
 

  

 

第33期の一年間を振り返って           理事長 奥田 博之  

大規模修繕工事 進捗状況とお願いについて 

大規模修繕委員長  佐々木 博 

 

 

 

 

第 33期管理組合理事長の奥田です。日頃より大変お世話になり、ありがとうございます。 

当ハイムに住んで十年超になりますが、今まで管理組合理事の経験もなく、いきなり理事長という重責を任さ

れることになり、戸惑いと不安の中で始まった記憶がございます。 

今期理事会では、区分所有者様やお住まいの皆様が、日々安心して生活していただけるように、「前期からの

引継ぎ事項の対応、安全の確保、マナーの向上など」を目標に、管理組合運営に取り組んで参りました。 

そうした中で、管理組合での役割について以下の4点を意識し、行動してきました。 

① 良好なコミュニティの形成 

② マンション管理会社や設備保守業者の適正な外注管理 

③ 大規模修繕工事等の適切な修繕管理 

④ 財政健全化のリスク管理 

ただ、未熟な点が多く、意識と行動は上手く結び付かず、その為、皆様にご迷惑をお掛けしてしまった点も

自覚しておりますが、理事の方々、管理会社様のサポートを受けながら、１年間務めることができました。 

今期は、令和4年3月から第2回目となる大規模修繕工事が開始されています。（令和4年 12月終了予定）

また、当ハイムは、築30年以上が経過し、今後もエレベーター、サッシの更新等、大規模修繕工事に匹敵する

ような複数の修繕項目が控えております。その計画・実行についての準備、また費用の面でも、修繕積立金の

見直しが必要である等、多くの課題が存在しています。 

1 年間の管理組合運営を終えるにあたり、理事会の適切な運営の源は、ひとえに皆様のご理解とご協力にあ

ることを、毎月開催した理事会、大規模修繕委員会といったことを通して、身をもって実感致しました。 

担当理事の方々、大規模修繕委員会の委員様、管理会社様、 管理員様、また、組合員の皆様の協力を得て、

私自身も住民としての立場を忘れることなく、住み心地の良いマンションであり続けることを願っています。  

理事長の職務は残すこと僅かとなりますが、この1年間のお礼を申し上げたいと存じます。 

最期になりますが、今後は新役員の皆様が組合運営を行っていきます。今期同様、新役員への皆様のご理解

とご協力を私からもお願いし、理事会を代表し挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。 

 

 

 

日頃より大規模修繕工事にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。 

工事における対応の悪さ、雑な作業状態などご指摘もあり、不快感・不信感を招いたことをお詫びいたしま

す。施工会社では体制強化、および、作業員教育や指示の徹底など日々繰り返し実施して改善を図っています。 

1. 工事全体の進捗状況 

大規模修繕工事は、3月開始から8月で概ね中程を経過したところとなりました。現在（8月時点）の進
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捗状況を報告させていただきます。 

工事の仕上がり状況を表す出来高は8月末時点で工事全体のおよそ55％（予定61％）となっています。こ

れは、天候などにより一部工事の遅れが若干みられますが、年内竣工には影響がないと考えています。 

2. バルコニーの長尺シート撤去 

給湯器下のシート撤去が一部残ってしまいました。給湯器のカバーを外して手作業による撤去を 8 月下旬

より開始し、9月上旬には撤去を完了する計画で進めています。 

3. 管理棟屋上タイル床の補修工事に関する仕様変更 

管理棟（中野島会館、集会室、管理事務所、電気室等）屋上床のタイル補修工事について当初計画を変更

しましたので報告いたします。 

当初計画では、破損したタイルの貼替えを計画していましたが、現在貼られているタイルがすでに生産終

了となっていることが分かりました。そのため現在流通している“タイル”を加工して施工しなければな

らず、当初見積もりを超える工事費となることが判明いたしました。また、今後の補修に対するタイルの

供給が充分に得ることができないため、現状のタイルによる継続的な維持管理が困難であることが分かり

ました。 

大規模修繕委員会としては、当初見積もりより増額となること、仕上がりに当初との違いが出てきたこと、

今後の補修処理による継続的な維持管理が困難なことから、現在のタイル以外の素材による全面更新が有

効であると判断して、理事会に諮問して今回の大規模修繕工事では「管理棟屋上タイル床の補修工事は行

わない」こととしました。今後の進め方は理事会を中心にどのような素材がニーズに適しているかなど検

討を進めていきます。 

4. 大規模修繕工事による植栽への影響、エアコン不具合、サッシ・網戸などの不具合の対応 

大規模修繕工事で植栽などに影響があった箇所については「原状復帰」が原則であることを仕様書で明記

して発注しています。同様に「エアコンの調子が悪くなった」、「サッシ・網戸の開閉が悪くなった」、「窓

ガラスに傷がついた」など問題があった場合、個々に状態を確認して工事による不具合か確認して対処し

ます。 

作業が完了し、足場を解体する前に各戸にアンケートを取り、不具合の対応は行いますが、工事対象以外

の箇所での不具合は速やかに現場事務所への電話、または、ご意見の投函をお願いします。 

5. 大規模修繕工事へのご意見の投函について 

「大規模修繕工事に関するご意見書」の投函場所が少なく、ご不便をお掛けしています。 

本来ならば、各エントランスに投函箱を設置すべきなのですが、共用廊下では通行の邪魔になるために専

用箱を設置できない状態です。以下のボックスをご活用願います。 

ア) 大規模修繕用投函箱：管理事務所、現場事務所外壁（日々回収します） 

イ) 新多摩川ハイムボックス：管理事務所（日々回収します） 

ウ) 新多摩川ハイムボックス：各エントランス（毎週回収します） ※ お急ぎでない方はこちらへ投函

願います 

6. 大規模修繕工事に関するお願い 

① 玄関扉枠塗装（自宅待機）の日程調整 

50戸ほどの居住者様と玄関扉枠塗装の日程調整ができておらず、作業が完了していません。 

お手数ですが、現場事務所に連絡し、日程の確定をお願いします。 

② 植栽置場の部屋番号明示について 

殆どの方が植木鉢に部屋番号を明示していただきき、所有者が分かるようになっています。 

工事も終わりに近づいて植栽置場の撤去の時期も近づいてきました。今一度、確認していただいて全

ての植木鉢等に部屋番号が明示されるようお願いします。 

最後に、9月に入り大規模修繕工事は、防水・塗装工事を中心にいよいよ終盤戦へと入っていきます。安全

第一・無事故で工事終了となりますよう引き続き皆様のご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 
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第34回通常総会の開催案内について 浸水リスクに対する止水対策 
 

 

 

第 34 回通常総会を下記にて開催を予定してお

りますが、コロナウイルス感染拡大下での開催と

なります。従来通り、可能な限り参加人員を抑え

ての開催となります。各議案の決議に当たり重要

な質問・確認事項（事前質問も承ります）がある

方を除き、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たくお願いします。 

日時：2022 年 10 月 2 日（日）午前 10 時～12 時 

場所：中野島会館 

2019 年の台風 19 号では被害を受けた地域があ

りますが、内水ハザードマップ上では当ハイムの

浸水リスクは少ない地域と考えられます。今期は、

先行して実施可能な対策として、管理棟ドライエ

リアの浸水対策を実施しました。止水対策につい

て専門会社に依頼した検討結果として「浸水対策

（ダイジェスト版）」を配布いたしますので、ご査

収願うとともに各ご家庭においても、ご確認をよ

ろしくお願いします。 

● 第 7 回理事会：2022 年 4 月 2 日（土） 

1. 「ハイムのひろばをつくる会」から業務内容等

の報告。 

2. キャッシュレス決済システムの導入検討【情報

共有】：キャッシュレス決済システム（三井住

友カード系“stera”）を導入した場合の概要

について説明。 

3. ハイム便りの発行【決議事項】 

4. 長期修繕計画書に基づき修繕積立金改定検討

【情報共有】：振替金想定金額を抑えたうえで

シミュレーション案を見直した結果等の確認。 

5. 大規模修繕工事に起因した対応事項【決議事項

（追認）】：1,2,5,6 号棟掲示板位置の照明追加

等。 

6. 駐車場使用規程の見直し検討【情報共有】：賃

貸者や 2台所有者にも、追加で使用出来るよう

にする改定案の検討。 

7. 各種補修工事等【決議事項】：承認。 

8. 管理委託業務費等の増額検討等【情報共有】：

日常清掃業務、事務管理業務費、給水設備点検

費用の増額相談について経緯等を確認。継続審

議。 

9. テレビ共視聴設備【情報共有】：JCOM よりの機

器交換の改造案についての内容共有。 

● 第 8 回理事会：2022 年 5 月 7 日（土） 

1. 「ハイムクラブ」からの業務内容等の報告 

2. 排気ダクト清掃実施に関する案内の配布【決議

事項】：各戸に案内の実施：承認。 

3. テレビ共視聴設備（J:COM 関連）【情報共有】

雑音対策の報告と改修提案：改修提案について

は別途検討。 

4. 長期修繕計画書に基づき修繕積立金改定検討

【情報共有】：更に複数案を検討し、次回理事

会に提案する。 

5. 組合費会計への振替実施【決議事項】：承認。 

6. 共用部分のサイン設置の検討と遊具部材交換

について【情報共有、決議事項】：承認。 

7. 共用部分 LED 化工事【情報共有、決議事項】：

補修や対象外等による価格変動を承認。 

8. 各種工事等【決議事項】：承認。 

9. 管理委託費等の増額の検討【情報共有】：さら

に検討を実施。 

● 第 9回理事会：2022 年 6 月 4 日（土） 

1. テレビ共視聴設備（J:COM 関連）【決議事項】：

棟毎にブースター増設予定。J:COM より無償譲

渡となるので、増設機器は組合の所有。不具合

時は無償修理（保守は J:COM）。承認。 

2. 管理棟浸水対策の実施等【決議事項】：建築士

の判断で塞いでも、水圧に十分な耐力あり安全

である。承認。 

3. 駐車場棟漏水に伴う補修工事の実施【決議事

項】：承認。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

第 33 期第 7 回～第 12 回の理事会で審議された主

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。 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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4. 次期役員留任確認及び候補者への声掛け等の

実施【決議事項】：承認。 

● 第 10 回理事会：2022 年 7 月 2 日（土） 

1. 駐車場使用規程の改定【情報共有・決議事項】：

駐車場に空きの増加を受けて、契約可能条件の

緩和検討。改定条件をさらに検討し、案の見直

しを検討する。保留。 

2. 管理棟換気ダクトスポット清掃の実施【決議事

項】：ダクト清掃・承認。換気扇・再検討。 

3. 管理委託契約費用の増額相談【情報共有・決議

事項】：同等規模マンションの管理委託費の調

査。今回の増額は高すぎるのではないか、との

意見もあり。 再度検討。 

4. 民生委員 2 名の選任及び地区世話人会の選定

等【情報共有・決議事項】：1名の留任の依頼と

新任の公募募集と必要に応じて世話人を選出

する。 

● 第 11 回理事会：2022 年 8 月 6 日（土） 

1. 大規模修繕工事の対象である、管理棟屋上タイ

ル床の修繕方法で部材の単価増により、全面補

修等の変更に関し大規模修繕委員長より説明

があった。大規模修繕工事と時間差が生じるの

は好ましくないとし、大規模修繕工事と並行し

て進めていく事を依頼した。 

2. 大規模修繕工事に際して、共用部の塩ビシート、

塗色等の色選定については、集合住宅の共用部

であることで、１色選択制とし委員会の決定色

で進めることを了承した。 

3. 駐車場使用規程の改定【情報共有・決議事項】：

賃借人と区分所有者の 2 台目の利用緩和の変

更案を確認した。新規１台目の利用者が不利と

ならないよう、臨時契約扱いとする条文を付け

ることとした。 

今後の方向として、まずは電気自動車の充電設

置の提案を依頼する。 

4. 管理委託業務費等の増額検討等【情報共有・決

議事項】：人員を 10 名から、9/8 名に減らした

場合の仕様減プランの内容等について確認し

た。主業務については従来通り対応可能だが、

外構・駐車場などの清掃・除草作業などの頻度

が減ることが確認された。まずは、9名プラン

での変更にて提案する方針とし、次回理事会で

最終決定予定。 

5. その他の【決議事項】：①各種届出処理の押印

廃止。②緑の環境委員会からの予算申請。：承

認。③次期役員候補者の声掛け状況。④各種補

修工事（自火報ベル、消火器交換）。：承認 

● 第 12 回理事会：2022 年 9 月 3 日（土） 

1. 通常総会議案書（案）の確認【決議事項】：承

認。 

2. 事務管理業務費、清掃業務等の増額【決議事

項】：承認。 

清掃業務費「週 5 日 9 名(週 1 日 半日 4 名)」

提案。現行金額月額：2,347,000 円 → 増額後

の金額：2,541,000 円(増額幅 194,000 円)時給

に換算して 1,922 円 

3. 止水対策検討ダイジェスト版配布【決議事項】：

承認。9 月に発行予定の「ハイムだより」と共

に配布予定。 

4. 駐車場使用規程の改定案【情報共有・決議事

項】：駐車場に空きが増えてきたことを受け

て、契約可能条件の緩和検討。本趣旨で見直

す。 

5. その他の【決議事項】：①各種届出処理の押

印：項目を選択承認。②民生委員の新規募集

案内の配布：承認。③長期滞納者への対応

等：前段階の対処案を承認。その後の段階の

対処案については状況により再検討。④「ハ

イムのひろばをつくる会」のレンタルサーバ

の容量が不足する見込みなのでアップした

い。利用料 13,608 円/年を上級の 31,758 円/

年にする件。承認。 

6. 各種補修工事等【決議事項】：受水槽バルブ周

りの不具合緊急対応（追認事項）。事後報告を

承認。 

● 編集後記 

第 118 号の「ハイムだより」をお届けいたしま

す。大規模修繕工事が始まりました。出来るだ

け多くの情報をお伝え出来ればと思っていま

す。「ハイムのひろば」にも多くの情報および

皆様のご意見等をお伝えしております。 

● 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 
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