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大阪市マンション管理支援機構通信
事務局　〒530-0041　大阪市北区天神橋6丁目4-20　大阪市立住まい情報センター4階　TEL.06-4801-8232　FAX.06-6354-8601

（地下鉄堺筋線・谷町線「天神橋筋六丁目」駅3番出口すぐ）　http://www.osakacity-mansion.jp/

“タイムリーなマンション管理情報をお届けします”

「マンション建替え円滑化法」を
改正する法律が公布されました。

平成26年6月25日に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を改正する法律が公布され、平成26年
12月24日に施行されます。
旧耐震基準※１により建設されたマンションのなかには耐震性不足のものも多くあると考えられますが、これま

でマンションの建替えは少数にとどまっており、耐震改修や建替えによるマンションの耐震化の促進が課題と
なっています。
このため、改正法では、耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図るため、区分所有者等の４／５以上
の賛成によりマンション及びその敷地を、デベロッパーなどの買受人に売却することを可能とする制度の創設
等が盛り込まれています。
現行法で規定されている、権利変換※２手続きを行う建替えでは、マンションへの建替えと区分所有者の再建

マンションへの再入居を前提としていましたが、今回創設されたマンション敷地売却制度では、区分所有者は、
再建マンションへの再入居のほかに、分配金取得後の他の住宅への住み替えを選択できるようになります。
以下に法律案の概要をご紹介します。
条文などについては、国土交通省のホームページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000110.html

旧耐震基準※１：昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準。この基準により建設されたものについては
耐震性能が劣っている可能性がある。

権 利 変 換※２：マンション建替え円滑化法による建替えに際して、区分所有権、借家権、抵当権等の関係権利
を既存のマンションから建替え後のマンションへ移行すること。
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マンションの老朽化問題についての対策の
議論を行っている管理組合は35.9％となって
おり、そのうち「建替えの方向で具体的な検
討をした」が2.6％、「修繕・改修の方向で具
体的な検討をした」が62.0％、「議論はした
が、具体的な検討をするに至っていない」が
30.5％となっている。

マンション総合調査の結果では、旧耐震基準に基づき建設されたマンションで耐震診断を行った管理組合
のうち、耐震性がないと判断されたマンションが３割程度となっています。また、マンションの老朽化の議
論を行っているマンションは３割を超えていますが、そのうち３割は具体的な検討に至っていません。円滑
化法の改正により、区分所有者等の４／５以上の賛成で敷地売却が可能になることで、老朽化問題の議論の
選択肢が増え、建替え等の検討が進むことが期待されます。
また、特に築年数の古いマンションでは現在の容積率が法定容積率を上回っているものも多くなっていま
す。現状ではこうしたマンションの建替えにおいては、再建マンションの余剰床を処分して建替え費用に充
てることができず、建替え資金の区分所有者の負担が大きくなります。今回の改正法による、容積率の緩和
特例を活用することで、区分所有者の実質的な費用負担が軽減され、合意形成が進めやすくなると考えられ
ます。
平成26年12月24日施行に向けて今後発表される情報等にも注目しましょう。

マンションの老朽化問題についての対策

建替えを円滑に実施して行く上での問題と
して、建替えの方向で具体的な検討をした組
合の回答は、「建替え資金の調達が困難な区分
所有者がいる」が40.9％と最も多く、次いで
「現在のマンションに愛着があり建替えに反
対する区分所有者がいる」が36.4％、「仮住居
の確保が困難な区分所有者がいる」が31.8％
となっている。

建替えを実施して行く上での問題点

現行制度と今回の改正案
実際に利用している容積率の現在の法定容積率
に占める割合（充足比）が、完成時期が昭和44年
以前のマンションでは1.2、昭和45～49年のマ
ンションでは1.1となっている。

実際に利用している容積率 実際に利用している容積率と法定容積率に対する割合（充足比）

資料：平成25年度マンション総合調査結果（国土交通省）より抜粋

※昭和59年までを抜粋（全体には昭和59年以降も含む）
※法定容積率の充足比＝実際に利用している容積率／現在の法定容積率

マンションの老朽化問題についての対策の議論の有無、
及び議論の方向性
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●区分所有法による改修
⇒3／4以上の賛成 ●耐震改修促進法による改修

⇒過半数の賛成、容積率等の緩和特例

●マンション敷地売却制度の創設
⇒4／5以上の賛成

●容積率の緩和特例

●区分所有法による建替え（個別売却）
●マンション建替法による建替え（権利変換）
⇒4／5以上の賛成

民法原則に基づき全員同意が必要

改 修

建 替 え

取壊して
住 替 え

一般のマンション 耐震性不足のマンション
H25改正で措置

資料：国土交通省報道発表資料

本法案で措置

平成25年度の耐震改修促進法の改正により、マンションで大規模な耐震改修を実施する場合の決議要件の
緩和が行われました。一方で、現行制度ではマンション建替えには4／5以上の賛成が必要であり、建物の取
壊しや売却には全員の同意が必要です。今回の改正により、耐震性不足の認定を受けたマンションは、4／5以
上の賛成で売却・取壊しが可能となります。これらの法改正により、耐震性不足のマンションの耐震改修や
建替えによる耐震化が進むことが期待されます。

用 語 解 説
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改正法の概要をとりまとめた要綱をご紹介します。

マンションの建替えの円滑化等に関する
法律の一部を改正する法律要綱
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第一　題　　名
　

題名を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に
改めるものとすること。　　　　　　　　　　（題名関係）

第二　目　　的
　
この法律は、マンション建替事業、除却する必要のある
マンションに係る特別の措置及びマンション敷地売却事業
について定めることにより、マンションにおける良好な居
住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊その他の
被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もっ
て国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する
ことを目的とするものとすること。　　　　（第一条関係）

第三　国及び地方公共団体の責務
　
除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売
却の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるこ
とを国及び地方公共団体の責務に追加するものとすること。

（第三条関係）

第四　基本方針
　
基本方針において定める事項に、次に掲げる事項を追加
するものとすること。

一　除却する必要のあるマンションに係る特別の措置に関
する事項

二　マンション敷地売却事業その他の除却する必要のある
マンションに係るマンション敷地売却の円滑な実施に
関する事項

三　売却マンションに居住していた区分所有者及び賃借人
の居住の安定の確保に関する事項　　　（第四条関係）

第五　除却する必要のあるマンションに
　　　係る特別の措置
　
一　除却の必要性に係る認定等
１　耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特
定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要が
ある旨の認定を申請することができるものとし、特
定行政庁は、当該申請に係るマンションが地震に対
する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令
若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大
臣が定める基準に適合していないと認めるときは、
その旨の認定をするものとすること。

（第百二条関係）

２　１の認定を受けたマンション（以下「要除却認定
マンション」という。）の区分所有者は、当該要除却
認定マンションについて除却を行うよう努めなけれ
ばならないものとすること。　　　（第百三条関係）

３　都道府県知事等は、要除却認定マンションの区分
所有者に対し、要除却認定マンションの除却につい
て必要な指導及び助言並びに指示ができるものとし、
その指示を受けた要除却認定マンションの区分所有
者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかった
ときは、その旨を公表することができるものとする
こと。　　　　　　　　　　　　　（第百四条関係）

二　容積率の特例
要除却認定マンションの建替えにより新たに建築さ
れる敷地面積が政令で定める規模以上のマンションで、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障
がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高
さについて総合的な配慮がなされていることにより市
街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したもの
については、その許可の範囲内において、建築基準法
の容積率制限を緩和することができるものとすること。

（第百五条関係）

三　マンション敷地売却決議等
１　一の１の認定を受けた場合においては、要除却認
定マンションの区分所有者は、この法律及び区分所
有法の定めるところにより、区分所有者集会を開く
ことができるものとし、区分所有者集会の招集の通
知をする場合において、会議の目的たる事項が２の
決議事項であるときは、その議案の要領をも通知し
なければならないものとすること。

（第百六条及び第百七条関係）

２　一の１の認定を受けた場合において、要除却認定
マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権
又は借地権であるときは、区分所有者集会において、
区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価

格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マン
ション及びその敷地（当該敷地利用権が借地権であ
るときは、その借地権）を売却する旨の決議（以下
「マンション敷地売却決議」という。）をすることが
できるものとすること。

３　マンション敷地売却決議においては、買受人とな
るべき者の氏名又は名称、売却による代金の見込額
及び売却によって各区分所有者が取得することがで
きる金銭（以下「分配金」という。）の額の算定方
法に関する事項を定めなければならないものとする
こと。

４　３の買受人は、四の１の認定を受けた者でなけれ
ばならないものとすること。

５　マンション敷地売却決議を目的とする区分所有者
集会の手続等について、所要の規定を整備するもの
とすること。　　　　　　　　　　 （第百八条関係）

四　買受人
１　マンション敷地売却決議が予定されている要除却
認定マンションについて、マンション敷地売却決議
があった場合にこれを買い受けようとする者は、当
該要除却認定マンションごとに、マンション敷地売
却決議がされた要除却認定マンション（以下「決議
要除却認定マンション」という。）の買受け及び除
却並びに代替建築物の提供等（決議要除却認定マン
ションに代わるべき建築物又はその部分の提供又は
あっせんをいう。以下同じ。）に関する計画（以下
「買受計画」という。）を作成し、都道府県知事等
の認定を申請することができるものとすること。

（第百九条関係）

２　都道府県知事等は、１の認定の申請があった場合
において、次のいずれにも該当すると認めるときは、
その認定をするものとすること。
イ　決議要除却認定マンションを買い受けた日か
ら決議要除却認定マンションが除却される日ま
での間に、当該決議要除却認定マンションにつ
いて新たな権利が設定されないことが確実であ
ること。
ロ　決議要除却認定マンションの買受け及び除却
に関する資金計画が当該買受け及び除却を遂行
するため適切なものであり、当該決議要除却認
定マンションが買い受けられ、かつ、除却され
ることが確実であること。
ハ　代替建築物提供等計画が当該決議要除却認定
マンションの区分所有者又は借家人の要請に係
る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適
切なものであること　　　　　（第百十条関係）

３　１の認定を受けた者（以下「認定買受人」という。）
は、１の認定を受けた買受計画（以下「認定買受計
画」という。）に従い、決議要除却認定マンション
の買受け及び除却並びに代替建築物の提供等を実施

しなければならないものとすること。
（第百十三条関係）

４　都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定買受
計画に係る決議要除却認定マンションの買受け若し
くは除却又は代替建築物の提供等の状況について報
告を求めることができるものとするとともに、認定
買受人が正当な理由がなく認定買受計画に従って決
議要除却認定マンションの買受け若しくは除却又は
代替建築物の提供等を実施していないと認めるとき
は、当該認定買受人に対して、当該認定買受計画に
従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告するこ
とができるものとし、認定買受人がその勧告に従わ
なかったときは、その旨を公表することができるも
のとすること。　　　　　　　　（第百十四条関係）

五　区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方
公共団体の責務
国及び地方公共団体は、基本方針に従って、決議要除
却認定マンションに居住していた区分所有者及び賃借人
の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう
努めなければならないものとすること。

（第百十五条関係）

　
第六　マンション敷地売却事業

一　マンション敷地売却組合
１　マンション敷地売却組合（以下「組合」という。）
は、マンション敷地売却事業を実施することができ
るものとすること。　　　　　　 （第百十六条関係）

２　組合は、法人とするものとすること。
（第百十七条関係）

３　マンション敷地売却決議の内容によりマンション
敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者
（マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する
者であってその後に当該マンション敷地売却決議の
内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意
をしたものを含む。以下「マンション敷地売却合意
者」という。）は、五人以上共同して、定款及び資
金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合
を設立することができるものとし、この場合、認可
を申請しようとするマンション敷地売却合意者はマ
ンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意（同
意した者の議決権の合計がマンション敷地売却合意
者の議決権の合計の四分の三以上であり、かつ、同
意した者の敷地利用権の持分の価格の合計がマン
ション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の
合計の四分の三以上となる場合に限る。）を得なけ
ればならないものとすること。　（第百二十条関係）

４　都道府県知事等は、３の認可の申請があった場合
において、次のいずれにも該当すると認めるときは、
その認可をしなければならないものとすること。

イ　申請手続が法令に違反するものでないこと。
ロ　定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令
に違反するものでないこと。
ハ　当該マンション敷地売却事業を遂行するため
に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行する
ために必要なその他の能力が十分であること。
ニ　その他基本方針に照らして適切なものである
こと。　　　　　　　　　 （第百二十一条関係）

５　組合は、３の認可により成立し、都道府県知事等
は、当該認可をしたときは、遅滞なく、組合の名称
等を公告しなければならないものとすること。

　　（第百二十二条及び第百二十三条関係）

６　組合は、５の公告の日から二月以内に、マンショ
ン敷地売却に参加しない区分所有者に対し、区分所
有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請
求することができるものとすること。

（第百二十四条関係）

７　売却マンションのマンション敷地売却合意者（そ
の承継人（組合を除く。）を含む。）は、全て組合の
組合員とするものとすること。（第百二十五条関係）

８　その他組合の役員、総会、審査委員等組合の管理
に関する事項及び組合の解散に関する事項に関し、
所要の規定を設けるものとすること。

（第百二十六条から第百三十八条まで関係）

９　組合に関する法人税法及び消費税法に関する法令
の規定の適用について、特例措置を設けるものとす
ること。 　　　　　　　　　　（第百三十九条関係）

二　分配金取得手続
１　分配金取得手続開始の登記
組合は、一の５の公告があったときは、遅滞なく、
登記所に、売却マンションの区分所有権及び敷地利
用権（既登記のものに限る。）について、分配金取
得手続開始の登記を申請しなければならないものと
し、当該登記があった後においては、組合員は、売
却マンションの区分所有権又は敷地利用権を処分す
るときは、組合の承認を得なければならないものと
すること。　　　　　　　　　　（第百四十条関係）
２　分配金取得計画
イ　組合は、一の５の公告後、遅滞なく、都道府県
知事等の認可を受けて、分配金取得計画を定めな
ければならないものとし、当該認可を申請しよう
とするときは、分配金取得計画について、あらか
じめ、総会の議決を経るとともに、売却マンショ
ンの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マン
ションの敷地の所有権を有する者の同意を得なけ
ればならないものとすること。

（第百四十一条関係）
ロ　分配金取得計画においては、次に掲げる事項等
を定めなければならないものとすること。
（1）　組合員が売却マンションについて有す

る区分所有権又は敷地利用権
（2）　組合員が取得することとなる分配金の価額
（3）　売却マンション又はその敷地に関する権
利（組合員の有する区分所有権及び敷地利用
権を除く。）を有する者で、この法律の規定
により、権利消滅期日において当該権利を失
うものの氏名又は名称及び住所、失われる売
却マンション又はその敷地について有する権
利並びにその価額

（4）　売却マンション又はその敷地の明渡しに
より（3）に掲げる者（売却マンション又はそ
の敷地を占有している者に限る。）が受ける
損失の額

（5）　権利消滅期日　　　（第百四十二条関係）
ハ　分配金等の価額の算定基準
（1）　ロの（2）の価額は、マンション敷地売却決
議において定めた算定方法により算定した価
額とするものとすること。

（2）　ロの（3）の価額は、近傍類似の土地又は近
傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価
格その他の当該価額の算定の基礎となる事項
を考慮して定める相当の価額とするものとす
ること。

（3）　ロの（4）の価額は、売却マンション又はそ
の敷地の明渡しにより通常受ける損失として
政令で定める額とするものとすること。

（第百四十三条関係）
ニ　都道府県知事等は、イの認可の申請があった場
合において、次のいずれにも該当すると認めると
きは、その認可をしなければならないものとする
こと。
（1）　申請手続又は分配金取得計画の決定手続若
しくは内容が法令に違反するものでないこと。

（2）　マンション敷地売却決議の内容に適合し
ていること。

（3）　売却マンションの区分所有権又は敷地利
用権について先取特権等を有する者の権利を
不当に害するものでないこと。

（4）　その他基本方針に照らして適切なもので
あること。　　　　　　（第百四十四条関係）

ホ　その他分配金取得計画の変更等に関し、所要の
規定を設けるものとすること。

（第百四十五条及び第百四十六条関係）
３　分配金の取得等
イ　組合は、２のイの認可を受けたとき等は、遅滞
なく、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事
項を書面で通知しなければならないものとするこ
と。　　　　　　　　　　　（第百四十七条関係）
ロ　権利消滅期日において、売却マンションは、組
合に帰属し、区分所有法第一条に規定する建物の
各部分を所有権の目的としない建物となり、売却
マンションを目的とする所有権以外の権利は、消
滅するとともに、売却マンションの敷地利用権は、
組合に帰属し、売却マンションの敷地利用権が所
有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的と
する所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却

マンションの敷地利用権が借地権であるときは当
該借地権を目的とする権利は、消滅するものとす
ること。　　　　　　　　　（第百四十九条関係）
ハ　組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンショ
ン及びその敷地に関する権利について必要な登記
を申請しなければならないものとすること。

（第百五十条関係）
ニ　組合は、権利消滅期日までに、組合員に対し、
分配金を支払わなければならないものとし、売却
マンション又はその敷地に関する権利（組合員の
有する区分所有権及び敷地利用権を除く。）を有
する者で、この法律の規定により、権利消滅期日
において当該権利を失うものに対し、その補償と
して、補償金を支払わなければならないものとす
ること。　（第百五十一条及び第百五十三条関係）
ホ　担保権の目的物について分配金又は補償金を支
払うときは、担保権者の全てから供託しなくても
よい旨の申出があったときを除き、その補償金を
供託しなければならないものとし、先取特権、質
権又は抵当権を有する者は、当該供託された補償
金に対してその権利を行うことができるものとす
るとともに、その他の分配金及び補償金の供託に
関し所要の規定を設けるものとすること。

（第百五十二条及び第百五十四条関係）

４　売却マンション等の明渡し
売却マンション又はその敷地を占有している者は、

権利消滅期日までに、組合に売却マンション又はそ
の敷地を明け渡さなければならないものとすること。
ただし、分配金取得計画公告の日の翌日から起算し
て三十日を経過していないとき、分配金若しくは補
償金の支払若しくは３のホの供託がないとき又は売
渡し請求の代金の支払若しくは提供がないときは、
この限りでないものとすること。

（第百五十五条関係）

三　マンション敷地売却事業の監督等
組合に対する監督、資金の融通等及び技術的援助の請
求に関し、所要の規定を設けるものとすること。

（第百六十条から第百六十三条まで関係）

第七　危険又は有害な状況にある
　　　マンションの建替えの促進のため
　　　の特別の措置の廃止
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告制
度等を廃止するものとすること。

（旧第百二条から旧第百二十四条まで関係）

第八　雑　　則

マンション敷地売却組合がこの法律に基づいてした処分
その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道
府県知事等に対して審査請求をすることができるものとす
ること。　　　　　　　　　　　　　（第百六十五条関係）

第九　そ の 他

罰則等について所要の改正を行うものとすること。

第十　附　　則

一　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範
囲内において政令で定める日から施行するものとするこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　（附則第一条関係）

二　この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑
化に関する法律の施行の状況についての検討規定を設け
るほか、この法律の施行に伴う所要の経過措置について
規定するとともに、関係法律の一部を改正するものとす
ること。　　　　　　（附則第二条から第五条まで関係）
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マンション敷地売却制度の流れ

容積率の緩和特例

●区分所有者は、①新マンションへの再入居
②他の住宅への住替え　　　を選択

●従来の建替えより合意形成が容易

※認定／認可権者：都道府県知事又は市長
：本法案の規定内容

耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより
新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有
し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、
特定行政庁の許可により容積率制限を緩和。

耐震性不足の認定

マンション敷地売却決議

マンション敷地売却組合の設立認可※

反対区分所有者への売渡し請求

分配金取得計画の決定・認可※

組合がマンションと敷地の権利を取得

買受人にマンションと敷地を売却

●申請に基づき、特定行政庁が認定

●買受計画の内容：マンションの買受け・除却、代替住居の提供・
あっせん（買受人（デベロッパー）が申請）

●4／5以上の多数により決議（売却の相手方、売却代金、分配金の
算定方法）

●3／4以上の多数の同意

●時価で買取り
■区分所有者は計画で定めた期日までに分配金を取得
■担保権付きの区分所有権に係る分配金は、区分所有者に
支払わずに供託し、担保権者が物上代位できることとする
■借家権者は期日までに補償金を取得
■居住者は期日までにマンションを明渡し

●期日において個別の権利が組合に集約。担保権・借家権は消滅

●買受人がマンションを除却　　　危険居住を解消

買受人が新たにマンション等を建設

買受計画の認定※

耐震性不足マンション

｝容積率の緩和
マンション
への建替え

マンション敷地売却組合は、決議に反対した区分所有者
に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すこ
とを請求できます。

資料：国土交通省報道発表資料

資料：国土交通省報道発表資料

反対区分所有者への売渡し請求

マンション敷地売却組合は、都道府県知事等の認可を受
けて分配金取得計画※5を定めなければなりません。

分配金取得計画の決定・認可

マンション敷地売却組合は、権利消滅期日までに、決議
に合意した区分所有者に分配金を支払うとともに、借家
権者に対して補償金を支払います。権利消滅期日に、マ
ンション及びその敷地利用権は組合に帰属し、当該マン
ション及びその敷地利用権に係る借家権及び担保権は消
滅します。

組合がマンションと敷地の権利を取得

敷地売却制度を利用するには、特定行政庁※3から耐震性不
足の認定を受ける必要があります。

耐震性不足の認定

マンションの買受人（デベロッパー等）は、敷地売却決議前
に、当該マンションに係る買受計画※4を作成し、都道府県
知事等の認定を受けることができ、決議で定める買受人
は、当該認定を受けた者でなければなりません。

買受計画の認定

耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所
有者等の４／５以上の賛成で、マンション及びその敷地の
売却を行う旨を決議できます。

マンション敷地売却決議

決議合意者は、決議合意者等の３／４以上の同意で、都道
府県知事等の認可を受けてマンション及びその敷地の売却
を行う組合を設立できます。

マンション敷地売却組合の設立認可

特 定 行 政 庁※３：建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域に
ついては都道府県知事をいう。大阪市は特定行政庁。

買　受　計　画※４：マンションを除却する日までの管理に関する事項、買受け及び除却の予定時期、資金計画、
代替建築物の提供等に関する計画、除却後の土地利用に関する事項等を定めた計画。

分配金取得計画※５：組合員が取得することとなる分配金の価額、権利消滅期日等を定めた計画。

用 語 解 説
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第一　題　　名
　

題名を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に
改めるものとすること。　　　　　　　　　　（題名関係）

第二　目　　的
　
この法律は、マンション建替事業、除却する必要のある
マンションに係る特別の措置及びマンション敷地売却事業
について定めることにより、マンションにおける良好な居
住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊その他の
被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もっ
て国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する
ことを目的とするものとすること。　　　　（第一条関係）

第三　国及び地方公共団体の責務
　
除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売
却の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるこ
とを国及び地方公共団体の責務に追加するものとすること。

（第三条関係）

第四　基本方針
　
基本方針において定める事項に、次に掲げる事項を追加
するものとすること。

一　除却する必要のあるマンションに係る特別の措置に関
する事項

二　マンション敷地売却事業その他の除却する必要のある
マンションに係るマンション敷地売却の円滑な実施に
関する事項

三　売却マンションに居住していた区分所有者及び賃借人
の居住の安定の確保に関する事項　　　（第四条関係）

第五　除却する必要のあるマンションに
　　　係る特別の措置
　
一　除却の必要性に係る認定等
１　耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特
定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要が
ある旨の認定を申請することができるものとし、特
定行政庁は、当該申請に係るマンションが地震に対
する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令
若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大
臣が定める基準に適合していないと認めるときは、
その旨の認定をするものとすること。

（第百二条関係）

２　１の認定を受けたマンション（以下「要除却認定
マンション」という。）の区分所有者は、当該要除却
認定マンションについて除却を行うよう努めなけれ
ばならないものとすること。　　　（第百三条関係）

３　都道府県知事等は、要除却認定マンションの区分
所有者に対し、要除却認定マンションの除却につい
て必要な指導及び助言並びに指示ができるものとし、
その指示を受けた要除却認定マンションの区分所有
者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかった
ときは、その旨を公表することができるものとする
こと。　　　　　　　　　　　　　（第百四条関係）

二　容積率の特例
要除却認定マンションの建替えにより新たに建築さ
れる敷地面積が政令で定める規模以上のマンションで、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障
がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高
さについて総合的な配慮がなされていることにより市
街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したもの
については、その許可の範囲内において、建築基準法
の容積率制限を緩和することができるものとすること。

（第百五条関係）

三　マンション敷地売却決議等
１　一の１の認定を受けた場合においては、要除却認
定マンションの区分所有者は、この法律及び区分所
有法の定めるところにより、区分所有者集会を開く
ことができるものとし、区分所有者集会の招集の通
知をする場合において、会議の目的たる事項が２の
決議事項であるときは、その議案の要領をも通知し
なければならないものとすること。

（第百六条及び第百七条関係）

２　一の１の認定を受けた場合において、要除却認定
マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権
又は借地権であるときは、区分所有者集会において、
区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価

格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マン
ション及びその敷地（当該敷地利用権が借地権であ
るときは、その借地権）を売却する旨の決議（以下
「マンション敷地売却決議」という。）をすることが
できるものとすること。

３　マンション敷地売却決議においては、買受人とな
るべき者の氏名又は名称、売却による代金の見込額
及び売却によって各区分所有者が取得することがで
きる金銭（以下「分配金」という。）の額の算定方
法に関する事項を定めなければならないものとする
こと。

４　３の買受人は、四の１の認定を受けた者でなけれ
ばならないものとすること。

５　マンション敷地売却決議を目的とする区分所有者
集会の手続等について、所要の規定を整備するもの
とすること。　　　　　　　　　　 （第百八条関係）

四　買受人
１　マンション敷地売却決議が予定されている要除却
認定マンションについて、マンション敷地売却決議
があった場合にこれを買い受けようとする者は、当
該要除却認定マンションごとに、マンション敷地売
却決議がされた要除却認定マンション（以下「決議
要除却認定マンション」という。）の買受け及び除
却並びに代替建築物の提供等（決議要除却認定マン
ションに代わるべき建築物又はその部分の提供又は
あっせんをいう。以下同じ。）に関する計画（以下
「買受計画」という。）を作成し、都道府県知事等
の認定を申請することができるものとすること。

（第百九条関係）

２　都道府県知事等は、１の認定の申請があった場合
において、次のいずれにも該当すると認めるときは、
その認定をするものとすること。
イ　決議要除却認定マンションを買い受けた日か
ら決議要除却認定マンションが除却される日ま
での間に、当該決議要除却認定マンションにつ
いて新たな権利が設定されないことが確実であ
ること。
ロ　決議要除却認定マンションの買受け及び除却

に関する資金計画が当該買受け及び除却を遂行
するため適切なものであり、当該決議要除却認
定マンションが買い受けられ、かつ、除却され
ることが確実であること。
ハ　代替建築物提供等計画が当該決議要除却認定
マンションの区分所有者又は借家人の要請に係
る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適
切なものであること　　　　　（第百十条関係）

３　１の認定を受けた者（以下「認定買受人」という。）
は、１の認定を受けた買受計画（以下「認定買受計
画」という。）に従い、決議要除却認定マンション
の買受け及び除却並びに代替建築物の提供等を実施
しなければならないものとすること。

（第百十三条関係）

４　都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定買受
計画に係る決議要除却認定マンションの買受け若し
くは除却又は代替建築物の提供等の状況について報
告を求めることができるものとするとともに、認定
買受人が正当な理由がなく認定買受計画に従って決
議要除却認定マンションの買受け若しくは除却又は
代替建築物の提供等を実施していないと認めるとき
は、当該認定買受人に対して、当該認定買受計画に
従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告するこ
とができるものとし、認定買受人がその勧告に従わ
なかったときは、その旨を公表することができるも
のとすること。　　　　　　　　（第百十四条関係）

五　区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方
公共団体の責務
国及び地方公共団体は、基本方針に従って、決議要除
却認定マンションに居住していた区分所有者及び賃借人
の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう
努めなければならないものとすること。

（第百十五条関係）

　
第六　マンション敷地売却事業

一　マンション敷地売却組合
１　マンション敷地売却組合（以下「組合」という。）
は、マンション敷地売却事業を実施することができ
るものとすること。　　　　　　 （第百十六条関係）

２　組合は、法人とするものとすること。
（第百十七条関係）

３　マンション敷地売却決議の内容によりマンション
敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者
（マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する
者であってその後に当該マンション敷地売却決議の
内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意
をしたものを含む。以下「マンション敷地売却合意
者」という。）は、五人以上共同して、定款及び資
金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合

を設立することができるものとし、この場合、認可
を申請しようとするマンション敷地売却合意者はマ
ンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意（同
意した者の議決権の合計がマンション敷地売却合意
者の議決権の合計の四分の三以上であり、かつ、同
意した者の敷地利用権の持分の価格の合計がマン
ション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の
合計の四分の三以上となる場合に限る。）を得なけ
ればならないものとすること。　（第百二十条関係）

４　都道府県知事等は、３の認可の申請があった場合
において、次のいずれにも該当すると認めるときは、
その認可をしなければならないものとすること。
イ　申請手続が法令に違反するものでないこと。
ロ　定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令
に違反するものでないこと。
ハ　当該マンション敷地売却事業を遂行するため
に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行する
ために必要なその他の能力が十分であること。
ニ　その他基本方針に照らして適切なものである
こと。　　　　　　　　　 （第百二十一条関係）

５　組合は、３の認可により成立し、都道府県知事等
は、当該認可をしたときは、遅滞なく、組合の名称
等を公告しなければならないものとすること。

　　（第百二十二条及び第百二十三条関係）

６　組合は、５の公告の日から二月以内に、マンショ
ン敷地売却に参加しない区分所有者に対し、区分所
有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請
求することができるものとすること。

（第百二十四条関係）

７　売却マンションのマンション敷地売却合意者（そ
の承継人（組合を除く。）を含む。）は、全て組合の
組合員とするものとすること。（第百二十五条関係）

８　その他組合の役員、総会、審査委員等組合の管理
に関する事項及び組合の解散に関する事項に関し、
所要の規定を設けるものとすること。

（第百二十六条から第百三十八条まで関係）

９　組合に関する法人税法及び消費税法に関する法令
の規定の適用について、特例措置を設けるものとす
ること。 　　　　　　　　　　（第百三十九条関係）

二　分配金取得手続
１　分配金取得手続開始の登記
組合は、一の５の公告があったときは、遅滞なく、
登記所に、売却マンションの区分所有権及び敷地利
用権（既登記のものに限る。）について、分配金取
得手続開始の登記を申請しなければならないものと
し、当該登記があった後においては、組合員は、売
却マンションの区分所有権又は敷地利用権を処分す
るときは、組合の承認を得なければならないものと
すること。　　　　　　　　　　（第百四十条関係）

２　分配金取得計画
イ　組合は、一の５の公告後、遅滞なく、都道府県
知事等の認可を受けて、分配金取得計画を定めな
ければならないものとし、当該認可を申請しよう
とするときは、分配金取得計画について、あらか
じめ、総会の議決を経るとともに、売却マンショ
ンの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マン
ションの敷地の所有権を有する者の同意を得なけ
ればならないものとすること。

（第百四十一条関係）
ロ　分配金取得計画においては、次に掲げる事項等
を定めなければならないものとすること。
（1）　組合員が売却マンションについて有す
る区分所有権又は敷地利用権

（2）　組合員が取得することとなる分配金の価額
（3）　売却マンション又はその敷地に関する権
利（組合員の有する区分所有権及び敷地利用
権を除く。）を有する者で、この法律の規定
により、権利消滅期日において当該権利を失
うものの氏名又は名称及び住所、失われる売
却マンション又はその敷地について有する権
利並びにその価額

（4）　売却マンション又はその敷地の明渡しに
より（3）に掲げる者（売却マンション又はそ
の敷地を占有している者に限る。）が受ける
損失の額

（5）　権利消滅期日　　　（第百四十二条関係）
ハ　分配金等の価額の算定基準
（1）　ロの（2）の価額は、マンション敷地売却決
議において定めた算定方法により算定した価
額とするものとすること。

（2）　ロの（3）の価額は、近傍類似の土地又は近
傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価
格その他の当該価額の算定の基礎となる事項
を考慮して定める相当の価額とするものとす
ること。

（3）　ロの（4）の価額は、売却マンション又はそ
の敷地の明渡しにより通常受ける損失として
政令で定める額とするものとすること。

（第百四十三条関係）
ニ　都道府県知事等は、イの認可の申請があった場
合において、次のいずれにも該当すると認めると
きは、その認可をしなければならないものとする
こと。
（1）　申請手続又は分配金取得計画の決定手続若
しくは内容が法令に違反するものでないこと。

（2）　マンション敷地売却決議の内容に適合し
ていること。

（3）　売却マンションの区分所有権又は敷地利
用権について先取特権等を有する者の権利を
不当に害するものでないこと。

（4）　その他基本方針に照らして適切なもので
あること。　　　　　　（第百四十四条関係）

ホ　その他分配金取得計画の変更等に関し、所要の
規定を設けるものとすること。

（第百四十五条及び第百四十六条関係）

３　分配金の取得等
イ　組合は、２のイの認可を受けたとき等は、遅滞
なく、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事
項を書面で通知しなければならないものとするこ
と。　　　　　　　　　　　（第百四十七条関係）
ロ　権利消滅期日において、売却マンションは、組
合に帰属し、区分所有法第一条に規定する建物の
各部分を所有権の目的としない建物となり、売却
マンションを目的とする所有権以外の権利は、消
滅するとともに、売却マンションの敷地利用権は、
組合に帰属し、売却マンションの敷地利用権が所
有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的と
する所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却
マンションの敷地利用権が借地権であるときは当
該借地権を目的とする権利は、消滅するものとす
ること。　　　　　　　　　（第百四十九条関係）

ハ　組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンショ
ン及びその敷地に関する権利について必要な登記
を申請しなければならないものとすること。

（第百五十条関係）
ニ　組合は、権利消滅期日までに、組合員に対し、
分配金を支払わなければならないものとし、売却
マンション又はその敷地に関する権利（組合員の
有する区分所有権及び敷地利用権を除く。）を有
する者で、この法律の規定により、権利消滅期日
において当該権利を失うものに対し、その補償と
して、補償金を支払わなければならないものとす
ること。　（第百五十一条及び第百五十三条関係）

ホ　担保権の目的物について分配金又は補償金を支
払うときは、担保権者の全てから供託しなくても
よい旨の申出があったときを除き、その補償金を
供託しなければならないものとし、先取特権、質
権又は抵当権を有する者は、当該供託された補償
金に対してその権利を行うことができるものとす
るとともに、その他の分配金及び補償金の供託に
関し所要の規定を設けるものとすること。

（第百五十二条及び第百五十四条関係）

４　売却マンション等の明渡し
売却マンション又はその敷地を占有している者は、

権利消滅期日までに、組合に売却マンション又はそ
の敷地を明け渡さなければならないものとすること。
ただし、分配金取得計画公告の日の翌日から起算し
て三十日を経過していないとき、分配金若しくは補
償金の支払若しくは３のホの供託がないとき又は売
渡し請求の代金の支払若しくは提供がないときは、
この限りでないものとすること。

（第百五十五条関係）

三　マンション敷地売却事業の監督等
組合に対する監督、資金の融通等及び技術的援助の請
求に関し、所要の規定を設けるものとすること。

（第百六十条から第百六十三条まで関係）

第七　危険又は有害な状況にある
　　　マンションの建替えの促進のため
　　　の特別の措置の廃止
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告制
度等を廃止するものとすること。

（旧第百二条から旧第百二十四条まで関係）

第八　雑　　則

マンション敷地売却組合がこの法律に基づいてした処分
その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道
府県知事等に対して審査請求をすることができるものとす
ること。　　　　　　　　　　　　　（第百六十五条関係）

第九　そ の 他

罰則等について所要の改正を行うものとすること。

第十　附　　則

一　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範
囲内において政令で定める日から施行するものとするこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　（附則第一条関係）

二　この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑
化に関する法律の施行の状況についての検討規定を設け
るほか、この法律の施行に伴う所要の経過措置について
規定するとともに、関係法律の一部を改正するものとす
ること。　　　　　　（附則第二条から第五条まで関係）
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第一　題　　名
　

題名を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に
改めるものとすること。　　　　　　　　　　（題名関係）

第二　目　　的
　
この法律は、マンション建替事業、除却する必要のある
マンションに係る特別の措置及びマンション敷地売却事業
について定めることにより、マンションにおける良好な居
住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊その他の
被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もっ
て国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する
ことを目的とするものとすること。　　　　（第一条関係）

第三　国及び地方公共団体の責務
　
除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売
却の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるこ
とを国及び地方公共団体の責務に追加するものとすること。

（第三条関係）

第四　基本方針
　
基本方針において定める事項に、次に掲げる事項を追加
するものとすること。

一　除却する必要のあるマンションに係る特別の措置に関
する事項

二　マンション敷地売却事業その他の除却する必要のある
マンションに係るマンション敷地売却の円滑な実施に
関する事項

三　売却マンションに居住していた区分所有者及び賃借人
の居住の安定の確保に関する事項　　　（第四条関係）

第五　除却する必要のあるマンションに
　　　係る特別の措置
　
一　除却の必要性に係る認定等
１　耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特
定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要が
ある旨の認定を申請することができるものとし、特
定行政庁は、当該申請に係るマンションが地震に対
する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令
若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大
臣が定める基準に適合していないと認めるときは、
その旨の認定をするものとすること。

（第百二条関係）

２　１の認定を受けたマンション（以下「要除却認定
マンション」という。）の区分所有者は、当該要除却
認定マンションについて除却を行うよう努めなけれ
ばならないものとすること。　　　（第百三条関係）

３　都道府県知事等は、要除却認定マンションの区分
所有者に対し、要除却認定マンションの除却につい
て必要な指導及び助言並びに指示ができるものとし、
その指示を受けた要除却認定マンションの区分所有
者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかった
ときは、その旨を公表することができるものとする
こと。　　　　　　　　　　　　　（第百四条関係）

二　容積率の特例
要除却認定マンションの建替えにより新たに建築さ
れる敷地面積が政令で定める規模以上のマンションで、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障
がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高
さについて総合的な配慮がなされていることにより市
街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したもの
については、その許可の範囲内において、建築基準法
の容積率制限を緩和することができるものとすること。

（第百五条関係）

三　マンション敷地売却決議等
１　一の１の認定を受けた場合においては、要除却認
定マンションの区分所有者は、この法律及び区分所
有法の定めるところにより、区分所有者集会を開く
ことができるものとし、区分所有者集会の招集の通
知をする場合において、会議の目的たる事項が２の
決議事項であるときは、その議案の要領をも通知し
なければならないものとすること。

（第百六条及び第百七条関係）

２　一の１の認定を受けた場合において、要除却認定
マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権
又は借地権であるときは、区分所有者集会において、
区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価

格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マン
ション及びその敷地（当該敷地利用権が借地権であ
るときは、その借地権）を売却する旨の決議（以下
「マンション敷地売却決議」という。）をすることが
できるものとすること。

３　マンション敷地売却決議においては、買受人とな
るべき者の氏名又は名称、売却による代金の見込額
及び売却によって各区分所有者が取得することがで
きる金銭（以下「分配金」という。）の額の算定方
法に関する事項を定めなければならないものとする
こと。

４　３の買受人は、四の１の認定を受けた者でなけれ
ばならないものとすること。

５　マンション敷地売却決議を目的とする区分所有者
集会の手続等について、所要の規定を整備するもの
とすること。　　　　　　　　　　 （第百八条関係）

四　買受人
１　マンション敷地売却決議が予定されている要除却
認定マンションについて、マンション敷地売却決議
があった場合にこれを買い受けようとする者は、当
該要除却認定マンションごとに、マンション敷地売
却決議がされた要除却認定マンション（以下「決議
要除却認定マンション」という。）の買受け及び除
却並びに代替建築物の提供等（決議要除却認定マン
ションに代わるべき建築物又はその部分の提供又は
あっせんをいう。以下同じ。）に関する計画（以下
「買受計画」という。）を作成し、都道府県知事等
の認定を申請することができるものとすること。

（第百九条関係）

２　都道府県知事等は、１の認定の申請があった場合
において、次のいずれにも該当すると認めるときは、
その認定をするものとすること。
イ　決議要除却認定マンションを買い受けた日か
ら決議要除却認定マンションが除却される日ま
での間に、当該決議要除却認定マンションにつ
いて新たな権利が設定されないことが確実であ
ること。
ロ　決議要除却認定マンションの買受け及び除却

に関する資金計画が当該買受け及び除却を遂行
するため適切なものであり、当該決議要除却認
定マンションが買い受けられ、かつ、除却され
ることが確実であること。
ハ　代替建築物提供等計画が当該決議要除却認定
マンションの区分所有者又は借家人の要請に係
る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適
切なものであること　　　　　（第百十条関係）

３　１の認定を受けた者（以下「認定買受人」という。）
は、１の認定を受けた買受計画（以下「認定買受計
画」という。）に従い、決議要除却認定マンション
の買受け及び除却並びに代替建築物の提供等を実施
しなければならないものとすること。

（第百十三条関係）

４　都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定買受
計画に係る決議要除却認定マンションの買受け若し
くは除却又は代替建築物の提供等の状況について報
告を求めることができるものとするとともに、認定
買受人が正当な理由がなく認定買受計画に従って決
議要除却認定マンションの買受け若しくは除却又は
代替建築物の提供等を実施していないと認めるとき
は、当該認定買受人に対して、当該認定買受計画に
従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告するこ
とができるものとし、認定買受人がその勧告に従わ
なかったときは、その旨を公表することができるも
のとすること。　　　　　　　　（第百十四条関係）

五　区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方
公共団体の責務
国及び地方公共団体は、基本方針に従って、決議要除
却認定マンションに居住していた区分所有者及び賃借人
の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう
努めなければならないものとすること。

（第百十五条関係）

　
第六　マンション敷地売却事業

一　マンション敷地売却組合
１　マンション敷地売却組合（以下「組合」という。）
は、マンション敷地売却事業を実施することができ
るものとすること。　　　　　　 （第百十六条関係）

２　組合は、法人とするものとすること。
（第百十七条関係）

３　マンション敷地売却決議の内容によりマンション
敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者
（マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する
者であってその後に当該マンション敷地売却決議の
内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意
をしたものを含む。以下「マンション敷地売却合意
者」という。）は、五人以上共同して、定款及び資
金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合

を設立することができるものとし、この場合、認可
を申請しようとするマンション敷地売却合意者はマ
ンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意（同
意した者の議決権の合計がマンション敷地売却合意
者の議決権の合計の四分の三以上であり、かつ、同
意した者の敷地利用権の持分の価格の合計がマン
ション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の
合計の四分の三以上となる場合に限る。）を得なけ
ればならないものとすること。　（第百二十条関係）

４　都道府県知事等は、３の認可の申請があった場合
において、次のいずれにも該当すると認めるときは、
その認可をしなければならないものとすること。
イ　申請手続が法令に違反するものでないこと。
ロ　定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令
に違反するものでないこと。
ハ　当該マンション敷地売却事業を遂行するため
に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行する
ために必要なその他の能力が十分であること。
ニ　その他基本方針に照らして適切なものである
こと。　　　　　　　　　 （第百二十一条関係）

５　組合は、３の認可により成立し、都道府県知事等
は、当該認可をしたときは、遅滞なく、組合の名称
等を公告しなければならないものとすること。

　　（第百二十二条及び第百二十三条関係）

６　組合は、５の公告の日から二月以内に、マンショ
ン敷地売却に参加しない区分所有者に対し、区分所
有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請
求することができるものとすること。

（第百二十四条関係）

７　売却マンションのマンション敷地売却合意者（そ
の承継人（組合を除く。）を含む。）は、全て組合の
組合員とするものとすること。（第百二十五条関係）

８　その他組合の役員、総会、審査委員等組合の管理
に関する事項及び組合の解散に関する事項に関し、
所要の規定を設けるものとすること。

（第百二十六条から第百三十八条まで関係）

９　組合に関する法人税法及び消費税法に関する法令
の規定の適用について、特例措置を設けるものとす
ること。 　　　　　　　　　　（第百三十九条関係）

二　分配金取得手続
１　分配金取得手続開始の登記
組合は、一の５の公告があったときは、遅滞なく、
登記所に、売却マンションの区分所有権及び敷地利
用権（既登記のものに限る。）について、分配金取
得手続開始の登記を申請しなければならないものと
し、当該登記があった後においては、組合員は、売
却マンションの区分所有権又は敷地利用権を処分す
るときは、組合の承認を得なければならないものと
すること。　　　　　　　　　　（第百四十条関係）

２　分配金取得計画
イ　組合は、一の５の公告後、遅滞なく、都道府県
知事等の認可を受けて、分配金取得計画を定めな
ければならないものとし、当該認可を申請しよう
とするときは、分配金取得計画について、あらか
じめ、総会の議決を経るとともに、売却マンショ
ンの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マン
ションの敷地の所有権を有する者の同意を得なけ
ればならないものとすること。

（第百四十一条関係）
ロ　分配金取得計画においては、次に掲げる事項等
を定めなければならないものとすること。
（1）　組合員が売却マンションについて有す
る区分所有権又は敷地利用権

（2）　組合員が取得することとなる分配金の価額
（3）　売却マンション又はその敷地に関する権
利（組合員の有する区分所有権及び敷地利用
権を除く。）を有する者で、この法律の規定
により、権利消滅期日において当該権利を失
うものの氏名又は名称及び住所、失われる売
却マンション又はその敷地について有する権
利並びにその価額

（4）　売却マンション又はその敷地の明渡しに
より（3）に掲げる者（売却マンション又はそ
の敷地を占有している者に限る。）が受ける
損失の額

（5）　権利消滅期日　　　（第百四十二条関係）
ハ　分配金等の価額の算定基準
（1）　ロの（2）の価額は、マンション敷地売却決
議において定めた算定方法により算定した価
額とするものとすること。

（2）　ロの（3）の価額は、近傍類似の土地又は近
傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価
格その他の当該価額の算定の基礎となる事項
を考慮して定める相当の価額とするものとす
ること。

（3）　ロの（4）の価額は、売却マンション又はそ
の敷地の明渡しにより通常受ける損失として
政令で定める額とするものとすること。

（第百四十三条関係）
ニ　都道府県知事等は、イの認可の申請があった場
合において、次のいずれにも該当すると認めると
きは、その認可をしなければならないものとする
こと。
（1）　申請手続又は分配金取得計画の決定手続若
しくは内容が法令に違反するものでないこと。

（2）　マンション敷地売却決議の内容に適合し
ていること。

（3）　売却マンションの区分所有権又は敷地利
用権について先取特権等を有する者の権利を
不当に害するものでないこと。

（4）　その他基本方針に照らして適切なもので
あること。　　　　　　（第百四十四条関係）

ホ　その他分配金取得計画の変更等に関し、所要の
規定を設けるものとすること。

（第百四十五条及び第百四十六条関係）

３　分配金の取得等
イ　組合は、２のイの認可を受けたとき等は、遅滞
なく、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事
項を書面で通知しなければならないものとするこ
と。　　　　　　　　　　　（第百四十七条関係）
ロ　権利消滅期日において、売却マンションは、組
合に帰属し、区分所有法第一条に規定する建物の
各部分を所有権の目的としない建物となり、売却
マンションを目的とする所有権以外の権利は、消
滅するとともに、売却マンションの敷地利用権は、
組合に帰属し、売却マンションの敷地利用権が所
有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的と
する所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却
マンションの敷地利用権が借地権であるときは当
該借地権を目的とする権利は、消滅するものとす
ること。　　　　　　　　　（第百四十九条関係）

ハ　組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンショ
ン及びその敷地に関する権利について必要な登記
を申請しなければならないものとすること。

（第百五十条関係）
ニ　組合は、権利消滅期日までに、組合員に対し、
分配金を支払わなければならないものとし、売却
マンション又はその敷地に関する権利（組合員の
有する区分所有権及び敷地利用権を除く。）を有
する者で、この法律の規定により、権利消滅期日
において当該権利を失うものに対し、その補償と
して、補償金を支払わなければならないものとす
ること。　（第百五十一条及び第百五十三条関係）

ホ　担保権の目的物について分配金又は補償金を支
払うときは、担保権者の全てから供託しなくても
よい旨の申出があったときを除き、その補償金を
供託しなければならないものとし、先取特権、質
権又は抵当権を有する者は、当該供託された補償
金に対してその権利を行うことができるものとす
るとともに、その他の分配金及び補償金の供託に
関し所要の規定を設けるものとすること。

（第百五十二条及び第百五十四条関係）

４　売却マンション等の明渡し
売却マンション又はその敷地を占有している者は、

権利消滅期日までに、組合に売却マンション又はそ
の敷地を明け渡さなければならないものとすること。
ただし、分配金取得計画公告の日の翌日から起算し
て三十日を経過していないとき、分配金若しくは補
償金の支払若しくは３のホの供託がないとき又は売
渡し請求の代金の支払若しくは提供がないときは、
この限りでないものとすること。

（第百五十五条関係）

三　マンション敷地売却事業の監督等
組合に対する監督、資金の融通等及び技術的援助の請
求に関し、所要の規定を設けるものとすること。

（第百六十条から第百六十三条まで関係）

第七　危険又は有害な状況にある
　　　マンションの建替えの促進のため
　　　の特別の措置の廃止
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告制
度等を廃止するものとすること。

（旧第百二条から旧第百二十四条まで関係）

第八　雑　　則

マンション敷地売却組合がこの法律に基づいてした処分
その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道
府県知事等に対して審査請求をすることができるものとす
ること。　　　　　　　　　　　　　（第百六十五条関係）

第九　そ の 他

罰則等について所要の改正を行うものとすること。

第十　附　　則

一　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範
囲内において政令で定める日から施行するものとするこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　（附則第一条関係）

二　この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑
化に関する法律の施行の状況についての検討規定を設け
るほか、この法律の施行に伴う所要の経過措置について
規定するとともに、関係法律の一部を改正するものとす
ること。　　　　　　（附則第二条から第五条まで関係）
 

7

旧耐震基準に基づき建設されたマンションのうち耐震診断を行った管理組合が33.2％、行っていない管理組合
が58.0％である。
耐震診断を実施したもののうち「耐震性がないと判断された」割合は32.6％であり、このうち耐震改修工事を

「実施した」が33.3％、「まだ実施していないが今後実施する予定」が47.6％、「実施する予定はない」が19.0％
となっている。

国土交通省が平成25年度に実施した「マンション総合調査」の結果をご紹介します。
建替え円滑化法の改正に伴いポイントとなる、耐震改修や建替えに関する質問項目に対する回答を中心に
抜粋しています。
なお、本調査結果の全体については国土交通省のホームページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manseidata.htm

耐震診断・耐震改修の実施状況

耐震診断を行っていない理由旧耐震マンションの耐震診断実施状況

旧耐震マンションの診断結果

耐震性がないと判定されたマンションの耐震改修の実施の有無

耐震診断を
実施した
33.2％

現在検討中
または今後
行う予定である
33.8％

不安はあるが耐震改修
工事を行う予算がない
ため耐震診断を行って
いない　44.4％

組合員の
反対があり
耐震診断を
行っていない
6.7％

耐震診断を
どこへ頼め
ばいいか
分からない
ため　1.3％

管理組合として
耐震診断を行う
ことをこれまで
考えたことがな
かった
24.0％

不明　2.7％

耐震診断を
実施していない
58.0％

不明
8.8％

耐震性がある
と判断された
48.8％

さらに詳細な
耐震診断を実施する
必要があると判定
された18.6％

耐震性がない
と判断された
32.6％

実施した
33.3％

まだ実施していな
いが今後実施する
予定　47.6％

実施する
予定はない
19.0％

また、耐震診断を行っていない理由と
しては、「不安はあるが耐震改修工事を行
う予算がないため耐震診断を行っていな
い」が44.4％と最も多く、「現在検討中ま
たは今後行う予定である」が33.8％、「管
理組合として耐震診断を行うことをこれ
まで考えたことがなかった」が24.0％と
なっている。

耐震診断を行っていない理由

（参考）平成25年度マンション総合調査結果


