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わが国の分譲集合住宅が、都市の住宅として大量に

供給され始めたのは、1960 年代の後半からです。国土

交通省の建築着工統計をもとにした推計によると、

2013 年末で約 600 万戸、約 1,500 万人が居住している

といわれ、その戸数は増加を続け、今やマンションは確

実に都市型住宅として定着し、巨大な住宅ストックに

なっています。	

一方、その供給戸数を経年で見ると、2013 年には 20

年を超えるものが約 264 万戸、30 年を超えるものが約

129 万戸に達し、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、大規模修繕や建替え

の仕組みや法整備、居住者の高齢化やペット・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き

ました。また、 近では少子高齢化に伴い、居住者の認

知症、介護、孤独死などの新たな問題も生じています。	

日本マンション学会は 1992 年に創立され、このよう

な諸課題の解決を目的に、活動を進めています。その活

動の一つが、日本マンション学会全国大会です。2018

年度の全国大会（北海道大会）は第 27 回目を迎え、居

住者・実務家・研究者・行政担当者・企業などによる、

上述したわが国の諸課題に対する取り組みの情報交換

の場として、5 月 18 日（金）〜20 日（日）の 3 日間、

札幌市北区に立地する北海道大学で開催されます。	

18 日（金）夕刻は大会関連行事として「欠陥マンシ

ョンの実態と対策（仮題）」というテーマで市民シンポ

ジウムを計画しています。このテーマは欠陥マンショ

ンの実態について建築設計者・施工者、弁護士の方々か

らの話題提供をいただき対策について議論を深めます。	

19 日（土）午後のメインシンポジウムでは、「郊外高

経年団地の再生とストック活用」のテーマで講演とデ

ィスカッションを行います。このテーマは今日、住環境

の悪化、空き家の増加、住棟の老朽化、住民の高齢化な

どの問題に対し、再生を担う住民組織や再生のための

システムの形成、空き住戸の活用（高齢者施設、シェア

ハウス、民泊など）、それを実施するための規約の整備

などについて、まちづくり・建築・法律などの専門家に

よる学術的な視点で講演し、今後のあり方を考えます。	

5 月 19	日（土）･20 日（日）の分科会では、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。20 日（日）の午後には札幌近郊にあ

る外断熱改修したマンションの見学を企画しています。	

5 月の北海道は特に美しい彩の季節です。厳しく長い

冬を耐えた植物が一斉に花を咲かせます。この美しい

花々とともに、活発な議論とこの大会の成功を祈念し、

北海道支部会員一同、皆様の参加を心よりお待ちして

います。
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2018 北海道⼤会へようこそ！ 
北海道大会実行委員長 北海道大学大学院工学研究院  ⽻ ⼭ 広 ⽂ 

	
会場となる北海道大学工学部の前庭 

（撮影：羽山広文 2017.5） 
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 期間  

2017年 5月 18日（金）〜5月 20日（日）	 3日間 
 会場  

メイン会場：北海道大学工学部	 札幌市北区北 13条西８丁目 
市民シンポジウム：北海道大学学術交流会館 札幌市北区北８条西５丁目 
 アクセス  

地下鉄南北線「北 12条駅」下車徒歩 7分、JR札幌駅または地下鉄南北線「さっぽろ駅」下車徒歩 20分。 
http://www.eng.hokudai.ac.jp/access/ 
 スケジュール  

18日： 18:30〜20:30 市民シンポジウム	 北海道大学学術交流会館 
19日：  9:30〜12:00 第１分科会	 マンションストック活用研究委員会 

 第２分科会	 借地権マンション研究委員会 
  第３分科会	 判例研究委員会 
  第４分科会	 熊本地震復興特別研究委員会 
 13:00〜13:45 社員総会・授賞式 
 14:00〜17:00 メインシンポジウム 
 17:30〜19:00 大会懇親会 
20日：  9:30〜12:00 第５分科会	 解消制度特別研究委員会 
  第６分科会	 マンション住環境まちづくり研究委員会 

  第７分科会	 外国のマンション法部会 
  第８分科会	 一般報告／事務・管理報告 
 13:30〜17:00 見学会 

 
問合せ先 2018年北海道大会実行委員会：羽山広文 
   hayama@eng.hokudai.ac.jp 
※上記は現時点での予定の為、スケジュールは変更になる可能性があります。

	

	

日本マンション学会では東京と大阪において隔年交

代で賛助会員との交流会を開催している。今年度は関

西支部の担当ということで、9 月 12 日（火）15:30 よ

り大阪市立大学文化交流センター小セミナー室にて開

催された。参加者としては、賛助会員の４社から６名

に参加して頂いた。なお、関西支部幹事は 14 名の参加

である。また，鎌野邦樹会長には東京よりわざわざご

出張いただき、時間の許す範囲でご臨席いただいたこ

とに感謝します。	

プログラムとしては、前半の講演会と後半の賛助会

員との交流会の２部構成で行った。まず、梶浦恒男前

会長よりご挨拶をいただき、早速、関川華氏（近畿大

学講師）からご講演をお願いした。講演テーマは「フ

ランスのマンション管理制度とその考え方」である。

フランスでの実地調査やエピソードを交えて。日本と

は大きく異なるマンションの管理制度を短い時間で要

領よくまとめていただき、質疑応答も適確で大変勉強

になった。	

その後の休憩中に配られたお菓子とコーヒーを皆で

頂きながら、なごやかな雰囲気で後半の交流会に移っ

た。まず、鎌野会長より、ご挨拶と「マンションの解

消制度」についてご報告いただき、解消制度に関連す

る質疑応答があった。そして、辻壽一関西支部副支部

長の進行で，賛助会員からご意見を賜り，それに幹事

が回答するという形で 後まで和やかに交流会を進め

ることができた。 後に全員で集合写真をとり、17:30

過ぎには解散した。

	

2018 北海道⼤会概要 
 

賛助会員交流会⼤阪の報告 
関西支部長  横 ⽥ 隆 司 
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10 月 28 日(土)午後 1時から 4時まで、中央大学市

ヶ谷キャンパスで関東支部恒例のセミナーを開催しま

した。近時関心が高まっている「専有部分給排水設備

改修工事の問題点と解決に向けた方策」をテーマに、

藤木亮介コーディネーター（当支部副支部長・一級建

築士）のもと、まず、内田弁護士（当支部幹事）と藤

尾隆弘氏(賛助会員・建装工業)の二人からそれぞれ

「法的問題点」と「工事を実施する上での現実的問題

点」に関する見解を披瀝していただきました。その後

に、3人よるパネル・ディスカッションを行い、次い

で会場からの質問にも限られた時間内ではありました

が答えることで議論を深めることができました。取り

上げたテーマへの関心の高さからか参加者も 60 名を

超え、近年にない盛会となりました。	

この支部行事は、来年度からは本部行事と連携する形

で開催することが決定されており、その先鞭つける意

味でも今回の盛り上がりは意義深いものと思われま

す。来年度以降、支部会員のみならず全国の学会員さ

らにはマンションにお住まいの方々の積極的参加を促

すことのできるテーマを模索し、さらなる発展に繋げ

たいと考えています。

	

	

関西支部の活動としては、まず毎月の支部幹事会が

活動の中心となっています。そして、会員向けの「関

西フォーラム」（年２回程度）と、一般市民向けの

「市民大学」（年１回程度）開催しています。毎月の

幹事会では、研究活動や支部運営などについて、和や

かな雰囲気のなかで活発な議論を行っており、 近で

は会員のフォローや新入会員の勧誘にも力を入れるた

めに、支部会員向けの「（仮称）支部たより」の発行

等も検討中です。	

関西支部の事務局は、折田泰宏会員（元会長・弁護

士）の「けやき法律事務所」に置いていますが、幹事

会は大阪駅前第二ビルにある「大阪市立大学文化交流

センター」にて開催しています。会場の周辺にはグル

メスポットも多くあって、幹事会の終了後、一部のメ

ンバーは地下街にある大衆イタリア料理店や大衆中華

料理店に場所を移し、マンション問題等について議論

を白熱させています。	

近一年間の主な活動は、下記のとおりです。	

①	 平成２８年１１月１３日、「市民大学 in 奈良」と

して、奈良における初めての関西支部行事として、改

正管理規約に関するシンポジュウムを橿原市内膳町自

治すみれホールにて開催。テーマは「マンション管理

規約改正を考えるシンポジュウム」で、パネラーは、

梶浦恒夫会員、折田泰宏会員他。	

②	 平成２９年３月１４日、「関西フォーラム」を大

阪市立大学文化交流センターにて開催。「ＵＲの昨

日・今日・明日」のテーマで、ＵＲ（旧住宅公団）出

身でもある増永理彦会員（神戸松蔭女子大学）よる旧

住宅公団の歴史と実績、さらに今後のＵＲのあり方、

方向性についての講演。	

③	 平成２９年９月１２日、「賛助会員交流会」を開

催。詳細は別途横田関西支部長からの報告を参照。	

④	 平成２９年１０月１０日、「関西フォーラム」を

大阪市立大学文化交流センターにて開催。テーマは

「管理組合法人の設立運用と法人化のメリット・デメ

リット」。彌島義尚会員（司法書士／司法書士法人	な

にわ合同）によるマンション管理組合の法人化の具体

的な事例紹介、法人化のメリット等についての講演と

活発な質疑応等があった。	

⑤	 平成２９年１０月２０日、韓国から、全国アパー

関東⽀部セミナー報告 
関東支部長  平 澤 修 

関⻄⽀部の活動報告 
関西支部幹事  植 ⽥ 雅 ⼈ 
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ト入住者連合会の李在允会長他 19 名、韓国住宅管理

協会の盧炳龍会長他 6名、韓国国土研究院から 2名他

計 30 名が来日し、関西支部と「日韓マンション管理

の情報交流のための懇談会」を開催。主な内容は、金

貞仁氏（韓国住宅管理協会専門委員）の「日韓におけ

る管理制度比較」、関西支部幹事の平田陽子氏（摂南

大学教授）の「日本におけるマンション管理費につい

て」の報告。また、マンションの見学としてプラザ歌

島団地管理組合法人を訪問。 後に、韓国メンバーと

関西支部会員との交流懇談会が韓国側の招待という形

で行われ、日韓の友好を深める有意義な交流会となっ

た。	

⑥	 今後の予定としては、平成３０年３月１３日（予

定）の関西フォーラム（テーマ未定）、関西支部総会

がある。

	

	

2017 年 11 月 11 日(土)熊本大学黒髪北キャンパスで

マンション管理シンポジウム「熊本被災マンションの

復興を目指して」が開催されました。シンポジウムで

は司会の小杉学氏（明海大学准教授・日本マンション

学会理事）からの趣旨説明が行われた後、稲田雅嘉氏

（NPO 法人熊本県マンション管理組合連合会副会長）

から「熊本地震以降の熊管連活動紹介」、古賀一八氏

（福岡大学工学部建築学科教授）から「マンションの

被害評価と補修工事	 地震で被災した建築物の早期復

旧に向けて」、久保依子氏（大和ライフネクスト株式

会社マンション事業部管理企画部部長）から「管理会

社の視点から	 平成 28 年度マンション管理適正化・

再生推進事業」、荻原孝次氏（宮城県マンション管理

士会副会長・日本マンション管理士会連合会理事）か

ら「マンション管理士の視点から」、折田泰宏氏（弁

護士・日本マンション学会熊本地震特別研究委員会委

員長）から「被災マンション再生のための法制度の問

題点」、小林秀樹氏（千葉大学大学院教授・元日本マ

ンション学会会長（東日本大震災当時））から「日本

マンション学会による政策提言とその後」報告後、報

告者によるパネルディスカッションが行われました。

 
■事務局通信 会員の動向（2017年 1月 1日〜2017年 11月 30日、（	 ）内は支部・地域委員会名） 
【入会会員】 「正会員」 向井田敬之（関東）、黒岡富久子（関東）、山崎航（関東）、今成文紀（関東）、吉野荘平（関東）、堀

邦夫（九州）、大島正照（関西）、松永伸太郎（九州）、角田啓子（東北）、内山由紀（関西）、中井茂

（関西）、大江京子（関東）、中野芳春（関東）、水谷正夫（中部）、藤倉慎也（関東）、恩田りつ子（関

東）、武澤美奈子（九州）、小林勇登（中・四国）、今井邦人（関東）、久保健（東北）、有薗修一郎（九

州）、湯川貴裕（関東）、早狩衛（関東）、栗田和夫（関東）、寒河江徹（関東）、大澤一記（関東）、

石川智史（関東）、渡辺嗣道（関西）、澤口竜健（中・四国）、矢嶋宏樹（関東） 
 「賛助会員」 日本総合住生活株式会社、株式会社つなぐネットコミュニケーションズ 
【退会会員】 「正会員」 中野敬偉子（関西）、平江澄夫（九州）、水内修（関西）、今井哲男（関東）、梅谷光男（関西）、酒井

貴生（関東）、渡辺啓三（関東）、駒木孝（関東）、日野列（関東）、吉野伸（関東）、西澤英和（関西）、

宮崎幸恵（中部）、伊藤真樹子（関東）、堀堯夫（関東）、三渕誠（関東）、柴田健（九州）、片桐善衛

（関東）、君原政雄（九州）、東川始比古（関西）、伊藤直（中部）、松本浩（北海道）、越野周治（関

東）、小林三郎（関東）、矢田雅一（関東）、近藤朗（関西）、島崎哲朗（関西）、谷垣千秋（関西）、

山田良夫（関東）、秋元英志（関東）、杉内重信（関東）、河崎和夫（九州）、橋本紀子（関東）、堀正

博（関西）、奥井進（関東）、長宗敏治（関東）、豊田健治（関西）、伊藤寛（東北）、髙橋潤一（関東）、

小林勇登（中・四国） 

■編集後記	 初めての熊本入り。被災した熊本城やマンションの被害に驚きつつ、歴史と独特の雰囲気がある街を満喫。（Ｔ）	

マンション管理シンポジウム報告 
日本マンション学会 総務委員 ⼾ 村 達 彦 

原稿募集 
ニュースレターではこれまで大会の案内や報告、各支部の活動等を会員様のご協力により掲載して参りま

した。今後もこれらを継続していく一方で、より幅広いマンションに関する情報共有、学会の活動報告及び

情報交換の場として活用していただきたいと考えております。	

つきまして、これらについてご執筆いただける方から幅広く原稿を募集したいと思いますので、ご提案が

ございましたら日本マンション学会事務局までメールにてご連絡下さい。	

※ご提案、原稿の掲載及び時期につきましては総務委員会にて検討させていただきます。ご了承願います。	


