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	 日本マンション学会 2013 年神戸大会が、2013
年 4月 27日（土）～28日（日）にかけて、神戸大
学百年記念館（六甲台第二キャンパス）にて開催さ

れました。 
	 初日は午前中に二つの分科会、昼食をはさんで総

会と授賞式、続いてメインシンポジウム「マンショ

ン居住の再発見」が行われました。夜は会場を同じ

キャンパス内の「瀧川記念学術交流会館」に移して

の懇親会。神戸の美しい夜景を見下ろしながら、神

戸大学学生さんによるダンスパフォーマンスや、そ

の場で焼き上げる窯焼きピザ、そして地酒が振る舞

われるなど、楽しい懇親会となりました。 
	 二日目は午前中に三つの分科会、午後は新長田駅

前再開発ビル周辺の視察会が行われました。 
	 本号では、５つの分科会の概要について報告しま

す。なお、メインシンポジウムの概要については次

号でお伝えする予定です。 
 
 
	 第１分科会	 「マンション未来考	 

	 	 	 	 	 	 	 	 －マンションの現状と展望－」	 

	 ＜マンション住環境まちづくり研究委員会＞	 

	 田中志敬（福井大学助教）	 

 
	 第 1分科会は、来場者が会場に入りきれないほど
盛況な中で行われました。分科会では、マンション

管理実務研究委員会のメンバーを前身として、

2012年度に新設されたマンション住環境まちづく 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り研究委員会での議論を基盤に、「マンション未来

考―マンションの現状と展望」と題して、4つの報
告が行われました。 
	 第 1報告では、山根聡子氏と大塚映二氏が「神戸
市における小規模高経年マンションの現状と支援

施策―神戸市内高経年マンション実態調査を基に」

と題して、大都市の小規模高経年マンションの抱え

る現状と課題を全体的な傾向から明らかにしまし

た。その上で、第 2報告では、松本恭治氏が「マン
ション管理の放棄と再生―長いトンネルの先には

どんな出口があるのか」と題して、大都市近郊の都

市で既に管理不全状況にあるマンション事例から、

立地や管理組合の営為による正負の未来像を描き

出しました。 
	 これらのマンションをめぐる現状や課題、未来像

を受ける形で、第 3報告では、祢宜秀之氏が「マン
ション管理士法制定の提言―マンションの未来像

と専門家の役割」と題して、マンションの課題解決

の側面支援者の一翼を担う、マンション管理士の役

割と育成のあり方について、今後の議論のたたき台

となる提案をおこないました。 
	 第 4報告では、田中志敬が「マンション課題にお
ける自助・共助・公助の補完関係」と題して、複層

的なマンション課題に対処するためには、種々のア

クターが補完関係や協働関係が必要であり、それを

培う情報共有や議論の恒常的な場の設定の重要性

を指摘しました。 
	 報告後には、簡単な質疑応答が行われましたが、
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限られた分科会の時間の中では、当初予定していた、

来場者も交えた十分な議論をすることはできませ

んでした。そのため、翌日に開催されたマンション

住環境まちづくり研究委員会の大阪会議では、第 1
報告者の山根聡子氏が新たに副査として研究会に

加わるなど、新規メンバーや前委員会メンバーも交

えて、今回の分科会のテーマをさらに深めると共に、

具体的なマンション課題の解決に寄与する調査研

究を進めていくことを確認しました。 
 
 
	 第２分科会	 

	 「リモデリングに向けた課題」	 

	 ＜リモデリング研究委員会＞	 

	 中嶋康夫（マンショントータルアドバイザー）	 

 
＜趣旨説明＞	 藤本佳子（千里金蘭大学名誉教授）	 

	 2008年度の北海道大会から神戸大会にいたる 8
回の研究の概要報告があり、下記２テーマの紹介が

なされました。 
（１）リモデリングにおける問題点	 

木内	 龍彦（大阪市立大学） 
	 1965年頃竣工のＲＣ造マンションをリモデリン
グする上での問題点の提言があり、構造材と仕上げ

材に分け、①構造材は、耐震改修時を含め「コンク

リート強度・物性（中性化・細骨材の塩分濃度等）」

や「鉄筋腐食による断面欠損及び施工精度」の問題

点を、②仕上げ材は、1989年小倉市の外壁タイル
落下での死傷事故を踏まえ、モルタルやタイル部の

打診検査に加え「付着強度の確認」の必要性等、を

示唆する報告がありました。 
	 当該報告の質疑では、採取コンクリート強度の調

合強度の質問があり、「設計図書が無く不明」の旨

の回答でした。 
（２）阪神・淡路大震災で被災したマンションの	 

	 	 	 後の建替え	 

藤本	 佳子（千里金蘭大学名誉教授） 
	 1995年の阪神・淡路大震災直後に関西支部有志
で「阪神大震災復興問題特別委員会」を立上げ、

1996年から 16年間被災マンションの調査を継続、
今回は 後の建替え事例で、長期調査の集大成的報

告でした。マンション建替え円滑化法適用の兵庫県

での第 1号で、訴訟で７年間の中断後に再々決議で
建替えが可決。原告敗訴での強制執行後の住まい状

況を明らかにしています。再建 Ma(131⇒73戸、
41⇒71㎡/戸)への戻り区分所有者１世帯しか居な
かった要因は、①再建後の購入額高騰(1.5⇒2千万
円)、②高齢でローン不適、③子供の独立等で、「建
替えに莫大なエネルギーを注いでも、結果的には誰

も幸せにならない」という典型的な事例報告がなさ

れました。 
	 「当初９割の再入居希望者が、どの時点で減少し

たのか」との質問に対して「再建内容が明らかにな

った再々決議の段階で 5名（内 1名は建設業者）
に減少していた」との回答がなされました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
	 第２分科会	 一般報告	 

	 辻	 壽一（大阪樟蔭女子大学教授）	 

	 

	 第二分科会の一般報告では、マンションの実務現

場からの報告として 2件の発表がありました。 
	 まず、税理士・マンション管理士である浅野実氏

が、「マンション共用部分の賃貸収入に対する課税

について」で、マンションの屋上に設置された携帯

電話会社の送信設備の賃貸料に対する法人課税の

現状と問題点を指摘しました。事例における税務当

局の考え方は、「管理組合が携帯電話会社と賃貸契

約を結んで不動産貸付業という収益事業を行って

いるため、その賃貸収入に対して課税する。」とい

うものです。それに対して浅野氏は、送信設備は建

物に設置されており、課税にはその建物の減価償却

費などの諸費用も勘案すべきであるとしました。ま

た、区分所有者は任意組合（共用部分賃貸組合）を

設立するなどの対応策が必要だとしました。これは、

マンション管理組合にとって広く今日的な問題で

あり、今後の検討が必要な重要な課題だといえます。 
	 次に、管理組合のマネジメントを研究する会の増

永久仁郎氏から、「高齢化・高経年マンションの管

理について」のテーマで発表がありました。増永氏

は、実態調査を行った 3ヶ所のマンションについて、
その評価結果を「人について」、「物について」、「金

について」の三つの観点で評価し、比較・考察を行

っています。今後、高齢化・高経年マンションの管

理は、ますます困難となることが予想されます。都

市部における高齢化・高経年マンションの特徴とし

て、高齢区分所有者の増加はもちろんのこと、一般

的に賃貸化率が高いことが上げられます。報告の中

でも、調査事例のマンション Bでは、住戸数 71戸
のうち 65 歳以上が 40.8％（29 戸）で、賃貸化率
が 16.9％（12 戸）、空室率が 5.6％（4 戸）となっ
ていました。そうすると、64 歳以下の区分所有者
は 71 戸のうち 26 戸（全体の 36.6％）程度と推測
できます。今後高齢化が進めば、ますます管理運営

を担える人材の確保が困難となることが予測でき

ます。 
	 この高齢化・高経年マンションの管理問題に対す

る取組みも喫緊の課題です。 
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	 第３分科会	 

	 「被災マンションの復興に向けて何が課題か」	 

	 森さやか（マンション維持管理機構）	 

 
	 本分科会では、東日本大震災以降、被災マンショ

ンの復興に向けての課題を５編に分けて、報告しま

した。 
	 齊藤広子明海大学教授から趣旨説明が行われ、第

１報告では、佐藤正芳 NPO法人東北マンション管
理組合連合会理事より、義捐金や支援金、地震保険

など、震災後の被災者に対する支援制度の多様性と

その課題について報告されました。 
	 第２報告では、萩原孝次一般社団法人宮城県マン

ション管理士会会長より、住宅応急修理制度の課題

が報告され、被災者や行政の申請手続の手間等を考

慮すると、むしろ義捐金や支援金の金額を増額した

ほうが直接的支援になることが提案されました。 
	 第３報告では、関栄二明海大学非常勤講師より、

浦安市埋立て地区の液状化被害復旧状況の報告が

なされました。震災１年後でも３分の１が修繕の方

針が決まっていない要因に、液状化への対応策知識

がないことや、沈下した地盤の改修基準が明確でな

いことなどが紹介されました。震災２年後だと、よ

うやく復旧の兆しがみえたものの、次の災害に備え

た改良が実施されていないことが明らかになり、減

災に向けての改良工事の必要性が報告されました。 
	 第４報告では、鎌野邦樹早稲田大学法科大学院教

授より、被災マンション法の改正について報告され

た。現行法下での復旧や建替え制度のほかに「解体」

や「解消」の制度を「被災区分所有建物の再建等に

関する特別措置法」において導入すべきとの提案を

法務省に対して行い、その結果、法制審議会の議を

経て、今年度の通常国会に提出される見込みである

ことが報告されました。大規模災害における「大規

模一部滅失」の場合に限ってではあるものの、東日

本大震災でのマンション解体といった数例の事実

がこのような立法を促したものと紹介されました。 
	 第５報告では、石坂公一東北大学教授より、被災

マンションの特性と復興ポテンシャルについて報

告されました。マンション平均居住者年齢から「資

金の負担能力」を、地区年数から「修繕積立金」を、

駅からの距離を「建て替え後の価値」を試算してポ

テンシャルを評価しました。その結果、復興ポテン

シャルが相対的に低いマンションで被害度が大き

い傾向があり、自力では修繕や建て替えも困難なマ

ンションが多いことが報告され、支援制度や法整備

の早急かが必要と提案されました。 
	 第６報告では、大西一嘉神戸大学准教授より、マ

ンションの防災の取り組みについて報告されまし

た。災害に対する事前対策と事後対策について報告

され、神戸市では要援護者支援の条例ができたこと

が報告されました。またマンションの防災力を高め

るための対策や課題について紹介されました。 
	 第７報告では、阪井暖子国土交通省国土交通政策

研究所研究官より集約的都市居住における地域防

災力の強化に関する研究結果が報告されました。マ

ンションと町会(地域)とが協力している例を中心
に報告され、連携の必要性はマンションで９割弱、

町会で７割強が感じており、具体的に連携できる項

目や連携に向けての課題が紹介されました。 
	 長谷川洋国土技術政策総合研究所室長から分科

会全体へのコメントをいただき、 後に小林秀樹会

長から、本学会が行った政策提言の検証や、復興状

況の追調査、防災対策など、継続した研究が必要と

の纏めで締めくくられました。 
 
 
	 第４分科会	 

	 「 近のマンションの紛争と裁判」	 

	 ＜判例研究委員会＞	 

	 大野	 武（明治学院大学法学部教授）	 

 
	 第 4分科会では、次のとおり、4つのテーマに関
する判例が報告され、その後に質疑応答がなされま

した。 
	 第 1報告は、花房博文会員（創価大学法科大学院
教授）により、 判平 24・1・27 判時 2147 号 26
頁および福岡地判平 24・2・9判例集未登載につい
て報告が行われました。 高裁判決は、特定の区分

所有者が管理組合の役員に対して誹謗中傷等を行

った場合でも、その行為により管理組合の業務の遂

行や運営に支障が生ずるなどマンションの正常な

管理又は使用が阻害される場合には、区分所有法 6
条 1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行
為」にあたる余地があるとされた事例であり、福岡

地裁判決は、指定暴力団組長である組長が専有部分

を無断で暴力団事務所に改造して使用した場合、区

分所有法 6 条 1 項にあたると同時に、区分所有法
59 条の競売請求が可能であるとされた事例であり
ます。これらの判例は、区分所有者のどのような行

為が共同利益背反行為に該当するか、またそのよう

な義務違反者に対してどのような措置をとること

ができるかに関するものでありまずが、具体的事例

を通じて、その範囲が徐々に広がりつつあるように

思われます。 
	 第 2報告は、竹田智志会員（明治学院大学法学部
非常勤講師）により、札幌高判平 23・5・26 消費
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者法ニュース 89号 203頁について報告が行われま
した。本判決は、新築分譲マンションが耐震基準を

満たしていなかった場合に、錯誤による意思表示の

無効が認められた事例であります。この判決は、耐

震偽装マンションの売買の場合であっても、民法

95 条の要素の錯誤に該当しうるとした点に意義が
あるといえます。 
	 第 3 報告は、佐々木好一会員（弁護士）により、
管理組合と自治会に関する問題として確認の利益

の有無と管理組合による自治会費の支出の可否と

が取り上げられ、過去の裁判例を踏まえてこれらの

論点についての報告が行われました。とりわけ後者

の論点について、管理組合と自治会とは、相互に重

なり合う場面もある一方で、その性質や目的はそれ

ぞれ異なるものであることから、自治会費を管理費

から負担することについては議論のあるところで

ありますが、本報告ではこの点について区分所有法

の趣旨に反するものでないとして積極的に論じて

おりました。 
	 第 4報告は、南部あゆみ会員（平成国際大学法学
部専任講師）により、東京高判平 23・9・15 判タ
1375号 223頁について報告が行われました。本報
告は、管理組合法人の会計帳簿について、規約で閲

覧請求をすることは認められているが、謄写請求を

することまでは認められていない場合において、規

約に規定がない以上、謄写請求権は認められないと

された事例であります。会計帳簿の閲覧請求および

謄写請求はいずれも、構成員による団体に対する監

督是正権に関わるものであるので、むしろ規約で明

確に排除されていない限り、これらの請求は認めら

れるべきであると論じておりました。 
	 後に、会場からの質疑については、ちょうど学 
 
 
 
 
 
 
 
 

会からの提言として「コミュニティの意義に関する

マンション学会の多数意見」が出されたことと重な

ったこともあり、内容的に関連する第 3報告に多く
の質問が集まりました。管理組合による自治会費の

支出については、下級審レベルではなお判断が分か

れているところであり、管理組合のコミュニティ活

動のあり方とともに、なお議論があるところであろ

うと思われます。 
 
 
	 第５分科会	 

	 「実務・管理報告」	 

	 松本恭治（地域再生研究所）	 

 
	 管理実務分科会は 4人の演者で行われました。会
場出席者は 25人でした。住民としての発表が２題
「結露カビの本当のメカニズム」植木武裕と、「変

圧器室賃貸借契約の改正は可能か？」山田良夫で、

管理士の発表が１題「自主管理マンションの管理規

約の策定」上田雅人、田中義之、研究者の発表が１

題「CGS 及び集中熱源方式を用いたマンションの
エネルギー消費量と経済評価」、羽山広文でした。 
	 順番に建物の欠陥問題、外部機関との契約問題、

弱小管理組合の規約の整備支援、省エネ対策になる

が、統一はないもののそれぞれのテーマには質疑応

答が活発に行われ、関心の高さが示されました。 
	 当初テーマによっては出席者の守備範囲を超え

る懸念もありましが、杞憂で済みました。 
	 なお、研究の発表の場で週刊誌的、テレビ的タイ

トルを掲げるとかえって科学から遠ざかる危険性

があることを指摘したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■事務局通信	 会員の動向（2013年 2月 1日〜2013年 6月 30日、（	 ）内は支部・地域委員会名） 
【入会会員】	 「正会員」	 今田英次（関東）、高橋悦子（東北）、内山浩志（関東）、矢田雅一（関東）、菅純一郎（関東） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 並木悠（関東）、吉内幸子（関西）、小林元康（中部）、新出嘉一郎（関西）、岡田康夫（東北） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 清水晃（関東）、瀬谷ひろみ（関東）、大久保和夫（関東） 
【退会会員】	 「正会員」	 西園哲治（関東）、本田哲郎（北海道）、新田敏（関東）、浅井敏博（東北）、河村龍（関東） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 倉本孝子（関西）、都甲栄充（関東）、犬塚京一（関東）、巽和夫（関西）、谷澄男（関西） 
 
■編集後記	 来春開催される仙台大会の実行委員長を務めることになりました。これにともない、しばらくの間ニュースレター	 

	 	 	 	 	 	 の担当を優秀な後輩に託し、仙台大会の成功に向けて専念したいと思います。ニュースレター、仙台大会、共に会	 

	 	 	 	 	 	 員皆様のご協力をお願い致します。（Ｋ）	 

来春の学術大会は 2014 年 4 月 19 日（土）・20 日（日）、仙台にて開催予定です。 

「日本マンション学会 2014 仙台大会」の開催を上記日程で予定しております。会場は東北工業大学 
長町キャンパスです。また、大会前日の 18 日（金）には、長町キャンパスとは別会場で、市民向け 
シンポジウムの開催も予定しています。内容が決定次第、学会ホームページに掲載いたします。 


