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2015 年の日本マンション学会大会は、4 月 25 日

（土）・26 日（日）の両日、広島工業大五日市キャン

パスを会場に開催されます。またこれに先立つ 4月 24

日（金）には、広島市内において、市民シンポジウム

の開催が予定されております。	 

実は、中国・四国地域には、日本マンション学会の

支部はまだ設立されておりません。学会会員数も 10

数名を数えるのみと、まだ体制づくりの途上にあると

いえます。そのような中で、小林会長はじめ本部の方々

から、2015 年の大会を何とか広島で開催し、それをば

ねにして中国・四国地域のマンション学に関する活動

と体制を活発化し、支部の設立に向かったらどうか、

との特別のお計らいとお勧めがありました。このお勧

めに励まされ、地域の会員有志で準備組織を作り、何

とか広島大会の開催をお引き受けし、地域におけるマ

ンション学の普及の一翼を担っていこうと決意いたし

ました。	 

とは申したものの、やはり支部の未設立のハンディ

は大きく、地元の会員、弁護士の有志、広島マンショ

ン管理士会、広管連その他の方々とともに実行委員会

を立ち上げましたが、すべての準備作業を手探りの状

態で進めざるを得ませんでした。このため、皆様への

ご案内の遅れなど、ご迷惑をおかけしていることをお

詫びします。	 

しかし、実行委員会全員、総力を挙げて準備の遅れ

を挽回し、何とか広島大会を成功させたいと思ってお

ります。そのためにも皆様の温かいご支援を賜りたい

と存じます。私どもにとって 大のご支援は、より多

くの方々に広島大会にご参加いただき、この大会を盛

り上げていただくことに尽きますので、ぜひ我々にお

力をお貸しください。	 

ところで、4月 25 日の土曜午後には、本部のお計ら

いで、「人口減少とマンションの未来像」と題するメイ

ンシンポジウムが開かれます。これから我々が、否が

応でも直面する人口減少・縮小化社会、さらには高齢

化社会において、マンションという共同体をどう存続

していくかは、だれにとっても重大な課題です。ぜひ

多くの方々にご参加いただきたいと思います。	 

会場となります広島工業大学五日市キャンパスは、

広島市の西部にあり、世界遺産の宮島・厳島神社にも

程近い位置にあります。交通の便は、広島市内からの

路面・郊外電車、広島電鉄の楽々園駅から徒歩 15 分程
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度ですが、ＪＲ広島駅から山陽本線の五日市駅へ移動

して、広島電鉄の五日市駅で乗り換えて楽々園駅へ向

かうのが早くて便利です。また、宿泊は、広島市内に

多くホテル等の施設があり、世界遺産の原爆ドームを

はじめ、瀬戸内の美味・銘酒の便にも事欠きませんの

で、大会参加のみならず、広島の春の旅を併せてご満

喫ください。	 

少人数での受け入れ体制ですので、簡素化、省力化

せざるを得ず、至らぬところが多いとは存じますが、

我々の地域の市民にとってマンション学会、マンショ

ン問題に関心を持って頂く大事な機会になるように市

民シンポジウムも併せて企画し開催いたしますので、

会員の皆様には、一人でも多くの方々に来広いただき、

本大会の盛り上げと併せて、中国・四国地域でのマン

ション学の振興に皆様のご支援、ご助力をいただける

ようお願い申し上げます。	 

 

 
	 期間	 	 

2015年 4月 25日（土）9:30〜17:00 
4月 26日（日）9:30〜12:00 

※2015年 4月 24日（金）、広島市内にて広島支部主催の市民シンポジウムを開催予定。 
	 開催地	 	 

広島工業大学	 五日市キャンパス 
	 スケジュール	 	 

24日：  市民シンポジウム「(テーマ未定)」 
25日：  9:30〜12:00 第１分科会「 近のマンション紛争と裁判」（マンション判例研究委員会） 

 第２分科会「マンションと地域・行政との連携」（マンション住環境まちづくり研究委員会） 
  第３分科会「マンション再生を考える」（マンションストック活用研究委員会） 
  第４分科会「管理・実務報告、一般報告」 
    昼休み 会員総会・授賞式 
 14:30〜17:00 メインシンポジウム「人口減少とマンションの未来像」 
 18:00〜20:00 懇親会 
26日：  9:30〜12:00 第５分科会「外国のマンション法 − わが国のマンション居住を考える」 
   （比較区分所有法制研究会） 
  第６分科会「被災マンションの取壊し・売却事業における諸問題」（東北支部） 

  第７分科会「（仮題）マンション設備の総合改修（共用部分・専有部分）」（マンション再生

技術研究委員会） 
※本大会では諸事情により日本マンション学会による宿泊及び交通の手配を行いません。また、例年大会第２日目

午後に行われております見学会の予定はございません。ご了承願います。

	 

	 

10 月 20 日、２年に一度の賛助会員との交流会 in	 

Tokyo を行いました。当日は賛助会員 9 団体で 12 名、

国土交通省からは笠谷マンション政策室長にもご参加

いただき、マンション学会からは小林会長、鎌野副会

長、祢宜総務委員、田邉総務委員、そして私（齊藤）

が参加し、約２時間の実り多い意見交換の場となりま

した。	 

はじめに会長よりマンション学会のこの２年間の取

り組み状況を説明し、各賛助会員より様々な意見が出

され、質疑応答・意見交換をしました。	 

マンション学会が２年前の賛助会員との交流会で問

題提起をされた「リゾートマンションの管理不全問題」

をうけ、現在、文部科学省から補助金をいただき、研

究を進めていることについては、以下の意見が出され

ました。	 

「リゾートマンションの管理問題は深刻な場合があ

る。管理費滞納があり、競売等で物件を売却しても管

理費滞納額の方が大きい。組合が法人になり、物件を

落札しているが、その住戸を売却することは宅建業法

との関係でできない。」「苗場にあるリゾートマンショ

ン問題が深刻で、分譲会社が管理をしているが、管理

が困難で、解消をしたい等の意見がある。」「熱海のリ

ゾートマンションでは、温泉を改修したことで人が返

ってきた。管理をすれば評価が上がると実感している。」	 

2015 年 広島大会プログラム 
 

賛助会員との交流会 in Tokyo の報告 
総務委員会委員長  齊 藤 広 子 
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さらに、こうしたリゾートマンションの管理問題を

鑑み、将来的には被災マンションや耐震性の低いマン

ション以外でも、多数決で解消できる制度をつくるこ

とについて、「マンションの解消制度には何らかのハー

ドルがいるのではないか」との意見が出されました。	 

マンション再生に関する意見も多く、「建替え推進決

議が行われたマンションで、その後２年たっても進展

していないマンションがある。法律の壁がある」「今後、

旧耐震マンションの再生が課題である」等の意見があ

りました。	 

さらに、良質な管理のマンションは市場で評価され

るべきという意見があり、「マンションの維持管理が市

場で評価されるようにたくさんのデーターがあるので

ぜひとも活用してほしい」との申し出や、「マンション

の中古流通時の情報開示の在り方」の意見が出されま

した。	 

そのほかには、「マンションの登記上の問題として例

えば住戸面積の広さ（内法）と登記面積の差から生じ

る問題」や「マンションコミュニティの課題」「棟別会

計の問題」「設備の漏水に対する保険の義務化の必要性」

など、幅広い意見が出されました。	 

今後も、賛助会員の皆様との意見交換の場を大切に

し、実学としてのマンション学を大事にしていきたい

と考えております。	 

	 

	 

 

	 

旧耐震基準マンションや高経年マンションの建替え

の円滑化のため、平成 26 年 6 月 18 日改正マンション

建替え円滑化法が成立しました。	 

改正マンション建替え円滑化法の下で、住み手がマ

ンションで安心して居住し、再生に取り組むための方

法を、管理組合、専門家、行政、学会が共に考えるべ

く、2014 年 10 月 25 日（土）、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 150 名の参加者が集まり、基調講演、事業者による

事例報告がなされた上で、パネルディスカッションが

行われました。	 

第 1 部	 基調講演「マンション再生施策と改正マンシ

ョン建替え円滑化法の課題」	 

まず、国土交通省マンション政策室長笠谷氏より、

平成 26 年のマンション建替え円滑化法の改正の意義

が説明されました。	 

続いて、マンション学会副会長・鎌野邦樹氏より、

新たに導入された建物敷地売却制度の解説がされた上

で、現行耐震基準により建設されたマンションの経年

劣化への対応等が今後の課題であるとの意見が述べら

れました。	 

第 2部	 報告「マンション再生の取り組み事例」	 

新日鉄興和不動産株式会社より、具体的な建替え検

討事例を通じて、改正マンション建替え円滑化におけ

る敷地売却制度の補償金支払による借家権解消制度と

容積率の緩和特例の活用方法が示されました。	 

続いて、鹿島建設株式会社より、具体的な建替え検

討事例を通じて、マンション建替え円滑化法の改正に

よっても、日影規制を回避することができないため、

建替えが困難な場合があることが指摘されました。	 

第 3 部	 パネルディスカッション「改正マンション建

替え円滑化法はマンション再生にどういかせ

るのか？マンション再生に必要なこと」	 

パネルディスカッションでは、全国マンション管理

組合連合会会長・山本育三氏、弁護士・戎正晴氏、マ

ンション学会会長・小林秀樹氏、鎌野氏、笠谷氏が登

壇しました。	 

山本氏からは、改正マンション建替え円滑化法によ

り、多数決によるマンションの除去という再生手段が

できたことは評価できるとの意見が述べられました。

戎氏からは、耐震性不足以外の不良ストックマンショ

ンについては敷地売却制度の対象外なので、今後対象

範囲を考える必要があること、団地も対象外であるの

で団地型マンションの除去や敷地売却が検討されるべ

きこと、区分所有者間での要除却認定をめぐっての紛

争発生が懸念されることが述べられました。小林氏か

らは、今回の改正が除却を前提としており、建物敷地

売却後に耐震改修をして再分譲をするという選択肢が

 
賛助会員交流会の様子	 

マンション再生シンポジウム 
「改正マンション建替円滑化法でどう変わる？マンション再生」の報告 

総務委員会  佐 藤  元 
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ないこと、一般老朽マンションの解消制度の検討が必

要であるなどの改正法の問題点が指摘されました。鎌

野氏からは、今回の改正は大いに評価されるべきであ

るが、十分な分配金が生じることが前提となっている

ので、耐震改修促進法による耐震改修も強調されなけ

ればならないこと、要除却認定の前提となる耐震診断

を法的義務にすべきであることが述べられました。笠

谷氏からは、財産権の保護等の問題も踏まえ、今回の

改正は、国民の生命・身体の保護の観点から、耐震性

不足のマンションに限って措置されたとの説明がされ

ました。	 

なお、このような改正マンション建替え円滑化法の

評価に関する議論に加え、マンション再生の制度設計

の方向性についても議論が交わされました。笠谷氏か

らは、建替え等の推進だけでなく、修繕・改修による

マンション再生も重要と認識しており、適切な再生手

法を選択できるようにしていくことが現実的な課題で

あるとの意見が述べられました。	 

山本氏からは、住宅政策として、建替えだけでなく、

長寿命化という形での再生も必要であるとの意見が述

べられました。これに対して、戎氏は、不良ストック

の解消が再生の目標であり、その手段として、建替え、

改修及び除却があるところ、空き家率が高くなってい

る現状において、再生の一つの方法として不要建物を

除去するという制度を使えるようにすべきだとの意見

を述べました。鎌野氏からは、戎氏が挙げた純粋の除

却制度の検討も必要であるとの意見が述べられました。	 

このように、パネルディスカッションではそれぞれ

の立場から多くの意見が述べられました。

	 

	 

	 

	 

謹啓	 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は本学会の運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。	 

さて、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 26 年 9 月 10 日付で第４期（2015

～2016）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４日（火）開催

の選挙管理委員会において、まず 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

は合計 33 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、全員が資格要件を満たし

ていることを確認しました。	 

この 33 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７

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、33 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７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４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:松澤陽明	 

関東甲信越ブロック:上林一英、田籠秀夫、田邉邦男、

谷口仁宏、田村日出男、	 

西山博之、平澤	 修、廣田信子、山本雄史	 

中部ブロック:花井増寛	 

関西ブロック:植田雅人、大西一嘉、鈴木克彦、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:松坂徹也、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、

小林秀樹、近野正男、齊藤広子、佐藤	 優、執行秀幸、

祢宜秀之、服部弘嗣、花房博文、藤木亮介、松本恭治、

村上	 心	 

補欠代議員:長谷川洋	 

以上

 
■事務局通信	 会員の動向（2014年 10月 1日〜2014年 12月 31日、（	 ）内は支部・地域委員会名） 
【入会会員】 「正会員」 榊原啓次（中部）、篠原みち子（関東）、惣谷健太（関東）、石井治（関東）、志波文彦（九州）、森さ

やか（中部）、堀裕典（関西）、髙山聡宏（関東）、木下一（関東）、村山泰（関東）、西戸啓陽（関東）、

斎藤とも子（関東） 
【退会会員】 「正会員」 須山清記（関東）、澤口大介（関東）、磯野重三郎（関東） 

 
■編集後記	 引越しから１年。収納場所が定まらない資料の入った段ボールに囲まれての生活でしたが、年末年始を利用してや

っと荷ほどきが（ほぼ）完了。棚・机・椅子って大事ですね。（T）	 

代議員選挙結果の報告 
選挙管理委員会委員長  鈴 木 克 彦 


