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提案箱について 

 

  それぞれの街区には提案箱

が設置されており、団地管理組

合や部会への要望や提案を気

軽に述べていただいておりま

す。 

 先日、第８回団地管理組合で

提案箱について次のごとく取

り決めがなされました。 

＊無記名の提案書については

原則として取り扱わない。 

＊提案書は管理センターが回

収し、記名、無記名に関わらず

全てを団地及び街区理事会に

提出する。 

＊団地及び街区理事会の長は

提案書を審議し、その結果につ

いて報告書として掲示し、必要

となれば提案者に結果を伝え

ることとする。 

＊無記名の提案書についての

審議の如何は、団地及び街区理

事会の長の判断に委ねる。 

言いにくい事案を無記名で提

案する心情は加味するとして、

誹謗、中傷については、確認が

出来ず論外としました。 

 

向かう三軒両どなり 

 

 先日、テレビで放映していた

話題に、最近の方は近所づきあ

いが下手になったと伝えてい

ました。 

 世の中、騒音問題、防犯問題、

教育問題など色々と考えさせ

られることが多いのですが、そ

の原因は案外、身近にあるので

はないかと・・・。 

 私達が居住するサザンパー

クでも思い当たることが沢山

あります。 

 部屋の中でテレビの音量を

多少大きくしても、お隣さんに

は余り迷惑を掛けることはな

いと思いますが、ベランダでの

声や物音は、案外、ご近所に響

くものです。本人は悪意もなく

迷惑を掛けていることにも気

づいていない場合も多いと思

います。このようなとき、チョ

ット声をかけて話し合うこと

で解り合えるのではないので

しょうか、お隣とコミュニケー

ションができる良いキッカケ

になると思いますが・・・。 

 同じ階、同じ棟に住んでいて 

顔見知りでないのも困ったも

のです。一般に自治会などでは

ドブ掃除やゴミ当番などが順

番に回ってきたりして、隣近所

が顔見知りになり、防犯などに

も役に立つのですが、サザンパ

ークでも花壇や草抜きなど、何

か機会を作りたいものです。 

 子供の叱り方も一工夫する

必要があるのではないでしょ

うか、叱るときはキチンと叱る、

それも陰険でなく健康的に叱

る姿勢をもつべきです。 

 とにかく、管理センターに言

えばいいとする他人任せの考

え方を少し変えて、まず、自分

たちで努力してみることが大

切だと思います。 

 

 

 

情報の開示 

 

 今期（第１４期）の管理組合

で取り組んでいる課題の一つ

として「情報の徹底した開示」

があります。 

 管理組合は住民のために存

在するわけですから、原則とし

て個人のプライバシーに関わ

ることを除いて、何一つとして

開示が出来ない事案がないの

が当然であり、積極的に知らせ

る手だてもドンドン考えてい

くように努力しています。 

 団地及び街区理事会などの

日程を掲示し、住民の参加を促

し、決定した議案や議論につい

ては、その都度、掲示板に貼り

だしています。過去の記録につ

いての詳しい資料も管理セン

ターの一角に常設しており、区

分所有者であれば何時でも閲

覧できる体制をとっています。 

今回の団地臨時総会の議案

の一つに、Ｄ棟のプレイルーム

を談話室として団地で管理し

て頂くように提案しています

が・・・。 

ミニ集会やサークル活動に

利用できる広さがあり、将来は

図書やパソコンなどが利用で

きるように努力したいと思っ

ています。 

 

管理費・積立金の改定に－臨時総会を開催！ 

 １２月７日団地臨時総会（団地管理費など）に向けて、各街区では下記内容の議案を中心に審議が

行われます。内容をご確認頂く上にも、多くの区分所有者のご参加をお待ち致しております。 

項目 １番街区 ２番街区 ３番街区 ４番街区 ５番街区 ６番街区 

部会管理費 -750 -425 0 -948 -370 -3987 

団地管理費 -1070 -1070 -1070 -1070 -1070 -1070 

部会積立金 3000 3000 0 3000 1500 4000 

団地積立金 0 0 0 0 0 0 

差引合計 1180 1505 -1070 982 60 -1057 

臨時総会等 部会公聴会 臨時総会 開催せず 臨時総会 臨時総会 未確定 

開催日 11/23 11/23  11/23 11/30  

 
団地管理費の主な科目の増減 

 今回の団地臨時総会での主な議案が、団地管理費の改定です。各戸当たり平均１,０７０円の値下げ

を提案しています。主な科目の増減を記載してみました。 

主な支出科目 １４年度決算Ａ １５年度予測Ｂ １６年度予測Ｃ 増減Ｃ－Ａ 

管理員業務費 48,871,488 49,195,722 49,303,800 432,312 

事務管理業務費 3,436,272 5,461,218 6,136,200 2,699,928 

本社管理費 8,222,508 2,055,627 0 -8,222,508 

共用部日常清掃 8,504,244 8,317,470 7,383,600 -1,120,644 

有線放送聴取料 11,408,400 10,543,200 7,862,400 -3,546,000 

監視業務委託費 3,780,000 945,000 0 -3,780,000 

合計 84,222,912 76,518,237 70,686,000 -13,536,912 

管理組合の 

出来事や報告書などは 

ホームページ 

http://sakura.canvas. 

ne.jp/spr/box2002/ 

index.htm 

でご覧いただけます 

年賀状 

管理センターで取扱中！ 
お問い合わせは  

45-5321 
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情報の回覧 

サザンパーク管理組合の現状を、より多く

の組合員にお知らせすべく各会議の報告書等

を全戸に回覧することになりました。 

現在、団地理事会及び各街区理事会を毎月

１回定期に開催、必要に応じて臨時会議を開

き、その報告を掲示板に掲載すると共に、管

理センターにても閲覧できるように常設して

いますが、「見難いし、わざわざ閲覧に行くの

も面倒だ」との意見もありましたので即時、

回覧することに致しました。 

団地理事会及び各街区理事会の現状を的確

に把握して頂くと共に、各会議への参加や提

案箱を通じて組合員各位のご意見をお聞かせ

頂きたいと存じます。 

マンション管理と履歴 

 各街区での大規模修繕工事も終了し、団地

及び各街区では修繕積立金の値上げや管理費

の値下げなどを議論、決定しつつあり、マン

ション管理に対する組合員の関心が少しずつ

高まってきています。 

 最近の新聞や雑誌でも関連する記事が多く

見られるようになり、公的機関においても法

改正や基準設定を発表しています。 

 住宅金融公庫では一昨年から「公庫マンシ

ョン情報登録制度」を始めており、その必須

条件が、次の公庫マンション維持管理基準で

す。 

「スラム化」危険度チェックリスト 

① 長期修繕計画の計画期間は２０年以上あ

りますか。 

② 外壁、屋根防水、給水管、排水管の各項

目ごとに修繕予定時期、工事予定額が明記さ

れていますか 

③ 修繕積立金の１戸あたりの平均月額が 

築５年未満で６千円、 

築５～１０年で７千円、 

築１０年～１７年で９千円、 

築１７年以上で１万円ありますか、 

④ 修繕積立金の滞納額は年間収入の 5％未

満ですか、 

⑤ 管理費、修繕積立金は理事長名義の預金

口座に保管されていますか、 

⑥ 管理費と修繕積立金を区分経理すること

が管理規約で定められていますか。 

⑦ 建物の図面などはきちんと保管されてい

ますか。 

⑧ 区分所有者名簿、居住者名簿は作成され

ていますか。 

⑨ 管理会社は管理業務主任を置き、管理業

務の登録をしていますか。 

⑩ 管理委託契約書の締結・更新時に重要事

項の説明を受けましたか。 

以上 

修繕積立金の滞納５パーセント超は黄信号

です。 

公庫の基準は、ローンの貸し手から見たマ

ンション管理の健全度の指標であり裏を返せ

ば、これを満たさないマンションは、いくら

建物がきらびやかでも「スラム化」の危険度

をはらんでいるといえます。 

 以上のことからサザンパーク管理組合に於

いても、少なくとも「スラム化」危険度チェ

ックリストに抵触しないような管理体制を早

急に確立する努力をしなければならないでし

ょう。 

    サザンパークの危険度チェックは 

① 長期修繕計画２０年以上・・・・・有り 

② 修繕予定時期、工事予定額・・・・有り 

③ 修繕積立金の１戸あたりの平均月額は 

  現在 改定案 改定時期

１番街区 5,597 8,597 16/4 

２番街区 6,020 9,020 16/1 

３番街区 9,210 9,210 現状維持

４番街区 5,210 8,210 16/1 

５番街区 7,956 9,456 16/1 

６番街区 4,525 8,900 未定 

団  地 827 827 現状維持

 となっており３番街区を除き基準を満た

しておりません、各街区とも改定案通り

に決定されれば団地積立金の 827 円を

含め一応はクリア出来ます。今後、借入

金のある街区などを考慮した場合、管理

費の削減など努力し早急に積立金の補填

をする必要があります。 

 「管理費は安く修繕積立金は十分に」と

するのが原則です。 

④ 修繕積立金の滞納額については  

 滞納額 比率 基準

１番街区 306,680 2.07 ○ 

２番街区 224,673 1.86 ○ 

３番街区 298,040 2.81 ○ 

４番街区 432,861 3.43 ○ 

５番街区 70,200 0.63 ○ 

６番街区 441,407 6.02 × 

団  地 236,664 2.45 ○ 

 （平成１５年１０月未）となっており、

改善に向けて精査、検討をしています。 

⑤ 管理費、修繕積立金は理事長名義・有り 

⑥ 管理費と修繕積立金を区分経理・・有り 

⑦ 建物の図面の保管は一部欠落している

ものがあり現在手配中です。 

⑧ 区分所有者名簿、居住者名簿・・・有り 

⑨ 管理会社は管理業務主任を置く・・有り 

⑩ 管理委託契約書の締結・更新時に重要事

項の説明については、現在は暫定契約で

あり、１６年３月の定期総会で説明を受

けて締結する準備をしています。 

 以上、サザンパークの危険度チェックを

記載致しました。現在、管理組合は今後の

ステップとして組合及び委託管理会社のあ

り方について検討をし、より以上の管理費

の削減と住みよい環境作りを目指していま

すので組合員の更なるご協力をお願い致し

ます。 

管理費について 

 各街区に於ける管理費（１戸あたりの平

均月額）の現状は下記の通りです。 

 現在 改定案 改定時期 

１番街区 6,632 5,882 16/4 

２番街区 6,381 5,956 16/1 

３番街区 6,033 6,033 現状維持 

４番街区 6,573 5,625 16/1 

５番街区 6,668 6,298 16/1 

６番街区 10,755 6,935 未定 

 街区ごとに臨時総会を開催して承認を頂

いております。 

団地管理費については（１戸あたりの平

均月額）1,070 円の値下げが先日の団地総

会で承認されました。詳細など、今後、全

戸に回覧致します。 




