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借 地権に つい て

■ 借地 権とは
土地 区画 整理 法で「 借地 権」 とは、 借地 借家 法にい う「 建物 の所
有を目 的と する 地上権 また は土 地の賃 借権 」の ことを いい 、「 借
地」と は、 借地 権の目 的と なっ ている 宅地 をい います 。
１

借地 権に つい て
土 地区画 整理 事業 におい て、 借地 権者と して 取扱 われる 方は 、地
上権 または 賃借 権の 登記（ この 例は 極めて 少な い。 ）をさ れて いる
方お よび施 行者 （市 ）に対 して 借地 権の申 告を する ことに より 、借
地権 者とし て認 めら れた方 です 。
土 地区画 整理 事業 施行上 、借 地権 者と認 めら れま すと、 その 借地
につ いて土 地所 有者 と同様 に権 利と 義務が 生じ るこ とにな りま す。

２

借地 権者 の権 利と 義 務に つい て
借 地権者 にな りま すと、 『整 理後 の借地 を明 確に 知るこ とが でき
る』 ばかり でな く、 土地所 有者 と同 じに『 土地 区画 整理審 議会 委員
の被 選挙権 と選 挙権 』およ び『 換地 計画に 対し 意見 を述べ る機 会』
など が得ら れる 反面 『土地 所有 者に 係わる 清算 金に ついて 、個 々の
借地 権割合 に応 じ清 算金の 徴収 ・交 付の対 象と なる 権利者 』な どに
もな ること にな りま す。

３

申告 の時 期に つい て
借 地権の 申告 につ いては 、原 則と して、 事業 施行 期間中 はい つで
も行 えます 。た だし 、法お よび 施行 規程の 定め によ り、「 土地 区画
整理 審議会 委員 の選 挙権を 行う 者を 確定す るた めの 一定期 間」 と
「換 地計画 の立 案に 際して 必要 とな る権利 者を 確定 するた めの 一定
期間 」を除 きま す。
な お、借 地権 申告 につい ては 、事 業計画 が決 定さ れた後 に「 区画
整理 ニュー ス」 等に より、 皆様 にお 知らせ する 予定 です。

■ Q&A
○借地 の土 地評 価は ど うな るの で すか
土地 区画 整理 事業 におい て、 借地 権者 として 取扱 われる 方は 、建 物の 所有
を目 的とし て地 上権 また は賃借 権の 登記 をさ れてい る方 およ び施行 者（ 市）
に対 して借 地権 の申 告を するこ とに より 、借 地権者 とし て認 められ た方 です 。
借地 権を設 定し た借 地に は、借 地権 価格 が存 在する のが 一般 的です が、 借地
権価 格と底 地の 価格 とは 、密接 に関 連し あっ ており 、借 地権 の割合 を底 地の
何パ −セン トで ある とい うよう に定 める のが 合理的 とさ れて います 。
土地 区画 整理 事業 では、 事業 の性 質上 、借地 権を 申告し た借 地に つい ても、
施行 前、施 行後 の関 連が あるの で、 借地 の状 況を十 分考 慮し て借地 権割 合を
定め ること にな りま す。
した がっ て、 借地 権を申 告し た借 地に ついて も、 宅地と 同様 に評 価員 に諮
って 、換地 およ び清 算金 の評価 をし てい くこ とにな りま す。
なお 、清 算金 の徴 収・交 付に つい ては 、借地 権割 合に応 じ、 土地 所有 者と
借地 権者が 各々 負担 する ことに なり ます 。
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土 地区画 整理 審議 会につ いて

■ 目的
土 地区 画整理 事業 は、 皆様の 貴重 な財 産を扱 う事 業の ため、 事
業を 行な うに当 たり 、施 行者（ 市） と皆 様の間 に立 って 適正な 意
見を 事業 に反映 させ るな ど、事 業が 民主 的、か つ、 公平 に運営 さ
れる よう 土地区 画整 理審 議会が 置か れま す。
ま た、 審議会 は、 事業 の重要 な事 項で ある仮 換地 指定 、換地 計
画、 保留 地等を 定め る場 合や評 価員 の選 任等を 行う 場合 に、そ の
都度 開催 し、審 議会 の意 見を聴 いた り、 同意を 求め たり するこ と
によ って 、事業 が民 主的 に進め られ るよ うにな って いま す。
■ 委員 の定数 と構 成
１

委 員の 定数
審議会 委員 の定数 は、 施行 規程（ 施行 条例 ）で定 めら れます
が 、施行 地区 の面 積によ る基 準が あり、 面積 が５ ０ｈａ 未満 の
場 合は、 委員 の定 数が１ ０人 とな ってい ます 。

２

委 員の 構成
宅地の 所有 者およ び借 地権 者のそ れぞ れの うちか ら各 別に選
挙 された 委員 8名 なら びに 土地区 画整 理事 業につ いて 学識経 験を
有 する者 で施 行者 （市） に選 任さ れた委 員２ 名に よって 構成 さ
れ ます。
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仮 換地指 定に つい て

■ 仮換 地指定 とは
土地 区画 整理 事業で は、 道路 等の工 事お よび 建物移 転等 、事 業を
施行す るた めに 、現在 の土 地に 代えて 、仮 に使 用し、 また は収 益
（土地 の使 用収 益）す るこ とが できる 一定 の土 地を指 定し 、順 次、
建物移 転や 道路 工事等 の事 業を 進めて いき ます 。
この 仮に 指定 された 一定 の土 地を『 仮換 地』 といい 、こ の仮 換地
の位置 、地 積等 を皆様 に通 知す る処分 行為 を『 仮換地 指定 』と いい
ます。
この 指定 は、 土地区 画整 理審 議会の 意見 を聴 いて行 われ ます が、
この指 定に 不服 がある 場合 には 、北海 道知 事に 対し審 査請 求を する
ことが でき ます 。
また 、借 地権 等につ いて も、 同様に 、仮 に使 用収益 する こと がで
きる土 地の 指定 を行い ます 。
なお 、仮 換地 は、一 般的 に将 来その まま 換地 となる 土地 とし て定
められ るも ので す。
■ Q&A
○仮換 地を 売買す る こと が でき るの です か
土地 区画 整理 事業 施行中 の土 地の 売買 には、 制限 はあり ませ ん。 し かし、
仮換 地の売 買で 、皆 様が 留意し なけ れば なら ない点 があ りま す。そ れは 、仮
換地 が、現 在の 土地 の使 用収益 が停 止さ れた 代わり に仮 に使 用収益 がで きる
土地 として 指定 され た土 地にす ぎな いこ と、 つまり 、仮 換地 には、 従前 の土
地の 所有権 が、 まだ 移動 してい ない とい うこ とです 。
した がっ て、 仮換 地を売 買す ると きは 、その 仮換 地に対 応す る従 前の 土地
を売 買し、 従前 の土 地の 所有権 の移 転登 記を 行うこ とに より 、買主 は仮 換地
の使 用収益 権を 取得 する ことに なり ます 。
なお 、事 業施 行中 の土地 の売 買に つい ては、 換地 処分に 伴う 清算 金（ 徴収
また は交付 ）の 問題 もあ ります ので 、市 へ土 地売買 （所 有権 の変更 ）の 届け
出を してい ただ くこ とに なりま す。
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保 留地に つい て

保留 地は 、地 区全体 にお いて 、整理 後の 宅地 総評価 額が 整理 前の
宅地 総評価 額を 超え る場合 、そ の差 額の範 囲内 で定 めるこ とが でき
ると されて いる もの であり 、土 地区 画整理 事業 の移 転補償 費や 工事
費等 の事業 費に 充て るため に、 施行 者（市 ）が 売却 処分す る土 地で
す。
これ は皆 様か らの減 歩に より 、その 土地 の一 部を保 留地 とし て確
保す るもの であ り、 施行者 （市 ）が 無制限 の地 積を 処分で きる わけ
では ありま せん 。
保留 地の 面積 等の積 算に つい ては、 宅地 総評 価額の 整理 前と 整理
後を 比較し 、整 理後 の総評 価額 が上 回った 場合 に、 その差 額を 面積
に換 算して 積算 する もので あり 、整 理前と 後の 宅地 総評価 額の 差額
に相 当する 一定 の地 積を施 行者 が土 地区画 整理 審議 会の同 意を 得て 、
保留 地とし て定 め、 売却処 分す るこ とによ り、 土地 区画整 理事 業の
移転 補償費 や工 事費 等の事 業費 に充 てるも ので す。 ですか ら、 皆様
の土 地の利 用価 値の 増進と いう 受益 の範囲 内で 保留 地を定 める こと
にと どまる もの です 。
なお 、処 分方 法につ きま して は、市 の施 行条 例とし て定 める 施行
規程 に基づ いて 処分 するこ とと なり ます。
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建築 物等 の移転 補償 につ いて

■ 概要
土地 区画 整理 事業の 施行 に伴 い建築 物等 の移 転が必 要に なっ たと
きは 、通常 生ず る損 失につ いて 「北 斗市土 地区 画整 理事業 の施 行に
伴う 損失補 償基 準」 に基づ き公 平か つ適正 に算 定し 、各権 利者 ごと
に補 償する こと にな ってお りま す。 なお、 その 概要 は次の とお りと
なっ ており ます 。
■ 移転 補償の 種類 、工 法など
１

移転 補償 金の 種類
移転 補償 金には 、主 に次 のよう な種 類が ありま す。
（1）建 築物 移転 補償
（2）工 作物 移転 補償
（3）動 産移 転補 償
（4）仮 住居 補償 ・動産 保管 料
（5）立 木補 償
（6）営 業補 償
（7）移 転雑 費・ その他 補償
など

２ 建築 物の 移転 工法
建築 物の移 転工 法に は、次 のよ うな 種類が あり ます 。
（1）曳 家工 法
建築 物を 解体し ない で仮換 地に 曳き 入れる 工法 。
（2）再 築工 法
仮換 地に 従前の 建物 と同種 同等 の建 築物を 再築 する工 法。
（3）改 造工 法
仮換 地が ほぼ従 前の 土地と 同位 置で あり、 支障 となる 一部 を
切取 り、 残存部 分を 一部改 造す る工 法。
（4）除 却工 法
建築 物の 全部ま たは 一部を 取り こわ す工法 。
（5）復 元工 法
文化 財保 護法等 によ り指定 され た建 築物で 、従 前の建 築物 を
解体 し、 仮換地 に従 前どお り再 築す る工法 。
以 上のよ うに 色々 な工法 があ りま すが、 いず れに しても 、現 在の
建築 物が移 転後 も、 従前の 価値 や機 能を失 わな いよ う仮換 地の 形状
およ び現在 の建 築物 の構造 ・規 模・ 用途な どを 総合 的に判 断し て、
移転 工法を 決定 しま す。
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３

移転 補償 金の 算定 につ い て
（1）建 築物 移転 補償
建築 物の 移転 補償金 の算 定は、 建築 物の 構造・ 規模 ・用途 な
どにつ いて 、建築 工事 に必 要な仕 様に 基づ き所定 の調 査を行 い、
決定さ れた 工法に より 、移 転に要 する 費用 を算定 しま す。
（2）工 作物 移転 補償
門・ 塀や 、営 業用機 械設 備など 建築 物に 附属す る工 作物の 移
転に要 する 費用を 算定 しま す。
（3）動 産移 転補 償
家財 道具 ・店 頭商品 ・事 務用什 器な ど移 転する 動産 につい て
梱包・ 解梱 ・運搬 等に 要す る費用 であ り、 建築物 の占 有面積 お
よびそ の収 容状況 など を調 査し、 補償 金を 算定し ます 。また 、
取扱い 困難 な物な ど特 別な ものに つい ても 別途調 査し 、算定 し
ます。
（4）仮 住居 補償 ・動産 保管 料
移転 し、 又は 除却す る建 築物に 現に 居住 する者 があ る場合 に
おいて 、そ の者が 仮住 居を 必要と する もの と認め られ るとき は、
家族数 や居 住面積 など によ り、移 転工 事期 間中の 仮住 居借上 げ
料を算 定し ます。 また 、商 品等に つい ても 種類や 占有 面積な ど
を調査 し、 一時保 管に 要す る費用 を算 定し ます。
（5）立 木補 償
樹木 の移 植を 伴う場 合に は、掘 起し ・運 搬・植 付な ど通常 移
植に要 する 費用を 算定 しま す。
（6）営 業補 償
商店 など 営業 を一時 休止 する場 合に は、 移転期 間中 の営業 休
止に伴 う損 失補償 また は仮 営業に 要す る費 用を算 定し ます。
営業 休止 に伴 う損失 補償 につい ては 、移 転を行 う前 ３ヶ年 の
収支決 算報 告書等 （確 定申 告書・ 元帳 等） により 、休 業して も
固定的 に支 出しな けれ ばな らない 経費 や人 件費お よび 休業期 間
中の収 益ま たは所 得減 なら びに得 意先 喪失 による 損失 等を算 定
します 。ま た、公 益性 の強 い事業 など につ いては 、仮 営業所 を
設置す るの に必要 な費 用を 算定し ます 。
（7）移 転雑 費・ その他 補償
仮住 居の 選定 費・法 令上 の手続 きに 要す る費用 （例 えば建 築
確認手 数料 、建物 登記 料等 ）・移 転通 知費 ・広告 宣伝 費・車 庫
借上料 ・電 話やホ −ム タン クおよ びテ レビ アンテ ナな どの移 設
料や、 その 他通常 必要 とさ れる雑 費に つい て算定 しま す。

な お、建 築資 材費 および 労務 費等 の単価 は、 物価 の変動 に伴 い毎
年度 その実 態に あわ せて修 正す るこ とにな って おり ます。
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４

建築 物等 移転に 伴う 各種 補償 の一 覧表

移転 補償等 の種 類
建物 の利用 状況

建
築
物
移
転
補
償

動
産
移
転
補
償

仮
住
居
補
償
・
動
産
保
管
料

営
業
補
償

移
転
雑
費
・
そ
の
他
補
償

自 家 ･ 自 住 自分の家で ､ 自分が住んでいる ｡

○ ○ ○ ― ○

自 家 ･ 他 住 自分の家で ､ 他人に貸している ｡

○ ― ― ○ ○

他 家 ･ 自 住 他人の家を ､ 借りて住んでいる ｡

― ○ ○ ― ○

自 家 ･ 無 住 自分の家で ､ 誰も住んでいない ｡

○ ― ― ― ○

工
作
物
移
転
補
償

立
木
補
償

住宅

店 舗 自家 ･自住 ･自 営 自分の家で ､ 自分が住み営業している ｡ ○ ○ ○ ○ ○
併用
住 宅 他家 ･自住 ･自 営 他人の家で ､ 自分が住み営業している ｡ ― ○ ○ ○ ○
自 家 ･ 自 営 自分の家で ､ 自分が営業している ｡

○ ○ ○ ○ ○

他 家 ･ 自 営 他人の家で ､ 自分が営業している ｡

― ○ ○ ○ ○

店舗

物置
倉庫
等

所
有
者
に
補
償
さ
れ
ま
す

物置 ･ 倉庫等で物を保管し ､ 人は住まな
自 家 ･ 無 住 い｡
○ ○ ○ ― ○

■ Q&A
○個々 の建 物に つ いて 移 転補 償費 を 具体 的に提 示し て ほし い
換地 の位 置や 形状 、移転 する 建物 の構 造・規 模等 により 移転 工法 が決 定さ
れま す。し たが いま して、 換地 （新 たに定 めら れた 土地 ）が定 まっ てい ない現
状で は、個 々の 建物 につい ての 移転 補償費 を算 定す るこ とはで きま せん 。
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○建物 移転 のと きお 金が かか る、 人情と して この 際あ っち こっち 直し たい が
そ の分 は自 己負 担か
建物 を移 転す る場 合の移 転補 償費 は、 あくま でも 換地に 現在 の建 物を 再築
する のに必 要な 費用 を算 定して 支払 われ るも ので、 移転 に併 せて建 物を 改造
した り、模 様替 等を 行な う場合 の費 用は 、す べて自 己負 担に なりま す。

○国や 市 の 財政事 情に より 補償 金は 、削 ら れ るの か
事業 費は 各年 度ご とに決 定さ れま すが 、移転 補償 費が予 算を 超え るよ うな
場合 には、 事業 費の 道路 工事費 等と の調 整や 移転時 期を 翌年 に繰り 越す など
の関 係権利 者と の事 前協 議を行 いま すの で、 各権利 者の 補償 金が市 の財 政事
情に より削 られ るこ とは ありま せん 。す なわ ち、損 失補 償基 準によ り算 定さ
れた 補償費 は全 額支 払わ れるこ とと なり ます 。
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換 地計画 につ いて

■ 換地 計画と は
土地 区画 整理 事業の 工事 が完 了する と、 遅滞 なく従 前の 土地 に関
する 権利を 換地 に移 行し、 清算 金に 関する 権利 義務 を確定 しな けれ
ばな りませ ん。 この 基礎と なる 事項 を定め たも のが 換地計 画で あり 、
その 内容は 、次 のよ うなも のか ら成 り立っ てい ます 。
1

換 地 設 計…従 前地と換 地の位 置、形状 等の関係 を
図面に 示したも のです 。
2 各筆換 地明細… 従前地と 換地の 地積等の 関係を 示した
明細書 です。
3 各 筆 各 権 利 別 清 算 金 明 細 …清 算金の 額等を示 した明細 書です 。

この 換地 計画 を作成 する に当 たって は、 従前 の土地 の位 置、 地積、
利用 状況、 環境 等を 総合的 に判 断し て、従 前地 とで きるだ け照 応す
るよ うに換 地を 定め 、さら に宅 地の 利用増 進に 見合 うよう に清 算金
の額 の算定 をし ます 。
この 換地 計画 の案は 、土 地区 画整理 審議 会お よび評 価員 会に 諮っ
た上 で、２ 週間 の縦 覧をい たし ます 。これ によ り、 皆様は 、ご 自分
の換 地と清 算金 の徴 収・交 付の 額を 知るこ とが でき ます。
また 、こ の案 につい て、 意見 がある 場合 には 、縦覧 期間 内に 市に
意見 書を提 出す るこ とがで きる こと になっ てお りま す。
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換 地処分 につ いて

■ 換地 処分と は
換地 処分 とは 、土地 区画 整理 事業の 工事 の完 了後に 、関 係権 利者
の皆 様に、 換地 計画 で定め られ た事 項を通 知す る行 政処分 です 。
また 、換 地処 分をし た場 合は 、その 旨を 公告 するこ とに なっ てお
り、 この公 告に よっ て、次 のよ うな 効力が 発生 しま す。
１

換地 計画で定 められ た換地は 、公告の 日の翌 日から従 前
の土 地とみな されま す。
２ 換地 を定めな かった 従前の土 地の権利 は、公 告のあっ た
日が 終了した 時に消 滅します 。
３ 清算 金は、公 告の日 の翌日に 確定しま す。
４ 道路 等の公共 施設用 地は、公 告の日の 翌日に 公共施設 管
理者 （市等） に帰属 されます 。

また 、皆 様の 換地の 登記 につ いては 、換 地処 分の公 告を した 後、
施行 者（市 ）が 、直 ちに登 記所 に登 記を申 請す るこ とにな って いま
す。
これ によ り、 換地処 分の 内容 に従っ て登 記の 変更が 行わ れる こと
にな ります 。
なお 、こ の登 記の内 容は 、皆 様の所 有し てい る土地 の地 番、 地積
の変 更およ び土 地の 位置、 形状 を表 す図面 を変 更す ること 等で あっ
て、 権利の 実質 を変 更する もの では ありま せん 。
換地 処分 は、 施行者 （市 ）が 行う最 終の 行政 処分で あり 、も しこ
の処 分に不 服の ある 場合は 、北 海道 知事に 審査 請求 をする こと もで
きま す。
以上 によ って 、土地 区画 整理 事業は 、清 算金 の徴収 ・交 付を 残し
て、 全て完 了し たこ とにな りま す。
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区 画整理 登記 につ いて

■ 区画 整理登 記と は
施行 者（ 市） は、施 行地 区内 にある 土地 が換 地処分 によ って 変動
が生 ずるた め、 その 変動し た事 実に ついて 事業 完了 後、登 記所 に登
記の 嘱託を しな けれ ばなり ませ ん。
具体 的に 申し ますと 、土 地区 画整理 事業 によ り道路 など が整 備さ
れる のに伴 い、 従前 所有し てい た土 地の位 置、 形状 、地積 など が変
わる ため、 これ を換 地処分 の内 容ど おりに しま せん と登記 簿記 載の
内容 と実態 が一 致し ないこ とに なり ますの で、 施行 者（市 ）は 、換
地処 分の公 告が なさ れた後 、速 やか に一括 して 登記 所に登 記の 嘱託
を行 うこと にな って おりま す。
この 登記 が完 了いた しま すと 、関係 権利 者に その旨 を通 知い たし
ます 。
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清 算金 に つい て

■ 清算 金とは
全て の宅 地か ら適正 に減 歩し 、これ を整 理後 の街区 に全 て配 置す
るこ とは実 際に は困 難です ので 、こ れによ って 生じ る各宅 地間 の不
均衡 を各地 権者 間に おいて 金銭 の徴 収・交 付を する ことに より 是正
し、 公平を 期し ます 。この 地権 者間 の宅地 の不 均衡 是正の ため に徴
収・ 交付す る金 銭を 『清算 金』 とい います 。
換地 計画 の際 に、全 ての 宅地 が適正 換地 （適 正減歩 ）さ れま すと
清算 金は生 じま せん が、建 物が 敷地 いっぱ いに 建て られて いる 宅地
等、 現地の 状況 など により 、全 ての 宅地か ら適 正に 減歩す るこ とは
困難 です。
この よう な場 合には 、各 宅地 間に不 均衡 が生 じるこ とが まぬ がれ
ませ ん。こ の不 均衡 を是正 する ため には、 金銭 によ り不均 衡部 分を
清算 して公 平を 期さ なけれ ばな りま せん。 この ため に、清 算金 を徴
収・ 交付す るこ とに なりま す。
清算 金の 算定 に当た って は、 整理前 の土 地（ 現在の 土地 ）と 整理
後の 土地（ 換地 ）そ れぞれ の位 置、 地積、 利用 状況 、環境 等を 総合
的に 評価し 、「 整理 前の評 価額 が整 理後の 評価 額よ り多い とき 」は 、
清算 金が交 付さ れ、 「整理 前の 評価 額が整 理後 の評 価額よ り少 ない
とき 」は、 清算 金が 徴収さ れる こと になり ます 。
した がっ て、 徴収金 は、 全て 交付金 とし て、 使われ るこ とに なり
ます が、清 算金 の徴 収・交 付業 務は 、事業 が全 て完 了し、 換地 処分
を行 った後 に行 いま す。
この 業務 は徴 収され る地 権者 から交 付を 受け る地権 者へ の金 銭の
収受 を行う 業務 であ り、施 行者 （市 ）が換 地処 分後 の概ね ５ヶ 年程
度の 期間を 設け て実 施する 業務 にな ります 。
■ Q&A
○現 在の 土地が 減っ て （減 歩さ れ ） なお かつ 清 算金も 払 わ なけ れ ば なら な
い の です か 》
清算 金の 徴収 ・交付 は、 換地 を定め 、ま たは 定めな かっ た場 合に
おい て生ず る不 均衡 を金銭 で是 正す るため 行わ れる もので す。
換地 （整 理後 の土地 ）を 定め るにあ たり 、そ の減歩 が公 共施 設の
整備 等によ る土 地の 利用効 率の 増進 と等し くな る適 正減歩 にお いて
は、 原則的 に清 算の 対象と はな りま せん。 しか し、 減歩が 適正 減歩
まで に至ら ない 場合 もあり ます 。こ の場合 、当 然そ の増進 の範 囲内
で清 算金を 負担 して いただ くこ とに なりま す。
土地 区画 整理 事業の 施行 によ って受 ける 宅地 の利用 増進 の度 合い
も、 各筆に よっ て一 様では あり ませ んが、 今、 同じ 土地で ある とい
う条 件設定 で模 式的 にあら わし ます と次の よう な「 図」に なり ます 。
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○清 算金の 算定 (例 )
こ の例は 、実 際の 例とは 異な りま す。
１

現 在の 土地 （整理 前の 土地 ）の面 積が 4０ ０㎡

２

適正 減歩率

6０％

で 現在の 位置 に換 地され たと 仮定 した場 合、 下記 のイメ ージ
図 とな ります
① Ａさ んの場 合

②Ｂ さん の場 合

③Ｃ さんの 場合

適正減 歩率 60％

適正減 歩率 60％

適正 減歩 率60％

実質減 歩率 60％

実質減 歩率 55％

実質 減歩 率65％

実質

実質

実質

現

60％

現

55％

現

65％

在

( 240 ㎡ )

在

( 220 ㎡ )

在

( 260 ㎡ )

の

の

土

土

地

地

400㎡

の
２０㎡

土
地

２０㎡

換

換

換

地

地

地

160㎡

①適 正減歩率 と実
質 の 減歩率 が等
し い場合(適正換
地 )、原 則として
清 算金は あ りま せ
ん。

400㎡

180㎡

②適 正減歩 率が
60％ のとこ ろ実
質 減歩率が 55％
の 場合その 差
２０㎡

は 清算の対 象と
な り 徴収 で す。
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400㎡

140㎡

③適正 減歩率が
60％の ところ 実
質減 歩率が65％
の場合 その差
２ ０㎡

は清 算の対象 と
なり 交付 です 。
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宅
区

公共
施設
(換地 )

地

分

合
Ａ さん

Ｂさ ん

Ｃさ ん

計

道路
等の
用地

現 地 積 400㎡
在
の
土
地 権利価額 400万円
①

400㎡

400㎡

0㎡ 1,200㎡

400万円

400万円

−

換

180㎡

140㎡

450万円

350万円

地

積

160㎡

地 権利価額 400万円
②
適 正 な
権 利地積

160㎡

160㎡

160㎡

権 利価額
③

400万円

400万円

400万円

清 算 金
③ − ②

0

円

徴収

交付

−50万 円

＋50万 円
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1,200万 円

720
1,200㎡
㎡

−

1,200万 円

720
1,200㎡
㎡

−

1,200万 円

−

±0 円

