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［No.1］マンション建替えに関する初動期の計画作成 

 再開発プランナーが以下のような老朽化したマンションで、建替え事業（民間デベロッパーとの等

価交換事業）の初動期の指導に当たることになった。以下の 1～3 の条件に従い当初段階の計画案を

作成し、４．計画案の①～③の太線枠に入れる数値をマークシート解答用紙に記入しなさい。 

 なお、計算に当たっては、与えられた単位未満の端数は四捨五入して整数で記入し、以後の計算に

はその記入した数値を使用しなさい。 

 また、本建替え事業の推進課題及び北側区域とあわせて事業を行うことのメリット、デメリットを

記述式解答用紙に記入しなさい。 

 

1．現況 

 ・敷地面積  3,200ｍ２（40ｍ×80ｍの長方形） 

 ・用途地域  第一種住居地域、容積率 200％ 及び一部商業地域、容積率 400％ 

 ・既存マンション 総戸数 40 戸、専有面積合計 2,000ｍ２ 

 ・周辺及び区域図 

 

2．既存マンションの現況 

住戸タイプ 専有床面積 戸数 

タイプ A 40ｍ２ 12 戸 

タイプ B 50ｍ２ 16 戸 

タイプ C 60ｍ２ 12 戸 

合計 ― 40 戸 
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 ・所有形態 

   建物は区分所有、土地は一筆共有（１住戸当たりの土地共有持分 1/40、各住戸均一） 

 ・所有者の特性 

   所有者は高齢者が多く、また他人に賃貸している人もいる。 

 

3．再開発プランナーとしての計画方針 

 これまでの既存マンション所有者間の話し合いや行政との事前協議、住宅市場等の調査により以

下のような方針で計画を立案することになった。 

・デベロッパーが既存マンションを各所有者から買い取り、新築マンションを建設後、「等価交換

希望者」に新築マンションを分譲する。 

・新築マンション建設に当たって新たな公共施設整備（道路拡幅、公園提供）はない。 

・新築マンションの容積率対象床面積（延べ面積）は、建築基準法による限度まで計画する。 

 なお、容積率対象床面積の算出は、同法の規定により、用途地域別の敷地面積に各々の容積率を

乗じて得たものの合計である。 

・マンション以外の用途は計画せず、住戸専有床面積は容積率対象床面積の 90％で計画する。 

・駐車場は屋外で計画する。 

・工事費は、容積率対象床面積当たり 200 千円/ｍ２で算定する。 

・その他事業費は、570 百万円で算定する。 

・総事業費は、新築マンションの住戸専有床面積に住宅市場調査に基づく想定売値( 600 千円/ｍ２） 

 の 80％の単価を乗じた金額とし、総事業費から工事費とその他事業費を除いた額をデベロッパ

ーによる既存マンション購入費（所有者の権利額）とする。 

 

4．計画案 

(1) 施設計画案 

・容積率対象床面積（延べ面積）      7,200   ｍ２ 

・住戸専有面積    容積率対象床面積   7,200  ｍ２×専有部分の割合 90％ 

                            ＝          ｍ２ 

(2) 事業計画案 

費目等 算定式 金額（百万円） 

 総事業費 住戸専有床面積×600 千円/ｍ２×80％  3,110 

工事費 容積率対象床面積×200 千円/ｍ２  1,440 

その他事業費 一式  570 

既存マンション購入費 

（所有者の権利額） 
総事業費－工事費－その他事業費 ② 1,100 

 

(3) 等価交換割合 

 新築マンションの住戸専有床面積の配分割合は、所有者とデベロッパーの総事業費の負担割合に

① 6,480 



再開発スクール 実技 H14 No.1  マンション建替え_Ｈ14 年度改題 （解答） 

 

［No.1］-3 

 

よる。 

・新築マンションの住戸専有床面積配分 

 

所有者    住戸専有床面積×（既存マンション購入費÷総事業費）＝         ｍ２ 

デベロッパー 住戸専有床面積×（デベロッパー負担額÷総事業費）＝   4,188    ｍ２ 

 

5．本建替え事業の推進課題 

今後きし、記述式解答用紙に記入しなさい。 

(1)土地持分が 1/40 づつ均等であることと、面積タイプが３種類あることで、評価額の考え方をど

のようにするかが課題 

(2)反対者がいた場合にどのように権利を買い取るかが課題 

(3)高齢者の資金調達、仮住いについての課題 

その他 

・借家人への対応が課題（借家契約の終了、明渡し等） 

・現住所に抵当権が設定されている場合、その処理が課題（抵当権の抹消、移向等） 

 

6．本計画を既存マンション所有者に提示したところ、同じ街区の北側の区域も含んでマンション建

替えを考えたらどうかという意見が出された。 

  再開発プランナーとして、北側区域とあわせて事業を行うことのメリット、デメリットを各々２

点づつ箇条書きにし、記述式解答用紙に記入しなさい。 

メ
リ
ッ
ト 

(1)幅員が大きい道路に面し、容積率も 400％の部分が増え、売却可能な余剰床を多く

計画することが可能。 

(2)敷地全体を市街地再開発事業にすることで、補助金を見込むことができる。事業費

負担の低減を図れる。 

デ
メ
リ
ッ
ト 

(1)関係権利者が増えることにより合意形成に長時間を要する場合がある。 

 

(2)北側敷地に店舗や事務所がある場合、複合用途の建物を計画する必要がある。管理

費が上がる可能性もある。 

 

＜計算手順＞ 

容積率は用途地域別の敷地面積に各々の容積率を乗じるので、 

・商業地域 敷地面積 5ｍ×80ｍ＝400ｍ２ 

延べ面積 敷地面積 400ｍ２×容積率 400％＝1,600ｍ２ 

・第一種住居地域 敷地面積 35ｍ×80ｍ＝2,800ｍ２ 

延べ面積 敷地面積 2,800ｍ２×容積率 200％＝5,600ｍ２ 

 全延べ面積 第一種住居地域 5,600ｍ２+商業地域 1,600ｍ２＝7,200ｍ２  

住戸専用面積 全延べ面積 7,200ｍ２×専用部分の割合 90％＝6,480ｍ２←① 

③ 2,292 
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総事業費 住戸専用面積 6,480ｍ２×想定売値 600 千円/ｍ２×割合 80％＝3,110.400→3,110 百万円 

工事費  全延べ面積 7,200ｍ２×容積率対象床面積当りの工事費単価 200 千円/ｍ２＝1,440 百万円 

既存マンション購入費 総事業費 3,110 百万円－工事費 1,440 百万円－その他事業費 570 百万円 

＝1,100 百万円←② 

権利床面積 ③ 住戸専用面積 6,480 ㎡×既存マンション購入費 1,100 百万円／総事業費 3,110 百
万円＝2,292ｍ２ 

保留床面積＝デベロッパー取得面積 

住戸専用面積 6,480 ㎡×(総事業費 3,110 百万円－既存マンション購入費 1,100 百万円)／総事業費

3,110 百万円＝4,188ｍ２ 
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［No.2］組合施行市街地再開発事業の年度別資金計画 

 組合施行の市街地再開発事業について、以下のＡ～Ｄの条件に基づき、年度別資金計画表を作

成し、①～⑳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、計算に当たっ

ては、各項目・各年度ごとに百万円未満を切り捨て整数で記入し、以後の計算にはその記入した

数値を使用しなさい。 

 

Ａ．計画諸元等 

１．面積等 

地区面積 6,000ｍ２ 

宅地面積 4,500ｍ２ 

施設建築敷地面積 4,200ｍ２ 

都市計画道路拡幅部分面積 300ｍ２ 

計画容積率 500％ 

駐車場床面積 3,000ｍ２（容積対象外） 

 

２．従前資産等 

従前資産等 総額 転出率 公共施設管理者負担金対象 

従前宅地 2,700 百万円 従前土地価額の 20％ 270 百万円 

（うち転出者分 60 百万円） 

従前建物 300 百万円 
従前建物価額の 25％ 

（法 91 条補償） 

30 百万円 

（うち転出者分 9 百万円） 

法 97 条補償 400 百万円 ― 40 百万円 

＊評価基準日から権利変換計画の認可公告日までの法第 91 条補償費の修正率は０とし、補償費 

 は権利変換計画の認可公告日に支払うものとする。 

 

Ｂ．事業スケジュール 

年度 実施事業 

初年度 
事業計画作成 

地盤調査 

２年度 

実施設計、権利変換計画作成（従前・従後資産評価、確定測量、権利変換計

画書作成及び登記の一部） 

仮設店舗の設置、法 91 条補償、法 97 条補償支払い 

３年度 
除却・整地 

建築工事着工（出来高 30％）、建築工事監理 

最終年度 

建築工事完了（出来高 70％）、建築工事監理 

空地等整備、道路工事 

権利変換計画作成（価格確定及び登記の一部） 
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Ｃ．事業費算定条件（支出金） 

１．事業計画作成費 

・土地建物等現況測量及び権利等現況調査等 ··························· 25 百万円 

・資金計画作成費 ··················································· 30 百万円 

・基本設計費 ······················································· 50 百万円 

２．地盤調査費 ························································· 5 百万円 

３．建築設計費（工事監理費含む） ······································· 200 百万円 

  （2 年度に 70％、3年度に 12％、最終年度に 18％実施） 

４．権利変換計画作成費 

・従前・従後資産評価、確定測量等 ··································· 25 百万円 

・価額確定業務費（最終年度に 100％実施） ···························· 12 百万円 

・権利変換計画作成費 ··············································· 45 百万円 

・登記費用 ························································· 14 百万円 

（2年度 2百万円、最終年度 12 百万円） 

５．除却・整地費 ······················································· 85 百万円 

６．仮設店舗設置費 ····················································· 42 百万円 

７．施設建築物工事費単価（駐車場含む） ································· 220 千円/ｍ２ 

８．空地等整備費 ······················································· 30 百万円 

９．道路工事費 ························································· 60 百万円 

10．事務費  初年度 12 百万円、2年度以降は、借入金利息を除く各年度支出金の 2％ 

11．借入金利息  前年度末の累積借入金残額の 3％ 

 

Ｄ．収入金算定条件 

１．補助金 算定は次の通りとし、補助金額は補助対象事業費の２/３とする。入金時期は、特に 

     記載があるものを除き、補助事業が実施された当該年度に入金するものとする。 

・調査設計計画費は、全額補助対象とする。 

・除却・整地費は、全額補助対象とする。 

・従前建物費は、公共施設管理者負担金対象事業費を除いた額を補助対象とする。 

・法 97 条補償費は、公共施設管理者負担金対象事業費を除いた額を補助対象とする。 

・共同施設整備費のうち、施設建築物工事費については 525 百万円を補助対象とする。 

・共同施設整備費のうち、空地等整備費についてはその全額を補助対象とする。 

・仮設店舗設置費は、事業費のうち 21 百万円を補助対象とする。 

・事務費に対する補助金は、右表の該当欄に記入されている金額とする。 

・従前建物費の入金は、2年度に 44 百万円、3年度に 136 百万円とし、施設建築物工事費 

 は 3 年度に 10％、最終年度に 90％の入金があるものとする。 

２．公共施設管理者負担金 

  公共施設管理者負担金の算定は次の通りとする。 

・補償費  補償費の入金は、2年度に転出者分用地費、転出者分建物費及び法 97 条補償 
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      費、3年度に残り全額とする。 

・道路工事費 60 百万円で、最終年度の入金とする。 

３．保留床処分金 

・2年度に 600 百万円、3年度に 1,000 百万円、最終年度に残金の入金があるものとする。 

４．借入金 

・各年度ごとに、事業支出金から収入金を控除した額を借り入れるものとする。 

・借入金は、最終年度に全額償還するものとする。 
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年度別資金計画表（単位：百万円）

1)事業計画作成費 ① 105 ― ― ― 105

2)地盤調査費 5 ― ― ― 5

3)建築設計費（工事監理費含む） ― 140 24 ⑩ 36 200

4)権利変換計画作成費 ― ④ 72 ― 24 96

― ― 85 ― 85

1)法91条補償費（用地費） ― ⑤ 540 ― ― 540

2)法91条補償費（建物費） ― 75 ― ― ⑭ 75

3)法97条補償費 ― 400 ― ― 400
30% 70%

1,584 3,696
2)空地等整備費 ― ― ― 30 30

3)道路工事費 ― ― ― 60 60

仮設店舗設置費 ― 42 ― ― 42

② 110 1,269 1,693 3,846 6,918

12 25 33 76 ⑮ 146

1 5 13 19

122 1,295 1,731 3,935 ⑯ 7,083

0 0 0 ⑪ 436 436

122 1,295 1,731 4,371 7,519

1)事業計画作成費 70 ― ― ― 70

2)地盤調査費 3 ― ― ― 3

3)建築設計費（工事監理費含む） ― 93 16 24 ⑰ 133

4）権利変換計画作成費 ― 48 ― 16 64

― ― ⑧ 56 ― 56

1)法91条補償費（建物費） ― 44 136 ― 180

2)法97条補償費 ― 240 ― ― 240
10% 90%

35 315
2)空地等整備費 ― ― ― ⑫ 20 20

― 14 ― ― 14

③ 73 439 243 375 ⑱ 1,130

1 10 6 9 26

74 ⑥ 449 249 384 1,156

１．補償費 ― 109 231 ― ⑲ 340

２．道路工事費 ― ― ― 60 60

　　公共施設管理者負担金計 0 109 ⑨ 231 60 400

600 1,000 3,927 ⑳ 5,527

合　計 74 1,158 1,480 4,371 7,083

48 137 251 0 436

　　　収入総計 122 1,295 1,731 ⑬ 4,371 7,519

48 185 436 0 0借入金残額

６．事務費

　　　　　　　　補助金額

公共施設管理者負担金

保留床処分金 ―

借入金

1)施設建築物工事費 ― ― 350

5．仮設店舗設置費

１～５小計

―

事業支出金合計

借入金償還金

支出総計

収入

補助金

１．調査設計
計画費

２．土地整備費（建物除却・整地費）

３．補償費

４．共同施設
整備費

― ― ⑦ 5,280

５．営繕費

１～５小計

支出

１．調査設計計画費

２．土地整備費（建物除却・整地費）

３．補償費

４．工事費

1)施設建築物工事費

６．事務費

７．借入金利息

費　目 初年度 2年度 3年度 最終年度 合計
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（年度別資金計画計算手順） 

（初年度） 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費：105 百万円+5 百万円＝110 百万円 

 1）事業計画作成費：(土地建物等現況測量及び権利等現況調査等 25 百万円)+(資金計画作成費

30 百万円)+(基本設計費 50 百万円)＝105 百万円…① 

 2）地盤調査費：5 百万円 

 3）建築設計費：初年度無し 

 4）権利変換計画作成費：初年度無し 

２．土地整備費：初年度無し 

３．補償費：初年度無し 

 1）法 91 条補償費(用地費)：初年度無し 

 2）法 91 条補償費(建物費)：初年度無し 

 3）法 97 条補償費：初年度無し 

４．工事費 

 1）施設建築物工事費：初年度無し 

 2）空地等整備費：初年度無し 

 3）道路工事費：初年度無し 

５．営繕費：初年度無し 

１～５小計：110 百万円…② 

６．事務費：12 百万円（事前に与えられた値） 

７．借入金利息：初年度無し 

事業支出金合計：110 百万円+12 百万円＝122 百万円 

借入金償還金：初年度無し 

支出総計：122 百万円 

＜収入＞ 

補助金 

 １．調査設計計画費：70 百万円+3 百万円＝73 百万円 

  1）事業計画作成費：105 百万円×2/3＝70 百万円 

  2）地盤調査費：5 百万円×2/3＝3.33→3 百万円 

    3）建築設計費：初年度無し 

  4）権利変換計画作成費：初年度無し 

 ２．土地整備費：初年度無し 

 ３．補償費：初年度無し 

  1）法 91 条補償費(建物費)：初年度無し 

  2）法 97 条補償費：初年度無し 

 ４．共同施設整備費：初年度無し 

  1）施設建築物工事費：初年度無し 
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  2）空地等整備費：初年度無し 

 ５．仮設店舗設置費：初年度無し 

１～５小計：73 百万円…③ 

 ６．事務費：1 百万円（事前に与えられた値） 

補助金額：73 百万円+1 百万円＝74 百万円 

公共施設管理者負担金：初年度無し 

 １．補償費：初年度無し 

 ２．道路工事費：初年度無し 

保留床処分金：初年度無し 

合計：74 百万円 

借入金：(支出総計 122 百万円)－(収入合計 74 百万円)＝48 百万円 

収入総計：(収入合計 74 百万円)+(借入金 48 百万円)＝122 百万円 

借入金残額：48 百万円（事前に与えられた値） 

（2 年度） 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費：140 百万円+72 百万円＝212 百万円 

 1）事業計画作成費：2 年度無し  

 2）地盤調査費：2 年度無し 

 3）建築設計費：200 百万円×2 年度 70％＝140 百万円 

 4）権利変換計画作成費： 

  (従前・従後資産評価、確定測量等 25 百万円)+(権利変換計画作成費 45 百万円)+(登記費用 2

年度 2 百万円)＝72 百万円…④ 

２．土地整備費：2 年度無し 

３．補償費：540 百万円+75 百万円+400 百万円＝1,015 百万円 

 1）法 91 条補償費(用地費)：従前宅地総額 2,700 百万円×転出率 20％＝540 百万円 

 2）法 91 条補償費(建物費)：従前建物総額 300 百万円×転出率 25％＝75 百万円 

 3）法 97 条補償費：総額 400 百万円 

４．工事費：2 年度無し 

1）施設建築物工事費：2 年度無し 

 2）空地等整備費：2 年度無し 

 3）道路工事費：2 年度無し 

５．営繕費：42 百万円 

１～５小計：1,269 百万円（事前に与えられた値） 

６．事務費：(212 百万円+1,015 百万円+42 百万円)×2％＝25.38→25 百万円 

７．借入金利息：1百万円（事前に与えられた値） 

事業支出金合計：1,269 百万円+25 百万円+1 百万円＝1,295 百万円 

借入金償還金：2 年度無し 

支出総計：1,295 百万円（事前に与えられた値） 
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＜収入＞ 

補助金 

 １．調査設計計画費：93 百万円+48 百万円＝141 百万円 

  1）事業計画作成費：2 年度無し  

  2）地盤調査費：2 年度無し  

    3）建築設計費：140 百万円×2/3＝93.33→93 百万円 

  4）権利変換計画作成費：72 百万円×2/3＝48 百万円 

 ２．土地整備費：2 年度無し 

 ３．補償費：44 百万円+240 百万円=284 百万円 

  1）法 91 条補償費(建物費)：(75 百万円－公管金 9 百万円)×2/3＝44 百万円（事前に与えら

れた値） 

  2）法 97 条補償費：(400 百万円－公管金 40 百万円)×2/3＝240 百万円 

 ４．共同施設整備費：2 年度無し 

  1）施設建築物工事費：2 年度無し 

  2）空地等整備費：2 年度無し 

 ５．仮設店舗設置費：21 百万円×2/3＝14 百万円 

１～５小計：141 百万円+284 百万円+14 百万円＝439 百万円 

 ６．事務費：10 百万円（事前に与えられた値） 

補助金額：439 百万円+10 百万円＝449 百万円…⑥ 

公共施設管理者負担金：109 百万円 

 １．補償費：公管金 60 百万円+9 百万円+40 百万円＝109 百万円 

 ２．道路工事費：2 年度無し 

保留床処分金：600 百万円（事前に与えられた値） 

合計：449 百万円+109 百万円+600 百万円＝1,158 百万円 

借入金：(支出総計 1,295 百万円)－(収入合計 1,158 百万円)＝137 百万円 

収入総計：(収入合計 1,158 百万円)+(借入金 137 百万円)＝1,295 百万円 

借入金残額：(前年借入金残額 48 百万円)+(当年借入金 137 百万円)＝185 百万円 

（3年度） 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費：24 百万円 

 1）事業計画作成費：3 年度無し  

 2）地盤調査費：3 年度無し 

 3）建築設計費：200 百万円×3 年度 12％＝24 百万円 

 4）権利変換計画作成費：3 年度無し 

２．土地整備費：85 百万円 

３．補償費：3 年度無し  

 1）法 91 条補償費(用地費)：3 年度無し  

 2）法 91 条補償費(建物費)：3 年度無し  
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 3）法 97 条補償費：3 年度無し  

４．工事費：1,584 百万円 

1）施設建築物工事費：5,280 百万円×3 年度 30％＝1,584 百万円…⑦ 

施設建築敷地面積 4,200m2×500％+駐車場床面積 3,000m2=施設建築建物延べ床面積

24,000m2 

  施設建築物工事費＝施設建築建物延べ床面積 24,000m2×工事費単価 220 千円/m2＝5,280 百

万円 

 2）空地等整備費：3 年度無し 

 3）道路工事費：3 年度無し 

５．営繕費：3 年度無し  

１～５小計：24 百万円+85 百万円+1,584 百万円=1,693 百万円 

６．事務費：1,693 百万円×2％＝33.86→33 百万円 

７．借入金利息：5 百万円（事前に与えられた値） 

事業支出金合計：1,693 百万円+33 百万円+5 百万円＝1,731 百万円 

借入金償還金：3 年度無し 

支出総計：1,731 百万円（事前に与えられた値） 

＜収入＞ 

補助金 

 １．調査設計計画費： 16 百万円 

  1）事業計画作成費：3 年度無し  

  2）地盤調査費：3 年度無し  

    3）建築設計費：24 百万円×2/3＝16 百万円 

  4）権利変換計画作成費：3 年度無し 

 ２．土地整備費：85 百万円×2/3＝56.66→56 百万円 

 ３．補償費：136 百万円 

  1）法 91 条補償費(建物費)：従前建物総額 300 百万円－転出分 75 百万円－公管金(30 百万

円－転出分 9 百万円)×2/3＝204 百万円×2/3＝136 百万円 

  2）法 97 条補償費：3 年度無し   

 ４．共同施設整備費：35 百万円 

  1）施設建築物工事費：525 百万円×10％×2/3＝35 百万円 

  2）空地等整備費：3 年度無し 

 ５．仮設店舗設置費：3 年度無し  

１～５小計：16 百万円+56 百万円+136 百万円+35 百万円＝243 百万円 

 ６．事務費：6 百万円（事前に与えられた値） 

補助金額：243 百万円+6 百万円＝249 百万円 

公共施設管理者負担金：231 百万円…⑨ 

 １．補償費：公管金(270 百万円－60 百万円)+(30 百万円－9 百万円)＝231 百万円 

 ２．道路工事費：3 年度無し 
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保留床処分金：1,000 百万円（事前に与えられた値） 

合計：249 百万円+231 百万円+1,000 百万円＝1,480 百万円 

借入金：(支出総計 1,731 百万円)－(収入合計 1,480 百万円)＝251 百万円 

収入総計：(収入合計 1,480 百万円)+(借入金 251 百万円)＝1,731 百万円 

借入金残額：(前年借入金残額 185 百万円)+(当年借入金 251 百万円)＝436 百万円 

（最終年度） 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費：36 百万円+24 百万円＝60 百万円 

 1）事業計画作成費：3 年度無し  

 2）地盤調査費：3 年度無し 

 3）建築設計費：200 百万円×最終年度 18％＝36 百万円…⑩ 

 4）権利変換計画作成費：(価額確定業務費 12 百万円)+(登記費用 12 百万円)＝24 百万円 

２．土地整備費：最終年度無し  

３．補償費：最終年度無し  

 1）法 91 条補償費(用地費)：最終年度無し  

 2）法 91 条補償費(建物費)：最終年度無し  

 3）法 97 条補償費：最終年度無し  

４．工事費：3,696 百万円+30 百万円+60 百万円=3,786 百万円 

1）施設建築物工事費：5,280 百万円×最終年度 70％＝3,696 百万円 

施設建築敷地面積 4,200m2×500％+駐車場床面積 3,000m2=施設建築建物延べ床面積

24,000m2 

  施設建築物工事費＝施設建築建物延べ床面積 24,000m2×工事費単価 220 千円/m2＝5,280 百

万円 

 2）空地等整備費：30 百万円 

 3）道路工事費：60 百万円 

５．営繕費：最終年度無し  

１～５小計：60 百万円+3,786 百万円=3,846 百万円 

６．事務費：3,846 百万円×2％＝76.92→76 百万円 

７．借入金利息：13 百万円（事前に与えられた値） 

事業支出金合計：3,846 百万円+76 百万円+13 百万円＝3,935 百万円 

借入金償還金：3 年度借入金残額 436 百万円 

支出総計：事業支出金合計 3,935 百万円+借入金償還金 436 百万円＝4,371 百万円 

＜収入＞ 

補助金 

 １．調査設計計画費：24 百万円+16 百万円＝40 百万円 

  1）事業計画作成費：最終年度無し  

  2）地盤調査費：最終年度無し  

    3）建築設計費：36 百万円×2/3＝24 百万円 
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  4）権利変換計画作成費：24 百万円×2/3＝16 百万円 

 ２．土地整備費：最終年度無し   

 ３．補償費：最終年度無し  

  1）法 91 条補償費(建物費)：最終年度無し  

  2）法 97 条補償費：最終年度無し  

 ４．共同施設整備費：315 百万円+20 百万円＝335 百万円 

  1）施設建築物工事費：525 百万円×90％×2/3＝315 百万円 

  2）空地等整備費：30 百万円×2/3＝20 百万円…⑫ 

 ５．仮設店舗設置費：最終年度無し  

１～５小計：40 百万円+335 百万円＝375 百万円 

 ６．事務費：9 百万円（事前に与えられた値） 

補助金額：375 百万円+9 百万円＝384 百万円 

公共施設管理者負担金：60 百万円 

 １．補償費：最終年度無し  

 ２．道路工事費：60 百万円 

保留床処分金：支出総計 4,371 百万円－(384 百万円+60 百万円)＝3,927 百万円 

合計：384 百万円+60 百万円+3,927 百万円＝4,371 百万円 

借入金：最終年度無し  

収入総計：収入金合計 4,371 百万円 

借入金残額：0 百万円 
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【No.3】下表 1～3 は、ある市街地再開発事業の計画段階における用途別の床面積並びに概略の権利変

換の算出の前提条件の一部を示し、また、右の表（イ）、（ロ）には用途別床価格算出のための土

地費、建物費、補助金等が記入されている。 

 

 ［問 3-1］ 

これを基に計算し、右上段の表―（イ）の    及び    の部分に数値を入れて表を完

成させ、①～⑮の太線枠に入る数値を解答用紙に記入しなさい。 

なお、施設建築敷地は一筆共有の土地とし、権利床、保留床の価格差はなく、共用通行部分の

補助金は、住宅にのみ充当するものとし、賦課金等の収入金はないものとする。 

また、計算に当たっては、表中の備考欄の指示に従って数値を四捨五入して枠内に記入し、以

後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 

 

表１ 用途別床面積 

用 途 グロス面積（ｍ２） ネット面積（ｍ２） 

住 宅 （４Ｆ～２５Ｆ） 24,000 15,800 

公益施設（３Ｆ） 4,000 4,000 

店 舗 （２Ｆ） 4,000 2,801 

店 舗 （１Ｆ） 3,500 2,400 

計 35,500 25,001 

機械室・駐車場（Ｂ１、Ｂ２Ｆ） 11,000  

合計（施工床面積） 46,500  

 

表２ 土地効用比（ネット面積に対して）       

用 途（階数） 土地効用比 

住 宅 （４～２５Ｆ） 0.6 

公益施設（３Ｆ） 0.7 

店 舗 （２Ｆ） 0.7 

店 舗 （１Ｆ） 1.0 

 

表３ 建物工事費分配比率 

用 途 工事費配分比率 

住  宅 0.578 

公益施設 0.150 

店 舗（２Ｆ） 0.142 

店 舗（１Ｆ） 0.130 

合 計 1.000 

 

 

 

※　施設建築物の概要

住宅

４Ｆ～２５Ｆ

公益施設 ３Ｆ

店舗 ２Ｆ

店舗 １Ｆ

機械室・駐車場
Ｂ１Ｆ

Ｂ２Ｆ

施設建築敷地【一筆共有】
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［問 3-2］ 

右下段の表―（ロ）の左側は、従前権利者の一部について、その状況及び権利変換に対する意

向を整理したものである。問 3-1 で算出した床価格を用い、各権利者の積及び金額を計算し、⑯

～⑳の太線枠に入る数値を解答用紙に記入しなさい。 

なお、計算に当たっては、表に与えられた単位未満の端数は四捨五入して整数で記入し、以後

の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 
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表ー（イ）　床価格の算出及び権利変換の概要
合計 店舗 店舗 公益施設 住宅

（平均） １Ｆ ２Ｆ ３Ｆ ４～２５Ｆ

25,001 2,400 2,801 4,000 15,800

1.0 0.7 0.7 0.6

16,641 2,400 1,961 2,800 9,480

1.00 0.14 0.12 0.17 ①           0.57

10,930

1,600

1.000 0.130 0.142 0.150 0.578

全体按分　　　　 （百万円） 1,340 174 190 ④            201 775 工事費配分率で按分する。

共用通行部分　 （百万円） 978 ― ― ― 978

　　　　　　　計　　（百万円） 2,318 174 190 201 1,753

9,282 1,334 1,457 1,539 ⑤          4,952

18,612 2,640 ⑥          2,577 3,125 10,270

平均（744　） ⑦          1,100 ⑧           920 781 ⑨            650 千円未満四捨五入

⑩          5,834 2,244 ⑪         1,380 ― 2,210

⑫          6,940 2,040 1,500 ― ⑬          3,400

12,778 ⑭            396 ⑮          1,197 3,125 8,060

・店舗面積（ネット）は１Ｆの８５％、２Ｆの1500ｍ２を権利床として取得

し、残りは住宅（ネット）に権利変換する。

・公益施設は保留床とする。

・価額は百万円未満、面積は小数点以下第１位を四捨五入する。

権利床面積　ネット　　　　　　（ｍ２）

保留床処分金　　　　　　　（百万円）

建物費原価　　　　　　（百万円）　

合
計

総原価（補助金控除後）　（百万円）

床価格　ネット　　　　　　（千円/ｍ２）
概

略

の

権

利

変

換

権利変換対象額　　　　　　（百万円）

1,740 6,705 工事費配分率で按分する。

百万円未満四捨五入

（補助金控除前）　　　（百万円）
補

助

金

百万円未満四捨五入
（補助金控除後）　（百万円）

建
物
分

工事費配分比率

建
物
費

用途別建物費
11,600 ③          1,508 1,647

土地費原価
9,330 ②         1,306 1,120 1,586 5,318

小数点以下第1位四捨五入

土地持分割合 小数点以下第1位四捨五入
土

地

費

補助金控除前土地費（百万円）

補助金　　　　　　（百万円）　

用途・階数等
備考

費目等（単位）

施設専用面積［Ａ］ネット　（ｍ２） 駐車場は全体共用とする。

土
地
分

持

分

割

合

計

算

土地効用比［Ｘ］

積数［Ａ］×［Ｘ］

表ー（ロ）　従前権利の状況、権利変換に対する意向 従前資産額及び権利床等の内容（権利変換計画概要）
建物

更地 借地権 評価額 権利変換 従前資産額

権利関係 評価額 （借家権) (借家権分) に対する意向 借家権価額 金銭給付額

割合 面積 金額 面積 金額 面積 金額

(百万円) (％) (百万円) (面積は専用面積) (百万円) （ｍ
２
） (百万円) （ｍ

２
） (百万円) （ｍ

２
） (百万円) (百万円)

⑯ ⑰

A 土地建物所有者 200 ― 30 230 2 250 230 250 230 ―

⑱

Ｂ 底地所有者 350 ― ― 140 80 52 1 80 88 160 140 ―

⑲

Ｃ 借地権者 ― 50% 20 178 100 65 2 100 92 200 157 21

(建物所有者)

⑳

Ｄ 借家権者 ― (20%) (10百万円) 52 1 50 55 50 55

※1 ※2

【注意事項】※1：(20％)は借家権割合の借地権に占める割合を示す。

　　　　　　※2：(10百万円)は建物評価額のうち借家権者に帰属する建物評価額を示す。

全額店舗。ただし

階数を問わず、

できるだけ面積を

大きく。

住宅80ｍ２１戸

残額全て1F店舗

住宅100ｍ２１戸

2F店舗100ｍ２

借家権消滅希望

1F店舗50ｍ２優先

取得

土地所有者 土地 権利床等の内容（権利変換計画概要）

借地権者
住宅施設 店舗施設 合計

借家権者
階数



【No.4－１】右の資料は、下の図１の約 10ha の再開発調査対象地区の内、特に再開発事業が期待される

図２に示すような、整備済の都市計画道路に面し、建築年次が古いペンシルビルと老朽木造家屋の

混在した A 地区と、老朽化した分譲マンションと木造住宅等の混在する B 地区と、両地区に隣接す

る神社用地を含む地区について、再開発の企画段階における X・Y2 人の再開発プランナーの議論を

整理したものです。 

   この資料の文章の空欄部分      の内容として、最も適切と思われる字句を下表の中から選

び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、同じ字句は二度は使わないこととする。 

   また、この設問の議論は、次の問題 No.4－2 の前段階のものである。 

 

 

 

記号 字句 記号 字句 

ア 地方公共団体 サ 権利変換計画作成費 

イ 市街地再開発組合 シ NPO 

ウ 街路事業 ス PFI 

エ 住宅街区整備事業 セ TDR 

オ 市街地再開発事業 ソ TMO 

カ 商業計画 タ 建設会社 

キ 権利調整 チ 金融機関 

ク 自己資金投入 ツ 市場価格 

ケ 建物工事費 テ 区分所有法 

コ 従前建物費 ト 土地収用法 

 

  

図１　調査対象地区（　　　　　） 図２　特に再開発事業が期待される地区

A地区

神社

B地区

２０ｍ

整備済都市計画道路

注）A・B地区内には、細街路が存在するが

この図には表示していない。

① ～⑧ 



     現地を見ての当地区の再開発のイメージについて 

【X プランナー】・今回の業務は、調査対象面積約 10ha の市街地総合再生基本計画の策定で     か 

  ら受託したものである。諸々の調整はこれから行うこととして、今日は、現地を見て回っただけ

だが、感じたことについて意見交換したい。 

【Y プランナー】・都市計画道路の向い側の地区は、最近、大規模事務所も建設されているし、都心部で交通等

の利便性も高いので、事務所床の需要は高いと思われる。A 地区は事務所等のペンシルビル

も多いが相当老朽化している。ここは、土地の有効利用という観点から A 地区全体について

事務所中心の再開発計画が考えられないだろうか。 

【X プランナー】・しかし、A 地区は事務所以外にも、ペンシルビルには住宅や店舗も混じっているし、木造家

屋には、住宅も相当量存在しているのでこれも無視できない。もし再開発を考えるなら住宅

や店舗を含む計画の方が現実的だと思う。 

       ・B 地区をみると、マンションは昭和 30 年代中期のものらしい。木造住宅等も古いものが多い。 

          B 地区は、権利者の所有する資産の形態も異なるので、マンションのみの建替と他の木造 

の共同建替を別々に事業を考える方が、事業化する際の        もやり易いのではな

いだろうか。 

【Y プランナー】・マンションは、指定容積率を使い切っている様に見えるので、単独建替だけでは必要な床面

積確保が難しく、       型の建替事業になるだろう。お年寄りの世帯などは、果たして

そういう話しになじむだろうか。単に建替と言っても課題は多そうだ。 

【X プランナー】・このマンションはかなり古いので、おそらく      制定以前のものと思われるが、

現在の所有権に関する権利形態がどのようになっているのだろうか。この点での難しさはな

いのだろうか。 

        ・この A・B 地区のような状況の地区で再開発事業を行う場合、     や通損補償費

などのクリアランス費用もかさむことから、従後の土地費が高くなり、近隣よりも高い床価格

になることが予想されるが、保留床処分はうまくいくのだろうか。 

【Y プランナー】・この場所は、立地が良いので、ある程度までの床価格であれば、事務所でも住宅でも床の処

分は可能だし、ディベロッパーの参加も充分見込めると思う。 

         現行容積率を使い切っていると思われる A 地区のペンシルビルや B 地区のマンションの存在

を考えると、容積率のアップがあれば事業化の可能性も増す。 

         A・B 地区共に      による整備を検討すべき地区だといえるのではないか。 

【X プランナー】・私もその検討は大切だと思う。ところで容積率の話が出たが、アメリカには     と

いわれる、開発権譲渡精度とか容積移転を使った開発が定着しているが、これをヒントに

隣の歴史的建造物らしい、神社用地を含めた一体の再開発計画も検討する価値は充分にある

と思う。 

【Y プランナー】・たしかに、一体の再開発計画も検討する必要があると思う。今後、詳細調査を行い、公共団

体や権利者等の意見も聞いた上で、施設計画・資金計画・床価格の試算と、保留床処分に関

する      の調査も行い、再開発計画をまとめていくことになる。 

【X プランナー】・今日の議論をまとめてみよう。今、結論を出すのは早や過ぎるが、以下の二つ位が考えられ

る。第一は全体（A・B 地区及び神社）を一体的に再開発する案。第二は、A・B 地区各々個別

に再開発する案。これで、当地区の再開発計画に対するイメージは整理できたと思う。 

 

  

① ア 

② キ 

③ ク 

④ テ 

⑤ コ 

⑦ オ 

⑥ セ 

⑧ ソ 



[No.4－2] 

翌年になりＡ地区では地元権利者が研究会を組織し、まずＡ地区だけで再開発事業を考えた場合どのよ

うになるか勉強することになり、行政側は再開発プランナーを派遣し研究会を支援することとなった。あ

なたは派遣される再開発プランナーの立場で、どのような「Ａ地区市街地再開発事業」をイメージし、ま

たどのような事業フレームを構築しますか。 

権利者に分かりやすく説明するための資料を、設問に従って解答用紙を使って作成しなさい。 

 

□Ａ地区の現況 

 ◯地域・地区等：商業地域・準防火地域・指定容積率 300％・指定建ぺい率 80％ 

 ◯現況図 

 

  

神社

Ｂ地区

Ａ地区

都市計画道路

（整備済み）

幅員20ｍ

公道 幅員10ｍ

公道 幅員5ｍ

公道 幅員5ｍ

私道 幅員4ｍ

75ｍ

60ｍ

Ｎ



 

【設問－１】 

まず最初に、A 地区市街地再開発事業としてどのような規模の施設計画案が可能なのかを検討

する。以下の計画諸元表の①～⑦の順に従って      及び     の求める数値を以

下の前提条件により計算して解答用紙に記入しなさい。 

 

□前提条件 

（イ）行政から示された計画条件①～④の全てを満たして、容積率 400%で計画する。 

（ロ）私道は施設建築敷地とする。 

（ハ）計画諸元表－１の用途別計画床面積は地元から提示された計画条件によるものとし、 

   その他の求める数値は表中の指示条件により計算しなさい。 

（二）計画諸元表－２の求める数値は、表中の該当欄の指示により計算しなさい。 

 

計画諸元表－１ 

項   目 面積（ｍ２） 指 示 条 件 

施設建築敷地面積 ① 3,850 前提条件（イ）、（ロ）による。 

事務所・店舗棟 
必要床面積 

事務所 ② 4,400 前提条件（ハ）による。 

なお、左欄の面積は全て容積率 

対象床面積とする。 

店 舗 ③ 1,000 

小 計   5,400 

必要施設建築敷地面積 ④ 1,350 容積率 400%で算出。 

住  宅  棟 
施設建築敷地面積     2,500 ① ―④で算出。 

可能容積率対象床面積 ⑤ 10,000 容積率 400%で算出。 

 

計画諸元表－２ 

棟 
（a）容積率対象床面積 

(m2) 

容積率対象外床面積（ｍ２） 延べ面積(m2) 

(a)+(b)+(C) (ｂ)駐車場以外 (C)駐車場 

事務所・店舗棟 
計画諸元表－１より  (a)×25%  

5,400 0 1,350 ⑥       6,750 

住  宅  棟 
計画諸元表－２より (a)×20% (a)×25%  

10,000 2,000 2,500 ⑦        14,500 

合  計 15,400 2,000 3,850 21,250 

 

  



【設問－２】 

設問－１の計画諸元表によりあなたが計画した施設計画規模に基づいて、A 地区市街地再開発

事業の全体の事業収支を下表の前提条件により百万円単位で算出し、収支計画表としてとりま

とめ、別紙青色の解答用紙に記入しなさい。 

 なお、計算に当たって端数が出る場合は百万円未満を四捨五入しなさい。 

 

事業支出金 

施設建築物工事費等 計画諸元表―２の延べ面積合計×220 千円/m2 

調査設計計画費 施設建築物工事費等×8% 

補償費・土地整備費 施設建築物工事費等×12% 

その他の事業費 施設建築物工事費等×20% 

事業収入金 
補償費 事業支出金×20% 

補助金以外の収入は全て保留床処分金 

 

 

事業収支計画表 

支出金（単位：百万円） 収入金（単位：百万円） 

科目 金額 科目 金額 

施設建築物工事費等 

調査設計計画費 

補償費・土地整備費 

その他の事業費 

4,675 

374 

561 

935 

補助金 

保留床処分金 

1,309 

5,236 

合計 6,545 合計 6,545 

 

  



【設問―３】 

 次に、A 地区全体の権利変換計画の概要を把握してみる。下表に示す条件及び設問―１と 

設問―２で解答した内容を基にして、権利床価格（単価）並びに権利床及び保留床の面積等 

を計算し、次の①～③の設問に答えなさい。 

 なお、本設問における床価格（単価）は延べ面積から駐車場床面積を除いた面積について 

の単価を指すものとする。（事務所・店舗棟及び住宅棟共に駐車場は共用部分として扱い、 

床価格は発生させない。 

 

地区全体の従前資産額 5,200 百万円 

（棟別割合） 

事務所・店舗棟   2,500 百万円 

住 宅 棟     2,700 百万円 

保留床処分条件 
事務所・店舗棟及び住宅棟共に同一床価格（単価）660 千円

/m2で処分可能。 

 

① 地区全体での権利床価格（単価）は、約        千円/m2となる。（千円未満四捨五入） 

② 地区全体での権利床面積と保留床面積の割合は、権利床    保   %、保留床        % 

となる。（小数点以下四捨五入） 

③ この権利変換計画概要に対するあなたの評価 

 

 

【設問―４】 

 設問―１から設問―３までの解答に基づいて、この再開発事業のイメージを権利者に示す 

ための簡単なイメージ図を解答用紙の枠内にフリーハンドで描きなさい。 

 

 

  

事務所店舗棟

住宅棟

専有部分
10,000m2

P

2,500m2

店舗
1,000

m2

P

1,350

m2

共用部分
2,000m2

内訳

権利床
4,856m2

保留床
7,144m2

事務所店舗棟

内訳

権利床 4,496m2

保留床 904m2

事務所
4,400m2

敷地面積
1,350m2

敷地面積
2,500m2

14,500m2

6,750m2

敷地全体：3,850m2

556 

54 46 

・解説参照 



【解説 設問―３】 

・保留床処分金が 5,236（百万円） 

・保留床の単価は 650 千円/m2となるので、保留床面積は、5,236,000（千円）/650 千円/m2= 

   =8055.3→8055m2 

  保留床の計算は延べ面積から駐車場床面積を除くので 

   21,250m2－3,850m2=17,400m2 

  保留床面積は、8055m2であるので、権利床面積は、 

   17,400m2－8055m2=9345m2 

 よって権利床単位は、 

   5,200 百万円÷9,345m2=556.4（千円/m2）→556（千円/m2）―① 

 権利床：保留床＝9,345m2：8055m2 

                =53.7%：46.2％ 

          =54%：46%―② 

 

権利床単位／保留床単位＝556／650＝0.85 

権利床単価が保留床単価の 0.85 倍となり、権利者にとって有利な権利変換計画となっている。権利

者が合意を得る前提条件になり得ると考える。 

 

【解説 設問―４】 

・事務所・店舗棟の権利床面積 

   2,500 百万円／556m2=4,496.4 →4,496m2 

・住宅棟の権利床面積 

   2,700 百万円／556m2=4,854.1 →4,856m2 

 

③ 


