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■各種修繕工事の費用・業者・コンサルタントについて
―　第３３回交流会で報告と交流　―

 　交流会は１０月２３日に市民会館第４集会室で開 ＜全会員からの報告と質疑応答＞

かれ、２４管理組合から３４名が参加しました。 　交流会に出席した会員から各自の提出データに

＜テーマ選定＞ ついて説明し、質問に対して詳しく補足説明してい

　今年度の交流会共通テーマ希望調査では、①管 ただきました。

理コスト削減、②修繕工事の費用・業者・コンサル 　主な質問や意見は：①今まで管理会社に任せて

タント　がトップに挙がりました。①は昨年１２月の、 推奨された施工業者に発注してきたが、費用や出

②は昨年２月のテーマとしてそれぞれ情報交換した 来映えに問題があった。②主体的に業者選定して

ばかりですから、管理費と修繕積立金を有効に使  いる会員の取り組みを参考にしたい。③近く消防

うということがいかに重要かということを反映してい 設備など更新工事を予定しているので、個別に詳

ます。管理コスト削減は、枚管連新規事業の研修 しい情報を教えて欲しい。

 セミナーで取り上げることになり、今年度最初のテ

ーマとして「各種工事の費用・業者・コンサルタント」

を採り上げました。

＜事前アンケート調査＞

　今回も事前アンケート調査を実施し、全会員の過

去１２年間に実施した大型工事の主な仕様、工事

 費、施工業者、コンサルタント及びその評価を提出

してもらい、その結果が21ページの資料としてまと

 められました。さらに主要工事種目毎に会員が使っ

た施工業者とコンサルタントの一覧表（6ﾍﾟｰｼﾞ）が

まとめられ、配布されました。

■「 お蔭様で 」 枚管連

　平成２１年３月から右も左も解らない中、ＰＣを辞

書がわりに理事長を一年間勤めました。管理組合

規約・管理会社契約書を片手に、大規模修繕工事

の一部を進行。理事会も月一回ペースで開催。

その間、集会室のリフォーム・階下の騒音問題・各

種使用細則の作成。夜の一時二時になる事も結構

有りました。

　その様な中で苦戦したのが修理や工事にかかる

費用の低減作業でした。過去、管理会社によるも で悪戦苦闘されている他マンションの方々や、専

のが殆どで、コストの検討は難しい状況でした。ネ 門知識のある方の情報を頂き励まされました。

ットで検索しても業者の良し悪しが判別出来ません。 　又、今後取り組まなければならないマンションの

　交流会の出席も仕事の都合で間間ならず、そこ テーマについても考えさせられます。今後も情報ア

でメールを大いに活用させて頂きました。同じ問題 ドバイスを宜しくお願い致します。

枚方光善寺スカイハイツ

※ 枚管連共通テーマ詳細データは会員内で

ギブアンドテイクの原則で交換しています。

※ 枚管連では交流会だけでなく会員同士で

いつでも何でも情報交換しています。

※ 何もかも管理会社任せにしている人に

とってはこれらの情報は不要な紙くず

に過ぎませんが、管理費、修繕積立金

を節約したい人にとっては宝の山です。

－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17号 2010/11/03

■速報１　機械式駐車場交流会分科会が ■速報２　枚管連新規事業として今年度

スタートしました！！ から研修セミナーを開催します。

―　第１弾として「管理コスト削減」　―

　平面式駐車場使用料は修繕積立金の大きな財 　昨年１２月に交流会共通テーマになり、大きな反

源です。ところが機械式駐車場は保守点検修繕費 響がありました管理コスト削減について、すでに多

用が大きく、更に将来の全面更新費用を長期修繕 くの会員が関連業者と削減交渉に取り組み、成果

計画に取りいれていないことが多く、大きな課題を を挙げています。引き続き、各管理費目について

かかています。枚管連では機械式駐車場を持つ10 どれくらいが妥当か、よい業者を知りたい等の要

会員だけで交流会分科会を立ち上げ、１０月２日に 望が強く、研修セミナーを開くことになりました。

初会合を開き、基本的なデータ交換をしました。 　第１回研修会を１１月２１日１３時から市民会館

 　次回は１１月２０日１３時３０分からダイアパレス 第４会議室で開きます。参加希望者を募集中です。

枚方サウスピアで会合を開きます。 アンケート調査と第１回会合での話し合いにより今

後の講義内容やセミナーの進め方を決める予定。

■案内　財政問題委員会がスタートします！！

　８月総会において、任意団体枚管連設立から３年

 半経つ中で、今後の事業の充実をめざして財政基　

盤を整えるための委員会を立ち上げることになりま

した。

　１１月２３日１３時からリバティパーク枚方で第１回

委員会を開催します。委員を募集中ですので、積極

的なご協力をお待ちしています。

■会員紹介

　当住宅は、京阪本線光善寺駅から香里団地に抜

けていく坂道の途中にある旧公団の分譲マンション

です。隣接してグリーンヒル光善寺住宅があり、自

治会・子供会はグリーンヒル光善寺住宅と一緒に

活動しています。最近では、大地震を想定した災害

対策活動も合同で取り組んでいます。 うに思われます。ここ数年間の事業としては、①ＩＴ

　名前にグリーンが付いているように、敷地内に多 環境整備：光ファイバ導入（希望住戸に光ファイバ

くの植栽物があります。緑には恵まれているのです を直接引き込んでいます）とＣＡＴＶの導入（地デジ

が、住戸数が少ないため戸当たりの植栽費負担が 対策のため導入しました）、②管理組合規約、細

 大きいのが難点です。これに対しては、住民ボラン 則類の改正・新設　を進めてきました。

ティアによる定期的な植栽作業を行うことで費用の 　現在は、２回目の大規模修繕の時期を迎え、ワ

削減を図るとともに、住民間のコミュニケーション確 ーキンググループを設置して、修繕計画の検討を

保にも役立てています。 進めています。枚管連には、情報発信できることも

　管理は自主管理です。前述の植栽作業や１年毎 あるかと思います。よろしくお願いします。

の輪番制の理事（４名）が短い周期で回ってくるこ                                              （ 山下　記 ）

とからも、組合員の管理への意識は比較的高いよ

 「　資料　」 グリーンヒル光善寺第二住宅 ＜枚管連会員現況＞

　総戸数 ３０戸 　枚管連の会員数は、２０１０年１０月末現在で、

　棟数 １棟 団体加入は２５、個人加入は８、合計３３です。

　建築・分譲開始 １９８７年 会員管理組合の総戸数は６２７５戸です。

グリーンヒル光善寺第二住宅

第７回大規模修繕工事研修会
日時 ： 2010年11月13日（土）13時30分～

場所 ：グランフィーネ枚方長尾

第一部：講演会

テーマ： 「大規模修繕工事の準備、コンサ

ルタント選定、調査診断、工事設計」

講師：集合住宅維持管理機構専門委員

第二部：今後の研修会の進め方について
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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」

が決まってまだ着工までの間に、最上階のお宅で

　 　　　―　大規模修繕工事に思うこと　― 雨漏りがするとの連絡を受けて、屋上に上がった。

　平成17年の4月某日。或る日何気なく掲示版を見 前回の築12年目の際の大規模修繕の防水シート

ていたら、「大規模修繕工事の検討委員会」を立ち が、かなり傷んでところどころ破れている。確かに

上げる為のメンバー募集とある。建築工事に関して 保証期間は10年の契約であるが、更に2年経つと、

は全くの素人であるが、面白そうだし野次馬根性も かくも惨めな姿になるものかと唖然とした。

あり応募した。入居したのが平成13年の6月、朝6時 　ともかく委員会のメンバーには沢山の方に参画し

に家を出て夜8時に帰る毎日、顔を知っている人は て頂く、特に女性のメンバーの参加を切望します。

殆どいない。それでも心が動いた。 豊かな感性と色彩感覚などは男では及びません。

　そもそも大規模修繕のことも全く知らないままの 　すべからく停滞の原因は、区分所有者の無関心

参加であった。技術的な事は暗いので広報を担当 から来るものですから、広報活動が大切でしょう。

させて頂いた。その時初めて、我がマンションは築 一度じゃだめ、二度三度懲りずに続けて行きましょ

26年目であること、今回は２回目である事を知った。 う。集会を開いてみんなの意見を出来るだけ聞い

　修繕工事の前に各区分所有者にアンケートを求 て、修繕工事をダシにして、コミュニティの形成を

め、傷み具合を自分の目で確かめて貰った。業者 図りましょう。　　　　　　　            （ 瀬戸山　記 ）

■実録マンション管理（経費削減編）

８．損害保険の検討
　管理費削減の取り組み紹介の２回目です。 　火災保険の特約で地震保険に加入しているが、

６．管理費の負担額の検討 かなり高い。世間の見解ではあまり有効ではない。

　各区分所有者の高齢化を考慮して値上げの賛同 保険会社の見解を求めた結果、「集めた保険料は

を得るには相当のエネルギーが必要。今回は見送 右から左に国庫に納入している。地震はいつおこ

る。管理会社との契約内容を検討した。管理会社 るか分からないが、国は原資がなかったら支払い

への支払いの内、大半を占めるのは管理員経費 できない。保険会社としてあまり勧められない」と

である。更に、建物管理、給排水設備管理、消防 のこと。これより、解約すべきの結論とし、年間で

設備、雑排水管の清掃等がある。 262,736円の削減。

７．管理会社との交渉 ９．費用の削減

　仕様の変更による価格の引き下げを検討。 　管理会社への支払いより924,216円、地震保険

①前述の通り管理員の人件費が高い！ 料 262,736円で、合計 1,186,952円が年間削減額

現行、通勤１名、勤務時間９時～１７時、休日：日・ となった。

祝・夏季２日年末年始４日、週４０時間勤務。これを １０．今後の課題

勤務時間１０時～１７時、休日：土日・祝・夏季２日 ①管理費の赤字は、金額は減少しても相変わらず

年末年始４日、週３０時間勤務に変更する。これに 解消されない危うい運営になる。そのため更なる

より、月額206,400円が158,000円となり、48,400円 見直しが必要となる。

の減額。 ②区分所有者が負担する管理費は、上げ幅は考

②給排水管清掃毎年全戸に実施、果して必要か？ 慮しても、若干の値上げは必要となろう。

平成22年1月24日、NPO集合住宅改善センター＆ ③最後の切り札は修繕積立金からの転用となる。

大阪市立住まい情報センター主催のセミナーに参 今までの繰越金を使い果たし不足金が生じた際、

加。その際、排水管の清掃は不要との見解であっ 総会での承認事項とする。

た。さらに、出入りの設備業者も1年に1度は不要 ④駐車場料金は、近隣の相場に合わせて整合性

との見解。又、管理会社も過去のセミナーで清掃 を図る検討の必要がある。

は殆ど必要ないとの見解。以上のことから、給排水 ⑤大規模修繕についての検討。１回目の施工は

管清掃1年に1度実施：月額換算17,300円を、2年 戸当たり約93万円（仮設工事等に無駄が多く参考

に1度に変更。月額8,650円となり、8,650円の減額。 にならない）。２回目は戸当たり約69万円で済んで

③建物管理費：月額21,000円を値引き10,000円 いる。３回目は戸当たり100～110万円位が必要

④事務管理費：月額95,000円を値引き4,000円 と推測する。現状では資金に不安はない。

以上①～④の取り組み(仕様変更・値引き)により、 ⑥いずれにしても、毎年１度は理事会、長期修繕

管理会社への支払い月額348,000円を274,650円 検討会等で検討する必要がある。

とし、消費税計上で年間924,216円の削減。 完

藤阪パークハイツ

藤阪パークハイツ　その②
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■ちょっと、教えて？

その②　規約の表現は明確に。

その①　当事者は管理組合です。 質問 当マンションの規約では「他人に迷惑を
質問 管理組合の理事をやっています。入居者 掛ける恐れのある動物は飼育できない」となって

から「ペット（犬）の鳴き声やにおいを何とかしてほ います。

しい」との苦情が寄せられ困っています。 回答 規約そのものに問題があります。この文

回答 ペット問題は「騒音」「駐車場」と並ぶマン 章では「どの範囲のペット飼育が可能」なのか、は

ション３大トラブルの一つです。前提条件や経緯に っきりしません。少なくとも「ペット飼育全面禁止」と

よっては即効性のある解決策がなく、時間の掛か 読むことはできません。大半の飼育者は動物の種

る難問です。ただ、基本はペット飼育者と苦情申し 類を問わず「私のペットは他人に迷惑など掛けませ

出者の当事者の問題にしないことです。管理組合 ん」と考えるからです。もし、ペット禁止を目的とす

（理事会）の問題であるとの認識を役員全員がしっ るなら、表現を明確にする必要があります。抽象的

かりと持つことです。 な表現は主観によって判断が分かれ、トラブルの

質問 当マンションは「ペット禁止」のはずです 原因になります。

が、すでに多くの入居者が犬や猫を飼っています。 質問 　具体的にはどうような表現が適切ですか。

回答 よくあるパターンですね。ただ、「ペット禁 回答 まず「ペット可」か「不可」の基本を決め

止」が規約や使用細則でどのように規定されてい ます。「不可」を前提に具体例としては国交省のマ

るのかの確認が必要です。ペット問題を考える上 ンション標準管理規約の「区分所有者及び占有者

で必要な事項は多くありますが、主のものは ①規 は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬・猫

約・細則の規定 ②飼育実態（動物の種類） ③入 等の動物を飼育してはならない（以下省略）」など

居者の意識 ④被害状況（動物アレルギーの有無） が参考になります。また、ペット問題の基本を細則

⑤飼育の目的・きっかけ ⑥建物の状況（エレベー だけに定めている組合もありますが、規約に記述

ターの台数・階段の本数） ⑦これまでの経緯（理 することが重要です。売買時（賃貸含む）などに宅

事会の対応など） ⑧基本方針・暫定措置の検討― 建業者はペット禁止など「専有部分及び共用部分

などが挙げられます。次回以降、具体的に考えて の使用制限」を「説明する義務」を負っているから

いきましょう。 です。細則だけでは説明漏れの恐れがあります。

■新入会員紹介 近、新たに入会された会員の方を紹介致します。

① 平成２２年　１０月 団体加入 中宮第四団地 ２４０戸 枚方市上野２－８－７２

② 平成２２年　１１月 団体加入 メロディーハイム枚方 １２６戸 枚方市池之宮３－４－２０

■NPO法人 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、会員向け個別相談会、理事

研修会、修繕工事研修会等を行っています。この ＴＥＬ／ＦＡＸ　：　０７２－８５６－２０８４　（山田）

活動は2009年度の国交省補助事業にも採択され ｅ－ｍａｉｌ　　　：　hda01561@nifty.com

ています。 お気軽にお問い合わせください。

■編集後記　（山本）

　11月に入り、一気に寒くなり、今年の秋は非常に プラズマか液晶か、３Ｄか２Ｄか、録画機能付きか

短く感じます。「家電エコポイント」が12月からほぼ 否か、画面サイズなど、今後また１０年以上使用す

半減することから、１０年間使用したブラウン管テレ るだけに、非常に迷っています。が、 後の決め手

ビ（勿論アナログ）の買い替えを考えています。 はやはり値段になりそうです。

ペットトラブルで困っています。

団体会員 １２，０００円

個人会員 ３，６００円

※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。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hirakanren.com
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