
３．第３章 第一種市街地再開発事業
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権利変換計画の認可申請

・権利変換計画は都道府県知事の認可が
必要（第７２条）

・認可申請の前に必要な手続き

権利変換計画の縦覧（８３条）

（※個人施行、全員同意型は不要）

・審査委員の過半数の同意（８４条）

（持ち回りで同意を取得することも可）

・権利変換計画の認可公告は施行者が行う。
3

権利変換計画の縦覧手続き １

・権利変換計画の縦覧者は施行者である。

（事業計画の縦覧は都道府県知事が、市町村
長に指示する。）

・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。

・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
修正を加えた場合、修正部分を再度縦覧す
る必要がある。
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権利変換計画の縦覧手続き ２

・施行地区内の土地所有者が提出した従前資
産評価（従後の価格はできない）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。

・特定事業参加者は、施行地区内に権利を有

しない場合でも、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る。

・意見書提出者への通知は、施行者が行う。
5

権利変換計画の認可申請 １

・権利変換のルール

宅地 →底地の権利、床の権利に変換
借地権、建築物 →床の権利に変換
借家権 →床の権利の借家権に変換
宅地、借地権、建築物に担保権等がある場合

→床の権利に移行
・権利が変換される位置を示す配置設計図を権
利変換計画に添付する。

・公共施設は管理者の帰属となるように定める

（権利変換の申請時、同意は不要） 6



権利変換計画の認可申請 ２

・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。（全員同意型は適用除外）

・権利変換計画は関係権利者間の衡平に十分の
考慮を払って定めなければならない。

→従前の宅地等の価額も該当
・従前従後の価額に著しい乖離が生じないよう
に定めなくてはならない。

・借家権の取引慣行があると認められる場合、
借家権の価額を評価する場合がある。（借家
消滅の場合） 7

権利変換計画の認可申請 ３

・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。

・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。

・権利変換期日後、工事完了公告までの地代は
施行者が支払う。
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権利変換計画の認可申請 ４

・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（いわゆる原価）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
（いわゆる時価）」を超えない範囲内におい
て定めるが、合計価額（原価）が「見込額
（時価）」を超えるときは、「見込額（時
価）」をもって定める。

9

権利変換計画の認可申請 ５

10

宅地・借地権
の合計価格

敷地の整備
に要する費用

施設建築
敷地の
価額構成

敷地評価額
（基準日にお
ける近傍類似
の土地評価）

合計価額
（原価）

見込み額
（時価）

施設建築敷地
の価額

＜

施設建築敷地の価額（底地権と地上権
の合計）は、原価＜時価の間とする。



権利変換計画の認可申請 ６

11

宅地・借地権
の合計価格

敷地の整備
に要する費用

施設建築
敷地の
価額構成

敷地評価額
（基準日にお
ける近傍類似
の土地評価）

合計価額
（原価） 見込み額

（時価）

施設建築敷地
の価額

＞

原価が時価を超える時は、時価とする。

権利変換計画の認可申請 ７

・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。

・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3をこえない範囲内におい
て施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
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権利変換計画の認可申請 ８

13

地上権の共有持分
施設建築敷地に対して、地代が発生する。

施設建築敷地（概算額A）

原則型の敷地の権利は、上下に二層になっている。

・地代＝A×6/100＋公課＋管理事務費
・基準日の近傍類似の土地の地代（時価）
→上記のうち、金額が高い方を超えない範囲で
定める。（上限を決めている。下限は決めない。）

地
代

建物
＋

地上権の
共有持分

土地

権利変換計画の認可申請 ９

・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。

・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
るときは時価をもって定める。
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権利変換計画の認可申請 １０

・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。

・収用委員会に価額についての裁決の申請が
あった場合でも、権利変換計画の認可申請を
することができる。

・施行者が取得した保留床の処分は、権利変換
期日以降であれば可能。

・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はない。 15

権利変換計画の認可申請 １１

・施行者が取得した保留床の処分で、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。

・施行者が取得した保留床の管理処分に関して、
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。
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権利変換計画の認可申請 １２

・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
の資産額から控除する必要はない。

・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。

17

権利変換計画の認可申請 １３

・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。

・専有部分の面積は、壁芯で算定する。（登記
は内法で算定）

・借家権の取得を希望する者（以下、借家人と
いう）に関して、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。

→家主が転出すると、施行者が床を用意する。18



権利変換計画の認可申請 １４

・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

（→家主は転出、借家人は借家継続する）
→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、2％
相当の貸倒れ及び空家による損失をうめるた
めの引当金に並び公課が含まれる。

（権利変換計画に定める。→六表）
19

権利変換計画の認可申請 １５

・家主と借家人との借家条件が整った場合は施
行者に届ける必要はない。

・工事完了公告までに借家条件協議が整わな
かった場合は当事者の一方、又は双方からの
申立により、審査員の過半数の同意を得て、
施行者が裁定することができる。

・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はできない。

（→全員同意型は可能）
・用途の異なる権利床を与えることは可能。

・複数の床を与えることは可能。 20



権利変換計画の認可申請 １６

・権利変換計画書に記載される価額

必ず記載される →第一表、二表、三表
従前の価格（宅地、建築物※、地役権等）
従後の概算額、９１条補償

過少床で転出する場合の価格

価額が記載されない →第四表、六表
参加組合員・特定事業参加者・施行者が取

得する床の概算額
※「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」は
記載しない。 21

権利変換計画の認可申請 １７

・権利変換計画書に記載される特定建築者の内
容

→権利変換計画書様式第10（六）表（保留床に
関する事項）の管理処分の方法欄に、特定建
築者が取得すべき地上権の共有持分の譲受人
について「特定建築者」と表記する。

※特定建築者は、権利変換認可後に公募する
為、名称及び住所は定められない。

・権利変換計画には、権利変換手続開始の登記
完了日を記載する必要はない。

22



権利変換計画の認可申請 １８

・施行者が施設建築物の一部を賃貸する場合に
ける標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条
件の概要を権利変換計画（六表）に定める

（→家主が転出し、借家人が継続する場合）
・「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」は権利変換計画（四表）に定める。

・「公募によらず保留床を取得する（増床）こ
ととなる関係権利者の氏名又は名称」

→権利変換計画(六表）に決定方法（特定分
譲）を記載し、氏名や名称は不要 23

権利変換計画の認可申請 １９

・「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」は権利変換計画（二
表）に記載する。

・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、権利変換計画書の施設建築敷
地の共有持分を用いることができる。

・権利変換計画において、施設建築物の集会室
を共用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。

24



権利変換計画の認可申請 ２０
・施行者が取得した保留床の管理処分

→原則は公募（再譲渡の場合は公募不要）
→公募によらない場合
①巡査派出所、電気事業者の電気工作物その
他公益上欠くことができない施設

②宅地、借地権、借家権を有する者の住居又
は業務の用に供するとき（増床の場合）

③施行地区における都市機能の更新を図るた
めに特に必要な施設

④地方公共団体が住宅を賃貸、譲渡するとき
25

権利変換計画の認可申請 ２１

・施行者である地方公共団体が取得した保留床
の管理処分は、地方公共団体の財産の管理処
分に関する法令によらなくてよい。

→権利変換計画に管理処分の方法を定める為
・原則型では、「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」を定める。

・共有床を希望する土地建物所有者の権利床を
共有床とすることができる。

・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。 26



１１０条全員同意型の権利変換計画１

・関係権利者全員の同意が必要。

・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。

・1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるも
のとして定めなくても良い。

・管理規約の公衆の縦覧が必要（適用除外にな
らない）。

27

１１０条全員同意型の権利変換計画２

・権利変換計画に特段の定めがある場合を除き、
権利変換期日において、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。

・評価基準日は、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くて
もよい。都市計画決定時で固定してもいい。
（第80条は適用除外）
・「権利変換手続開始の登記（第70条登記）」
は必ず適用され、適用除外にならない。

・権利変換を希望しない旨の申出の手続を省略
することはできない（71条）。 28



１１０条全員同意型の権利変換計画３

・担保権等の移行について定めた第89条の規定
は、適用除外になる。

・「保留床の公募について定めた第108条第1項
の規定」は適用除外になる。

・権利変換計画の2週間の公衆の縦覧は不要。
・過少床の基準を定めることは可能。除外規程
ではない。

・公共施設の用に供する土地の帰属についての
適用除外はない。（第82条）
・借地権者に施設建築敷地の所有権を与えるこ
とができる。

29

１１０条全員同意型の権利変換計画４

・借家条件の裁定は適用除外となる。家賃の額
について家主と協議が成立しないときは、審
査委員同意・再開発審議会議決による組合の
裁定の適用がないため、裁判その他の方法に
よって解決する。

・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はできる。

（→原則型、１１１条型は不可）
・権利変換の総会議決は適用除外にならない。

・施行者が取得した保留床の管理処分は、公募
によらなくてもよい。 30



１１０条全員同意型の権利変換計画５

・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。（第77条第2項は除外）
・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。（適用除
外）

・権利変換計画の認可の通知は必要。（適用除
外にならない。）

・参加組合員の同意を得ることが必要。

・個別利用区の宅地は公募なしで、譲渡可。31

１１０条の２、３の権利変換計画１

・個別利用区制度が創設され、施行地区内の権
利者は、

１）施設建築敷地及び施設建築物に関する権
利を取得する権利者

２）個別利用区の宅地又はその使用収益権を
取得する権利者

に分かれることになった。これらの権利者が

原則によらない自由度の高い権利変換を行う
ことができるよう、どちらか一方のみが全員
同意した場合の特則が創設されている。

32



１１０条の２、３の権利変換計画２

33

全員同意型の条文 資産の価格

の算定基準
80,81,10
3,104

権利変換の

縦覧
83

特定建築者

保留床
の公募
99,108

110条型 適用
除外

適用
除外

適用
除外

110条の２型
指定宅地以外の権利者
が全員同意

適用除外に
ならない。

適用除外に
ならない。

適用除外に
ならない。

110条の３型
指定宅地の権利者のみ
が全員同意

適用除外に
ならない。

適用除外に
ならない。

適用除外に
ならない。

立体道路制度

・「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」では、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。

34



個別利用区 １

・施行者が個別利用区内の宅地は、原則公募で
あるが、公益上欠くことができない施設や地
区内の権利者の必要とする場合などは公募不
要。

・権利変換期日以後に個別利用区内の宅地を取
得した者は、工事の完了公告があるまでは、
当該宅地について使用することができないが、
明渡しの期限までは、その占有を継続するこ
とができる。

・権利変換計画に、個別利用区内の宅地の整備
費用は定める必要はない。 35

個別利用区 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。

・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せず、所有権以外
の権利も消滅しない。

・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。36



１１１条型の権利変換計画

・「特別な事情」とは、施行地区内の大多数の
権利者が地上権の設定を望んでいない場合と
か、地区外転出者が多いために宅地の所有権
の大部分が施行者のもとに残る場合などが考
えられる。

・個人施行で一部同意が得られない事情がある
ときは、原則型又は土地共有型（111条型）が
適用される。

・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。 37

権利変換計画の変更 １

○権利変換計画の変更（申請時と同様に必要）

・都道府県知事の変更認可

・変更した権利変換計画の縦覧手続き

・同上の審査委員の過半数の同意

→軽微な変更の場合には、手続きが不要にな
る。軽微な変更に該当するかどうかを判断す
る。

例）参加組合員の氏名又は名称の変更は、軽
微な変更に該当し、縦覧手続も審査委員の過
半数の同意も要しない。

38



権利変換計画の変更 ２

39

権利変換計画の変更内

容

権利変換の

縦覧

審査委員の

同意

知事の変

更認可

過少床に該当する転出
者の住所の変更

○：必要 ○：必要 ○：必要

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

×：不要 ×：不要 ×：不要

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

×：不要 ×：不要 ○：必要

工事完了の予定時期の
変更

○：必要 ○：必要 ○：必要

権利変換計画の変更 ３

・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た場合の手続き

→審査委員の同意は必要
→縦覧・都道府県知事の変更認可は不要
→その旨を公告し、及び関係権利者に関係事
項を書面での通知は必要

→登記書への通知は不要（権利変換期日に変
更がある場合は事業の名称等とともに登記所
に通知が必要であるが、権利変換期日以外の
変更は登記所への通知は不要）

40



過少床について １

・過少床は、権利変換で床を与えず、金銭給
付による転出にすることができる。

・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ことができ
る。その場合、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。

・過小な床面積の基準を定める場合、総会の
議決ではなく、審査委員の同意が必要。

市街地再開発審査会は、一号委員の過半数
を含む、委員の過半数の同意が必要。 41

過少床について ２

・過小な床面積の基準は、定めることができ
る。（義務規程ではない。）

・住居は、30㎡以上50㎡以下
（下限を30㎡未満とすることはできない）
・店舗は、10㎡以上20㎡以下
・全員同意型でも定めることができる。

42



過少床について ３

・借家人に関して、施行者は、過小な床面積
の基準に該当する場合、借家権が与えられ
ない（借家権消滅）ように定めることがで
きる。

・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。

43

権利変換の登記（９０条登記）１

○権利変換計画の認可後、遅滞なく施行
者が行う。

１．従前の土地の抹消（※変更ではない）
２．新たな土地の表題登記（※同上）
３．権利変換後の土地に関する権利

（施設建築敷地の共有持分、地上権の共有
持分、担保権の移行）

４．施行者に帰属した建築物の移転登記

（建築物の居住者等は占有者となる）

５．権利変換手続き開始の抹消 44



権利変換の登記（９０条登記）２

・従前宅地に設定された地役権は抹消される。

・建築物を他に移転を申し出た建物は、施行者
に帰属しない。（所有権が移転しない）

・施行者は、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。

・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、一括で申請しなく
てはならない。

・地方公共団体は申請ではなく、嘱託する。
45

権利変換の登記（９０条登記）３

・権利変換の登記に関して、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。

ただし、他に移転すべき旨の法第71条第1項
の申出があった（施行者に属しない）建築物
については、この限りではない。

・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。 46



権利変換の登記（９０条登記）４

・抵当権の設定登記は、施行者が同法第90条登
記を一括嘱託申請することによって、施設建
築敷地又は地上権の共有持分に移行する。

・登記申請には、権利変換計画を添付しなくて
はならず、権利変換計画書と不整合となる土
地の共用持分登記を行うことはできない。

・90条登記が行われた以降の所有名義変更は、
譲渡者と取得者が行い、施行者は関与しない。

（抵当権設定も同様）

47

再開発事業の２つの補償金

・９１条補償 →転出者のみ
→金銭給付の土地、建物への補償
→権利変換期日までに支払わなくてはなら
ない。

・９７条補償 →施行地区内全員
→引越し等移転に伴う損失の補償
→土地の明渡しの期限までに支払わなくて
はならない。補償の支払いがないと移転させ
られない。

※転出者は、９１条と９７条の両方が対象 48



９１条補償 １

（評価基準日から権利変換計画の認可の公告
日まで）

→以下の指数により、物価の変動に応ずる
修正率を用いて算定する。

①消費者物価指数のうち全国総合指数

②企業物価指数のうち投資財指数

（権利変換認可の公告日から補償金を支払う
日までの期間まで）

→修正した額に法定利率（３％）による利
息相当額を付して支払う。 49

９１条補償 ２

・抵当権の登記がされている宅地の第91条補
償金は、抵当権者等の同意が得られない場合、
補償金の支払は供託となる。

・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、
当該建築物に係る第91条補償金は、支払われ
ない。

→法第97条補償の対象となり、法第87条第2
項により権利変換期日に建物の権利が施行者
に帰属せず、権利変換計画書にも建物の権利
価額は記載されない。 50



９１条補償 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。

・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。

51

９１条補償 ４

・差押えがある宅地、借地権又は建築物につ
いて、差押えによる配当手続を行うべき機関
（以下配当機関という）による換価手続が完
結していない場合は、施行者は第91条第1項
の規定により支払うべき金額を当該配当機関
に支払わなければならない。

52



９７条補償及び明渡し １

・施行者は、権利変換期日後、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。

・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。

・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。 53

９７条補償及び明渡し ２

・補償額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、
補償の支払に代えて供託することができる。

・補償額の協議が成立しないときは、施行者
又は損失を受けた者は、収用委員会に補償額
の裁定を申請することができる。

・供託することができる場合（97条）
補償金を受ける者を確知できないとき

補償金の受領を拒んだとき

収用委員会が採決した補償金に不服がある54



９７条補償及び明渡し ３

・明渡しをしない場合、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。

・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、全ての担保者等から供託し
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。

・供託したときは、取得すべき者に通知をする。
（※都道府県知事ではない）

55

工事完了公告（第１００条）

・補償金を支払い、施行地区内の移転が済む
と、施設建築物の工事が始まる。

・施設建築物の工事が完了すると、施行者そ

の旨を公告し、権利を有する者に通知しなけ
ればならない。

・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。

56



建物の登記（１０１条登記）１

○施設建築物の工事が完了した後、すぐに行
う。

１．施設建築物（表題登記）

２．施設建築物に関する権利の登記

（所有権保存、抵当権設定等）

※参加組合員が取得する床も一括登記する。
※専有部分の面積は、内法で算定。
※共用部分の共有持分の登記はしない。

・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。

・価額の確定を経る必要はない。 57

建物の登記（１０１条登記）２

○第90条登記完了から第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

→権利変換期日以降、施設建築物の一部に対
応する施設建築敷地の権利を譲渡し、施設
建築敷地の登記の内容を変更していれば、
新たな所有者を施設建築物の一部の登記名
義人とできる。

○施行者の床を譲渡する場合

事前に敷地の持分移転する → 保存登記
上記をしない場合 →移転登記

58



建物の登記（１０１条登記）３

○一般的に建物の表題登記は土地家屋調査士、

所有権の保存の登記、担保権等に関する登
記は司法書士が分担する。

→101条登記は一括で申請しなければならな
い。

○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
よって異なる場合は、一棟の施設建築物ご
とに登記申請を行うことができる。

59

代位登記

○事業の施行のため必要があるときに施行者
が代位登記できるものが定められている。

・権利者の意思表示を伴わないものはできる。

「土地の分割の登記」

「不動産の表示の登記」

「所有権の保存の登記」

「相続の登記」「住所変更の登記」

・権利者の意思表示を伴うものはできない。

「抵当権の設定の登記」

60



価額の確定及び清算（１０３条～）

○事業の工事が完了した後、すぐに事
業に要した費用を確定（１０３条）
して、従前の資産との差額を清算す
る（１０４条）。

○従前資産より従後資産が安ければ清
算金を交付、高ければその差額を徴
収する。

61

公共施設の帰属・特別な工事

○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、定款若しくは施行規
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。

○施行者は公共下水道の工事について特別の
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。

62



事業代行

・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る。

→原則は知事で、民間施行に限っては市町村長
と協議して、当該市町村長を事業代行者と定
めることができる。
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