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■速報　特定非営利活動（ＮＰＯ）法人　枚方マンション管理組合連合会　誕生！

　枚管連は飛躍を目指して昨年８月にＮＰＯ法人設 本的な目標は変わりません。今後とも気軽に相談

立総会を開き、大阪府に設立認証申請しました。今 を持ちかけてください。

年１月に大阪府知事のＮＰＯ法人設立認証書が交

付され、法務局枚方支所に法人設立登記を完了し

てＮＰＯ法人枚管連が成立しました。

　ＮＰＯ法人になり社会的信用が高まりますので、

今後一層会員の拡大と事業の充実、マンション管

理組合支援のための枚方市との協働を進めて参り

ます。

　ＮＰＯ法人になっても、「交流を通じて管理組合の

自主的・主体的運営を支援する」という枚管連の基

第２４回交流会案内
日時 ： 2009年4月25日（土）13時30分～

場所 ： 牧野駅前ハイツ集会所

（京阪牧野駅の西側徒歩２分）

共通テーマ ： 「管理組合運営のノウハウ蓄

積（専門性と継続性）対策」

※入会をお考えの方のお試し参加をお待ち

しています。

■「コミュニティ活動」紹介

間は４年を越えています。これによって、

　牧野駅前ハイツは昭和50(1975)年に分譲が開始 ・管理ノウハウの共有と蓄積が容易になる

された、Ｌ字形13階(一部14階)建、１棟２３９戸のマ ・長期的な取り組みを円滑に行える

ンションで、築34年を迎えます。 ・理事の負担が減少する

　当地区には、自治会・防災会・子供会・老人会・ というメリットを生み出しています。

管理組合の組織があり、 　これまでに行った主な修繕工事として、

・自治会　：　自治・コミュニティ活動 ・外壁や鉄部の塗装、屋上防水更新

・防災会　：　防災活動 ・給水管・排水管の更新、加圧給水化

・子供会　：　子供の保護・育成活動 ・エレベータ更新、ガス管更新、地デジ対応化

・老人会　：　高齢者の交流活動 ・下水の浄化槽廃止と市下水への直放流化

・管理組合 ： マンション建物・設備の維持活動 といったものがあり、現在、外壁・鉄部塗装更新等の大規

の、それぞれを分担して活動しています。 模工事の再来年度実施に向けての修繕委員会を立ち上

　当マンションの特徴として、京阪本線牧野駅から げ、準備を推進しているところです。

徒歩２分という至便の場所にありながら、緑が多く、

近くには淀川が流れ、生駒山・比叡山等も遠望す

ることができる恵まれた位置にあります。

　牧野駅前ハイツ管理組合は、分譲開始から６年

目の昭和55年になってようやく設立されました。管

理組合の活動は、「維持管理費を抑えつつ、理事

の負担も軽減する」をモットーに運営を行っており、

地域コミュニティ活動の中心である自治会（任期は

１年で、ほぼ毎年交代）との人材交流を毎年行い、

規約上の理事の任期は１年であるものの、多くの

理事に継続して再任していただき、平均の在任期 牧野駅前ハイツ全景

牧野駅前ハイツ編　その①

－１－



NPO法人　枚方マンション管理組合連合会（枚管連）ニュース　第７号 2009/03/08

■マンションの修繕は良い業者・適正な費用で
―　経験とデータを持ちよって　第２３回交流会　―

　枚管連は、2月28日にリバティパーク枚方において、会 集して施工業者を決める場合もあります。一般的には、ま

員31名が出席し定例交流会を開催しました。 ずコンサルタントを、複数の候補の中から選びます。工事

「共通テーマ：各種工事の費用と施工業者」 の為の仕様書や図面の作成、業者への見積依頼書の作

　マンションの寿命は建物と設備が適切に維持管理されて 成と現地説明、見積比較表作成、工事監理などの仕事を

いるかどうかで大きく変わります。組合員が負担する修繕 依頼します。

積立金の額は修繕工事が適正な金額で実施されているか ③施工業者選びでは

どうかで決まります。各会員の過去１２年間のすべての大 　見積金額が低いことは重要な評価項目ですが、要求さ

型工事の工事種目、基本仕様、工事費、施工業者、コンサ れている工事内容を的確に把握していること、工事を遂

ルタントの調査結果が配布され、各会員が報告し、意見交 行する技術力、現場管理力、下請業者の手配力、アフタ

換しました。いくつかのポイントを紹介します。 ーサービスの体制、企業倒産のリスクなどを総合的に判

①管理組合が主体となることが要 断します。そのためには見積書だけでなく評価に必要な

　競争原理が働いてよい工事を適正な費用で行うようにす いろいろな資料も提出してもらいます。書類審査だけでな

ることがポイントです。管理会社に全て任せるのは高い工 く現場代理人のヒアリングも有益です。

事を覚悟する必要があります。コンサルタントを使う場合で ④工事中の役割は

も施工業者に直接発注する場合でも、管理組合はいくらの 　工事が進むと予定外のことが起こり、仕様変更や工程

費用で、誰を、どのように使うか、を判断しなければなりま 変更に適切に対応する必要があります。コンサルタントの
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費用で、誰を、どのように使うか、を判断しなければなりま 変更に適切に対応する必要があります。コンサルタントの

せん。輪番制の理事会だけでは大型工事の監理は難しい 判断に頼ることだけでなく、住民との対応など管理組合が

ので、修繕委員会のような専門委員会を公募し、理事会か 判断、調整すべきがたくさん出てきます。修繕委員会が

らも参加して取り組みます。組合員の意見を汲み上げ、住 中心になり理事会の判断を求めながら工事監理する必要

民を巻き込んで取り組むことが望ましい姿でしょう。 があります。仮にそれも含めて丸投げすれば高い工事費

②まずコンサルタント選びから になってしまいます。

　小型マンションなどでは直接複数の施工業者に提案を募

■会員紹介

に成長、緑あふれる景観に心が和みます。

　カタカナ標記が主流の枚管連会員の中にあって、唯一 　徒歩可能な距離にスーパーや医療機関もあり、整った

漢字名のレトロ感覚な当住宅は、旧公団が分譲した団地 環境が自慢ですが、近年は少子高齢化の例に漏れず、

形式の集合住宅です。ゆとりある敷地は弥生時代後期 本年入学の小学一年生は２名で、先細りが気懸りです。

（2000～1800年前）の藤田山遺跡の上に立地していて、 もう一つの自慢は、何度も実施の大規模工事等でノウハ

大昔より人が住みついていたことから、その安全性と住み ウを蓄積、入札の業者さんに「ここはプロぞろいで気疲れ

良さはお墨付きでしょう。入居当初の樹木も、現在は大木 する」と異口同音に言わせたことです。

「　資料　」　釈尊寺第一住宅

　総戸数 ３９０戸

　棟数 １９棟（管理棟１含む）

　建築・分譲開始 １９７７年

　枚管連の会員数は、２００９年２月末現在で、団体加入

は２１、個人加入は７、合計２８です。会員管理組合の総

戸数は約５９００戸です。

釈尊寺第一住宅
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■大規模修繕のノウハウ　　「大規模修繕に取り組もうとしている方へ」

②楽しさを盛り込む

　昨年実施した会報についてのアンケート調査に 単なる「修繕」に終わらせずに、建物と暮らしを

おいて、今後充実させてほしい記事として一番多 見つめる絶好のチャンスです。住人全員を巻き

かった為、今号から取り上げることと致しました。 込んで、楽しいイベントにしましょう。

　マンションを快適で安全な住まいとして維持し、大 ③あせらない

切な資産としての価値を保つ為には、共用部分に 大規模修繕を急ぐあまり、ステップを省略したり

ついて計画的な修繕を確実に実施していくことが 情報伝達を怠ると、後々トラブルに発展する危

必要です。大規模修繕とは、一定期間の経過ごと 険性が高くなります。

に行う修繕計画に基づき実施される複合的な工事 ④専門家をうまく使う

です。その範囲はマンション全体に及び、相当の費 管理組合だけでがんばると、トラブルが発生し

用と時間をかけて実施するものです。例えば、外壁 た場合に、役員どうしの責任のなすりつけあい

の補修、屋上防水工事、鉄部の塗装、給排水管工 になってしまうことがあります。信頼できるコン

事、機械式立体駐車場の部品交換などです。 サルタントに依頼したり、設計監理者などの代

［工事を進めていくポイント］ 理人を立て、第三者に一定の責任を負わせる

①人の輪を広げておく ことも検討してみましょう。

大規模修繕は、居住者一人一人に影響を及ぼ ⑤共用部分と専有部分の境界をハッキリしておく

す為、管理組合が気配りをしなければなりませ トラブルを防ぐ為には、境界をハッキリしておき、

ん。 専有部分に立ち入る際には、管理区分と費用

負担を明確にしておくことが必要です。

■実録マンション管理（経費削減編）

答　その当時は枚管連もなく世間相場がどの程度

　今回は、３番バッター、労住まきのハイツです。 かということも分かりませんでした。委託契約ごと

今まで同様、Ｑ＆Ａ形式で進めていきます。 に、作業項目と内容、数量と単価などの明細の説

問　どのような経費削減実績がありますか？ 明を求め、過去の記録を調べて実際の作業との食

答　年間合計で９６５万円です。（内訳は、「削減デ い違いを問いました。交渉に当たっては一方的に

ータ」参照） 削減を迫るのではなく、話し合って互いに譲れる

問　経費削減に取り組んだきっかけは何ですか？ 点を探りました。誠意ある対応が感じられなければ

答　会報で今まで紹介されたﾘﾊﾞﾃｨﾊﾟｰｸ枚方は入 業者を替える方針で臨みました。結果的に業者を

居開始後３年目で、ﾒﾛﾃﾞｨｰﾊｲﾑ樟葉５番館は７年 替えたのは消防設備点検業者だけでした。

目でそれぞれ大きな成果をあげています。毎年の

管理費の無駄使いは早く改善するほど効果が大き 「 削減データ 」　労住まきのハイツ

いのです。しかし労住まきのハイツでは２４年間お －年間費用削減分－ [ 単位 ： 万円 ]

任せ管理でやってきたため適正な管理がされず、 管理委託費(1999年度、2002年度他)：▲505

２回目の大規模修繕工事ができなくなり、やっと自 エレベータ保守費(1999年度)：　　　    ▲  94

主的な管理組合になる取り組みが始まりました。そ 消防設備点検費(1999年度)：　　　　   ▲  30

の２年目に、“手強い管理組合”を目指して、管理 給排水設備洗浄費(1999年度)：　　　　▲   6

委託費をはじめ各種契約の更新時期に見直し交 共用電力費(1999～2007年度)：　　　  ▲330

渉を開始しました。 合計：　 ▲965

問　交渉はどのように、またどのような工夫をしまし ※年度は削減に取り組んだ年度です。

たか？

大規模修繕の進め方　その①

労住まきのハイツ　その①
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■ちょっと、教えて？

質問 初めて理事になりました。マンション管理 質問 管理規約は専門用語が多くあり、理解

のことは全く分かりません。何からすればいいのか しにくいのですが。

不安だらけです。

回答 書店にはマンション管理に関する本が

回答 まずは前期からの懸案事項や書類関係 多くあります。「理事になったとき最初に読む本」

の引き継ぎを丁寧にしてください。総会で決議され （主婦と生活社）などはお勧めです。また、屋上や

た事業計画を把握し、実行することが優先されます。 機械室など日ごろ見ないマンション全体を視察す

次に管理のための基礎的な知識習得が必要にな ることも重要です。枚方マンション管理組合連合会

ります。それには管理規約や各種細則を通読する の交流会などに参加して、他の組合の経験を聞く

ことが不可欠です。 ことも有益です。いずれにしろ、「問題を先送りしな

い」との気持ちが一番大切だと思われます。

マンションの管理⑦

初めて理事に。何からすれば？

※マンション管理に関しての質問があれば、

事務局までお寄せください。枚管連に所属す

るマンション管理士がお答えします。

■枚方マンション管理組合連合会（枚管連）

　枚管連は、枚方市内の分譲マンションの管理組 年会費

合が会員（個人会員も「可」）の自主的な集まりで

す。交流会を中心に、情報交換、経験交流の事業 ＴＥＬ／ＦＡＸ　：　０７２－８５６－２０８４　（山田）

を行っています。また、会員の相談にいつでも応じ ｅ－ｍａｉｌ　　　：　hda01561@nifty.com

ています。 お気軽にお問い合わせください。

■役員紹介（枚管連）

　枚方とは不思議な縁がある。昭和40年に、香里 ィア活動をして来ましたが、現在も懲りずにマンシ

ヶ丘６丁目にあった独身寮に入り、約１年の寮生活 ョン内外のコミュニティ活動に励んでおります。マン

をしてからは、全国あちこちに転勤し、７回の引越し ション管理組合や老人会、そして枚管連・市老連

をしました。平成８年に東京から枚方に移ってから や防犯委員など結構忙しい昨今ですが、暇を見つ

も、ビオルネ→メゾンアプローズ→リバティパーク枚 けては、カラオケや切手整理・麻雀などで気の向く

方と転居し、定年を迎えました。以前は、住むなら ままの時間を過ごしています。

福岡か仙台を第一候補と考えていたのに、気がつ

けば、なぜか枚方にすむことになってしまいました。 　　　　　　枚管連　理事（会計担当）　谷口憲一

　夫婦そろって世話好きである為、各地でボランテ 　　　　　　　　　　　　（リバティパーク枚方）

■編集後記　（山本）

　私が管理組合の理事になって一番驚いたことは、 が飛んでしまいます。以前は管理費の高さが疑問

各種修繕工事の費用の高さでした。ほんのちょっと でしたが、現在は非常に納得しています。

した工事や交換部品でも、すぐに数万円、数十万円 皆さん、共用部分は大切に使いましょう！！

団体会員

個人会員

１２，０００円

３，６００円

ホームページＵＲＬ http://www.hirakanren.com
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