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マンションの普及の歴史と法制度

本節では，わが国においてマンションが普及・定着化してきた歴史について概観す

る．まずは，マンションの供給戸数とストックの現状を統計的に明らかにしたうえ

で，マンションの普及化の経緯と関連する法制度について概観する．

マンションの供給戸数とストックの現状

まず，わが国における分譲共同住宅の供給の推移を概観する．建築着工統計データ



（各年次）を用いて，「分譲・共同」の住戸数に基づき分譲共同住宅（以下「マンショ

ン」という）の新規供給戸数及びストック総数の推移を集計したものが図 1.1.1.1で

ある．

マンションの供給戸数は，年次により多寡のばらつきがあり，定期的に「マンショ

ン・ブーム」が到来していることがわかる．

マンションの供給は1955（昭和30）年頃から始まるが，本格化を迎えるのは1970

年代（昭和40年代半ば）以降のことである．1970年代前半は年間5万戸程度の供給

が，1970年代後半になると年間10万戸を超え，おおむね10～15万戸/年のペースが

1980年代後半まで続く．さらに，1980年代末からのバブル期になると，年間15万戸

を超え，1991（平成3）年には年間19万戸近くに達した．その後，1993～1994（平

成5～6）年はバブル崩壊の影響により供給量は一時的に激減するが，1990年代中頃

以降，再びマンション供給は活況を迎え，年間17～20万戸程度で推移した．こうし

たマンション・ブームは2000年以降も続き，2007（平成19）年には史上最多の23

万戸弱の供給が行われたが，2014（平成26）年は年間12万戸程度となった．

各年次のフロー数を累計し，分譲マンションのストック数を推計すると，マンショ

ンのストック総数は，2014（平成26）年末現在，約613万戸と推計される．マンシ

ョンは，その本格的な供給から約40年が経過した現在，国民の1割強（約1510万

人）が居住する都市住宅として完全に定着したといえよう．

マンションの普及の歴史

こうした分譲共同住宅の普及・発展の経緯を簡単に振り返ってみよう．

1 戦前の共同住宅

〔 1〕 鉄筋コンクリート造共同住宅の出現

わが国の住宅は，長らく戸建住宅や江戸長屋などに見られる棟割長屋が中心であ

り，いわゆる共同住宅が最初に現れたのは明治時代の末である．上野倶楽部，佐藤別

館，千富館などであり，いずれも木造共同住宅であった．

鉄筋コンクリート（RC）造の共同住宅がわが国において出現したのは，1916（大

正5）年に，三菱鉱業が長崎県高島町の端島（いわゆる軍艦島）に建設した「炭鉱ア

パート」である．しかし，この共同住宅は社宅（給与住宅）であり，一般市民が住む

ためのアパートとして RC造の共同住宅が最初に建設されたのは，1923（大正12）

年に当時の東京市営アパートとして建設された古石場住宅である．

〔 2〕 同潤会アパートの出現

今日の共同住宅の原型ともいえるものは，財団法人同潤会が供給したいわゆる「同

潤会アパート」である．同潤会は1923（大正12）年に起きた関東大震災の義援金を

基金として1924（大正13）年に設立され，罹災者の住宅対策事業実施機関として，

1926（大正15）年以降，東京，横浜の各地に RC造のアパート等を供給した．戦前

の RC造共同住宅の多くは，同潤会が建設したアパートである．

同潤会アパートは，16か所で建設が行われた（表 1.1.2.1）．その特徴は，耐震・

耐火構造とすること，防犯への配慮，水道，電気，炊事・暖房用のガス設備の完備，

各戸への水洗便所の設置，台所への流し台・調理台・ダストシュートの設置，各戸へ

の押入・鏡付き洗面台・下駄箱・表札等の完備，屋上への洗濯場の設置，娯楽室等の
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維持保全業務

維持保全とは

マンションはもとよりすべての建築物について，建築基準法第8条に維持保全に関

する条項が定められている．

建築基準法第8条（維持保全）

建築物の所有者，管理者又は占有者は，その建築物の敷地，構造及び建築設備

を常時適法な状態に維持するように努めなければならない．

2 維持するため必要に応じてその建築物の維持保全に関する準則又は計画を作

成し，その他適切な措置を講じなければならない．

建物の維持保全に関して，マンション管理規約のひな型として国土交通省より公表

されている「マンション標準管理規約（単棟型）」の第32条（業務）では，次のよう

に定められている．

（業務）

第32条 管理組合は，建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため，次の各

号に掲げる業務を行う．

一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第48条において

「組合管理部分」という．）の保安，保全，保守，清掃，消毒及びごみ処理

二 組合管理部分の修繕

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理

四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務

五 適正化法第103条第1項に定める，宅地建物取引業者から交付を受けた設

計図書の管理

六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等

七 共用部分等に係る火災保険，地震保険その他の損害保険に関する業務

八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当で

あると認められる管理行為

九 敷地及び共用部分等の変更及び運営



十 修繕積立金の運用

十一 官公署，町内会等との渉外業務

十二 マンション及び周辺の風紀，秩序及び安全の維持，防災並びに居住環境

の維持及び向上に関する業務

十三 広報及び連絡業務

十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算

十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務

マンションの維持管理と経費について，表 2.1.1.1に示した．

また，昭和60年3月19日建設省(当時)告示第606号で，建築基準法第8条に基づ

く維持保全に関する準則又は計画の作成指針が以下のように出されている．

第一 総則

1 建築基準法第12条第1項に規定する建築物（以下単に「建築物」という．）

の維持保全に関する準則（以下「準則」という．）又は建築物の維持保全に関す

る計画（以下「計画」という．）は，建築物の敷地，構造及び建築設備を常時適

法な状態に維持するため，この指針にしたがって作成するものとする．

2 準則は，建築物について計画を作成する権限を有するものが複数ある場合に

おいて，計画相互の整合性を確保する必要があると認められるときに，それら

の者の合意により当該建築物について作成するものとする．ただし，複数の建

築物が一団地を形成している場合は，当該一団地について作成することが出来

る．

3 計画は，建築物の維持保全を行う上で採るべき措置を定める必要があると認

められる場合において，当該建築物の所有者又は管理者が当該建築物又はその
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コンクリート

基 礎 知 識

1 構成材料と特徴

コンクリートとは，セメント，水，細骨材（砂），粗骨材（砂利）及び必要に応じ

て混和材料を構成材料としてこれらを練り混ぜたもの，又は硬化させたものである．

特に，まだ固まらない状態にあるコンクリートをフレッシュコンクリート，混和材料

を用いないコンクリートをプレーンコンクリートという．モルタルはコンクリートか

ら粗骨材を除いたものである．

コンクリートの特徴としては，①圧縮強度が高い，②剛性が高い，③成形性がよ

い，④経済性に優れる，⑤材料を得やすい，⑥水により簡単に硬化する，⑦耐火性

がある，⑧鋼材との相性がよい，等がある．一方で，短所として，①引張強度が小

さい，②ひび割れが生じやすい，③重量が大きい，④解体・廃棄が困難，⑤まだ固

まらない状態の性質が施工性に大きく影響する，等がある．これらの中の長所を生か

し，鉄筋の発錆，熱による強度低下などの短所を補ったものが，鉄筋コンクリートで

ある．現在，建築工事に用いられるコンクリートは，そのほとんどが工場で生産さ

れ，まだ固まらない状態のまま使用現場にアジテータートラックなどで運搬される．

このようなコンクリートをレディーミクストコンクリート（ready mixed concrete）

といい，品質が JISで規定されている（JIS A5308）．

2  JASS 5

鉄筋コンクリート造建築の劣化対策や耐久性を考えた場合，コンクリートの適切な

材料選択や調合方法及び施工標準を定めている，日本建築学会建築工事標準仕様書・

同解説「JASS5 鉄筋コンクリート工事」の先導的役割は大きい．その内容の変遷

を知ることは，建築当時の仕様の確認及び建物の維持・保全に関しては重要である．

JASS5は，1953（昭和28）年制定以来，新技術の導入，建築物に対する要求品質

の向上等，時代の変遷とともに改訂を重ね，現在は2015（平成27）年発行の第14版

となっている．



〔 1〕 主な規定の変遷

1986（昭和61）年 特殊コンクリートとして，高耐久仕様を盛り込む

1997（平成 9）年 耐久設計基準強度の導入と高強度コンクリートの規定の見

直し及びプレキャスト複合コンクリートの規定の新設

2003（平成15）年 高強度コンクリートの規定の見直しとプレキャスト複合コ

ンクリートの適用範囲の見直し

2009（平成21）年 構造体の計画供用期間の級を短期，標準，長期，超長期の4

水準とし，超長期供用級の計画供用期間をおおよそ200年とした．また，要求性

能の種類を構造安全性，耐久性，耐火性，使用性，部材の位置・断面寸法の精度
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基本事項・共通事項

設備調査診断の基本事項

1 劣化の種類

設備機器・配管は，長期間使用していると，経年劣化による機能不全や機能不備の

状態になる．この経年劣化の種類としては，機能的劣化と社会的劣化がある．機能的

劣化は，設備機器・配管が長期間の使用により老朽化し，設備機能が損なわれたり，

損傷により使用不能になることで，腐食や摩耗等の物理的な劣化による例が多い．社

会的劣化は，社会環境の変化によって従来の設備機能が陳腐化し，現在の技術水準や

高度化に比して劣った状態（機能不備の状態）になることである．

〔 1〕 機能的劣化

設備機器・配管の機能的劣化の主原因は金属の腐食劣化である．金属は酸素と共存

すると，酸化物に変化しようとする傾向がある．これが腐食現象で，金等のわずかな

貴金属を除いて，ほとんどの金属は，水等の電解質と酸素の存在による電気化学作用

によって腐食してしまう．

腐食の発生の機構を鋼管を例にとって説明する．金属はそれぞれ固有の電位を持っ

ていて，鉄もある電位を持っている．鋼管の内表面の環境は，すべての面が同じ状態

ではないため，異なった環境下では電位が異なり，電位差が生じる．また，鋼管の内

面は水と接しており，水は電導体のため，図 4.1.1.1のように腐食電池回路が形成さ

れ，この電池回路の電流が水中に流出する部分（アノード部）と，流入する部分（カ

ソード部）で次のような電気化学反応が起き，腐食が発生する．

アノード部：Fe Fe ＋2e……①

カソード部：
1
2O

＋H O＋2e 2OH ……②



このアノード部に生成した Fe とカソード部に生成した2OH とが結合して

Fe ＋2OH Fe(OH)……③

となり，さらに水中の溶存酸素によって

2Fe(OH)＋
1
2O

＋H O 2Fe(OH)……④

FeO ＋3H O……⑤

と反応し，FeO（酸化第二鉄）が赤さびとして沈殿する．この赤さびに水中のケイ

酸等が凝集して管壁に付着し，いわゆるさびこぶが形成される．

このさびこぶの下では水中の溶存酸素が到達しにくいため，管壁部をカソード，さ

びこぶ部をアノードとする酸素濃淡電池も形成され，腐食はいっそう進行し，ついに

は腐食孔が管壁を貫通して漏水に至る（図 4.1.1.2参照)．

この現象は，異種金属どうし等で電位差が大きい場合ほど腐食電流が大きくなり，

腐食速度も増大することになる．これを異種金属接触腐食といい，異種金属の配管を

接続すると，急激に腐食する．これを防ぐには，異種金属どうしを絶縁することであ

る．設備配管にもさまざまな金属が使用されており，この種の腐食事例も多い．特

に，貴な金属である銅及び銅合金やステンレス鋼と卑な金属である鋼とを接続する

と，電位の差の大きさによって鋼に激しい腐食が発生する．

合成樹脂管は腐食しないが，劣化現象としては，振動・伸縮の繰返しによる疲労割

れ，経年劣化による強度の低下，クリープ劣化（一定の外力が加わるときに，時間と

ともに徐々にその変形が増していく現象）等がある．

ポンプ等の回転機器の機能的劣化としては，長期間の運転による摩耗等によって初

期設定性能が出なくなる性能低下がある．一般的には機器類の性能はある程度余裕を

持って設計されているため，多少の性能低下は，機能劣化として顕在化する例はあま

りないが，性能低下が大きくなると問題になる．

また，水槽等の経年劣化による亀裂・破損等の損傷も機能劣化といえる．

〔 2〕 社会的劣化

社会的劣化は，社会環境の変化によるものであり，生活レベルの向上，設備システ

ムの機能向上，省資源・省エネルギー指向，LCCの低減指向，インテリジェント化，

アメニティの向上，耐震性の向上，メンテナンス性の向上等の使用者・所有者ニーズ

に対して，従来設備の機能が不満足な状態となることである．これらの社会的劣化の

対策としては，給水方式の変更，高効率熱源機器の導入，高機能衛生器具への更新，

機器・配管の耐震性の強化等があげられる．
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マンションの所有・管理・建替え関係法令

建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）

1 概 要

区分所有法は1962（昭和37）年に制定され，1983（昭和58）年に全面的に改正さ

れている．

2002（平成14）年12月11日には，「建物の区分所有等に関する法律及びマンショ

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」が公布され，建物の区分

所有等に関する法律が一部改正されることとなった．なおこの法律は，同法施行規則

とともに，2003（平成15）年6月1日に施行されている．また，2008（平成20）年

4月30日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され，民法の法

人の規定が変更になったことに合わせて，管理組合法人の規定が改正された．

2 建物の区分所有（法第1条）

1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居，店舗，事務所又は倉庫

その他建物としての用途に供することができるものがあるときは，その各部分は，こ

の法律の定めるところにより，それぞれ所有権の目的とすることができる．

3 定 義（法第2条）

(1) 区分所有権

法第1条に規定する建物の部分（1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立

して住居，店舗，事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるも

の．ただし，規約共用部分を除く）を目的とする所有権のことをいう．

(2) 区分所有者

区分所有権を有する者をいう．

(3) 専有部分

区分所有権の目的たる建物の部分をいう．

(4) 共用部分

専有部分以外の建物の部分（数個の専有部分に通じる廊下，又は階段室，その他構



造上（屋根，床，天井，柱，壁等）区分所有者の全員又はその一部の共用に供される

部分で区分所有権の目的とならないもの），専有部分には属さない建物の附属物（ガ

ス管，水道管，排水管，電気の配線等で区分所有者の共用に供すべきもの）及び法第

4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう．

(5) 建物の敷地

建物が所在する土地及び法第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をい

う．

(6) 敷地利用権

専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利（所有権，地上権，賃借権，使

用借権）をいう．専有部分と分離して処分することは原則としてできない．

4 管理組合（法第3条：区分所有者の団体）

区分所有者は，全員で，建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体

を構成し，区分所有法の定めに従って，集会を開催し，規約を定め，管理者を置くこ

とができる．この管理のための団体のことを管理組合という．区分所有法は，複数の

区分所有者が存在すれば，当然に管理組合が成立するものとしている．

5 区分所有者の権利義務（法第6条）

区分所有者は，専有部分につき区分所有権を，共用部分につき共有持分権を，敷地

につき敷地利用権を有する．区分所有権は単独の所有権であるので，区分所有者は，

自由に専有部分を使用，収益，処分する権利を有する（民法第206条）．

しかし，区分所有法は第6条において，建物の保存に有害な行為その他建物の管理

又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとして，区分

所有者に義務を課している．

また，区分所有者は，共用部分をその用法に従って使用する権利を有している（法

第13条）．また，管理規約で別段の定めがない限り，保存行為をすることができる

（法第18条）が，管理規約に別段の定めがない限り，その持分に応じて維持管理に必

要な費用（管理費や修繕積立金等）を負担しなければならない（法第19条）．

6 先取特権（法第7条）

区分所有者が他の区分所有者に対して有する以下の債権については，その債務者の

区分所有権（共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む）と建物に備え付けた動産

の上に先取特権を有する．この先取特権は，優先権の順位及び効力について，共益費

用の先取特権とみなされる．

① 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につき他の区分

所有者に対して有する債権

② 管理規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権

7 共用部分の変更・管理（法第17条，法第18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3/4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，管理規約でその過半数まで減ずることができる．この場合，共用部
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(3) 罰 則

管理者又は規約を保管する者が規約を保管することを怠ったとき，又は理事が規約

を法人の事務所において保管することを怠ったときは，20万円以下の過料に処せら

れる（第71条第一号）．正当な理由なく利害関係人の規約の閲覧請求を拒んだときも

同様である（同条第二号）．

6 マンション標準管理規約

1982（昭和57）年に建設省住宅宅地審議会から，「管理規約の標準モデル」として

「中高層共同住宅標準管理規約」が答申された．

マンションに関しては，2001（平成13）年8月に「マンションの管理の適正化の

推進に関する法律」，2002（平成14）年12月に「マンションの建替えの円滑化等に

関する法律」が施行されたほか，2003（平成15）年6月には「建物の区分所有等に

関する法律」の一部改正が施行される等，法制度の充実が図られたことに伴い，中高

層共同住宅標準管理規約は1997（平成9）年の改正を経て，2004（平成16）年に

「マンション標準管理規約」として改正された．主な改正事項は次のとおりである．

① 標準管理規約の名称及び位置付けの改正

名称を「マンション標準管理規約」に改訂

「マンション標準管理規約」は，管理組合が各マンションの実態に応じて，

管理規約を制定，変更する際の参考であるという位置付けを明記

② マンション管理における専門的知識を有する者の活用に関する規定の新設

管理組合が，マンション管理士等に対し，管理組合の運営その他マンション

管理に関し，相談，助言，指導その他の援助を求めることができる旨を規定

上記相談等のための費用を管理費の支出事項として規定

③ 建替えに関する規定の整備

建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務を，管理

組合の業務として追加

上記に係る費用を修繕積立金から取り崩すことができる事項として追加

④ 決議要件や電子化に関する規定の整備

共用部分の変更について，普通決議で実施可能な範囲を「その形状又は効用

の著しい変更を伴わないもの」と規定．また，普通決議で実施可能な工事

例，特別決議を必要とする工事例をコメントに記載

電磁的記録による議事録作成や電磁的方法による決議等に関し，管理組合に

おける電磁的方法が利用可能な場合，利用可能ではない場合に分けて規定を

整備

⑤ 新しい管理組合業務の追加

修繕等の履歴情報の整理及び管理等を管理組合の業務として規定

管理組合の業務として，地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニ

ティ形成を規定

⑥ 未納管理費の請求に関する規定の充実

未納の管理費等の請求に関しては，理事会決議により，理事長が，管理組合

を代表して，訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定

⑦ 環境問題，防犯問題への対応の充実
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窓ガラス等の開口部に関する工事であって，防犯，防音又は断熱等の住宅の

性能の向上等に資するものについては，管理組合がその責任と負担において

計画修繕として実施するものとし，管理組合が速やかに工事を実施できない

場合は，区分所有者の責任と負担で実施することについて細則を定める旨を

規定

⑧ コメントの充実等

インターネット通信設備，オートロック設備，宅配ボックス等を共用部分と

して規定するとともに，給排水管の共用部分の範囲をより詳細に規定

ペット飼育を認めない場合，容認する場合のそれぞれの規約案文例をコメン

トに記載

その後，2011（平成23）年に役員の資格要件の緩和を行う等を主な内容として，

区分所有者が主体となって行う管理のあり方の見直しが行われ，次のように一部が改

正された．

① 執行機関（理事会）の適正な体制等の確保

理事及び監事は，現に居住する組合員に限らず，組合員のうちから総会で選

任することを可能とする役員資格要件の緩和

理事会の決議事項の明確化，新年度予算成立までの経常的な支出を理事会承

認により可能とする手続き規定の整備等

② 総会における議決権の取扱いの適正化

書面による議決権行使（議決権行使書及び委任状）の取扱いルールの明確化

委任状による代理人の範囲について，コメントに基本的な考え方を記述

③ 管理組合の財産の適切な管理等

財産の分別管理等に関する整理

長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理

共用部分の範囲に関する用語の整理

④ 標準管理規約の位置づけの整理

マンションの規模，居住形態等各マンションの個別の事情を考慮して，必要

に応じて，合理的に標準管理規約を修正し活用することが望ましい旨をコメ

ントに記載．

さらに，2016（平成28）年3月に，マンション管理の諸問題として，高齢化等を

背景とした管理組合の担い手不足，管理費の滞納等による管理不全，暴力団排除の必

要性，災害時における意思決定のルールの明確化などの課題に対応するために，改正

された．主な改正事項は次のとおりである．

① 外部の専門家の活用

理事長を含む理事及び監事について，これまで区分所有者に限定していたものを，

選択肢として外部の専門家も就任可とし，利益相反取引の防止，監事の権限の明確化

等の所要の規定を措置（全般関係コメント，第35条～第41条，別添1等）．

② 駐車場の使用方法

駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法，空きが

生じている駐車場の外部貸しに係る税務上の注意喚起等の解説を追加（第15条関係

コメント）．

③ 専有部分等の修繕等
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専有部分等の修繕は，理事会の承認等を得て実施可能とする（第17条，第21条，

第22条，別添2等）．

④ 暴力団等の排除規定

暴力団の構成員に部屋を貸さない，役員になれないとする条項を整備（第19条の

2，第36条の2等）．

⑤ 災害等の場合の管理組合の意思決定

緊急時における補修などの保存行為は理事長が単独で判断し，緊急時の応急修繕は

理事会で決定すること等とした（第21条，第54条等）．

⑥ 緊急時の理事等の立入り

災害や事故が発生した場合の緊急避難措置として，理事長が専有部分に立ち入るこ

とができることとした（第23条関係コメント）．

⑦ コミュニティ条項等の再整理

防災・防犯，美化・清掃などのコミュニティ活動は可能であることを明確にし，判

例も踏まえた条項として各業務を再整理（第27条，第32条）．

⑧ 議決権割合

新築物件における選択肢として，総会の議決権（及び譲渡契約時の敷地の持ち分割

合）について，住戸の価値割合に連動した設定も考えられる旨の解説を追加（第46

条関係コメント）．

⑨ 理事会の代理出席

理事会への理事の代理出席について，あらかじめ代理する者を定めておく，議決権

行使書による表決を認める等が望ましい旨の解説を追加し，理事会の議決有効性を巡

るトラブルを防止（第53条関係コメント）．

⑩ 管理費等の滞納に対する措置

管理組合が滞納者に対してとり得る各種の措置について，段階的にまとめたフロー

チャート等を提示（第60条，別添3）．

マンションの管理状況などの情報開示

大規模修繕工事の実施状況や予定，修繕積立金の積み立て状況などの情報を開示す

る場合の条項を整備（第64条，別添4等）．

その他所要の改正

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（平成26年法

律第80号）の施行等に伴う改正，字句の修正等

なお，上記と同様の改正が，マンション標準管理規約（単棟型）だけでなく，マン

ション標準管理規約（団地型）及びマンション標準管理規約（複合用途型）について

も行われた．

標準管理規約における建物の維持保全については，第2章「マンションの維持保

全」を参照されたい．

マンションの建替え等の円滑化に関する法律（建替え円滑化法）

1 概 要

(1) 法律の制定

今後の老朽化マンションの急増に対応して，区分所有者による良好な居住環境を備
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えたマンションへの建替えを円滑化し，民間が主体となった都市の再生を図るため，

マンション建替組合の設立，権利変換手法による関係権利の円滑な移行等を内容とす

る「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が2002（平成14）年6月19日に

公布された（同年12月18日に同法施行令・施行規則とともに施行）．

(2) 改正の概要

2002（平成14）年12月11日に，「建物の区分所有等に関する法律及びマンション

の建替えの円滑化等に関する法律を一部改正する法律」が公布され，団地内の建物の

一括建替え決議の創設に伴う規定の整備及び建替え決議における同一敷地要件の緩和

に伴う規定の整備等について一部改正された（翌年6月1日施行）．

その後，地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を

図るため，その敷地の売却についても多数決により行うことを可能とすることを規定

する「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改められ，2014（平成26）

年6月25日に公布された（同年12月24日に施行）．

2 目 的（法第1条）

この法律は，マンション建替組合の設立，権利変換手続による関係権利の変換，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等マンション

の建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより，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．

3 基本方針（法第4条）

国土交通大臣は，マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針（「基本方

針」）を定め，公表しなくてはならないとされている．

なお，法第4条第1項の規定に基づき，基本的な方針（平成14年国土交通省告示
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