
 
 
 建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）の一部を改正する法律が、平成１５年６月１日
に施行されました。この法律の改正は、マンションに住む私たち（区分所有者）や管理組合の運
営に関係が深く、重要な内容ですので、その主な改正内容について、ご紹介することといたしま
した。 
 
 なお、この法律改正に伴い、当マンション管理規約の標準モデルともなっている「中高層共同
住宅標準管理規約」の見直しについても、おそらく今秋くらいの完成を目処に、引き続き国土交
通省において行われていると思われます。現時点では、その内容は明らかになっていませんが、
標準管理規約の改正後の内容を踏まえて、当マンションの管理規約についても今後は変更が必要
になります。 

 

 

 近年における区分所有建物に関する建替えおよび管理の実情等にかんがみ、その建替えの実施
の円滑化を図るため、建替え決議の要件の合理化および手続の整備、団地内の建物の建替え承認
決議および一括建替え決議の制度の創設、マンション建替事業の施行の手続の整備等の措置を講
ずるとともに、その管理の充実等を図るため、大規模修繕等の決議要件の緩和、管理者等の権限
の拡充、管理組合法人の人数要件の撤廃、復旧決議に係る買取指定者の制度の創設等の措置を講
ずる等の必要があるとし、 
 改正前の法律では、建替え決議の要件が明確さを欠いているため、建替えを円滑に実施できな
いとの指摘や、分譲マンションの管理をめぐって生じる様々なトラブルに十分対応できないとの
指摘を受けて、見直しが行われたものと思われます。 

 

 

１  大規模修繕を実施する場合の決議要件を緩和 

   「４分の３」から「２分の１」に 

 
 外壁や屋上防水等の大規模修繕は、これまで４分の３の特別決議が必要とされていました
が、過半数の普通決議での実施が可能となりました。 

２  管理組合法人の人数要件（３０人以上）を撤廃 
 

 

１  建替え決議の要件の見直しと手続の整備 

    ( 1)建替え決議の要件の見直し 

   ５分の４の多数決が得られれば建替えの実施を可能とし、これまで必要とされてい
た多数決以外の要件が不要となりました。 

( 2)建替え決議をする場合の手続の整備 

   集会の招集時期の前倒し、提供情報の充実、説明会の開催の義務付けがされました。

( 3)敷地の範囲・建物の使用目的の同一性の要件の緩和・撤廃 

 
 敷地の範囲や建物の使用目的を、建替えに際して変更することも可能となりまし
た。 

２  団地内にある建物の建替え手続等の整備 

    ( 1)団地内にある特定の建物の建替えの手続の明確化 



   敷地を共有する団地内の特定の建物の建替えは、その棟の５分の４の賛成による建
替え決議のほか、団地の管理組合の集会で４分の３の承認が得られれば、実施できる
ようにしました。 

( 2)団地内の建物を一括して建て替える制度の導入 

   団地の管理組合で５分の４、各棟でそれぞれ３分の２の賛成が得られれば、全建物
の一括建替えの実施も可能となりました。  

 

１  規約や議事録の電磁的記録・保管・閲覧 

 

 これまでは、規約原本や議事録原本は書面である必要がありましたが、これからは書面
のほか、パソコンやワープロ等を利用した電磁的（電子的方式・磁気的方式）な記録およ
び保管のみでも可能になります。 
 ただし、議事録には、議長および集会に出席した区分所有者の２人がこれに署名押印し
なければならないことには変更がありません。電磁的に記録されたものへの押印（電子認
証など）は、法務省令第４７号（建物の区分所有等に関する法律施行規則）により電子署
名する方法で行うこととされています。また、電磁的媒体とした場合の規約等の閲覧方法
は、パソコンのディスプレイ（画面）や紙面に印刷して行うこととされています。 

２  集会における議決権の電磁的行使 

 

 近年のパーソナルコンピュータやインターネットのブロードバンド化の普及をかんが
み、委任状や議決権行使書などの書面による議決権の行使に代えて、情報通信技術（ＩＴ）
を利用した電磁的方法によって議決権を行使することができるようになります。 
 こちらも、どのような方法で行うかの詳細は、下記の法務省令によることとなっていま
す。いずれにしても、このような内容が法律化されるということは、すごい時代になりま
したね。 

 



建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文 

 

（傍線部分は改正部分） 
建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）  
 

改   正 現   行 

目次 
 第一章 （略） 
  第一節～第八節 （略） 
第二章 団地（第六十五条－第七十条） 
第三章 罰則（第七十一条・第七十二条） 
附則 

目次 
 第一章 （同上） 
  第一節～第八節 （同上） 
第二章 団地（第六十五条－第六十八条） 

 第三章 罰則（第六十九条・第七十条） 
附則 

（共用部分の変更） 
第十七条 共用部分の変更（その形状又は効用
の著しい変更を伴わないものを除く。）は、区
分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数
による集会の決議で決する。ただし、この区分
所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずる
ことができる。 

（共用部分の変更） 
第十七条 共用部分の変更（改良を目的とし、
かつ、著しく多額の費用を要しないものを除
く。）は、区分所有者及び議決権の各四分の三
以上の多数による集会の決議で決する。ただ
し、この区分所有者の定数は、規約でその過半
数まで減ずることができる。 

２ （略） ２ （同上） 
（権限） 
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十
一条に規定する場合における当該建物の敷地
及び附属施設（次項及び第四十七条第六項にお
いて「共用部分等」という。）を保存し、集会
の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をす
る権利を有し、義務を負う。 

 （権限） 
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十
一条に規定する場合における当該建物の敷地
及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義
務を負う。 

２ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を
代理する。第十八条第四項（第二十一条におい
て準用する場合を含む。）の規定による損害保
険契約に基づく保険金額並びに共用部分等に
ついて生じた損害賠償金及び不当利得による
返還金の請求及び受領についても、同様とす
る。 

２ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を
代理する。第十八条第四項（第二十一条におい
て準用する場合を含む。）の規定による損害保
険契約に基づく保険金額の請求及び受領につ
いても、同様とする。 

３～５ （略） ３～５ （同上） 
 （規約事項） 
第三十条 （略） 

 （規約事項） 
第三十条 （同上） 

２ （略） ２ （同上） 
３ 前二項に規定する規約は、専有部分若しく
は共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設
（建物の敷地又は附属施設に関する権利を含
む。）につき、これらの形状、面積、位置関係、
使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支
払った対価その他の事情を総合的に考慮して、
区分所有者間の利害の衡平が図られるように
定めなければならない。 

（新設） 

４ 第一項及び第二項の場合には、区分所有者
以外の者の権利を害することができない。 

３ 前二項の場合には、区分所有者以外の者の
権利を害することができない。 



５ 規約は、書面又は電磁的記録（電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供される
ものとして法務省令で定めるものをいう。以下
同じ。）により、これを作成しなければならな
い。 

（新設） 

 （規約の保管及び閲覧） 
第三十三条 （略） 

 （規約の保管及び閲覧） 
第三十三条 （同上） 

２ 前項の規定により規約を保管する者は、利
害関係人の請求があったときは、正当な理由が
ある場合を除いて、規約の閲覧（規約が電磁的
記録で作成されているときは、当該電磁的記録
に記録された情報の内容を法務省令で定める
方法により表示したものの当該規約の保管場
所における閲覧）を拒んではならない。 

２ 前項の規定により規約を保管する者は、利
害関係人の請求があったときは、正当な理由が
ある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなら
ない。 

３ （略） ３ （同上） 
 （招集の通知） 
第三十五条 （略） 

 （招集の通知） 
第三十五条 （同上） 

２～４ （略） ２～４ （同上） 
５ 第一項の通知をする場合において、会議の
目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第
一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、
第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規
定する決議事項であるときは、その議案の要領
をも通知しなければならない。 

５ 第一項の通知をする場合において、会議の
目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第
一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項又
は第六十八条第一項に規定する決議事項であ
るときは、その議案の要領をも通知しなければ
ならない。 

 （議事） 
第三十九条 （略） 

 （議事） 
第三十九条 （同上） 

２ （略） ２ （同上） 
３ 区分所有者は、規約又は集会の決議によ
り、前項の規定による書面による議決権の行使
に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法であって法務省令で定めるものをいう。
以下同じ。）によって議決権を行使することが
できる。 

（新設） 

 （議事録） 
第四十二条 集会の議事については、議長は、
書面又は電磁的記録により、議事録を作成しな
ければならない。 

 （議事録） 
第四十二条 集会の議事については、議長は、
議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議事の経過の要領及びその結
果を記載し、又は記録しなければならない。 

２ 議事録には、議事の経過の要領及びその結
果を記載し、議長及び集会に出席した区分所有
者の二人がこれに署名押印しなければならな
い。 

３ 前項の場合において、議事録が書面で作成
されているときは、議長及び集会に出席した区
分所有者の二人がこれに署名押印しなければ
ならない。 

（新設） 

４ 第二項の場合において、議事録が電磁的記
録で作成されているときは、当該電磁的記録に
記録された情報については、議長及び集会に出
席した区分所有者の二人が行う法務省令で定
める署名押印に代わる措置を執らなければな

（新設） 



らない。 
５ 第三十三条の規定は、議事録について準用
する。 

３ 第三十三条の規定は、議事録に準用する。 

 （書面又は電磁的方法による決議） 
第四十五条 この法律又は規約により集会に
おいて決議をすべき場合において、区分所有者
全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法
による決議をすることができる。ただし、電磁
的方法による決議に係る区分所有者の承諾に
ついては、法務省令で定めるところによらなけ
ればならない。 

 （書面決議） 
第四十五条 （新設） 

２ この法律又は規約により集会において決
議すべきものとされた事項については、区分所
有者全員の書面又は電磁的方法による合意が
あったときは、書面又は電磁的方法による決議
があったものとみなす。 

１ この法律又は規約により集会において決
議すべきものとされた事項については、区分所
有者全員の書面による合意があったときは、集
会の決議があったものとみなす。 

３ この法律又は規約により集会において決
議すべきものとされた事項についての書面又
は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一
の効力を有する。 

（新設） 

４ 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法
による決議に係る書面並びに第一項及び第二
項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的
方法により作成される電磁的記録について準
用する。 

２ 第三十三条の規定は、前項の書面に準用す
る。 

５ 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法
による決議について準用する。 

（新設） 

 （成立等） 
第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所
有者及び議決権の各四分の三以上の多数によ
る集会の決議で法人となる旨並びにその名称
及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の
所在地において登記をすることによって法人
となる。 

 （成立等） 
第四十七条 第三条に規定する団体で区分所
有者の数が三十人以上であるものは、区分所有
者及び議決権の各四分の三以上の多数による
集会の決議で法人となる旨並びにその名称及
び事務所を定め、かつ 、その主たる事務所の
所在地において登記をすることによって法人
となる。 

２～５ （略） ２～５ （同上） 
６ 管理組合法人は、その事務に関し、区分所
有者を代理する。第十八条第四項（第二十一条
において準用する場合を含む。）の規定による
損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部
分等について生じた損害賠償金及び不当利得
による返還金の請求及び受領についても、同様
とする。 

６ 管理組合法人は、区分所有者を代理して、
第十八条第四項（第二十一条において準用する
場合を含む。）の規定による損害保険契約に基
づく保険金額を請求し、受領することができ
る。 

７ 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善
意の第三者に対抗することができない。 

（新設） 

８ 管理組合法人は、規約又は集会の決議によ
り、その事務（第六項後段に規定する事項を含
む。）に関し、区分所有者のために、原告又は
被告となることができる。 

（新設） 

９ 管理組合法人は、前項の規約により原告又
は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者
にその旨を通知しなければならない。この場合
においては、第三十五条第二項から第四項まで
の規定を準用する。 

（新設） 



10 （略） ７ （同上） 
11 第四節及び第三十三条第一項ただし書（第
四十二条第五項及び第四十五条第四項におい
て準用する場合を含む。）の規定は、管理組合
法人には、適用しない。 

８ 第四節及び第三十三条第一項ただし書（第
四十二条第三項及び第四十五条第二項におい
て準用する場合を含む。）の規定は、管理組合
法人には適用しない。 

12 管理組合法人について、第三十三条第一項
本文（第四十二条第五項及び第四十五条第四項
において準用する場合を含む。以下この項にお
いて同じ。）の規定を適用する場合には第三十
三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理
事が管理組合法人の事務所において」と、第三
十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三
十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の
規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理
者」とあるのは「理事」とする。 

９ 管理組合法人について、第三十三条第一項
本文（第四十二条第三項及び第四十五条第二項
において準用する場合を含む。以下この項にお
いて同じ。）の規定を適用する場合には第三十
三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理
事が管理組合法人の事務所において」と、第三
十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三
十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の
規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理
者」とあるのは「理事」とする。 

13・14 （略） 10・11 （同上） 
 （建物の一部が滅失した場合の復旧等） 
第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相
当する部分が滅失したときは、各区分所有者
は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復
旧することができる。ただし、共用部分につい
ては、復旧の工事に着手するまでに第三項、次
条第一項又は第七十条第一項の決議があった
ときは、この限りでない。 

 （建物の一部が滅失した場合の復旧等） 
第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相
当する部分が滅失したときは、各区分所有者
は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復
旧することができる。ただし、共用部分につい
ては、復旧の工事に着手するまでに第三項又は
次条第一項の決議があったときは、この限りで
ない。 

２～５ （略） ２～５ （同上） 
６ 前項の決議をした集会の議事録には、その
決議についての各区分所有者の賛否をも記載
し、又は記録しなければならない。 

６ 前項の決議をした集会の議事録には、その
決議についての各区分所有者の賛否をも記載
しなければならない。 

７ 第五項の決議があった場合において、その
決議の日から二週間を経過したときは、次項の
場合を除き、その決議に賛成した区分所有者
（その承継人を含む。以下この条において「決
議賛成者」という。）以外の区分所有者は、決
議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその
敷地に関する権利を時価で買い取るべきこと
を請求することができる。この場合において、
その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日
から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一
部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除い
て算定した第十四条に定める割合に応じて当
該建物及びその敷地に関する権利を時価で買
い取るべきことを請求することができる。 

７ 第五項の決議があったときは、その決議に
賛成した区分所有者（その承継人を含む。）以
外の区分所有者は、決議に賛成した区分所有者
（その承継人を含む。）に対し、建物及びその
敷地に関する権利を時価で買い取るべきこと
を請求することができる。 

８ 第五項の決議の日から二週間以内に、決議
賛成者がその全員の合意により建物及びその
敷地に関する権利を買い取ることができる者
を指定し、かつ、その指定された者（以下この
条において「買取指定者」という。）がその旨
を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面
で通知したときは、その通知を受けた区分所有
者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規
定する請求をすることができる。 

（新設） 

９ 買取指定者が第七項前段に規定する請求
に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一
部の弁済をしないときは、決議賛成者（買取指

（新設） 



定者となつたものを除く。以下この項及び第十
三項において同じ。）は、連帯してその債務の
全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、
決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、
執行が容易であることを証明したときは、この
限りでない。 
10 第五項の集会を招集した者（買取指定者の
指定がされているときは、当該買取指定者）は、
決議賛成者以外の区分所有者に対し、四月以上
の期間を定めて、第七項前段に規定する請求を
するか否かを確答すべき旨を書面で催告する
ことができる。 

（新設） 

11 前項に規定する催告を受けた区分所有者
は、前項の規定により定められた期間を経過し
たときは、第七項前段に規定する請求をするこ
とができない。 

（新設） 

12 第五項に規定する場合において、建物の一
部が滅失した日から六月以内に同項、次条第一
項又は第七十条第一項の決議がないときは、各
区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及
びその敷地に関する権利を時価で買い取るべ
きことを請求することができる。 

８ 第五項に規定する場合において、建物の一
部が滅失した日から六月以内に同項又は次条
第一項の決議がないときは、各区分所有者は、
他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関
する権利を時価で買い取るべきことを請求す
ることができる。 

13 第二項、第七項、第八項及び前項の場合に
は、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受
けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指
定者又は第九項本文に規定する債務について
履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、
償還金又は代金の支払につき相当の期限を許
与することができる。 

９ 第二項及び前二項の場合には、裁判所は、
償還又は買取りの請求を受けた区分所有者の
請求により、償還金又は代金の支払につき相当
の期限を許与することができる。 

 （建替え決議） 
第六十二条 集会においては、区分所有者及び
議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り
壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部
の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一
部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決
議（以下「建替え決議」という。）をすること
ができる。 

 （建替え決議） 
第六十二条 老朽、損傷、一部の滅失その他の
事由により、建物の価額その他の事情に照ら
し、建物がその効用を維持し又は回復するのに
過分の費用を要するに至ったときは、集会にお
いて、区分所有者及び議決権の各五分の四以上
の多数で、建物を取り壊し、かつ、建物の敷地
に新たに主たる使用目的を同一とする建物を
建築する旨の決議（以下「建替え決議」という。）
をすることができる。 

２ 建替え決議においては、次の事項を定めな
ければならない。 
 一 新たに建築する建物（以下この項におい
て「再建建物」という。）の設計の概要 

２ 建替え決議においては、次の事項を定めな
ければならない。 
 一 新たに建築する建物（以下「再建建物」
という。）の設計の概要 

 二～四 （略）  二～四 （同上） 
３ （略） ３ （同上） 
４ 第一項に規定する決議事項を会議の目的
とする集会を招集するときは、第三十五条第一
項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集
会の会日より少なくとも二月前に発しなけれ
ばならない。ただし、この期間は、規約で伸長
することができる。 

（新設） 

５ 前項に規定する場合において、第三十五条
第一項の通知をするときは、同条第五項に規定
する議案の要領のほか、次の事項をも通知しな

（新設） 



ければならない。 
 一 建替えを必要とする理由 
 二 建物の建替えをしないとした場合にお
ける当該建物の効用の維持又は回復（建物が通
常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要
する費用の額及びその内訳 
 三 建物の修繕に関する計画が定められて
いるときは、当該計画の内容 
 四 建物につき修繕積立金として積み立て
られている金額 
６ 第四項の集会を招集した者は、当該集会の
会日より少なくとも一月前までに、当該招集の
際に通知すべき事項について区分所有者に対
し説明を行うための説明会を開催しなければ
ならない。 

（新設） 

７ 第三十五条第一項から第四項まで及び第
三十六条の規定は、前項の説明会の開催につい
て準用する。この場合において、第三十五条第
一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸
長する」と読み替えるものとする。 

（新設） 

８ 前条第六項の規定は、建替え決議をした集
会の議事録について準用する。 

４ 前条第六項の規定は、建替え決議をした集
会の議事録に準用する。 

 （建物の区分所有に関する規定の準用） 
第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第
十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十
八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項
から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三
十三条から第五十六条までの規定は、前条の場
合について準用する。この場合において、これ
らの規定（第五十五条第一項第一号を除く。）
中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規
定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」
とあるのは「団地管理組合法人」と、第七条第
一項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部
分以外の建物の附属施 設」とあるのは「第六
十五条に規定する場合における当該土地若し
くは附属施設（以下「土地等」という。）」と、
「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権
利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十
八条第一項及び第四項並びに第十九条中「共用
部分」とあり、第二十六条第一項中「共用部分
並びに第二十一条に規定する場合における当
該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第
二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び附
属施設」とあるのは「土地等並びに第六十八条
の規定による規約により管理すべきものと定
められた同条第一項第一号に掲げる土地及び
附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共
用部分」と、第十七条第二項、第三十五条第二
項及び第三項、第四十条並びに第四十四条第一
項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部
分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五
十三条第一項及び第五十六条中「第十四条に定
める」とあるのは「土地等（これらに関する権

 （建物の区分所有に関する規定の準用） 
第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第
十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十
八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項、
第三十一条第一項並びに第三十三条から第五
十六条までの規定は、前条の場合に準用する。
この場合において、これらの規定（第五十五条
第一項第一号を除く。）中「区分所有者」とあ
るのは「第六十五条に規定する団地建物所有
者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管
理組合法人」と、第七条第一項中「共用部分、
建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附
属施設」とあるのは「第六十五条に規定する場
合における当該土地若しくは附属施設（以下
「土地等」という。）」と、「区分所有権」とあ
るのは「土地等に関する権利、建物又は区分所
有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四
項並びに第十九条中「共用部分」とあり、第二
十六条第一項中「共用部分並びに第二十一条に
規定する場合における当該建物の敷地及び附
属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建
物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは
「土地等並びに第六十八条の規定による規約
により管理すべきものと定められた同条第一
項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同
項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第十七
条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四
十条並びに第四十四条第一項中「専有部分」と
あるのは「建物又は専有部分」と、第二十九条
第一項、第三十八条、第五十三条第一項及び第
五十六条中「第十四条に定める」とあるのは「土
地等（これらに関する権利を含む。）の持分の」



利を含む。）の持分の」と、第三十条第一項及
び第四十六条第二項中「建物又はその敷地若し
くは附属施設」とあるのは「土地等又は第六十
八条第一項各号に掲げる物と、第三十条第三項
中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地
若しくは附属施設（建物の敷地又は附属施設に
関する権利を含む。）」とあるのは「建物若しく
は専有部分若しくは土地等（土地等に関する権
利を含む。）又は第六十八条の規定による規約
により管理すべきものと定められた同条第一
項第一号に掲げる土地若しくは附属施設（これ
らに関する権利を含む。）若しくは同項第二号
に掲げる建物の共用部分」と、第三十三条第三
項、第三十五条第四項及び第四十四条第二項中
「建物内」とあるのは「団地内」と、第三十五
条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第
一項、第六十八条第一項又は第六十九第七項」
とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第
一項」と、第四十六条第二項中「占有者」とあ
るのは「建物又は専有部分を占有する者で第六
十五条に規定する団地建物所有者でないもの」
と、第四十七条第一項中「第三条」とあるのは
「第六十五条」と、第五十五条第一項第一号中
「建物（一部共用部分を共用すべき区分所有者
で構成する管理組合法人にあっては、その共用
部分）」とあるのは「土地等（これらに関する
権利を含む。）」と、同項第二号中「建物に専有
部分が」とあるのは「土地等（これらに関する
権利を含む。）が第六十五条に規定する団地建
物所有者の共有で」と読み替えるものとする。 

と、第三十条第一項及び第四十六条第二項中
「建物又はその敷地若しくは附属施設」とある
のは「土地等又は第六十八条第一項各号に掲げ
る物」と、第三十三条第三項、第三十五条第四
項及び第四十四条第二項中「建物内」とあるの
は「団地内」と、第四十六条第二項中「占有者」
とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で
第六十五条に規定する団地建物所有者でない
もの」と、第四十七条第一項中「第三条」とあ
るのは「第六十五条」と、第五十五条第一項第
一号中「建物（一部共用部分を共用すべき区分
所有者で構成する管理組合法人にあっては、そ
の共用部分）」とあるのは「土地等（これらに
関する権利を含む。）」と、同項第二号中「建物
に専有部分が」とあるのは「土地等（これらに
関する権利を含む。）が第六十五条に規定する
団地建物所有者の共有で」と読み替えるものと
する。 

 （団地内の建物の建替え承認決議） 
第六十九条 一団地内にある数棟の建物（以下
この条及び次条において「団地内建物」とい
う。）の全部又は一部が専有部分のある建物で
あり、かつ、その団地内の特定の建物（以下こ
の条において「特定建物」という。）の所在す
る土地（これに関する権利を含む。）が当該団
地内建物の第六十五条に規定する団地建物所
有者（以下この条において単に「団地建物所有
者」という。）の共有に属する場合においては、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該
各号に定める要件に該当する場合であって当
該土地（これに関する権利を含む。）の共有者
である当該団地内建物の団地建物所有者で構
成される同条に規定する団体又は団地管理組
合法人の集会において議決権の四分の三以上
の多数による承認の決議（以下「建替え承認決
議」という。）を得たときは、当該特定建物の
団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、
かつ、当該土地又はこれと一体として管理若し
くは使用をする団地内の土地（当該団地内建物
の団地建物所有者の共有に属するものに限
る。）に新たに建物を建築することができる。 
 一 当該特定建物が専有部分のある建物で

（新設） 



ある場合 その建替え決議又はその区分所有
者の全員の同意があること。 
 二 当該特定建物が専有部分のある建物以
外の建物である場合 その所有者の同意があ
ること。 
２ 前項の集会における各団地建物所有者の
議決権は、第六十六条において準用する第三十
八条の規定にかかわらず、第六十六条において
準用する第三十条第一項の規約に別段の定め
がある場合であっても、当該特定建物の所在す
る土地（これに関する権利を含む。）の持分の
割合によるものとする。 
３ 第一項各号に定める要件に該当する場合
における当該特定建物の団地建物所有者は、建
替え承認決議においては、いずれもこれに賛成
する旨の議決権の行使をしたものとみなす。た
だし、同項第一号に規定する場合において、当
該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち
当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づ
いて有する議決権の行使については、この限り
でない。 
４ 第一項の集会を招集するときは、第六十六
条において準用する第三十五条第一項の通知
は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日
より少なくとも二月前に、同条第五項に規定す
る議案の要領のほか、新たに建築する建物の設
計の概要（当該建物の当該団地内における位置
を含む。）をも示して発しなければならない。
ただし、この期間は、第六十六条において準用
する第三十条第一項の規約で伸長することが
できる。 
５ 第一項の場合において、建替え承認決議に
係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下こ
の項において「当該他の建物」という。）の建
替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各
号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に
定める者が当該建替え承認決議に賛成してい
るときに限り、当該特定建物の建替えをするこ
とができる。 
 一 当該他の建物が専有部分のある建物で
ある場合 第一項の集会において当該他の建
物の区分所有者全員の議決権の四分の三以上
の議決権を有する区分所有者 
 二 当該他の建物が専有部分のある建物以
外の建物である場合 当該他の建物の所有者 
６ 第一項の場合において、当該特定建物が二
以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地
建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の
合意により、当該二以上の特定建物の建替えに
ついて一括して建替え承認決議に付すること
ができる。 
７ 前項の場合において、当該特定建物が専有
部分のある建物であるときは、当該特定建物の
建替えを会議の目的とする第六十二条第一項



の集会において、当該特定建物の区分所有者及
び議決権の各五分の四以上の多数で、当該二以
上の特定建物の建替えについて一括して建替
え承認決議に付する旨の決議をすることがで
きる。この場合において、その決議があつたと
きは、当該特定建物の団地建物所有者（区分所
有者に限る。）の前項に規定する合意があった
ものとみなす。 
 （団地内の建物の一括建替え決議） 
第七十条 団地内建物の全部が専有部分のあ
る建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地（団
地内建物が所在する土地及び第五条第一項の
規定により団地内建物の敷地とされた土地を
いい、これに関する権利を含む。以下この項及
び次項において同じ。）が当該団地内建物の区
分所有者の共有に属する場合において、当該団
地内建物について第六十八条第一項（第一号を
除く。）の規定により第六十六条において準用
する第三十条第一項の規約が定められている
ときは、第六十二条第一項の規定にかかわら
ず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該
団地内建物の区分所有者で構成される第六十
五条に規定する団体又は団地管理組合法人の
集会において、当該団地内建物の区分所有者及
び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地
内建物につき一括して、その全部を取り壊し、
かつ、当該団地内建物の敷地（これに関する権
利を除く。以下この項において同じ。）若しく
はその一部の土地又は当該団地内建物の敷地
の全部若しくは一部を含む土地（第三項第一号
においてこれらの土地を「再建団地内敷地」と
いう。）に新たに建物を建築する旨の決議（以
下この条において「一括建替え決議」という。）
をすることができる。ただし、当該集会におい
て、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区
分所有者の三分の二以上の者であって第三十
八条に規定する議決権の合計の三分の二以上
の議決権を有するものがその一括建替え決議
に賛成した場合でなければならない。 
２ 前条第二項の規定は、前項本文の各区分所
有者の議決権について準用する。この場合にお
いて、前条第二項中「当該特定建物の所在する
土地（これに関する権利を含む。）」とあるのは、
「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものと
する。 
３ 団地内建物の一括建替え決議においては、
次の事項を定めなければならない。 
 一 再建団地内敷地の一体的な利用につい
ての計画の概要 
 二 新たに建築する建物（以下この項におい
て「再建団地内建物」という。）の設計の概要 
 三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団
地内建物の建築に要する費用の概算額 
 四 前号に規定する費用の分担に関する事

（新設） 



項 
 五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に
関する事項 
４ 第六十二条第三項から第八項まで、第六十
三条及び第六十四条の規定は、団地内建物の一
括建替え決議について準用する。この場合にお
いて、第六十二条第三項中「前項第三号及び第
四号」とあるのは「第七十条第三項第四号及び
第五号」と、同条第四項中「第一項に規定する」
とあるのは「第七十条第一項に規定する」と、
「第三十五条第一項」とあるのは「第六十六条
において準用する第三十五条第一項」と、「規
約」とあるのは「第六十六条において準用する
第三十条第一項の規約」と、同条第五項中「第
三十五条第一項」とあるのは「第六十六条にお
いて準用する第三十五条第一項」と、同条第七
項中「第三十五条第一項から第四項まで及び第
三十六条」とあるのは「第六十六条において準
用する第三十五条第一項から第四項まで及び
第三十六条」と、「第三十五条第一項ただし書」
とあるのは「第六十六条において準用する第三
十五条第一項ただし書」と、同条第八項中「前
条第六項」とあるのは「第六十一条第六項」と
読み替えるものとする。 
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する
場合には、その行為をした管理者、理事、規約
を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以
下の過料に処する。 
 一 第三十三条第一項本文（第四十二条第五
項及び第四十五条第四項（これらの規定を第六
十六条において準用する場合を含む。）並びに
第六十六条において準用する場合を含む。以下
この号において同じ。）又は第四十七条第十二
項（第六十六条において準用する場合を含む。）
において読み替えて適用される第三十三条第
一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は
第四十五条第四項（第六十六条において準用す
る場合を含む。）の書面若しくは電磁的記録の
保管をしなかったとき。 
 二 第三十三条第二項（第四十二条第五項及
び第四十五条第四項（これらの規定を第六十六
条において準用する場合を含む。）並びに第六
十六条において準用する場合を含む。）の規定
に違反して、正当な理由がないのに、前号に規
定する書類又は電磁的記録に記録された情報
の内容を法務省令で定める方法により表示し
たものの閲覧を拒んだとき。 
 三 第四十二条第一項から第四項まで（これ
らの規定を第六十六条において準用する場合
を含む。）の規定に違反して、議事録を作成せ
ず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき
事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは
虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 
 四 第四十三条（第四十七条第十二項（第六

第六十九条 次の各号の一に該当する場合に
は、その行為をした管理者、理事、規約を保管
する者、議長又は清算人は、十万円以下の過料
に処する。 
 一 第三十三条第一項本文（第四十二条第三
項及び第四十五条第二項（これらの規定を第六
十六条において準用する場合を含む。）並びに
第六十六条において準用する場合を含む。以下
この号において同じ。）又は第四十七条第九項
（第六十六条において準用する場合を含む。）
において読み替えて適用される第三十三条第
一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は
第四十五条第一項（第六十六条において準用す
る場合を含む。）の書面の保管をしなかったと
き。 
 二 第三十三条第二項（第四十二条第三項及
び第四十五条第二項（これらの規定を第六十六
条において準用する場合を含む。）並びに第六
十六条において準用する場合を含む。）の規定
に違反して、正当な理由がないのに、前号に規
定する書類の閲覧を拒んだとき。 
 三 第四十二条第一項又は第二項（これらの
規定を第六十六条において準用する場合を含
む。）の規定に違反して、議事録を作成せず、
又は議事録に記載すべき事項を記載せず、若し
くは虚偽の記載をしたとき。 
 四 第四十三条（第四十七条第九項（第六十
六条において準用する場合を含む。）において
読み替えて適用される場合及び第六十六条に
おいて準用する場合を含む。）の規定に違反し



十六条において準用する場合を含む。）におい
て読み替えて適用される場合及び第六十六条
において準用する場合を含む。）の規定に違反
して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

て、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 五 （略）  五 （同上） 
 六 第四十七条第十項（第六十六条において
準用する場合を含む。）において準用する民法
第五十一条第一項の規定に違反して、財産目録
を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しく
は記録をしたとき。 

 六 第四十七条第七項（第六十六条において
準用する場合を含む。）において準用する民法
第五十一条第一項の規定に違反して、財産目録
を作成せず、又は財産目録に不正の記載をした
とき。 

 七～十 （略）  七～十 （同上） 
第七十二条 第四十八条第二項（第六十六条に
おいて準用する場合を含む。）の規定に違反し
た者は、十万円以下の過料に処する。 

第七十条 第四十八条第二項（第六十六条にお
いて準用する場合を含む。）の規定に違反した
者は、五万円以下の過料に処する。 

 


