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51号

2016/7/11

NPO法人 枚方マンション管理組合
連 合 会 ニ ュ ー ス
第51号
発 行 責 任 者
谷口 憲一
編 集 責 任 者
山本 千秋

■６月２５日
―

枚管連第６７回交流会開催

『マンションの高齢者支援 ・バリアフリー・防災』を主テーマに情報交換

６月２５日午後１時から市民会館第６集会室において、
２１会員２６名とお試し参加者１団体１個人が出席して
第６７回交流会を開催。
今回の主テーマは「バリアフリー・高齢者支援・防災
に関する調査」を取り上げました。また、サブテーマ
として「マンションの電力料金削減」と「改正標準管理
規約」を取り上げました。
主テーマに対する回答結果を次年度交流会テー
マに反映しマンション内住民福祉やコミュニティ形成
の課題に取り組むことになりました。

□バリアフリー・高齢者支援・防災の調査結果
各項目について、管理組合の本来業務、管理組合
と自治会が協力する業務、コミュニティ・自治会の本
来業務に区分して，4５項目の具体的な課題について
の取組状況と情報希望有無について回答を求めま
した。

□管理組合の本来業務の実施状況
比較的多くの会員が取り組んでいる業務は、階段
手すり設置と段差解消、区分所有者名簿作成、防犯
カメラ設置、24時間監視・警備システム。
未実施が多いのは自主防災対応、AED設置等です。

―

□管理組合と自治会が協力する業務
要支援者対策の業務として、助け合い・支援活動、
見守り・声かけ、家事協力、役員就任免除、災害時の
安否確認、家具転倒防止支援、地震時自動遮断ブレ
ーカ、ガスレンジのIHヒーター化等がありますが、実
施済は少数で未実施が多い状況。

□自治会と校区コミュニティの本来業務
居住者名簿作成、高齢者・独居高齢者の把握、老
人会活動、校区自主防災会参加、消防・防災訓練が
比較的広く取り組まれています。
その反面、要支援者の把握、防災マニュアル作成
は半数未満です。また、独自自主防災組織、防災資
機材整備を実施している会員は約半数。

－サブテーマ：『マンションの電気料金削減』について情報交換－
このテーマについて１６会員の回答結果が報告さ
れ、牧野駅前ハイツ、ジオ枚方、労住まきのハイツの
事例報告が紹介された。
続いて関連情報として、ジオ枚方から、共用部の

LED球のみ交換する方式を実験中であることを紹介
した。また、新電力契約では月に８千円以上使ってい
るとメリットがでるので150戸中25戸が大阪ガスに切
替えたとの情報提供があった。

－「改正標準管理規約に対する枚管連の考え方」とミニ講演－
３月に国交省発表の「改正標準管理規約」に対す
る「枚管連の考え方」の事務局説明があり、それに
関して専門委員の片山氏のミニ講演がありました。
「枚管連の考え方」は、コミュニティ条項を削除し
たことは枚管連の理念と正反対の立場にあること
を明確にしています。
片山氏は「管理費からの支出」に関する具体的事

例によるマン管センター大阪支部長の見解などを紹
介し、「これによると、大半の枚管連会員はブラック
マンションになる」と指摘しました。
また「安易に最新の標準管理規約を採用しないよ
うに」と注意喚起しました。なお、このテーマは９月の
枚方市主催「マンション管理基礎セミナー」でも取り
上げられます。
－１－
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「大規模修繕に取り組もうとしている方へ」

グランパティオ枚方 その①
H２６年度 第２回大規模修繕工事体験談
グランパティオ枚方管理組合は、平成26年1月中旬
から7月中旬までの６ヶ月間、第２回大規模修繕工事を
行った。大規模修繕工事を行うまでの下準備に１年間、
修繕委員会委員の方々は心労された。 また、今回の
工事は標準的な工事であり、特別に特記するような
工法はなかった。当マンションの平面形状は北向逆C
型で、真中に３F建て集会所があり、１Fは平地駐車場
で、２F、３F（屋根なし）は子供の遊び場として利用し
ている。マンション棟は６F建てで、156戸の居住区画
となっている。
１．建築工事の要、コンサルタント選定について
前任理事長、理事の方々が、インターネット情報等
により５社を選定された。選定後、各会社を訪問され、
会社状況を把握された。組合員出席のもと５社のヒア
リングを行い、評価のためアンケートを実施した。修
繕委員会では、アンケート結果と見積書を比較、検討
し、２社を選定した。再度、組合員の前で２社のヒアリン
グを行い、その結果を修繕委員会で審議を行った。
委員の総意は㈱MTKで一致したが、慎重を期するた
めに、㈱MTKがコンサルを行った枚管連会員のグリー
ンタウン香里ヶ丘様を訪問させて頂き、良い評価をお
聞きしたので、㈱MTKをコンサルタント会社として採用
を決めた。
２．枚管連会員情報から得た知識を基に、
工事会社を選定した。

工事会社の応募数は９社に至った。書類選考後６
社に絞り、見積依頼を行った。見積作成のための業
者立ち入り状況、ヒアリングの結果を審査の対象と
した。 設計値を100とした場合、各社の見積額は、
92.39～107.96%の範囲であった。修繕委員会は、ヒ
アリング結果と見積書の内容を検討し、２社を選定し
た。選定結果を理事会へ諮り承認されたので、㈱MTK
立会いのもと臨時総会に諮って、設計値の92.39%の
㈱長谷工リフォームに決定した。
３．工事部位・部位別工事内容・工事費用一覧表
まとめに莫大な時間を費やした。
A3用紙２枚にビッシリ記入された項目別工事部位
についての検討を５回行った。５回行ったことにより、
工法、金額等が満足いく一覧表となった。無駄を省
き、品質向上、修繕費用削減するうえで、大変重要な
検討会だった。
４．工事中、工事が一ヶ月位休止した。東日本大震災
の影響で職人不足かどうか分からないが、きちんと
した工事が出来るのか不安になったが、工事は計画
通り終えることができた。
次号に続く。
（ 末永 記 ）

■会員紹介
ジオ枚方
京阪「光善寺駅」徒歩２分。国道１号線・170号線に面
した交通の便が非常に良い150戸のマンションです。
コミュニケーション力で理想のマンション防災を目指
すマンションです。４月からは、マンション単独の自治
会も誕生して、人は自治会、物は管理組合が担当す
る、両輪運営の活動が始まりました。長期修繕計画も
誰が見ても解り易い、合理的な計画を作成したいと
努めています。
「 資料 」 ジオ枚方
総戸数
１５０戸
棟数
１棟 １４階建
建築・分譲開始 ２０００年（平成１２年）

管理会社と大人の付き合いが出来るように枚管
連の一員として勉強させて頂きたいと思っていま
す。よろしくお願いします。
－２－
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森小路駅

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５回目です。

□ 森小路駅
土居駅と野江駅間で唯一ホームが線路と線路の
間にある島式になっています。これは昭和3年に開通
の新京阪線（京阪電鉄が天六始発で開業、後に分離し
た現阪急京都線）の上新庄駅と結び、別に梅田への
乗り入れを意図して乗り換え駅にするべく計画されま
したが、資金難と路線免許の不認可で実現に至らず、
結局ホームだけがこんな形で取り残されました。もし
実現していれば都島区の北部を経由して梅田の富国
生命ビル付近へ乗り入れ、京阪梅田駅が出来ていた
と思われます。そうなっていれば大阪市内の交通網
や京橋の発展は現在と大幅に違っていた筈で、来歴
を知りますと電車通過側を鉄柵で囲ったホームを見
ているだけでも、色々想像出来て面白いものです。
旧線跡はこの駅付近より100㍍ほど西側へ離れて
曲がって行き、国道1号の関目5丁目交差点東北角に
その姿を見せます。同交差点は国道163号の起点で
4差路ですが、一見5差路に見えるのは旧線跡が大阪
市道になっているためです。その後は、都島通りに面
した大阪市立榎並小学校付近より左に曲がって、私立
開明高校（旧貿易学院高校）の東側を通過、右に曲が
って蒲生駅（現京橋駅の前身）に達しました。
森小路～蒲生間は軌道が道路と併用で野江の七
曲がりと言われ、スピードアップの妨げになっていた
ので、大正末期より近代化を計画し昭和8年末に築堤
式の高架複々線が完成しました。この付近一帯は大

鉄柵

野江駅

（写真撮影 山本）
正14年に大阪市に編入されて以来急激に市街地化
しましたが、その前に用地の買収に取り組み、大部
分が農地であったので取得は順調のようでした。

□ 野江駅
駅から少し先でJRの城東貨物線と立体交差して
います。この貨物線は東海道本線と関西本線を結ぶ
貨物専用線として昭和初期に開通。城東線（現JR大
阪環状線）が昭和8年に電化されてダイヤが緻密に
なり、長大鈍足な貨物列車を同線で運行出来ないこ
とから専用線を代替敷設したもので、近未来は大阪
外環状線になって電車が運行される予定であるの
はご承知の通りです。
次回に続く （元枚管連副会長 増田 記）

■賛助会員広告

－３－
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行事案内
第１１回定期総会 ＆ 第６８回交流会
日時 ： 2016年8月27日（土）13時～
場所 ： 市民会館第６集会室

詳細は追って案内致します。

＜枚管連会員現況＞
枚管連の正会員数は、２０１６年６月３０日現在で、
団体会員は２８、個人会員は１８、合計４６です。
団体会員管理組合の総戸数は約５０９３戸です。

問い合わせ先： 枚管連事務局 TEL 856-2084

■新規入会 会員紹介
① 平成２８年７月

団体加入

レジデンス香里ヶ丘中央

② 平成２８年７月

個人加入

メロディーフォレスタ枚方長尾 １７８戸

■行事報告（２０１６年５月１１日～７月１０日）

枚方市香里ヶ丘５-４-１
枚方市長尾元町２-１-３５

■行事予定

・５月１１日 ： 枚管連会報第５０号発行
・６月 ７日 ： 第１１９回理事会
・６月２５日 ： 第６７回交流会

・７月１２日 ： 第１２０回理事会
・８月 ２日 ： 第１２１回理事会
・８月２７日 ： 第１１回定期総会＆第６８回交流会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

■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。

■編集後記

５０戸

年会費

http://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@nifty.com
お気軽にお問い合わせください。

（山本）

７月に入り、セミの声も聞こえ始め、一気に夏本番
モードになりました。私的には、雨が大嫌いなので、
このまま梅雨が明けてくれないかと思っています。
６月初旬に、年１回の会社の健康診断がありました。
昨年から、医師の診察で「心音異常」が指摘されてお
り、今年も同じだったので少し心配です。医師からは、
息切れとか胸が痛い等の自覚症状がないですかと
質問されましたが、ありませんと答えると不思議が
られました。

後から考えると、年のせいかもしれませんが、最
近、前と比べると非常に疲れやすく、会社での残業
も２時間やればもう限界で、ふんばりがきかなくな
っていることに気がつきました。もしかしたら、これ
が自覚症状かもしれません。
定年まで後数年という所までたどり着きましたの
で、無理はせず、とにかく健康第一で過ごして行き
たいと思っています。

－４－

