
都市再開発方針

都市再開発方針では、人口集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域にお

いて定める、計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標ならびに土地の合理的か

つ健全な高度利用および都市機能の更新に関する方針を明らかにする1号市街地と1号市街

地の内、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の整備また

は開発計画の概要を明らかにする2号地区の他、前記に該当しない都市計画区域において

定める2項地区がある。

都市再開発方針

都市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランとして都市計画に定める方針。

再開発法第2条の3の規定により、大都市等においては定めるように努めるものとされ、それ以

外の都市においては定めることができるとされている。

大都市等の市街化区域においては、都市再開発方針において次の二つを明らかにしなければなら

ない。

①計画的な再開発が必要な市街地(1号市街地)に係る再開発の目標並びに土地の合理的かつ健全

な高度利用及び都市機能の更新に関する方針、

②1号市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(2号地

区)及び当該地区の整備又は開発の計画の概要

再開発促進地区

都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定される地区のことで、1号市街地のうち特に一体

的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区。

2号地区は、1号市街地内において当該1号市街地の再開発の方針に記述された内容によっ

て選定され、選定に際しては当該2号地区で行われることとなる市街地再開発事業、土地

画整理事業、住宅地区改良事業などの面的整備事業と都市施設の整備などの整合に十分配

慮し、総合的な整備が図られるようにするとともに、周辺地域との一体的なまちづくりに

配慮して、公共施設などにより区画される適正な街区群となることとされている。

再開発促進地区 ２号地区（大都市等）および２項地区（大都市等以外）のこと

－ －
1号市街地

（大都市等）

法第2条の3第1項第1号に規定する、大都市等において計画的な再開発が必要な市街地。

都市再開発方針を定めるときは1号市街地に係る再開発の目標並びに土地の合理的かつ健全な高

度利用及び都市機能の更新に関する方針を明らかにしなければならない。1号市街地のうち特に

一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区を2号地区という。（大都市

等）

2号地区

都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定される地区のことで、1号市街地のうち特に一体

的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区。

2号地区は、1号市街地内において当該1号市街地の再開発の方針に記述された内容によっ

て選定され、選定に際しては当該2号地区で行われることとなる市街地再開発事業、土地

画整理事業、住宅地区改良事業などの面的整備事業と都市施設の整備などの整合に十分配

慮し、総合的な整備が図られるようにするとともに、周辺地域との一体的なまちづくりに

配慮して、公共施設などにより区画される適正な街区群となることとされている。

2号地区

（大都市等）

法第2条の3第1項第2号に規定する、大都市等において計画的な再開発が必要な市街地(1号市街

地)のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区。「再開発促進

地区」ともいう。都市再開発方針を定めるときは2号地区及び当該地区の整備又は開発の計画の

概要を明らかにしなければならない。（大都市等）

2項地区

都市再開発法第2条の3第2項に規定する都市再開発の方針が定められた地区。人口の集中

の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域（法第2条の3第1項）以外の都市計

画区域内の市街化区域において、市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区が対象とさ

れる。

2項地区

（大都市等以外）

法第2条の3第2項に規定する、大都市等以外において計画的な再開発が必要な市街地のうち特に

一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区。「再開発促進地区」ともい

う。都市再開発方針を定めるときは2項地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らか

にしなければならない。（大都市等以外）

－ －
政令で定める大都

市等

再開発法第二条の三第一項の政令で定める大都市のこと。東京都（特別区の存する区域に限

る。）、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広

島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市及び西

宮市が該当。

2号施設

都市計画法第12条の5第4項第2号に定める施設で、再開発等促進区を定める地区計画に関

する都市計画において定められる施設をいう。具体的には、都市計画施設及び地区施設以

外の道路または公園、緑地、広場その他の公共空地をいう。

1号施設

都市計画法第12条の5第5項第1号に規定する施設で、再開発等促進区を定める地区計画において

定めるものとされる施設。具体的には道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地で都市計画施

設及び地区施設以外のものをいう。

再開発等促進区を定める地区計画では、まとまった低・未利用地等相当程度の土地の利用転換が

行なわれることから、土地の利用転換に当たって基本となる道路又は公園等として1号施設が定

められる。都市全体のための基幹的な施設である都市計画施設と主として地区内の居住者等の利

用に供される地区施設の中間に位置づけられる。

なお、昭和63年の再開発地区計画(旧)制度創設時の条項により「2号施設」と呼ばれて てきた

が、平成23年の法改正で現在の条項に位置づけられて以降は「1号施設」という。

変更前 変更後

学科Ⅰ A-1 用語その１　訂正連絡　（都市再開発方針について）



学科 A-1 再開発スクール

2 / 12 ページ

No 用語 意味 チェック

1 意見書

都市計画決定の際に、関係市町村の住民および利害関係人は都市計画案の縦覧期間(2 週間)の満了の日までに都道府県または市町村に都市計画案について

の意見書を提出できる。住民参加の一手段である。

市街地再開発事業においては、都市計画案の他に、事業計画案、権利変換計画案について、案の縦覧に対して関係権利者などが意見書を決定権者に出すこ

とができる。

2 一般業務代行
市街地再開発事業における業務代行方式の一つで、代行業務に工事施工を含まず、かつ、自ら保留床を取得する義務を負わずに事業の施行に関する業務の

相当部分を代行する方式をいう。

3 印紙税
不動産売買契約書、約束手形、金銭領収書など、特定の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税。

市街地再開発事業に関しては、組合施行の場合、事業施行のための請負工事契約書などの証書に対する印紙税は課されない。

4 インナーシティ

都市の中心部、旧市街地の概念で、都心部や都市の旧中心市街地のこと。

大都市中心部においては業務地化が進み、夜間人口の急激な減少が、コミュニティの崩壊や行政機能に支障をもたらしており、また、地方都市中心部で

は、人口減、商店街の衰退等が都市問題、社会問題として深刻化している。

5 解散（組合）

市街地再開発組合が事業活動を停止し、債務の弁済、債権の取立、資産の処分などの清算を行う状態に入ること。したがって、清算などの手続が完了する

までは、解散によって直ちに法人格がなくなるものではない。（法第50条、民法第75条）

市街地再開発組合は、組合設立の認可の取消し、総会の議決、事業の完成のいずれかの理由によるものでなければ解散できない。組合設立の認可の取り消

しおよび総会の議決による解散は、権利変換期日前に限られるので、権利変換後は事業の完成による解散以外はない。また、市街地再開発組合が事業の完

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。（法第45条）

6 会社施行

市街地再開発事業の施行を主たる目的とする株式会社によって市街地再開発事業を施行する制度。株式会社は、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を

要する旨の定めがあるものであることが要件となっている。また、施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者が、会社の議決権の過半数を

保有し、かつ、議決権の過半数を保有している者および会社が、両者併せて施行地区内の2/3以上の地積を保有すること、すなわち実質的に施行地区内の地

権者が支配する会社であることが要件となっている。

7 完了公告
市街地再開発事業において工事が完了したときは、施行者は速やかにその旨を公告するとともに、施設建築物に関して権利を取得することになる者に通知

することが義務付けられている（法第100条法第118条の17)。

8 規準（会社施行）

会社施行の市街地再開発事業で定めなければならない基本規則のこと。規準には事業の種類および名称、施行地域の名称、事業の範囲、事務所の所在地、

特定事業参加者に関する事項、費用の分担に関する事項、事業年度、公告の方法などを定めなければならない。事業計画とともにこれを定め、市街地再開

発事業の認可申請書とともに都道府県知事に提出しなければならない。（法第50条の3、則第1条の8、第16条の4)

9 規準（個人施行）

個人施行の第一種市街地再開発事業で施行者が1人の場合に定めなければならない基本規則のこと。

規準には事業の名称、施行地域の名称、事業の範囲、事務所の所在地、事業年度、公告の方法などを定めなければならない。事業計画とともにこれを定

め、市街地再開発事業の認可申請書とともに都道府県知事に提出しなければならない。（法第7条の9、第7条の10、則第1条の8)

10 規約

個人施行の第一種市街地再開発事業で数人が共同して施行しようとする場合に定めなければならない基本規則のこと。事業の名称、施行地域の名称、事業

の範囲、事務所の所在地、費用分担に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、事業年度、公告の方法などを定めなければならない。事業計

画とともにこれを定め、再開発事業の認可申請書とともに都道府県知事に提出しなければならない。（法第7条の9、第7条の10、則第10条の8)

11 共同施設

施設建築物およびその敷地の中で区分所有の対象とならない共同共有施設をいう。

建物を共同化することによって生じる負担の増分ということから国庫補助の対象となっており、主な補助対象は次のようになっている。

①空地等整備費（通路、駐車施設、児童遊園、緑地、広場など）

②供給処理施設整備費（給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、電話施設など）

③その他の施設整備費（消防施設、避難施設、監視装置、避雷施設、共用通行部分など）

12 業務代行（方式）

 （市街地再開発事業）

施行者または施行予定者（以下「施行者など」とする。）の負担を軽減するとともに、民問事業者の能力を活用して事業の円滑な推進を図ることを目的と

して、平成8年度に創設された制度。都市再開発法で規定された制度ではない。

施行者などからの委託に基づき民間事業者（共同事業体を含む）が事業の施行に関する業務の相当部分を代行するもので、代行業務に工事施工を含まない

一般業務代行と、工事施工を含み最終的には保招床の取得義務を負う特定業務代行がある。

13 組合施行

施行区域内の宅地について所有権または借地権を有する者は、 5人以上共同して、定款および事業計画（法第11条第1項）あるいは、 事業計画に先立つ事

業基本方針（法第11条第 2項）を定め、都道府県知事の認可を受けて、市街地再開発組合（法人）を設立し、第一種市街地再開発事業を施行することがで

きる。これを組合施行という。（法第2条の2第2項、法第8～50条）

14 組合設立認可

都道府県知事が、第一種市街地再開発事業の施行者として市街地再開発組合の設立申請に対して与える認可のこと。

認可申請にあたっては、施行地区内の宅地の所有者ならびに借地権者すべての2/3以上の同意を得て、かつ、同意した宅地の所有者ならびに借地権者の総地

積の合計が、宅地の所有者ならびに借地権者の総地積の合計の2/3以上である必要がある。

なお、この市街地再開発組合の設立認可をもって都市計画事業の認可を受けたこととなる。

15 高度利用地区

都市計画法の地域地区の一つ。

用途地域内の市街地における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ため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高

限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区。

市街地再開発事業の施行地区の要件として「高度利用地区内又は特定地区計画等区域内であること」が必要である。

16 個人施行

組合施行でなくても、地権者あるいは地権者全員の同意を得た第三者が1人または数人共同して施行者となり第一種市街地再開発事業を施行することができ

る。（法第2条の2第1項）

個人施行は、原則として地権者全ての同意を得て行う事業であり、民間の自主的な再開発の促進を期待して創設された制度であることから、市街地再開発

事業の都市計画決定を必ずしも必要とはせず、高度利用地区内、市街地再開発促進区域内の土地の区域において、市街地再開発事業を施行する事ができ

る。

17 再開発
昭和30年代、市街地改造法、防災建築街区造成法などが制定され、昭和44年、前2法が現在の都市再開発法となり、その後、様々な手法が整えられてきてい

る。また、法律制度を用いて行なう再開発以外にも、再開発は行なわれており、前者を法定再開発、後者を任意の再開発と呼ぶことがある。

18 前倒し組合

事業計画の決定に先立って、定款および事業基本方針を定めることで、都道府県知事の認可を受け市街地再開発組合を設立すること。従来、事業計画は準

備組合によって作成され、事業計画縦覧を行うことを要していたが、事業計画作成には多額の費用を要し、準備組合という任意団体では信用力に欠け資金

調達などが困難であるため、事業計画策定前の市街地再開発組合の設立を認め、法人格を与えることとされた。

19 再開発促進地区

２号地区（大都市等）および２項地区（大都市等以外）のこと

20 再開発等促進区
地区計画において定められる、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施す

べき区城。

21 3条要件
都市再開発法第3条に定めれらている第一種市街地再開発の施行区域の都市計画を定める要件のこと。

22 市街地開発事業

都市計画法に定める事業のことで、①土地区画整理事業、②新住宅市街地開発事業、③工業団地造成事業、④市街地再開発事業、⑤新都市基盤整備事業、

⑥住宅街区整備事業、⑦防災街区整備事業をいう。

都市計画において、事業の種類、名称、施行区域その法政令で定める事項を定めることになっている。

23 市街地開発事業等予定区域

都市計画法で①新住宅市街地開発事業、②工業団地造成事業、③新都市基盤整備事業、④一団地の住宅施設、⑤一団地の官公庁施設、⑥流通業務団地、に

ついて「予定区域」を都市計画 として定めることができることになっている。

予定区域については、種類、名称、区域、施行予定者などを定める。予定区域に関する都市計画が定められた場合、3年以内に予定区域に係る市街地開発事

業又は都市施設に関する都市計画を定めねばならないことになっている。

24 事業代行
市街地再開発事業において、個人施行または組合施行、再開発会社施行の事業の継続が困難となるおそれがあり、事業の遂行の確保を図ることができない

場合、都道府県知事（または、施行地区を管理する市町村長）がその事業を代行すること。

25 縦覧

一般的には、行政書類を公衆が自由に見られるようにすることをいう。

都市計画法上での規定では、都市計画決定に先立ち都市計画の案を掲示などにより公衆に閲覧させること、都市計画決定後、都市計画図書またはその写し

を都道府県庁および市町村役場において公衆に閲覧させることとされている。

市街地再開発事業においては、都市計画案、事業計画案、権利変換計画案、管理規約案等について、それぞれの段階で決定権者は関係権利者などに掲示な

どにより休日を含む2週間の期間閲覧させなければならないことになっている。

26 税収効果
市街地再開発事業の施行にともなって地方公共団体の税収が変動する。税収が増加する税目として固定資産税、都市計画税、地方消費税などがある。一方

で、事業の施行によって補助金の負担や行政サービス費用などの行政負担の増加があり、税収の増加とこれら負担の増加を現在価値に換算した上で差し引

きしたものを税収効果という。

■ 再開発一般

訂正版参照
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27 制度要綱

要綱とは行政機関の定める規制のうち、行政機関内部における規律であって、国民の権利義務に関する定めとしての性質を有しないもので、計算方法、手

続、その他の技術的な細目事項を定める下位の行政規制を目指す。

再開発関連では、再開発法に基づく市街地再開発事業の他にも、都市整備の推進、誘導を図るために、各種の通達に基づき多様な事業および誘導の手法が

用意されており、これらのそれぞれについて細目事項を定めたものを制度要網と呼ぶ。また、これに基づき行われる事業を要綱事業と呼ぶ。

28 施行規程 地方公共団体施行の市街地再開発事業における基本的事項を定めたもので、条例で定めることにより関係権利者の権利保護が図られている。

29 総会（市街地再開発事業）

市街地再開発事業において市街地再開発組合の意思を決定する、総組合員によって組織された会議体。

①定款の変更、②事業計画の決定及び変更、③事業計画又は事業基本方針の変更、④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、⑤経

費の収支予算、⑥予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約、⑦賦課金の額及び賦課徴収の方法、⑧権利変換計画、⑨事業代行開始

の申請、⑩管理規約、⑪組合の解散、⑫その他定款で定める事項。

総会における議決事項は、普通決議と特別決議を要する事項に分かれる。

30 総合設計制度

一定規模以上の敷地面積を有し、かつ敷地内に所定の空地（公開空地）があって交通上· 安全上・防火上および衛生上支障がなく、さらに容積率・高さな

どについて総合的な配慮がされ、市街地の環境改善に資するものとして、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可するものについては、容積率制限、斜

線制限の制限等を超えて建築することができる制度。

31 総合的設計（一団地認定）

建築基準法では、一つの建物に対し一つの敷地として個々の敷地単位ごとに各種の規制が定められているが、一団の土地に複数の建物を建設する場合、特

定行政庁がその各建築物の位置および構造が安全上、衛生上支障がないと認めるものについては、個々の建築物について接道義務、容積率、建ぺい率、斜

線制限、外壁の後退距離、高さ制限、日影規制等については1つの敷地にあるものとみなすことができる制度。大規模な住宅団地などで活用されることが多

い。

32 総代会（市街地再開発事業）
市街地再開発組合では、重要事項を決する場合は総会の決議によることとされ、総会は総組合員で組織するものとされているが、組合員が50名以上となっ

た場合には、定款で定めることにより総会の権限の大部分を総代会に譲ることができる。

33 第一種市街地再開発事業

都市再開発法にもとづく市街地再開発事業のうち権利変換手続をとるものをいう。

第一種市街地再開発事業の特色である権利変換手法は、施行区域内の土地および建物に関する権利を、買収や収用によらず、一連の手続きにより、施設建

築物およびその敷地に関する権利に変換するものである。この事業の施行者は、個人、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等で

ある。

34 第一種市街地再開発事業の終了
第一種市街地再開発事業の終了とは、施設建築物の建築工事その他の工事が完成し、保留床を処分し、借家条件の裁定（法第102条） を終え、施設建築物

の一部等の価額等の確定を行い、清算事務（法第103条、第104条）が完了した時点である。

35 第二種市街地再開発事業

都市再開発法にもとづく市街地再開発事業のうち管理処分手続をとるものをいう。

第二種市街地再開発事業では、いったん施行区域内の土地および建築物に関する権利を施行者が買収または収用し、買収または収用された者が希望すれ

ば、施設建築物およびその敷地に関する権利が与えられる。

第二種市街地再開発事業の施行区域は、都市防災上の理由などから整備の緊急性の高い地域に限られている。施行者となりうるのは、地方公共団体と都市

再生機構等の公的機関および、再開発会社である。

36 定款
個々の法人の組織、活動について定めた根本原則を言う。

市街地再開発組合、再開発会社も法人であり（法第8条）、当然設立の際に定款を定めなければならないことになっている（法第9条）。

37 特定業務代行
市街地再開発事業における業務代行方式の一つで、業務代行者の業務に工事施工を含み、 最終的には自ら保留床を取得する義務を負い、事業の施行に関す

る業務の相当部分を代行する方式をいう。特定業務代行者の選定は、原則として、事業提案競技方式により行うこととされている。

38 特定建築者制度
市街地再開発事業において、施設建築物（権利者がその全部を取得するように定められたものを除く。）の建築を他の者（特定建築者）に行わせ、その者

に施設建築物の一部または全部を取得させる制度。

39 特定地区計画等区域

高度利用地区と同じく、市街地再開発事業を施行するための施行区域要件の一つとされる地区計画、防災街区整備地区計画および沿道地区計画の区域を指

す。但し、地区整備計画などにおいて高度利用地区と同内容の形態などの制限を定め、かつ条例でそれらの制限が定められているものに限る。（法第2条の

2、第3条）

40 都市再開発法

市街地再開発事業の根拠法。

都市再開発法は、都市の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図

り、もって公共福祉に寄与することを目的としている。

41 都市再開発方針

都市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランとして都市計画に定める方針。

再開発法第2条の3の規定により、大都市等においては定めるように努めるものとされ、それ以外の都市においては定めることができるとされている。

大都市等の市街化区域においては、都市再開発方針において次の二つを明らかにしなければならない。

①計画的な再開発が必要な市街地(1号市街地)に係る再開発の目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針、

②1号市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(2号地区)及び当該地区の整備又は開発の計画の概要

42 都市再生特別措置法

都市再生の推進に関する基本的方針について定めるとともに、都市再生緊急整備地域の整備を推進するために民間都市再生事業計画の認定や、都市計画の

特例などの特別の措置を講じることを目的として平成14年に制定された法律である。

43 2号施設

都市計画法第12条の5第4項第2号に定める施設で、再開発等促進区を定める地区計画に関する都市計画において定められる施設をいう。具体的には、都市計

画施設及び地区施設以外の道路または公園、緑地、広場その他の公共空地をいう。

44 2項地区

法第2条の3第2項に規定する、大都市等以外において計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の

地区。「再開発促進地区」ともいう。都市再開発方針を定めるときは2項地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにしなければならない。

（大都市等以外）

45 2号地区

法第2条の3第1項第2号に規定する、大都市等において計画的な再開発が必要な市街地(1号市街地)のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進す

べき相当規模の地区。「再開発促進地区」ともいう。都市再開発方針を定めるときは2号地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにしなけれ

ばならない。（大都市等）

46 任意の再開発
一般的には都市再開発法、住宅地区改良法などの事業法によらず、通達や制度要綱にのみ基づき、その他特段の法律に基づかない任意の事業（敷地や建物

の共同化や協調化など）をいう。こうした任意の事業に関しても良好なまちづくりの観点から補助や助成などの支援措置が講じられている。

47 非都市計画事業の

市街地再開発事業

個人施行者による第一種市街地再開発事業は、都市計画事業でなくても施行できる。ただし、第一種市街地再開発事業に関する都市計画に定められた施行

区域内で行われる第一種市街地再開発事業は個人施行でも都市計画事業として施行される。

48 法定再開発

都市計画法および都市再開発法に定めるところに従って行われる建築物および建築敷地の整備ならびにこれに附帯する事業のことで、法律に基づいて実施

する市街地再開発事業のこと。

49 法定同意率（組合設立認可）
法第l4条に規定された、市街地再開発組合の設立認可の申請を行うに当たり要する施行地区となるべき区域内の地権者の同意の割合のこと。

50 誘導再開発

建築計画の良好なもので市街地環境の形成に資すると認められるものについては、建築基準法による一般的形態規制の枠を緩和または解除して個々に承認

することにより、一般規制で担保される市街地環境水準以上の環境を形成する計画となるよう誘導して行く手法がある。

こうした誘導のための制度としては、総合設計制度、地区計画等、特定街区、高度利用地区、都市再生特別地区などがある。これらの制度を適用して行わ

れる再開発を誘導再開発という。

51 リノベーション

建物の改築、改修、再生のこと。既存の建物の用途や機能を変更・更新して性能を向上させること。時代の変化に対応させ、建築物の機能・性能を向上さ

せることで、建築物の資産価値を高める。「改装」の意であるリフォームに対して、機能向上により建物の価値を高める意味で用いられる。

訂正版参照
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No 用語 意味 チェック

1 街区計画 街区（街路により囲まれる画地、または両地の集合体）の大きさ、形状および配置を検討すること。

2 官民境界線
公共施設用地（官地）と民有地との境界線のこと。

再開発事業において、公共施設用地（道路、広場、公園など）と宅地を配置構成する計画上必要となるものである。

3 基本計画作成
市街地再開発事業の構想を策定するために行われる「市街地再開発事業等調査実施要領」に基づく住宅局所管の調査の一つで、

都市・地域整備局所管の市街地再開発事業等調査のA調査に対応するもの。

4 基本計画等

市街地再開発事業において、具体的に事業に着手する前に地方公共団体が、地元の権利者に対する支援·誘導措置の一環として

事業の指針あるいは目標について行なう調査・検討のこと。市街地総合再生基本計画、基本計画、推進計画およびコーディネー

ト業務などに区分されている。

（市街地再開発事業等調査実施要領）

5 基本構想

再開発の基本的な構想のこと。

一つの再開発事業地区を対象とし、基本計画に先立ち基本的な考え方、事業の企画・立案を行う場合と、都市全体について、再

開発をどのような地区で行うべきかなどの目標を立てている場合とがある。いずれにおいても、当初の基本的な方針を策定する

段階のものである。

6 基本設計

建物の設計の当初の段階のもの。

次の段階として実施設計がある。基本設計は建物計画の基本的な内容を固めるために行われ、再開発事業の事業計画立案の基礎

となる。

7 計画コーディネート業務

以下の2つの業務をいう。

① まちづくり活動支援業務（まちづくり組織の立ち上げおよび活動支援、住民に対するまちづくりの啓蒙、人材育成ならびに

住民の意見調整）

② 計画立案・調整業務（土地利用計画ならびに建築物、建築敷地および公共施設の整備計画の作成のための調査、整備手法お

よび整備手順の検討ならびに関係機関などとの調整）

8 現況調査

再開発事業の立案に必要な地区の現況を調査すること。基本計画作成の段階で行うことが多い。

調査の内容としては、土地利用、建築（用途、構造、建築時期、建ペイ率、容積率）、地価、権利関係などがある。組合設立

（事業認可）後、土地調査書、物件調書を作成するためにも現況調査が必要となる。この場合の立入りについては、法第60条に

規定されている。現況調査以外にも課税台帳、登記簿などによる権利関係の把握も必要である。土地、建物の評価、補償費の算

出などもそれぞれの段階に合わせて調査が行われる。

9 高度利用型地区計画

適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域（第一種・第二種低層住居専用地域を除く用途地域内に限る。）で、その合

理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため必要な地区計画の区域において、当該地区計画で定められる様々な規制

と併せて、高度利用地区において建築基準法（※）第59条の規定により適用されてきた特例措置を適用できることとするもので

ある。（平成14年創設）

地区整備計画に次の事項を定めるものとする。（都市計画法第12条の8)

①建築物の容積率の最高限度及び最低限度

②建築物の建ぺい率の最高限度

③建築物の建築面積の最低限度

④墜面の位置の制限（敷地内に道路に接して有効な空間を確保する場合に限る）

10 高度利用地区

都市計画法第8～9条に規程された地域地区の一つ。

用途地域内の市街地における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ため、建築物の容積率の最高限度および

最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区。

市街地再開発事業の施行地区の要件として「高度利用地区内又は特定地区計画等区域内であること」が必要である。

高度利用地区が指定されると、簡易な建築物や公益上必要な建築物、公益上必要な建築物で特定行政庁が用途上または構造上や

むを得ないと認めて許可したもの以外は、高度利用地区に定められた内容に適合する建築物しか建てられない。（建築基準法第

59条第1項）

11 コーディネート業務

各専門分野の知識を包括しながら事業全体を総合的に判断し、地元権利者をはじめ関係者との調整を図るなど、事業全体のとり

まとめを行う業務のこと。

市街地再開発事業における国庫補助の対象としては、計画コーディネート業務と事業コーディネート業務の2つに区分される。

計画コーディネート業務、事業コーディネート業務の項参照。

12 固定資産税課税台帳
地方税法第380条により、固定資産の状況および固定資産税の課税基準である固定資産の価格を明らかにするため市町村に備え

られる台帳のことである。

13 市街地再開発事業等調査 市街地再開発事業等の事業化の促進を図る目的で行われる、住宅局所管の調査。

14 市街地再開発促進区域

市街地再開発事業の促進をはかるべき区域。高度利用地区または特定地区計画等区域内で民間による再開発の気運が高まってい

る地区で直ちに事業に着手するには至らない区域を、市街地再開発促進区域として都市計画で定めることができる。

区域指定がなされると、建築行為の制限、公共団体の指導・助言、あるいは、権利者の要求による事業の実施が行われることに

なるが、 5年以内に事業が実施されないときは、施行の障害となる事由がない限り、市町村は事業を実施するものとされてい

る。（法第7条の2)

15 事業基本方針

市街地再開発事業において、事業計画の決定に先立って組合を設立する場合には、定款とともに事業基本方針を定める必要があ

る。事業基本方針には、以下の①～②の事項を定めなければならない。

①施行地区

②市街地再開発事業の施行の方針

・当該市街地再開発事業の目的

・事業施行予定期間

・事業計画の認可を受けるまでの資金計画

（法第11条、第12条、令第8条の2)

16 事業計画（市街地再開発事業）
都市開発等の事業実施にあたり定められるもの。市街地再開発事業においては、施行地区、 設計の概要、事業施行期間および

資金計画について定めるとされている。（法第7条の11、則第4～8条）

17 事業コーディネート業務

以下の2つの業務をいう。

①  施設詳細設計・計画に関する調整（テナントミックス案の作成、施設詳細設計・計画に関する施行者との調整など）

②  保留床価格設定に関する調整（長期収支計画シミュレーション、保留床価格設定に関する施行者との調整など）

市街地総合再生計画地区内または都市再生緊急整備地域内において、5,000㎡以上の保留床を賃貸運営する保留床管理法人が施

設建築物工事着工までの間に行う業務について国庫補助対象となる。（市街地再開発事業等補助要領） （市街地再開発事業費

補助（一般会計）交付要綱）

18 事業評価
新規補助事業採択時などにおいて、事業実施の優先度判定、事業計画の採算性、事業実施の経済的波及効果、公的補助による民

間投資の誘発効果など、政策判断の透明性と事業実施効果を定量的に評価する制度。

19 事後評価

国土交通省所管公共事業について、事業完了後一定期間を経過した事業(5年以内）を対象として、事業の効果、環境への影響な

どの確認を行い、必要に応じて適切な改善措置などを検討する制度のこと。効率性およびその実施過程の透明性向上を図るため

に行われる。

■調査・計画
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20 市場調査

一般的には、計画される施設建築物が立地可能であるかどうかを、周辺競合施設、人口、消費特性などの情報を収集·分析する

ことをいう。

市街地再開発事業においては、基本計画作成作業の一つとして必須の調査であり、施設需要調査として、施設建築物の処分性に

ついて、地区内に立地する施設についての需要条件を調査し、将来需要量を予測し、区域内に立地すると考えられる施設の規模

について検討を行う。

21 施設建築敷地 市街地再開発事業によって造成される建築敷地を施設建築敷地という。（法第2条第7項）

22 施設建築物

市街地再開発事業により建築される建築物をいう。（法第2条第6頃）

所有形態なども含めて表す場合、施設建築物の一部（区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部

分）や施設建築物の一部等（施設建築物の一部および当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分）等の使われ方もす

る。

23 実施設計
建築物などの工事施工に必要となり、工事費の積算が可能な詳細な設計図書を、基本設計図書に基づいて作成する作業である。

24 地盤調査
建築物の設置にあたり、地盤沈下や耐震性を考慮する上で必要となる地質や土質、地層などをボーリングなどの手法を用いて調

査すること。市街地再開発事業においては当該調査に関する費用が国庫補助の対象となる。

25 住宅型再開発
住宅供給を主たる目的とした市街地再開発事業のことをいう。

住宅には地権者などの自家用住宅、賃貸住宅、分譲住宅などがある。

26 住民意向調査 一般的には、関係権利者の再開発事業に対する意向を計画づくりや事業に反映させるため、調査・分析することをいう。

27 施行区域 市街地再開発事業などの事業施行の対象となる土地の範囲として、都市計画において定める項目の一つ。

28 施行地区

市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。施行区域が市街地再開発事業に関する都市計画を定める際の範囲であるのに対

し、施行地区はその都市計画を実現する、各市街地再開発事業を施行するための当該土地の範囲をいう。つまり、施行地区は

施行区域の全部または一部ということになる。

29 単位整備区

市街地再開発促進区域内において建築敷地の造成および公共施設用地の造成を一体として行うべき土地の区域の最小単位で、促

進区域は一つのまたは数個の単位整備区から構成される。

単位整備区は、その区域が市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成および公共施設の用に供する敷地の造成を一体とし

て行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めることとされている。（法第7条第3項第3号）

30 土地利用比率

一定の区域において土地がどのように利用されているかをその面積比率で示すもの。視点によって様々な指標があり、例えば宅

地のみに着目し、そこに建つ建物用途の構成比や耐火・非耐火の比率を表す場合や、グロスで道路や公共宅地などと宅地の比率

を表す場合などがある。

市街地再開発事業においては、事業の発意段階において耐火・非耐火の比率や追路や公共空地などの比率が重要な意味を持つこ

とが多い。

31 フィジカルプラン

一般的には、物的な空間計画、設計のことをいう。基本計画においては、基本設計以前の空間構成プラン（敷地計画、建築計画

など）のことで、予定地区の空間構成について検討した計画素案のイメージを具体化するために、現況の詳しい調査を実施し、

地元関係機関の意向を正しく汲み入れると共に、施設の需要予測、事業計画によって裏づけられて作成される計画図のことであ

る。

32 壁面線
建築物の壁面の位置を決めた線のこと。 街区内における建築物の位置をそろえて、その環境の向上を図るために特定行政庁

が、公聴会を行った上で、建築審査会の同意を得て指定する。

33 マスタープラン

都市の将来像およびその実現に向けての基本方針を示す基本計画のことをいうが、時には目標計画や構想計画の意味で使われる

こともある。一般に、マスタープランは、①長期的計画であること、②総合的であること、③弾力的であること、が要件とされ

ている。従って都市計画でいうマスタープランは、すべての都市計画的内容を含む総括図の意味で使われることがある。

34 身の丈再開発

地域の立地ポテンシャルに見合った再開発。これまでの市街地再開発事業は、高度成長時代の影響が大きく、全国どの都市でも

多くの事業が高度利用・大規模な事業として行われてきた。しかし、そのような事業計画は一部の大都市で成立しても、地方都

市では必ずしも成立せず、各地域に適した再開発の実施が必要となっている。低容積の再開発事業、外向き店舗を配置した再開

発事業などがある。

35 容積対象床面積

建築物の各階の床面積の合計から共同住宅の共用部分（階段、エントランスホール等） と駐車場、駐輪場のうち床面積の合計

の1/ 5までの部分を除外した面積。

この容積対象面積を敷地面積で割った値が、基準容積率以下である必要がある。

36 1号施設 都市計画法第12条の5第5項第1号に規定する施設で、再開発等促進区を定める地区計画において定めるものとされる施設。

37 居住誘導区域
一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域とし

て、立地適正化計画に定めるもの。

38 緊急輸送道路
災害直後から、遭難・救助や物資供給等の応援活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国

道及びこれらを連絡する新線的な道路。

39 景観行政団体
景観法に基づき、景観行政を担う地方公共団体。都道府県、指定都市、中核市は自動的に景観行政団体となるが、それ以外の市町村は

都道府県知事との協議を経て景観行政団体となることができる。

40 景観まちづくり 景観法では、その目的実現のために、景観まちづくりに関係する者の責務が定められている。

41 個別利用区制度 一定の既存建築物を存置または移転することができる区域を定め、個別利用区内の宅地に権利変換できるようにした制度のこと。

42 重点整備地区（バリアフリー法）
市町村が、バリアフリー法に基づき、施設が集積する一定の地区で、鉄道駅、道路、公共公益施設などのバリアフリー化を重点的、一体的

に推進するべきとして設定する地区。

43 所有者不明土地法
所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図るための特例措置等を定めた法律で、令和1年6月1日に全面施行

された。正式には「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」。

44 線引き
都市計画法第7条の規定に基づき、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、市街化区域と市街

化調整区域との区分を定めること。

45 総合特区制度
先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地方の政策資源を集中し、地域の包括的・戦略的なチャレンジを、オーダーメードで総合

的（規制・制度の特例、税制・財政・金融措置）に支援する制度。

46 大規模集客施設

建築基準法別表第2（か）に規定された、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類する用途で、その用途に供する部分（劇場、映画館等では客席部分）の床面積の合計が1万㎡を超えるも

の。

47 道路使用許可

道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に

禁止されている。このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止

が解除されること

48 道路占用許可 道路法32条の規定に基づき、道路管理者が出す許可。

49 道路占用許可の特例

道路の占用許可は、道路法において、道路の敷地外に余地が無く、やむを得ない場合（無余地性）で一定の基準に適合する場合に許可で

きることとされているが、まちのにぎわい創出や道路利用者等の利便の増進に資する施設について、都市再生法に規定する都市再生整備

計画に位置付ける等の一定の条件の下で、無余地性の基準を緩和できることとした制度。

50 特定街区
都市計画法第8条に規定された地域地区の一つで、都市機能の更新や良好な都市空間の整備を目的に、街区を単位として、都市計画に

おいて容積率、高さ、壁面位置の制限を定めるもの（都市計画法第9条第20項）。

51 特定既存耐震不適格建築物
現行の耐震基準に適合しない建築物のうち、耐震改修促進法で定められた次の①から③の用途に該当する一定の建築物を指す。①多数

の人が利用する建築物、②危険物の貯蔵場や処理場等の建築物、③地震時の倒壊により道路の通行を妨げる恐れのある建築物

52 都市機能増進施設
医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄

与するものをいう。

53 都市計画基礎調査 都市計画法に基づき、都市現況及び将来の見通しを定期的に把握するために行う調査。

54 非線引き区域 都市計画法第7条による市街化区域、市街化調整区域の区域区分（線引き）が定められていない都市計画区域のこと。

55 ピロティ 1階に壁がなく、建物を支持する独立した柱だけで構成された外部空間、建築様式又はその構造体。

56 容積緩和

商・工業と住居混在型の用途地域において、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物のうち、その敷地内に一定の空地を有し、か

つ、その敷地面積が一定の規模以上であるものについて、建築確認の手続きにより都市計画において定められた容積率制限の最大1.5倍

までの容積率の割り増しを行うことができる制度。

57 セットバック

建築物の壁面を道路との境界から敷地内側に後退させることをいう。地区計画、高度利用地区、建築協定などで壁面位置の制限が指定さ

れた場合は、それを超えて道路側に建築することができず、また、建築基準法第42条第2項に規定される道路では中心線から水平距離2

ｍの線をその道路の境界線とみなすため、それを超えて建築できない。
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No 用語 意味 チェック

1 1号委員

地方公共団体および（独）都市再生機構等（以下「機構等」と総称ずる）が施行する市街地再開発事業ごとに、その地

方公共団体および機構等に置かれる市街地再開発審査会の委員のうち、土地及び建物の権利関係または評価について特

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として地方公共団体の長または機構等の理事長に任命さ

れた委員をいう。（法第57条第4項第1号、第59条）

2 NPO

(Non Profit Organization)法人

特定非営利法人のこと。

3 関係権利者 事業施行地区内の土地又は物件に関してなんらかの権利を有している者のことをいう。

4 管理会社 建物の維持管理業務を管理組合や建物所有者から受託し、運営する会社のこと。

5 管理組合 区分所有建物全体の維持管理と区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成された団体の通称。

6 キーテナント 一般的には店舗等の賃貸ビルの賃借人（テナント）の中で、その施設の核となる機能を持つ重要なテナントをいう。

7 機構等施行

（独）都市再生機構、ならびに地方住宅供給公社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について施行規定および事

業計画を定め、国土交通大臣または、都道府県知事（市のみが設立した地方公社の場合）の認可を受けて市街地再開発

事業の施行者となれる。

8 組合員 市街地再開発組合の構成員を組合員という。

9 組合施行

施行区域内の宅地について所有権または借地権を有する者は、5人以上共同して、定款および事業計画（法第11条第1

項）あるいは、事業計画に先立つ事業基本方針（法第11条第2項）を定め、都道府県知事の認可を受けて、市街地再開発

組合（法人）を設立し、第一種市街地再開発事業を施行することができる。これを組合施行という。（法第2条の2第2

項、法第8～50条）

10 権利者 土地または物件に関してなんらかの権利を有しているものをいう。

11 権利者法人 市街地再開発事業において、従前権利者、事業参画者などが出資して設立する法人組織のこと。

12 公共施設の管理者 公共施設を管理する国および地方公共団体をいう。

13 公共団体施行

再開発法に基づく市街地再開発事業を地方公共団体が事業主体となって施行することができる。（法第2条の2)

地方公共団体が市街地再開発事業を施行しようとするときには、施行規程と事業計画を定め、事業計画の「設計の概

要」については、国土交通大臣（都道府県、政令指定都市の場合）または都道府県知事（市町村の場合）の認可を要す

ることとされている。（法第51条）

14 コーディネーター
市街地再開発事業に関する様々な専門分野の知識などを総合的・統合的に判断して、地元権利者をはじめ関係者との調

整にあたるなど、他の専門家と協力して、事業を統括・推進する専門家のこと。

15 コンサルタント（市街地再開発）
各専門分野に精通しているスペシャリストで、専門的知識を活用して、必要な業務を行う。市街地再開発事業の推進に

おいてコンサルタントの果す役割は大きい。

16 再開発会社 市街地再開発事業の施行を主たる目的とする株式会社をいう。

17 再開発プランナー
都市再開発事業に必要な企画、事業計画の作成および権利調整などに関する知識および技術の水準について試険・審査

を行い、資格認定を受けた者。

18 参加組合員
組合施行の市街地再開発事業で、組合員になる土地、建物の権利を有しないが、あらかじめ施設建築物の一部の取得者

として定款に定められ、組合員と共同して事業を行う者。

19 市街地再開発組合 再開発法に基づいて市街地再開発事業を行うことができる施行者の1つ。

20 事業協力者
市街地再開発事業おいては、建築物などの企画・建設・運営に関するノウハウを持つ、施行者（準備組織を含む）と権

利者のパートナーとなる民間事業者をいう。

21 事業主体 一般に、事業を行う主体をいう。

22 準備組合 市街地再開発組合の設立を準備する権利者による任意の団体をいう。

23 審査委員
個人施行、組合施行および再開発会社施行の市街地再開発事業において、権利変換計画の決定などの権利処分が公正妥

当なものとなるよう審査するために置かれる3人以上の委員のことをいう。

24 施行者 各種の公共事業、補助事業を施行する者を指す。

25 第三セクター 国や地方自治体などと民間の共同出資により設立された企業（事業主体）。

26 タウン・マネジメント・センター
市街地再開発事業などの準備段階から保留床の処分や施設建築物の管理・運営に至るまでを一貫して実施する地方公共

団体、民間事業者および関係権利者などの出資を想定した第三セクターのこと。TMCともいう。

27 地権者
市街地再開発事業の施行区域内の宅地について、所有権を有する者および借地権（地上権および借地権）を有する者の

総称。権利者の項参照。

28 デベロッパー 各種の開発の企画・立案から事業までを総合的に行う事業者をいう。

29 特定事業参加者

地方公共団体、（独）都市再生機構等が施行する市街地再開発事業において、組合施行の再開発事業における参加組合

員と同様に事業に参加する者で、事業認可の際の施行規程において、特定事業参加者に関する事項が記載される。権利

変換計画または管理処分計画の定めに従い施設建築物の一部を取得することとなる。（法第50条の3)

30 都市機構施行 機構等施行の項を参照。

31 都市再生機構(UR都市機構）

平成13年12月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」に基づき、平成16年7月に都市基盤整備公団及び地域振

興整備公団の地方都市開発整備部門とが統合し、独立行政法人都市再生機構が誕生した。略称は都市機構、英語名での

略称はUR。

32 2号委員

地方公共団体または（独）都市再生機構・地方住宅供給公社（以下「機構等」と総称する）が施行する市街地再開発事

業ごとに、その地方公共団体または機構等に置かれる市街地再開発審査会の委員のうち、施行地区内の土地について所

有権又は借地権を有する者の中から地方公共団体または機構等の長に任命された委員のこと。（法第57条第4項第2号、

第59条）

33 零細権利者 市街地再開発事業における施行地区内の権利者のうち、従前資産の少ない土地所有者・借地権者・借家人をいう。

34 一般社団法人 公益法人制度改革に伴い、平成20年に設けられた法人格。

35 合同会社（GK） 平成18年施行の新会社法で導入された新たな会社形態で、設立は1人でも可能。

36 市町村都市再生協議会 都市再生整備計画の作成・実施に必要な協議を行うため、市町村ごとに設置することができる法定協議会のこと。

37 指定管理者制度
公共的団体等に限定されていた公の施設の管理運営を、民間事業者も含めた幅広い団体にも委ねることを可能にした制度のこ

と。

38 （独）住宅金融支援機構 民間金融機関による住宅金融の円滑化の支援及び補完を行うことを目的とする独立行政法人（旧住宅金融公庫）。

■関係者
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No 用語 意味 チェック

1 管理者負担金（市街地再開発事業）
公共施設管理者負担金のことで、市街地再開発事業の施行により整備されることとなる道路、公園等の公共施設について、その整備

に要する費用として、その施設の管理者となるべき者が市街地再開発事業の施行者に支払う金銭のこと。（法第121条第1項）

2 共同施設整備費
施設建築物の共同施設を整備するのに要する費用（用地費は含まない）のことで、一般会計の国庫補助対象となっている。施設の内

容に関しては共同施設の項参照。

3 空地等整備費 市街地再開発事業における国庫補助の内の市街地整備補助の共同施設整備費の中の一つである。

4 公共施設管理者負担金 管理者負担金の項参照。

5 交付決定 対象事業などに対して補助金の支出を決めること。

6 国庫補助 補助金には、国の補助金と地方公共団体の補助金とがあるが、国が事業などを助成するために支出するものをいう。

7 固定資産税
土地や住宅など不動産の保有者に課せられる市町村税。毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、標準税率は固定資産税課税台帳

の登録価格（固定資産税評価額）の1.4%（市町村により最高2.1%)である。

8 再開発の助成制度
市街地再開発事業は、公共性の高い事業であると同時に採算性も要求される。そこで事業の促進を図るため補助、融資および税制優

遇措置などの助成制度が設けられている。

9 参加組合員負担金 参加組合員、負担金の項参照。

10 事業採択 公共事業等において、新たに事業を行おうとする地区の事業費を国が予算化することをいう。

11 事業費 再開発事業等にかかる費用、支出金のこと。

12 資金計画
市街地再開発事業を施行しようとする場合には、事業計画において事業の資金計画を定めなければならない。（法第7条の11、第12

条、第50条の2、第53条、第58条）

13 初動資金 再開発事業の初動期（主に組合等設立前）に、合意形成を得るための計画立案や協議等を進めるために必要な資金をいう。

14 所得税 我国の租税体系の中心となる税金で、個人の所得金額を課税標準として課税される。

（所得税法 昭和40年法律第33号）

15 清算 市街地再開発事業の工事完了後、権利者それぞれについて、与えられた施設建築物の一部などの価額とこれに対応する権利として従

前有していた宅地、借地権などの価額の差額について、金銭上の整理をすること。

16 清算金 交付清算金と徴収清算金がある。交付清算金については、行政処分によって生じた債権であるから取立債務とする見解もあるが、民

法第484条を適用して持参債務と解すべきである。実務上は、権利者の口座番号を調査し、振込で支払っている。

17 全体設計承認制度
工事などの全体設計を事前に一括審査を受けることにより、複数年度にわたる契約を担保し、補助事業の円滑な執行を確保する制度

のこと。

18 単費 地方公共団体が国の補助金なしで単独で用意した費用のこと。市街地再開発事業の補助制度は間接補助となっているため、国庫補助

対象事業であっても、国の補助を受けず、公共団体のみが費用負担して行う場合もあり、この場合も単費という。

19 調査設計計画費 市街地再開発事業における国庫補助（一般会計）の内の市街地整備補助対象の中の一つ。

20 直接補助 補助金の交付の目的の対象となる事務または事業を行う者に直接国が補助すること。

21 デュー・デリジェンス
投資家による投資や金融機関による証券発行の引受を行う際に、投資対象が有するリスクおよびリターンを適正に把握するために事

前に実施する詳細かつ多角的な調査を指す。

22 登録免許税 不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税され

る税金。（登録免許税法）

23 道路整備特別会計
道路整備事業の計画的推進を図るため、道路整備費の財源等の特例に関する法律（昭和33年法律第34号）に基づき、揮発油税などの

特別財源などを財源として設置された特別会計。

24 土地整備費 市街地再開発事業においては、国庫補助の対象となる事業地区内の土地の整備にかかる費用。

25 非課税 一般的には税を課されないことをいう。

26 賦課金 市街地再開発事業において市街地再開発組合は、その事業に要する経費に充てるため、 参加組合員以外の組合員に対して合理的な負

担の範囲内で賦課金を徴収することができる。

27 附帯事務費 補助事業などにおいて事業を実施する施行者などの事務経費として使える経費。

28 負担金 市街地再開発事業における負担金とは、通常、参加組合員負担金または公共施設管理者負担金を指していう。この他に、公共団体の

開発指導要綱に基づく開発負担金を負担金ということもある。

29 不動産取得税 不動産（土地・家屋）の取得に対して課される税金（地方税）。土地や家屋を売買、贈与、交換、建築（新築・増築・改築）などに

より取得したものを納税対象者とする。

30 分担金 市街地再開発事業においては、通常、参加組合員分担金または地方公共団体分担金をいう。

31 法人税 会社、協同組合など法人組織で事業を営む者に対して、その事業から得た所得について、一定の比例税率で課する国税をいう。

32 補助金 一般には、国または地方公共団体が、特定の事業・産業や研究の育成・助長など行政の目的・効果を逹成するために、公共団体・企

業・私人などに交付する金銭をいう。

33 補助金交付申請 個人・民間団体．地方公共団体が、国または地方公共団体に対し、行政上の目的・効果を達成するための事業を行う際に交付される

金銭の支給を申請する手続きをいう。

34 補助採択 補助事業において、補助金の支出事業として適切であるとされること。

35 補助制度 市街地再開発事業について、国庫補助は一般会計補助と公共施設管理者負担金補助に分けられる。

36 補助対象事業 市街地再開発事業に要する事業費のうち補助の対象となるもの。

37 補助要領 補助事業における補助金支出の対象範囲や補助率などを定めた要領。

38 保留床処分金 市街地再開発事業において、事業により建設された施設建築物の床のうち権利床以外の部分を保留床といい、施行者による当該床売

却の対価を保留床処分金という。

39 交付要綱 補助事業における補助金支出の対象範囲や補助率など重要な事項を定めたもの。

40 個別積算方式 工事数量総括表を基本にし個別に積算する方式のこと。

41 包括積算方式 市街地再開発事業の共同施設整備費補助において、建築主体工事費等に対して、階数に応じて一定の率を乗じて補助対象額を算定する方式。

42 補助裏 補助対象経費のうち国が一定の補助率で補助する際に、地方公共団体等が負担する残りの部分をいう。「裏負担」とも呼ばれる。

■資⾦計画・助成制度
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■補償
No 用語 意味 チェック

1 移転雑費
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者が土地・建物などの取得又は使用を行う際し、事業地区内の権利者が移転す

る場合に支出される雑費をいう。

2 移転補償
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者が土地・建物などの取得又は使用を行う際に支払われる移転のための損失補

償のこと。

3 営業規模縮小の補償
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用に伴い、通常営業の規模を縮小しなけ

ればならないと認められる場合に、通常、生じる損失に対して行われる補償。

4 営業休止等の補償
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用に伴うそれらの明渡しに伴い、通常営

業を一時休止する必要があると認められる場合に通常生じる損失に対して行われる補償。

5 営業廃止の補償
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用に伴うそれらの明渡しに伴い、営業の

継続が通常不可能であると認められる場合に、営業廃止のために通常生じる損失に対して施行者より行われる補償。

6 営業補償 公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用 に伴うそれらの明渡しに伴い、特定

の権利者に営業上の損害が生じる場合、施行者より行われる補償のことをいう。

7 仮住居·仮店舗補償
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用

に伴い、それらの明渡しから施設建築物の完成までの間の仮住居・仮店舗を確保するための費用を補償すること。

8 休業補償 営業休止等の補償の項参照。

9 91条補償
関係権利者のうち施行地区外への転出を希望する、又は余儀なくされる者、すなわち法第71条第1項又は第3項の規定に基づく金

銭給付等届出者又は借家権消滅希望申出者、法第79条第3項の規定に基づく過小権利者、法第87条の規定に基づく権利変換期日

において消滅する権利を持つ者に対して施行者から支払われる補償。（法第91条）

10 97条補償 施設建築物の工事のため、施行者は権利変換期日以後に、土地などの占有者に対し明渡しを請求することができ、この明渡しに

伴って通常生ずる損失を補償することをいう（通損補償）。（法第97条）

11 金銭給付 市街地再開発事業において、権利変換を希望しない権利者に対して行う補償などの金銭の給付をいう。

12 現物補償 損失補償に際して、金銭ではなく補償対象物に対応した物で補償を行うこと。

13 工作物等の補償
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用 に伴い、工作物等の移転に要する費

用、および、構造又は機能上特に移転することが不適当な工作物等の取得の対価として行なわれる補償をいう。

14 借家権価格 借家権価格は、借家権取引という慣行のある場合に借地権価格に準じ求められる価格をいう場合と、賃貸人からの建物の明渡し

要求を受けた借家人の立退きに伴い事実上失う賃貸人の経済的利益をいう場合がある。

15 借家人補償 公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用に伴い、建物を移転する必要が生じた

ため、賃貸借契約の継続が不可能となる場合に、借家人が新たに建物を借りるために通常要する費用に対する補償。

16 損失補償 公共事業や再開発事業などの実施にともない、財産上の特別の犠牲をうける者に対して、公平の見地から行われる経済的な補填

をいう。

17 対価補償 公共事業や再開発事業などの実施において、財産権を喪失する場合に行われる損失。

18 代替地
市街地再開発事業などの都市計画事業、開発行為、公共工事（道路の拡幅、新設工事等） などの実施に際し、事業対象地区内

の土地を施行者が取得する場合に、所有者に対して提供される土地をいう。

19 建物補償費 市街地再開発事業において、権利変換を希望せず地区外に転出する建物所有者に対して支払われる除去建物に対する補償。

20 地代減収補償
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物など（以下土地等という）の取得又は使用に伴う土地等の

明渡しに伴い、土地を賃貸している者に対してなされる地代についての補償。

21 通損補償
公共事業や再開発市業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用 に伴うそれらの明渡しに伴い、土地

等の明渡しが必要になった際に従前権利者が通常受ける損失に対し行われる補償。市街地再開発事業においては97条補償がこれ

にあたる。

22 動産移転料の補償
公共事業や再開発事業などの実施において施行者による土地・建物などの取得又は使用に伴うそれらの明渡しに伴い、動産の移

動に必要となる費用に対して行われる補償。

23 家賃減収補償 公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用に伴うそれらの明渡しに伴い、事業地

区内で建物の賃貸を行っている者に対して行なわれる家賃収入についての補償。

24 用対連 用地対策連絡協議会と同義。

25 用地対策連絡協議会 公共用地の取得や損失補償に関して適正化、円滑化を目的として設立された連絡・調整機関。

26 立竹木補償
公共事業や再開発事業などの実施において、施行者による土地・建物などの取得又は使用に伴うそれらの明渡しに伴い、行われ

る立竹木・土石類についての補償。

27 公共用地の取得に伴う損失補償
基準（公共基準）

道路等の公共施設用地の買収に伴う補償を前提として定められた国の損失補償に関する基準。

28 リレー補償 一体的施行における再開発事業区域外から市街地再開発事業区へ移転する地権者の補償について、再開発事業の権利変換日を境に区

画整理事業による補償から再開発事業による補償へと切り替える「リレー」形式の補償のこと。⇒一体的施行
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■評価・権利変換
No 用語 意味 チェック

1 明渡し

市街地再開発事業において施行者は、権利変換期日後施行地区内の土地又は土地にある物件を占有している者に対し、明渡しの期

限（請求日の翌日から起算して30日以上経過した後の日）を定めて明渡しを請求し、占有者は補償金の支払いを得て期限までに明

渡すことになる。

2 依存度比率

権利変換計画における各権利者の地上権の共有持分および施設建築物の共用部分の共有持分の割合の算定式に用いる「r i」をい

う。（令第26条付録第1)

敷地の利用価値に対するその床の部分の依存度をあらわすもので、土地の価値にどれだけその床の部分の価値が影響されるかの割

合を示すもの。

3 一部権利変換 土地又は建物の一部について、権利変換を希望しない旨を申し出た場合の残部についての権利変換をいう。（法第71条）

4 一棟一筆の原則
市街地再開発事業において、従前複数であった土地を合筆して1筆とし、施設建築物の所有を目的とする共有地上権の設定（原則

型）、または、共有の所有権の保存(111条型）を行う土地利用形態を原則とすること。

5 裏地
直接道路に面していない宅地を言うことが多いが、同一宅地で広い道路に面している部分を表地といい、狭い道路（通路）に面し

ている部分を裏地と言う場合もある。

6 表地 街路に面している宅地をいう。特に宅地価格を評価する場合において、奥行価格逓減という方式で良く使われている。

7 階層別効用比率 ビルの各階別の効用を比率化したものを階層別効用比という。

8 過小床 権利変換計画を定める際に、従前資産の権利額が小さいために、従後の床面積が過小となること。

9 仮差押え

仮差押えの執行（裁判所の仮差押命令の債務者への送達など）は、もともと差押えと異なり、財産を強制換価しようとするもので

はなく、財産の保全を目的として、財産の譲渡、他の権利の設定を禁止するためのものであるが、仮差押えの執行に関する権利に

対する補償金などの払渡しについては差押えと同じものとして取扱い、施行者は、法第91条の第1 項、第2項による補償金などを

配当機関に払い渡さなければならない。

10 管理処分手続きの特則

関係権利者全員の同意を得た場合に、次の点で法第118条の10に定める管理処分手続きが行われる場合と取扱いを異にすることを

いう。（法第118条の25の2)

① 譲受希望の申出者に建築施設の部分を与えなくてもよく、賃借希望の申出者に施設建築物の一部について借家権を与えなくて

もよい。

② 一棟一筆の原則が適用されない。したがって管理処分計画で施設建築敷地の共有持分などの割合を定める必要もない。

③ 権利者相互の均衡の原則、従前従後等価の原則についても適用が排除される。

④ 権利の内容に対する借家人の同意が前提となっているため、借家条件の協議及び裁定の規定は適用されない。

11 管理処分方式
第二種市街地再開発事業において、事業主体が従前権利を個別的に処理し、権利者の譲受け希望の申し出を受けたあとに建築施設

の配分を決める方式。

12 基準地価格
都道府県知事が、国土利用計画法施行令第9条により実施する地価調査による基準地（土地の利用状況、環境等が通常な画地）の

標準価格。毎年7月1日現在で実施され、国が行う公示地価とともに土地の価格の重要な指標となっている。

13 90条登記 権利変換の登記のこと。

14 行政代執行
義務者が行政上の義務を履行しない場合に、代執行法に基づき行政庁が自ら又は第三者に依頼して義務者のなすべき行為をなし費

用を義務者から徴収すること。

15 供託 法令に基づいて金銭などを供託所に寄託すること。

16 共同抵当 債権者が同一の債権を担保するために、数個の不動産の上に抵当権を設定すること。

17 共有 複数の者が共同で1個の所有権を量的に分属する状態で共同所有の一形態である。

18 共有持分 共有された所有権における各共有者の持分。

19 近傍類似 権利変換計画において従前資産の価額を算定する際に近傍で類似した土地取引価額を参考にする。

20 区分所有権 区分所有建物の専有部分を目的とする所有権。

21 区分地上権
工作物を所有するために土地を上下方向に区分して地下または地上のある一定の範囲について認められた地上権を区分地上権とい

う。

22 減価償却 土地を除く建物、機械設備、器具備品などの固定資産は、時間の経過・陳腐化などにより物理的・機能的に減価してゆくが、この

減価を一定の耐用年数、一定の計算方式によって算出して費用に計上すること。

23 原価と時価

原価とは、宅地および借地権の価額の合計額とその敷地の整備に要する費用及び施設建築物の整備に要する費用を合計した額のこ

とをいう。これに対し、時価とは評価基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該施

設建築敷地の価額および当該施設建築物の価額のことをいう。

24 原価法
不動産の価格を求める手法の一つで、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行っ

て対象不動産の試算価格を求めるもの。

25 現価率 建物等の現在価格を算出する場合に使われる比率で現在価格率の略である。

26 権原 ある法律行為又は事実行為を正当になすための法律上の「原因」を示す法律用語である。

27 限定価格
不動産の鑑定評価によって求める価格の種類の一つで、合理的な開放市場で成立する正常価格に対し、限定した市場で成立する価

格のことをいう。

28 権利床 権利変換計画により、従前資産の評価に基づき権利者に権利変換された施設建築物の床。

29 権利調書 市街地再開発事業にかかる権利関係を調べ、調書としてまとめたもの（権利関係を網羅した図書）。

30 権利調整
権利者の現在権利や権利割合の確定、権利処分の方法、変換された従後の形態などについて関係権利者の利害を調整することをい

う。

31 権利変換
市街地再開発事業などにおいて、事業施行前の各権利者の権利を、事業完了後のビル（施設建築物）の床及び敷地に関する権利に

変換することをいう。第一種市街地再開発事業の核心となる手法である。

32 権利変換期日
権利変換計画の認可後、権利者に関する全ての権利が、権利変換計画に定められた内容どおりに一括して変換される日である。

33 権利変換計画
施行地区に従前存在した宅地の所有権、借地権、建物所有権、借家権、抵当権などの権利が施設建築物及びその敷地に関する権利

へ権利変換期日の前後においてどのように移行するか、あるいはどのように補償を受けて権利が消滅するかを定めたもの。

34 権利変換計画認可
施行者は、施行地区内の関係権利者のうち、権利変換を受ける者と受けない者とが確定した後、遅滞なく国土交通大臣又は知事の

認可を受けて権利変換計画を定めなければならない。

35 権利変換のタイプ 市街地再開発事業で用いられる、原則型、特則型（全員同應型・地上権非設定型）の3タイプの権利変換の手法をいう。

36 権利変換の手続き 権利変換手続きとは、第一種市街地再開発事業における権利調整を円滑に行い、事業を完遂させる一連の手法をいう。

37 権利変換モデル
市街地再開発事業の基本計画を作成する際、事業化の可能性、とりわけ地権者の合意形成 が得られるかどうかの見極めを得るた

め行われる権利変換のシュミレーションをいう。

38 公示価格
国土交通省が地下公示法により実施する地価調査による標準地(土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地）の価

格。

39 公募の原則 保留床の処分先を広く一般からの公募により決定すること。

40 効用比 建築物などの各部分の効用を比率によって表したもの。一棟の建物であっても、その収益性、快適性は各階層によって異なる。

41 再調達原価
現に存する造成地や建物を不動産の価格を決定する基準日（価格時点）において、同等の材質や工法で造成したり建築したりする

ことを想定して算出される原価の総額をいう。

42 先取特権
民法その他の法律の規定に従って、債務者の財産について、他の債務者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。（民法303

条）

43 差押え 債務者などに対し財産の処分を禁じ、そのための処置をすること。

44 更地
都市計画法等の公法上の規制は受けるが、当該宅地に建物などの定着物がなく、かつ、借地権などの使用収益を制約する権利の付

いていない宅地をいう。

45 残価率 建物など資産の耐用年数満了時における残存価格の再調達原価に対する割合のこと。

46 残存耐用年数 法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数のことをいう

47 残留 市街地再開発事業などにおいて、従前の施行地区内の関係権利者が従後の土地又は建物を所有し、あるいは貨貸して入居すること

をいう。
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48 敷地利用権
マンションの専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。（区分所有法第2条第6項、マンション建替円滑化法第2

条第1項第13号）

49 事業用資産
事業に供する一切の資産をいい、次のように分類される。①減価償却資産と非減価償却資産、②流動資産と固定資産、③有形資産

と無形資産、④価値ある実体的な資産と擬制的資産。

50 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。（借地借家法第2条第1号）

51 借地権割合 借地権の目的となっている土地において、当該土地の更地の評価額（完全所有権価格） に対する借地権価格の割合をいう。

52 借家権 借地借家法の適用を受ける他人の建物を使用収益する賃借権のこと。

53 借家権割合
借家人のある家屋において、空家である家屋の価格と、土地価格に借地権割合を乗じた額の合計に対する借家権の価格の割合をい

う。

54 収益還元法
不動産の価格を求める手法の一つで、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現価の総和を求めるものであり、

純収益を還元利回りで還元して対象不動産の試算価格を求めるもの。

55 収益分析法 不動産の賃料を求める手法の一つで、事業による収益から賃料を求める方法である。

56 従後権利 市街地再開発事業における権利変換後の権利などをいう。

57 従後資産 市街地再開発事業の施行後の資産をいう。

58 従後資産評価

従後資産評価とは、評価時点（事業計画認可公告のあった日から31日目、「評価基準日」という）において未だ完成していない市

街地再開発事業施行後の資産、即ち施設建築物及ぴその敷地に対する個々の権利者の権利、ないしその価格（権利床価格）を評

価・概算することをいう。

59 従前権利 市街地再開発事業において、事業施行前（従前）の区域内の権利者の権利をいう。

60 従前資産 市街地再開発事業の施行前の各権利者の資産のことをいう。

61 従前資産評価 権利変換を行うためには、事業施行前の権利を評価することが必要であり、このことを 従前（資産）評価という。

62 収用委員会 収用法に基づき土地の収用または使用の裁決などを行うための都道府県知事の所轄で設置される行政委員会のこと。

63 取得床 権利変換によって取得される床のこと。通常は個々の権利者の権利床のことをいう。

64 償却資産 減価償却が必要となる資産のこと。

65 使用収益権 物を使用する権原及び物からの効用を取得すことができる権原。

66 嘱託登記 裁判所その他の官公署が登記所に依頼して行う登記をいう。

67 職権登記 登記官が職権によって行う登記。不動産の表示に関する登記、不動産登記法第67条による更生登記、同法第71条による抹消登記

がその例である。

68 処分床 保留床のこと。

69 所有権 物に対する全面的な支配の権利である。

70 所有権移転登記 売買、相続などによる所有権の移転に伴い行われる登記をいう。

71 推定再建築費
市街地再開発事業などにおいて、従前家屋などの価額を算出する場合に使われる用語で、

改めて同じ材料で、同じ家屋等を現在あるいは特定時点で建築しなおした場合の価格のことをいう。

72 正常価格
市場性を有する不動産について、合理的な自由市場で形成されるであろう市場価格を表示する適正な価格ということで不動産鑑定

基準で定義されている。

73 全員同意型 権利変換の方式の一つ。110条特則型を参照。

74 全体共用
区分所有建物で、一部の区分所有者のみが共用する部分（一部共用部）がある場合、それを除いた共用部を全体共用という。共用

部を参照

75 専有
排他的に独占して所有すること。区分所有法では、一棟の建物の構造上区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所又

は倉庫その他建物としての用述に供することができる部分は独立した所有権の目的とすることができる（区分所有法第1条）とさ

れており、この建物の部分を所有することを専有といっている。

76 占有 自己のためにする意思をもって物を所持すること（民法第180条）。

77 専有部分 専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう（区分所有法第2条第3項）。

78 底地 借地権の付着している宅地における宅地の所有権をいう。

79 代位登記 登記権利者が、登記義務者に代わって登記申請権を自らの名において行使すること。

80 代執行 行政代執行の項参照。

81 建付地
建物（家屋など）が宅地上に存在し、建物と敷地の所有者が同一で、借地権などの土地利用権の負担ない状態の宅地のことをい

う。

82 短期賃借権
植林を目的とする山林において10年、土地において5年、建物において3年、動産において6月を超えない期間の賃貸借契約をい

う。（民法602条）

83 担保権等の登記
法第73条（権利変換計画の内容）に定める市街地再開発事業施行地区内に有する宅地、借地権又は、建築物についての先取特権、

質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は、処分の制限の登記をいう。

84 地役権
自己の土地の便益のために、他人の土地を利用する物権のことで使益を求める土地を要役地と呼び、便益に供される土地を承役地

と呼ぶ。

85 地上権 他人の土地に建物、工作物又は竹木を所有するため土地を使用する権利をいう。（民法第265条）

86 地上権設定型
建築物の所有するための敷地利用権の設定方式の一つで、地上権を設定することにより 敷地利用の権利を担保する方式のことを

いう。

87 地上権非設定型 権利変換の方式の一つで、111条特則型とも呼ばれる。111条特側型参照。

88 地代相当額

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に算入する費用の一つで、施設建築物の一部の整備に要する

費用の償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ等引当金、公租公課と共に加える額。算出方法は、令第29条に定める地

代の概算額（施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公租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地代の見込み額とのうちいずれか多額のものをこえない額） に施設建築物の一部に係る

地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率によ

り、元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えるものとする。

（再開発法第73、80、81条、令第28～30条、則第30条）

89 賃借権 賃貸借契約に基づいて、賃借人が賃貸人に対して賃料を支払うことにより、目的物の使用収益をすることができる権利

(債権）。

90 定期借家権 平成12年3月1日に改正施行された借地借家法によって創設された建物の利用権。

91 定期借地権 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された借地権。

92 抵当権
債務者又は第三者が、その所有する不動産その他目的物の使用収益権を失うことなく、目的物を担保の用に供する性質を持つ担保

物権。

93 転出 再開発事業などにおいて、従前の権利者が再開発ビルヘの入居を希望せず、事業施行地区から出ていくことをいう。

94 等価交換 市街地再開発事業における等価交換とは、従前資産額と等しい価額の施設建築物の床に権利変換を受けることをいう。

95 登記簿 不動産登記簿の項参照。

96 等床交換
市街地再開発事業における等床交換とは、従前所有している土地面積又は建物の延床面積と等しい床面積で施設建築物の権利変換

を受けることをいい、通常は清算金を伴う。

97 土地台帳 土地についての現状を明確にするために登記所に設置された帳簿をいう。

98 土地調書 市街地再開発事業の施行区域内の土地に関する権利についてその内容を明らかにした図書。

99 土地土地権利変換（方式） 市街地再開発事業において、従前の土地資産部分を、従後の土地資産のみに変換する権利変換方式。

100 取引事例比較法

不動産の価格を求める手法の一つで、種類および類型を同じくする不動産の多数の取引事例を収集して適切な事例の選訳を行い、

これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を施し、かつ、地域要因の比較及び個別的要囚の比較を行って求めら

れた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求めるもの。この手法によって求められた試算価格を比準価格とい

う。
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101 70条登記
権利変換手続開始の登記のこと。市街地再開発事業の組合の設立又は個人施行の認可がなされると施行地区内の土地や建物は権利

変換の対象となり、第三者が権利変換されることとなる土地や建物を知らずに取得することを未然に防止し、事業の円滑な推進を

図るために、施行者が地区内の宅地、建物、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て行う。（法第70条）

102 1 0 1条登記 施設建築物の工事完了に伴い行われる、施設建築物に関する登記。

103 1 1 1条型権利変換

権利変換の方式の一つで、地上権非設定型とも呼ばれている。この権利変換の場合は、従後の土地は建物の区分所有者による一筆

共有となる。この方式によれば、地上権を設定しないので、地代の設定、徴収などの問題が発生せず、将来建替時においても地上

権更新料の問題が発生しない等の利点がある。

104 1 1 0条型権利変換
権利変換の方式の一つで、全員同意型とも呼ばれている。組合施行、個人施行において、関係権利者全員の同意を得た場合は、自

由な権利変換ができることとなっている。

105 評価基準日 再開発事業において従前権利者の権利の評価を行う時点を評価基準日という（法第82条）。

106 標準家賃
第一種市街地再開発事業の施行地区内の建物について借家権を有する者に対し、事業完了後に施行者が施設建築物の一部を賃貸す

る場合の家賃をいい、権利変換計画で定めることとなっている。（法第73条1項10号）

107 物件調査 市街地再開発事業に係る建物などについて行う調査。

108 物件調書 市街地再開発事業の施行区域内の建物等に関する権利についての内容を明らかにした図書（書類）。

109 物上代位

先取特権、質権、抵当権等の目的物の売却、賃貸、減失、毀損あるいは物権の設定によって、債権者が金銭その他の物を受け取る

請求権を取得した場合に、先取特権、質権、抵当権などの効力が、この請求権の上にも優先弁済的効力を及ぼすこと。（民法第

304、第350、第372条）

110 不動産鑑定評価
鑑定評価によって不動産の価格（賃料）を求める方式として、不動産の再調達原価に着目する原価方式、取引事例・賃貸事例に着

目する比較方式、及び不動産から生ずる収益に着目する収益方式の三方式がある。

111 不動産登記簿

登記事項である不動産の現況及び不動産に関する権利関係を公示するため、1個の不動産ごとに設けられる公の帳簿をいい、不動

産の所在地を管轄する登記所（法務局）に保管されている。不動産登記簿は、不動産の現状を公示する表題部と権利関係を公示す

る甲区・乙区の用紙からなっている。不動産に関する登記簿は不動産登記法に基づく土地登記簿・建物登記簿のほか、特別法に基

づく立木登記簿等がある。

112 部分別効用比率 階全体の効用に対し、建物の部分別の効用を比率化したものが部分別効用比率である。

113 分有 敷地を従前どおり合筆せずに所有しておいて、その上に共同ビルを建築する場合、敷地を「分有」しているという。

ただし、市街地再開発事業では原則型及び地上権非設定型の権利変換では土地を分有することはできない。

114 防災街区整備事業の権利変換

防災街区整備事業における権利変換の大きな特徴は、新たに整備される建築物（防災施設建築物）への権利変換だけではなく、事

業計画において個別利用区を定めた場合、土地から土地への権利変換も可能とされていることである。これは、権利関係が輻輳し

ている密集市街地において、地権者の選択の範囲を広げることにより合意形成の円滑化を図ろうとしたものである。（密集法第

202条）

115 法定共用部分 区分所有建物において、構造上当然に区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき建物の部分（区分所有法第4条）。

116 法定耐用年数 法人税法に基づく政令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において定められた耐用年数を法定耐用年数という。

117 法定地上権 不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。

118 保留床 市街地再開発事業によって建設された再開発ビルは、まず従前権利者により床が取得されるが、その残余部分の再開発ピルの床を

保留床という。

119 増床 土地・建物の権利変換に際して、特に必要がある場合に従前の権利額に対応する床よりも面積を増やして適正なものとすること。

（法第79条法第108条第1項第2号）

120 床価格 施設建築物の床の価格のこと。

121 路線価 市街地の道路に沿った土地の1㎡当たりの評価額で、国税庁が公示価格や売買事例を参考にして決める。

122 位置別効用比率 建物の同一階層内において基準となる専有部分の単位面積当たりの効用に対する他の各専有部分の単位面積当たりの効用比。

123 規約共用部分 構造上区分され区分所有権の対象にできる建物の部分を、管理組合の規約により共有部分っとしたもの。

124 原始取得 他人から承継して取得するのではなく、最初の取得者として取得するという法律上の概念。

125 時価評価 不動産などの資産を取得価格ではなく、その時点での価格を基礎として評価すること。

126 借地権の申告 再開発組合設立の認可申請には施行区域内の宅地の所有者及び借地権者の2/3以上の同意等が必要であるが、それに先立ち未登記の
借地権を申告させる手続きのこと。

127 照応の原則 土地区画整理事業で換地を定める場合の原則であり、区画整理法第89条で「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従

前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない」とされているもの。

128 小規模敷地 住宅市街地総合整備事業において、住宅の敷地の用に供する土地で、その面積（急傾斜地等の部分の面積を除く）が100㎡未満の敷地。

129 使用貸借権 土地などを賃料を支払わないで使用収益できる権利。

130 全体共用部分 区分所有建物で、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかなものを一部共用部分という（区分所有法3条後段）のに対し、

一部共用部分ではない共用部分をしばしば全体共用部分という。

131 地上権の共有持分 物権である地上権は、所有権以外の財産権にあたり、共有する場合は準共有であるが共有の規定が準用される。また、共有者は共有物の

全部又は持ち分に応じた使用が可能で持ち分に応じて管理費用などを負担する必要がある。

132 特定仮換地
土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行において、土地区画整理事業で認可を受けた換地計画に基づき、市街地再開発事業

の施行地区（予定区域を含む）に仮換地として指定された土地。

⇒一体的施行

133 土地共有化原則 関係権利者の全員の同意を得て特別な定めをする場合を除き、法第75条第1項により、一個の施設建築敷地が一筆の土地となるものとして

定めなければならないこと。

134 配偶者居住権 残された配偶者が被相続人の所有する建物（夫婦で共有する建物も含む）に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、配偶者が、

賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利。

135 簿価評価 簿価とは帳簿価額の略語で、資産の価値を、購入したときの価格（簿価）で評価することを簿価評価という。⇒時価評価
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No 用語 意味 チェック

1 管理・運営計画
建物・施設の機能・性能の維持を行うための管理および、テナントミックス・テナント誘致などの建物・施設の利

用・運用についての計画をいう。

2 管理規約
区分所有建物やその敷地、附属施設などの管理または使用に関する事項を定めたもので（区分所有法第30条）、区

分所有法では共用部分の管理（広義）を中心として、区分所有者の規約による自治を全面的に求めている。

3 共益費

ビル管理（清掃・補修・警備など）に要する諸費用、共用部分に関する付加使用料、テナント、または区分所有者

ごとに分別することの難しい付加使用料などを年間で積上計算し、専有面積当たりの月割でテナントまたは区分所

有者に賦課される費用をいう。

4 権利金 不動産などの賃貸借契約時に権利の対価として支払われる一時金。地代家賃の一部前払いなどの性格をもつ。

5 保証金
保証金とは貸ビル業界の取引用語であり、元来はビルの建設協力金として発生し、預託をうけたビルオーナーは10

～15年程度据え置いた後、一定の利息をつけてテナントヘ均等返金する方式である。

6 レンタブル比
ビルや店舗の計画における総床面積に対する貸床面積の割合をいう。基準階面積と比軟する場合もある。R比と略

する場合もある。

■管理運営


