
  
 

日頃は管理組合活動にご協力いただきありがとうございます。 
 さて、グリーンだよりでは、毎回「管理組合からのお知らせ」として様々な
連絡やお願いをお知らせしておりますが、今回は新しく加古川グリーンシティ
に入居されてきた方や、日頃あまり組合活動に関係されていない方のために、
「管理組合」とはどんな団体？、何をしているの？、と言う素朴な疑問に対し
て、Ｑ＆Ａ方式で整理してみたいと思います。 
Ｑ．管理組合とはどんな団体？ 
Ａ．加古川グリーンシティは、Ａ～Ｇ棟の７棟による計５８４戸からなるマン

ションです。 
各戸にはそれぞれ所有者（持ち主）がいます、その人のことを区分所有者
といいます。管理組合とは、この区分所有者全員で組織（構成）する団体
であり、区分所有者は組合員となります。 

Ｑ．管理組合は何をするの？ 
Ａ．マンションは、各区分所有者が自分の意思で使ったり、売ったりすること

ができる「専有部分」と、区分所有者全員が一緒に管理をしていく「共用・
共有部分」に分けられます。 
管理組合運営はマンションの敷地、及び附属施設（エレベータ等）共用・
共有物の管理と、その部分を使う上で、組合員すべてが平等にその利益を
得、また増進できるように活動しています。 

Ｑ．理事会とは何をするところ？ 
Ａ．理事会は、管理組合に必要なことがらを話し合い、総会（組合員全員の集

会）に提出する議案（話し合う内容）を審議し、総会で決議（決まった）
された事項を執行（実施）する機関です。また管理組合の運営状況につい
て報告する場でもあります。 

Ｑ．管理とはどのようなことをするの？ 
Ａ．以下のようなことをします。 

１．共用部分や敷地等の維持管理 
  １）共用部分・附属施設等の変更や運営 
  ２）共用部分・附属施設等の傷んだ箇所の修繕（修理） 
  ３）共用部分・附属施設等の保全（予め点検する）、清掃（掃除）や消毒 
  ４）区分所有者が管理する専用使用部分（ベランダ等）について、管理組

合が行ったほうが良いであろうと考えられること 
  ５）共有部分等に係わる火災保険や損害保険に関すること 

２．管理組合の運営 
  １）収支予算（収入と支払うお金の計画）、収支決算（収入と支払ったお金

の実績）の作成 
  ２）広報（グリーンだより等）及び連絡 

３．渉外業務 
  １）官公署等との渉外業務（国、県、市等との話し合い） 
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３月の予定 
１１（月） 燃えるごみ収集日  
１２（火）  ＰＴＡ・少年団地区総会 
１３（水） 燃えないごみ収集日  
１４（木） 燃えるごみ収集日  
１５（金） 粗大ごみ収集日  
１６（土）  理事会 
１７（日）   
１８（月） 燃えるごみ収集日  
１９（火）   
２０（水） びん収集日  
２１（木） 燃えるごみ収集日 春分の日 
２２（金）   
２３（土）  修繕委員会 
２４（日）   
２５（月） 燃えるごみ収集日  
２６（火）   
２７（水） ペットボトル紙衣類収集日  
２８（木） 燃えるごみ収集日  
２９（金）  町内会役員会 
３０（土）   
３１（日）   

４月の予定 
 １（月） 燃えるごみ収集日  
 ２（火）   
 ３（水） かん収集日  
 ４（木） 燃えるごみ収集日  
 ５（金）   
 ６（土）  理事会役員会 
 ７（日）   
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NNNooo...               

 ご意見、ご要望などをどしどしお書きください。（ご記名をお願いします） 

 
先月度、委員会において以下のことが報告されました。 

１．「給水設備不具合箇所・有料調査案内」の発行 
２．「各戸玄関不具合箇所・有料調査案内」の発行 
３．「ＩＨヒータ（電磁調理器）は、使用できないことのお知らせ」の発行 

それぞれ、内容を十分ご理解の上適切に対処してください。 

環境整備委員会から答申された敷地内整備について以下のとおり確認しました。 
１．来客駐車場有料設備導入について 
２．ふれあい公園整備について 
３．Ｄ棟ファイヤーレーンへの契約駐車場及び駐輪設備の増設について 
４．Ｅ棟前周回道路にバイク駐輪設備を新設することについて 
５．Ａ、Ｂ、Ｇ棟用ゴミステーションの統合について 
６．Ａ棟ファイヤーレーンに工事用車両駐車場を新設することについて 
なお、これらの内容をふまえて長期修繕計画の見直しにも着手しようとして

いるところです。みなさんの前向きな意見もお待ちしております。 

 
４．管理に必要な費用の徴収等に関する業務 

  １）管理費等の収納（集金）、保管（銀行等への預け入れ）、運用（お金を減 
らさない工夫）、支出（払い出し）等の会計業務 

  ２）修繕積立金の運用（長期修繕計画の計画や見直し） 
５．その他 

  １）風紀（日常生活のうえで守るべき規律）、秩序（規則と調和）及び安全 
維持に関する業務 

  ２）防災（災害を防ぐこと）に関する業務 
Ｑ．管理会社は何をするの？ 
Ａ．管理は本来区分所有者全員で行うべきものですが、それを全員で実行するこ

とは困難ですから、その業務を管理会社に委託（自分の代わりを人に依頼す
る）しています。管理会社は管理組合と締結した管理委託契約書に基づいて、
管理組合の運営上の日常業務を担当し、区分所有者の日常生活をバックアッ
プします。 

これからも管理組合活動にご協力をお願いします。 
 
 
 グリーンベルトもなくなり、子ども達の遊び場が減少している現状を考え、以
前から要望のあったふれあい公園の整備を以下のように行います。 

１．樹木（高木）配置を変更し、敷地をより広く活用できるようにする。 
２．ガードフェンスを設置し、ボールの飛び出しを防ぎ、ボール遊びが安全に

できるようにする。 
３．公園出入口のバリカー形状を変更し、子どもの飛び出しを防ぐ。 
但し、樹木の配置変更については、移植時期（新芽が出るまで）の問題がある

ため先行して実施します。

 
「マンション運営情報及び緊急情報伝達システム」については今後理事会で費
用面・運用面等を検討していく事が決議されました。委員会で検討中にいただ
いたメールを一部ご紹介します。 
 
①グリーンシティ内 LAN 経由のインターネット接続のアンケート調査からか

なり日数が経過していますが、いまだに"LAN 構築が適当と考える"と答申し
たとの状態で、いつ実施されるのか不明の状態です。 
グリーンシティ内 LAN 経由のインターネット接続は、いつ頃の予定ですか？ 

 
②グリーンシティが建って１５年になりますが、電話回線が古く、インターネ

ットなどの電送速度が他に比べると落ち気味です。NTT 等とグリーンシティ
内の回線交換を交渉してはどうでしょうか。 そしてみんなが思っているイン
ターネットマンション化の事です。今やマンションが ODN などに加入して、
マンションが運営してイーサネット化するという所が少なくありません。大
勢でやればやるほど、月々の支払いが軽減され、常時接続可能なネットがで
きます。これは時代の最先端を行くのに重要だと思います。 
 
委員会で集めた情報では、グリーンシティのインターネットの環境は、現在

数社のＡＤＳＬは利用できますが、今後の光ファイバーやケーブルテレビのサ
ービスは現状の設備では受けられません。（共用部分に機器設置の必要や、共聴
用増幅器交換の必要があるため）委員会では、今後のマンションのよりよい環
境づくりの面からも「LAN 設備」は必要であると考えます。 



１．地球には人が住んでいる。でも、地球以外にも人がいるという。それは月

なのか、金星なのか、火星なのか、それとも水星なのか。いったいどこな

んだろう。 
２．長さ５ｍの木材を、のこぎりで端から５０cm ずつ切り取ります。１回切る

のに８分かかります。腕が疲れるので、１回切り終わったら次に切り始め

るまでに５分ずつ休むことにします。  
さて、この木材を全部切り終わるのは、切り始めてから何分後でしょうか？

ヒント：１０等分ですから、切るのは９回です。 
３．Ａが一番重く、Ｂ，Ｃ，Ｄの順に軽いブロ 

ックがあります。これを天秤を３回だけ使 
用してそれを確かめるためには、（１）のブ 
ロックは、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのどれを乗せる 
べきでしょうか？ 

 
寒さも幾分和らぎ春もすぐそばまで来ていますが、皆様いかがお過ごし

ですか。今月は転出、転入と、移動の多い時期です。また子ども達も、卒

業、進学と環境の変化に伴いストレスもたまりやすくなります。 
体調には、じゅうぶん気をつけましょう。 

                         ―広報委員会― 
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           Ｄ棟 ○○○号 ○○ 氏 
  
    
   

  

応募用紙 

３月の答え 

１． 
２． 
３． 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：３月３１日

提出場所 ：管理事務所

ﾌﾘｶﾞﾅ 

      棟       号   氏名                            男・女         才  

★先月号の正解 ☆正解は、占い（売らない）でした。 
正解者２１名のうち厳正な抽選の結果５名の方に図書券を贈呈いたします。    

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学
包丁のさび止め 

 包丁もずっと使っているとサビついて、刃がボロボロになって 

しまいますよね。そんな状態になる前に！！ 肉とか魚とかを切 

った後に熱湯に浸すだけでサビを防止することが出来るんです。 

それに加えて包丁を研げば更に長持ちしますよ！ 

 
 

２月１０日（日）ＰＴＡの廃品回収、３月３日（日）少年団の廃品回収にご

協力ありがとうございました。 
「平成１３年度のＰＴＡ・少年団地区総会」を下記のとおり開催いたします

の 
で、ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

 
記 

    日時  平成１４年３月１２日（火） 午後７：３０～ 
    場所  集会所ホール 
 

 １年間小学校ＰＴＡ及び、少年団活動にご協力ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。 
 

３月１日の立ち当番は次の方でした。 
間形交差点北側 ・・・・・・  ○棟 ○○○○号 ○○さん 
平野踏切 ・・・・・・・・・  ○棟  ○○○号 ○○さん 
Ｆ棟→Ｅ棟→Ｄ棟→Ｃ棟→Ａ棟→Ｂ棟→Ｇ棟の順番で回ります。 

 
 

 
 

～ 警戒 ひったくり多発 ご用心！ ～  
防災会では、『かごガード』を各戸に１個無料配布致します。『かごガード』

は自転車のかごの上部を覆い、前かごからのひったくりをシャットアウトしま

す。 
ひったくりは、毎年春先以降発生が急増していることから、今から警戒が必要

です。 
★時間は、午後６時から午前０時の間が多発。 
★場所は、住宅街の道路が多い。 
★被害者の約９割は女性、若いＯＬや学生、お年寄りが狙われています。 
★全体の約６割が、自転車の前かごにバッグを入れていて被害に遭っています。 
★手に提げているバッグも要注意。バッグ類はしっかり抱えて持って下さい。 
★全体の約８割は、バイクを使っての犯行です。 

《被害に遭わない
．．．．

ためのポイント》  
○夜間の一人歩きは避け、人通りの多い明るい道を通る。 
○現金など貴重品は身につけ、バッグは車の通る側の反対側に持つ。 
○後方から近づく自転車、オートバイ、不審な人物に用心する。 
○自転車の前かごにバッグなどを入れるときは、防犯ネット（かごガード）を 

使用する。 
○防犯ブザーを携帯する。（本体はバッグに取り付け、ひもは手に持っておく） 

～ もし被害にあったら、大声で助けを求め、すぐに犯人の人相、着衣、逃走

方向、車のナンバー等を１１０番通報して下さい ～ 
 
 

 
 
☆「グリーンだより」楽しみにしています。“知っ得雑学”は役に立ちます。 

“クイズ”も好きです。たまにわからない時もあり、そのときは答えがわか

るまで気になります。                   Ｃ棟居住者 

☆『お楽しみ会』たのしかったです。来年もまた 

してください。                      Ｅ棟居住者 

☆ベランダに上の階の人が捨てたと思われるゴミ 

等があるんですが、洗濯物についても困るので 

やめて欲しいとおもいます。                Ｄ棟居住者 

そのごみを写真に撮り管理事務所へ持参して 

ください。写真内容を検討し、必要であれば上階の方へ注意をお願いするよ

う文書を配布します。                   管理組合 

☆煙草のポイ捨て犯人に! 

最近、廊下やホール、敷地内のいたるところでポイ捨てされた煙草を見かけ

ます。あなた方は敷地内を丁寧に清掃されている方のご苦労が分からないの

ですか。その人たちの努力がなければグリーンシティの敷地内は、あなた方

の捨てる吸殻で埋まっているでしょう。煙草をポイ捨てする人は煙草の灰も

撒き散らかしていることを認識されていますか。 

 一般の公道では飼い主は犬の糞を始末しなければ犬の散歩はできないので

す。あなた方は糞の始末もできない悪い飼い主と同じです。犬を散歩できな

いのと同じように外で煙草を吸う資格はありません。すぐやめてください。 

 管理組合の方にもお願いします。このような悪質な事が続くなら敷地内で

煙草を吸えないようにしてください。            Ｂ棟居住者 

自警団の夜回りやクリーン作戦のときに、子ども達が一生懸命たばこの吸

殻を拾ってくれています。たばこのポイ捨て 

をされている方へ、あなたも一度こういう場 

に参加してみてください。いかに自分が周り 

の人へ迷惑をかけているかがわかるはずです。 

今後の改善を望みます。     管理組合 

 
 
 
 

 
「町内ボーリング大会」を２月１０日 

に実施しました。３連休の中日にもかか 
わらずたくさんの方々に、参加していた 
だきありがとうございました。 
 
 
  
３月１日から３月７日まで全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されまし

た。 
 空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。火の元には十分ご注意

ください。お出かけ前、おやすみ前には、もう一度火の元を確かめる習慣を

つけましょう。 


