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枚管連会員管理組合の皆さま、新年明けましておめでとうございます。
今年も会員相互の情報交換・研鑚活動を通じ快適なマンション生活の実現に向けて
なお一層ご支援ご協力をお願いいたします。
平成29（2017）年

元旦

■１２月２４日

枚方マンション管理組合連合会

理事会一同

枚管連第７０回交流会開催

― 『 管理コスト削減・見直し 』 アンケート調査と情報交換 ―
第70回交流会を12月24日午後１時から市民会館
第5集会室において開催し、27会員36名＋お試し参
加1名が出席されました。
今回のテーマに関して28会員から集まった管理
コストデータに加え、コスト見直し・削減に取組んだ
会員の実施例報告に対して活発な質疑応答が交わ
され、また、2015年発行小冊子№13の復習と各マン
ション管理費会計のチェック・分析についての留意
点などについて解説を受けました。
今回のテーマは管理組合にとって最重要課題で
あり、多くの会員が枚管連への期待・要望を持ち、
各経費の相場を知りたい、見積業者情報、削減のノ
ウハウ、削減会員の経験を知りたいなどの要望が
ありました。
コスト見直しは金額だけの単純比較ではできま
せん。各マンションの条件・仕様を明確にし、自マン
ションの望む仕様に沿ったコストであるかが重要で
す。
今回のデータ・情報をもとに、参考になる会員と
の具体的な情報交換や個別相談を利用するよう
アドバイスがなされました。

＊ただし、隠れた赤字があっても即課題とは言え
ず、精度の高い長期修繕計画に基づくバランス
のとれた修繕積立金であるか？がチェックポイン
トです。

□ 修繕積立金の１戸当たり平均月額
＊徴収修繕積立金の平均月額は10,034円で、駐車
場収入等1,768円を含めた実質修繕積立金平均
月額は11,802円でした。

□ 消防設備点検費の１戸当たり平均年額
＊平均値は2,795円ですが、小規模マンションは割
高の傾向があります。

□ 管理コストの傾向・問題点
＊1戸当たり徴収管理費の平均月額8,866円に対
し、管理費支出の平均月額は10,896円でした。
＊駐車場収入を含めた管理費収支差額の平均月
額は5,578円の黒字ですが、駐車場収入を除
いた場合は「隠れた赤字」となる管理組合が
多くあります。

□ 雑排水管清掃点検費の１戸当たり平均年額
＊平均値は2,916円ですが、バラツキがあります。

以上
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「大規模修繕に取り組もうとしている方へ」

香里丘ステラシティ その②
第１回大規模修繕工事を終えて
（コンサルタントの選定）

・・・前号の続き

このコンサルの選定や施工業者の選定の際には
多くの文書を出すことになります。断りの文書も含
めて。枚管連の小冊子シリーズ６「マンションの大規
模修繕工事」などを参考に、多くの文書を作成しま
したが、ケース毎の文例集があれば便利だと思い
ました。
そのコンサルの工事計画の提案内容はひどいも
のでした。不要と思われる工事箇所が多くあり、当
マンションの建物の調査診断を反映しているとは
思えない、図面と過去の経験で作成したとしか思え
ないものでした。一番印象に残っているのは、当初
は確認出来ない箇所があるにせよ、外壁のコンク
リート爆裂箇所数を数多く計上していたことです。
素人目に見ても爆裂箇所はありませんでした。足
場を組んだ後、全箇所調査をしましたが、「なし」と
いう結果でした。そして多くの工事内容を盛り込ん
でいたため、それまでの修繕積立金では賄いきれ
ない高額でした。見直し作業を指示した結果、駐車
場の防水塗装工事の先延ばし、ルーフバルコニー
の防水塗装の先延ばし、廊下部分の塩ビ床シートの
部分補修の提案があり、大枠は了承しました。
コンサル業者選定後、臨時総会を開催して、コン
サル業者の選定や予算の承認を取りました。

（施工業者の選定）
そのコンサルが、施工業者選定の補助というこ
とで、施工業者の選定条件を出してきたのですが、
割合厳しめでした。その時、厳しい方がいいと思っ
たのですが、それは間違いでした。条件が厳しいほ
ど応札業者が限定され、業界内では特定できるた
め、談合がし易くなるのです。６社から見積参加の
応募があり、５社は改修専門業者、１社はゼネコンで
した。そして、そのコンサルは、改修専門業者５社に
見積もり依頼をしようと提案してきました。全社に
するか修繕委員会で議論の結果、コンサルのいう
とおりにしました。
後から考えれば、見積もりをとるくらい全社にし
ておけばよかったです。コンサルに何か意図があっ
たのかもしれません。また、コンサルは施工業者の
入札説明会を一堂に集めて実施するというのです。
この方法だと、どの社が来ているか分かるので、

これも談合がしやすくなります。これは変更を求めて、
各社１時間ずつ、ずらせて個別に行いました。 しかし、
過去そういう入札説明会をしてきたコンサルはだめだ
と思いました。
談合されないようできる限りの方法はとったつもり
ですが、 最終的にコンサルが応札業者の情報を流せ
ば、談合は出来るのです。これをさせないためには施
工業者選定はコンサル抜きで、 手間はかかるけれど、
厳重な秘密保持をしながら、管理組合が直接するしか
ないと思います。
入札の結果、ほとんど横並びの数字がでて、通常は
コンサルの予定価格の７～８割と言われているのに９割
以上でした。そして元施工の関連会社が一番安い金額
と多くのサービス提供の提案がありました。確証はあり
ませんが、元施工会社（関連会社）が大規模修繕工事を
行うという業界内の暗黙の了解があるようです。元施
工会社（関連会社）が大規模修繕工事を行うと、当初の
欠陥・不良工事を大規模修繕工事で隠してしまうおそ
れがあるという話を後になって聞きました。第１回の大
規模修繕工事は、元施工会社（関連会社）を除外する
という条件を入れればよかったと後悔しています。同様
に、次回の工事には前回の施工会社を除くという条件
を入れていいかもしれません。価格が高かったことに
ついては、消費税増税前の駆け込み需要増で資材・工
賃が高騰しているためだと言われました。
消費税増税前の駆け込み需要増で資材・工賃が高騰
しているというので、工事の先延ばしなどを提案しまし
たが、将来、価格が下がる保証はないし、ここまでやっ
てきたのだからという理由で、先延ばしは認められま
せんでした。見積書提出業者５社から３社に絞ってヒア
リングを実施し、一番落札価格の安い元施工関連会社
での施工が決まりました。
施工業者選定後も、臨時総会を開いて、施工業者の
選定や予算の承認を取りました。その際、コンサルの作
成してくれた議案書は理事会で分かりにくいと注文が
つき、私が、分かりやすいように作成し直しました。
次号に続く。
（ 生長 記 ）
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■季節のスナップ（石清水八幡宮 御本社）
京阪電車車窓案内の写真撮影取材で八幡市駅
を訪れた際、ついでに石清水八幡宮に初詣に行っ
て来ました。当日は快晴で、御本社のある男山山上
まで駅から徒歩で30分、上り坂でかなりきつかった
ですが、深緑と社の赤、それを引き立たせる青い空
という、冬らしい凛とした写真がとれたのではない
かと思います。
（写真撮影 山本）

■京阪電車車窓案内

その７

前号からの続きで今度は京都方面に出発、進行！

□ 御殿山駅
平安時代中期、紀貫之が著した土佐日記に「船か
ら渚の院が間近に見えた」とあるように、枚方市渚
を流れたその昔の淀川は、現在の流路より東側の
府道守口京都線付近が左岸になっていたらしく、旧
磯島村が淀川の中州にあったことと符号します。
これは長年にわたる洪水や氾濫の繰り返しで、河
道が自然に移動した結果と思われます。紀貫之や
在原業平、惟喬親王にまつわる渚の院の事績は市
の広報誌に掲載があったので省略。
御殿山駅

（写真撮影

山本）

□ 樟葉駅
現駅舎は昭和46年に建設されたもので、約300m
京都寄りの淀川堤防下にあった旧駅は、駅前に商店
が一軒もなく夜間はいつの間に通過したか分から
ないほどでした。駅の東側は一面の水田であった
ため、この50年来、沿線で最も景観が激変した地域
と言えましょう。駅名は明治22年に楠葉村と船橋村
が合併した際、新村名を楠葉村にすれば吸収合併
になると船橋村から注文がつき、樟葉村としたこと
に起因していて文字の混同ではありません。

一番電車に乗り遅れ、二番電車は満員へ
三番電車の人となり、着いたところが橋本で
赤いベベ着たネエさんが、おいでおいでと
手で招く。

□ 八幡市駅
昭和40年代前半まで、大阪や京都市内にはプール
のない小学校が多く、先生に引率された児童たちが木
津川鉄橋の下流に設置された遊泳場を利用していまし
た。 シーズンともなれば車内や各駅にポスターが貼り
出され、筆者も昭和23年夏に来た記憶があります。（あ
りゃ、年齢が分かるかぁ） 庭園で有名な松花堂の方は
観光案内書に委ね、ここでは駅より徒歩5分の飛行神
社をご案内します。
神社の創設者は陸軍の薬剤兵であった二宮忠八氏
です。同氏は、日清戦争に一兵卒として従軍、偵察へ出
た折に飛行機の必要性を痛感し上官へ公費による開発
を意見具申しましたが、夢物語と取り合ってもらえず、
除隊して大日本製薬を創業。そのかたわら独力で飛行
機の開発に取り組み、機体が出来上がったところで、
アメリカのライト兄弟に先を越されて潔く開発を断念。
以後は墜落事故多発に心をいため、物故者の慰霊に飛
行神社を創建しました。もし、あの時期に動力源になる
エンジンを入手出来ていれば、日本人が世界で初の有
人動力飛行を実現させていたはずで大いに惜しまれま
す。大日本製薬は十数年前に住友製薬と合併して盛業
の模様です。なお、二宮忠八氏の事績については近年
NHKテレビで放映されました。
飛行神社

□ 橋本駅
平凡な駅名ですが平城京から山陰地方への古山
陰道があって、淀川を渡るこの地に山崎大橋が架
けられ、その橋元であったことに因みます。上り線
ホームから見える古い家並みは旧橋本遊郭です。
学生時代、悪い先輩連に無理やり歌わされ今では
歌詞も定かでないザレ歌をご紹介します。

（写真撮影

次回に続く
－３－

（元枚管連副会長

山本）

増田

記）
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行事案内
第７１回交流会
日時 ： 2017年2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： 「 管理委託契約・管理会社・
管理人勤務」
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

＜枚管連会員現況＞
枚管連の正会員数は、２０１６年１２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。

■行事案内（2017年1月以降）
・1月17日 ： 第２６回相談委員会

・2月 7日 ： 第１２８回理事会

■行事報告（2016年11月１日～12月31日）
・11月11日 ： 第１２5回理事会
・11月16日 ： 枚管連会報第５３号発行
・11月24日 ： FMひらかた 枚管連紹介番組

■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

・12月 2日 ： 定款変更登記証明書提出
・12月 6日 ： 第１２６回理事会
・12月24日 ： 第７０回交流会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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

★事務局連絡窓口
枚管連への問合せ・連絡窓口は、会長：山村隆男
〒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

（山本）

新年、明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願い致します。
正月は、12月31日に帰省したのですが、着いたと
たんに風邪をひき、実家で二日間寝込んでしまい
ました。お陰で完璧な寝正月で、何とか治って、1月
3日の朝、枚方に戻って来ました。何をしに帰省した
のかわかりません。
今年は、「酉年」。もうすぐアメリカの大統領もま

さかのトランプ氏に変わり、酉のように何かと騒がしい
年になりそうな予感がしますが、景気は良くなるよう
な雰囲気なので、こちらの方は、空高く舞い上がって
ほしいものです。

－４－

