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2020（令和 2）年 4月 22 日

2019（令和元）年度 第 12 回 理事会報告（HP）

境谷西第 2住宅団地管理組合

理事長 須川 康子

開催日時：2020（令和 2）年 4月 19（日） 午後 7時 15 分～午後 8時 50 分

開催場所：管理組合集会所・洋室

出 席 者：三役及び財務担当理事 9名、各棟理事の委任状 25 通（無効及び無回答＝各 1）、

監事 2名

成立要件：今回は、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令された中、新型コロナウ

イルス感染防止のため事前に資料を配付し、特例として理事 9名、各棟理事の

委任状 24 通をもって成立とみなす。

参考用に、各棟理事に配付した「第 12 回理事会の開催について」を添付する。

［監事発言］

管理組合監事として，本理事会開催に当たって以下のとおり意見を述べる

が，最終的な対応は理事会の判断に委ねる。

①理事会の決議については，会議の定足条件（18 名以上出席）及び議決条件

（出席者の 2/3 以上）を満たしたときに効力が発生する。（管理規約第 55

条より）

②不測の事態，又は規約に規定のない事項が発生した場合は，規定外事項（管

理規約第 73 条）の条項があり，これに拠って手立てを講ずる必要がある。

③諸般の事情により，上記①及び②の手段が採用不可能な場合は，理事会の

決議として善処策を講ずることには異存はない。

④ただし，その結果として三役及び監事の少人数での理事会開催が決議され

た場合，理事の発言と議決の責任を担保するためにも，委任状ではなく議

決権行使書の提出をお願いすることが妥当だと考えられる。

⑤今回の理事会出席人数の制限は，集会所スペースが要因となったが，同一

集会所での総会開催にあたり，出席人数についても同様の配慮が必要にな

ることを付言する。

以上

議事進行：足立総務委員長

議題：

Ⅰ 理事長挨拶

Ⅱ 各委員会からの報告･審議事項 （別資料参照）

Ⅲ その他

議事：

Ⅰ 理事長挨

監事の発言に続いて委員会報告に移ったため省略

Ⅱ 各委員会からの報告･審議事項
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第 12 回総務委員会 報告

日時：2020（令和 2）年 3月 29 日（日）午前 10 時～午前 11 時半

場所：管理組合集会所 和室

[報告事項]

1. マナー改善有志の会

・ 3月は新型コロナウイルスの影響により中止

（有志によりマンションの巡回は行った）

２．4月 3日（金） 第 3回大規模修繕委員会

荒戸留任理事、山﨑留任理事出席

３．管理費等未納に対する報告

①3月末 管理費等未納 35 件 未納額計 ¥558,780-

（2 月末 管理費等未納 34 件 未納額計 ¥560,920-）

②長期未納 14 件

４．2019 年度（平成 31/令和元年）通常総会開催について

新型コロナウイルス感染防止の観点から、以下方法にて開催

①令和元年度役員の内三役、監事及び来年度選任予定の役員の内、三役、監事に就

任予定の組合員他の少人数にて開催

②その他の組合員については議決権行使書及び委任状の提出による議決権の行使を

お願いする。

③上記に伴い、総会までに質問書を受付け、これに対する回答書を回覧・掲示等に

て広報する。

５．議案書の内容確認と承認(別資料参照）

第1 号議案 2019（平成31/令和元）年度事業報告

第2 号議案 2019（平成31/令和元）年度決算報告

第3 号議案 管理業務委託業者の承認につて

第4 号議案 第3 回大規模修繕工事の実施について

第5 号議案 2020（令和2）年度事業計画について

第6 号議案 2020（令和2）年度管理組合予算について

第7 号議案 2020（令和2）年度役員選任案

６．最終監査

会計監査：4月 18 日(土) 19:00- 監事、副理事長、総務委員長、財務担当理事

業務監査：4月 19 日(日) 18:00- 監事、三役

◇監査報告

業務の執行状況並びに管理費会計、修繕積立金及び駐車場会計の決算報告書に

ついて、何れも正確かつ適正に処理されていることが認められた。

【承認事項】

(1)理事会承認

①総会開催について、令和元年度役員の内三役、監事及び来年度選任予定の役員の内、

三役、監事に就任予定の組合員他の少人数にて開催 ・・・・・・・・【承認可決】

②議案書の内容について（第 1号議案～第 7号議案）・・・・・・・・・【承認可決】
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③総会の開催についての広報案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・【承認可決】

新型コロナウイルス感染防止の観点から今年度の総会の開催について、

以下の内容で掲示および全戸配布する。

令和２年４月２０日

境谷西第２住宅団地管理組合

理事長 須 川 康 子

特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が全国に拡大され、京都府が「特別警戒都道府県」

に位置付けられたこともあり、理事会では新型コロナウイルス感染防止の観点から第４０

回通常総会の開催について、以下のように決定しました。

１．第４０回通常総会は

１）毎年総会を開催している洛西総合庁舎の会議室は、現在、借りることができないこ

と。

２）管理事務所で開催するしかないこと

３）「密閉」「密集」「密接」を避けること。

以上の理由から

令和元年度役員のうち三役、財務担当理事、および監事

次年度就任予定役員のうち三役、監事候補者

のみの出席で開催することとしました。

２．総会の延期も検討しましたが、来年度は大規模修繕を予定しており、業者決定、予算

決定等、そのスケジュールとの兼ね合いから、いつまで延期するのかが不明の状態で

は予定通り工事を実施できないと判断し、このような形で開催することを決定しまし

た。

３．議案の内容は必要最低限の議案（事業報告・決算報告、管理業務委託者承認、次期事

業計画案・予算案、次期役員選任案）及び大規模修繕に関する議案のみ上程し、その

他の特別決議は次年度に引き継ぎます。

４．出席されない組合員のみなさまには、「議決権行使書」又は「委任状」の提出をもっ

て 議決権を行使いただくようお願いします。

５．文書による「質問書」を受け付けるとともに総会までに「回答書」を回覧・掲示・ホ

ームページ等により広報いたします。

６．健康に不安のある方の出席の自粛を要請するとともに出席者に対してはマスク着用、

入室の際の消毒等を徹底します。

以上、組合員・住民のみなさまのご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

以上
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第 12 回 整備保健委員会 報告

日時：2020 年 4 月 5 日(水) 午後 6時～午後 7時

場所：管理組合集会所 洋室

[報告事項]

１．2/29(土)に 11 棟 3 階、台所の床下給湯用銅管継手部分から漏水修理の報告を受けた。

２．3/2(月)～3/13(金)に JS㈱にて、団地内側溝不具合個所の修理工事が完了した。

当修理報告書を委員会にて確認した。

３．3/16(月)に 26 棟 4 階、洗面所床下給湯銅管の継手部分から漏水修理の報告を受けた。

４．3/23(月)に 7 棟 3 階、流しの排水不良のため日本水理㈱にて高圧洗浄修理を行った。

５．3/25(水)に管理棟前給水関係の警報機が作動した。JS㈱にて点検の結果、非常時(停電

時)の揚水用

電源切替え装置のバッテリー充電液減による発信が原因との報告を受ける。当装置は

設置以来 40 年近く交換していないため、電源盤 1基、エンジン 2基とも取替え時期と

のことで見積りを依頼した。

費用は高額となる為、長期修繕計画とも見合わせ、大規模修繕委員会に諮る。

６．3/23(月)に、24 棟ゴミコンテナ置場の外部からの持込みによる不法投棄に対し警告文

を広報委員会にて、コンテナ蓋に取付作業をお願いした。今後の経過を見る。

７．4/2(木)に、10 棟 1 階の居住者より浴室壁埋込給水管の漏水修理との報告を受けた。

８．14 棟住民要望として出されている介護車通行の通行障害となるバイク置場の設置要望

に対し、団地全体のﾊﾞｲｸ置き場計画があるので応急対策としゴムマット敷にての仮設

案を 14 棟理事に提案する。

９．4/9(木)に京都市上下水道局により、使用期限（８年毎）の来ている団地の給水メータ

ーの取替え工事が施工される。

１０．その他

①3/14(土)に、22 棟 5 階にて異臭の報告を受ける。原因が判明せず。次年度継続

調査とする。

②2020(令和 2)年度 整備保健委員会引継ぎ要領書について内容確認を行った。

③次年度整備保健委員会への引継ぎを 5/17(日) 午後 6時より行う。

【承認事項】

(1)理事会承認

①リフォーム申請（別紙申請一覧の通り）12 件（№60～№72 k66 延期再申請）

ﾀｲｱｯﾌﾟﾘﾌｵｰﾑは 7 件 ・・・・【承認可決】

以上

第 12 回 広報委員会 報告

日時：2020（令和 2）年 4月 9日（木）午後 7時 05 分～午後 7時 15 分

場所：管理組合集会所・洋室

［報告事項］

1． 3/16(月) 第 11 回理事会議事録（照査用）を理事会三役、第 3回大規模修繕実行委

員会委員長及び荒戸総務委員に送信。
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２．3/18(水） ①第 11 回理事会議事録作成

②第 11 回理事会報告（回覧用）を各棟理事に配付

３．3/20（金）同上（HP 用）をホームページ委員会に送信

４．3/23（月）24 棟ゴミコンテナ用警告書作成掲示(厳禁・居住者以外のゴミ捨て）

５．3/25（水）理事会ニュース第 6号：全戸配布及びホームページ委員会に送信

６．大規模修繕実行委員会出席（委員長）：4/3(金）午後 7時 30 分～

【承認事項】

(1)理事会承認

①総会議案書印刷代*700 部 \127,530-（税込）表紙白色・・・・・【承認可決】

（WEB 印刷：プリントパック=5 日後発送、パンチ穴なし）

②総会出席票 650 枚 \12,000-（税込み/概算）・・・・・・【承認可決】

(2)理事長承認

①理事会ニュース第 6号印刷用紙代 Ａ4*500 枚 \1,628-（税込)

②議案書配布用封筒（1,000 枚） \14,300-（税込)

以上

第 12 回 植栽委員会 報告

日時 2020（令和 2）年 4月 4日(土) 午後 7時 00 分～午後 8時 15 分

場所 管理組合集会所

[報告事項]

1．植栽に関する意見・要望書

①22 棟専用庭の伐採依頼(3/10 受理・ 3/19 実施済み)

2．棟集会の植栽要望

①2棟：２棟南西側のムクゲを切ってほしい→3/19 実施済み

②10 棟：10 棟と 11 棟の間に高い木が多く、街灯が暗いので切って欲しいです

→剪定予定

③10 棟：植栽にお金がかかり過ぎ

→何についてかかりすぎていると思いますか？ 正確に教えてください

④11 棟：11 棟南ケヤキの木の伐採希望→昨年剪定実施、伐採しない

⑤11 棟：10 棟と 11 棟の間の低木の剪定・伐採を希望→剪定する、伐採しない

⑥12 棟：みどりの会での草刈は大変ありがたい（日時をあらかじめ知らせてほしい）

→日時は月初に掲示板掲示している

⑦24 棟：西側駐車場と新林本通り歩道の間の樹木が大きくなっており、防犯上から

も剪定して欲しい（特に南側角の大木 1本）

→南西角の高木について石垣侵食があるため伐採を検討する。継続課題として2020

年度事業計画に記載する

⑧24 棟：専用庭草木が茂っている→植栽委員会から専用庭の植栽管理をお願いする

3．ボランティア「みどりの会」の活動

①3/22(日) 11 棟北の土止め作業
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②今後の活動について、新型コロナウイルス収束のメドが確認されるまで感染予防の

ため中止する。

4．植栽管理

①3/19(要望書)22 棟専用庭の伐採、2棟専用庭の伐採、

②総会議案書（植栽関係事業報告・事業計画）の確認

5．春の草取り

①5/24(日)予定の春の草取りは、新型コロナウイルス収束のメドが確認されるまで感

染予防のため中止する。

【承認事項】

(1)理事会承認

①5月 24 日(日) 実施予定の春の草取り(第 10 回理事会承認事項)は、新型コロナウ

イルス感染予防のため中止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・【承認可決】

以上

第 12 回 駐車場運営委員会 報告

日時：2019 年 4 月 2 日（木）午後 7時 00 分～7時 30 分

場所：管理組合集会所 和室

［報告事項］

１．外部駐車場の有償契約車両台数について

第 2駐車場：4月 1日現在 31 台である。

２．駐車場パトロールの実施

1棟前迷惑駐車に張り紙対応した。

３．ゴールデンウィークの来客用駐車場の申込みについて

4/22(水)より 4/29（水）～5/6（水）分の申込みを開始予定。4/8 に掲示。

４．内部駐車場位置交換について

2件希望届の提出があった。

５．2019 年度棟集会での意見

①敷地内の駐車場があいているので来客用に使えないか

→来客用として使用すると不特定多数の方が利用することになり、事故、駐車ス

ペースの位置間違い等が生じる可能性が想定される為、既存の来客用駐車場を

使用していただきたい。

②駐車場の契約台数が減っているので駐車場の幅を広げてほしい

→幅を広げられるほど内部駐車場に空きがないので困難である。

③川北駐車場より新林本通りに出る際に自転車の通行が見にくいため、簡易なもの

でもいいのでカーブミラーを設置してほしい。

→一旦停止をして確認して通行してほしい。

④電線にとまる鳥の糞の被害がひどい。鳥よけとか何とかできないか。

→整備保健委員会と相談して来年度へ引き継ぐ。

⑤洛西高校前信号入ったところに横断歩道をつくってもらえないか

→車の一旦停止線があるので、今のところ必要ないと判断した。

以上
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第 10 回 第 3 回大規模修繕実行委員会 報告

日時：2020（令和 2）年 4月 3日(金)午後 7時 30 分～午後 9時 00 分

場所：管理組合集会所・洋室

出欠状況：委員 20 名中 19 名、オブザーバー 4名中 4名出席

［配布資料］

1 レジュメ

2 資料-1 住戸内調査及び工事進捗表

3 資料-2 中間答申(案)

◦委員長の挨拶及び理事会報告（若林委員長）

会議の冒頭、委員長より挨拶を頂いた。続いて第 11 回理事会(3/15)の報告があった。

当委員会も昨年 7月にスタートして今日で 10 回目となるが、理事会からの委嘱に基づき

活動した内容について「中間答申(案)」として纏めた。本日は皆様からご意見を頂戴し 4

月の理事会に答申書として上げたい。

【流し系統雑排水管更新工事関連】

１．工事進捗状況の報告(中村推進リーダー)

資料-1に基づき中村推進リーダーより4/3時点でのJSによる流し系統雑排水管更新工

事の住戸内調査及び工事の進捗状況の報告があった。工事対象戸(360 戸)に対し 360 戸

全て調査完了した。更新工事は対象棟 13 棟の内 7棟が完了した。予定通り無事進捗し

ているのは各棟理事の熱心な在宅確認作業の賜物だ。今後も残る 6 棟の理事には引き

続き協力をお願いしたい。新型コロナウイルスの影響は今のところは出ていない。工

事に必要な部材は確保できている。しかしタイアップリフォームについては部品等の

供給は止まっている状況だ。

【大規模修工事繕関連】

1．中間答申(案)について

資料-2 に基づき松原副委員長、山内副委員長より説明があった。

第 3回大規模修繕工事の 2020 年度実施に至る経緯及び「工事範囲」、「工事予算」、

「施工業者選定」について答申内容の説明があり、その後質疑に入った。

《質疑内容》

(委員)資料 2-①収入の内「駐車場会計より繰入れ」金額の訂正依頼があった。(50 万

円減額)

→(WG)訂正する。同じく収入の内「受取利息」も確定後修正したい。

(委員)年号の表記等について何点か修正依頼があった。

(委員)専門用語について注釈を入れるべきとの提案があった。

(委員)アルミサッシの工事については住民から要望が出ている。今回の大規模の工事

範囲には入ってないが、住民に対して説明が必要ではないか？

→(WG)アルミサッシについては足場が不要な工事であることもあり今回の工事の対象

としては考えていない。工事終了後「長期修繕計画の見直し」の検討の中に盛り込む

ことになる。

(委員長)今回の答申内容で工事内容の詳細が確定したと言うことではない。築後 39 年
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経過し「付帯設備」も老朽化している。それを踏まえて「工事説明会」で住民の意向

にしっかりと答える様にしたい。

《決議》

第 3 回大規模修繕工事「中間答申(案)」について承認を諮ったところ委員全員の承認

を得た。

※委員指摘の箇所の修正を加える。

【委員会承認答申事項】

第 3 回大規模修繕工事「中間答申(案)」について細部の修正を加えた上で 4 月の理事

会に答申する。

【理事会承認事項】

第 3回大規模修繕工事「中間答申(案)」 ・・・・・・・・・・・・・・【承認可決】

◦次回 実行委員会開催予定 〈備考（担当）:実行委員会〉

日 時：5月 1日（金） 19 時 30 分～

場 所：管理組合集会所・洋室

以上

Ⅲ その他

なし



2019（令和元）年度　リ フォ ー ム 申 請 状 況 　及　 改 修 内 容 一 覧

令和2年4月理事会承認分

承認日： 4月19日

受付
NO

受付月日
リ　フォ　ー　ム　内　容

（ 受付NOのKはＪＳﾀｲｱｯﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ物件を示す ）
工 事 期 間

工事
棟Ｎｏ

施工業者 承　認 備　考

60 3月10日
廊下・居間・食事室・/天井・壁しっくい塗　廊下・食事室・脱衣室/床フロアタイル張
替　便所/ホーロークリーンパネル張　廊下〜台所/間仕切撤去　洗面所/洗面台扉
交換　

4月20日          
〜4月28日

9
㈱小野建築設計　
075-335-2254

承認

61 3月13日
居間・食事室・洋室・和室（1）・和室（2）/天井・壁クロス貼替、床フローリング張　玄関・廊下・
便所/クロス貼替、床CF張替（玄関はCF上張）　浴室/床FRP防水・壁パネル施工 台所/シス
テムキッチン設置　洗面所/洗面台・洗濯機パン入替　便所/便器入替

4月20日          
〜5月30日

12
U-BUILD　
090-3289-2018

承認

62 3月21日 台所/システムキッチン設置
4月23日          

〜4月26日
8

㈱プラトン　
075-575-2929

承認

63 3月25日 給湯器故障による交換  洗面所/床下地・CF張替 4月18日 18
㈱国近　
075-335-0362

承認 事後申請

K64 4月8日 給湯器取替 2月28日 3
日本総合住生活㈱
大阪支社京都支店　
075-365-1010

承認 事後申請

K65 4月8日 給湯器取替 2月28日 13
日本総合住生活㈱
大阪支社京都支店　
075-365-1010

承認 事後申請

K66 ━
・申請書類審査中に申請者の都合により工事は６月に延期
・よって本番号は抹消し、再度新規番号での申請とする

━ ━
日本総合住生活㈱
大阪支社京都支店　
075-365-1010

工事延期で
再申請する

67 4月11日 和室(1)壁クロス貼替、和室(2)天井壁　クロス貼替
4月21日　　　　

～4月23日
11

㈲万殿建設
075-333-2630

承認

K68 4月14日 便器取替工事 4月24日 21
日本総合住生活㈱
大阪支社京都支店　
075-365-1010

承認

K69 4月14日 便器取替工事 4月24日 18
日本総合住生活㈱
大阪支社京都支店　
075-365-1010

承認

K70 4月14日 台所修繕工事（台所蛇口取替、台所扉蝶番部品取替） 4月23日 8
日本総合住生活㈱
大阪支社京都支店　
075-365-1010

承認

K71 4月14日 台所修繕工事（台所蛇口取替、台所扉蝶番部品取替） 4月23日 8
日本総合住生活㈱
大阪支社京都支店　
075-365-1010

承認

K72 4月14日 洗濯パン取替工事（Ｗ９００ 同ｻｲｽﾞ同位置取替） 4月21日 8
日本総合住生活㈱
大阪支社京都支店　
075-365-1010

承認



令和２年４月１６日 

令和元年度 理事の皆様へ  

第１２回理事会の開催について 

                           境谷西第２住宅団地管理組合 

                             理事長 須川 康子 
 

先日、「令和元年度 第１２回 理事会開催のご案内」を配布いたしましたが、新型コロナ

ウイルスの感染防止の観点から、管理事務所において多くの理事が一堂に会して行う理事

会は好ましくないのでは、とのご意見を多くの理事の方からいただきました。三役でこの件

につきまして検討した結果、以下の要領で開催することとしました。 

 

１．今回の理事会は、総会の議案書の内容を決定するための重要な理事会です。 

理事会の役割として、規約の第５６条（議決事項）として 

１．理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を 

決議するものとする。 

  １）収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 

       ２）規約・規則等の制定、変更又は廃止に関する案 

       ３）長期修繕計画の作成又は変更に関する案 

  ４）その他の団地総会提出議案 

                         ・・・・・と規定してあります。 

   さらに第５５条（理事会の会議及び議事）では、 

１．理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず 

その議事は出席理事の３分の２以上の多数で決する。 

                        ・・・・・・とあります。 

   しかしながら、 

１）これらの規定は現在のような事態を予想したものではない。 

２）総会議案の内容を、大規模修繕に関する議案以外は通常の管理組合活動に 

関するものだけに絞り、規約改正等の特別決議は次年度に引き継ぐ。 

３）ただし大規模修繕は業者決定、予算決定等、そのスケジュールとの兼ね合い 

から次年度に申し送ることはできないため、議題とした。 

 

   以上、三役で検討し今回の理事会については三役+財務担当理事及び監事のみの出席

で開催することとしました。 

 

 ２．出席されない理事の皆様の議決権に関しては、理事長もしくは各委員会委員長への 

委任状の提出をもってその行使をお願いいたします。また、議事内容に対するご質問、

ご意見があれば文書にてご提出お願いします。期日：4 月 19 日 PM.19:00 まで 

kiyokazu
タイプライタ
添付資料

kiyokazu
直線



３．議案内容 

   １）総会の開催について  （広報内容） 

 新型コロナウイルス感染防止の観点から今年度の総会の開催について、理事会

において以下のように決定しました。 

１．総会は「密閉」「密集」「密接」を避けることから、管理事務所洋室におい

て、令和元年度役員のうち三役、監事、および来年度の三役、監事に就任

予定の理事・監事候補者の方のみの出席で開催することとしました。 

総会の延期も検討しましたが、来年度は大規模修繕を予定しており、業者

決定、予算決定等、そのスケジュールとの兼ね合いから、いつまで総会を 

延期するのかが不明の状態では予定通り工事を実施できないと判断し、

このような形で開催することを決定しました。 

２．議案の内容は必要最低限の議案（事業報告・決算報告、管理委託契約     

更新、次期事業計画案・予算案、次期役員選任案の４議案）及び大規模修

繕に関する議案のみ上程し、その他の特別決議は次年度に引き継ぎます。 

３．出席されない組合員のみなさまには、議決権行使書又は委任状の提出を 

もって議決権を行使いただくようお願いします。 

４．文書による質問書を受け付けるとともに総会までに回答書を回覧・掲示等

により広報いたします。 

５．健康に不安のある方の出席の自粛を要請するとともに出席者に対しては

マスク着用、入室の際の消毒等を徹底します。 

以上、組合員・住民のみなさまのご理解とご協力をいただきますようお願い

いたします。 

 

   ２）各委員会報告（別資料 参考） 

 

   ３）議案書内容の確認と承認 （別資料参照） 

      第１号議案 2019（平成 31/令和元）年度 事業報告 

      第２号議案 2019（平成 31/令和元）年度 決算報告 

      第３号議案 管理業務委託業者の承認について 

      第４号議案 第３回大規模修繕工事の実施について 

      第５号議案 2020（令和２）年度 事業計画について 

      第６号議案 2020（令和２）年度 管理組合予算について 

      第７号議案 2020（令和２）年度 役員選任案 

                                 以上 

 

 



委 任 状 
 

 私、    棟    号              は 

 

   令和元年度 第１２回理事会 の決議事項に関して 

 
                        委任する方に 

〇を記入 

理事長 須川康子  

副理事長 金田光雄  

総務委員長 足立浩章  

整備委員長 秋田 茂  

植栽委員長 福島利彦  

駐車場運営委員長 村山玲子  

広報委員長 藤田喜代一  

大規模修繕委員長 若林良二  

に委任します。 

                              令和２年４月   日 

ご意見、ご質問等があれば以下に御記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 19 日 PM.19:00 までに管理事務所に提出ください 




