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 ３１期自治会長から GH の皆さんへ  

GH 入間３１期自治会長： 板 垣 

 

３１期の自治会長の任をいただいた板垣と申します。このマンションに移り住んで１年そこそこの新

参者に「自治会長」という大役を任せていただき、大変恐縮しております。楽しみながら、頑張ってい

ければと思っておりますので、宜しくお願い致します。 

 

私は根っからの転勤族で、長く腰をすえた地域は少なかったように思います。マンション住まいも結

構経験していますが、住居というよりは『ねぐら』の機能をもっぱら優先してきたように思います。 

ですから居住先の方々との交わりも少なく、自治会に入ったか否かよくわからないでいたのが現実です。

こんな事ですから、GH で始めての自治会長をやらせていただくのには、少々不安が付きまといます････。

でもご安心ください！！ 

３１期の役員の方々は皆品行方正で有能な方々がそろっており、私の微々たる能力などは論外で、 

余りある能力がみなぎっていると確信しております！ 

 

心配な事をしいてあげるとすれば、それは自治会から離脱する世帯が増えていて、現在２０５世帯を

割り込んでいるという現実です。これから予想される大きな災害や高齢化を考えると、マンションの 

住人どうしの横の連携が大変重要になってきます（この GH は立川から名栗村にかけて伸びる断層から

５キロくらいの位置にあるのではないかと思っております）。そこで３１期自治会としては人のつながり

を作るべく『茶話会』の機能を拡大充実させて、住人の横の連携強化を進めたいと思っており、 

多く茶話会を実施しようと計画しています。 

どうか皆さん、知恵と力を貸してください、そして住みやすく心地よい GH を実現しましょう！！ 

 

31 期自治会役員 

 

会 長（東金子 26 区区長） 204 板垣 晴仁 安協理事 518 小岩 伸一 

副会長（東金子 26 区区長） 228 泉山 洋子 安協理事 819 後藤 文夫 

副会長（東金子 26 区区長） 531 佐々木 幸子 交通安全母の会 833 岡部 めぐみ 

会 計 810 新木 明美 広報部（はなみずき） 410 佐方 一郎 

書 記 302 関谷 修子 広報部（はなみずき） 114 富川 彩野 

体協理事 513 西村 美知子 広 報 405 小平 晴子 

体協理事 325 菊地 香 広 報 703 大湾 広子 

体協幹事 121 坂本 静也 広 報 324 岩淵 千香子 

   監査役 529 水村 宏美 
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マンション防災対策の強化を 
第３１期管理組合理事長  山﨑 二三四 

 

はじめに 

 梅雨の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。皆様には、平素から管理組合の運営および

活動に格別のご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

ガーデンハイツ入間は、今年で３１年目を迎えました。私も理事長を拝命してから、今期で５年目を

迎えてしまいました。毎回、今期は何をするべきかと理事会の重点目標を掲げ、その達成に向けて年間

の業務日程を自己管理しながら、管理組合の運営を適正かつ円滑に進めるために苦慮しているところで

す。 

本音としましては、会社勤めをしながらのマンション理事長職は年齢的に疲労がたまり、いつも気が

休まらないので、そろそろ理事長を交代したいところです。あまり長くやっていると、何か悪いことを

しでかすとダメですので、来期はどなたかお願いしますね(笑)。 

 

地震等の災害は必ず来る！？ 

 さて本題ですが、近年、大きな地震が頻発しています。２０１１年３月１１日に発生した「東日本大

震災」の凄惨な状況はまだ記憶に新しいところです。東北地方では多くの方が被災され、地震と津波の

犠牲になられました。 

２０１６年４月１４日には熊本・大分県で再び大地震が発生し、震度７の揺れが２回あり余震が長期

間続く過去にない地震で、土砂崩落、道路・橋の崩壊のほか多くの家屋等が倒壊し、多くの方が被災さ

れました。 

 これらの地震は決して他人事でも遠方の出来事でもありません。内閣府発表の大規模地震の発生予測

によると、今後３０年以内の地震の発生確率は、東海地震では９０％近く、東南海・南海地震は６０～

７０％、首都圏直下地震では７０%、と高い数値での予測がなされています。 

 大規模な地震災害が発生するたびに、飲料水、非常食、医薬品や停電時に備えて懐中電灯、ろうそく、

携帯ラジオといった防災用品を今度こそ揃えておかないと・・・と、ホームセンターやデパート等の防

災用品売り場を眺めてみては、結果として、あまり買わなかったりしますね。 

また、「マンションの防災訓練をやっても人が集まらない」、「そもそも管理組合や自治会の活動に無関

心の住民が多い」といったマンション固有の悩みもあります。いざという時に住民同士、あるいは近隣

の地域と協力し合うには、平時のコミュニケーションが欠かせません。日頃からの災害に対する危機意

識がなければマンションの防災対策は難しいと言えます。 

 

管理組合の防災対策の現状 

①  特に何もしていない 29．2％ 

②  定期的に防災訓練をしている 37．7％ 
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③  避難場所を周知している 25．1％ 

④  防災用品を準備している 26．9％ 

⑤  災害対応マニアルを作成している 18．6％ 

⑥  地震保険の加入率 43．2％ 

                                                 ＊平成２５年マンション総合調査より（複数回答） 

 

特に何もしていない管理組合が、何と３割近くもあるのには驚きですが、当マンションも自主防災会

として年に１回防災訓練は行っているものの、管理組合としては積極的な防災対策は講じていない現状

があります。 

 

自分たちの財産・マンションは自分たちで守る！ 

当マンションのこれまでの現状を鑑み、早急に「防災

委員会」の立上げ、「防災マニュアルの作成」など防災対

策の整備に取組む必要があります。 

災害時に「誰かが助けてくれる」、「行政や管理会社が

何とかしてくれる」という考えを持つのは大変危険です。

被災をするのは当マンションだけではないからです。行

政機関や管理会社も「被災者」になる可能性があります。

災害時には｢外部からは誰も助けに来ない｣、「自分たちの

財産・マンションは自分たちで守る！」というという覚

悟をもち、事前の備えをしておくことが大切です。 

マンション管理組合による組織的な防災活動のルール

づくりなどの参考となる「マンション防災マニュアル」

の作成も必要です。 

  また、防災マニュアルの作成をしたら、そのマニュア

ルに沿った行動を実際に行うことができる「自主防災組織」を作らなければなりません。マンションの

自主防災組織は、近年、自治体・町内会で結成する自主防災組織と同列で扱われるようになりましたが、

消防法に規定される「自衛消防組織」とは別個のものです。 

自主防災組織の構成員になる人は、実際にマンションに居住し活動している方です。区分所有者やそ

の家族、賃借人、管理員などすべての人が対象です。行政からの押しつけではなく、「自分たちのマンシ

ョンは自分たちで守る」という自主的な意思に基づいて、「災害時の実働体制」を確立することが好まし

いと言えます。 

ただし強制ではなく、マンションに居住する方がみんなで協力して防災組織を作りあげていくという

気持ちが大切です。防災に関心の高い方や専門知識や技術を有する方がいれば、是非メンバーとして参

加をお願いしましょう。 
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当マンション防災対策の第一歩は防災倉庫の設置から 

防災倉庫とは、災害に備えて、救命のための用具や初期消火用具、避難関連用品、炊き出し用具など

を保管しておく倉庫をいいます。 

防災倉庫の備品例では、発電機、投光器セット、シャベル、ツルハシ、ハンマー、天幕、ロープ、リ

ヤカー土嚢用の袋、アルミマット、メガホン、非常食、救急薬品・用品、毛布、防水シート、カセット

コンロ、固形燃料、担架、ごみ袋、簡易トイレなどです。 

食料や水は火災等がなければ各家庭で備蓄したものも利用できます。飲料水・食料品・懐中電灯やヘ

ルメットは各家庭で備えることを前提に、それ以外の揃えるのが難しいものをマンション管理組合では

準備するという考え方が基本です。 

大型地震の際には、ライフラインの復旧にはかなりの時間がかかります。また、大規模災害などの場

合は、消防などの到着は遅れます。安全を守るためには、

マンション住民の皆様の協力による初期自主防災が重要

です。 

電 力 概ね 1 週間程度 

通 信 概ね 2 週間程度 

ガ ス 概ね 1〜2 週間程度 

上水道 1 か月以上 

下水道 1 か月以上 

出典：東京都「首都直下型地震等による東京の被害想定」  「防災倉庫（コンテナ）のイメージ」 

（平成 24 年４月 18 日公表） 

 阪神大震災や東日本大震災等の未曽有の災害に備えて、住民の間でも災害対策、自主防災への意識が

向上してきています。こうしたことで、他のマンションではすでに防災倉庫を設置し、計画的に備蓄資

機材を備えているところも多くなりました。 

管理組合が主体となってマンションの危機管理および災害対策を推進することとし、当マンション内

敷地（テニスコート横旧ゴミ置き場）に防災用備蓄資材等を格納する「防災倉庫」を設置することとい

たしました。 

なお、防災倉庫の設置を管理組合で実施し、備蓄用品の購入については、今後、自治会にも協力をお

願いして、備蓄計画および備蓄用品の購入を行いたいと考えています。 

 

災害時に迅速対応できるように「管理規約」を改正！ 

災害時の応急的な修繕工事の実施など、緊急対応が迅速に行えるよう標準管理規約改正（平成２８年

３月、国土交通省）に準拠し、以下のような主旨に当マンション管理規約を改正しました。 

（保存行為）  

理事長は、災害等の緊急時においては、総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等

の必要な保存行為を行うことができる。 
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（専有部分への立ち入り） 

  理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等または他の専有

部分に対して物理的にまたは機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分または専用使用

部分に自ら立ち入り、または委任した者に立ち入らせることができる。  

（理事会による修繕積立金等の使用） 

災害等により総会の開催が困難で、緊急の応急復旧などに緊急修繕等が有効と思われる場合、理事長

は理事会の決議により、応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れおよび修繕積立金の取崩

しをすることができる。 

 

 

当マンション敷地が土砂災害警戒区域に指定されようとしている！ 

 

 埼玉県では、基礎調査結果をもとに、当マンションＤ棟北側の約半分の区域について、土砂災

害警戒区域・特別警戒区域が指定される予定になっています。 

 これらの指定が行われると、特に特別警戒区域の場合は、特定開発行為（住宅宅地分譲、災害

時要援護者関連施設のための開発行為）に対する許可、建築物の構造規制（居室を有する建築

物の構造耐力に関する建築基準法の適用）および市町村地域防災計画に基づき警戒避難態勢

の整備が行われるほか、最悪の場合は建築物の移転等の勧告が行われます。 

 また、特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の

許可を受け取った後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物

の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられていま

す。 
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土砂災害防止法とは 

土砂災害防止法（正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」）と

は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避

難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするもの

です。 

① 土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン） 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められ

る区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 

■急傾斜地の崩壊 

イ 傾斜度が３０度以上で高さが５ｍ以上の区域 

（土砂災害防止法施行令第二条） 

ロ 急傾斜地の上端から水平距離が１０ｍ以内の区域 

ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの２倍（５０ｍを超える場合は５０ｍ）以内の区域 

■土石流 

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が２度以上の区域 

■地滑り 

イ 地滑り区域（地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域） 

ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離（２５０ｍを超える場合は、 

２５０ｍ）の範囲内の区域 

 

 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがある

と認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 

 

１．市町村地域防災計画への記載（土砂災害防止法第七条一項） 

土砂災害が生じるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令お
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よび伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関す

る警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村

地域防災計画において、警戒区域にごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。 

２．災害時要援護者関連施設の警戒避難体制（土砂災害防止法第七条二項） 

高齢者、障害者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやすい災害時要援護者

の利用する施設が警戒区域内にある場合には、市町村地域防砂計画において災害時要援護者の円滑な

警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。 

３．土砂災害ハザードマップによる周知の徹底（土砂災害防止法第七条三項） 

土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や利用する施設に存する土地が土砂災害の危険

性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民等に正しく伝

達されていることが大切です。このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色

を踏まえた土砂災害に関する情報伝達、土砂災害のおそれがある場合の避難地に必要な情報住民に趣

致させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマップ等）を配布し、その他必要な措置を

講じることとなっています。 

４．宅地建物取引における措置（宅地建物取引業法第三十五条（同法施行規則第十六条の四の三）） 

警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨に

ついて重要事項の説明を行うことが義務付けられています。 

 

 

 

② 土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン） （土砂災害防止法施行令第三条） 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ず

るおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われま

す。急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等

の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えるこ

とのできる力を上回る区域。 

ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時

から３０分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で６

０ｍ範囲内の区域。 
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急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい

危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構

造規制等が行われます。 

 

１．特定開発行為に対する許可制（土砂災害防止法 第九条） 

特別警戒区域では、住宅地分譲や社会福祉施設、学校および医療施設といった災害時要援護者施設

の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するための自ら施行しようとする対策工の計画

が、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って

許可されることになります。 

２．建築物の構造の規制（土砂災害防止法第二十三、二十四条） 

特別警戒区域では、住民等の生命体又は身体に著しい危害が生じるおそれある建築物の損壊を防ぐ

ために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものと

なるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区

域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満た

すものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になり

ます。 

３．建築物の移転等の勧告および支援措置（土砂災害防止法 第二十五条） 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建

築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防

止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。 

特別警戒区域内の施設設備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措

置があります。 

① 独立行政法人住宅金融支援機構の融資（独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条） 
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地すべり等関連住宅融資は、特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、

土地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。 

② 住宅・建築物安全ストック形成事業による補助（社会資本整備総合交付金） 

特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅（既存不適格住宅）を特別警戒区域から移

転し、代替家屋の建設を行うものに対し、危険住宅の除去等に要する費用および危険住宅に変わる

住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。 

４．宅地建物取引における措置（宅地建物取引業法第三十三条（同法施行令第二条の五）、第三十五

条（同法施行令第三条）、第三十六条（同法施行令第二条の五）） 

特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受け取

った後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、

特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。 

 

土砂災害防止法制定の背景 

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており私たちの暮らしに大きな影響を与えています。 

また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所

も年々増加し続けています。そのような全ての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、

膨大な時間と費用が必要となってしまいます。 

そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のあ

る区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対

策を充実させていくことが大切です。 

《広島市の土砂災害の大きな被害》 

２０１４年８月２０日の深夜に広島市の住宅地を襲った土砂災害では７４人が亡くなり、平成に入っ

てから最大の土砂災害となりました。「土砂災害防止法」の改正につながった要因は大きくいって２つあ

りました。 

① 住民に危険個所が知らされていなかった 

② 避難の情報が間に合わなかった 

一つは被害を受けた多くの地域が法律に基づく土砂災害の危険区域に指定されていなかったことから、

住民に土砂災害の危険性が十分伝わっていなかったことです。そこで、今後は調査を終えた段階で、危

険区域を公表するようになりました。 

もう一つは行政からの避難の情報が間に合わなかったことで、今後は「土砂災害警戒情報」を避難に

結びつけるようにするとしています。 

 

最後に 

土砂災害防止法に基づく行政の対応は、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避

難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするもの

です。ですので、土砂災害警戒区域が指定されたとしても災害を除去もしくは軽減するためのハード対

策（急傾斜地のり面の崩壊を防止する施設等の築造）が行政側で実施されることはありません。 

急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設置
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等は、別の法律である「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（急傾斜地法）によるものとさ

れています。急傾斜地法に基づく区域の指定は、土砂災害防止法とは別ものです。 

土砂災害警戒区域が指定された場合の法規制および警戒避難体制等については上述したとおりですが、

こうした状況について居住者全員が理解しておくべき重要課題であり、今後は管理組合としてもマンシ

ョン防災対策に含めて警戒避難体制等を確立しておく必要があります。 

 以上、長文になってしまいましたが、マンションの災害対策は、居住者におかれては無関心ではいら

れない住民の生命を守るための重要課題ですので、是非とも多くの皆さんが「土砂災害防止法に基づく

基礎調査結果のお知らせと説明会」に出席して、必要な情報と知識を習得して欲しいと思います。 

なお、説明会の開催内容については、玄関ホールにも掲示済ですが、下記をご参照ください。 

日 時  平成 28 年 7 月 1 日（金）19：00～（1 時間半程度予定） 

場 所  東金子公民館 大会議室 

内 容  土砂災害防止法に基づく基礎調査結果について 

     警戒避難体制について 

 

31 期管理組合役員 

 

理事長、自主防災 319 山崎 二三四 広報、生活改善 706 友金 美佐 

副理事長、長期修繕 425 川野 泉 施設管理、生活改善 711 伊藤 純子 

会計、長期修繕 624 斉藤 利広 監 事 330 小泉 和友 

正書記、自主防災 120 中島 誠司 長期修繕委員（専任） 318 山口 智久 

副書記、生活改善 708 白鳥 由美子 長期修繕委員（専任） 823 松山 雅明 

生活改善、自主防災 409 山﨑 邦男 長期修繕委員（専任） 317 北田 清孝 

防災管理、自主防災 501 小川 透 長期修繕委員（専任） 723 村辺 信之 

広報、生活改善 613 大川 久美子 
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5 月 22 日（日）新久小学校にて東金子地区グランドゴルフ大会が開催されました。 

天候にも恵まれた中、ガーデンハイツは男性 8 名・女性 8 名が健闘してくださいました。 

今年はホールインワンの数が例年より多かったようで、ガーデンハイツからも男性チームで石本さん、

板垣さん、女性チームでは、小平さん、と 3 名の方がホールインワンを達成されました。 

初心者の方も多かった中、皆さん力戦奮闘しつつも楽しみながら参加されました。 

参加してくださった皆さま、応援してくださった皆さまのお陰で、 

今年も無事に大会を終えることができました。 

ありがとうございました。 

来年も皆さんの奮っての参加・応援

をお待ちしております。 

  

ご参加頂いた皆さん 

お疲れ様でした～♪ 
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6 月 5日（日）当日は、天候が心配されましたが、８０世帯９４人の住民の皆さんにご参加いただき 

午前 8時から行われました。 

A～D 棟側溝の清掃や草刈りなど、皆さんが協力し合い予定より早めに作業を終えることができました。

本当にお疲れさまでした。 

これも住民の方々の、住み良く、綺麗なガーデンハイツ入間の環境作りへの想いがあればこそだと 

思います。 

今後もガーデンハイツ入間の環境美化活動にご協力お願いします。 
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入居届の提出にご協力下さい。 

 

マンション内での緊急時（万一の災害や留守の時のトラブル等）に使用する事を目的としています。 

個人情報に基づき、厳正に取り扱いさせていただきますので、居住者のご理解とご協力を 

お願い申し上げます。 

 

最近入居された方 

  入居届を管理員より受け取り提出していただく事になっております。 

  入居される方全員の情報や緊急連絡先等をご記入いただき、管理室で大切に保管します。 

  緊急連絡先は入居者以外の方を最低 2 名様ご記入いただいており、万一の際に 

  使用させていただきます。 

 

以前からお住まいの方 

  入居届を未だにご提出されていない方、もしくは以前に提出したが緊急連絡先の住所や 

  電話番号等に変更がある方、管理員室までお越し下さい。 

  用紙をお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理人室だより 

後藤 始 

ご意見等ございましたら、

お気軽に広報部まで 

ご連絡下さい。 

 


