
再開発法プランナー合格講座

その他関連法④（まちづくり系）の解説

１．景観法 ２．都市公園法 ３．道路法

４．中心市街地活性化法 ５．ＮＰＯ法

６．大規模小売店舗立地法

７．都市再生特別措置法（立地適正化計画等）

８. 不動産鑑定評価基準
９. 税制
10. 損失補償基準
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１．景観法
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（１）

傾向

・景観行政団体 １８年、２７年 ・景観地区 ２０年、２５年、２９年

・景観計画 １９年 ・景観協定 ２５年

（２）

用語の
定義

「景観行政団体」：都道府県、指定都市等、又は都道府県知事と協議して
景観行政を実施する市町村を指す。指定都市及び中核市以外の市町村は景
観行政事務を処理する市町村に限られる。

「景観計画」：景観計画区域内の建築等に関して届出・勧告による規制を
行うとともに、必要な場合に建築物等の形態、色彩、意匠などに関する変
更命令を出すことができる。景観計画は、景観行政団体が策定するが、住
民が区域内の土地の所有者等の２／３以上の同意を得て、提案をすること
ができる。景観計画区域、景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針、
景観重要公共施設（必要なもの）等を定める。

「景観地区」：都市計画によって街の景観を維持するために定められた補
助的地域地区である。都市計画区域及び準都市計画区域内では景観地区を
設定することができる。

「景観協定」：景観計画区域内の土地の所有者等は、景観協定を締結する
ことができる。意匠など地区計画よりも制限できる項目が広い。従来の自
治体の条例に基づくものと異なり強制力があり、また協定締結後に区域内
の不動産を取得した者も拘束するので、締結当事者のみが拘束される普通
の契約（協定）よりも強い効力を持つ。
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２．都市公園法

（１）

概要

（主旨）

・都市公園の設置・管理基準等に係る規定を定めることで、公共

オープンスペースとしての都市公園を確保し、その健全な発達・
公共の福祉の増進を図る。

（公園施設）

・修景施設 ・休養施設 ・遊戯施設 ・運動施設

・教養施設 ・便益施設 ・管理施設

※都市公園は原則として建築物によって建ぺいされない公共オー
プンスペース

（２）

構成

第１章 総則 第２章 都市公園の設置及び管理

第３章 立体都市公園 第４章 監督 第５章 雑則

第６章 罰則

（３）

出題

傾向

・定義 １９年 ・公園計画 １５年

※都市公園法単独での出題ではなく、道路法と併せて出題
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（４）

用語

の定義１

（定義）第二条 この法律において「都市公園」とは、次に
掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は
国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。

一 都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が設置
するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市
計画区域内において設置する公園又は緑地

二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの

イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置
する都市計画施設である公園又は緑地（ロに該当するものを
除く。）

ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文

化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置す
る都市計画施設である公園又は緑地

6



（４）

用語

の定義２

２ この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うす
るため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。

一 園路及び広場

二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの

三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの

四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの

五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの

六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの

七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの

八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの

九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定め
るもの

３ 次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公
園に含まれないものとする。

一 自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）の規定により決定された
国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設（以下「国
立公園又は国定公園の施設」という。）たる公園又は緑地

二 自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集
団施設地区たる公園又は緑地
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（５） （立体都市公園）

第二十条 公園管理者は、都市公園の存する地域の状況を勘案し、適正

かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都
市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの（以下「立体的
区域」という。）とすることができる。
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３．道路法

（１）

目的

概要

・道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、
管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつ
て交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

第一章 総則

第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定

第三章 道路の管理

（２）

出題

傾向

・定 義 １３年、１５年、１７年、２０年、２３年、２６年

・占用許可 ２０年、２２年、２６年

（３）

定義

・「道路」とは、一般交通の用に供する道でトンネル、橋、渡船
施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全う
する施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設け
られているものを含むものとする。

・道路の種類は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町
村道
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（３）

定義

「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道
路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、
次に掲げるものをいう。

一 道路上のさく又は駒止

二 道路上の並木又は街灯で道路管理者の設けるもの

三 道路標識、道路元標又は里程標（道路脇で距離を表示）

四 道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装
置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するもの
をいう。）

五 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材
料の常置場

六 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接し
て道路管理者が設けるもの

七 共同溝又は電線共同溝

八 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
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（4）

道路管
理者

・国道の維持、修繕、災害復旧、その他管理は、政令で指定す
る区間内については国土交通大臣が行い、その他の部分につい
ては都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分
について行う。

・国土交通大臣は、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復
旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこ
ととすることができる。

・都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

・市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。

・市町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
した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した
市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町
村の市町村道の路線と重複する場合においては、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。
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（5）

道路占
用

・道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を
設け、継続して道路を使用する場合においては、道路管理者の
許可を受けなければならない。

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その
他これらに類する工作物

二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

三 鉄道、軌道その他これらに類する施設

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

六 露店、商品置場その他これらに類する施設

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を
及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

（政令で定める）

七 都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画に
おいて定められた施行区域内の建築物に居住する者で施設建築
物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設
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４．中心市街地活性化法

（１）

目的

この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役
割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、
消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地
における都市機能の増進及び経済活力の向上（以下「中心市街地
の活性化」という。）を総合的かつ一体的に推進するため、中心
市街地の活性化に関し、基本理念、政府による基本方針の策定、

市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、
当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中
心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の振興及
び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発
展に寄与することを目的とする。

（２）

出題

傾向

・規程 １５年、２０年、２３年、２５年

・基本方針 ２７年 ・中心市街地整備推進機構 ２７年

・認定計画 ２７年 ・活性化本部 ２７年

・旧法と新法 １９年

・市街地再開発事業 ２８年
13
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５．ＮＰＯ法

（１）

目的

特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組
織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活
動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活
動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非
営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与するこ
とを目的とする。

（２）

定義

「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動で
あって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目
的とするものをいう。

・別表 三 まちづくりの推進を図る活動 四 観光の振興を図
る活動 五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

七 環境の保全を図る活動 九 地域安全活動

（３）

傾向

定義 １４年、２１年

16



（４）

事業等

・特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利
益を目的として、その事業を行ってはならない。

・特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利
活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

・特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に
支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業（以
下「その他の事業」という。）を行うことができる。この場合に
おいて、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る
事業のために使用しなければならない。

・その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う
特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計
として経理しなければならない。

（５）

所轄

特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都
道府県の知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在す
る特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長）とする。

→２以上の都道府県に事務所がある場合は、主たる事務所がある
都道府県知事が所轄庁になる。
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６．大規模小売店舗立地法

（１）
大店法

の目的

この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境
の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び
運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小
売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並
びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。

（２）
定義等

（定義）第二条 この法律において「店舗面積」とは、小売業（飲食店業を除く
ものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。）を行うための店舗の用に供され
る床面積をいう。

２ この法律において「大規模小売店舗」とは、一の建物（一の建物として政令で
定めるものを含む。）であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第一項又
は第二項の基準面積を超えるものをいう。

（基準面積）第三条 基準面積は、政令で定める。(1,000㎡以上）
２ 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その生活環境から判断して、前項
の基準面積を超える他の基準面積とすることが適切であると認められる区域が
あるときは、当該区域について、条例で、周辺の地域の生活環境の保持に必要
かつ十分な程度において、同項の基準面積に代えて適用すべき基準面積を定め
ることができる。

３ 前項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならな
い。
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（３）

出題年

・令１年、３０年、２８年、２７年、２４年、２３年、２２年、１６年、
１４年

（４）

新設の

届出

（大規模小売店舗の新設に関する届出等）第五条

大規模小売店舗の新設（建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部
若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を
含む。以下同じ。）をする者は、政令で定めるところにより、次の事項
を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県（以下単に「都道府
県」という。）に届け出なければならない。

一 大規模小売店舗の名称及び所在地

二 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売
業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の
氏名

三 大規模小売店舗の新設をする日

四 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

五 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令
で定めるもの

六 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業
省令で定めるもの
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７．都市再生特別措置法

（１） ・都市再生特別地区とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市に貢献し、
土地の合理的・健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等
の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域において、都市
計画において定められる。

・既存の用途地域等に基づく規制は適用除外とし、誘導すべき用途、容
積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低
限度、高さの最高限度ならびに壁面の位置の制限は、新たに都市計画に
おいて定められる。

・都市再生特別地区内の建築物については、斜線制限および高度地区の
規定は適用されず、日影規制も一部適用除外される。また誘導すべき用
途に供する建築物については、用途地域および特別用途地区の規定は適
用されない。

・本部は、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。

・都市再生特別地区で定める容積率の最高限度は、40/10以上である。
・特定都市再生緊急整備地域とは、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施
行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際
競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をいう。

・計画の認定を申請にするのは都道府県知事ではく、国土交通大臣であ
る。 20



（２） ・都市再開発方針等には、「都市再生特別措置法」の規定による都市再
生緊急整備地域の整備に関する方針は含まれない。

・都市再開発方針等には、「密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律」の規定による防災街区の整備の方針が含まれる。

・都市計画区域について定められる都市計画は、都市再開発方針等に即
したものでなければならない。

・都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要
な市街地について定める。
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（３） （立地適正化計画）第八十一条

市町村は、都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、
住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都
市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能
の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。）の立地の適正化を図
るための計画（以下「立地適正化計画」という。）を作成することがで
きる。

２ 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる
事項を記載するものとする。

一 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針

二 都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」とい
う。）及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区
域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関
する事項

三 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区
域」という。）及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき
都市機能増進施設（以下「誘導施設」という。）並びに必要な土地の確
保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を
誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項（四号に掲げるもの
を除く。）

22



四 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事
業等に関する事項

イ 誘導施設の整備に関する事業

ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に
関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令
で定める事業

ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために
必要な事務又は事業

五 第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要
な事項

六 前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適
正化を図るために必要な事項

３ 前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを
記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に
係るものを記載することができる。

４ 市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に
係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、
その者の同意を得なければならない。
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５ 第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することがで
きる。

一 都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安
全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域（以下「駐
車場配置適正化区域」という。）

二 前号の区域における路外駐車場の配置及び規模の基準（同条において
「路外駐車場配置等基準」という。）に関する事項

三 第一号の区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐

車施設（第百七条において「集約駐車施設」という。）の位置及び規模
に関する事項

（2）

出題年

・令３年、令１年、３０年、２９年、２８年、２６年、２２年、１７年、
１５年

24



８．不動産鑑定評価基準

（１）

背景

・再開発事業の従前資産の評価は、都市再開発法第８０条にお
いて「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」とされており、不動産鑑定
評価基準に基づく不動産鑑定評価額である必要性は明記されて
いない。

・一方で施行者、権利者以外の第三者による客観的かつ公正妥
当な評価が要請されることから、実務上、土地の評価は不動産
鑑定士が算定した不動産鑑定評価額を採用することが通例と
なっている。

・従前資産の土地は、土地上に建物が存している場合でも、建
付地ではなく更地として評価する。

・具体的な評価方法については「路線価式評価法」や「標準画
地比較法」などがある。

・標準画地比較法における標準画地の価格 (標準価格)を算定す
るにあたって、不動産鑑定評価基準では、原価法、取引事例比
較法および収益還元法を適用することとされている。 25

（１）

背景

・実務上は、周辺の取引価格水準を参考として市場性に着目し
た取引事例比較法、および更地上に想定した収益物件の収益性
に着目した収益還元法を併用し、両手法によって算定された価

格を対象不動産の特性を踏まえて比較検討し、標準画地の価格
を決定する場合が多い。

26

路線価式評価法

・施行区域内の道路に路線価
を設定。

・設定した路線価を基礎に、
各画地の個別的要因を考慮し
て、各画地の評価額を決定。

標準地比較法

・区域内の近隣地域 (用途的に類似性が認
められる地域)ごとに標準画地 (近隣地域
内において、規模・形状等の個別的要因
が標準的と認められる画地であり、想定
の画地でもよい) を設定し、価格 (標準価
格) を算定。
・標準画地と比較した各画地の個別的要
因を考慮して、各画地の評価額を算定。



（２）

ポイン
ト

１

・基本的事項

対象不動産、価格時点、価格または賃料の種
類

・対象不動産の確定

物的確定、対象となる権利の確定

27

（２）

ポイン
ト２

・対象確定条件

土地建物結合を所与とした

土地建物結合しているが土地を独立して評
価する

→独立鑑定評価
土地建物結合している場合でその構成部分
→部分鑑定評価
不動産の併合分割を前提

→併合鑑定評価、分割鑑定評価

28



（２）

ポイン
ト３

・価格の種類

正常価格

限定価格―隣接地、底地の売買
特定価格―民事再生法（早期）会社更生法
（事業継続）

特殊価格―文化財

29

（２）

ポイン
ト４

・賃料の種類

正常、継続、限定の3つ
・評価方法

原価法―建物に活用、再調達原価の求め方
（直接法、間接法）

取引事例比較法―近傍類似の事例に補正を
加えて求める

収益還元法―収益額から適正な利回りに
よって割り戻す

上記3手法を活用した開発法

30



９．税制

（１）種類 １）一般的な不動産に関連する税金について

２）再開発事業に関する税制の特例について

（２）内容

１）一般的

な不動産に
関連する税
金

土地や建物の不動産に関係する税金は、不動産を売買した場
合、不動産を所有している場合など、いろいろな税金が発生
する。

①国税：所得税、法人税、相続税、贈与税、印紙税、登録免
許税、消費税、地価税

②都道府県税：都道府県民税、不動産取得税

③市町村民税：市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、
都市計画税、宅地開発税、事業所税

31

（２）種類
２）再開発
事業に関す
る税制の特
例について

32

税金の種類 市街地再開発組合 個人 再開発会社

所得税 利子、配当、税金が非課
税

課税 課税

法人税 収益事業から生じた所得
のみ課税（法人税率の軽
減）

課税 課税

印紙税 非課税 課税 課税

登録免許税 事業に必要な登記は非課
税
※参加組合員、特定事業
参加者に係る登記は課税

事業に必
要な登記
は非課税

非課税

不動産取得
税

施行者として取得した保
留床を一定期間に組合員
（参加組合員を除く）に
対し譲渡した場合、その
保留床の取得に対する納
税義務を免除

− 一部免除



（２）種類
２）再開発
事業に関す
る税制の特
例について

33

権利床取得者 地区外転出者 保留床取得者

①所得税、法人税
・従前資産の譲渡はな
いものとみなす
・清算金について代替
資産取得の特例又は
5,000万円特別控除
②登録免許税
非課税
③不動産取得税
・課税標準の算定にお
いて従前資産の価額相
当分控除
④固定資産税
・床面積が50㎡以上
280㎡以下の権利床住
宅のうち居住用は
2/3、それ以外は1/4
の固定資産税が課税初
年度より5年間減額

①所得税、法人税
・代替資産取得の
特例（代替資産の
範囲内で譲渡がな
かったとみな
す。）又は5,000
万円特別控除（※
１第1種事業の場
合は、やむを得な
い事情による転出
又は過少床不交付
等の場合に限
る。）

②不動産取得税
・代替資産につい
て従前資産額相当
分控除（※１）

①所得税、法人税
・既成市街地及び
これに類する区域
内の資産を譲渡し
て施設建築物及び
その敷地を取得し
た場合の事業用資
産の買替特例

②固定資産税
・高度利用地区適
合建築物に対する
不均一課税※２

※２市町村の条例
で一般の税率と異
なる適用をするこ
と。

（３）傾向

１）一般的
な不動産に
関連する税
金

・登録免許税 １５年、１９年、２１年、２２年、２３年、
２４年、２５年、２７年

・不動産取得税 ２１年、２３年、２４年、２５年、２７年、
２８年

・固定資産税 １９年、２１年、２２年、２３年、２４年、
２８年

・所得税 １５年、２０年、２４年、２５年

・損金算入 ２５年

・相続税 １９年、２２年、２３年

・都市計画税 ２１年、２８年 ・消費税 ２２年、２８年

・贈与税 １９年、２７年 ・法人税 ２４年

・国税かどうか ２１年

・不動産の所有、処分の税 １４年、１７年

２）再開発
事業に関す
る税制の特
例

・租税特別措置法「やむを得ない事情等」１４年、１５年、
１６年、２７年

・借家人への税の優遇措置 １９年

・保留床処分の優遇措置 １８年

・権利床への税制 １７年 34



１０．損失補償基準

（１）

出題

傾向

令２ 令１ Ｈ２９ Ｈ２７ Ｈ２６

Ｈ２３ Ｈ２２ Ｈ２１ Ｈ２０ Ｈ１９ Ｈ１８
Ｈ１７ Ｈ１６ Ｈ１５ Ｈ１３ Ｈ１２ Ｈ１１
Ｈ１０ Ｈ８

（２）

ポイン
ト

１

・市街地再開発事業において施行者が支払う補償金
には大きく分けて二つ

第１ 土地及び建物の転出（金銭給付）の補償

（９１補償）

第２ 土地の明渡しに伴う損失補償

（９７補償）

・施行者は３１日以上の期限を切って、地区内の権
利者に土地の明渡しを請求することができる。

施行者は、明け渡しに伴う損失を補償する。 35

（３）

ポイン
ト

２

・権利者が通常受ける損失の補償（以下「通損」と
いう）には、営業補償、仮住居補償、動産移転補償、
権利変換の対象とならない物件（工作物、土石竹木
等）の補償などを行う。

・補償金の額は、施行者と各権利者が協議して定め、
明渡しの期限までに支払わなければならない。

・一般の公共事業に伴う損失補償基準（国土交通省
や各地方公共団体で定めている）を使用したり、地
区独自の補償基準を定めている例もある。

・金銭で補償するだけでなく、仮設店舗や仮設住宅
を施行者が建設して提供することもある。

36



（３）

ポイン
ト３

（補償金の種別）

建物移転料

工作物移転料

竹木土石等移転料

動産移転料

仮住居補償等

借家人補償

家賃減收補償

移転雜費

（内容）

建物等の移転費用

工作物等の移転費用

樹木の移植、庭石等の移転費
用

動産等の移転費用

移転期間中の仮住居費

転居先の家屋賃借のための

権利金等

移転期間中の家賃の減収

補償金

移転に伴う諸雑費

37

（３）

ポイン
ト３

（補償金の種別）

営業補償(営業休止)

営業補償 (仮営業)

（内容）

休止期間中の収益減の補償

経費補償（休業手当、固定
的経費）

仮店舗等の設置および借入
に要する費用

38



（４）

ポイン
ト４

（補償の原則 １）

・補償の追加払いはない。

・借家権価額は、９１条（対価補償）となる。

・土地の占有権は補償しない。

・土地の取得に係る補償は、近傍類地（近傍地及び
類地を含む。）の取引価格を基準とした正常な取引
価格をもって行うが、取引が行われた事情、時期等
に応じて適正な補正を加えるものとする。

・土地の取得に係る補償について、土地に関する所
有権以外の権利の目的となっている土地に対しては、
当該権利がないものとして算定した正常な取引価格
から、当該権利の価格を控除した額をもって補償す
る。

・損失の補償は、各人別に行うのが原則であるが、
各人別に見積もることが困難であるときは、この限
りでない。 39

（４）

ポイン
ト４

（補償の原則 ２）

・損失の補償は、金銭補償が原則であるが、土地又
は建物の提供、耕地又は宅地の造成その他金銭以外
の方法による給付も可能である。

・取得する土地に建物その他の物件があるときは、
当該物件がないものとしての当該土地の正常な取引
価格をもって補償するものとする。

・使用貸借による権利についても補償対象になる。

・近傍同種の建物の取引事例がないときには、当該
建物の推定再建設費を、取得時までの経過年数及び
維持保存の状況に応じて減価した額をもって補償す
る。

・業休止することなく仮営業所を設置して営業を継
続する場合でも、収益減の補償は行う。

40



（４）

ポイン
ト４

（補償の原則 ３）

・通常営業の継続が不能と認められるときは、営業
廃止の補償として、転業に通常必要とする期間中の
従前の収益相当額を補償するものとする。

・移転雑費補償をする場合、移転先の選定に要する
費用、法令上の手続に要する費用、転居通知費を必
要とするときは、補償対象に含まれる。

・営業休止の補償をする場合、通常休業を必要とす
る期間中の固定的な経費及び従業員に対する休業手
当相当額は、補償対象に含まれる。

・建物等の移転に伴い、建築基準法その他の法令の
規定により必要とされる既設の改善（木造に代えて
耐火建築物を建築する等）に要する費用は補償され
ない。
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