
若葉台第７住宅管理組合 第１９回通常総会議事録 

■開催日時：平成１４年５月１２日（日） 

       午前１０時開会・１２時２０分閉会 

■場  所：若葉台地域ケアプラザ（２階 多目的ホール） 

■出 席 者：組合員（確定数）出席７３名 委任状３２８名（合計４０１名） 

       来賓（とちのき自治会会長・若葉台管理センター課長） 

■内  容： 

１．開会の辞（総務担当理事） 

２．○○理事長 挨拶 

３．来賓挨拶（とちのき自治会会長 挨拶） 

４．出席、委任状状況報告（総務担当理事）  

 出席７２名、委任状３１６名、合計３８８名   

 規約第４９条第１項により本総会は成立。 

５．議長団選出  

 立候補無し   

 以下の推薦候補について拍手多数により承認。   

 議長(１名)、副議長(１名)、書記（２名） 

６．議事：第１号議案「平成１３年度事業ならびに活動報告」 
 １）総括（理事長） 

  議案書３頁記載の「事業ならびに活動内容報告目次」に従って平成１３年度活動

報告の総括があった。 

 ２）長期修繕計画の見直し、立案（副理事長） 

  (a)長期修繕計画の策定について 

(1)平成８年に外壁塗装工事を行った時に作られた修繕計画の策定期間は、

建築後２５年迄のものであったものを、 今回はそれを４０年迄に延ばす。 

(2)性能、耐用年数、価格などの基礎データは、現時点での数値（建設物価、

積算資料等）をベースにする。 

(3)バリアフリーについては、自立歩行できる人迄を対象とする。 

(4)全棟一括修繕計画とする。 

 以上４項目を前提条件として、月１回の頻度で検討小委員会を開催してきた。

建築後２５年を過ぎる 平成２１年度あたりから基本部分の寿命を迎えるように

なり、大型かつ高額の修繕が大幅に増加する。 

1. 建築・土木関係 

  防水工事、外壁塗装、外溝、ごみコンテナ等２２項目あり、外壁塗装関連工



事は平成２１年（２回目）と平成３４年 （３回目）とでそれぞれ３億６７００万円。

屋上防水工事が平成１５年に５９００万円が予定。 

2. 電気気設備では、電灯電力幹線、屋外埋設管、照明器具、エレベーター火災

報知器、外灯等の器具交換、設備補修等がある。 

3. 機械・ガス設備では、屋内、外給水管、配水管、ガス管、消火管等各々の管の

取替、補修等あり、それぞれ高額の出費が予定される。 

  (b)修繕積立金の見直し 

これらの修繕計画を実施すると平成２５年には積立金不足（赤字）になり、この

ために積立金の見直しを行った。検討小委員会で 種々と議論を重ね、検討結

果を定例理事会に報告し、審議の結果 月３０００円の値上げ案を採択した。

これを今回の総会にて提案したい。 

  (c)各所の段差解消について 

各棟の出入口、及び集会所の入口の段差解消について検討した。段差部分

に近いタイル５枚分の所から勾配を変えて段差を 無くす事を基本に検討を行

い、工事費用として３３０万円の概算書を作成した。 

 ３）管理組合敷地内の迷惑駐車対応策の維持推進（施設担当理事） 

   (a)迷惑駐車対策（平成１３年８月実施） 

   金属ポール移設を行った。（１４、１５棟） 

   ゴムポールの設置を行った（１４、１５棟） 

   (b)来客者用駐車区画の運用 

   平成１２年１１月より試験的に貸出運用を開始しており、平成１３年度も引

続き、継続中。公社からの借用契約は 通常４区画なれど年末年始、ゴールデ

ンウィーク等 特別期間は追加の借入れ契約をして有効利用してもらっている。 

 ４）修繕費積立金の運用（ペイオフ対応）について（会計担当理事）   

1. ペイオフ対策を目的とした住宅金融公庫の「マンション修繕債権」（４０口 ４０

００万円）を平成１３年度も購入する ことにした。   

2. すでに積立てている貯金について 

   みずほ銀行（旧 第一勧銀）を選定し預金を分散した。 

 ５）広報活動の充実（広報担当理事） 

  広報誌「とちのき」を毎月発行し、組合活動の速やかな報告と「長期修繕計画」や

「CATV」などの重要課題についての 進歩状況も報告させて頂いている。 

 ６）設備、備品関連の更新、購入（総務担当理事）  

コピー機の更新及び印刷機の導入 

  広報誌「とちのき」発行はじめ各種コピー作業の効率化及び費用削減のため高速

印刷機を導入しコピー機を更新した。 

 掲示板の更新 

  各棟ロビー及び階段踊り場にある掲示板をマグネット、押しピン両用タイプの掲示

板に更新した。  



1. ２２棟北公園の木製遊具修理 

  木製遊具の下部が腐蝕し危険なため補強修理した。  

2. パソコンの導入 

  管理組合業務の効率化、情報管理の為パソコンを導入した。 

 ７）通常総会・理事会の開催（総務担当理事）  

1. 第１８回通常総会を平成１３年５月１３日に開催し年間活動計画、規約改正、

施設改善の実施などを提案 承認を得た。  

2. 毎月１回定例理事会を、臨時の理事会を２回開催した。 

 ８）若葉台住宅管理組合協議会、各専門委員会等への参加（総務担当理事）  

1. 協議会定例会 

    毎月開催の定例会に出席し、各専門委員会の報告を受け、それに対す

る討議をした。  

2. 協議会主催の理事研修会（７月１５日） 

   副理事長と理事２名が出席した。  

3. 設備インフラ専門委員会（施設担当理事） 

   インターネット利用回線のブロードバンド化を睨んだ「ブロードバンド研究

会」を設置した。 

   ガスセントラルヒーティング（TES）熱源機が設置後１８年を経過。補修時

には部品の供給が一部不可能になる状況にある。  

4. CATV専門委員会（施設担当理事） 

   施設のリニューアルの段階的実施について検討しました。地上波デジタ

ル化に向け公社との間で改修工事内容や工事費用 について調整を行い合意

に達した。この工事改修案によると 

a. 幹線を 770MHzへ改修してバンド幅を広げることにより多チャンネル化

する。 

b. パススルー方式で送信する。 

c. 改修した CATV施設は、若葉台全体で利用できる。 

   今までの CATV 施設維持管理費積立金の一部を改修工事費用に充当し、

新たな出費は不要。 

5. 施設専門委員会（施設担当理事） 

「高齢者居住のための施設改善指針」に基づき、改善対象の部分の検討及び

意見交換を行なった。 

6. 樹木管理専門委員会（施設担当理事） 

  樹木管理費節減のため「樹木自主管理・自主作業ボランティア」活動を推

進中。 



7. 若葉台３，４丁目駐車場問題研究会（施設担当理事） 

  不法、迷惑駐車の状況調査と常習車両への警告対応、車上荒し 盗難の

調査報告と対策等の協議を行った。 

 ９）とちのき自治会との連携協力活動（総務担当理事） 

  議案書１０頁のとおり活動した。 

 １０）契約等の締結（総務担当理事） 

   議案書１１頁のとおり契約した。 

 １１）質疑 

（質問） CATVに関し、デジタル放送になった場合、従来の家庭に入っている受像機

を使用すると、変換機が 必要になるのでしょうか？ 

（回答） 現状では、デジタル放送を見るためには、BSのデジタルテレビ必要です。た

だ、BSのデジタルチューナーを買えば、従来のテレビ でも使えると聞いています。し

かし、画質に付いて問題があるかと思う。 

（質問） そうではなくてデジタル地上波になった時はどうですか。パススルー方式にし

た場合、一般家庭で用意しなければなら ない物は何ですか。 

（回答） デジタル放送は、現在、静止衛星を経由してデジタルハイビジョンで放送さ

れています。デジタルをそのまま見るには、 デジタルハイビジョンの設備が、必要に

なります。一部にチューナーも市販されています。各家庭に手持ちのテレビにデジタ

ル 対応の端子が、設けられておれば、そのチューナーで見られるようになります。画

像だけであれば、普通のテレビでも見られます が、走査線の関係で画質は、鮮明で

なく、また、上、下画に寸づまりの画像になります。デジタル地上波放送の事が、只今、 

うんぬんされていますが、行政的な問題があり、直ちに実現されるとは思えません。

デジタル地上波を受けるには、 専用のデジタル地上波対応受像器が、必要になりま

す。 

 １２）承認 

   第１号議案拍手多数で承認された。 

７．第２号議案 平成１３年度収支決算報告（会計担当理事）  

1. 一般会計 

議案書１７頁、１８頁に従って説明した。 

使用料収入で印刷機の使用料収入、駐車場利用料収入が多かった。 

雑収入でＰＨＳ手数料と外灯移管に伴う環付金で大幅な収入になった。 

2. 積立金会計 

議案書１９頁、２０頁に従って説明した。 

3. 監査報告（監事担当理事２名） 

会計帳簿、関係書類等監査を行い適正であった。 

理事会の運営は、活発、適正であった。 

4. 質疑 なし 

5. 承認 

拍手多数で承認された。 



８．第３号議案 特別修繕費の金額改定（案）（副理事長） 

1. 説明 

長期修繕計画の見直し、立案による検討結果より、平成２５年に積立金が破

綻することが見込まれるため、平成１４年度から 特別修繕費を月額３０００円

値上げする改定です。 

2. 質疑 

（質問）修繕費は、いくらぐらい備蓄（預金）があれば管理組合として安心でき

るのか？ 

（回答）築１８年を経過し、建物のスラム化を避けるために、長期計画を立て住

民全員の一時的な負担を避けるためにも 月々の修繕費積立てをお願いして

いる。 

（質門）値上げ３０００円は、向こう１０年間ぐらいは有効か？ 

（回答）はいそうです。平成２５年辺りまでは大丈夫です。 

3. 承認 

挙手により全員賛成（全戸数の３／４以上）で承認された。 

９．第４号議案 管理費の徴収方法変更に伴う住宅管理組合規約の一部改

定（変更）につて（案）（総務担当理事） 

1. 主旨説明 

現規約において滞納となった管理費等の納入方法は、基本的には、「振込み」

に限定されている。複数月分の管理費等を 一括して引落す事を可能とする事

によって区分所有者の手間を省き未納付管理費等の回収率を高める事を目

的とする。 

2. 質疑 

（質問）本人の同意なしに管理組合が一方的に管理費を召し上げる形になら

ないか？ 

（回答）滞納者に対する処置でむしろ温情的に考えている。滞納したら平日に

銀行に出向き現金振込手続きしなければ ならない。延滞金みたいな罰則金も

要求していない。手間が省けるだけ見てもメリットは大きいはずと考える。 

3. 承認 

挙手により全員賛成（全戸数の３・４以上）で承認された。 

１０．第５号議案 平成１４年度役員の承認（選挙管理委員長） 

1. 役員内定経緯に付いて報告があつた。 

立候補なし。 

推薦要請を受けて役員を推薦し立候補者を公示。 

信任投票（平成１４年３月１７日） 

   有効投票／投票総数／全戸数＝２９１／２８１／４２０ 

   信任票が全員（全戸数４２０）過半数を超えたので全員信任された。 



互選により役員内定(平成１４年度理事) 

 理事長     （１名） 

 副理事長    （１名） 

 総務担当理事  （５名） 

 会計担当理事  （２名） 

 監事      （２名） 

2. 質疑 

   質問 なし 

3. 承認 

   拍手多数で承認された。 

１１．平成１４年度理事・監事の紹介（新理事長） 

1. 新理事、新監事の紹介があった。 

2. 新理事長挨拶 

新理事も加わって課題が一つでも解決できるように員で一致団結して努力し

ていきます。皆様のご指導、ご支援を 宜しくお願いいたします。多数の拍手が

あった。 

１２．第６議案 平成１４年度 活動計画（案）（新理事長） 

1. 重点活動課題 

a. 長期修繕計画に基ずく改修 

高齢者対策の一環として危険箇所の手すりの設置と段差改修を進め

る。 

地上波デジタル放送へ向けたＣＡＴＶ施設の改修。 

b. 樹木の自主管理の検討 

樹木の管理を業者に任せるばかりでなく自分達で管理して行こうと、と

ちのき自治会と連携してワーキンググループ （ＷＧ）の検討を進める。 

c. 積立金の運用（ペイオフ対策）の検討 

普通預金のペイオフ解禁が平成１５年４月１日に予定されており安全

運用の為に検討を進める。 

d. 広報活動の充実 

パソコン導入したのでホームページ開設を目指して活動を進める。 

e. とちのき自治会との連帯強化：快適な共同生活維持のためにのルー

ルの徹底 

議案書に従って説明。 

f. 管理組合協議会：専門委員会との連携 

起案書に従って説明。 

g. 質疑 

 （質問）広報の充実をうたっているか？総務担当でカバーしているの

か。 



 （回答）新役員紹介の後で発表しませんでしたが総務担当理事 1名

が広報担当ということで理事会で決めております。 

h. 承認 

拍手多数で承認された。 

１３．第７号議案 平成１４年度収支予算（案）（会計担当理事） 

1. 一般会計 

議案書２７頁、２８頁に従って説明。 

2. 積立金会計 

議案書２９頁に従い説明。 

3. 質疑 

質問 なし 

4. 拍手多数で承認された。 

１４．第８号議案 来客者用駐車場利用料金（案）（施設担当理事） 
 １）説明 

    議案書３０頁に従って説明があった。 

 ２）質疑 

    質問 なし。 

 ３）承認 

    選挙により全員賛成（全戸数の３／４以上）で承認された。 

１５．第９号議案 印刷機等利用料金（案）（総務担当理事） 
 １）説明 

    議案書３１頁に従って説明があった。 

 ２）質疑 

    質問 なし。 

 ３）承認 

    挙手により全員賛成（全戸数の３／４以上）で承認された。 

１６．第１０号議案 平成１４年度選挙管理委員の承認（総務担当理事） 
 １）説明 

     議案書３２頁に従って説明があった。 

 ２）質疑 

     質問 なし。 

 ３）承認 

     拍手多数で承認された。 

１７．議長団解任 

１８．閉会 

以上 

 



若葉台第７住宅管理組合 新理事長殿 

 若葉台第７住宅管理組合規約第５２号の規定に基づき「第１９回通常総会」の議事

録を提出いたします。 

平成１４年５月３１日 

   議事録署名人（規約第５２条２項による） 

     議 長（１名） 

     副議長（１名） 

     書 記 (１名) 

 


