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枚管連会員管理組合の皆さま、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30（2018）年　元旦 枚方マンション管理組合連合会

理事会一同

■12月23日　枚管連第76回交流会開催
―　各種修繕工事内訳・内容などについて　―

　1２月2３日（土曜日）、市民会館第１集会室において

2５会員３５名が出席し、第7６回交流会を開催しました。

テーマ「マンション設備の老朽化・更新について」NPO

集合住宅維持管理機構の基調講演と事例報告３件に

ついて活発な質疑応答・情報交換が行われました。

その要点は以下の通りです。

①基調講演；集合住宅維持管理機構(宮崎主任)
・修繕積立金を有効活用するための３つの実践

　＊長期修繕計画を正しく理解し修繕に取組む ②事例報告；労住まきのﾊｲﾂ(芹生修繕委員)
　＊建物の状態を把握し性能の維持・向上に努める ・「40周年記念誌」に編集された多くの改善事例の中

　＊将来の修繕に備え、適宜長期修繕計画を見直す  から、長期修繕委員会の取組みが紹介されました。

・修繕工事の要否・時期は、調査診断・機能向上改修要 　＊100年ﾏﾝｼｮﾝを目指し、計画的修繕とｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ

 望などを総合判断して決める 　　による新築ﾏﾝｼｮﾝの水準に近づける

・間違った調査診断や業者任せによる不適切工事が 　＊適切な管理と修繕をしながら管理費・修繕費の

 増えている 　　無駄を削減する

・修繕時期を決めるポイント 　＊改修工事の運営主体は管理組合で取組む

　＊管理組合の体制つくり（専門委員会など） 　＊改善余剰金で集会所（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）を整備した

　＊工事の全体計画を周知する（定期点検内容確認） ・「40周年記念誌」は労住まきのハイツHPに掲載され

　＊調査診断を活用し、修繕の緊急性を知る  ていますので参考にしてください。

・長期修繕計画見直しのポイント

　＊修繕周期を延ばす取組み（定期点検活用など） ③事例報告；グリーンヒル光善寺住宅(青木氏)
　＊長期計画を活用して、ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟの実現や正し ・築後39年の間、管理組合が実施した雑排水管等各

　　く運用して行く体制づくり（話合いの場など）  種インフラ設備の改修工事事例が紹介されました。

・長期修繕計画の修繕周期は国交省基準に準じて設

・上記について、詳しい事例を織込んだ講義を受けま  定し、費用も世間相場で計上している。

 した。なお講演者の了解を得てテキストを枚管連HP 　＊これより早い時期に修繕は生じない。工事費は

 にアップさせていただきましたので参考にしてくだ 　　競合で下げられるとの予測を織込んで、修繕積

 さい。 　　立金の不足が生じないように配慮している。

※次ページに続く

謹賀新年

基調講演
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■12月23日　枚管連第76回交流会開催（各種修繕工事内訳・内容などについて）

　＊修繕の実施は、計画周期に近づた時点で劣化診 【 質疑、応答、意見交換 】
　　断・調査を行い理事会が判断する。 「給排水系の漏水にはどう対応しているか？」

・注意事項として、①想定外の修繕が発生する、②日 ・専用部リフォームの際、区分所有者と施工業者に対

 頃から研修会参加・他マンション事例・先輩管理組合  し誓約書を取り給排水系の漏水チェックなどを求め

 情報を知る、③調査診断など住民への説得力のある  ている。

 目に見えるデータを活用。 ・リフォームの場合は、共用部との境界（壁）の穴明け

・高齢化リフォーム（IH化・床暖導入）で電気容量不足。  をどうするかなど、リフォーム細則で管理が必要。

　＊関電による電気幹線設備の調査（無料）を受けた。 「給水管工事後の水質不安にどう対応したか？」

　＊60Aｈへの容量アップと漏電ﾌﾞﾚｰｶを設置した。 ・工事後に風呂一杯の水を抜いてもらって解決した。

・高架給水方式廃止とポンプ直送加圧に変更。

　＊地震対策で高架水槽を廃止、更新９年目のポン 「大規模修繕工事年は特殊建築物調査は必要？」

　　プを加圧直送インバータポンプ化、自家発電機 ・調査報告は法令なので遵守する必要があるが、大

　　も導入。  規模工事時は報告だけすればよい。

「講演で“間違った診断“と言われたのは何か？」

④事例報告；牧野駅前ハイツ(志賀理事長) ・診断の目的を誤って「診断ありき」で行った結果が

・築42年のﾏﾝｼｮﾝで、20年経過後から生じた「給排水系  大規模修繕工事へと繋がり不適切な工事が行われ

 統の故障」に対する改修事例が紹介されました。  たケースが見受けられた。

　＊給水管のサビ水・漏水問題発生から配管内部調査

　　などを経て、今後30年間の費用対効果の判断で 「集合住宅維持管理機構の調査・診断費用は？」

　　「共用部管路全面更新」を決定した。 ・一般的には高いと言われるが、診断内容毎の費用

　＊埋設管の更新を架空配管にして工事を容易にした。  明細で判断していただきたい。

　＊高架水槽・揚水ポンプを排し直送加圧給水化した。 ・１回目の大規模修繕工事（外装的な補修）は、管理組

・排水管系統の工事は、住民生活（排水規制）に配慮  合（入居者）で診断できるが、30年経つと専門的な

 した工法を採用し１日で完工させた。  知識のあるところに依頼する必要がある。

■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」

　ルモン枚方公園は14年期目を迎えた65戸の規模の

大きいとは言えないマンションです。

　平成28年（第13期）に初めての大規模修繕工事を行

いましたが、工事は秋に13年目を迎える前に夏から始

まりました。委員会を立ち上げてから工事まで2年間を

要しました。修繕委員会ニュースを24回発行し、できる

限り工事の状況、問題、お知らせ、居住者様へのお願い

を伝えるようにしました。特に、施工会社からの重要な

お知らせやお願いは繰り返しフォローするようにしま 本気であることを伝え、談合を防ぐには自分たちで

した。洗濯物情報は掲示以外にネットや携帯でも確認 行うこの方法が一番良いと思いました。

できるように対応してもらい大変便利で助かりました。

　業者とマンション内を回る際は気になる点を伝え

　工事の際に印象深かったのは、見積もりを取る作業、 相談し、集会室での対話で誠実な対応を観察しまし

タイルの浮きの問題、屋上防水の工事時期を先延ばし た。管理組合として不公平な扱いはしないこと、お互

したことがあげられます。 いに協力体制をとって工事を行いたいことを伝え、

見積もりの協力をお願いしました。結果、見積もりに

　工事の見積もりはコンサルタントと一緒に共通の見 相当の努力を頂いた会社が複数あり、費用の点では

積もり仕様書を作り、管理組合が主体となり、選定した 本当に助かりました。

会社を数社ずつに分け現場説明会を繰り返しました。 （ 入口　記 ）

何度も説明会を行うのは疲れましたが、管理組合が 次号に続く

ルモン枚方公園　その①
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■淀川の洪水と治水略史

　文献によると淀川流域では明治元年（1887）まで、

４～５年に1回の割で洪水被害があったと記録され、

河川改修が本格化した明治以降は１０年に1回程度に

減少しましたが、

　明治１８年（1885）

： 堤防決壊箇所多数、淀川左岸全域、大阪市街洪水

　明治２９年（1896）

： 枚方、高槻市域で堤防決壊、淀川左右両岸洪水 （写真撮影　山本）

　大正 ６年（1918） 守口宿に当たり、その原型が京阪電車守口市駅北側

： 高槻市域で堤防決壊、淀川右岸洪水 のバス道路に架かる蹄道橋に見られ、周辺より一段

　昭和２８年（1953） ： 宇治川、木津川堤防決壊、 高い状態で残っています。

宇治市と京都府南部３郡洪水

などの大水害が発生しました。 　東成郡毛馬村から大阪湾へは農地と人家を買収し

て河川用地を確保、ほぼ真っ直ぐ放水路が開削され

　淀川は昔から豪雨のたびに洪水をひき起こす暴れ て新淀川になり、元の淀川はそのまま大阪市内を貫

川とされ、現在も上流から運ばれてくる土砂が川底に 流させました。 分流蛇行していた中津川は廃川にし

堆積、水面が堤防外の地面より高い天井川になって て、川床は後に大阪市道淀川北岸線の下敷になり、

います。昭和４０年以降は改修工事が進んで目立った 旧柴島浄水場辺から十三、塚本を経由し西淀川区に

被害は発生していませんが、流域はさらに人口が集中 連結しています。

したため高度に都市化、万が一堤防が決壊した場合に

は被害状況を想定出来なくなりました。 　また、かつての西成郡中津村は新淀川により南北

に分断されてしまい、同じく豊里、西中島、鷲羽村地

　上記の内、明治１８年の洪水は古今未曾有とされ、大 の多くが河川用地になった一方、現西淀川区柏里や

川や中之島に架けられた橋はすべて流出。堤防決壊 花川のように旧中津川の川底から誕生した街区も出

による浸水は上町台地を除いて現在の大阪市街南部 て来ました。 こうした新淀川放水路開削と淀川改修

による浸水は上町台地を除いて現在の大阪市街 工事は明治４２年に終了しましたが、淀川洗堰、毛馬

南部に達したと記録されています。 閈門、その他に樋門など関連施設築造工事は昭和中

期まで継続しました。

　この洪水を契機に淀川の治水事業が強く叫ば
れ、明治２９年より改修工事着工。それまで現鳥飼 　新淀川に架かる長大な鉄道橋や道路橋のすべて

大橋付近から現大阪市旭区にかけ屈曲していた は、当然ながら川が開削された後に竣工したもので、

淀川は、付け替えられて川筋がそっくり北側へ移 大阪の交通や産業活動に欠かせない重要な役割を

動。旧右岸が新左岸になり新川の川原に取り残さ 担っています。JR東海道本線電車、阪急京都線にご

れる村落や河道に水没する人家も現れ、新右岸 乗車の折には車窓より新淀川を眺められ、往時を思

外地へ全面移転させられる集落も出て、各所で動揺 い浮かべて頂けましたなら幸甚です。

が生じました。旧左岸堤防は江戸初期以来の京街道と 　　　　　　　　　（元枚管連副会長　増田　記）

■会員紹介

　京阪「枚方市駅」徒歩15分。

枚方中学校に隣接する静かで緑豊かな住宅地にある

マンションです。

　この度、枚管連へ入会させていただいた理由は、

的確なマンション運営方法に悩んでいた時、貴連合会

を紹介していただいたからです。

 「　資料　」 ルイシャトレ枚方 　今後は皆様の経験豊かな知識と、ご指導をたまわ

　総戸数 ３５戸 りながら、快適なマンションライフが提供できるよう

　棟数 ２棟　４階建 努力していきますのでよろしくお願い申し上げます。

　建築・分譲開始 １９９８年（平成１０年） （ 橋本　記 ）

ルイシャトレ枚方

2013年8月台風後の淀川枚方大橋付近

ゴルフ場
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＜枚管連会員現況＞
　枚管連の正会員数は、2017年12月31日現在で、

団体会員は２９、個人会員は１５、合計４４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

　・新入会・退会は無し

　・12月現在の会員名簿配布

　・平成30年の賛助会員募集中

■行事報告（2017年11月1日～12月31日）

　・11月 7日 ： 第139回理事会 　・12月 5日 ： 第140回理事会

　・11月14日 ： 会報「枚方通信」第59号発行 　・12月10日 ： 第１回個人会員問題委員会

　・11月20日 ： 枚管連保管文書整理（労住） 　・12月15日 ： 枚方市景観住宅整備課と協議会

　・12月23日 ： 第76回交流会

■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）

　新年、明けましておめでとうございます。 　「安全」はいつの時代も全世界共通のスローガン

　本年もよろしくお願いいたします。 です。昨今の世界情勢、社会においても、この安全が

危ぶまれるニュースが非常に多い中けっして他人事

　今年は戌年。ネットで調べると、犬は忠犬ハチ公の では無いので、皆様におかれましても十分に気を付

ように社会性があって忠誠心が高い動物ということ けて頂きたいと思います。

から「献身」、「安全」の意味があるということです。

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77回交流会 』
日時 ： 2018年2月25日（第4日曜日）13時～

場所 ： 枚方市民会館第１集会室

テーマ： 「 マンション保険について」

専門講師を招き最近のﾏﾝｼｮﾝ保険の

動向などについて情報交換をします。

また、事例紹介もします。

自由テーマ： 「何でも相談／情報交換」

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
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