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本号では 2015年 4月 24日（金）～26日（日）、広島

工業行大学五日市キャンパスで行われた日本マンショ

ン学会 2015 年広島大会の市民・メインシンポジウム、

分科会について報告いたします。 

市民シンポジウム 

「『限界マンション』にならないために」 

石口俊一（弁護士） 

大会前夜、広島市内で、140名余の参加で、市民向け

シンポ「“限界マンション”にならないために」を開催

した。建物等のハ－ド面と区分所有者らのソフト面の

二つの老いと、今後予想される問題・課題とその対処で

ある。 

平野吉信実行委員長の挨拶と広島大会の紹介の後、

松本恭治氏から地方都市の高経年マンションの実情や

高齢者による解決等について面白く興味深いミニ講演。

次いで、石口俊一弁護士の司会で、「管理問題」につき

井上裕敬・マンション管理士と長宏行・広管連理事長か

ら、高齢化で役員のなり手がない現状とその対応等、

「法的問題」は福永純子弁護士から、区分所有者の死亡、

行方不明等による諸問題への対応、「建築問題」は正木

洋二・一級建築士から、第三者による適切な劣化診断と

補修が必要なこと等、「設備問題」は貴船美彦・一級建

築士から、給排水設備や電気設備の再生や実施時期等

の報告と、今後の情報提供と行政による支援の必要性

が指摘された。 

メインシンポジウム 

「人口減少とマンションの未来像」 

岡田康夫（東北学院大学准教授） 

メインシンポジウムは、松本恭治会員による基調講

演で始まった。軽妙な語り口で人口予測の読み解きが

なされ、さあ、こんな未来にマンションはどうなる？ど

うする？と、さまざまな課題が出される形でバトンタ

ッチ。これを受けた小林秀樹会員は、人口減少＝マンシ

ョンの暗い未来ではなく、多極型コンパクトシティを

目指したまちづくりの中で立地の違いに応じた努力・

工夫をしてゆけば、マンションの未来はほぼ明るい、と

語る。そして江川直樹氏は、自ら携わってきた集合住宅

や団地の再生事例を紹介しながら、まちに住む・一緒に

住む・地域で住むということを意識した住宅ストック

の活用が大事であることを示す。今大会の実行委員会

副委員長である石口俊一会員が、広島のマンション事

情を紹介しながらマンション建替え円滑化法改正と将

来の課題を語ることによって、前半部は終了した。 

後半部で出された質問は、タイムスパンの観点を入

れた未来像はどのようになるのか？居住者の高齢化・

単身化に伴い管理面で生じる影響は？マンションは果

たして次世代へ引継げるのだろうか？人口減少社会に

おけるまちづくり・都市再生の方向性をどのように考

えるのだろうか？といった内容で、主に小林会員と松

本会員が対象となった。直接の回答者に加え江川氏や

石口会員もコメントを適宜加えながら進んだが、松本
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会員と小林会員との間でバトルが勃発したかに見える

一幕もあり、昨年の仙台大会で交わされた「松澤 vs 小

林」の第二幕が始まるかのように感じた会員もおられ

たのではなかろうか。 

人口減少によりマンションにどのような未来が来る

のか、そして我々自身の手でどのように明るい未来を

築けるのか。今回のシンポジウムではその一端が示さ

れたにすぎない。 

懇親会会場への移動との関係でタイトなスケジュー

リングが求められたメインシンポジウムであったが、

ホスピタリティにあふれる報告者達と会場の皆さんの

協力によって、無事終えることができたことに感謝し

たい。 

第 1分科会「最近のマンションの紛争と裁判」 

＜マンション判例研究委員会＞ 

大野武（明治学院大学法学部教授） 

マンション判例研究委員会では、次の 3 つの判例に

ついて各報告者がそれぞれ発表を行い、その後に各報

告に対する質疑応答が行われました。 

まず、東京地判平 25・5・27判例集未登載（大山和寿

報告）は、総会の招集手続に瑕疵がある場合において、

一部の組合員のみを被告とした決議無効確認の訴えを

認容した判決でしたが、報告者は、紛争の直接かつ抜本

的な解決のためには管理組合を被告とすべきであった、

また仮に認容するにしても決議が不存在であることの

確認をすべきであったとの見解を示されました。 

次に、東京高判平 26・4・16 判時 2226 号 26 頁（竹

田智志報告）は、管理規約上の違約金としての弁護士費

用は実費相当額とする判決でしたが、報告者もこれに

賛成する見解を示されました。 

そして、東京地判平 25・10・24判例集未登載（佐々

木好一報告）は、専有部分をシェアハウスとして使用す

ることを禁じる規約の変更が区分所有法 31条 1項所定

の「特別の影響」に該当し無効となるとの判決でしたが、

報告者は、その結論については賛成するものの、その判

断基準となる規約変更によって被る区分所有者の不利

益に対する評価が不適切であるとの見解を示されまし

た。 

以上の各報告について、参加者から数多くの質問が

なされ、活発な議論が展開されました。会場には 60人

程度の参加者がおり、盛会のうちに終わりました。 

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＞           

青木伸 一（マンション管理士） 

第２分科会では、「地域社会の中でマンション居住の

持続可能性は如何に担保されるか」を基本問題意識と

するマンション住環境まちづくり研究委員会が、今年

は、マンションの管理組合の活動と地域・行政（自治体

等）との協同の取組の現状と、地域社会の中での相互連

携の必要性について、調査・検討した結果を、標記の共

通テーマのもと、山根聡子会員の司会で５つの個別報

告が行われました。 

第１報告は、谷口仁宏会員が「管理組合の自己評価」

について、当日配布資料により、評価項目とチェック用

書式案の提案を行いました。 

第２報告（田中志敬会員）、第３報告（祢宜秀之会員）、

第４報告（戸村達彦会員）、第５報告（松本恭治会員）

の各報告においては、学会誌５１号（広島大会特集号）

所収の論文の論旨に沿って、順次に、それぞれ、簡潔に

して要を得た報告が行われました。 

第５報告（マンション問題と指定統計解析の意義）の

松本会員は、このテーマを選択した理由について、午後

に行われる「大会のメインシンポジュウム（人口減少と

マンションの未来像）での諸報告の理解の前提となる

べき行政の「指定統計データを解析することの意義」に

ついて理解を深めて頂くため、第２分科会にて報告す

る。」旨、補足されたことが特筆されます。 

当日の第２分科会には 53名の会員にご参加頂き、３

名方々より貴重なご質問ご意見を頂きました。また、大

会実行委員長の平野吉信先生始めスタッフの皆様には、

手抜かりない会場設営を頂きましたこと、御礼申し上

げます。 

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＞ 

佐野こずえ（近畿大学） 

今大会は 2006年から過去 9大会にわたって分科会を

開催してきた「リモデリング研究委員会」の成果を踏ま

え、高経年化するマンションストックの活用策を目的

とした「マンションストック活用研究委員会」として、

「マンションの再生を考える」というテーマで、研究報

告と事例報告の４編の報告を行いました。木内はマン

ションの寿命に対する意識の建築技術者と一般との比

較を行い、両者のマンションの寿命に対する意識が概

ね同一であることを明らかにし、建替えや改修の検討

を行う際、円滑に議論を進めることができると結びま

した。太田は前述の法律の改正により、耐震改修や建替

えが進むのか、マンションの再生にとって何が求めら

れているのかを整理し、立地や諸条件によって解体の

検討も含めた議論が必要で、そのためには権利変換手

続きが組み込まれた制度の必要性を挙げました。辻は

大規模な団地型マンションの改修に至る住民の合意形

成・改修プロセスと住民の熱意を具体的に行い、この事

例の成功点をまとめました。藤本は防犯・防災上重要で

あるコミュニティの形成に着目し、高経年のマンショ

ンが新たにコミュニティを創出し、活動が活性化した
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マンションコミュニティの再生事例の紹介を行い、マ

ンションの価値を挙げる要素としてのコミュニティの

重要性を示唆しました。 

 以上の報告を受け、会場との質疑応答を行いなが

ら検討・議論を行ました。今回は 4編の報告があり、そ

れぞれ多方向よりマンション再生の報告を行ったため、

議論に十分な時間が取れなかったこともあり、議論が

散文してしまった事が悔まれますが、「マンションの再

生を考える」きっかけとしての役割を果たしたと言え

ると思います。 

第 4分科会「一般報告、事務・管理報告」 

花房博文（創価大学教授） 

＜一般報告＞ 

①「分譲型シニアマンションの問題と対応策(その

２)」（増永・北井）報告は、アンケートを中心に、組合

員の過半数が 80歳以上かつ要介護者５人のシニアマン

ション等もあり、一般的に同状況が加速する将来、理事

会中心型の自主管理の限界を指摘し、施設運営にも精

通した専門家の関与を求める新しい管理形態の必要性

を指摘する。 

②「マンション住民の高齢化問題１」(西山・三井・

田籠・松田）報告は、マンション居住者の高齢化・単身

化・年金生活による引きこもり化が想定されるので、行

政と連携した見守りの必要性を提言。 

③「同問題２」報告は、K団地事例を中心に、高齢化

マンションの管理不全対策として、管理不全状況の積

極的情報発信と共有、活動報酬の手立て、役員資格の拡

大、意気に感じるキーパーソン主導の管理等を提言す

る。 

④「高経年マンションにおけるコミュニティの持続

可能性に関する研究」（平田・松尾）報告は、アンケー

ト調査を中心に、広義のコミュニティ（人の繋がり）を

利用してキーパーソン「役員経験者」の数を増やし、狭

義のコミュニティ（マンション管理意識の共有）へと活

性化させる必要性を指摘する。 

＜管理・実務報告＞ 

①植木報告は、自身の結露・カビ被害の裁判例報告

（横浜地判 H20(ワ)第 685号損害賠償請求事件）で、建

設会社・管理会社の情報提供義務を強化する提言。 

②「管理会社による第三者管理方式から理事会方式

へ」田原報告は、管理会社による管理方式では、組合員

の意思表明の機会が少なく会社主導となりやすいので、

理事会管理へ変更した事例紹介を中心に、コミュニテ

ィ活動の重要性を強調するものであった。 

以上、自主管理、第三者管理の必要性がそれぞれの事

案から分析・提言され、今後の研究対象を示す有意義な

分科会となった。 

 

５分科会「外国のマンション法と管理の実態－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＞ 

鎌野邦樹（早稲田大学教授） 

本分科会では、これまでのマンション学会における

外国のマンション法研究の成果を踏まえて、新たな観

点から、外国のマンション法およびマンション管理等

の実態について報告をした。司会は花房博文（創価大学）

が務め、鎌野邦樹（早稲田大学）の趣旨説明に続いて、

ドイツ法の義務違反者につき土居俊平（熊本県立大学）、

フランス法の荒廃区分所有建物等につき寺尾仁（新潟

大学）、オ－ストラリア法全般につき岡田康夫（東北学

院大学）、ベルギ－法のマンション管理につき吉井啓子

（明治大学）、ギリシャ法全般につきカライスコス・ア

ントニオス（関西大学）、オ－ストリア法の復旧・解消

につき上河内千香子（駿河台大学）、スイス法の解消に

ついて藤巻梓（静岡大学）が報告をした。 

外国の法および実態を考察することは、今日のわが

国のマンションをめぐる諸問題を考えるにあたり、必

ずしも直ちに当該問題の解決に資するものではないが、

立法上の課題や現実の紛争の解決のために示唆を与え、

また、参考になることが少なくない。各報告では、マン

ションをめぐる日本の現実の問題を念頭におきながら、

外国法制の網羅的な解説や紹介にとどまることなく、

可能な限り対象を絞って具体的な事項を示しつつ、多

くの会員がそれぞれの立場で日々扱っている問題を考

察する際の参考になるように心掛けた。報告者が多数

いたことから、質疑応答の時間は 30分程度であったが、

丸山英気会員（千葉大学名誉教授・弁護士）、執行秀幸

会員（中央大学教授）ほか２名からコメントないし今後

の各研究に関する要望等がなされた。 

第６分科会「被災マンションの敷地売却における諸

問題について」 

＜東北支部＞ 

小杉学（東北工業大学准教授） 

本分科会では、昨年度の仙台大会における東北支部

による分科会「改正被災マンション法をめぐる諸問題

について」の続編として開催されました。今年度は、仙

台市内で敷地売却事業を進めている３事例の実態報告

とそこで生じている問題に焦点をあてて、６編の報告

とそれらに関する質疑応答が行われました。 

報告では、「敷地共有者（団体）の資金問題」、「所有

権移転登記のための法人設立」、「敷地売却事業を進め

るまでその存在が分からなかった抵当権の問題」、「敷

地売却決議前に売却先を見つける困難さ」、「売渡請求

の時価の考え方」、「改正マンション建替え等円滑化法

の被災マンションの敷地売却事業への適用と課題」、

「３事例からみた改正被災マンション法の問題点」と
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いった問題に焦点が当てられました。 

質疑応答では、これらの論点について、報告者の一人

でもある折田泰宏弁護士や、会場から３名の方が、仙台

で敷地売却の実務に関わっていたメンバーに対してさ

らに掘り下げた質問がなされ、充実した分科会となり

ました。 

第 7 分科会「高経年マンションの設備総合改修－共

用・専有部分の設備改修工事内容と工事費用－」 

＜マンション再生技術研究委員会＞ 

田邊邦男（一般社団法人マンションリフォーム技術

協会） 

第７分科会は、マンション再生技術研究委員会の開

催で行った。 

近年、30 年を超えた高経年マンションでは設備関係

の改修工事が増えてきている。経過年数の 20年後半よ

り給水設備関係の改修工事、また、経年 30年を超え 40

年代に至っては排水設備の配管改修、更に専有部分の

配管改修も行われてくる。本調査では、これらの設備改

修工事はどのような内容なのか、工事費用はどの程度

を要するのかを知ることと、設備改修工事の問題点等

について調査事例を通して考察することを目的として

いる。 

本分科会では、高経年マンションの設備改修に 

ついて、以下の３編で構成している。 

第１編(町田)は「マンションの共用・専有部の設備改

修と工事内容」で、マンション設備の基礎知識として

「マンション設備の仕組み」と、これらの共用・専有部

分の区分、設備機器・配管の劣化と改修仕様・工法、こ

れらの工事内容と問題点等について報告した。 

第２編(橋本)は、「首都圏におけるマンション設備改

修内容と工事費の実態調査」として、南関東地域のマン

ションにおいて実施された設備改修工事を対象として

387件のデータ－を収集、工事の実施内容や共用部・専

有部の工事内容と、それらの工事費を考察し報告した。 

第３編(田邉)は、「マンションの共用・専有部分の工

事内容と工事費」で、共用・専有部分の設備改修工事を

行った 10事例の詳細データ－を収集、各事例の工事内

容とそれらの工事費について、調査を行い考察したも

のである。 

今回のテ－マについては、今後も更に詳細なデータ

－を収集の上、継続研究が求められている。 

 
■新役員の紹介（敬称略） 

会 長 梶浦 恒男（大阪市立大学名誉教授・ＮＰＯ集

合住宅維持管理機構理事長） 

副会長 鎌野 邦樹（早稲田大学法科大学院教授）  

副会長 鈴木 克彦（京都工芸繊維大学大学院工芸科学

研究科教授） 

副会長 花房 博文（創価大学法科大学院教授）  

理 事 大西 一嘉（神戸大学大学院工学研究科准教授） 

理 事 大野 武（明治学院大学法学部教授）  

理 事 齊藤 広子（横浜市立大学国際総合科学部教授）  

理 事 田邉 邦男（一般社団法人マンションリフォー

ム技術協議会会長） 

理 事 辻 壽一（大阪樟蔭女子大学学芸学部教授） 

理 事 祢宜 秀之（マンション管理士） 

理 事 服部 弘嗣（弁護士）  

理 事 松本 恭治（元高崎健康福祉大学教授） 

監 事 藤井 俊二（創価大学法科大学院教授）  

監 事 藤本 佳子（千里金蘭大学名誉教授・マンショ

ン管理研究所関西センター所長） 

 

■事務局通信 会員の動向（2015 年 1 月 1 日～8 月 31 日、（ ）内は支部・地域委員会名） 

【入会会員】 「正会員」 叶徹（東北）、西島良尚（関東）、浦田賢治（関東）、安西紀皓（中・四国）、高田訓（九州）、田邊正

治（関東）、武内敏幸（関東）、古谷太郎（関東）、角田光隆（関東）、萩原繁之（中部）、中村信吾（関

東）、小関加夜（関東）、松尾光洋（関西）、塙祐一郎（北海道）、松尾繁高（九州）、鳥川慎吾（関西）、

五十嵐彰（関西）、岸邦彦（関東）、池田学（九州）、新井健仁（関東）、周藤利一（関東）、小田敬美

（中・四国）、清水康寛（九州）、赤木千江子（関東）、横嶋勝仁（関東）、室田博（中・四国）、田中

建治（関西）、小島光治（中・四国）、塩谷昌則（関東）、川多弘也（北海道）、小宮山茂樹（関東） 

【退会会員】 「正会員」 林弘己（九州）、三好登（関東）、井ノ上信雄（関東）、岩崎儀昭（東北）、後藤雄介（関東）、平野宏

（関西）、大和一真（関東）、加藤知行（関東）、柴田中夫（関東）、鈴木博志（中部）、三浦玉翁（関

東）、大熊康平（関東）、山崎富男（関東）、関口忠志（関東）、亀石由之（関東）、高見とし子（関東）、

柳田基浩（関西）、佐藤慎二（北海道）、橋田健次郎（関東）、広瀬大司（関東）、松本茂（関東）、江

藤忠徳（関東）、小栗吉雄（中部）、松井浩一（関西）、中山孝人（関東）、佐々木洋一（東北）、増田

善弘（関東）、金印會（外国）、森倉豊（関東）、楠和起（九州）、石田隆（関西）、大星正嗣（関西）、

荻窪信彦（関西）、窪喜広志（関東）、樽一弥（関西）、藤木政和（関西）、丸山幸郎（関東）、安見ゆ

かり（関東）、横山敬治（関西）、米倉喜一郎（関東） 

「賛助会員」 株式会社 住宅新報社、株式会社 シーアイピー 

 


