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■2月25日　枚管連第71回交流会開催
― 『 管理委託契約・管理会社・管理人勤務 』 についての情報交換 ―

　第71回交流会を2月25日13時から市民会館第6集

会室で開催し、26会員32名、及びお試し参加１名が

参加されました。

　今回のテーマ「管理会社との管理委託契約に関

する課題」は、管理組合運営に重要な関わりがあり、

事例報告に関連した活発な質疑応答が交わされま

した。

『 メインテーマについての情報交換 』

□ 管理会社変更事例
＊分譲当初からのお任せで管理組合は誰もチェ

　ックせず無管理状態であったのを、新たに就任 □ 管理規約アンケートまとめ
　した現理事長が、管理人の更迭や管理会社変更 ＊昨年末実施のアンケートまとめを報告し、次回交流

　を含めて改善した経緯などの説明がありました。 　会情報を含めて相談委員会が小冊子に編集するこ

＊「管理組合が変われば管理会社も変わる」とい 　とが報告されました。

　う事例で、まず管理組合が良く勉強して「しっか ＊国交省標準管理規約改訂に関連した「コミュニティ

　りとした管理組合とすることが大切である」とい 　条項」「民泊禁止・許容規定」などについて情報提供

　う意見などが交わされました。 　と質疑応答があり、「管理規約改訂」については4月

　交流会で再度情報交換することになりました。

□ 管理会社の評価事例
＊管理会社が管理組合に対して評価アンケートを 『 事務局報告・その他 』
　依頼し、顧客満足度を自己評価している事例、管

　理組合が管理会社を評価している事例および清 □ 会員名簿配布
　掃員などの日常業務報告・チェックの事例などが ＊２月時点の団体・個人会員名簿および29年度賛助会

　紹介されました。 　員名簿が配布されました。

＊ISO9001の認定を受けている管理会社は、顧客満 ＊今年の賛助会員名簿には、各社の業務内容等PR文

　足度調査を行い業務改善に繋げる仕組みを持っ 　が掲載されました。

　ている筈で、管理会社のHPなどで認証有無を調

　べて実行させるよう意見がありました。 □ 個別相談・研修会の進め方
＊管理会社に「やって欲しい事を業務委託契約で ＊交流会だけでは解決しにくい個別の課題について

　はっきりしておくこと」も強調されました。 　は、個別相談を積極的に利用してもらうために、実施

　要領について再確認・説明がされました。

□ フロントマンや管理人の ＊個別相談の実効を上げていただくために、個人会員

理事会への参加有無 　の方は団体会員に加入するよう依頼されました。

＊日常の実態を知る管理人を出席させる方が有効

　であるとの意見が多く出されました。 □ マンション保険
＊時間外の場合は、代休や平日時間調整をしてい ＊マンション火災・損害保険が、管理組合の「管理適正

　る所と超勤手当を支給している所があります。 　化診断評価により保険料が安くなる」という保険事

＊管理組合の必要性に応じて、双方が合意で約束 　例を紹介されましたが、今後の動向をみることとし

　事を決めればいいという意見がありました。 　ました。
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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

（工事期間中）
　資材置き場や作業員詰所はマンションの公園敷

地にプレハブを建てましたが、現場事務所（事務ス

ペース）は経費節減のため、プレハブを建てず、集

会室を貸与することにしました。一部には現場事務

所をマンション内部におくことを危惧する声もあり

ましたが、何の問題もありませんでした。

組んだ後に全数調査をした結果、非常に少ない数

　この集会所を現場事務所として貸与することに 字が上がってきました。そこで予算に余裕が出来たの

ついては、覚書を交わすことにしたのですが、業者 で、足場がなくても実施できるからと先送りした廊下部

からは、そういうものを作ったことがないとかでな 分の塩ビ床シートの部分補修は全面補修とすることに

かなか、案が出てきませんでした。やっと出てきた 工事途中で変更しました。当初、しっかりした見通しの数

案はとても使えないものだったので、こちらで作成 字をださないから、変更手続をしなければならないな

してやっと覚書を交わすことが出来ました。 ど手間がかかりました。

　工事履歴を調べてみると、３年程前に、管理会社 　現場事務所には、現場監督、補助者、事務員と３名が

が外壁のクラック補修工事をしていた部分があった いましたが、住民に対する広報の段取りが悪く、何度も

ので、ここでの不都合は管理会社の責任で直させ、 苦情を聞いては現場事務所へ出向くという日々でした。

大規模修繕工事には含みませんでした。それにして 事務処理能力はかなり低かったです。

も、大規模修繕工事が近々あるとわかっていなが

ら、そのような工事をさせるなんて、許せない管理 　施工中の問題としては、物置扉の鉄部塗装は、３度塗

会社です。特に緊急性があったとも思えません。 り（錆止め、中塗り、上塗り）することになっていたのに、

住民（塗装関係の仕事をしている方と聞きました）から２

　施工業者が決まってからも、仕様の変更は可能 度塗りしかしていないとの苦情が現場事務所に直接あ

だというので、現地調査をしながら、大規模修繕委 り、調査した結果、その通りだったのでやり直しをさせた

員のほか、理事や一般住民からも意見を聞いて何 こともあります。住民からの指摘があるまで、元受会社

度も見直し部分を洗い出しました。例えば、エントラ も工事監理をしているコンサルも気づきませんでした。

ンスの天井など全然汚れていないし、内部なので 工事期間中の住民の目というのも非常に大事です。結

劣化も進んでいないのに、塗装し直すという項目も 構住民からの個別要求も多く、対応できるところは対応

あり、実施しないよう変更しました。私は本体以外の してもらいました。

駐輪場の屋根やごみドラム棟・ごみ置き場や体育館

の防水塗装工事も先延ばしするよう言いましたが、 　バルコニー側の外壁塗装中は、洗濯物が干せないの

劣化が進むと費用も高くなるとの意見がでて却下 で、毎日各戸ごとの情報を掲示していましたが、全戸浴

されました。 室乾燥機がついていたので、かなり助かりました。施工

業者は過去には乾燥機を何台も用意したマンションもあ

　余談ですが、当マンションには体育館があるので ったと言っていました。

す（プチ自慢）。施工業者も長い間いろんなマンショ

ンを見てきたが、体育館のあるマンションは初めて 　真夏の作業で作業員が熱中症になって救急搬送され

だと言っていました。十分活用されていて、私も、卓 たことや、一部機材が盗難にあうという事態はありまし

球、バドミントン、太極拳等に参加しており、値打のあ たが、住民被害というものはありませんでした。大規模

る共用施設です。 修繕工事中の盗難というのは結構あるらしいです。

　先にも書きましたが、コンサルが外壁のコンクリ

ート爆裂箇所や亀裂箇所数を数多く計上して、それ 　次号に続く （ 生長　記 ）

に従って予算を確保していましたが、実際、足場を

香里丘ステラシティ　その➂
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■京阪電車車窓案内　その８

前号からの続きで今度は京都方面に出発、進行！

□ 淀駅
　上り線ホームから見える石垣は徳川二代将軍秀

忠の手になった淀城の跡で、淀君が住まいした城

ではありません。そちらの方は旧国道１号の納所（の

うそ）交差点付近と推定されていますが、一帯は幕

末から明治初期の宇治川の改修、木津川付け替え

で地形が激変していて場所がはっきりしません。た （写真撮影　山本）

だ、駅から京都寄りにかけては湿地帯であったらし □ 伏見桃山駅
く、京都競馬場の障害レース場右横に見える小池は 　駅に接する踏切道は大手筋商店街です。その名の通

その当時の名残です。 り太閤秀吉の伏見城大手門に通じていました。伏見城の

　木津川は幕末以後に八幡市域で宇治川や桂川と 跡は明治天皇の桃山御陵、同皇后の桃山東陵になり宮

合流していますが、それ以前は淀車両基地南東辺 内庁が管理して立ち入り禁止、城跡の発掘調査は今後と

で宇治川に合流していました。城は旧村野村を支配 も許可されません。大手筋を駅から西へ一筋目の銀座町

した淀藩の本拠（後に幕府直轄）になり、明治維新 には後藤家が居住して大判小判を鋳造。同家は後に幕

を前にして取り壊されました。 府に乞われて江戸へ移り、移転先が銀座になって現在に

名を残したことで、全国各地にある××銀座の元祖にな

□ 中書島駅 りました。

　駅の手前で東高瀬川の標柱が立つ水路を渡りま

すが、これこそ渚ゆう子が「京都慕情」で “夕やみ

の高瀬川” と歌い、木屋町のネオンを映して流れた

成れの果てです。川の由来はこの後の東福寺付近

でご案内することにして、続いて渡る池のような

水路は伏見港跡です。河港として江戸初期より賑

わい、運河であった濠川や宇治川派流とも繋がっ

ています。 （写真撮影　山本）

　下り線と宇治線ホーム越しに見える緑色の大き 　商店街の西口からは明治29年に京都電気鉄道が東海

な鉄橋は、昭和３年に開通の旧奈良電、現近鉄京都 道本線の京都駅まで我が国初の電車の営業運転を始め

線の澱川（よどがわ）橋梁で、全長169ｍ、高さ25ｍ ました。

もあります。

当時は狭い道路上を走ったため、電車の数メートル先を

竣工時は東洋一のスパンを誇りましたが、事実は陸 昼は赤旗、夜は提灯をかざした少年が「どいてお呉れや

軍の横槍に屈した苦肉の策で、全鋼材をアメリカに すや、電車が来て危ぶのおっせ」と叫びながら走り、そ

発注して神戸の造船所で加工し現地へ運んで組み の少年が転倒して電車にはねられたり、退避線路で対向

上げられました。伏見桃山の第16師団工兵隊が入れ 電車を待ち切れずに発車して単線上で鉢合わせ、乗客

た横槍とは、川に橋脚が立ち並んでは渡河訓練に 同氏がこらぁ後戻りせぇー、何やとーの応酬でケガ人を

ならないと橋脚なしの工事を吹っかけ、想定外の莫 出す喧嘩騒ぎ。或いは奈良鉄道（後の奈良線）と平面交

大な架設費用に一時期は開通さえ危ぶまれました 差していてその機関車と衝突、木造車体がバラバラに

が、昭和28年の大洪水にビクともしなかったのはさ なり死傷者多数の事故や珍談には事欠きませんでした。

すがです。 　駅の東側にある高架は前記の近鉄京都線です。桃山

　駅を過ぎてからまた渡る水路は宇治川の派流と 御陵に参拝する軍人らの自尊心が、一般人が乗る電車

され、伏見と大坂を往来して枚方にも寄った三十石 の踏切待ちを嫌ったのも建設理由で、京阪電車と現JR奈

船はここを出入りしました。この400ｍほど先にある 良線は御陵築造前から開通しており平面のままです。

寺田屋は薩摩藩の定宿になり、現在も現役営業中

とは感心します。 　次回に続く　　　　（元枚管連副会長　増田　記）

大手筋商店街

寺田屋
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＜枚管連会員現況＞
　枚管連の正会員数は、２０１７年２月２５日現在で、

団体会員は２９、個人会員は１７、合計４６会員です。

団体会員マンションの総戸数は約６１６４戸です。

　また、賛助会員は、平成29年1月から24団体が

更新加入されました。

■新規入会 会員紹介

① 平成29年2月 団体加入 エンゼルブレッサ枚方香里園 71戸 枚方市東香里１－２２

■新規入会 賛助会員紹介

① (有)エスティアイ 業種：保険代理店 住所：豊中市桜の町１－２－７

② 吉村金属工業㈱ 業種：電気設備工事 住所：八尾市跡部北の町１－３－１９

■行事予定（2017年3月以降）

　・3月14日 ： 第3回相談委員会 　・4月11日 ： 第130回理事会

　・4月 9日 ： マンション保険研修会 　・5月19日 ： 第131回理事会

■行事報告（2017年1月１日～3月10日）

　・1月10日 ： 第127回理事会 　・2月 7日 ： 第128回理事会

　・1月15日 ： 会報「枚方通信」第54号発行 　・2月25日 ： 第71回交流会

　・1月17日 ： 第2回相談委員会 　・3月 7日 ： 第129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 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

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）

　最近、本会報の取材で写真を以前より割と頻繁 著しく、画素数やAF速度などの仕様も倍近く向上し、

に撮るようになってから、現在使用しているカメラ 誰でも上手に撮れるように進化しています。

（５年前購入のコンデジ）では、少し物足りなくなっ 　現在、カタログ等を集めて買い替えを検討中で、

てきました。デジカメの技術も、５年経つと進歩が あれこれ悩んでいる時が、一番楽しいと感じます。

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７２回交流会 』
日時 ： 2017年4月22日（土）13時～

場所 ： 枚方市民会館２階第６集会室

共通テーマ： 「 管理規約改訂 」

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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