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	 本号では、2013年 4月 27日（土）に行われた日本
マンション学会 2013 年神戸大会メインシンポジウム
「マンション居住の再発見」の基調講演についてお伝

えいたします。 
 
基調講演	 

近代の都市居住における集住のシステム	 

谷直樹（大阪市立大学名誉教授）	 

 
谷直樹：大阪という町は京都や東京と比べて、現在も

そうですけれども商業都市、町人の町といわれていま

すが、独特の町です。本日は大阪をテーマとして、町

人たちがいかに集まって住んでいたか、というお話し

をしたいと思います。 
江戸時代の大阪：江戸時代の大阪は、人口はだいたい

３０万人、多い時は４２万人位おりましたが、武士は

だいたい１０００人くらいで、ほとんどが町人と呼ば

れる人たちでした。当時は低層の住宅、大体平屋建て、

せいぜい１、２階建ですが、そういう町の中で３０万

人くらいの人が住んでいました。この３０万人が住ん

でいたのは、現在の大阪市の中央区と西区と北区くら

いの範囲です。ですから、低層で３０万人住んでいた

というのは非常にひしめき合っていたんだろうと思い

ます。そのため、集まって住むことの智恵というもの

がそうとう大阪では育ちました。このような視点から、

都市に住むということの原点を探ってみたい、という

のが本日のテーマです。 
近世の都市生活：今の都市と江戸時代の都市、何が違

うのかといいますと、公共事業の考え方が違います。

現代では公共施設の建設とか上下水道とか、防火とか

消火とか、これは行政が行います。しかし江戸時代の

行政には公共事業と言う考え方はありません。ですか

ら、自分の住んでいる地域のいろいろな環境の整備や、

さらには都市行政、例えば土地台帳を管理する、この

ようなものは、すべて住んでいる町が管理します。 
公空間と私空間：私もマンションに住んでいますけれ

ども、マンション管理のことをやっていますと、江戸

時代の町と同じようなことがでてきます。例えば、公

の空間と私の空間ということがちゃんと規定されてい

ます。元々、お上がいろいろな法律をつくっているん

ですね。たとえば、表通りの両側町に庇を出して道を

狭くすることを禁止している法令があります。昔は実

は町家には庇がなくて、蔀戸で上と下に分かれていま

して、上半分を開けますと庇になる。こういう庇にな

っていたんですが、だんだん常設化していって今のよ

うな軒庇になっていったのですけれども、その軒庇が

どんどん長くなっていった。そして道路を勝手に専有

していくことが禁止されます。そしてさらには壁をつ

けて家の中に取り込んでしまうということがあるんで

すが、それが駄目だというようなことが法令に書いて
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あるんですね。 
町橋：いろいろな町の管理という意味で良く話をする

のは橋の話。昔は橋を渡るときは、一端橋詰で荷車を

止めて、まず積荷を下して背中に担って橋を渡ります。

さらに荷車を解体して運んで、向こうの橋詰で元のよ

うに荷造りをして持って行くように書いてあります。

つまり重たい荷車が橋を通りますと、橋が痛みます。

そうすると修理は町内の負担になりますので、橋の真

ん中に建具をつけている。大きな車が通れないように

ですね。それは町の人から見ると、自分たちが作った

町を、まったく関係のない商売人が勝手に荷車で通っ

て橋を痛めることがないように、そういうことを言っ

ています。 
私空間の規制：道路の占有について、つけ庇という言

葉で言っていますけれども、軒下の軒先に物干しとか

を置いてはいけないということが決められています。

と、いうことは逆に日常的にこういうことがおこなわ

れていたということですね。こういうことに対する規

制が今と大分違います。 
	 歴史を振り返って少し考えてみると、実はこれから

の集住、マンション生活の知恵は、日本の伝統の中に

そういうものがかなりあるのだということを十分勘案

しながら、これからのマンションライフを考えてはど

うかと思います。

 

 
 
東日本大震災では日常的に良好なコミュニティ形成

が行われていたマンションの非常時における対応能力

の高さが改めて認識されました。しかし一方で現在、

国土交通省の「マンションの新たな管理ルールに関す

る検討会」において、現行のマンションの標準管理規

約におけるコミュニティ条項について疑義が提起され

ています。 
このような状況を受けて 2013年 10月 19日（土）、
マンション管理に関わる４団体※の代表が初めて一堂

に会してのシンポジウムが開催されました。会場とな

った明海大学浦安キャンパスには約 200名の参加者を
集め、管理組合理事長らによる事例報告や４団体の代

表によるパネルディスカッションが行われ、「マンショ

ンコミュニティに関する共同提言」が行われました。 
 
※４団体について：一般社団法人日本マンション学会、

ＮＰＯ法人全国マンション管理組合連合会、一般社団

法人マンション管理業協会、一般社団法人日本マンシ

ョン管理士会連合会 
 

第１部	 事例報告	 

「浦安市マンションの災害時・復旧へのマンション

コミュニティの寄与」	 

	 

エルシティ新浦安・前管理組合理事長・前震災復興

部長である竹内誠氏からは、震災発生時の安否確認で

は入居時は幼かった若者が活躍したことや、震災復旧

工事を行うために１年に２回もの臨時総会を開催し、

必要な特別決議（４分の３以上の賛成）を経て実現で

きた事例などを紹介いただきました。	 

また、浦安住宅管理組合連合会副会長・富岡エステ

ート前理事長である工藤渡氏からは、1999 年より自主

管理を続ける同マンションでは、年４回のクリンディ

ーの実施、夏祭り等のイベント、夜間パトロール等、

これら全ての活動がコミュニティ醸成に役立っており、

震災では液状化により 400ｔもの汚泥が発生したもの

の、全住民参加により４日間で撤去が完了できた事例

などを紹介いただきました。	 

 
第２部	 基調講演	 

「マンションコミュニティは必要か？どうすべき

か？」	 

各団体の取組みと主張、その主張を裏付ける理論と

実態	 

	 

	 日本マンション学会会長・小林秀樹氏からは国交省

の検討会の指摘は理事の選出や議決が必要なマンショ

ン管理の現実と照らし合わせるとやや偏った意見であ

ることや、顔見知りであることが生活トラブルの防止

マンションコミュニティシンポジウム 
「マンションにコミュニティは必要か？どうすべきか？」報告 
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や防犯上の安心感を高めるという研究成果からも、コ

ミュニティ条項は現行通り維持するべきという意見が

述べられました。	 

	 全国マンション管理組合連合会会長・山本育三氏か

らは、合意形成がマンション管理の基本であり、合意

形成を醸成するためには日頃のコミュニティ活動があ

って初めて共通の基盤が作れること、また、自治会と

町内会の関係は千差万別であるため、その棲み分けは

法や規程で縛るのではなく、当事者が選択すべきとい

う意見が述べられました。	 

	 日本マンション管理士会連合会会長・親泊哲氏から

は、そもそもかつての「中高層共同住宅標準管理規約」

から現在の「マンション標準管理規約」への改正が行

われた背景にはコミュニティ形成が日常的なトラブル

の未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資

するものであるという認識があったこと、また、地域

及び居住者間コミュニティへ形成に関する業務や管理

費の充当の検討にも「コミュニティ条項」が不可欠で

あるとの意見が述べられました。	 

	 マンション管理業協会理事長・山根弘美氏からは、

平成 16 年の改正でコミュニティ条項が加えられた標

準管理規約は「現場の知恵」であり、高く評価してい

ること、震災以降、マンション管理会社においても防

災を切り口としてコミュニティを支援することに各社

が力を入れていること、また、自分が所属し、子ども

が育つコミュニティを後押しするような標準管理規約

を望むという意見が述べられました。	 

 
第３部	 事例紹介	 

「マンションコミュニティの事例紹介」	 

	 

ＮＰＯ日本住宅管理組合協議会東京都支部理事・シ

ティコープ西神管理組合前理事長・牧田正紀氏からは

大規模マンションでの自治会と管理組合の役割分担に

ついての事例紹介、マンション管理業協会業務部長鈴

木良宜氏からは地域連携型マンションコミュニティの

実例として、柏の葉キャンパスの先進的な取り組み、

防災を核とした取組みについての事例紹介、東京都マ

ンション管理士会副理事長・中山孝仁氏からは小規模

マンションでの理事会運営とコミュニティについて、

アンケートの実施や回覧板の回付により理事会運営や

管理に関心を高めた具体例の紹介がありました。	 

	 

第４部	 パネルディスカッション	 

マンションコミュニティ	 ～今、必要なこと～	 

	 

	 パネルディスカッションに先立ち、コミュニティの

法令解釈ついて法学者である日本マンション学会副会

長・鎌野邦樹氏より、①地域コミュニティの形成は管

理組合の業務なのか、②管理費を町内会や自治会の活

動（夏祭りなど）に支出してよいのか、③管理費の徴

収とあわせて自治会費を徴収してよいのか、という３

つの論点が示され、判例ではいずれも標準管理規約と

矛盾するものではないとされたとの紹介がありました。	 

	 パネルディスカッションには第２部で基調講演を行

った４団体の代表が登壇し、それぞれの団体の紹介と

改めてコミュニティ条項に対する意見を述べたうえで、

下記の共同提言が行われました。	 

	 

	 

	 

	 

マンションコミュニティに関する共同提言	 

１．マンション管理を進める上で重要な役割を果たしているマンション標準管理規約において、現行の「コミュニ

ティ条項」は不可欠であること。	 

２．マンション管理関係者である居住者、区分所有者、管理組合、管理組合連合会、管理会社、マンション管理士、

マンション管理士会、マンション管理研究者などは、マンションのコミュニティ形成の育成に寄与すること。	 
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日本マンション学会 ２０１４ 仙台大会開催予定 
 
	 来春の学術大会は、2014年 4月 18日（金）～20日（日）にかけて、仙台にて開催予定です。 
 
１８日（金）会場：仙台メディアテーク７階スタジオシアター	 

	 	 	 	 18:30〜20:30	 市民シンポジウム「都市防災の観点からマンションの災害対応を考える」 
	 

１９日（土）会場：東北工業大学長町キャンパス	 

	 	 	 	  9:30～12:00	 分科会 
	 	 	 	 13:15～14:15	 会員総会・授賞式 
	 	 	 	 14:30～17:00	 メインシンポジウム「マンションは住環境をどう変えたか」 
	 	 	 	 18:00～20:00	 懇親会 
	 

２０日（日）会場：東北工業大学長町キャンパス	 

	 	 	 	  9:30～12:00	 分科会 
	 	 	 	 13:30～17:30	 オプショナルツアー（市内観光、被災マンション解体跡地、沿岸部被災地等） 
 
費用：会員参加費・事前振込	 4,500円（２日間の昼食券付き） 
	 	 	 会員参加費・当日払い	 5,000円（２日間の昼食券付き） 
	 	 	 一般参加費・無料 
	 	 	 懇親会参加費・事前振込	 4,500円 
	 	 	 懇親会参加費・当日払い	 5,000円 
	 	 	 ツアー参加費・事前振込のみ	 2,000円 
※上記は現段階での予定です。開催内容等が変更する場合がありますので、ご注意下さい。 

仙台大会会場（東北工業大学	 長町キャンパス）へのアクセス	 

 
＜ＪＲ仙台駅より＞	 

ＪＲ仙台駅→（ＪＲ東北本線にて１駅５分）→ＪＲ長町駅 
ＪＲ長町駅→（専用シャトルバスにて１５分）→東北工業大学長町キャンパス 
＜仙台空港より＞	 

仙台空港駅→（仙台空港アクセス線にて６駅２０分）→ＪＲ長町駅 
ＪＲ長町駅→（専用シャトルバスにて１５分）→東北工業大学長町キャンパス 
＜ご注意＞	 

ＪＲ長町駅やＪＲ仙台駅から東北工業大学長町キャンパスまでの路線バスは、 
土曜日曜は大学の授業が無いためほとんど運行されていません。 
大会当日はＪＲ長町駅からの専用シャトルバスをご利用下さい。 
 

 
■事務局通信	 会員の動向（2013年 7月 1日〜2013年 11月 30日、（	 ）内は支部・地域委員会名） 
【入会会員】 「正会員」 花輪永子（関東）、西海重和（関東）、宮岡健（中国・四国）、増田善弘（関東）、松田昌也（関東） 
  谷和大（関西）、本間佳子（関東）、田中康道（北海道）、村頭秀人（関東）、軸丸和宏（関東）、五十

部紀英（関東）、道家太郎（関東）竹村一成（関東） 
 「賛助会員」 株式会社マンション管理費機構 
【退会会員】 「正会員」 吉阪秀三（関西）、立澤保光（関東） 

 
■編集後記	 右も左も判らぬ状況の中、急遽編集を担当することとなりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。（Ｔ）	 


