
 

令和３年度（2021年度） 

宝塚市マンション管理に関する資料提供  
本資料は適正なマンション管理に関する基礎的な内容について、宝塚市内の

分譲マンション管理組合へ資料提供することを目的に作成したものです。    

資料提供にあたり内容については、（公財）マンション管理センター大阪支

部、宝塚マンション管理組合協議会、宝塚市の３者により作成しました。 

 貴管理組合における円滑な組合運営や、区分所有者としての心構えなど基礎

的知識の習得にご活用いただき、これを機にマンションの住環境維持の一助に

なれば幸いです。 

 

作成 令和３年（2021年）5月 

 

マンション管理組合の総会 

～４つの場面における Q＆A～ 
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第１章 

はじめに・・・                                           
 

区分所有者としての希望を叶えるために 

～ より良いマンションライフを実現する ～  
このようなマンションにしたいという希望を持つことは区分所有者個人の自由です。個

人の希望を間違っていると非難することは出来ません。しかし自己主張、自己満足、自己中

心、自己本位、自己顕示、自己犠牲、自己愛で終わることは良くありません。 

マンションにおいて自分の希望を叶えるには、自治ルールの手続き（≒総会）に沿って多

くの方の賛同を得ることができれば希望を叶えることができます。多くの方の賛同を得る

ということは、多くの方も希望されることを考えなければならないということです。 

多くの方の希望を実現するにはマンションの通常総会を経て、合意形成を図ることにな

ります。しかし、総会そのものが適正な形に則って決議されていなければ、その決議が無効

になりかねません。だからこそ、適正な総会運営が重要であり、管理組合役員だけでなく、

区分所有者全員が総会の運営に対する理解と協力が大切です。 

ただ、「総会って事務的・閉鎖的で苦手」、「興味のある人だけ参加すればよい」、「そもそ

も必要性を感じない」といった否定的な先入観をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 

本資料では総会に関する疑問をＱ＆Ａ形式で解説していますので、管理組合役員だけで

なく、各区分所有者の皆様にもご活用いただきたいと考えています。 
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第２章 

管理組合の総会 ～４つの場面におけるQ＆A～                     

 

管理組合の総会とは 

管理組合の業務執行は理事が集まって組織する理事会が行い、執行状況が正しいかどう

かを監事がいつも注意しておくという体制を取っていますが、理事会の業務執行を認める

のは、全組合員が出席して議決権を行使する「総会」です。総会は管理組合の最高意思決定

機関と位置づけられています。総会での運営手続きに、間違いがあっては、理事会の業務執

行も行うことができなくなります。そこで区分所有法（以下、「区分法」という。）でも集会

（総会）については色々な事項を規定しています。 

 

場面１ 

会計年度が終わりました、決算日が来ました。 

総会についての様々な疑問が出てきました。 

それに今直面している問題として、コロナ禍での総会開催があります。 

 

Ｑ１－① 通常総会は開催しなければいけないの？ 

➡ 理事長は組合員から、管理費、修繕積立金を徴収して、１年間の予算を組んで、業務
執行を行っていきます。皆さんから集めたお金はこんな業務にいくら使いましたとい

う報告を組合員の前で行ってもらう必要があるでしょう。 

理事長は区分法でいう管理者となっています。区分法４３条で、管理者の報告を義務

付けています。管理者は、開催しなければ過料の罰則があります。 

 

●区分所有法：（事務の報告） 

第四十三条  管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、 

その事務に関する報告をしなければならない。 

 

Ｑ１―② コロナ禍で出席することが怖いのに、通常総会は開催しなければいけないの？ 

総会に変わるものはないの？書面だけで決議しても良いのではないか？ 

 ➡ 区分法４５条では書面決議という総会を開催せずに議案の決議をする方法が認めら
れています。しかし１項ではこの方法に同意できないという組合員、２項では議案に反

対であるという組合員が一人でも出てくれば、この方法は認められません。それに通常

総会は１年間の報告を行う総会ですから、区分法４３条で義務付けている管理者の報

告は全組合員を前にして行うことが必要だというのが一般的な考えです。住戸数の多

いマンションでは、書面決議は現実的に不可能と考えた方が良いでしょう。 

   通年の通常総会を考えてみると、実出席者が９０％を超えるということは余りない
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でしょう。それは理事会への信頼が厚く、良く検討してくれた議案を提出してくれてい

る、議案書を見れば議案内容が良く解る、総会の場で対立し議論を戦わすような議案で

はない、といったことから委任状での出席者が多い訳です。 

   仮にそうであれば、コロナ禍での総会も理事会を信頼してもらえる議案で、なるべく

実出席を控えてもらって少人数の総会を開催するといった方法もひとつではないでし

ょうか。 

 

Ｑ２－① 通常総会は、なぜ一定の時期に開催しないといけないの？ 

➡ 決算が終わると通常総会で次年度の予算が承認されるまでは、本来お金は出せない
状態になります。しかし、電気代や税金なども同じですが、管理委託業務費など続けて

業務をお願いしている以上は、予算が承認されていなくても請求がくれば支払わなけ

ればなりません。通常総会までの予算が承認されていない期間が昨年は３ヶ月、今年は

６ヶ月、来年は１ヶ月と変わっていれば、通常総会で承認された予算の執行期間が年に

よって違ってくることになります。そのような状態では、毎年の予算執行のチェックが

出来なくなります。 

つまり、会計年度の実質の長さが年によって違うのは、予算執行のチェックができず

予算の承認が困難になるため良くないのです。 

 

Ｑ２－② コロナ禍での通常総会は、延期してはいけないの？ 

 ➡ 法務省から「区分所有法においては、管理者又は理事が、少なくとも毎年１回集会を
招集しなければならないとされ、集会において毎年１回一定の時期にその事務に関す

る報告をしなければならないとされていますが（区分所有法３４条２項、４３条、４７

条１２項、６６条）、前年の開催から１年以内に必ず集会の招集をし、集会においてそ

の事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。 

したがって、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から１年

以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その

状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」

との見解が示されています。 

   延期は可能であるものの、この見解ではやはり１年以内に総会を開催して、事務の報

告を行うことが必要ということになります。ということは理事会を信頼してもらえる

議案で、なるべく実出席は控えてもらって少人数の総会を開催することを考える必要

があるでしょう。 

 

Ｑ３ なぜ、新会計年度開始以後２ヶ月以内に招集するの？ 

➡ 通常総会を開催するのに総会資料を作成する必要があります。監査業務・報告書作
成・予算書作成・事業計画立案・議案書作成・印刷・通知など大変な作業が必要です。
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各管理組合でどれ位の時間が必要かを検討して決めることになります。 

標準管理規約ではこれらの作業に２ヶ月位は必要と考えて、標準管理規約（単棟型）

４２条３で、一定の時期を２ヶ月としています。 

標準管理規約（単棟型）：（総会） 

第 42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 

３ 理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２か月以内に招集しなければならない。 

４ 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。 

５ 総会の議長は、理事長が務める。 

 

Ｑ４ 総会は理事長しか招集できないの？ 

➡ 管理会社が総会を招集してくれているように思いますが、本来なら総会は誰が招集
するのでしょうか。 

総会は管理組合の最高意思決定機関と位置付けられています。区分法３４条で、管理

者（理事長）の義務として少なくとも毎年１回招集しなければなりません。他には区分

法３４条で、少数の組合員は総会開催を管理者である理事長に請求できますし、理事長

が応じない場合は自らが招集できます。また標準管理規約には、監事も総会を招集でき

る旨を規定しています。 

 

●区分所有法：（総会の招集） 

第三十四条  集会は、管理者が招集する。 

２  管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。  

３  区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事

項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 

４  前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日と

する集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することがで

きる。 

５  管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集

することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 

 

標準管理規約（単棟型）：（監事） 

第４１条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければな
らない。 

２ 監事は、いつでも、理事及び第３８条第１項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は
業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

３ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集
することができる。 

４ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

５ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規
約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認
めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 
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６ 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を
請求することができる。 

７ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週聞以内の日を理事会
の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することが
できる。 

Ｑ５ 総会の召集通知が各区分所有者に到達したことを確認しなくて良いの？ 

➡ 区分法３５条 1で、「発しなければならない」としているだけですので、確認まで 

は求められていません。 

   

Ｑ６ 建物内に住んでいない人にまで通知を出さなくてはいけないの？ 

➡ 区分法３５条１で、「各区分所有者に発しなければならない」となっていますので、
建物内に住んでいなくても召集通知を発しなければなりません。 

 

Ｑ７ 通知内容をマンション内の掲示板に張るだけでも良いの？ 

➡ 区分法３５条４で、マンションの管理規約で定めておけば、建物内に住んでいる区分
所有者、送付先住所を連絡してこない区分所有者には掲示で済ますことが出来ます。 

 

●区分所有法：（召集の通知） 

第三十五条  集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、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。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 

２  専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十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、共有者の一人）にすれば足りる。 

３  第一項の通知は、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、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。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。 

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

第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。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。  

 

場面２ 

総会当日になりました。 

当日においても様々な疑問が出てきました。 

 

Ｑ８ 召集通知時の出席届は何のために添付したの？ 

➡ 実出席者が入り切れるような会場であるかを確認するためです。 
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Ｑ９ 召集通知の際、出席届と委任状のみで、議決権行使書を添付しなかったけど、問題な

かったの？ 

➡ 区分法３９条２で、議決権は書面、または代理人によって行使できるとなっています。
区分所有者が自ら議決権行使書を作成して提出してくれば受け取らなければなりませ

ん。各議案に対する賛否を明確にし、区分所有者の意思表示を総会に直接反映させる点

では、議決権行使書によって組合員本人が自ら賛否の意思表示をすることが望ましい

です。  
●区分所有法：（議事）  

第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半 

数で決する。  

２  議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。  

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。 

 

Ｑ１０ 部屋の大きさが違うのに議決権が同じで良いの？ 

➡ 区分法３８条で、規約に別段の定めがない限り、１４条に定める割合（共用部分の持
分の割合）によるとされ、１４条では専有部分の床面積の割合によるとしていますが、

規約での別段の定めを認めています。大きな不衡平でない限り（受忍限度内であれば）、

規約に書かれた割合となります。 

●区分所有法：（共用部分の持分の割合） 

第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 

２ 、３項 省略  

４  前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 

 

●区分所有法：（議決権）  

第三十八条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。  

 

Ｑ１１ 共有名義の組合員が夫婦で出席してきた時はどう扱うの？ 

➡ 区分法４０条で、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません。 

 

●区分所有法：（議決権行使者の指定）  

第四十条  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一人を定めなければな

らない。 
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Ｑ１２ 賃借人が出席を求めてきた時はどう扱うの？ 

➡ 区分法４４条１で、議案について利害関係を有する場合は、出席して意見を述べるこ
とが出来ます。ただし、明確な資格のある代理人としての出席でなければ決議には参加

できません。 

 

●区分所有法：（占有者の意見陳述権） 

第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有す

る場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 

２ 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞な

く、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 

 

 

場面３ 

いよいよ総会が始まりました。 

 総会中も何かと疑問が尽きません。 

 

Ｑ１３ 議長は誰がやるの？ 

➡ 区分法４１条で、規約に別段の定め、または別段の決議がなければ、管理者または総
会を招集した区分所有者の一人が議長となるとなっており、標準管理規約（単棟型）４

２条５で総会の議長は、理事長が務めるとし、標準管理規約（単棟型）４４条３で組合

員の１／５で総会開催請求の場合は、総会に出席した組合員（書面又は代理人によって

議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、出席した組合員の中から過

半数決議で選任します。 

 

●区分所有法：（議長）  

第四十一条  集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又

は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。  

 

標準管理規約（単棟型）：（総会） 

第 42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 

３ 理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２か月以内に招集しなければならない。 

４ 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。 

５ 総会の議長は、理事長が務める。 

 

標準管理規約（単棟型）：（組合員の総会招集権） 

第 44 条 組合員が組合員総数の５分の１以上及び第 46 条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に

当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内

にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議である
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ときは、２か月と２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 

２ 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することがで

きる。 

３ 前２項により招集された臨時総会においては、第４２条第５項にかかわらず、議長は、総会に出席し

た組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中

から選任する。 
 

Ｑ１４ 白紙委任状は有効なの？ 

➡ 白紙委任状は議案に賛成します、文句は言いませんと捉えると解釈して良いことに
なっています。 

 

Ｑ１５ 白紙委任状を、真面目に組合運営を考えている実出席者の決議の多い方の意見に

上乗せしてはいけないの？ 

➡ 実際に出席される方だけの意見によって決めることは、区分法３９条２で代理人に
よる議決権行使を認めていて、白紙委任状を出した組合員の「私は議案にそのまま従い

ます」という意見を変えてしまうことになりますのでできません。 

 

●区分所有法：（議事）  

第三十九条  前掲 

 

Ｑ１６ 緊急動議（あらかじめ通知していない議事の提案）は認められるの？ 

➡ 区分法３７条１であらかじめ通知した事項のみ決議できるとなっていて、普通決議
事項については緊急動議を認めるという規約条文がなければ、決議できないとなって

います。 

●区分所有法：（決議事項の制限） 

第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をする

ことができる。 

２  前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の

定めをすることを妨げない。  

以  下  省  略 

 

Ｑ１７ 議長の権限は何処まであるの？ 

➡ 一般の会議体の議長の権限と同じで、議事整理権、議場秩序維持権を持っています。 
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場面 4 

総会が終わりました。 

 無事終わってひと安心。でも、新たな疑問が出てきました。 

 

Ｑ１８ 議事録は誰が作成するの？ 

➡ 区分法４２条１で、議長は議事録を作成しなければなりません。 

 

Ｑ１９ 議事録には詳細まで記載しないといけないの？ 

➡ 区分法４２条２で、議事の経過の要領及びその結果を記載しなければなりませんが、 
  発言者の一言一句すべてを書き起こす必要はありません。 

●区分所有法：（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。  

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。  

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。  

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

執らなければならない。  

５  第三十三条の規定は、議事録について準用する。（規約の保管及び閲覧） 

※区分所有法第 42条文中の「押印」については法改正により押印廃止の予定 

 

Ｑ２０ 議事録に虚偽の記載をすれば、罰則はあるの？ 

➡ 区分法７１条で、２０万円以下の過料となります。 

 

Ｑ２１ 理事会議事録に虚偽の記載をすれば、罰則はあるの？ 

➡ 区分法７１条の規定は、あくまでも区分法条文にあるものだけが対象となります。理
事会議事録は区分法の対象外です。 
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第３章 

おわりに・・・                                     
区分所有者としての権利と義務 

自分の財産を守りたいのは誰でも同じでしょう、では貴方はマンション内にどれだけの

財産を持っていますか？専有部分というマンション内の１区画を所有しているというのは

解っているが、敷地は自分の所有物なの？共用部分と呼ばれる廊下・階段・エレベーター・

躯体等は自分の所有物なの？ 

敷地、共用部分は自分のではなくて自分達の所有物、自分達の財産です。財産として所有

する権利を持つということは、他人に迷惑の掛からないように維持管理しなくてはいけな

いという義務が出てきます。自分達の所有物ですから、自分でではなく、自分達で維持管理

しなくてはなりません。自分達がいがみあった状態では所有物を良好な状態には保てない、

適正な管理が出来ないのです。 

管理組合は多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、

しかしてその組織によって代表選考の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主

要な点が確定しているような良好な状態であれば、『権利能力なき社団』として認められる

管理組合という団体になれるのです。管理組合という区分所有者の団体では、多数決の原則

が行われて決められたことは、全ての組合員・区分所有者は違う意見を持っていても従わな

ければなりません。 

 

マンションでの良識と常識 

区分法第３条では、管理組合という全区分所有者が加入する団体で、総会を開催して、管

理規約を定めて、管理者である理事長を決めることができるとなっていて、管理組合ごとの

自治運営を大きく認めているのです。 

自分達の財産ですから、自分達のやりたいように自分達の常識に従って管理すれば良い

のですが、マンションでの常識は良識を守った正しい常識と、良識の範囲を超えた間違った

常識があります。他人に迷惑の掛かるような管理はできません。法律や自分達で作った自治

ルール（管理規約）だけは守らなければなりません。それが良識の範囲です。 

良識の範囲を逸脱した間違った常識で管理運営していることに誰も気づかずにいること

が非常に多いのがマンションです。間違った常識での管理運営の方法が良いという意見が

多いのであれば、自治ルールの方をあわせることも出来るのです。管理規約を無視したり、

違反したりして間違った常識で管理運営を続けていると、争いごとになった場合に困るこ

とになります。少なくとも、間違っているとは言えない常識で管理組合を運営し、良識に近

づけることが大切です。完璧な理想を追い求めすぎることは、結果として事態を悪化させる

ことがよくあります。宝塚市内の管理組合には初めからベストに固執するのではなく、緩や

かにベターな方向への舵とりを期待しています。 
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参考資料 総会出席届・委任状（書式例） 

出席届 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿管理組合 御中 

 

私は、令和＿＿年＿＿月＿＿日の第＿＿回総会に出席します。 

 

 令和＿＿年＿＿月＿＿日 

                ＿＿＿号室 

 

                 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 

                 キリトリセン                      

委任状 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿管理組合 御中 

 

私は、＿＿＿号室の＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏を代理人と定め、令和＿＿年＿＿月

＿＿日開催の第＿＿回総会において議決権を行使することを委任します。 

 

令和＿＿年＿＿月＿＿日 

                ＿＿＿号室 

 

                 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 

 

令和＿＿年＿＿月＿＿日までに＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿へ提出して下さい。 

 なお、委任状を用いる場合には、誰を代理人とするかについて主体的に決定し代理人

氏名を記入して下さい。 

 適当な代理人がいない場合には、代理人欄を空欄のまま提出せず、同封の「議決権行

使書」によって自ら賛否の意思表示をして下さい。 

 

参考文献：分譲マンション管理組合の「理事会運営細則モデル」（改訂版） 公益財団法人マンション管理センター発行 
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参考資料 議決権行使書（書式例） 

議決権行使書 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿管理組合 御中 

 

 私は都合により令和＿＿年＿＿月＿＿日開催の第＿＿回総会に出席できませんので、本

書をもって、下記のとおり議決権を行使します。 

 

令和＿＿年＿＿月＿＿日 

                ＿＿＿号室 

 

                 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 

 

議  案 賛成押印欄 反対押印欄 
第１号議案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の件 賛 成 反 対 

第２号議案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の件 賛 成 反 対 

第３号議案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の件 賛 成 反 対 

第４号議案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の件 賛 成 反 対 

第５号議案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の件 賛 成 反 対 

 ※議案ごとに賛成、反対どちらかの欄に押印して下さい。 

 

令和＿＿年＿＿月＿＿日までに＿＿＿＿＿＿＿へ提出して下さい。 

 

 

 

 

 参考文献：分譲マンション管理組合の「理事会運営細則モデル」（改訂版） 公益財団法人マンション管理センター発行 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

 主催 ：宝塚市役所 都市整備部 住まい政策課     電話：0797-77-2018 

   本資料提供にかかるお問い合わせ全般、住宅に関する相談全般。 

URL：http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kurashi/sumai/1028032/index.html 

 

 資料提供：（公財）マンション管理センター大阪支部  電話：06-4706-7560 

  （国土交通大臣指定 マンション管理適正化推進センター） 

本資料の内容に関するお問い合わせ、マンション管理に関する相談対応。 

      URL: https://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html 

【協力】 

 宝塚マンション管理組合協議会 

 

 

 


