
再開発法プランナー合格講座

実技Ⅲ その他関連法（事業法系）

１．土地区画整理法

２．密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律

３．マンションの建替え等の円滑化に関する法
律
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１．土地区画整理法

１－１．土地区画整理事業のしくみ

○土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公
共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地
の利用の増進を図る事業。

○公共施設が不十分な区域では、地権者からその
権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい
（減歩）、この土地を道路・公園などの公共用
地が増える分に充てる他、その一部を売却し事
業資金の一部に充てる事業制度。

（公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事
業資金に充てるのが保留地減歩）
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○事業資金は、保留地処分金の他、公共側から
支出される都市計画道路や公共施設等の整備費
（用地費分を含む）に相当する資金から構成さ
れる。これらの資金を財源に、公共施設の工事、
宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。

○地権者においては、土地区画整理事業後の宅
地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市
計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地
の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地
が得られる。
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5

地元住民とのまちづくり案の検討

都市計画決定

施行規程・定款・事業計画の決定

土地区画整理事業の流れ

土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定
※個人・組合・会社施行についても、都市計画事業の場合に
は、都市計画決定手続を要する。

施行規程：施行者、権利者が準拠すべき規則
※組合施行の場合、定款・事業計画：施行地区、設計の概要、
事業施行期間、資金計画

土地区画整理審議会・総会の設置

審議会：施行地区内の地権者の代表として選挙により委員選
出換地計画、仮換地指定等について議決
※組合施行の場合、組合員の総会が議決

仮換地指定
将来換地とされる土地の位置、範囲を指定
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建物移転補償 工事

換地処分

土地・建物の登記

清算金の徴収・交付

事業の完了

・仮換地の指定を受け、建物移転を実施
・道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施

・施行者が土地、建物の変更に伴う登記をまとめて実施

・換地について各地権者間の不均衡是正のため、金銭によ
り清算
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施行者１

土地区画整理事業を施行する者（施行者）は、以下の通
り法定されている。
・民間の施行
①個人施行者
宅地について所有権若しくは借地権を有する者。また
は、 宅地について所有権若しくは借地権を有する者
の同意を得た者 。

②土地区画整理組合・前倒し組合
発起人：土地所有者または借地権者7人以上からなる。
定款・事業計画 または 定款・事業基本方針
③土地区画整理会社は、地権者と民間事業者が共同で
設立する、土地区画整理事業の施行を主たる目的とし
た株式会社。
①〜③は、市街化調整区域においても、施行が可能。
（非都市計画事業として） 8



施行者２

・公的施行
④都道府県及び市町村
・市街化調整区域においても、施行が可能。（自治体主
体の事業として）

⑤国土交通大臣
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に
重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他
特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、
国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて
施行することが必要であると認められるものについては
自ら施行することができる。

⑥都市再生機構、地方住宅供給公社
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換地計画１

施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うた
め、換地計画において以下の事項を定めなければならな
い。施行者が個人施行者・組合・区画整理会社・市町村
または機構等の場合は、その換地計画について都道府県

知事の認可を受けなければならない。
・換地設計
換地を定める場合は、換地と従前の宅地の位置、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（換地照応の原則）。
この照応とは、各諸事情を総合勘案して、換地とその従前地が大体
同一条件にあり、換地相互が概ね公平に定められることをいうもの
と解釈されており、全くの同一条件で換地するという意味ではない。
ここから、照応していれば地積が減少することもあり得るところか
ら、土地区画整理法上の明文の規定は無くとも減歩を課すことは可
能とされている。
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換地計画２

・各筆換地明細
・各筆各権利別精算金明細
精算金は、従前の宅地と換地の不均衡を精算する金銭をいう。宅地
の所有者の申出または同意があった場合には、換地計画において、
その宅地の全部または一部について換地を定めないことができる。
換地を定める際に、計算上の換地面積（権利地積）どおりに換地を
過不足なく配置することは技術的にはまず不可能であり、換地相互
に多少の不均衡が生じる。その不均衡の是正は、実際に換地した土
地の評価と計算上交付すべき土地の評価の差を金額換算した精算金
の徴収または交付あるいは相殺によって行われる。

・保留地その他の特別の定をする土地の明細
保留地は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地とし
て定めない一定の土地をいう。民間施行者においては、規約・定款
等で定める目的のために保留地を設けることもできる。
・その他国土交通省令で定める事項
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減歩

道路、公園などの公共施設の整備のために必要な公共
用地と、事業費を生み出すために必要な保留地は、地権

者から土地の一部を提供させることにより確保する。
これにより土地が減少する事を減歩（げんぶ）と呼ぶ
（ただし土地区画整理法には、照応の原則を定めるのみ
で、減歩という用語自体は無い）。
減歩には、公共用地のための減歩（公共減歩）、保留

地のための減歩（保留地減歩）があり、両者を合計した
ものを合算減歩と呼ぶ。土地収用の場合と異なり、減歩
そのものに対する金銭による補償はない（精算金・減価
補償金は減歩そのものに対するものではない）。これは、
事業のために減歩を課されて土地の評価（土地の経済的
価値ではなく施行者が算出した評価点）が地積の減少し
たぶん下がっても、事業の完成による「土地利用の増
進」があるので、結果としては事業前と同じ評価となっ
て財産権を侵害しないという考え方による。
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仮換地の指定１

施行者は、換地処分を行う前において、工事または換
地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区
内の宅地について仮換地を指定することができる。

仮換地を指定しようとする場合、個人施行者は従前の
宅地および仮換地となるべき宅地の所有者およびその他
の使用・収益権者の同意を得なければならない。組合は
総会等の同意を得なければならない。その他の施行者は
土地区画整理審議会の意見を聴く必要がある。仮換地の
指定は、その仮換地となるべき土地の所有者・従前の宅
地の所有者に対し、仮換地の位置・地積・指定の効力発
生日を通知して行う。
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仮換地の指定２

仮換地が指定された場合、従前の土地の使用・収益権
者は、換地処分の公告があるまで仮換地の使用・収益が
できるようになり、従前の土地の使用・収益権を失う。

しかし、この時点では従前の宅地の所有権を失うわけ
ではなく、換地処分の公告がある日までは施行者が管理
する。ここでいう「使用・収益権者」については、地上
権・永小作権・賃借権・質権は含まれるが抵当権は含ま
れない。施行者は必要があると認めるときは、仮精算金
を徴収または交付することができる。
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換地処分１

土地区画整理事業によって、従前の宅地を新しい土地
に換えることを換地処分という。換地処分は、関係権利
者に換地計画において定められた関係事項を通知してす
るものとする。そのうえで、都道府県知事（または国土
交通大臣）が公告をおこなう。

換地処分は、別段の定めがある場合を除き、換地計画
に係る区域の全部について工事完了後遅滞なく行わなけ
ればならない。公告の日の終了時において、仮換地の指
定の効力、建築行為等の制限、換地を定めなかった従前
の宅地に存する権利、事業の施行により行使の利益がな
くなった地役権は消滅する。
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換地処分２

換地計画において定められた換地はその公告があった
日の翌日から、従前の宅地とみなされ、所有権等が移転
し、精算金が確定する。また、保留地を施行者が取得し
（換地計画において取得希望者に所有権を帰属させる旨
の定めはできない）、土地区画整理事業の施行により設
置された公共施設が、別段の定めのない限りその所在す
る市町村の管理に属する。
施行者は、換地処分の公告があった場合にはすぐにそ

の旨を、換地計画区域を管轄する登記所に通知しなけれ
ばならない。また施行者は、事業の施行によって、施行
区域内の土地や建物に変動があったときは遅滞なく、そ
の変動に係る登記を申請または嘱託しなければならない。

公告後であっても、この変動の登記をするまでは、原則
として施行区域内の土地や建物について他の登記をする
ことはできない。 16



再開発事業と区画整理事業の一体的施行１

一体的施行とは、「区画整理事業」の特定仮換地上で市
街地再開発事業を施行する事業手法をいい、平成 11年の
両法律の改正により制度化されたものである。
ここで「特定仮換地」（本換地として確定される仮換地）

とは、 再開発の施行区域として定められた土地を、区画整
理の事業計画で市街地再開発事業区（以下この節で「再開
発区」という。） と定め、再開発区への換地申出を受けて、
再開発区に仮換地されることをいう
（都再法第118条の31) 。

区画整理の施行地区内での再開発の施行は、一体的施行制度以前にも全国で
50 例ほどの実績があり、昭和47年以降は 「土地区画整理事業・市街地再開
発事業同時施行要領 （案）」［昭和47年］に準拠して実施されてきた （一体
的施行以前の事業を以下この節で「同時施行」という。）。
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再開発事業と区画整理事業の一体的施行２

一体的施行の制度化によって、同時施行での全員同意要
件等の諸課題が改善された（下記①〜⑤) 。
一体的施行が制度化されたとはいえ、通常の仮換地を受け
た地権者同士が協議し て、仮換地を受けた街区等で再開
発を行うなど、同時施行として再開発を実施することも可
能である。

①市街地再開発事業区への特定仮換地には照応の原則が適用さ
れない。
②特定仮換地を受ける場合の関係権利者同意の範囲が明確に
なった。
③都再法 70 条、90 条登記が再開発事業施行地区外の特定仮
換地の従前地にも可能になった。
④区画整理事業と再開発事業の施行者の補償対象が明確化され
た。
⑤両事業の清算の独立性が明確化された。 18



再開発事業と区画整理事業の一体的施行３
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演習問題 H30

[No.12]土地区画整理事業に関する記述で、正しいものは次のうちど

れか。
1.土地区画整理事業を都市計画事業によらず施行できるのは、個人施行
の場合に限られる。

2.当初、定款及び事業基本方針を定めて設立された組合は、別途認可を
受けて事業計画を定める必要はない。

3.土地区画整理組合を設立しようとする者は、定款及び事業計画又は事
業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者と借地

権者の合計人数の3分の2以上の同意と合計地積の3分の2以上の同意を
得れば、設立認可の申請をすることができる。

4.未登記の借地権を有する者は、その借地権の種類及び内容を申告しな
ければならないが、その申告がない借地権は、土地区画整理組合の設立
認可申請に必要となる宅地の所有者及び借地権者の同意に際しては存し
ないものとみなされる。
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演習問題 H30

(解答)４
[No.12解説]

1．× 都市計画事業によらず施行できるのは、個人施行、組合施行、

会社施行の場合である。(土地区画整理法第3条第1〜3項及び第3条の４
参照)

2．× 事業計画の認可申請が必要。(同法第14条第3項参照)

3．× 宅地の所有者と借地権者の合計ではなく、それぞれの合計の3
分の2以上の同意が必要。(同法第18条参照)

4．○ 設問の通りである。(同法第19条第4項参照)
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演習問題 H28

[No.12]土地区画整理法に規定する土地区画整理事業に関する記述で、

誤っているものは次のうちどれか。

1.土地区画整理組合を設立しようとする者は、7 人以上共同して、定款
及び事業計画又は事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府
県知事（地方自治法の指定都市等においては指定都市等の長）の認可を
受けなければならない。

2.土地区画整理組合の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画
又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について

所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有す
るすべての者のそれぞれの4分の3以上の同意を得なければならない。

3.市町村が施行する土地区画整理事業における換地計画では、換地又は
借地権の目的となるべき宅地のかわりに、施行者が処分する権限を有す
る建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように
定めることができる。

4.施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有しない民間の不動産

会社は、土地区画整理事業の参加組合員になることができない。
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演習問題 H28

(解答)2
[No.12解説]
1．○ 設問の通りである。(土地区画整理法第14条第1項、第2項、第136条の3参照)
2．× 土地区画整理組合の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基
本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及
びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意
を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の
地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の宅地の地積との合計が、
その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となっている宅地の総地積との合計の三分の二
以上でなければならない。よって４分の３以上という記述は誤り。(土地区画整理法第18
条、参照)
3．○ 設問の通りである。(土地区画整理法第93条第1項、参照)
4．○ 設問の通りである。(土地区画整理法第25条の2、同法施行令第68条の2 参照)
・土地区画整理法 （参加組合員）
（組合員）
第二十五条 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべ
てその組合の組合員とする。
（参加組合員）
第二十五条の二 前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める
者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、
参加組合員として、組合の組合員となる。

・同上施行令 （参加組合員）
第六十八条の二 法第二十五条の二 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地方公共団体
二 特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資金額の全額を出資しているもの（法人税法 （昭和四
十年法律第三十四号）別表第一に掲げる公共法人に限る。）
三 地方公共団体が基本財産たる財産の全部を拠出している一般財団法人で、宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事
業を行うもの
。
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演習問題 H2７

[No.10]組合施行の土地区画整理事業に関する記述で、正しいものは

次のうちどれか。27-10

1.組合施行の土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行され
る。

2.土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画決定に先立って
組合を設立する必要があるときは、5人以上共同して、定款及び事業基
本方針を定めて、設立の認可を申請しなければならない。

3.土地区画整理組合を設立しようとする者は、定款及び事業計画又は事
業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地の所有権者及び
借地権者の合計の人数の3分の2以上の同意を得れば、設立認可を申請
することができる。

4.施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者
は、区域の公告日から1ヶ月以内に、その借地権の種類及び内容を申告
しなければならない。
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演習問題 H2７

[No.10]27-10 正解4

1.× 土地区画整理法第3条第2項より、組合施行の土地区画整理事業は
施行区域（市街地開発事業の都市計画決定がされた範囲）でなくとも施

行できる。

2.× 土地区画整理法第14条第2項より、7人以上共同して認可を申請
しなければならない。

3.× 土地区画整理法第18条より、同意人数だけではなく、宅地・借地
面積の合計の2／3以上の同意が必要である。（再開発事業と同じ）。

4.○ 土地区画整理法第19条第3項

26



２．密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律

・目的

密集市街地について計画的な再開発又は開発整備によ
る防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずる
ことにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土
地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に
寄与することを目的とする。

27

防災街区整備事業の特徴（市街地再開発事業との違い）
※不燃公社パンフレットの抜粋

再開発事業の場合
・高度利用が前提となっている。
→「高度利用地区」の指定を要する
♦高度利用地区の指定要件（東京都指定方針）
・道路：原則として幅員１２ｍ以上の道路に接道
・規模：原則として概ね０．５ha以上
・境界：原則として道路、河川等

防災街区整備事業の場合
・必ずしも高度利用を要さない。
・道路：必ずしも広幅員道路への接道を要さない（原則６ｍ以上）
→狭隘道路が多い住宅密集地でも施行可能
・規模：原則なし
→小規模な地域で施行可能
・境界：筆界も可能
→スポット的に柔軟な区域設定が可能 28



どんな場所で活用できるか（※不燃公社パンフレットの抜粋）

○特定防災街区整備地区の特徴
・街区全体を指定することを要さない（筆界で区域設定可能）

・都市計画に定める内容：敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最
低限度 など

①「特定防災街区整備地区」及び「防災街区整備地区計画」
の区域内にあること

○防災街区整備地区計画の特徴
・地区計画であるため、「方針」を定め、「地区整備計画」を作成する。

・「特定建築物地区整備計画」で定める内容は、構造に関する防火上必要な制限、間口率
の最低限度、高さの最低限度、壁面後退区域における工作物設置の制限 など

・「防災街区整備地区整備計画」で定める内容は、建物に関する規定以外のほか、道路等
の地区施設の配置、規模や土地の利用に関することなどを定める。

②耐火建築物（旧耐震を除く）と準耐火建築物の述べ面積が
１／３以下であること

③建築基準法または上記地区計画等に不適合な建築物の数ま
たは建築面積の合計が１／２以上であること など

29

２－１．防災街区整備地区計画

防災街区整備地区計画は、地区の防災性の向上を目的と
する地区計画制度である。

＜区域＞

・特定防災機能を果たす公共施設がない

・特定防災機能に支障をきたしている

・用途地域が定められている

＜都市計画に定める事項＞

・名称、位置、区域等 ・目標、整備に関する方針

・地区防災施設の区域（このうち特定地区防災施設を定め
る場合はその区域と特定建築物地区整備計画）

・防災街区整備地区整備計画（必要に応じて定める）

30



○特定防災機能…火事または地震が発生した場合において、
延焼防止上及び避難上確保されるべき機能

○地区防災施設…特定防災機能を確保するために整備されるべ
き主要な道路、公園その他

○特定地区防災施設…地区防災施設のうち建築物その他工作物
と一体となって当該特定防災機能を確保するために整備され
るべきもの

○特定建築物地区整備計画…当該特定地区防災施設の区域及び
当該建築物等の整備に関する計画

○防災街区整備地区整備計画…地区防災施設の区域以外の防災
街区整備地区計画の区域について定める計画

31
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２－２．特定防災街区整備地区制度

・密集市街地について、延焼防止効果をより高め
るため建築物の防災性能や敷地の広さに関する制
限等を定めて、建築物の個別建替えを適切に誘導
する。

・道路、公園等の防災公共施設の周辺については、
火炎が大きく周辺に広がらない街の形成を図ると
同時に、避難路や避難地としての機能を高めるた
めに、 セットバックされた一定の高さや一定の規
模の建築物を誘導する。

33

２－２．特定防災街区整備地区に関する都市計画に
は、次に掲げる事項を定めるものとする。

一建築物の敷地面積の最低限度

二特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な
利用を図るため必要な場合にあっては、壁面の位
置の制限

三防災街区整備方針に即して防災都市計画施設と一
体となって特定防災機能を確保する建築物を整備
するため必要な場合にあっては、建築物の防災都
市計画施設に係る間口率（建築物の防災都市計画
施設に面する部分の長さの敷地の防災都市計画施
設に接する部分の長さに対する割合をいう。）の
最低限度及び建築物の高さの最低限度

34



35

２－３．防災街区整備事業

（１）仕組み

建築物の権利変換による土地・建物の共同化を基本としつ
つ、 例外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強
力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除却し、
防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う。

36



防災街区整備事業の流れイメージ（組合施行）

権利者のメリット
・権利変換方式により、権利が保全されながら不燃化された建築物を取得することができる。
・工事期間中の仮住まい費用など、補償を受けることができる。
・補助や税制特例などさまざまな助成策が活用できる。
・地区内の道路拡幅や空地の整備が可能となり、防災性などの住環境が向上する。

37

整備イメージ１（関原一丁目中央地区防災街区整備事業）

38



整備イメージ２（中延二丁目旧同潤会地区防災街区整備事業）

39

(2)施行者

［1］ 防災街区整備事業組合

施行区域内の宅地の所有者又は借地権者が、5 人以上共
同して一定の条件を満たした場合に組合が設立できます。

［2］ 個人施行者

施行区域内の宅地の所有者又は借地権者、または、これ
らの同意を得た者は、一人又は数人で共同して施行者とな
ることができます。なお、個人施行においては、必ずしも
施行区域内の権利者全員が施行者になる必要はなく、また、
事業の都市計画決定がなくても施行可能です。

［3］ 事業会社

事業会社は、防災街区整備事業の施行を主たる目的とす
る株式会社です。 なお、議決権の過半を有する所有者又は
借地権者及びこれらの株式会社が、施行区域内の宅地と借
地について 2/3 以上を保有することが必要です。

40



［4］ 地方公共団体・都市再生機構

地方公共団体・都市再生機構は、施行者になることがで
きます。

［5］ 地方住宅供給公社

地方住宅供給公社は、住宅の建設と併せて防災街区整備
事業を施行する必要があると国土交通大臣（市のみが設立
した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事）が認め
る場合に、施行者になることができます。

(3)事業の法定施行要件

密集市街地内で、以下の条件を満たす区域

１)特定防災街区整備地区または防災街区整備地区計画のう
ち一定の制限が定められた区域

2）耐火、準耐火建築物の割合が1/3以下

3）不適合建築物の割合が1/2以上

4）土地利用状況が不健全

5）特定防災機能の効果的確保に貢献
41

（４）事業計画に定めるもの 「個別利用区」

第百二十四条（事業計画）

事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、
施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び
工区）、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めな
ければならない。

２ 事業計画においては、国土交通省令で定めるところに
より、防災施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土
地の区域（以下「個別利用区」という。）を定めることが
できる。

「個別利用区の大きさ」

（個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積）第三十四条 法第二百二条第

二項第二号 の政令で定める面積は、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは
防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度
の数値又は百平方メートルのうち、いずれか大きい数値（公衆便所、巡査派出所その他こ
れらに類する施設で公益上必要なものの用に供する宅地にあっては、当該数値を超えない
範囲内で施行者が別に定める数値）とする。 42



演習問題 H2３

[No.14]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の

規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画において定める事項
として、誤っているものは次のうちどれか。

1.地域地区の種類、位置及び区域

2.建築物の敷地面積の最低限度

3.特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要
な場合にあっては、壁面の位置の制限

4.特定防災機能の確保のため必要な場合にあっては、建築物の高さの最
高限度

43

演習問題 H2３

[No.14]
正解4
1.〇 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第31条第
3項、都市計画法第8条第3項第一号。設問の通り。

2.〇 同法第31条第3項、都市計画法第8条第3項第一号。設問の通り。

3.〇 同法第31条第3項第二号。設問の通り。

4.× 同法第31条第3項第三号より、建物高さの最低限度を定める。

44



演習問題 H2５

[No.15]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に

基づく防災街区整備事業の施行地区又は施行区域の要件として、誤って
いるものは次のうちどれか。

1.特定防災街区整備地区、あるいは防災街区整備地区計画の区域のうち、
一定の制限が定められた区域内であること。

2.区域内の耐火建築物又は準耐火建築物の延べ面積の合計が、全体のお
おむね3分の1以下であること。

3.区域内の建築基準法の規定等に適合しない建築物の数又は建築面積の
合計が、全体の3分の1以下であること。

4.区域内に十分な公共施設が整備されていないこと、土地の利用が細分
化されている等により、土地の利用状況が不完全であること。

45

演習問題 H2５

[No.15]25-15
正解3
1.○ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条
第1項第一号。設問の通り。

2.○ 同法第118条第1項第ニ号。設問の通り。

3.× 同法第118条第1項第三号、同施行令第23条より、不適格建築物
の数又は建築面積の合計が、全体の2分の1以下でなくてはならない。

4.○ 同法第118条第1項第四号。設問の通り。
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演習問題 H2２

[No.14]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に

規定する防災街区整備事業の施行者についての記述で、誤っているもの
は次のうちどれか。

1.地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構は、都市計画事業として
防災街区整備事業を施行することができる。

2.防災街区整備事業組合は、都市計画事業として防災街区整備事業を施
行することができる。

3.都道府県が設立した地方住宅供給公社は、その住宅の建設と併せて防
災街区の整備を行うための防災街区整備事業を施行する必要があると国
土交通大臣が認めるときは、都市計画事業として当該防災街区整備事業
を施行することができる。

4.施行区域となるべき土地の区域内の宅地の所有者は、1人では当該宅
地について防災街区整備事業を施行することはできない。

47

演習問題 H2２

[No.14]22-14
正解4
1.〇 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条
第5項。設問の通り。

2.〇 同法第119条第2項。設問の通り。

3.〇 同法第119条第6項。設問の通り。

4.× 同法第119条第1項。施行区域となるべき土地の区域内の宅地所
有者若しくは借地権者の同意を得れば、１人でも施行できる。
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演習問題 H2６

[No.14]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」

（以下「密集法」という。）に規定する防災街区整備事業の施行者に関
する記述で、正しいものは次のうちどれか。

1.事業会社が施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行で
きない。

2.防災街区整備事業を施行する事業会社は、基準において特定事業参加
者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者
を公募しなければならない。

3.地方公共団体が防災街区整備事業を施行する場合、その地方公共団体
に防災街区整備審査会を必ずしも設置する必要はない。

4.施行区域となるべき土地の区域内の宅地の所有者は、一人では当該宅
地について防災街区整備事業を施行することはできない。

49

演習問題 H2６

[No.14]
正解2
1.× 密集法第119条第3項より、事業会社は都市計画事業しか施行で
きない。

2.○ 密集法第166条第2項。「事業会社は、規準において前項第五号
の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、
特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべ
き区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当
該区域内の建築物の借家権者（借家権を有する者をいう。以下同じ。）
が、事業会社が取得することとなる防災施設建築物の一部等をその居住
又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これ
らの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定

めようとするときは、この限りでない。」

3.× 密集法第187条第1項より、地方公共団体に防災街区整備審査会
を必ず設置する。

4.× 密集法第119条第1項より個人施行は1人でも可能である。
50



演習問題 H2４

[No.15]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」

（以下、「密集法」という。）に基づく防災街区整備方針等に関する記
述で、誤っているものは次のうちどれか。

1.市街化区域内においては、密集市街地区内の各街区について防災街区
として整備を図るため、防災街区整備方針を都市計画に定めることがで
きる。

2.防災街区整備方針には、防災再開発促進地区及び当該地区の整備又は
開発に関する計画の概要を定める。

3.防災再開発促進地区の区域内において、建築物の建替えをしようとす
る者は、建替計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

4所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域内にある延焼等危険建築物
の所有者に対し、直ちに、当該建築物を除却すべきことを命ずることが
できる。

51

演習問題 H2４

[No.15]

正解4
1.○ 密集法第3条第1項。設問の通り。

2.○ 密集法第3条第1項第一号。設問の通り。

3.○ 密集法第4条第1項。設問の通り。

4.× 密集法第13条第1項より、所管行政庁は、相当の期限を定めて、
当該延焼等危険建築物を除却すべきことを勧告することができる。命じ

ることができるのではない。

・密集法第13条第1項
「所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって防火地域、準防火
地域、特定防火地域等にある延焼等危険建築物の所有者に対し、相当の
期限を定めて、当該延焼等危険建築物を除却すべきことを勧告すること
ができる。」
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演習問題 H2７

[No.14]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に

関する記述のうち、誤っているものは次のうちどれか。

1.所管行政庁は、特定防火地域等の内にある延焼等危険建築物の所有者
に対し、相当の期限を定めて、当該延焼等危険物を除却すべきことを勧
告することができる。

2.除却の勧告に係る延焼等危険建築物の賃借人から、代替建築物の提供
又はあっせんの要請を受けた市町村長は、賃借人の利用に供すべき代替
建築物を提供し、又はあっせんするよう努めなければならない。

3.除却の勧告に係る延焼等危険賃貸住宅の所有者は、住居者の意見を求
めて、住居安定計画を作成し、市町村長の認定を申請しなければならな
い。

4.市町村長は、居住安定計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、
当該住居安定計画に定められた代替住宅を示して居住者の意見を聴かな
ければならない。
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演習問題 H2７

[No.1４] 正解3

1.○ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項
「所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって防火地域、準防火地域、特
定防火地域等にある延焼等危険建築物の所有者に対し、相当の期限を定めて、当
該延焼等危険建築物を除却すべきことを勧告することができる。」

2.○ 同第14条第1項、第3項
「延焼等危険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に
対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物（以下この条において「代替建
築物」という。）の提供又はあっせんを要請することができる。
要請を受けた市町村長は、賃借人の利用に供すべき代替建築物を提供し、又は
あっせんするよう努めなければならない。」

3.× 同法第15条第1項より、住居安定計画を作成し、市町村長の認定を申請
することができる。「申請しなければならない」ではない。

4.○ 同法第16条第3項
「市町村長は、居住安定計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該居
住安定計画に定められた代替住宅を示して居住者の意見を聴かなければならな
い。」
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演習問題 H29

[No.14]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の

規定に関する記述で、 誤っているものは次のうちどれか。

1. 都市計画に定める防災街区整備方針においては、防災再開発促進地
区及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要を明らかにする。

2. 防災再開発促進地区の区域内において建築物の建替計画の認定を申請
しようとする者は、除却しようとする建築物及びその敷地である一団の
土地について権利を有する者の5分の4以上の同意を得なければならな
い。

3. 防災再開発促進地区の区域内において作成される建替計画には、建築
物の建替えをする土地の区域、除却する建築物の建築面積、新築する建
築物の配置、事業の実施期間などを記載しなければならない。

4. 所管行政庁は、建替計画の認定の申請があった場合において、新築す
る建築物の敷地面積、延焼防止上又は避難上有効な空地の確保などの基
準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
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演習問題 H29

[No.1４] 正解2

1．○ 設問の通りである。(密集市街地における防災街区の整備の促進に関す
る法律第3条第1項第一号、参照)

2．× 5分の4以上ではなく、全員の同意が必要。(同法第4条第2項、参照)

3．○ 設問の通りである。(同法第4条第4項第一号から第三号、第六号 参照)

4．○ 設問の通りである。(同法第5条第1項第三、四号、参照)
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演習問題 H30

[No.15]「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に

規定する防災街区整備地区計画に関する記述で、都市計画において定め
るよう努める事項として、正しいものは次のうちどれか。

1.主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他政令で
定める施設及び建築物等の整備並びに土地の利用に関して、地区防災施
設の区域以外の地区計画の区域についての計画。

2.地区防災施設のうち建築物等と一体となって特定防災機能を確保する
ために整備されるものにあっては、当該施設の区域及び当該建築物等の

整備に関する計画。

3.特定建築物地区整備計画においては、その区域及び建築物の構造に関
する防火上必要な制限。

4.地区計画の目標その他当該区域の整備に関する方針。
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演習問題 H30

[No.1５] 正解４

1．× 都市計画において定めるものとする事項である。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第二号参
照)

2．× 都市計画において定めるものとする事項である。
(同法第32条第2項第一号 参照)

3. × 都市計画において定めることができる事項である。
(同法第32条第3項参照)

4．○ 都市計画において定めるよう努める事項である。
(同法第32条第2項第三号 参照)
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３．マンションの建替え等の円滑化に関する法律

〔背景〕

・ マンションストックの総数は全国で約６３５万戸、

約1５３０万人（H27)が居住。

・ 今後、老朽化したマンションが急増し、居住環境や防災
面などで問題が深刻化。

・建築後３０年以上のマンション１６２万戸（平成2７年）

⇒ マンション建替えの円滑化が、都市の再生と居住環境向
上の観点から急務であった。

〔現行制度が整備される以前における課題〕

・建替えを行う団体の法的位置付けや運営ルールが不明確で、
意思決定や契約行為等が円滑にできない。

・区分所有権や抵当権などの関係権利を、再建したマンショ
ンに円滑に移行させるための法的な仕組みがない。
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新耐震基準以前
１０６万戸

２０２１年推計
約６８６万戸

建築後３０年経過
約２３４万戸
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＜本法律の概要＞

１．マンション建替事業の主体

①マンション建替組合の設立

区分所有法に基づく建替え決議がされた場合、建替えに合意
した区分所有者が法人格を有するマンション建替組合を設立
できるものとする。

②運営・意思決定ルールの明確化

マンション建替組合の運営・意思決定のルールを法律により
明確化し、合意形成や事業実施の円滑化を図る。

③民間事業者等の能力の活用

民間事業者等が組合員として参加できるものとすることなど
により、 民間事業者等のノウハウ、資金力等を活用できる
ようにする。
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２．マンション建替事業のしくみ

①権利変換手法による関係権利の円滑な移行

マンション建替組合が定めた権利変換計画に従い、区分所有
権、抵当権等の関係権利が再建されたマンションに円滑に移
行できるようにする。

②マンション建替組合による権利の買取り

建替えに参加しない者等からマンション建替組合が区分所有
権等の買取りを行うことができるものとする。

③登記の一括処理

建替えに伴い必要となる登記を一括して申請できる不動産登
記法の特例措置を講じる。

④隣接施行敷地の活用

施行マンションの隣接地を含めた建替え事業が可能。施行者
が敷地の権利を取得する。隣接施行敷地の権利者は、権利変
換で施行再建マンションは取得できない。
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３．マンション建替事業の流れ

区分所有法による建替え決議（４／５以上）

↓ ・事業計画、定款の作成

↓ ・都道府県知事等の認可

マンション建替組合の設立（３／４以上）

↓ ・組合による建替え不参加者からの権利の買取り

（売渡請求）※期限は建替決議から１年

権利変換計画の作成（総会特別決議 ４／５以上）

↓ ・組合による計画不同意者からの権利の買取り等

（組合：売渡請求 組合員：買取請求）

↓ ・都道府県知事等の認可

権利の変換

↓ ・高齢者等の居住安定のための措置

建替え工事の実施

↓ ・組合による登記の一括申請

再建建物への入居
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４．マンション敷地売却事業の流れ

○要除却認定マンションとは？：耐震診断の二次診断結果で、Is値０．６以下
64



５．マンション建替え等（建替え、敷地売却）の種類
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演習問題１ H2８

[No.47]「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の規定に関す

る記述で、誤っているものは次のうちどれか。

1.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所有権を
失った隣接施行敷地の占有者は、明渡し期限までは、従前の用法に従い
その占有を継続することができる。

2.施行マンションの敷地及び隣接施行敷地について権利を有する者には、
施行マンション等の敷地利用権の種類及び権利関係にかかわらず、権利
変換を希望しない旨の申出をしたものを除き、全て施行再建マンション

の区分所有権又は敷地利用権が与えられなければならない。

3.マンション建替組合の総会において、権利変換計画の変更に関する事
項は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。

4.マンション建替組合において、マンションの一の専有部分が数人の共
有に属するときは、その数人を１人の組合員とみなす。
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演習問題１ H2７

[No.47解説]

1．○ 設問の通りである。権利変換期日において、第七十一条第一項の規定に
より失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次
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。第七十条第二項の規定により、権利を失い、
又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。(マン
ションの建替え等の円滑化に関する法律第79条、参照)

2．× 隣接施行敷地の権利者は権利変換で施行再建マンションの権利を取得す
ることができない。(同法第58条、第60条参照)

3．○ 設問の通りである。権利変換計画の変更に関する事項は、総会の特別決
議事項である。(同法第27条第1項第七号、参照)また、その決議は組合員の議決
権及び持分割合の各五分の四以上で決する。(同法第30条第3項、参照)

4．○ 設問の通りである。マンションの一の専有部分が数人の共有に属すると
きは、その数人を一人の組合員とみなす。(同法第16条第2項、参照)
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演習問題２ H2６

[No47]「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」（以下本問で

「円滑化法」という。）に規定するマンション建替組合等に関する記述
について、正しいものは次のうちどれか。

1.マンション建替事業の認可を得るために定める定款で、組合の名称を
「Ａマンション再建組合」と定めた。

2.施行マンションとなるべきマンション又はその敷地について権利を有
する者は、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期
間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知

事等に意見書を提出することができる。

3.マンションの建替組合の組合員は、建替え合意者だけでなく、当該建
物の全ての区分所有者が組合員となる。

4.施行マンションの一専有部分が数人の共有に属するときは、原則とし
て、共有者はそれぞれ各1個の議決権を有する。
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演習問題２ H2６

[No.47解説]

正解2
1.× 円滑化法第8条第1項より、認可を受けるマンション建替組合は、

その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。

2.○ 円滑化法第11条第2項。設問の通り。

3.× 円滑化法第16条第1項より、マンション建替組合の組合員は「建
替え合意者等（区分所有法第62条第1項による建替え決議に合意した者
とみなされる者）と参加組合員であり、従前区分所有者であっても建替
え議決に合意しなかった者は組合員にはなれない。

4.× 円滑化法第16条第2項、第33条第1項。
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演習問題３ H2５

[No.47]「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」に関する記述

で、誤っているものは次のうちどれか。

1.マンション建替組合の事業計画は、建替え決議又は一括建替え決議の
内容に適合したものでなけれならない。

2.マンション建替組合設立の認可の申請があった場合において、施行マ
ンションとなるべきマンションの敷地の所在地が市の区域内にあるとき
は、当該市の長は当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供さなければなら
ない。

3.マンションの区分所有者又はその同意を得たものが個人施行者として
マンション建替事業を施行しようとする場合、事業計画について、マン
ションの建物及び敷地に係る関係権利者全員から同意を得なければ認可
申請することができない。

4.都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長）は、マンション
建替組合の設立の認可をしたときは、遅滞なく、組合の名称、施行マン
ションの名称及びその敷地の区域等を公告し、かつ、関係市町村長に関

係図書を送付しなければならない。
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演習問題３ H2５

[No.47解説]

正解3
1.〇 マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下解説中「法」

という）第10条第2項。設問の通りである。

2.〇 法第11条第1項。設問の通りである。

3.× 法第45条第2項より、原則として関係権利者全員の同意が必要で
あるが、同法第3項より、区分所有権等以外の権利を有する者から同意
が得られないとき、又はその者を確知することができないときはその同
意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を
添えて、認可申請することができる。

4.〇 法第14条第1項。設問の通りである。
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演習問題４ H2４

[No.47]「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」に関する記述

で、正しいものは次のうちどれか。

1.建替え合意者は、3人で共同して、定款及び事業計画を定め、認可を
受けて組合を設立することができる。

2.組合設立認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立につい
て、建替え合意者の全員の同意を得なければならない。

3.組合は、組合設立認可の公告の日から30日をこえた時は、建替えに参

加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を
時価で売り渡すべきことを請求することができない。

4.組合が、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対して行う、
区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求は、正当な理由がない限り、建
替え決議等の日から1年以内にしなければならない。
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演習問題４ H2４

[No.47解説]

正解4
1.× マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下解説中「法」

という）第9条第1項より、組合設立には5名が必要である。

2.× 法第9条第2項より、建替え合意者の4分の3以上の同意で足りる。

3.× 法第15条第1項より、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡
すべきことを請求することができるのは、組合設立認可公告から2ヵ月
以内である。

4.〇 法第15条第2項。売渡し請求の期限は、正当な理由がない限り、

建替え決議等の日から1年以内である。
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演習問題５ H３０

[No.47] 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に関する記述

で、正しいものは次のうちどれか。

1.「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に定めるマンション
は、10以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有
部分のあるものでなければならない。

2.建替え合意者は、3人で共同して、定款及び事業計画を定め、認可を
受けて組合を設立することができる。

3.マンション建替組合の設立認可を申請しようとする建替え合意者は、
組合の設立について、建替え合意者の全員の同意を得なければならない。

4.マンション建替事業の施行により建築された再建マンションは、「施
行再建マンション」という。
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演習問題５ H３０

[No.47解説]

正解4
1．× マンションとは、２以上の区分所有者が存する建物で人の居住

の用に供する専有部分のあるものをいう。よって、10ではない。(マン
ションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項一号 参照)

2．× 設立発起人は、3人ではなく5人以上である。(同法第9条第1項
参照)

3．× 全員の同意ではなく、四分の三以上の同意で認可申請ができる。
(同法第9条第2項 参照)

4．○ 設問の通りである。(同法第2条第1項七号 参照)
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