パーゴラ（藤棚）補強⼜は解体⼯事 

  北、⾒積⾦額 ￥197,640   南、⾒積⾦額 ￥195,696 

  今年度の理事会で⼯事を決定するのではなく、どういった対応をする 

のか話合いをする必要がある。⾒積りは取ったが、参考程度として来 

年度の理事に引き継ぐことも検討。 

 

【広報担当理事】 

(１) 印刷機の故障の時の電話応対の契約について 

  ⼟曜⽇電話対応特約を契約した。年額￥5,000- 保守契約￥95,000- 

と併せて平成２８年１⽉から年額￥100,000- 

今年の１０⽉２４⽇から対応しているが、今年⼀杯はサービスである。 

連絡先は印刷機にステッカーが貼ってあります。 

(２) 落とし物の掲載 

  沢⼭ありますので、集会所で展⽰します。 
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【環境・ごみ担当理事】 

(１) 年末⼀⻫⼤掃除について 

今年は階段の薬剤清掃が１１⽉３０⽇（⽉）まであるので⼤掃除

は１２⽉１３⽇（⽇）に実施する。 

(２) 資源集団回収補助⾦確定通知書（４〜９⽉分） 

平成２７年度多摩市資源集団回収補助⾦交付決定 

交付決定・交付額確定⾦額 \203,160- 

(３) ごみの⾦網製容器の防護ネットについて 

カラス防護⽤の⻩⾊いネットがはがれて、ボロボロの状態である。

業者へ⾒積りを取り来年度の予算とすることで進めていく。 

 

【理事⻑より】 

● 駐⾞場経営細則について  

●空き駐⾞場使⽤規則について 

  今年度、駐⾞場の規約の運⽤が正確でなかったので、今後は現⾏規約に 

従って⾏きます。 

記 

１．1 台⽬と同様、２台⽬の⾞庫証明も発⾏する。 

２．１台⽬、2 台⽬ともに住宅を所有する居住者の所有する⾞である事。 

３．居住者の使⽤する⾞で、会社の所有者等、居住者等の所有でない⾞ 

は来客⽤駐⾞場を利⽤出来る（来客⽤駐⾞場期間使⽤契約書）。 
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＊ 詳しくはホームページの２４年度の「つるまき」などをご覧下さい。 

第９回理事会（定例）を１２⽉１９⽇（⼟）に⾏います。 

 

担当理事よりお知らせ 

【建築担当理事】 

(１) 駐⾞場改修⼯事は１２／１０（⽔）頃には概ね完了しますが、１２／

７（⽉）からは不断⽔バルブ取り付け⼯事をおこないます。（⼯事期間，

約２週間） 

⼀部⾞両通⾏⽌め区間があります。関係する皆様にはご不便をお掛け

しますが 通⾏の際は充分ご注意下さい。尚、⼯事⾞両置き場として、 

来客⽤駐⾞場５台は 引き続き 使⽤します。    

(２) ３号棟南側、⾬樋２ヶ所漏⽔、、縦軒樋漏⽔補修⼯事承認されました（棟

別修繕費）。⼯事時期は交渉中です。 

 

【施設防災担当理事】 

● 11 ⽉ 27 ⽇の消防設備点検の結果 

通路に物を置かれているお宅が数件あるとの指摘を受けました。特に⾼

層棟屋上に通じる階段付近は⾮常時に使⽤する場所なので防災上、物を

置かないようご理解ご協⼒お願い致します。 

● 雑排⽔管清掃（⽇程はＰ.2 に掲載） 

清掃は台所、浴室、洗⾯所、洗濯場の 4 ヶ所で、全⼾対象です。 



9 

過去にヘドロ汚れが排⽔管に詰まり、1 階のお宅に逆流したという事例が

ありました。万障お繰り合わせの上、必ず雑排⽔清掃処理を⾏って下さい。

特に前年度実施されていないお宅は必ず実施ください。 

 

【環境・ごみ担当理事】 

★ 年末⼀⻫⼤掃除 12 ⽉ 13 ⽇(⽇) 10 時〜11 時  （⾬天決⾏） 

階段・アプローチなどの床部分は、薬剤清掃が済んでいますので、掃き掃

除だけで良いと思います。 

⼀⼈でも多く参加して頂きますよう、ご協⼒のほど、よろしくお願いいた

します。 

★ 年末年始のごみ収集につきましては、巻末の「年末年始のごみ収集につい

て」と「収集⽇⼀覧」をご参照下さい。 

※必ず、朝 8 時までに出して下さい。 

 

「薬剤による共⽤部分清掃」の途中報告(11 ⽉ 29 ⽇現在) 

⾼層棟の階段は汚れがひどい上、細かい粒⼦の砂が多く、⽔を流しても途中

で溜まってしまい、その処理をしながらの清掃なので、⾮常に⼿こずったそ

うです。 

また、薬剤使⽤が予想以上に増え、再度注⽂しなければならないという事態

になり、⽇程が⼤幅に変更になりました。 
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・ 11 ⽉ 29 ⽇(⽇)は屋上等の掃き掃除が⼊っていましたが、1・2 号棟の階

段のみの再清掃。 

・ 11 ⽉ 30 ⽇(⽉)は 7・8・9・10 号棟の清掃予定でしたが、12 ⽉ 12 ⽇(⼟)

に延期。(業者の予定が詰まっており、この⽇が確実に出来る⼀番早い⽇

だそうです) 

・ 11 ⽉ 30 ⽇(⽉)は屋上・ひさし等の掃き掃除。 

ご理解のほど、よろしくお願い致します。 

 

【植栽担当理事】 

 （お知らせ） 

(１) 平成 28 年度 居住区⾼⽊剪定について 

3 年ごとの居住区内⾼⽊剪定 2 回⽬の絞り込みをしております。「剪

定 27 本、伐採 7 本」を考えています。 

居住区内の樹⽊も⼤⽊化しており、⽇照が遮られる、⾵通しが悪い

など、⽇常⽣活に⽀障を感じる場所も出てきています。ただ、⽬隠し

の役⽬もあったりしますので、少しずつ減らしていければと思います。   

この他に、緑の会の作業として 5 本を処理します。巻末図「平成 28

年度 居住区⾼⽊剪定（案）」を参照ください。 

 

(２) 法⾯整備の追加伐採について 

平成 27 年度⼤規模法⾯整備が 28 年 4 ⽉に実施されます。11 本の
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剪定と 16 本の伐採が予定されていますが、当団地の植栽は、年⽉とと

もに⼤⽊化、⽼⽊化が顕著となっており、その管理に必要な経費と労

⼒は年々増⼤していくことは間違いありません。そのため、28 年度も

追加伐採を考えています。（現在、伐採候補の絞り込み中です） 

まずは安全第⼀とし、いやしの植栽が脅威とならぬよう、管理に費

⽤のかかる植栽を減らしていければと思っております。 

法⾯に⼊ると鬱蒼とし、⽴ち枯れ⽊、枯れ松、⼤⽊化して⽇照を求

めて斜⾯に曲がって伸びる松、それに絡むように広がった常緑樹、外

へと広がる落葉樹などが⽬につきます。⽣い茂った常緑樹に⽇光を遮

られ、サクラやハンノキなどの落葉樹は次々と枯れています。そして、

⽴ち枯れ⽊や松などは、⼤雪や台⾵で倒れ、歩道をふさいでしまいま

す。ただちに処分しなければなりません（４年ほど前に 2 本ありまし

た）。 

また、松枯れ病も毎年のように発⽣しています。これはマツノザイ

センチュウによるもので、次々と伝染していきますので、松枯れが発

⽣したら、これも早急に伐って処分しなければなりません。⾼額な臨

時出費となってしまいます。 

「⽊を伐りすぎる」との声も聞こえてきますが、⼤⽊化し、過密に

なった林を放置することはできません。⽊を伐るのは忍びないですが、

できる内に、⾵通しのよい法⾯にしていければと思います。 

そんな法⾯にもたくさんの実をつける⽊があります。梅、柿、みか
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ん、ブルーベリーなどがあり、今年は豊作でした。梅、みかんは今年

の秋祭りで、皆様に⾷べていただき好評でした。幼⽊も育っています。 

四季に触れ、覗いてみてはいかがでしょうか？ 

 

(３) 多摩市の⼤⽊の処分について 

当団地南側、多摩市遊歩道の街路樹も⼤⽊化しています。このうち 3

号棟の南⻄⾓付近のシラカシ、アラカシなど何本かが、当団地の⽣垣

の中まで広がっており、⽇照が遮られる、⾵通しが悪いなど、住⺠の

⽅の⽇常⽣活に⽀障が出ておりますので、多摩市に剪定を要望しまし

た。状況を確認してもらい、1１⽉末に剪定が⼊りました。 

 

(４) 広場のベンチのペンキ塗り替え 

南広場、中央広場、北広場のベンチのペンキが剥げてきています。

緑の会の⽅により、南広場のベンチから、ペンキ塗り替え作業が始ま

っています。ベンチ⼀台ごとに、ベンチ板を外し、やすりをかけ、ペ

ンキを塗っています。作業中はテープで囲いや注意の張り紙などして

います。1 時間位で乾くペンキを使っていますが、テープ囲いが取れ

るまで注意してください。 

※ 緑の会に参加していただける⽅、⼤歓迎です。植栽に興味のある

⽅、⾝体を動かすのが好きな⽅、お待ちしています。 
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グリーンメゾン鶴牧、居住区樹⽊分布図 
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理事のご挨拶 

環境・ごみ担当 楠瀬恵⼦ 

転居 2 年⾜らずで理事を引き受けました。 

号棟を⾔われてもすぐにはどこか分からないほど、当団地のこと

は何も知らないままでのスタートでした。 

半年が過ぎた現在、理事会の仕事を通して、多くの⼈との交流の

機会が増え、熱⼼な特別委員会の活動の事など、いろいろ知ること

ができました。 

環境・ごみの担当としては、違法なゴミ出しが跡を断たず、その

対処にアタフタする事もありますが、管理窓⼝の池⽥さん、シルバ

ーさんとの連携・ご協⼒のもと、少しでも気持ちの良い環境になる

よう、微⼒ながら務めさせていただいています。 

 

特別委員会報告 

〔⾼齢化対応委員会〕 

11⽉15⽇⾼齢化対応委員会を開き以下の点について話し合いま

した。 

災害時⽀援を必要とされる⽅の安否確認について 

14 ⼾の皆さんが申し出ておられますのでこれまでと同じように

⾼齢化対応委員で受け持つ家を決め電話を使ったり訪問したりし

て安否確認を⾏います。(これは防災連絡網とは別に⾏います) 
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防災委員会の垂井さんに出席いただき垂井さんの考えておられ

る「階段委員」について説明をいただき⾼齢化対応委員会がこれま

で⾏ってきた災害時対応活動との違いなど話し合いました。話し合

いの内容についてお知りになりたい⽅は⾼齢化対応委員に直接お

聞きください。 

恒例の⾼齢化対応委員会・環の会の忘年会を 12 ⽉ 19 ⽇(⽇)12

時から⾏うことを決めました。場所はイタリア料理の「プリマベー

ラ」(豊ヶ丘)、会費は 3000 円です。参加希望の⽅は管理事務所に

お話しください。 

 

今月の「クラシック鑑賞会」 

演目： ベルリーニのオペラ「夢遊病の女」 

日時：  12月 13日(日) 午後 5時半開場 6時開演 

場所：  集会所 

 

〔 植栽管理委員会 〕 

7 ⽉の居住区・法⾯の草刈り外注は住⺠の皆さまから好評をいただきまし

た。この外注の回数を増やせないか、あるいは住⺠の草取りの⼿間を少しで

も軽減できないかの議論の中から、まず、⾃分たちでできる防草対策を考え

てみようということになりました。 

 まず⼿始めに、当団地南⼊⼝のサツキの根元にマツバギクを、東駐⾞場の
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南端の⼀⾓にタマリュウを植えました。どの程度増えて、雑草を抑えてくれ

るかのテストです。 

タマリュウは⾞のトランク部分に植えています。踏まれても丈夫な植物と

のことで、トランクの開閉に踏まれて、どの程度持ちこたえ、増えていくか

をテストします。（履物が汚れたらごめんなさい） 

 また、時期を⾒ながら、ヒメイワダレソウ、クローバー、ウッドチップな

どテストしていく予定です。当団地に合うグランドカバー（植物）を殖やし、

草取りを軽減していければいいなと思っています。 

 

落し物の写真 

お⼼当たりの⽅は、12 ⽉ 18 ⽇までに管理事務所まで取りに来てく

ださい。 
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