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第三章 第一種市街地再開発事業 

第一節 測量、調査等 

法第六十条  （測量及び調査のための土地の立入り等） 

施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施

行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の

占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、そ

の必要の限度において、他人の占有する土地に、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ができる。ただ

し、個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を

設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつ

ては、あらかじめ、都道府県知事（市の区域内にあつては、当該市の

長。第六十二条第一項及び第百四十二条第一号において「立入許可権

者」という。）の許可を受けた場合に限る。 

２ 前項の規定は、次に掲げる公告があつた日後、施行者が第一種市

街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物そ

の他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合につい

て準用する。 

一 個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その

施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画

の変更の認可の公告 

二 組合が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、第十九条第

一項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の

公告 

三 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その

施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画

の変更の認可の公告 

四 地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、事

業計画の決定の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更

の公告 
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五 機構等が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、施行規程

及び事業計画の認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画

の変更の認可の公告 

３ 前二項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろう

とする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地

又は工作物の占有者に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定により建築物が存し、若しくはかき、さく等で囲ま

れた他人の占有する土地に立ち入ろうとするとき、又は第二項の規定

により他人の占有する工作物に立ち入ろうとするときは、その立ち入

ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地又は工

作物の占有者に告げなければならない。 

５ 日出前及び日没後においては、土地又は工作物の占有者の承諾が

あった場合を除き、前項に規定する土地又は工作物に立ち入ってはな

らない。 

６ 土地又は工作物の占有者は、正当な理由がない限り、第一項又は

第二項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 

 

                                                        

 

法第六十一条  （障害物の伐除及び土地の試掘等） 略 

                                                        

 

法第六十二条  （証明書等の携帯） 

第六十条第一項又は第二項の規定により他人の占有する土地又は工

作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書（個人施行者若

しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする

者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身分を

示す証明書及び立入許可権者の許可証）を携帯しなければならない。 

２ 略 

３ 略 
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法第六十三条  （土地の立入り等に伴う損失の補償） 

施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施

行者は、第六十条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項若しく

は第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損

失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならな

い。 

２ 略 

３ 略 

 

政令第二十三条 （収用委員会の裁決の申請手続）  略 

省令第二十条 （収用委員会に対する裁決申請書の様式） 略 

    

                                                    

 

法第六十四条（測量のための標識の設置）  

   施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施

行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量

を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けるこ

とができる。 

２ 略 

 

省令第二十一条  （測量標識） 略 

 

                                                   

 

法第六十五条 （関係簿書の閲覧等） 

施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施

行者は、第一種市街地再開発事業の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、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲

覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の

交付を求めることができる。 
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法第六十六条  （建築行為等の制限） 

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内におい

て、第一種市街地再開発事業の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

を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積

を行おうとする者は、都道府県知事（市の区域内において個人施行

者、組合、再開発会社若しくは機構等が施行し、又は市が第二条の二

第四項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当

該市の長。以下この条、第九十八条及び第百四十一条の二第二号にお

いて「都道府県知事等」という。）の許可を受けなければならない。 

２ 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、そ

の許可をしようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなけ

ればならない。 

３～９ 略 

 

政令第二十四条  （設置又は堆積の制限を受ける物件） 略 

 

省令第三十九条  （公告の方法等）（抄） 略 

 

                                                       

 

法第六十七条  （第一種市街地再開発事業の施行についての周知措置） 

第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、施行者は、速や

かに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該第一種

市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることに

より、第一種市街地再開発事業の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。 

 

省令第二十二条  （第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置） 

法第六十七条の第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必

要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催する
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こととする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責

に帰すことができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場

所において説明のための会合を開催することができないときは、会合

の開催以外の方法によることができる。 

一 会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を

考慮して定めること。 

二 会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、関係

権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。 

三 会合には、都道府県の職員又は市町村（都の特別区の存する区域

にあつては、特別区）の長若しくは職員の立会いを求めること。 

 

                                                      

 

法第六十八条  （土地調書及び物件調書） 

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後、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 土地収用法第三十六条第二項から第六項まで及び第三十七条から

第三十八条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用

する。略 

３ 土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議

がないときは、前項において準用する土地収用法第三十六条の規定に

よる立会いは、省略することができる。 

 

省令第二十三条  （土地調書及び物件調書の様式） 略 

                                                      

法第六十九条  （土地の使用） 略 

                                                      

第二節 権利変換手続 

第一款 手続の開始 

法第七十条  （権利変換手続開始の登記） 

施行者は、第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、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
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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 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しく

は建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者

は、これら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、施行者の承認を得なければならない。 

３ 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な

理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。 

４ 第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することが

できない。 

５ 権利変換期日前において第四十五条第六項、第百二十四条の二

第三項又は第百二十五条の二第五項の公告があつたときは、施行者

（組合にあつては、その清算人）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。 

 

政令第三十四条 （差押えがある場合の通知） 

施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売（その例による競

売を含む。）又は滞納処分（国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十

七号）による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。）による差

押えがされている宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の

借地権について、法第七十条第一項の登記がされたときは、遅滞な

く、その旨を当該差押えに係る配当機関（差押えに係る配当手続を実

施すべき機関をいう。以下同じ。）に通知しなければならない。 

２ 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたと

き、又は権利変換計画について第二十五条各号に掲げる軽微な変更を

したときは、遅滞なく、前項の差押えに係る権利について国土交通省

令で定める事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければなら

ない。 

３ 第一項の差押えに係る宅地若しくは建築物又はその宅地に存す

る既登記の借地権について法第七十条第五項の規定により権利変換手

続開始の登記が抹消されたときは、施行者（組合にあつては、その清

算人）は、遅滞なく、その旨を第一項の差押えに係る配当機関に通知

しなければならない。 
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政令第二十五条  （国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更） 略 

 

省令第二十四条 （権利処分承認申請手続） 

法第七十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようと

する者は、別記様式第五の権利処分承認申請書を施行者に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得

ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添附しなけれ

ばならない。 

 

省令第三十二条  （権利変換計画の公告事項等）（抄） 略 

 

 

省令第三十二条の三 （配当機関への通知）  略 

 

 

法第七十条の二  （個別利用区内の宅地への権利変換の申出等） 

第七条の十一第二項（第十二条第一項、第五十条の六、第五十三条

第四項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定

により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

の宅地について所有権又は借地権を有する者は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じて当該各号に定める公告があつた日から起算して三十

日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、権利

変換計画において当該所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅

地又はその借地権が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。この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借

地の所有者と共同で申出をしなければならない。 

一  事業計画が定められた場合 第六十条第二項各号に掲げる公告

（事業計画の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。） 

二  事業計画の変更により新たに個別利用区が定められた場合 当

該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告 

三  事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地

区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張された場合 当該

事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告 



２０２２年 再開発スクール 

 
 

8 
 

２  前項の申出は、次に掲げる要件の全てに該当するものでなけれ

ばならない。 

一  当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権

その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利（地役権

を除く。以下「使用収益権」という。）を有する者又は当該宅地に存

する建築物について所有権若しくは借家権を有する者があるときは、

これらの者の同意が得られていること。 

二  当該申出が、施行地区内に現に存する建築物のうち次のいずれ

かに該当するものを存置し、又は移転することを目的とするものであ

ること。 

イ 容積率及び建築面積が、それぞれ、当該施行地区に係る高度利

用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の 低

限度及び建築物の建築面積の 低限度を超えるものとして規準、規

約、定款又は施行規程で定める数値以上である建築物 

ロ 建築基準法第三条第一項各号のいずれかに該当する建築物 

ハ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上

必要なもの 

ニ 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築

物で、建築基準法第五十九条第一項第三号 、第六十条の二第一項第三

号又は第六十条の三第一項第三号の規定による許可を受けたもの 

三  当該申出に係る宅地の地積が、当該宅地に対応して権利変換計

画において前号に規定する建築物を存置し、又は移転するのに必要な

面積以上の規模の宅地を与えるように定めることができるものとして

規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。 

３  施行者は、第一項の申出があつた場合において、同項の期間の

経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅

地の全部について権利変換計画において当該宅地に対応して個別利用

区内の宅地が与えられるべき宅地として指定をし、第二号に該当する

と認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部について当該指定を

し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。 

一  権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部につい

て当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区

の面積を超えないこととなるとき。 
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二  権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部につい

て当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区

の面積を超えることとなるとき。 

４  施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、速

やかに、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければなら

ない。 

５  施行者は、第三項の規定による指定をしたときは、速やかに、

当該指定をした宅地（以下「指定宅地」という。）を公告しなければ

ならない。 

６  施行者は、第三項の規定による決定をしたときは、速やか

に、その旨を公告しなければならない。 

７  次条第一項の規定による申出に係る宅地又は同項若しくは同

条第三項の規定による申出に係る建築物が存する宅地について、第五

項の規定による指定宅地の公告があつたときは、同条第一項又は第三

項の規定による申出は、なかつたものとみなす。 

８  施行者が第十一条第一項の規定により設立された組合である

場合においては、 初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間

は、第一項の申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理

するものとする。 

省令第二十四条の二（個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法） 

  法第七十条の二第一項の申出は、別記様式第五の二の個別利用区内

の宅地への権利変換の申出書に、自己が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であることを証する書面を添付して、これ

を施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出に

ついて同条第二項第一号の同意を得なければならないときは、別記様

式第五の三の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書

を添付しなければならない。 
 

法第七十一条（権利変換を希望しない旨の申出等） 

個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可の公告、第十九条第一

項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告（第

六項において「施行認可の公告等」という。）又は前条第六項の規定に

よる公告があつたときは、施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）につ

いて所有権若しくは借地権を有する者又は施行地区内の土地（指定宅
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地を除く。）に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた

日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第八十七条又は第八十

八条第一項及び第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有

する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は

自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることがで

きる。 

２ 前項の宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利、

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若しくは処

分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しく

は帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方

の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出る

ことができない。 

３ 施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に存する建築物について

借家権を有する者（その者が更に借家権を設定しているときは、その

借家権の設定を受けた者）は、第一項の期間内に施行者に対し、第八

十八条第五項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出るこ

とができる。 

４ 第一項の期間経過後六月以内に第八十三条の規定による権利変

換計画の縦覧の開始（個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業

にあつては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下

この項において同じ。）がされないときは、当該六月の期間経過後三

十日以内に、第一項若しくは第三項の規定による申出を撤回し、又は

新たに第一項若しくは前項の規定による申出をすることができる。そ

の三十日の期間経過後更に六月を経過しても第八十三条の規定による

権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。 

５ 事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区

に編入した場合においては、前項前段中「第一項の期間経過後六月以

内に第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始（個人施行者

が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第一項後段の規

定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。）がされな

いときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、「新たな施行地区の

編入に係る事業計画の変更の公告又はその変更の認可の公告があつた

ときは、その公告があつた日から起算して」とする。 
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６ 前条第三項の規定による決定があつた場合においては、同条第

六項の規定による公告があつた日から起算して三十日以内に、施行認

可の公告等があつた場合又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の

変更の公告若しくはその変更の認可の公告があつた場合において行つ

た第一項又は第三項の規定による申出を撤回することができる。 

７ 第一項又は第三項から前項までの規定による申出又は申出の撤

回は、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。 

８ 前条第八項の規定は、第一項又は第三項の規定による申出につ

いて準用する。 

 

省令第二十五条 （権利変換を希望しない旨の申出等の方法） 

法第七十一条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様

式第六の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地（指定宅

地を除く）の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地

区内の土地（指定宅地を除く。）の権原に基づき建築物を所有する者

であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければ

ならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を

得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書面も添

附しなければならない。 

２ 法第七十一条第三項の規定による申出をしようとする者は、別

記様式第七の借家権消滅希望申出書に、自己が施行地区内の建築物に

ついて借家権を有する者であることを証する書面を添附して、これを

施行者に提出しなければならない。 

３ 法第七十一条第五項又は第六項の規定による申出の撤回をしよ

うとする者は、別記様式第八の金銭給付等希望申出撤回書又は別記様

式第九の借家権消滅希望申出撤回書を施行者に提出しなければならな

い。 
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第二款 権利変換計画 

法第七十二条 （権利変換計画の決定及び認可） 

施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞な

く、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合

においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県（第二条

の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以

下同じ。）又は機構等（市のみが設立した地方住宅供給公社を除

く。）にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社、

市町村（同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。

第百九条を除き、以下同じ。）又は市のみが設立した地方住宅供給公

社（第二条の二第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合

に限る。以下同じ。）にあつては都道府県知事の認可を受けなければ

ならない。 

２ 第七条の十三の規定は、個人施行者が権利変換計画について認

可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同

条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と

読み替えるものとする。 

３ 第五十条の四の規定は、再開発会社が権利変換計画について認

可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同

条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と

読み替えるものとする。 

４ 第一項後段及び前二項の規定は、権利変換計画を変更する場合

（政令で定める軽微な変更をする場合を除く。）に準用する。 

５ 施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区

ごとに定めることができる。この場合において、権利変換に関する規

定中「施行地区」とあるのは、「工区」とする。 

 

政令第二十五条 （国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更） 

   権利変換計画の変更のうち法第七十二条第四項の政令で定める軽微

な変更は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十三条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の

変更 
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二 法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号

までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 

三 法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の

変更 

四 法第七十三条第一項第二十二号に掲げる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個別利用区内の宅地の明細の変

更 

五 前各号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に

係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの 

 

政令第三十四条 （差押えがある場合の通知）（抄） 略 

 

省令第二十六条  （権利変換計画又はその変更の認可申請手続） 

法第七十二条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変

換計画に、同条第四項において準用する同条第一項後段の認可を申請

しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲

げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構

等（市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）にあつては国土交

通大臣に、個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立

した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければなら

ない。 

一 法第八十三条第二項又は同条第五項において準用する同条第二項

の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、

その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類 

二 法第八十四条の規定による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たことを証する書類 

三 認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合におい

て、法第七十二条第二項において準用する法第七条の十三第一項の同

意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類 

四 認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権

利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代

会の議決を経たことを証する書類 
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五 認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合において

は、法第七十二条第三項において準用する法第五十条の四第一項の同

意を得たことを証する書類 

六 法第百十条の規定により権利変換計画を定めようとするときは、

法第六十八条第一項の土地調書及び物件調書（以下この条において

「土地調書等」という。）並びに施行地区内の土地又は物件に関し権利

を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得た

ことを証する書類 

七 法第百十条の二の規定により権利変換計画を定めようとするとき

は、土地調書等及び施行地区内の土地（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参加組合員又は特定事業参加者

の全ての同意を得たことを証する書類 

八 法第百十条の三の規定により権利変換計画を定めようとするとき

は、土地調書等及び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ことを証する書類 

九 法第七十三条第二項本文の規定によらないで権利変換計画を定め

ようとするときは、同項第一号の関係権利者のすべての同意があつた

ことを証する書類 

十 法第七十八条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意

見の概要を記載した書類 

 

省令第三十二条（権利変換計画の公告事項等） 

 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を

公告しなければならない。 

一 第一種市街地再開発事業の名称 

二 施行者の氏名又は名称 

三 事務所の所在地 

四 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 

五 権利変換期日 

六 権利変換計画の認可を受けた年月日 

２ 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換

計画について令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次

に掲げる事項を公告しなければならない。 
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一 前項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を

受けた年月日 

二 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容 

三 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画につい

て令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をした年月日 

 

省令第三十二条の三（配当機関への通知） 略 

 

省令第四十条 （権限の委任） 

   法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のも

のは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。（以下、本文略） 

三 法第七十二条第一項後段（同条第四項において準用する場合を含

む。）の規定による権利変換計画の認可をすること（機構施行事業に係

るものに限る。）。 

                                                       

 

法第七十三条 （権利変換計画の内容） 

   権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次

に掲げる事項を定めなければならない。 

一 配置設計 

二 施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはその借地権又は

施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を有する

者で、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又は

施設建築物の一部等を与えられることとなるものの氏名又は名称及び

住所 

三 前号に掲げる者が施行地区内に有する同号の宅地、借地権又は建

築物及びそれらの価額 

四 第二号に掲げる者に前号に掲げる宅地、借地権又は建築物に対応

して与えられることとなる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明細及びそれらの価額の概算額 

五 第三号に掲げる宅地、借地権又は建築物について先取特権、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（以下「担保権等の登
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記」と総称する。）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 

六 前号に掲げる者が施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建

築物の一部等に関する権利の上に有することとなる権利 

七  指定宅地又はその使用収益権を有する者の氏名又は名称及び住所 

八  前号に掲げる者が有する指定宅地又はその使用収益権及びそれら

の価額 

九  第七号に掲げる者に前号に掲げる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 

十  第八号に掲げる指定宅地又はその使用収益権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 

十一  前号に掲げる者が個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上

に有することとなる権利 

十二 施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に存する建築物について

賃借権を有する者（その者が更に賃借権を設定しているときは、その

賃借権の設定を受けた者）又は施行地区内の土地（指定宅地を除く。）

に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を

受けた者で、当該賃借権に対応して、施設建築物の一部について賃借

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 

十三 前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施設建築物の

一部 

十四 施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に存する建築物について

配偶者居住権を有する者（その者が賃借権を設定している場合を除

く。）で、当該配偶者居住権に対応して、施設建築物の一部について配

偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配

偶者居住権の存続期間 

十五 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施設建

築物の一部 

十六 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 

十七 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

の概算額及び家賃以外の借家条件の概要 
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十八 第七十九条第三項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 

十九 施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはこれに存する建

築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、

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家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れらの価額 

二十 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 

二十一 第五十条の三第一項第五号又は第五十二条第二項第五号（第

五十八条第三項において準用する場合を含む。）に規定する特定事業

参加者（以下単に「特定事業参加者」という。）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 

二十二 第四号、第九号及び前二号に掲げるもののほか、施設建築敷

地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地の

明細、その帰属並びにそれらの帰属並びにそれらの管理処分の方法 

二十三 新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項 

二十四 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

地の整備工事の完了の予定時期及び施設建築物の建築工事の完了の予

定時期 

二十五 その他国土交通省令で定める事項 

２ 宅地（指定宅地を除く。）について所有権又は借地権を有する者

が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又

は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの

宅地、借地権又は建築物は、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ければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限りでない。 

一 担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者の全ての同

意があつたとき。 
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二 宅地と建築物又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係

る権利の目的となつており、かつ、それらの全ての権利の順位が、宅

地と建築物又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。 

３ 借地権の設定に係る仮登記上の権利（指定宅地に係るものを除

く。）があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、

宅地の所有者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。 

４ 宅地又は（指定宅地に存するものを除く。）に関する権利に関し

て争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないと

きは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に

属するものとして権利変換計画を定めなければならない。ただし、借

地権以外の宅地（指定宅地を除く。）を使用し、又は収益する権利の存

否が確定しない場合にあつては、その宅地の所有者に対しては、当該

権利が存しないものとして、その者に与える施設建築物の一部等を定

めなければならない。 

 

 

省令第二十七条 （権利変換計画に定めるべき事項） 

   法第七十三条第一項第二十五号の国土交通省令で定める事項は、次

に掲げるものとする。 

一 一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 

二 個別利用区内の宅地の価額の概算額 

三 法第八十八条第一項ただし書の地代の概算額及び法第九十一条第

一項の補償金（利息相当額を含む。）の支払い期日及び支払い方法 

 

省令第二十八条 （権利変換計画に関する図書） 

   法第七十三条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成

して定めなければならない。 

２ 前項の配置設計図は、第五条第三項の表に掲げる施設建築物の

各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの並び

に同表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示

したもの及び同表に掲げる公共施設の平面図とする。 
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３ 法第七十三条第一項第二号から第二十五号までに掲げる事項並

びに法第百九条の二第六項の規定により定めることとされている地上

権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別

記様式第十（法第百十条又は法第百十一条の場合においては、別記様

式第十一又は別記様式第十二）の権利変換計画書を作成して定めなけ

ればならない。 

省令第五条（設計の概要に関する図書）（抄） 
３ 第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 

図面の種類 縮尺 明示すべき事項 

施設建築物 各階平面図 五百分の一以上 縮尺、方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降

機の位置 

二面以上の

断面図 

五百分の一以上 縮尺並びに施設建築物、床及び各階の天井の高さ 

施設建築敷地 平面図 五百分の一以上 縮尺、方位、施設建築物、主要な給水施設、排水

施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、

駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消

防用水利施設の位置 

公共施設 平面図 五百分の一以上 縮尺、方位並びに公共施設の位置及び形状 

二面以上の

断面図 

五百分の一以上 縮尺並びに公共施設の構造及び現在の地盤面 

個別利用区内

の宅地 

平面図 五百分の一以上 縮尺、方位並びに個別利用区内の宅地の位置及び

形状 

 

                                      

 

法第七十四条 （権利変換計画の決定の基準） 

   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、施設建築敷地及び個別利用区内の宅

地の合理的利用を図るように定めなければならない。 

２ 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払

つて定めなければならない。 

 

                                                         

 



２０２２年 再開発スクール 

 
 

20 
 

法第七十五条  （施設建築敷地） 

権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるもの

として定めなければならない。 

２ 権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的と

する地上権が設定されるものとして定めなければならない。 

３ 第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設

建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共

用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取

得することとなる施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定め

なければならない。 

 

政令第二十六条 （施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用

部分の共有持分の割合） 

法第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建

築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用

部分の共有持分の割合は、付録第一の式によつて算出しなければなら

ない。 

 

                                                     

法第七十六条 （施設建築敷地） 

権利変換計画においては、施行地区内に宅地（指定宅地を除く。）を

有する者に対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように定め

なければならない。 

２ 二以上の施設建築敷地がある場合において、各宅地（指定宅地

を除く。）の所有者に与えられる施設建築敷地は、個別利用区以外の土

地であつて、当該第一種市街地再開発事業のうち建築敷地及び公共施

設の整備に関する事業を土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九

号）による土地区画整理事業として施行したならば、当該宅地につき

換地と定められるべき土地の属すべき施設建築敷地とする。 

３ 一の施設建築敷地について二人以上の宅地（指定宅地を除く。）

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。 
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４ 第七十一条第一項の申出をした宅地の所有者の有する宅地につ

いては、施行者をその宅地の所有者とみなして前三項の規定を適用す

る。 

 

                                                       

 

法第七十七条  （施設建築物の一部等） 

権利変換計画においては、第七十一条第一項の申出をした者を除

き、施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）について借地権を有する者

及び施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を所

有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように定めな

ければならない。組合の定款により施設建築物の一部等が与えられる

ように定められた参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様と

する。 

２ 前項前段に規定する者に対して与えられる施設建築物の一部等

は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、

地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建

築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの

者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、そ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。この場

合において、二以上の施設建築敷地があるときは、その施設建築物の

一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有

者に前条第一項及び第二項の規定により与えられることと定められる

施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。 

３ 宅地（指定宅地を除く。）の所有者である者に対しては、その者

に与えられる施設建築敷地に第八十八条第一項の規定により地上権が

設定されることによる損失の補償として施設建築物の一部等が与えら

れ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は、第一項又は前項の規定により与えら

れるように定められる施設建築物の一部等以外の部分は、施行者に帰

属するように定めなければならない。 

５ 権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を

除き、施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を

所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者（そ
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の者がさらに借家権を設定しているときは、その賃借権の設定を受け

た者）又は施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に存する建築物につ

いて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対し

ては、第一項の規定によりそれぞれ当該建築物の所有者に与えられる

こととなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定

めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申

出をしたときは、前項の規定により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、賃借権が与えられるように定めなければなら

ない。 

 

 

 

法第七十七条の二  （個別利用区内の宅地等） 

権利変換計画においては、指定宅地の所有者又はその使用収益権を

有する者に対しては、それぞれ個別利用区内の宅地又はその使用収益

権が与えられるように定めなければならない。 

２  個別利用区内の各宅地の地積は、第七十条の二第二項第三号

に規定する面積以上でなければならない。 

３  指定宅地の所有者に対して与えられる個別利用区内の宅地

は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、

利用状況その他の事情と当該指定宅地に対応して与えられることとな

る個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その

他の事情ができる限り照応し、かつ、そ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。 

４  権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるよ

うに定められる宅地以外の個別利用区内の宅地は、施行者に帰属する

ように定めなければならない。 

５  指定宅地の使用収益権を有する者に対して与えられる個別利

用区内の宅地の使用収益権は、従前の使用収益権の目的である指定宅

地の所有者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地の上に

存するものとして定めなければならない。 
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法第七十八条  （担保権等の登記に係る権利） 

施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはその借地権又は施行

地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき所有される建築物に

ついて担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画にお

いては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅

地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施

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に関する権

利の上に存するものとして定めなければならない。この場合におい

て、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与

えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件

が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転

請求権として定めなければならない。 

２ 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必

要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利に

つき、これらの者の意見をきいて、必要な定めをすることができる。 

３ 指定宅地又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権

利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に

係る権利は、その権利の目的たる指定宅地又はその使用収益権に対応

して与えられるものとして定められた個別利用区内の宅地又はその使

用収益権の上に存するものとして定めなければならない。 

 

                                                   

 

法第七十九条  （床面積が過小となる施設建築物の一部の処理） 

権利変換計画を第七十四条第一項の基準に適合させるため特別な必

要があるときは、第七十七条第二項又は第三項の規定によれば床面積

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。この場合においては、必要な限度において、これらの規

定によれば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 前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行

者が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

経て定める。この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第五

十七条第四項第一号（第五十九条第二項において準用する場合を含
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む。）に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によつて決す

る。 

３ 権利変換計画においては、前項の規定により定められた床面積

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又はその

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、第七十七条並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、

施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定めることがで

きる。 

 

 

政令第二十七条  （過小な床面積の基準） 

法第七十九条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとす

る。 

一 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上

五十平方メートル以下 

二 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分につ

いては、十平方メートル以上二十平方メートル以下 

 

                                                       

 

法第八十条  （宅地等の価額の算定基準） 

第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額

は、第七十一条第一項又は第四項（同条第五項において読み替えて適

用する場合を含む。）の規定による三十日の期間を経過した日におけ

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。 

２ 第七十六条第三項の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、前項の規定を適用

して算定した相当の価額とする。 

 

                                                    

 

法第八十一条  （施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準） 
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権利変換計画においては、第七十三条第一項第四号、第九号、第十

六号又は第十七号の概算額は、政令で定めるところにより、第一種市

街地再開発事業に要する費用及び前条第一項に規定する三十日の期間

を経過した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を基準として定めなければならない。 

 

政令第二十八条 （施設建築敷地等の価額の概算額） 

法第七十三条第一項第四号に掲げる施設建築敷地の価額の概算額

は、同項第三号、第十八号及び第十九号に掲げる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の額とを合計した

額（以下「合計価額」という。）以上であり、かつ、法第八十条第一

項に規定する三十日の期間を経過した日（以下この章及び付録第三に

おいて「基準日」という。）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

定めた当該施設建築敷地の価額（以下「敷地価額」という。）から、

当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする

地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた施設建

築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合

（以下「地上権の割合」という。）を乗じて得た額を控除した額とす

る。この場合において、合計価額が当該施設建築敷地の価額の見込額

を超えるときは、当該施設建築敷地の価額の見込額をもつて敷地価額

とする。 

２ 法第七十三条第一項第四号に掲げる施設建築敷地の共有持分の

価額の概算額は、前項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算

額に、法第七十六条第三項に規定する割合を乗じて得た額とする。 

３ 法第七十三条第一項第四号に掲げる施設建築物の一部等の価額

の概算額は、施設建築物の整備に要する費用のうち当該施設建築物の

一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建

築物の価額を参酌して定めた当該施設建築物の一部の価額の見込額を

こえない範囲内において定めた当該施設建築物の一部の価額（以下

「建築物価額」という。）に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た

額に第二十六条の規定により定めた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。この場合において、当該施設建築物の一部
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の整備に要する費用の額が当該施設建築物の一部の価額の見込額をこ

えるときは、当該施設建築物の一部の価額の見込額をもつて建築物価

額とする。 

４ 前項の施設建築物の一部の整備に要する費用は、付録第二の式

によつて算出するものとする。 

 

政令第二十六条 （施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の 

共用部分の共有持分の割合） 
法第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建

築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用

部分の共有持分の割合は、付録第一の式によつて算出しなければなら

ない。 

 

政令第二十八条の二 （個別利用区内の宅地等の価額の概算額） 

法第七十三条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地の価額の概

算額は、当該個別利用区内の宅地に係る同項第八号に掲げる指定宅地

及びその使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内の宅地の整備

に要する費用の額とを合計した額以上であり、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個別利用区内の宅地の価

額の見込額を超えない範囲内において定めた当該個別利用区内の宅地

の価額（以下この条において「宅地価額」という。）から、当該宅地

価額に基準日における近傍類似の土地の使用収益権の価額がその土地

の価額に占める割合を参酌して定めた個別利用区内の宅地の使用収益

権の価額が当該宅地価額に占める割合（次項において「使用収益権の

割合」という。）を乗じて得た額を控除した額とする。この場合にお

いて、当該合計した額が当該個別利用区内の宅地の価額の見込額を超

えるときは、当該個別利用区内の宅地の価額の見込額をもつて宅地価

額とする。 

２ 法第七十三条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地の使用収益

権の価額の概算額は、宅地価額に使用収益権の割合を乗じて得た額と

する。 

政令第二十九条 （地代の概算額） 

法第七十三条第一項第十六号に掲げる施設建築敷地の地代の概算額

は、前条第一項の規定により定めた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課及び管理事務費を加えた額と基準日にお
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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こえない範囲内において定め

なければならない。 

２ 前項の管理事務費の算出方法は、国土交通省令で定める。 

 

省令第二十九条 （管理事務費の算出方法） 

   令第二十九条第一項の管理事務費の年額は、令第二十八条第一項の

規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得

た額と公課の年額との合計額に、百分の三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。 

 

 

政令第三十条  （施設建築物の一部の標準家賃の概算額） 

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（国有資産等所在市町村交

付金を含む。）を加えたものとする。 

２ 前項の施設建築物の一部の整備に要する費用は、付録第二の式

によつて算出するものとする。 

３ 第一項の償却額を算出する場合における償却方法並びに同項の

修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び引当金の算

出方法は、国土交通省令で定める。 

 

 

省令第三十条  （令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法等） 

令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法は、施

設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用にあてられる資金の種

類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎

年元利均等に償却する方法とする。 

２ 令第三十条第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合に

あつては、前項の費用（昇降機の整備に係るものを除く。）の額に百

分の一・二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

た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三をこ
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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を加えた額

とし、昇降機を共用しない場合にあつては、前項の費用の額に百分の

一・二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。 

３ 令第三十条第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場

合にあつては、第一項の費用の額に百分の〇・五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に当該昇降機の運転に要す

る費用の年額に当該施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の

割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつ

ては、第一項の費用の額に百分の〇・五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。 

４ 令第三十条第一項の地代に相当する額は、令第二十九条の規定

により算出した地代の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た額とする。法第百十一条の場合におけ

る令第三十条第一項の地代に相当する額は、令第二十八条第一項の合

計価額に施設建築物の一部に係る施設建築敷地の共有持分の割合並び

に施設建築敷地の整備に要する費用等にあてられる資金の種類及び額

並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と令第

二十八条第一項の基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土

地の借地権の設定の対価を当該借地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た地代の見込

額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなけれ

ばならない。 

５ 法第百十一条の場合及び法第百九条の二第二項前段に規定する

場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」

とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第四十三条の三に規定す

る道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同

項後段の規定を適用する。 

６ 令第三十条第一項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、

組号または再開発会社の場合にアつては、損害保険料として必要な経

費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあつては、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十三条の二の規定により地
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方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損

害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施

行者が機構等の場合にあつては、施設建築物の一部の整備に要する費

用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める

数値を乗じて得た額とする。 

７ 令第三十条第一項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、

組合又は再開発会社の場合にあつては、損害保険料として必要な経費

の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあつては、地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号）第二百六十三条の二の規定により地方公

共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に

対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者

が機構等の場合にあつては、施設建築物の一部の整備に要する費用の

額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値

を乗じて得た額とする。 

８ 令第三十条第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための

引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当す

る額、損害保険料及び公課（国有資産等所在市町村交付金を含む。）の

年額を合計した額に百分の二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。 

                                                        

 

法第八十二条  （公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め） 

権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公

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、地方

公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公

共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者（その者が

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規

定する第一号法定受託事務（以下単に「第一号法定受託事務」とい

う。）として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、

国）に帰属するように定めなければならない。 
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法第八十三条  （権利変換計画の縦覧等） 

個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするとき

は、権利変換計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この

場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧

の時間を公告するとともに、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及び参加組合員又は特定事業参加者にこれら

の事項を通知しなければならない。 

２ 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

者及び参加組合員又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計

画について施行者に意見書を提出することができる。 

３ 施行者は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、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あると認める

ときは権利変換計画に必要な修正を加え、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 施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正

に係る部分についてさらに第一項からこの項までに規定する手続を行

なうべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なもので

あるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもつ

て足りる。 

５ 第一項から前項までの規定は、権利変換計画を変更する場合

（政令で定める軽微な変更をする場合を除く。）に準用する。 

 

 

政令第三十一条  （縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更） 

権利変換計画の修正又は変更のうち法第八十三条第四項 又は第五項

の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十三条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十二号又は

第二十三号に掲げる事項の修正又は変更 

二 法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号

までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更 

三 法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の

修正又は変更 
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四 前三号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当

該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得た

もの 

                                                        

 

法第八十四条  （審査委員及び市街地再開発審査会の関与） 

施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき（政令

で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。）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なければならな

い。この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。 

２ 前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があつた場合におい

て、その採否を決定するときに準用する。 

 

 

政令第三十二条 （審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画

の変更） 

権利変換計画の変更のうち法第八十四条第一項の政令で定める軽微

な変更は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十三条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十二号又は

第二十三号に掲げる事項の変更 

二 法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号

までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 

三 法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の

変更 

 

                                                        
 

法第八十五条  （価額についての裁決申請等） 

第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額に

ついて第八十三条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しな

い旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以

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。 

２ 前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。 
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３ 土地収用法第九十四条第三項から第八項まで、第百三十三条及び

第百三十四条の規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決及びそ

の裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において

必要な技術的読替えは、政令で定める。 

４ 第一項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴え

に対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた

施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅

地若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする。 

政令第三十三条  （価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替

え）  

法第八十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりと

する。 
読み替えるべき規

定 

読み替えられるべき字句 読み替える字句 

第九十四条第三項 前項 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第八

十五条第一項 

相手方の氏名及び住所 施行者の名称及び事務所の所在地 

事業の種類 市街地再開発事業の名称 

損失の事実 都市再開発法第七十三条第一項の権利変換計画にお

いて定められた同項第三号、第八号、第十八号又は

第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに

関する権利及びそれらの価額 

損失の補償の見積及びその

内訳 

前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関す

る権利の価額の見積り及びその内訳 

協議の経過 都市再開発法第八十三条第二項の規定により提出し

た意見書の内容及び同条第三項の規定により施行者

のした通知の内容 

第九十四条第四項 第九十四条第三項 都市再開発法第八十五条第一項 

「国土交通大臣又は都道府

県知事」 

「同条又は同条」とあるのは「同条第三項において

準用する第九十四条第三項」と、「国土交通大臣又は

都道府県知事」 

「収用委員会」 「収用委員会」と、「起業者」とあるのは「裁決申請

者」 

第九十四条第五項 相手方 施行者 

第九十四条第六項 及びその相手方 及び施行者 

損失の補償及び補償をすべ

き時期 

都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第

十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又

はこれらに関する権利の価額 

同条第五項 同条第二項中「場合において、その和解の内容が第

七章の規定に適合するときは」とあるのは「場合に

おいては」と、同条第五項 

第九十四条第八項 都市再開発法第八十五条第三項において準用する第

九十四条第八項 
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 第六十三条第三項中 第六十三条第二項中「損失の補償」とあるのは「都

市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十

八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又は

これらに関する権利の価額」と、同条第三項中「事

業の認定」とあるのは「都市再開発法による第一種

市街地再開発事業の事業計画」と、 

第九十四条第三項 都市再開発法第八十五条第三項において準用する第

九十四条第三項 

若しくはその相手方 若しくは施行者 

裁決申請者又はその相手方

（これらの者のうち起業者

である者を除く。） 

裁決申請者 

第九十四条第七項 第二項 都市再開発法第八十五条第一項 

この法律 都市再開発法 

第九十四条第八項 損失の補償及び補償をすべ

き時期 

都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第

十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又

はこれらに関する権利の価額 

損失の補償については、裁

決申請者及びその相手方 

裁決申請者及び施行者 

第百三十三条第一

項及び第二項 

損失の補償 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第

十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又

はこれらに関する権利の価額 

第百三十三条第三

項 

起業者 施行者 

土地所有者又は関係人 裁決申請者 

第百三十四条 事業の進行及び土地の収用

又は使用 

事業の進行 

 

 

政令第三十八条  （施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等） 略 

法第九十四条第五項（同条第六項において準用する場合を含む。以

下同じ。）の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の

配当機関は、同条第四項の規定により払い渡された補償金等のうち施

行者の見積金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に

掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在

地の供託所にこれを供託するものとする。 

一 略 

 

省令第三十一条 （価額についての裁決申請書の様式） 略 

 

省令第四十条 （権限の委任）（抄） 略 
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第三款 権利の変換 

法第八十六条  （権利変換の処分） 

施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又

は権利変換計画について第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更

をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、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 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによつて行な

う。 

３ 権利変換に関する処分については、行政手続法（平成五年法律第

八十八号）第三章の規定は、適用しない。 

 

 

省令第三十二条  （権利変換計画の公告事項等） 

施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を

公告しなければならない。 

一 第一種市街地再開発事業の名称 

二 施行者の氏名又は名称 

三 事務所の所在地 

四 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 

五 権利変換期日 

六 権利変換計画の認可を受けた年月日 

２ 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利

変換計画について令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたとき

は、次に掲げる事項を公告しなければならない。 

一 前項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可

を受けた年月日 

二 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容 

三 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画につ

いて令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をした年月日 

３ 法第八十六条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換

計画の認可を受けたときにあつては、第一項第一号から第四号までに

掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に

係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変
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換計画につき令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつ

ては、第一項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並び

に権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とす

る。 

 

政令第二十五条 （国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更） 

   権利変換計画の変更のうち法第七十二条第四項の政令で定める軽微

な変更は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十三条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の

変更 

二 法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号

までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 

三 法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の

変更 

四 法第七十三条第一項第二十二号に掲げる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個別利用区内の宅地の明細の変

更 

五 前各号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に

係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの 

 

省令第三十九条 （公告の方法等）（抄） 略 

 

                                                  

 

法第八十六条の二 （権利変換期日等の通知） 

   施行者は、権利変換計画若しくはその変更（権利変換期日に係るも

のに限る。以下この条において同じ。）の認可を受けたとき、又は第

七十二条第四項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、

国土交通省令で定めるところにより、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。 

 

省令第三十二条の二 （権利変換期日等の通知） 



２０２２年 再開発スクール 

 
 

36 
 

   法第八十六条の二の規定による通知は、別記様式第十三の二により

行うものとする。 

２ 法第八十六条の二の国土交通省令で定める事項は、権利変換計

画の認可を受けたときにあつては、前条第一項第一号から第四号まで

及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたと

き、又は権利変換計画につき令第二十五条各号に掲げる軽微な変更を

したときにあつては、前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二

項第三号に掲げる事項とする。 

 

政令第二十五条 （国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更） 

   権利変換計画の変更のうち法第七十二条第四項の政令で定める軽微

な変更は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十三条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の

変更 

二 法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号

までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 

三 法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の

変更 

四 法第七十三条第一項第二十二号に掲げる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個別利用区内の宅地の明細の変

更 

五 前各号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に

係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの 

 

省令第三十二条  （権利変換計画の公告事項等） 略 

 

                                                        

 

法第八十七条  （権利変換期日における権利の変換） 

施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定め

るところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合に

おいて、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別

段の定めがあるものを除き、消滅する。 
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２ 権利変換期日において、施行地区内の土地（指定宅地を除く。）

に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、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、この法律に別段の

定めがあるものを除き、消滅する。ただし、第六十六条第七項の承認

を受けないで新築された建築物及び施行地区外に移転すべき旨の第七

十一条第一項の申出があつた建築物については、この限りでない。 

 

                                       

 

法第八十八条  （権利変換期日における権利の変換） 

施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権

利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地

上権が設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後第百条第

二項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の定めるところ

に従い、施行者がその地代の概算額を支払うものとする。 

２ 施設建築物の一部は、権利変換計画において、これとあわせて

与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得

する。 

３ 第七十三条第四項の規定により宅地（指定宅地を除く。）に借地

権が存するものとして権利変換計画が定められたときは、当該借地権

を有するものとされた者が取得した施設建築物の一部等は、その取得

の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権

の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。 

４ 建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の部分若

しくは附属の建物で権利変換計画において施設建築物の共用部分と定

められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施設建築

物の共用部分の共有持分が同法第十一条第一項若しくは第十四条第一

項から第三項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画におい

て定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合

が同法第二十二条第二項本文（同条第三項において準用する場合を含

む。）の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部

分は、それぞれ同法第四条第二項、第十一条第二項若しくは第十四条

第四項又は第二十二条第二項ただし書（同条第三項において準用する

場合を含む。）の規定による規約とみなす。 
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５ 施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に存する建築物について

借家権を有していた者（その者がさらに借家権を設定していたとき

は、その借家権の設定を受けた者）は、権利変換計画の定めるところ

に従い、施設建築物の一部について借家権を取得する。 

６ 第一項の規定による地上権の設定については、地方自治法第二

百三十八条の四第一項及び国有財産法（昭和二十三年法律第七十三

号）第十八条第一項の規定は、適用しない。 

 

 

 

法第八十八条の二   
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。 

 

                                                         

 

法第八十九条  （担保権等の移行） 

施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはその借地権又は施

行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき所有される建築

物について存する担保権等の登記に係る権利は、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、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に関する権利の上に存するものとす

る。 

２ 指定宅地又はその使用収益権について存する担保権等の登記に

係る権利は、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、個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に存するものとす

る。 
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法第九十条  （権利変換の登記） 

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（不動産登

記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二十号に規定する表題

登記をいう。）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、第八十七条第二項の規定

により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 権利変換期日以後においては、施行地区内の土地及び第八十七

条第二項の規定により施行者に帰属した建築物に関しては、前二項の

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。 

 

                                                         

 

法第九十一条 （補償金等） 

施行者は、施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくは建築物又

はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、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

一部についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、

権利変換期日までに、第八十条第一項の規定により算定した相当の価

額に同項に規定する三十日の期間を経過した日から権利変換計画の認

可の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当

該権利変換計画の認可の公告の日から補償金を支払う日までの期間に

つき年六パーセントの割合により算定した利息相当額を付してこれを

支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で

定める方法によつて算定するものとする。 

２ 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第

八十五条第一項の規定による裁決をする場合において、その裁決で定

められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支払つた額
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を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決をあわ

せてしなければならない。 

一 その差額につき第八十条第一項に規定する三十日を経過した日か

ら権利変換計画の認可の公告の日までの前項に規定する物価の変動に

応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画の認可の公告の日から

権利変換期日までの間の同項に規定する利息相当額 

二 前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日

数に応じ年十四・五パーセントの割合による過怠金 

３ 土地収用法第九十四条第十項から第十二項までの規定は、前項

の裁決に関し、第八十五条第三項の規定による訴えの提起がなかつた

場合に準用する。 

 

 

政令第三十三条の二  （補償金の支払に係る修正率の算定方法） 

法第九十一条第一項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法

（平成十九年法律第五十三号）第二条第四項に規定する基幹統計であ

る小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数

のうち全国総合指数（以下「全国総合消費者物価指数」という。）及

び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結

果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数（以下単に「投資

財指数」という。）を用いて、付録第三の式により算定するものとす

る。 

                                                      

 

法第九十二条  （補償金等の供託） 

施行者は、次の各号の一に該当する場合においては、前条に規定す

る補償金（利息相当額を含む。）及び過怠金（以下「補償金等」とい

う。）の支払に代えてこれを供託することができる。 

一 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。 

二 施行者が過失がなくて補償金等を受けるべき者を確知することが

できないとき。 

三 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

とき。 



２０２２年 再開発スクール 

 
 

41 
 

四 施行者が差押え又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられ

たとき。 

２ 前項第三号の場合において、補償金等を受けるべき者の請求が

あるときは、施行者は、自己の見積り金額を払い渡し、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。 

３ 施行者は、第七十三条第四項の場合においては、権利変換計画

において存するものとされた権利に係る補償金等（併存し得ない二以

上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対す

る補償金等のうち 高額のもの）の支払に代えてこれを供託しなけれ

ばならない。 

４ 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは

買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金等を支払うと

きは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があ

つたときを除き、その補償金等を供託しなければならない。 

５ 前四項の規定による供託は、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。 

６ 施行者は、第一項から第四項までの規定による供託をしたとき

は、遅滞なく、その旨を補償金等を取得すべき者（その供託が第三項

の規定によるものであるときは、争いの当事者）に通知しなければな

らない。 

 

                                                          

 

法第九十三条  （物上代位） 

前条第四項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定

により供託された補償金等に対してその権利を行うことができる。 

 

                                                        

 

法第九十四条 （差押え又は仮差押えがある場合の措置） 

差押えに係る権利については、第九十一条第一項の規定にかかわら

ず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金

額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければ

ならない。ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売（そ
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の例による競売を含む。以下単に「競売」という。）による代金の納

付又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限

りでない。 

２～ 略 

 

政令第三十五条  （配当機関への補償金等の払渡し） 略 

省令第三十三条  （補償金等払渡通知書等の様式） 略 

政令第三十六条  （補償金等の受領の効果） 略 

政令第三十七条  （債権額の確認方法等） 略 

政令第三十八条  （施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等）略 

省令第三十四条 （令第三十八条第三項の規定による通知の手続） 略 

政令第三十九条（保全差押え等に係る補償金等の取扱い） 略 

政令第四十条  略 

                                                          

 

第四款 土地の明渡し 

法第九十五条 （占有の継続） 

権利変換期日において、第八十七条の規定により失つた権利に基づ

き施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、

第九十六条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限まで

は、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、

第六十六条の規定の適用を妨げない。 

 

 

 

法第九十五条の二  （個別利用区内の宅地の使用収益の停止） 

権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得し

た者は、第百条第一項の規定による公告があるまでは、当該宅地につ

いて使用し、又は収益することができない。ただし、前条の規定によ

り当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。 
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法第九十六条  （土地の明渡し） 

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存する物件を

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。ただし、第九十五条の規定により従前指定宅地であつた土地

を占有している者又は当該土地に存する物件を占有している者に対し

ては、第百条第一項の規定による通知をするまでは、土地の明渡しを

求めることができない。 

２ 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日

から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。 

３ 第一項の規定による明渡しの請求があつた土地又は当該土地に

（従前指定宅地であつた土地を除く。）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、第九十一条第一項又は次条第

三項の規定による支払がないときは、この限りでない。 

４ 第一項の規定による明渡しの請求があつた土地（従前指定宅地

であつた土地に限る。）又は当該土地に存する物件を占有している者

は、明渡しの期限までに、施行者に土地を引き渡し、又は物件を移転

し、若しくは除却しなければならない。ただし、次条第三項の規定に

よる支払がないときは、この限りでない。 

５ 第九十五条の規定により建築物を占有する者が施行者に当該建

築物を引き渡す場合において、当該建築物に、第六十六条第七項の承

認を受けないで改築、増築若しくは大修繕が行われ、又は物件が付加

増置された部分があるときは、第八十七条第二項の規定により当該建

築物の所有権を失つた者は、当該部分又は物件を除却して、これを取

得することができる。 

６ 第一項に規定する処分については、行政手続法第三章の規定

は、適用しない。 
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法第九十七条  （土地の明渡しに伴う損失補償） 

施行者は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の

移転により同条第一項の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。 

２ 前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第一

項の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 施行者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定によ

る補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限ま

でに前項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、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなけれ

ばならないものとし、その議決については、第七十九条第二項後段の

規定を準用する。 

４ 第二項の規定による協議が成立しないときは、施行者又は損失

を受けた者は、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定によ

る補償額の裁決を申請することができる。 

５ 第八十五条第二項及び第三項、第九十一条第二項及び第三項、

第九十二条並びに第九十三条の規定は、第二項の規定による損失の補

償について準用する。 

 

                                                          

 

法第九十八条  （土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行） 

第九十六条第三項の場合において次の各号の一に該当するときは、

市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又

は物件を移転すべき者に代わつて、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。 

一 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責

めに帰することができない理由によりその義務を履行することができ

ないとき。 

二 施行者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を

移転すべき者を確知することができないとき。 

２ 第九十六条第三項の場合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、履行して
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も十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込

みがないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政代執

行法（昭和二十三年法律第四十三号）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。 

３ 前項の場合において、都道府県知事等は、義務者及び施行者に

あらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、そ

の費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第一項の

補償金を義務者に代わつて受けることができる。 

４ 施行者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県

知事等に支払つた場合においては、この法律の適用については、施行

者が都道府県知事等に支払つた金額の限度において、前条第一項の補

償金を支払つたものとみなす。 

 

                                                          

 

法第九十九条 （費用の徴収） 

市町村長は、前条第一項の規定により土地若しくは物件を引き渡

し、又は物件を移転するに要した費用を第九十六条第三項の規定によ

り土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収す

るものとする。 

２ 前条第三項及び第四項の規定は、市町村長が前項の規定によつ

て費用を徴収する場合に準用する。 

３ 市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する前

条第三項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収する

ことが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あら

かじめ、納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納

付させるものとする。 

４ 市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定

によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金

額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督

促しなければならない。 

５ 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第三

項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国
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税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合に

おける徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとす

る。 

 

                                                          

第四款の二 施設建築物の建築等の特例 

法第九十九条の二  （施行者以外の者による施設建築物の建築） 

施行者は、施設建築物（権利変換計画において第七十三条第一項第

二号に掲げる者（施行者を除く。）がその全部を取得するように定め

られたものを除く。）の建築を他の者に行わせることができる。 

２ 前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせ

るときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建

築物の全部又は一部のうちその建築を行う者（以下「特定建築者」と

いう。）に取得させるものを定めなければならない。 

３ 第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う施設建築物

（以下「特定施設建築物」という。）の全部又は一部は、権利変換計

画の定めるところに従い、第八十八条第二項（第百十一条において読

み替えて適用する場合を含む。）、第百十条第三項及び第百十条の二

第四項の規定にかかわらず、特定建築者が取得する。 

 

                                                          

 

法第九十九条の三  （特定建築者の公募） 

施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅

協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通 

省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。 

２ 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条

件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物

の建築の工期、工事概要等に関する計画（以下「建築計画」とい

う。）及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合

し、かつ、当該第一種市街地再開発事業の目的を達成する上で も適

切な計画であるものを特定建築者としなければならない。 



２０２２年 再開発スクール 

 
 

47 
 

一 特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者で

あること。 

二 第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある

者であること。 

３ 施行者（都道府県及び市町村を除く。）は、前項の規定により

特定建築者を決定するときは、あらかじめ、機構等（市のみが設立し

た地方住宅供給公社を除く。）にあつては国土交通大臣の、個人施行

者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつ

ては都道府県知事の承認を受けなければならない。 

 

政令第四十条の二  （公募によらないで特定建築者となることができる者） 

法第九十九条の三第一項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち

同条第二項各号に掲げる条件を備えた者とする。 

一 特定一般社団法人等（特定一般社団法人等が財産を提供して設立

した一般社団法人又は一般財団法人を含む。）で住宅建設の事業を行

うもの 

二 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さ

れた株式会社で、当該特定施設建築物に係る第一種市街地再開発事業

の施行者又は施行者である組合の組合員が発行済株式の総数の二分の

一（施行者が地方公共団体である場合には四分の一）を超える株式を

所有するもの 

三 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となる施設建築物の一部の床面積の合計

の二分の一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 

 

省令第三十四条の二  （特定建築者の公募） 

法第九十九条の三第一項 （法第百十八条の二十八第二項において準

用する場合を含む。）の規定により施行者が行う特定建築者の公募

は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段により、

個人施行者、組合、再開発会社又は機構等にあつては掲示によつて行

うものとする。 

２ 施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関

等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。 



２０２２年 再開発スクール 

 
 

48 
 

 

省令第四十条  （権限の委任）（抄） 

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のも

のは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。（以下、本文

略） 

四 法第九十九条の三第三項（法第百十八条の二十八第二項において

準用する場合を含む。）の規定による特定建築者の決定の承認をする

こと（機構施行事業に係るものに限る。）。 

                                                          

 

法第九十九条の四 （建築計画等の提出） 

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、施行者に建築計画及び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。 

 

 

省令第三十四条の三 （特定施設建築物の建築計画の内容） 

法第九十九条の四（法第百十八条の二十八第二項において準用する

場合を含む。）の規定により提出すべき建築計画においては、次の各

号に掲げる事項を定めなければならない。 

一 設計の概要 

二 資金計画 

三 工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程 

四 その他施行者が必要と認める事項 

２ 前項第一号の設計の概要は、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。 

３ 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

一 特定施設建築物の設計の概要 

二 特定施設建築物の敷地の設計の概要 

４ 第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 

 

図面の種類 縮尺 明示すべき事項 
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特定施設建

築物 

各階平

面図 

五百分の一

以上 

方位、用途及び住宅の規格並びに柱、壁、開口

部、廊下、階段及び昇降機の位置 

二面以

上の断

面図 

五百分の一

以上 
特定施設建築物、床及び各階の天井の高さ 

二面以

上の立

面図 

五百分の一

以上 
開口部の位置 

特定施設建

築物の敷地 
平面図 

五百分の一

以上 

方位、特定施設建築物、主要な給水施設、排水施

設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、

駐車施設、遊び場、修景施設その他の共同施設、

通路及び消防用水利施設の位置 

 

５ 第一項第二号の資金計画は、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。 

 

 

省令第三十四条の四  （特定施設建築物の管理処分に関する計画の内容） 

法第九十九条の四（法第百十八条の二十八第二項において準用する

場合を含む。）の規定により提出すべき管理処分に関する計画におい

ては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 

一 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

のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種 

二 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

の管理処分の方法 

三 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又は譲渡する場合における譲

渡価額の予定額 

四 その他施行者が必要と認める事項 
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法第九十九条の五  （特定施設建築物の建築等） 

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、速やか

に、その旨を特定建築者に通知しなければならない。 

２ 特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて

特定施設建築物を建築しなければならない。 

３ 前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の

敷地を使用することができる。 

 

                                                          

 

法第九十九条の六  （特定施設建築物の敷地等の譲渡） 

特定建築者は、特定施設建築物の建築工事を完了したときは、速や

かに、その旨を施行者に届け出なければならない。 

２ 施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建

築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速や

かに、第九十九条の二第三項の規定により当該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の所有を目的とする地上権

又はその共有持分を譲渡しなければならない。 

 

                                                          

 

法第九十九条の七  （建築計画の変更） 

特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築すること

ができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計

画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変

更することができる。 

 

                                                          

 

法第九十九条の八  （特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置） 

施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築し

なかつた場合においては、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。 
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２ 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合にお

いては、特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物

件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡し

を求めることができる。 

３ 前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者及び特定施

設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者は、明渡し

の期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなけ

ればならない。 

４ 施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合に

おいては、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。 

５ 第九十九条の三第三項の規定は第一項の規定により同項の決定

を取り消す場合について、第九十八条第一項及び第二項並びに第九十

九条（第二項を除く。）の規定は第三項の場合について準用する。こ

の場合において、第九十八条第二項中「都道府県知事等」とあるの

は、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 

                                                          

 

法第九十九条の九  （報告、勧告等） 

施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その

適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の

提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な

勧告、助言若しくは援助をすることができる。 

                                                          

 

法第九十九条の十  （公共施設の管理者等による工事） 

施行者は、政令で定める公共施設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。 

 

 

政令第四十条の三  （管理者等が工事を行うことができる公共施設） 
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法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三条第二号

の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路、下水

道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号に規定する公共下

水道及び同条第四号に規定する流域下水道、河川法（昭和三十九年法

律第百六十七号）第三条第一項に規定する河川並びに学校教育法第二

条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育施設

とする。 

 

 

 

第五款 工事完了等に伴う措置 

 

法第百条  （工事の完了の公告等） 

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、公告する

とともに、第八十七条第一項又は第八十八条の二の規定により当該宅

地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。 

２  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、第八十八条第二項又は第五項の規

定により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。 

 

省令第三十九条  （公告の方法等）（抄） 略 

                                                          

 

法第百一条  （施設建築物に関する登記） 

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。 

２ 施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまで

の間は、他の登記をすることができない。 
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法第百二条  （借家条件の協議及び裁定） 

権利変換計画において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第七十七条第五項本文の規

定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借

家条件について協議しなければならない。 

２ 第百条第二項の規定による公告の日までに前項の規定による協

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、又は市街地再開発審査会の議決

を経て、次の各号に掲げる事項について裁定することができる。この

場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。 

一 賃借りの目的 

二 家賃の額、支払期日及び支払方法 

三 敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額 

３ 施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借りの目的

については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については

賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方

における一般の慣行を考慮して定めなければならない。 

４ 第二項の規定による裁定があつたときは、裁定の定めるところ

により、当事者間に協議が成立したものとみなす。 

５ 第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令

で定める。 

６ 第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から六十

日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。 

７ 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければ

ならない。 

 

省令第三十五条  （借家条件の裁定手続）  

法第百二条第二項（法第百十八条の二十二第二項において準用する

場合を含む。）の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十六

の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。 

２ 施行者は、裁定前に当事者の意見をきかなければならない。 

３ 裁定は、文書をもつてし、かつ、その理由を附さなければなら

ない。 
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４ 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならな

い。 

 

                                                          

 

法第百三条  （施設建築物の一部等の価額等の確定） 

施行者は、第一種市街地再開発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、政令で定める

ところにより、その確定した額及び第八十条第一項に規定する三十日

の期間を経過した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を基準として、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若しくは個別利用区内の宅地

若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築

物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により借家権が与

えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により借家権を取

得した者ごとに、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の

一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、

施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の

家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければな

らない。 

２ 前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意

がない限り、施設建築敷地について当事者の合意により定められた地

代の額とみなす。ただし、その額に不服がある者は、前項の通知を受

けた日から六十日以内に、訴えをもつてその増減を請求することがで

きる。 

３ 前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告とし

なければならない。 

 

 

政令第四十一条  （施設建築物の一部等の価額等の確定） 

法第百三条第一項の規定による施設建築敷地、その共有持分若しく

は施設建築物の一部等の価額、施設建築敷地の地代の額又は建築施設
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の部分の価額の確定は、第二十八条、第二十九条又は第四十六条の規

定の例により行なわなければならない。 

２ 法第百三条第一項の規定による施設建築物の一部の家賃の額

は、第三十条の規定の例により定めた標準家賃の額に、国土交通省令

で定めるところにより、当該施設建築物の一部について借家権を与え

られることとなる者が施行地区内の建築物について有していた借家権

の価額を考慮して、必要な補正を行なつて確定しなければならない。 

 

省令第三十六条  （標準家賃の額の確定の補正方法） 

令第四十一条第二項の標準家賃の額の補正は、令第三十条の規定の

例により定めた標準家賃の月額から、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者が施行地区内の建築物について有してい

た借家権の価額を当該借家権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引

慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却

するものとして算定した償却額を控除して行なうものとする。 

                                                          

 

法第百四条  （清算） 

前条第一項の規定により確定した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個別利用区内の宅地若しくはその使用収

益権の価額とこれを与えられた者が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、使用収益権又は建築物の価額とに差額がある

ときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しな

ければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額

と第八十八条第一項ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに

差額があるときも、同様とする。 

２ 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築

物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得す

る部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政

令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二

項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相

当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 
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政令第四十一条の二  （特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の

整備に要した費用の額の確定） 

法第百四条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部

分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定

施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する

特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものと

する。 

２ 前項の特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要

した費用の額の確定については、第二十八条第四項の規定を準用す

る。この場合において、付録第二中「その者」とあるのは「特定建築

者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。 

 

                                                          

 

法第百五条  （清算金の供託及び物上代位） 

前条第一項に規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質

権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利

の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくて

もよい旨の申出があつたときを除き、施行者は、同項の規定により交

付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。第九

十二条第五項及び第六項の規定は、この場合について準用する。 

２ 前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規

定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。 

                                                          

 

法第百六条 （清算金の徴収） 

第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めると

ころにより、利子を付して分割して徴収することができる。 

２ 個人施行者以外の施行者は、第百四条第一項の規定により徴収

すべき清算金（前項の規定により利子を付したときは、その利子を含

む。以下同じ。）を滞納する者があるときは、督促状によつて納付す

べき期限を指定して督促することができる。 

３ 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところ

により、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共
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団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年十四・五パ

ーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収すること

ができる。 

４ 第二項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限ま

でにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体又は機構

等は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞金を徴

収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権

の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

５ 延滞金は、清算金に先だつものとする。 

６ 第四十一条の規定は、組合の徴収に係る第二項の清算金及び第

三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者があ

る場合について準用する。 

７ 第五十条の十一第一項及び第二項の規定は、再開発会社の徴収

に係る第二項の清算金及び第三項の延滞金を督促状において指定した

期限までに納付しない者がある場合について準用する。 

８ 第四十二条の規定は、施行者が第二項の清算金及び第三項の延

滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二

項中「前条第一項」とあるのは、「第百六条第二項」と読み替えるも

のとする。 

 

 

政令第四十二条  （清算金の分割徴収） 

法第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合にお

いて当該清算金に付すべき利子は、その利率を年六パーセント以内で

施行者が定める率とし、第一回の納付期限の翌日から付するものとす

る。この場合において、当該利率は、施行者が、組合であるときは定

款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は独立行政法

人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社（以下「機構等」とい

う。）であるときはその施行規程で定めなければならない。 

２ 法第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合

においてその 終回の納付期限は、第一回の納付期限の翌日から起算

して、五年以内とする。ただし、当該清算金を納付する者の資力が乏

しいため当該清算金を五年以内に納付することが困難であると認めら

れるときは、十年以内とすることができる。 
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３ 法第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合

における当該清算金の分割徴収に関し必要な事項は、前二項に定める

もののほか、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社である

ときは規準で、地方公共団体又は機構等であるときはその施行規程で

定めなければならない。 

 

 

政令第四十三条 （延滞金） 

法第百六条第三項の規定により徴収することができる延滞金は、当

該督促に係る清算金の額（以下この項において「督促額」という。）

が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状におい

て指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額（百円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に年十四・五パーセ

ントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の

一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞

金の計算の基礎となる額は、その納付があつた督促額を控除した額と

する。 

２ 前項の延滞金は、その額が十円未満であるときは、徴収しない

ものとする。 

 

                                                          

 

法第百七条  （先取特権） 

第百四条第一項の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納

付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 

２ 前項の先取特権は、第百一条第一項の規定による登記の際に清

算金の予算額を登記することによつてその効力を保存する。ただし、

清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存

在しない。 

３ 第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本

文の規定に従つてした登記は、民法第三百三十八条第一項前段の規定

に従つてした登記とみなす。 
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法第百八条  （施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分） 

第一種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部

等又は個別利用区内の宅地は、次に掲げる場合を除き、公募により賃

貸し、又は譲渡しなければならない。この場合において、施行者は、

賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地が当該

第一種市街地再開発事業の目的に適合して利用されるよう十分に配慮

しなければならない。 

一 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

きない施設の用に供するため必要があるとき。 

二 施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を

有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又

は業務の用に供するため特に必要があるとき。 

三 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該

再開発会社の株主又は社員の居住又は業務の用に供するため特に必要

があるとき。 

四 施行地区が第二条の三第一項第二号又は第二項の地区内にある場

合において、当該地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する

建築物を有する者又は当該地区内の建築物について借家権を有する者

であつて、当該地区内における他の市街地再開発事業又は土地区画整

理法による土地区画整理事業、密集市街地整備法による防災街区整備

事業若しくは都市計画事業の施行に伴い当該宅地、借地権、建築物又

は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないもの

の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。 

五 その他国土交通省令で定める場合 

２ 施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第一種市街地再

開発事業により取得した施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建

築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等又は個別利用区

内の宅地の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分

に関する法令の規定は、適用しない。 

 

省令第三十六条の二  （法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合） 

法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げ

る施設の用に供するため必要である場合とする。 
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一 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、又は譲渡する住宅 

二 前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、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特に必要なもの 

 

                                                          

 

法第百九条  （第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理） 

第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、当該

公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の

管理に属する。ただし、法律又は規準、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は、それらの者の管理に属するもの

とする。 

 

                                                          

 

第五款の二 施設建築敷地内の道路等に関する特例 

法第百九条の二 (施設建築敷地内の道路に関する特例) 

都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域（地

区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の十一の規定に

より建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として

定められている区域に限る。）内における第一種市街地再開発事業そ

の他政令で定める第一種市街地再開発事業については、事業計画にお

いて、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が

存するように定めることができる。 

２ 前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又

は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合において

は、権利変換計画は、第七十五条第一項の規定にかかわらず、一個の

施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は

道路が存することとなる部分（以下この項において「一個の施設建築

物の敷地の道路部分」という。）については、それ以外の部分と別の

筆の土地となるものとして定めなければならない。この場合におい
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て、当該一個の施設建築物の敷地の道路部分は、特別の事情がない限

り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。 

３ 前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建

築敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存す

ることとなる部分（以下「施設建築敷地の道路部分」という。）に

は、第七十五条第二項に定めるもののほか、当該道路の所有を目的と

する民法第二百六十九条の二第一項の地上権が設定されるものとして

定めなければならない。 

４ 第二項前段に規定する場合においては、第八十二条の規定にか

かわらず、権利変換計画において、第一種市街地再開発事業により従

前の道路に代えて設置される新たな道路に係る前項に規定する地上権

は、従前の道路の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、

地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新た

な道路に係る同項に規定する地上権は、当該道路を管理すべき者（そ

の者が第一号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体で

あるときは、国）に帰属するように定めなければならない。 

５～ 略 

 

政令第四十三条の二 （法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業） 

法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業は、

建築基準法第四十四条（第一項第三号を除く。）の規定に適合して、

道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築

する第一種市街地再開発事業とする。 

 

政令第四十三条の三 （施設建築敷地の価額の概算額の特例）略 

 

省令第二十八条  （権利変換計画に関する図書）（抄） 略 

 

 

 

法第百九条の三  （施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例） 

都市計画施設の区域をその施行地区に含む第一種市街地再開発事業

のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で

定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間
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又は地下（いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。）に

都市高速鉄道が存するように定めることができる。 

２  前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間

又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利

変換計画は、第七十五条第一項の規定にかかわらず、一個の施設建築

物の敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存することと

なる部分（以下この項において「一個の施設建築物の敷地の都市高速

鉄道部分」という。）については、それ以外の部分と別の筆の土地と

なるものとして定めなければならない。この場合において、当該一個

の施設建築物の敷地の都市高速鉄道部分は、特別の事情がない限り、

一筆の土地となるものとして定めなければならない。 

３  前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建

築敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存することとな

る部分（以下「施設建築敷地の都市高速鉄道部分」という。）には、

第七十五条第二項に定めるもののほか、当該都市高速鉄道の所有を目

的とする民法第二百六十九条の二第一項 の地上権が設定されるものと

して定めなければならない。 

４～  略 

 

 

 

                                                          

第六款 権利変換手続の特則 

法第百十条 （施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則） 

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内

容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加

組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第七十三条第

二項から第四項まで、第七十五条から第七十七条まで、第七十七条の

二第三項から第五項まで、第七十八条、第八十条、第八十一条、第百

九条の二第二項後段、前条第二項後段及び第百十八条の三十二第一項

の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合

においては、第八十三条、第百二条、第百三条及び第百八条第一項の

規定は、適用しない。 
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２ 前項の場合における権利変換計画においては、第七十一条第一

項又は第三項の規定による申出をした者を除き、施行地区内に宅地

（指定宅地を除く。）若しくはその借地権又は施行地区内の土地（指定

宅地を除く。）に権原に基づき建築物を有する者及び当該建築物につい

て借家権を有する者（その者が更に借家権を設定しているときは、そ

の借家権の設定を受けた者）に対しては、施設建築敷地又は施設建築

物に関する権利が与えられるように定めなければならない。参加組合

員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。 

３ 第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第

八十七条から第八十九条までの規定にかかわらず、権利変換計画の定

めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件

に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業に

より建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めると

ころにより、これを取得すべき者が取得する。 

４ 前項の規定による借地権の設定については、地方自治法第二百

三十八条の四第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定は、適用し

ない。 

５ 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中

欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規

定を適用する。一部省略 

 

         〈上欄〉           〈中欄〉             〈下欄〉     

第四十条第一項、第七十

三条第一項第十八号及

び第十九号 

施設建築物の一部等 
施設建築敷地又は施設建築物

に関する権利 

第四十四条第一項 第八十八条第一項の規定

による地上権 
借地権 

又は地上権 又は借地権 

第五十条の三第一項第

五号、第二項及び第三

項、第五十条の十第一

項、第五十二条第二項第

五号、第五十六条の二第

施設建築物の一部等 
施設建築敷地若しくは施設建

築物に関する権利 
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一項、第五十八条の二第

一項 

第五十二条第二項第七

号 

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

若しくは 

施設建築敷地若しくは施設建築

物に関する権利、 

第七十三条第一項第二

号、第四号及び第六号 

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 

施設建築敷地又は施設建築物

に関する権利 

 

 

 

法第百十条の二  （指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則） 

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内

容につき、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参加組合員又は特定事業参加者の全て

の同意を得たとき（前条第一項前段に規定する場合を除く。）は、第

七十三条第二項、第三項及び第四項（指定宅地に係る部分を除

く。）、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項及び第二

項、第百九条の二第二項後段、第百九条の三第二項後段並びに第百十

八条の三十二第一項の規定によらないで、権利変換計画を定めること

ができる。この場合においては、第百二条の規定は、適用しない。 

２  前条第二項の規定は、前項の場合における権利変換計画につ

いて準用する。 

３  第一項の場合においては、権利変換計画は、前項において準

用する前条第二項前段に規定する者に対して与えられることとなる施

設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額の合計がそれらの者が

有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定め

なければならない。 

４  第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、

第八十七条第一項（指定宅地に係る部分を除く。）及び第二項、第八
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十八条並びに第八十九条第一項の規定にかかわらず、権利変換計画の

定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物

件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業

により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定める

ところにより、これを取得すべき者が取得する。 

５  前条第四項の規定は、前項の規定による借地権の設定につい

て準用する。 

６  第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表

中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの

規定を適用する。一部省略 

 

 

           (上段)                （中段）             （下段） 

第四十条第一項、第七十三条第一項第

十八号及び第十九号、第百三条の見出

し 

施設建築物の一部等 施設建築敷地又は施設建

築物に関する権利 

第四十四条第一項 第八十八条第一項の

規定による地上権 

借地権 

又は地上権 又は借地権 

第五十条の三第一項第五号、第二項及

び第三項、第五十条の十第一項、第五

十二条第二項第五号、第五十六条の二

第一項、第五十八条の二第一項、第百

八条第一項 

施設建築物の一部等 施設建築敷地若しくは施

設建築物に関する権利 

第五十二条第二項第七号 施設建築敷地若しく

はその共有持分、施

設建築物の一部等若

しくは 

施設建築敷地若しくは施

設建築物に関する権利、 

第七十三条第一項第二号、第四号及び

第六号 

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 

施設建築敷地又は施設建

築物に関する権利 

第七十三条第一項第十七号、第九十一

条第一項 

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

施設建築敷地又は施設建

築物に関する権利 
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は施設建築物の一部

についての借家権 

第七十三条第一項第二十号 施設建築敷地又はそ

の共有持分、施設建

築物の一部等及び 

施設建築敷地及び施設建

築物に関する権利並びに 

第七十三条第一項第二十三号 その他 前各号に掲げるもののほ

か、権利変換の内容その

他 

 

 

 

 

 

 

法第百十条の三  （指定宅地の権利者の全ての同意を得た場合の特則） 

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内

容につき、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（第百十条第一項前段に規定する場合を除く。）

は、第七十三条第四項（指定宅地に係る部分に限る。）、第七十七条

の二第三項から第五項まで及び第七十八条第三項の規定によらない

で、権利変換計画を定めることができる。 

２  前項の場合においては、権利変換計画は、指定宅地について

権利を有する者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地に

関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合

計を著しく超えることのないように定めなければならない。 

３  第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、

第八十七条第一項（指定宅地に係る部分に限る。）、第八十八条の二

及び第八十九条第二項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めると

ころにより、権利変換期日において指定宅地に関する権利の得喪及び

変更を生じる。 

４  第一項の場合においては、第百条第一項中「第八十七条第一

項又は第八十八条の二」とあるのは、「第百十条の三第三項」とす

る。 
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法第百十条の四  （施設建築敷地を一筆の土地としないこととする特則） 

施行者は、施行地区内の宅地の所有者の数が僅少であることその他

の特別の事情がある場合において、第七十五条第一項の規定によらな

いで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の

規定にかかわらず、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となる

ものとして権利変換計画を定めることができる。この場合において

は、第七十六条第二項及び第三項の規定は、適用しない。 

２  前項の場合における権利変換計画においては、施行地区内に

宅地（指定宅地を除く。）を有する者に対して与えられる施設建築敷

地は、それらの者が有する宅地の位置、地積、環境及び利用状況とそ

れらの者に与えられることとなる施設建築敷地の位置、地積及び環境

とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないよう

に、かつ、そ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。 

３  第一項の場合においては、第八十五条第四項中「施設建築敷地

の共有持分」とあるのは、「施設建築敷地」とする。 

 

                                                         

 

法第百十一条 （施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則） 

施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めるこ

とが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定に

かかわらず、施設建築敷地に地上権（第百九条の二第三項及び第百九

条の三第三項に規定する地上権を除く。）が設定されないものとして

権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第七十六

条、第七十七条第二項後段及び第三項並びに第八十八条第一項の規定

は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、

同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。一部

省略 
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            〈上欄〉                〈中欄〉        〈下欄〉     

第四十条第一項、第七十三条第一項第十

八号及び第十九号並びに第四項ただし

書、第七十七条の見出し、同条第一項、第

二項前段及び第四項、第七十九条第三

項、第八十八条第三項、第百二条第一

項、第百三条の見出し、第百八条の見出

し、同条第一項 

施設建築物の一部

等 
建築施設の部分 

第五十条の三第一項第五号、第二項及び

第三項、第五十条の十第一項、第五十二

条第二項第五号、第五十六条の二第一

項、第五十八条の二第一項 

施設建築物の一部

等又は建築施設の

部分 

建築施設の部分 

第七十三条第一項第二号、第四号及び第

六号、第七十八条第一項、第八十九条第

一項、第百三条第一項、第百四条第一項 

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 

建築施設の部分 

第七十三条第一項第十七号、第九十一条

第一項 

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 

建築施設の部分 

第七十三条第一項第二十号 

施設建築敷地又は

その共有持分、施

設建築物の一部等 

建築施設の部分 

第七十五条第三項、第八十八条第四項 

施設建築物の所有

を目的とする地上

権 

施設建築敷地 

第七十七条第一項 借地権 所有権又は借地権 

第七十九条第一項 第二項又は第三項 第二項前段 

第八十一条 
、第十四号又は第

十五号 
又は第十五号 

第八十五条第四項 

施設建築敷地の共

有持分、施設建築

物の一部等 

建築施設の部分 
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政令第四十五条 （権利変換手続の特則） 

法第百十一条の場合においては、第二十五条第四号中「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」とあるのは「建築

施設の部分」と、第二十六条（見出しを含む。）中「施設建築物の所

有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有

を目的とする地上権（以下「地上権」という。）」とあるのは「施設

建築敷地」と、付録第一項中「地上権にあつては、当該地上権の設定

された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施

設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる

施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地

の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得す

ることとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替え

て、これらの規定を適用する。 

 

 

政令第四十六条 （権利変換手続の特則） 

法第百十一条の場合においては、法第七十三条第一項第四号に掲げ

る建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と施設建築物の整備に

要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費

用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び

近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該建築施設の部分の価額

の見込額をこえない範囲内において定めなければならない。ただし、

当該建築施設の部分に要する費用の額が当該建築施設の部分の価額の

見込額をこえるときは、当該建築施設の部分の価額の見込額とする。 

２ 前項の建築施設の部分に要する費用は、付録第四の式によつて

算出するものとする。 

３ 法第百十一条の場合及び法第百九条の二第二項前段に規定する

場合のいずれにも該当する場合においては、法第七十三条第一項第四

号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前二項の規定にかかわ

らず、前二項の規定により定めた額から、法第百九条の二第三項に規

定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割

合及び道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額とする。 
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省令第二十八条  （権利変換計画に関する図書）（抄）略 

 

 

第三節 個人施行者等の事業の代行 

法第百十二条  （事業代行開始の決定） 

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現況その他の事情により個人施行者、組

合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合におい

て、第百二十四条第三項、第百二十四条の二から第百二十五条の二ま

での規定による監督処分によつては個人施行者、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。 

 

                                                          

 

法第百十三条  （事業代行開始の公告） 

都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したとき

は、個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社の名

称、個人施行者、組合又は再開発会社の事業が事業代行者により代行

される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日その

他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 

 

省令第三十七条 （事業代行開始の公告事項） 

法第百十三条（法第百十八条の三十第二項において準用する場合を

含む。）の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由

とする。 

 

 

省令第三十九条 （公告の方法等）（抄）略  
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法第百十四条 （事業代行者） 

事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、個

人施行者、組合又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議

して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。 

 

                                                          

 

法第百十五条 （事業代行開始の効果） 

事業代行開始の公告があつたときは、個人施行者の事業にあつては

業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、

組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社の代表、業

務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、事業代行終了の公

告があるまでの間、事業代行者に専属する。 

 

                                                          

 

法第百十六条  （法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例） 

事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団

体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一

年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告

の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。 

 

                                                          

 

法第百十七条  （事業代行終了の公告等） 

事業代行者は、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困

難となるおそれがなくなつたとき、又は第百一条第一項の規定による

登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を

公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければ

ならない。 

２ 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、事業代行終了の

旨を公告しなければならない。 
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３ 個人施行者、組合又は再開発会社は、事業代行終了の公告後遅

滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業

代行者であつた者の承認を求めなければならない。 

 

省令第三十九条 （公告の方法等） 略 

                                                          

 

法第百十八条 （先取特権） 略 

 

第四章 第⼆種市街地再開発事業 

第四章の⼆ ⼟地区画整理事業との⼀体的施⾏に関する特則 

 

第百十八条の三十一（土地区画整理事業との一体的施行に関する特則）  

土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定され

た土地（同法第八十七条第一項又は第二項に規定する換地計画に基づ

き換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において

「特定仮換地」という。）を含む土地の区域においては、当該特定仮

換地に対応する従前の宅地に関する権利を施行地区又は施行地区とな

るべき区域内の土地に関する権利とみなし、これを施行地区又は施行

地区となるべき区域内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代

えて、市街地再開発事業を施行するものとする。 

２ 前項の場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関する

権利の価額若しくはその概算額又は見積額を定めるときは、当該権利

が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。 

３ 前二項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読

替えは、政令で定める。 
 

第百十八条の三十二 （土地区画整理事業との一体的施行に関する特則）  

前条の規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合において

は、権利変換計画において、一個の施設建築物に係る特定仮換地以外

の施設建築敷地及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従

前の宅地に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ご
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とにそれぞれ等しくなるよう定めなければならない。この場合におい

ては、第七十五条第一項の規定は、適用しない。 

２ 前項の場合における第九十条第一項の規定の適用については、同

項中「従前の土地の表示の登記の抹まつ消及び新たな土地の表示の登

記」とあるのは、「特定仮換地以外の土地につい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（不動産登記法（平成十

六年法律第百二十三号）第二条第二十号に規定する表題登記をい

う。）又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従

前の宅地については権利変換手続開始の登記の抹消」とする。 

３ 第一項の規定は、第二種市街地再開発事業の管理処分計画につい

て準用する。この場合において、同項中「所有権及び地上権」とある

のは「所有権」と、「第七十五条第一項」とあるのは「第百十八条の

十において準用する第七十五条第一項」と読み替えるものとする。 
 

第五〜七章 略 

第⼋章 雑則 

 

第百三十一条（土地の分割及び合併） 

 施行者は、第一種市街地再開発事業の施行のために必要があると

きは、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができ

る。 

２ 施行者は、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわ

たる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をす

るときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならな

い。 
 

                                                          

 

法第百三十三条 （建物の区分所有等に関する法律の特例等） 

施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷

地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約

を定めることができる。この場合において、施行者（都道府県及び市
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町村を除く。）は、政令で定めるところにより、その管理規約につい

て、機構等（市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）にあつて

は国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立

した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければ

ならない。 

２ 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第三十条第

一項の規約とみなす。 

 

政令第四十八条 （管理規約の縦覧等） 

施行者は、法第百三十三条第一項の規定により管理規約を定めよう

とするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならな

い。この場合においては、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するとともに、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にこれらの事項を通知し

なければならない。 

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。 

 

 

政令第四十九条 （管理規約の縦覧等） 

施行者は、法第百三十三条第一項の認可を申請しようとするとき

は、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣

又は都道府県知事に提出しなければならない。 

 

省令第四十条 （権限の委任） 略 

                                                          

 

付録第一  略 

付録第二  略 

付録第三  略 

付録第四  略 
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付録第五  略 

付録第六  略 

 


