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は し が き

　本書は、2011年３月11日の東日本大震災、2016年４月16日の熊本地震に

より被災したマンションの、建物取壊し・敷地売却事業の実務の経験をまと

めたものです。この事業の実務は、災害という非常時でもあり、法の未整備、

合意形成の難しさなどを要因として、実に困難を極めました。とりわけ改正

被災マンション法による建物取壊し・敷地売却の実務は未経験の領域であり、

実務上はある意味で全員同意を要することにもなるような、経験した者でな

ければわからない「事実は小説よりも奇なり」というものでした。こうした、

経験した者でなければわからない、法のしくみの解説、建物取壊し決議等の

事業実施の実際と具体的手続、特に留意すべき点、日々直面する困難な課題

の解決方法、それらから得られた教訓などをもれなくまとめ、マニュアルと

した初の試みです。

　この事業を担った私たちは、東日本大震災から10年を迎える現在、マンショ

ンが被災した際の対応の経験をマンションの管理に関与するすべての方が広

く共有すること、私たちの経験の是非を世に問うこと、今後の被災対応に活

かすこと、さらには、近年課題となっている区分所有関係解消の問題点を明

らかにすることが欠かせないと考え、本書を発刊することにしました。

　阪神・淡路大震災後に被災マンション法が制定されましたが、東日本大震

災において直面したのは、再建（または建替え）せずに建物を取り壊して敷地

を売却する、区分所有関係の解消という新たな選択でした。取りあえず全

員同意で取り壊したマンションでは、その後の敷地の取扱いについて、全員

同意による敷地売却という困難に直面しました。幸い、多くの方のご尽力で

2013年に被災マンション法が改正され、被災時の建物取壊し・敷地売却が

多数決決議によって可能となりました。

　ところが、この改正被災マンション法に基づき敷地売却に取り組んでみた

ところ、法は改正されたものの、実務上の困難は予想以上に大きいものでし
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た。何しろ前例がなく初めての経験であること、事業法、手続法がないこと

から、結局のところ、実務上は全員同意と変わらぬような困難があることが

判明しました。また、法が難解であることもあり、法の無理解からか、ある

被災マンションでは地上げまがいの強引な事業が進みましたが、それは後に、

訴訟において「敷地売却決議」無効の判決が出されることとなりました。

　この東日本大震災時のマンションの取壊し・敷地売却の経験は、熊本地震

で活かされることになりました。熊本地震では、東日本大震災における取組

みの経験を活用して、19棟の建物が取壊し、再建、建替え、敷地売却をそ

れぞれに選択しています。

　２つの震災の経験から学んだことは、被災時のマンションの対応は、その

選択肢が補修、復旧、建替え、再建、建物取壊し・敷地売却など多様である

ことから、特定の者が特定の選択肢に誘導することを避けなければならない

ということです。そのためには、法律、建築、マンション管理の研究者、実

務者が、チームとして対応することが欠かせません。また、建物取壊し・敷

地売却は、所有権を剥奪するものであることから、その合意と手続の過程は

厳格に取り扱われ、瑕疵なく、適法にということが必要となります。さらに

は、たとえば区分所有法に基づく復旧にしても４分の３以上の同意が必要で

あり、被災マンション法に基づく建物取壊し・敷地売却には５分の４以上、

実務上は全員同意に近い作業が課せられることから、多数当事者が納得する

合意形成の過程は欠かせません。法がどんなに整備されたとしても、このこ

とに変わりはないのです。したがって、非常時のマンション管理のあり方を

考えると、日頃から合意形成の基盤を醸成するように、より一層心がけなけ

ればならないわけです。

　本書が、当事者である区分所有者（敷地共有者）の参考となり、また、建築

専門家、法律専門家、マンションの管理に携わる研究者、実務者など多くの

皆さんが被災マンションの支援を行う際の参考となれば幸甚です。

　私たちが経験した被災マンションの建物取壊し・敷地売却事業は、区分所
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有者（敷地共有者）、研究者、実務者の協働の事業であって、その過程で、皆

さんと悩み、戸惑い、喜怒哀楽を共にし、得がたい知己を得ましたが、その

貴重な話は紙数の都合で残念ながら割愛しました。いずれ機会を得て、お伝

えしたいと考えています。

　東日本大震災と熊本地震による被災という困難な中で、被災マンションの

建物取壊し・敷地売却に真摯に取り組んだ区分所有者（敷地共有者）の皆さん

に、心から敬意を表します。また、それぞれの事業に献身的に関与し、支援

してくださった多くの研究者、実務者の皆さんに、心から感謝いたします。

これらの方々の労苦を厭わない前向きで献身的な取組みがなければ、本書の

発刊もあり得ませんでした。

　本書の編集にあたっては、民事法研究会の軸丸和宏さんに格別のご支援を

いただき、大変お世話になりました。記して感謝の意を表します。

　　2020年12月

執筆者を代表して

萩　原　孝　次
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1　最初に注意しておくこと

⑴　チームで対応する

　建物取壊し、敷地売却は、当事者（区分所有者・敷地共有者）と専門家のチー

ムで対応してください。とても１人の専門家で対応できるものではなく、か

えって、１人の専門家であるがゆえの不都合も生じることがありますので、

チームで取り組むことが肝要になります。

⑵　偏りのない選択肢の情報提供と合意形成

　被災マンションの選択肢は、復旧、再建、建替え、建物取壊し、敷地売却

など多様な選択肢があり、それらの選択肢の中から、当事者にとって最も有

効でかつ合意可能な選択肢を採用することになります。そのためには、選択

肢に係る情報を偏ることなく提供し、オープンな議論で合意していくことで

す。

　特定の専門家は、その得意とする領域に誘導しがちになり、さまざまな選

択肢の中から偏りなく検討し合意していく過程を踏むことについての注意が

おろそかになります。たとえば、ディベロッパーや設計コンサルタントであ

れば再建や建替えに誘導し、宅地建物取引業者であれば敷地売却に誘導する

ことになりがちです。

　それぞれの分野の専門家は、それぞれの分野の専門家にすぎないのですか

ら、復旧、再建、建替え、建物取壊し、敷地売却などの選択肢の中から１つ

を選択し、事業を完遂するためには、やはりチーム力が必要です。

　復旧にしても４分の３以上、その他の再建、取壊し、建物取壊し、敷地売

却などは５分の４以上または全員の同意ですから、当事者の納得のいく合意

なしには事業は成功しません。
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【参考】　東日本大震災における専門家チーム

　東日本大震災では、日本マンション学会、宮城県マンション管理士会、

弁護士、司法書士で構成される専門家チームを組織し、ＨＳ、ＤＡマン

ションの敷地売却を成功に導くことができました。

⑶　とても難しい内容です

　東日本大震災の事例で、主に弁護士がかかわっていたＳＴマンションでは、

管理組合法人の集会決議による解散と管理組合の消滅の混同、敷地売却決議

手続の厳格な要件の欠落、集会議事録の偽造、権限のない者による催告、売

渡請求者を買主とする混乱などが起きました。この結果、決議の有効性をめ

ぐって訴訟になり、仙台地方裁判所平成27年９月25日判決で、敷地売却決

議が無効となりました。

　被災マンション法は、区分所有法の特別法ですから、条文の随所に準用が

行われています。このために、法の条文を正確に理解することが難しくなっ

ています。同法は所有権を多数決によって奪うものですから、その手続が特

に厳格に定められています。これらの法定の手続要件を満たすための注意が

欠かせません。

　被災マンション法は、いわゆる事業法（手続法）が未整備です。マンショ

ン建替え等円滑化法とも関係していませんので、同法を活用することはでき

ません。このため、集会決議以降の実務の手続は手探りの状態になり、これ

らの全過程を瑕疵なく進めなければなりません。

　チームは、区分所有者（敷地共有者）、弁護士、司法書士、設計コンサルタ

ント、まちづくりコンサルタント、再開発コンサルタント、宅地建物取引業

者、マンション管理士などの多様な専門家を集め、かつ、これらを１つにま

とめ上げることができるようにしていかねばなりません。
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2　本マニュアルが想定している流れ

⑴　「建物取壊し」と「敷地売却」との２段階

　本マニュアルが想定している、被災マンションが敷地売却に至るまでの大

きな流れは、以下のとおりです。

①建物取壊しの合意を得てマンション（建物）を取り壊し、②敷地売却

の合意を得て敷地を売却する。

　大きな特徴は、①建物取壊しと、②敷地売却の２つの（２段階の）事業を

行うことです。これに伴い、敷地売却までに①建物取壊しの合意と②敷地売

却の合意の２つの合意（２段階の合意）が必要となるという点がとても重要で

す。

　東日本大震災で被災した仙台市の敷地売却２事例と、平成28年（2016年）

熊本地震で被災した熊本市の敷地売却８事例はこの流れを経て敷地売却に至

りました。

　①建物取壊しには、被災マンション法
1

11条の取壊し決議による場合と、

民法251条に基づく全員同意による場合の２通りがあります。

　②敷地売却も、被災マンション法５条の敷地売却決議による場合と、民法

251条に基づく全員同意による場合の２通りがあります。

1　正式名称は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」です。

①建物取壊し（第１章）
被災マンション法11条の取壊し決議
または、建物取壊しの全員同意

②敷地売却（第２章）
被災マンション法５条の敷地売却決議
または、敷地売却の全員同意
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　建物が全部滅失
2

した場合などは、理論的には②の敷地売却から進められ

ますが、実際には、敷地に残った建物の残骸の撤去が必要である場合や、全

部滅失か大規模一部滅失
3

かの判断が微妙な場合などが想定され、①の建物

取壊しの手順が必要となる場合も考えられます。

⑵　４つの注意点

A　敷地が区分所有者の共有になっていることの確認

　敷地が区分所有者全員の共有になっているマンションとは、すべての区分

所有者の登記記録（建物の登記記録）に「敷地権」の表示がある、または敷地（土

地）の登記記録が全部敷地権になっていることが確認できるマンションです。

　現在建てられているマンションのほとんどは、敷地が区分所有者全員の共

有（または準共有）になっていますが、昭和58年（1983年）以前分譲のマンショ

ンを中心として、稀に、このような状態になっていないマンションがあります。

　そのため、まず最初に、被災したマンションの敷地が、区分所有者全員の

共有になっているかどうかを確認してください。敷地が複数の筆（区画）に

分かれている場合も、それぞれの筆（区画）が区分所有者全員の共有になっ

ているかどうかを確認してください。

　前項で説明したように、本マニュアルでは、建物取壊し事業のあとに、敷

地売却事業を行う流れを想定しています。被災マンション法では、マンショ

ンを取り壊した後の敷地が、マンションが建っていたときの区分所有者（＝

旧区分所有者）の共有（または準共有）になっていることを、敷地売却決議の

要件と位置づけています。

　また、旧区分所有者以外の敷地共有者は、被災マンション法でいう敷地共

2　全部滅失とは、政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合をいい
ます。第１章1⑵参照。
3　大規模一部滅失とは、区分所有建物の価格の２分の１超に相当する部分が滅失した
場合をいいます。第１章1⑵参照。
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有者等には該当しないと考えられています。旧区分所有者以外の敷地共有者

がいる場合や、敷地共有者ではない旧区分所有者がいる場合などに、注意が

必要です。

旧区分所有者以外の敷地共有者
がいる場合の例

敷地共有者ではない旧区分所有
者がいる場合の例

旧区分所有者 ＡＢＣＤＥＦ ＨＩＪＫＬＭＮ
敷地共有者 ＡＢＣＤＥＦＧ ＨＩＪＫＬＭ

説明
Ｇは敷地共有者だが旧区分所有
者ではない

Ｎは旧区分所有者だが敷地共有
者ではない

　さらに、マンションに関係する土地が複数の筆になっている場合には、そ

れぞれの土地と旧区分所有者の権利関係の確認が必要です。

　敷地が区分所有者全員の共有になっていることの確認や、敷地が複数の筆

の場合に敷地と建物との関係の確認を怠ると、敷地売却事業において思わぬ

紛争に直面する可能性がありますので、十分に注意してください。

　なお、被災したマンションの敷地が、区分所有者全員の共有になっていな

い場合や、このことについて正確に理解したい場合は、第３章1を確認して

ください。詳細に説明しています。

B　被災マンション法適用災害として政令指定されていることの確認

　被災マンション法11条の建物取壊し決議や、同５条の敷地売却決議を行

うための前提として、被災の原因となった災害が「被災マンション法が適用

される災害」として政令指定されている必要があります（第１章1⑴参照）。

　なお、「激甚災害法に基づく激甚災害の政令指定
4

」とは全く別物ですので

4　激甚災害法の正式名称は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法
律」です。激甚災害とは、地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者
に助成や財政援助を特に必要とするものです。発生した災害が、激甚災害法に基づいて
激甚災害として政令で指定されると、国により災害復旧事業の補助金の上積みがなされ
ます。
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十分注意してください。熊本地震の際には、「政令指定」という言葉だけが一

人歩きして、「激甚災害法に基づく激甚災害の政令指定」と混同している方が

多くみられました。

C　大規模一部滅失や全部滅失の確認

　被災マンション法に基づいて建物取壊し（同法11条）を決議するためには、

建物が大規模一部滅失である必要があります（第１章1⑵参照）。同様に、敷

地売却（同法５条）を決議するためには、建物が全部滅失の状態か、または、

被災マンション法や全員同意により建物取壊しが行われている必要がありま

す。

D　さまざまな被災区分があることの確認

　建物の被災度を表す尺度にはさまざまなものがあるため、この点を確認し

ていないと被災時に無用な誤解や混乱が生じます。たとえば、「地震で建物

が全壊した」ときの「全壊」は、災害対策基本法の被害認定基準に基づく判

断です。しかし、似たような言葉で、地震保険には「全損」、区分所有法・

被災マンション法には「全部滅失」という言葉があります。そして、全壊判

定だからといって、地震保険で全損になるわけでもなく、区分所有法の全部

滅失に該当するわけでもありません。それらは、全く別々の判断基準で、相

互に関連がなく判断されます。この点に十分注意を払ってください。

　このことについて正確に理解したい場合は、第３章2を確認してください。

詳細に説明しています。

《参考法令》
民法251条（共有物の変更）
　　各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることが
できない。

被災マンション法５条（敷地売却決議等）
１　敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の５分の４以上の多数
で、敷地共有持分等に係る土地（これに関する権利を含む。）を売却する旨の決
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議（以下「敷地売却決議」という。）をすることができる。
被災マンション法11条（取壊し決議等）
１　第７条に規定する場合においては、区分所有者集会において、区分所有者及
び議決権の各５分の４以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議（以
下「取壊し決議」という。）をすることができる。
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〈図1〉　マンションの被災から建物取壊しまでのフローチャート

マンションの被災（大規模一部滅失）

各種確認・方向性の比較検討（第１章1⑴～⑹）

取壊し推進決議（第１章1⑺）

本マニュアルでは扱いません
（序章3⑴､ ⑶）

本マニュアルでは扱いません（序章3⑷）

建物取壊し実施

更地状態（全部滅失状態）・敷地共有状態

敷地売却へ（〈図２〉）

復旧
を選択

建替え
を選択

取壊し
を選択

建物敷地一括売却
を選択

建物取壊し敷地売却
を選択

各種検討（第１章2⑴～⑹）

取壊し決議の総会招集通知・説明会（第１章2⑺・⑻）

取壊し決議の総会（第１章2⑼） 取壊し全員同意（第１章2⑽）

催告・売渡請求・抵当権消滅請求（第１章3⑴～⑶）

買戻しのための売渡請求（第１章3⑷)

取壊しを中止した場合 取壊しを実施する場合

公費解体の場合 自費解体の場合

公費解体申請（第１章3⑸) 公費助成の申請（第１章3⑹)

解体業者との契約（第１章3⑺)

残余財産分配・敷地売却活動資金確保・管理組合の消滅（第１章3⑻・⑼）
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〈図２〉　更地状態から敷地売却までのフローチャート

更地状態（全部滅失状態）・敷地共有状態

各種確認・再建か敷地売却かの比較検討（第２章1⑴～⑷）

敷地売却推進決議（第２章1⑸）
※取壊し推進決議（第１章１⑺）と敷地売却推進決議をセットで可決している場合は省略

本マニュアルでは扱いません（序章3⑵）

共有持分を集約する（委任契約または信託契約）（第２章3⑻）

売却代金と管理組合財産の清算（分配）（第２章3⑽）

各種検討（第２章2⑴～⑷）

敷地売却の総会招集通知・説明会（第２章2⑸・⑹）

敷地売却決議の総会（第２章2⑺） 全員からの敷地売却同意書提出（第２章2⑻）

催告・売渡請求・抵当権抹消の交渉（第２章3⑴～⑷）

買戻しのための売渡請求（第２章3⑸)

敷地売却を中止した場合 敷地売却を実施する場合

共有持分を集約するか否かの検討（第２章3⑹）

集約する場合 集約しない場合

個別に買主に売却（第２章3⑹参考)

敷地売却の決済と引渡し（第２章3⑼）

敷地売却を選択

法人に集約する場合 個人に集約する場合

一般社団法人を設立する（第２章3⑺） 管理組合財産の清算（第２章3⑽)

一般社団法人の解散と清算（第２章3⑾）※一般社団法人（第２章3⑹）を設立していない場合は省略

再建を選択





あとがき

176

あ と が き

　早いもので、あの未曾有の東日本大震災から10年を迎えます。

　発災から数カ月後、法務省から「被災マンション法を適用するか否か」と

のヒアリングを受けたとき、当時の被災マンション法には「再建」しかなかっ

たので、仙台市内で該当するマンションは思い当たりませんでした。実際に

建物を解体した５棟のマンションは、いずれも「再建」を選択しませんでした。

しかし、残された共有敷地をどうするかは区分所有法に定めがないので、民

法の定めに従うことになります。共有敷地の売却は全員同意でしかできませ

ん。そのことを被災地調査で来仙されていた一般社団法人日本マンション学

会東日本大震災特別研究委員会委員長の折田泰宏弁護士をはじめ、多くの皆

様に相談しました。法務省の担当者にも連絡しました。無我夢中で動いてい

るうちに、被災マンション法が改正され、敷地売却が多数決でできるように

なり、本当に助かりました。

　その後、仙台市内で被災したマンションの敷地売却事業に、マンション管

理士として実際にかかわることになり、滞納金、担保権、外国居住者、連絡

先不明者等、多くの問題に直面しました。それらの問題解決にあたっては、

絡んだ毛糸を一本一本ほぐしていくような思いで対応していきました。その

過程では、折田弁護士、松澤陽明弁護士、針生美佳司法書士をはじめ多くの

関係者のお力添えをいただきました。あらためて感謝申し上げます。

　最終的には、一般社団法人を設立して信託契約による共有持分の集約を行

い、無事、敷地売却事業は完了し、敷地共有者団体の解散集会を行いました。

このとき、すでに震災から５年ほどが経過していました。

　ほっとした矢先に熊本地震が発生しました。翌月、熊本市のマンションの

被災状況調査に向かいました。熊本でも、市内で被災したマンションの敷地

売却事業を支援することになりました。被災マンション法が改正されて、建

物取壊しが多数決でできるようになっていたため、仙台よりは進めやすいと
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思っていました。しかし、熊本では公費解体に際して、区分所有者全員の家

財放棄同意書を求められるなど、仙台とはまた異なる多くの問題に直面しま

した。

　仙台と熊本で敷地売却事業を支援した被災マンションは、いずれも管理組

合運営が適切に行われていたとは言い難いマンションです。管理組合内部に

平時からの問題を抱えながら、被災後の期限の制約のある中で、合意形成に

奮闘された役員の皆様には本当に頭が下がります。

　仙台と熊本で、共にマンション管理士として敷地売却の実務にかかわった

萩原孝次さんと私（髙橋）が経験したことを、建物取壊し・敷地売却マニュ

アルとして記録に残したいとの思いから、本書の執筆はスタートしました。

正確には、仙台の敷地売却事業が完了した頃には、本書の執筆を始めていま

したが、熊本地震による発災により、本書の執筆が一時中断し、熊本の経験

も踏まえて、全体構成を見直すことから再スタートすることになりました。

　本書の執筆については、東日本大震災後、日本マンション学会の東日本大

震災特別研究委員会のメンバーとして被災マンションの調査を行っていた、

東北工業大学（当時）の小杉学さんとともに進めました。小杉さんには、主

に私や萩原さんが持っている情報の整理と、本書全体の構成を担っていただ

きました。小杉さんの下書きをもとに３人で分担執筆し、それを再び３人で

検討・確認するという作業の繰り返しでした。この作業は、それぞれの仕事

の合間を縫って行われたため、延々と続きました。小杉さんが千葉県の明海

大学に転職された後も、幾度となく合宿と称して仙台に来ていただき、土日

を使って集中的に本書の議論を進めました。熊本の建物取壊しや敷地売却は、

仙台での経験とは異なることも多く、仙台の事例をもとに書き進めていた本

書は、たびたび修正せざるを得ませんでした。しかし、その分、内容に厚み

が出たと思っています。なお、「委任による窓口の一本化」の部分については、

大和ライフネクスト株式会社マンションみらい価値研究所の田中昌樹氏によ

る、熊本の被災マンション敷地売却事業に関する調査報告書を参考にさせて
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いただきました。ここに記して感謝申し上げます。

　日本は世界に類をみない地震国です。これからもいつ、どこで震災が起き

ても不思議ではありません。その時に、本書がいくらかでもマンション管理

組合の役に立てるのであればうれしい限りです。

　　2020年12月

執筆者を代表して

髙　橋　悦　子
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ンション管理士会副会長（現在）、2014年一般社団法人日本マンション学
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