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■6月24日

枚管連第73回交流会開催

― 『 電気代・コスト削減 』 についての事例紹介と情報交換 ―
第7３回交流会を６月2４日13時から市民会館第２会
議室で開催し、参加者は2７会員3４名（内、新規参加者
４名）でした。
今回のテーマ「電気料金削減」は、管理組合運営費
のウエイトが高く、新規業界参入などの話題もあり、
多くの会員で関心が高まっています。
今回、会員の現状アンケート結果と角度の違う改善事
例を基に活発な質疑応答が交わされました。

『 会員管理組合の電気料金実態アンケート 』
□ 26会員のデータでは、共用部電気料金は年間戸
当り平均１～1.5万円であるが、設備内容や省エネ
化などにより大幅なバラツキガあることが判りま
した。
□ 今回のデータから、各会員が課題を発見した場合
の改善のために「電気料金の基礎知識」「電気料金
の仕組みと改善への取り組みの手順」の参考資料
を説明し、現状把握から取り組むことが重要である
ことを説明しました。

『 改善事例報告 』
□ ６会員からの改善事例が紹介されました。
＊分譲当初からの電力料金契約の見直し・改訂、デマ
ンド契約、電子ﾌﾞﾚｰｶ採用による基本料金低減事例。
＊マンションの大口需要を利用した「高圧一括受電」
による共用部・専用部料金の低減事例。
＊照明のLED化、人感センサー、間引きなどによる節
電事例。など
□ 質疑応答・追加意見
＊ 照明の間引き、季節・時間帯による調節、人感セン
サーによる必要時のみの点灯、一階部分の非常誘
導灯の（電灯無し）標識版採用などに地道に取り組
み節電効果を出した事例を紹介。
＊ 照明の間引きは、現状点検、リストアップと要否検
討などと間引き試行による住民意見反映による調
整まで、管理組合理事の手で実施して40％程度の
削減をした事例を紹介。

Q； マンションにより設備機器類に違いがあるので、
その点も調査すべきでなかったか。
A； アンケートが複雑になるので省略したが、今回の
データ・事例から自マンションの問題を発見し改善
に取り組んでもらうための参考資料提供の方が効
果的であると考えた。なお、詳しく知りたい時は個
別に情報交換をしていただきたいと思います。
Q； エレベータが６基もあるマンションの電気料金が
少ないのはなぜか。
A； 高圧受・変電設備が管理組合所有なので、大口割
安料金を直に利用できるためである。
A； エレベータが無いのに電気代が高いマンションは、
敷地が広いので照明が多い事とLEDが明る過ぎる
のも問題かもしれない。
A； LED化の際は照度の選び方に留意する必要があ
るという意見もあった。

『 事務局報告・その他 』
□ 枚方市「マンション管理基礎セミナー」は9月24日
開催予定で、テーマ選定などについて枚方市と協
議中です。
□ 第12期定期総会は、8月26日、会場は「ラポール
ひらかた」になります。
＊懇親会は昨年通り実施し、団体会員は3名まで
会費負担無し、個人会員は1000円とします。
□ 次年度交流会テーマ案が決まりました。
①マンション保険、②管理委託契約内容、
③設備の老朽化・更新、④自主防災・コミュニティ、
⑤管理費滞納・未収金問題

『 何でも相談 』
□ 総会の議決権（出席・委任状・議決権行使書）につ
いて議論が交わされました。
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「大規模修繕に取り組もうとしている方へ」

ラウンドコート星ヶ丘 その②
大規模修繕工事経緯
Ⅱ

第２回大規模修繕工事について

⑴

建物等劣化診断依頼

の続きから

２０１１年（平成２３年）７月、３者の内からマンションドク
ターを標榜且つ緊急度合別工事劣化診断に見られる
ように、商業ベースとは一線を画したＮＰＯ法人集合住
宅維持管理機構を選び、宮崎１級建築士に建物等劣化
診断・工事費の設計見積を依頼しました。
８月から１２月まで調査が実施され、２０１２年（平成２４
年）１月調査診断資料が提示された。
２０１２年（平成２４年）１月提示された調査診断内訳
Ａランク

緊急に実施すべき修繕

3,000,000 円

Ｂランク

早期に実施すべき修繕

50,915,700 円

Ｃランク

なるべく早く実施すべき修繕

Ｄランク

近い将来予想される修繕

Ｅランク

改善が望まれる事項

合

計

３社に見積依頼しましたが東芝エレベータ㈱に決
定しました。東芝エレベータ㈱を選んだ理由は、工事
費見積が最も低く、スカイツリーのエレベータの工事
実績も有り、会社の信用力も有りました。工事費は劣
化調査診断書概算工事金額より安く出来ました。

1,100,000 円

工事金額（消費税別）
本体工事金額
９，７４０，０００円
防犯カメラ更新工費
７００，０００円
保守点検料月額４０，０００円、但し１年間無料

3,700,000 円
23,797,000 円
82,512,700 円

２０１２年３月（１回目１２年経過）時点で、修繕積立金
会計の支払い可能資金が６２百万円であったので、Ａ
ランク（床下排水管水漏れ）の工事のみ実施し、集合住
宅維持管理機構へ調査診断料のみ支払した。

⑶ 第２回大規模修繕工事
２０１３年（平成２５年）１０月
大規模修繕委員会を改めて設置
２０１４年（平成２６年）１月見積参加会社公募、５社応
募が有り、応募は有りませんでしたが、第１回大規模
修繕工事をされた会社を加え、６社に見積を依頼しま
した。

大規模修繕委員会解散
劣化診断調査報告書が提示され、当面大規模修繕

工事は急ぐ必要もないことが判明しましたので、
２００９年（平成２１年）設置された上記委員会は、２０１２
年（平成２４年）３月一旦解散しました。

２０１４年５月１０日見積参加社への工事内容説明
今回の工事内容で特にお願いした工事

⑵

エレベータ更新工事の経緯
２０１３年（平成２５年）５月開催の第２５期通常総会で、
エレベータ更新工事実施が承認されました。
劣化調査診断書では、 Ｅランクに工事費概算
14,400,000円で表示されていました。更新工事を大
規模修繕工事前にした理由は次の３点です。
① 当時エレベータは、油圧式でロープ式に更新す
る工事で契約低圧電気が１５ｋｗワットから、３，７ｋｗ
ワットに契約変更出来、電気代が毎月約11,000円
以上下がる事
② 当時のエレベータは、地震、停電に対応していな
く且つバリアフリーにも対応していませんでした
③ ２０１４年４月から消費税が５％から８％になるので、
大規模修繕工事の中でも単独工事として切り離
して出来、この工事を消費税値上げ前に完成す
れば消費税は５％となる

①
②

③

バルコニー手摺のアルミ化
バリアフリー対応として階段手摺設置、エントラ
ンス進入路スロープ設置及び自動扉に変更、エ
レベータ前各階段差解消
照明器具のＬＥＤ化

２０１４年６月１０日６社の見積金額判明、９０百万円～
１３１百万円。当マンションの使用可能資金は、２０１５年
（平成２７年）３月で７８百万円なので、予備費を工事金
額の５％として、工事金額を６６百万円までに抑えな
ければならないので、絞り込みした３社に再度見積を
依頼、６月２２日３社からヒアリングしました。

－２－
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その１０

前号からの続きで今度は京都方面に出発、進行！

□ 東福寺駅
駅手前の築堤部でＪＲ奈良線と立体交差しています
が、この路線の全身は複線の旧東海道本線です。大正
9年に東山トンネルが開通してそちら側が本線になり、
路線の良い旧本線を単線にして奈良線を付け替え、
順送りでその廃線跡が旧奈良電に払い下げられ、後
年の近鉄京都線になりました。
東福寺

□ 四条通
市電開通を見込んで明治30年代に現在の道幅に
拡幅されました。道路の南側には料亭一力や南座、
祇園花街の家並みが立て込んでいたため北側を立
ち退かせ、新道幅と合致するよう八坂神社の西楼門
も改築されました。周辺は芝居発祥の地として南座
西側壁に出雲阿国の碑が置かれています。芝居の語
源は場内を幔幕で囲って演劇や舞踊を有料で見せ、
観客が地面の芝の上へ直に座って見物したことに由
来しています。
四条通

南座
（写真撮影

山本）

※七条駅以北は地下鉄化により車窓の眺望がありま
せんので、関連事物をご案内します。

料亭一力

□ 高瀬川
流量を安定させるため各所に段差を設けた鴨川は
船運不能でした。それで江戸初期に角倉了以が用地
取得費と工事費用を利用料金で回収するべく、自己
資金で並行水路を開削。物流と交通に大正初期まで
300年に亘って運用されました。
現在は三条から五条まで幅3m弱、水深15cmほどの
小水路ですが、かつては木屋町通の大部分を占め水
深も1m以上確保していました。平底船に綱をかけ岸辺
から人力で曳きましたが、1～2tなら少人数の船頭で
運搬出来る効率の良さに、最盛期には船300艘、船頭
は600名近くいたと記録にあります。船の構造面から
積み荷は伏見港での載せ替えを要しましたが、京阪
間の輸送力増強と連結に寄与しました。
森鴎外の名作「高瀬舟」の終末は“沈黙の人二人を
乗せた船は暗い水の上をすべって行った”と余韻にあ
ふれていますが、現在の水路は大半が枯れ川同様の
わびしい状態で放置され、描写とは大違いで幻滅で
す。因みに川と船は下京を出外れた後、東九条の下手
で鴨川を斜めに横切って続き、名を東高瀬川に変え伏
見を下って行きました。
高瀬川利用の隠れた側面は、人口24万の市中より
出る下肥が洛南の耕作地の隅々まで運ばれ、農作物
の栽培に役立ったことです。また、保津川と並んで日
本では数少ない有料運河でした。

出雲阿国の碑

（写真撮影

山本）

□ 道路幅
平安京の東西路と現代の主要道路とは概ね重な
っていますが、太閤秀吉が五条通を方広寺建立の資
材搬入路として南側にずらせたので、四条通との間
隔が広く六条通との間隔は狭まっています。五条通、
御池通、堀川通が京都には珍しく広い道幅になって
いるのは、太平洋戦時下の空襲に備えて防火地帯に
された効果です。

□ 源氏物語
作品は創作ながらも千年も読み継がれている間
に、実際と錯覚されるような情景が出てきました。
六条御息所の邸跡と見なされる庭園や、夕顔の君が
住まいしたとして夕顔町（〒600-8077）が下京区内
にあります。
完 （元枚管連副会長 増田 記）
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行事案内
『 第74回交流会・第12期定期総会 』
日時 ： 2017年8月26日（土）13時～
場所 ： 「ラポールひらかた」３階第１研修室
交流会： 「 次年度共通テーマ選定」 について
総会： 平成28年度事業報告・決算報告、
平成29年度事業計画・予算案 ほか
記念講演： （仮題） 管理組合運営について
懇親会： がんこ枚方店

＜枚管連会員現況＞
枚管連の正会員数は、2017年6月24日現在で、
団体会員は２９、個人会員は１８、合計４７会員、
賛助会員は２４団体です。
また、団体会員マンションの総戸数は5164戸です。

問い合わせ先： 枚管連会長 山村 隆男
TEL 072-855-9546

■新規入会 会員紹介
① 平成２９年 5月

個人加入

エクセランス九条公園

69戸

大阪市西区千代崎3丁目1-48

■行事予定案内
・7月24日 ： 第134回理事会
・8月 8日 ： 第135回理事会（議案書確定）
・8月10日 ： 総会案内発送、出欠調査

・8月26日 ： 第74回交流会・第12期定期総会・懇親会
・9月24日 ： 枚方市「ﾏﾝｼｮﾝ管理基礎セミナー」

■行事報告（2017年5月１日～7月8日）
・5月15日 ： 会報「枚方通信」第56号発行
・5月19日 ： 第131回理事会
・5月30日 ： 枚方市景観住宅整備課訪問
・6月 9日 ： 第132回理事会

・6月24日 ： 第73回交流会、
小冊子№14号「管理規約の改正」発行
・7月 4日 ： 第133回理事会

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

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）

6月は晴れの日が多く、今年は空梅雨かなと思って
いたら、7月に入った途端、記録的な大雨で各地に被
害が出ています。枚方市でも6月初旬の夜中に、非常
に激しい雨が降った記憶があります。この時は、突然
ものすごい音で目が覚め、何かと思って窓の外を見

たら、台風のような風雨で、北側（高槻市側）にある
玄関ドアが、風圧で開けることができませんでした。
短時間だったので良かったのですが、こんな状態が
何時間も続くと思うと恐怖を感じずにはいられませ
んでした。
－４－

