
再開発スクール 実技 H22 No.1 その他_スケジュール （解答） 
 

［No.1］-1 
 

[No.1]図は組合施行の第一種市街地再開発事業の流れを示した図です。Ａ群は都市再開発法 

（以下、「法」という。）上の手続きを、Ｂ群はその手続きに関連して組合が行うこととなる税に関す 

る手続きを、Ｃ群はその協議・申請・届け出等の相手先を示しています。①～⑰に入る適切なも 

のを表の該当する群の記号の中から選び、下記のフロー図を完成させなさい。なお、この市街 

地再開発事業は法第 111 条の規定に基づいて権利変換計画を定めるものとします。解答は、マ 

ークシート解答用紙に記入しなさい。 

 

Ａ群 

 

１．権利変換計画（案）の作成及びその縦覧手続き 

２．施設建築物の一部等の確定 

３．法第 70 条登記 

４．法第 91 条補償金の支払い 

５．法第 97 条補償金の支払い 

６．権利変換を希望しない旨の申し出 

７．総会の議決 

８．審査委員の同意 

９．土地の明渡し 

10．建築工事の完了の公告 

11．土地の明渡し請求 

 

 

Ｂ群及びＣ群 

 

12．市街地再開発事業に係る固定資産税の減免の対象となる権利床に関する通知 

13．補償金等の支払調書の提出 

14．給与支払い事務所等の開設届の提出 

15．やむを得ない事情についての個別協議 

16．国税局資産税課 

17．市町村長（税務担当課、東京都 23 区においては都税事務所） 

 

  



再開発スクール 実技 H22 No.1 その他_スケジュール （解答） 
 

［No.1］-2 
 

 

Ａ群 Ｂ群 Ｃ群

①  3  法第70条登記

④  7  総会の議決 ⑤  8  審査委員の同意

Ｂ群 Ｃ群

⑦  11  土地の明渡し請求 法第90条登記

Ｂ群 Ｃ群

法第101条登記

市街地再開発組合の設立
⑫  14

給与支払い事務所

等の開設届の提出

市街地再開発組
合所在地の所轄

税務署

②  6  権利変換を希望しない旨の申し出

⑬ 13
補償金等の支払

調書の提出

⑭ 16
国税局資産税課評価基準日

⑯ 12
市街地再開発事
業に係る固定資
産税の減免の対
象となる権利床
に関する通知

⑰ 17
市町村長（税務
担当課、東京都
23区においては

都税事務所）
⑪  2  施設建築物の一部等の価額等の確定

③  1  権利変換計画(案）の作成及びその縦覧手続き

権利変換計画の認可申請・認可公告

⑥  4  法第91条補償金の支払い

権利変換期日
⑮ 15

やむを得ない事
情についての

個別協議

市街地再開発組
合所在地の
所轄税務署

市街地再開発組合の解散

⑧  5  法第97条補償金の支払い 

⑨  9  土地の明渡し

建築工事着工

⑩  10  建築工事の完了の公告



再開発スクール 実技 Ｈ22 No.2 (解答) 収支ゼロタイプ 

［No.2］-1 

［No.2］組合施行による第一種市街地再開発事業を検討している地区から、再開発プランナーに年

度別資金計画の策定が依頼されました。資金計画策定のための諸条件は表－Ａのとおりです。 

下記の「算定にあたっての前提条件」及び表－Ａの内容に従って①～⑲欄及び⑳～㉗欄に

相当する金額を算定し、その値を別紙マークシート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おりますが、従前の例にならい、

解答しなさい。               【⑦⑭⑯⑲各 2 点 他各 1 点 計 31 点】 

[算定にあたっての前提条件] 

・計算方法：各表に記載の(注)及び算出根拠の指示によること。各年度・各項目・各収支科目毎に

十万円の位を四捨五入し百万円単位の整数の数値を記入し、以降の計算には記入した数値を使

用しなさい。また、計算にあたって消費税は考慮しなくてもよいものとする。

・保留床処分金の総額：支出欄の合計額と収入欄の合計額は同額となるものとして算出する。

・借入金：各年度毎に支出欄の合計から収入欄の合計を差引いた不足額を借入するものとする。 

・次年度繰越金：当該年度の資金収支の残額を次年度に繰越すものとする。

・補助金：当該事業を実施した年度に入金があるものとする。

表－Ａ 

現 況 諸 元 

施行地区面積：7,000ｍ２ 宅地面積の合計：5,000ｍ２ 

木造建築物の延べ面積の合計：6,000ｍ２ 

非木造建築物の延べ面積の合計：2,000ｍ２ 

計 画 諸 元 

施設建築敷地面積：5,000ｍ２ 

施設建築物の延べ面積：容積率(600％)いっぱいで計画する。 

容積率対象外は駐車場だけとし、駐車場の床面積は、駐車場を含む施

設建築物の延べ面積の合計の 5 分の 1 となるように計画する。 

従前資産状況等 

土地評価：現況宅地面積当り平均単価 1,000 千円/ｍ２で算出 

建物評価：現況建築物の床面積当り平均単価 

木造建築物 100 千円/ｍ２ 非木造建築物 200 千円/ｍ２で算出 

都市再開発法 

第 91 条補償費 

転出に伴う金銭給付希望者に対する補償費は、従前資産総額の 30％

とし権利変換計画認可公告日から 30 日後に支払うものとする。な

お、評価基準日から権利変換計画認可公告日までの物価の変動に応

ずる修正率はプラス 1％とする。年 6％の利息相当も付すこと。 

都市再開発法 

第 97 条補償費 

現況建築物の床面積当り平均単価 100 千円/ｍ２で算出 

事業スケジュール 

初年度：事業計画作成を実施する。年度末に市街地再開発組合を設立 

2 年度：地盤調査、実施設計、権利変換計画作成、91 条補償費支払い

を実施。年度末に権利変換計画認可を受け権利変換期日を迎

える。 

3 年度：97 条補償費支払い。建物除却・整地工事を実施。建築工事

(全工事期間は 20 ヵ月)の 8 ヵ月分を実施。建築工事費の支払

い額は 20 分の 8 とする。(工事期間中工事監理を実施) 

4 年度：残りの建築工事を実施し、建築工事費の残額を支払う(工事

期間中工事監理を実施) 

最終年度：権利変換計画作成(価額の確定)の実施、清算等を行い事業

を完了する。 

なお、その他計画作成費は毎年度実施する。 



再開発スクール 実技 Ｈ22 No.2 (解答) 収支ゼロタイプ 

 

［No.2］-2 

 

表－１ 資金計画(年度別資金計画)                   (注)端数処理は各欄毎に十万円の位を四捨五入し百万円単位の整数の数値を記入しなさい。最終年度の支出金は、補助金及び前年度繰越金を充当する。 

【⑦⑭⑯⑲各 2 点 他各 1 点 計 23 点】                                                                             (単位：百万円) 

 

 

 

 

722 142 398 64 91 27

基本設計費 建築工事費総額×設計料率1.0％ 90 ① 90 ― ― ― ―

資金計画作成費等 施行地区面積×6千円/ｍ２ 42 42 ― ― ― ―

調査本数6本×1百万円 6 ― 6 ― ― ―

総額は、建築工事費総額×設計料率5.0％、うち70％は

実施設計費で2年度に実施。残りは工事監理費で年度

分けは建築工事費支払い割合と同一とする。

450 ― ② 315 54 ③ 81 ―

総額は、施行地区面積×12千円/ｍ２。2年度80％、

残額は最終年度
84 ― 67 ― ― ④ 17

毎年度10百万円を計上 50 10 10 10 10 10

155 ― ― 155 ― ―
構造別現況延べ面積の合計×構造別除却単価

（木造10千円/ｍ２、非木造40千円/ｍ２）
140 ― ― ⑤ 140 ― ―

現況宅地面積の合計×整地費単価3千円/ｍ２ 15 ― ― ⑥ 15 ― ―

2,627 ― 1,827 800 ― ―

表－Ａ都市再開発法第91条補償費に記載のとおり 1,827 ― ⑦ 1,827 ― ― ―

表－Ａ都市再開発法第97条補償費に記載のとおり 800 ― ― ⑧ 800 ― ―

総額は、施設建築物の延べ面積×工事費単価240千円/

ｍ２
9,000 ― ― ⑨ 3,600 ⑩ 5,400 ―

12,504 142 2,225 4,619 5,491 27

各年度小計×3％（総額は各年度別金額の計） 376 4 67 139 165 ⑪ 1

前年度末借入残高×3％（総額は各年度別金額の計） 163 0 2 ⑫ 27 ⑬ 134 0

⑭ 13,043 146 2,294 4,785 5,790 28

4年度に、前年度借入金残高全額を償還する。 4,467 ― ― ― ⑮ 4,467 ―

17,510 146 2,294 4,785 10,257 28

表－2で算出した数値を転記しなさい。 2,741 88 439 1,231 972 11

2年度に10億円入金、残額は4年度 10,302 ― 1,000 ― ⑯ 9,302 ―

13,043 88 1,439 1,231 10,274 11

4,467 58 ⑰ 855 ⑱ 3,554 0 0

17 0 0 0 0 17

― 146 2,294 4,785 10,274 28

17 0 0 0 ⑲ 17 0

4年度に一括返済 ― 58 913 4,467 0 0

当期収入総計

次年度繰越金

年度末借入金残高

借入金利息

合　　計

借入金償還金

支　出　総　計

収
入

補助金計

保留床処分金

合　計

借入金

前年度繰越金

c　補償費

都市再開発法第91条補償費

都市再開発法第97条補償費

d　工事費

小計（a+b+c+d）

事務費

支
出

a　調査設計計画費

事業計画
作成費

地盤調査費

建築設計費
（工事監理費を含む）

権利変換計画作成費

その他計画費

b　土地整備費

建物除却費

整地費

項目 支出金等算出根拠 総額
年度別

初年度 2年度 3年度 4年度 最終年度



再開発スクール 実技 Ｈ22 No.2 (解答) 収支ゼロタイプ 

 

［No.2］-3 

 

表―２ 補助金算定表 

(注)補助金算定にあったては、各支出項目ごとに、補助金算出根拠に応じて各年度別の補助対象額及びこれに補助率 3 分の 2 を乗じて得られる補助金を算出すること。端数処理は各欄毎に十万円の位を四捨五入し百万円単位の整数

の数値を記入しなさい。なお、事務費は補助対象外とする。【各 1 点 計 8 点】    

                                                                                                (単位：百万円) 

 

補助対象額 補助対象額 補助対象額 補助対象額 補助対象額 補助対象額

537 358 132 88 388 259 ― ― ― ― 17 11

事業計画作成費 全額が補助対象 132 ⑳ 88 132 88 ― ― ― ― ― ― ― ―

地盤調査費 全額が補助対象 6 ㉑ 4 ― ― 6 4 ― ― ― ― ― ―

建築設計費 実施設計に係る額のみ補助対象 315 ㉒ 210 ― ― 315 210 ― ― ― ― ― ―

権利変換計画作成費 全額が補助対象 84 56 ― ― 67 ㉓ 45 ― ― ― ― 17 11

全額が補助対象 155 103 ― ― ― ― 155 ㉔ 103 ― ― ― ―

1,620 1,080 ― ― 270 180 972 648 378 252 ― ―

従前建物補助対象費

建物評価総額の90％が補助対象、2年

度に補助対象額270百万円入金、残額

は3、4年度に建築工事費支払い割合に
より入金

900 600 ― ― 270 180 252 168 378 ㉕ 252 ― ―

都市再開発法第97条
補償費

総額の90％が補助対象 720 480 ― ― ― ― 720 ㉖ 480 ― ― ― ―

年度別工事費の20％が補助対象 1,800 1,200 ― ― ― ― 720 480 1,080 ㉗ 720 ― ―

4,112 2,741 132 88 658 439 1,847 1,231 1,458 972 17 11

㉕→｛（6,000ｍ２×0.1百万円/ｍ２+2,000ｍ２×0.2百万円/ｍ２）×90％-270百万円｝×12月/20月×２/３＝252百万円

ａ　調査設計計画費

ｂ　土地整備費

ｃ　補償費

ｄ　共同施設整備費

補助金計(ａ+ｂ+ｃ+ｄ)

4年度 最終年度

補助金 補助金 補助金 補助金 補助金 補助金
項　目 補助金算出根拠

総額 初年度 2年度 3年度



再開発スクール 実技 Ｈ22 No.2 (解答) 収支ゼロタイプ 

 

［No.2］-4 

 

（年度別資金計画算定手順） 

初年度 

＜支出＞ 

a 調査設計計画費 

 事業計画作成費 

  基本設計費：建築工事費総額×設計料率 1.0％＝9,000 百万円×1.0％＝90 百万円…① 

        建築工事費総額＝施設建築物の延べ面積×工事費単価 240 千円/ｍ２ 

        施設建築物の延べ面積＝施設建築敷地面積 5,000ｍ２×容積率 600％×容積率対象外 

を含む 125％＝37,500ｍ２ 

建築工事費総額＝施設建築物の延べ面積 37,500ｍ２×工事費単価 240 千円/ｍ２ 

       ＝9,000 百万円 

資金計画作成費等：施行地区面積×6 千円/ｍ２＝7,000ｍ２×6 千円/ｍ２＝42 百万円 

事業計画作成費計：基本設計費 90 百万円+資金計画作成費等 42 百万円＝132 百万円 

地盤調査費：初年度無し 

建築設計費：初年度無し 

権利変換計画作成費：初年度無し 

その他計画費：毎年度 10 百万円を計上→10 百万円 

調査設計計画費計：事業計画作成費 132 百万円+その他計画費 10 百万円＝142 百万円 

b 土地整備費：初年度無し 

 建物除却費：初年度無し 

 整地費：初年度無し 

c 補償費：初年度無し 

 都市再開発法第 91 条補償費：初年度無し 

 都市再開発法第 97 条補償費：初年度無し 

d 工事費：初年度無し 

小計（a+b+c+d）：a 調査設計計画費 142 百万円 

事務費：各年度小計×3％＝142 百万円×3％＝4.26→4 百万円 

借入金利息：前年度末借入残高×3％＝0 百万円 

支出合計：小計（a+b+c+d）142 百万円+事務費 4 百万円＝146 百万円 

借入金償還金：初年度無し 

支出総計：146 百万円 

＜収入＞ 

補助金計 

 a 調査設計計画費 

  事業計画作成費：支出事業計画作成費 132 百万円×補助率 2/3＝88 百万円 

  地盤調査費：初年度無し 

  建築設計費：初年度無し 

  権利変換計画作成費：初年度無し 
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［No.2］-5 

 

  調査設計計画費計：88 百万円 

 b 土地整備費：初年度無し 

 c 補償費 

  従前建物補助対象費：初年度無し 

  都市再開発法第 97 条補償費：初年度無し 

 d 共同施設整備費：初年度無し 

 補助金計：88 百万円 

保留床処分金：初年度無し 

収入合計：88 百万円 

借入金：初年度支出総計 146 百万円－収入合計 88 百万円＝58 百万円 

前年度繰越金：0 百万円 

当期収入総計：収入合計 88 百万円+借入金 58 百万円＝146 百万円 

次年度繰越金：0 百万円 

年度末借入金残高：58 百万円 

２年度 

＜支出＞ 

a 調査設計計画費 

 事業計画作成費 

  基本設計費：２年度無し 

資金計画作成費等：２年度無し  

事業計画作成費計：２年度無し  

地盤調査費：調査本数 6 本×1 百万円＝6 百万円 

建築設計費：建築工事費総額×設計料 5.0％＝9,000 百万円×5.0％＝450 百万円 

      2 年度は 70％→450 百万円×70％＝315 百万円…② 

権利変換計画作成費：施行地区面積×12 千円/ｍ２＝7,000ｍ２×12 千円/ｍ２＝84 百万円 

      2 年度は 80％→84 百万円×80％＝67.2→67 百万円 

その他計画費：毎年度 10 百万円を計上→10 百万円 

調査設計計画費計：地盤調査費 6 百万円+建築設計費 315 百万円+権利変換計画作成費 67 百万円+

その他計画費 10 百万円＝398 百万円 

b 土地整備費：２年度無し 

 建物除却費：２年度無し 

 整地費：２年度無し 

c 補償費 

 都市再開発法第 91 条補償費：従前資産建物＝木造建築物の延べ面積 6,000ｍ２×平均単価 

100 千円/ｍ２+非木造建築物の延べ面積 2,000ｍ２×平均単価 200 

千円/ｍ２＝1,000 百万円 

従前資産土地＝宅地面積合計 5,000ｍ２×平均単価 1,000 千円/ｍ２＝ 

5,000 百万円 
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               転出率 30％ 

               建物：1,000 百万円×30％＝300 百万円 

               土地：5,000 百万円×30％＝1,500 百万円 

               転出者分：300 百万円+1,500 百万円＝1,800 百万円 

               物価変動+１％→1,800 百万円×101％＝1,818 百万円 

               支払い日まで 30 日、年利６％→1,818 百万円×6％×30 日/365 日 

              ＝8.965→9 百万円 

              ＝1,818 百万円+9 百万円＝1,827 百万円…⑦ 

 都市再開発法第 97 条補償費：２年度無し 

 補償費計：1,827 百万円 

d 工事費：２年度無し 

小計（a+b+c+d）：a 調査設計計画費 398 百万円+ c 補償費 1,827 百万円＝2,225 百万円 

事務費：各年度小計×3％＝2,225 百万円×3％＝66.75→67 百万円 

借入金利息：前年度末借入残高×3％＝58 百万円×3％＝1.74→2 百万円 

支出合計：小計（a+b+c+d）2,225 百万円+事務費 67 百万円+借入金利息 2 百万円＝2,294 百万円 

借入金償還金：２年度無し 

支出総計：2,294 百万円 

＜収入＞ 

補助金計 

 a 調査設計計画費 

  事業計画作成費：２年度無し 

  地盤調査費：支出地盤調査費 6 百万円×補助率 2/3＝4 百万円 

  建築設計費：支出建築設計費 315 百万円×補助率 2/3＝210 百万円 

  権利変換計画作成費：支出権利変換計画作成 67 百万円×補助率 2/3＝44.66→45 百万円…㉓ 

  調査設計計画費計：地盤調査費 4 百万円+建築設計費 210 百万円+権利変換計画作成費 45 百万円 

          ＝259 百万円 

 b 土地整備費：２年度無し 

 c 補償費 

  従前建物補助対象費：建物評価総額の 90％ 

2 年度は 270 百万円 

            270 百万円×補助率 2/3＝180 百万円 

  都市再開発法第 97 条補償費：２年度無し 

  補償費：180 百万円 

 d 共同施設整備費：2 年度無し 

 補助金計：a 調査設計計画費 259 百万円+ c 補償費 180 百万円＝439 百万円 

保留床処分金：1,000 百万円 

収入合計：補助金計 439 百万円+保留床処分金 1,000 百万円＝1,439 百万円 

借入金：２年度支出総計 2,294 百万円－収入合計 1,439 百万円＝855 百万円…⑰ 
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前年度繰越金：0 百万円 

当期収入総計：収入合計 1,439 百万円+借入金 855 百万円＝2,294 百万円 

次年度繰越金：0 百万円 

年度末借入金残高：初年度 58 百万円+借入金 855 百万円＝913 百万円 

３年度 

＜支出＞ 

a 調査設計計画費 

 事業計画作成費 

  基本設計費：３年度無し 

資金計画作成費等：３年度無し  

事業計画作成費計：３年度無し  

地盤調査費：３年度無し  

建築設計費：建築工事費総額×設計料 5.0％＝9,000 百万円×5.0％＝450 百万円 

      450 百万円－2 年度分 315 百万円＝135 百万円 

      3 年度は 8 ヶ月分/20 ヵ月分→135 百万円×8 ヶ月/20 ヶ月＝54 百万円 

権利変換計画作成費：３年度無し 

その他計画費：毎年度 10 百万円を計上→10 百万円 

調査設計計画費計：建築設計費 54 百万円+その他計画費 10 百万円＝64 百万円 

b 土地整備費 

 建物除却費：構造別現況延べ面積×構造別除却単価 

       木造：6,000ｍ２×木造除却単価 10 千円/ｍ２＝60 百万円 

       非木造：2,000ｍ２×非木造除却単価 40 千円/ｍ２＝80 百万円 

       木造 60 百万円+非木造 80 百万円＝140 百万円…⑤ 

 整地費：現況宅地面積の合計×整地費単価 3 千円/ｍ２＝5,000ｍ２×3 千円/ｍ２＝15 百万円…⑥ 

 土地整備費計：建物除却費 140 百万円+整地費 15 百万円＝155 百万円 

c 補償費 

 都市再開発法第 91 条補償費：３年度無し 

 都市再開発法第 97 条補償費：現況建築物の床面積×平均単価 100 千円/ｍ２ 

＝（木造 6,000ｍ２+非木造 2,000ｍ２）×100 千円/ｍ２＝800 百万円…⑧ 

 補償費計：800 百万円 

d 工事費：建築工事費総額＝施設建築物の延べ面積×工事費単価 240 千円/ｍ２ 

     施設建築物の延べ面積＝施設建築敷地面積 5,000ｍ２×容積率 600％×容積率対象外を含む 

125％＝37,500ｍ２ 

建築工事費総額＝37,500ｍ２×工事費単価 240 千円/ｍ２＝9,000 百万円 

3 年度は 8 ヶ月/20 ヶ月→9,000 百万円×8 ヶ月/20 ヶ月＝3,600 百万円…⑨ 

小計（a+b+c+d）：a 調査設計計画費 64 百万円+ b 土地整備費 155 百万円+c 補償費 800 百万円+ d 工 

事費 3,600 百万円＝4,619 百万円 

事務費：各年度小計×3％＝4,619 百万円×3％＝138.57→139 百万円 
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借入金利息：前年度末借入残高×3％＝913 百万円×3％＝27.39→27 百万円…⑫ 

支出合計：小計（a+b+c+d）4,619 百万円+事務費 139 百万円+借入金利息 27 百万円＝4.785 百万円 

借入金償還金：３年度無し 

支出総計：4,785 百万円 

＜収入＞ 

補助金計 

 a 調査設計計画費 

  事業計画作成費：３年度無し 

  地盤調査費：３年度無し  

  建築設計費：３年度無し  

  権利変換計画作成費：３年度無し  

  調査設計計画費計：３年度無し 

 b 土地整備費：支出土地整備費 155 百万円×補助率 2/3＝103.33→103 百万円…㉔ 

 c 補償費 

  従前建物補助対象費：建物評価総額の 90％＝1,000 百万円×90％＝900 百万円 

2 年度は 270 百万円なので、900 百万円－270 百万円＝630 百万円 

630 百万円×8 ヶ月/20 ヶ月＝252 百万円 

            252 百万円×補助率 2/3＝168 百万円 

  都市再開発法第 97 条補償費：支出都市再開発法第 97 条補償費 800 百万円×90％＝720 百万円 

            720 百万円×補助率 2/3＝480 百万円…㉖ 

  補償費：従前建物補助対象費 168 百万円+都市再開発法第 97 条補償費 480 百万円＝648 百万円 

 d 共同施設整備費：年度別工事費の 20％が補助対象 

          3 年度工事費 3,600 百万円×20％＝720 百万円 

          720 百万円×補助率 2/3＝480 百万円 

 補助金計：b 土地整備費 103 百万円+ c 補償費 648 百万円+ d 共同施設整備費 480 百万円 

＝1,231 百万円 

保留床処分金：３年度無し 

収入合計：補助金計 1,231 百万円+保留床処分金 0 百万円＝1,231 百万円 

借入金：３年度支出総計 4,785 百万円－収入合計 1,231 百万円＝3,554 百万円…⑱ 

前年度繰越金：0 百万円 

当期収入総計：収入合計 1,231 百万円+借入金 3,554 百万円＝4,785 百万円 

次年度繰越金：0 百万円 

年度末借入金残高：２年度 913 百万円+借入金 3,554 百万円＝4,467 百万円 

４年度 

＜支出＞ 

a 調査設計計画費 

 事業計画作成費 

  基本設計費：４年度無し 
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資金計画作成費等：４年度無し  

事業計画作成費計：４年度無し  

地盤調査費：４年度無し  

建築設計費：建築工事費総額×設計料 5.0％＝9,000 百万円×5.0％＝450 百万円 

      450 百万円－2 年度分 315 百万円＝135 百万円 

      ４年度は 12 ヶ月分/20 ヵ月分→135 百万円×12 ヶ月/20 ヶ月＝81 百万円…③ 

権利変換計画作成費：４年度無し 

その他計画費：毎年度 10 百万円を計上→10 百万円 

調査設計計画費計：建築設計費 81 百万円+その他計画費 10 百万円＝91 百万円 

b 土地整備費 

 建物除却費：４年度無し 

 整地費：４年度無し 

 土地整備費計：４年度無し  

c 補償費 

 都市再開発法第 91 条補償費：４年度無し 

 都市再開発法第 97 条補償費：４年度無し 

 補償費計：４年度無し 

d 工事費：建築工事費総額＝施設建築物の延べ面積×工事費単価 240 千円/ｍ２ 

     施設建築物の延べ面積＝施設建築敷地面積 5,000ｍ２×容積率 600％×容積率対象外を含む 

125％＝37,500ｍ２ 

建築工事費総額＝37,500ｍ２×工事費単価 240 千円/ｍ２＝9,000 百万円 

４年度は 12 ヶ月/20 ヶ月→9,000 百万円×12 ヶ月/20 ヶ月＝5,400 百万円…⑩ 

小計（a+b+c+d）：a 調査設計計画費 91 百万円+ d 工事費 5,400 百万円＝5,491 百万円 

事務費：各年度小計×3％＝5,491 百万円×3％＝164.73→165 百万円 

借入金利息：前年度末借入残高×3％＝4,467 百万円×3％＝134.01→134 百万円…⑬ 

支出合計：小計（a+b+c+d）5,491 百万円+事務費 165 百万円+借入金利息 134 百万円＝5.790 百万円 

借入金償還金：３年度末借入金残高を借入金償還金とする。＝4,467 百万円…⑮ 

支出総計：支出合計 5.790 百万円+借入金償還金 4,467 百万円＝10,257 百万円 

＜収入＞ 

補助金計 

 a 調査設計計画費 

  事業計画作成費：４年度無し 

  地盤調査費：４年度無し  

  建築設計費：４年度無し  

  権利変換計画作成費：４年度無し  

  調査設計計画費計：４年度無し 

 b 土地整備費：４年度無し  

 c 補償費 
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  従前建物補助対象費：建物評価総額の 90％＝1,000 百万円×90％＝900 百万円 

2 年度は 270 百万円なので、900 百万円－270 百万円＝630 百万円 

630 百万円×12 ヶ月/20 ヶ月＝378 百万円 

            378 百万円×補助率 2/3＝252 百万円…㉕ 

  都市再開発法第 97 条補償費：４年度無し 

  補償費：従前建物補助対象費 252 百万円 

 d 共同施設整備費：年度別工事費の 20％が補助対象 

          ４年度工事費 5,400 百万円×20％＝1,080 百万円 

          1,080 百万円×補助率 2/3＝720 百万円…㉗ 

 補助金計：c 補償費 252 百万円+ d 共同施設整備費 720 百万円＝972 百万円 

保留床処分金 

保留床処分金：４年度支出総計 10,257－補助金計 972 百万円+（最終年度支出総計 27 百万円－最

終年度補助金 11 百万円）＝9,302 百万円 

収入合計：補助金計 972 百万円+保留床処分金 9,302 百万円＝10,274 百万円 

借入金：0 百万円 

前年度繰越金：0 百万円 

当期収入総計：収入合計 10,274 百万円 

次年度繰越金：17 百万円…⑲ 

年度末借入金残高：0 百万円 

最終年度 

＜支出＞ 

a 調査設計計画費 

 事業計画作成費 

  基本設計費：最終年度無し 

資金計画作成費等：最終年度無し  

事業計画作成費計：最終年度無し  

地盤調査費：最終年度無し  

建築設計費：最終年度無し 

権利変換計画作成費 

 権利変換計画作成費総額＝施行地区面積 7,000ｍ２×12 千円/ｍ２＝84 百万円 

 内 2 年度 80％なので、最終年度は 20％→84 百万円×20％＝16.8→17 百万円…④ 

その他計画費：毎年度 10 百万円を計上→10 百万円 

調査設計計画費計：権利変換計画作成費 17 百万円+その他計画費 10 百万円＝27 百万円 

b 土地整備費 

 建物除却費：最終年度無し 

 整地費：最終年度無し 

 土地整備費計：最終年度無し  

c 補償費 
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 都市再開発法第 91 条補償費：最終年度無し 

 都市再開発法第 97 条補償費：最終年度無し 

 補償費計：最終年度無し 

d 工事費：最終年度無し 

小計（a+b+c+d）：a 調査設計計画費 27 百万円 

事務費：各年度小計×3％＝27 百万円×3％＝0.81→1 百万円…⑪ 

借入金利息：前年度末借入残高×3％＝0 百万円×3％＝0 百万円 

支出合計：小計（a+b+c+d）27 百万円+事務費 1 百万円+借入金利息 0 百万円＝28 百万円 

借入金償還金：最終年度無し  

支出総計：支出合計 28 百万円 

＜収入＞ 

補助金計 

 a 調査設計計画費 

  事業計画作成費：最終年度無し 

  地盤調査費：最終年度無し  

  建築設計費：最終年度無し  

  権利変換計画作成費：17 百万円×補助率 2/3＝11.33→11 百万円 

  調査設計計画費計：11 百万円 

 b 土地整備費：最終年度無し  

 c 補償費 

  従前建物補助対象費：最終年度無し 

  都市再開発法第 97 条補償費：最終年度無し 

  補償費：最終年度無し  

 d 共同施設整備費：最終年度無し 

 補助金計：c 補償費 11 百万円 

保留床処分金：0 百万円 

収入合計：補助金計 11 百万円 

借入金：0 百万円 

前年度繰越金：17 百万円 

当期収入総計：収入合計 11 百万円+前年度繰越金 17 百万円＝28 百万円 

次年度繰越金：最終年度無し  

年度末借入金残高：― 
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［No.3］以下、各設問の指示に従い答えなさい。 

なお、解答は、（設問１）はマークシート、（設問２）は別紙記述式解答用紙に記入しなさい。  

【計 12 点】 

 

（設問１） 

 以下の文章は市街地再開発事業の状況について述べたものです。この文章の空欄①～⑥

に最も適切な語句を下記の表１から 16 の記号の中から選び、その記号で答えなさい。 

【各１点 計 6 点】 

 

 市街地再開発事業は、都市再開発法第１条に定めるように『都市における土地の合理的か

つ健全な               と                    とを図り、もって公共の福祉

に寄与すること』を目的として、全国各地で数多く実施されてきました。現在までに全国で 

約           地区の市街地再開発事業が完成しており、そのうち約 60％が        

となっております。完成地区の地区面積合計は、約          

ha に達しています。 

 しかしながら、社会経済を取り巻く様々な要因が大きく変化する中で、地方都市では特に、こ

れまでの市街地再開発事業のように、単純に保留床を売却して事業費をまかなうという仕組み

が、成り立ちにくくなっています。このような中、地域の市街地環境に配慮し、地域の床需要と

調和した比較的            の市街地再開発事業が模索されており、「身の丈」再開発

と呼ばれています。 

 このような「身の丈」再開発では、事業の成立性を確保することが厳しくなる傾向にあり、事業

の成立のためには様々な工夫が必要となります。 

１． ２５０ ５． １５００ ９． 都市機能の更新 13． 高度利用 

２． ５００ ６． ２０００ 10． 防災性の向上 14． 個人施行 

３． ７５０ ７． 高容積 11． 低容積 15． 組合施行 

４． １０００ ８． 有効活用 12． 暫定的利用 16． 再開発会社施行 

 
 

 

① 13 高度利用 ② ９ 都市機能の更新 

③ ３ ７５０ 

④ 15 組合施行 ⑤ ４ １０００ 

⑥ 11 低容積 



H22No.3 権利変換プレゼン型（解答） 
 

［No.3］-2 
 

（設問２） 

（設問１）の文章で述べている通り、「身の丈」再開発では、それぞれの事業に応じた工夫が必

要になってきます。融資※制度の活用以外の方法で、①事業費の抑制策、②事業費の抑制策

以外の床価格の低減策、③権利床以外の床保有者の確保のために、あなたが一般的に有効

であると考える方策とその効果をそれぞれ、簡潔にまとめて提案しなさい。 

（※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おります。） 

【各２点 計６点】 

 

①事業費の抑制策とその効果 

・建物の階数を低くすることによる非常階段等の工事費の軽減。 

・工期短縮による通損補償費や金利の軽減。 

・多棟化（住宅と店舗等を重層化せず分棟にすること）や地下工事の軽減などの設計の 

   合理化による、工事費・工期の削減。 

・既存建物の仮設利用による通損補償費の軽減。 

 

 

 

②事業費の抑制策以外の床価格の低減策とその効果 

・定期借地権或いは地上設定型による床価格の低減。 

・設計の合理化による施設建築物のネット率（専有面積/延べ面積）の向上 

 

 

 

 

 

③権利床以外の床保有者確保策とその効果 

・参加組合員（特定事業参加者）、特定業務代行者、特定建築者制度等の事業協力者の 

 早期選定による民間活力の活用。 

・資産保有と管理機能を一元化した特定目的会社等による保留床リスクの分散。 

 

 

 



再開発スクール 実技 H22 No.4  権利変換計画 （解答） 
 

［No.4］-1 
 

[No.4]下記（イ）（ロ）の表は、第一種市街地再開発事業の権利変換計画書に記載する内容を整理したものである。 

これらの条件及び（設問１）から（設問３）の指示に基づいて①～⑮の欄に相当する数値を算出し、マークシートの解答用紙に記入しなさい。                                                          【20 点】 

 

（イ） 従前の権利状況等 

評 

価 

画 

地 

番 

号 

権 

利 

者 

名 

権利状況 

土地権利状況 建物権利状況 

権利変換に対する意向 面積 

（㎡） 

借地面積 

（㎡） 

更地単価 

（千円/㎡） 

権利 

割合 

延べ 

面積 

（㎡） 

借家 

面積 

（㎡） 

再調達 

単価 

（千円/㎡） 

現 

価 

率 

権利 

割合 

1 A１ 土地・建物所有者 200  900  160  150 20％  住宅 160 ㎡を取得し、残額で店舗取得希望 

2 
A２ 底地権者 150  

1,400 
30％      全額を金銭給付の申し出 

B１ 借地権者  150 70％ 200  165 40％  全額を店舗取得希望 

3 
A３ 土地・建物所有者 120  

1,200 
90％ 180  

180 30％ 
50％ 全額を住宅取得希望 

C１ 借家権者   10％  180 50％ 借家権価額分の金銭給付を受けて借家権消滅希望 

 

（ロ） 再開発後の建築施設の部分の価額の概算額等 

用途 
専用面積 

（㎡） 

施設建築物の 

一部の価額 

（千円） 

同左の専用面 

積当りの単価 

（千円/㎡） 

施設建築敷地 

の持分額 

（千円） 

同左の専用面 

積当りの単価 

（千円/㎡） 

住宅 7,650 2,937,600 ①  384 1,836,000  240 

店舗 2,100 779,100  371 720,300 ②  343 

合計 9,750 3,716,700  381 2,556,300  262 

 

（設問１）上の表（ロ）において、施設建築物の一部の価額並びに施設建築敷地の持分額のそれぞれについ 

  て、専用面積当りの単価を求めて表を完成させ、①、②の太線枠に入る数値をマークシート解答用 

紙に記入しなさい。 

  なお、答えに端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入しなさい。 

                                                          【①②各１点 計２点】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



再開発スクール 実技 H22 No.4  権利変換計画 （解答） 
 

［No.4］-2 
 

（設問２）下記に示す権利者の権利変換期日前の権利の状況に関する表を完成させ、③～⑦の太線枠に入る 

  数値をマークシート解答用紙に記入しなさい。           【③～⑦各１点 計５点】 

 

◆ 権利変換計画書の内の権利変換期日前の権利の状況 

権利者 権利変換期日前の権利の状況 

施設建築敷地又は 

施設建築物に関す 

る権利を与えられ 

ることとなる者 

当該借家権に対 

して施設建築物 

の一部について 

借家権を与えられ 

ることとなる者 

施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を与えられることとなる者の宅地、借地権若しくは建築物又は当該借家権に対応して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の借

家権の目的となっている建築物 

宅地 借地権 建築物 

価額合計 

（千円） 
地積 

（㎡） 

価額 

（千円） 

借地権の目的となっ 

ている土地の面積 

（㎡） 

価額 

（千円） 

用途 

構造 

延べ面積 

（㎡） 

価額 

（千円） 

A１  200 180,000   省略 160 ③  4,800  184,800 

B１    150 ④  147,000 省略 200  13,200 ⑤  160,200 

A３  120 ⑥  129,600   省略 180 ⑦  4,860  134,460 

 

（設問３）前問の各権利者について、都市再開発法第 111 条に定める地上権非設定型（土地共有持分型）の 

  権利変換計画が行われる場合の権利変換期の日後の権利の状況に関する表を完成させ、⑧～⑮の太線枠に 

  入る数値をマークシート解答用紙に記入しなさい。なお、専用部分の床面積の計算にあたっては、 

用途別床単価は表（ロ）で算出した専用面積当りの単価（用途毎の平均値）を用い、算出値は小数点以 

下第一位を四捨五入して整数で記入しなさい。また、共用部分の共有持分の計算にあたっては、右の点 

線枠内に示す条件に基づくものとし、分母を 10,000 とした場合の分子を小数点以下第１位を四捨五入し 

て整数で答えなさい。                    【⑨⑩⑫各１点 ⑧⑪、⑬～⑮各 2 点、計 13 点】 

   

◆ 権利変換計画書の権利変換期日後の権利の状況 

権利者 権利変換期日後の権利の状況 

施設建築敷地又は施設建

築物に対する権利を与えら

れることとなる者 

当該借家権に対して施設建

築物の一部について借家権

を与えられることとなる者 

施設建築物の一部 施設建築敷地の共有持分 建築施設の部分 

の価額の概算額 

（千円） 

専用部分 共用部分の共有持分 施設建築 

敷地の区域 
共有持分 

用途 階 床面積（㎡） 住宅共用 店舗共用 全体共用 

A１ 

 
住宅 省略  160 ⑧  

209 

10,000 
  

165 

10,000 
省略  

150 

10,000 
⑨  99,840 

店舗 省略 ⑩  119   
567 

10,000 
⑪  

119 

10,000 
省略  

160 

10,000 
 84,960 

B１ 
 

店舗 省略 ⑫  224  ⑬  
1,067 

10,000 
 

224 

10,000 
省略 ⑭  

301 

10,000 
 160,200 

A３ 
 

住宅 省略  215  
281 

10,000 
  

222 

10,000 
省略 ⑮  

202 

10,000 
 134,460 

・住宅共用、店舗共用の共有持分 
      …専用部分の面積（記入した整数値）で配分する。 
・全体共用の共有持分 
      …施設建築物の一部の価額で配分する。 
・施設建築敷地の共有持分 
      …施設建築敷地の持分額で配分する。 



再開発スクール 実技 H22 No.4  権利変換計画 （解答） 
 

［No.4］-3 
 

計算手順 

（設問１）表ロ 

住宅：専用面積当りの単価＝施設建築物の一部の価額 2,937,600 千円÷専用面積 7,650 ㎡ 

            ＝384 千円/㎡ → ① 384 

   施設建築敷地の専用面積当りの単価＝施設建築敷地の持分額 1,836,000 千円÷専用面積 

            7,650 ㎡＝240 千円/㎡ 

店舗：施設建築物の一部の専用面積当りの単価＝施設建築物の一部の価額 779,100 千円÷専用 

            面積 2,100 ㎡＝371 千円/㎡ 

   施設建築敷地の専用面積当りの単価＝施設建築敷地の持分額 720,300 千円÷専用面積 

            2,100 ㎡＝343 千円/㎡ → ② 343 

（設問２） 

Ａ１：地積→200 ㎡ 

   価額＝地積 200 ㎡×更地単価 900 千円/㎡＝180,000 千円 

表イより延べ面積 160 ㎡ 

   価額＝延べ面積 160 ㎡×再調達単価 150 千円/㎡×現価率 20％＝4,800 千円 

   価額合計＝4,800 千円 → ③ 4800 

Ｂ１：借地権面積＝150 ㎡ 表イより 

   借地価額＝借地権面積 150 ㎡×更地単価 1,400 千円/㎡×権利割合 70％ 

＝147,000 千円 → ④ 147000 

   建物延べ面積＝200 ㎡ 表イより 

   借地建物価額＝建物延べ面積 200 ㎡×再調達価額 165 千円/㎡×現価率 40％ 

＝13,200 千円 

価額合計＝借地分 147,000 千円+建物分 13,200 千円＝160,200 千円 → ⑤ 160200  

Ａ３：宅地 地積 120 ㎡ 

   価額＝地積 120 ㎡×更地単価 1,200 千円/㎡×権利割合 90％＝129,600 千円 → ⑥ 129600 

   建物 延べ面積 180 ㎡ 

   価額＝延べ面積 180 ㎡×再調達単価 180 千円/㎡×現価率 30％×権利割合 50％ 

     ＝4,860 千円 → ⑦ 4860 

   価額合計＝土地 129,600 千円+建物 4,860 千円＝134,460 千円 

（設問３） 

Ａ１：住宅 専用部分 160 ㎡ （意向より） 

      住宅共用 専用部分 160 ㎡÷住宅全体専用面積 7,650 ㎡＝209.1→209/10,000 → ⑧ 209 

全体共用 専用部分 160 ㎡×単価 384 千円/㎡÷全体面積 9,750 ㎡×全体単価 

     381 千円/㎡＝0.016528 165/10,000 

施設建築敷地の共有持分 専用部分 160 ㎡×単価 240 千円/㎡÷敷地の持分類

2,556,300 千円×10,000=150,21 → 150/10,000 

建築施設の部分の価額の概算額＝専用面積 160㎡×単価（384千円/㎡＋240千円/㎡）

＝99,840 千円 → ⑨ 99840 



再開発スクール 実技 H22 No.4  権利変換計画 （解答） 
 

［No.4］-4 
 

店舗 (184,800－99,840)千円÷(371＋343)千円/㎡＝118.99 ㎡→119 ㎡ → ⑩ 119 

  店舗共用 専用面積 119 ㎡÷店舗全体専用面積 2,100 ㎡＝0.05666→ 

       567/10,000 

  全体共用 専用面積 119 ㎡×単価 371 千円/㎡÷全体施設建築物の一部の価額 

       3,716,700 千円＝0.011878→119/10,000 → ⑪ 119 

  施設建築敷地の共有持分 専用面積 119 ㎡×単価 343 千円/㎡÷敷地の持分類 2,556,300

千円×10,000 ＝159.6→160/10,000 

  建築施設の部分の価額の概算額＝専用面積 119 ㎡×単価（371 千円/㎡＋343 千円/㎡） 

＝84,966 千円  

Ｂ１：店舗 従前資産 160,200 千円÷単価(371＋343)千円/㎡＝224 ㎡ → ⑫ 224  

      店舗共用 店舗床面積 224 ㎡÷店舗全体面積 2,100 ㎡＝1,067→1,067/10,000 → ⑬ 1067  

店舗全体共用 店舗床面積 224 ㎡×単価 371 千円/㎡÷全体施設建築物の一部の価額 

     3,716,700 千円＝0.022359→224/10,000 

   施設建築敷地の共有持分 店舗床面積 224 ㎡×単価 343 千円/㎡÷ 

敷地の持分類 2,556,300 千円×10,000/㎡＝300.5→301/10,000 → ⑭ 301  

      建築施設の部分の価額の概算額＝160,200 千円 

Ａ３：住宅 従前資産 134,460 千円÷単価（384 千円/㎡＋240 千円/㎡）＝215.48→215 

      住宅共用 専用面積 215 ㎡÷住宅全体専用面積 7,650 ㎡＝0.02810→281/10,000 

      全体共用 専用面積 215 ㎡×単価 384 千円/㎡÷全体施設建築物の一部の価額 

           3,716,700 千円＝0.022213→222/10,000 

      施設建築敷地の共有持分 店舗床面積 215 ㎡×単価 240 千円/㎡÷全体施設建築 

          敷地の持分類 2,556,300 千円×10,000＝201.8→202/10,000 → ⑮ 202 

    建築施設の部分の価額の概算額＝134,460 千円 

 
 



再開発スクール 実技 H22 No.5 権利変換（プレゼン型） （解答） 
 

［No.5］-1 
 

[No.5]（解答） 

（設問１） 

「補助金等控除後の事業費」＝「保留床処分金」となります。 

よって、施設建築物の総床価額（床原価）は、 

「補助金等控除後の事業費」＋「従前資産額」で算出できます。 

 

A：従前資産 19 億の場合 

床価格を算出するには、 

（「補助金等控除後の事業費」＋「従前資産額」）÷施設建築物 20,000 ㎡で算出できます。 

補助金控除後の事業費が５７億から６１億までの範囲であるので、それぞれの場合の床価格を算

出します。 

５７億の場合 → （５７億＋１９億）÷施設建築物 20,000 ㎡＝380 千円／㎡ 

５８億の場合 → （５８億＋１９億）÷施設建築物 20,000 ㎡＝385 千円／㎡ 

５９億の場合 → （５９億＋１９億）÷施設建築物 20,000 ㎡＝390 千円／㎡ 

６０億の場合 → （６０億＋１９億）÷施設建築物 20,000 ㎡＝395 千円／㎡ 

６１億の場合 → （６１億＋１９億）÷施設建築物 20,000 ㎡＝400 千円／㎡ 

上記の結果をグラフ（１）にすると図のような線（A１９億）となります。 

以下、同様に計算をして、B から D のグラフを書くことができます。 

 
 
 
  



再開発スクール 実技 H22 No.5 権利変換（プレゼン型） （解答） 
 

［No.5］-2 
 

設問 1 グラフ（1）            【実線ＡＢＣＤ 各 1 点 計 4 点】 
 

従前資産評価額別の「補助金等控除の事業費と床価格」の関係 

 
 
 
 
 
 
 
 

４２０

４１０

４００

３９０

３８０

５７ ５８ ５９ ６０ ６１

補助金等控除後の事業費（億円）

床価格※

（千円/ｍ２）
※容積対象延べ面積当り

４００ ４００ ４００ ４００

Ｄ(２２億)

Ｃ(２１億)

Ｂ(２０億)

Ａ(１９億)



再開発スクール 実技 H22 No.5 権利変換（プレゼン型） （解答） 
 

［No.5］-3 
 

（設問 2） 

 

「補助金控除後の事業費」と「対従前床変換率」を算出するには、床価格で従前資産額を割り戻す

と権利床面積を算出することが必要である。その後、算出した権利床面積を従前建物床面積

（5,000 ㎡）で割ると対従前床変換率を算出できる。 

 

a：従前資産 19 億の場合 

(設問１)で床価格を算出しているので、その結果を用いて権利床面積を算出する。 

５７億の場合 → 床価格 380 千円／㎡ → 権利床面積:１９億÷380 千円／㎡=5,000 ㎡ 

５８億の場合 → 床価格 385 千円／㎡ → 権利床面積:１９億÷385 千円／㎡=4,935 ㎡ 

 

５９億の場合 → 床価格 390 千円／㎡ → 権利床面積:１９億÷390 千円／㎡=4,871 ㎡ 

６０億の場合 → 床価格 395 千円／㎡ → 権利床面積:１９億÷395 千円／㎡=4,810 ㎡ 

６１億の場合 → 床価格 400 千円／㎡ → 権利床面積:１９億÷400 千円／㎡=4,750 ㎡ 

 

以上より、権利床面積が算出できました。続いて、対従前床変換率は、 

 

５７億の場合 → 5,000 ㎡／5,000 ㎡＝1.00 

５８億の場合 → 4,935 ㎡／5,000 ㎡＝0.98 

５９億の場合 → 4,871 ㎡／5,000 ㎡＝0.97 

６０億の場合 → 4,810 ㎡／5,000 ㎡＝0.96 

６１億の場合 → 4,750 ㎡／5,000 ㎡＝0.95 

 

上記の結果をグラフ（２）にすると図のような線（a１９億）となる。 

以下、同様に計算をして、b から d のグラフを書くことができる。 

 
 
  



再開発スクール 実技 H22 No.5 権利変換（プレゼン型） （解答） 
 

［No.5］-4 
 

設問１ グラフ（2）                               【実線 abcd 各 2 点 計 8 点】 

 

 

従前資産評価額別の「補助金等控除後の事業費と対従前床変換率」の関係 

 

 

  

１．１０

１．０５

１．００

０．９５

０．９０

５７ ５８ ５９ ６０ ６１

補助金等控除後の事業費（億円）

対
従
前
床
変
換
率

１．００ １．００

ｄ(２２億）

ｃ(２１億）

ｂ(２０億）

ａ(１９億）



再開発スクール 実技 H22 No.5 権利変換（プレゼン型） （解答） 
 

［No.5］-5 
 

（設問 3） 
（基本事項）より事業が成立する条件は、 
・保留床処分価格が 400 千円／㎡以下 
・対従前床変換率が 1.0（等積）以上 
となっています。よって、グラフ（１）とグラフ（２）より、上記の条件を満たす場合は

○、満たさない場合は☓とします。（次ページのグラフ参照） 
 
よって、上記の結果をまとめると以下の通りになります。 
 

【計 8 点】 

 
 
 
 
 
 
  

 補助金等控除後の事業費 
配点内訳 

57 58 59 60 61 

従
前
資
産
評
価
額 

19 
 
○ 

 

 
☓ 

 
☓ 

 
☓ 

 
☓ 

すべて正答で

２点 

20 
   

○ 
 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
☓ 

すべて正答で

２点 

21 
   
○ 
 

 
○ 

 
○ 

 
☓ 

 
☓ 

すべて正答で

２点 

22 
 
○ 
 

 
○ 

 
☓ 

 
☓ 

 
☓ 

すべて正答で

２点 



再開発スクール 実技 H22 No.5 権利変換（プレゼン型） （解答） 
 

［No.5］-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１０

１．０５

１．００

０．９５

０．９０

５７ ５８ ５９ ６０ ６１

補助金等控除後の事業費（億円）

対
従
前
床
変
換
率

１．００ １．００

ｄ(２２億）

ｃ(２１億）

ｂ(２０億）

ａ(１９億）

４２０

４１０

４００

３９０

３８０

５７ ５８ ５９ ６０ ６１

補助金等控除後の事業費（億円）

床価格※

（千円/ｍ２）
※容積対象延べ面積当り

４００ ４００ ４００ ４００

Ｄ(２２億)

Ｃ(２１億)

Ｂ(２０億)

Ａ(１９億)


