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2014 年 4 月 19 日（土）、日本マンション学会 2014

年仙台大会メインシンポジウム「マンションは住環境

をどう変えたか〜住環境から見るマンション、マンシ

ョンから見る住環境、その中で揺れ動く管理組合〜」

が東北工業大学長町キャンパス（仙台市）で開催され

ました。	 

前半は、それぞれの立場からマンション及びその法

制度、管理組合の役割について、マンション学 48 号に

掲載された論文の執筆者より説明が行われました。	 

後半は、各執筆者がパネルディスカッションに参加

し、お互いの立場からの考え方、また、その違いがど

こにあるのか、また、それらの立場からどのような役

割を求めていくのかなどについて、パネラー及び来場

者間で活発な議論が行われました。	 

	 

	 

メインシンポジウム会場	 

	 

	 
〈司会〉岡田：それでは趣旨説明をさせていただき

ます。仙台で大会を開催し、そのシンポジウムのテー

マを選ぶということになりましたときに、東日本大震

災での経験を踏まえたテーマにすべきか、ということ

が議論になりました。しかし、そのようなテーマにな

りますと、ややローカルな話になりかねませんので、

もうすこし視野の広い形で検討したい、と考えました。

そして決まりましたのが、この「マンションは住環境

をどう変えたのか」というテーマです。住環境という

視点でマンションを見てみると、どのようなことにな

るのか、逆にマンションの中からの視点で住環境を見

てみると、どういうことになるのだろうか。このよう

に、住環境という切り口からマンションを見てみたい

と思います。また、そうすることで、マンションの独

自性というものが少し分かってくることのではないか

と思います。ただ、住環境という言葉自体も、幅広い

言葉ですので、人によってイメージするものが違って

しまい、話が収束しなくなってしまうため、もう少し

焦点を絞った話にまとめていかなければならないと考

■司会：岡田康夫（東北学院大学法学部准教授）	 

■パネラー：阿部康則（仙台市都市整備局住環境部

住環境整備課）、小島浩明（東北マンション管理

組合連合会常務理事）、伊藤栄寿（上智大学法学

部准教授）、松澤陽明（本学会東北支部・弁護士）、

小林秀樹（千葉大学大学院教授）	 
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えまして、管理組合に焦点を合わせることにいたしま

した。	 

	 

〈管理組合の立場は限定的という立場〉松澤：小林

先生と私の立場は何が異なるのか、ということをマン

ション学の中でちょっとまとめたんですよ。みなさん、

いろいろなことを言われているんです。共同集団によ

って運営管理を実践していく必要があるんだっていう

小林先生の結論とかですね、あるいは建物の維持管理

だけというような役割では管理組合はもったいない、

という小島さんの論文もそうです。マンション学 47

号では小杉先生がですね、熟議による統制的管理、ア

メニティ創造の追求があっても良い、管理組合はいろ

いろなことができるんだ、というようなことを言って、

実践例をいろいろ挙げてくれているわけです。それが

私の立場と何が異なるかというと、できることはする

ほうがよいという、Ａという立場を取るのか、しなく

ても良いことはやらない方がよいという、Ｂという立

場を取るのか、その問題なわけです。もちろんＡとＢ

は別に互いに排斥するものではありません。押しつけ

あわなければどちらもいいわけです。但し、個人の場

合で言えば確かに、Ａの積極性の方が好ましいかもし

れないけれども、団体になった場合には、一体どうい

う意味を持つのかっていうことをどうしても考えなけ

ればいけないだろう、わたしはそう思っているわけで

す。団体がどうするのかっていう時、紛争を起こさな

いためには、団体はできるだけＢの立場で運営されな

ければいけない。しなくてもいいことはやらなくても

いいよ、こういうような立場ですね。団体っていうも

のはこのように運営されないと無用のトラブルを引き

起こすだけ。そのようにわたしは考えているわけです。	 

	 

〈管理組合は積極的に住環境維持の役割を担うべき

という立場〉小林：まず、しなくてもいいことはやる

必要がないんじゃないか、という意見についてですが、

これは当たり前のことなんです。これを拡大解釈する

と、管理組合にあまり多くを期待しちゃいけないって

いうふうに思うでしょ。でも、これはトートロジーの

言葉なんです。しなくてもいいことは最初からしなく

てもいいんです。やる必要は全くない。実際、管理会

社や自治体に任せておけばいいんです。だけどそうで

はないからいろいろ考えなければいけないんです。例

えば超高層マンションがあったとしますね。そこでは

防災についていろいろ苦労していると思いますけれど

も、もし本当に自治体が全部に避難所を整備してくれ

るんでしたら、確かに超高層マンションが自ら、避難

の場所の確保など、いろいろやらなくていいんです。

だけどそれができない社会情勢だと思うんです。自治

体は赤字を抱えているし、全部やってくれ、と言って

も聞いてくれるわけがない。そういう状況では、やは

りマンションは自分で出来ることは自分でやらざるを

得ないんですね。だからしなくてもいい、のではなく

て、やらざるを得ないという社会状況があって、その

上で、それに対してどう対応するかっていうことを今、

いろいろ考えているんだと思うんです。	 

	 

〈行政の立場〉阿部：自治体の側から見るとですね、

マンションの管理組合という居住者で組織している自

治体というものなんです。この場合、その組織が管理

組合か、自治会か、という区別はなく、１つのマンシ

ョンとしてしか見られないですね。このマンションが

円滑に運営される、というのが望ましい形かな、と思

っておりますので、これを円滑に回すためにはコミュ

ニティが必要なのかな、という風に思います。先程、

松澤先生や小林先生のお話の中でもありましたけれど

も、なんでも行政がそういうことをやるべきじゃない

か、やはり税金を払っているんだから、こうおっしゃ

られる方もおられますが、やはりいろいろ都市が発展

していく中で、どこにどう財源を集中していかなくて

はならないのか、ということについては、やはりそれ

ぞれの都市の事由というのが出てまいりますので、足

りないところを全て行政で対応できるかっていうと、

この前の震災でもわかった事実ですけれども、全て公

助で賄うのはなかなか難しい。やはり足りない部分は

地域の皆様方の力を借りながら共助とか、自助とか、

そういったところで補っていただくと。そのためにも

やはり、お住まいの方のコミュニティというのは重要

ではないのかな、と考えているところです。	 

	 

〈居住者・権利者の立場〉小島：松澤先生と小林先

生のお話を聞いておりますと、もし管理組合が本当に

コミュニティ活動を行う事がふさわしくないよ、とい

う結論に至った場合というのは、この前の震災にみら

れるように、そういった場合の非常時の取りまとめ、

こういったものが、誰が行うのと、あるいはどういっ

た団体が行うの、と言った場合に、他にないでしょう、

となる現状があると思います。もし管理組合が行わな

かった場合の対処が別にあるのであれば、そういった

ものを準備して、それから管理組合はやらなくてもい

いんじゃないか、というふうな議論になってもいいの

かもしれません。でも、私には、じゃあ他にそういっ

た活動をする団体、何か他にふさわしいのがあります

か、と言われても、ちょっと想像がつかないなと。必

ずしも町内会、自治会が万全だったという風にはとて

も思えませんし、私が被災の後に、管理組合、あるい

は各地のマンションを回った分には、町内会が機能し

たというよりは、やはり管理組合が活躍した例が多い。

例えば、備蓄庫があるマンションがありますよね。ま
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た、管理事務室にはいろいろな設備があります。それ

を管理してカギを持っているのは管理組合なので、町

内会が何かをしようとしても限界があります。まして

や戸数が小さいマンションなどでは独立した町内会、

自治会を持っていない場合も多いですから、そういっ

た意味でも管理組合のコミュニティ活動、あるいは人

と人との付き合いの活動というのは、外せないんじゃ

ないかなあと思います。	 

	 

〈法学者の立場〉伊藤：議論を聞いていて整理しな

くちゃいけないなと思ったんですけれども、私は実は

心情的には小林先生のおっしゃることはよくわかって

ですね、法理論を抜きにすれば賛同するのは小林先生

の方なんです。けれども、法理論を考えるとどうして

も松澤先生寄りになってしまうというジレンマに陥っ

ているわけです。それはどういうことかと申しますと、

今、小島さんがおっしゃったような管理組合であれば、

きちんと運営が行われていたから問題ないですし、お

そらく行政についても、話のわかる阿部さんのような

方であれば問題はないんです。しかし実態はそういう

いいことばかりじゃないっていうのが前提にありまし

て、法律っていうのは問題が起きることを前提に当然

考えるわけですから、そういういい世界ばっかりを考

えてもだめ。というよりむしろ問題が起きる時を考え

なければいけないと私は考えております。	 

	 

〈来場者〉花房博文（創価大学法科大学院教授）：松

澤先生と小林先生が一緒に住んでしまったマンション

を想定していただきますと、決議が取れない。この場

合にですね、五対五になるかというと、そうではなく

て、ある活動をしようとしたときに、決議をとれない

と、しない方向で膠着してしまうんですね。ですから

その場合に普段からのコミュニケーション、派生的な

コミュニケーションがあれば、それが有効に機能する

ということもきっとあるだろうというのに、コミュニ

ティを消してしまえとか、いや、規定を残せとか、こ

の議論の根本にあるものがぼくには見えませんでした。

ですから、本当は何でこんなことを大きく社会が議論

してきたのか、その原因を教えていただきたかった。	 

	 

※本ニュースレターでお伝えしましたメインシンポジ

ウム・パネルディスカッションの模様は、マンショ

ン学 50 号（2015 年 1 月末頃発行を予定）にて詳報

いたします。	 

	 

	 

開催に先立ち、東北支部支部長石坂公一先生から、

開会の挨拶がなされた。	 

はじめに、司会進行の萩原孝次から、『東日本大震災

の経験から、都市防災に密接に関わる、マンション、

地域、行政のそれぞれの立場と視点から、東日本大震

災の経験、教訓、課題をご報告いただき、それらのす

り合わせによって今後の都市防災の有意義な展望を考

えていきたい』との趣旨説明がなされた。	 

報告１は、一般社団法人宮城県マンション管理士会

会長髙橋悦子氏から、東日本大震災における状況～マ

ンション被害の実態と地域の関わりが、被害実態の映

像とともに報告された。	 

報告２は、ライオンズタワー仙台広瀬管理組合法人

理事長杉山丞氏から大規模タワーマンションから考え

ると題して、防災マニュアル作成などの防災の取り組

みが報告された。	 

報告３は、ロイヤルシャトー長町管理組合修繕委員

長畑中泰治氏から、一般的な規模のマンションからの

災害対応の経験が報告された。	 

報告４は、片平地区連合町内会会長今野均氏から、

マンションを含む地域およびマンション近隣地域なら

ではの活動と課題が報告された。	 

報告５は、仙台市都市整備局住環境整備課前課長阿

部康則氏から、住宅施策を担う行政の立場と施策が報

告された。	 

以上の報告から、それぞれの報告者が他の報告者の

報告を聞いてのディスカッション、また会場参加者も

交えたディスカッションが行われ、地域とマンション

の協力が欠かせないものであること、行政が積極的に

支援すべきものであることまた、本シンポジウムを契

機にして、今後のマンション、地域、行政の三者の密

接な協力が必要であることなどが明らかになった。	 

2014年 仙台大会 市民シンポジウム 
「都市防災の観点からマンションの災害対応を考える」報告 

日本マンション学会 東北支部  萩 原 孝 次 

 

 
市民シンポジウムの様子	 
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熱心な討議のために予定時間を超過したが、所期の

目的を達する有意義がシンポジウムであった。	 

なお、本シンポジウム企画段階では参加者を 100 名程

度と予測していたが、会場満席の 180 名の参加があり、

急遽参加者配布資料を増刷して対応した。各方面にご

迷惑をおかけしたことをお詫びする。

	 

4 月 20 日（日）の午後に 55 名が参加して行われま

した。	 

13 時 30 分にバス２台に分乗して東北工業大学長町

キャンパスを出発し、最初の見学地である仙台城（青

葉城）跡に向かいました。仙台城跡は仙台を代表する

観光スポットです。桜満開の仙台市内を眺め、伊達政

宗騎馬像等を見学しました。仙台城跡から隅櫓、日本

のフィギァスケート発祥の地の五色沼、桜の名所であ

る西公園、杜の都のシンボルである定禅寺通り、愛宕

上杉通りを経由して宮城野区幸町の「東仙台マンショ

ン跡地」に到着しました。	 

既に基礎部分も解体され更地になっている「東仙台

マンション跡地」では清算協会代表理事の土谷氏が説

明をしてくれました。	 

昨年12月8日に「敷地売却決議」の集会が開催され、

改正被災マンション法で第１号となる敷地売却決議が

終了しています。	 

次に宮城野区福室の「サニーハイツ高砂跡地」に向

かいました。ここでは解体の全員合意をとりつけた時

の理事長だった伊藤氏の説明を聞きながら、震災時の

様子が伝わる基礎部分を見学しました。	 

次に津波被災地である若林区荒浜に向かいました。

荒浜では、震災前と震災後の写真や基礎部分だけが残

った住宅跡等を見学しました。	 

荒浜から若林区新寺の「第二旭コーポラス跡地」に

向かいました。ここでは敷地共有者会の管理者である

山本氏も説明に加わってくれました。昨年 9 月に地上

部分の解体工事が終了し、現在は地階部分を含む基礎

を残した状態です。仮囲いで養生されているので、周

囲からの見学でした。	 

予定どおりに 17 時に仙台駅東口に到着し、仙台大会

ツアーは解散となりました。	 

	 

	 

	 

サニーハイツ高砂跡地の見学の様子	 

	 

 
 
 
 
■日本マンション学会	 2015 年	 広島大会のご案内	 

日本マンション学会	 2015年	 広島大会（大会実行委員長・平野吉信・広島大学教授）は、2015年 4月 25日
（土）・26日（日）に、広島工業大学にて開催いたします。 
詳細につきましては、今後、順次、お知らせいたします。 

 
 

■事務局通信	 会員の動向（2014年 7月 1日〜2014年 9月 30日、（	 ）内は支部・地域委員会名） 
【入会会員】 「正会員」 大西正人（関東）、早川学（関東）、中島亮平（関西）、増永理彦（関西）、猪原英和（関東）、藤田正

道（九州）、長尾直樹（関東）、河崎和夫（九州） 
【退会会員】 「正会員」 村田博史（関西）、並木悠（関東）、荒巻浩昭（九州）、北村幸夫（関東）北山昭生（関西）、藤木良

明（関東）、岡小夜子（九州） 
 

■編集後記	 近頃、団地型マンションの多様性を再認識。今住んでいる人、これから住む人にこの個性を伝えたい・・・。（Ｔ）

2014年 仙台大会 オプショナルツアー 
「市内観光、被災マンション解体跡地、沿岸部被災地 視察」報告 
 日本マンション学会 東北支部  高 橋 悦 子 

お知らせ 


