
１．権利変換計画 （問題） 
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再開発スクール 

[No.１] 都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換計画を行う場 

合、従後の価額等の算定基準等に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。02-38 

1. 施設建築敷地の地代の概算額は、近傍類似の土地の価額を参酌して定めた施設建築敷地

の価額の概算額に 100 分の 6 を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額で定めな

ければならない。

2. 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額の概算額は、事業に

要する費用及び施行認可等の公告から 30日の期間を経過した日（以下「基準日」という。）

における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又はそれらに関する同種の権利の取引価格

等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

3. 施設建築敷地の価額の概算額は、宅地及び借地権の価額の合計額と当該施設建築敷地の

整備に要する費用を合計した額（当該敷地価額）以上であり、かつ基準日における近傍同

種の建築物の所有を目的とする地上権価額を当該敷地価額より控除した額で定めなけれ

ばならない。

4. 施設建築敷地の地代及び施設建築物の一部を賃貸する場合の標準家賃の概算額を算定

する際の管理事務費は、施設建築敷地の価額の概算額に 100 分の 6 を乗じて得た額と公

課の年額との合計額に、100分の 10を乗じて得た額とする。

[No.２]都市再開発法に規定する権利変換計画に定めなければならない事項に関する記述 

で、誤っているものは次のうちどれか。02-39 

1. 過小な床面積の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれら

の者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額。

2. 組合の参加組合員に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその参加

組合員の氏名又は名称及び住所。

3. 指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地又

はその使用収益権の明細及びそれらの価額の概算額。

4. 権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、個別利用区内の宅地の整備費用及び施設建築

物の建築工事の完了の予定時期。
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再開発スクール 

[No.３]権利変換計画における、床面積が過小となる施設建築物の一部の処理に関する記述 

で、誤っているものは次のうちどれか。02-41 

1. 過小な床面積の基準を定める場合には、市街地再開発審査会の議決又は審査委員の過半

数の同意が必要である。 

2. 過小な床面積の基準を定める場合には、人の居住の用に供される部分の床面積の基準は、

30平方メートル以上 50平方メートル以下でなければならない。 

3. 床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとするために、床面

積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることはできない。 

4. 過小な床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部になるため借

家権が与えられない者に対して、施行者は、特に必要があるときは施行者に帰属する施設

建築物の一部を公募によらずに賃借させることができる。 

 

[No.４] 市街地再開発組合が都市再開発法第 110条（全員同意型）による権利変換計画を 

定める場合の記述で、正しいものは次のうちどれか。01-41 

1. 市街地再開発組合は、権利変換を希望しない旨の申出期間を設けないことができる。 

2. 施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合、権利変換計画を定めるための総会の議 

決は不要である。 

3. 権利変換計画に定める施行地区内の宅地等の価額の算定基準日は、組合設立認可の公告

のあった日から起算して 30日の期間を経過した日としなければならない。 

4. 借家権が与えられる借家権者は、借家条件の裁定の申し立てをすることができない。 

 

[No.５] 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換計画の手続き等に関す 

る記述で、誤っているものは次のうちどれか。01-40 

1. 再開発会社が権利変換計画認可の申請をするには、権利変換計画について、施行地区内 

の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有

するすべての者のそれぞれの 3分の 2以上の同意を得なければならない。 

2. 権利者は、その宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利がある場合、その

仮登記上の権利者の同意を得なければ、権利変換を希望しない旨の申出をすることがで

きない。 

3. 都道府県知事は、市街地再開発組合から権利変換計画の認可の申請があったときは、施

行地区となるべき区域を管轄する市町村長に当該権利変換計画を 2週間公衆の縦覧に供

させなければならない。 

4. 権利変換計画のうち建築施設の部分の価額の概算額について縦覧期間内に意見書を提

出した者は、それに対して採択しない旨の通知を受けた場合でも、収用委員会にその価

額の裁決を申請することはできない。 
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再開発スクール 

[No.６] 事業計画において個別利用区が定められ、都市再開発法第 110条、同法第 110条 

の 2、同法第 110条の 3又は同法第 111条によらない原則型の権利変換計画を定める場合 

に、個別利用区の権利変換に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。01-39 

1. 施行地区内の宅地について借地権を有する者が、個別利用区内の宅地への権利変換の申 

出等を行う場合は、当該借地の所有者と共同で申し出なければならない。 

2. 個別利用区内に、指定宅地の所有者又はその使用収益権を有する者に与えられるように 

定められる以外の宅地がある場合は、当該宅地は施行者に帰属するよう権利変換計画に 

定めなければならない。 

3. 指定宅地に存する従前の建築物は、権利変換期日において施行者に帰属し、当該建築物 

を目的とする所有権以外の権利は、原則として消滅する。 

4. 指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以降は、権利変換計画の定めるところに従い、

個別利用区内の宅地の上に存するものとする。 

 

[No.７] 第一種市街地再開発事業の権利変換手続開始の登記に関する記述で、正しいもの 

は次のうちどれか。01-36 

1. 一筆の土地が市街地再開発事業の施行地区の内外にわたる場合に、施行者は、その土地 

の分筆登記と権利変換手続開始の登記を一括して申請又は嘱託しなければならない。 

2. 権利変換手続開始の登記を申請又は嘱託しようとする土地に既登記の借地権があると

きは、当該借地権を有する者の承諾を得なければならない。 

3. 権利変換手続開始の登記は、施行地区内の全ての土地について行わなければならないた

め、市町村が所有する道路部分についても行わなければならない。 

4. 市街地再開発組合が取得した施行地区内の土地についても、権利変換手続開始の登記を

行わなければならない。 

 

[No.８] 組合施行の市街地再開発事業における審査委員に関する記述で、誤っているもの 

は次のうちどれか。01-35 

1. 審査委員の選任は、総会の特別議決事項として議決しなければならない。 

2. 審査委員の任期は、市街地再開発組合解散総会までの任期とすることができる。 

3. 都市再開発法第 110条（全員同意型）による権利変換計画を定める場合、審査委員の過 

半数の同意を得なければならない。 

4. 権利変換計画の審査委員の同意は、審査委員及び事業関係者が毎回一同に会して審査委

員会を開催して進める必要はない。 
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再開発スクール 

[No.９] 組合施行の市街地再開発事業の保留床処分に関する記述で、誤っているものは次 

のうちどれか。01-31 

1. 組合が都市再開発法第 110条（全員同意型）による権利変換計画を定めた場合、組合が 

取得した保留床及び個別利用区内の宅地の管理処分は必ずしも公募によらなくてもよ

い。 

2. 組合が都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換計画を定め、一旦、保

留床の賃貸又は譲渡の公募を行ったが、全保留床を処分できなかった場合、その後残っ

た保留床を処分するときも引き続き公募によらなくてはならない。 

3. 組合が定める権利変換方式にかかわらず、教育文化施設その他の施設で施行地区におけ

る都市機能の更新を図るために特に必要なものは、公募によらず賃貸し、又は譲渡する

ことができる。 

4. 組合が権利変換計画を定めるときは、組合が取得する保留床の価格は権利変換計画書に

記載する必要はない。 

 

[No.１０]組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第 110条又は同法第 111条 

によらない原則型の権利変換を行う場合、施設建築敷地の価額等の概算額の算定基準に関 

する記述で、誤っているものは次のうちどれか。30-38 

1．施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建 

築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損 

害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課を加えたものと 

する。 

2. 権利変換計画に定める施設建築物の一部等の価額の概算額は、施設建築物の一部の価額 

に、施設建築敷地の価額に地上権の割合及び地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を 

加えた額とする。 

3. 施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部につい 

て借家権が与えられるように定められた者との間で、施設建築物の建築工事の完了の公 

告日までに借家条件の協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申 

立により、審査委員の過半数の同意等を得て家賃の額等について裁定することができる。 

4. 施設建築物の一部の価額（建築物価額）は、原価（整備費）と時価（見込額）との間で 

定めることとされているが、原価が時価をこえるときは原価をもって定めることとなる。 
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再開発スクール 

[No.１１]次の図は、ある組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第 llO条又 

は同法第 111条によらない原則型の権利変換を行う場合の、従前の権利関係をモデル化し 

たものである。この場合の権利変換計画に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

30-39

1. Ａが権利変換を希望しない旨の申出をした場合、借家権の取得を希望しない旨の申出を

していないＦに対しては、施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について借家

権が与えられるように権利変換計画を定めなければならない。

2. Ｂに対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように権利変換計画を定めなければ

ならない。

3. Ｄは施設建築物の一部等が与えられるように権利変換計画を定めなければならない。

4. Ｇの借家権の存否について争いがある場合には、当該借家権が存するものとして権利変

換計画を定めなければならない。
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再開発スクール 

[No.１２]市街地再開発事業の権利変換計画の手続に関する記述で、正しいものは次のうち 

どれか。30-40 

1. 権利変換計画の縦覧に際し提出された意見書は、施行者がその意見を採択すべきと認め、 

権利変換計画に必要な修正を加え、その旨意見書を提出した者に通知すれば、再度縦覧 

する必要はない。 

2. 施行者が権利変換計画を公衆の縦覧に供する場合、縦覧期間内に施行者に意見書を提出 

することができるのは、施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する 

者に限られる。 

3. 権利変換計画若しくはその変更の認可をしたとき、又は権利変換計画について軽微な変 

更をしたときは、その認可をした都道府県知事は遅滞なくその旨を公告し、及び関係権 

利者に関係事項を書面で通知しなければならない。 

4．指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、 

個別利用区内の宅地の上に存するものとする。 

 

[No.１３]市街地再開発組合が、都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づく権利変換計 

画を行う場合の記述で、誤っているものは次のうちどれか。30-42 

1. 市街地再開発組合が取得する保留床又は個別利用区内の宅地は、公募により賃貸 

し、又は譲渡しなければならない。 

2. 権利変換計画に定める施行地区内の宅地等の価額の算定基準日は、組合設立認可 

の公告のあった日から起算して 30日の期間を経た日と定める必要はない。 

3. 権利変換計画に対する同意は、権利変換される従前の資産について、担保権等の 

登記に係る権利を保有する者も必要である。 

4. 施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、権利変換 

期日において市街地再開発組合に帰属するように定める必要はない。 
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再開発スクール 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.１４]都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものに 

は ○、誤っているものには×と解答しなさい。30-48 

1. 独立行政法人都市再生機構が市街地再開発事業の施行者として、公募により特定建築者 

を決定するときは、あらかじめ、都道府県知事（地方自治法の指定都市においては指定 

都市の長）の承認を受けなければならない。 

2. 施行地区内の土地調書の作成において、不動産登記簿等に記載されている所有者の所在 

が不明である土地については「所有者不明土地」として取り扱われ、土地所有者及び関 

係人の署名押印を省略することができる。 

3. 市街地再開発組合は、権利変換計画の認可を受け、その公告をしたときは、国土交通省 

令で定めるところにより、その公告の内容と配置設計を施行地区内の適当な場所に 10日 

間掲示しなければならない。 

4. 組合を設立しようとする者は、都道府県知事及び市町村長に対し、市街地再開発事業の 

準備のために、市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求める 

ことができる。 

 

[No.１５] 次に掲げる会社施行の第一種市街地再開発事業の権利変換計画において従前の 

宅地の価額を定める場合、都市再開発法第 80条の規定に基づく算定基準によらないで定め 

ることができるものは次のうちどれか。ただし 2.〜4.においては、施行地内の土地又は建 

物に関し権利を有する者及び特定事業参加者（以下「施行地区内の権利者等」という。）の 

全ての同意を得た場合を含まないものとする。29-38 

1. 施行地区内の権利者等の全ての同意を得たときに定めることができる権利変換計画 

2. 施行地区内の土地（指定宅地を除く。）又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び 

特定事業参加者の全ての同意を得たときに定めることができる権利変換計画 

3．指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たときに定める 

ことができる権利変換計画 

4．都市再開発法第 75条第 2項の規定に関わらず施設建築敷地に地上権が設定されないも 

のとして定めることができる権利変換計画 
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再開発スクール 

[No.１６] 市街地再開発事業の権利変換計画の手続に関する記述で、正しいものは次のう 

ちどれか。29-39 

1. 個人施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、当該権利変換計画を 2週間公衆 

の縦覧に供しなければならない。 

2. 事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について借地権を 

有する者は、当該事業計画の認可の公告があった日から起算して 30日以内に、施行者に 

対し、当該借地権者が単独で、権利変換計画において個別利用区内の宅地又はその借地 

権を与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。 

3. 施行者が権利変換計画を定めようとするときは、必ず、公共施設の管理者の同意が必要 

である。 

4. 市街地再開発組合は、意見書の提出があったときはその内容を審査し、採択すべきか否 

かを審査委員の過半数の同意を得て決定する。 
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再開発スクール 

[No.１７] 下図（ア）～（エ）に示す内容の権利変換計画を市街地再開発組合が定めようと 

するとき、都市再開発法第 110条の規定による施行地区内の権利者等のすべての同意を得 

た場合でなければできない計画は次のうちどれか。 

なお、この設問の図ではＡ－Ｃの権利者とＸの保留床取得者との簡易なモデル表記をし 

ている。29-41 

 
1.  (ア）－ 施行地区内の宅地の所有者の数が僅少であり、従前の土地所有形態を残した 

権利変換を行うことが事業遂行の支障とならない場合において、1個の施設建築物に係 

る施設建築敷地が 2筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めようとするもの。 

2. (イ）－ 施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めようと 

するもの。 

3．(ウ）－ 施設建築敷地に定期借地権を設定して権利変換計画を定めようとするもの。 

4．(エ）－ 組合が事業計画において、個別利用区を定めた場合にあって、権利者 Cの申し 

出に応じて個別利用区の指定宅地に権利変換計画を定めようとするもの。 

 

  

Ａの所有権 Ｂの所有権 Ｃの所有権

（図中Ａ・Ｂ・Ｃは権利者［所有者］とする）

Ａ Ｂ Ｃ
建物

土地

従前の権利の状況

Ｘ

Ａ Ｂ Ｃ
建物

土地

Ａ・Ｂ・Ｃの所有権（共有）

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの定期借地権

（ウ）共有の土地に定期借地権を設定する場合

Ａ・Ｂ・Ｘの所有権（共有） Ｃの所有権

Ａ Ｂ

Ｘ
建物

土地

個別利用区の指定宅地

（エ）個別利用区の宅地を設定する場合

Ｘ

Ａ Ｂ Ｃ

Ａの所有権 Ｂの所有権 Ｃの所有権

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの地上権

土地

建物

（ア）土地を個別で所有し、地上権を設定する場合

Ａ Ｂ Ｃ

Ｘ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの所有権（共有）

建物

土地

（イ）地上権を設定せず、土地の共有をする場合

Ｃ

従前建物の移転

Ｃの所有する従前建築物は、個別利用区にかかる法令上の要件

を満たしているものとする

下図（ア）～（エ）は権利変換後の状況を表したもので、

いずれも図中のＸは保留床取得者とする。
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１．権利変換計画 （問題） 

 

10 

再開発スクール 

[No.１８] 都市再開発法第 111条の規定による「施設建築敷地に地上権を設定しない特則 

型の権利変換計画」に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。29-42 

1. 施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分を「建築施設の 

部分」という。 

2. 従前の借家人の権利に対応して、施設建築物の権利床を所有させる権利変換計画を定め

ることはできない。 

3. 施行地区内の宅地に設定されていた地役権を残すことができる。 

4. 事業計画で施設建築敷地の地下に道路を設置する定め（いわゆる立体道路の整備の定め） 

をしている場合においては、施設建築敷地内の当該道路所有を目的とする区分地上権を 

設定することができる。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.１９] 都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいもの 

には ○、誤っているものには×と解答しなさい。29-48 

1. 市街地再開発組合を設立しようとする者は、都市計画の決定の告示があってから事業計 

画の認可までの間に土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 

2. 都市再開発法第 111条の規定による権利変換計画認可を受けた後、利害関係を有する者 

の同意を得て当該権利変換計画を変更した場合は、変更後の権利変換計画の縦覧手続を 

要しない。 

3. 独立行政法人都市再生機構は、参加組合員になることができるが、地方公共団体は、参 

加組合員になることができない。 

4．権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、 

施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図るように定めなければならないが、個別 

利用区内の宅地に関しては特に定めがない。 
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１．権利変換計画 （問題） 

 

11 

再開発スクール 

[No.２０]次の図は、ある組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第 110条又

は同法第 111 条によらない原則型による権利変換計画決定時の従後の権利関係をモデル化

したものである。この組合における、権利変換期日前の権利者等の状況を説明した記述で、

適切なものは次のうちどれか。28-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 組合員総数は 6名以下で、借地権を有していたものは 2名以下である。 

2. 組合員総数は 6名で、借地権を有していたものは 3名である。 

3. 組合員総数は 7名で、借地権を有していたものは 3名である。 

4. 組合員総数は 8名以上で、借地権を有していたものは 3名以上である。 

 

  

所有権
(底地)

注）Ｘは参加組合員、Ｙは市街地再開発組合、
ア・イは借家人、その他は従前地権者

Ｘ Ｙ(イ)保留床

権利床
施設建築物

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ(共有)

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｘ・Ｙ(準共有)地上権
施設建築敷地

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ(ア)
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１．権利変換計画 （問題） 

 

12 

再開発スクール 

[No.２１]市街地再開発事業において、都市再開発法第 110条（全員同意型）の規定により

権利変換計画を定める場合の記述で、誤っているものは次のうちどれか。28-43 

1. 権利変換計画により借家権が与えられる借家権者は、施行者に対して借家条件の裁定の 

申立てはできない。 

2. 権利変換計画に定める施行地区内の宅地等の価額の算定基準日は、組合設立認可の公告 

のあった日から起算して 30日の期間を経過した日としなければならない。 

3. 従前資産について担保権等の登記に係る権利が存するときは、従前資産に対応して与え 

られるものとして定められた従後資産の権利の上に、当該担保権等が存するものとして 

定めなくともよい。 

4. 権利変換を希望しない者は、権利変換を希望しない旨の申出を行わなければ、権利変換 

の手続で転出することができない。 

 

[No.２２]次の図は、都市再開発法（以下「法」という。）第 111条の権利変換計画による市 

街地再開発事業の施行地区内の従前の権利関係の様式図である。次の 1～4 の記述のうち、 

誤っているものはどれか。27-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ～Ｄ：土地所有者 Ｅ：借地権者 〔Ｆ〕：借家権者  （Ｇ）（Ｈ）：抵当権者 

 

1. Ａが権利変換を希望する場合、Ａ所有の建築物に設定されているＧの抵当権は、権利変 

換計画において、Ａに与えられる建築施設の部分に存するものとして定める。 

2. Ｂが法第 71条第 1項に基づき金銭給付の申出をしようとする場合、抵当権者Ｈの同意 

が必要である。 

3. Ｃが法第 71条第 1項に基づき金銭給付の申出をしたが、Ｆが借家権の取得を希望する 

場合、Ｆの借家権は、権利変換計画において施行者に帰属することとなる施設建築物の 

一部について与えられる。 

4. ＤとＥがともに権利変換を希望する場合で、Ｄ・Ｅ間で借地権の存在について争いがあ 

り当該借地権の帰属が確定しない場合、権利変換計画には、借地権がＥに属するものと 

して定める。 

Ａ 

(Ｇ) 

Ｃ 

(Ｆ) 

Ｂ 

(Ｈ) 
Ａ 

Ｅ 

Ｅ 

Ｄ 

Ｃ 
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１．権利変換計画 （問題） 

 

13 

再開発スクール 

[No.２３]市街地再開発事業における権利変換計画を定める場合の縦覧に関する記述で、正 

しいものは次のうちどれか。27-42  

1. 施行者が権利変換計画を公衆の縦覧に供する場合、縦覧前に審査委員の過半数の同意を 

得、又は市街地再開発審査会の議決を得なければならない。 

2. 施行者が権利変換計画を公衆の縦覧に供する場合、縦覧期間内に施行者に意見書を提出 

することができるのは、施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する 

者に限られる。 

3. 都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づく権利変換計画の場合は、施行者が地方公 

共団体であっても、縦覧を要しない。 

4. 施行者が権利変換計画を公衆の縦覧に供する場合、縦覧の場所は、定款、規準又は施行 

で定める事務所の所在地でなければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.２４]都市低開発法に関する下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。27-48 

1. 第二種市街地再開発事業において、施行者は譲受け希望の申出を行った土地所有者の土 

地に対して権利変換手続き開始の登記を行わなければならない。 

2. 権利変換計画認可を受けた時、施行者はその公告の内容と配置設計を施行地区内の適当 

な場所に 10日間掲示しなければならない。 

3. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換を行う組合施行の市街地再開 

発事業について、収用委員会に価額についての採決の申請があった場合には、その採決 

がなされるまでの間は、権利変換計画の認可申請をすることができない。 

4. 都市再開発法第 110条（全員同意型）による権利変換計画の場合、権利変換計画に特段 

の定めがある場合を除き、権利変換計画期日において、施行地区内の権利変換されるべ 

き建築物は施行者に帰属しない。 
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１．権利変換計画 （問題） 

 

14 

再開発スクール 

[No.２５]都市再開発法第 110条（全員同意型）によらない権利変換計画により施行者が取 

得した保留床の管理処分に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか 26-33 

1. 施行者が取得した保留床の処分は、建築工事完了の公告があった日の後でなくてはなら 

ない。 

2. 第一種市街地再開発事業の施行者である再開発会社の株主又は社員がその住居又は業 

務の用に供するために特に必要な場合には、公募によらず賃貸し、又は譲渡することが 

できる。 

3. 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃 

貸し、又は譲渡するために必要な場合は、公募によらず賃貸し、又は譲渡することがで 

きる。 

4．一旦、保留床の賃貸又は譲渡の公募を行ったものの全保留床が処分できなかった場合、 

その後残った保留床を処分しようとするときは、必ずしも公募による必要がない。 

 

[No.２６]都市再開発法第 110条及び同法第 111条によらない原則型の権利変換計画におけ 

る価額等の算定に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。26-40 

1. 施設建築物の一部について借家権が与えられる借家人の借家権価額は、従前の建物賃貸 

人の資産額から控除しなければならない。 

2. 資産の評価を行う評価基準日は、定款及び事業計画を定め設立された組合においては、 

組合の設立認可の公告があった日から起算して 30日を経過した日でなければならない。 

3. 従後の施設建築敷地の共有持分割合は、従前の宅地価額に応じた割合とされ、その価額 

は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして算定した相当の価額とす 

る。 

4. 従前の宅地等の価額は、評価基準日における近傍類似の土地の取引価格等を考慮して定 

める相当の価額とする。 

 

[No.２７]都市再開発法第 110条（全員同意型）によらない権利変換を行う場合の権利変換 

計画書に記載される価額等で、必ず記載しなければならないものは次のうちどれか。26-41 

1. 施行者に与えられることとなる保留床がある場合、その価額の概算額 

2．都市再開発法第 71条により自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出た者がい 

る場合、その建物の補償額 

3. 都市再開発法第 71条により自己の有する宅地に代えて金銭の給付を申し出た土地所有 

者がいる場合、その宅地の価額 

4. 施行地区内の宅地に設定された地役権がある場合、その価額の概算額 
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１．権利変換計画 （問題） 

 

15 

再開発スクール 

[No.２８]都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換計画を作成する際にお

ける、従前の宅地、借地権、建築物等に対する権利の扱いに関する記述で、誤っているもの

は次のうちどれか。26-42 

1. Ａが所有する宅地と建築物について、当該宅地にはＢ、当該建築物にはＣの担保権の登 

記に係る権利があって、Ｂ、Ｃともに担保権の登記に係る権利の消滅を希望しない場合 

には、Ａの宅地とＡの建築物はそれぞれ別個の資産とみなして権利変換計画を定めなけ 

ればならない。 

2. Ｄが所有する宅地について、借地権の設定に係る仮登記上の権利があるときは、仮登記 

権利者Ｅが当該借地権を有することが確定した場合を除き、Ｄが当該借地権を別個の権 

利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。 

3. 宅地の所有権についてＦとＧとの間で争いがある場合において、その権利の帰属が確定 

しないときは、施設建築物に関する登記をするまでの間は施行者に権利が存するものと 

して、権利変換計画を定めなければならない。 

4. Ｈの宅地にかかる使用借権をＩが主張するものの、その存否が確定しない場合には、Ｈ 

の建築施設の部分を定めるには当該使用借権が存しないものとして、権利変換計画を定 

めなければならない。 
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１．権利変換計画 （問題） 

 

16 

再開発スクール 

[No.２９]次の図は、ある組合施行の市街地再開発事業における従前の権利関係の一部を示 

すものである。 

都市再開発法第 111条（地上権非設定型）により権利変換を定める手続きに関する記述で、

誤っているものは次のうちどれか。26-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｇ：土地所有者（うち、Ｄ、Ｅ、Ｇは建物も所有） 

Ｂ：土地の借地権者 

（Ｆ）：借家権者 

 

1. ＡとＢとは、ひとつの区画への権利変換を要望したため、1個の区画をＡとＢが共有す 

る内容の権利変換計画を作成した。 

2. 地方公共団体Ｃ（市）は、施行地区内で市民体育施設の単独整備を要望したため、施行 

地区の一部に特定施設建築物の敷地を整備することとし、市が特定建築者となって、区 

分所有建築物 1棟すべてを権利床及び保留床として取得する内容の権利変換計画を作成 

した。 

3. Ｄは所在不明であったため権利変換意向が把握できなかったが、都市再開発法第 79条 

第 2項の手続きにより定められた過小な床面積の基準に照らし、床面積が著しく小であ 

る建築施設の部分が与えられることとなる者とされたため、建築施設の部分が与えられ 

ないように権利変換計画を作成した。 

4.Ｅは権利の変換を希望せず、金銭の給付を希望し、Ｆは借家権の設定を希望したため。Ｇ

の同意の上でＧが取得する権利床に対してＦの当該権利に対応した借家権を設定する権

利変換計画を作成した。 

 

 

 

 

（
土
地
） 

（
土
地
） 

（
建
物
） 

（
建
物
） 

Ｂ 

Ａ 

Ｇ 

Ｄ 
Ｃ 

（市） 
Ｅ 

Ｅ（Ｆ） 

Ｆは借家権

者 

Ｇ 

Ｇ 
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１．権利変換計画 （問題） 

 

17 

再開発スクール 

[No.３０]都市再開発法第 110条に基づき権利変換計画を定める場合であっても、必ず適用 

される規定は次のうちどれか。25-39 

1. 権利変換手続開始の登記について定めた都市再開発第 70条の規定 

2. 従前資産の価額を評価基準日における相当の価額とすべき旨を定めた都市再開発法第 

80条の規定 

3. 担保権等の移行について定めた都市再開発法第 89条の規定 

4. 保留床の公募について定めた都市再開発法第 108条第 1項の規定 

 

[No.３１]都市再開発法第 110 条及び同法第 111 条によらない原則型の権利変換において、 

借家権の取得を希望する者（以下、借家人という）に関する記述で、誤っているものは次の 

うちどれか。25-40 

1. 施行者は、建築物の所有者（以下、家主という）に与えられることとなる施設建築物の 

一部について借家権が与えられるように定めなければならない。 

2. 家主が転出した場合、施行者は、施行者に帰属することとなる施設建築物の一部につい 

て、借家権が与えられるように定めなければならない。 

3. 施行者は、過小な床面積の基準に照らして、床面積が著しく小である施設建築物の一部 

について借家権が与えられないように定めることができる。 

4. 家主と借家人は、家賃その他の借家条件について事前に協議し、施行者に届け出ておか 

なければならない。 

 

[No.３２]市街地再開発事業の権利変換計画の手続に関する記述で、誤っているものは次の 

うちどれか。25-41 

1. 組合は、都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換計画を定めようとす 

るときは、当該権利変換計画を 2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

2. 特定事業参加者が施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有しない場 

合、当該特定事業参加者は、権利変換計画の縦覧期間内に意見書を提出することができ 

ない。 

3. 組合は、意見書の提出があったときはその内容を審査し、採決すべきか否かを審査委員 

会の過半数の同意を得て決定する。 

4. 施行地区内の土地所有者が提出した従前資産評価に関する意見書が採決されなかった 

場合、その土地所有者は採決しない旨の通知を受けた日から起算して 30日以内に、収用 

委員会にその価額の裁決を申請することができる。 
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１．権利変換計画 （問題） 
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再開発スクール 

[No.３３]次の図は、ある組合施行の市街地再開発事業における従前の権利関係の一部を示 

すものである。都市再開発法第 110条（全員同意型）により権利変換計画を定める手続に関 

する記述で、誤っているものは次のうちどれか。25-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 借地権者Ｂは組合設立前の借地権の申告をしていなかったが、ＡとＢは借地契約が成立 

していたので、組合はＡ、Ｂそれぞれの同意を得なければ権利変換計画の認可申請がで 

きない。 

2. 公共施設である道路を所有するＣ（市）は、再開発後に当該道路が不要となるため、組 

合はＣの権利変換を希望しない旨の申出をうけ、権利変換期日において当該権利を失う 

転出者として、権利変換計画を作成した。 

3. ＤとＥが別々の区画への権利変換を要望したため、ＤとＥの権利は別個のものとして扱 

い権利変換計画を作成した。 

4. Ｆは自らの権利床に対して借家権の設定を希望せず、一方でＧは借家権の設定を希望す 

るため、組合はＢとＧの同意を得て、Ｂの床の一部にＧの借地権を設定する権利変換計 

画を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

（
土
地
） 

（
土
地
） 

（
建
物
） 

Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｆ：土地所有者（うち、Ｄ、Ｅ、Ｆは建物も所有） 

Ｂ：土地の借地権者 

Ｇ：借家権者 

Ａ 

Ｂ 
Ｃ 

（市道） 

Ｂ 

Ｄ・Ｆ 

（2 名共有） 

Ｄ・Ｆ  

（2名共有） 
Ｆ（Ｇ） 

Ｇは借家権者 

Ｆ 
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１．権利変換計画 （問題） 
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再開発スクール 

[No.３４]都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換計画において、 

定めなければならない事項に関して、誤っているものは次のうちどれか。24-40 

1. 特定施設建築物があるときは、特定建築者の氏名または名称及び住所 

2. 特定事業参加者に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその特定事 

業参加者の氏名又は名称及び住所 

3. 施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、権利変換期日 

において、当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共 

有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借地権を与えられないも 

のの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物又は権利並びにその価額 

4. 施行地区内の建築物について借家権を有する者で、当該権利に対応して、施設建築物の 

一部について借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所 

 

[No.３５]市街地再開発組合が、都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づく権利変換

を行う場合の記述で、正しいものは次のうちどれか。24-42 

1. 権利変換の手続において、権利変換を希望しない旨の申出の手続を省略することができ 

る。 

2. 施行者が取得することとなる保留床の処分は、公募によらなければならない。 

3. 権利変換計画においては、従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供 

する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に帰属す 

るように定めなければならない。 

4. 権利変換計画において施設建築物の一部について借家権が与えられるように定められ 

た者は、家賃の額について家主と協議が成立しないときは組合の裁定に従わなければな 

らない。 

 

[No.３６]組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第 111条（地上権非設定型） 

に基づく権利変換を定める場合の記述で、明らかに誤っているものは次のうちどれか。 

24-43 

1. 組合の定款により定められた参加組合員に対し、建築施設の部分が与えられるように権 

利変換を定めなければならない。 

2. 従前の借家人に対し、権利床を所有させる権利変換計画を定めることができる。 

3. 施行区域内において、従前の建築物を住宅として利用していた宅地及び建築物の所有者 

に対し、建築施設の部分として店舗を与える権利変換計画を定めることができる。 

4. 施行地区内の一つの宅地及び建築物の所有者に対し、建築施設の部分を複数与えるよう 

に権利変換計画を定めることができる。 
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１．権利変換計画 （問題） 

 

20 

再開発スクール 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.３７]都市再開発法に関する下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。24-48 

1. 組合施行の場合には、施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が 7人以 

上でなければ市街地再開発事業の施行はできない。 

2. 役員の職務として、組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表 

権を有しない。この場合においては、副理事長が組合を代表する。 

3. 施行者は権利変換計画認可を受けたときは、その公告の内容と配置設計を施行地区内の 

適当な場所に、その公告をした日から起算して 10日間掲示しなければならない。 

4. 都市再開発法第 110条（全員同意型）の規定により権利変換手続を進める場合には、事 

前に総会の特別議決が必要である。 

 

[No.３８都市再開発法第 110 条、同法 111 条によらない、いわゆる原則型で権利変換計画

を定める場合、当該権利変換計画で定めなければならない事項として、誤っているものは次

のうちどれか。23-40 

1. 施行地区内の建築物について借家権を有する者に借家権が与えられることとなる施設 

建築物の一部 

2. 権利変換される宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利を有する者 

の氏名又は名称及び住所並びにその権利 

3. 参加組合員がいる場合、参加組合員に与えられることとなる施設建築物の一部等の価額

の概算額並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所 

4. 施設建築敷地の地代の概算額及び地代以外の借地条件の概要 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.３９]都市再開発法に関する下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには〇、 

誤っているものには×と解答しなさい。23-48 

1. 市街地再開発事業の施行区域において施行される市街地再開発事業は、すべて都市計画 

事業となる。 

2. 未登記の借地権を有する者は、施行地区の公告があった日から、当該市町村長を経由し 

て、国土交通省令で定めるところにより書面をもって都道府県知事に申告しなければな 

らない。 

3. 権利変換期日において、権利変換計画の定めにより失った権利に基づき施行地区内の土 

地又は建築物を占有していた者は、明渡しの期限までは、従前の用法に従い、占有を継 

続できる。 

4. 都市再開発法第 110条の規定により権利変換計画を定める場合は、参加組合員又は特定 

事業参加者の同意を得たことを証する書類を権利変換計画認可申請書に添付する必要 
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１．権利変換計画 （問題） 

 

21 

再開発スクール 

がある。 

 

[No.４０]都市再開発法第 110条（全員同意型）によらない権利変換計画を定めた第一種市 

街地再開発事業において、施行者が取得した保留床を譲渡する場合、公募により処分しなけ 

ればならないものは次のうちどれか。22-32 

1. 市施行事業にあって、施行地区内に居住していた借家人が、当該地区内への居住の継続 

を希望し、施設建築物内の住宅施設を取得しようとした場合。 

2. 組合施行事業にあって、組合員でない市が、施行地区における都市機能の更新を図るた 

め、施設建築物内の図書館を取得しようとした場合。 

3. 組合施行事業にあって、保留床取得を企図して設立された権利者法人が、商業施設及び 

駐車施設を取得しようとした場合。 

4. 再開発会社施行にあって、再開発会社の社員が、当該地区内への居住の必要があり、施 

設建築物内の住宅施設を取得しようとした場合。 

 

[No.４１]権利変換計画において定めなければならない事項に関して、誤っているものは、 

次のうちどれか。22-38 

1. 権利変換手続開始の登記完了日、権利変換期日、土地明け渡しの予定時期並びに都市再 

開発法第 91条の補償金（利息相当額を含む）の支払い期日及び支払方法 

2. 過小な床面積の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれら 

の者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその価額 

3. 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合にける標準家賃の概算額及び家賃以外の 

借家条件の概要 

4. 施設建築物の各階平面図に各施設建築物一部の配置及び用途を表示したもの並びに施 

設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの及び公共施設の平面図 

 

[No.４２]権利変換計画の手続等に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。22-39 

1. 都道府県知事は、市街地再開発組合から権利変換計画の認可の要請があったときは、施 

行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該権利変換計画を 2週間公衆の縦覧に 

供させなければならない。 

2. 参加組合員の氏名又は名称の変更は、縦覧手続も審査委員の過半数の同意も要しない。 

3. 権利者は、その宅地、借地権若しくは建築物について仮登記の権利があった場合、その 

仮登記の権利者の同意を得なければ、権利変換を希望しない旨の申出をすることができ 

ない。 

4. 関係権利者は、土地調書及び物件調書の記載事項について異議があるときは、その内容 

を当該調査に附記することができる。 
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１．権利変換計画 （問題） 
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再開発スクール 

[No.４３]組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第 111条（地上権非設定型） 

による権利変換を行う場合の記述で、誤っているものは次のうちどれか。22-41 

1. 参加組合員に対しては、施行地区内に宅地又は借地権を有する者及び施行地区内の土地 

に権原に基づき建築物を所有する者と同様に、建築施設の部分が与えられるように定め 

なければならない。 

2. 施行地区内において、従前建築物を住宅として利用していた宅地及び建築物の所有者に 

対し、建築施設の部分として店舗を与える権利変換計画を定めることはできない。 

3. 権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は 1筆の土地となるものとして定めなければ 

ならない。 

4. 施行地区内の宅地、借地権又は建築物について存する担保権等の登記に関する権利は、 

権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、建築施設の部分に関する権 

利の上に存するものとする。 

 

[No.４４]組合施行の市街地再開発事業における施設建築物及び施設建築敷地に関する管 

理規約についての記述で、誤っているものは次のうちどれか。22-42 

1. 管理規約を定める場合、都市再開発法の規定によらず、「建物の区分所有等に関する法律 

の」の規定により、区分所有者及び議決権の各 4分の 3以上の多数による集会の決議を 

もって、管理規約を定めることができる。 

2. 都市再開発法の規定により管理規約を定めようとする場合は、保留床所得者は、管理規 

約について市街地再開発組合に意見書を提出することができる。 

3. 都市再開発の規定により管理規約を定めようとする場合は、市街地再開発組合の総会の 

特別議決を経なければならない。 

4. 都市再開発法の規定により管理規約を定めようとする場合は、都市再開発法第 110条 

（全員同意型）の権利変換の認可を受けた事業においては、管理規約の公衆の縦覧の必 

要はない。 
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再開発スクール 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.４５]都市再開発法に関する下記の 4肢それぞれの記述にて、正しいものには○、誤っ

ているものには×と解答しなさい。22-48 

1. 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、事業計画を変更しようとする場 

合、第一種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更について債 

権者の同意を得なければならない。 

2. 組合施行の第一種市街地再開発事業において、権利変換期日を経過した場合、組合が解 

散の理由にできるものは、事業の完成以外にはない。 

3．市街地再開発組合は、都市再開発法第 110 条（全員同意型）の権利変換を行う場合は、 

土地調書、物件調書の作成を省略することができる。 

4. 一筆の土地が施行地区の内外にわたる場合には、権利変換計画が認可された後に施行者 

が土地の分割登記を申請しなければならない。 

 

[No.４６]組合施行による第一種市街地再開発事業における権利変換計画認可後の権利変 

換登記に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。21-37 

1. 市街地再開発組合は、施行地区内の建物について都市再開発法第 97条に基づく補償を 

するものを除き、それ以外の全ての建物を権利変換期日後遅滞なく、市街地再開発組合 

に所有権を移転する登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

2. 施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日等の通知がされた後、権利変換期日を経過 

して権利変換の登記を組合が申請又は嘱託する前に権利者が死亡した場合には、権利変 

換の登記がされるまでの間も相続の登記はできる。 

3. 権利変換手続開始の登記は、権利変換登記に際して、組合の申請又は嘱託によって全て 

抹消することとなる。 

4. 権利変換計画で特定施設建築物を定めた場合、権利変換の登記においては、特定建築者 

に与えられることとなる土地の権利については、組合のものとして登記をしなければな 

らない。 
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再開発スクール 

[No.４７]次の図は、ある市街地再開発事業において、都市再開発法第 110条（全員同意型） 

によらない権利変換を行う場合の従前の権利関係をモデル化したものである。この場合の 

権利変換手続に関する記述で、明かに誤っているものは次のうちどれか。21-39  

 

   
          Ａ・Ｃ・Ｄ：それぞれ別個の土地所有者 

          Ｂ：借地権者（未登記であるが、存否について争いがない。） 

          Ｃ：借地権者（未登記であり、存否について争いがある。） 

          ［Ｆ］・［Ｇ］・［Ｈ］：それぞれ別個の抵当権者 

 

1. 権利変換を希望しない旨の申出をしたＡが、権利変換期日までに都市再開発法第 91条 

補償金の支払いを受けるためには、Ｆの供託しないでもよい旨の申出書が必要である。 

2. 事業認可の公告後、Ｂが借地権及び建築物について権利変換を希望しない旨の申出をす 

るとき、当該申出についてＡの同意を得る必要はない。 

3. Ｃが権利変換をする場合に、Ｇ及びＨの同意があった場合は、Ｃのすべての権利に対し 

てＧ、Ｈの順位で抵当権を定めた。 

4. ＤとＥともに権利変換を希望しない旨の申出をしていない場合、ＤとＥはそれぞれ当該 

権利が存するものとして権利変換計画書を作成した。 

 

[No.４８]都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づく権利変換等に関する記述で、正し 

いものは次のうちどれか。21-40 

1. 施行者が地方公共団体であっても、保留床の管理処分については、公募によらないで処 

分することができる。 

2. 従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施 

設の用に供される土地の所有者が国であるときであっても、国に帰属しないように定め 

ることができる。 

3. 従前資産について担保権等の登記に係る権利が存するときは、従前資産に対応して与え 

られるものとして定められた従後資産の権利の上に当該担保権等が存するものとして、 

定めなければならない。 

4. 組合施行であるときは、権利変換を希望しない者であっても、権利変換を希望しない旨

の申出を行わず権利変換の手続で転出をすることができる。 
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再開発スクール 

[No.４９]組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第 111条（地上権非設定型） 

による権利変換を行う場合の記述で、明らかに誤っているものは次のうちどれか。21-41 

1. 従前の土地・建物所有者Ａ・Ｂ・Ｃが取得する施設建築物の一部については、それぞれ 

個別の専有部分とはせず、Ａ・Ｂ・Ｃの申し出により共有の床とすることが可能である。 

2. 参加組合員に与えられる建築施設の部分の明細及びその価額の概算額は、権利変換計画 

に定めなければならない。 

3. 借家の継続を希望しない従前の借家人が、建築施設の部分の取得を希望することにより 

参加組合員となる場合には、当該取得建築施設の部分が権利変換計画に明示されること 

となる。 

4. 特定建築者が、単独で特定施設建築物並びにその敷地を所有する場合であっても、権利 

変換計画に特定施設建築物の配置設計を記載する必要がある。 
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再開発スクール 

[No.５０]第一種市街地再開発事業の組合施行にあたり、下図（下記の「従前の権利の状況」）

の地区において、権利変換計画を定めようとするとき、都市再開発法（以下、法という。）

の規定によって適用できる方式とそうでない方式がある。下図（ア）～（オ）のそれぞれが、

I～Ⅲのいずれかの方式において適用可能かを記入した下表の組合せのうち適切なものは

次のうちどれか。 

なお、この設問ではＡ～Ｃの権利者とⅩの保留床取得者との簡易なモデル表記をしてい

る。20-39 

従前の権利の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）地上権を設定せず、土地の共有をする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）土地を個別で所有し、地上権を設定する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
建
物
） 

（
土
地
） 

（図中Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘは権利者[所有者]とする） 

Ａの所有権 Ｂの所有権 Ｃの所有権 

Ｃ Ａ 
Ｂ 

（
土
地
） 

（
建
物
） 

（凡例：図中 X は保留床取得者とする。以下同じ。） 

Ａ Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの所有権（共有） 

Ｘ 

（
建
物
） 

（
土
地
） 

Ｘ 

Ａ Ｂ 

 

Ｃ 

 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの地上権 

ｃ 
Ａの所有権 Ｂの所有権 Ｃの所有権 

26



１．権利変換計画 （問題） 
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再開発スクール 

（ウ）地下鉄のための区分地上権を設定する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）共有の土地に定期借地権を設定する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）施設建築敷地以外の宅地を設定する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
建
物
） 

（
土
地
） 

地下鉄施設の範囲 

Ｘ 

 
Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの所有権 

（共有） 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの所有権 

（共有） 

鉄道事業者の 

区分地上権 

Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ｘ 

 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの定期借地権 

Ａ・Ｂ・Ｃ所有権（共有） 

（
建
物
） 

（
土
地
） 

（
建
物
） 

（
土
地
） 

Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｘ 

 

施設建築敷地以外の宅地 

Ｃの所有権 Ａ・Ｂ・Ｘの所有権（共有） 
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再開発スクール 

表：適用できる権利変換方式 
 

組 

合 

せ 

方式Ｉ 

法第 110 条又は第 111 条

によらない、原則型の権 

利変換方式 

方式Ⅱ 

法第 110 条の規定によ

る全員同意型の権利変

換方式 

方式Ⅲ 

法第 111 条の規定によ

る地上権非設定型の権

利変換方式 

１. いずれも適用できない (ｱ)･(ｲ)･(ｳ)･(ｴ)･(ｵ) (ｱ)･(ｳ) 

２. いずれも適用できない (ｱ)･(ｲ)･(ｳ)･(ｴ) (ｱ) 

３. （イ） (ｱ)･(ｲ)･(ｳ)･(ｴ)･(ｵ) (ｱ) 

４. （エ） (ｱ)･(ｲ)･(ｳ)･(ｴ) (ｱ)･(ｳ) 

 

[No.５１]権利者の床配置の変更について、利害関係を有する全ての者の同意を得て市街地 

再開発組合が行う権利変換計画の変更の手続きで、誤っているものは次のうちどれか。 

20-40 

1. 都市再開発法施行令に定める軽微な変更であっても、その旨を公告し、及び関係権利者 

に関係事項を書面で通知しなければならない。 

2. 都市再開発法施行令に定める軽微な変更であっても、施行地区を管轄する登記所に変更 

の通知をしなければならない。 

3. 都市再開発法施行令に定める軽微な変更であるので、権利変換計画の変更について縦覧 

を行う必要がない。 

4. 都市再開発法施行令に定める軽微な変更であるので、権利変換計画の変更について都道 

府県知事の認可を得る必要がない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.５２]都市再開発法に係る下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤 

っているものには×と解答しなさい。20-48 

1. 組合施行の第一種市街地再開発事業において、審査委員の同意を個々に得て権利変換計 

画を定める手続を進めた。 

2. 市街地再開発組合が行う事業計画の変更のうち、公共施設の位置の変更と構造の変更は、 

縦覧手続を必要としない。 

3．再開発会社施行で、株主である権利者の土地を、権利変換前に再開発会社が買い進み、 

再開発会社所有の土地の地積が施行地区の土地面積の過半となる場合は再開発会社施 

行の要件を満たさなくなる。 

4.都市再開発法第 71条による権利変換を希望しない旨の申出は、転出の意思表示を確認す

るものであり、申出にあたり本人であることを証する書面を添付すれば、任意形式の書面

を施行者に提出することでよい。 
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再開発スクール 

[No.５３]都市再開発法の規定により権利変換計画に定めなければならない事項として、誤

っているものは次のうちどれか。19-38 

1. 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額 

2. 参加組合員の氏名又は名称及びその者に与えられることとなる施設建築物の一部等の 

明細 

3. 公募によらず保留床を取得することとなる関係権利者の氏名又は名称 

4. 都市再開発法第 91条第 1項の補償金の支払い期日及び支払い方法 

 

[No.５４]市街地再開発事業の施行地区内の宅地のうち、抵当権の登記がされている宅地に 

関する記述で、正しいものは次のうちどれか。19-39 

1. 都市再開発法第 71条に定める金銭給付の申出は当該抵当権者の同意がなければ、行う 

ことができない。 

2. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）に基づいて権利変換計画を定める場合、当該 

抵当権者の同意を得れば、建築施設の部分への抵当権の移行を行わなくてもよい。 

3. 都市再開発法第 91条に定める補償金は、抵当権者の同意がなくても個別払いの原則に 

より、直接当該宅地の所有者に支払わなければならない。 

4. 当該抵当権を建築施設の部分へ移行する場合、その登記は施行者が行わなければならな 

い。 

 

[No.５５]市街地再開発組合が都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づく権利変換を行 

う場合の記述で、誤っているものは，次のうちどれか。19-41 

1. 権利変換を希望しない旨の申出の手続きを省くことができる。 

2. 関係権利者間の利害衡平が保たれていれば、権利変換により新たに取得する資産と従前 

資産との間に、増床による著しい差額が生じていても差し支えない。 

3. 権利変換計画において、施行地区内の従前建築物の所有権を施行者に帰属するように定 

める必要はない。 

4. 組合は、権利変換計画の認可を受けたときは、関係権利者に関係事項を書面で通知しな 

ければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.５６]都市再開発法に関わる下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。19-48 

1. 都道府県知事は、組合の第一種市街地再開発事業の継続が困難となるおそれがある場合 

において、監督処分によっては事業遂行の確保を図ることができないと認めるときに事 

業代行の開始を決定することができ、このとき施行地区を管轄する市町村長を事業代行 

者として指定しなければならない。 
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再開発スクール 

2. 都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づいて権利変換計画を定めるためには、施行 

者は、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有するすべての者のみならず、参加組合 

員がいる時には当該参加組合員の同意を得ることが必要である。 

3. 施行地区となるべき区域の未登録の借地権を有する者による「借地権の申告手続き」は、 

当該区域を管轄する市町村長に対し、その借地の所有者と連署し、又は借地権を証する 

書面をもって、その借地権の種類及び内容を申告しなければならない。 

4. 組合は、都市再開発法第 70条の権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託するまで 

に、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 

 

[No.５７]組合施行の市街地再開発事業において、権利変換計画の認可から権利変換期日ま 

での間に行われる権利変換計画の変更で、審査委員の同意、権利変換計画の縦覧手続き及び 

都道府県知事の認可の全てが、常に不要なものは次のうちどれか。18-41 

1. 床面積が過少となることにより従後資産が与えられない者の住所の変更 

2. 組合が取得することとなる施設建築物の一部の明細の変更。 

3. 新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項の変更 

4. 工事完了の予定時期の変更 
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この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.５８]都市再開発法に関わる下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。18-48 

1. 組合員は、総組合員の４分の 1の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又 

は監事の解任の請求をすることができる。 

2. 権利変換期日において失った権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有してい 

た者は、施行者が通知した明け渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続 

することができるが、占有していた者の承継人は明渡し期限までの占有は認められてい 

ない。 

3. 権利変換計画において、施設建築物の集会室を共有部分として定めた場合には、「建築の 

区分所有等に関する法律」における規約による共用部分とみなされる。 

4. 再開発ビルの管理規約を都市再開発法に基づき定めようとするときは、都市再開発法第 

110条（全員同意型）の権利変換の認可を受けた事業であっても、管理規約の公衆の縦 

覧は必要である。 
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[No.５９]都市再開発法第 110条に基づき権利変換計画を定める場合であっても、必ず適用 

される規定は次のうちどれか。17-37 

1. 権利変換手続開始の登記について定めた法第 70条の規定 

2. 従前資産の価額を評価基準日における相当の価額とすべき旨の法第 80条の規定 

3. 担保権等の移行について定めた法第 89条の規定 

4. 保留床の公募について定めた法第 108条第 1項の規定 

 

[No.６０] 次の図は、都市再開発法第 110条、同法第 111条によらず原則型の権利変換を 

行う場合の従前の権利関係をモデル化したものである。 

この場合の権利変換計画に関する記述で、誤っているものは次のどれか。17-38 

 
1. 抵当権の登記に係る権利の消滅についてＨ及び Iの同意があったときは、Ａの宅地と建 

築物それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなくてもよい。 

2. Ｄに対しては、施設建築敷地の所有権が与えられているように権利変換計画を定めなけ 

ればならない。 

3. Ｅが権利変換を希望せず、借地権及び建築物に代えて金銭の給付を希望する旨の申出を 

するためには当該申出をするにあたってＣの同意を得る必要がある。 

4. Ｇから借家権の取得を希望しない旨の申出がない場合、権利変換計画において、Ｇに借 

家権が与えられるように定めなければならない。 
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[No.６１]都市再開発法第 111条に定める地上権非設定型の権利変換に関する記述で、明ら 

かに誤っているものは次のうちどれか。17-40 

1. 本条に規定する「第 75条第 2項の規定による権利変換計画（原則型）を定めることが適 

当でないと認められる特別の事情」とは、例えば施行地区内の権利者の多くが地上権の 

設定を望んでいない場合などが考えられる。 

2. 個人施行の場合には、この方式による権利変換を定めることができない。 

3. 権利変換を希望する借地権者にとっては、同一条件の場合、原則型（地上権設定型）に 

比べ、与えられる施設建築物の一部の床面積は少なくなる。 

4. 施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分を「建築施設の 

部分」と定義している。 

 

[No.６２]都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換計画に定める 

べき事項として、誤っているものは次のうちどれか。16-39   

1. 権利変換される宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利を有する者 

の氏名又は名称及び住所並びにその権利 

2. 特定施設建築物があるときは、その特定建築者の氏名又は名称及び住所 

3. 特定事業参加者に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその特定事 

業参加者の氏 名又は名称及び住所 

4. 1個の施設建築敷地の価額の概算額及び当該施設建築敷地に設定される地上権の価額の 

概算額 
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[No.６３]次の図は、ある組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第 110 条、 

同法第 111条によらない原則型の権利変換を行う場合の、従前の権利関係をモデル化した 

ものである。この場合の権利変換計画に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

16-40 

 

 

 

 

   建物 

 

 

 

土地 

 

 

A､C：土地・建物所有者 

               B：土地所有者 

D：借地権者・建物所有者 

             （E）、（F）：借家権者 

            ［G］、［H］：抵当権者 

 

1. Ａの土地と建物について登記されている抵当権の消滅について、抵当権者Ｇ、Ｈの同意 

があれば、借家権者Ｅの同意がなくても、Ａの土地と建物がそれぞれ別個の権利者に属 

するものとして権利変換計画を定めなくても良い。 

2. 従前に建物を所有していないＢに対しても、施設建築敷地の所有権と施設建築物の一部 

等が与えられるように権利変換計画を定めなければならない。 

3. Ｃが権利変換を希望しない旨の申出をした場合、借家権の取得を希望しない旨の申出を 

していないＦに対しては、施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について借家 

権が与えられるように権利変換計画を定めなければならない。 

4. Ｄの借地権が未登録でその存否について争いがある場合、当該借地権が存在するものと 

して権利変換計画を定めなければならない。 

 

A（E）［H］ C（F） D 

D 
A（G） C 

B 

34



1 

 

2.事業計画 （問題） 

[No.１] 指定都市以外の市町村における第一種市街地再開発事業の事業計画の変更手続に 

関する記述で、正しいものは次のうちどれか。02-30 

1. 地方公共団体施行の市街地再開発事業では、事業施行期間の変更や資金計画の変更につ

いては、都道府県知事の認可を受ける必要はない。 

2. 組合施行の市街地再開発事業における事業計画の変更のうち、軽微な資金計画の変更に

ついては、都道府県知事の認可を受ける必要はない。 

3. 組合施行の市街地再開発事業における事業計画の変更のうち、事業施行期間を変更しよ

うとするときは、縦覧手続きを行わなければならない。 

4. 個人施行者が都道府県知事に事業計画の変更を申請するときは、施行地区を管轄する市

町村長の同意を得なければならない。 

 

[No.２] 市街地再開発事業の事業計画において定める資金計画等に関する記述で、誤って 

いるものは次のうちどれか。02-29 

1. 資金計画の収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計

上しなければならない。 

2. 市街地再開発組合の資金計画の収入予算においては、参加組合員が組合に納付する金額

のうち、施設建築物の一部等の価額に相当する額を負担金といい、組合の事業経費に充

てる金額を分担金という。 

3. 資金計画の支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定しなけれ

ばならないが、個人施行の市街地再開発事業における資金計画については、施行区域内

の宅地又は建築物について権利を有する者全員の同意を得るため、この限りではない。 

4. 組合が施行する市街地再開発事業により整備されることとなる重要な公共施設の管理

者負担金は、当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得て、事業計画に

定めなければならない。 

 

[No.３] 第一種市街地再開発事業の事業計画に関する記述で、誤っているものは次のうち 

どれか。02-28 

1. 事業計画には、施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画及び権利変換計画の概

要を定めなければならない。 

2. 事業計画に定める内容は、個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体

又は機構等、施行者がいずれの場合も同じである。 

3. 特殊の技術を要する特別な事情があり、公共施設の整備に関する工事を公共施設の管理

者又は管理者となるべき者に行わせる場合には、事業計画において、その者の行う工事

の範囲を定めなければならない。 

4. 事業計画においては、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域（個別利

用区）を定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35



2 

 

 

[No.４]土地区画整理法に規定する事業計画の縦覧及び意見書の処理に関する記述で、正し 

いものは次のうちどれか。ただし、地方自治法の指定都市、中核市及び施行時特例市の区域 

において行われる土地区画整理事業を除く。01-12 

1. 組合設立の認可申請（事業計画の決定に先立って組合を設立する場合を除く。）を受けた

都道府県知事は、明らかに認可すべきでないと認める場合を除き、施行地区となるべき

区域を管轄する市町村長に事業計画を 2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 

2. 土地区画整理事業の利害関係者は、縦覧に供された事業計画及び都市計画において定め

られた事項について、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 2週間を経過する日までに、

都道府県知事に意見書を提出することができる。 

3. 都道府県知事は、意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見

書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を組合設立の認可を申請しよ

うとする者に通知しなければならない。 

4. 都道府県知事は、意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見

書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、事業計画に必要な修正を加えたこと

を意見書を提出した者に通知しなければならない。 

 

[No.５]事業計画において個別利用区が定められ、都市再開発法第 110条、同法第 110条の 

2、同法第 110 条の 3 又は同法第 111 条によらない原則型の権利変換計画を定める場合に、 

個別利用区の権利変換に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。01-39 

1. 施行地区内の宅地について借地権を有する者が、個別利用区内の宅地への権利変換の申

出等を行う場合は、当該借地の所有者と共同で申し出なければならない。 

2. 個別利用区内に、指定宅地の所有者又はその使用収益権を有する者に与えられるように

定められる以外の宅地がある場合は、当該宅地は施行者に帰属するよう権利変換計画に

定めなければならない。 

3. 指定宅地に存する従前の建築物は、権利変換期日において施行者に帰属し、当該建築物

を目的とする所有権以外の権利は、原則として消滅する。 

4. 指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以降は、権利変換計画の定めるところに従い、

個別利用区内の宅地の上に存するものとする。 

 

[No.６]市街地再開発組合の事業計画の変更手続きに関する記述で、誤っているものは次の 

うちどれか。30-28 

1．事業計画の変更のうち施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設 

建築物の延べ面積の 10分の 1をこえる延べ面積の増減を伴う変更については、縦覧手 

続きを必要とする。 

2. 施行地区の縮小又は費用の分担に関し、事業計画を変更しようとする場合において、市 

街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同 

意を得なければならない。 

3．施行地区の縮小に伴い公共施設の規模縮小を含む事業計画の変更をしようとする場合に 

あっては、当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意は不要である。 

4. 権利変換期日後にあっても、事業計画の変更をしようとするときには都道府県知事（地 

方自治法の指定都市においては指定都市の長）の認可を受けなければならない。 
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[No.７] 市街地再開発事業の事業計画に定める事項に関する記述で、正しいものは次のう 

ちどれか。29-28 

1. 事業計画において定めなければならない設計の概要の設計説明書には、施設建築物の 

設計の概要、施設建築敷地の設計の概要及び公共施設の設計の概要のほか、権利床の配 

置設計の概要を記載しなければならない。 

2．事業計画において定める施行地区位置図は縮尺 25,000分の 1以上で、施行地区区域図 

は縮尺 2,500分の 1以上で、設計図は縮尺 250分 1以上でそれぞれ作成しなければなら 

ない。 

3．都市計画の変更に伴い、施設建築物の延べ面積の 10分の 1をこえる延べ面積の増減を 

伴わない設計の概要の変更であっても、大幅な事業施行期間の変更があるときは、縦覧 

手続をしなければならない。 

4．事業計画においては、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図 

る上で支障がない位置に、個別利用区を定めることができる。 

 

[No.８]第一種市街地再開発事業における事業計画の縦覧及び意見書の処理に関する記述

で、正しいものは次のうちどれか。28-29 

1. 定款及び事業基本方針を定めて設立された組合が事業計画を定めようとするときは、組 

合員は、組合が作成した事業計画の案について意見書を提出することができない。 

2. 組合設立の認可申請に伴い縦覧に供された事業計画について意見書を提出することが 

できるのは、施行地区となるべき区域の土地若しくはその土地に定着する物件について  

権利を有する者又は参加組合員に限られる。 

3. 地方公共団体が事業計画を定めようとするときは、 事業計画のうちの「設計の概要」の 

みを 2週間公衆の縦覧に供すれば足りる。 

4. 都市再生機構が事業計画を定めようとするときは、国土交通大臣は、施行地区となるべ 

き区域を管轄する市町村長に、当該事業計画を 2週間公衆の縦覧に供させなければなら 

ない。 

 

[No.９]第一種市街地再開発事業の事業計画に定める事項に関する記述で、誤っているもの

は次のうちどれか。28-30 

1. 事業計画で定める「設計の概要」は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければな 

らない。 

2. 定款及び事業計画を定めて組合設立の認可を申請しようとする者は、認可申請書に、事 

業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類を添付しなければならない。 

3. 事業計画で定める資金計画のうち、収入予算においては、収入の確実であると認められ 

る金額を収入金として計上しなければならない。 

4. 事業計画で定める資金計画のうち、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により 

その経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。 
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[No.１０]第一種市街地再開発事業における事業計画の変更に関する記述で、誤っているも

のは次のうちどれか。28-31 

1. 個人施行者が事業計画を変更しようとするときは、 その内容について関係権利者全員 

の同意がある場合は、都道府県知事（地方自治法の指定都市においては指定都市の長） 

の認可を受ける必要はない。 

2. 市街地再開発組合が事業計画を変更しようとするときは、その内容が政令で定める縦覧 

手続等を要しない軽微な変更であっても、都道府県知事（地方自治法の指定都市におい 

ては指定都市の長）の認可を受けなければならない。 

3．再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合、 

都道府県知事は、認可するにあたり、あらかじめ、施行地区及び新たに施行地区となる 

べき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 

4. 施行者である都道府県が事業計画のうち事業施行期間を変更しようとするときは、国土 

交通大臣の認可を受ける必要はない。 

 

[No.１１]市街地再開発事業における事業計画の縦覧に関する手続きの記述で、誤っている 

ものは次のうちどれか。27-29 

1. 個人施行による市街地再開発事業においては、事業計画を公衆の縦覧に供する手続きを 

必要としない。 

2. 縦覧に供された事業計画について意見書を提出することができる者には、施行地区とな 

るべき区域内に存する建築物の借家権者や抵当権者も含まれる。 

3. 縦覧に供された事業計画については、都市計画において定められた事項についても意見 

を提出することができる。 

4. 都道府県知事から修正を命じられた事業計画については、その修正に係る部分のみ再度 

縦覧の手続きを行えばよい。 

 

[No.１２]市街地再開発事業を施行しようとする者が行う、公共施設管理者の事業計画への 

同意に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。27-30 

1. 事業の施行により整備する交番の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければ 

ならない。 

2. 事業の施行により施行地区から地区外に移転する公立中学校の管理者の同意を得なけ 

ればならない。 

3. 事業の施行により整備する下水道の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけれ 

ばならない。 

4. 事業の施行により整備する道路の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければ 

ならない。 

 

[No.１３]第一種市街地再開発事業における事業計画に関する記述で、誤っているものは次 

のうちどれか。26-29 

1. 設計の概要は、施設建築物に関し権利を与えられることとなる者をできる限り集約的に 

配置するように定めなければならない。 

2. 施行者が個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体及び機構等のいず 

れの場合でも、事業計画に、施行地区、設計の概要、事業施行の期間及び資金計画を定 

めなければならない。 

3. 住宅建設の目標が定められた場合においては、設計説明書に市街地再開発事業により建 

設される住宅の概要を記載しなければならない。 

4. 事業計画において、施行地区については、施行地区位置図及び施行区域図を作成して定 

めなければならない。 
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[No.１４]第一種市街地再開発事業における各施行者の事業計画の変更手続きに関する記 

述で、誤っているものは次のうちどれか。26-30 

1. 個人施行者が都道府県知事に事業計画の変更を申請するときは、施行地区を管轄する市 

町村長を経由しなければならない。 

2. 市街地再開発組合が事業計画を変更して施行地区に新たな土地を編入するときは、その 

変更認可申請を受けた都道府県知事は、管轄の市町村長の意見を聴かなければならない。 

3. 施行者である市町村が事業計画を変更したときは、事業計画において変更した設計の概 

要及び資金計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 

4. 独立行政法人都市再生機構が事業計画を変更しようとするときに、事業の施行により整 

備される公共施設に関係する変更がない場合でも、当該公共施設の管理者又は管理者と 

なるべき者とあらかじめ協議しなければならない。 

 

[No.１５]市街地再開発組合設立のための事業計画の縦覧及び意見書の処理に関する記述 

で、誤っているものは次のうちどれか。25-29 

1. 施行地区となるべき区域の土地又はその土地に定着する物件について権利を有する者 

のすべての同意を得たときであっても、都道府県知事は市町村長に事業計画を公衆の縦 

覧に供させなければならない。 

2. 施行地区となるべき区域の土地に定着する物件の抵当権者であっても、縦覧された事業 

計画について、意見書を提出することができる。 

3. 地方公共団体は、事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の 

開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。 

4. 縦覧に供された事業計画について意見があるときは、2週間の縦覧期間満了の日までに 

都道府県知事に意見書を提出しなければならない。 

 

[No.１６]市街地再開発事業の事業計画に定める事項に関する記述で、正しいものは次のう

ちどれか。24-29 

1．組合施行による市街地再開発事業においては、当該事業計画の中に、参加組合員に関す 

る事項と費用の分担に関する事項を記載しなければならない。 

2. 事業計画で定めるべき事項のうち、事業施行期間については、建築工事の手順により期 

間変動が見込まれる場合や権利者の同意に見通しが立たない場合等特別な事情がある 

場合には定めなくてもよい。 

3. 特殊の技術を要する特別な事情があり、公共施設の整備に関する工事を公共施設の管理 

者又は管理者となるべき者に行わせる場合には、事業計画においてその者の行う工事の 

範囲を定めなければならない。 

4. 個人施行の事業計画のうち、設計の概要においては権利床の配置設計図を作成しなけれ 

ばならない。 

 

[No.１７]組合施行の第一種市街地再開発事業における事業計画の変更に関して、必ず縦覧 

手続きを行わなければならないものは次のうちどれか。23-29 

1. 都市計画の変更に伴い、設計の概要を変更するとき。 

2. 事業計画のうち施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物 

の延べ面積の 10分の 1をこえる延べ面積の増減があるとき。 

3. 事業計画のうち事業施行期間を変更するとき。 

4. 事業計画のうち資金計画を変更するとき。 
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この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.１８]都市再開発法に関する下記の 4肢それぞれの記述にて、正しいものには○、誤っ

ているものには×と解答しなさい。22-48 

1. 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、事業計画を変更しようとする場 

合、第一種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更について債 

権者の同意を得なければならない。 

2. 組合施行の第一種市街地再開発事業において、権利変換期日を経過した場合、組合が解 

散の理由にできるものは、事業の完成以外にはない。 

3．市街地再開発組合は、都市再開発法第 110 条（全員同意型）の権利変換を行う場合は、 

土地調書、物件調書の作成を省略することができる。 

4. 一筆の土地が施行地区の内外にわたる場合には、権利変換計画が認可された後に施行者 

が土地の分割登記を申請しなければならない。 

 

[No.１９]市街地再開発事業における縦覧手続等に関する記述で、誤っているものは次のう 

ちどれか。21-29 

1. 都道府県知事は、組合設立の認可申請があったときは、都市再開発法に定められた認可 

基準に、明らかに抵触する事実があると認められる場合以外は、施行地区となる区域を 

管轄する市町村長に、事業計画を 2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 

2. 市町村長は、施行地区及び設計の概要について、権利変換認可の後、組合解散の日まで、 

市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 

3. 施行地区内の土地若しくは物件について権利を有する者又は参加組合員は、縦覧に供さ 

れた事業計画について、意見書を提出できる。 

4. 都道府県知事から修正を命じられた事業計画については、その修正に係る部分のみ再度 

縦覧の手続を行えばよい。 

 

[No.２０]第一種市街地再開発事業における事業計画の変更に関する記述で、正しいものは 

次のうちどれか。21-30 

1. 個人施行者は、事業計画を変更しようとするときは、その内容について関係権利者全員 

の同意がある場合は、都道府県知事の認可を受ける必要はない 

2. 市街地再開発組合が行う事業計画の変更のうち、軽微な資金計画の変更については、都 

道府県知事の認可を受ける必要はない。 

3．市街地再開発組合が、都市計画の変更に伴う設計の概要の変更による事業計画の変更の 

申請を行った場合、縦覧手続を必要とない。 

4．市街地再開発組合が事業計画の変更をして施行地区の縮小を行う場合、その変更認可申 

請を受けた都道府県知事は、管轄の市町村長の意見を聴かなければならない。 
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[No.２１]第一種市街地再開発事業における公告手続に関する記述で、正しいものは次のう 

ちどれか。21-32   

1. 組合施行による市街地再開発事業において、施行地区となるべき区域の公告は、申請が 

あった日から 30日以内に行わなければならない。 

2. 都道府県知事は、事業計画に先立って組合設立の許可を行ったときは、遅滞なく、組合 

の名称、施行地区、事務所の所在地、設立認可の年月日、事業年度及び権利変換を希望 

しない旨の申出をすることができる期限を公告しなければならない。 

3. 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、遅滞なく、第一種市街地再開発事業の 

名称、施行者の氏名又は名称、事務所の所在地、権利変換計画に係る施行地区又は工区 

に含まれる地域の名称、権利変換期日及び認可を受けた年月日について公告しなければ 

ならない。 

4. 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したとき、官報により公告を行えば、施行地区 

内において建築工事の完了に係る掲示は必要ではない。 

 

[No.２２]第一種市街地再開発事業における事業計画に関する記述で、誤っているものは次 

のうちどれか。20-28 

1. 事業計画においては、施行地区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなけれ 

ばならないが、設計図は縮尺 2,500分の 1以上で作成しなければならない。 

2. 事業計画の変更で、都市計画の変更に伴う設計の概要変更、当該施設建築物の延べ面積 

の 10分の 1をこえる延べ面積の増減を伴わない変更、事業施行期間の変更時は縦覧を 

要しない。 

3. 公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備を行わせる場合には、 

事業計画において、当該公共施設の整備を行わせる場合には、事業計画において、当該 

公共施設の位置及び形状、方位、構造及び現在の地盤面を明示し、工事の範囲を定めな 

ければならない。 

4. 事業計画における設計説明書には、施設建築物の設計概要、施設建築敷地の設計概要及、 

公共施設の設計概要び住宅建築の目標が定められたときは建設する住宅の概要に関す 

る事項を記載しなければならない。 

 

[No.２３]市街地再開発組合の設立申請をしようとする者が得なければならない事業計画 

の同意に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。20-29 

1. 事業の施行により整備される道路、公園及び広場の管理者又は管理者となるべき者の同 

意を得なければならない。 

2. 事業の施行により整備される公立の幼稚園の管理者又は管理者となるべき者の同意を 

得なければならない。 

3. 事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルの管理者又は管理者とな 

るべき者の同意を得なければならない。 

4. 事業の施行により整備される下水道及び水路の管理者又は管理者となるべき者の同意 

を得なければならない。 
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この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.２４]都市再開発法に係る下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤 

っているものには×と解答しなさい。20-48 

1. 組合施行の第一種市街地再開発事業において、審査委員の同意を個々に得て権利変換計 

画を定める手続を進めた。 

2. 市街地再開発組合が行う事業計画の変更のうち、公共施設の位置の変更と構造の変更は、 

縦覧手続を必要としない。 

3．再開発会社施行で、株主である権利者の土地を、権利変換前に再開発会社が買い進み、 

再開発会社所有の土地の地積が施行地区の土地面積の過半となる場合は再開発会社施 

行の要件を満たさなくなる。 

4. 都市再開発法第 71条による権利変換を希望しない旨の申出は、転出の意思表示を確認 

するものであり、申出にあたり本人であることを証する書面を添付すれば、任意形式の 

書面を施行者に提出することでよい。 

 

[No.２５]市街地再開発事業における縦覧手続きに関する記述で、正しいものは次のうちど 

れか。18-29 

1. 都道府県知事は、個人施行の認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域を管 

轄する市町村長に、事業計画を公衆の縦覧に供させなければならない。 

2. 組合施行による市街地再開発事業において、施行区域内の土地又はその土地に定着する 

物件について権利を有するすべての同意を得たときは、事業計画を公衆の縦覧に供する 

手続きを必要としない。 

3. 再開発会社施行による市街地再開発事業の場合は、事業計画だけでなく、規準について 

も、公衆の縦覧に供する手続きを経なければならない。 

4. 市施行による市街地再開発事業においては、施行地区となるべき区域を管轄する都道府 

県知事が、事業計画を公衆の縦覧に供しなければならない。 

 

[No.２６]市街地再開発組合設立のための事業計画の縦覧及び意見書の処理に関する記述

で、正しいものは次のうちどれか。17-29 

1. 縦覧に供された事業計画の内容に意見のある当該第一種市街地再開発事業に関係のあ 

る土地の所有者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 2 週間を経過する日までに、 

都道府県知事に意見書を提出することができる。 

2. 組合設立認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域を管轄する都道府県知事 

は、定款及び事業計画を 2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

3. 都道府県知事は意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意 

見を採択すべきでないと認めるときは、組合設立認可申請者に通知しなければならない。 

4. 意見書に係る意見を採択しない旨の通知に対しては、行政不服審査法による不服申し立 

てをすることができる。 
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[No.２７]市街地再開発組合の定める事業計画に関する記述で、正しいものは次のうちどれ

か。17-30 

1. 組合は、事業計画をもって、参加組合員に関する事項と費用の分担に関する事項を定め 

なければならない。 

2. 事業計画において定めなければならない設計の概要は、施設建築物に関し権利を与えら 

れることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り施設建築物の低廉化を図るよう 

定めなければならない。 

3. 事業計画において定めなければならない設計の概要には、施設建築物の設計の概要、権 

利床の配置設計の概要、施設建築敷地の設計の概要及び公共施設の設計の概要を記載し 

なければならない。 

4. 組合は、事業計画をもって、総会に関する事項、役員の定数、任期、職務の分担及び選 

挙に関する事項を定めなければならない。 

 

[No.２８]市街地再開発事業の事業計画に定める事項に関する記述で、正しいものは次のう 

ちどれか。16-29 

1. 事業計画で定めるべき事項はいずれの施行者においても同一であり、事業基本方針、施 

行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）、設計の概要、事業施行期 

間及び資金計画である。 

2. 事業計画で定めるべき事項のうち事業施行期間については、建築工事の手順により期間 

変動が見込まれる場合や権利者の同意に見通しが立たない場合等特別な事情がある場 

合には定めなくてもよい。 

3. 特殊の技術を要する等特別な事業があり、公共施設の整備に関する工事を公共施設の管 

理者又は管理者となるべき者に行わせる場合には、事業計画においてその者の行う工事 

の範囲を定めなければならない。 

4. 個人施行者の事業計画においては、施設建築物、施設建築敷地及び公共施設の設計の概 

要並びに権利床の配置設計の概要について記載しなければならない。 

 

[No.２９]都市計画に住宅建設の目標が定められた事業において、事業計画の決定に先立っ 

て市街地再開発組合を設立する場合の、Ａ～Ｆの手続き等の順序で誤りでないものは次の 

うちどれか。 16-31 

 

  Ａ 定款及び事業基本方針の策定 

  Ｂ 事業計画の縦覧 

  Ｃ 組合設立認可申請 

  Ｄ 組合の成立 

  Ｅ 住宅建築計画法に規定する公的住宅建設者に対する参加組合員としての参加の機 

会の付与 

  Ｆ 住宅を取得する参加組合員の選定 

 

 

1. Ａ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｂ  

2. Ａ→Ｃ→Ｂ→Ｅ→Ｆ→Ｄ 

3. Ｆ→Ｅ→Ａ→Ｃ→Ｂ→Ｄ 

4. Ｅ→Ｆ→Ａ→Ｃ→Ｄ→Ｂ 
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3.権利変換の登記 （問題） 

[No.１] 市街地再開発事業における権利変換の登記に関する記述で、誤っているものは次 

のうちどれか。02-36 

1. 施行者は、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記並びに権利変換

後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

2. 権利変換の登記をする際には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報

と併せて登記所に提供しなければならない。 

3. 施行者は、権利変換計画の認可から権利変換期日までの間に、土地に関する権利につい

て必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

4. 権利変換期日以降は、施行地区内の土地及び施行者に帰属した建築物に関しては、権利

変換の登記がされるまでの間は、他の登記をすることはできない。 

 

[No.２] 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換がなされ、施設建築物が 

完成したときの同法第 101条の登記（施設建築物の登記）に関する記述で、誤っているもの 

は次のうちどれか。01-37 

1. 施設建築物が 2棟あり、建築工事の完了の時期が異なる場合、施行者は、それぞれの施 

設建築物の建築工事が完了した時に、遅滞なく施設建築物に関する登記を申請又は嘱託

しなければならない。 

2. 表示の登記、共用部分である旨の登記、所有権保存の登記等の申請は、一棟の施設建築

物に属する建物の全部について同一の申請書で行わなければならない。 

3. 権利変換計画において施設建築物に抵当権が定められた場合は、その抵当権の登記は当

該権利者が行わなければならず、施行者はその抵当権の登記をする必要がない。 

4. 権利床のうち既に売買が成立し、建築工事の完了の公告の前に、当該権利床に係る土地

の権利の移転登記を済ませている場合は、当該権利床に対応した施設建築物の一部の登

記において、この買主名義で保存登記される。 

 

[No.３]市街地再開発組合の施設建築物の登記申請に関する記述で、誤っているものは次の 

うちどれか。30-36 

1. 建物の表題登記、共用部分である旨の登記及び所有権保存の登記の申請は、一棟の建物 

に属する建物の全部について、一つの申請情報によってしなければならない。 

2. 登記の申請に当たっては、権利変換計画及びその認可を証する書面を添付しなければな 

らない。 

3. 施設建築物の登記は、都市再開発法第 103条による施設建築物の一部等の価額等の確定 

を経なければできない。 

4. 施設建築物の登記は、参加組合員が取得することとなる床についても、組合が申請しな 

ければならない。 
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[No.４] 組合施行の第一種市街地再開発事業における権利変換手続開始の登記に関する記 

述で、誤っているものは次のうちどれか。29-36 

1. 市街地再開発組合（以下「組合」という。）は、事業計画の認可の公告があったときは、 

遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の担 

保権について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。 

2. 組合は、権利変換期日後遅滞なく、権利変換期日において組合に帰属した建築物以外の 

施行地区内の建築物について、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならな 

い。 

3. 権利変換手続開始の登記があった後において、当該登記に係る宅地の所有権を有する者 

が当該所有権を処分するには、組合に対し権利処分承認申請書を提出して、組合の承認 

を得なければならない。 

4. 権利変換期日前において、都道府県知事による組合の設立についての認可の取消しに関 

する公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の 

登記の抹消を申請しなければならない。 

 

[No.５] 第一種市街地再開発事業の権利変換の登記に関する記述で、正しいものは次のう 

ちどれか。29-37 

1. 施行者である地方公共団体は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従 

前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記並びに権利変換後の土地に 

関する権利について必要な登記を申請しなければならない。 

2. 都市再開発法第 90条第 1項の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続 

開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、必ずし 

も一の申請情報によってする必要はない。 

3. 権利変換期日以後においては、施行地区内の土地に関しては、従前の土地の表題部の登 

記の抹消及び新たな土地の表題登記並びに権利変換後の土地に関する権利について必 

要な登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。 

4. 権利変換期日以後においては、施行者に帰属した建築物に関しては、所有権の保存の登 

記及び所有権以外の権利の登記の抹消がされるまでの間は、他の登記をすることができ 

ない。 

 

[No.６]第一種市街地再開発事業の施設建築物に関する登記についての記述で、誤っている

ものは次のうちどれか。28-38 

1. 権利変換期日以降に権利床の譲渡があった場合は、施設建築物に関する登記は新たな所 

有者の名義で行うことができる。 

2. 施設建築物に関する登記は、参加組合員が取得することとなる床については、参加組合 

員が申請しなければならない。 

3. 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、 遅滞なく、施設建築物及び施設建 

築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

4. 施設建築物に関する権利に関しては、施設建築物に関する登記がされるまでの間は、他 

の登記をすることができない。 
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[No.７]都市再開発法第 90条による権利変換の登記に関する記述で、誤っているものは次 

のうちどれか。27-39  

1. 施行者は、権利変換の認可後権利変換期日までに、権利変換の登記を申請し、又は嘱託 

しなければならない。 

2. 施行者は、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記並びに権利変換 

後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

3. 権利変換期日後において、権利者が死亡した場合であっても、権利変換の登記がされる 

までの間は相続の登記をすることができない。 

4. 権利変換の登記のうち、土地の表題部の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属 

するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。 

 

[No.８]第一種市街地再開発事業の権利変換手続開始の登記に関する記述で、正しいものは 

次のうちどれか。26-37 

1. 施行者は、事業認可公告があったときは、登記所に施行地区の宅地及び建築物、既登記 

の借地権並びに市町村が所有する道路部分について、権利変換手続開始の登記申請をし 

なければならない。 

2. 権利変換手続開始の登記後に、当該登記に係る宅地の所有権を処分する際には、国土交 

通省令に定めるところにより、権利処分承認申請書を施行者に提出し、都道府県知事の 

承認を得なければならない。 

3. 権利変換手続開始の登記は、施行地区内の宅地及び建築物について、一括して申請しな 

ければならない。 

4. 権利変換手続開始の登記申請をする際は、事業計画の認可公告があったことを証する情 

報をその申請情報と併せて登記所に提出しなければならない。 

 

[No.９]市街地再開発事業における権利変換の登記に関する記述で、正しいものは次のうち

どれか。26-38 

1. 施行者は、権利変換期日後、通知した土地の明渡し期限までに、権利変換後の土地に関 

する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

2. 権利変換手続開始の登記は、権利変換登記に際して、施行者の申請又は嘱託によって、 

全て抹消されることとなる。 

3. 従前権利に抵当権が設定されている権利変換計画において、その抵当権の登記は施設建 

築物の完成後、当該権利者が行う必要があるため、施行者は抵当権の登記をする必要が 

ない。 

4.権利変換の登記中であっても、権利処分承認申請書が施行者に提出された場合は、施行者

はその申請に基づいて、権利変換の登記をしなければならない。 
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[No.１０]第一種市街再開発事業の施設建設物竣工後の手続きに関して、誤っているものは 

次のうちどれか。25-31 

1. 市街地再開発組合の清算人は、就職の後遅滞なく、組合財産の現況を調査し、財産目録 

を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について都道府県 

知事の承認を求めなければならない。 

2. 当該事業により設置された公共施設は、法律または規準、規約、定款若しくは施工規程 

に管理すべき者の定めがあるとき以外は、その存する市町村の管理に属する。 

3. 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を公告するとと 

もに、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物に関し権利を取得する者に通知 

しなければならない。 

4. 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建 

築物に関する権利にについて必要な登記を行わなければならず、施設建築物に関する権 

利に関しては、この間他の登記をすることはできない  

 

[No.１１]第一種市街地再開発事業の登記に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

25-38 

1. 施設建築物の登記をする場合、専有部分の登記と合わせて、共用部分の持分登記も行う。 

2. 都市再開発法第 90条登記完了から法第 101条登記を申請するまでの間に権利床の譲渡 

等があった場合、第 101条登記は新たな所有者の名義で行うことができる。 

3. 床面積については、壁心で算定する方法と、内法で算定する方法があるが、専有部分を 

登記する場合の床面積は壁芯で算定したものである。 

4. 建物の表題登記は土地家屋調査士に嘱託し、所有権の保存の登記、担保権等に関する登 

記は司法書士に嘱託し、別々に登記申請を行う。 

 

[No.１２]第一種市街地再開発事業の登記に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。24-38 

1. 都市再開発法第 90条に規定する権利変換の登記において、施行地区内の全ての建物は、 

施行者に所有権を移転する登記をしなければならない。 

2. 権利変換期日以後、権利変換の登記をする前に権利者が死亡した場合でも、権利変換の 

登記がされるまでは、土地の相続登記はできない。 

3. 施設建築物に関する登記は、参加組合員が取得することとなる床についても、組合が申 

請しなければならない。 

4. 権利変換の登記をする際には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報 

と併せて登記所に提供しなければならない。 

 

[No.１３]市街地再開発事業における登記手続に関する記述で、誤っているものは次のうち 

どれか。23-38 

1. 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表題部の 

登記の抹消及び新たな土地の表題登記並びに権利変換後の土地に関する権利について 

必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

2. 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行者に帰属した建築物については所有権の移転 

の登記及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については 

権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。 

3. 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建 

築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

4. 権利変換計画を認可した都道府県知事は、遅滞なく、施行地区を管轄する登記所に、権 

利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。 
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[No.１４]市街地再開発事業における登記に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。22-37 

1. 組合設立認可の公告があったときは、組合は遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及 

び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を 

申請し、又は嘱託しなければならない。 

2. 権利変換手続開始の登記があった後、当該登記に係る宅地を有する者は、その権利を処 

分するには、国土交通省令で定めるところにより、組合を通じて、組合設立認可権者で 

ある都道府県知事の承認を得なければならない。 

3. 権利変換期日前において組合設立についての認可の取り消しがあったときは、施行者は 

遅滞なく、登記所に権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。 

4. 権利変換手続開始の登記の申請をする場合、事業計画の認可公告があったことを証する 

情報を、その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

 

[No.１５]都市再開発法第 110条（全員同意型）によらない権利変換を行った第一種市街地 

再開発事業における施設建築物の登記に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

21-38 

1. 施設建築物の登記は、都市再開発法第 103条による施設建築物の一部等の価額等の確定 

を経なければならない。 

2. 権利変換計画において施設建築物に抵当権が定められた場合は、その抵当権の登記は当 

該権利者が行わなければならず、施行者はその抵当権の登記をする必要がない。 

3. 保留床のうち既に売買が成立し、建築工事の完了の公告の前に、当該保留床に係る土地 

の権利の移転登記を済ませている場合は、当該保留床に対応した施設建築物の一部の登 

記において、この買主名義で保存登記される。 

4. 施設建築物を複数棟建築することとなっている事業で、建築工事の完了時点が棟によっ 

て異なる場合であっても、施設建築物に関する登記について、施行者は全ての棟の工事 

完了をもって一括で申請し又は嘱託しなければならない。 

 

[No.１６]第一種市街地再開発事業の施設建築物竣工後の手続きに関する記述で、誤ってい 

るものは，次のうちどれか。20-31 

1. 組合は、解散しようとする場合において金融機関に借入金のある時は、解散について当 

該金融機関の同意を得なければならない。 

2. 組合が解散したときは、組合財産と債務の確認・債権の取立てと債務の弁済及び残余財 

産の処分を理事又は監事が清算人となって、行わなければならない。 

3. 都市再開発法第 110条による全員同意で権利変換を行った場合は、施設建築物の一部等 

の価額等の確定を行わなくても、組合解散の認可申請ができる。 

4. 建築工事完了の公告後、組合は、施設建築物及び施設建築物に関する権利について登記 

を申請し、又は嘱託しなくてはならない。これらの登記がされるまでは、施設建築物に 

関する権利については他の登記を行うことができない。 

 

[No.１７]都市再開発法に定める権利変換手続開始の登記に関する記述で、正しいものは次 

のうちどれか。20-35 

1. 組合設立認可後、施行地区の内外にまたがる土地については、分筆が完了するまで、そ 

の内外にまたがる土地全部について権利変換手続開始の登記を行わなければならない。 

2. 権利変換手続開始の登記は、施行地区内の全ての土地についても行わなければならない 

ため、市町村が所有する道路部分についても行わなければならない。 

3. 市街地再開発組合が組合設立後取得した施行地区内の土地についても、権利変換手続開 

始の登記を行わなくてはならない。 

4. 権利変換手続開始の登記は、第 1回目の評価基準日までに行わなければならない。 
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[No.１８]市街地再開発事業の権利変換期日後の登記に関する記述で、正しいものは次の 

うちどれか。20-36 

1. 権利変換期日後の都市再開発法第 90条に規定する権利変換の登記を行う場合、参加組 

合員からの負担金が支払われていないときは、参加組合員に与えられる土地の持分につ 

いて、再開発組合の持分として登記をすることができる。 

2. 参加組合員が権利変換で取得できる建築施設の部分を全部譲渡し、所有者名義の変更の 

申し出があった場合、参加組合員の土地の持分について申し出のあった名義人への所有 

権移転登記を再開発組合は行わなければならない。 

3. 参加組合員が権利変換期日以降参加組合員の土地の持分に抵当権をつける場合、抵当権 

設定のための登記は再開発組合と参加組合員とが連名で登記申請をしなければならな 

い。 

4. 施設建築物の工事完了後行う都市再開発法第 101条に規定する施設建築物に関する登記 

を行う場合、参加組合員が取得する施設建築物の一部についても再開発組合が表示並び 

に保存登記を行わなければならない。 

 

[No.１９]第一種市街地再開発事業における権利変換手続開始の登記に関する記述で、誤っ 

ているものは次のうちどれか。19-36 

1. 施行者は、事業認可に係る公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅 

地及び建築物並びに担保権について、一括して権利変換手続開始の登記を申請し、又は 

嘱託しなければならない。 

2. 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、権利変換期日において施行者に帰属した建築物以 

外の施行地区内の建築物について、権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託 

しなければならない。 

3. 権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地の所有権を処分す 

るには、権利処分承認申請書を施行者に提出して、施行者の承認を得なければならない。 

4. 権利変換期日前において、都道府県知事による、組合の設立についての認可の取消しに 

関する公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始 

の登記の抹消を申請しなければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい 

[No.２０]都市再開発法に関わる画下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。19-48 

1. 都道府県知事は、組合の第一種市街地再開発事業の継続が困難となるおそれがある場合 

において、監督処分によっては事業遂行の確保を図ることができないと認めるときに事 

業代行の開始を決定することができ、このとき施行地区を管轄する市町村長を事業代行 

者として指定しなければならない。 

2. 都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づいて権利変換計画を定めるためには、施行 

者は、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有するすべての者のみならず、参加組合 

員がいる時には当該参加組合員の同意を得ることが必要である。 

3. 施行地区となるべき区域の未登録の借地権を有する者による「借地権の申告手続き」は、 

当該区域を管轄する市町村長に対し、その借地の所有者と連署し、又は借地権を証する 

書面をもって、その借地権の種類及び内容を申告しなければならない。 

4．組合は、都市再開発法第 70条の権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託するまで 

に、土地調査書及び物件調査を作成しなければならない。 
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[No.２１]権利変換計画の認可に伴う登記の手続について、正しいものは次のうちどれか。 

18-37 

1. 施行地区のすべてが同一の登記所の管轄に属する市街地再開発事業において、工区分け 

をしない複数の施設建築敷地となる場合、権利変換の登記は、従後の敷地ごとに順次必 

要な事項の登記を申請し、又は嘱託することができる。 

2. 権利変換計画を認可した都道府県知事は、登記事務の円滑な処理のため、施行地区を管 

轄する登記所に、権利変換期日その他必要な事項を通知しなければならない。 

3. 権利変換手続開始の登記は、その不動産が市街地再開発事業の対象となっていることを 

公示する主旨であるから、施設建築物の登記が完了するまで抹消できない。 

4.権利変換期日の後、施行者が権利変換の登記を申請又は嘱託する前に権利者が死亡した

場合でも、権利変換の登記がされるまでは土地の相続の登記はできない。 

 

[No.２２]都市再開発法第 110条によらず権利変換計画を定める場合に、同法第 90条に基 

づき行うべき登記（権利変換の登記）として、誤っているものは次のうちどれか。17-36 

1. 土地の表題部の変更の登記 

2. 施設建築敷地の共有持分の所有権に関する登記 

3. 施設建築敷地の共有持分の上に移行する担保権等の登記 

4. 権利変換期日において施行者に帰属することとなる建築物の所有権移転登記 

 

[No.２３]市街地再開発事業の権利変換手続開始の登記に関する記述で、正しいものは次の 

うちどれか。16-36 

1. 一筆の土地が市街地再開発事業の施行地区の内外にわたる場合に、施行者は、その土地 

の分筆登記と権利変換手続開始の登記を一括して申請又は嘱託しなければならない。 

2. 権利変換手続開始の登記を申請または嘱託するときは、施行地区内の宅地及び建築物並 

びにその宅地に存する既登記の借地権を有する者の承諾書を添付しなければならない。 

3. 都市再開発法第 110条(全員同意型)による市街地再開発事業で、施行者は、全員の同意 

があれば権利変換手続開始の登記を申請又は嘱託しなくてもよい。 

4. 権利変換手続開始の登記を行った後に、宅地の所有者が施行者に承認を得ないで当該宅 

地に抵当権を設定し、登記した場合は、この宅地の所有者が権利変換により従後資産を 

与えられるとき、施行者はこの抵当権に対応する権利を権利変換計画に定めなくてもよ 

い。 

 

[No.２４]市街地再開発事業の権利変換の登記及び施設建築物に関する登記に係る記述で、 

正しいものは次のうちどれか。16-37 

1. 都市再開発法第 90条による権利変換の登記で、同法第 110条（全員同意型）による権利 

変換の場合は、従前の土地の表示登記の抹消を行わず、権利変換手続開始の登記の抹消 

のみを行うことがある。 

2. 権利変換期日において施行地区内にある建築物のうち、自己の有する建築物を他に移転 

すべき申出をした者の有する建築物については、施行者は都市再開発法第 90条による 

権利変換に関するいずれの登記も申請又は嘱託する必要がない。 

3. 施行地区内に 2棟の施設建築物があり、当該 2棟の建築工事完了時期が異なる場合であ 

っても、施設建築物に関する登記は、当該 2棟の全部について同一の申請書で申請又は 

嘱託しなければならない。 

4. 建築工事の完了後に施行者から譲渡を受けた保留床取得者について行う施設建築物の 

登記は、すべて保存登記となる。 
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[No.２５]第一種市街地再開発事業の施設建築物竣工の手続きに関する記述で、正しいもの 

は次のうちどれか。16-43 

1. 個人施行の場合、個人施行者は、事業終了の都道府県知事の認可後、市街地再開発事業 

の決算報告書について、都道府県知事の承認を得なければならない。 

2. 組合施行の場合、清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく決算報告を作成し、 

これについて総会の承認を得た後、これを都道府県知事に報告しなければならない。 

3. 再開発会社施行の場合、市街地再開発事業の終了について都道府県知事の認可を受けな 

ければならない。 

4. 市施行の場合、施設建築物の一部等の価額等の確定、清算後に事業終了について地道府 

県知事の許可を受けなければならない。 
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4.組合の参加組合員 （問題） 

[No.１] 市街地再開発組合の参加組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。02-34 

1. 都市計画に「住宅建設の目標」が定められた事業において、組合設立の認可を申請しよ

うとする者は、あらかじめ、住生活基本法に規定する公営住宅等を当該地区で建設する

ことが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与

えなければならない。 

2. 参加組合員は、縦覧された事業計画について意見があるときは、都道府県知事（指定都

市においては指定都市の長）に意見書を提出することができる。 

3. 組合が参加組合員から負担金を徴収する権利については、時効により消滅することはな

い。 

4. 参加組合員は、定款に特別の定めがある場合を除き、各 1個の議決権及び選挙権を有す

る。 

 

[No.２] 市街地再開発組合の参加組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ 

か。01-33 

1. 参加組合員は、総会の選挙により理事及び監事になることができる。 

2. 参加組合員が納付すべき負担金の納付期限、分割の回数及び納付期日ごとの金額は定款 

で定めるものとする。 

3. 市街地再開発事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であり、組合が施行す

る第一種市街地再開発事業に参加することを希望する者は、定款で定められることによ

り参加組合員になることができる。 

4. 参加組合員が複数の場合であっても、総会における参加組合員の議決権の総数は、1と

しなければならない。 

 

[No.３]市街地再開発組合の参加組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

30-32 

1. 参加組合員は、組合の役員となることができる。 

2. 権利変換期日以後に都市再開発法第 33条に規定する「特別の議決」を行う場合は、参 

加組合員が取得した施設建築敷地の共有持分は存しないものとして議決する。 

3. 参加組合員が納付すべき負担金の納付期限、納付金額等の納付に関する事項は、事業 

計画で定めなければならない。 

4. 参加組合員の納付すべき負担金の最終の納付期限は、都市再開発法第 100条第 2項に 

規定する建築工事の完了の公告の日から 1月を超えてはならない。 

 

[No.４] 市街地再開発組合の組合員の権利義務の移転に関する記述で、誤っているものは 

次のうちどれか。29-33 

1. 施行地区内の宅地について、組合員の有する所有権の一部を承継した者があるときは、 

その組合員がその所有権の一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した 

者に移転する。 

2. 1筆の土地の所有者が組合設立後に土地を 2筆にして組合員以外の別の 2人に売却し、 

所有権を失った場合、組合員数は 2となり議決権も 2となる。 

3. 施行地区内の借家権者が、権利変換により組合に帰属した保留床を、建築工事完了の公 

告前に組合より譲り受けた場合、その借家権者は組合員となる。 

4. 都市再開発法第 90条に規定する登記（権利変換の登記）完了後、従前の権利に対応した 

床を譲り受けた者は組合解散前であれば組合員となる。 
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この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.５] 都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものに 

は ○、誤っているものには×と解答しなさい。29-48 

1. 市街地再開発組合を設立しようとする者は、都市計画の決定の告示があってから事業計 

画の認可までの間に土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 

2. 都市再開発法第 111条の規定による権利変換計画認可を受けた後、利害関係を有する者 

の同意を得て当該権利変換計画を変更した場合は、変更後の権利変換計画の縦覧手続を 

要しない。 

3. 独立行政法人都市再生機構は、参加組合員になることができるが、地方公共団体は、参 

加組合員になることができない。 

4．権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、 

施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図るように定めなければならないが、個別 

利用区内の宅地に関しては特に定めがない。 

 

[No.６]市街地再開発組合及び組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

28-34 

1. 組合員の数が 50人をこえていたので、組合は総会に代わってその権限を行わせるため 

に総代会を設けた。 

2. 組合設立時に作成した組合員名簿の記載事項に、その後変更が生じたため、理事長は組 

合員名簿に必要な変更を加え、都道府県知事に届出をする必要が生じた。 

3. 施行区域内の宅地について、組合員の有する借地権の全部が消滅したので、その組合員 

が組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転した。 

 

4．宅地を共有していた 3 人の権利者がそれぞれ別々に権利変換により床を取得したので、 

この場合、組合員数は権利変換期日前は 1であったが、権利変換期日以後は 3となった。 

 

[No.７]市街地再開発組合の参加組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。

27-35 

1. 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は負担金以 

外に、分担金を組合に納付しなければならない。 

2. 参加組合員の負担金の納付に関する事項は、定款で定めなければならないが、その最終 

納付期限は組合の解散までの間で、定めればよい。 

3. 特別の議決事項の内、参加組合員に関する事項の変更決議にあたっては、参加組合員は 

議決権を有しない。 

4. 参加組合員は、定款に定めがある場合を除き、負担金の額にかかわらず、議決権及び選 

挙権は各 1個である。 

 

[No.８]市街地再開発組合の参加組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

26-34 

1. 参加組合員は、組合の役員となることができる。 

2．住宅建設の目標が定められた事業において、組合設立の認可を申請しようとする者は、 

認可申請書に公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に対して参加 

組合員として参加する機会を与えたことを証する書類を添付しなければならない。 

3. 参加組合員が取得することとなる施設建築物の一部等の価額は、権利変換計画に定めな 

ければならない。 

4. 分担金の額は、参加組合員が納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地 

区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないよう定め 

る。 
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[No.９]市街地再開発組合の参加組員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

25-34 

1. 権利変換期日以降に都市再開発法第 33条に規定する「特別の議決」を行う場合は、参加 

組合員の土地持分はないものとして議決する。 

2. 参加組合員の名称に関する事項は、事業計画において定める。 

3. 地方公共団体は、参加組合員になることができる。 

4. 参加組合員の変更は、組合の総会で、都市再開発法第 33条に規定する「特別の議決」を 

経なければならない。 

 

[No.１０]市街地再開発組合及び組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

24-33 

1. 組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。又、組合 

でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。 

2. 組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について、所有権又は 

借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 

3. 宅地又は借地権が数人の共有に属する場合、その数人の共有者は 1人の組合員とみなさ 

れることとなり、それぞれのうちから代表者 1人を選任し、その者の氏名、住所を市町 

村長に通知しなければならない。 

4. 市街地再開発組合の総会における議決権は、原則として 1組合員につき 1個とされる 

が、定款にこれと異なる特別の定めをすることができる。 

 

[No.１１]市街地再開発組合の参加組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。24-35 

1. 参加組合員は、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一 

部等の価額に相当する額の負担金を組合に納付しなければならない。 

2. 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においても、参加組合員は分担金を 

納付しなくてもよい。 

3. 組合は、参加組合員が負担金、分担金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その 

者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その 

徴収を申請することができる。 

4. 組合が負担金及び分担金を徴収する権利は、5年間行わないときは、時効により消滅す 

る。 

 

[No.１２]市街地再開発組合における組合員の権利義務の移転に関する記述で、誤っている 

ものは次のうちどれか。24-36 

1. 1筆の土地の所有者が組合設立後に土地を 2筆にして、組合員以外の別の 2人に売却後、 

転出した場合であっても組合員数は 1である。 

2. 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の一部を承継した者があるときは、そ 

の組合員がその所有権の一部について、組合に対して有する権利義務は、その承継した 

者に移転する。 

3. 都市再開発法第 90条の登記（権利変換の登記）完了後、従前の権利に対応した床をすべ 

て第三者に譲り渡した者は、組合解散前であっても、組合員ではなくなる。 

4. 施行地区内の宅地について、組合員の有する借地権全てが消滅したときは、その組合員 

がその借地権全てについて、組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設 

定者に移転する。 
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[No.１３]市街地再開発組合の参加組員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

23-33 

1.住宅建設の目標が定められている第一種市街地再開発事業において、組合設立の認可を

申請しようとする者は、あらかじめ、施行区域となるべき区域において、住生活基本法に規

定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合

員として参加する機会を与えなければならない。 

2.参加組合員は、定款に特別の定めがある場合を除き、負担金の額にかかわらず、議決権及

び選挙権は各 1個である。 

3.参加組合員が納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、

納付金額、その他負担金の納付に関する事項は、事業計画に定めなければならない。 

4.参加組合員負担金の最終納付期限は、都市再開発法第 100 条の公告の日から 1 か月をこ

えてはならない。 

 

[No.１４]市街地再開発組合の組合若しくは組合員の権利移転に関する記述で、誤っている

ものは次のうちどれか。23-34 

1．組合設立後、1 名の借地権者が権利すべてを当該底地権者に譲渡して転出した時、定款

に 

特別の定めがない場合、当該借地権者の有していた議決権が 1減ることとなる。 

2. 都市再開発法第 70条の登記（権利変換手続開始の登記）があった後において、組合員が

当該登記に係る権利を譲渡するには、市街地再開発組合の承認を得なければならない。 

3. 権利変換期日以後、組合員が当該権利床のすべてを譲渡したとき、それを譲り受けた者

が組合員でない場合には、その者は当該権利を譲り受けた時から組合解散まで組合員と 

なる。 

4. 施行地区内の借家権者が、権利変換により組合に帰属した保留床を、建築工事完了の公 

告前に組合より譲り受けた場合、その借家権者は組合員となる 

 

[No.１５]市街地再開発組合の参加組員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

22-34 

1. 参加組合員は、定款で定める。 

2. 地方公共団体は、参加組合員になれない。 

3. 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社は、参加組合員になれる。 

4. 参加組合員は、組合の役員となることができる。 

 

[No.１６]市街地再開発組合の組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

21-33 

1. 組合が都道府県知事の認可により設立された場合は、組合設立に同意しなかった施行地 

区内の宅地について、所有権又は借地権を有する者も組合員となる。 

2. 宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を 1人の組合員とみなす。この 

場合、1人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者 1人を選任し、その 

者の住所氏名及び持分割合を市街地再開発組合に通知しなければならない。 

3. 参加組合員は参加するのに必要な資力及び信用を有するものとされているため、都道府 

県知事は、不適当と認める者が参加している場合には組合設立の認可をしないことがで 

きる。 

4. 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継し 

た者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に 

対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 
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[No.１７]市街地再開発組合の組合員に関する記述で、適切なものは次のうちどれか。20-32  

1．組合設立時に作成した組合員名簿に、その後変更が生じたときは、理事長は遅滞なく、 

組合員名簿に必要な変更を加え、都道府県知事に届け出なければならない。 

2. 組合員数が 50人をこえる組合は、総代会を設けることができ、都市再開発法第 33条に 

規定する「特別の議決」を除き、総会に代わってその権限を総代会で行うことができる。 

3. 組合員が権利変換期日以降に、すべての権利を組合員以外の第三者に売却したため、組 

合員数を減じて組合運営を行った。 

4. 土地を共有していた権利者の多くが権利変換を受けたので、権利変換期日以後、組合員 

数が増加した。 

 

[No.１８]市街地再開発組合の参加組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。20-34 

1. 参加組合員が取得することとなる施設建築物の一部等の価額は、権利変換計画に定めな 

ければならない。 

2. 権利変換期日以降に都市再開発法第 33条に規定する「特別の議決」を行う場合は、参加 

組合員の土地持分はないものとして議決する。 

3. 参加組合員の負担金の納付期限は、定款に定めることによって決定する。 

4. 参加組合員の分担金の額は、定款に定めておく必要はない。 

 

[No.１９]市街地再開発組合の組合員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

19-33 

1. 権利変換期日以後において、施設建築敷地の共有持分について、組合員の権利を承継し 

た者は、組合員として議決権を有する。  

2. 組合設立後、市街地再開発事業で施設建築物の一部等を取得することを希望し、定款で 

定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。 

3. 権利変換期日前においては、参加組合員でなく、かつ施行地区内の宅地について所有権 

又は借地権を有しない者であっても、総会において選任を受けることにより、組合員と 

なることができる。 

4. 権利変換期日前においては、宅地又は借地権が数人の共有に属することにより 1人の組 

合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者 1人を選任し、その者の氏名及び住 

所を組合に通知しなければならない。 

 

[No.２０]市街地再開発組合の参加組合員の負担金及び分担金の納付に関する記述で、誤っ 

ているものは次のうちどれか。18-32 

1. 参加組合員が納付すべき負担金について、分割納付する場合には、各納付期限ごとの納 

付金額は、権利変換計画で定めなければならない。 

2. 参加組合員が納付すべき負担金の納付期限は定款で定めるものとする。 

3. 参加組合員が納付すべき負担金の最終の納付期限は、施設建築物の建築工事完了の公告 

の日から 1月をこえてはならない。 

4. 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は分担金を 

納付するものとする。 
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[No.２１]下記モデル図の市街地再開発組合について、現在（権利変換期日以前）の組合員 

数の算定で、正しいものは次のうちどれか。17-33、16-32 

 

 
 

1. 組合員数は 7人である。 

2. 組合員数は 8人である。 

3. 組合員数は 9人である。 

4. 組合員数は 10人である。 
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[No.２２]市街地再開発組合の参加組員に関する記述で、明らかに誤っているものは次のう 

ちどれか。16-33 

1. 施行地区内の宅地の所有権者、借地権者又は借家権者は、優先的に参加組合員になるこ 

とができると都市再開発法に規定されている。 

2. 参加組合員の議決権を 1を超えて定款に定めることができる。 

3. 参加組合員の負担金の最終納付期限は、建築工事完了の公告の日から 1月を超えてはな 

らない。 

4. 参加組合員は、組合の役員となることができる。 
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5.組合の設立認可申請 （問題） 

[No.１] 組合施行の市街地再開発事業における都市計画決定から市街地再開発組合設立認

可までの手続き（Ａ～Ｅ）について、正しい順序を示すものは次のうちどれか。01-29 

 

Ａ：未登記借地権の申告 

 Ｂ：施行地区の公告申請 

 Ｃ：市街地再開発組合設立の認可申請 

 Ｄ：公共施設管理者の同意取得 

 Ｅ：事業計画の縦覧 

 

1. Ａ→Ｂ→Ｄ→Ｅ→Ｃ 

2. Ａ→Ｂ→Ｄ→Ｃ→Ｅ 

3. Ｂ→Ａ→Ｄ→Ｅ→Ｃ 

4. Ｂ→Ａ→Ｄ→Ｃ→Ｅ 

 

[No.２] 市街地再開発組合の設立認可申請に必要な法手続きに関する記述で、正しいもの

は次のうちどれか。01-27 

1. 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域のすべての土地につ 

いて、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることにより、

あらかじめ土地測量調査を完了しなければならない。 

2. 事業計画の決定に先立って組合を設立する必要がある場合には、組合の設立認可を申請

しようとする者は、あらかじめ定款及び事業基本方針を定めなければならない。 

3. 施行地区となるべき区域内に区分所有マンションがある場合には、当該マンションの区

分所有者集会において、あらかじめ「建物の区分所有等に関する法律」による建替え決

議を得なければならない。 

4. 組合の設立認可を申請しようとする者が、当該事業の準備のために借入金がある場合に

は、事業計画について、あらかじめその債権者の同意を得なければならない。 

 

[No.３]市街地再開発組合の設立認可申請に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ 

か。30-27 

1. 組合設立の認可を申請しようとする者は、当該事業の施行により施行地区内にある公共 

施設が廃止される場合であっても、事業計画につき、当該公共施設の管理者の同意を得 

なければならない。 

2. 組合が施行する第一種市街地再開発事業については、定款及び事業計画を定めた組合の 

設立認可をもって、都市計画法に定める都市計画事業の認可とみなす。 

3. 都道府県知事は、組合設立の認可申請があったときは、施行地区となるべき区域を管轄 

する市町村長に、当該事業計画を 2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 

4. 事業計画の決定に先立って組合を早期に設立する場合は、定款を定めずに、事業基本方 

針のみを定め、都道府県知事（地方自治法の指定都市においては指定都市の長）の認可 

を受けることができる。 

 

[No.４]組合施行の市街地再開発事業において組合設立認可申請を行う場合、宅地所有者と

借地権者の同意に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。28-26 

1. 同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地 

積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の 2/3以上でな 

ければならない。 
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2. 数人で共有している宅地の場合は、同意した共有者の共有持分割合が過半数を超えたと 

き、同意者数を 1と算定する。 

3. 借地権が設定されている複数の宅地があり、その宅地を 1人の者が所有している場合は、 

宅地所有者を 1と算定する。 

4. 宅地所有者が、所有する宅地とは別の宅地の借地権者でもある場合は、宅地所有者、借 

地権者それぞれで算定する。 

 

[No.５]組合施行事業による市街地再開発組合の設立認可に関する同意手続きの記述で、誤 

っているものは次のうちどれか。27-27 

1. 宅地の所有者が数人の共有に属する宅地があるときは、同意した者の共有持分の割合の 

合計を同意した者の数とみなす。 

2. 宅地所有者が別の宅地の借地権者である場合は、同意者数としては宅地所有者として算 

定し、借地権者としては算定しない。 

3. 組合設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の権利者の同意を得 

たことを証する書類を認可申請書に添付しなければならない。 

4. 施行地区となるべき区域内の土地又は物件に関し権利を有する者のすべての同意を得 

て組合設立の申請があった場合にあっても、市町村長は当該事業計画を公衆の縦覧に供 

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[No.６] 下の図は、都道府県知事が認可する市街地再開発組合の設立に関わる手続きを地 

元、市町村長、都道府県知事に分けて、表示したものである。 

 Ａ及びＢの内容として、適切な組み合わせは次のうちのどれか。ただし、事業計画の決定 

に先立って組合を設立する場合を除く。27-31 
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1. Ａは、事業計画の縦覧。Ｂは、公共施設管理者の同意。 

2. Ａは、施行地区の公告。Ｂは、市町村長の意見。 

3. Ａは、事業計画の縦覧。Ｂは、市町村長の意見。 

4. Ａは、施行地区の公告。Ｂは、公共施設管理者の同意。 

 

[No.７]市街地再開発組合の設立手続きに関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。

26-28 

1. 組合が施行する第一種市街地再開発事業については定款及び事業計画を定めた組合の 

設立認可をもっ 

て、都市計画法に定める都市計画事業の認可とみなすことができる。 

2. 組合の設立認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行区域内に 

公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。 

3. 組合設立について借地権者の同意を得る場合において、借地権が数人の共有に属する借 

地があるときは、当該借地について借地権を有する者の数を一とみなす。 

4. 第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について 

権利を有する者に限り、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、都道府県 

知事に意見書を提出することができる。 

 

[No.８]事業計画の決定に先立って市街地再開発組合を早期に設立する制度に関する記述 

で、誤っているものは次のうちどれか。25-26 

1. 事業基本方針においては、施行地区及び市街地再開発事業の施行の方針としての当該市 

街地再開発事業の目的、事業施行予定期間及び事業計画の認可を受けるまでの資金計画 

を定めなければならない。 

2. 組合を早期に設立する場合は、定款及び事業計画を定めずに、事業基本方針のみを定め、 

宅地の所有者及び

借地権者の同意

設立認可申請

Ａ

意見書の提出

意見書の処理

Ｂ

認可・公告組合の設立総会

経由

通知

地 元 市長村長 都道府県知事
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都道府県知事の認可を受けることができる。 

3. 事業基本方針による組合の設立認可申請があったときは、都道府県知事は事業基本方針 

について公衆の縦覧に供させる必要はない。 

4. 事業基本方針による組合の設立の認可をもって、都市計画法による都市計画事業の認可 

とみなすことはできない。 

 

[No.９]市街地再開発組合の設立手続に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。

22-27 

1. 都道府県知事は、組合設立の認可申請があったときは、施行地区となるべき区域を管轄 

する市町村長に、事業計画を 2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 

2. 当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件につ 

いて権利を有する者又は参加組合員は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 2週間を 

経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。 

3. 事業計画の縦覧に伴い意見書の提出があったときは、審査委員は、その内容を審査し、 

その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した 

者に通知しなければならない。 

4. 住宅建設の目標が定められた第一種市街地再開発事業に関し、組合設立の認可申請をし 

ようとする者は、住生活基本法に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められ 

る者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。 

 

[No.１０]組合施行の市街地再開発事業において組合設立認可申請をしようとする者は、宅 

地の所有者と借地権者の同意を得なければならないが、同意者の数又は同意面積に関する 

記述で、正しいものは次のうちどれか。21-27  

1. 数人で共有している宅地の場合は、同意した共有者の共有持分割合が過半数を超えたと 

き、同意者数を 1とする。 

2. 組合設立認可申請をしようとする場合に必要となる同意した者の面積の合計は、施行地 

区となるべき区域内のすべての宅地の総地積及びその区域内の借地の総地積について、 

それぞれ 3分の 2以上でなければならない。 

3. 借地権が設定されている複数の宅地があり、その宅地を 1人の者が所有している場合は、 

宅地所有者を 1人として算定する。 

4. 宅地所有者が別の宅地の借地権者である場合は、同意者数としては宅地所有者と算定し、 

借地権者としては算定しない。 

 

[No.１１]市街地再開発組合設立に関する A～I までの各手続きについて、その順序の組み

合わせで最も適切なものは次のうちどれか。21-31 

  Ａ：施行地区内の地権者の同意 

  Ｂ：定款及び事業計画の作成 

 Ｃ：公共施設管理者の同意 

  Ｄ：事業計画の縦覧 

  Ｅ：組合設立 

 Ｆ：未登記借地権者の申告 

 Ｇ：施行地区となるべき区域の公告申請 

  Ｈ：組合設立認可申請 

  Ｉ：市街地再開発事業の都市計画決定 

1. Ｉ→Ｂ→Ｇ→Ｃ→Ｆ→Ａ→Ｄ→Ｈ→Ｅ 

2. Ｉ→Ｂ→Ｇ→Ｆ→Ａ→Ｈ→Ｄ→Ｃ→Ｅ 

3. Ｉ→Ｂ→Ｇ→Ｆ→Ｃ→Ａ→Ｈ→Ｄ→Ｅ 

4. Ｉ→Ｂ→Ｇ→Ｆ→Ａ→Ｈ→Ｅ→Ｃ→Ｄ 
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この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.１２]都市再開発法に関わる下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。21-48 

1. 土地区画整理事業と一体的に施行される第一種市街地再開発事業の権利変換計画にお 

いては、1個の施設建築物の敷地は 1筆の土地となるものとして定めなければならない。 

2. 組合設立の認可公告があった後は、施行地区内において、当該事業の施行の障害となる 

おそれがある建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行おうとする者は、再 

開発組合の許可だけで当該新築等を行うことができる。 

3. 都市再開発法第 110条（全員同意型）によらない権利変換計画において、従前の施行地 

区内の建築物について借家権を有する者による施設建築物の一部に借家権の取得を希 

望しない旨の申出は、権利変換認可申請までであればいつでも、国土交通省令で定める 

ところにより、書面を施行者に提出して撤回することができる。 

4. 都市再開発法第 133条の規定により管理規約を定める場合、共有部分の持分の割合と敷 

地利用権の割合をいわゆる内法面積による専有面積割合と異なる割合とするときは、そ 

のどちらについてもその割合を管理規約に定めておく必要がある。 

 

[No.１３]市街地再開発組合の設立手続に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

20-26 

1. 組合が施行する第一種市街地再開発事業については、定款及び事業計画を定めた組合の 

設立認可をもって、都市計画法に定める都市計画事業の認可とみなすことができる。 

2. 事業計画の決定に先立って組合を設立する場合の事業基本方針においては、施行地区 

（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）、当該市街地再開発事業の目的並 

びに事業施行予定期間及び事業計画認可までの資金計画を定めなければならない。 

3. 組合設立認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域 

内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を 

有するすべての者のそれぞれの 3分の 2以上の同意を得なければならない。 

4．第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権 

利を有する者に限り、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、都道府県知 

事に意見書を提出することができる。 

 

[No.１４]市街地再開発組合の設立の認可を申請しようとする者（組合設立発起人）が行う 

必要がないものは次のうちどれか。20-33 

1. 組合の定款を定めること。 

2. 組合設立認可後、最初の総会を招集すること。 

3. 準備組合の債権、債務を確定すること。 

4. 施行地区となるべき区域の公告申請をすること。  

 

[No.１５]下の図は、市街地再開発組合の設立認可に係る手続きを地元、市町村長、都道府 

県知事に分けて表示したものである。Ａ及びＢの内容として、適切な組み合わせは次のう 

ちどれか。19-30 
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1. Ａは、定款及び事業計画の縦覧。Ｂは、公共施設管理者の同意。 

2. Ａは、事業計画の縦覧、Ｂは、市町村長の意見。 

3. Ａは、定款及び事業計画の縦覧。Ｂは、市町村長の意見。 

4. Ａは、事業計画の縦覧。Ｂは、公共施設管理者の同意。 

 

[No.１６]下記モデル図の権利状況の地区において、都市再開発法の規定に基づき市街地再 

開発組合を設立する場合の同意に関する記述で正しいものは次のうちどれか。18-33 

    
・ Ａは市で、土地と建物を所有し、保健所として使っている。 

・ Ｂは土地所有者で、Ｃに土地を貸している 

・ ＣはＢから土地を借りて建物を所有している。借地権は未登記であるが借地権の申告 

を行っていない。 

・ ＤとＥは、2人で土地と建物を共有している。 

・ Ｆは土地所有者で、Ｇに土地を貸している。 

・ ＧはＦから土地を借りて、Ｈに転貸している。借地権は未登記であるため、借地権の

申告を行っている。 

・ ＨはＧから土地を転借し建物を所有している。借地権は未登記であるため、借地権の

申告を行っている。 

1. Ａは同意を取るべき対象者とならない。 

2. Ｃは借地権の申告を行っていないので、同意を得るべき対象者とならない。 

3. ＤとＥはともに同意した場合に限り、同意を得た者に参入する。 

4. Ｈは同意を取るべき対象者とならない。 

 

[No.１７]市街地再開発組合の設立認可申請に際して必要な同意に関する記述で、誤ってい

るのは次のうちどれか。16-27 

1. 組合設立認可を申請しようとする者は組合の設立について、施行地区となるべき区域内 

の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有 

するすべての者それぞれ 3分の 2以上の同意を得なければならない。 
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2. 組合設立認可を申請しようとする者は、組合の設立について同意した者が所有するその 

区域内の宅地の地積及び同意した者のその区域内の借地の地積が、その区域内の宅地の 

総地積のそれぞれ 3分の 2以上となる同意を得なければならない。 

3. 組合設立について借地権者の同意を得る場合において、借地権が数人の共有に属する借 

地があるときは、当該借地について借地権を有する者の数は一とみなされる。 

4. 組合設立について宅地の所有者の同意を得る場合において、所有者が数人の共有に属す 

る宅地があるときは、同意した者の共有持分の割合の合計を同意した者とみなす。 
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6.補償金等 （問題） 

[No.１] 市街地再開発事業において、施行者が支払う補償金等に関する記述で、正しいもの 

は次のうちどれか。29-40 

1. 施行地区内の借地権者が権利の変換を希望せず、自己の有する建築物を他に移転すべき 

旨を申し出た場合にあっては、借地権者自らが建築物を他に移転させたことを確認後、 

施行者がその実費を借地権者に補償しなければならない。 

2. 施行地区内の宅地の所有者が権利の変換を希望せず、金銭の給付を希望した場合にあっ 

て当該権利に複数の抵当権が設定されている場合は、これらの抵当権者すべてから供託 

しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金等を供託しなければならない。 

3. 施行地区内の宅地の所有者が権利の変換を希望せず、金銭の給付を希望した場合にあっ 

ては、施行者は当該権利に対応した補償金等を、権利変換期日の 2週間前までに支払わ 

なくてはならない。 

4．都市再開発法第 97条に規定する補償金の額については、施行者と関係権利者が協議の 

上、権利変換計画において定めなければならない。 

 

[No.２]市街地再開発事業において、施行者が支払う都市再開発法第 91条に定める補償金 

等に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。28-42 

1. 都市再開発法第 91条に定める補償は、金銭の支払いに代えて代替地の交付によること 

ができる。 

2. 借家権の取得を希望しない旨を申し出た者は、都市再開発法第 91条に定める補償金等 

を受け取った場合には、同法第 97条に定める損失補償金を受け取ることができない。 

3. 権利変換を希望せず、自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出た者に対しては、 

当該建築物に係る都市再開発法第 91条に定める補償金等は支払われない。 

4. 都市再開発法第 91条に定める補償金等のうち利息相当額の算定に用いる利率は、年 6 

パーセントを上限に施行者が任意に定めることができる。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.３]都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには 

〇、誤っているものには×と解答しなさい。28-48 

1. 市街地再開発組合が解散した時は、総会で他の者を選任したとき以外は、理事がその清 

算人となる。 

2. 都市再開発法第 91条に定める補償金等の支払いに関し、土地所有者及びその抵当権者 

から双方合意の上申出があったときは、施行者は抵当権者に対して補償金等の一部もし 

くは全部を支払うことができる。 

3. 権利変換計画において、借家権が与えられるように定められた場合で、家主と借家人の 

間の家賃その他の借家条件について組合解散の日までに協議が成立しないときは、施行 

者はその条件について裁定することができる。ただし、当事者の双方の申立てが必要と 

なる。 

4. 市街地再開発組合の役員が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束した 

ときは、3年以下の懲役に処せられる。 

 

[No.４]市街地再開発事業における土地の明渡し及び補償金の支払いに関する記述で、誤っ 

ているものは次のうちどれか。27-33  

1. 土地の明渡し期限は、施行者が明渡しの請求をした日の翌日から起算して 30日を経過 

した後の日でなければならない。 
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2. 土地の明渡しに伴う損失の補償額については、施行者と土地の占有者又は物件に関し権 

利を有する者とが協議しなければならない。 

3. 土地の明渡しに伴う損失の補償額の協議が成立しないときは、所有者又は損失を受けた 

者は、収用委員会に補償額の裁定を申請しなければならない。 

4. 土地の明渡しにおいて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその 

義務を履行しないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政代執行法の定 

めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ 

とができる。 

 

[No.５]第一種市街地再開発事業における補償金の支払等に関する記述で、誤っているもの 

は次のうちどれか。27-44  

1. 施行者は、都市再開発法（以下「法」という。）第 91条の規定による補償金の支払につ 

いて、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだときには、当該補償金の支払に代えて 

これを供託することができる。 

2. 施行者は、法第 91条の規定により、抵当権の設定されている宅地について補償金を支 

払うときは、抵当権者の同意の有無に関わらず、補償金を支払うことができる。 

3. 法第 97条の規定による補償金は、対象者である土地の占有者又は物件に関し権利を有 

する者から、一部の補償金について明け渡し後に受領したい旨の申出があっても、施行 

者は、明渡し期限までに全額を支払わなければならない。 

4. 市街地再開発組合は、法第 97条の規定による土地の明渡しに伴う損失補償について、 

明渡しの請求時に定めた明渡しの期限までに補償額に係る土地の占有者との協議が成 

立していないときは、審査委員の過半数の同意を得て定めた金額を、当該補償額の支払 

に代えてこれを供託とすることができる。 

 

[No.６]第一種市街地再開発事業における土地の明渡し及び補償金の支払いに関する記述 

で、誤っているものは次のうちどれか。24-32 

1. 施行者は、権利変換期日後、第一種市街地再開発事業に係る工事のため必要があるとき 

は、施行地区内の土地又は当該土地にある物件を占有している者に対し、期限を定めて、 

土地の明渡しを求めることができる。 

2. 明渡しの請求があった土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡しの期限 

までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 

ただし、都市再開発法第 91条第 1項又は同法第 97条第 3項の補償金の支払いがないと 

きは、この限りではない。 

3. 施行者は、土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により土地の占有者及び物件に関 

し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 

4. 施行者は、土地又は当該土地にある物件を占有しているものに対し、権利変換期日まで 

に土地の明渡しに伴う損失補償額を支払わなければならない。 

 

[No.７]第一種市街地再開発事業において権利者に支払われる補償金等の供託に関する記 

述で、誤っているものは次のうちどれか。24-41 

1. 補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金等を受領することができ 

ないとき、施行者は補償金等を供託することができる。 

2. 施行者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき、施行者は 

供託することができる。 

3. 施行者が収用委員会の採決した補償金等の額に対して不服があるとき、施行者は補償金 

等を供託することができる。 

4. 施行者が補償金等の支払いに代えてこれを供託したときは、遅滞なく、その旨を都道府 

県知事に届け出なければならない。 
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[No.８]市街地再開発事業において、施行者が支払う補償金等に関する記述で、正しいもの 

は次のうちどれか。22-40 

1. 都市再開発法第 91条の補償金は、施行地区内に権利を有する者で、権利変換期日にお 

いて権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施 

設建築物の一部等または施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対 

し、施行者が、その補償として支払う補償金である。 

2. 都市再開発法第 97条に定められている補償金は、市街地再開発事業の工事のための土 

地の明渡しに伴い関係権利者が通常受ける損失を補償するもので、同法第 91条に定め 

る補償金等の支払を受けた者には支払われない。 

3. 施行者は、市街地再開発審査会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、補 

償金等を供託することができる。 

4. 都市再開発法第 97条に定められている補償金の額については、施行者と関係権利者が 

協議の上、権利変換計画書において定めなければならない。 

 

[No.９]施行者が支払う都市再開発法第 91条に定める補償金等に関する記述で、誤ってい 

るのは次のうちどれか。19-40 

1. 借家権の取得を希望しない旨を申し出た者は、都市再開発法第 91条に定める補償金を 

受け取った場合には、同法第 97条に定める損失補償金を受け取ることができない。 

2. 権利変換を希望せず、自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出た者に対しては、 

当該建築物に係る都市再開発法第 91条の補償金は、支払われない。 

3. 施行者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服がある場合で、補償金等の請 

求があるときは、施行者は、自己の見積もり金額を払い渡し、裁決による補償金等の額 

との差額を供託しなければならない。 

4. 補償金等の供託は、補償金を受けるべき者が施行地区内に居住していない場合であって 

も、施行地区内の土地の所在地の供託所にしなければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.１０]都市再開発法に関わる下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。18-48 

1. 組合員は、総組合員の４分の 1の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又 

は監事の解任の請求をすることができる。 

2. 権利変換期日において失った権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有してい 

た者は、施行者が通知した明け渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続 

することができるが、占有していた者の承継人は明渡し期限までの占有は認められてい 

ない。 

3. 権利変換計画において、施設建築物の集会室を共有部分として定めた場合には、「建築の 

区分所有等に関する法律」における規約による共用部分とみなされる。 

4. 再開発ビルの管理規約を都市再開発法に基づき定めようとするときは、都市再開発法第 

110条（全員同意型）の権利変換の認可を受けた事業であっても、管理規約の公衆の縦 

覧は必要である。 

 

[No.１１]市街地再開発事業において、施行者が支払う補償金等に関する記述で、誤ってい 

るものは次のうちどれか。17-39 

1. 施行地区内の宅地の所有者が権利の変換を希望せず、金銭の給付を希望した場合は、施 

行者は当該権利に対応した補償金を権利変換期日までに支払わなければならない。 

2. 都市再開発法第 91条において規定している物価の変動に応ずる修正率は、総務省統計 

局が作成する消費者物価指数のうち全国総合指数及び日本銀行が作成する企業物価指 

数のうち投資財指数を用いて算定する。 
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3. 施行者が補償金等の支払いに代えてこれを供託したときは、遅滞なく、その旨を都道府 

県知事に届け出なければならない。 

4. 施行者は土地の明渡し期限までに土地の占有者等との協議が成立しないときは、審査委 

員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審議会の議決を経て定めた金額を支払わなけ 

ればならない。 

 

[No.１２]第一種市街地再開発事業における土地の明渡し及び補償金の支払に関する記述 

で、誤っているものはどれか。16-41 

1. 施行者は、従前の建築物について権利変換を希望せず金銭の給付を希望した者、又は自 

己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出た者のいずれに対しても、建築物に対す 

る補償金を権利変換期日までに支払わなければならない。 

2. 施行者は、権利変換期日後、工事のため必要があるときは、施行地区内の土地を占有し 

ているものに対し、期限を定めて土地の明渡しを求めることができる。 

3. 土地の明渡し期限は、施行者が明渡しの請求をした日の翌日から起算して 30日を経過 

した後の日でなければならない。 

4. 土地の明渡しに伴う損失補償額については、施行者と土地の占有者とが協議しなければ 

ならない。 
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7.再開発会社 （問題） 

[No.１]都市再開発法に規定する再開発会社に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

28-28 

1. 再開発会社は、市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものでなくともよい。 

2. 再開発会社は、その名称中に市街地再開発会社という文字を用いなければならない。 

3. 再開発会社の株式は、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者が、総株 

主の議決権の 3分の 2以上を保有していなければならない。 

4. 再開発会社は、第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業を施行することが 

できる。 

 

[No.２]都市再開発法に定める再開発会社に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。25-28 

1. 再開発会社の市街地再開発事業の施行認可申請があった場合に、都道府県知事は、施行 

地区となるべき区域を管轄する市町村長に規準と事業計画を公衆の縦覧に供させなけ 

ればならない。 

2. 再開発会社による市街地再開発事業の施行の認可を申請しようとする者は、規準及び事 

業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地の所有権を有する者及び借地権を有 

する者から、それぞれ 3分の 2以上の同意を得なければならない。この場合、同意した 

者が所有する宅地の地積と借地の地積の合計が宅地と借地の総地積の 3分の 2以上でな 

ければならない。 

3. 再開発会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して 

督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、都道府県 

知事に対し、その徴収を申請することができる。 

4. 再開発会社は、市街地再開発事業を終了しようとするときは、その終了について都道府 

県知事の認可を受けなければならない。 

 

[No.３]都市再開発法に定める再開発会社に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。24-28 

1. 再開発会社は、市街地再開発事業の施行を主たる目的とする株式会社でなければならな 

い。 

2. 再開発会社が市街地再開発事業を施行する場合、総株主の議決権の過半数を施行地区と 

なるべき区域内の宅地の所有権又は借地権者が保有するとともに、それらの者及び当該 

再開発会社が施行地区となるべき区域内に所有している宅地の地積と借地の地積との 

合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の 4分の 3以上でなければ 

ならない。 

3. 再開発会社が特定事業参加者を定めようとするときは、原則として公募によらなければ 

ならない。 

4. 再開発会社として市街地再開発事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、 

都道府県知事の認可を受けなければならない。 

 

[No.４]都市再開発法に定める再開発会社に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。23-28 

1. 再開発会社は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者 

が、総株主の議決権の 3分の 2以上を保有していなければならない。 

2. 再開発会社は、第一種又は第二種の市街地再開発事業を施行することができる。 
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3．再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若し 

くは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

4. 再開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価につい 

て特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、都市再 

開発法及び規準で定める権限を行う審査委員 3人以上を選任しなければならない。 

 

[No.５]都市再開発法に定める再開発会社に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

20-27 

1. 再開発会社による市街地再開発事業の施行の認可を申請する場合は、施行地区となるべ 

き区域を管轄する市町村長を経由せず、直接、都道府県知事に対して申請することがで 

きる。 

2. 再開発会社は規準に、役員の定数、任期、職務の分担並びに選任の方法に関する事項を 

定めなければならない。 

3. 再開発会社は、規準において特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、施 

設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額を負担するのに必要な資力 

及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等又は建築施設の部分を当該市街地 

再開発事業の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければ 

ならない。 

4. 再開発会社は、規準に定める事務所の所在地を変更し、規準の変更を行う場合、都道府 

県知事の認可を受ける必要はない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.６]都市再開発法に係る下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤っ 

ているものには×と解答しなさい。20-48 

1. 組合施行の第一種市街地再開発事業において、審査委員の同意を個々に得て権利変換計 

画を定める手続を進めた。 

2. 市街地再開発組合が行う事業計画の変更のうち、公共施設の位置の変更と構造の変更は、 

縦覧手続を必要としない。 

3．再開発会社施行で、株主である権利者の土地を、権利変換前に再開発会社が買い進み、 

再開発会社所有の土地の地積が施行地区の土地面積の過半となる場合は再開発会社施 

行の要件を満たさなくなる。 

4. 都市再開発法第 71条による権利変換を希望しない旨の申出は、転出の意思表示を確認 

するものであり、申出にあたり本人であることを証する書面を添付すれば、任意形式の

書面を施行者に提出することでよい。 

 

[No.７]都市再開発法に定める再開発会社に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

19-28 

1. 再開発会社は、市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものでなくともよい。 

2. 再開発会社は、その名称中に市街地再開発会社という文字を用いなければならない。  

3. 再開発会社の株式は、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者が、総株 

主の議決権の 3分の 2以上を保有していなければならない。 

4. 再開発会社が特定事業参加者を定めようとするときは、原則として公募しなければなら 

ない。ただし、施行地区内の土地の所有者、借地権者、建物の所有権又は借家権を有す 

る者が居住又は業務の用に供するために特に保留床の取得を必要とする場合には、公募 

を経なくとも、これらの者を特定事業参加者として定めることができる。 
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[No.８]市街地再開発事業に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。18-27 

1. 市街地再開発促進区域だけが定められている区域において市街地再開発事業を行う場 

合、都市計画事業として行われる。 

2. 市街地再開発組合の場合、市街地再開発事業は都市計画事業として行われる。 

3. 高度利用地区だけが定められている区域では、市街地再開発事業を行うことがでない。 

4. 地方住宅供給公社は、第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地についてのみ市街地 

再開発事業を行うことができる。 

 

[No.９]都市再開発法に定める再開発会社に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。17-28 

1. 市街地再開発事業の施行認可を申請する会社は、認可申請にあたり、規準、事業計画を 

提出するとともに、定款の写し、株主名簿又は社員名簿の写しも添付しなければならな 

い。 

2. 再開発会社の市街地再開発事業の施行認可申請があった場合に、都道府県知事は、施行 

地区となるべき区域を管轄する市町村長に規準と事業計画を公衆の縦覧に供させなけ 

ればならない。 

3. 株式会社としての再開発会社による市街地再開発事業を施行する場合、総株主の議決権 

の 3分の 2以上を施行地区となるべき区域内の宅地の所有権者又は借地権者が保有する 

とともに、それらの者及び株式会社が施行地区となるべき区域内に所有している宅地地 

積と借地地積の合計は、施行地区となるべき区域内の宅地の総地積と借地の総地積の合 

計の 3分の 2以上でなければならない。 

4．再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若し 

くは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 

[No.１０]都市再開発法に定める再開発会社に関する記述で、誤っているものは次のうちど 

れか 16-28 

1. 再開発会社として市街地再開発事業を施行しようとする者は、基準及び事業計画を定め、 

都道府県知事の認可を受けなければならない。 

2. 再開発会社は、市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであれば、株式会社又 

は有限会社でなくてもよい。 

3. 再開発会社である有限会社にあっては、施行地区となるべき区域内の宅地について所有 

権又は借地権を有する者が総社員の議決権の過半数を保有していなければならない。 

4. 都道府県知事は、第一種市街地再開発事業について、再開発会社の事業の現況その他の 

事情により再開発会社の継続が困難となるおそれがある場合において、都市再開発法の 

規定による監督処分によってはその事業の逐行の確保を図ることができないと認める 

ときは、事業代行の開始を決定することができる。 
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8.組合の役員 （問題） 

[No.１] 市街地再開発組合に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。01-32 

1. 市街地再開発組合の設立認可申請の際に、同意をしなかった宅地の所有者及び借地権者 

は、組合設立認可がされた後も、組合員になることはできない。 

2. 施行地区内の一部に共有宅地がある場合は、当該共有宅地の共有者は全員がそれぞれ 1 

人の組合員にならなければならない。 

3. 施行地区の宅地について組合員の有する所有権又は借地権を承継した者があるときは、 

その組合員がその所有権又は借地権について組合に対して有する権利義務は、組合に届

出しなくともその承継した者に移転する。 

4. 組合員名簿に変更が生じたときは、理事長は遅滞なく変更を加え、都道府県知事（地方

自治法の指定都市においては指定都市の長）へ届出することにより手続きが完了する。 

 

 

[No.２]市街地再開発組合の役員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。30-33 

1. 組合には、役員として、理事 3人以上及び監事 2人以上を置かなければならない。また、 

理事長は、理事の互選により定める。 

2. 理事の任期は 5年以内とされているが、 監事の任期は特段の定めはない。 

3. 監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく 

不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告する。 

4. 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は組合の代表権を有せず、監 

事が組合を代表する。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.３]都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには 

〇、誤っているものには×と解答しなさい。28-48 

1. 市街地再開発組合が解散した時は、総会で他の者を選任したとき以外は、理事がその清 

算人となる。 

2. 都市再開発法第 91条に定める補償金等の支払いに関し、土地所有者及びその抵当権者 

から双方合意の上申出があったときは、施行者は抵当権者に対して補償金等の一部もし 

くは全部を支払うことができる。 

3. 権利変換計画において、借家権が与えられるように定められた場合で、家主と借家人の 

間の家賃その他の借家条件について組合解散の日までに協議が成立しないときは、施行 

者はその条件について裁定することができる。ただし、当事者の双方の申立てが必要と 

なる。 

4. 市街地再開発組合の役員が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束した 

ときは、3年以下の懲役に処せられる。 

 

[No.４]都道府県知事が認可した市街地再開発組合の役員に関する記述で、誤っているもの 

は次のうちどれか。27-36 

1. 理事及び監事は、特別の事情があるときは、組合員以外の者から総会で選任することが 

できる。 

2. 権利変換期日後、組合員でなくなった役員は、任期中であってもその地位を失う。 

3. 組合の理事長は、理事の中から互選で選出され、都道府県知事の承認を得た後、総会で 

決定する。 

4. 都道府県知事による理事長の氏名及び住所の公告があるまでは、理事長の代表権をもっ 

て組合員以外の第三者に対抗することができない。 
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[No.５]市街地再開発組合の役員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。26-35 

1. 理事及び監事の任期は、5年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の在任期 

間となる。 

2. 組合の理事を組合員以外から選任しようとするときは、5人以上の組合員からの推薦を 

もって総会で選任しなければならない。 

3. 理事長は組合員からの総組合員の 10分の 1以上の同意を得て、会計の帳簿及び書類の 

閲覧又は謄写の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

4. 組合員は、総組合員の 3分の 1以上の連署をもって、その代表者から組合に対し、理事 

又は監事の解任をすることができる。 

 

 

[No.６]市街地再開発組合の役員に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。25-35 

1. 理事長は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたことを知ったとしても、当該組合員か 

らその旨の通知を受けとらなければ組合員名簿を変更しなくともよい。 

2. 理事長は、事業年度ごとに、事業報告書、収支決算書及び予算書について、通常総会の 

承認を受けた上で、当該承認を得た日から 2週間以内に都道府県知事に提出しなければ 

ならない。 

3. 理事及び監事は、組合員（法人にあっては、その役員）のうちから総会で選挙する。た 

だし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができ 

るが、理事長は組合員でなければならない。 

4. 理事は、その任期が満了しても、公認の理事が就任するまでの間は、なお、その職務を 

行う。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.７]都市再開発法に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤 

っているものには×と解答しなさい。24-48 

1. 組合施行の場合には、施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が 7人以 

上でなければ市街地再開発事業の施行はできない。 

2. 役員の職務として、組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表 

権を有しない。この場合においては、副理事長が組合を代表する。 

3. 施行者は権利変換計画認可を受けたときは、その公告の内容と配置設計を施行地区内の 

適当な場所に、その公告をした日から起算して 10日間掲示しなければならない。 

4. 都市再開発法第 110条（全員同意型）の規定により権利変換手続を進める場合には、事 

前に総会の特別議決が必要である。 

 

[No.８]市街地再開発組合の役員に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。23-35 

1. 組合員である役員は、組合員（法人にあっては、その役員）のうちから総会で選挙に 

より定め、その選挙の方法は定款で定めなければならない。 

2. 組合員のうちから総会で選挙された役員が組合員でなくなった時であっても、その役 

員は任期満了までその地位を継続しなければならない。 

3. 理事長は役員全員の互選により定める。 

4. 特別の事情があるときは、監事は理事を兼ねることができる。 

 

[No.９]市街地再開発組合の役員に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。21-34 

1. 理事及び監事は、組合員（法人にあってはその役員）のうちから総会で選挙する。ただ 

し、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる 

が、理事長は組合員でなければならない。 
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2. 総組合員の 3分の 1の連署をもって、その代表者から組合に対して理事又は監事の解任 

請求をすることができ、組合はその請求の要旨を公表し、組合員の投票に付した結果、 

過半数の同意があったときは、理事又は監事はその地位を失う。 

3. 理事はその任期が満了しても、後任の理事が就任するまでの間は、なお、その職務を行 

う。ただし、その場合においても 5年を超えて行うことができない。 

4. 理事長は毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支計算書及び財産目録を当 

該承認を得た日から 1ヶ月以内に都道府県知事に提出すればよい。 

 

[No.１０]市街地再開発組合の役員に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。19-34 

1. 理事長は、組合員名簿の記載事項に変更が生じたことを知ったとしても、当該組合員か 

らその旨の通知を受けとらなければ組合員名簿を変更しなくともよい。 

2. 理事長は、事業年度ごとに、収支決算書並びに予算書について、通常総会の承認を受け 

た上で、当該承認を得た日から 2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。 

3. 理事長は、組合の代表者として業務を総理するが、組合と理事長との利益が相反する事 

項については、代表権を有せず、この場合には監事が組合を代表する。 

4. 理事長は、総会で選挙、若しくは総会で選ばれた役員による互選で定めなければならな 

い。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.１１]都市再開発法に関わる下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。18-48 

1. 組合員は、総組合員の４分の 1の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又 

は監事の解任の請求をすることができる。 

2. 権利変換期日において失った権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有してい 

た者は、施行者が通知した明け渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続 

することができるが、占有していた者の承継人は明渡し期限までの専有は認められてい 

ない。 

3. 権利変換計画において、施設建築物の集会室を共有部分として定めた場合には、「建築の 

区分所有等に関する法律」における規約による共用部分とみなされる。 

4. 再開発ビルの管理規約を都市再開発法に基づき定めようとするときは、都市再開発法第 

110条（全員同意型）の権利変換の認可を受けた事業であっても、管理規約の公衆の縦 

覧は必要である。 
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9.総会の議決 （問題） 

[No.１] 市街地再開発組合の総会の議決事項に関する記述で、正しいものは次のうちどれ 

か。01-34 

1. 設計の概要の変更に関する事業計画の変更を、出席者の議決権の過半数で決した。 

2. 議長は、組合員として総会のいかなる議決にも加わることはできない。 

3. 事業計画の変更のうち、資金計画に関する事項の変更は、特別の議決を要する事項であ 

る。 

4. 参加組合員に関する定款の変更は、総組合員の 3分の 2以上の出席で総会を開催し、参

加組合員も議決権を持って加わり、議決権の 3分の 2以上で決しなければならない。 

 

[No.２] 市街地再開発組合の総会の議決に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

29-34 

1. 参加組合員は、都市再開発法第 33条に規定する「特別の議決」に参加することができ 

ない。 

2. 総会の議長は、都市再開発法第 33条に規定する「特別の議決」については、組合員と 

して総会の議決に加わることができる。 

3. 都市再開発法第 133条第 1項の規定により管理規約を定めるときは、同法第 33条に規 

定する「特別の議決」は必要としない。 

4. 組合員は、代理人をもって議決権を行使することができるが、代理人は同時に 2人の 

組合員を代理することができない。 

 

[No.３]市街地再開発組合の総会における決議事項のうち、都市再開発法第 33条に規定す 

る特別の議決を必要とするものは次のうちどれか。28-36 

1. 定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更 

2. 賦課金の額及び賦課徴収の方法 

3. 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 

4. 権利変換計画 

 

[No.４]市街地再開発組合の総会の議決に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

27-37 

1. 総会議事は、あらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ、議決することが 

できる。 

2．理事長は、総会の必要があると認めた時は、総組合員数の５分の１以上の同意を得て、 

総会を招集しなければならない。 

3. 資金計画の変更については、事業全体に影響を及ぼす事項であるので、特別議決事項と 

して総会に諮る必要がある。 

4. 組合員は代理人を設けることにより、代理権を証する書面を組合に提出せずに、議決権 

の行使ができる。 

 

[No.５]組合施行の市街地再開発事業における総会の議決に関する記述で、正しいものは次 

のうちどれか。25-36 

1. 施行地区が工区に分かれているときに、工区ごとに総会の部会を設けるためには、都市 

再開発法第 33条に規定する「特別の議決」が必要である。 

2. 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、都市再開発法第 

33条に規定する「特別の議決」については、宅地について所有権を有する組合員として、 

及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。 
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3. 議長は、組合員として総会のすべての議決に加わることができない。 

4. 組合員は、代理人をもって議決権を行使することができるが、代理人は、同時に複数の 

組合員を代理することができない。 

 

[No.６]市街地再開発組合の総会における決議事項のうち、都市再開発法第 33条に規定す 

る特別の議決を必要としないものは次のうちどれか。23-36 

1. 権利変換計画に関する事項 

2. 事業代行開始の申請に関する事項 

3. 施行地区の変更 

4. 組合の解散にする事項 

 

[No.７]市街地再開発組合の総会の議決事項のうち、特別の議決を要する事項は次のうちど 

れか。22-35、16-34 

1. 定款の変更のうち、総会に関する事項の変更 

2. 定款の変更のうち、費用の分担に関する事項の変更 

3. 事業計画の変更のうち、事業施行期間に関する事項の変更 

4. 事業計画の変更のうち、資金計画に関する事項の変更 

 

[No.８]市街地再開発組合の総会の議決に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

21-35 

1. あらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ、総会で議決することができる。 

2. 市街地再開発組合の総会は、総組合員の 3分の 2以上の出席がなければ議事を開くこと 

ができず、その議事は都市再開発法に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決 

権の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

3. 理事長は、通常総会の会議を開く日の 10日前からその会議を開くまでの間、当該通常 

総会において承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務 

所に備えつけておかなければならない。 

4. 参加組合員は、都市再開発法第 33条に規定する「特別の議決」に参加することができな 

い。 

 

[No.９]組合施行の市街地再開発事業における総会の議決に関する記述で、正しいものは次 

のうちどれか 18-35 

1. 施行地区が工区に分かれているときに、工区ごとに総会の部会を設けるためには、都市 

再開発法第 33条に規定する「特別の議会」が必要である。 

2. 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、都市再開発法第 

33条に規定する「特別の議決」については、宅地について所有権を有する組合員として、 

及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。 

3. 参加組合員は、都市再開発法第 33条に規定する「特別の議決」に参加することができな 

い。 

4. 組合員は、代理人をもって議決権を行使することができるが、代理人は、同時に複数の 

組合員を代理することはできない。 

 

[No.１０]市街地再開発組合の総会における都市再開発法第 33条に規定する特別の議決（以 

下「特別の議決」という。）に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。17-34 

1. 議長は、「特別の議決」を行う場合は、組合員として総会の議決に加わることができる。 

2. 事業計画のうち、設計の概要及び資金計画に関する事項を変更するには、「特別の議決」 

を要しない。 

3. 権利変換計画を定めるときは、「特別の議決」を要する。 
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4. 都市再開発法第 133条第 1項により、管理規約を定めるときは、「特別の議決」を要す 

る。 
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10.価額の算定 （問題） 

[No.１] 都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換計画を行う場 

合、従後の価額等の算定基準等に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。02-38 

1. 施設建築敷地の地代の概算額は、近傍類似の土地の価額を参酌して定めた施設建築敷地

の価額の概算額に 100分の 6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額で定めな

ければならない。 

2. 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額の概算額は、事業に

要する費用及び施行認可等の公告から 30 日の期間を経過した日（以下「基準日」とい

う。）における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又はそれらに関する同種の権利の取引

価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。 

3. 施設建築敷地の価額の概算額は、宅地及び借地権の価額の合計額と当該施設建築敷地の

整備に要する費用を合計した額（当該敷地価額）以上であり、かつ基準日における近傍

同種の建築物の所有を目的とする地上権価額を当該敷地価額より控除した額で定めな

ければならない。 

4. 施設建築敷地の地代及び施設建築物の一部を賃貸する場合の標準家賃の概算額を算定

する際の管理事務費は、施設建築敷地の価額の概算額に 100分の 6を乗じて得た額と公     

課の年額との合計額に、100分の 10を乗じて得た額とする。 

 

[No.２]市街地再開発事業における従前宅地等の価額の算定に関する記述で、正しいものは 

次のうちどれか。30-37 

1. 都市再開発法第 110条（全員同意型）によらない権利変換計画においては、施設建築物 

の一部について借家権が与えられる借家人の借家権価額は、従前の建物賃貸人の資産額 

から控除しなければならない。 

2. 都市再開発法第 ll0条（全員同意型）によらない権利変換計画においては、従前の建築 

物の価額は近傍同種の建築物の取引価格等を考慮して定める必要はない。 

3. 第二種市街地再開発事業において、譲受け希望の申出をした者が施行地区内に有する宅 

地の見積額を施行者が管理処分計画に定めるには、算定の基準日における近傍類似の土 

地の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準としなければならない。 

4. 第二種市街地再開発事業において、譲受け希望の申出をしなかった者が施行地区内に有 

する宅地の対償としての価額については、管理処分計画に定めなければならない。 

 

[No.３]第一種市街地再開発事業における権利価額の算定に関する記述で、正しいものは次 

のうちどれか。28-40 

1. 都市再開発法第 110条又は同法第 111条によらない原則型の権利変換において、施設建 

築敷地の共有持分の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に借地権が存する場合、 

当該借地権が存するものとして算定した相当の価額とする。 

2. 都市再開発法第 110条（全員同意型）による権利変換計画の場合であっても、宅地の価 

額は評価基準日における近傍類似の土地の取引価格等を考慮して定める相当の額とし 

なければならない。 

3. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換計画の場合、評価基準日から 

6ヶ月以内に権利変換計画の縦覧が開始されないときは、当該 6ヶ月の期間を経過した 

日を評価基準日とする。 

4. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換計画の場合、従前権利者に与 

えられる建築施設の部分は、当該部分の価額と従前の価額との間に著しい差額が生じな 

いように定めなければならない。 
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[No.４]都市再開発法第 110条 （全員同意型）によらない権利変換計画における宅地等の価 

額に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。27-40 

1. 組合が施行する市街地再開発事業について、当初定めた評価基準日から起算して 6ヶ月 

以内に権利変換計画の縦覧が開始されないときは、当該 6ヶ月の期間経過後 31日目が 

評価基準となる。 

2. 従前土地の借地権の価額は、評価基準日における近傍類似の土地に関する同種の借地権 

の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。 

3. 再開発会社施行の場合は、定款が定められた日から起算して 31日目が評価基準日とな 

る。 

4. 従前の宅地等の価額は、関係権利者の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなけばなら 

ない。 

 

[No.５]第一種市街地再開発事業における価額等の算定の記述で、正しいものは次のうちど 

れか。24-39 

1. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）の権利変換においては、評価基準日は再開発 

組合の設立認可の公告があった日の翌日から起算して 30日の期間を経過した日となる。 

2. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）に基づいて権利変換を行う場合、当初定めた 

評価基準日から起算して 6ヵ月以内に権利変換計画の縦覧が開始されないときは、当該 

6ヵ月の期間を経過した日が評価基準日となる。 

3. 都市再開発法第 110条（全員同意型）の権利変換においては、宅地の価額は評価基準日 

における近傍類似の土地の取引価格等を考慮して定める相当の価額でなくてもよい。 

4. 都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換において、施設建築 

敷地の共有持分の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に借地権が存する場合、当 

該借地権が存するものとして算定した相当の価額とする。 

 

[No.６]都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換計画における権 

利価額の算定に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。20-37 

1. 従前の宅地等の価額は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければ 

ならない。 

2. 借家権の取得を希望しない旨を申し出たことにより、施設建築物の一部についての借家 

権を与えられない者の権利の価額は、借家権の取引慣行があると認められる場合におい 

ては、近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額 

とする。 

3. 権利変換を希望しない旨の申出をした者を除き、施行地区内の宅地又は借地権を有する 

者及び施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有するものに対して与えられる施 

設建築物の一部等の価額と従前の価額の間に著しい差額が生じないように定めなけれ 

ばならない。 

4. 一の施設建築敷地について 2人以上の宅地の所有者が所有権を与えられるときは、当該 

施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとす 

る。その場合、借地権が存する宅地の価額は、当該借地権が存するものとして算定した 

価額とする。 
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[No.７]都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換計画における従 

後の価額等算定基準等に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。20-38  

1. 権利者に与えられることとなる施設建築敷地の価額は、施行地区内の宅地及び借地権の 

価額の合計額 に当該施設建築敷地の整備に要する費用の額を加えて得た合計価額以上 

であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該施設建築敷 

地の価額の「見込額」を超えない範囲内において定めるが、合計価額が「見込額」を超 

えるときは、「見込額」をもって定める。 

2. 施設建築敷地の地代の概算額は、施設建築敷地の価額の概算額に 100分の６を乗じて得 

た額に公課及び管理事務費を加えた額と、基準日における近傍類似の土地の地代の額を 

参酌して定めた施設建築敷地の地代の見込額とのうち、いずれか多額のものを超えない 

範囲内において定めなければならない。 

3. 借家権の取得を希望しない旨の申出をしなかった借家人の従前の家主に代わって、施行 

者が施設建築物の一部を賃貸する場合における、標準家賃の概算額は、当該施設建築物 

の一部の整備に要する費用の償去額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保 

険料並びに公課を加えたものである。 

4. 施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部につい 

て借家権が与えられるように定められた者は、借家条件の協議に関して、施設建築物の 

建築工事の完了の公告までに協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双 

方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て裁定することができる。 

 

[No.８]第一種市街地再開発事業における価額等の算定の記述で、誤っているものは次のう

ちどれか。19-37 

1. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）に基づいて権利変換を行う場合、当初定めた 

評価基準日から起算して６ヶ月以内に権利変換計画の縦覧が開始されないときは、当該 

６ヶ月の期間を経過した日が評価基準日となる。 

2. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）に基づいて権利変換を行う場合、従前の宅地 

等の価額は、評価基準日における近傍類似の土地の引取価格等を考慮して定める相当の 

価額とする。 

3. 従前の施行地区内の建築物の状態を示す物件調書は、建築物の価額を定める資料となる。 

4. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）に基づいて権利変換を行う場合、施設建築敷 

地の価額の概算額は、第一種市街地再開発事業に要する費用及び評価基準日における近 

傍類似の土地の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければな 

らない。 

 

[No.９]権利変換計画における従前の宅地の価額の算定基準等に関する記述で、誤っている 

ものは次のうちどれか。18-39 

1. 都市再開発法第 110条（全員同意型）の権利変換においては、宅地の価額は評価基準日 

における近傍類似の土地の取引価格を考慮して定める相当の価額でなくても良い 

2. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）の権利変換においては、転出する借家人に払 

われる借家権価額は建物賃借人の資産額から控除される。 

3. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）の権利変換においては、評価基準日は再開発 

組合の事業計画の決定の公告があった日の翌日から起算して 30日を経過した日となる。 

4. 都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換においては、従後の 

施設建築敷地の共有持分割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外 

の権利が存しないものとして算定した相当の価額である。 
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[No.１０]市街地再開発事業の権利変換計画で、従前において借地権者であった者が当該借 

地権に対応して従後に土地所有権を得ることができないのは、次のうちどれか。18-40 

1. 都市再開発法第 110条、同法第 111条によらない原則型の権利変換計画の認可を受けた 

市街地再開発事業で権利変換を受けた場合。 

2. 土地の所有権を敷地権とする施設建築物を整備することとして、都市再開発法第 110条 

の規定により、全員同意型の権利変換計画の認可を受けた市街地再開発事業で権利変換 

を受けた場合。 

3. 都市再開発法第 111条の規定により、地上権非設定型の権利変換計画の認可を受けた市 

街地再開発事業で権利変換を受けた場合。 

4. 施設建築敷地の地下部分に道路を設置するために区分地上権を定めた、都市再開発法第 

111条の規定による権利変換計画の認可を受けた市街地再開発事業で権利変換を受けた 

場合。 

 

[No.１１]権利変換における宅地等の価額の算定に関する記述で、誤っているものは次のう 

ちどれか。16-38 

1. 都市再開発法第 110条（全員同意型）、第 111条（地上権非設定型）によらない原則型の 

権利変換において、従後の建設施設敷地の共有持分割合は、従前の宅地価額に応じた割 

合とされ、借地権が付着している宅地については、当該借地権がないものとして算定し 

た価額によるものとする。 

2. 都市再開発法第 111条（地上権非設定型）による権利変換において、従前の宅地等の価 

額は、評価基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若し 

くは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額 

とする。 

3. 都市再開発法第 110条（全員同意型）の権利変換計画において、評価基準日を都市計画 

決定時で固定してもよい。 

4. 都市再開発法第 110条（全員同意型）によらない権利変換において、評価基準日は、権 

利変換を希望しない旨の申し出期間を経過した日の翌日としなければならない。 
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11.事業の施行 （問題） 

[No.１]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災街区整

備事業の施行地区となるべき土地の区域の要件として、誤っているものは次のうちどれか。

02-13 

1. 当該区域を防災街区として整備することが、当該密集市街地における特定防災機能の効

果的な確保に貢献すること。 

2. 当該区域内にある建築物で、不適合建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべて

の建築物の延べ面積の合計に対する割合が、政令で定める割合以上であること。 

3. 防災街区整備地区計画の区域のうち、建築物の敷地面積の最低限度等の一定の制限が定

められた区域内、あるいは特定防災街区整備地区の区域内であること。 

4. 当該区域内に十分な公共施設が整備されていないこと、当該区域内の土地の利用が細分

されていること等により、土地の利用状況が不健全であること。 

 

[No.２] 市街地再開発事業の施行に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。02-25 

1. 市街地再開発組合と再開発会社は、いずれも第一種市街地再開発事業及び第二種市街地 

再開発事業の施行者になることができる。 

2. 地方公共団体と機構等は、いずれも第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事 

業の施行者になることができる。 

3. 個人施行者は、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者に限られる。 

4．施行者の名称は、市街地再開発事業に関する都市計画で定めておかなければならない。 

 

[No.３]市街地再開発事業の施行者に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

26-25 

1. 第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有しない者 

でも個人施行者になることができる。 

2. 都道府県は、第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業のいずれも施行する 

ことができる。 

3．地方住宅供給公社は、国土交通大臣（市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、 

都道府県知事）が市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開 

発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。 

4．施行者の名称は、市街地再開発事業に関する都市計画で定めておかなければならない。 

 

[No.４]市街地再開発組合の事業施行に関するＡ～Ｅの手続の順序で、正しいものは次のう 

ちどれか。24-30 

Ａ 事業施行地区の公告申請 

Ｂ 未登記の借地権の申告 

  Ｃ 審査委員の選任 

  Ｄ 組合の設立についての宅地所有者・借地権者の同意 

  Ｅ 組合設立の認可申請 

1. Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ 

2. Ａ→Ｂ→Ｄ→Ｅ→Ｃ 

3. Ｂ→Ｄ→Ａ→Ｅ→Ｃ 

4. Ｂ→Ａ→Ｄ→Ｅ→Ｃ 
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[No.５]市街地再開発事業の施行に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。23-26 

1. 高度利用地区、都市再生特別地区または特定地区計画等区域内の宅地について所有権又 

は借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、第一種市街地再開 

発事業を施行することができる。 

2. 市街地再開発組合が、第一種市街地再開発事業を施行することができる土地は、市街地 

再開発促進区域内であれば、第一種市街地再開発事業の施行区域内でなくてもよい。 

3. 第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者の 

同意を得た者は、所有権又は借地権者を有しない者でも個人施行者として第一種市街地 

再開発事業を施行することができる。 

4. 地方公共団体は、第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業のいずれの施行 

区域内の土地についても施行者となることができる。 

 

[No.６]個人施行の市街地再開発事業の施行手続きに関する記述で、誤っているものは次の 

うちどれか。22-26  

1. 個人施行の場合は、市街地再開発事業の都市計画決定がなくても市街地再開発事業の施 

行は可能である。 

2. 個人施行の場合は、施行区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意 

を得た者であれば、施行区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有していなくて 

も、一人で、又は数人共同して施行者となることができる。 

3. 個人施行に関する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を定め、施行地区と 

なるべき区域を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に申請しなければならない。 

4. 個人施行に関する認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地 

区内にある公共施設の管理者又は当該事業により整備される公共施設の管理者となる 

べき者の同意を得なければならない。 

 

[No.７]2市街地再開事業の施行に際して定める事項に関する記述で、誤っているものは次 

のうちどれか。22-29 

1. 施行者は、事業計画において施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び 

工区）、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 

2. 事業計画に定める設計の概要のうち設計図は、施設建築物、施設建築敷地及び公共施設 

のいずれについても作成しなければならない。 

3. 組合施行による市街地再開発事業においては、当該事業計画の中に、事業基本方針を記 

載しなければならない。 

4. 再開発会社施行による市街地再開発事業においては、当該規準の中に、市街地再開発事 

業の種類及び事業の名称を記載しなければならない。 

 

[No.８]市街地再開発事業の施行者に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。20-25 

1. 市街地再開発組合及び再開発会社はいずれも、第二種市街地再開発事業の施行者となる 

ことができない。 

2. 市街地再開発事業の施行区域内でなくても、高度利用地区、都市再生特別地区又は特定 

地区計画等区域内であれば、第一種市街地再開発事業を地方公共団体として行える。 

3．地方住宅供給公社は、国土交通大臣（市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、 

都道府県知事）が市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開 

発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。 

4. 1人で個人施行者となるには、その者は、高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地 

区計画等区域内の宅地について、所有権若しくは借地権を有していなければならない。 
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[No.９]第一種市街地再開発事業の施行の準備のための手続に関する記述で、誤っているも 

のは次のうちどれか。20-30 

1. 組合を設立しようとする者又は施行者は、施行の準備又は施行のため必要があるときは、 

施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、無償で必要な簿書 

の閲覧若しくは謄写又はその謄本の交付を求めることができる。 

2. 組合を設立しようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けた場合に限り、土 

地調書・物件調書を作成するために他人の占有する土地及び建物に立入り、測量又は調 

査を行うことができる。 

3. 未登記の借地権の申告は、施行地区となるべき区域の公告があった日から起算して 30日 

以内に、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に対して行う。 

4. 未登記の借地権の申告期間内に申告がない者は、組合設立の同意については借地権者と 

してみなされない。 

 

[No.１０第一種市街地再開発事業の施行の準備に関する記述で、誤っているものは次のう

ちどれか。17-32 

1. 市街地再開発組合を設立しようとする者が、第一種市街地再開発事業の施行の準備のた 

め他人の占有する土地に立入り、測量又は調査を行うことができるのは、あらかじめ都

道府県知事の許可を受けた場合に限られる。 

2. 個人施行者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けた場合に限り、第一種市街地再開 

発事業の施行の準備のため他人の占有する土地に入り、測量又は調査を行うことができ 

る。 

3. 地方公共団体は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けた場合に限り、第一種市街地再 

開発事業の施行のため他人の占有する土地に入り、測量又は調査を行うことができる。 

4. 再開発会社は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けた場合に限り、第一種市街地再開 

発事業の施行のため他人の占有する土地に入り、測量又は調査を行うことができる。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.１１]都市再開発法に関わる下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。17-48 

1. 第一種市街地再開発事業の施行要件を満たしている区域で、大規模火災が発生した場合 

に公衆の避難の用に供する公園を早急に整備する必要があり、かつ、この整備と併せて 

当該区域内の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的と認められる 0.5 

ヘクタール以上の区域では、第二種市街地再開発事業の都市計画を定めることができる。 

2. 特定建築者の公募は、権利変換計画の認可以前に行うことができない。 

3. 保留床が教育文化施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの 

である場合には、公募によらず賃貸し、又は譲渡することができる。 

4．市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内の宅地の所有者と同区域内に道路以外の 

一切の権利を所有しない地方公共団体が、それぞれ 45％と 25％の議決権を保有し、残り 

の議決権を施行区域内に管理を有しないでデベロッパーが保有する株式会社は、当該市 

街地再開発事業の施行者となることができる。 
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12.特定建築者 （問題） 

[No.１] 市街地再開発事業の特定建築者に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。01-43 

1. 組合の定款により施設建築物の一部（その床面積が組合及び全ての参加組合員が取得す 

ることになる施設建築物の一部の床面積の合計の 2分の 1以上であるものに限る。）が 

与えられるように定められた参加組合員である者は、公募によらないで特定建築者とな 

ることができる。 

2. 特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に提出す 

べき当該特定施設建築物の管理処分に関する計画を提出しなければならないが、その中 

に、特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部を賃貸しする場合 

における家賃の予定額は含まれない。 

3. 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定施設建築物を建築せず、その者を特定建 

築者とする決定を取り消した場合、新たに特定建築者を決定するときを除き、自ら当該 

特定施設建築物の建築を行わなければならない。 

4. 特定建築者となろうとする者は、施行者に提出する建築計画において、資金計画書を作 

成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.２]都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには  

○、誤っているものには×と解答しなさい。30-48 

1. 独立行政法人都市再生機構が市街地再開発事業の施行者として、公募により特定建築者 

を決定するときは、あらかじめ、都道府県知事（地方自治法の指定都市においては指定 

都市の長）の承認を受けなければならない。 

2. 施行地区内の土地調書の作成において、不動産登記縛等に記載されている所有者の所在 

が不明である土地については「所有者不明土地」として取り扱われ、土地所有者及び関 

係人の署名押印を省略することができる。 

3. 市街地再開発組合は、権利変換計画の認可を受け、その公告をしたときは、国土交通省 

令で定めるところにより、その公告の内容と配置設計を施行地区内の適当な場所に 10日 

間掲示しなければならない。 

4. 組合を設立しようとする者は、都道府県知事及び市町村長に対し、市街地再開発事業の 

準備のために、市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求める 

ことができる。 

 

[No.３] 組合施行の市街地再開発事業において特定建築者を定める場合の、都市再開発法 

第 99条の 3に規定する公募に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。29-43 

1. 組合が公募を経て特定建築者を決定するときは、あらかじめ都道府県知事（地方自治法 

の指定都市においては指定都市の長）の承認を受けなければならない。 

2. 特定施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立した株式会社で、発行済 

株式の総数の 2分の 1を超える株式を組合員が所有した株式会社の場合は、公募によら 

ず特定建築者となれる。 

3. 地方公共団体は、公募によらず特定建築者となれる。 

4. 参加組合員は、取得する施設建築物の一部の面積の大小にかかわらず、公募によらず特 

定建築者となれる。 

 

[No.４]市街地再開発事業における特定建築者に関する記述で、正しいものは次のうちどれ 

か。25-45 
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1. 施行者は、施設建築物の建築を他の者に行わせるときは、事業計画においてその旨を定 

めなければならない。 

2. 施行者は、国土交通省令の定めるところにより、特定建築者を必ず公募により選定しな 

ければならない。 

3. 特定建築者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を 

施行者に通知しなければならない。 

4. 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定施設建築物を建築しなかった場合におい 

ては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 

 

[No.５] 特定建築者になろうとする者が施行者に提出する建築計画の中に定めなければな 

らないものとして、都市再開発法施行規則で規定されていないものは次のうちどれか。 

24-45、17-43 

1. 設計の概要 

2. 工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程 

3. 工事施工予定者 

4. 資金計画  

 

[No.６]市街地再開発事業における特定建築者に関する記述で、誤っているものは次のうち

どれか。22-43 

1. 施行者は、施設建築物の建築を他の者に行わせることができるが、権利者が施設建築物 

の全部を取得するように定められた場合は、特定建築者を選定できない。 

2. 市街地再開発組合が公募を経て特定建築者を決定する場合は、あらかじめ都道府県知事 

の承認を受けなければならない。 

3. 特定建築者となろうとする者が施行者に提出すべき建築計画には、設計の概要、資金計 

画、工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程、その他施行者が必要と認める事 

項を定めなければならない。 

4. 特定建築物のうち特定建築者が取得する全部又は一部については、工事の完了と同時に 

施行者から特定建築者へ譲渡しなければならない。 

 

[No.７]市街地再開発事業における特定建築者に関する記述で、正しいものは次のうちどれ 

か。18-43 

1. 施行者は、施設建築物の建築を他の者に行わせるときは、事業計画においてその旨を定 

めなければならない。 

2. 組合施行の事業において、特定施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設 

立した株式会社で、発行済み株式の総数の 2分の１を超える株式を組合員が所有した株 

式会社は、公募によらず特定建築者となれる。  

3. 施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、特定施設建築物に関する土 

地の権利を特定建築者に速やかに譲渡し、特定施設建築物の建築工事に着手させなけれ 

ばならない。  

4. 施行者は、すべての権利床となる施設建築物を権利変換計画に定めた場合、当該施設建 

築物の建築を特定建築者に行わせることができる。 
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この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.８]都市再開発法に関わる下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤 

っているものには×と解答しなさい。17-48 

1. 第一種市街地再開発事業の施行要件を満たしている区域で、大規模火災が発生した場合 

に公衆の避難の用に供する公園を早急に整備する必要があり、かつ、この整備と併せて 

当該区域内の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的と認められる 0.5 

ヘクタール以上の区域では、第二種市街地再開発事業の都市計画を定めることができる。 

2. 特定建築者の公募は、権利変換計画の認可以前に行うことができない。 

3. 保留床が教育文化施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの 

である場合には、公募によらず賃貸し、又は譲渡することができる。 

4. 市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内の宅地の所有者と同区域内に道路以外 

の一切の権利を所有しない地方公共団体が、それぞれ 45％と 25％の議決権を保有し、残 

りの議決権を施行区域内に管理を有しないでデベロッパーが保有する株式会社は、当該 

市街地再開発事業の施行者となることができる。 

 

 

[No.９]市街地再開発事業における特定建築者等に関する記述で、正しいものは次のうちど

れか。16-42 

1. 特定建築者は、当該特定施設建築物について必ずその床の全部を取得しなければならな 

いと都市再開発法に規定されている。  

2. 特定建築者は、特定施設建築物の所有を目的とする地上権又はその共有持分を取得でき 

ると都市再開発法に規定されている。 

3. 特定業務代行者は、保留床のすべてを取得しなければならないと都市再開発法に規定さ 

れている。 

4. 特定事業参加者は、権利床以外のすべての床を取得しなければならないと都市再開発法 

に規定されている。 
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13.借地権申告 （問題） 

[No.１]市街地再開発事業の借地権申告に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

28-27 

1. 未登記の借地権者は、他の借地権者から更に借地権の設定を受けた場合にあっても、借 

地権の申告をすることができる。 

2. 借地権の申告は、施行地区の公告があった日から 30日以内に施行者に対して行う。 

3. 個人施行事業の場合、借地権申告の手続きはない 。 

4. 地方公共団体施行事業の場合、借地権申告の手続きはない。 

 

[No.２]組合施行の市街地再開発事業における未登記の借地権申告に関する記述で、正しい 

ものは次のうちどれか。27-28 

1. 組合設立のために宅地の所有者及び借地権者の同意を得ようとする者は、あらかじめ、

施行地区となるべき区域の公告を都道府県知事（地方自治法の指定都市においては指定

都市の長）に申請しなければならない。 

2. 借地権の申告は、組合設立の同意を得るべき未登記の借地権者及びその借地の地積を確 

認するために行う。 

3. 未登記の借地権申告は、組合の設立発起人に対して行わなければならない。 

4. 借地権を有する者が、借地権の申告をしないと、組合設立後に組合員になれない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.３]都市再開発法等に関する下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。26-48 

1. 市街地再開発組合の設立認可申請に際しての未登記の借地権申告は、組合の設立発起人

に対して行わなければならない。 

2. 第二種市街地再開発事業において、都市再開発法第 118条の 2の規定により譲受け希望

の申出を行った土地所有者がその申出を撤回する場合、施行者は事業の逐行に重大な支

障がなければ同意しなければならない。 

3. 市街地再開発組合は、組合設立認可の公告があった日以降速やかに、関係権利者に第一 

種市街地再開発事業の概要を周知するため必要な措置を講じ、施行についてその協力が

得られるように努めなければならない。 

4. 「不動産鑑定評価基準」の不動産の価格を形成する要因は、時の経過により変動するも 

のであるから、不動産鑑定評価によって求められる不動産の価格は、その判定の基準と 

なった日においてのみ妥当するものである。 

 

[No.４]市街地再開発事業の借地権申告に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

25-27 

1. 個人施行の場合、借地権申告の手続は必要としない。 

2. 借地権の申告は、施行地区の公告があった日から 30日以内に施行者に対して行わなけ 

ればならない。 

3. 未登記の借地権を有する者は、その借地の所有者と連署し、又は借地権を証する書面を 

添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。 

4. 未登記の借地権申告をしようとする者は、借地権申告書とともに、署名した者の印を証 

する印鑑証明、及び借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の 

位置を明らかにする見取図を添付し、提出しなければならない。 
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この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.５]都市再開発法に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには〇、誤

っているものには×と解答しなさい。23-48 

1. 市街地再開発事業の施行区域において施行される市街地再開発事業は、すべて都市計 

画事業となる。 

2. 未登記の借地権を有する者は、施行地区の公告があった日から、当該市町村長を経由し 

て、国土交通省令で定めるところにより書面をもって都道府県知事に申告しなければ 

ならない。 

3. 権利変換期日において、権利変換計画の定めにより失った権利に基づき施行地区内の

土地又は建築物を占有していた者は、明渡しの期限までは、従前の用法に従い、占有を

継続できる。 

4. 都市再開発法第 110条の規定により権利変換計画を定める場合は、参加組合員又は特 

定事業参加者の同意を得たことを証する書類を権利変換計画認可申請書に添付する必 

要がある。 

 

[No.６]市街地再開発事業における借地権申告に関する記述で、誤っているものは次のうち

どれか。22-28 

1. 第一種市街地再開発事業で借地権申告手続きを必要とするのは、組合施行又は再開発会 

社施行の場合のみである。 

2. 借地権申告は、必ず借地権者及びその借地の所有者が連署し、あわせて署名した者の印 

を証する印鑑証明を添付して、申請しなければならない。 

3. 借地権の申告は、施行地区の公告があった日から 30 日以内に市町村長に対して行わな

ければならない。 

4. 借地権申告の期間内に未登記借地権の申告のない者は、申告の期間を経過した後は、施 

行の認可申請に係る同意に関して借地権が存しないものとみなされる。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい 

[No.７]都市再開発法に関わる画下記の 4 肢それぞれの記述について、正しいものには○、 

誤っているものには×と解答しなさい。19-48 

1. 都道府県知事は、組合の第一種市街地再開発事業の継続が困難となるおそれがある場合 

において、監督処分によっては事業遂行の確保を図ることができないと認めるときに事 

業代行の開始を決定することができ、このとき施行地区を管轄する市町村長を事業代行 

者として指定しなければならない。 

2. 都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づいて権利変換計画を定めるためには、施行 

者は、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有するすべての者のみならず、参加組合 

員がいる時には当該参加組合員の同意を得ることが必要である。 

3. 施行地区となるべき区域の未登録の借地権を有する者による「借地権の申告手続き」は、 

当該区域を管轄する市町村長に対し、その借地の所有者と連署し、又は借地権を証する

書面をもって、その借地権の種類及び内容を申告しなければならない。 

4. 組合は、都市再開発法第 70条の権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託するまで 

に、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 
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この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.８]市街地再開発事業に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、

誤っているものには×と解答しなさい。16-48 

 

1. 土地区画整理事業との一体的施行の場合において、土地区画整理法に基づく換地処分前 

でも、換地計画に基づく仮換地が指定されていれば、当該仮換地を含む土地の区域にお 

いて、当該仮換地に対応する従前の宅地に関する権利を施行地区内の土地に関する権利 

とみなし、市街地再開発事業を施行することができる。 

2. 権利変換により従前の権利に対応して与えられた施設建築物の一部に対し課せられる 

固定資産税については、用途にかかわらず新たに課税される年度から 5年度分の固定資 

産税に限り、3分の 2の減額の特例がある。 

3. 市街地再開発組合の設立認可申請に際しての未登録の借地権申告は、組合の設立発起人 

に対して行わなければならない。 

4. 市街地再開発組合は、都市再開発第 110条（全員同意型）の権利変換を行う場合、土地 

調書、物件調書の作成を省くことができる。 
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14.公共施設管理者の同意 （問題） 

[No.１]第一種市街地再開発事業における次の施設の整備のうち、公共施設の管理者の同意 

手続きが必要なものは次のうちどれか。01-28 

1. 公立の図書館の整備 

2. 公立の義務教育学校（小中一貫校）の整備 

3. 公立の高等学校の整備 

4. 既存の交番の移設整備 

 

[No.２]市街地再開発組合の設立認可申請をしようとする者が行う、公共施設管理者の同意 

手続として、誤っているものは次のうちどれか。30-29 

1.  事業の施行により整備される公共の用に供する下水道及び水路の管理者又は管理者と 

なるべき者の同意は不要である。 

2.  施行地区内にある公立小学校の建替えを含めた事業計画とする場合、公立小学校の管 

理者の同意を得なければならない。 

3.  施行地区内に国道がある場合、国道の位置、形状、構造及び地盤面について従前の状況 

からの変更を伴わない事業計画であっても、国道の管理者の同意を得なければならな 

い。 

4.  公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得るべき設計の概要の設計図には 

公共施設の図面の他に、施行地区で計画される施設建築物の図面、施設建築敷地の図面 

及び個別利用区内の宅地がある場合はその図面も含まれる。 

 

[No.３]市街地再開発事業における公共施設管理者負担金に関する記述で、誤っているもの 

は次のうちどれか。30-43 

1.  都市計画道路の管理者が施行者に交付する公共施設管理者負担金で社会資本整備総合 

交付金の対象となるものは、用地買収方式によって整備することとして算出した費用

が上限になる。 

2.  公共施設管理者負担金については、当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の 

承認を得、その者が負担すべき費用の額を権利変換計画において定めておかなければ 

ならない。 

3.  施行者は、公共下水道の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別な事情 

がある場合において、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者と 

なるべき者の負担で行わせることができる。 

4.  社会資本整備総合交付金による公共施設管理者負担金の対象となる権利床取得者の用 

地・建物補償費は施設建築物の工事費として充当できる。 

 

[No.４] 市街地再開発組合の設立認可申請をしようとする者が行う、公共施設の管理者の 

同意手続きとして、正しいものは次のうちどれか。29-29 

1.  事業の施行により整備される公共施設は、管理者又は管理者となるべき者の同意を得 

て、施行者が全て工事を実施し、完成後に管理者に引渡さなければならない。 

2.  事業の施行により、認定こども園制度に基づく公立の幼保園を新設する場合は、条例 

に基づき認定する都道府県知事を管理者となるべき者として同意を得なければならな 

い。 

3.  事業の施行により、都市計画で定められた駐車場の整備を行う場合は、都市計画駐車 

場の管理者となるべき者の同意を得なければならない。 

4.  事業の施行により、鉄道施設及び自動車ターミナルの整備を行う場合は、当該施設の 

管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。 
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[No.５]公共施設管理者負担金の対象となる重要な公共施設に該当しないものは次のうち

どれか。26-44 

1.  都市施設に関する都市計画において定められた緑地 

2.  一般国道 

3.  地方公共団体が設置する高等学校 

4.  河川 

 

[No.６]第一種市街地再開発事業を施行しようとする者が行う、公共施設管理者の同意手段 

として、誤っているものは次のうちどれか。25-30 

1.  公共施設の設計概要として、設計説明書に平面図と 2面以上の断面図を添えて公共施 

設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。 

2.  駅前広場、鉄道施設及び自動車ターミナルの整備を併せて行う事業計画とする場合、 

それぞれの管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。 

3.  施行地区で新たに緑地の整備を行う事業計画とする場合、緑地の管理者となるべき者 

の同意を得なければならない。 

4.  施行地区内にある公立幼稚園の建替えを含めた事業計画とする場合、公立幼稚園の管 

理者の同意を得なければならない。 

 

[No.７]都市再開発法に規定する公共施設に該当するものは、次のうちどれか。24-26 

1.  下水道 

2.  消防の用に供する貯水施設 

3.  都市高速鉄道  

4.  巡査派出所 

 

[No.８]都市再開発法及び同施行令に規定する公共施設に該当するものは、次のうちどれか。 

21-25 

1.  下水道 

2.  消防の用に供する貯水槽 

3.  鉄道施設及び自動車ターミナル 

4.  巡査派出所 

 

[No.９]公共施設管理者負担金の対象となる重要な公共施設に該当しないものは、次のうち 

どれか。19-43 

1.  都市施設に関する都市計画において定められた緑地 

2.  一般国道 

3.  地方公共団体が設置する高等学校 

4.  一級河川及び二級河川以外の河川 
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15.一体的施行 （問題） 

[No.１] 土地区画整理事業と市街地再開発事業との一体的施行に関する記述で、誤ってい 

るものは次のうちどれか。01-44 

1. 土地区画整理事業の事業計画における市街地再開発事業区は、市街地再開発事業の施行 

区域に定める。 

2. 土地区画整理事業の事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは、施行地 

区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、一定期間内に当該市街地再開発事 

業区内への換地を申し出ることができる。 

3. 市街地再開発事業区への換地の申出があった場合には、施行者は換地計画において、当 

該申出に係る宅地の換地後の地積の合計が市街地再開発事業区の面積を超えない限り、 

それら換地の申出があった宅地を当該市街地再開発事業区域内に換地される宅地とし 

て指定しなければならない。 

4. 一体的施行においては、公共施設が土地区画整理事業で整備されるため、第二種市街地 

再開発事業は、施行することができない。 

 

[No.２] 土地区画整理事業と市街地再開発事業との一体的施行に関する記述で、誤ってい 

るものは次のうちどれか。29-45 

1. 市街地再開発事業において土地区画整理事業との一体的施行に関する特則が適用され 

るのは、第一種市街地再開発事業の場合に限らない。 

2. 市街地再開発事業において土地区画整理事業との一体的施行に関する特則が適用され 

るのは、施行者が市街地再開発組合である場合に限らない。 

3. 土地に関する権利変換の登記は、特定仮換地に対応する従前の宅地を対象に行う。 

4. 組合設立認可を申請しようとする場合における同意要件としての、所有者及び借地権者 

に係る宅地の地積は、施行地区となるべき区域内の特定仮換地については、当該特定仮 

換地に対応する従前の宅地面積による。 

 

[No.３]土地区画整理事業と市街地再開発事業との一体的施行に関する記述で、正しいもの 

は次のうちどれか。26-45 

1. 換地計画に基づく特定仮換地指定を行う前には、市街地再開発事業の認可を得ることは 

できない。 

2. 公共施設は土地区画整理事業で整備されるので、第二種市街地再開発事業は施行するこ 

とができない。 

3. 市街地再開発事業区における市街地再開発事業の施行にあたって、宅地の評価を行う場 

合、特定仮換地については当該特定仮換地に対応する従前の宅地について評価を行う。 

4. 第一種市街地再開発事業の権利変換計画（都市再開発法第 110条の全員同意型の権利変 

換は除く）においては、1個の施設建築物の敷地は 1筆の土地となるものとして定めな 

ければならない。 

 

[No.４]土地区画整理事業施行地区において都市再開発法第 110条の全員同意型により市 

街地再開発事業を施行する場合（以下、同時施行という。）と都市再開発法第 118条の 31 

に規定する土地区画整理事業との一体的施行に関する特則により市街地再開発事業を施 

行する場合（以下、一体的施行という。）の記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

23-44 一体的施行  

1. 再開発事業の参加する権利者のみを再開発事業の施行区域に集約する場合、同時施行 

では土地区画整理事業の施行者や関係権利者との調整により仮換地を変更すること 

が必要であるが、一体的施行では市街地再開発事業区への換地の申出をすることで足 
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りる。 

2. 施行区域と関係権利者との関係について、同時施行では仮換地された権利者以外に再 

開発事業の施行区域に土地等を有し、施行区域外へ換地される権利者からも再開発事 

業に参加しない旨の同意が必要とされるが、一体的施行では従前の権利関係は仮換地 

にあると見なす特定仮換地の制度があるのでその必要はない。 

3. 権利変換の登記をする場合、同時施行では従前地が再開発事業の施行区域外にある場 

合は換地処分まで登記ができないこともあるが、一体的施行では従前地に対して登記 

することができる。 

4. 土地区画整理事業で公共施設の整備がされるので、公共団体は同時施行、一体的施行 

のいずれの再発事業の施行者にもなることができない。 

 

[No.５]土地区画整理事業と市街地再開発事業との一体的施行（以下、「一体的施行」という。）

に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。22-44  

1. 特定仮換地とは、換地計画に基づき仮換地として指定されたものに限る。 

2. 一体的施行においては、公共施設等は土地区画整理事業で整備されるので、第二種市街 

地再開発事業は施行することができない。 

3. 一体的施行においては、特定仮換地に対応する従前の宅地は合筆する必要がない。 

4. 土地区画整理事業の事業計画における市街地再開発事業区は、市街地再開発事業の施行 

区域内に定める。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.６]都市再開発法に関わる下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤 

っているものには×と解答しなさい。21-48 

1. 土地区画整理事業と一体的に施行される第一種市街地再開発事業の権利変換計画にお 

いては、1個の施設建築物の敷地は 1筆の土地となるものとして定めなければならない。 

2. 組合設立の認可公告があった後は、施行地区内において、当該事業の施行の障害となる 

おそれがある建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行おうとする者は、再 

開発組合の許可だけで当該新築等を行うことができる。 

3. 都市再開発法第 110条（全員同意型）によらない権利変換計画において、従前の施行地 

区内の建築物について借家権を有する者による施設建築物の一部に借家権の取得を希 

望しない旨の申出は、権利変換認可申請までであればいつでも、国土交通省令で定める 

ところにより、書面を施行者に提出して撤回することができる。 

4. 都市再開発法第 133条の規定により管理規約を定める場合、共有部分の持分の割合と敷 

地利用権の割合をいわゆる内法面積による専有面積割合と異なる割合とするときは、そ 

のどちらについてもその割合を管理規約に定めておく必要がある。 

 

[No.７]土地区画整理事業地区内において市街地再開発事業との一体的施行を行う場合に 

関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。20-44   

1. 市街地再開発事業区を定めるとき、市街地再開発事業区は市街地再開発事業の都市計画 

が定められた区域内でなくとも設定できる。 

2. 市街地再開発事業区外の宅地の所有者が市街地再開発事業区へ換地を申出する場合に 

おいて、当該土地に借地人がいる場合、その借地人の同意を得なければならない。 

3. 換地計画に基づく特定仮換地指定を行う前には、市街地再開発事業の認可を得ることは 

できない。 

4. 土地に関する権利変換の登記は、特定仮換地に対応する従前の宅地を対象に行う。 

 

[No.８]土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行に関する事業の手続として、適 

正な順序を示すものは次のうちどれか。18-30 
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（前提条件）既に土地区画整理事業が施行されている中で、市街地再開発事業が施行される

手続を示す。 

 

土地区画整理事業の手続  Ａ：市街地再開発事業区の設定及び換地の申出等 

              Ｂ：換地計画の作成及び仮換地指定 

              Ｃ：換地処分 

 

市街地再開発事業の手続  ア：市街地再開発事業の都市計画決定 

              イ：市街地再開発事業の事業計画認可 

              ウ：市街地再開発事業の権利変換計画認可 

              エ：権利変換登記（90条登記） 

1. ア→Ａ→イ→Ｂ→ウ→Ｃ→エ 

2. Ａ→ア→Ｂ→イ→ウ→Ｃ→エ 

3. ア→Ａ→Ｂ→イ→ウ→エ→Ｃ 

4. ア→イ→Ａ→Ｂ→ウ→エ→Ｃ  

 

この設問は、正誤を解答しなさい。 

[No.９]市街地再開発事業に関する下記の記述について、正しい場合には○、誤っている 

場合には×と解答しなさい。16-48 

 土地区画整理事業との一体的施行の場合において、土地区画整理法に基づく換地処分

前でも、換地計画に基づく仮換地が指定されていれば、当該仮換地を含む土地の区域にお 

いて、当該仮換地に対応する従前の宅地に関する権利を施行地区内の土地に関する権利 

とみなし、市街地再開発事業を施行することができる。 
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16.土地調書及び物件調書 （問題） 

[No.１] 第一種市街地再開発事業の土地調書及び物件調書に関する記述で、正しいものは 

次のうちどれか。02-32 

1. 権利変換計画の認可の公告があった後、施行者は、土地調書及び物件調書を作成しなけ

ればならない。 

2. 都市再開発法第 110条（全員同意型）による権利変換を行う場合は、施行者は、土地調

書及び物件調書の作成を省略することができる。 

3. 土地調書は宅地を対象として作成するものであり、公共施設の用に供する土地について

作成する必要はない。 

4. 物件調書には、その物件が建物であるときは、建物の種類、構造、床面積等の事項を記

載し、実測平面図を添付しなければならない。 

 

[No.２]第一種市街地再開発事業における土地調書及び物件調書に関する記述で、正しいも 

のは次のうちどれか。30-30 

1.  土地調書には、土地の所在、地番、地目及び地籍、借地の場合の権利割合並びに従前評 

価額を記載しなければならない。 

2.  土地調書及び物件調書は、事業の認可の公告があった日から起算して 30日以内に作成 

しなければならない。 

3.  都市再開発法第 110条（全員同意型）に基づく権利変換を行う場合にあっても、土地調 

書及び物件調書の作成を省略することはできない。 

4.  物件調書に記載しようとする建物が登記されていない場合には、施行者は、権利変換 

手続開始の登記の際に、必ず当該建物について必要な登記をしなければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.３] 都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものに 

は ○、誤っているものには×と解答しなさい。29-48 

1.  市街地再開発組合を設立しようとする者は、都市計画の決定の告示があってから事業 

計画の認可までの間に土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 

2.  都市再開発法第 111条の規定による権利変換計画認可を受けた後、利害関係を有する 

者の同意を得て当該権利変換計画を変更した場合は、変更後の権利変換計画の縦覧手 

続を要しない。 

3.  独立行政法人都市再生機構は、参加組合員になることができるが、地方公共団体は、参 

加組合員になることができない。 

4. 権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、 

施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図るように定めなければならないが、個 

別利用区内の宅地に関しては特に定めがない。 
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[No.４]第一種市街地再開発事業における土地調書及び物件調書に関する記述で、誤ってい

るものは次のうちどれか。28-32 

1.施行地区内に未登記の建物がある場合、施行者は、当該建物についても物件調書を作成す

る必要がある。 

2.  土地調書は、宅地についてだけ作成すればよく、施行地区内の道路や水路等の公共施 

設の用に供する土地について作成する必要はない。 

3.  組合施行の場合、施行者は、定款及び事業計画の認可の公告の後、土地調書及び物件調 

書を作成しなければならない。 

4.  土地所有者及び関係人のうち、土地調書及び物件調書の記載内容が真実でない旨の異 

議を有する者は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。 

 

[No.５]第一種市街地再開発事業の土地調査及び物件調査に関する記述で、正しいものは次 

のうちどれか。26-32 

1.  土地所有者が正当な理由がないのに土地調書の作成のための立ち入りを拒み、測量す 

ることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度で土地調書 

を作成すれば足りる。 

2.  公共団体施行の市街地再開発事業にあっては、公共施設の用に供する土地の土地調書 

の作成を省略することができる。 

3.  都市再開発法第 110条（全員同意型）の権利変換を行う場合は、施行者は、土地調書及 

び物件調書の作成を省略することができる。 

4.  土地調書及び物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がない場合は、関係 

権利者の調書への署名捺印を省略することができる。 

 

[No.６]組合施行の市街地再開発事業の土地調査及び物件調書に関する記述で、誤っている

ものは次のうちどれか 24-31 

1.  土地調書及び物件調書は、事業の認可の公告があった日から起算して 30日以内に作成 

しなければならない。 

2.  土地調査は宅地だけでなく、公共施設の用に供する土地についても作成しなければな 

らない。 

3.  物件調書には、その物件が建物であるときは、建物の種類、構造、床面積等の事項を記 

載し、実測平面図を添付しなければならない。 

4.  土地調書又は物件調書の記載について関係管理者のすべてに意義がないときは、関係 

権利者の立ち合いを省略することができる。 

 

[No.７]第一種市街地再開発事業における土地調書及び物件調書に関する記述で、正しいも

のは次のうちどれか。22-31 

1.  土地調書には、土地の所在、地番、地目、地積及び評価額を記載しなければならない。 

2． 土地調書の作成にあたり、土地の実測平面図がない場合には公図（不動産登記法第 14 

条に規定する地図）を添付することで足りる。 

3.  施行者は、建物所有者が正当な理由がないのに物件調書の作成のための立ち入りを拒 

み、測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることがで 

きる程度で物件調書を作成すれば足りる。 

4.  物件調書に記載しようとする建物が登記されていない場合には、施行者は、権利変換 

手続開始の登記の際に、必ず当該建物について必要な登記をしなければならない。 
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17.定款 （問題） 

[No.１] 市街地再開発組合の定款に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

02-33 

1. 組合の事務所の所在地を定款に記載しなければならない。 

2. 組合の理事及び監事の任期は 5年以内の期間とし、定款に当該任期を記載しなければな

らない。 

3. 事業計画に個別利用区を定めた場合には、個別利用区への権利変換の申出に係る宅地の

地積の規模の最低限度を定款に記載しなければならない。 

4. 事業により施行者が取得する保留床の譲渡又は賃貸をする場合には、公募の方法を定款

に記載しなければならない。 

 

[No.２] 市街地再開発組合の定款に定めなければならない事項の組合せで、正しいものは 

次のうちどれか。29-32 

1. 施行地区に含まれる地域の名称、事務所の所在地 

2. 総会に関する事項、理事会に関する事項 

3. 参加組合員に関する事項、保留床等の処分の方法 

4. 事業年度、事業計画 

 

[No.３]市街地再開発組合の定款に定めなければならない事項として、誤っているものは次 

のうちどれか。28-35 

1. 第一種市街地再開発事業の範囲 

2. 費用の分担に関する事項 

3. 総会に関する事項 

4. 資金計画に関する事項 

 

[No.４]市街地再開発組合の定款に関する記述で正しいものは次のうちどれか。27-34 

1．定款で定めるものの内、会計に関する事項については、別途会計規程を作成するため、 

定款の中で改めて定める必要はない。 

2. 事業途中に、参加組合員の社名が変更になったため、定款の変更手続をしたが、社名の 

変更のみであったため、総会出席者の過半数で決した。 

3. 定款には権利変換期日、土地の明渡し期日を定めなければならない。 

4. 役員の定款を理事 5人及び監事 2人とし、その任期を 5年と定めた。 

 

[No.５]都市再開発法で規定されている市街地再開発組合の定款に定めなければならない 

事項として、誤っているものは次のうちどれか。25-33  

1. 理事会に関する事項 

2. 審査委員に関する事項 

3. 組合の会計に関する事項 

4. 組合の事務所の所在地 

 

[No.６]市街地再開発組合の定款に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。24-34 

1. 定款には、市街地再開発事業を行う施行地区に含まれる地域の名称を定めなければなら 

ない。 

2. 定款には、事業年度及び資金計画を定めなければならない。 

3. 定款には、組合の行う公告の方法を定めなければならない。 

4. 定款には、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限を定める必要はない。 
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[No.７]市街地再開発組合の定款に定めるべき事項に関する記述で、誤っているものは次の 

うちどれか。22-33 

1. 組合の役員の定数は、理事 3名以上、監事 2名以上になるように、定款に定めなければ 

ならない。 

2. 組合の理事及び監事の任期は、3年以内の期間になるように、定款に定めなければなら 

ない。 

3. 審査委員に関する事項は、定款に定めなければならない。 

4. 組合の会計に関する事項は、定款に定めなければならない。 

 

[No.８]市街地再開発組合の定款に定めることができる内容として、誤っているものは次の 

うちどれか。18-34 

1. 役員の定数を理事 3人及び監事 1人とし、任期を 3年とする旨の規定 

2. 組合の総会議案に関し、理事の 3分の 2以上の多数で決する旨の規定 

3. 組合の役員の再任を禁止する旨の規定 

4. 組合の行う公告を、事務所の前の掲示板に掲示することで行う旨の規定 
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18.第１３３条 （問題） 

[No.１] 市街地再開発事業の管理規約に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。

01-42 

1. 個人施行者が、都市再開発法の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約 

の内容について施設建築物の区分所有者全員の同意を得た場合においても縦覧を必要 

とする。 

2. 市街地再開発事業を 2つの工区に分けて施行する場合、市街地再開発組合の総会に代わ 

って、工区の組合員で組織される部会で管理規約の決議をすることができる。 

3. 市街地再開発組合が、管理規約を定めようとするとき、都市再開発法の規定によらず、

「建物の区分所有等に関する法律」の規定により、区分所有者又は議決権のいずれか 4 

分の 3以上の多数による集会の決議により、管理規約を定めることができる。 

4. 市街地再開発組合が管理規約を定めようとするとき、権利変換により施設建築敷地の所 

有権だけを所有し、施設建築物に関し権利を有しない者は、縦覧された管理規約につい 

て、施行者に意見書を提出することができる。 

 

[No.２]管理規約を都市再開発法第 133 条に基づいて定める場合の手続等に関する記述で、

正しいものは次のうちどれか。28-44 

1. 施行者が法令に従い定めた管理規約は、「建物の区分所有等に関する法律」第 30条第 1 

項の規約とみなされる。 

2. 施行者が管理規約を定める場合、施設建築物の区分所有者全員から同意を得た場合には、 

縦覧手続きを省略することができる。 

3. 市街地再開発組合が管理規約を定める場合、管理規約についての意見書を提出しようと 

する者は、その意見書を都道府県知事（地方自治法の指定都市においては指定都市の長） 

に提出しなければならない。 

4. 市街地再開発組合が管理規約を定める場合、審査委員の過半数の同意を得なければなら 

ない。 

 
[No.３]組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第 133条に基づいて管理規約 

を定める場合の手続等に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。25-44 

1. 総会の「特別の議決」によらなければならない。 

2. 管理規約の縦覧をしなければならない。 

3. 審査委員の過半数の同意を得なければならない。 

4. 都道府県知事の許可を得なければならない。 

 
[No.４]都市再開発法に基づいて施行者が定める施設建築物及び施設建設敷地に関する管

理規約についての記述で、正しいものは次のうちどれか。23-43 

1. 施行者は、施設建築物の工事完了公告前でなければ、管理規約を定めることができない。 

2. 市街地再開発組合は、都道府県知事の認可を受け、管理規約を定めることができる。 

3. 管理規約についての意見書の提出は、縦覧期間後 2 週間以内に行わなければならない。 

4. 管理規約を定めようとするとき、施設建築物の一部について借家権が与えられることと 

なる者は、縦覧された管理規約についての意見書を提出することはできない。 

 

[No.５]管理規約を都市再開発法第 133 条に基づいて定める場合の手続等に関する記述で、 

正しいものは次のうちどれか。21-42 

1. 市街地再開発事業を 2つの工区に分けて施行する場合、市街地再開発組合の総会に代わ 

って、工区の組合員で組織される部会で管理規約の決議をすることができる。 
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2. 管理規約の縦覧期間中に意見書が提出された場合、市街地再開発組合は当該意見書提出 

者に対し意見書に対する回答を行えば、管理規約の認可申請にあたって都道府県知事に 

意見書の内容を提出する必要はない。 

3. 市街地再開発組合が管理規約を定める場合、審査委員の過半数の同意を得なければなら 

ない。 

4. 都市再開発法第 133条の手続きによって管理規約が定められた場合、建物の工事完了公 

告後、建物の区分所有者集会で改めて当該管理規約を承認する必要がある。 

 

この設問は、正誤を解答しなさい。 

[No.６]都市再開発法に関わる下記の記述について、正しい場合は○、誤っている場合には

×と解答しなさい。21-48 

   都市再開発法第 133条の規定により管理規約を定める場合、共有部分の持分の割合と

敷地利用権の割合をいわゆる内法面積による専有面積割合と異なる割合とするときは、

そのどちらについてもその割合を管理規約に定めておく必要がある。 

 
[No.７]権利変換期日後における都市再開発法（以下、法という。）に規定する管理規約に関 

する記述で、正しいものは次のうちどれか 19-42 

1. 複数の施設建築敷地があり、それぞれの施設建築敷地に別々の敷地建築物が段階的に建 

築される市街地再開発事業では、それぞれの施設建築物毎に複数回に分けて法第 133条 

に基づく管理規約を定める手続きを行うことができる。 

2. 法第 111条（地上権非設定型）に基づいて権利変換計画が定められた施設建築物の管理 

規約を定める場合、敷地利用権の割合は、土地の共有持分割合に関係なく専有部分の床 

面積割合でなければならない。 

3. 法第 111条（地上権非設定型）に基づいて権利変換計画が定められた市街地再開発事業 

の建築施設の部分を参加組合員が取得する場合、管理規約を法第 133条に基づいて定め 

るには、施設建築敷地全体の持分の 3分の 2以上の同意がなければならない 

4. 再開発会社施行の市街地再開発事業で、法第 133条に基づく管理規約を定める場合、権 

利者全員から同意をとらなければならない。 

 
[No.８]都市再開発法基づいて施行者が定める施設建築物の管理規定に関する記述で、正し 

いものは次のうちどれか。17-41 

1. 都市再開発法第 110条による全員同意型権利変換を行った場合、施行者は同法第 133条 

第 1項の規定による管理規定を定めるにあたって、管理規約を縦覧しなくてもよい。 

2. 施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期 

間後 2週間以内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。 

3. 市街地再開発組合が、都市再開発法第 133条第 1項の規定により管理規約を定める場合 

には、都道府県知事の認可を得なければならない。 

4. 施設建築物の一部について借家権が与えられることとなる者は、縦覧された管理規約に 

ついての意見書を提出することはできない。 
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19.施行区域要件 （問題） 
 

[No.１]第一種市街地再開発事業について、都市再開発法第 3条に規定する施行区域要件と

して誤っているものは次のうちどれか。01-25 

1.耐火建築物で法令で定めるものの敷地面積の合計が、当該区域内のすべての宅地の面積

の合計のおおむね 3分の 1以下であること。 

2.当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。 

3.当該区域内に存する道路、公園等の公共施設の用に供されている土地の面積の合計が区

域面積のおおむね 5分の 1以下であること。 

4.当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。 

 

[No.２] 第一種市街地再開発事業の施行区域要件を判定する場合に、下表に示す既存の耐

火建築物のうち、都市再開発法第 3 条第 1 項第二号の規定によって耐火建築物とみなさな

い建築物の組み合わせで、正しいものは次のうちどれか。29-25 

なお、計画区域全体にはすでに高度利用地区が定められており、建築物の容積率の最高限

度は 450％、建築面積の最低限度は 250㎡であるものとする。また、いずれの建築物も耐用

年数の 3分の 2は経過しておらず、機能低下はないものとする。 

 用途 階数 建築面

積 

述 べ 面

積 

容積率 都市計画区域内

の計画道路と建

築物の関わり 

その他の状

況 

A 店舗・

事務所 

地上４階

地階なし 

250㎡ 900㎡ 225％ 区画道路（都市計画

施設ではない）の範

囲にかかる 

 

B 事務所 地上２階 

地階なし 

700㎡ 1350㎡ 160％ なし 

 

 

C 店舗・ 

住宅 

地上 5階 

地階なし 

160㎡ 650㎡ 350％ なし 

 

 

D 店舗・ 

事務所 

地上 7階 

地階なし 

200㎡ 1300㎡ 300％ 幹線道路（都市計画

施設）の範囲にかか

る 

 

E 住宅 地上 3階 

地階なし 

300㎡ 850㎡ 140％ 

 

なし 

 

 

F 工場 地上 3階 

地階なし 

300㎡ 800㎡ 200％ なし 再建築でき

ない用途、い

わゆる既存

不適格建築

物 

1．A,C,D,E 

2．A,C,D,F 

3．B,C,D,E 

4．B,C,D,F 

 

[No.３]市街地再開発事業の施行区域に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。26-26 

1. 市街地再開発組合が、第一種市街地再開発事業を施行することができる土地は、市街地 

再開発促進区域内であれば、第一種市街地再開発事業の施行区域内でなくてもよい。 

2. 個人施行者が、第一種市街地再開発事業を施行することができる土地は、第一種市街地 

再開発事業の施行区域内でなくてもよいが、高度利用地区、都市再生特別地区又は特定 

地区計画等区域内でなければならない。 

3. 再開発会社が、第一種市街地再開発事業を施行することができる土地は、市街地再開発 
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促進区域内であれば、第一種市街地再開発事業の施行区域内でなくてもよい。 

4. 地方公共団体が、第二種市街地再開発事業を施行することができる土地は、市街地再開 

発促進区域内であれば、第二種市街地再開示発事業の施行区域内でなくてもよい。 

 

[No.４]市街地再開発事業の施行区域に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

25-25 

1．個人施行者は、高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内において、 

第一種市街地再開発事業を施行することができる。 

2. 市街地再開発組合は、市街地再開発促進区域内の土地の区域について、第一種市街地再 

開発事業を施行することできる。 

3. 地方公共団体は市街地再開発促進区域内の土地の区域について、第一種市街地再開発事 

業を施行することができる。 

4. 第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、土地の区域面積が 

1ha以上でなければならない。 

 

この設問は、正誤を解答しなさい。 

[No.５]都市再開発法に関する下記の記述について、正しい場合には〇、誤っている場合に

は×と解答しなさい。23-48 

 市街地再開発事業の施行区域において施行される市街地再開発事業は、すべて都市計

画事業となる。 

 

[No.６]第一種市街地再開発事業の施行区域の条件に該当しないものは次のうちどれか。

22-25 

1. 当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内にあること。 

2. 当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。 

3. 当該区域の面積が 0.5ha以上であること。 

4. 耐火建築物で法令で定めるものの敷地面積の合計が、当該区域内のすべての宅地の面積 

の合計のおおむね 3分の 1以下であること。 

 

[No.７]市街地再開発事業の施行区域に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。16-25 

1. 個人施行者が、第一種市街地再開発事業を施行することができる土地は、第一種市街地 

再開発事業の施行区域内でなくてもよいが、高度利用地区、都市再生特別地区又は特定 

地区計画等区域内でなければならない。 

2. 再開発会社が第一種市街地再開発事業を施行することができる土地は、都市再生特別地 

区の区域内であれば、第一種市街地再開発事業の施行区域内でなくてもよい。 

3. 市街地再開発組合が、第一種市街地再開発事業を施行することができる土地は、市街地 

再開発促進区域内であれば、第一種市街地再開発事業の施行区域内でなくてもよい。 

4. 地方公共団体が、第二種市街地再開発事業を施行することができる土地は、市街地再開 

発促進区域内であれば、第二種市街地再開発事業の施行区域内でなくてもよい。 
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20.個人施行者 （問題） 

[No.１] 市街地再開発事業の事業決定手続きに関する記述で、誤っているものは次のうち

どれか。01-26 

1. 個人施行事業の施行の認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき 

区域内の宅地について権利を有する者があるときは、事業計画について、宅地について

所有権を有するすべての者及び宅地について借地権を有するすべての者の同意を得な

ければならないが、借家権者の同意については不要である。 

2. 組合設立を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の

宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有す

るすべての者のそれぞれの 3分の 2以上の同意を得なければならない。 

3. 再開発会社施行事業の施行の認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、

施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内

の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの 3分の 2以上の同意を得なけれ

ばならない。 

4. 地方公共団体施行事業にあっては、事業計画において定めた設計の概要の認可を受けよ

うとする場合に、関係権利者の同意の割合に係る定めはない。 

 

[No.２]市街地再開発事業の個人施行者に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

30-26 

1. 個人施行者は、事業計画に関して、施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物につい 

て権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならないが、その同意 

が得られないときは、審査委員の過半数の同意を得ることで認可を申請することができ 

る。 

2. 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の一部が消滅した場合（当該借 

地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。）において、その借地権 

の設定者が施行者以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。 

3. 個人施行者は、第一種市街地再開発事業の施行について認可の届出をすれば、認可の公 

告の前であっても、施行者として第三者に対抗することができる。 

4. 個人施行者は、規準に、費用の分担に関する事項を記載しなければならない。 

 

[No.３]個人施行者による第一種市街地再開発事業の施行の都道府県知事への認可申請に 

関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。26-27 

1. 都道府県知事は、個人施行として第一種市街地再開発事業を施行しようとする者から認 

可の申請があった場合に、施行地区が施行区域の内外にわたっていることを理由に認可 

しないことができる。 

2. 個人施行について都道府県知事の認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区 

となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画に 

ついてこれらの者の同意を 

得なければならないが、規準又は規則についてはその必要がない。 

3. 個人施行者が事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければ 

ならない。 

4. １人で施行する事業においては、会計に関する事項の定めのない基準をもって申請がで 

きる。 

 

[No.４]個人施行の市街地再開発事業に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。

24-27 
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1. 個人施行の市街地再開発事業の事業計画においては、施行地区、設計の概要、事業施行 

期間及び資金計画を定めなければならない。 

2. 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権の全部又は一部を施行者以外の 

者（一般継承人を除く。）が譲渡により取得したときは、その者は、施行者となる。 

3. 都道府県知事は、個人施行の市街地再開発事業の認可をしようとするときは、あらかじ 

め、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の同意書を提出させなければならない。 

4. 都道府県知事は個人施行の第一種市街地再開発事業を施行しようとする者から認可の 

申請があった場合に、施行地区が施行区域の内外にわたっていることを理由に認可しな 

いことができる。 

 

[No.５]個人施行による第一種市街地再開発事業の認可手続きに関する記述で誤っている 

ものは次のうちどれか。23-27 

1. 個人施行による認可を申請しようとする者で、1人で施行しようとする者にあっては、 

規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。 

2. 個人施行による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域 

内に土地所有者、借地権者、建物の所有者及び借家権者があるときは、事業計画につ 

いてこれらの同意を得なければならない。 

3. 個人施行による認可を申請しようとする者は、宅地又は建築物について権利を有する 

者のうち、宅地の所有権者又は借地権者及び権原に基づいて存する建築物について所 

有権又は借家権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確 

知することができないときは、その理由を添えて申請することができる。 

4. 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承 

継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。 

 

[No.６] 個人施行の市街地再開発事業に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

21-26 

1. あらかじめ未登記の借地権の申告の手続により借地権者の確定をし、関係権利者全員の 

同意を得て、施行認可申請を行う必要がある。 

2. 施行の認可申請をしようとする際は、基準又は規約及び事業計画について、関係権利者 

全員の同意を得なければならない。 

3. 施行認可後に施行者に相続が生じた場合は、その一般承継人の氏名並びに住所について、 

認可権者に対し変更認可申請を行う必要がある。 

4. 市街地再開発事業を終了しようとするときは、終了を明らかにする書類を添付して、そ 

の終了について認可を受けなければならない。 

 

[No.７]個人施行の市街地再開発事業の認可に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

19-27 

1. 事業計画に関して、土地の所有者、借地権者、建物の所有権又は借家権を有する者の同 

意は必要であるが、それ以外の者について同意が得られないときは審査委員の同意を得 

ることで認可の申請ができる。  

2. 公共施設の形状及び面積について、従前及び従後において変動のない事業計画を作成し 

た場合には、その事業計画について施行区域内にある公共施設の管理者の同意はなくと 

も認可の申請ができる。 

3. 1人で施行する事業においては、会計に関する事項を定めない規準をもって認可の申請 

ができる。  

4. すでに施行の認可を経て、1人で施行している事業において、施行者が 2人となる共同 

施行となった場合には規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなけれ 

ばならない。 
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21.組合の解散 （問題） 

[No.１] 市街地再開発組合の解散及び清算に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。

01-30 

1. 組合は、債権者の同意と総会の議決があれば、いつでも組合を解散することができる。 

2. 組合が解散したときは、理事でなければ清算人となることができない。 

3. 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び処 

分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければなら

ない。 

4. 清算人は、その就職の日から 6ヶ月以内に少なくとも 3回の公告をもって、債権者に対

し、一定期間内に債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 

 

[No.２]市街地再開発組合の解散に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。30-31 

1. 組合は、事業の完成により組合を解散しようとする場合において金融機関に借入金の 

ある時は、その解散について当該金融機関の同意を得なければならない。 

2. 清算人は、事業の工事が完了したときは、速やかに当該事業に要した費用の額を確定 

するとともに、施設建築物の一部等の価額等の確定の職務を遂行しなければならない。 

3. 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができ 

ない。 

4. 清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく決算報告書を作成し、これについて都 

道府県知事（地方自治法の指定都市においては指定都市の長）の承認を得た後、これを 

組合員に報告しなければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.３]都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには 

〇、誤っているものには×と解答しなさい。28-48 

1. 市街地再開発組合が解散した時は、総会で他の者を選任したとき以外は、理事がその清 

算人となる。 

2. 都市再開発法第 91条に定める補償金等の支払いに関し、土地所有者及びその抵当権者 

から双方合意の上申出があったときは、施行者は抵当権者に対して補償金等の一部もし 

くは全部を支払うことができる。 

3. 権利変換計画において、借家権が与えられるように定められた場合で、家主と借家人の 

間の家賃その他の借家条件について組合解散の日までに協議が成立しないときは、施行 

者はその条件について裁定することができる。ただし、当事者の双方の申立てが必要と 

なる。 

4. 市街地再開発組合の役員が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束した 

ときは、3年以下の懲役に処せられる。 

 

[No.４] 都道府県知事が認可した市街地再開発組合の解散に関する記述で誤っているもの 

は次のうちどれか。27-32 

1. 組合は、都市開発法第 110条（全員同意型）で権利変換を行った場合、施設建築物の一 

部等の価額等の確定を行わなくても、清算の後、組合解散の認可を都道府県知事に申請 

することができる。 

2. 都道府県知事は、組合の事業又会計の違反に対する是正措置命令に、組合が従わないと 

きは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。 

3. 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財 

産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければ 
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ならない。 

4. 清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて 

総会の承認を得た後、これを都道府県知事に報告しなければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.５]都市再開発法に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤 

っているものには×と解答しなさい。25-48 

1. 市街地再開発組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者 

を清算人に選任することができる。 

2. 組合施行による事業認可公告後、施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 

くは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等を行おうとする者は、市街地再 

開発組合の許可を受けなければならない。 

3. 権利変換を希望しない旨の申出等について、止むを得ない理由があれば、申出期間が過 

ぎても６ヵ月以内であれば、申出の撤回や申出内容を変更することができる。 

4. 施行者は公共下水道の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情が 

ある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者とな 

るべき者に行わせることができる。 

 

[No.６]市街地再開発組合の解散に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

23-31 

1. 組合が、事業の完成により解散しようとする場合において、金融機関に借入金のある場 

合は、解散について当該金融機関の同意を得なければならない。 

2. 組合が、事業の完成により解散しようとする場合において、都市再開発法第 110条によ 

る全員同意で権利変換を行った事業では、施設建築物の一部等の価額等の確定を行わず 

して、組合解散手続を進めることができる。 

3. 組合が解散したときの清算人は、理事以外の者から選任しなければならない。 

4. 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができな 

い。 

 

[No.７]市街地再開発組合の解散に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。18-31 

1. 組合は、事業の完成により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散 

について債権者の同意を得なければならない。 

2. 組合は、事業の完成により解散しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなけれ 

ばならない。 

3. 組合が解散したときの清算人は、理事の中から選任しなければならない。 

4. 清算人は組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。 
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22.権利変換を希望しない （問題） 

[No.１] 都市再開発法第 71条に規定する権利変換を希望しない旨の申出等に関する記述 

で、誤っているものは次のうちどれか。01-38 

1. 建物の所有者は、未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがないときは、宅地 

の所有者の同意を得なくとも、未登記の借地権について金銭給付の希望を申し出ること

ができる。 

2. 事業の途中で施行地区が拡大された場合には、従前の施行地区内の権利者も申出期間内

に、新たに権利変換を希望しない旨の申し出ができる。 

3. 組合の設立認可後最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、権利変換を希望

しない旨の申出等は組合の設立認可を受けた者に提出する。 

4. 施行地区内に宅地のみを所有する者が権利変換を希望しない場合には、申出期間中に、

当該宅地に代えて、他への移転を申し出ることができる。 

 

[No.２]市街地再開発事業において権利変換を希望しない旨の申出等を行う場合の記述で、 

誤っているものは次のうちどれか。28-39 

1. 都道府県知事より組合設立の認可公告があったときは、施行地区内の宅地の所有者又は 

その宅地について借地権を有する者は、公告のあった日から起算して 30日以内に、組合 

に対し、権利変換を希望しない旨の申出ができる 。 

2. 施行地区内の建築物について借家権を有する者は、建物所有者の同意を得なくても借家 

権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。 

3. 都道府県知事の認可により設立された組合において、最初の役員が選挙され、又は選任 

されるまでの間は、権利変換を希望しない旨の申出は、都道府県知事にしなければなら 

ない。 

4. 権利変換を希望しない旨の申出をしようとする者は、国土交通省令で定めるところによ 

り、書面でしなければならない。 

 

[No.３]権利変換を希望しない旨の申出等をする場合の記述で、誤っているものは次のうち 

どれか。26-39 

1. 施行地区内の未登記借地権について、その存否若しくは帰属に争いがあるときは、それ 

らの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、金銭給付の希望を申し出ることがで 

きない。 

2．施行地区内の建物に借家権を有している者は、その建物の所有者の同意を得なければ、 

借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができない。 

3. 事業認可公告があった日から 30日を経過した後、６ヶ月以内に権利変換計画の縦覧開 

始がされない時は、当該６ヶ月の期間経過後 30日以内に、権利変換を希望しない旨の申 

出を撤回することができる。 

4. 権利変換を希望しない旨の申出をしようとする宅地の所有者は、所定の金銭給付等希望 

申出書と、自己が施行地区内の宅地の所有者であることを証する書面を添附して、施行 

者に提出しなければならない。 

 

[No.４]次の図は、ある市街地再開発事業における従前の権利関係の一部を示すものである。

権利変換を希望しない旨の申出等をする場合の、関係人による同意の必要性に関する記述

で、都市再開発法上、誤っているものは次のうちどれか。23-39 

A，B，C，E，G：土地所有者 

[D]   ：Cの土地に係る登記のある差押債権者 

[F]   ：Eの土地・建物に係る登記のある買戻権者 
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[H]   ：借家権者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ａが権利変換を希望しない旨の申出をしようとする場合、共有者 B の同意は必要ない。 

2. Ｃが権利変換を希望しない旨の申出をしようとする場合、登記のある差押債権者Ｄの同 

意が必要である。 

3. Ｅが権利変換を希望しない旨の申出をしようとする場合、Ｅの土地・建物に係る登記の 

ある買戻権者Ｆの同意が必要である。 

4. Ｈが借家権の取得を希望しない旨の申出をしようとする場合、土地建物所有者Ｇの同意 

が必要である。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.５]都市再開発法に係る下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤っ 

ているものには×と解答しなさい。20-48 

1. 組合施行の第一種市街地再開発事業において、審査委員の同意を個々に得て権利変換計 

画を定める手続を進めた。 

2. 市街地再開発組合が行う事業計画の変更のうち、公共施設の位置の変更と構造の変更は、 

縦覧手続を必要としない。 

3．再開発会社施行で、株主である権利者の土地を、権利変換前に再開発会社が買い進み、 

再開発会社所有の土地の地積が施行地区の土地面積の過半となる場合は再開発会社施 

行の要件を満たさなくなる。 

4. 都市再開発法第 71条による権利変換を希望しない旨の申出は、転出の意思表示を確認 

するものであり、申出にあたり本人であることを証する書面を添付すれば、任意形式の 

書面を施行者に提出することでよい。 

 

[No.６]都市再開発法第 71条の権利変換を希望しない旨の申出等に関する記述で、誤って 

いるものは次のうちどれか。18-38 

1. 建物所有者が未登記の借地権の存在を主張して訴訟中の時は、争いの相手方である宅地 

の所有者が同意しない限り、建物所有者は未登記の借地権について、金銭給付の希望を 

申し出ることができない 

2. 事業の途中で施行地区が拡大された場合には、もともと施行地区であった範囲の権利者 

もあらためて申出期間内に権利変換を希望しない旨の申し出ができる。 

3. 組合の設立認可後最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、権利変換を希望 

しない旨の申出等は組合の設立認可を受けた者に提出する。 

4．施行地区内に宅地のみを所有する者が権利変換を希望しない場合には、申出期間中に、 

当該宅地に代えて、他への移転を申し出ることができる。 

(

建
物) 

(

土
地) 

(

土
地) 

Ａ・Ｂ 

２名共有 

Ｅ [F] G [H] 

C [D] E [F] G 
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23.床面積 （問題） 

[No.１] 権利変換計画における、床面積が過小となる施設建築物の一部の処理に関する記 

述で、誤っているものは次のうちどれか。02-41 

1. 過小な床面積の基準を定める場合には、市街地再開発審査会の議決又は審査委員の過半

数の同意が必要である。 

2. 過小な床面積の基準を定める場合には、人の居住の用に供される部分の床面積の基準は、

30平方メートル以上 50平方メートル以下でなければならない。 

3. 床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとするために、床面

積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることはできない。 

4. 過小な床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部になるため借

家権が与えられない者に対して、施行者は、特に必要があるときは施行者に帰属する施

設建築物の一部を公募によらずに賃借させることができる。 

 

[No.２]権利変換計画において床面積が過小となる施設建築物の一部の処理に関する記述 

で、正しいものは次のうちどれか。30-41 

1.  権利変換計画手続の際の過小な床面積の基準は、総会において都市再開発法第 33条 

に規定する特別決議により定めることができる。 

2.  過小な床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部が与えられ 

ることとなる者に対して、権利変換計画において施設建築物の一部の床面積を増して 

適正にするよう定めることができる。 

3.  都市再開発法第 110条（全員同意型）により権利変換計画を定める場合、住宅に関する 

過小な床面積の基準は、施行地区内の権利者等の全ての同意を得ることにより 60平方 

メートルと定めることができる。 

4.  過小な床面積の基準より床面積が著しく小になる施設建築物の一部について借家権が 

与えられることとなる者に対して、金銭給付による転出として借家権が与えられない 

ように定めなければならない。 

 

[No.３]権利変換計画における床面積が過小となる施設建築物の一部の処理に関する記述 

で、正しいものは次のうちどれか。27-43 

1.  都市再生法（以下「法」という。）第 111条の規定による権利変換計画において、法第 

79条第 1項の規定により施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとした場合、 

確定した建築施設の部分の価額と、これに対応する権利として有していた施行地区内 

の宅地価額との間で生じた差額について、施行者は清算金として一括して徴収しなけ 

ればならない。 

2.  施行者である地方公共団体が過小な床面積の基準を定める際は、市街地再開発審査会 

の議決を経て定めるが、この場合、全委員の過半数の委員による賛成によって決する。 

3.  施行者が過小な床面積の基準を定めた場合、その基準に比して著しく小である施設建 

築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、借家権を与えな 

くてもよい。 

4.  施行者である市街地再開発組合が過小な床面積の基準を定める場合、総会の議決が必 

要である。 

 

[No.４]権利変換計画における、床面積が過小となる施設建築物の一部の処理に関する記述 

で、誤っているものは次のうちどれか。25-42 

1.  過小な床面積の基準を定める場合には、市街地再開発審査会の議決又は審査委員の過 

半数の同意が必要である。 

111



2 

 

2.  過小な床面積の基準を定める場合にあたって、人の住居の用に供される部分について 

の床面積の基準は、30㎡以上 50㎡以下なければならない。 

3.  過小な床面積の基準を定める場合にあって、店舗の用に供される部分についての床面 

積の基準は、10㎡以上 20㎡以下でなければならない。 

4.  都市再開発法第 110条（全員同意型）により権利変換計画を定める場合には、過小な床 

面積の基準を定めることはできない。 

 

[No.５]床面積が過小となる施設建築物の一部の処理に関する記述で、誤っているものは 

次のうちどれか。23-41 

1.  床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとするとき、必要 

な限度において、床面積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることが 

できる。 

2.  組合施行において、都市再開発法第 110条による全員同意で権利変換計画を定める場 

合には、過小な床面積の基準は政令で定める基準によらなくてもよい。 

3.  過小な床面積の基準は、審査委員の過半数の同意又は市街地再開発審査会の議決を経 

て定めなければならない。 

4.  過小な床面積の基準に照らし、施設建築物の一部が著しく小さくなる場合には、施設 

建築物の一部等を与えず、金銭給付による転出とすることができる。 

 

[No.６］権利変換計画における、床面積が過少となる施設建築物の一部の処理に関する記述 

で、適切なものは次のうちどれか。20-41 

1.  住宅に関する過小な床面積の基準は、自治体のいわゆるワンルームマンション規制条 

例で定める専有面積を上まわり、かつ、50㎡以下で定めればよい。 

2.  過小な床面積の基準は、狭小な区画をつくらず良好な環境を整備するという都市再開 

発法の趣旨から、必ず定めなければならない。 

3.  市街地再開発審査委員の過半数の同意を得て、過小な床面積の基準を住宅、非住宅と 

も 30㎡と規定した。 

4.  金銭給付の希望申出を行わなかった組合員が、権利変換で取得できる床面積が、過小 

な基準未満であったため、施設建築物の一部を与えないこととした。 
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24.用語等 （問題） 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.１] 都市再開発法に関わる下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには 

○、誤っているものには×と解答しなさい 01-48 

1. 地方公共団体が所有する土地で、道路、公園等の公共施設の用に供されていない土地

はすべて宅地である。 

2. 施設建築物の建築工事の完了前であっても、施行者は、個別利用区内の宅地の整備及 

びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を公 

告しなければならない。 

3. 第 97条の補償額についての協議が成立しないときは、施行者は、審査委員の過半数の 

同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を、土地の明渡し期限ま 

でに支払わなければならない。 

4. 都道府県知事は、第一種市街地再開発事業について、個人施行者、組合又は再開発会 

社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定 

することができるが、その場合は、都道府県知事が必ず事業代行者にならなければな 

らない。 

 

[No.２]都市再開発法に規定する用語等に関する記述で、正しいものは次のう 

ちどれか。30-25 

1. 施設建築物とは、市街地再開発事業によって建築される建築物をいい、施設建築敷地

とは、市街地再開発事業によって造成される建築敷地をいう。 

2. 施設建築物の一部とは、施設建築物のうち、区分所有権の目的たる部分をいい、施設

建築物の一部等とは、施設建築物の一部及び当該施設建築物の利用を目的とする地上権

の共有持分をいう。 

3. 公共施設とは、道路、公園、広場その他政令で定める施設として、緑地、下水道、河

川、運河、水路、鉄道施設、並びに学校教育法に規定する公立の小学校及び中学校をい

う。 

4. 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいい、臨時設備その他一時

使用のため設定されたことが明らかなものを含む。 

 

[No.３]都市再開発法に規定する用語等に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。

28-25 

1. 借地権とは、一時使用のために設定されているものを含め、建物の所有を目的とする

地上権及び賃借権をいう。  

2. 施設建築物には、特定建築者が建築する建築物は含まれない。 

3. 建築施設の部分とは、施設建築物の一部（共用部分の共有持分を含む）のことをい

い、当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分を含まない。 

4. 公共施設とは、道路、公園、広場その他政令で定める緑地、下水道、河川、運河、水

路並びに学校教育法に規定する公立の小学校及び中学校をいう。 
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[No.４]都市再開発法における用語の定義に関する記述で、誤っているものは次のうちど

れか。23-25 

1. 借地権とは、一時使用のために設定されたことが明らかなものを除き、建物の所有を

目的とする地上権及び賃借権をいう。 

2. 施設建築物とは、市街地再開発事業によって建築される建築物をいい、施設建築敷地

とは、市街地再開発事業によって造成される建築敷地をいう。 

3. 公共施設とは、道路、公園、広場の他政令で定める緑地、下水道、河川、運河、水路

並びに学校教育法に規定する公立の小学校、中学校及び高等学校をいう。 

4. 施設建築物の一部とは、「建物の区分所有等に関する法律」に規定する区分所有権の

目的たる施設建築物の部分（共用部分の共有持分を含む）をいう。 

 

[No.５]都市再開発法における用語の定義に関する記述のうち、正しいものは次のうちど

れか。17-25 

1. 学校教育法第 2条第 2項に規定する公立学校はすべて公共施設である。 

2. 地方公共団体が所有する土地で、公共施設の用に供されていない土地はすべて宅地で

ある。 

3. 施設建築物の一部には、施設建築物の共用部分の共有持分は含まれない。 

4. 市街地再開発事業は第一種市街地再開発事業、第二種市街地再開発事業及び優良建築

物等整備事業の 3つに区分される。 
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25.地方公共団体施行 （問題） 

[No.１] 地方公共団体が市街地再開発事業を施行しようとする場合の手続に関する記述で、 

誤っているものは次のうちどれか。29-26 

1. 市街地再開発促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、地方公共団体 

に第一種市街地再開発事業の施行を要請する場合は、あらかじめ未登記の借地権の申告 

手続を行う必要がある。 

2. 事業計画を定める場合は、あらかじめ施行地区内にある公共施設の管理者、市街地再開 

発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議しな 

ければならない。 

3. 地方公共団体は、事業計画において定めた設計の概要について、国土交通大臣又は都道 

府県知事の認可を受けなればならない。 

4. 施行規程は、あらかじめ国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けて、当該地方公共 

団体の条例で定めなければならない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.２] 都市再開発法の規定に関する下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものに 

は ○、誤っているものには×と解答しなさい。29-48 

1. 市街地再開発組合を設立しようとする者は、都市計画の決定の告示があってから事業計 

画の認可までの間に土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 

2. 都市再開発法第 111条の規定による権利変換計画認可を受けた後、利害関係を有する者 

の同意を得て当該権利変換計画を変更した場合は、変更後の権利変換計画の縦覧手続を 

要しない。 

3. 独立行政法人都市再生機構は、参加組合員になることができるが、地方公共団体は、参 

加組合員になることができない。 

4．権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、 

施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図るように定めなければならないが、個別 

利用区内の宅地に関しては特に定めがない。 

 

[No.３]地方公共団体が市街地再開発事業を施行しようとする場合の記述で、誤っているも 

のは次のうちどれか。 21-28 

1. 事業計画において定めた設計の概要については、国土交通大臣又は都道府県知事の認可 

を受けなければならない。 

2. 施行規程は、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。 

3. 事業計画を定めようとするときは、当該事業計画を 2週間公衆の縦覧に供する必要があ 

る。 

4. 施行規程で定める市街地再開発審査会は、工区数が複数であっても一つでなければなら 

ない。 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.４]都市再開発法に関わる下記の 4肢それぞれの記述について、正しいものには○、誤 

っているものには×と解答しなさい。17-48 

1. 第一種市街地再開発事業の施行要件を満たしている区域で、大規模火災が発生した場合 

に公衆の避難の用に供する公園を早急に整備する必要があり、かつ、この整備と併せて 

当該区域内の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的と認められる 0.5 

ヘクタール以上の区域では、第二種市街地再開発事業の都市計画を定めることができる。 

2. 特定建築者の公募は、権利変換計画の認可以前に行うことができない。 
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3．保留床が教育文化施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもので 

ある場合には、公募によらず賃貸し、又は譲渡することができる。 

4．市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内の宅地の所有者と同区域内に道路以外の 

一切の権利を所有しない地方公共団体が、それぞれ 45％と 25％の議決権を保有し、残り 

の議決権を施行区域内に管理を有しないでデベロッパーが保有する株式会社は、当該市 

街地再開発事業の施行者となることができる。 
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