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名古屋大会実行委員長・椙山女学園大学教授　村  上  　  心　　

　日本マンション学会が、1992年設立以来の研究対象
としている分譲マンションは、現在500万戸を優に超
えるわが国の巨大な住宅ストックとなっています。第
２次世界大戦後のマスハウジング期に、都市部に対し
て大量供給が始まった集合住宅は、築後年数の経過と
ともに、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しくみや法整備、住民
の高齢化やペット・騒音・管理費の未払いに対する取
組みなどの課題を抱えてきました。今後は、都市の中
でのマンションという居住形態の位置づけや環境対策
との協調、人口減少への対処などの新たな課題が生じ
てこようとしています。これらの課題は、欧・米・ア
ジアなどの世界各国においても大きな共通の問題と
なっており、諸国でも、課題に対するさまざまな興味
深い研究や取組みが行われています。本学会が、その
ような国々において共通の課題に取り組む方々との情
報交換を促す場としても機能する日がいずれ来ること
でしょう。
　2010年の日本マンション学会第19回大会は、居住
者・実務家・研究者・行政担当者・企業などによる、
上記で述べたようなわが国の諸課題に対する取組み
の情報交換の場として、４月17日㈯・18日㈰の２日
間、名古屋・椙山女学園大学で開催されます。17日午
後のメインシンポジウムでは、「持続可能なまちづく
りとマンション」と題して、都市の持続可能性から
みたマンションへの期待・課題・条件を考える場とし

て設定されてお
ります。分科会
では、ストック
型社会に向けた
再生上の課題、
コミュニティづ
くりへの専門家
の役割、再開発
ビル事業の敷地
利用権、近年の
マンションに関
する判例、地方
中核都市でのマ
ンションの役割、超高層マンションの外周壁の大規模
修繕工事などのテーマで、報告・討議が行われる予定
です。同時に、学会の一般社団法人化後の本学会のあ
り方を考える意見交換会も開催されます。18日午後に
は、青木茂氏（首都大学東京教授）設計のリファイン
された集合住宅と、名古屋・白壁地区の見学会を計画
しております。まずは、集合住宅の先進事例を視察し、
そこに適用された再生手法と考え方を実感していただ
き、次に、地方の中核都市の歴史的資産を有する地区
における居住形態としてのマンションの位置づけを、
地区を散策しながら共に考える機会となれば、と思っ
ております。
　中部支部会員一同、名古屋の地で開催させていただ
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く意義を考え、中部圏の特色を存分に感じていただき
ながら、大会期間中を心地よくお過ごしいただけるよ
う、精いっぱい準備させていただき、皆様のご来場を
お待ちしております。

　最後になりましたが、本大会が、ご参加される皆様、
日本マンション学会、マンションにかかわっておられ
る方々の、ますますのご発展に資することを心より祈
念いたします。

日本マンション学会　第19回　名古屋大会プログラム　
日　時：４月17日㈯・18日㈰　　会　場：椙山女学園大学・星が丘キャンパス

（以下敬称略）
メインシンポジウム　「持続可能なまちづくりとマンション」
 日　時：４月17日㈯　14：30～ 17：30まで　　会　場：大講義室
　講演　　河村たかし名古屋市市長
　メインシンポジウム　　主旨説明　　齊藤広子
　　基調講演　　「海外の事例を踏まえて（仮称）」海道清信
　　パネリストおよび主題解説
　　　　　「名古屋のまちづくり、居住地・住宅地の現状（仮称）」佐藤圭二
　　　　　「管理費滞納――強制競売できない事例（仮称）」花井増實
　　　　　「持続できない絶望的なマンション事例（仮称）」松本恭治
　　　　　「持続可能なまちづくり――区分所有権の解散も踏まえて（仮称）」小林秀樹
研究分科会
　４月17日㈯　９：30～ 12：00
・第１分科会（会場：Ｂ105）　リモデリング研究委員会（藤本佳子代表）
　「ストック型社会に向けたリモデリングの課題」
　　藤本佳子（主旨説明）、鈴木克彦、辻　壽一、太田隆司、上瀧浩子、大西一嘉、大竹比呂志
・第２分科会（会場：Ｂ107）　マンション管理士研究委員会（田村哲夫代表）
　「コミュニティづくりへの専門家の役割」
　　田村哲夫（主旨説明）、田中志敬、廣田信子、近藤俊一　ほか
・第３分科会（会場：Ｂ106）　登記実務研究委員会（上野義治代表）
　「再開発ビル事業の敷地利用権の研究」
　　上野義治（主旨説明）、相馬計二、土井　健

　４月18日㈰　９：30～ 12：00
・第４分科会（会場：Ｂ105）　マンション判例研究委員会（花房博文代表）
　「最近のマンション紛争と裁判」
　　大野　武（主旨説明）、鎌野邦樹、植木武裕、折田泰宏、舟橋　哲、花房博文
・第５分科会（会場：Ｂ107）中部支部（花井増實代表）
　「マンションと地域づくり」
　　宮崎幸恵（主旨説明）、青木　茂、高井宏之、松山　明
・第６分科会（会場：Ｂ106）マンション再生研究委員会（田辺邦男代表）
　「超高層マンションの長期修繕計画と大規模修繕工事」
　　田辺邦男（主旨説明）、星川晃二郎
・第７分科会（会場：Ｂ110）
　「学会のあり方を考える意見交換会」
　　折田泰宏、小林秀樹、藤本佳子、冨田路昜、藤井俊二、平澤　修

※大会期間中、賛助会員等の展示会を開催

見学会　４月18日㈰　　（知多半島にある）青木茂氏（首都大学東京教授）設計のリファインされた集合住宅と、名古屋・
　　　　　　　　　　　白壁地区の見学会を計画　（当日は流れ解散です）
懇親会　４月17日㈯　18：00～ 20：15　　椙山女学園大学大学会館１階さつき食堂

参加費：3000円（会員）　　1000円（一般）
懇親会費：7000円
見学会参加費：3000円
交通：名古屋駅から地下鉄東山線「星が丘」駅（直通約20分）下車、徒歩５分。受付は、情報学部棟ホワイエ（８：30
　　　から）。宿泊は、名古屋駅、栄駅付近が便利です。
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　法人化移行への動きが活発化してきましたが、2010
年２月２日に法人設立総会を行い、その骨格がはっき
りしてきました。そして現在は、法人の登記手続を確
実に進めている段階にあります。そこで今回は、本年
４月17日開催の日本マンション学会第19回総会後の当
学会の主な動きについて、会員の皆様に大きくかかわ
るであろう組織面での変更を中心に簡単にご紹介させ
ていただきます。
　まずその第１点目は、各研究委員会の充実に向けた
見直しの方向性について学術委員長より、その大まか
な軌道について、続いて、われわれが初めて経験する
代議員制への移行と地域活動について、総務委員から
ご紹介いただくことにします。

　次の３つの研究委員会を、新法人の下で設置するこ
とにしています。
　①　常設研究委員会
　②　一般研究委員会
　③　特別研究委員会
　常設研究委員会については設置期間を定めません。
現在のところは、判例研究委員会を常設委員会として
認めることとして調整を進めています。また、一般研
究委員会は、会員一般から公募して学術委員会が設置
を認めた場合に、設置が認められる研究委員会で、当
初の設置期間を２年として設立し、学術委員会が必要
と認めれば、期間１年をもって延長（更新）すること
ができます。ただし、再延長は妨げません。最後に、
特別研究委員会ですが、これは外部機関より当学会に
研究の委託があったとき等に、その研究をするために
特別に設けられる委員会で、当初の設置期間は２年と
し、２年単位で延長が認められることになります。総
会開催時までには、これらの詳細について検討を進め
ていきます。

　当学会の法人化に伴い、会員から選出された代議員
を一般社団・財団法人法上の社員とし、これら社員で
組織する社員総会において、基本的な意思決定を行っ
ていくことになります。そこで、会員の権利を保障す
るために、代議員の選出を会員による選挙で行うこと
で調整を進めています。手続の詳細については、選挙

管理委員会の設置等をはじめとして、代議員・役員等
選出規程に定め、選挙の公正さを担保していくことに
なります。
　代議員・役員等選出規程は、総会後速やかに、会員
の皆様に規程案をお示しして確定を急ぐことにしてい
ます。

　現在の地域活動は、北海道、東北、東京、中部、関
西、九州の６つの支部と、支部に準ずる活動を行って
いる中・四国の７ブロックに分かれており、任意団体
である支部は、それぞれ規約を制定し、支部総会を開
催するなど、ある程度、独立した団体性をもって活動
してきました。その意味では、当学会は、本部を含め、
複数の団体で構成されていたともいえます。
　これに対し、法人化後の当学会の機関は１つである
ため、従来の支部は独立した団体ではなく、わかりや
すくいえば、支店や部門としての活動となります。
　新法人の定款では、２条で「従たる事務所」を、57
条で「支部」を置くことができるとされていますが、
57条でいう「支部」のすべてが２条の従たる事務所に
該当するわけではなく、たとえば、執行権をもつ理事
が支部長になり、その地域の会務の大半を扱うのであ
れば「従たる事務所」とすることができ、執行権がな
く、会務の一部を扱うだけの支部であれば、当面は「従
たる事務所ではない」支部とすることもできます。
　ところで、「法人」となる学会の会務は任意団体の
ときとは大きく異なり、会員管理や事業執行、財務諸
表の作成なども、すべて法令に則した的確なガバナン
ス機能をもって処理していかなければなりません。こ
のため明らかに事務負担は増えることになりますが、
たとえそれらの会務の一部であっても、いきなり支部
が負担するのは現実的には困難です。
　そこで、支部のマンパワーや財源などが確保される
までの間、旧支部ブロックに地区委員会を設置し、そ
の委員会を基軸として、地域における学術研究の活性
化と会員サービスの拡充、新会員の獲得に注力してい
ただくこととしています。また、当該委員会は、その
地域の代議員の選任も受け持つこととなります。
　もちろん、各ブロックにおける会務運営を実施でき
るインフラ整備を急ぎ、なるべく早い段階で、地区委
員会から支部へ、そして従たる事務所へと組織を発展
させていきたいと考えています。

法人化スケジュールの確認と４月17日総会後の主な流れ
総務委員（広報担当）　竹　田　智　志　

報  告

法人化後に考えられる新研究委員会について
学術委員長　藤井俊二

代議員制移行後の選出方法について
総務委員　笠原秀樹

各地域ブロック（支部）における活動について
総務委員　冨田路昜
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事務局通信
■会員の動向（2009年11月１日～ 2010年１月31日、（　）内は旧支部名）
【入会会員】

「正会員」都甲榮充（東京）、松山　明（中部）、菊池浩史（関西）、松本幸一（東京）、柴原三郎（東京）、村越祐民（東京）
「賛助会員」㈱大京アステージ
【退会会員】

「正会員」辻村壽夫（関西）、吉田　康（東京）、倉田　剛（中部）

　春には名古屋で大会。確か２度目。そういえば樽酒の美味しいところがあったかと。20年前に歩いた道を思
い出せたら行ってみよう。いけません。広報の仕事をしっかりしてからの話でした。(T)

朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽

朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽朽

…………………………………………………………………………………………………………………

30年を経過した団地型マンションの管理とは
（豊ヶ丘２－１住宅団地の事例）
――組合活動の定着・充実・拡大――
多摩ニュータウン豊ヶ丘２－１住宅管理組合元理事長　西　山　博　之　　

u	 	 　  マンション管理実務報告 vシリーズ

…………………………………………………………………………………………………………………
　多摩ニュータウンへの第１次入居が始まったのは、
ほぼ40年前、「不惑」の年を迎えようとしています。
諏訪、永山、愛宕といった第１次の開発地域からする
と、豊ヶ丘地域は第２次開発地域の世代にあり、それ
でも優に入居30年を経過しました。
　まずは、立地・住環境を簡単にご紹介します。ご存
じのように多摩ニュータウンは、首都西部の緑豊かな
多摩丘陵にあり、交通アクセスは、小田急線・京王線「多
摩センター」駅まで程近く、両沿線から徒歩圏内に団
地、マンション群が点在、当住宅団地からも15分ほど
で最寄り駅まで到達する距離にあります。当団地は、
敷地面積約2.5ha、中層５階建て住棟10棟、階段室型、
全270戸で構成されており、人口650名余です。
　大まかながら現在、私どもの管理組合が抱える課題
点について、ソフト・ハード両面にまたがるような点
について分析を試みてみますと、たとえば、居住者は
現在のところ、多世代で構成されているものの、階段
室型住居であることから、入居開始当初からお住まい
の世代にとっては若干、高齢化対策への対処といった
ことが浮上しつつあるといえます。また、敷地内の住
環境を見渡せば、支出はそれなりに嵩むものの、植栽
計画は年間スケジュールを予定どおりこなしながら運
営されており、居住者にとって四季の移ろいを直感で
きる格好のスポットを提供しています。さらに、現在
進行中の修繕委員会による第３次大規模修繕工事計画
は、コスト＆ベネフィットをテーマに、それを最大限
引き出せるようなプランの作成を射程に議論を重ねて
います。
　一方、コミュニティ面の管理組合活動はと申します

と、新春餅つき大会に始まり、夏祭り、文化祭、防災
訓練、年末の夜の団地巡回、住民清掃デーの開催など
行事が目白押しです。特に、夏祭りでの子ども神輿、
新春餅つき大会での成人式は、ちょっとしたわが団地
の伝統行事ともいえるでしょう。今では珍しいことか
もしれません。これらは住民の多くが参加し交流する
場となっており、すっかり定着しています。
　ところで今、当住宅団地で最も充実させ定着させた
いと考えているのは、「安全性を確保しつつ住民の暮
らしを守る」ということです。ちょっとオーバーな言
い方になってしまいましたが、これは、万一の際、先
に紹介いたしました立地・住環境の維持とともに、災
害時への対策を徐々にではありますが整備させていき
たいと願っているということです。2005年に防災対策
委員会を立ち上げ、防災訓練の実施、防災備品の活用
等、日頃から訓練し、いざというときに備えようと心
掛けていますが、ソフトな面の充実という点では、①
防災連絡カードを作成し、階段連絡員が10住戸の人員
を把握する、②これを全体的にまとめたものを管理事
務所で保管する、③さらに各居住者には、防災カード
を配布し、住所・氏名・年齢・血液型・健康保険証番号・
掛かり付けの医療機関名等を明記したものを各自が持
参するという形で、個人情報の保護に関する法律に触
れないよう整えるといったことを進め、継続していき
たいと思っています。決して派手なことではございま
せんが、30年を経過した私どもの管理組合活動は、ハー
ド面の対応から、いわゆるソフト面の詳細で綿密な対
応に、ようやく目を向け始めたところだと考えていま
す。
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