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■10月２９日　枚管連第69回交流会開催
―『役員免除・賃貸入居者の扱い・居住者名簿・入居者手引き作成』の情報交換―

　第69回交流会を10月２9日午後１時から市民会館

第５集会室において開催し、会員３８名＋お試し参

加１名が出席されました。

　今回はテーマに関する事例報告を基に、意見交

換に時間を掛け活発な質疑応答が交わされました。

　とくに、マンション管理での理事会運営、住民間

のコミュニケーションに関わる課題は多く、短い時

間では答えが得られる筈は無く引き続き「個別相

談」などを利用して取り組まれることをお勧めしま

す。

□ 役員免除 　＊なお現在、理事以外の相談委員は４名で、委員

　＊高齢化など事情のある場合は役員免除を定 　　の追加募集をしますのでご協力をお願いします。

　　めている管理組合があり、住民活動協力金を 　＊当面は、改正標準管理規約に関する情報と対応

　　徴収している例もありました。 　　についての小冊子への編集活動をします。

　＊賃貸入居者も役員になれる管理組合もあるが、

　　外部区分所有者から住民活動協力金を徴収し □ なんでも相談
　　ているところもあります。  Ｑ： 管理規約を改正の動機、総会に諮るまでの推進

   責任者及び改正後の住民への交付方法などは？

□ 居住者名簿・入居者手引き
　＊高齢者・要支援者調査はプライバシイ問題が　  Ａ： ・なぜ改正する必要があるのかきっかけによる。

　　障害になるが、防災支援などのために名簿作     ・改正の責任者は理事長であるが、外部専門家

　　成をしている管理組合（自治会）があります。      を利用する必要がある場合もある。

　＊住みよいマンション・コミュニティ形成を図る     ・総会前に住民説明会などを行うとスムーズに

　　ために、親しみ易く判り易い入居者マニュアル      行く。

　　作りで効果を上げている事例が紹介されまし     ・改正規約は全戸配布が必要で、全面改正は製

　　た。（詳細は枚管連HP参照）      本。一部であれば差替え式もある。

□ 会員名簿更新配布  Ｑ： 防火訓練のやり方・ネタなどを知りたい。

　＊情報交換に役立ててもらうよう、賛助会員を含

　　めた最新の名簿を配布しました。  Ａ： ・自治会と管理組合で共同訓練をしている。

　＊常に正しい名簿にメンテできるよう、会員変動     ・「避難はしごの使い方」などテーマを設け子供

　　などの届出様式を更新し、早期届出を依頼し      も参加する方法も良い。

　　ました。     ・防災機器点検と消防訓練を合わせ、またクリス

     マス・七夕まつりなどを合わせて実施している。

□ 専門委員会発足報告     ・防火管理者は入居者で経験のある人に依頼し

　＊理事会サポート、個別相談および小冊子等の      ている。

　　データベース作成などの相談委員会が発足し、

　　委員長に青木理事を選任しました。 以上
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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」

   　　第１回大規模修繕工事を終えて

　２０１４年、大規模修繕委員長として、当マンション

（２００２年３月竣工、総戸数１９８戸）の第１回目の大規

模修繕工事を終えました。それまで枚管連の大規

模修繕工事研修会等にも出席し、それなりに勉強し 　どなたかも書いておられましたが、業者との連絡も

ていたつもりですが、大規模修繕工事の過程で、誰 多いので、修繕委員長に名刺は必須です。今は、外注し

を、何を、信じていいのか、疑心暗鬼に陥り、悪戦苦 なくても、文房具屋さんで、名刺シートというものが売

闘し、すっかり疲れ果ててしまいました。お金が欲し られており、それを使って１０枚単位でパソコン＋プリン

いというわけではありませんが、無報酬の業務では ターで作成できます。携帯電話番号とメールアドレスを

なかったと思います。 記載しておけばいいでしょう。

　気付いたことは次回の工事のためにも書き残し （工事の時期）
ておかないといけないと思い、周りの人達からもそ 　マンション建設後１２年目に第１回の大規模修繕工事

のように言われていたのですが、書く気力も失って を実施しましたが、後から思うと早すぎたように思いま

いました。この度、枚管連機関紙の原稿を書くよう す。私は委員会設立後、みなさんでじっくり勉強をして

要請を受け、何とか気力を振り絞って書きました。 から工事にかかろうと思っていたのですが、専門家の

何らかの参考になれば幸いです。公式の資料類は 委員が、早急な修理が必要だと主張し、消費税値上げ

管理組合に渡してしまったので、私の手元に残って 前に間にあうようにということで少し急ぎました。

いる資料と記憶でお話しをしますので、曖昧な点が 結局、消費税の値上げ前には間にあいませんでしたが。

あるのはお許し下さい。そしてこれは客観的事実と

いうよりも私の主観的印象の話です。 （コンサルタントの選定）
　枚管連で勉強したとおり、管理会社にお任せという

（大規模修繕委員会） ことはしないで、設計監理方式で行くことにし、コンサ
　２０１２年７月、第１回大規模修繕工事を実施するた ルの選定から始めました。業界紙（ 建通新聞―掲載料
め理事会の諮問機関として大規模修繕委員会を設 無料 ）で条件をつけて公募し、１２社から応募があった
立しました。委員５名、理事会からオブザーバーとし ので、必要なら現地調査して下さいとの案内を出しまし
て委員２名が参加し、理事長はその委員にならない た。これで来ない業者は、選ばないつもりでした。さす
という構成でした。委員５名中、私を含めて理事経 がに、皆さんこられましたが、この時の現地調査には私
験者が危機感を感じて３名が立候補したのは当マ が同行しました。調査の状況や会話の状況から熱心さ
ンション住民の意識の高さを表していると思います。 とかいい加減さがある程度分かります。
また、工事の現場監督をしている専門家の方がい
るというので入ってもらい、もう一人も理事経験者 　この事前の調査時の対応等から見積もり依頼業者は
で熱心な人ということで入ってもらいました。その ４社に絞り、見積書提出後、ヒヤリングを実施して決定し
専門家の委員には多くのことで助けられましたが、 ました。４社のうち３社は、大阪府と大阪府建築士事務
後から考えれば業界内の視点にとらわれていたよ 所協会の定める大阪・優良工事監理建築士事務所（名
うにも思います。 簿は同協会ホームページに搭載）であったのに、そして
　委員長は年長であることと仕事をリタイアして時間 一番安い価格でもなかったのに、プレゼンテーションの
に余裕があるということで私がなりました。他の委員 印象のよかった唯一優良事務所の認定を受けていない
さんは仕事をもっておられたので、多くの業務は私一 業者を接戦の上選定しました。このコンサル選びは結
人でやることになりました。委員には少なくとも２人は 果的には失敗であったと思います。優良事務所にして
リタイア組か自由業かで昼間に時間的余裕のある人が も施工業者と癒着がないという保証はありませんが、
必要です。また、オブザーバーであれ、正規委員であ 少なくとも、コンサル業務は的確だったと思います。い
れ、理事長が委員会メンバーであることは、業務をス いコンサルを選定するのは非常に難しいと言われてい
ムーズに行うためにも必須と思われます。 ますが、経験をしても、将来、どのような方法をとれば、

いいコンサルを選定できるか、全く分かりません。施工
　工事が始まってからは、月１回の大規模修繕委員会 業者にも聞いてみましたが、いいコンサルは少ないと
や理事会では対応できず、こまごました事項は、理事 いうだけで、どうすれば見つけられるかは答えてくれ
長、副理事長、修繕委員長の３者で頻繁に会合を持ち、 ませんでした。
意思決定することが多くなりました。 　次号に続く。 （ 生長　記 ）

香里丘ステラシティ　その①
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■京阪電車車窓案内　その６

□ 京橋駅
　開通当初、東成郡鯰江村大字蒲生（現城東区蒲

生１）に設置の蒲生駅が始まりです。昭和8年に城東

線（現JR大阪環状線）が電化されて便利になると乗

り換え客が急増。それまでの蒲生駅は城東線京橋

駅から北東に500㍍も離れて乗り換えに不便なた

め、城東線の築堤東側に蒲生仮駅を設けて後に本 □ 天満橋駅 （写真撮影　山本）

駅とし、昭和24年に城東線、片町線の駅名に合わせ 　現地下駅は三代目で初代二代は天満橋南東詰めの

て京橋駅と改称されました。 OMMビルの敷地に立地していました。初代駅は、手狭

　戦後は城東線との連絡道路が商店街を形成し急 で２両連結がやっとの有様のため、昭和始めに寝屋川

激に発展、現在のような繁華街になりました。しかし、 と大川の合流口が改修され大川が少し埋め立てられ

道路幅が6㍍程度と狭い上に踏み切りが人波を遮 たのを機に、昭和7年初代駅を拡張して二代目駅舎が

断して朝夕は大混雑。また、駅を挟んで線路がＳ字 建設されました。新駅は乗降を前後に完全分離した近

状に急カーブしていたことから、昭和44年に現在 代的なもので、出口通路を下りスロープにしエスカレ

地に新駅が建設され、翌年ようやく複々線化を完 ーター以上の効果を発揮、しかも道路面からそのまま

了し急カーブが解消されました。 ホームへ入れる優れた構造でした。それでも４両連結

が精いっぱいで、コンコースを削って何とか捌きまし

　旧線跡の地下には大阪市営地下鉄鶴見緑地線の た。乗降を一諸にすれば７両まで捌けた筈ですが、昭

京橋駅が建設され、戦後以来の景観を一新してい 和38年の淀屋橋乗り入れで使命を終えました。

ます。駅のすぐ手前の右側、JR環状線の国道ガード

脇に見えるアーケードの新京橋商店街は、その昔の 　昭和29年まで天満橋～野田橋（後の片町）間は併

京街道そのものです。街道はガードを斜めに潜って 用軌道のままで、現在の大阪市長公館前付近は砂ほ

現駅舎のエスカレーター付近の下を通って片町方 こりを上げて走る始末に、少し南側に専用の新線を敷

向に続きました。左手にあるダイエー京橋店は田中 設し直しました。京阪電車は明治43年に開通していま

車両会社京橋工場の跡地で、同社は昭和23年の自 すが、当初は高麗橋を起点に路線免許を申請したと

火で被災して東大阪市稲田に移転、現在の近畿車 ころ、市内交通は市営単独とする大阪市の方針と折

両会社になっています。 り合えず、京阪電車側が譲歩して天満橋へ後退して

　ダイエー京橋店の前を通ってJR京橋駅の下を潜 収拾しましたが経営的に痛手だったようです。これは

る片側一車線の道路は、かつての鯰江川を埋め立 近鉄が上本町、新京阪が天神橋、阪神西大阪線が千

てたもので寝屋川とは平行して流れていたことか 鳥橋起点に止まったのと同じ理由です。南海が難波、

ら、近松門左衛門の作品の中に“鯰江川をゆらゆら 阪神と阪急が梅田へ乗り入れたのは大阪市の方針が

と・・・”とあるように、野崎参りの屋形船はこちらを 未定であったからと思われます。

通っていたようです。 　次回に続く　　　　（元枚管連副会長　増田　記）

■賛助会員広告

京橋駅
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＜枚管連会員現況＞
　枚管連の正会員数は、２０１６年１０月３１日現在で、

団体会員は２８、個人会員は１７、合計４５会員です。

団体会員マンションの総戸数は約５０９３戸です。

賛助会員は２４団体です。

■新規入会 会員紹介

① 平成２８年 6月 個人加入 藤和シティホームズ枚方牧野 69戸 枚方市上島町11-1

② 平成２８年 9月 個人加入 香里ケ丘住宅 130戸 枚方市香里ケ丘1-4-2

③ 平成２８年10月 個人加入 ザ・ライオンズ枚方御殿山 352戸 枚方市上野2-4-1

■行事報告（２０１６年9月１日～10月31日）

　・9月 ６日 ： 第１２３回理事会 　・１０月 ４日 ： 第１２４回理事会

　・9月１２日 ： 枚管連会報第５2号発行 　・１０月２２日 ： 第１回相談委員会

　・9月１４日 ： 枚方市への事業報告提出 　・１０月２９日 ： 第６９回交流会

　・9月２４日 ： 枚方市マンション管理セミナー

今年はラポールひらかた４F大会議室で開催され、枚管連は後援として協力し、

今年も講演テーマ「すぐに始められる震災対策～マンション編～」に、

専門委員（元枚方市東消防署長）御明雅之氏を講師として派遣し好評を得ました。

■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 ★事務局連絡窓口変更

活動は2009年度の国交省補助事業にも採択され 　枚管連への問合せ・連絡窓口は、会長：山村隆男

ています。 　　〒573-0171　枚方市北山1丁目66-4-105

　　TEL : 072-855-9546  

　　e-mail : yamamura-ta@zeus.eonet.ne.jp

■編集後記　（山本）

　１１月になったばかりで、不覚にも風邪をひいてし の免疫力が下がります。最近は一旦風邪をひくと、1ヶ

まいました。初旬の非常に寒かった日に、少しのど 月ぐらい治らないので、非常に大変です。今年は、夏が

が痛いなと思っていたら、次の日から節々の痛み、 終わったと思ったら、あっという間に冬になってしまっ

鼻水が出始めました。寒くなると途端にウイルスへ たので、皆さんも気を付けて頂きたいと思います。

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

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hirakanren.com

行事案内

第７０回交流会
日時 ： 2016年12月24日（土）13時～

場所 ： 枚方市民会館２階第５集会室

共通テーマ： 「 管理コスト削減 」

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。

問い合わせ先： 枚管連会長 山村 隆男

TEL 072-855-9546
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