
ははじじめめにに  

本書は、2018 年度マンション管理士・管理業務主任者試験の合格を目指す方に向けた「区分所有

法」を学習するためのテキストです。 

マンション管理士試験では過去 3年間平均 10 問（出題比率 20%）、管理業務主任者試験では過去 3

年間平均 7問（出題比率 14%）が出題されています。合格するためには避けては通れない重要な科目

です。 

「区分所有法」は、「マンション法」と呼称されることもあり、マンション管理の法令の中でも中

心となる法律です。マンションにおける権利関係や管理の問題は、戸建ての建物のそれとは全く異

なる別な要素が入り込むため、特殊かつ複雑なものです。その諸問題に対処すべく制定された「区

分所有法」の全てを確実に理解するのは、そう容易ではありません。 

しかし、条文数は 72 条と比較的少ない法律ですから、本書を使って学習すれば条文の仕組と「区

分所有法」の全体像を習得することができます。 

 

本書の特長 

本書は、全条文 72 条につき、条文→解説（用語理解・判例解説）→過去問の形式で説明をしてい

ます。全条文を総ざらいすることにより、「区分所有法」の全体像を把握するとともに試験問題で問

われる知識を理解・定着させ、合格レベルまで引き上げることができます。本書を有効活用すれば、

「区分所有法」で高得点を狙うことができます。 

 

本書の利用のしかた 

☆ まずは、条文を素読してみましょう。そして、その条文が定めている内容を大まかに掴んでく

ださい。 

☆ 試験対策上、重要な条文には解説があります。用語や判例の解説を含め熟読し、理解を深めた

後、過去問で理解度を確認してください。 

☆ 条文に対応する過去問の掲載が多ければ多いほど、その条文は、今年度の試験でも出題される

可能性が高いと言えます。復習をしっかりしてください。 

 

「2018 年版 出る順 マンション管理士 分野別過去問題集」または「2018 年版 出る順 管理業務

主任者 分野別過去問題集」をお持ちの方は、巻末の索引から該当する問番号を探し、改めて問題に

触れ、試験対策を万全にされることをおすすめします。 

 

最後に 2018 年度マンション管理士試験、管理業務主任者試験の合格を勝ち取られることを講師・

スタッフ一同、心よりお祈り申し上げます。 

 

2018 年 3 月吉日 

株式会社東京リーガルマインド 

管理業務主任者・マンション管理士試験部 
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第 3355 条 （招集の通知） 

1 集会の招集の通知は、会日より少なくとも 1 週間前に➊、会議の目的たる事項を示して、各区

分所有者に発しなければならない➋。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる➌。 

2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第 40 条の規定により定められた議決

権を行使すべき者（その者がないときは、共有者の 1人）➍にすれば足りる。 

3 第 1 項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその

場所に➎、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあて

てすれば足りる➏。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものと

みなす➐。 

4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者

に対する第 1項の通知➑は、規約に特別の定めがあるとき➒は、建物内の見やすい場所に掲示し

てすることができる➓。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみ

なす。 

5 第 1 項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第 17 条第 1 項、第 31 条第 1 項、

第 61 条第 5項、第 62 条第 1 項、第 68 条第 1 項又は第 69 条第 7 項に規定する決議事項である

とき⓫は、その議案の要領をも通知しなければならない。 

 

★解説★ 

■第 1 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本項は、集会の招集の通知の発送時期について規定している。集会では、管理に関する事項が定

められる。したがって、区分所有者が事前に準備を行うことができるように、あらかじめ、集会

の開催を知らせる必要がある。これを行うために、集会の招集の通知が義務づけられた。 

 

【➊ 会日より少なくとも一週間前に】 

⇒これは、集会の招集の通知を発送する日と会日の間に少なくとも 1 週間おくことを意味する。 

 

（例） 

6 月 9 日が会日である場合、6月 1日までに集会の招集の通知を発しなければならない。 

 

① 集会の招集の通知を発する日：6月 1日 

② 会日：6月 9日 

→①と②の間の日：6月 2日～8 日（1 週間） 

6月 1日 6 月 2日 6月 3日 6 月 4日 6 月 5日 6月 6日 6月 7日 6月 8日 6 月 9日 

発送        会日 

 

【➋ 発しなければならない】 

⇒「発しなければならない」とあることから、会日の 1 週間前までに、集会の招集の通知が区分

所有者に到達していることまでは要求されていない。 
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【➌ この期間は、規約で伸縮することができる】 

⇒「伸縮」とは、伸長し、又は短縮することをいう。標準管理規約では、この期間は 2 週間とさ

れており（標準管理規約（単棟型）43 条 1 項）、伸長されている。 
 
■第 2 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
【➍ 第 40 条の規定により定められた議決権を行使すべき者（その者がないときは、共有者の 1 人）】 

⇒専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者 1 人を定めなければ

ならない（40 条）。集会に出席し、議決権を行使するのは、この者であるから、集会の招集の

通知は、この者に発することになる。 

また、議決権を行使すべき者が定められていない場合には、共有者のうちいずれか 1人に対し、

集会の招集の通知を発すれば足り、全員に対し、発する必要はない。 

 

■第 3 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本項は、集会の招集の通知の宛て先について規定している。 

 

【➎ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に】 

⇒区分所有者が集会の招集の通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所にあてて通知を

発する。 

 

【➏ これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれ

ば足りる】 

⇒区分所有者が専有部分以外の場所に居住している場合であっても、集会の招集の通知を受ける

べき場所を通知していないときは、専有部分の所在場所にあてて通知を発すれば、義務を果た

したことになる。この規定では、専有部分の所在場所にあてて通知を発することが義務づけら

れているわけではないので、区分所有者の現在の居住場所を把握している場合に、その居住場

所にあてて集会の招集の通知を発することもできる。 

 

【➐ この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす】 

⇒本項に規定する場所にあてて集会の招集の通知が発せられた場合、その通知は通常それが到達

すべき時に到達したものとみなされる。 

つまり、実際には、集会の招集の通知が通常到達するであろう時期に到達していなかったとし

ても、通常それが到達すべき時に到達したものとして扱われる。 

 

■第 4 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【➑ 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有

者に対する第 1 項の通知】 

⇒本項により、掲示によりすることができるのは、「建物内に住所を有する区分所有者」と「前項

の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者」に対する集会の招集の通知である。建物内

に住所を有しておらず、集会の招集の通知を受けるべき場所を通知した区分所有者の場合、上

記のいずれにもあたらないことから、掲示によることはできない。 

 
集会の招集の通知を受けるべき場所を通知したか 

通知した 通知していない 

建物内に住所 

を有するか 

有する 掲示による通知は可能 掲示による通知は可能 

有しない 掲示による通知は不可能 掲示による通知は可能 
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【➒ 規約に特別の定めがあるときは】 

⇒掲示により集会の招集の通知をするには、規約にこれを認める旨の定めが必要である。 

 

【➓ 建物の見やすい場所に掲示してすることができる】 

⇒共用の掲示板など、建物の見やすい場所に掲示をする必要がある。 

 

■第 5 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本項は、議案の要領の通知をすべき事項を定めたものである。重要な決議事項に関しては、区分

所有者は、あらかじめ、決議をしようとする内容を把握し、準備をした上で、集会に出席するこ

とが望ましい。本項は、これを可能とするため、一定の決議事項につき、議案の要領の通知を義

務づけた。 

 

【⓫ 会議の目的たる事項が第 17 条第 1項、第 31 条第 1項、第 61 条第 5項、第 62 条第 1 項、第

68 条第 1 項又は第 69 条第 7 項に規定する決議事項であるとき】 

⇒具体的には、以下の事項が会議の目的となっている場合をいう。 

・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。）（17 条 1項） 

・規約の設定、変更又は廃止（31 条 1項） 

・建物の価格の 2 分の 1 を超える建物の部分が滅失した場合における、滅失した共用部分の復

旧（61 条 5項） 

・建替え（62 条 1項） 

・団地内の区分所有建物につき団地規約を定めるのに必要となる集会の決議（68 条 1項） 

・2以上の建物について一括して建替え承認決議に付すること（69 条 7項） 

 

⇒この規定は団地の集会に読み替えて準用され、以下の 2 つについても議案の要領の通知が義務

づけられている。 

・団地内の建物の建替え承認決議 

・団地内の建物の一括建替え決議 
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■過去問■ 

マ 10-08 管理組合の集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、

誤っているものはどれか。 

 

４ 専有部分を 3人が共同で相続した場合において、議決権を行使する者が定め

られていないときは、3 人のうちの 1人に対して集会の招集通知をすれば足り

る。 

→正 

 

マ 11-04 次の集会に開する規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、そ

の効力が生じないものはどれか。ただし、規約の定めは各区分所有者間の利害の

衡平が図られているものとする。 

 

２ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも 5 日前に、会議の目的たる事項を

示して、各区分所有者に発する。 

→生じる 

 

マ 12-25 「機械式駐車場の一部撤去に関する件」という議題で招集された集会

における区分所有者の次の発言のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤

っているものはどれか。ただし、機械式駐車場は区分所有者全員の共有に属する

ものとする。 

 

１ 議題は、通知されていますが、議案の要領は、本日、会場で出席者に配付さ

れ事前に通知されていません。各区分所有者は、会議の目的たる事項について

あらかじめその内容を知り検討したうえで、集会に出席したり、又は書面によ

り議決権を行使したりすることができませんので、決議しても無効です。 

→正 

 

マ 15-07 集会に関する次の記述の   の中の定数又は期間のうち、区分所有

法の規定によれば、規約でその定数を増加することも減少することもいずれもで

きるもの、又はその期間を伸長することも短縮することもいずれもできるものは

どれか。 

 

３ 建替え決議を会議の目的としない集会の招集の通知は、当該集会の会日より

少なくとも 1週間前に、各区分所有者に発しなければならない。 

→いずれもできる 

 

マ 17-05 集会の招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正

しいものの組合せはどれか。 

 

ア 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規約の変更の

決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。 

→正 

エ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも 1 週間前に、会議の目的たる事項

を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮

することができる。 

→正 

 

管 09-33 あるマンションで、管理組合を法人化するための総会が開催された場

合における次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれ

か。 

 

１ 総会開催日を平成 20 年 12 月 13 日とする場合、規約に特別の定めがないと

きには、招集通知は同年 12 月 6 日に発送すれば足りる。 

→誤 

２ 招集通知に、議題として「管理組合法人化の件」と明記した場合、法人化の

理由その他議案の要領は記載する必要がない。 

→正 
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管 11-31 集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の

規定に反しないものはどれか。 

 

１ 「役員資格に関する規約の改正について」の議題を通知したが、資格の改正

内容は通知しなかった。 

→反する 

２ 平成 23 年 1月 20 日を集会開催日とする招集通知を同年 1 月 13 日に発送し

た。 

→反する 

 

管 11-34 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規

定によれば、無効とされるものはどれか。 

 

３ 集会の招集の通知は、会議の目的が共用部分等の管理に関する決議事項であ

る場合においても、会議の目的である事項のほか議案の要領も通知しなければ

ならない。 

→有効 

 

管 12-36 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規

定によれば、無効とされるものはどれか。 

 

１ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも 5 日前に、会議の目的たる事項を

示して、各区分所有者に発しなければならない。 

→無効とされない 

 

管 14-31 期間に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤ってい

るものはどれか。 

 

１ 集会（建替え決議を会議の目的とするものを除く。）の招集通知は、会日の

少なくとも 1週間前に会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなけ

ればならないが、この期間は、規約により伸長も短縮もできる。 

→正 
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