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２０２１再開発プランナー本試験 学科＆解答 

 

[No.1]都市計画法に規定する事項に関する記述で、誤っているものは次のうちど

れか。 

1.地域地区には、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高度利

用地区、特定防災街区整備地区、景観地区、駐車場整備地区及び流通業務地区が

含まれる。 

2.市街地開発事業には、市街地再開発事業、工業団地造成事業、流通業務団地造成事

業、新都市基盤整備事業及び住宅街区整備事業が含まれる。 

3.地区計画等には、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地 

区計画及び集落地区計画が含まれる。 

4.都市施設には、道路、公園、水道の他に、学校、図書館、病院、保育所、市場、

一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設及び流通業務団地が含まれる。 

 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 38％(19/39)） (正解者/回答者数、以下同じ) 
[No.1 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．× 市街地開発事業に、「流通業務団地造成事業」は含まれない。 
3．〇 設問の通り。 
4．〇 設問の通り。 
 
 
[No.2]都市計画法に規定する用途地域に関する記述で、誤っているものは次のう

ちどれか。 

1.都市計画法で定められている用途地域には、第一種低層住居専用地域や準住居 

地域などの住居系用途地域が 8種類、近隣商業地域や商業地域の商業系用途地 

域が 2種類、準工業地域や工業地域などの工業系用途地域が 3種類の合わせて 

13 種類がある。 

2.用途地域は、市街化区域以外の都市計画区域においても定めることができる。 

3.田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅を整

備し、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成するため定め

る地域とする。 

4.近隣商業地域に指定された区域に、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、

利便性の高い高層住宅の建設を誘導するための「高層住居誘導地区」を定める

ことができる。 
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(解答)3 （本試験当⽇の正答率 50％(19/38)） 
[No.2 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 
3．× 低層住宅の整備ではなく、良好な住居の環境を保護するため定める。 
4．〇 設問の通り。 
 
 
[No.3]都市計画法に規定する市街地開発事業等の記述で、誤っているものは次の

うちどれか。 

1.都市計画区域内に、土地区画整理事業の予定区域を都市計画で定めることができ

ない。 

2.都市計画区域内に、市街地開発事業として工業団地造成事業を定めることができ

る。 

3.市街地開発事業の施行区域内で、事業認可の前に、階数が 2で、かつ地階を有し

ない木造建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事（市の区域内にあって

は当該市の長）の許可を受けなければならない。 

4.市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内に、市街地再開発促 

進区域、土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域などを都市計画で定める 

ことができる。 

 
(解答)3 （本試験当⽇の正答率 43.2％(16/37)） 
[No3 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。  
3．× 「階数が 2で、かつ地階を有しない木造建築物」は、政令で定める軽易な⾏為

に該当するので、許可は不要。 
4．〇 設問の通り。 

 

 

[No.4]都市計画法に規定する都市計画の手続き等に関する記述で、正しいものは

次のうちどれか。 

1.都市計画を決定しようとする者は、土地の状況等について把握するため必要があ

って他人の占有する土地に立ち入るときは、立ち入ろうとする日の 1 週間前まで

に、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。 

2.都市計画に定める地区計画等の案は、その案に係る区域内の土地の所有者その他
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政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成する。 

3.市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならな

い。 

4.市街地再開発事業に関する都市計画は、市街化区域において、一体的に開発し、

又は整備する必要がある区域について定めるものであるが、特に必要があるとき

は、市街化調整区域内において定めることができる。 

 
(解答)2 （本試験当⽇の正答率 75.7％(28/37)） 
[No4 解説] 
1．× １週間ではなく、3 ⽇前までに通知しなければならない。 
2．〇 設問の通り。  
3．× 市街地開発事業の施⾏は、開発⾏為の許可は不要。 
4. × 市街化調整区域内においては、定めることはできない。「特に必要があるときは」

という緩和措置はない。 

 

 

[No.5]都市計画法に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」（以下

「基本方針」という。）に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

1.市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当

該公告の日から 2週間公衆の縦覧に供さなければならない。 

2.市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想等に

即し、基本方針を定めるものとする。 

3.基本方針は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域にお

いても定めるものとされている。 

4.市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道

府県知事に通知しなければならない。 

 
(解答)1 （本試験当⽇の正答率 48.6％(18/37)） 
[No5 解説] 
1．× 2 週間公衆の縦覧ではなく、「公聴会の開催等住民の意見を反映させるために

必要な措置を講ずる」必要がある。 
2．〇 設問の通り。  
3．〇 設問の通り。  
4. 〇 設問の通り。  
[No.6]都市計画法に規定する地区計画等に関する記述について、誤っているもの

は次のうちどれか。 
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1.地区整備計画において、地区計画の目標を達成するためであっても、建築物の 

建蔽率の最低限度については定めることができない。 

2.再開発等促進区を定める地区計画は、用途地域が定められている土地の区域で 

なければ定めることができない。 

3.地区計画は、市街地再開発事業が行われた区域については定めることができな 

い。 

4.地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定 

めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努め 

るものとする。 

 

(解答)3 （本試験当⽇の正答率 86.5％(32/37)） 
[No6 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。  
3．× そのような記述はない。  
4. 〇 設問の通り。  
 
 

[No.7]建築基準法の規定に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

1.事務所は特殊建築物である。 

2.同一敷地内での建築物の移転は、「建築」に該当しない。 

3.建築物の地階で地盤面上 1メートル以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部 

分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。 

4.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その敷地の過半が 

属する地域内の建築物に関する規定を適用する。 

 

(解答)3 （本試験当⽇の正答率 86.5％(32/37)） 
[No7 解説] 
1．× 事務所は特殊建築物ではない。 
2．× 建築物の移転は、「建築」に該当しない。 
3．〇  設問の通り。  
4. × 過半の属する地域内の規定ではなく、厳しい⽅の規定（この設問では防⽕地域）が

適⽤される。 
 
[No.8]建築基準法に規定する建築物の用途制限に関する記述で、誤っているものは

次のうちどれか。ただし、特定行政庁の特例許可については考慮しないものとす 
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る。 

1.保育所は、いずれの用途地域内においても建築することができる。 

2.共同住宅は、工業地域内において建築することができる。 

3.映画館は、第二種住居地域内において建築することができない。 

4.老人ホームは、工業専用地域内において建築することができる。 

 

(解答)4 （本試験当⽇の正答率 78.4％(29/37)） 
[No8 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 
3．〇 設問の通り。  
4. × 老人ホームは、工業専用地域内において建築することができない。 
 
 

[No.9]建築基準法に規定する容積率又は建蔽率に関する記述で、正しいものは次

のうちどれか。 

1.建築物内の自動車車庫の床面積は、容積率の最低限度に関する規制の場合を除き、 

建築物全体の延べ面積の 5分の 1を限度として容積率の算定の床面積に算入しな 

い。 

2.準防火地域内の街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものに、耐火建築物 

を建築する場合は、建蔽率の制限は適用されない。 

3.建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ l メートル以下にあるものの住宅又 

は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等 

の用途に供する部分の床面積の合計の 2分の 1を限度として、容積率の算定の基 

礎となる延べ面積には算入しない。 

4.建築物の敷地が建蔽率の制限の異なる 2以上の用途地域にわたる場合には、敷地 

面積が最大の部分の建蔽率の制限を適用する。 

 
(解答)1 （本試験当⽇の正答率 91.9％(34/37)） 
[No9 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．× ⾓地の緩和は、1/10 のみ。 
3．× 床面積の合計の 2分の 1ではなく、３分の 1を限度にして、容積不参入とな

る。 
4. × 敷地毎に、それぞれの建蔽率の制限を合わせて計算する。 
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[No.10]「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の規定に関する

記述で、正しいものは次のうちどれか。 

1.特定建築物とは、病院、老人ホーム、百貨店、ホテルなど不特定多数の者が利用 

する施設をいい、事務所、共同住宅は特定建築物に含まれない。 

2.都道府県知事は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化 

の促進に関する基本方針を定めなければならない。 

3.建築主等は、用途を変更して特別特定建築物にしようとするときは、その規模 

 にかかわらず、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要 

 はない。 

4.認定建築主等は、当該認定を受けた特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変 

更をしようとするときは、軽微な変更を除き、所管行政庁の認定を受けなければな 

らない。 

 

(解答)4 （本試験当⽇の正答率 43.2％(16/37)） 
[No10 解説] 
1．× 事務所、共同住宅も含まれる。 
2．× 都道府県知事ではなく、「主務⼤⾂」である。ここでは、国⼟交通⼤⾂。 
3．× 用途を変更する場合も必要。 
4. 〇 設問の通り。 
 
 

[No.11]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.土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域においては

施行することができない。 

2.指定都市、中核市及び施行時特例市の区域以外において、土地区画整埋組合を

設立しようとする者（事業計画の決定に先立って組合を設立する場合を除く。）

は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道

府県知事の認可を受けなければならない。 

3.事業計画の決定に先立って、定款及び事業基本方針を定めて設立された土地区画

整理組合は、事業計画を定めようとするときは、あらかじめ事業計画の案を作成

し、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を

講じなければならない。 

4.土地区画整理事業を施行する株式会社は、施行地区となるべき区域内の宅地につ

いて所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していなけれ
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ばならない。 

 

(解答)1 （本試験当⽇の正答率 56.8％(21/37)） 
[No11 解説] 
1．× 土地区画整理組合が非都市計画事業として、施行する土地区画整理事業であれ

ば、市街化調整区域でも施行できる。 
2．〇 設問の通り。 
3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
 

 

[No.12]道路法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．都道府県知事が認定しようとする都道府県道の路線が指定市の区域内に存する場

合においては、都道府県知事は当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 

2．市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえ

て、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村

長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。 

3．市長村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合において、

当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複するときは、その重複する部分の道

路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しな

ければならない。 

4．指定市は、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の

管理を当該都道府県に代わって行うことができる。 

 

(解答)4 （本試験当⽇の正答率 18.9％(7/37)） 
[No12 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 
3．〇 設問の通り。 
4. × 設問は、指定市以外の場合の記述である。指定市は、国道及び都道府県道の管理を

⾏う。 
 

 

 

[No.13]「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」に規定する事項

に関する記述のうち、誤っているものは次のうちどれか。 
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1．市街化区域内においては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区

としての整備を図るため、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した防災街区整備方針を定めることができる。 

2．防災再開発促進地区の区域内において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又はその敷地である一団の土地について権利を有する者（そ 

の権利をもって建替計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者 

を除く。）があるときは、建替計画についてこれらの者の 3分の 2の同意を得なけ 

ればならない。 

3．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、当該延焼等危険建築物を除却すべきことを勧告することができる。 

4．除却勧告に係る延焼等危険建築物でその全部又は一部が所定の条件に該当する賃貸

住宅であるものの所有者は、当該部分を賃借している者（居住者）の意見を求め

て、居住安定計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 

 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 78.4％(29/37)） 
[No13 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．× 3 分の 2の同意ではなく、全ての同意が必要。 
3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
 

 

[No.14]「中心市街地の活性化に関する法律」の規定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.市町村が中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基

本的な計画（以下「基本計画」という。）を定める場合には、中心市街地の活性化に

関する基本的な方針を定めなければならない。 

2.内閣総理大臣は、基本計画の認定を行うに際し必要と認めるときは、中心市街地活

性化本部に対し、意見を求めることができる。 

3.市町村は、基本計画の認定の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県及び基本計

画の作成にあたって意見を聴いた中心市街地活性化協議会に当該認定を受けた基本

計画の写しを送付するとともに、その内容を公表しなければならない。 

4.基本計画に定められた市街地再開発事業等を実施しようとする者は、当該中心市街

地において中心市街地活性化協議会が組織されていない場合にあっては、当該中心

市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所に対して、 協議会を組織する

よう要請することができる。 
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(解答)1 （本試験当⽇の正答率 35.1％(13/37)） 
[No14 解説] 
1．× 基本⽅針的な⽅針を定めなければならいのは、市町村ではなく、政府である。 
2．〇 設問の通り。 
3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
 

 

[No.15]都市再生特別措置法の規定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.都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急

かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。 

2.市町村は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生基本方針に即して、地域整備方針

を定めなければならない。 

3.都市再生緊急整備地域内において、都市再生事業を施行しようとする民間事業者

は、民間都市再生事業計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができ

る。 

4.都市再生事業を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該都市再生事業を行

うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。 

 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 51.4％(19/37)） 
[No15 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．× 市町村ではなく、本部が定めなければならない。 
3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
 

 

[No.16]借地借家法に規定する定期借地権等の契約で、公正証書等の書面によらなくて

よいものは、次のうちどれか。 

1.存続期間を 50 年以上とするいわゆる一般定期借地権を設定する場合。 

2.存続期間を 30 年以上 50 年未満とする事業用定期借地権を設定する場合。 

3.存続期間を 10 年以上 30 年未満とする事業用定期借地権を設定する場合。 

4.建物譲渡特約付借地権を設定する場合。 
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(解答)4 （本試験当⽇の正答率 43.2％(16/37)） 
[No16 解説] 
1．× 公正証書等の書⾯が必要。 
2．× 公正証書等の書⾯が必要。 
3．× 公正証書等の書⾯が必要。 
4. 〇 設問の通り。契約の⽅式についての規定がない。 
 

 

[No.17]借地借家法に規定する定期建物賃貸借（以下「定期借家契約」という。）に関

する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

1.期間を 1年未満とする定期借家契約も有効である。 

2.定期借家契約後に、建物の賃貸人は、速やかに、建物の賃借人に対し、契約の更新

がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記

載した書面を交付して説明しなければならない。 

3.期間が 1年以上である定期借家契約における建物の賃貸人が、建物の賃借人に対

し、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知期間の経過後、その旨の通

知をした場合においては、その通知の日から 6 ヶ月を経過した後は、その終了を建

物の賃借人に対抗することができる。 

4.居住の用に供する定期借家契約において、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の

申入れの日から 1ヶ月を経過することによって、建物の賃貸借を終了することがで

きる場合がある。 

 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 43.2％(16/37)） 
[No17 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．× 契約後ではなく、あらかじめ説明が必要。 
3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
 

 

[No.18]「建物の区分所有等に関する法律」の規定に関する記述で、正しいものは次の

うちどれか。 

1.規約の別段の定めによって区分所有者以外の者を共用部分の所有者とすることはで

きない。 

2.共用部分は区分所有者全員の共有に属するが、規約の別段の定めにより一部の区分

所有者のみを共用部分の所有者とすることができる。 
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3.一般的に、共用部分の管理行為は、保存行為、利用行為又は改良行為に区分するこ

とができるが、すべての行為において、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき

ときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 

4.いわゆる「分離処分の禁止」の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分につ

いては、その無効を善意の相手方にも主張することができる。 

 
(解答)2 （本試験当⽇の正答率 40.5％(15/37)） 
[No18 解説] 
1．× 管理者は、規約に特別の定めがある時は、が共有部分を所有することができる。 
2．〇 設問の通り。 
3．× 「共⽤部分の変更」が専有部分の使⽤に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有

部分の所有者の承諾を得なければならない。すべての⾏為に該当するのではない。 
4. × その無効を善意の相手方に主張することができない。 
 

 

[No.19]「建物の区分所有等に関する法律」に規定する区分所有権等の売渡し請求等に

関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。なお、ここでの「催告」とは、

建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨の書面での通知を

いう。 

1.建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成し 

なかった区分所有者（その承継人を含む。）に対し、催告しなければならない。 

2.催告された区分所有者は、催告を受けた日から２ヶ月以内に回答しなければならな 

いが、期間内に回答しなかった場合は、建替えに参加しない旨を回答したものとみ 

なす。 

3.催告の回答期間が経過したときは、管理組合の総会決議により区分所有権及び敷地 

利用権を買い受けることができる者として指定された者は、回答期間の満了の日か

ら２ヶ月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者（その承継人を含

む。）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

とができる。 

4.建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、区分所 

有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6ヶ月以内に、買主

が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に

提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる場合がある。 

 
(解答)3 （本試験当⽇の正答率 35.1％(13/37)） 
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[No19 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 
3．× 区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者は、

管理組合の総会決議ではなく、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建

替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者（これらの

者の承継人を含む。）又はこれらの者の全員の合意により指定された者である。 
4. 〇 設問の通り。 
 
 
[No.20]不動産登記法に規定する登記に関する記述で、誤っているものは次のうち

どれか。 

1．新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権取得の日から 1年以内に、そ

の建物の表題登記を申請しなければならない。 

2．区分建物が属する 1棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての

表題登記の申請は、当該新築された 1棟の建物に属する他の区分建物についての表

題登記の申請と併せてしなければならない。 

3．共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、共有者全員が共同して申請し

なければならない。 

4．区分建物の規約によって共用部分と定められた建物の部分について、共用部分で

ある旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権

の登記名義人以外の者は、申請することはできない。 

 
(解答)1 （本試験当⽇の正答率 81.1％(30/37)） 
[No20 解説] 
1．× 1 年以内ではなく、１⽉以内である。 
2．〇 設問の通り。 
3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
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[No.21]民法に規定する抵当権に関する記述で、誤っているものは次のうちどれ

か。 

1.抵当権は、不動産の所有権のほか地上権又は永小作権をその目的とすることがで

き、質権は、不動産又は動産のほか、債権などの財産権をその目的とすることがで

きる。 

2.土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又

は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、

その建物について、地上権が設定されたものとみなされる。 

3.普通抵当権も、根抵当権も、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定す

る必要がある。 

4.元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、

その債権について根抵当権を行使することはできない。 

 

(解答)3 （本試験当⽇の正答率 30.6％(11/37)） 
[No21 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 
3．× 根抵当権は、⼀定の範囲に属する不特定の債権をあらかじめ定めた極度額まで担保

するという特殊な抵当権である。よって、被担保債権を特定する必要はない。 
4. 〇 設問の通り。 
 
 
[No.22]不動産に賦課される税とその特例に関する記述で、誤っているものは次のうち

どれか。 

1.譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうが、個人の宅地建物取引業者が販売の 

目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得ではなく事業所得として課

税される。 

2.家屋の改築により家屋の取得とみなされる場合においては、当該家屋の改築により 

増価した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。 

3.居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例（租税特別措置法第 36

条の 2)のうち、譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する

年の 1月 1 日における所有期間が 10 年を超えるもので、かつ、国内にあるもの

であることが要件となる。 

4.令和 3年 1月 1 日において所有期間が 10 年以下の居住用財産については、居住 

用財産の譲渡所得等の 3,000万円特別控除（租税特別措置法第 35 条第 1項）を 

適用することができない。 
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(解答)4 （本試験当⽇の正答率 63.9％(23/37)） 
[No22 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 
3．〇 設問の通り。 
4. × 所有期間が 10 年以下の場合に適用外になるのは、「居住用財産を譲渡した場

合の軽減税率の特例」についての記述である。 

 

 

[No.23]不動産証券化に関する用語の説明で、誤っているものは次のうちどれか。 

1.「オリジネーター」とは、保有する不動産、不動産の信託受益権、不動産収益を 

裏付けとした貸出債権等を、SPC等の証券化を行う発行主体に譲渡する者のこと。 

2.「不動産投資信託」とは、投資家から集めた資金を主として不動産等で運用し、そ 

の運用益を投資家に分配する集団投資スキームのひとつ。 

3.「プロジェクト・ファイナンス」とは、プロジェクトを施行する企業の信用力やプ

ロジェクトから生じる資産価値を裏付けとした証券の発行を通じて資金調達を行う

金融取引のこと。 

4.「アセットマネジメント」とは、投資家や資産所有者等から委託を受けて行う不 

動産や金融資産の総合的な運用・運営・管理業務のこと。 

 

(解答)3 （本試験当⽇の正答率 33.3％(12/37)） 
[No23 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 
3．× プロジェクト⾃体から⽣じるキャッシュフロー（事業から発⽣する収益や事業の持

つ資産）をもとに資⾦を調達する⽅法（⾦融機関側からみた場合は融資）である。
設問は、コーポレートファイナンスの記述である。 

4. 〇 設問の通り。 
 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.24]下記の4肢それぞれの記述について、正しいものには〇、誤っているもの
には✕と解答しなさい。 

1．建築基準法に規定する建築協定は、住宅地としての環境又は商店街としての利便

を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するこ

とを目的とした制度である。 
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2.土地区画整理法の規定において、市町村が施行する土地区画整理事業は、事業ごと

に土地区画整理審議会を置く必要がある。 

3.「建物の区分所有等に関する法律」の規定において、共用部分の負担及び共用部

分から生ずる利益を収取する割合は、各共有者の持分に応じて決まり、規約で別

段の定めをすることができない。 

4.民法の規定において、共有者の 1 人が共有物について他の共有者に対して有する

債権は、登記しなければ、その特定承継人に対して行使することができない。 

 

(解答) 〇〇×× 
[No24 解説] 
1．〇 設問の通り。（本試験当⽇の正答率 73.7％(28/38)） 
2．〇 設問の通り。（本試験当⽇の正答率 52.6％(20/38)） 
3．× 規約で別段の定めをすることができる。（本試験当⽇の正答率 89.5％(34/38)） 
4. × 登記がなくても債権の⾏使はできる。（本試験当⽇の正答率 73.7％(28/37)） 
 
 

[No.25]都市再開発法に規定する用語等に関する記述で、誤っているものは次のう

ちどれか。 

1.施行区域とは、事業計画に定める市街地再開発事業を施行する土地の区域をい 

う。 

2.個別利用区とは、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域を

いう。 

3.施設建築物には、特定建築者が建築する建築物が含まれる。 

4.施行者になることができるのは、個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、 

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社である。 

 

(解答)1 （本試験当⽇の正答率 5.4％(2/37)） 
[No25 解説] 
1．× 事業計画に定めるのは、施⾏区域ではなく、施⾏地区である。 
2．〇 設問の通り。 
3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
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[No.26]第二種市街地再開発事業を都市計画に定めることができる土地の区域の条件に

関する組合せで、誤っているものは次のうちどれか。 
 

 

 

 

建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境

が不良であることに該当する条件 

政令で定める安全上又は防火上支障がある建築物の数若しくは延べ面

積の割合が、当該区域内の 10分の 7以上であること 

 

 再開発事業と一体的かつ早急に整備する必要がある駅前広場の条件 

都市計画で定められた駅前広場で、その面積(2 以上の駅前広場で相互

にその機能を補足する場合は、それらの合計面積）が、5,000 平方メー

トル以上であるもの 

 

 再開発事業と一体的かつ早急に整備する必要がある道路の条件 

都市計画で定められた一般国道、都道府県道又は幅員 16 メートル（指

定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域内においては、22メ

ートル）以上の道路 

 

 再開発事業と一体的かつ早急に整備する必要がある公園又は広場の条

件 

都市計画で定められた公園又は広場で、大規模火災等に対応して公衆

の避難に供するものとして、災害対策基本法に規定する地域防災計画

においてその位置及び面積が定められているもの 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 13.5％(5/37)） 
[No26 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．× 広場⾯積は、5,000 平方メートル 以上ではなく、6,000 平方メートル 以上。 

3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
 

 

[No.27]市街地再開発事業に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

1.市街地再開発促進区域のみが定められている区域において市街地再開発事業を

行う揚合、都市計画事業として行われる。 

2.市街地再開発促進区域内において、市町村は市街地再開発事業を施行できない。 

 

1 

2 

3 

4 
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3.高度利用地区のみが定められている区域では、市街地再開発事業を行うことがで

きない。 

4.特定地区計画等区域のみが定められている区域において市街地再開発事業を行

う場合、地区整備計画等に高度利用地区について定められるべき事項が定められ、

かつ建築条例で当該事項の制限が定められていなければならない。 

 

(解答)4 （本試験当⽇の正答率 24.3％(9/37)） 
[No27 解説] 
1．× 個⼈施⾏者が⾮都市計画事業として施⾏できる。 
2．× 市町村は、第⼀種市街地再開発事業を施⾏できる。 

3．× 個⼈施⾏者が⾮都市計画事業として施⾏できる。 
4. 〇 設問の通り。 
 

 

[No.28]個人施行者による第一種市街地再開発事業の都道府県知事への認可申請等

に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

1.個人施行による認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を定め、施行地 

区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に申請しなければな

らない。 

2.個人施行による認可を申請しようとする者は、宅地又は建築物について権利を有 

する者のうち、宅地の所有権者又は借地権者及び権原に基づいて存する建築物に

ついて所有権又は借家権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又は

その者を確知することができないときは、その理由書を添えて申請することができ

る。 

3.個人施行者が都道府県知事の措置命令に従わないときは、都道府県知事は権利変 

換期日前に限り、当該第一種市街地再開発事業の施行の認可を取り消すことがで 

きる。 

4.個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般

承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。 

 

(解答)1 （本試験当⽇の正答率 75.7％(28/37)） 
[No28 解説] 
1．× 個⼈施⾏の場合は、定款ではなく規準⼜は規約を定める。 
2．〇 設問の通り。 

3．〇 設問の通り。 
4. 〇 設問の通り。 
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[No.29]第一種市街地再開発事業における事業計画の縦覧手続等に関する記述で、

正しいものは次のうちどれか。 

1.組合施行の場合において、施行地区内の土地又はその土地に定着する物件につい

て権利を有する者のすべての同意を得たときは、組合は事業計画を公衆の縦覧に供す

る手続を必要としない。 

2.再開発会社施行の場合においては、事業計画だけでなく、規準についても、公衆

の縦覧に供する手続を必要とする。 

3.事業計画について意見書の提出があったときは、都道府県知事（指定都市において

は指定都市の長）はその内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきでないと

認めるときは、その旨を組合設立認可申請者に通知しなければならない。 

4.縦覧に供された事業計画についての意見書の提出に際しては、都市計画において定め

られた事項についても意見書の提出をすることができる。 

 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 75.7％(28/37)） 
[No29 解説] 
1．× 事業認可申請の事業計画の縦覧は省略できない。 
2．〇 設問の通り。 

3．× 意⾒書を提出した者に通知する。 
4. × 都市計画において定められた事項については提出できない。 
 

 

[No.30]第一種市街地再開発事業における事業計画に関する記述で、誤っているも

のは次のうちどれか。 

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

与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該施設建築物

の低廉化を図るよう定めなければならない。 

2.事業計画の変更で、都市計画の変更に伴う設計の概要の変更、最近の認可に係る

施設建築物の延べ面積の 10 分の 1 をこえる延べ面積の増減を伴わない設計の概

要の変更、事業施行期間の変更については、いずれも縦覧手続を要しない。 

3.事業計画において定める設計の概要として設計説明書に記載しなければならない

事項には、施設建築物、施設建築敷地及び公共施設のそれぞれの設計の概要が含ま

れる。 

4.組合施行による市街地再開発事業においては、当該事業計画の中に、事業基本方

針を記載しなければならない。 

 
(解答)4 （本試験当⽇の正答率 81.1％(30/37)） 
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[No30 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 

3．〇 設問の通り。 
4. × 事業基本方針は、前倒し組合の設立時に定める。事業計画に定める内容ではな

い。 

 

 

[No.31]第一種市街地再開発事業を施行しようとする者が行う公共施設管理者の同

意手続として、誤っているものは次のうちどれか。 

1.施行地区で新たに緑地の整備を行う事業計画とする場合、当該施設の管理者と

なるべき者の同意を得なければならない。 

2.施行地区内で都市計画に定められた駐車場の整備を行う場合、事業計画につい

て、当該施設の管理者となるべき者の同意を得なければならない。 

3.鉄道施設の整備と併せて行う事業計画とする場合、当該施設の管理者又は管理者

となるべき者の同意を得なければならない。 

4.事業の施行により公共の用に供する下水道及び水路を整備する場合、当該施設の

管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。 

 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 56.8％(21/37)） 
[No31 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．× 駐⾞場は、公共施設ではないので、公共施設管理者の同意⼿続きは不要。 

3．〇 設問の通り。鉄道施設は、公共施設管理者の同意を得べき施設である。 
4. 〇 設問の通り。 

 

 

[No.32]第一種市街地再開発事業の施設建築物竣工後の手続に関する記述で、正し

いものは次のうちどれか。 

1.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すべて属する。 

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

し、施設建築物に関し権利を取得する者に通知するとともに、その公告の内容を

その公告をした日から起算して 30日間施行地区内に掲示しなければならない。 

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

施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければなら
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ない。 

4.組合施行の清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、

都道府県知事（指定都市においては指定都市の長）の承認を得ることにより、決算報

告が完了する。 

 

(解答)3 （本試験当⽇の正答率 94.6％(35/37)） 
[No32 解説] 
1．× その公共施設を管理すべき者（市町村、都道府県、国）に帰属する。 
2．× 30日間ではなく、10日間。 

3．〇 設問の通り。 
4. × 都道府県知事の承認を得た後、組合員に報告しなければならない。 

 

 

[No.33]第一種市街地再開発事業の保留床の処分方法等に関する記述で、正しいも

のは次のうちどれか。 

1.施行者が事業計画を定めるときは、施行者が取得する保留床の面積及び概算額を事業

計画に記載しなければならない。 

2.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、すべて公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。 

3.公的資金による住宅を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合、その他必

要な資力及び信用を有する者で、事業参加を希望し、定款で定められたものは、

参加組合員として保留床を取得することができる。 

4.施行者は、特定建築物の工期、工事概要等に関する計画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、事業の目的を達成する上で最も適切なものを

特定建築者とする際は、必ず公募によらなければならない。 

 
(解答)3 （本試験当⽇の正答率 94.6％(35/37)） 
[No33 解説] 
1．× 保留床の概算額は事業計画には記載されない。 
2．× 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。 

3．〇 設問の通り。 
4. × 公募によらないで特定建築者になることができる者が定められている。 
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[No.34]第一種市街地再開発事業における土地の明渡し及び補償金の支払いに関す

る記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

1.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。 

2.施行者は、権利変換期日後、工事のため必要があるときは、施行地区内の土地を 

占有している者に対し、期限を定めて土地の明渡しを求めることができる。 

3.土地の明渡し期限は、施行者が明渡しの請求をした日の翌日から起算して 30日 

を経過した後の日でなければならない。 

4.施行者は、土地の明渡しに伴う損失補償額について、明渡し期限までに土地の占 

有者又は物件に関し権利を有する者と協議が成立しないときは、都道府県知事

（指定都市においては指定都市の長）の裁定を経て定めた金額を支払わなければ 

ならない。 

 
(解答)4 （本試験当⽇の正答率 91.9％(34/37)） 
[No34 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 

3．〇 設問の通り。 
4. × 都道府県知事ではなく、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。 

 

 

[No.35]市街地再開発組合の定款に定めなければならない事項の組合せで、正しい

ものは次のうちどれか。 

1.「総会に関する事項」、「理事会に関する事項」、「総代会を設けるときの総代及び総代

会に関する事項」 

2.「施行地区に含まれる地域の名称」、「役員の定数、任期に関する事項」、「審査委員に

関する事項」 

3.「権利変換計画に関する事項」、「資金計画に関する事項」、「会計に関する事項」 

4．「参加組合員に関する事項」、「保留床の処分に関する事項」、「費用の分担に関する事 

項」 

 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 78.4％(29/37)） 
[No35 解説] 
1．× 「理事会に関する事項」は再開発法の規定にない。 
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2．〇 設問の通り。 

3．× 「権利変換計画に関する事項」、「資金計画に関する事項」は定款に定める事項で

はない。 

4. × 「保留床の処分に関する事項」は、定款に定める事項ではない。 

 

 

[No.36]市街地再開発組合の役員に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 

1.組合の理事を組合員以外から選任しようとするときは、5人以上の組合員の推

薦をもって、総会で選任しなければならない。 

2.組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は組合の代表権を有せ 

ず、副理事長が組合を代表する。 

3.理事長は、事業年度ごとに、事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監 

事の意見書を添付した上で通常総会の承認を得、当該承認を得た日から 2 週間以

内に都道府県知事（指定都市においては指定都市の長）に提出しなければならな

い。 

4.理事の任期は5年以内とされているが、監事の任期は特段の定めはない。なお、補欠 

の理事の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
(解答)3 （本試験当⽇の正答率 91.9％(34/37)） 
[No36 解説] 
1．× 5人以上の組合員の推薦は不要。 
2．× 副理事長ではなく、監事が組合を代表する。 

3．〇 設問の通り。 
4. × 理事及び監事の任期は、五年以内である。 

 

 

[No.37]組合施行の第一種市街地再開発事業の実施にあたり、審査委員の過半数の

同意を必要とする事項の組合せで、正しいものは次のうちどれか。 

1.「保留床の処分先の決定及び変更」、「工事完了公告の日までに借家条件の協議が成

立しないときの借家条件の裁定」 

2.「施設建築物の一部等の価額等の確定」、「事業計画の変更（政令で定める軽微な変

更を除く）」 

3.「権利変換計画の縦覧に係る意見書の採否の決定」、「都市再開発法第 133条第 1項

に規定する管理規約の縦覧に係る意見書の採否の決定」 

4.「施行者と協議が成立しない場合の土地の明渡しに伴う損失補償額」、「過小な床

面積の基準」 
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(解答)4 （本試験当⽇の正答率 91.9％(34/37)） 
[No37 解説] 
1．× 保留床の処分先の決定及び変更は、審査委員の同意不要。 
2．× 審査委員の同意不要。 
3．× 管理規約の縦覧に係る意見書の採否は、審査委員の同意不要。 
4. 〇 設問の通り。 

 

 

[No.38]第一種市街地再開発事業における権利変換手続開始の登記に関する記述

で、正しいものは次のうちどれか。 

1.権利変換手続開始の登記は、事業認可の公告等の日以降、土地調書及び物件調書作成 

前に行わなければならない。 

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

請しなければならない。 

3.権利変換手続開始の登記があった後、当該登記に係る宅地を有する者が施行者の

承認を得ないでした権利の処分については、施行者はこれによらず、処分がなされる

前の状況に応じて権利変換手続を行うことができる。 

4.組合設立認可の公告があった後、施行地区の内外にわたる土地については、分筆が

完了するまでの間に、その内外にわたる土地全部について権利変換手続開始の登記を

行わなければならない。 

 

(解答)3 （本試験当⽇の正答率 67.6％(25/37)） 
[No38 解説] 
1．× 権利変換手続開始の登記は遅滞なく行う。調書の作成前という期限はない。 
2．× 一括で申請するという記述はない。 
3．〇 設問の通り。 
4. × 分筆が完了した後、権利変換手続開始の登記を行う。 

 

 

[No.39]市街地再開発事業において権利変換を希望しない旨の申出等をする場合の

記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

1.権利変換を希望しない旨の申出をしようとする者は、所定の金銭給付等希望申出

書と、自己が施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）、借地権又は建築物を所有する者

であることを証する書面を添付して、施行者に提出しなければならない。 

2.施行地区内の宅地、借地権又は建築物を所有する者は、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があるときは、それらの権
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利者の同意を得て、金銭給付の希望を申し出なければならない。 

3.施行地区内の建築物について借家権を有する者が、借家権の取得を希望しない旨

を施行者に対して申し出る場合は、建築物所有者の同意を得なければならない。 

4.事業認可公告があった日から 30 日を経過した後、6 ヶ月以内に権利変換計画

の縦覧開始がされない時は、当該 6 ヶ月の期間経過後 30 日以内に、権利変換を

希望しない旨の申出を撤回することができる。 

 

(解答)3 （本試験当⽇の正答率 75.7％(28/37)） 
[No39 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 

3．× 建築物所有者の同意は不要。 

4. 〇 設問の通り。 

 

 

[No.40]都市再開発法第110条、同法第111条によらない原則型の権利変換計画にお

ける価額等の算定に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

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

ては、組合の設立認可の公告があった日から起算して30日を経過した日である。 

2.借家権の取得を希望しない旨を申し出たことにより、施設建築物の一部について

の借家権を与えられない者の権利の価額は、近傍同種の建築物に関する同種の権利の

取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。 

3.一の施設建築敷地について2人以上の宅地の所有者が所有権を与えられるときは、

当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属す

るものとする。その場合、借地権が存する宅地の価額は、当該借地権が存するも

のとして算定した価額とする。 

4.従前の宅地等の価額は、評価基準日における近傍類似の土地、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。 

 

(解答)3 （本試験当⽇の正答率 73％(27/37)） 
[No40 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．〇 設問の通り。 

3．× 借地権が存しないものとして算定した価額とする。 

4. 〇 設問の通り。 
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[No.41]都市再開発法第110条（全員同意型）によらない権利変換を行う場合の権利変

換計画書に記載される事項で、必ず記載しなければならないものは次のうちどれ

か。 

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

土地所有者がいる場合、その者の宅地の価額 

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

の価額の概算額 

3.施行地区内の建築物の所有者が権利変換を受けた施設建築物の一部を、従前の借

家人に賃貸しする場合、その家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要 

4.施行地区内の宅地に設定された地役権があった場合、その価額の概算額 

 

(解答)1 （本試験当⽇の正答率 54.1％(20/37)） 
[No41 解説] 
1．〇 設問の通り。 
2．× 記載不要。 

3．× 記載不要。 

4. × 記載不要。 

 

 

[No.42]市街地再開発事業における施行者が支払う補償金等に関する記述で、誤っ

ているものは次のうちどれか。 

1.都市再開発法第 97 条第 1項の規定による補償額については、施行者と関係権利者

が協議の上、権利変換計画書において定めなければならない。 

2.施行者に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、

施行者は補償金等を供託することができる。 

3.施行地区内の宅地の所有者が権利の変換を希望せず、金銭の給付を希望した場合

にあって当該権利に複数の抵当権が設定されている場合は、これらの抵当権者すべて

から供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金等を供託しなけ

ればならない。 

4.施行者は、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、

土地の明渡しの期限までに都市再開発法第 97 条第 1項の規定による補償額を支払

わなければならない。 

 

(解答)1 （本試験当⽇の正答率 54.1％(20/37)） 
[No42 解説] 
1．× 補償額は、権利変換計画書に定める必要はない。 
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2．〇 設問の通り。 

3．〇 設問の通り。 

4. 〇 設問の通り。 

 

 

[No.43]組合施行の市街地再開発事業における都市再開発法第133条に基づいて管

理規約を定める場合の手続等に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。 

1.総会の特別の議決を経なければならない。 

2.都道府県知事（指定都市においては指定都市の長）の認可を受けなければならな 

い。 

3.定められた管理規約は、「建物の区分所有等に関する法律」第 30 条第 1項の規約と 

みなされる。 

4.施設建築物の一部について借家権が与えられることとなる者は、縦覧された管理 

規約について組合に意見書を提出することはできない。 

 

(解答)4 （本試験当⽇の正答率 83.8％(31/37)） 
[No43 解説] 
1．〇 設問の通り。 

2．〇 設問の通り。 

3．〇 設問の通り。 

4. × 意見書を提出することができる。 

 

 

[No.44]土地区画整理事業と市街地再開発事業との一体的施行を行う場合に関する

記述で、正しいものは次のうちどれか。 

1.土地区画整理事業の施行認可の申請を行おうとする個人施行者は、その事業計画に 

ついて施行地区となるべき区域のすべての宅地の所有者、借地権者、借家権者の同 

意を得なければならない。 

2.組合設立認可申請を行う場合の同意要件である、所有者及び借地権者に係る宅地 

の地積は、施行地区となるべき区域内の特定仮換地については、当該特定仮換地に 

対応する従前の宅地面積による。 

3.市街地再開発事業区内の宅地及び建物の所有者が、土地区画整理事業の施行者に 

対して市街地再開発事業区へ換地を申し出るときに当該建物に賃借人がいる場合 

は、宅地の所有者はその賃借人の同意を得なければならない。 

4.市街地再開発事業区内において、特定仮換地による宅地の権利によって市街地再 

開発事業を施行する場合、特定仮換地に対応する従前の宅地は合筆する必要がな 
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い。 

(解答)4 （本試験当⽇の正答率 43.2％(16/37)） 
[No44 解説] 
1．× 借家権者の同意は必要ない。 

2．× 特定仮換地に対応する従前の宅地⾯積ではなく、当該宅地についての特定仮換地
の⾯積となる。 

3．× 同意が必要なのは、市街地再開発事業区外の宅地及び建物の所有者が換地の申

出をする場合。 

4. 〇 設問の通り。 

 

 

[No.45]「不動産鑑定評価基準」に規定する価格又は賃料の種類に関する記述で、誤

っているものは次のうちどれか。 

1.正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的

と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価

格をいう。 

2.特定価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現

況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。 

3.限定賃料とは、限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約に

おいて成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料（新規賃料）をいう。 

4.継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立する

であろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。 

 

(解答)2 （本試験当⽇の正答率 27％(10/37)） 
[No45 解説] 
1．〇 設問の通り。 

2．× 特定価格とは、「市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請

を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない

場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格」をいう。 

3．〇 設問の通り。 

4. 〇 設問の通り。 

 

 

[No.46]「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.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
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ョン建替組合」と定めた。 

2.事業計画においては、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状

況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画

を記載しなければならない。 

3.建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、組合が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。 

4.マンション建替事業の施行者は、権利変換計画を 2週間公衆の縦覧に供しなけれ

ばならない。 

 

(解答)4 （本試験当⽇の正答率 54.1％(20/37)） 
[No46 解説] 
1．〇 設問の通り。 

2．〇 設問の通り。 

3．〇 設問の通り。 

4. × 権利変換計画の縦覧はない。 
 

 

[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.マンション建替組合の設立に際し、定款及び事業計画を定めて都道府県知事の

認可申請を行うことができるのは、「建物の区分所有等に関する法律」に基づく

建替え決議に賛成した者に限られる。 

2.マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当

該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。 

3.マンションの建替組合において、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。 

4.マンション建替組合の組合員が 50人を超える場合は、総会に代わって総代

会を設けることができる。 

 

(解答)1 （本試験当⽇の正答率 45.9％(17/37)） 
[No47 解説] 
1．× マンションの建替えを⾏う旨の合意をしたものとみなされた者（マンションの区分

所有権⼜は敷地利⽤権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当
該マンションの建替えを⾏う旨の同意をしたものを含む。以下「建替え合意者」と
いう。）が認可申請することができるので、必ずしも建替え決議に賛成した者に限定
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されない。（建替え決議には⾮賛成でも、その後の催告で参加の回答をした場合は建
替え合意者となる。） 

2．〇 設問の通り。 

3．〇 設問の通り。 

4. 〇 設問の通り。 
 

 

この設問は、各肢ごとに正誤を解答しなさい。 

[No.48]都市再開発法に関わる下記の4肢それぞれの記述について、正しいものには

〇、誤っているものには✕と解答しなさい。 

1.都道府県が施行する市街地再開発事業において、第一種市街地再開発事業の権利

変換計画の認可及び第二種市街地再開発事業の管理処分計画の認可の権限は地

方整備局長及び北海道開発局長に委任されている。 

2.都市再開発法第 lll条（地上権非設定型）に規定する権利変換計画手続において、

縦覧期間内に意見書を提出できる者は、施行地区内の土地又は土地に定着する物件

に関し、権利を有する者のみである。 

3.権利変換期日から建築工事の完了公告までの期間において、権利変換を受けた権

利者が、自己の有する権利床の取得を希望せず金銭の給付を希望した場合には、

施行者が必要な補償をして、その床を施行者に帰属させなければならない。 

4.第一種市街地再開発事業により整備された高度利用地区内のすべての施設建築

物は、一定期間、固定資産税の軽減を受けることができる。 

 

(解答) ○××× 
[No48 解説] 
1．◯ 設問の通りである。（本試験当⽇の正答率 28.9％(11/38)） 
2．× 参加組合員も意⾒書を提出できる。（本試験当⽇の正答率 94.7％(36/38)） 
3．× そのような⼿続きは無い。（本試験当⽇の正答率 71.1％(27/38)） 
4. × すべての施設建築物ではない。（本試験当⽇の正答率 73.7％(28/37)） 
 

 

 

 

 
学科試験の配点 
[No. 1 ] -  [No.23]     各 2 点 
[No.25] -    [No.47]     各 2 点  計 92 点 
[No.24]、［No.48]        各肢 1点  計 8点 
合計   100 点満点      
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