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	 2014 年度の日本マンション学会学術大会は、４

月 18 日（金）から 20 日（日）にかけての３日間、

仙台にて開催されます。	 

	 ４月 18 日（金）は市民向けのシンポジウムとし

て「都市防災の観点からマンションの災害対応を考

える」を仙台メディアテーク７階スタジオシアター

で開催します。	 

	 19 日（土）の午前中は３つの分科会、午後はメ

インシンポジウム「マンションは住環境をどう変え

たか」、そして夕方からの懇親会、これら全てが東

北工業大学長町キャンパスにて行われます。	 

	 20 日（日）の午前中も３つの分科会（19 日とは

異なるテーマです）が東北工大長町キャンパスで行

われます。午後はオプショナルツアーと題して、マ

イクロバスで桜満開の仙台まちなか観光と、被災マ

ンション解体跡地および沿岸部被災地を視察しま

す（要申込）。	 

	 18 日に行われる市民シンポジウムは、大規模マ

ンション、中小規模マンションそれぞれの災害対応

について、居住者や管理組合の立場だけではなく、

近隣・周辺地域や行政の視点も交えて考えていきま

す。なお、市民シンポジウムの会場となる仙台メデ

ィアテークは、図書館、ギャラリー、イベントスペ

ース、ミニシアターなどからなる文化複合施設で仙

台の中心街・定禅寺通りのランドマーク的存在です。

世界的に有名な建築家・伊東豊雄氏の代表作の一つ

でもあり、無柱空間を思わせる開放感と透明感のあ

る独創的な建物自体がひとつの見所となっていま

す。建築やインテリアデザインに興味のある方は必

見です。	 

	 19 日に行われるメインシンポジウムでは、東日

本大震災を受けて顕在化した「行政・居住者・権利

者（＝住環境）の立場」と「法制度の立場」の間に

存在するギャップ、そしてそのはざまで苦悩する管

理組合について、今一度整理・確認を行います。そ

の上で、あらためて管理組合は「住環境維持」につ

いてどのような役割を担えるのか、担うべきなのか

について議論を行います。これは当学会における昨

今の検討テーマである「コミュニティ」問題と、仙

台ならではの被災マンション問題が交差するテー

マとも言えます。	 
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	 東北工業大学長町キャンパスは、ＪＲ仙台駅から

東北本線で南へ１駅５分のＪＲ長町（ながまち）駅

から、専用のシャトルバスで約 15 分の距離、市内

を見渡せる小高い丘の中腹にあります。シャトルバ

スは、会場建物の前までアクセスするので大変便利

です。なお、東北工業大学には、大学本部のある「八

木山キャンパス（工学部）」と、本大会の会場であ

る「長町キャンパス（ライフデザイン学部）」の二

つのキャンパスがありますので、お間違いの無いよ

うご注意下さい。	 

	 ４月の仙台はまだまだ肌寒く、特に会場キャンパ

スは丘の中腹で風が強いことがあります。コート等

の防寒具を忘れずにご準備ください。	 

	 仙台大会を期に、東北の文化と復興、そして少し

遅い春の息吹に触れていただければ幸いです。	 

	 

	 期間	 	 

2014年 4月 18日（金）〜20日（日）  
	 

	 開催地	 	 

せんだいメディアテーク７階スタジオシアター 
（18日） 

東北工業大学長町キャンパス（19日・20日） 
	 

	 

	 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 

	 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。	 

2014 年 仙台大会プログラム 
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	 せんだいメディアテークへのアクセス	 	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜地下鉄＞	 

仙台駅から泉中央行きで 3分、勾当台公園駅下車。「公園 2」出口から徒歩 6分（約 450メートル）。 
＜バス＞	 

仙台市営バス 仙台駅前-29番（荘内銀行前）のりばから「定禅寺通市役所前経由交通局大学病院」行き（系
統番号 J410）で約 10分、メディアテーク前下車。 
＜徒歩＞	 

仙台駅より約 20分（約 1.8キロメートル）。 
＜タクシー＞	 

仙台駅西口タクシー乗り場から約 7分。 
	 スケジュール	 	 

18日： 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：  9:30〜12:00 分科会①「マンション再生とリモデリング」（リモデリング研究委員会） 
 分科会②「マンションを費用負担から考察する」（マンション住環境まちづくり研究

委員会） 
  分科会③「最近のマンション紛争と裁判」（判例研究委員会） 
 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（会場：東北工業大学長町キャンパス学生ホール） 
20日：  9:30〜12:00 分科会④「都道府県の地震対策と各市におけるマンションの地震対策」 

  （マンション行政課題研究委員会） 
  分科会⑤「改正被災マンション法をめぐる諸問題について」（東北支部） 
  分科会⑥一般論文報告、実務・管理報告 
 13:30〜17:30 オプショナルツアー 
 
	 市民シンポジウム	 	 

テーマ：「都市防災の観点からマンションの災害対

応を考える」	 

会場：仙台メディアテーク７階スタジオシアター	 

司会：萩原孝次（マンション管理士）	 

１）東日本大震災における状況：高橋悦子（マンシ

ョン管理士）	 

２）行政の立場から考える：阿部康則（仙台市都市

整備局住環境部住環境整備課）	 

	 

	 

３）マンションを含む地域およびマンション近隣地

域から考える：今野均（片平地区連合町内会会長）	 

４）マンションから考える	 

大規模高層マンション：杉山丞（ライオンズタワー

仙台広瀬管理組合法人理事長）	 

数十戸規模マンション：畑中泰治（ロイヤルシャト

ー長町管理組合修繕委員長／東北マンション管理

組合連合会常務理事）	 

５）司会によるまとめ	 
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	 メインシンポジウム	 	 

テーマ：「マンションは住環境をどう変えたか」	 

会場：４号館２階	 R421 教室	 

司会：岡田康夫（東北学院大学）	 

１）住環境から見るマンション	 

行政の立場：阿部康則（仙台市都市整備局住環境部

住環境整備課）	 

居住者・権利者の立場：小島浩明（東北マンション

管理組合連合会常務理事）	 

２）マンションの法制度	 

法学者の立場：伊藤栄寿（上智大学）	 

３）揺れ動く管理組合	 

管理組合の役割は限定的という立場：松澤陽明（弁

護士）	 

管理組合は積極的に住環境維持の役割を担うべき

という立場：小林秀樹（日本マンション学会会長／

千葉大学）	 

４）パネルディスカッション	 

	 分科会	 	 

＜１９日午前＞	 

分科会①「最近のマンション紛争と裁判」（マンシ

ョン判例研究委員会）	 

会場：１号館２階	 R121 教室	 

報告者：花房博文／岡田康夫／南部あゆみ／松澤陽

明／佐々木好一／濱田卓	 

分科会②「マンションを費用負担から考察する」（マ

ンション住環境まちづくり研究委員会）	 

会場：１号館２階	 R129 教室	 

報告者：田中志敬／山根聡子／祢宜秀之／松本恭治

／新目孝三	 

分科会③「マンション再生とリモデリング」（リモ

デリング研究委員会）	 

会場：１号館２階	 R128 教室	 

報告者：木内龍彦／中嶋康夫／藤本佳子	 

＜２０日午前＞	 

分科会④「都道府県の地震対策と各市におけるマン

ションの地震対策」（マンション行政課題

研究委員会）	 

会場：１号館２階	 R121 教室	 

報告者：未定	 

	 

分科会⑤「改正被災マンション法をめぐる諸問題に

ついて」（東北支部）	 

会場：１号館２階	 R129 教室	 

報告者：折田泰宏／松澤陽明／萩原孝次／佐藤正芳

／髙橋悦子	 

分科会⑥一般論文報告、実務・管理報告（学術委員

会）	 

会場：１号館２階	 R128 教室	 

報告者：未定	 

	 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

を視察します。	 

＜コース＞	 

東北工業大学長町キャンパス（13:30 出発予定）→

青葉城→定禅寺通り→東仙台マンション（解体済み）

→サニーハイツ高砂（解体済み）→白鳥・荒浜（津

波被災地）→第二旭コーポラス（解体済み）→仙台

駅（17:30 到着予定）	 

＜ツアーのポイント＞	 

・仙台市の絶景の名所・青葉山天守閣から仙台市内

の桜を堪能できます。	 

・桜満開の西公園を車窓から眺めます。	 

・東日本大震災で被災し、解体したマンションの跡

地を見学できるツアーです。	 

・管理士会と被災マンションの関係者が案内人を務

めます	 

	 後援	 	 

東北工業大学／国土交通省東北地方整備局／宮城

県／仙台市／日本マンション管理士会連合会／マ

ンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ／

全国マンション管理組合連合会	 

	 協賛	 	 

（株）阿部和工務店／関西ペイント販売（株）／建

設塗装工業（株）／セメダイン（株）／仙建工業（株）

／（株）ＴＯＨＯ／日本設備工業（株）／日本ビソ

ー（株）／（公社）宮城県宅地建物取引業協会／タ

キロンマテックス（株）／（株）熊谷組	 

	 問い合わせ	 	 

日本マンション学会仙台大会実行委員会	 

mansion.sendai.taikai@gmail.com	 

	 

 
■事務局通信	 会員の動向（2013年 12月 1日〜2014年 1月 31日、（	 ）内は支部・地域委員会名） 
【入会会員】 「正会員」 泉徹（北海道）、友野雅裕（関東）、柳川弘美（九州）、赤祖父克介（関東） 
【退会会員】 「正会員」 岡廣樹（関西）、山田明（関東）、榛田敦行（関東）冨田路易（関東）、河村善廣（関東）、 
  平田延明（関東）、佐藤由紀子（東北）、石倉由男（北海道）、藤田恵理子（関東）、 
  小林邦章（北海道）、梶野秀之（関東）、飯田正雄（関東）、松本康裕（東北）、豊増美喜（九州）、 
  大森敏江（関西）、福住達夫（関東）、佐藤慎二（北海道）、吉岡隆典（九州） 

 
■編集後記	 仙台、好きな街のひとつです。これまで何度か足を運びましたが「春」は未体験。楽しみです。（Ｔ）	 


