
再開発スクール 実技 H15 No.1 マンション建替え（解答） 

 

［No.1］-1 

 

［No.1］マンション管理組合の要請により、マンション建替えアドバイザーが初期の建替

え計画を立案することになりました。以下の［1－1］、［1－2］の設問に答えなさい。マ

ンションの概要、区域は以下の通りです。 

 

表１－マンションの概要（建物） 

住戸タイプ 専有面積（ｍ２/戸） 戸数（戸） 
専有面積合計 

(ｍ２) 

Ａ 53 60 3,180 

Ｂ 62 40 2,480 

Ｃ 67.5 8 540 

合計  108 6,200 

 

図 1－マンション区域図 

 

 

［1－1］マンション建替えアドバイザーと管理組合理事長の意見交換【各 1 点】 

 立案に当たって管理組合理事長との意見交換を整理したものが以下の文章です。文章

の空欄部分に最もふさわしい語句を語句表から選び、その記号で解答しなさい。 

 同じ語句は二度使わないこと。 

 

マンション10階建　108戸

マンション敷地 2,500ｍ２

隣地

駐車場

500ｍ２

第一種中高層住居専用地近隣商業地

200％300％

道路

道
路
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理事長：当マンションは、築 35 年以上を経過しています。長期修繕計画に位置付けら

れている 3 回目の大規模修繕に当たり、必要な工事内容とその概算見積りを

算定し、区分所有者に周知したところ、マンションを建て替えるとどうなるか

検討したいという意見が多数ありました。そこで、再開発コーディネーター協

会のマンション建替えアドバイザーの方に計画の作成を依頼することにしま

した。 

    現在のマンションの敷地は 2,500ｍ２、建物の概要は表 1 の通りです。マンシ

ョンの敷地の所有形態は        で、土地の持分割合及び建物の共

用部分の持分割合は住宅の専有面積割合となっています。 

    建て替えると今の大きさのマンションが建たないそうですが、そんなことがあ

るのですか。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ:マンションの敷地の用途地域等は、近隣商業地域(容積率 300％)と第一種中高

層住宅専用地域(容積率 200％)です。詳しくは、図１の通りで、加重平均の容

積率は約 230％です。容積率目いっぱい建てられるとしても、延べ床面積で

2,500ｍ2×230％＝5,750ｍ２となり、現在の専有面積に足りません。 

     それは、マンションの建設後に、用途地域の特性に応じた容積率の制限が定め

られたことによるものであり、このような建物を          と呼

んでいます。 

 理事長：建替えか修繕かを判断することが重要と考えられますが、どんな方法がありま

すか。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ:         に基づき国土交通大臣が定めた基本方針では、国により建

替えと修繕その他の対応との適切な比較検討のための指針作成が位置づけら

れ、「マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」として公表

されています。 

① 5 

② 10 

③ 2 

一筆共有 

既存不適格建築物 

マンションの建替えの円滑化等に関する法律 
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     それによれば、老朽度の判定と現マンションに対する不満やニーズの把握に基

づき改善水準を設定し、それを実現するための修繕・改修と建替えの費用対効

果を算定し、総合的に判断することを勧めています。 

 理事長：当マンションは設備等も老朽化し使い勝手も悪く、住宅内のバリアフリー対策

もなく、大きな問題となっています。十分な性能や今の住戸面積以上を確保し

た上での建替えにはどれくらいの費用がかかるのか知りたい、という意見が

多数あります。ただ、今の面積まで建てられないのでは、区分所有者の納得が

得られません。なにかいい方法はないですか。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：隣地を買収して、敷地面積を増加して建替えを行うことが考えられます。当

マンションの敷地に隣接して駐車場がありますので、そこを買収して建替え

を行うことも有効な方法です。さらに、建築基準法に基づく         

     という手法があり、一定の要件を満たし市街地の環境整備に役立つ計画の場合、 

             という一般に開放する空地を設けることにより、建物の高さ

制限や容積率制限の緩和を受ける方法があります。両方を組合わせることに

より、皆さんの要望を満たす建替え計画が立案できるかもしれません。 

 理事長：新しい法律が昨年施行されたという話ですが、建替えはどう進めたらよいので

しょうか。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ:        に基づく建替え決議のあとに、マンション建替組合を設立し

て進めていく方法について説明しましょう。いくつかのマンション建替えが

都市再開発法に基づく市街地再開発事業により実施された例がありますが、

これまではこの手法以外に建替えを行う団体の法的位置づけが無く、運営ル

ールも不明確でした。今回の新しい法律により、建替えを合意した 5 人以上が

共同して、法人格を有するマンション建替組合を設立することができるよう

になり、契約行為や意思決定、権利変換手法による従前の権利の移行等を円滑

④ 7 

⑤ 12 

⑥ 3 

総合設計制度 

公開空地 

建物の区分所有等に関する法律 
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に進められるようになりました。また、建替えに関する様々な支援制度も充実

されました。 

 理事長：権利変換とはどういうことでしょうか。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ:完成しているマンション建替えの事例は、ディベロッパーとの         

     がほとんどであり、建替え実施に際し、区分所有者は従前マンションの権利を

一旦ディベロッパーに譲渡した後、再建マンションの権利を買い戻すという

ものでした。新しい法律では、建替組合が定めた権利変換計画に従い、従前の

マンションの        及び敷地利用権や借地権、抵当権等の権利を

再建マンションに円滑に移行できるようになりました。権利変換とはマンシ

ョン建替え前後の権利の変動内容を定め、土地及び建物に関する権利を一斉

に移行させる法的手法で、都市再開発法による市街地再開発事業で用いられ

ていたものと同じで、権利変換時点での建替え後の資産形態が登記され、確実

に権利移行が行われます。 

 理事長：建替えの支援制度にはどんなものがありますか。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ:マンション建替え事業のうち、一定の要件を満たすものについては、補助制度

として、        (マンション建替タイプ)があり、調査設計計画費や

土地整備費、共同施設整備費が補助の対象になります。自治体によって、取扱

いに違いがあるので補助金については相談してみることが必要です。融資で

は住宅金融公庫の         があり、マンション建替えに関する税

制でも特例措置が用意されています。今後、研究していきましょう。 

 理事長：今日はいろいろありがとうございました。次回は、建替え構想案の発表となり

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

⑦ 18 

⑧ 6 

⑨ 19 

⑩ 15 

等価交換事業 

区分所有権 

優良建築物等整備事業 

都市居住再生融資 
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語句表 

記号 語句 記号 語句 

1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 11 違反建築物 

2 マンションの建替えの円滑化等に関する法律 12 公開空地 

3 建物の区分所有等に関する法律 13 有効空地 

4 借地借家法 14 緑地 

5 一筆共有 15 都市居住再生融資 

6 区分所有権 16 中小企業融資 

7 総合設計制度 17 参加組合員制度 

8 連坦建築物設計制度 18 等価交換事業 

9 特定街区 19 優良建築物等整備事業 

10 既存不適格建築物 20 再開発緊急促進事業 

 

 

［1－2］建替え構想案の作成 

 マンション建替えアドバイザーは、行政との事前協議や各種調査、検討作業により設

定された計画条件に基づいて、建替え構想案として、(1)計画内容の説明図、(2)資金計

画、専有面積の配分計画及び負担金の算定表を作成することとなりました。 

 

(1)計画内容の説明図 

 下記の(ア)計画条件に基づき、(イ)計画諸元表の太線枠①～③に入る数値をマーク

シートに記入しなさい。 

 また、同表の太線枠 a に入る適切な用語、及び(ウ)計画内容の説明図を記述式解

答用紙に記入しなさい。 

 

(ア)計画条件 

・隣地面積 500ｍ２を買収し、計画敷地面積に加える。 

・道路に面して 4ｍの歩道状空地、その他に 500ｍ２の広場状空地を確保することに

より、建築基準法の容積率制限の緩和制度の適用を受け、隣地面積を加えた敷地

面積に対する容積率を 300％とすることができる。 

・日影規制等の条件もクリア出来ることから、建替えに当たっては、容積率の限度

いっぱいの 300％の計画とする。 

・住宅だけの計画であり、専有面積率は容積対象面積の 90％、計画戸数は従前と同

じとする。各住戸の計画専有面積は、従前の各住戸の専有面積に、専有面積合計

の増加分を従前の各住戸の専有面積の割合で配分した面積を加えたものとする。 

・駐車場は屋外で整備する。 
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(イ)計画諸元表【各 1 点】 

項目 数値 

計画敷地面積 ① 3,000 ｍ２ 

a 容積対象面積  9,000 ｍ２ 

専有面積合計 ② 8,100 ｍ２ 

計画戸数  108 戸 

戸当り平均専有面積 ③ 75 ｍ２/戸 

①：旧マンション敷地 2,500ｍ２+買収する隣地 500ｍ２→3,000ｍ２ 

②：新マンション敷地 3,000ｍ２×容積率 300％×90％＝8,100ｍ２ 

③：専有面積 8,100ｍ２÷108 戸＝75ｍ２/戸 

(ウ)計画内容の説明図【6 点】 

  (ア)計画条件、(イ)計画諸元表に基づき、管理組合に建替え計画の概要を伝える

ための説明図を作成しなさい。 

  配置図、断面図等表現方法は自由です。図には適宜、文字、数字、文章等を書

き込みなさい。 

 

計画内容の説明図【6 点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建替え後マンションの概要 延べ床面積　9,000ｍ２(＝敷地面積×容積率）

建替え敷地面積3,000ｍ
２

・隣地を買収することと、空地等の確保によって、現在の床面積6,200ｍ
２
に

　対して8,100ｍ
２
の床面積の整備が可能になる。

・平均の床面積は約1.3倍になる。　

・これらの整備に要する費用は約30.3億円であるが、約2.8億円の補助金が

　入るので、約27.5億円を区分所有者で負担することになる。

・1ｍ
２
当りの床価格は340千円/ｍ

２
である。

・駐車場は屋外で整備する。

現在の隣地

500ｍ
２

（買収予定）

現在のマンション敷地

2,500ｍ
２

専有部分

8,100ｍ２

（平均専有床面積75ｍ２/

共用

部分

900ｍ２

道路

４ｍ以上の後退

500ｍ２以上の広場状空地
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(2)資金計画、専有面積の配分計画及び負担金の算定表 

 下記の(ア)事業費等の算定条件に基づき、(イ)事業費(支出金)の算定表、(ウ)収入金

の算定表及び(エ)個人別(従前住戸タイプ別)専有面積の配分計画及び負担金の算定

表の太線枠④～⑨に入る数値をマークシートに記入しなさい。 

 また、それぞれの表の太線枠 b、c に入る適切な用語を、記述式解答用紙に記入し

なさい。 

 

(ア)事業費等の算定条件 

・事業方式は、補助金以外の収入金を、各区分所有者が建替え後の専有面積の割合

により負担する自主再建方式とする。 

・転出者はないものとする。 

・隣地購入費は諸経費を含んで、234 百万円を見込む。 

・工事費は、容積対象面積当たり、240 千円/ｍ２(駐車場、外構整備費等全ての工事

費を含む。) 

・工事費以外のその他事業費(調査設計計画費、解体費等土地整備費、事務費、金利

など)の合計は、640 百万円を見込む。 

・補助金は、隣地購入費を除いた事業費の 10％を見込む。 

 

(イ)事業費(支出金)の算定表【各 1 点】 

項目 金額(百万円) 

工事費 ④ 2,100 

その他事業費  640 

b 隣地購入費 ⑤ 234 

合計  3,034 

④：容積対象面積 9,000ｍ２×工事費単価 240 千円/ｍ２＝2,160 百万円 

⑤：合計金額 3,034 百万円－工事費 2,160 百万円－その他事業費 640 百万円 

  ＝234 百万円(隣地購入費) 

(ウ)収入金の算定表【各 1 点】 

項目 金額(百万円) 

c 補助金 ⑥ 280 

区分所有者負担金 ⑦ 2,754 

合計  3,034 
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⑥：隣地購入費を除いた事業費の 10％→補助金 

 ＝(2,160+640)×10％＝280 百万円 

⑦区分所有者負担金：合計－補助金＝3,034－280＝2,754 百万円 

 

(エ)個人別(従前住戸タイプ別)専有面積の配分計画及び負担金の算定表【各 2 点】 

  単位未満は四捨五入しなさい。 

  負担金の算定に当たっては左側の(イ)計画諸元表の専有面積合計②の数値を用

いなさい。 

従前住戸タイプ 取得面積(ｍ２/戸) 負担金(千円/戸) 

Ａ ⑧ 69ｍ２  23,460 千円/戸 

Ｂ  81ｍ２ ⑨ 27,540 千円/戸 

Ｃ  88ｍ２  29,920 千円/戸 

 

⑧Ａタイプ取得面積＝新全体専有面積÷旧全体専有面積×旧Ａタイプ面積 

 ＝8,100÷6,200×53ｍ２＝69.24→69ｍ２ 

※平均床単価：（事業費－補助金）÷専有部分面積 

 ＝(3,034 百万円－280 百万円)÷8,100ｍ２＝0.34→340 千円/ｍ２ 

Ａタイプ負担金：取得面積×平均床単価＝69×340=23,460 千円/戸 

    ⑨Ｂタイプ負担金：取得面積×平均床単価＝81×340＝27,540 千円/戸 

    ※Ｃタイプ負担金＝88×340＝29,920 千円/戸 


