
 

     

川口市マンションコミュニティ連絡協議会 

マンション内の『防災体制つくり』の基盤は『コミュニティつくり』から始まると思います。如何にコミ

ュニティを構築し、存続していくかが大きな問題ではないでしょうか？しかし、難しい問題と捉えておりま

す。皆さんと『防災』に向けたコミュニティつくりを話し合いませんか？『防災』への意識つくりはどのよ

うに・・・・・・また皆さんのマンションで抱えておられる悩み事・トラブルを話し合い、解決の糸口を見

つけませんか？ 

参加費無料  当日会員申し込みできます。申し込みは電話・FAX・メールでどうぞ 

メール：karino11-20@aroma.ocn.ne.jp     HP は http://kmc-rk.org 

TEL:048-226-7633    担当：千葉 
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第 17 回会員交流会

 

 

FAX:０４８－２２６－７７１８ 
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第１７回交流会 マンションコミュニティー連絡協議会
平成２９年４月２１日（金）

テーマ：『防災体制』 と 『コミュニティ』

マンションコミュニティー連絡協議会資
４月２１日交流会資料 狩野作成

⇒ＨＰのURLは http://kmc-rk.org/ です

①『コミュニティ』とは何だろう？

②『コミュニティ』は必要性ですか？

③『防災体制』つくりに何が必要ですか？

④現在抱えてる『トラブル』はありますか？

⑤現在の関心事は何ですか？
大規模修繕 自治会問題 高齢化問題
隣人の騒音問題

～皆さんとの意見交流～

『コミュニティ』 ⇔ 『防災体制』

・阪神・淡路大震災 １９９５年 １月１７日
・東日本大震災 ２０１１年 ３月１１日
・熊本地震 ２０１６年 ４月１４日
・鳥取県中部地震 ２０１６年１０月２１日

時間の経過と共に『防災』が『忘災』に
なっているのが現状

日頃からの交流・情報共有・・・成功のカギ

⇒２０１９年４月１６日朝日新聞（別紙参照）

熊本市のマンション ８５０棟⇒６０６棟（71.3％）が被災
全壊１９ 大規模半壊２４ 半壊１４７ 一部損壊４１６

★熊本地震から１年

★参考
内閣官房国民保護ポータルサイト

連絡事項
☆次回開催予定日：６月１６日（金）１８時～
☆ベランダ菜園開催：５月７日（日）１４時～
☆平成２８年度総会開催：５月２１日（日）１４時～

http://kmc-rk.org/


 

  

マンション復旧手探り 被災６００棟、住民合意・制度の

壁 熊本地震から１年 

2017年 4月 16日 05時 00分 

続きから読む 

 

 マンション１階の集会所で、工事業者から進捗（しんちょく）状況の説明を受ける管理組合の理事ら＝３

月２５日、熊本市中央区 

•  
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•  

強い揺れで２０万棟近い住宅が損壊した熊本地震。政令指定都市の熊本市では約６００棟の分譲マンショ

ンも被災した。被害の実態を調べていくと、修復に多くの所有者の合意を得る難しさに加え、支援態勢の

乏しさや制度の不備といった課題がみえてきた。 

■日頃から交流・情報共有…成功のカギ 

ＪＲ熊本駅にほど近い 

 

熊本市中央区の住宅地。７３戸が入る築２５年の１４階建てマンションは、修復工事が仕上げ段階に進ん

でいた。４月末には終わる見込みだ。１年前の地震で大規模半壊となり、今も半数近い世帯が、県がアパ

ートなどを借り上げる「みなし仮設住宅」などで避難生活を送る。 

「大変だったが、自分たちの資産だからやるしかなかった」。マンション管理組合の理事長、高野栄次さ

ん（６６）は振り返る。 

市内にある約８５０棟の分譲マンションのうち、市が把握する被害は３月中旬現在、６０６棟（全壊１

９、大規模半壊２４、半壊１４７、一部損壊４１６）。被災者は、所有者の合意がないと解体にも修復に

も進めないというマンション特有の困難に直面した。 

高野さんたちの場合、昨年４月１４日夜の前震では家具などが倒れただけだったが、１６日未明の本震で

壁のあちこちに穴があき、亀裂が入った。管理組合理事の稲田雅嘉さん（５７）は７階の自室の壁が崩れ

て外廊下が見えた瞬間、「終わった」と思った。住民には「建て替えるしかない」との雰囲気が漂った。 
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建て替えには所有者の８割以上、修復でもこの規模だと４分の３以上の同意が必要だ。だが、手続きの主

役になる管理組合はふつうの住民の集まり。経験も知識もない中、費用の見積もりや資金調達、入居者の

分担などを総会で提案し、同意を得なければならない。 

「共用部分の罹災（りさい）証明書は取りましたか？」。地震から１カ月後の５月中旬、熊本県マンショ

ン管理組合連合会（熊管連）などが市内で開いた相談会で、仙台市から支援に駆けつけた東北の連合会役

員が尋ねると、会場がざわついた。 

罹災証明書は、様々な公的支援を受けるための重要な書類。熊本市の担当部署は、制度の詳細を知らずに

「共用部分には出ない」と説明していた。相談会を機に市は交付を始めた。 

マンションは柱や梁（はり）など主要構造部分は無事で、修復可能だった。福岡大の古賀一八（かずや）

教授（建築防災学）の助言で、建て替えなくてもよいと住民が納得した。見積もりは１億数千万円。資金

の元手や分担金の議案を７月の臨時総会に提案。ほぼ１００％の賛成で承認され、１０月に着工した。地

震保険と公的支援で６割をまかない、修繕積立金と所有者負担が４割だった。 

熊本地震後、この規模の修復事例としては最短という。稲田さんは「制度や入居者分担について何度も説

明会を開き、情報共有したのが大きい」と話す。それができたのは、普段からマンションで夏祭りを開く

など、住民どうしに顔の見える関係があったからだ。 

マンション管理にも熱心だった。管理組合は毎年、災害時の安否確認訓練を行い、勉強会で地震時に役立

つと聞いたバールを１階の倉庫に備えていた。本震直後、全戸をまわり、開かなくなった４戸のドアをそ

のバールでこじあけた。 

だが、うまくいかないマンションも少なくない。修復か建て替えかで賛否が割れたり、半年経ってもエレ

ベーターが動かないままだったり。所有者の高齢化や管理会社任せで管理組合が機能していないと、合意

への道筋が滞りがちだという。熊管連に加盟する７１組合に限っても２月時点で工事に着手したのは１割
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ほど。４分の１が見積もりにも至らない。被害が大きいところでは「みなし仮設」などで暮らし、軽微な

ところでは住み続けている。地元業者によると、工事の受注が多く、今申し込んでも着工は１年先にな

る。 

■支援は世帯単位、戸惑う自治体も 

分譲マンションには世帯ごとの「専有部分」のほかに、階段や廊下などの「共用部分」が多くある。共用

部分の修復の担い手は管理組合だ。ところが、被災者への経済的な支援制度は世帯が単位になっており、

マンションの早期復旧を難しくする一因となっている。 

たとえば、災害救助法に基づき、半壊以上の住宅の応急修理のため１世帯に最大約５７万円が補助される

支援制度。マンション共用部分にも使えるが、対象が世帯ごとで適用条件も細かく定められ、申請手続き

が非常に複雑になる。地震保険の認定基準も戸建て住宅が前提で、マンションにあわない点があるとい

う。 

複数の所有者がいる分譲マンション向けの制度は、都市部を襲った１９９５年の阪神・淡路大震災を機に

整えられてきた。所有者全員の同意が必要だった全壊マンションの建て替えを、８割以上でできるように

した「被災マンション法」が代表例だ。２０１１年の東日本大震災後の改正で、解体や敷地売却にも使え

るようになり、熊本地震では少なくとも２例に適用された。 

ただ、罹災証明書や応急修理などの支援制度を分譲マンションにどうあてはめるかは前例が少なく、自治

体が不慣れなこともある。熊本地震で被災住民の頼りになったのは、行政よりも被災経験がある他県のマ

ンション住民だった。 

日本マンション学会で熊本地震特別研究委員会の委員長を務める折田泰宏弁護士は「災害救助法ができた

１９４７年には、マンションはほとんど存在しなかった。多くの制度がマンションを想定したものになっ
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ていない。応急修理の費用を共用部分の修理に使いやすいようにするなど、制度の見直しが必要だ」と指

摘する。 

共用部分の地震保険に入る割合が低いのも課題だ。損害保険会社４社の１５年の調査では、全国で３８・

１％にとどまる。地震保険は高額な修復工事の資金源となるため、速やかな合意形成に果たす役割は大き

い。 

マンション対策に熱心な自治体もある。約１４００棟の分譲マンションがある仙台市は、マンション管理

士や管理組合連合会、建築業界など３６団体でネットワークを結成。マンションの防災マニュアルづくり

や相談業務で協力している。 

■＜視点＞戸建て前提の支援見直しを 

熊本市では分譲マンションの約７割が地震で被災した。３月に北九州市で熊本の被災住民の講演を聴いた

管理組合役員の女性は「熊本地震でニュースになるのは戸建ての被害ばかり。マンションがこれほど被災

していたとは」と驚いていた。内壁や廊下などの被害も、合意形成の難しさも、外からは見えにくい。 

全国で分譲マンションに住む人は約１５００万人。都心部では世帯のほとんどがマンションに暮らし、東

京都内には５万棟以上の分譲マンションがある。住宅に占める比重がここまで大きくなっているのに、被

災時の支援制度や行政の支援態勢は、戸建てを前提とする感覚が根強く残る。マンション住民だけでな

く、都市全体の再建を遅らせることになりかねない問題だ。 

次の震災は大都市を襲うかもしれない。被災マンション対策は急務だ。国は被災した住民の声に耳を傾

け、マンションの実態にあった支援のあり方を検討する必要がある。 

住民自身の取り組みも重要だ。今回被災した熊本のマンション住民は「普段から管理組合が自主性を持っ

て活動することが大事だ」と訴えている。教訓を受け止めたい。 

（小林舞子） 
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■公的支援や保険金を受けられるのはだれか 

（１）罹災証明書の交付 

（２）応急修理制度の適用 

（３）地震保険（建物） 

＊ 

◇戸建て 

（１）居住者 

（２）居住者 

（３）所有者 

◇分譲マンション 

（１）居住者（専有部分）、管理組合（共用部分） 

（２）居住者（共用部分にも使える） 

（３）所有者（専有部分）、管理組合（共用部分） 

その他の総合面掲載記事 

• マンション復旧手探り 被災６００棟、住民合意・制度の壁 熊本地震から１年 

• マンション復旧手探り 被災６００棟、住民合意・制度の壁 熊本地震から１年 
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第17回会員交流会　テーマ「防災」と「コミュニティ」　　　　　：H29年４月21日（金）参加者（１３名）

No 参加者 マンション名 階数 総戸数 築年 月 連絡先
①
②
③
④
⑤

⑥

１．今日の交流会の内容は如何だったでしょうか？
①
②
③ 防災訓練に関して、各マンションでの実情がある程度判った何処も人集めに苦労をしている。各家庭の事情によりけりか？
④
⑥
２．「マンション内のコミュニティ作り」に向けてどのような情報が」必要ですか？
③ イベントで皆が気楽に立ち寄れるミニカフェ（井戸端会議）的なこと等の情報はないのか。
④
⑥
●止めないで続けるイベント⇒少しでも変化を付ける｛焼き物なら新しいもの（イカやトウモロコシ等）を入れる｝。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役員は賛成しない

①
②
③ 防災体制は家族・家庭の状況によりけりだと思うが家族構成等の情報をどう集めるか（各居住者の休日や家族構成・要介護者・緊急時連絡先等）。
④
⑤
⑥

４．交流会で今後取り上げて欲しいテーマを下記の中から選んでください（複数回答OK）
小計

１） 「コミュニティ」作りの話 〇 〇 2
２） 自治会・町会の話
３）
４） 管理組合に関して（管理組合・理事会の役割） 〇 1
５） 「防災体制の」樹立に関して 〇 1
６） マンション内のトラブル解決策
７） 大規模修繕問題 〇 〇 2
８） マンション内の高齢化問題 〇 〇 2
９） 管理会社との付き合い方 〇 1
10） 管理費・修繕積立金の問題 〇 1
11） その他（　　　　　　　　　） 〇イベント種類 1

自治会立上げに関して　　「防災体制の」樹立に関して

●（いつも感じる）一生懸命での本音が聴けたと思う。●「広げる」部分がなかなか出ない・・・ここが私の欲しい解答。

３．「防災体制作り」に向けてどのような情報が必要ですか？

マンションの築年により、集会場の設計の発想が異なっています。

●応援者を手元に留めて「賛同者」としておく事・・・この方達の力が大きい。●役員から話しかける（防災訓練、餅つき等の各機会で「くち」を使う）。

防災訓練に関して、各マンションでの対応の話が聞けて、来月実施の予定の訓練の参考になった。
当面防災訓練の中味を検討中。

●（感じている事）役員２３名も60代が多くなり、新しい役員の増強が欠かせない。

各マンションの実情。

各マンションの取組事例。

●実際の被災時に役員にどう集まりどう動く（優先順位）の「決定」と「（繰返し）確認」。●部長が引張る防災訓練でなく「何をするか」考えさせる働きかけ。

コミュニティの形成に関して踏み込んだ議論があり、ためになった。
参考になった。

時間が短かった。


