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	 日本マンション学会が、1992 年設立以来の研究
対象としている分譲マンションは、我が国の巨大な

住宅ストックとなり、その数を増やし続けています。

第二次世界大戦後のマスハウジング期に、都市部に

対して大量供給が始まった集合住宅は、築後年数の

経過と共に、維持管理システムの整備や初期工事の

瑕疵への対応、大規模修繕や建て替えの仕組みや法

整備、住民の高齢化やペット・騒音・管理費の未払

いに対する取り組みなどの課題を抱えて来ました。

現在、それらの課題が質量ともに増大すると同時に、

都市の中でのマンション居住の位置づけや環境対

策との協調、人口減少への対処などの新たな課題が

生じています。これらの課題は、欧・米・アジアな

どの世界各国においても大きな共通の問題となっ

ており、諸国でも、課題に対する様々な興味深い研

究や取り組みが行われています。本学会が、そのよ

うな国々において共通の課題に取り組む方々との

交流の場としても機能する日がいずれ来ることを

期待しています。 
	 2017年の日本マンション学会第 266回全国大会
は、居住者・実務家・研究者・行政担当者・企業な

どによる、上述した我が国の諸課題に対する取り組

みの情報交換の場として、4 月 22 日（土）･23 日
（日）の 2日間、名古屋の星ヶ丘に立地する椙山女
学園大学で開催されます。 
	 22日（土）午後のメインシンポジウムでは、「マ
ンションという場において、認知症、孤独死、独居 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
などの住民の高齢化によって顕在化している諸問

題に対してどう対応していくのか」、というテーマ

での講演とディスカッションを行う予定です。 
	 分科会では、例年と同様に、マンションに関わる

様々な視点からの報告・討議が行われます。23 日
（日）の午後には、名古屋で住みたい街第 1 位を、
毎年、星ヶ丘地区、名古屋駅周辺地区と争っている、

名古屋市千種区の覚王山地区の築 40年以上のマン
ション群と、松坂屋初代社長の伊藤次郎左衛門祐民

の別荘である揚輝荘および敷地内に近年建てられ

たマンション群の見学会を企画しております。地方

中核都市の歴史的資産を有する地区における居住

形態としてのマンションの位置づけを、地区を散策 
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しながら共に考える機会となれば、と思っておりま

す。 
	 中部支部会員一同、名古屋の地で開催させていた

だく意義を考え、中部圏の特色を存分に感じていた

だきながら、大会期間中を心地よくお過ごしいただ 
 
 
 
 
 
	 日本マンション学会総務委員会の企画により、マ

ンション管理シンポジウム「大震災に対して今でき

る備え〜首都圏直下型地震を見据えて〜」が 2016
年 10 月 15 日、東京都港区の明治学院大学白金キ
ャンパスにて開催されました。 
	 シンポジウムは第１部の「報告」と、第２部の「質

疑応答」で構成されており、第１部では、①熊本大

震災における被災の実態、②東日本大震災からの教

訓、③マンションにおける耐震診断・耐震補強の現

状、④耐震化促進に向けた東京都の取り組み、⑤マ

ンションの管理規約で定めておくべき対策、の５点

について講演がなされました。 
	 ここでは、これら５点の講演と質疑応答について、

その一部をお伝えします。 
 
	 ① 熊本大地震による被災の実態 

 川上湛永 

 （全国マンション管理組合連合会会長） 

 
	 4 月 14 日に熊本地震が発生し、その二週間後ぐ
らいから現地の模様を見てきましたので、その報告

をしたいと思います。NPO 法人熊本県管理組合連
合会（熊管連）の調査によると、熊本市内には約

850のマンションがあり、その約７割が何らかの被
害を受けたとのことです。14日の地震に続いて、4
月 16日にも直下型地震があり、後にこれが本震と
なります。大きく円を描くように揺れたらしく、ほ

とんどのマンションで剪断亀裂が発生しました。地

盤沈下も、大きな沈下ではないが、ほとんどのマン

ションで発生しました。受水槽もほとんどのマンシ

ョンで被害を受けました。FRP 構造の受水槽が、
内部の水が大きく揺れたことにより破壊されまし

た。余震が約４千回もあり、夜の地震は子どもたち

が怖がるので、車に逃げ込みます。結果として、マ

ンション住民の多くが車中泊だったそうです。車中

泊という選択肢をどう考えるかは今後の大きな課

題だと思います。 
	 マンションの集会所が、大きな威力を発揮しまし

た。飲み物や食事の提供、対策会議、宿泊などの場 

けるよう、精一杯準備させていただき、皆さまの御

来場をお待ちしております。 後になりましたが、

本大会が、御参加される皆様、日本マンション学会、

マンションに関わっておられる方々の、益々の御発

展に資することを心より祈念いたします。 
 
 
 
 
 
所に使われ、前線基地となりました。どのマンショ

ンにも集会所があれば対策会議にも使えます。集会

所の存在のありがたさがよく分かりました。上下水

道の復旧には３週間ぐらいかかりました。水が無い

と一番困るのはトイレです。 
	 Ａマンションでは、ピロティ形式になっていた１

階の柱が座屈して駐車場がつぶれました。区分所有

者の一人は、「早く取り壊したい」と言っていまし

たが、その当時はどうなるか全く見通しが立たない

状況でした。つぶれた駐車場の中には車が７台あり、

いずれも新車に近いものでしたが、「怖くて出せな

い」とのことでした。現在もこの建物は復旧してい

ません。なぜ復旧していないか。１つは管理組合に

お金がないこと、もう 1つは、このような大きな損
傷に対応できる地元の業者は皆忙しくて発注を受

けてくれないとことが理由です。現在、地元の業者

が見つかって、来週には起工式が行われます。熊本

市内のマンションでは、恐らく一番早い復旧への歩

みだと思います。 
	 Ｂマンションは５棟からなる団地型マンション

ですが、４号棟が５度傾いてしまいました。地盤が

弱いところに建てられたことが原因です。建物自体

はひびも入りませんでした。壁式構造がいかに地震

に強いか、また証明されることになりました。 
	 被災マンションの中には、業者が入り、建替えの

方向で進められているものもありますが、地盤改良

をすれば建て替えずに済むのではないかと思いま

す。建て替えた方が良いというのはデベロッパーの

理屈であり、建て替えてメルクマール（指標）みた

いなものをつくろうとすることには反対です。ぜひ

建て替えずに存続させたいし、存続してほしいと思

います。そのための支援は惜しみません。 
	 NPO 法人全国マンション管理組合連合会（全管
連）では、来るべき大災害に備えるため、被災マン

ション情報センターを立ち上げることを決めまし

た。これまでにマンションに大きな被害をもたらし

た福岡西方沖地震、阪神大震災、東日本大震災、熊

本地震の情報を集め、研究を重ねつつ情報を提供し

たいと思っています。 

マンション管理シンポジウム 
｢大震災に対して今できる備え 首都圏直下型地震を見据えて」開催 
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	 ② 東日本大震災からの教訓 

 小島浩明 

 （東北マンション管理組合連合会常務理事、 

  日本マンション学会東北支部幹事･事務局長） 

 
	 仙台市は昭和 53年の宮城県沖地震を体験した市
民も多く、同様の地震が発生する確率が 99.9％と
言われ、地震対策への意識はかなり高かったといえ

ます。東北マンション管理組合連合会（東北管連）

でも地震に備えて絶えず啓発活動を行っていまし

た。東北管連の機関誌では、仙台のハザードマップ

を紹介したこともありましたが、残念ながらこのハ

ザードマップと実際の被害では大きな乖離があり

ました。皆さまも「ここは安全」、「ここは危険」な

ど決めつけることなく、ご自分の地域も危険と思う

認識が大切かと思います。 
	 Ｘ状剪断破壊では壁の向こう側の外が見えるこ

ともあります。それでも地震の査定ではゼロ評価で

す。非体力壁は、いくら壊れても被害にカウントさ

れないのです。この考え方は、いつかは変わって欲

しいと思っています。ライフラインの一つである給

水、これが破壊されると、周りの戸建ては給水でき

るようになったのに、マンションだけが給水できな

いという事態になります。日頃の確認と事前の対策

が必要です。 
	 被災地に暮らしていた私たちは貴重な体験をし

ました。気づかせられたのは、思っていた以上に災

害弱者を把握できていなかったこと、管理組合とい

う組織の役割が建物の維持管理だという錯誤、町内

会など地縁組織からみるとマンションは別世界に

しか見えないことなどです。 
	 罹災証明書では、不在区分所有者を中心とする実

際より過小な評価を望む人、賃借人を含む居住者を

中心とする実際より過大な評価を望む人がいる上

に、役所が誤った証明を出してしまうことがあり、

トラブルや誤解が次々と発生しました。罹災証明書

の判定により、受け取れる義援金や応募できる制度

が異なるため、幾度も再調査が行われました。マン

ションでは建物全体での被害で判定され、その結果

が各戸へ反映されます。例えば、マンション全体が

半壊の認定を受けたところ、居住者から、「誰だ！

資産価値を下げようとするような奴はけしからん」、

というクレームが管理組合に来ました。でも、罹災

証明書の判定で行政から受けられる義捐金の額が

変わることが分かると、「半壊ではなく、大規模半

壊にならないものか」、と手のひらをくるっと返す

わけです。 
	 住宅の応急修理制度は、戸建てしか想定されてお

らず、「応急修理」なのにマンションの共用部で使

えるようになったのは震災から３ヶ月も経過して

からでした。このようにして、戸建てとマンション

で行政対応の格差が生まれていました。 
	 地震保険は、ほとんどのマンションで査定に苦労

しました。保険会社には契約者に対する丁寧な説明

を求めたいと思います。一方で、地震保険に入って

いなかった数少ないマンションの人達は、資金的に

は地獄を見るような大変さだったと思います。調べ

た訳ではありませんが、仙台で未だに地震保険に加

入していない管理組合は無いのではないかと思い

ます。 
	 仙台市内には、建替え、あるいはマンションを解

消して敷地を売却した被災マンションがありまし

た。これらは、仙台市の公費解体制度（建物解体費

用が仙台市より拠出される制度）によって実現でき

た（建物解体費用を管理組合から拠出することは難

しかった）と思われます。 
	 これら多くの経験を経て、現在、行政や市民団体、

専門家の皆さんはがんばって防災対策に取り組ん

でいます。しかし、実際に大災害となってしまった

時にあてになるのはというと、地域、マンション内

の役員、住民となるのは間違いないところです。隣

の住人の顔が分からない状態では何もできません。

ということで、地域との絆を大切に育みましょう。

色々なネットワークを育てましょう。何にも増して

マンション内の絆を大切にしていきましょう。こう

いった絆は一朝一夕にできるものではないので、確

実に地道に育てていきましょう。 
	 首都圏で大災害が発生し、多くのマンションが甚

大な被害を受けた場合、住宅応急修理制度や地震保

険や被災者生活再建支援は、どこまで対応できると

考えられますか？義捐金はどの程度分配できるこ

とになるでしょう？修繕工事業者や修繕資材は足

りるのでしょうか？こういった数々の問題の他に、

公費解体が可能な状況になるのかどうかも大きな

課題となるでしょう。東日本大震災を経験した私た

ちにも首都圏直下地震でのマンションの被害は予

想がつきません。それでも私たちは、少しでも行動

することによってより多くの市民に防災の大切さ

を訴えていこうと考えます。 
	 全く同じ大災害は来ないかもしれません。しかし、

基本行動を身につけた住民が一体になれば、どんな

災害にも負けない心強い姿勢でどんな災害にでも

対応できると思います。「今できる備え」という意

味では、頼れる設備や専門家を備えるということも

あるでしょうが、 も頼れるのは住民の力となりま

す。なので、今から啓発活動に取り組むことが何よ

りも大切だと思います。 
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	 ③ マンションにおける 

   耐震診断・耐震補強の現状 

 今井章晴 

 （日本建築家協会メンテナンス部会長、 

  耐震総合安全機構理事） 

 
	 マンション耐震化のポイントですが、耐震化が必

要だという認識を共有することが一番重要です。そ

れには何をするか。管理組合の体制をつくる。本当

に耐震化しようと思う人、それを支える２，３人の

仲間がいて、さらに数人の修繕委員会があれば、耐

震化は前に進めることができると信じています。そ

れから大規模修繕と同じようにステップを踏んで

進める。「大規模修繕の時期が来たね」というとこ

ろから専門家に出会うまでが１年半、そこから工事

が１年半〜２年で大規模修繕は３年、耐震改修５〜

６年、建て替え 10年。そんな言い方をしています。 
	 マンションに 100 年安全に快適に住まうために
はどうするか。「築後 40 年のマンション、あと何
年持つの？」こんな質問もよく出ます。「あと 60
年でも 100年でも快適に暮らせますよ」。大切なの
は長く快適に住もうという気持ち、時代の要請に併

せて、設備やバリアフリー化など必要に応じて直し

ていく。その中で、地震に弱ければ耐震改修も行う

ということです。 
	 長崎県軍艦島の 30号棟、旧鉱員住宅は我が国
古の鉄筋コンクリート造共同住宅です。築後 100
年、閉山から 42 年になりますが、100 年経っても
鉄筋コンクリートの建物は、形は鉄筋コンクリート

の建物のままです。溶けて無くなるわけではありま

せん。ですが、40 年間メンテナンスをしていない
ので、開口部のサッシ、建具はなくなり、柱や梁の

鉄筋は爆裂し、コンクリートが剥落しています。よ

く見ると床も全て落ちてしまっている。鉄筋コンク

リートの建物は溶けて無くならないけれども、メン

テナンスしなければ住めなくなってしまいます。そ

れと反対に、同潤会江戸川アパートは築後 70年で
建て替えられましたが、建て替え直前に内部空間を

見させてもらうと、立派な居住空間が残されていま

した。70 年経っても快適に住み続けられる、そう
いう目標があれば、築 40年であきらめるのではな
く、60 年でも 100 年でも住めるんだと思えば、建
物を直していく、作り替えていく、再生していく。

そういう意欲が湧いてきます。 
	 耐震診断が必要なマンションを考えてみると、旧

耐震基準のマンション、昭和 56年（1981年）5月
31日以前に確認申請を取得して、今年で 35年以上
になります。立ちはだかる壁としては、高齢化、賃

貸化、建物の老朽化として雨漏りなどの大規模修繕

工事が必要だ、給排水設備からの漏水があって、そ

れらの工事が必要だ。それに加えて耐震化が必要と

言うことで、お金がかかるという考え方もあるかと

思います。 
	 そういう中で、管理組合の合意の形成のハードル

としては、「耐震改修の必要性や費用の捻出に対す

る考え方が違う」、「自分の部屋に影響が無く、修繕

積立金も今のままなら同意するが、そうでない場合

は反対」、「もう自分は歳だから、大地震で無理に生

き延びなくてもいいよ」というものがあります。建

物が 100年 200年持つ時代に「もう歳だから」。あ
なたはそれでよいかもしれません。しかし、「あな

たとは関係のない赤の他人かもしれませんが、その

人がこれから建物があと 50 年 60 年あるなかで、
いつかは地震に遭遇する、そういうことを考えてほ

しい」。初めの頃はなかなかこれが言えなかった。

被災地に行って建物の現状を見る度に、言い続けな

ければならないと思い、管理組合の前で、そういっ

た発言がある前でこれを繰り返し言い続けるよう

にしています。 
	 では耐震化が進んでいるマンションはどう考え

ているか。耐震化することが目的になっています。

家族の生命や財産を守りたい。安全で快適な生活を

したい。そのためには耐震化が必要なんだ。そうス

イッチが切り替わったマンションは前に進みます。

できる方法を考え、できない原因を整理して解消し

ていく。その中で、住宅ですから個別の事情を抱え

ている方は山ほどいます。そういう方にはピンポイ

ントで対応します。わがままでやりたくないと言っ

ているのではなくて、本当に困っている方に対して

は真摯に対応せざるを得ない。お金がなければ長期

修繕計画を見直して資金繰りを整理していきます。 
	 熊本地震で被災したＣマンションは、新築時から

ブレースが入っていたため、ぺしゃんとつぶれるこ

とはありませんでした。「ブレースにひびが入った

けれど直せばいいかな」と住民は言っていました。

要は、いかに崩壊倒壊しないか、そういうことの準

備、地震に備えることというのがいかに重要かとい

うことです。 
	 守るのは、自分たちの生命や生活。戦う相手は地

震や事故です。自治体や反対派ではないのです。「地

震が来る前に早く耐震化しようよ」。行政はマンシ

ョンの安全や耐震化に真剣に取り組んでくれてい

ます。建築家や構造の専門家も、想像もしていなか

った壁にぶつかりながら解決方法を探っています。

管理組合、行政、建築士、専門家。協力して耐震改

修を進め、100年安全に快適住まうマンション、そ
ういうものを目指していきたいと思っています。 
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	 ④ 耐震化促進に向けた東京都の取組み 

 小林英行 

 （東京都都市整備局住宅政策推進部 

  マンション課長） 

 
	 東京都のマンション戸数は現時点で 170 万戸を
超えています。これは東京都の総世帯数の４分の１

にあたり、非常に多くの都民の方がマンションに居

住しています。こういった中で 36万戸、東京都の
マンション総戸数の 21.4％、非常に多くのマンシ
ョンがまだ旧耐震のまま存在しています。 
	 東京都が平成 23年に行ったマンション実態調査
によると、旧耐震基準マンションのうち耐震診断を

実施したマンションは 17.1％でまだまだ少なく、
耐震改修まで行ったものは 5.9％、３分の１ぐらい
に落ちてしまいます。なぜ、耐震診断、耐震改修を

しないか。「費用がない」「高齢化、賃貸化が進んだ

ために関心が少なくなった」「とりまとめる人がい

ない」となります。関心があったとしても、管理組

合の中でとりまとめる人がいないのが現実です。 
	 耐震化を進めるために、東京都では耐震改修促進

計画を進めています。主な施策のなかで特にマンシ

ョンに関わるものは、「マンション啓発隊」の再訪

問と、「（仮称）マンション再生まちづくり制度」の

創設です。 
	 マンション啓発隊は、耐震化に向けた教育・啓発

の取り組みです。都内にある旧耐震基準の分譲マン

ションは約 12,000 棟あります。これらについて、
都の職員、区市町の職員、建築士などの専門家、３

人一組で管理組合を訪問して現在抱えている問題

や耐震化を進めるための説明をしています。24 年
度から行っていますが、昨年度までに約 12,000 棟
の全てに訪問やポスティングなど何かしらアプロ

ーチをしました。今年度（平成 28年度）は再訪問
ということで、これまでに話し合うことができたと

ころ約 2,000棟について、耐震診断改修の進め方や、
改修アドバイザーの紹介を行っています。 
	 「耐震マーク」は、東京都内の住宅、事務所、店

舗など全ての建物に対して、耐震性を満たしたもの

にこのマーク表示するという仕組みです。新耐震の

建物には「新耐震適合」、旧耐震の建物であれば耐

震診断で耐震性があると確認されたものには「耐震

診断済み」、耐震改修を行ったことによって耐震性

を獲得したものには「耐震改修済み」と、この３種

類のマークを無料で交付しています。このマークが

普及して、どの建物にもこのマークが貼られて、都

民の方、東京を訪れる方が安心して建物を使うこと

ができるようにすることが目的です。 

	 「緊急輸送道路沿道建築物の耐震化」は、分譲マ

ンションに限らず、事務所、百貨店、店舗も含めて、

東京都の条例によって、幹線道路に面する一定の高

さ以上の建物について、耐震診断の実施を義務づけ

るというものです。すでに今、法律でも同様の義務

化ができるという規定（平成 25年改正の耐震改修
促進法）がありますが、法に先駆けて東京都では条

例を制定しました。この取り組みを進めるにはハー

ドルが高かったのですが、この条例ができたことで、

年に数件しかなかった耐震改修の助成申請が、現在

では 100 件を超えるようになり、一定の条例の効
果はあったと思います。 
	 分譲マンションだけではなく、全ての幹線道路沿

道の建物は、耐震診断については、都費と国費で

100％補助となる仕組みを設けています。 
	 このほか、条例で耐震診断が義務づけられた幹線

道路ではなく、一般緊急輸送道路である比較的大き

な区道とか都道の幹線道路沿道の建物についても、

補助金が受けられるような仕組みがあります。これ

らについては補助金が全額ではありませんが、 大

で５分の４の補助が耐震診断で受けられます。耐震

改修になると 大で３分の２の補助になります。 
	 これらのような手厚い補助ではありませんが、一

般の分譲マンションについて、東京都では平成 21
年度から診断改修の補助を設けています。耐震診断

では補助率が３分の２、耐震改修では 23％です。 
	 この他にマンション改良工事助成というものが

あります。これは、大規模修繕だけではなく耐震化

や省エネ改修、設備更新など全て共有部分を修繕す

る場合に使える助成制度になります。住宅金融支援

機構の融資をうけたマンションを対象に、利子のう

ち１％分を補助するという形になっています。現在、

支援機構の利子が 0.7％ですので、現状ですと利子
が無く借りることができる仕組みです。 
	 旧耐震マンションの建て替えでは、容積率とか既

存不適格と言った問題が生じる場合があります。

「（仮称）マンション再生まちづくり制度」では、

マンション単体での建替えは難しい場合でも、そう

いったマンションに特別な支援をすることで、地域

のまちづくりに貢献することができないかと考え

ました。このような視点から２年間、品川区、杉並

区、多摩市、この２区１市でモデル事業を行ってい

ます。これらの地域の課題を踏まえながら、そこに

建つ旧耐震のマンション建て替えを進めていける

ことはできないかということで、様々な視点からの

検討を頂いているところです。こういった検討を踏

まえて、東京都では来年度から、まちづくりと連携

したマンション再生制度をつくりたいと考えてお

り、現在その準備をしています。 
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	 ⑤ マンション管理規約で定めておくべき対策 

 大野 武 

 （明治学院大学法学部教授） 

 
	 災害等が発生したとき、「誰が、どのような対応

を行うべきであるか」が問題となります。災害等が

発生したときには、あらかじめ決めておいた担当者

が、あらかじめ決められた役割に従った行動を行う

ことができるように、規約あるいは使用細則で事前

に定めておいた方が望ましいと考えられます。この

ような観点から、宮城県マンション管理士会は「分

譲マンション防災マニュアル作成支援ガイドライ

ン」を作成し、「対策本部方式」を提案しています。

有益な提言だと思いますが、対策本部がどのような

法的権限を持っているのか、規約でどのような位置

づけを与えてきたのかが気になるところです。 
	 ここでは、次の観点から検討したいと思います。

被害状況によっては応急的な修繕工事が行われる

べき場合があります。応急的な修繕工事は、敷地及

び共用部分等の管理に関する事項に該当するので、

原則として総会の決議が必要となります。しかし、

被災した組合員が避難所暮らしを余儀なくされて

いるような場合には、現実に総会を開催することが

困難であることから、総会の決議以外の意思決定方

法とその実施方法についても規約あるいは使用細

則で事前に定めておいた方が望ましいと考えられ

ます。このときに、誰が、どの範囲で、どの資金を

用いて行うことができるとするかが問題となりま

す。ここでは、区分所有法や標準管理規約が総会の

決議によらない意思決定とその実施の権限を、誰に

どこまで委ねることを許容しているかが問題とな

ります。 
	 そこでまず、災害等緊急時の場合における標準管

理規約の定めを確認します。理事会は、災害等によ

り総会の開催が困難である場合における「応急的な

修繕工事」の実施等を決議することができます（54
条 1 項 10 号）。また、応急的な修繕工事をしよう
とすると、一定のお金がかかりますが、標準管理規

約では、理事会は当該決議に係る応急的な修繕工事

の実施に充てるための資金の借入れ・修繕積立金の

取崩しについても決議できるとしています。理事会

の決議だけでよいということです。 
	 さらに、「特定の事項」について理事会の決議事

項として規約で定めることもできるとなっており、

規約で定めれば、総会の開催が困難であるか否かに

関わらず、理事会は応急的な修繕工事を「特定の事

項」として実施できると解釈することができます。

こうなると、応急的な修繕工事は要件（災害等によ

り総会の開催が困難である場合等）にかかわらず理

事会だけで行使できる、決議できるとなるわけです。

しかも、理事会決議のみでの資金の借入れ・修繕積

立金の取崩しまで認めています。 
	 また、理事会だけではなく、理事長にまで強い権

限を付与してよいというところまで踏み込んだ内

容が設けられております（標準管理規約 21条 6項）。
これは保存行為についてなので、まあいいかなと思

うのですが、標準管理規約の「21 条関係のコメン
ト⑫」を見てみますと、規約に定めれば、理事長判

断でかなりの金銭的な出費を伴う応急的な工事ま

でできてしまいます。これはちょっと権限が強すぎ

るだろうということで、費用の限度額を設ける方が

いいかなということも書かれています。しかし、建

物に応急的な修繕工事が必要になるほどの損傷が

ある場合、私個人の意見ですが、やはり組織的に判

断する方が望ましいと思いますので、ここまで踏み

込まない方がいいのではないかと思います。 
	 そして「21 条関係のコメント⑪」を見ますと、
「理事長をはじめとする役員が対応できない事態

に備え、あらかじめ定められた方法により選任され

た区分所有者等の判断により保存行為や応急的な

修繕行為を実施することができる旨を、規約におい

て定めることも考えられる」と、もっと柔軟なこと

が書かれています。これも使い方だなと思います。 
	 ここで、宮城県マンション管理士会が提示してい

る「対策本部方式」が非常に有益だと思うのです。

大規模な災害等が発生したときは、あらかじめ定め

られた方法に従って、基本的には組織的な対応がな

されることが望ましいという意味で、対策本部方式

は非常に有益だろうと思います。ただ、被害の状況

によっては応急的な修繕工事が行われるべき場合

もあるわけです。そうすると、その対策本部の法的

地位があいまいなままだと対応できないというこ

とがあり得るだろうと思います。 
	 そこで、対策本部が応急的な修繕工事の実施や修

繕積立金の取崩しができるようにしておいた方が

よい。それができるのは理事会です。ですから、対

策本部に理事会が組み込まれるよう組織化される

のが望ましいと考えます。本部長を理事長、副本部

長を副理事長としつつ、各情報班だとか救護班の中

にそれぞれ理事を割り当てるなどの方法によって、

対策本部と理事会が一体化するような仕組みを整

えるわけです。基本的には対策本部と理事会を一体

化させて、理事会がさまざまな事態に対応できるよ

うな規定、理事会による「災害等により総会の開催

が困難である場合における応急的な修繕工事の実

施等」を管理規約で定めておく方が、理にかなって

いるのではないかと感じました。 
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	 質疑応答 

 
髙橋悦子（日本マンション管理士会理事・宮城県マ

ンション管理士会会長）：宮城県でも耐震化は進ん

でおりません。旧耐震マンションに特化して様々な

調査をして 10年になりますが、ここ２年は仙台市
と連携して旧耐震マンションのサポートをしてい

ます。なかなか耐震化は進まないのですが、東京都

マンション課長の小林さんに、東京都で耐震化が進

んでいる大きなポイントを教えて頂ければ助かり

ます。 

小林英行（前掲）：東京都では耐震化が進んできて

はいるものの、まだまだだなという実感があります。

地震が頻発してきてそれに対する都民の方々の意

識の高まりもありますが、耐震診断を義務づけた条

例の効果は一定程度あると思っています。耐震診断 
を義務づけるということ自体が難しくて、当初はい 
 
 
 
 
 
	 賛助会員交流会は、関東と関西で交互に開催され

ておりますが、今年度は関東での開催ということで、

9 月 20 日（火）15:00～17:00、都市住宅とまちづ
くり研究会（としまち研）会議室において開催され

ました。 
	 今回の参加団体は、5団体（6名）で、マンショ
ン計画修繕施工協会、マンション管理新聞社、アペ

ックス、日本ハウズイングおよび浦安市住宅課に参 
加頂きました。また、ゲストとして国土交通省マン

ション政策室長にもお越し頂きました。ホスト側は、

梶浦会長、鎌野副会長、花房副会長、三井理事およ

び大野が出席致しました。 
	 まず、話題提供として、川上湛永（全国マンショ

ン管理組合連合会会長）に「熊本地震における被災

マンションの調査結果について」をご報告頂きまし

た。一般的な報道では、熊本市内のマンションの被

災状況はあまり伝えられておりませんでしたが、本

報告において深刻な被害の実態が浮き彫りにされ、

多くの課題が未解決のまま残されていることが明

らかにされました。被災マンションの復興の難しさ

を改めて認識するとともに、その課題にわれわれが

なお取り組み続けなければならないことを実感致

しました。 
	 次いで、賛助会員との皆様との意見交換会を行い

ました。賛助会員の皆様からは、やはり民泊の問題

が大きな実務上の課題となっていることが指摘さ 

ろいろな所から本当に義務づけができるのかと言

われましたが、今回は耐震診断を義務づけると同時

にその費用を全額補助という形をとったのが、大き

なきっかけだろうと思います。 
	 実際にこの効果として、耐震診断の実施率は条例

で義務化された建物の 95％ぐらいだと言われてい
ます。この後、国の法改正の中で百貨店など一定の

建物に対しても診断が義務化されました。やはりム

ードとして「耐震化が必要なんだ、義務化してでも

診断をやってあげるんだ」ということが芽生えてき

たかなと思います。マンションの耐震診断の実績も

着実に伸びてきております。さりとて、区分所有者、

管理組合の方に真剣に考えていただくことが今必

要になっていますので、費用負担の軽減をいかに通

していくのか、合意形成をするために東京都からど

のような支援をしていくのか、区市担当といかにや

っていくのか、そういうことについてこれからもし

っかりと取り組んでいきたいと思います。 
 
 
 
 
 
れました。民泊をどのように定義するのか、分譲マ

ンションで民泊を認めてよいか、民泊を禁止する場

合に規約でどのように定めるかなど幅広い議論が

なされました。その他の実務上の課題として、例え

ば、築年数にもかかわらず価値の高い、いわゆるヴ

ィンテージ・マンションをどのように評価するか、

４K テレビに対応した配線工事に集会の決議が必

要となるところ、そのための合意形成をいかにして

行うか、またゼネコンが有するマンションの BIM
（Building Information Modeling）を管理組合が
いかにして入手するか（これが得られないと管理組

合はゼネコンに頼り切りとなる）など、現代的な興

味深い話題をご提供頂きました。 
	 今回の賛助会員交流会では、今後の学会でも検討

されるべき多くのヒントがあったように思います。

今回ご出席頂きました賛助会員の皆様には改めて

御礼申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本マンション学会総務委員会委員長 大野 武 
賛助会員交流会の開催報告 
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	 当学会においては、当学会定款第 14条１項によ
り、代議員制を採用しており、また同条３項により、

代議員は正会員の中から代議員選挙により選出す

るとされております。平成 28年 9月 7日付で第５
期（2017～2018）代議員候補者の立候補並びに推
薦の受付を行いました結果、無投票当選によって下

記の 40 名に決まりましたのでご報告いたします。 
＜経 過＞ 

  代議員候補者の立候補並びに推薦の受付は、10
月 1日～10月 31日に行われました。11月１日（火）
開催の選挙管理委員会において、 初に 10 月 31
日の締切日までに立候補または推薦があった代議

員候補者（推薦書未着者を含む）は合計 34名であ
ることを確認しました。続いて、代議員候補者の資

格審査を行い、ブロック選出代議員候補者の１名が

第８条６項の該当者であることを確認しました。 
	 この 34名について選出枠別にみると、地域ブロ
ック枠ではすべて定員を充たしていましたが、本部

枠で 6名の定員からの不足があり、この段階で代議
員選出規程第 9 条に基づき、34 名全員の無投票当
選を決定しました。さらに、候補者の不足につき、

役員・理事等に追加推薦を依頼した結果、同日中に

40名の代議員候補者が揃いましたので、選挙管理 
 

 
 
 
 
委員会は、追加 6名を含めて下記の 40名を無投票
当選とすることを決定しました。同時に、当学会定

款第 16条に基づく補欠代議員も併せて決定いたし
ました。 
＜第５期代議員の氏名＞（選出枠別、50音順） 
北海道ブロック：羽山広文 
東北ブロック：岡田康夫 
関東甲信越ブロック：上林一英、田村日出男、 
西山博之、服部弘嗣、平澤	 修、廣田信子、 
藤木亮介、三井一征、山本雄史 
中部ブロック：花井増寛、松山	 明 
関西ブロック：植田雅人、大西一嘉、辻	 壽一、 
藤本佳子 
中国・四国ブロック：石口俊一 
九州・沖縄ブロック：岡	 俊江、山上知裕 
本部選出：植木武裕、太田隆司、大野	 武、 
折田泰宏、笠原秀樹、梶浦恒男、鎌野邦樹、 
木内龍彦、小杉	 学、齊藤広子、佐藤	 優、 
執行秀幸、鈴木克彦、祢宜秀之、長谷川洋、 
花里俊廣、花房博文、松坂徹也、松本恭治、 
村上	 心 
補欠代議員：平松	 明 

以上

■事務局通信 会員の動向（2016年 1月 1日〜2016年 12月 31日、（	 ）内は支部・地域委員会名） 

【入会会員（正会員）】 

対馬まり（関東）、奥森定雄（関東）、小西徹（関東）、河野寛美（中四国）、立石光紀（中四国）、安原伸人（九州）、 
田坂幸（九州）、安孫子健輔（九州）、枡谷雄三（関西）、津田智宏（関東）、板根富規（中四国）、宮川壽一（中四国）、 
福永純子（中四国）、吉益伸幸（中四国）、野田隆史（中四国）、馬場弘一郎（関東）、日野列（関東）、山本一志（中四国）、 
船木淳（九州）、高橋剛衛（関東）、深尾雅彦（関東）、青木貴央（中四国）、馬渡鎮夫（関東）、小西幸雄（関西）、 
鈴木あるの（関西）、石場裕壮（中四国）、貴船美彦（関東）、沼本耕典（関西）水島能裕（北海道）、土屋賢司（関東）、 
小出重夫（関東）、土平英俊（関東）、小林直樹（中部）、山田朋生（関東）、板谷健太郎（中部）、鮫島千尋（関東）、 
福島敏夫（関西）、久寿米木和夫（九州）、久保勝広（中部）、岡川淳也（関西）、水口真理子（関東）、佐藤真太郎（関東）、 
中山孝仁（関東）、松岡太一郎（関東）、秋元啓佑（関東）、梶浦明裕（関東）、高橋英（東北）、福升和雄（関東）、 
安江克典（関東）、三品頼彦（関東）、池添昌幸（九州）、青木留美子（関東） 
【入会会員（賛助会員）】 株式会社翔設計 

【退会会員（正会員）】 

中村哲治（関西）、白川勝人（関東）、高橋和男（関東）、泉清隆（東北）、永沼淳子（中部）、山谷治（関東）、西田寛（関東）、 
佐藤建吉（関東）、石坂公一（東北）、馬場昌子（関西）、佐藤東亜男（中部）、岡本恭信（関東）、宮本正志（関東）、 
佐藤晃男（関東）、木村芳昭（関東）、福田龍介（関東）、柳川弘美（九州）、内田修司（関東）、寺田真策（関西）、 
中村利明（関西）、今田英次（関東）、松山裕（関東）、菅野武（関東）、井出米蔵（東北）、池田恵美子（関東）、 
小川淳司（関東）、長尾直樹（関東）、鎌田坦（東北）、岩本茂（関東）、岡田豊（関東）、寺島教雄（関東）、西原俊策（関東） 
三木哲（関東）、甲谷寿史（関西） 
【退会会員（賛助会員）】 京浜管鉄工業株式会社 

 

■編集後記 昨年は総務シンポジウムの司会をさせて頂くなど激動の 1年でした。今年はどんな年になるのでしょう。（Ｎ）	

	 	 	 	 	 	 昨年は仙台の仲間と取り組んだ研究が評価されました！今年も創造的な研究ができますように。（Ｋ） 
	 	 	 	 	 	 昨年に引き続き今年も借地権マンションの法的問題の研究をします！良い研究ができますように。（Ｓ）	

日本マンション学会選挙管理委員会委員長 鈴木克彦 
代議員選挙結果の報告 


