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第 17 回通常総会を開催

第 90 回枚管連交流会

9 月 10 日(土)に枚方市総合文化芸術センター本館 1
階 創作活動室で枚管連第 17 回通常総会を開催し、
全議案が全員賛成で可決承認され、第 17 期がスタ
ートしました。
総会は正会員総数 36 の内、出席 20、議決権行
使 3、委任状 7 の計 30 の会員数で成立し(参加者
26 名)、各議案について説明と質疑応答が行われ
ました。
総会は入口会長より総会出席
への感謝と開会挨拶の後、枚方市
住宅まちづくり課塚本課長＝写
真＝より、今総会への祝辞と市ア
ンケート調査、セミナー等への支
援協力の要請を受けました。
「全国的な高経年マンション
の増加を背景とし、マンション管理適正化の推進
に関する法律が改正され 4 月に施行されました。
地方公共団体がマンションの管理の適正化向けて
取り組んでいくことが明文化され、市は行政計画
を作成し、管理不適正のマンションへの指導やマ
ンション計画が一定の基準を満たしていれば認定
することができます。まず、アンケート調査を実
施し、現時点のマンションの実態を把握していき
ます。」

日時 2022 年 11 月 26 日（第 4 土曜）
場所 枚方市総合文化芸術センター別館 2F
多目的室

第 82 号

(旧メセナひらかた会館)

時間 13:30〜16:00（受付 13 時 15 分〜）

2 階 多目的室

【第 1 部】管理会社との付き合い方
数年来、管理会社より管理委託契約の解除や値
上げ要請、担当者が理事会に出席しない、管理員
交代要請に対応できない、といった管理会社の経
営環境の変化による問題があります。
一方、管理員が直接住人に対応する、決定行為
を行う、管理情報を守秘を理由に理事会に出さな
い、といった事例も依然聞きます。
管理会社と適切に付き合うということは、理事
会が適正な管理運営を行うことと表裏の問題で
す。アンケートをもとに改善できることを考えて
みたいと思います。管理委託仕様書をできるだけ
お持ちの上、ご参加ください。

役員 5 名と職員の体制
今期の理事会の運営は、役員 5 名、職員 3 名で
行い、入口恭子氏(ルモン枚方公園)が引き続いて
会長(事務局長兼務)を務めます。 (役員等の紹介
は 2 面、事業計画の一部は 4 面に掲載)
会長挨拶：枚管連の活動は、真剣に管理組合運営
を考えていこうとする会員同士の協力により、活
動が長年続けられています。他には例を見ない活
動です。互いに協力して成長する精神をもった活
動は、市や専門家からも評価を得ています。
より一層活発な運営を行ってまいります。今後
とも引き続き、皆様の活発なご参加とお力添えを
賜りますようお願いいたします。

【第２部】交流会「なんでも相談」
マンション管理に関する相談に実績、経験を有
する会員が情報を提供します。

枚管連連絡先のご案内
電話回線：０８０－７９６９－８９７２
メールアドレス：info＠ hirakanren.com
枚管連 HP：https://hirakanren.com
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枚管連役員のご紹介

コーヒータイム＆なんでも相談会

通常総会で承認された役員は下記の通りです。

総会後はコーヒータイムを楽しみ、なんでも相談
では多数の相談がとりあげられました。課題をもつ
管理組合に対して会員同士が協力し、対応策や
情報を提供しました。来賓の枚方市塚本課長様か
らは、管理組合が相互に相談できる機会は本当に
重要だと思うとの感想をいただきました。

役職

氏名

会長 兼
事務局長

入口 恭子

ルモン枚方公園

副会長

山村 隆男

ひらかた北山アミスタ

会計担当
理事

前田 萬恵

トーカンジェネラス
香里丘ステラシティ

理事

瀬戸 良樹

ルワージュ･フェルティ
くずは

監事

乾

労住まきのハイツ

光男

マンション名

上記役員以外に事務局の業務の一部を分担する職
員は次の通りです。
津田 芳夫

メロディーハイム山田池公園

高山 淳一

(元)レジデンス香里ヶ丘中央

堀口 生

フルーレ藤阪

問：駐輪場 400 台設置ですが、上下ラック式で上
段は重くて上げられず使用が難しい状態です。
抽選会も行って公平を期していますが、使用台
数も半数程度になっています。抽選の際は自転
車ステッカー代を徴収していますが、駐輪場の
使用料や、駐輪場設備の対策を講じた経験を教
えてください。
司会：ステッカー代（使用料ではなく登録料）の
みもらっている、あるいは使用料を受け取って
いる管理組合を挙手で確認。その後、駐車場の
仕様変更を行った管理組合経験を述べてもらう。
答：2 段式を撤去し多数収納できるスライド式を
導入し、空いたスペースは大きな電動アシスト
自転車が使用できる平置きにしました。スライ
ド式と平置きの使用料は変えています。
答：数社のスライド式ラックを有料で設置しても
らい、どれにするか決定しました。枚管連の会
員のマンションにも見学に行きました。
問：日よけの目隠しについて細則はありますか？
答：ゴーヤのような植物を使う場合や、すだれな
どの移動できるものはまだ良いと思います。
答：窓ガラスのアルミ柵に目隠しのウッドパネル
等を設置されているお宅があり、大規模修繕等
で取り外したときに柵に傷が多数入っていてい
ました。居住者が転居される場合は修理費用の
負担について話す必要がでています。窓ガラス
に紫外線カットのフィルムを貼ってしまい、経
年劣化によりしわになり問題となりました。
色々な目隠しがあり問題も生じています。
問：管理員は管理会社からの派遣ですが、理事会
が面談等されているところはありますか。
答：面談しています。理事会からの要望、注意な

【総会での主な説明・質疑応答】
会員 市内のマンション管理組合の数はいくつで
すか。また、枚管連活動への参加は増えてしか
るべき状況だと思うが、会員数が減ってきてい
る理由はなにかありますか。
枚方市 市内の管理組合数は約 280 です。
理事 ひとつには、コロナ禍で市の基礎セミナー
の開催がなく、枚管連の全市的周知やセミナー
での PR ができず新規入会が少ないこと。
また、
既存会員についても、輪番制の新任理事長等役
員が枚管連加入を知らないなど、管理組合内の
認知がない実態もあると聞いています。会報配
布や掲示など、入居者への周知をお願いします。
その他、体調などから参加を見合わせる個人会
員もおられました。団体専用の回線を設置しまし
たので、いつでも電話でご相談ください。役員研
修会以外に、居住者も含めた講演会(勉強会）も行
い、管理組合全体の関心を高められるよう支援し
ます。
会員 全国のマンションの状況で、築 40 年超をひ
とつの基準としてあげているが、40 年の数字の
根拠はなんでしょうか。
職員 現時点で旧耐震基準建築物が築 40 年超に相
当し、高経年の指標としてあげていると思われ
ます。
理事 情報交換や枚管連の今後の活動の為、活発
な枚管連理事会への今後の参加をお願い致しま
す。
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ども伝えています。居住者、理事会、管理会社
へのパイプ役であることの説明をおこない、決
定権は理事会にあることも説明しています。
問：掲示板はどのように使用されていますか。
答：工事などのお知らせ、管理組合ニュースなど
掲示しています。サークル活動、水道・電気の
停止などの重要なお知らせは掲示だけでなく、
全戸配布しています。
問：管理会社の担当者が変わってから会計報告の
みで点検報告書も添付されず（理事長のみに提
出）、フロントの理事会出席も契約にないと言わ
れました。
答：契約の確認が必要です。担当者の対応が悪け
れば理事会で話し合い、書面にして管理会社に
担当者の交代を要望します（管理員も同様）。マ
ンション管理業協会は管理会社の団体なので相
談してみても良いと思います。
問：
「安否確認ステッカー」の情報を下さい。
答：会員メールで詳細を送りますが、消防訓練で
ステッカーの貼出し訓練を行うことも可能です。
問：インターネット回線が事務所にある管理組合
の情報をお願いします。
答：工事のお知らせなど、FAX だと見にくいので
メールで送ってもらい印刷しています。管理員
から役員へ必要な連絡を一斉メールしてもらい
便利です。
問：駐車場使用料収入が一般会計の収入の約 3 分
の 1 を占めています。
答：まず修繕積立金会計に振り替える必要がありま
す。それにより一般会計の収入が不足するなら、
支出見直し、管理費の値上げの検討が必要です。
問：ローンがすでに終わっている方や一括購入の
場合、火災保険の未加入も見受けられました。
共用部のマンション保険で個人賠償責任補償特
約を今後も含めるか検討しています。漏水の際
は階下の被害者の方に修理代が速やかに支払わ
れますが、自転車事故や個人の賠償に使用され
るため保険の更新の際に保険料が上がる可能性
があります。
答：個人賠償責任補償であるため、各自での加入
が妥当と判断し共用部保険の特約加入から外し
ました（当日参加者のうち、1 管理組合）
。
答：マンションとして各自で加入してください、
だけでは不十分だと思います。どの保険に特約
として加入することができるか情報の提供や、
また保険に加入されていない方には費用も含め
た提案をおこなったうえで決定したいと思いま
す。火災保険の家財（100 万）と個人賠償保障
特約を合わせた保険に 4,500 円／1 年（月額 400
円以下）で加入することができます。
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―個人賠償責任特約に関する追加―
問：共用部マンション保険の個人賠償責任特約を
マンション内の事故等の補償に限ることを規約
で定めることは可能ですか。
答：保険約款でなく規約にしか定めがないと、補
償金の支払いを求められた場合、拒否すること
は難しいと考えられます。(弁護士法人サリュ)
問：個人加入と、共用部のマンション保険の包括
契約とする場合とはどんな違いがありますか。
答：マンション共用部の保険に個人賠償責任補償
を包括付帯している場合、住戸所有者、賃借者
ともに対象とすることができます。賃借者や外
国の方の居住が多い場合は、各自の保険加入にど
こまで協力を得られるかを考えると、マンション
共用部保険に包括契約とする方が個人原因の漏
水等にはより対応しやすいといえます。
問：各自が個々に個人賠償責任の特約契約をする
場合、その主契約となる保険を教えて下さい。
答：自動車保険、火災保険、生命保険に特約とす
ることや、クレジットカードに補償を付帯する
ことが可能です。

「マンション管理適正評価制度」について
地方公共団体が適切な管理計画を有するマンシ
ョンを認定することができる「マンション管理計
画認定制度」と、管理会社が加盟しているマンシ
ョン管理業協会による「マンション管理適正評価
制度」は名前もよく似ている為、分かりにくいか
もしれません。
後者のマンション管理業協会による評価制度で
は、管理組合の運営に関する事項に加え、建物･
設備の法定点検、耐震診断及び耐震改修の実施の
状況等のハード面や、消防訓練の実施等の多段階
評価（有効期間は 1 年）を毎年受けることにより、
輪番制の理事会に対し管理組合運営の認識を高め
てもらうことが制度趣旨となっています。メリット
として、今後、日本マンション管理士会連合会の「マ
ンション管理適正化診断サービス」と同じように、
提携保険会社による保険料値引きや、協会 HP 以外
に提携不動産会社の HP にも評価が記載され資産価
値の向上に役立て貰えるようになるとのことです。
国土交通省の HP(☞「マンションの管理認定制度
及び各評価サービス」で検索)で、３つの制度の概
要･相違点がまとめられていますので参考にして
下さい。
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ご活用ください

枚方市主催「マンション管理基礎セミナー」

●簡易経営診断
100 年マンションを目指すためには、今の状態
のままで本当に良いのだろうか？問題や課題はな
いのか、総会議案書資料や議事録、細則等の書類
をもとに第三者の目を通して、管理組合の体制、
財政や管理運営状況に関して改善すべき点や提案
など、基本的なアドバイスを無料で行います。
各管理組合で主体的に考えていただく中で、必
要ならば、問題解決に向けたお手伝いを致します。
●役員研修会
役員一人一人が自分の役割を認識し、問題の解
決に協力し合う理事会は、マンションの資産価値
の維持や居住者の安心、満足に大きく貢献します。
枚管連では、それぞれの管理組合の特徴や課題
に沿って、役員全員が理事会活動に関心を持って
活発に意見を出し合うことができるよう、体制作
りに協力しています。
●その他支援
管理運営上の諸問題に、専門家も交え随時ご相
談に応じます(原則無料)。内容によっては出張に
て対応します。
その他、ご遠慮なくお問い合わせください。
(事務局 ☎ 080-7969-8972)

枚方市主催による「マンション管理基礎セミナ
ー」が 9 月 19 日（月・祝）にラポール４階・会議
室にて 3 年ぶりに開催されました。

セミナーの後半部分は、枚管連の 3 管理組合が
「管理組合の課題対応の事例」として、インタビ
ュー形式で、①修繕積立金の値上げ、②管理会社
の変更、③機械式駐車場の台数削減の取り組みを
紹介しました。セミナー終了後、出席した管理組
合から機械式駐車場の集約などの相談が多数寄せ
られました。セミナー後の市のアンケートでは具
体例の取り上げが大変参考になったとの意見が数
多くありました。
サッシの不具合をオーバーレールで改善

室内パイプスペース壁面へのインターホン設置
（不具合による消防署の移設指導について）

経年によりサッシの滑りが悪くなると開閉に負
担がかかり、枠の交換を伴うサッシや戸車の交換
を実施する場合が多いですが、戸車の交換でもか
なりの高額となります。築 49 年のマンションでサ
ッシを動き易くする「オーバーレール」を管理組
合がホームセンター等で購入し、DIY（各自）で設
置したところ、著しく改善したとの情報をいただ
きました。少額の費用で（数千円／戸）
、取り付け
も各自でできたそうです。オーバーレールには幾
つか種類もあるようです。
（以下の HP をご参照下
さい。設置の際もポイントも記載されています。）

配管が通っている室内のパイプスペース壁に、
共用設備であるインターホンを移設する場合、イ
ンターホンが高機能化し精密になっていることか
ら、結露等で基盤やその他部品に不具合（故障）
が生じる可能性があり、非常通報に影響が出ます。
不具合が生じるようになった場合、消防署は復
旧等の指導を行いますが、居住者には費用負担が
生じる可能性があることを伝え、了承を書面にし
ておく必要もでてきます。インターホンの移設の
場合は設置場所の確認を十分に行って下さい。

http://k-kumamoto.ticcata.jp/products/series/i
【編集後記】
◆管理組合活動において、情報収集は欠かせませ
ん。ネット環境は昔に比べ様々な情報を探すのを
可能にしましたが、情報も様々です。自分達のマ
ンションに適用できるものは何かを見極めなけれ
ばなりません。理事会も失敗はありますが、大き
な失敗を回避するためには、自分達が進めたいこ
とについてメリット・デメリットを正確に評価し
検討すること。推し進めること以上に必要なのは
一旦立ち止まる勇気かもしれません。

nfo/id/K08-158/?filter=category&code=380100
00 （または「株式会社クマモト オーバーレール」
で検索）

戸車に問題がある場合も考
えられるので、一概にオーバー
レールの設置ですべて改善す
るかは保証できませんが、試し
てみても良いかもしれません。
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