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■10月29日

枚管連第75回交流会開催

― 管理委託契約書の内訳・内容などについて ―
10月29日（日曜日）台風22号襲来の中、市民会館第
5集会室において、21会員29名お試し１名が出席し、第
75回交流会を開催しました。
テーマ「管理委託契約書の内訳・内容について」の
事例報告４件を中心に活発な質疑応答・情報交換が行
われ、その要点をお知らせします。

① 事例報告；労住まきのハイツ
「管理委託の歴史、新役員研修」
・お任せ管理の実態に目覚め、まず自身の見直しから
管理組合体制の強化・改革に至る歴史を紹介した。
・管理委託契約は「自分たちで考え自分たちで守る住
民による主体的管理方式」に変えた。
・主体的管理とは、「業務は任せるが頭と財布は預け
ない」「業務内容を把握し眼を光らせる」ことである。
・管理会社に対し、「勝手に動くなという制約による手
強い管理組合」を目指している。
・専門（修繕・植栽・運営）委員会が１年交代輪番制理事
会の管理組合運営をサポートしており、基幹事務管
理業務はほぼ管理組合で把握できている。
・新役員には研修資料で管理委託業務内容などにつ
いて詳しく知らしめている。
・管理業務処理状況を毎月の理事会に報告させている。

② 事例報告；ジオ枚方
「清掃業務の改善」
・管理委託契約の清掃業務費のトラブルなどがあり、
管理会社と協議し清掃業務を別会社に変更した。
・現在は管理員の勤務内容にも疑問があり、改善に取
り組んでいる。

③ 事例報告；ひらかた北山アミスタ
「管理委託契約内容について」
・管理委託費削減の取組みに併せて、管理員・清掃員
業務の見直しをした。
・清掃員勤務時間を大幅に短縮し２年目になるが、品
質の低下は無い。

④ 事例報告；ルモン枚方公園
「管理委託契約の事例・管理員業務について」
・管理会社を変更し、総会ごとに管理委託に係わる重
要事項を詳しく説明させている。
（説明資料の合計は39頁にも及ぶ）

・日常清掃業務仕様と実態を管理組合が把握するこ
とが重要で、管理会社・管理員との話し合いを何度
も行い、その内容をもとに仕様を決めている。
・業務用高圧洗浄機を購入して共用廊下の清掃を実
施、その他不十分な個所は３ｶ月に１回程度管理会社
から無償でヘルプしてもらっている。
・植栽除草はシルバー人材センターからヘルパーを入
れて対応している。
・詳細な管理員業務日報を出させ、週１回役員全員に
回覧し把握している。
・日報のうそ記載が監視カメラで発覚し、管理員を交
代させたこともある。
・管理人研修を枚方市ハローワークで受けているの
でかなり良くなった。

□質疑、応答、意見交換
「管理委託の内容・金額が妥当かどうかの判断は？」
・委託内容を検討したい時は「よそと比較してどうな
のか」を聞く勇気が必要。
・管理組合は委託業務の内容を十分掌握することで
交渉が可能なので、管理会社の重要事項説明時に
は内容について質疑応答ですべきである。
・枚管連ホームページに過去の管理委託に関する交
流会データ掲載しているのを活用するとともに、個
別（出前）相談制度を活用してほしい。
「委託業務に「水やり、植栽等」を入れているか？」
・水やりは清掃員の勤務時間帯と合わないので、別途
シルバーを利用している。
・水やり、植栽等は管理業務に入っているが、散水栓
の導入・夏場の時間調整などを管理組合および業者
管理人とで話し合いをしてやり易くしている。
「自分たちで直接やる」となるまでの経過は？
・過去に失敗した経験などから、「設備・建物点検は自
前でやれるところは自前でやる」という修繕委員会
や各種専門委員化活動を充実させてきた。
また、３回目の大規模工事は、過去の経験を生かし、
コンサルタントを入れず、工事管理全般を修繕委員
会メンバーと工事業者が、協調しながら実施してい
る。
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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③
大規模修繕工事経緯
Ⅱ

第２回大規模修繕工事について

⑶

第２回大規模修繕工事

の続きから

施工業者を高分子㈱に選定した理由
① 当マンションが加入している枚方マンション管理
組合連合会加入の他のマンションでの工事実績
が有り、見学会に参加した時も誠実さが感じられ
た。
② 工事見積金額が最も低かった
工事費を抑え込む為、屋上防水工事を１年後とす
る内容の見積書内容を比較検討した結果、工事
金額が低く、一括工事後２年間の工事費延払いを
認めた。

リング新設、打ち替え工事、外壁
塗装替え工事、鉄部等塗装替え
工事、防水改修工事
その他改修工事３２，５７５，６５９円
（１戸当たり４７９，０５４円）
： 主な内訳
バルコニー手摺アルミ化 ８，４３９，８３６円
共用部照明器具ＬＥＤ化
４，１８５，５４４円
エントランス自動扉に変更 １，８１５，１８７円
エレベータ前等の段差解消 １，７５４，３６０円
階段手摺新設
３８４，７８０円

２０１４年７月２７日第２回大規模修繕工事について
臨時総会開催
工事金額
８１，０００，０００円
同上消費税８％
６，４８０，０００円
合計金額
８７，４８０，０００円
２０１４年８月１０日住民対象工事説明会開催

２０１５年３月１５日竣工披露式
２０１４年８月２５日工事着工
２０１５年（平成２７年）１月１０日開催の修繕委員、合同
理事会で追加工事を決定しました。
追加工事金額
６，２００，０００円
（消費税４５９，２５９円含む）
内訳
① ５階バルコニー手摺の土台部分のガラス取替工
事増約３百万円
② 当初の照明器具ＬＥＤ化に廊下等を追加する全面
的ＬＥＤ化工事費約３百万円
追加工事を含めた最終工事費内訳
工事金額
消費税
合計
２０１５年３月まで支払い金額
２０１７年４月までに支払い金額

８６，７４０，７４１円
６，９３９，２５９円
９３，６８０，０００円
７１，２４０，０００円
２２，４４０，０００円

第２回大規模修繕工事を終えて
① ２０１５年１０月大規模工事で舗装した地下駐車場
通路部分に数か所突起した箇所発生したので、
宮崎１級建築士、高分子㈱アフターメンテナンス
担当に相談した結果、補修された。原因は、舗装
材料に石灰混入との説明を受けた。
②

全面的ＬＥＤ化により、４月～１０月従量電灯Ｂ（廊
下等）の使用量が昨年比３３，７％減、電気代が月
平均１５，４６３円減となりました。

③

前回未提出であった特殊建築物定期報告書を
集合住宅維持管理機構・宮崎１級建築士に作成依
頼、その中で当マンションに対する指摘事項が
解消された事を確認した。

④

工事費が、消費税値上げ、東北大震災等で高騰
した事、その他バルコニー手摺アルミ化、バリア
フリー対応の諸工事金額が多額となり、工事後
２２百万円未払金が残り、今後の課題となりまし
た。

工事金額（税別）８６，７４０，７４１円
（１戸当たり１，２７５，５９９円）
本体工事金額 ５４，１６５，０８２円
（１戸当たり７９６，５４５円）
： 仮設工事費、躯体修繕工事、シー

完
－２－
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「めばえ」
平成16年11月、枚方市都市整備部まちづくり推進課
より第１回マンション管理セミナーの案内を受けメセナ
枚方に初めて参加しました。マンション管理センター
や住宅供給公社の型通りの講演の後、マンション管理
組合の有志により管理組合の集合のアピールが熱心
になされました。この翌年平成17年1月に６管理組合
が参加し、「連絡会」として労住まきの住宅の集会所
で第１回の交流会が開催されました。（藤阪パークハイ
ツは参加していません）
平成17年9月、枚方市主催の第２回マンション管理基
礎セミナーが開催され、連絡会のアピールがなされ、
藤阪パークハイツもリバティパーク枚方と同時に参画
しました。さらに平成18年9月の第３回セミナー後１３団
体と１個人の参加となり、名称を連絡会から連合会に
改める機運が高まりました。

「枚管連の誕生」
どの様な組織にし、いかなる活動をするか等の議
論の前に、「枚方マンション管理組合連合会」略称「枚
管連」が決まりました。よそ様の定款を参考にして規
約集が出来上がりました。居合わせた方たちで役員
の就任と役割分担を決めて、会費の金額を決め会費
徴収は始めたものの、一律１万２千円、個人会員３千６
百円のみ、どこからも寄付金をいただける状況ではあ
りません。要するに活動資金がゼロなわけで、何をす
るにも費用の出所がなくすべて手弁当です。
厄介なことに理事会を開きたいのですが、場所つ
まりタダで使える部屋がありません。ラポール枚方の
４階福祉関連のスペースに、丸テーブルと角デスクの
置かれた自由に使えるスペースを占領しました。当然
多くの方が使用しますので様々な方がやってきます。
１時半から開催する理事会には、１２時半頃から手のす
いたメンバーが場所取りのため早い参加をお願いす
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瀬戸山誠之

ることになります。交流会も同様でこれは皆さんにお
世話になりました。30人以上の方が集まります、いき
おい所帯の大きい管理組合さんに大変お世話になり
ました。ありがとうございました。貧乏でしたが意気
軒昂でした。会報の発行には６千部を印刷するのに
5人～6人で半日かかりました。
２年間の準備期間があり、枚方マンション管理組合
連絡会を経て、200７年1月27日リバティパーク枚方集
会室にて設立総会を開催しました。当日はマンション
管理新聞の取材参加があり、総会の模様がこの新聞
に掲載されました。１３組合中１１組合の出席でした。資
金繰りが悪いのは相変わらずで、国土交通省の補助
事業に参加して活動費の補助を受けて一息ついたり、
各管理組合に寄付を要求しました。まさに恥も外聞も
なく資金集めの奔走でした。
その後の活動については皆様のご存知のとおりで
す。枚方市は任意団体の枚管連を、胡散臭い団体と
露骨に発言する始末で、拡大への援助も期待できま
せん。その後頑張ってNPO法人の登録をし、ご承知の
通り枚方市の頼れるパートナーになっています。
枚管連は２ヶ月に１回の交流会を活動の中心に、相
談会、情報交換を多彩に活用してまいりました。もと
より専門家が少なく、スマートさには程遠いかもしれ
ませんが、兎に角真剣に、誠実に、親切に、信頼関係
を重視し何でも話し合える集団を目指してきました。
この良き伝統は今後も維持されることでしょう。
私事ですが、使い古した肉体の為か、春先から足の
痛みが激しくストレスのためイライラし思考力が鈍り、
さらに数年来の難聴に拍車が掛かり、コミュニケーシ
ョンがうまくゆかなくなりました。
これはいけません。この辺ですべての役を降ろし
ていただくことになりました。長い間、大変お世話に
なりました。ありがとうございました。
完

■会員紹介
エンゼルブレッサ枚方香里園
エンゼルブレッサ枚方香里園は9月1日で築17年を
迎える71戸の交通至便（東香里バス停から徒歩10秒）、
住宅環境にも恵まれた瀟洒なマンションです。
16期で輪番制の理事（5名体制）も一巡し、「何の知
識も能力もありませんが、やる気だけは誰にも負けな
いつもりです」と17期の理事長に立候補し早9ヶ月が
「 資料 」 エンゼルブレッサ枚方香里園
総戸数
７１戸
棟数
１棟 ７階建
建築・分譲開始 ２０００年（平成１２年）

過ぎ、11月の定期
総会も目前に迫っ
ている昨今です。
昨年の12月、職場
の忘年会の二次会
で偶然乾さんと巡
り会い12月の交流会に誘って頂きました。その時の枚
管連を初めて知った気持ちは「これこそ私が探して
いたものだ！」とまるで神の思し召しのような感激
でした。以来皆様の御指導を受けながらマンションの
管理運営に活かしております。これからも御指導御鞭
撻よろしくお願いします。
（定兼 記）
－３－
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行事案内
『 第76回交流会 』
日時 ： 2017年12月23日（土）13時30分～
場所 ： 枚方市民会館第１集会室
テーマ： 「 設備の老朽化・更新について」
経験事例を主体に情報交換をします。
また、専門講師を招く計画もします。
自由テーマ： 「何でも相談／情報交換」

＜枚管連会員現況＞

どなたでも参加できます。
お試し参加 しませんか！
問い合わせ先： 枚管連会長 山村 隆男
TEL 072-855-9546

枚管連の正会員数は、2017年10月31日現在で、
団体会員は２９、個人会員は１７、合計４６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。

■会員変動・新規入会 等
（訃報）去る10/13日、会計担当理事岡崎孚氏が急逝され、告別式が15日にで執り行われました。
ご冥福を心よりお祈りいたします。
・新入会・退会は無し

■行事報告（2017年9月5日～10月31日）
・9月 5日
・9月10日
・9月13日
・9月15日
・9月20日

：
：
：
：
：

第136回理事会
会報「枚方通信」第58号発行
枚方市へのNPO事業報告
大阪法務局への理事の変更（重任）届出
大阪法務局への添付書類の修正再提出

■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

・9月24日 ： 枚方市マンション管理基礎セミナー
・10月10日 ： 第137回理事会
・10月15日 ： 岡崎理事告別式
・10月17日 ： 第138回（臨時）理事会
・10月29日 ： 第75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）

先月からスニーカー通勤を始めました。最近ニュー
スにも上がったので、ご存知の方もいらっしゃると思
いますが、スポーツ庁が健康増進と医療費削減を狙
いとして奨励していくようです。内容には「1日の歩数
を普段よりプラス1,000歩」という項目もありますが、

単に革靴からスニーカーに変えただけです。ニュース
のことも後から知りました。私の場合、行き帰りの通
勤だけで約8,000歩あるので非常に楽です。足も痛く
なりません。健康になるかどうかはわかりませんが、
皆さんもいかがでしょうか？
－４－

