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■

４月２３日
―

枚管連第６６回交流会開催

『セキュリテ ィ ・ 遠隔監視委託 ・水道メ ータ の現状』を主テ ーマに情報交換

―

４月２３日午後１時から市民会館第１集会室にお
いて 、２４会員２９名と お試し参加者１団体１個人が
出席して 第６６回交流会を 開催。
今回テ ーマの前半は２年前の交流会で 取り上
げたので 、その後の変更点を 追加調査しました。
２４会員の回答結果一覧表と 調査項目毎に結果
を 分析し、グラ フ化した資料を 事前に会員に届け、
交流会で はその説明と 意見交換を しました。
□

セキュリテ ィ・遠隔監視調査結果

何らかの遠隔監視装置があるかどう かは88％
があると 回答。
個別監視内容はばらつきがあり、共用部火災
100％、専有部火災90％、エ レベータ 異常と 給水
ポンプ 異常76％、専有部ガス漏れと 緊急52％、
浸水警報排水ポンプ 異常52％、駐車場異常38％、
専有部セキュリテ ィ10％、その他19％。
専有部の監視の方法は、個別監視19％、代表監
視67％、無回答２４% 。
□

□

水道メ ータ

水道メ ータ 検針者：枚方市33％、管理組合67% 。
マンショ ン規模と 築年数によらず 、ばらばら。
ばらばら
水道メ ータ の種類：直読式が96% 。
散水用メ ータ の下水道料金免除：別メ ータ で あ
り免除さ れて いる24% 、別メ ータ だ が払って い
る24% 、共用部1メ ータ のため払って いる50% 、
その他2% 。
管理組合が検針して いる場合の水道料差益：
年間1戸当たり4,229円（回答会員平均値）。
過去の水道メ ータ 交換費用：1戸当たり8,296円。

契約形態と １戸当たりの年間費用

管理組合が直接契約24％、委託管理契約に含
む71％、両方ある5％。1戸当たりの平均年間費用
は4,327円。
戸数によるスケールメ リットの傾向は緩やかに
あるが、4会員だ けはかな り費用高で ある。その理
由を 分析し、コスト削減の取り組みが必要で ある。
費用削減経験がある会員は38％、な い会員は
52％。削減率は7％〜８８％まで ばらつきがある。
削減方法は、戸別監視を 代表監視に変更50％、値
下げ要請38％、管理組合直接契約に変更25％、
業者変更13％。

□

事例報告と 意見交換

Ｄ’ グ ラ フォート香里ヶ丘と ひらかた北山アミ ス
タ から主テ ーマ に関する事例報告があり、ラ ウン
ドコート星ヶ丘から電力小売り自由化への対応に
関する提言がありました。
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京阪電車車窓案内
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その４

守口市駅

通勤通学で いつも 見慣れた風景も 、故事来歴
が分かれば新鮮に見えるかも 知れません。
下り方面４回目で す。
□

守口市駅

駅から国道１号線へ向かう バス道路に架かる橋
は、旧淀川の左岸堤防に当たり、周囲より４〜５㍍
高く な って います。明治２９年着工の淀川改修工
事は鳥飼大橋付近から大阪市旭区の城北公園辺
りまで 、土鍋の断面状に曲折して いた河道を 蓋の
部分状に直線化したも ので す。現在の国道１号線
や守口市役所、三洋電機本社のある一帯は往時
の川底な いし河川敷に該当します。
□

土居駅

土居駅

当駅から野江駅に至る約４ｋ㍍区間の高架は
費用を 節約した低い築堤方式にな って います。
で は、こ の土地を どこ で 調達したので しょう か。
答えは当駅東６００㍍の大枝の農地を 買収して 採
取したも ので 、跡地が周囲１ｋ㍍ほどの京阪池に
な りました。こ の池は埋め立て られ現在はグ ラ ウ
ンドや守口市の公共施設にな って います。土砂の
運搬には仮線を 敷いて 土汽車を 通し、こ の駅付近
から野江駅方向に順次延ばしました。

（写真撮影
□

高架複々線にな る前の旧線は土居、千林間を
上り線すぐ 下の大阪、守口両市道部分を 平面で
走って いました。旧線跡地が切り売りさ れて 駅前Ⅱ
に商店街を 形成した結果、羊カ ンを 斜め切りした
よう な 奇妙な 敷地の商店が出来て 、今も そのま
ま営業を 続けて います。大手スーパー、ダ イエ ー
の発祥地で あるこ と は良く 知られて いますが、
時代は戦後復興も 一段落した昭和３２年のこ と
で した。

平面複線の時代にはまだ 駅がな く 、線路東側
にあった京阪商業学校の生徒たち が通学の便宜
に設置運動を 起こ し、電鉄側も まと まった乗降客
数を 認めたも ので 、こ の付近の駅間距離がバス
停並みに詰まって いるのはそのためで す。

■

山本）

千林駅

次回に続く

賛助会員広告
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（元枚管連副会長

増田

記）
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行事案内
第６７回交流会
日時 ： 2016年6月25日（土）13時〜
場所 ： 枚方市民会館２階第６集会室
共通テーマ： 「 マンションの高齢者支援･
バリアフリー･防災情報 」
自由テーマ： 「 何でも相談／情報交換 」

■

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。

＜枚管連会員現況＞

問い合わせ先： 枚管連事務局 TEL 856-2084

枚管連の正会員数は、２０１６年５月１日現在で 、
団体会員は３０、個人会員は１６、合計４６で す。
団体会員管理組合の総戸数は約５３００戸で す。

新規入会 会員紹介

①

平成２８年４月

個人加入

く ず はアーバンラ イフ

６４戸

枚方市東山１

②

平成２８年４月

個人加入

ｾﾌﾞ ﾝｽﾀｰﾏﾝｼｮﾝ香里園

６１戸

寝屋川市香里南之町１９−２５

■
①

■

新規入会 賛助会員紹介
日本水理㈱

業種：リニューアル・メンテナンス

行事報告（２０１６年３月１日〜５月１０日）
・３月 ８日 ： 第１１６回理事会
・３月１３日 ： 枚管連会報第４９号発行
・３月２７日 ： 相談・研修委員会

■

・４月 ５日 ： 第１１７回理事会
・４月２３日 ： 第６６回交流会
・５月１０日 ： 第１１８回理事会

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
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
活動は2009年度の国交省補助事業にも 採択さ れ
て います。

■

住所：大阪市西区京町堀３−３−２７

編集後記

ﾎｰﾑﾍﾟ ｰｼﾞ
年会費

ht t p://www.hirakanren.com

団体会員

12,000円 ＋ 比例費（ 戸数×90円 ）
比例費は256戸以上23,000円で固定

個人会員

4,800円

ＴＥＬ／ＦＡＸ ： ０７２−８５６−２０８４ （山田）
ｅ−ｍａｉｌ
： hda01561@nif t y.com
お気軽にお問い合わせく だ さ い。

（山本）

４月の熊本地震で 被災さ れた皆様に、心より
お見舞いを 申し上げます。
気象庁によると 、最初に震度７を 観測した１４日
夜の「 前震」以降、熊本、大分両県で 起きた震度１
以上の地震が、２週間目の28日正午で １０００回以

上と いう 過去に例のな いも のだ そう で す。こ れ
は20分毎に地震が発生して いる計算にな り、そ
の間の心労は非常に耐え難いも ので しょう 。
今後の復旧・復興の為にも 、地震活動の収束を
切に願います。
−４−

