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ハイムには、3、4号棟西側にプレイロットスペースがあり、 

滑り台、ブランコなどが設置されています。 

30期理事会に於いて、専門会社による安全点検を実施した 

結果、全ての遊具が現行の安全基準を満たしていないことが 

判明しました。                            

4号棟           3号棟 

これを受けて、31期理事会では遊具の部分補修等を検討しましたが、設置から30年以上経過していることもあり、 

安全基準を満たす改修は困難と判断しました。 

その後、プレイロットの遊具に関するアンケートを実施し、内容を精査した結果より、遊具は一旦全て撤去したうえで 

再設置する方針となり、通常総会に予算計上し、承認されました。 

 

32期理事会では上記結果を踏まえ、遊具の選定を行ってきました。 

遊具選定にあたっては、31期のアンケート結果を基に安全性を最重視するとともに、経済性、遊戯性、デザイン性を 

考慮し、ハイムの資産価値向上に寄与し、子育て世代がコミュニケーションをとれる場としての活用も検討しました。 

具体的にはジャクエツ、コトブキ、ボーネルンドの3社に2箇所のプレイロットを未就学児と児童（小学生）向けに 

分けて遊具配置を提案してもらいました。 

各社、遊具の個性があり、難しい選択となったのですが、遊具選定小委員会を立ち上げ、検討を重ね、理事会に於いて 

最終的にボーネルンド社に決定しました。遊具は発注済みで、7月より改修工事が実施される予定です。 

遊具イメージを以下に示します。 

 

【未就学児向け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

滑り台（複合遊具）            砂 場               レッドハウス 

 

【児童（小学生）向け】 

  

 

  

 

 

  

 

 

ブランコ               鉄 棒                スピカ 
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◆プレイロット遊具について 



 
先日、6月 6日(日)に臨時総会を開催し提案の 3つ

の議案が承認されました。緊急事態宣言のなか、委

任状、議決権行使書による参加を呼びかけ、皆さま

のご協力もあり、当日の出席者は 30名弱で開催する

ことができました。提案している全議案が承認され

ておりますので以下のとおり、ご報告します。 

 

１．マンション総合保険の中途更改について（水災

追加付保） 

現状の仕様に水災保険を追加し、火災保険等の主

契約部分の免責金額を 30万円から 10万円に引き下

げた上で更改することが承認されました。現状の保

険料と比べて年間 168,046円減額となり、2021年 6

月 28日（保険期間：5年間）から切り替えとなりま

す。 

また、水害対策の一環ですが、保険付保に加えて

止水対策の検討も並行して進めており、現状の把

握、情報収集、被害の想定、費用対効果を踏まえた

検討には時間を要しております。現在、10月の通常

総会への報告等を目指して検討を進めております。 

 

２．駐車場使用規程の変更 

自走式駐車場の利用に関して、車椅子を利用され

る方が車からの乗降時に活用出来るようなスペース

がなく困っているとの意見をもらいました。ゴミ置

き場前のスペースも利用はできますが、屋根がない

ことやゴミ収集車と重なる時間もあるため、駐車場

ゲート出口付近の区画を管理用区画として運用して

いくこととします。細かな運用に関して不明な点が

ありましたら管理事務所にご確認ください。 

 

 

 

 

 

３．排水管特別洗浄作業の実施について 

過去に 2回、排水管特別洗浄作業を実施してお

り、昨年は通常の洗浄に切り替えて清掃を実施して

きましたが、昨年末、今年と 1号棟で排水管から逆

流する事故が発生しており、既に 1号棟の一部系統

では先行して特別洗浄を実施しております。 

なお、他の系統でも同様のリスクを伴うため、特

別洗浄に切り替え 7月～8月に掛けて実施していきま

すので、特別洗浄に指定された日程のお立会い等の

調整にご協力をお願いします。 

また、特別洗浄だけでは排水管内部の劣化を解消

することはできませんので、併せて調査専門会社に

よる排水管劣化診断を実施する予定です。調査結果

を踏まえて、排水管更新（交換）等の検討も急ぎ進

めていきます。 

 

 

 

 この度、車いす利用者の方が車を乗り降りするため

のスペースを、ハイム駐車場内に新たに設けました。

駐車場ゲートを外

側から入ってすぐ

右 148番区画が、車

いす利用者乗降用

駐車区画となりま

す。車いすマークの

看板が立っており

ますので、それを目

印にして場所を確

認の上ご利用くだ

さい。（駐車は乗降時のみでお願いします。） 
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◆第３２期 第１回臨時総会結果報告 

◆車いす利用者乗降用の駐車区画設置について 

 
今日、トイレを何度ご利用になりましたか？  

災害が起きた日でもトイレを我慢することはできません。 
住戸ごとに災害時用を用意しておきましょう。 

これまでの理事会や防災会からの発信でご存じのように、大地震時当マン

ションの防災の考え方は原則自宅においての自宅避難（待機）ですので、食

料や水は１～数週間分備蓄されているご家庭もあるかと思います。ではトイ

レはどうでしょう。 

災害が起きた瞬間から我慢出来ても半日です。ところが災害発生時の断水

は被害の規模により数週間にわたる場合もあります。また、無理に流して排

水管のどこかに損傷があれば下階に汚水が漏れますし、下水管の破損も考え

られます。川崎市のゴミ収集が行われない期間は当マンションのゴミ置き場

も閉鎖せざるを得ず、ご自宅でのトイレゴミ保管が基本になります。普通のビニール袋に入れて自宅バルコニ

ー等に保管すると毎日溜まる家族分の袋は、（お隣とは隔て板１枚ですから）悪臭も心配になります。 
災害が起きた日も安心して生活できるように、悪臭や漏れの心配が少ない「高分子吸水ポリマー凝固剤、ポ

リ袋、消臭剤等」のセットになった防災用簡易（携帯）トイレを用意しておきましょう。自宅のトイレに被せ

て使用する比較的安価なものもあり、種類も様々販売されています。 

※用意する目安は（家族人数×トイレ利用回数×７日間）と書いてある防災サイトがありました。 

  

防災メモコーナー② 

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 

 

 



◆大規模修繕工事 基本計画の作業進捗について 

      大規模修繕委員長 佐々木 博 

 

現在、大規模修繕委員会は建物調査診断をもとに大規模修繕工事の基本となる工事範囲、仕様、工

法等をまとめた「工事基本計画」の策定作業を進めています。 

新型コロナウイルス感染拡大による様々な制約や私（委員長）の進め方の拙さによって、当初のス

ケジュールよりも３ケ月程度遅れています。今後は「重症化率の高いグループ」から「ワクチン接種

率の高いグループ」に変わり、スケジュールの回復に努めていきます。 

今回は、「工事基本計画」の概要、現時点の検討状況についてご報告いたします。 

１．工事基本計画の目的 

・住環境の維持と最低限の支出を目指し、躯体（建物本体）の保護を確実に実施する 

・工事中の居住者へのストレス軽減を図りながら安全性を確保した工事を実施する 

・今後１５年間は足場を必要とする大規模修繕の検討を行う必要がない工事を実施する 

以上を目標に工事基本計画を策定しています。 

２．工事基本計画の概要、検討状況 

① 工期の設定 

以下項目を費用低減、ストレス軽減の観点から検討中です。 

・連続した工事を実施し、工期 10か月を目標とする 

・前回と同様に夏場期間を避け、2期に分け工事する 

② 工事の範囲 

・居住棟、管理棟、付属（ゴミ置き場等）棟を工事対象とする。 

・駐車場については今回の大規模修繕工事の対象外とする。 

③ 仮設工事 

以下項目を検討中です。 

・ストレス軽減のための新技術について検討中です。 

・コミュニテイプラザを活用した仮設計画を検討する。 

   以下、④補修工事から➆防水工事については、建設関係に従事されていた技術者の方々の助言・

提言を頂いて信頼性や費用低減の観点からより良い工法と適用箇所を詰めています。 

④ 下地補修工事 

コンクリート面の表層ひび割れや破損部分等の補修について、躯体保護のため下地の補修をお

こないます。 

⑤ 外壁塗装工事 

外壁、内壁、バルコニー及び共用廊下見附部分等について躯体保護や美観の維持のため塗装仕

上げをおこないます。 

⑥ 鉄部等塗装工事 

鉄部の保護や美観の維持のため塗装仕上げします。 

⑦ 防水工事 

各住居棟の屋上、エントランス屋上、バルコニー部分ほか、付属棟の防水工事をおこないます。 

バルコニー床面（塩ビシート）について耐久性、費用対効果の観点から工事内容を検討中です。  

⑧ その他工事 

特に足場を必要とする次の補修内容を検討中です。 

・バルコニー手摺支柱補修、傾斜屋根の補修、軒樋更新について 

また、アンケート要望内容から次の項目を今回大規模修繕工事内で実施すべきかを検討中です。 

・エレベータ扉等破損の補修、ゴミ置き場扉等破損の補修、集合郵便受けの更新、壁汚れの原

因となっている台所用ベントキャップの更新について 

・「バリアフリー化」については時間を要する事案のため、設計会社（ＴＤＳ）の協力を得て別

途検討する予定です。 

・「ハト対策」に関しては他マンション事例でも大規模修繕としての良策が存在しないため、残

念ながら大規模修繕工事の一環としての検討を断念しています。 

３．今後のスケジュール 

基本計画が委員会、理事会において取り纏めされたのちお住まいの方へ説明会を予定しています。 

 
－３－ 
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第32期理事会議事録の概要は以下の通りです。 

過去の議事録は管理事務所にて閲覧できます 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

 

 

 

 

第32期第4～8回の理事会（2021年1月～5月）で、審議され

た主要事項を以下に示します。 

 

＜審議事項＞ 

１．一部住戸エアコン設置要領について 

 「エアコン室外機天井吊り設置要領について（案）」をRB-29として

制定すること、該当する居住者に個別説明するための資料｢天井吊りの

エアコン室外機の設置等について｣を承認した。<1月> 

 

２．プレイロット遊具更新工事の実施について 

 小委員会は絞り込み作業を進め、遊具業者 3 社の中からボーネルン

ド社を選び、児童用としてロープネスト（ブランコ）、鉄棒、スピカ、

幼児用として砂場、赤い家、プレイタワーフィジカル（滑り台）を選定

した。それを理事会は承認。また、北側（4号棟側）プレイロットを幼

児用に、南側（3号棟側）のそれを児童用とすることにした。 

<1,2,3,5月> 

 

３．水災の追加付保について 

 現在の損害保険には「水災」が含まれていないので、水災を付保すべ

く 3 社から見積りを取り検討を進めた。水災を付加するにもかかわら

ず、保険料が安くなることが分かった。今後、6月の臨時総会で承認を

得るべく準備を進める。<1,2,4月> 

 

４．フリーマーケット、防災訓練の開催は中止 

 コロナ禍の現状とワクチン接種計画情報から、開催は無理と判断し

今期は実施しないこととした。<2月> 

 

５．排水管清掃の実施について 

 1号棟排水管で逆流事故が発生したこと、第一カッター興業（株）の

特別洗浄への変更提案があったことから、急遽今期の排水管通常洗浄

は特別洗浄に切り替えることとした。1号棟の排水管2系統は、先行し

て特別洗浄する。なお、特別洗浄のための今期予算がないため、6月臨

時総会に諮り今期予算の承認を得る予定。<4月> 

 

６．大規模修繕工事アンケートに伴う理事会検討事項 

(1)車いす利用者が乗降するためのスペースを駐車場内につくって欲

しいという要望があり、出口近くの区画 148 を車いす利用者乗降場所

として提供することとした。これは区画 148 利用者に別の区画に移っ

ていただけたことにより実現できた。<2,3,4月> 

 

 (2)専有部分、共用部分、専有使用部分がどこで、玄関扉の鍵、網戸、

サッシなどの補修費用の負担が管理組合か居住者か等についての資料

が欲しいという要望があった。管理会社の方で資料作成を進める。 

<2,3月> 

 

７．植栽3年契約の締結及び各所改善作業の実施について 

 緑の環境委員会から野沢園との植栽管理契約（3年契約）を更新した

 

いという提案があり、これまでの野沢園の柔軟な対応を評価し承認し

た。また、管理棟上半円形花壇内植替え作業、ハイム住人から寄贈のク

マノザクラ2本の植樹など各所改善作業の実施を承認した。<3,5月> 

 

８．コミュニティプラザの水栓閉鎖

解除について 

 水栓部分が閉鎖されており、コロナ禍で

手洗い・うがいがしにくいので使えるよう

にして欲しいという要望があった。水栓閉

鎖解除を承認し、新たに蛇口を取り付け

た。この蛇口は押して使うタイプのもの

で、たとえ水の不正使用があったとしても

実害は少ないと思われる。<4月> 

 
９．給水ポンプオーバーホールの実施費用変更について 

 相互ポンプ製作所からの見積書に計算間違いがあり、予算 200 万円

を超えてしまうことが判明した。対処として、今期のオーバーホールは

中止し、10月通常総会で予算をとり直し来期（第33期）に実施するこ

ととした。<5月> 

 

１０．臨時総会議案書の確認について 

 6/6臨時総会に、水災の付保、駐車場規程の変更、排水管特別洗浄の

実施の3議案を諮ることとし、それら3議案の内容確認を行った。 

<5月> 

 

＜情報共有事項＞ 

１．管理棟浸水対策の実施に向けた調査実施について 

 川崎市から出された「内水ハザードマップ」によると、ハイムの一部

エリアで浸水深 10～20cm（最大クラスの浸水）が想定されている。<3

月> また、TDSから提出されたレポート（無料）は内容が十分ではな

いため、TDSと小委員会とで打合せを実施しTDSへの具体的な検討依頼

事項を議論した。<4月> 

２．「ハイムだより」発行について 

 1月に発行し、続いて大規模修繕特別号を発行（3月）することとし

た。<1月> また、6月に発行することとした。<5月> 

 

３．長期修繕計画書の概要確認について 

 今までは主に外壁の大規模修繕でやって来られたが、今後は設備の

修繕（排水管、エレベータ、サッシ）などが新しく加わってくるため、

修繕積立金の改定に関する検討が必要になってきている。長期修繕計

画書の現況および国土交通省ガイドラインによる修繕積立金の目安に

ついて確認した。<5月> 

４．社会福祉協議会広報誌への寄稿について 

 上野理事長が当ハイムやガーデニングクラブなどについて紹介する。

<5月＞ 

Shintamagawaheim新多摩川ハイム
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