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■4月22日　枚管連第72回交流会開催
― 『 管理規約の改訂 』 についての事例紹介と情報交換 ―

　第7２回交流会を４月2２日13時から市民会館第6集 □ 質疑応答
会室で開催し、参加者は2７会員3２名他にお試し参加 Q； 規約と細則の整合性と改正の総会議決条件は？

１名でした。 A； 規約と細則は矛盾しないこと、規約改正は組合員

　今回のテーマ「管理規約改訂」は、管理組合運営 　総数及び議決権総数の各３/４以上の特別決議、細

の憲法改訂に相当する重要な課題であり、事例報告 　則は過半数の出席（出席＋委任状＋議決権行使）

ののち活発な質疑応答が交わされました。 　の過半数決議である。

『 メインテーマについての情報交換 』 Q； 標準管理規約への準拠は？

A； 自分のマンションに合った規約とすること。

□ 冒頭に、管理規約を考えるうえでの手順
　やポイントなどについて説明されました。 Q； 暴力団等に譲渡した責任は？

＊規約改正（見直し）においては、「改正の必要性」を A； 入居時の契約書での確認が重要、団地型管理規

　理解し、それにふさわしい準備と法令との適合性 　約の場合は区分所有法の関係上「暴力団等への退

　や各種細則との整合性などのチェックが不可欠で 　去決議は団地総会では出来ない、棟総会での決議

　あること。 　が必要」。現実的に理事でも無い棟の住民が実施

＊改正の手順において、最大のポイントは「改正の目 　するのは難しく、裁判に委ねるのが無難であると

　的と内容を区分所有者に理解してもらう」ための 　思う。

　広報活動が重要であること。

Q； 団地型管理規約の問題は？

□ ３会員から管理規約改正の事例が紹介 A； 団地型にする必要があるのは「分譲時期が違う、

　されました。 　建物構造が異なる、大規模修繕時期が異なる、費

＊分譲当初の原始規約のままで、現状との齟齬が生 　用が異なる棟の場合」であろう。そうで無い場合

　じている場合とか標準管理規約に準じた見直し・改 　は単棟型管理規約でも問題は無い。棟毎の若干の

　正をマンション管理士の協力を得て実施した事例。 　差異は住民で話し合えば良い。

＊管理規約改正に取組んだ理事長のリーダシップと

　専門委員会や外部専門家の協力で成し遂げた事例。 『 事務局報告・その他 』
＊団地型マンションでありながら単棟型管理規約に

　なっていたので、管理運営上の対応、大規模修繕 □ 会員変動なし。
　費用分担問題の解消などの為に団地型規約に改

　訂した事例。 □ 枚方市の組織変更で「まちづくり推進課
＊最近話題になっている「コミュニティ問題」「民泊・ 　が廃止された」ことに関して、マンション行
　暴力団排除」問題への対応を織込んだ事例。 　政の在り方について説明を聞くことにする。
＊これらの事例は、小冊子に編集し配布される予定

　です。 □ マンション保険研修会の報告
＊最近の保険料値上げ傾向に対して、「マンション管

　理適正化診断の評価によって保険料を決める」新

　保険が出来た。

＊築25年以上経過マンションで、給排水系統の管理

　が良いと評価されれば保険料が割安になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

（工事終了後）
　施工業者やコンサルの竣工検査後に、管理組合の

竣工検査を実施しましたが、多くの手直し事項が出て

きました。専門家でなくても見た感じでおかしいのは

おかしいのです。施工業者やコンサルはどんな検査を

したのかと言いたくなります。組合検査用にわざと分

かり易いところを残したか？

　施工業者の悪いことを多く書きましたが、全般的に

工事そのものは、素人目ですが、丁寧でいい仕事をし させた管理会社作成の長期修繕計画（案）とともに比

たと思います。 較検討等をして、長期修繕計画の改定を行い、修繕

積立金の見直しを行うことになりましたが、これはあ

　工事終了後、施工業者から、感謝状をもらえないか らたに委員会を設置し、そちらで検討することになり

という話がありました。私は、特に便宜を図ってもらっ ました。理事長からは、新しい委員会の委員にもなる

たわけでもなく普通に仕事をしただけなのに、感謝状 よう要請を受けましたが、すっかり疲れ果てていたの

はおかしいと言いましたが、理事長は、施工業者にも で、その委員にはなりませんでした。

コンサルにも言われるままに感謝状を出しました。感

謝状などをだすと、次の仕事を獲得するためのPRに 　１年後の点検では、施工業者の責任か微妙な箇所

使われるのではないでしょうか。 もありましたが、指摘して、出来る限り手直しさせまし

た。

　大規模修繕工事終了後、その状況を踏まえて、コン

サルに長期修繕計画（案）を作成させ、少し前に提出 　　完 （ 生長　記 ）

   　　　　大規模修繕工事経緯

Ⅰ　第１回大規模修繕工事について
　当マンションは、１９８８年(昭和６３年)３月定礎・地下

１階地上５階建（エレベータ１基）総戸数６８戸です。

　２０００年（平成１２年）第１回大規模週工事を実施しま

した。当初から修繕積立金不足で、２９百万円の借入を

行っており、返済完了は２００５年（平成１７年）６月で約

５年を要しています。

Ⅱ　第２回大規模修繕工事について 会に参加、工事の進め方を学びました。

　第１回大規模修繕工事から９年経過しましたので、当 　見学した２管理組合が選んだ１級建築士２名と住民

マンションの劣化状況を把握する為に、２００９年（平成 から依頼があった１級建築士合計３名の方に２０１０年

２１年）９月第２回大規模修繕工事委員会を設置しまし １２月面談、以下の資料を渡し、３者が過去に実施され

た。２０１０年（平成２２年）５月総会で劣化診断実施を承 た建物等劣化診断例が添付された当マンションの診

認、同年８月大規模修繕工事にかかる住民のアンケー 断料の見積を求めた。

トを実施、結果を斟酌、第２回大規模修繕工事要望項

目を作成し工事に反映するようにしました。 　①　当マンション第１回大規模修繕工事、２００３年

　以降管理費修繕内訳、修繕積立金会計修繕費内訳

⑴　建物等劣化診断依頼 　②　第２回大規模修繕工事要望項目

　理事長と井上副委員長は、枚管連加盟の北山アミ

スタ、グランフイーネ枚方長尾の大規模修繕工事研修 　次号に続く （ 岡崎　記 ）

香里丘ステラシティ　その④

ラウンドコート星ヶ丘　その①
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■京阪電車車窓案内　その９

前号からの続きで今度は京都方面に出発、進行！ □ 藤森駅

□ 丹波橋駅
　駅の敷地をじっくり観察すると、かつてここで奈良

電気鉄道とＸ型の平面交差（一部立体）していたのが

分かります。これは昭和20年春、京都も米軍の空襲を

受けるものと予想した当時の軍当局が、交通網の確

保に京阪電鉄と奈良電を相互乗り入れさせた跡です。

京阪の三条駅と奈良電の京都駅（現在の近鉄京都線

京都駅と同位置）の何れかが爆撃されても、片方が残 （写真撮影　山本）

り交通が確保出来るので、物資欠乏の中を突貫工事 　ホームの真上を名神高速道路が横切っています。

で完成させました。相互乗り入れはダイヤが混みあい 同高速道路は駅を1km過ぎた辺りから大津方面への

始めた昭和43年に廃止、その5年前の昭和38年に近 約3km区間が旧東海道本線の廃線跡に建設されまし

鉄側が奈良電を買収し京都線にしています。 た。大正9年に東山トンネルが開通して京都山科間を

最短距離で結ぶ前の旧本線は、稲荷山の南側へ大き

く迂回したため京都大津間の所要時間は40分近くか

かったと思われます。（現在は快速電車で僅か10分）

　電車は駅の北側で小跨線橋を潜りますが、軌道面

が約50cm掘り下げてあるのにご注目下さい。昭和初

期、跨線橋の東側にあった陸軍第16師団司令部が師
（写真撮影　山本） 団街道（旧国道24号）へ軍道を通した際、架線高を確

　奈良電自体は昭和3年秋、昭和天皇の即位式が京都 保するため路面が盛り上がるのを嫌い、軍の威光で

で挙行されたのに間に合うように開通したもので、当 逆に軌道面を下げさせておりゴリ押しの典型と言えま

時は桃山御陵、橿原神宮等皇室ゆかりの地を巡拝す す。駅名は付近に鎮座する藤森神社に因み、6月中旬

るのが人気を呼びました。この線の竹田駅下手と澱川 に境内の庭園に咲き競うアジサイの花は一見の価値

橋梁間は高架や切り通しになっていて珍しく踏切が があります。

ありません。大正末期～昭和初期の工事にしては出来

過ぎですが、これも第16師団に関係しています。 □ 深草駅
　当時、この沿線の西側一帯は同師団の演習地にな 　駅構内の空き地は旧深草電車庫跡です。京都側で

っており、一々踏切待ちしていては演習にならず、建 は短い編成の旧式小型の車両が多く運用されたの

設計画の段階から地下を通過せよの難題を持ち出さ で、露天の狭い敷地でも20数両は収容しました。

れ、これを伝え聞いた伏見酒造組合連が地下水の枯

渇を恐れて猛反発。平面も地下もダメなら高架しかな □ 伏見稲荷駅
く、澱川橋梁とのセットで建設費の嵩み過ぎに採算が

合わず、奈良電は長く赤字経営に苦しみました。

　駅周辺は太閤秀吉の伏見城竣工と同時期に開け始

め、秀吉配下の武将名と呼び寄せた商人たちの業種

別町名に表されていて、四百数十年後の今日も住居

表示に踏襲しています。武将名の町名としては長岡越

中、水野左近、筒井伊賀、毛利長門、福島太夫、井伊掃

部、等々。業種別町名は瀬戸物町、風呂屋町、樽屋町、

紺屋町、帯屋町、革屋町、塩屋町、etc。 （写真撮影　山本）

　上屋が唯一和風で赤く塗られ稲荷大社の休憩所の

□ 墨染駅 ようです。伏見稲荷は全国稲荷神社の総本社とされ、

　駅に接する踏切道は天王山の合戦に敗れた明智光 和銅4年（711）創建の歴史が誇りです。駅の南手で京

秀の敗走路です。光秀は少し先の小栗栖で土民の竹 都市電と平面交差しましたが危険過ぎると昭和45年

槍にあえなく落命。駅名はすぐ近くの墨染桜寺（ぼく 廃止。

せんおうじ）に因み、寺号は古今和歌集の古歌によっ

ています。 　次回に続く　　　　（元枚管連副会長　増田　記）

丹波橋駅

藤森駅北側

伏見稲荷大社

－３－



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56号 2017/5/15

＜枚管連会員現況＞
　枚管連の正会員数は、２０１７年４月２２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。

■行事予定（2017年5月以降）

　・5月19日 ： 第131回理事会 　・6月24日 ： 第73回交流会

　・6月 9日 ： 第132回理事会 　・小冊子№14号「管理規約の改正」発行

■行事報告（2017年3月１日～4月30日）

　・3月 7日 ： 第129回理事会 　・4月 4日 ： 第130回理事会

　・3月13日 ： 会報「枚方通信」第55号発行 　・4月 9日 ： マンション保険研修会

　・3月14日 ： 第3回相談委員会 　・4月22日 ： 第72回交流会

　・3月31日 ： ひらせんナビ４月号投稿

■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）

　以前、この場で「ハイレゾ」のことを書きましたが、 も現れています。

最近のオーディオ業界では、このハイレゾから端を 　かく言う私も、以前（35年前）はレコードプレーヤー

発し、CDが登場してほぼ絶滅した「LPレコード」が、そ を使っていました。確かにハイレゾ並みに音が良い

の音質の良さで見直され、静かなブームとなってい のは認めますが、やはりソフト＆ハードの使いやすさ

ます。日本のオーディオメーカー各社も、約20年ぶり と品数を考えると、昔に戻ろうとは思いません。趣味

にレコードプレーヤーの新製品をこぞって出してきて の世界なので、個人の性格が大きく影響します。

います。又、新譜をLPレコードで発売するアーティスト

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７３回交流会 』
日時 ： 2017年6月24日（土）13時～

場所 ： 枚方市民会館１階第２集会室

共通テーマ： 「 電気代・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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