
再開発スクール 実技 H23No.1 マンション建替え（解答） 

［No.1］-1 
 

[No.1〕Ａ団地は東京郊外に立地し、最寄り駅までは徒歩 20 分の距離にある。1970 年代半ばに当 

時の日本住宅公団により分譲され、最初の入居からすでに 35 年を経過している。敷地面積は 

約 2ha で 5 階建て 5 棟で構成され、1 棟は 40 戸で全住戸数は 200 戸、容積にはかなりの余裕 

がある。また、各住戸の専有面積は約 50 ㎡で全住戸とも同一面積である。建築基準法の一団 

地の認定はされていない。 

Ａ団地では、4 年前に臨時総会を開催し、建替え計画を組合として本格的に検討することを

内容とする「建替え推進決議」を可決した上で、デベロッパーを選定して建替え決議に向けて

本格的な合意形成活動を行っていたが、リーマンショック後の大きな経済変動の影響で、参加

していたデベロッパーは撤退してしまった。 

以上の状況を踏まえ、各設問の指示に従い答えなさい。               【計 20 点】 

 

(設問 1)建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第 70 条に定める「団地内の

建物の一括建替え決議」（以下「一括建替え決議」という。）の成立要件に関する以下の文章の

①～⑤の空欄に下欄 1～8の用語の中から適切なものを選んで、文章を完成させ、マークシー

ト解答用紙①～⑤にその番号を記入しなさい。  

【各 1点 計 5点】 

一括建替え決議が成立するためには、団地内建物所有者の団体の集会において、団地内建物

の                及び議決権の各                 の賛成を得ることが必要で

ある。この場合の議決権は、区分所有法第６９条に定める「団地内の建物の建替え承認決議」の場

合と同様に、団地内建物の                     によらなければならない。  

また、一括建替え決議においては、各団地内建物ごとに、それぞれの                 

及び議決権の                   の賛成を得ることが必要である。この場合の議決 

は規約に別段の定めがない限り、                       によらなければならない。 

 このため一括建替え決議の賛否を確認するためには、団地内の全区分所有建物について、

建物ごとに議決権の行使結果を集計する必要がある。 

 
 
 
 

① 4 区分所有者 ② 8  5 分の 4 以上 

 

③ 1 敷地の持分割合 

① 4 区分所有者 

 

④ 6  3 分の 2 以上    

⑤ 2  専有部分の面積割合 

1  敷地の持分割合        2  専有部分の面積割合      3  各住戸 1 議決権 

4  区分所有者            5  占有者                  6  3 分の 2 以上        

7  4 分の 3 以上          8  5 分の 4 以上 



再開発スクール 実技 H23No.1 マンション建替え（解答） 

［No.1］-2 
 

(設問 2)Ａ団地管理組合では建替えの実現に向けて、計画案の内容を再度検討することとな 

り、区分所有者へのアンケート調査やデベロッパーへのヒヤリングなどを実施した。その 

主な結果は以下のとおりである。 

  この団地の状況とアンケート、ヒヤリング結果を十分に考慮した上で、建替えアドバ 

イザーとして最も適切と思われる建替えについての提案を簡潔にまとめ、記述式解答用紙 

に記入しなさい。                                                          【10 点】 

 

【区分所有者アンケートから】 

・区分所有者の平均年齢は 60 歳を超え、単身の高齢者も多い。 

・区分所有者自身が居住している割合が比較的高く、エレベーターが無く建物の耐震性にも不

安を感じているため、回答者の 8 割以上が早期の建替えを望み、建替え後も住み続けたいとい

う意見であった。 

・回答者の多くが建替えに要する金銭的な負担に不安をもっており、建替えに際しての多額の

資金負担は期待できないことが分かった。 

・その他では、工事期間中の仮住居について、不安を述べる意見が多く見られた。 

【デベロッパーへのヒヤリングから】 

・リーマンショック以降、東京郊外でのマンションの販売価格は大きく下落したため、駅からの距

離もある当団地はマンションの立地としては市場性が低い。 

・Ａ団地周辺は公園や緑も多く、戸建住宅地としては適地であるとの意見のデベロッパーが数社

いた。 

 

(解答) 

・余剰容積があることから、現状の共同住宅を集約して、容積率限度までの共同住宅に 

建替え、①保留床又は②余剰地をデベロッパーに譲渡して、建設資金等に充当する方法 

が考えられる。当地区ではマンション価格が低いため、①と②の比較検討（権利変換率 

等）を行い、②余剰地を譲渡する場合は、戸建住宅用地として宅地分譲する方法や容積 

率の移転手法も視野に入れることにより、幅広い事業協力者からの提案を求めるべきで 

ある。 

 

・5 棟を一度に解体しない段階的な施工、転出者による空き家の団地内仮住居利用を検討 

し、区分所有者の負担軽減等に努めるべきである。 

 

・リバースモーゲージ、金融支援機構の高齢者融資等、高齢者施設の導入など、高齢者 

の継続的居住を図るための配慮が必要である。 

 

 



再開発スクール 実技 H23No.1 マンション建替え（解答） 

［No.1］-3 
 

(設問 3)Ａ団地に隣接するＢ団地でも最近建替えについて検討を開始したが、Ｂ団地では一部の 

号棟が長屋形式のテラスハウスであり、各テラスハウス部分の敷地はその所有者がそれぞれ独

立して所有している。 

   このようなＢ団地において、区分所有法による団地内の建物の一括建替え決議により建替え 

を行うことができるか、否か。その理由を一括建替え決議の要件に触れた上で記述式解答用紙

に記述しなさい。  

                                                                       【5 点】 

（解答） 

・Ｂ団地では団地内の建物の一括建替え議決ができない。 

 

・団地内の建物の一括建替え議決ができるのは、①全ての団地内建物が区分所有建物であり、 

②団地内建物の敷地がこれら区分所有者の共有に属する場合で、③団地規約が定められてい

る場合である（区分所有法第 70 条）。 

 

・Ｂ団地ではテラスハウスは区分所有建物であり、テラスハウスの区分所有者とその他の共同住

宅の区分所有者が共有する土地又は付属施設（駐車場、集会場、給水塔等）があれば団地規

約を定めることができる（区分所有法第 65 条）が、Ｂ団地では敷地が共有されておらず、②の条

件を備えていない。 



再開発スクール 実技 Ｈ23 No.2 (解答) 

 

［No.2］-1 

 

［No.2］Ａ地区では都市再開発法(以下「法」という。)に基づき第一種市街地再開発事業を進めて

おり、準備組合設立から 3 年を経過し、設立時の事業計画を見直し、事業性を改善させるこ

とが組合員から要望されています。 

   以下に示す設立時の資金計画と見直しの条件をもとに、①～㉔に相当する数値を計算して

新資金計画と比較表を作成しなさい。計算に当たり端数は、設問ごとに指定された単位未満

を四捨五入し、整数の数値で記入するものとし、以降の計算には記入した数値を用いなさい。

なお、消費税は考慮しないものとします。補助に係る制度が改正され、補助金は交付金と改

められますが、従前の例にならい、解答しなさい。解答はマークシートに記入しなさい。 

   【③、④、⑥、⑳、㉑、㉔は各 2 点 その他は各 1 点 計 30 点】 

 

１．施行地区の概要 

 

２．施設計画の概要 

施設計画 設立時  新事業計画 

 容積対象延べ面積 2,5000ｍ２  25,000ｍ２ 

  専用面積 21,500ｍ２  21,500ｍ２ 

  共用面積 3,500ｍ２  3,500ｍ２ 

容積対象外床面積 6,250ｍ２  4,000ｍ２ 

延べ面積 31,250ｍ２  29,000ｍ２ 

 

３．従前資産額と権利変換の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

施行地区面積 7,500ｍ２ 5,000ｍ２

公共施設 2,500ｍ２ 木造 4,800ｍ２

宅地面積 5,000ｍ２ 非木造 2,500ｍ２

施行地区 従前土地建物面積

土地

建物

設立時 新事業計画

3,650百万円 3,860百万円

土地 3,200百万円 3,440百万円

建物 450百万円 420百万円

全員が権利変換 従前資産評価の時点修正を行うとと

する。 もに、権利変換に対する権利者意向

を反映して、転出率（金銭給付希望

申出）を15％（従前資産額、面積と

も）とする。

従前資産額　合計

権利変換の考え方



再開発スクール 実技 Ｈ23 No.2 (解答) 

 

［No.2］-2 

 

■設立時の資金計画の別表『借入金利子の計算』 

 

 計算の条件及び考え方：借入金の金利は、年利 4％の単利で計算する。上記以外の借入金(支出

入の差額)は、その都度参加組合員が参加組合員負担金として必要額を支払うことにより発生し

ないものとする。工事費の支払と補助金の入金時期の差は生じないものとして計算しなさい。 

(設問１)１．～３．の条件等に基づき以下に設立時の資金計画及びその考え方を整理しました。

新事業計画ではその一部を見直し、資金計画の対比を行うことにしました。新資金計画を計算し

て対比表を完成させなさい。金額は百万円単位で、百万円未満は四捨五入とする。 

 

支出 収入

補助金（共同施設整備

費及び残留者の従前建

物補償費相当）

7,500百万円 1,300百万円 6,200百万円 15ヶ月 310百万円

借入
金額

借入
期間

借入金
利　子工事費

金額

（百万円）

580

事業計画作成費 150 類似地区事例から設定。

地盤調査費 10 類似地区事例から設定。

建物設計費 270 工事費の3.6％を計上。

権利変換計画作成費 150 類似地区事例から設定。

183 従前建物面積に対し、25千円/ｍ２

60 8店舗×750万円を計上。

1,800

法91条補償費 0 転出なしと設定。

法97条補償費 1,800 類似地区事例から設定。

7,500 延べ面積に対し、一律240千円/ｍ２

354 上記の事業費計の3.5％を計上。

310 ■設立時の資金計画の別表

　『借入金利子の計算』の通り。

10,787

2,889 補助金は補助対象額の２/３

調査設計計画費 387 全て補助対象。

土地整備費 122 全て補助対象。

営繕費 ― 補助金は見込まないものとする。

建物転出補償額及び残留者建物補償

費相当額が補助対象。残留者建物補

建物転出 0 償費相当額は、工事費（住宅専用部

残留建物 300 分の躯体）に充当。

1,080 法97条補償費の9割が補助対象。

1,000 工事費の2割が補助対象。

保留床と権利床は同じ床価格（専用

面積あたりの単価）とする。

10,787

法97条補償費

共同施設整備費

保留床処分金

収入合計

収
入

300

7,898

土地整備費

営繕費

補償費

工事費

事務費

借入金利子

支出合計

従前建物補償費相当額

支
出

補助金

調査設計計画費

設立時の資金計画

計算の考え方



再開発スクール 実技 Ｈ23 No.2 (解答) 

 

［No.2］-3 

 

 

☆事業計画の見直しに当たり、新たに評価・補償コンサルタントから提示された法 97条補償費の

計算方法 

517 　6,240百万円×3.6%=224,640千円

事業計画作成費 138 設定を見直し、138百万円を計上。

地盤調査費 10 設立時の設定のまま10百万円を計上。

建物設計費 ① 225 設立時と同じ計算方法。工事費の3.6％。

権利変換計画作成費 144 設定を見直し、144百万円を計上。

② 147

転出者の建物を含む全ての従前建物の構

造別面積を基礎に、木造15千円/ｍ２、非

木造30千円/ｍ２として計算。

0 仮設店舗等は不要とする。

2,292 15％の転出率を見込み、下記の通り見直し。

③ 592

評価基準日～権利変換計画の認可の公告
の日までの物価上昇率は1％、権利変換計

画の認可の公告の日～補償費の支払まで
72日と設定して計算。

法97条補償費 ④ 1,700

見直しに当たり評価・補償コンサルタント
から提示のあった右上の別表☆の通り。
補償期間は28ヵ月。

⑤ 6,240

施設各部の床面積に対して、以下の通り単
価を設定。

容積対象延べ面積：216千円/ｍ２で計算。

容積対象外床面積：210千円/ｍ２で計算。

301
上記の事業費計から法91条補償費を除いた

額の3.5％を計上。

9,721

⑥→（6,240百万円-832百万円⁻238百万円）×４％×13ヶ月/12ヶ月＝224百万円

⑦ 2,575 設立時と同じ計算方法。

調査設計計画費 ⑧ 345 設立時と同じ計算方法。

土地整備費 98 設立時と同じ計算方法。

営繕費 ―

280

建物転出 ⑨→　動産移転補償→100％×20百万円/回+85％×20百万円/回＝37百万円42

残留建物 ⑩ 238

⑪ 1,020 設立時と同じ計算方法。

⑫ 832 設立時と同じ計算方法。

⑭ 9,721

⑨→420百万円×15％×2/3＝42百万円 ④→　動産移転補償→100％×20百万円/回+85％×20百万円/回＝37百万円

⑩→420百万円×85％×2/3＝238百万円 仮住居・仮営業所、地代家賃減収補償等→

⑪→1,700百万円×90％×2/3=1,020百万円 85%×50百万円/月×28ヶ月+15％×67百万円＝1,200百万円

⑫→6,240百万円×20％×2/3＝832百万円 工作物補償及び営業休止補償等→463百万円

37百万円+1,200百万円+436百万円＝1,700百万円

保留床は設立時と同じ床価格（専用面積あたり
の単価）で処分する。

収入合計

支出合計

収
入

補助金

従前建物補償費相当額 設立時と同じ計算方法。ただし、法91条補償費

に係る物価上昇・金利相当額は補助対象外と
する。

法97条補償費

共同施設整備費

保留床処分金
⑬＝支出合計-⑦ ⑬ 7,146

工事費

25,000m2×216千円/m２+4,000m2

×210千円/m2=6,240,000千円

事務費

借入金利子
⑥ 224

設立時と同じ計算方法。ただし、借入期間を2ヶ月

短縮できるものとする。

新資金計画

金額
（百万円）

計算の考え方

支
出

調査設計計画費

土地整備費

4,800m2×15千円/m２+2,500m2

×30千円/m２＝147,000千円

営繕費

補償費

法91条補償費

3,860百万円×15％×101％＝

584,790千円

584,790千円×6％×72/365＝

6,921千円



再開発スクール 実技 Ｈ23 No.2 (解答) 

 

［No.2］-4 

 

 

 

(設問２) 設立時の資金計画と新資金計画から、次の比較表を完成させなさい。 

 

※権利床専用面積＝専用面積合計－保留床専用面積として計算するものとする。 

  

権利変換

転出者

463百万円とする。

法97条補償費

動産移転補償

仮住居・仮営業所、
地代家賃減額補償等

工作物補償及び営業休止補償等

計算の考え方は、下記内訳の合計額とする。

全権利者の移転1回分の補償費の額は20百万円。権利変換者は移転
2回、転出者は移転1回分として、転出率により計算。

全権利者が権利変換を受ける場合の補償期間中の1ヶ月あたりの補
償費の額は50百万円。
権利変換者の割合と、補償期間に応じて計算。

全員が転出した場合の補償費の額は67百万円。
これに転出率を乗じて計算。

比較項目

⑮ 3,650百万円 ⑯ 3,281百万円

10,787百万円 9,721百万円

2,889百万円 2,575百万円

⑰ 11,548百万円 ⑱ 10,427百万円

7,898百万円 7,146百万円

床価格(専用面積あたりの単価) ⑲ 537千円/ｍ２ 537千円/ｍ２

保留床専用面積 ⑳ 14,708ｍ２ ㉑ 13,307ｍ２

21,500ｍ２ 21,500ｍ２

権利床専用面積 ㉒ 6,792ｍ２ ㉓ 8,193ｍ２

床価格(専用面積あたりの単価) 537千円/ｍ２ ㉔ 400千円/ｍ２

⑯→3,860百万円×85％＝3,281百万円 ㉑→7,146百万円/537千円/m2＝13,307.2m2

⑲→11,548百万円/21,500m2＝537.1千円/m2 ㉓→21,500m2-13,307m2＝8,193m2

⑳→7,898百万円/537千円/m2＝14,707.6m2 ㉔→3,281百万円/8,193m2＝400.4千円/m2

権利床

支出合計

補助金

総床価格［百万円未満四捨五入］

保留床処分金

保留床

専用面積合計

設立時の資金計画 新資金計画

権利変換対象従前資産総額



再開発スクール 実技 Ｈ23 No.2 (解答) 

 

［No.2］-5 

 

（年度別資金計画計算手順） 

（設問１） 

＜支出＞ 

調査設計計画費： 

 事業計画作成費：138 百万円（条件より） 

 地盤調査費：10 百万円（条件より） 

 建物設計費：工事費×3.6％ 

  工事費：容積対象工事費+容積対象外工事費 

  容積対象工事費：容積対象延べ面積×工事単価 216 千円/ｍ２＝25,000ｍ２×216 千円/ｍ２＝ 

          ＝5,400 百万円 

  容積対象外工事費：容積対象外延べ面積×工事単価 210 千円/ｍ２＝4,000ｍ２×210 千円/ｍ２＝ 

          ＝840 百万円 

  工事費＝容積対象工事費 5,400 百万円+容積対象外工事費 840 百万円＝6,240 百万円…⑤ 

  建物設計費＝工事費 6,240 百万円×3.6％＝224.64→225 百万円…① 

 権利変換計画作成費：144 百万円（条件より） 

 調査設計計画費計：事業計画作成費 138 百万円+地盤調査費 10 百万円+建物設計費 225 百万円+ 

         +権利変換計画作成費 144 百万円＝517 百万円 

土地整備費： 

（従前木造建物面積×木造 15 千円/ｍ２）+（従前非木造建物面積×非木造 30 千円/ｍ２）＝ 

 木造 4,800ｍ２×15 千円/ｍ２+非木造 2,500ｍ２×30 千円/ｍ２＝ 

木造 72 百万円+非木造 75 百万円＝147 百万円…② 

営繕費：0 百万円（条件より） 

補償費： 

  従前資産合計＝土地 3,440 百万円+建物 420 百万円＝3,860 百万円 

  法 91 条補償費＝従前資産額 3,860 百万円×転出率 15％＝579 百万円 

     評価基準日～権利変換計画認可公告日までの物価上昇率 1％であるから、修正後の額は、 

       579 百万円×101％＝584.79→585 百万円 

     権利変換計画認可公告日～補償費支払まで 72 日であるから、6％の利息を付すことになり、 

       585 百万円+（585 百万円×6％×72 日/365 日）＝585+6.92＝591.9→592 百万円…③ 

  法 97 条補償費 

  動産移転補償費（全権利者の移転１回分の補償費の額は 20 百万円。また、転出率が 15％である

ため、権利変換により再度移転する権利額は 100％-15％＝85％となるため費用も 85％となる。） 

（（権利変換者＋転出者）補償費 20 百万円×１回） 

          +（（権利変換者）補償費 20 百万円×1 回×85％）＝37 百万円 

仮住居・仮営業所、地代家賃減額補償等 

 権利変換：補償額 50 百万円×補償期間 28 ヵ月×85％＝1,190 百万円 

 転出者：補償額 67 百万円×15％＝10.05→10 百万円 

 権利変換 1,190 百万円+転出者 10 百万円＝1,200 百万円 



再開発スクール 実技 Ｈ23 No.2 (解答) 

 

［No.2］-6 

 

 

法 97 条補償費計：動産移転補償費 37 百万円+仮住居・仮営業所、地代家賃減額補償等 1,200 百 

万円+工作物補償及び営業休止補償等 463 百万円＝1,700 百万円…④ 

補償費計：法 91 条補償費 592 百万円+法 97 条補償費 1,700 百万円＝2,292 百万円 

工事費：6,240 百万円…⑤ ※調査設計計画費の□を参照。  

   

事務費： 

事業費計－法 91 条補償費×3.5％＝（法 91 条補償費以外を合計）×3.5％ 

   ＝（調査設計計画費計 517 百万円+土地整備費計 147 百万円+法 97 条補償費 1,700 百万円+工 

   事費計 6,240 百万円）×3.5％＝301.14→301 百万円 

借入金利子： 

 設立時と同じ計算方法とする。但し借入期間は 13 ヶ月、年利４％とする。 

 （工事費 6,240 百万円－共同施設整備費－残留者の従前建物補償費）×４％×13 ヶ月/12 ヶ月 

 共同施設整備費：工事費×20％×補助率 2/3＝工事費 6,240 百万円×20％×補助率 2/3＝832 百万円 

 残留者の従前建物補償費：従前建物資産額 420 百万円×残留者率 85％×補助率 2/3＝238 百万円 

 （6,240 百万円－832 百万円－238 百万円）×４％×13 ヶ月/12 ヶ月＝224.033→224 百万円…⑥ 

支出合計：調査設計計画費計 517 百万円+土地整備費計 147 百万円+補償費計 2,292 百万円+工事費計 

    6,240 百万円+事務費計 301 百万円+借入金利子 224 百万円＝9,721 百万円 

＜収入＞ 

補助金 

 調査設計計画費： 517 百万円×補助率 2/3＝344.66→345 百万円…⑧ 

 土地整備費：147 百万円×補助率 2/3＝98 百万円 

 営繕費：― 

 従前建物補償費相当額 

  建物転出：420 百万円×転出率 15％×補助率 2/3＝42 百万円…⑨ 

  残留建物：420 百万円×転出率 85％×補助率 2/3＝238 百万円…⑩ 

  従前建物補償費相当額：建物転出分 42 百万円+残留建物分 238 百万円＝280 百万円 

 法 97 条補償費：1,700 百万円×90％×補助率 2/3＝1,020 百万円…⑪ 

 共同施設整備費：工事費 6,240 百万円×20％×補助率 2/3＝832 百万円…⑫ 

 補助金計：調査設計計画費 345 百万円+土地整備費 98 百万円+従前建物補償費相当額 280 百万円+ 

     法 97 条補償費 1,020 百万円+共同施設整備費 832 百万円＝2,575 百万円…⑦ 

 保留床処分金：支出合計 9,721 百万円－補助金計 2,575 百万円＝7,146 百万円…⑬ 

収入合計：補助金計 2,575 百万円+保留床処分金 7,146 百万円＝9,721 百万円…⑭ 

 

（設問２）比較表について以下の通り計算します。新資金計画は、「新資金」とします。 

 権利変換対象従前資産総額 

  （設立時）：全員権利変換（転出率 0％であるので従前資産合計と同じ）＝3,650 百万円…⑮ 

  （新資金）：転出率 15％、従前資産総額 3,860 百万円 
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       3,860 百万円×（100％－15％）＝3,281 百万円…⑯ 

 支出合計 

  （設立時）：1,0787 百万円（事前に設定された数値） 

  （新資金）：調査設計計画費計 517 百万円+土地整備費計 147 百万円+補償費計 2,292 百万円+工 

事費計 6,240 百万円+事務費計 301 百万円+借入金利子 224 百万円＝9,721 百万円 

補助金 

 （設立時）：2,889 百万円（事前に設定された数値） 

  （新資金）：調査設計計画費 345 百万円+土地整備費 98 百万円+従前建物補償費相当額 280 百万 

円+法 97 条補償費 1,020 百万円+共同施設整備費 832 百万円＝2,575 百万円 

総床価格：権利床価格（権利変換対象者資産）+保留床価格 

 （設立時）：権利変換対象従前資産総額 3,650 百万円+保留床処分金 7,898 百万円＝11,548 百万円 

…⑰ 

（新資金）：権利変換対象従前資産総額 3,281 百万円+保留床処分金 7,146 百万円＝10,427 百万円 

…⑱ 

保留床処分金 

 （設立時）：7,898 百万円（事前に設定された数値） 

 （新資金）：支出合計 9,721 百万円－補助金計 2,575 百万円＝7,146 百万円 

保留床 

 床価格：総床価格÷専有面積 

  （設立時）：11,548 百万円÷専有面積 21,500ｍ２＝537.116→537 千円/ｍ２ 

  （新資金）：537 千円/ｍ２  

 保留床専用面積：保留床処分金÷床価格 

  （設立時）：7,898 百万円÷537 千円/ｍ２＝14,707.635→14,708ｍ２…⑳ 

  （新資金）：7,146 百万円÷537 千円/ｍ２＝13,307.26→13,307ｍ２…㉑ 

専用面積合計 

  （設立時）：21,500ｍ２（事前に設定された数値） 

  （新資金）：21,500ｍ２（事前に設定された数値） 

権利床 

 権利床専用面積＝専用面積合計－保留床専用面積 

  （設立時）：21,500ｍ２－14,708ｍ２＝6,792ｍ２…㉒ 

  （新資金）：21,500ｍ２－13,307ｍ２＝8,193ｍ２…㉓ 

 床価格：権利変換対象従前資産総額÷権利床専用面積 

  （設立時）：3,650 百万円÷6,792ｍ２＝537.396→537 千円/ｍ２（事前に設定された数値） 

  （新資金）：3,281 百万円÷8,193ｍ２＝400.46→400 千円/ｍ２…㉔ 



再開発スクール 実技 H23 No3 権利変換計画_計算型 （解答） 

［No.3］-1 
 

［No.3］以下のような都心の業務地区において、市街地再開発事業が計画されています。 

 

 

  上記の図及び以下の述べる計画諸元等に基づき、各設問の指示に従い答えなさい。なお、解

答は（設問１）（１）（２）は別紙記述式解答用紙に記入しなさい。補助に係る制度が改正され、

補助金は交付金と改められていますが、従前の例にならい、解答しなさい。 

                                                      【計２０点】 

  ＜計画諸元等＞ 

  ・現状は、商業地域、防災地域で容積率は A１～A３の地区は 600％、A４～A６の地区は 400％

が指定されています。計画においては、高度利用地区の指定によりそれぞれ 100％の容積

アップがなされます。 

  ・幅員 5mの道路を幅員 6mに拡幅整備します。したがって、再開発ビルの敷地面積は、現況の

宅地面積の合計から 100 ㎡減少し、4,400 ㎡になります。 

  ・権利者は土地所有者が 6 名で、各権利者の権利状況は以下のとおりです。なお、従前資産

は土地のみとします。 
 
 
 
 
 
 
 

A１ A２ A３

A４ A５ A６

施行区域
容積率

600％

容積率

400％

２０ｍ

５ｍ

１５ｍ １０ｍ
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権利者 
地積 

（㎡） 

土地の評価 

標準地価格（千円/㎡） 画地補正率 評価額（百万円） 

A１ 1,000 

2,000 

1.08 2,160 

A２ 1,000 1.00 2,000 

A３ 1,000 1.05 2,100 

A４ 500 

1,400 

1.08 756 

A５ 500 0.80 560 

A６ 500 1.05 735 

  ・再開発ビルは、認められる容積率いっぱいで計画し、延べ面積の 1/5 は容積対象外の駐車

場を計画します。 

  ・事業費総額は 8,500 百万円を見込みます。また、補助金等の収入金は事業費の 10％、850

百万円を見込んでいます。  

 

  ・権利者全員が、権利者のみの再開発ビルの所有を希望しているので、保留床を全て権利者

が増床することで取得する、いわゆる共同ビル方式の権利変換計画とします。建物の所有

形態はビｎル全体を１つの区分とし権利者全員が共有で所有し、その敷地は一筆として権利

者全員で建物の持分割合と同じ割合で共有するものとします。 

 

（設問１） 

（１）A４～A６の標準地価格（1,400 千円/㎡）が A１～A３の標準地価格（2,000 千円/㎡）に対して低

い理由を記述式解答用紙に述べなさい。                           【２点】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）A５の画地補正率が0.80とA４、A６のものに比べて低い理由を記述式解答用紙に述べなさい。

【２点】 

 

あぜん 

 

 

 

 

・Ａ１～Ａ３の基準容積率が 600％であるのに対して、Ａ４～Ａ６の基準容積率が 400％と低い

ため、及びＡ４～Ａ６の前面道路が細く、道路斜線の影響をより受けるため、 

Ａ４～Ａ６の土地で建設できる建物規模が小さくなり、同じ工事費単価・ネット率の同一用途建

物を建てられた場合でも、Ａ４～Ａ６の収益価格がＡ１～Ａ３より、小さくなるためである。 

・Ａ５の画地の基準容積率は 400％であるが、前面道路が５ｍであるため、前面道路による容積

率制限を受けるため300％（5ｍ×0.6）の容積率の建物しか建設できず、かつ、Ａ５画地は前面道

路が狭いことから道路斜線の影響を受け、また角地としての立地条件を有していないため、土地

の有効活用において、Ａ４、Ａ６より劣るためである。 
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［No.4］-1 
 

［No.4］Ａ市の中心市街地に位置するある地区において再開発勉強会が設立され、再開発プランナーで

あるあなたは、この地区での再開発事業の成立の可能性に関して診断が求められています。あなた

は、以下に示す地区の現況と、関係者へのヒアリング結果を踏まえて、下図に示す再開発モデルプ

ランを作成し、このモデルプランの事業性について検証作業を進めました。  

   以下の各設問の指示に従い答えなさい。なお、解答は(設問１)①～⑥はマークシートに、(設問２)は

別紙記述式解答用紙に記入しなさい。補助に係る制度が改正され、補助金は交付金と改められて

いますが、従前の例にならい、解答しなさい。                                  【計 10 点】 

 

＜地区の現況＞ 

・地区面積：5,000 ㎡(用途地域：商業地域、容積率：500％) 

・宅地面積合計：4,000 ㎡、道路面積合計：1,000 ㎡、建物面積合計：7,000 ㎡ 

・権利者は全て土地建物所有者で、店舗・事務所などの用途のテナントに賃貸している。 

 

＜関係者へのヒアリング＞ 

〇地権者意向の概要 

・権利者は全員権利変換を希望している。 

・再開発により現在の建物面積合計以上の権利床面積(容積対象延べ面積ベース)は確保したい。 

・権利床は全て商業キーテナントに賃貸することを考えているが、テナント収入は現在の賃料収入(総額

15 百万円／月)以上は確保できないと、再開発事業を行うメリットがない。 

〇住宅デベロッパーへのヒアリング結果 

・平均 60 ㎡程度の専用面積の住戸を 200 戸程度であれば取得可能。 

・分譲価格は平均で 50 万円／㎡が上限との考え。したがって、保留床として買受可能なのはその 80％

の価格になる。 

〇キーテナント候補へのヒアリング結果 

・売り場面積にして 6,000 ㎡前後は欲しい。地下 1 階～地上 2 階までの構成。 

・賃料は売り場面積当り 3,500 円／㎡・月程度。 

・商業床について権利床の他に保留床が出た場合は、権利床と同じ価格で買受けることも可能。 
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［No.4］-2 
 

 

 

＜再開発モデルプランにおける従前資産評価額及び事業費等の条件＞ 

〇従前資産評価額 

・従前土地評価額総額：3,200 百万円、従前建物評価額総額：350 百万円 

〇事業費及び補助金の見込み 

・事業費総額：7,600 百万円、補助金総額：760 百万円 

 

(設問 1)事業性を判断する各算定項目①～⑥に相当する数値を、前記の諸条件に基づいて算出しなさ

い。 

    各算出値は指定された単位未満をそれぞれ四捨五入した整数で求めなさい。その後の計算はそ

の数値を使用しなさい。                           【①～⑤各 1 点 ⑥2 点 計 7 点】 

 

(1)再開発後の床価額総額(床原価総額)： ① 10,390  百万円 

 

(2)用途別の床価額 

 ※住宅と商業の容積対象延べ面積当りの床価格比を 80：100 として、床価格総額から求める。 

・住宅の床価額総額： ② 5,489  百万円 

・商業の床価額総額： ③ 4,901  百万円 

 

(3)事業性の検証 

◇地権者意向からみた検証 

・地権者権利床で取得できる商業の床面積(容積対象延べ面積)： ④ 7,243  ㎡ 

・取得できる権利床で見込まれる賃料収入の月額総額    ： ⑤ 15,210   ㎡ 

 

商業地域　500％

高度利用地区により

100％容積割増

住宅

容積対象延べ面積：14,000㎡

専用面積　　　　　　：12,000㎡

(戸当り平均60㎡×200戸)

商業 容積対象延べ面積：10,000㎡

売り場面積　 　　　　： 6,000㎡

敷地面積：4,000㎡

※住宅は全床保留床とする。

＜再開発モデルプラン＞
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◇保留床の市場性 

 ※住宅は全床保留床とする。 

・住宅の専用面積当りの平均床価格： ⑥ 457  千円／㎡ 

 

(設問 2)以上の検証結果から、今回の再開発モデルプランについて、再開発事業として成立しているか

否か、その理由を付して述べなさい。                       

  【3 点】 

 

・従前の建物面積 7,000 ㎡に対して取得できる床面積は 7,423 ㎡であり、従前の賃料収入 

 15 百万円／月は 15.21 百万円／月になるため、権利者意向は満足している。又キーテナント 

 候補の要望も満足している。 

・しかし、住宅原価床価格は約 457 千円／㎡であり、デベロッパーへの譲渡価格 400 

千円／㎡(＝50 万円×0.8)を超えている。このため、事業は成立していない。 

 

 

計算手順 

①再開発後の床価額総額 

 従前土地評価額総額 3,200 百万円＋従前建物評価額総額 350 百万円＋事業費総額 7,600 百万円

－補助金総額 760 百万円＝10,390 百万円 → ① 10390 

③商業の床価額総額 

 店舗床価格をα千円/㎡とすると、住宅床価格は 0.8α千円/㎡ 

住宅容積対象延べ面積 14,000 ㎡×0.8α千円/㎡+商業容積対象延べ面積 10,000 ㎡×α千円/㎡

＝11,200α+10,000α＝床総額 10,390 百万円 

α＝490.09→490.1 千円 → ③ 4901 

店舗床価額：10,390 百万円÷21,200×10,000＝4,900,943 千円→4,901 百万円 

②住宅の床価額総額： ①－③＝10,390 百万円－4,901 百万円＝5,489 百万円 → ② 5489 

 

④地権者権利床で所得できる商業の容積対象延べ面積 

 商業の容積対象延べ面積 10,000 ㎡×従前資産総額（土地分 3,200 百万円+建物分 350 百万円）÷商

業の床価額総額 4,901 百万円＝7,243.3→7,243 ㎡ → ④ 7243 

⑤取得できる権利床で見込まれる賃料収入の月額総額 

 商業売り場面積 6,000 ㎡ 商業容積対象延べ面積 10,000 ㎡ 

 ゆえに、商業売り場面積は商業容積対象延べ面積の 60％ 

 権利者が取得できる商業の床面積 7,243 ㎡×60％×賃料 3.5 千円/㎡月＝15,210 千円 → ⑤ 15210 

⑥住宅の専用面積当りの平均床価格 

 住宅の床価額総額 5,489 百万円÷住宅専用面積 12,000 ㎡＝457.416→457 千円/㎡ → ⑥ 457 
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平成 23年 実技（解答と解説） 
 

（設問１）従前権利の種類や従前評価額及び権利者意向等から、関係権利者毎の「従前権利額」

を算出し、下表①～⑨の   に適当な数値を記入し表を完成させなさい。 

なお、従前権利額に小数点が生ずる場合には、小数点第一位を四捨五入し整数で記す

こと。解答はマークシートに記入しなさい。 

【①～⑨各１点、計９点】 

従前権利額 

関係権利者氏名 
従前権利額  

関係権利者氏名 
従前権利額 

（百万円）  （百万円） 

A           74  I           40 

B ①        16  J            0 

C ②        36  K          100 

D ③        66  L  

E ④        33  M  

F ⑤        35  N  

G ⑥        27  O           27 

H ⑦        18  P         8 

  
 

（設問２）画地４の I の所有する建物に設定されている J の建物使用貸借の権利について、建物使

用貸借者 Jは、権利変換計画において Iの取得する施設建築物の一部に建物使用貸借の権

利を与えられるでしょうか。解答は次のうち正しい答えの番号を選びマークシートの⑩に記入

しなさい。  【１点】 

 

 

⑧  

⑨ 

② 与えられない ① 与えられる 
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（設問３）次に右表のような権利変換計画書（モデル）を利用し、関係権利者 A 

  及び関係権利者 K に係る権利変換計画の内容を整理します。適当な数値、記 

  号又は用語を記入し、表を完成させなさい。⑪～㉕に該当する数値をマーク 

シート解答用紙に記入しなさい。 

   なお、面積について小数点が生じる場合には、小数点第一位を四捨五入し 

  整数で記すこと。解答はマークシート解答用紙に記入しなさい。また、 

記載にあたっては右記の注意事項に従うこと。 

【関係権利者 A、K 各 4 点 計 8 点】 

 

 

権利変換計画書（モデル）         

          

関係権利者 権利変換期日前の権利の状況 権利変換後の権利の状況 

建築施設の部 

分を与えられ 

ることとなる者 

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 

宅地、借地 

権又は建築 

物の価額 

宅地、借地権又は建築 

物についての担保権等 

の登記に係る権利 

施設建築物の一部 

建築施設の部 

分の価額の概 

算額 

 （百万円） 

建築施設の部分に関する権利 

の上に有することとなる担保権 

等の登記に係る権利 
専用部分 

氏名又は名称 氏名又は名称 
計 

（百万円） 
権利の種類 

権利を有 

する者 
床面積（㎡） 用途 権利の種類 権利を有する者 

A 

  ⑪    20     ⑯    40 店舗 ㉑    20     

  ⑫    34     ⑰    85 住宅 ㉒    34     

N ⑬    20     ⑱    50 住宅 ㉓    20     

K 
  ⑭    80 抵当権 L ⑲   200 住宅 ㉔    80 抵当権 L 

  ⑮    20 抵当権 M ⑳    50 住宅 ㉕    20 抵当権 M 

 

（設問４）以下の㉖の     に最も適当な用語を記入し、下記の文章を完成さ 

せなさい。解答は記述式解答用紙に記入しなさい。        【２点】 

 

 

 

 

 

 

※㉜の「市街地再開発組合」を「施行者」でも正解。 

 画地７について、表２の従前の状況では借家権者 P が借家権の取得を希望 
しない旨を申し出ているが、仮にその申出がない場合には、権利変換期日後の 
P の借家権は             が取得する保留床に設定される。 ㉖ 市街地再開発組合 

《記載にあたっての注意事項》 
 記入欄は１権利者で複数の権利床を取得できるようになっており、都市再開発 
法に基づき１権利者で複数の権利床（建築施設の部分）に分けて取得する必要が 
ある場合には、複数の権利床（建築施設の部分）に分けて表示すること。なお、そ 
の場合には その他の記載すべき事項（「宅地、借地権又は建築物の価額」等）に 
ついても、取得する複数の権利床（建築施設の部分）毎の該当する行に記載する 
こと。 
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計算手順 

（設問１） 

Ａ：表２より 

  画地１ 従前資産＝（土地 50 百万円+建物 20 百万円）－Ｂ（借地権者） 

      借地権者の割合は土地の評価額の 60％ 

      借地権価額は土地価額に係る部分の合計額で計算され、土地価額に係る部分の価額は 

      借地権価額に対し 20％の割合、建物価額に係る部分の価額は建物の評価額に対し 50％ 

      の割合。 

      よってＢ＝借家権価額：土地 50 百万円×土地評価額の割合 60％ 

           土地の借地権価額：借家権価額×20％ 

      →借家権価額：土地 50 百万円×土地評価額の割合 60％×20％＝6 百万円 

         Ｂ＝建物価額の評価額：建物価額 20 百万円×50％＝10 百万円 

      ∴従前資産＝（土地 50 百万円＋建物 20 百万円）－Ｂ（借地権者＝16 百万円）＝54 百万円 

  画地６ 従前資産＝土地 15 百万円＋建物 5 百万円＝20 百万円 

  Ａの従前資産＝画地１（54 百万円）+画地 6（20 百万円）＝74 百万円 

 

Ｂ：Ｂ＝借家権価額：土地 50 百万円×土地評価額の割合 60％ 

    土地の借地権価額：借家権価額×20％ 

    →借家権価額：土地 50 百万円×土地評価額の割合 60％×20％＝6 百万円 

    Ｂ＝建物価額の評価額：建物価額 20 百万円×50％＝10 百万円 

   →6 百万円+10 百万円＝16 百万円 → ① 16 

 

Ｃ：画地２ 従前資産＝土地 90 百万円×所有割合（100％－割合借地権 60％）＝36 百万円 → ② 36 

Ｄ：画地２ 従前資産＝（（土地 90 百万円×借地権割合 60％）+（建物 45 百万円））×持分 2/3 

          ＝66 百万円 → ③ 66 

Ｅ：画地２ 従前資産＝（（土地 90 百万円×借地権割合 60％）+（建物 45 百万円））×持分 1/3 

          ＝33 百万円 → ④ 33 

Ｆ：画地３ 従前資産＝土地 50 百万円×1/2+（土地 50 百万円×1/2×40％）＝35 百万円 → ⑤ 35 

Ｇ：画地３ 従前資産＝土地 50 百万円×1/2×借地権割合 60％×（100％－借家権割合 20％） 

＋建物 30 百万円×50％＝27 百万円 → ⑥ 27 

Ｈ：画地３ 従前資産＝土地 50 百万円×1/2×借地権割合 60％×借家権割合 20％+建物 30 百万円×50％ 

          ＝18 百万円 → ⑦ 18 

Ｉ：画地４ 従前資産＝土地 30 百万円＋建物 10 百万円＝40 百万円 

Ｊ：画地４ Ｊは建物使用貸借者＝従前資産はない 0 百万円 

Ｋ：画地５ 従前資産＝土地 80 百万円＋建物 20 百万円＝100 百万円 

Ｏ：画地７ 従前資産＝土地 25 百万円＋建物 10 百万円－Ｐ資産 8 百万円＝27 百万円 → ⑧ 27 

Ｐ：画地７ 従前資産＝土地 25 百万円×60％×20％+建物 10 百万円×50％＝8 百万円 → ⑨ 8 
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（設問２） 

② 与えられない 

理由：使用貸借（民法第 593条）とは「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相

手方からある物を受け取ること」であり、「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、

相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約する」賃貸借（民法第 601 条）とは異なる権利で、借家権では

ない。借家権でない以上、都再法第 73 条第 1 項第七号、第八号（施設建築物の一部へ移行する借家権関係

規定）の適用はない。 

 

（設問３） 

Ａ：宅地、借地権又は建築物の価額 

  事前意向より店舗 40 ㎡×店舗単価 500 千円/㎡＝20 百万円 → ⑪ 20 

  施設建築物の一部 床面積→40 ㎡ → ⑯ 40 用途 店舗 

  建築施設の部分の価額の概算 20 百万円 → ㉑ 20 

  店舗以外は住宅 従前資産 74 百万円－店舗分 20 百万円＝54 百万円 

  54 百万円－Ｎの貸し出す分（従前と同じとする）20 百万円＝34 百万円 → ⑫ 34 

  施設建築物の一部 床面積→34 百万円÷住宅単価 400 千円/㎡＝85 ㎡ → ⑰ 85 用途 住宅 

  建築施設の部分の価額の概算 34 百万円 → ㉒ 34 

  Ｎ分 

  Ｎの貸し出す分（従前と同じとする） 20 百万円 ⑬ 用途 住宅 

  施設建築物の一部 床面積→20 百万円÷住宅単価 400 千円/㎡＝50 ㎡ → ⑱ 50 

  建築施設の部分の価額の概算 20 百万円 → ㉓ 20 

Ｋ：従前資産 100 百万円 

  土地について 抵当権者Ｌ  80 百万円 → ⑭ 80 抵当権 

  建物について 抵当権者Ｍ 20 百万円 → ⑮ 20 抵当権 

  Ａの希望 住宅 

  土地について抵当権 80 百万円÷住宅単価 400 千円/㎡＝200 ㎡ → ⑲ 200 用途 住宅 

  建築施設の部分の価額の概算 80 百万円 → ㉔ 80 抵当権 権利者はＬ 

  建物について 抵当権 20 百万円÷住宅単価 400 千円/㎡＝50 ㎡ 用途 住宅 

  建築施設の部分の価額の概算 20 百万円 → ㉕ 20 抵当権 権利者は 

 

 

 

 

 

 




