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■８月２７日　枚管連第６回総会開催
―　財政基盤確立議案承認さる　　瀬戸山会長から山村会長へ　―

 　枚管連は８月２７日午後２時からリバティパーク

枚方集会室において、３２会員、４４名が出席して

第６回総会を開きました。来賓として全国管理組合

連合会事務局長谷垣千秋氏が出席されました。

 　総会では全議案が承認され、２０１１年度の事業

計画、予算及び役員が決まりました。また、事業推

進と財政基盤確立のための、①経費支出基準改

正、②会費値上げ、③受益者負担導入等を骨子と

する議案も承認されました。

　今年度は事業計画の重点方針として、＊会員の 　５期４年半余りにわたって会長を務められた瀬戸

ニーズに応える事業展開を進める、＊それを支え 山誠之氏が退任され、山村隆男氏が新会長に就

る組織体制を強化する、ことを決めました。 任されました。瀬戸山さん、長い間ご苦労様でした。

《 記念講演会 》

　総会終了後に谷垣千秋氏による「標準管理規約

改正と区分所有者主体の管理」と題する講演会を

開きました。

　国交省は、二つの老いに直面して管理組合主体

の管理が行き詰まるとして第三者管理方式を推進

しようとしている。しかし、専門家活用の前提は管

理組合が自立し、管理の問題に取り組む力を身に

つけることであり、専門家に頼りお任せするようで

は何も解決しないことを詳しく説明しました。 締結など、管理組合の決定権を任せるというもの

　国交省が打ち出そうとしている第三者管理方式 です。営利目的の第三者に任せれば、二つの老い

の内容は、①管理組合の運営、②規約改正、③経 を乗り越えるどころか、坂道を転落するだけです。

理、④建物・設備の維持管理、⑤業務委託契約の

《 祝賀会 》

　講演会終了後、会場を模様替えして祝賀会を開

き、和やかに懇談しました。会員の片山氏が３０分

ほど得意のマジックショーを披露していただき楽しみ

ました。

第３９回交流会案内
日時 ： 2011年10月22日（土）13時～

場所 ： サンプラザ生涯学習センター第３集会室

（京阪枚方市駅東改札口隣接ビル５階）

自由テーマ： 「何でも相談／情報交換」

共通テーマ： 「マンションの防災、消防、

防犯対策」

※事前アンケート調査結果報告

※基調報告又は事例報告

※意見交換

市内のマンション管理組合の役員、組合員の

方は事前申込みによりどなたでも参加できます。

問い合わせ先： 枚管連事務局 TEL 856-2084
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■今年度の交流会共通テーマを選定

　第６回総会前に第３８回交流会を開き、事前に実 ク置き場、に決まりました。

施した全会員の希望アンケート調査の結果に基づ 　全会員が参加する交流会とは別に、大規模修繕

き今年度の交流会共通テーマを決定しました。 研修会、昨年度スタートした管理コスト削減セミナ

　交流会共通テーマは、１０月：マンションの防災、 ーと機械式駐車場交流会を継続します。 また、上

消防、防犯対策、１２月：管理組合業務マニュアル 記のアンケート調査結果等に基づき、理事会から

と理事会の運営、２月：長期修繕計画作成と見直 新たな企画を提案します。

し、４月：管理費等滞納者対策、６月：駐輪場・バイ

■「 お蔭様で 」 枚管連

　弊管理組合が枚管連と出会ったのは３年前、理

事が菅原公民館にあった会報＜マンション枚方通

信＞を持ち帰り、理事会で紹介した時でした。

　管理組合が発足して１年少しの時で、それまでは

管理会社主導でいろいろ教えてもらっていました。

ただ大きな疑問は我々が発注する全てが、我々が 的にすすめる事が困難と判断し、我々目線で指導

価格決定に全く絡んでいない事への不思議と価格 してくれるコンサルタントを枚管連より、会員でもあ

の妥当性への懐疑が大きく膨らんでいる時でもあ る片山さんを紹介して頂き、コンサルタント契約を

った為、すぐさま厚かましく、枚管連理事会、交流会 結び、弊マンション内に経費削減委員会を発足さ

に参加させていただき、入会させていただきました。 せ、昨年８月より６ヶ月間集中して経費査定を行い

　当時、理事会・交流会に参加させていただいた時 ました。結果、大幅な削減を達成いたしました。

の感想は、すこぶるアカデミックな会で、管理会社 　これを可能せしめた大きな理由は、①削減委員

に支配されている管理組合に情報を提供したいとい 会の真剣度合い、②我々目線の強力なリーダーシ

う熱い思いを感じた事、また会費は安く、言い過ぎ ップのあるコンサルの存在、③枚管連から頂いた

 ではあるが会運営の経済感覚は欠如していると感 種々の交流会テーマを始めとする情報、④経費削

じた次第です。（ボランティア過ぎるという感） 減を成し遂げた先輩会員からのご指導、であった

　その後、弊マンションの経費を我々自身で査定し と思っております。これからもお世話になります。

ようという事になったが、我々自身だけでは具体 （ 村松　記 ）

■会員紹介

　リバティパーク枚方は、淀川大橋の枚方側入口

すぐ近くで、淀川スーパー堤防の上に位置している

７棟７６１戸のマンションです。

　2000年３２１戸、2001年２６１戸、2002年１７９戸

と３年かけて分譲され、居住者は約２５００名の大

型マンションで、一つの町と言えます。

　居住者の大半を若い世代が占めており、伊加賀 員会等で、幾多の問題に対処しております。

小学校へは２８０名が通っており、子ども達のにぎ 　現在は、大規模修繕委員会を中心に、来年１月

やかな声が一日中絶えることがありません。 着工予定の大規模修繕工事に取り組んでいるとこ

　管理組合は、理事１３名、監事２名で全棟を管理 ろです。又、自治会、シニア倶楽部、子ども会とも

運営しております。毎月１回の定例理事会、年数回 連携し、より良いコミュニティの形成をめざして協力

の臨時理事会、及び必要に応じて設置する専門委 することも管理組合の責務と考えております。　

 「　資料　」 リバティパーク枚方 ＜枚管連会員現況＞

　総戸数 ７６１戸 　枚管連の会員数は、２０１１年８月末現在で、

　棟数 ７棟 団体加入は２３、個人加入は１２、合計３５です。

　建築・分譲開始 ２０００年～２００２年 会員管理組合の総戸数は５７００戸です。

リバティパーク枚方

メロディーフォレスタ枚方長尾
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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」

★耐久度目標／仕様検討

　前回（１９９２（平成４）年度に実施）の大規模修繕

では、外壁塗装塗料は主にシリコン系塗料を、部分

的にフッ素系塗料を使用しました：

・フッ素系塗料 ‥ エレベータ塔屋外壁

・シリコン系塗料 ‥ その他外壁

　フッ素系塗料は耐久性等の性能は抜群ですが値

段が高いため、当時（約２０年前）は主に特殊な建 仕様書により工事範囲と数量を明確にして行いま

物の塗装に用いられ、マンション等の一般の建物の した。見積り参加には下記の資格要件を設定しま

外壁塗装に使用することはまれでしたが、業者の推 した：

薦もあり採用し、結果として建物劣化調査時点で： ・資本金 ・経営状況

・フッ素系塗料部分 ‥ 目立った劣化見られず ・（本店・支店）所在地 ・特定建設業許可

・シリコン系塗料部分 ‥ チョーキングが目立つ ・元請工事実績（近畿圏実績、同等規模実績）

という状況で、１７年が経過して、塗料の耐久性に ・常駐現場代理人資格・実績

大きな差があることを確認できました。なお、今回の 　工事実績や枚管連で得た情報等をもとに、候補

見積りから、フッ素塗料はシリコン塗料の約１．３倍 業者１２社を抽出し、絞込みを実施しました：

とその差は少なくなっていることが判りました。 ・資格要件評価 ‥‥‥‥‥‥‥１２社→５社

　マンションの様な市街地環境では、風雨や直射日 ・見積参加、見積額・内容評価 ‥‥５社→３社

光にさらされる外壁においてもフッ素系塗料は２０年 ・ヒアリング評価 ‥‥‥‥‥‥‥‥３社→１社

以上の寿命があると思われます。 それぞれの評価は、工夫をして項目ごとに数値化

　この結果を踏まえ、次回大規模修繕２０年後を目 を行い、客観的な評価を行うようにしました。

標として、材料・工法を選定することにしました。 　最終的に、今回の大規模修繕工事の発注先を、

★見積作業／業者選定 建装工業（株）に決定しました。

　見積りは、複数業者の相見積りを原則とし、工事 （ 志賀　記 ） 次号に続く

■実録マンション管理（マンション管理編）

－管理会社は優秀なパートナになれる？－

　管理会社には、デベロッパー系・ゼネコン系・独立

系があることが分かりました。理事会では、独立系

を推す声が多く、４社を選び見積を徴収しました。相

談したり評価する基準もない為、取りあえず一番安

い業者に決めて、臨時総会を招集して管理会社の

変更を行いました。この作業には約２ヶ月半かけま

した。平成１８年の９月の出来事です。

　新しい管理会社は、前回より約１５％ほど安くなり 究テーマ「管理費の節減」の際、我が管理組合も

ました。管理組合について、又、管理会社のあり方 徹底して経費の洗い直しに取り組みました。平成

について様々な勉強を始めました。管理会社はどこ ２１年９月からのスタートです。全ての経費を洗い

までも利益を追求します。企業ですからやむを得な 直し、管理会社にも値引きを要請し、全体として管

いでしょう。管理組合はサービスの提供を受ける方 理費を大幅に削減しました（詳細は枚管連会報の

ですから、当然綱引きはあります。何処でいかに折 マンション枚方通信１６＆１７号に掲載済）。

り合いをつけるか？ 理事の交代の時十分注意が 　マンション管理の良し悪しの判断基準は、８割方

必要ですね。 管理員の働きぶりで決定すると思います。現在の

　期を同じくして枚管連に参加しました。交流会等 管理員氏は、住人にも評判がよく、安心して業務

を通して他所の運営を知ることが出来ました。自分 を任せています。

達の選択が本当に正しかったのか？ 枚管連の研 （ 瀬戸山　記 ）

牧野駅前ハイツ　その③

藤阪パークハイツ　その②
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■ちょっと、教えて？

管理会社が倒産したが管理費は大丈夫か？

質問 管理を委託していた管理会社が倒産しま 回答 「管理組合名義」の預金口座を 寄りの

した。これまで組合員から集めた管理費や修繕積 銀行等に開設して、管理組合が実質的に保管管

立金はどうなるのでしょうか？ 理しておれば心配ありません。これを管理会社に

まかせておれば問題です。預金通帳を管理会社

に預けて、管理経費の支払業務を委託している場

合でも、トラブル防止の為、銀行届出印鑑の保管

管理は必ず管理組合が行いましょう。

■役員紹介（枚管連）

　８月の第６回通常総会で次の役員が決まりました。よろしくお願い致します。

　会長 　山村隆男 ひらかた北山アミスタ    理事 　村松　進 ﾒﾛﾃﾞｨｰﾌｫﾚｽﾀ枚方長尾

　副会長 　増田　博 釈尊寺第一住宅    理事 　津田芳夫 ﾒﾛﾃﾞｨｰﾊｲﾑ山田池公園

　副会長 　谷口憲一 リバティパーク枚方

　事務局長 　山田　毅 労住まきのハイツ    監事 　乾　光男 労住まきのハイツ

　会計理事 　岡崎　孚 ラウンドコート星ヶ丘    監事 　瀬戸山誠之 藤阪パークハイツ

■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）

　今年の夏は、「 節電 」ということで、出来るだけ 　９月に入り、まだ厳しい残暑ですが、「 節電 」は

エアコンを使わないように心がけました。また、冷 今夏だけではなく、これからも継続して行こうと思

蔵庫も、今まであることに気が付かなかった節電 っています。

モードに切り替えました。その他、照明やテレビな

ども必要のない時は、こまめに消すようにしました。

これら努力の甲斐あって、通常、梅雨が明けると、

電気代がそれまでの１．５倍に跳ね上がるところ、

１．１倍と微増に収まり、電力事情に少しは貢献で

きたかなと思います。

マンションの管理⑱

12,000円 ＋ 比例費（ 戸数×90円 ）

4,800円

比例費は256戸以上23,000円で固定

団体会員

個人会員

※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

倒産 ！

修繕積立金は？
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