
前期の理事長さんに理事長を推薦されたとき、「理事長なんて器じゃありませんよ」と答え

ました。当時の自分といえば、仕事はしていましたが、人付き合いはほとんどなく、外出もし

ないという暮らしぶりでした。 

新多摩川ハイム管理組合の理事長の業務は、「管理組合を代表し、その業務を統括するほか

規約、規定および使用細則など、または団地総会もしくは理事会の決議により理事会の職務と

して定められた業務を遂行する。」となっています。マンション管理組合について、興味、関

心がなかった自分には初めはよく分かりませんでしたね。マンション管理組合理事長には「善

管注意義務」、善良な管理者の注意義務という責任が伴います。自分は「善良な管理者」では

あったと思いますが、「注意義務」をしっかりと果たせたかどうかは分かりません。 

理事会の活動は、発行済みの「ハイムだより」で報告されています。ここでは理事長として

関わってきた業務で印象に残っていることをいくつか体験談として書いてみたいと思います。 

緊急事態宣言が発令され、コミュニティプラザを閉鎖するか否かを迫られましたが、子供た

ちのメンタル面を考え、閉鎖しないことを決断しました。広場に行って、子供たちが遊んでい

る様子を見ました。子供たちが小さなマスクをして遊ぶ姿が可愛くて、これでよかったと思っ

たものです。 

遊具の選定には時間をかけました。遊具選定小委員会を作って、取り組みました。予算と相

談しながらの選定でした。魅力的な遊具はたくさんありましたが、断念せざるを得ませんでし

た。安全性、デザイン性、遊戯性のバランスを考えて選定した遊具は、全員一致で決まりまし

た。現在、二つの公園は工事が完了し、遊具が設置されています。親子一緒に遊べる遊具もあ

ります。楽しんでもらえたら、うれしいです。 

楽しいイベントになったであろうフリーマーケットは、中止にしました。5月開催の予定で

したが、新型コロナウイルス感染拡大のことを鑑み、昨年に続き中止としました。残念です。

唯一、地域の人たちとの交流の場でありました。こんなときだからこそやりたかったイベント

でした。感染拡大が収束に向かえば、青空の下、賑やかに開催されたでしょう。 

コロナ禍での一年間でしたが理事会は会議も業務も「不要不急ではない」こととして、活動

してきました。理事役員の方々はそれぞれの担当業務に積極的に携わってきました。 

業務も半年を過ぎたある日、ある方に「新多摩川ハイムが自分の家のように思えてきまし

た」と言ったところ、「そうですよ、あなたの家ですよ」と言われ、改めて気付かされました。

新多摩川ハイムに関することを多く学びました。当然、まだ把握しきれていないことはたくさ

んありますが、一年前の自分を考えたとき、新しい分野と出会い、視野が広がったのではない

かと感じています。貴重な経験をさせてもらいました。 

最後に、現在、新多摩川ハイムを守るために尽力されている全ての皆様、これから理事会に

関わってくださる次期役員の皆様、これからも新多摩川ハイムをよろしくお願いいたします。 

発行者 新多摩川ハイム管理組合 理事会 （〒214-0012 川崎市多摩区中野島 6-
29-7） TEL 044-945-1193 FAX044-945-2316 sintamah@chive.ocn.ne.jp

Shintamagawaheim seit 1987 新多摩川ハイム 
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第 32期理事会発行 

 第 32期の一年間を振り返って 理事長 上野月子 
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◆大規模修繕工事 「建物調査診断結果および基本設計」住民説明会開催

大規模修繕委員会 

「大規模修繕工事 建物調査診断結果および基本設計」住民説明会を 

８月２８日（土）午後１時より中野島会館に於いて開催しました。 

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、住民の皆様には現在の感染状 

況を踏まえ出来るだけ席と席との間隔を保つなど感染防止対策にご理解 

をいただき、入場時の検温、マスク着用など感染防止対策を徹底し開催 

しました。住民の皆様には３２名ご出席いただき、主催する第３２期理 

事長以下理事三役、大規模修繕委員、管理会社㈱住商建物、設計会社 

㈱ＴＤＳが同席し説明会を開始しました。 

第３２期上野理事長の挨拶に続き、佐々木委員長より第一回大規模修 

繕工事から現在の大規模修繕委員会の発足と活動までの経緯、 

また、今回の大規模修繕工事の考え方などの説明がありました。 

続いて建物調査を行った㈱ＴＤＳより調査診断結果の報告なら 

びに修繕工事基本設計について説明がありました。 

昨年行った建物調査や住民の皆様におこなったアンケート調査 

の結果をもとに、建物全体の劣化状況や不具合などから大規模修 

繕工事の必要性や防水性能向上のための各所補修工事、防水工事 

改良改善工事の計画についてプロジェクターを活用し説明しまし 

た。 

ご出席の方からは、次のような質問、要望がありました。 

質問：工事期間中の協力事項や注意事項として、バルコニーでの 

洗濯物干し、植木鉢の扱い、網戸の取り外し、エアコン使用な 

 どの制約事項、作業負担などを説明して下さい。 

回答：植木鉢の置き場所は設ける、エアコンは夏場でも基本的に 

使用可能、網戸の取り外しは業者を考える、など回答できる項 

目もあるが、費用負担はどうするなど委員会での検討事項もあ 

り、詳細については、施工会社決定後、施工会社、㈱ＴＤＳ、 

大規模修繕委員会で協議検討整理し、工事説明会を開催して居 

住者の皆様に詳細を説明したい。 

質問：工事日や工事時間の考え方、在宅の必要性を教えて下さい。 

回答：基本的には平日（土日祭日を除く）、9時～5時で考えたい 

が、施工会社の意向も踏まえて決定していく。玄関扉塗装日は 

在宅が必要になるが、工事日程、個別住戸のスケジュールは工事説明会で報告し掲示板などにも掲

示します。住戸の都合により日程が合わない時は個別に調整いたします。 

質問：予算概算、外部借入金の考えを教えていただきたい。 

回答：施工会社見積前なので、具体的な予算額の明示はできませんが、大規模修繕だけに限れば外部

借入金は考えていない。また、施工会社が選定され、工事費が決定した段階で臨時総会において住

民の皆様に諮っていく。 

質問：大規模修繕工事が一般的には１２年サイクルだが、今回は前回工事から１８年経過しているが、

どのような理由か？ また、今回の工事以降は１５年サイクルとした理由は何か？ 

回答：国交省ガイドラインでは修繕工事サイクルを１２年目安としているが、あくまで目安であり建

物の状態などからケースバイケースで修繕工事が行われています。新多摩川ハイムは、8年前の建

物調査結果や今回調査結果から今は本計画を進める時期と考える。 

また、新多摩川ハイムの現在の状況、塗料の高性能化などを鑑みて次回は１５年を目標とした。 

最後に委員長より、記載しきれなかった質問も含めて今回の質疑応答の内容、居住者皆様から頂い

た質問と回答を整理して配布することの約束がありました。 

（記：髙相） 
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排水竪管からの逆流事故が発生していることを受けて、排水管洗浄については、臨時総会(2021年 6月 6日)

を開催したうえで、通常の排水管洗浄から「特別洗浄」に切り替えたうえで 7～8月にて、実施が完了しまし

た。また、排水管の劣化調査についても、複数の会社から見積もりを取得し、東京ガスリノベーション㈱に発

注し、9月から詳細な排水管劣化調査を実施していく計画です。 

排水竪管内については、定期的に洗浄作業を行ってきていますが、長年の油脂、油汚れ等の堆積により、排

水管の継手部分などの一部では配管内の閉塞が進んでおり、室内へ逆流する事故なども実際に発生しておりま

す。なお、竪管内の汚れ状況としては、排水される水の量も中層階や下層階と比べると少ないため、一般的に

は、上階部分で溜まりやすいものとなります。劣化の進行具合は、各棟や専有部分の住戸タイプによって異な

っている可能性もあり、調査結果に基づき排水管改修工事の実施について検討を進めていく予定です。  

（以下、竪管継手箇所、階層別の竪管内の写真参照） 

 

【夜間緊急トラブル】住商建物 緊急連絡先 ０１２０－７３９－８１６（24時間 365日受付） 
・夜間に建物のトラブルなど困ったことが発生したときは、住商建物緊急連絡先に連絡してみてくださ
い。一時受けした後、マンションの緊急時連絡先リストに基づき、業者手配等の一時対応を行ってく
れます。業者が２４時間受付の場合は、来てくれることも。

【自然災害時の情報収集】停電でなければ、テレビと併用で。 
●スマホを利用の場合
「新かわさき防災アプリ」（アプリインストール）が、便利。
・各種災害情報をリアルタイムに受信でき、発令中の避
難情報や避難所開設情報を地図で確認できます。

●携帯電話（いわゆるガラケー）を利用の場合
「メールニュースかわさき」が、便利。
・携帯電話 mailnews-m@k-mail.city.kawasaki.jp  
（ｐｃ・スマホへもメール登録できます↓）

PC・スマートフォンなら mailnews@k-mail.city.kawasaki.jp  
・携帯電話・スマートフォンに 登録しておけば 川崎市からメールでお知らせが来ます。 
登録するときに入手したい情報を予め選べ、防災のみの情報の入手もできるようです。 

大地震の場合は１階の居住者が災害対策本部への連絡係になり、異常気象による多摩川氾濫が起きれば下階の 
居住者は上階廊下への避難もありうるでしょう。 
災害に強いマンションとは、「居住者同士が思いやりを持ち、助け合いをする共助」が重要なポイントです。 

防災メモコーナー③ 

「メールニュースかわさき」の登録先 

今回のテーマは 情報・連絡先について 

 排水管劣化診断調査について 
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新多摩川ハイムも竣工後３０年以上経過し、構内の植栽も当初は小さく疎らにさえ感じていたものが、今

や見違えるように大きく成長してきました。このため、一部の中・高木については、隣接する樹との間隔（根

元での幹の間隔ではなく、上部の葉の生い茂った樹全体としての間隔）が無くなり、互いの枝が干渉しあっ

てそれ以上の成長が出来なくなっているところが増えてきました。 

竣工当初は樹が小さく、見栄えを良くするため間隔を詰めて多めに植樹されたものと思われますが、今や

夫々が成長し過密状態になったため、この際植栽環境を改善する必要があると判断いたしました。このよう

な過密状態を放置すると、風通しの悪さが原因と思われるスス病・うどん粉病などがさらに広がり、また隣

接する樹高がより高い樹に日光を遮られ、十分な光合成が行えなくなったために既に枝枯れが進み始めて

いる樹などは、やがて樹全体の枯死につながることも大変懸念されます。 

以上の点を考慮して、当委員会としてはこれまでハイムの植栽維持管理を委託しております造園業者野

澤園の専門家とともに、改めて構内のすべての中・高木を調査した結果、下記の樹については間伐するのが

妥当と判断するに至りました。なお、時期は来年４月以降を予定しており、対象には「間伐予定」と表示し

てあります。下記の写真は③５号棟南側のカツラです。 

① ２号棟南側 アラカシ  ４本  

② ４号棟前駐輪場 シラカシ群 （列状に植えられたものの半数）

③ ５号棟南側 カツラ １本  

つきましては、住民の皆様には本件に関しご意見がございましたら、各エントランス及び管理事務所に備

え付けのハイムポストまで、ご記名の上お寄せください  

今期の通常総会についても、昨年と同様にコロナウィルス感染が拡大している状況下での開催となりま

す。２０２１年１０月１０日（日）１０時からの開催を予定しており、昨年の通常総会と同様に本総会に

おきましても、可能な限り、参加人数を抑えて開催したいと考えております。各議案の決議にあたり重要

な質問・確認事項（事前質問も承ります）がある方を除いては、極力、委任状または議決権行使書の意思

表示にご協力いただきますようお願いします。 

総会の運営にあたっては、感染予防対策を講じながらの開催となりますので、皆様のご理解・ご協力を

おねがいします。 

 植栽環境改善のための間伐について 緑の環境委員会 宮川直遠 
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大規模修繕工事時のアンケートでも、「サッシのクレ

セント錠、網戸、玄関扉の鍵、ドアハンドルなどは個人

で修理して良いのか」「また、修理可能な会社などはど

こに聞けば分かりますか」などの内容がいくつかありま

した。サッシ、網戸、玄関扉などの部品については、維

持管理の費用負担など分かりにくい点があるため、管理

会社とも協力し、管理規約、使用細則等を基に整理を行

いました。 

先般、「専有部分と共用部分の取り扱いと日常的な補

修等について」というお知らせ書簡を全戸に投函してお

ります。案内のなかには、バルコニーサッシの戸車、網

戸の修理や玄関扉の消耗部品交換の費用負担等について

取りまとめています。また、専有部分等の修理依頼先リ

ストについても参照資料として、添付しています。

修理依頼先のリストに関しては、当ハイムに出入りし

ている会社及び管理会社の協力会社等となり、各種補修

検討においての指定会社ではございません。あくまでも

修理依頼の際の参考となりますので、依頼にあたって

は、各自のご判断にてご利用ください。 

 

＜審議事項＞ 

１．排水管劣化診断調査について 

 3 月理事会で選定済みの日本設備（株）が調査を辞退

したため、「㈱長谷工リフォーム」「東京ガスリノベーシ

ョン㈱」の 2 社から見積りを再度取り寄せた。両社の見

積額は僅差、住商建物の意見も聴取して、「東京ガスリノ

ベーション㈱」に決定<6,7 月> 

 調査は、1,2,5,6 号棟各 1 戸、3 号棟 3 戸、4 号棟 2 戸

に入室して行う予定。電話により個別にあたって対象と

する戸を決める。<8 月> 業者から最終の調査スケジュ

ール案が示され、9/21～30の予定で調査を進めることと

した。<9 月> 

２．浸水対策実施に向けた調査実施について 

TDS と検討依頼内容について打ち合わせた。TDS への発

注を承認。<6 月> その後、TDS による中間報告（8/3）、

報告書修正に向けた打合せ（8/27）を実施。<8,9 月> 

３．プレイロット旧遊具撤去、新遊具設置工事について 

 7/12～31 にかけて工事を実施する。トーテムポールは

残置とし、プレイロット水飲み場の水栓閉塞を解除する

ことを承認。旧遊具撤去・掘削・埋め戻しを（株）サル

ーテに発注することを承認。なお、新遊具設置は（株）

ボーネルンドが行う。≺7 月≻ 

４．敷地内樹木の間伐調整の実施について 

 過密状態となった樹木は成長が妨げられるため、間伐

を進める予定である。間伐の対象樹木に印をつけた。ハ

イムだより・ハイムのひろば HP・掲示板にて半年間周知

し、まずは間伐の可否などの意見を求めることとした。

<8 月> 

５．ハイムのひろば HP への理事会議題を掲載すること

の可否について 

議題だけでも HP に載せてはどうかという相談があり、

議論した。｢議題だけでは正直なところ内容はわからない

だろう｣｢お年寄りなどパソコン等を持っていない人は

HP を見られないので、情報格差が生じる｣｢もし載せる場

合、何を載せて何を載せないかを議論し、規則を作って

からやるべき｣などの意見が出た。当面は HP に載せない

こととするが、今後も引き続き議論していくこととした。

<8 月> 

６．大規模修繕委員会からの提案事項について 

 佐々木委員長より、｢8/23（月）に施工会社公募、8/28

（土）に住民説明会を行いたい｣との要請があり、承認し

た。また、大規模修繕工事の対象外とした｢エレベータ更

新｣｢集合郵便受け更新｣などの事項については理事会で

検討して欲しい、との要請があった。<8 月> 

７．管理員・宿直管理員業務費の増額相談について 

 管理会社は、昨今の人材不足、人件費の高騰、各種経

費の増加に対応していくため、管理員・宿直管理員業務

の増額を管理組合に要請してきた。増幅幅を少しでも抑

える交渉を何度も行った末、最終的に管理員業務費＋9

万円／月の増額と宿直管理員業務費－4 万円／月の減額

（再委託先変更による減額）を了承した。<7,8､9 月> 

８．通常総会議案書（案）について 

 第 1～4 号議案の内容を確認し、一部修正した後議案書

案を承認した。ガーデニングクラブ、ハイムのひろばを

つくる会、緑の環境委員会からの新年度予算を承認した。

来期予算として、非常用照明を兼ねた蛍光灯の LED 化工

事費、雷対策工事費を計上した。<9 月> 

専用使用部分の修理依頼先や費用負担について 

第 32 期第 9～12 回の理事会（2021 年 6 月～9 月）で、

審議された主要事項を以下に示します。 

議事録は管理事務所にて閲覧できます。 

  Shintamagawaheim 新多摩川ハイム 
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編集後記  

今回が 32 期理事会発行の最後の「ハイムだより」

です。ご協力いただいた皆様に感謝いたします。

す。

９．RB-27「大地震発生時の対応要領」、RB-06「理事会役

員の分担業務について」、RC-04「防災会会則」、「役員名

簿」の改訂について 

 防災会は第 31 期で活動を終了したため、理事会防災対

策班をつくりその業務を引き継いだ。それに伴い規約の

一部が修正された。修正されたこれら規約を承認した。

<9 月> 

１０．その他 

(1)耐用年数が過ぎた電動式階段昇降機の廃棄、その代替

品である救護用担架の購入を承認。<6,8 月> 

(2)管理棟階段滑り止めシート設置、4 号棟側プレイロッ

トを監視できるように防犯カメラを移設、5 号棟と 6 号

棟の間にある遊具が不安定で危険なため撤去を承認。 

<6 月> 

(3)駐車場出入口の路上の白い

矢印（4 ヵ所）が見づらくなっ

ているため表示塗り直し作業、

バルコニー手摺りガラス熱割

れ補修を承認。<7 月> 

(4)RB-22「ハイムクラブに対する支援について」で内容

が正確に伝わらない書き間違いの箇所が見つかったため、

一部修正。修正版 RB-22 を承認。<7,8 月> 

(5)旧・ハイム防災会に代わる新しい名称を、理事会防災

対策班（略称｢防災対策班｣）とすることとした。<8 月> 

(6)駐車場天井耐火被覆部分からの漏水調査（これは損害

保険の適用範囲内）（江田特殊防水工業（株））、消防設備

点検で指摘された不良箇所についての消化器交換・火災

報知器交換（日東商会）、ケヤキの枯れ枝伐採（野沢園）、

3 号棟ゴミ置き場サッシ上部の破損修理（古谷土建）を

承認。<8 月> 

＜情報共有事項＞ 

１．臨時総会のシナリオ、当日準備、役割分担の確認 

 臨時総会のシナリオ等について関根氏から説明あり。

議決権総数 737 のうち、委任状、議決権、出席予定者を

合わせて過半数以上であり、開催条件は既に満たしてい

る。また、当日の受付、マイク担当、検温担当の役割分

担を決めた。<6 月> 

２．雷被害状況の確認と保険申請について 

 5/1 の落雷被害の状況と復旧費用が出揃い、三井住友

海上に保険請求を行った。その結果、ほぼ全額が保険で

カバーできることがわかった。<6,7 月>

３．居住者からの問い合わせ事項について 

専有使用部分での鳩の巣撤去費用について問い合わせ

があった。区分所有者が費用を払い、管理組合はタッチ

しないことを回答。<6 月> 

４．｢ハイムだより｣発行について 

 9 月に発行する。<8 月> 

５．その他 

(1)排水管からの逆流事故が発生していることを受けて、

急遽排水管の通常洗浄から特別洗浄に切替え、6 月臨時

総会で予算承認を得た後、特別洗浄を 7～8 月に実施し

た。<6,9 月> 

(2)作成中であった資料｢専用部分と共用部分の取り扱い

と日常的な補修等について｣が完成し、9 月中に全戸配布

予定。<9 月> 

(3)3 号棟エントランス天井部分の補修は大規模修繕工

事の対象外となったため、理事会側が現在見積りを取り

寄せ中。<9 月> 

(4)駐車場棟天井耐火被覆部分からの漏水調査に関する

報告書が江田特殊防水工業より出され、雨の進入部分が

明らかになった。今後、大規模修繕側で行うか理事会側

で行うか相談していく。<9 月> 

(5)3 号棟ごみ置き場サッシ上部の破損を修理する予定。

倉庫に残っている塗料を使用する。<9 月> 

(6)プレイロット水飲み場（2 箇所）に

節水蛇口を取り付けた。<9 月> 

(7)管理棟擁壁の水抜き穴閉塞は、構造

力学的に問題ないことや最良の閉塞方

法を専門家に確認（TDS 浸水対策最終

報告書へ記載）した上で決めることと

した。<9 月> 

  Shintamagawaheim 新多摩川ハイム 

-6- 

ハイム公式ホームページ「ハイムのひろば」

https://heimnohiroba.com/

「理事会からのお知らせ」等居住者限定情報の閲

覧にはパスワードの入力が必要です。

パスワード:heim2018


