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はじめに 

沼津市町方町・通横町地区第一種市街地再開発事業は平成 27 年 4 月

の都市計画決定により、事業の準備段階から実施段階へと移行しました。 

これからは今まで以上に皆さまの事業に対するご理解とご協力が必要

になるため、今までの事業内容の「おさらい」と「これからの事業内容」

についてまとめた冊子を作成しました。 

また、この冊子の制作目的は、勉強会や説明会にご出席していないご家

族等にも事業内容をご理解していただくためでもあります。 

冊子はホームページ（http://www.nposidam.org/lsc-numazu）か

らも読めますので、是非、ご家族や遠方の親類の方にもご覧いただき、当

該事業を理解いただく補助材料としてご利用くださるようお願い致しま

す。 

なお、本編中の引用した法律に関する記述は、内容を分かり易くするた

めに一部簡略した表記に致しておりますので、ご了承ください。 

 

平成 29 年 2 月 

沼津市町方町・通横町地区市街地再開発準備組合 

 

 

１．市街地再開発事業の概要 
この章ではなぜ今、再開発事業を行う必要があるのかということと、事

業のしくみや進め方などの全体の概要についてご説明します。 

 

 

住みやすい街ってなに？ 

 災害に強く安心安全・快適な居住空間 

 歩きやすい歩道や緑地や広場などの 

憩いのスペース 

 すぐ近くに必要な物がすぐに揃うおしゃれな 

お店や施設がある 

 

などが挙げられると思います。 

それに比べると、現在の沼津の中心市街地は 

残念ながら快適とは言えない状態です。 
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まちの問題点と課題 

 中心市街地の商業吸引力は低下傾向。地元購買率が減少し、客が郊外

へ流出している。それに伴い駅の近くまで行かなければ、スーパーや

ドラッグストアなどで生活必需品が購入できない状態。 

 交通基盤は整っているが、車優先で快適な歩行空間や広場などの憩い

のスペースがない。 

 老朽化した建物が多く、日常生活及び耐震等に問題が生じている。 

 

沼津市の中心市街地に住む多くの方が毎日不便さや災害時の不安を抱

えながら生活をしているのではないでしょうか。不便や不安を抱えた街

を災害被害が出る前に「安心・安全・快適」な街に作り替えることが求め

られています。 

 

今までは、個々の地権者が自由に建物を建て使用していたため、業種の

偏りや必要な店舗が無いなど生活に不便な街になっていました。 

これからは、生活に必要な機能や施設を計画的に配置した街づくりを

行う必要があり、これを「エリアマネジメント」と言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

美容院   レストラン    飲食・エステ  美容院  パン屋  美容院 

生活に必要な物が揃わなくて不便だわ 

スーパー・日用雑貨 
ゾーン 

飲食店ゾーン 

趣味・娯楽 
ゾーン 

カルチャーゾーン 
公園・各種教室等 

公共施設ゾーン 
子育て支援等 

健康ゾーン 
ｸﾘﾆｯｸ・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ等 

生活に必要なものが近くで揃うから便利！ 

必要な業種をゾーニングして配置 
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再開発事業の始まり 

町方町・通横町地区は狭小の土地に古い建物が建っている箇 

所が多く、補修や改修では安全性や快適性を担保できない状態 

です。さらにアーケード名店街側の通りは建物が歩道にオーバ 

ーハングしているので災害時、建物が倒壊した場合に歩行者に 

被害が出る恐れがあることから、沼津市より高層マンションに建て替え

る行政主導による再開発案が提案されましたが、計画内容を地元住民が

検討した結果、この地域に高層マンションはそぐわないと判断しました。 

そこで藻谷浩介先生や西郷真理子先生をお招きし、新たなビジョンを

検討し始め、平成 16 年に地権者代表（アーケード名店街役員）が中心と

なり、「まちづくり検討会」を、同時に藻谷先生、西郷先生に都市計画学

者（東京都市大学都市生活学部教授）小林重慶先生、一般財団法人地域総

合整備財団（ふるさと財団）前常務理事上村章文先生、都市学者（一般社

団法人日本福祉のまちづくり学会会長）秋山哲男先生を加えた「専門委員

会」を発足し、まちづくりの勉強が本格的に始まりました。 

その結果、安全性の確保とエリアマネジメントの必要性から街を新し

く作り直す必要があると判断し、当該地区では民間主導型の再開発事業

が始まりました。 

 

市街地再開発事業とは 

市街地再開発事業とは、「都市再開発法（昭和 44年法律第 38号）に基

づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化

された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等

の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ

健全な高度利用と都市機能の更新を図る」ことを目的としています。 

出典：国土交通省 HP  

 

要約すると、土地の所有者や借地権の所有者が共同で細分化された敷

地を共同化し、災害に強い建物や生活に必要な施設、憩いの空間など高度

利用ができるように建替えや整備を行うことです。 

 

当該地区は、個々の建物を個別に建替えるのではなく、地権者が再開発

組合を設立し、共同して建替える再開発事業を選択しました。 
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事業の特徴 
 居住環境や公共施設の充実、商業の活性化、災害に対しての安全性な

ど、地域の機能改善に役立ちます。 

 建替える前（従前）の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開

発ビルの床に置き換えられます。その際、従前の権利の価値と、建替

え後（従後）の権利の価値は同じになるようにします。 

※置き換えて権利者が取得する床のことを「権利床」と言います。 

 個別に建替える場合と異なり、地権者の諸費用は市街地再開発事業に

おいては組合が負担する。 

 事業促進のために、交付金(国や地方公共団体等からの補助金)や融資

制度の利用、税制優遇などの助成制度が利用できます。 

 市街地再開発事業においては、権利変換による床（権利床）の取得に

ついての財産の移動がなかったものとみなされ、所得税・法人税や不

動産取得税はかかりません。これらの税のほか、固定資産税や事業所

税、登録免許税などにおいて各種優遇措置が講じられています。 

出典：一般社団法人再開発コーディネーター協会 HP 

 都市基盤やオープンスペース（広場、中庭等）を生み出すなど、一

定の条件を満たすことで、個別に建替える場合よりも、高度な土地

利用が期待できます。参照：一般社団法人再開発コーディネーター協会 HP 

 定住人口の増加、まちが賑わうことによる税収の増も見込まれ、市・

県・国に投下した補助金を還元することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆個人で建替える場合☆ 
各種の補償や優遇措置はありません。 
解体費用・建設費・諸経費などの必要資金は全て個
人で負担。 
各種の手続きも自分で行う必要があります。 

交付金 

税の優遇 

現資産と等価交換 

災害に強い  

融資制度 
快適な住環境  



7 

 

これからのスケジュール  
※黒枠は権利者が直接かかわる箇所を表しています。 

※★は、都市計画法、都市再開発法に基づいて、それぞれの段階において、案の縦覧

等が行われ、権利者等の意見を聴収することになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

  

再開発ビルの詳細な

内容を設計し、各権
利者が取得する床の
位置や面積、補償額
を決める 

転出希望者の申請 

事業実施に向け、事
業関係者の意向をま
とめながら計画を具
体化する 

計画段階 
★H27.4 都市計画決定 P9 

事業計画作成 

★事業計画等の決定・認可 P14 

※組合の設立・認可 

実施段階 

権利変換を希望しない旨の申し出等 P23 
 

実施設計・権利変換計画作成 P22・補償協議 P26 

今は
ここ 

事業計画・組合設立申請 P13 
再開発事業の具体的
な事業計画や施行者
に関する規約等を定
め、知事の認可を受
ける 

H29.4以降 

同意書提出 

H29予定 

建物調査・営業調査 P12 

個別面談：モデル権利変換提案 

地質調査 

資金計画作成 P10 

基本設計作成 

準備組合解散・組合設立総会 

権利変換の書類に署
名・捺印いただき、
権利変換内容が確定
する 

権利変換計画等につ
いて知事等の認可を

受ける 

★権利変換計画の決定・認可 P25 H30予定 

権利変換内容の確定 署名・捺印 P25 
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参照）一般社団法人再開発コーディネーター協会 HP 

補償の書類に署名・
捺印いただき、補償
内容が確定する 

区分所有となる再開
発ビルは、所有者に
よる住宅管理組合と
まちづくり会社が管
理運営を行う 

各権利者が取得した

権利価額や事業収支
を整理し事業が完了
する 

工事完了後、公告日
を以て再開発ビルの
区分所有権の取得。 
建物登記申請。 

再開発ビルの維持管
理ルールや将来に渡
る施設運営の方針を
決め、管理運営体制

を整える 

権利者の従前の権利

が消滅し、それに代
わる権利を取得する 

権利変換処分（権利変換期日）P25 

工事段階 
補償・明渡し P29 

既存建物解体・工事着工 P32 

管理計画の作成 

建設工事の完了 

組合解散認可・清算 P32 

運営段階 

建物の管理運営 P35 

H31～32 予定 

補償契約締結 署名・捺印 P29 

工事完了公告・保留床の売却・登記 P32 

再入居・店舗引渡し P32 

事業の清算・組合解散総会 P32 

H32～33 予定 

H34～予定 

予定 
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都市計画決定について 

再開発事業には、法律に基づいて行う法定再開発事業と、任意の再開発

事業がありますが、当該地区では、公的補助金の導入や税制上

の優遇制度、手続きを公正かつ円滑に進めることのできる、法

定再開発事業の導入を検討し、平成 27 年 4 月に沼津市の都市

計画決定を受け、法定再開発事業として事業が始まりました。 
 

都市計画の種類：東駿河湾広域都市計画第一種市街地再開発事業 

都市計画の名称：沼津市町方町・通横町地区第一種市街地再開発事業 
 

「都市計画の告示」（都市計画法第 20 条第 1 項）により、平成 27 年

4 月 6 日より都市計画が正式に効力を発生しました。 

また都市計画の告示があった日から都市計画施設の区域内の

制限、市街地開発事業の施行区域内の制限、市街地開発事業等

予定区域の区域内の制限などが適用されます。 

 

都市計画制限 

都市計画法によって決定された計画の実効性を 

担保するため、土地・建物利用に関して制限がかけ 

られています。 

市街地再開発事業の施行区域内で、建築物の建築を 

しようとする者は、国土交通省令で定めるところに 

より、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

都市計画法第 53条第 1項 
 

事業予定地内の土地を有償譲渡しようとする者は、原則として、一定事項

を書面により都道府県知事に届け出なければなりません。また、届出後 30

日間は、その土地を譲渡してはなりません 

都市計画法第 57条第 2項、第 4項 

上記のように、土地の有償譲渡は出来ますが、その際、土地が再開発事

業の区域内であること。それに伴い、土地利用に関して制限がかけられ

ていることの告知が必要になります。 
 

※土地の売却をお考えの場合、ご検討の段階で準備組合事務 

局へご連絡をお願い致します。 

都市計画施設区域 
再開発事業施行区域 
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再開発事業にかかる費用について 

第一種市街地再開発事業の場合、権利者への建物を建築する際に発生

する解体費、建設費などの費用の負担は組合が負担するので直接、権利者

個人の負担は発生しません。 

再開発事業に対しては、各分野の助成制度を活用することで事業が促

進できるようになっています。 

 

 国・県・市からの補助金：再開発ビルなどの整備に対する支援 

 

・事業計画作成や建築設計に必要な費用 

・建物の除去に必要な費用 

・補償に必要な費用 

・オープンスペース（広場、中庭等）の整備に必要な費用（建築費含む） 

・共同施設（廊下、エレベーターなど）の整備に必要な費用（建築費含む） 

等 

 

交付対象額に対し、国（県）1/3、市 1/3、施行者 1/3 の負担割合 

 

※保留床処分金については次ページで解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国（県） 
1/3 

施行者

1/3 

国 
1/3 

市 
1/3 

市 
1/3 

施行者 
1/3 

施行者 
1/3 交

付
対
象
額 

全
体
事
業
費 

国+市の交付金は通常、全体事業費の 10～20％程度 

施
行
者
負
担 

施行者負担分 

※保留床処分金や融資制度を利用した借入金等でまかないます。 

※
保
留
床
処
分
金 
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 保留床処分金：事業施行者の負担費用に充当するもの 

再開発ビルには、権利者が権利変換で取得する床（権利床：

けんりしょう）と高度利用よる容積の増加により生み出された

床（保留床：ほりゅうしょう）があります。 

保留床は第 3 者（マンションの購入者）に売却するための床

です。 

保留床の売却費のことを「保留床処分金」と言い、事業の施行者負担費

用をまかないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A C 

B 

B 

C 

A さんの土地と建物 C さんの土地と建物 

B さんの土地と建物 事業着手前 

事業完了後 

権利床 

住宅デベロッパー
（X さん）に売却
して事業費の一部
に充てる床 
（保留床） 

A B C 

A B C X 

土地は共有化されます 
（X さん：住宅デベロッパー） 

X 

保留床 

再開発ビル 
（区分所有建物） 

AA・B・C さんの
権利分として取得
する床（権利床） 

※実際は権利床と 

保留床は、混在します 
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建物調査・営業調査 

「第一種市街地再開発事業」では、従前の権利者の権利は、原則として

等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられるので、再開発事業で新し

い床（マンションまたは商業床）に入居するにあたり、権利者の負担金は

基本的には発生しません。そのためには、各権利者の従前の権利を明確に

するために全ての土地・建物に対して「調書（P22）」を作成します。また

再開発事業の施行により、権利者は一度土地・建物を明け渡すことになり、

その明渡しにより引っ越しや仮住居の家賃等の負担を強いられることに

なります。これらの経費については、補償金が支払われます。（P26） 

調書の作成と補償金の算定のために地区内の全ての建物（工作物）を対

象に「建物現況調査」。地区内で事業を行われている方には補償金の算定

のための「営業調査」が必要になります。 

 

建物現況調査 

上記の各種補償の算定に必要な調査を、建物現況調査といいます。権利

者が権利変換を受ける場合の建物評価額、または転出する場合の建物補

償額を算定するために、まず推定再建築費を算定します。 

推定再建築費とは、現時点で同じような建物を新築しようとする場合、

いくらかかるのか？というものです。この推定再建築費を算定するには、

地区内に現在所有されている建物に立入り、実際に建物や建物内の造作

を調査させていただく必要があります。 

対象は、土地の上にあるもの（工作されたもの）になります。この調査

は再開発事業を進めるにあたり、権利者の財産を守るために必要不可欠

な物なりますので、ご協力をお願い致します。 

営業調査 

この調査は事業区域内で事業を営んでいる方が再開発事業の施行によ

り、建物等の移転を余儀なくされ、営業を休まざるを得ないような場合、

通常想定される営業上の損失を補償する営業補償を目的として行うもの

です。営業調査では、対象となる営業所の営業実態や、会計上の帳簿等の

数値を把握して、補償額に適切に反映させるために、資料のご提出をお願

いすることになります。 

※休業期間の補償対象期間は組合規定により設定されます。 
調査にご協力いただけない場合、補償額の算定ができません。 
ご協力をお願い致します。  
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２．準備組合から本組合へ 
この章では、再開発事業を施行する組織や役割、事業に係る人たち。本

組合設立申請についてご説明します。 

 

 

① 現状の準備組合の役割 

 市街地再開発組合の設立を準備する権利者による任意の団体。 

 準備組合は、再開発組合に準じた組織として施行区域内の宅地の所有

権または借地権を有する者の 2/3以上が参加し、設立されます。 

 事業計画や権利変換計画案の作成・検討を行い、関係権利者による再

開発組合設立に必要な作業、諸手続きを行います。 

 市街地再開発準備組織に対しては、事業計画の作成に係る費用につい

て国庫補助がされます。 

市街地再開発事業補助（一般会計）交付要綱、市街地再開発事業等補助要領） 

参照：公益社団法人全国市街地再開発協会 HP 

 

① -1 現状の準備組合理事会 

全ての決議事項は、理事会により決定します。 

事業の進捗状況の確認、課題についての討議、資金管理等の報告を毎週

木曜日の 19 時より開催しています。 

役員体制：理事長 1 名、第一副理事長 1 名、第 2 副理事長 1 名、理

事 5 名、監事 2 名。 

 

① -2 事業計画・組合設立 

 組合設立の申請は都市再開発法の規定により、準備組合から選出さ

れた「設立発起人（5 名以上）」が行います。 
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② 組合設立申請時のお願い 

 同意書・登記簿・印鑑証明書（土地、建物権利者共） 

組合設立申請時に、登記簿名義が実状と異なっている場合手 

続きが複雑になり、権利変換にも支障が生じますので相続等 

が発生した場合は、速やかに登記簿の更新をお願い致します。 

 設立発起人は、「地権者の 2/3 以上の同意および面積 2/3 

以上の同意」、「定款・事業計画書」、「公共施設管理者の同意」 

などをとりまとめて県へ申請、県知事の認可を得ます。 

 

②-1 事業施行者とは 

施行者とは実際に事業を行う者。市街地再開発事業を実施する者のこ

とを指します。 

 

②-2 組合施行 

組合施行とは、権利者が主体となり再開発事業を実行 

していくという手法です。 

第一種市街地再開発事業の施行者は都市再開発法によ

り、「市街地再開発組合（法人）」と定められています。 

 

事業を実施するためには、事業認可および組合設立認可を受ける必要

があります。 

知事による事業認可と組合設立認可を受け、事業は次の段階に進みま

す。準備組合解散、組合設立の総会を開催し、「沼津市町方町・通横町

地区市街地再開発組合」が設立します。 

 

 事業の運営組織は、「準備組合」です。平成 29 年 2 月現在は「本組合

の設立」を目指しています。 

 

 

  

権利者全員で 
再開発を実行 
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③ 組合の組織と運営 

③-1組合員の資格（都市再開発法第 20条） 

 事業が行われる施行地区内の宅地に所有権または借地権を持つ人（法

人含む）の全てが組合員となります。 

権利者は組合が成立すると、組合の設立に反対した人も組合の設立が

認可されれば自動的に組合員に含まれることになります。 

 代表者の選任：組合設立後、宅地または借地権が 

共有である場合は、共有者は全体で 1人の組合員 

とみなされるので、代表者を 1人選任して組合に 

通知する必要があります。事前に代表者の選任を 

お願い致します。 

 

③-2定款・規約 

組合の運営は全て定款・規約に則って進められます。 

 

③-3理事会 

組合の執行機関。組合員の中から理事3名以上・監事2名を選任します。 

 

③-3総会 

組合の決議機関であり、全ての組合員で構成されます。 

毎年度の事業計画や予算・決算など重要な事項は総会で決議します。 

組合の業務のうち特別に定款で定めがないものは、理事の過半数で決し

ます。 

 

③-4審査委員 

組合の権利変換の決定などが公正妥当なものとなるように、組合には 3

人以上の審査委員を置くことになっており、総会で選任します。 

審査委員には、法律・不動産鑑定士などがなります。 
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③-5組合の役割 

再開発事業においては、総会または理事会で決議した事項を「組合」が遂

行します。主な内容は以下になります。 

 

 事業計画の作成 毎年度の事業内容確定 

 資金管理 補助金申請 予算、決算処理 

 参加組合員、事業協力者の決定、契約 

 各種委託事業の発注、契約 

 権利変換、補償等の契約、実行 

 各種法的手続き 

 

③-6組合員の権利 

上記の役割を進めるにあたって、重要な内容は組合総会での決議事項と

なります。総会において組合員は、１人につき総会における１個の議決権

及び選挙権を有します。 

 

③-7事業を行うための費用 

組合が行う事業に必要な費用は、補助金、参加組合員の負担金などを収入

金とし、年度で不足する資金は短期の借入金を組合として行い事業を進

めていきますので、組合員個人が事業資金を負担することは基本的には

ありません。（組合の定めにより賦課金を徴収することはできます） 

※詳細は組合の定款に定めます。 
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事業推進体制について 

市街地再開発事業の施行者はあくまでも組合（地権者）ですが、実際に

事業を推進していく上で、建築・企画・法律など各分野の専門的な知識が

必要になるため事業協力者の支援を得て、本事業を推進いたします。 

 

市街地再開発事業においては建築物などの企画・建設・運営に関するノ

ウハウを持つ、施行者（準備組織を含む）と権利者のパートナーとなる民

間事業者が必要です。 

事業の初動期から民間事業者の活用を行うことにより、ノウハウの提

供、資金調達の協力などによる合意形成・事業推進が図られ、また、企画

提案・助言などにより施設建築物の付加価値を高めることができます。 

事業協力者は法律や条例などに基づく制度（役割） 

ではなく、事業毎にその役割が施行者（準備組織を

含む）との契約で個別的に定められます。 

    参照：公益社団法人全国市街地再開発協会 HP 

 

本事業では、事業協力者を平成 26 年 9 月に一般公募し、公正な審査

の上、平成 27 年 3 月に株式会社加藤工務店・株式会社佐藤建設グルー

プと株式会社大京・株式会社穴吹工務店グループに決定しました。 

 

株式会社加藤工務店・株式会社佐藤建設グループ 

沼津市の建設会社という立場から、地元に合った計画になるよう、設計に

係る分野でのアドバイスをいただいていています。 

 

株式会社大京・株式会社穴吹工務店グループ（参加組合員予定） 

新しく出来るマンションの保留床部分を一括で買い取り、新しい居住者

へ販売する住宅（マンション）デベロッパー。 

設計担当と共同し、新しいビルの居住部分がより快適な空間になるよう

協力をいただいています。 

 

参加組合員 

保留床の購入者としてあらかじめ定款に定められることによって、一般

の組合員と共同して事業を行う人（法人含む）のこと。参加組合員は、
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取得する保留床の価値に相当する金額を事業の推進に応じて負担金とし

て組合に支払います。平成 29 年 2 月現在未定。 

 

基本設計：株式会社市浦ハウジング＆プランニング 

再開発事業後の新しいビルの設計担当。住宅・店舗等の配置や図面の作成、

街のデザイン等を作成しています。 

測量調査：山口建築設計事務所株式会社山口工務所 

平成 27 年度 街区測量調査事業委託 各所有地の隣地境界確定を行い

ました。 

 

建物調査：株式会社駿河補償積算 

平成 27 年度 A・C・D 街区、28 年度 B・E 街区 建物現況調査事業・

建物等算定事業委託 権利変換モデル作成のための権利者ごとの建物調

査と算定業務を担当。 

 

その他 

沼津市都市計画部市街地整備課を始め、地質調査、商業、経営、法律、経

理など多くの専門家がこの事業に携わっています。 

 

事業コーディネート：有限会社 Anchor 

事業計画作成、資金計画作成に加え、再開発事業には多くの専門家が関わ

っていますが、それぞれの各専門家・行政・権利者等全ての分野の窓口に

なり統括し正常に事業が進むように調整するのが、事業コンサルタント

の仕事になります。 

 

※本事業においては行政指導の元、公募・入札を行い決定しています。 

 

専門委員会：5 ページ参照 

 

事務局運営：特定非営利活動法人駿河地域経営支援研究所 

（NPO 法人 SIDAM） 

事業進行管理、資金管理、商業計画及びテナントの誘致を行います。  
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３．竣工に向けて 
この章では、権利変換や補償についての説明から明渡し、事業完了まで

の流れをご説明します。 

 

 

権利変換とは 

権利変換とは、再開発事業区域内の土地や建物を持っている方の権利

関係を、再開発ビル（施設建設物）の床及び敷地に関する権利に等価で変

換することを言います。 

・今まで個人で所有していた土地は共有、建物は区分所有になります。 

・登記簿上は、「〇〇分の〇〇所有（マンションの登記と同じ）」と持ち分

で表されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A C 

B 

B 

C 

A さんの土地と建物 C さんの土地と建物 

B さんの土地と建物 

事業着手前 

事業完了後 
再開発ビル 

（区分所有建物） 
X 

B 

A B C X 

土地は共有化されます 
（X さん：住宅デベロッパー） 

A C 

X X 

注1） 権利床と保留床の部屋の場所は実際には混在しています。 
注2） 権利床は住居・商業床どちらか選択できます（両方も可）。 
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権利変換のパターン 

 土地所有者、土地建物所有者 

再開発ビルの敷地の共有持分及びビルの床の一部を取得することができ

ます。 

 

 底地権者（土地を貸している方） 

再開発ビルの敷地の共有持分及びビルの床の一部を取得することができ

ますが、土地を貸しているので、借地人の権利である借地権の価額を土地

の評価額から差し引いた価額が権利価額となります。 

 

 借地権者（土地を借りて自分の建物を建てている方） 

再開発ビルの敷地の共有持分及びビルの床の一部を取得することができ

ますが、現在の権利価額は自分の所有している建物の評価額と借地権の

価額とを合わせたものになります。 

 

 借地権者・建物賃貸（借りた土地に自分の建物を賃貸している方） 

再開発ビルの敷地の共有持分及びビルの床の一部を取得することができ

ますが、建物を貸しているので従前の家主・借家人の関係は原則として再

開発後も同じように継続されることになります。 

 

 借家権者（借家に住んでいる人） 

原則として家主が取得する再開発ビルにセットで入居することになりま

す。もし家主が地区外へ転出してしまう場合は、施行者が家主となり借家

の継続ができることになります。転出を希望される場合は、補償を受ける

ことができます。           出典：株式会社ネクスト・ワン HP 

 

等価交換とは 

 土地は、評価基準日に評価した価格（評価額）。 

 建物は、同じ建物を再建築した場合の価格をもとに耐用年数によって

減価した価格（評価額）。 

上記 2 項目が再開発ビルで取得する床の価格が同額である。ということ

です。従後の資産（新しいの床面積）をより増やしたい場合、その差額は

権利者の持ち出しとなります。 
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どのような用途に権利変換するか 

権利変換後に受け取る従後の種類には大きく分けて 3 種類あり、選択

あるいは、組み合わせることができます。 

 

権利変換を希望される場合 

従後の資産の種類 用途 内容 

権
利
変
換 

マンション床 

自己使用 
従前の資産と等価交換分の床を受取り

ます。 

賃貸する 
まちづくり会社が借り受け、家賃をお

支払いします。 

商業床 

自己使用 

まちづくり会社が管理する床に、テナ

ントとしてご入居いただきます。賃料

は、自己使用分の家賃をお支払いいた

だきます。権利床分の家賃はまちづく

り会社から受け取ります。 

賃貸する 
まちづくり会社が借り受け、家賃をお

支払いします。 

転出 ― 

従後の権利を希望されない場合は転出

になり、権利分を金銭でお受け取りと

なります。 

 

狭小地権者への対応 

権利変換後、従後の資産で十分な居住空間を賄うのが基本です

が、従前の資産（所有地面積）が少ないなど、十分な居住空間を得

られない場合は、一定の居住空間を得られるルールを組合で作成

し、狭小地権者も新しい再開発マンションに住み続けることがで

きます。 
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権利変換計画作成 

県知事による事業計画の認可がされ組合が設立されると、再開発ビル

の詳細な設計（実施設計）が始まり、各権利者が取得する床の位置や面積

のための権利変換計画の作成が開始されます。（都市再開発法 72 条） 

 

以降は権利変換の流れをご説明します。 

 

① 土地調書・物件調書の作成 

組合設立認可がなされると、関係権利者の権利の処理について正確・公

平を期するため、施行地区内の土地および物件について、土地収用法第

37 条を準用し、実測平面図を添付した土地調書および物件調書を作成す

ることとされています。（都市再開発法 68 条） 

「土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、次に掲げ

る事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。」（土地収用法第

37条第 1項第 36条第 1項） 

 

調書では、土地・建物に関する既存権利に関して、以下のような内容に

ついて確認します。 

 

A) 各筆・各棟毎の土地・建物についての権利の内容 

B) 敷地境界の確定 

C) 各敷地・建物の規模・用途・構造 

 

これらの事項について、施行地区内に存するすべての土地・建物について

調査を実施する必要があります。 

※平成 27 年度に隣地境界確定のための測量調査、平成 27・28 年度に

建物現況調査を実施。 

参照）公益社団法人全国市街地再開発協会冊子「市街地再開発 2016 基本編」 
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② 権利変換を希望しない旨の申し出 

権利変換を希望されない場合は、事業計画認可公告の日から 30日以内

に、施行者に対して金銭給付（補償）の申し出をすることができることと

なっています。（都市再開発法第 71条） 

言い換えると、事業計画認可公告の日から 30日以内に金銭給付の申し

出をしない場合は、権利変換が確定する。ということになります。 

また、借家権者は、借家権の価値（建物・工作物等、動産、移転雑費の

補償 26 ページ）にあたる金銭を受け取ることになります。 

※上記の補償を受けるためには、建物現況調査にご協力いただき、建物補

償額の算定を行う必要があります。 

 

土地調書、および物件調書の作成と権利変換を希望しない申し出行為

によって、ここにはじめて施行地区内の関係権利者の所有する土地や物

件の状況と権利関係、市街地再開発事業によって整備される施設建築敷

地や施設建築物の権利を取得する者としない者との区別が判然とするこ

とになります。 

出典）公益社団法人全国市街地再開発協会冊子「市街地再開発 2016 基本編」 

 

③ 評価基準日・従前資産の価格の算定基準 

調書が作成されると、各権利者の持つそれぞれの権利を評価し、従前資

産の価格を決定します。 

 従前資産の評価の時点は、組合設立認可（または事業の施行認可）の公

告があった日から 31 日目。権利変換を希望するかしないかの確定がな

された翌日をもって評価基準日とします。 

 

従前資産の価格の算定基準は、評価基準日の近傍類似（当該地区付近の

地目・利用目的が同じ）土地または建物の取引価格等を参考とし、さらに

審査委員の過半数の同意を得て定めることになります。（都市再開発法第

80 条） 

出典）公益社団法人全国市街地再開発協会冊子「市街地再開発 2016 基本編」 
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④ 従後資産の概算額の算定 

 土地・建物等従前資産の明細と価格が決定すると、これに対して与えら

れる再開発後の新しい資産の明細とその概算額を決めることになります。 

 従後資産の評価については、権利変換計画作成の段階では、まだ建物が

出来上がっていないので一応の概算的な評価となります。したがって権

利変換計画においては、従後資産は概算額で計上しておいて建物が完成

してからその額を確定する仕組みになっています。 

 

参考資料 

従後資産の概算額の算定基準 

 敷地価格（更地価格） 

 従前評価額に当該敷地の整備に要する費用を加えた価格（原価）以上で

あり、評価基準日における近傍類似の土地の価格を参酌して定めた当該

敷地の価格の見込額（時価）を超えない範囲で定める。この場合、原価が

時価を超えるときは、時価で敷地価格を定める。つまり敷地価格は原価が

時価以下であれば、原価と時価の間で定め、原価が時価を超えれば時価と

することになる。 

 建築物価格 

 当該建築物の整備に要する費用（原価）以上であり、評価基準日におけ

る近傍同種の建築物の価格を参酌して定めた当該建築物の価格の見込額

（時価）を超えない範囲で定める。 

 この場合においても、原価が時価を超える場合は時価で定めるが、再開

発事業では建築工事費の一部に交付金が導入されることから、原価が時

価を上廻ることは殆どないといえる。 

（都市再開発法第 81 条、施行令第 28 条、29 条） 

出典）公益社団法人全国市街地再開発協会冊子「市街地再開発 2016 基本編」 
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⑤ 権利変換内容の確定 署名・捺印 

権利変換の内容が確定すると、権利者は内容を精査し、ご納得いただい

た上で、権利変換計画書に署名・捺印をいただきます。 

 

県知事による事業計画の認可がされると前ページの手順で権利変換の

手続きが開始されます。法的手順を経て各権利者の権利変換の内容を確

定するための「権利変換計画」を作成します。 

権利変換計画には以下の項目が記載されます。（都市再開発法第73条） 

 

 再開発ビルで受取る床の配置及び用途 

 権利者の従前権利の内容とその概算額 

 権利変換後の権利内容とその概算額 

 転出者の権利内容とその価額 

 参加組合員の取得する権利の内容 

 保留床の処分方法（一般分譲・特定分譲） 

 権利変換期日 

 

⑥ 権利変換計画の認可・決定 

以上の手続きが終わると、施行者は県知事に権利変換計画の認可申請

を行います。認可を受けると、公告、さらに関係権利者に対して書面で関

係する項目について通知します。 

 

⑦ 権利変換処分（権利変換期日） 

各権利者の権利変換内容が決定すると、権利変換期日を以て、権利者の

従前の権利が消滅し、それに代わる権利を取得します。同時に権利変換後

の土地の権利について必要な登記の申請を開始します。 
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補償協議 

 再開発事業の施行により、権利者は一度土地・建物を明け渡すことにな

り、その明渡しにより引っ越しや仮住居の家賃、営業の休止等の負担を強

いられることになります。これらの経費については、補償金が支払われま

す。（都市再開発法 97 条：以下 97 条補償）これらの支出に対する補償

を「通損補償」と言います。 

 また、97 条補償は権利変換計画書に掲載される内容ではなく、権利者

と施行者との協議によって契約されるものとなっています。 

 

市街地再開発事業では補償費も補助金の対象となっています(P10)。

補償の内容や算定基準は、市街地再開発事業は都市計画事業として行わ

れるので公共事業に準じたものであることから、国土交通省の「公共用地

の取得に伴う損失補償基準」に準じて行われることが多いですが、再開発

事業は一般の公共事業とは異なり、地区内の権利者の生活様式がそれぞ

れ異なるので、施行者で公共基準とは別に独自の基準を定めることが多

くなります。 

出典）公益社団法人全国市街地再開発協会冊子「市街地再開発 2016 基本編」 

 

当該事業では、公共事業における補償基準をベースとして権利者の状

況を考慮した基準を組合が作成いたします。 

※基準の作成は「審査委員(P15)」の審査を経て決定します。 

 

一般的な補償項目及び内容を次ページに掲載しました。 

 

  



27 

 

① 一般的な補償項目及び内容 

建物評価及び 

補償額 

建物調査の結果をもとに算定した推定再建築費と、当該建物の

標準耐用年数及び経過年数に応じた率を使用し算定 

工作物補償 

建物周辺の塀、門扉、叩き・舗装、看板などの補償 

移設に要する額、あるいは、新設費相当額に当該工作物の標準

耐用年数及び経過年数に応じた率を使用し算定 

立竹木補償 
庭木に対する補償 

移設費又は樹価を補償 

動産移転補償 

いわゆる引越代の補償 

屋内動産（住居用動産）・一般動産・特殊動産に分け

て、定められた計算方法によって算定 

仮住居・ 

仮営業所補償 

工事期間中の仮施設に対する補償 

原則、権利変換の場合のみ対象 

仮住居及び仮営業所を必要と認められる場合に、新たに確保

し、かつ、使用するのに通常要する費用を補償 

仮倉庫補償 

工事期間中の仮倉庫に対する補償 

原則、権利変換の場合のみ対象 

商品、機械、その他一般動産を、一時保管する 

必要があると認められる場合に、その保管に通常要する費用を

補償 

借家人補償 
借家人に対する補償 

借家人が新たに賃借りするために通常要する費用を補償 

家賃減収補償 

工事に伴い、家賃や地代を得ることが出来なくなる 

ことに対する補償 

原則、権利変換の場合のみ対象 

移転雑費補償 

移転に際して必要となる諸手続きの手数料などを補償 

移転先選定費用、法令上の手続きに要する費用、地鎮祭費、 

上棟式費用、建築祝い、移転通知費、休業補償等で必要と 

認められる項目について、補償 

営業補償 

地区内で事業を営んでいる方に対する補償 

再開発事業に伴う移転に必要な期間 

（引越期間）、営業を一時休止する必要がある場合の補償 

その他 
上記以外に必要と認められる事項について協議の上実情に応

じて適正に補償 

 
 



28 

 

② 権利者別の補償内容 （権利変換の場合） 
項目 自家他用 自家自用 借地他用 借地自用 借家人 

建物 

工作物等 
〇 〇 〇 〇 〇 

動産  〇  〇 〇 

移転雑費  〇  〇 〇 

仮住居等  △  △ △ 

家賃減収 〇  〇   

営業補償  △  △ △ 

 
権利者別の補償内容 （転出の場合） 

項目 自家他用 自家自用 借地他用 借地自用 借家人 

建物 

工作物等 
〇 〇 〇 〇 〇 

動産  〇  〇 〇 

移転雑費 〇 〇 〇 〇 〇 

家賃減収 〇  〇   

営業補償  △  △ △ 

 

自家他用：所有している建物を第 3 者へ賃貸している 

自家自用：所有している建物をご自身で使用している 

借地他用：借りている土地に所有建物があり、第 3 者へ賃貸している 

借地自用：借りている土地に所有建築物があり、ご自身で使用している 

借 家 人：建物を賃貸で借りている人 
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③ 営業補償について 

現在、当該地区内で事業を営んでいらっしゃる方が再開発事業の施行

により、建物等の移転を余儀なくされ、営業を休まざるを得ないような場

合、通常想定される営業上の損失を補償する営業補償を受けることがで

きます。 

また、工事期間中に仮店舗で営業を継続される場合は、動産補償により

引っ越し代金も補償対象になります。仮店舗で営業をお考えの方は、詳細

については事務局へお問い合わせくださるようお願い致します。 

※休業期間の補償対象期間は組合規定により設定されます。 

※営業補償を受けるためには、営業調査にご協力いただき、補償額の算定

を行う必要があります。 

 

④ 補償契約締結 署名・捺印、補償・明渡し 

建物補償額の算定が出来上がると、権利者は内容を精査し、ご納得いただ

いた上で、補償の内容を契約書類（署名・捺印）後に、土地や建物の明け

渡しとなります。 

 

 

 

 

  



30 

 

現在所有建物を第三者に賃貸されている方 

現在、所有の建物をテナントへ賃貸し収入を得ている方は、家賃減収分

の補償を受けることができます。 

 

テナントの立ち退き 

現在営業中のテナントは 

 再開発後に営業を再開 

 立ち退き 

に分かれます。 

営業再開の場合は、通常の営業補償の対象になります。 

立ち退きの場合は、以下の補償を受けることができます。 

 

・通常休業を必要とする期間中の収益の減少分 

・通常休業期間中でも支出を要すると認められる固定的な経費（公租公課

など） 

・通常休業期間中に従業員に対して支払う休業手当の相当額 

・営業再開後、一時的に得意先が減ると認められる場合の通常生ずる損失

額 

・立退きに際して通常必要となる移転雑費補償 

 

※補償を受けるためには、営業調査にご協力いただき、補償額の算定を行

う必要があります。 

※休業期間の補償対象期間は組合規定により設定されます。 

 

オーナーの方は、再開発の話をすると、テナントが出て行っ

てしまい家賃収入が無くなるとご心配されている方もいら

っしゃいますが、市街地再開発事業においては、テナントが

「補償期間」前に退店すれば、移転費用は全て自分持ちです

が、補償期間まで営業を継続した場合、補償対象になりテナ

ントにもメリットがありますので、詳細については事業コ

ンサルタントにご相談くださるようお願い致します。 

  



31 

 

現在空き店舗をお持ちの方 

当該エリアの空き店舗を再開発までの期間収入を図るため 

に、貸店舗として活用される場合は、入居希望の方に物件が 

再開発の対象地区に指定されていることを契約前に告知する 

必要が生じます。 

それらをご理解いただいた上でご契約時には、その項目 

が記載された契約書に署名ご捺印をいただきます。 

 

契約書のサンプルを事務局で作成済みですので、オーナーのご希望に

合わせて、事務局で契約書の作成をお手伝い致します。 

 

退店時の無用なトラブルを避けるためにも、ご入居希望があり次第、

事務局へご連絡をお願い致します。 
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既存建物解体・工事着工 

建替え中の生活について 

多くの権利者が当該地区に居住されているので、建替え中の仮住居の

ご心配をされていると思います。 

個人で建替えをする場合は、全て自分持ちですが、市街地再開発事業で

は、引っ越し代や仮住まいの家賃等の経費は、補償金で賄うことになりま

す。 

 

工事完了公告・保留床の売却・登記 

施設建築物の建築工事及び公共施設の工事が完了すると、施行者はその

旨を公告します。再開発ビルの区分所有権は建築工事の完了公告の日に

取得されます。保留床の売却、建物登記の後、マンションへの再入居と店

舗引渡しとなります。 

※新しいマンションへのご入居は、マンション分譲 

入居日となります。 

※店舗引渡しは、一般のテナントと同じ日になります。 

 

組合解散・清算 

建設工事が終了すると再開発ビルの登記や事業の清算を行い、組合の解

散の認可を受け事業は終了します。 

組合解散時は解散のための総会を以て決定します。 

 

 

  

街区イメージ H29.1 
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再開発後もお店を続ける方 

現在当該地区で店舗経営をされていて、再開発後にも店舗を 

継続される場合、まちづくり会社が店舗の運営を一括して行う

仕組みを考えております。よってお店を続ける方は、まちづく

り会社の商業計画に沿って出店することになります。 

 

再開発ビルの商業エリアの店舗は業種の偏りを防ぐためにまちづくり

会社が業種やテナントを調整します。 

そのために全ての店舗床はまちづくり会社が全て借り上げ、各テナン

トに賃貸するという形を取ります。 

 

商業床への権利変換をご希望される場合のご利用方法は、以下の 2 つに

なります。注）商業床は原則として共有です。 

 

 ご自身の店舗として利用 

 オーナーになりテナント貸しする 

 

再開発後の店舗家賃について 

商業床は全てまちづくり会社が借り受けます。オーナーになりテナン

ト貸しする商業床権利者には、まちづくり会社より権利分の家賃をお支

払いします。よって、商業床の権利者もご自分のお店はテナントとしてま

ちづくり会社と店舗契約して家賃をお支払いいただき、権利床分の家賃

をまちづくり会社から受取ることになります。 

 

まちづくり会社はテナントからいただいた家賃から管理費分を引いた金

額を権利者の床の所有割合に沿ってお支払いいたします。 
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商業床の利用パターン例 

 商業床を所有し、自分では店舗経営はしない場合（A さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A さんはご自分の権利床（共有）をまちづくり会社に貸し出します。 

2. まちづくり会社はテナントを入居させ、家賃を受取ります。 

3. A さんはまちづくり会社より権利床分の家賃を受取ります。 

 

 商業床を所有し、ご自身で店舗経営を行う場合（B さん） 

※商業部分の店舗配置は、まちづくり会社の商業計画に沿って調整を行

うので、必ずしもご希望の場所でご自身の店舗を経営することが出来る

とは限りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B さんはご自分の権利床（共有）をまちづくり会社に貸し出します。 

2. B さんはまちづくり会社と賃貸契約を結びテナントとして入居し、お

店の家賃をまちづくり会社へ支払います。 

3. B さんは、まちづくり会社より権利床分の家賃を受取ります  

まちづくり会社 

賃貸契約 

権利床分 
家賃収入 

A さん 

テナント 
家賃支払い 

まちづくり会社 

B さん 

賃貸契約 

テナント家賃支払 
権利床分家賃収入 

B さんの店 

商業床は共有 

商業床は共有 

賃貸契約 
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再開発事業が完了したあと 

再開発事業は、権利者とそのご家族・新しく引っ越されてくる方・店舗

を経営される方・来街者などの全ての方にとって楽しく、安心・安全な街

をつくる事業です。 

組合の設立からはじまって、組合の解散・清算で再開発事業は終了しま

すが、皆様の新しい生活はここから始まります。同時にまちづくり会社

「株式会社 LSC 沼津みなみ」による再開発ビルの運営・管理がスタート

します。 

まちづくり会社は、駐車場やコミュニティ施設、商業施設の一部を自ら

取得する他、地権者からお預かりした権利床を運営します。ビルの運営だ

けでなく、永続的に地域のコミュニティをサポートしながらまちづくり

を進める母体として様々な事業を展開していきますので、一層のご協力

をお願い致します。 

※株式会社 LSC 沼津みなみ・・・当該事業の地権者及び、町方町自治会、

沼津アーケード名店街等関係者の出資により設立されたまちづくり会社

です。 

名 称：株式会社 LSC 沼津みなみ 

所在地：沼津市町方町 111 番地 

設立年月日：平成 21 年 4 月 1 日 

資本金：1397 万円 

株 主：59 人 

役 員：9 人 

主な事業内容： 

① 市街地再開発に関する計画立案並びに設計業務 

② 大規模小売店舗、専門店及び飲食店等の商業施設の開発に関する調査、

分析、企画設計、管理及びコンサルタント業務 

③ 不動産の賃貸・管理・仲介・売買並びにコンサルティング 

④ 建物内外の保守管理・警備・清掃業務 

⑤ 催事の企画・運営 

⑥ 広告・宣伝に関する業務 など 

（平成２９年２月現在） 
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参考資料 

国土交通省 HP 

一般社団法人再開発コーディネーター協会 HP 

公益社団法人全国市街地再開発協会 HP 

株式会社ネクスト・ワン HP 

公益社団法人全国市街地再開発協会冊子「市街地再開発 2016 基本編」 

海老名市役所冊子「市街地再開発事業について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
再開発ガイド Vol．1 
平成 29 年 2 月 
沼津市町方町・通横町地区市街地再開発準備組合 

http://www.nposidam.org/lsc-numazu 


