１

は じめに

土地 区画整 理事 業は ，昭和 ２９ 年に 制定， 昭和 ３０年 から 施行 され
た 「土 地区画 整理 法」 に基づ いて 行わ れる事 業で あり ，わが 国に おけ
る 良好 な街づ くり の中 心的事 業と して 多大な 実績 もあ り，古 くか ら都
市 計画 の母と も称 され ている 事業 です 。
しか しなが ら， 土地 区画整 理事 業は ，いく つも の法的 な手 続き の積
み 重ね により 進め られ ていく もの であ り，か つ， 私人 の権利 が複 雑に
入 り組 むもの であ りま すので ，こ れを 律する 土地 区画 整理法 も難 解と
さ れる 法律の 一つ とい われて おり ます 。
そこ でこの たび ，こ の難解 な法 律に 基づく 事業 を，出 来る 限り 分か
り やす い表現 で説 明し ，この 事業 の理 解の一 助に して いただ きた いと
い う意 図で， 本書 を皆 様にお 配り し， 今後は 本書 に基 づいて 説明 会を
開 催し ていく 予定 でご ざいま す。
本書 により 皆様 の土 地区画 整理 事業 への理 解が 深めら れ， 北斗 市新
幹 線新 駅周辺 土地 区画 整理事 業の 推進 と地区 の発 展に 貢献で きる なら
誠 に幸 いでご ざい ます 。
なお ，本書 は前 述の とおり ，土 地区 画整理 事業 の全般 をわ かり やす
く 説明 したも ので あり ますか ら， 北斗 市新幹 線新 駅周 辺地区 固有 の事
項 につ きまし ては ，今 後皆様 にお 知ら せでき る時 期が 参りま した ら，
随 時説 明会等 にお いて お知ら せす る予 定でご ざい ます ので， ご了 承く
だ さい ますよ うお 願い いたし ます 。
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と し け い か く

２

と ち く か く せ い り じ ぎ ょ う

都 市計画 と土 地区 画整理 事業 につ いて

■ 都市 計画の 目的
都市 計画 とは、 都市 の発 展を計 画的 に誘 導し、 秩序 ある 市街地 を
形成し て、 市民 の健康 で文 化的 な生活 と機 能的 な活動 を確 保す るこ
とを目 的と した 土地利 用、 都市 施設、 およ び市 街地開 発事 業（ 土地
区画整 理事 業等 ）に関 する 計画 であり 、安 全、 快適で かつ 利便 性の
高い「 都市 の整 備」を 行う もの です。
■ 都市 計画の 内容
本地 区に おいて 定め よう とする 都市 計画 の主な もの は， 次のと お
りです 。
・区 域区 分の変 更
・用 途地 域の変 更
・地 区計 画の決 定
・土 地区 画整理 事業 の決 定
・道 路の 変更
な ど外 ２案件
■ 都市 計画決 定に よる 制限
都市 計画 決定 により 土地 区画 整理事 業の 区域 内で建 築物 の建 築を
しよう とす る場 合は、 市長 の許 可が必 要と なり ます。 当該 建築 が都
市計画 に適 合し ている か、 ある いは、 容易 に移 転また は除 去で きる
ものな どで ある と認め られ る建 築物以 外は 、許 可され ない こと とな
ります 。
従い まし て、 土地区 画整 理事 業の区 域内 で建 築物等 を建 築し よう
とする 場合 には 、お早 めに 新幹 線対策 課ま でご 連絡く ださ い。

○お 問い合 わせ 先
北 斗市建 設部 新幹線 対策 課
℡ ０１３ ８− ７３− ３１ １１
内 線262、263、 264
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２ 都 市計 画と 土地 区画 整 理事 業

■ 都市 計画の 決定 手続 きの流 れ
都市 計画 を定め る場 合の 手続き は下 記の とおり とな りま すが、 そ
の内容 によ り決 定する 者が 異な ります 。
北 海道 決定案 件は
北 斗市 決定案 件は

案 の申し 出

原案の 作成

都市 計画案 の縦覧
(平成20年 １月実 施)

北 海道
都市計 画審議 会

国土交 通大臣
から 同意

北斗 市
都 市計画 審議会

北 海道お よび 北斗 市が都 市計 画の 原案
を 作成し ます 。

都 市計画 の案 を２ 週間公 衆の 縦覧 に供
し ます。

都 市計画 案の 縦覧 の結果 、住 民の 理解
が 得られ ると 都市 計画審 議会 に諮 った
上 、国土 交通 大臣 ，北海 道知 事へ 同意
協 議をし ます ｡

北海道 知事
から同 意

決定およ び告示
(平成 20年3月28日 )

国 土交通 大臣 の同 意を受 け北 海道 知事
が 、北海 道知 事の 同意を 受け 北斗 市が 、
そ れぞれ 都市 計画 を決定 しま す。
決 定され た都 市計 画は告 示さ れる こと
に より効 力を 生ず ること にな りま す 。
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と ち く か く せ い り じ ぎ ょ う

３

土 地区画 整理 事業 のしく み に つい て

【 整 理前 】

Ａさ んの 土地

換地

減歩

【 整 理後 】
①
②

【 減歩と なった土 地の使い みち】
①保留 地減歩 〜売却し ，事業 費の一部 に充てる
②公 共 減 歩〜 道路・公 園などの 土地に 充てる

■ 区画 整理と は
整備 が必 要と される 一定 の区 域内に おい て， 土地所 有者 等か らそ
の土地 の位 置や 面積に 応じ て少 しずつ 土地 を提 供（減 歩） して いた
だき， これ らを 道路等 の公 共施 設用地 に充 て， またあ わせ て当 該公
共施設 を整 備す ること によ り残 りの土 地（ 宅地 ）の利 用価 値を 高め，
健全な 市街 地の 形成を 図る 事業 です。
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と ち く か く せ い り じ ぎ ょ う

４

土 地区画 整理 事業 の手順 につ いて
① まち づ く り案 の検討
まちの 将来像を ，区画整 理によ
りどのよ うに実現 するか を地元説
明会等を 通して計 画しま す 。

② 都市計 画の決 定
土地区 画整理事 業の施行 区域な
どを都市 計画決定 します 。

③ 事業計 画・施行 規程の 決定
ここか らが土地 区画整理 事業の
スタート となりま す。

④ 土地区 画整理審 議会の 設置、
評価員の 選任
土地区 画整理審 議会委員 定数10
のうち8名を地 権者の 中から選 挙
で選出し ，2名 を学識 経験者に 委
嘱し、ま た土地評 価の専 門家であ
る評価員 3名を 選任し ます。

⑤ 換地設 計案の 作成
新しく 定められ る土地の 位置な
どの設計 案を作成 します 。
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４ 土地 区画 整 理事 業の 手順 につ い て

⑥ 仮換地 の指定
将来換 地される 土地の位 置，面
積、形状 等を指定 します 。また年
次毎の整 備計画に 合わせ 、必要に
応じて、 仮換地に ついて の使用収
益の開始 日を別途 通知し ます。

⑦ 建物移 転・工事 の実施
仮換地 へ建物な どを移転 したり ，
道路など の工事を します 。

⑧ 地番等 の整理
新しい まちに合 わせて地 番等を
整理しま す。

⑨ 換地計 画の縦 覧
換地を 最終的に 定めるた め，そ
の計画を 地権者の 人たち に説明し
ます。

⑩ 換地処分
換地計画 に基づ いて地権 者の換
地 や清算 金が確定 します。 (従 前の
宅 地上の 権利が換 地上に移 行)
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４土 地区 画整 理 事業 の手 順に つい て

⑪ 土地， 建物の 登記
新しい まちにあ わせ，施 行者が
書き換え ます。

⑫ 清算金 の徴収 ・交付
清算金 の徴収・ 交付をも って事
業が完了 します。
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じぎょうけいかく

５

事 業計画 につ いて

■ 事業 計画と は
土地 区画 整理事 業の 『事 業計画 』 は ，事 業の基 本的 事項 につい て
の方針 を示 すも ので， １施 行地 区，２ 設計 の概 要，３ 事業 施行 期間，
４資金 計画 がそ の柱と なっ てお り，事 業の 青写 真とい うべ きも ので
す。そ れぞ れの 概要は 次の とお りです 。
１

施行 地区 につ い て
施行 地区 とは ，土地 区画 整理 事業を 実施 する 土地の 範囲 を表 し，
その 地区に 求め られ ている 整備 の目 的に即 して ，事 業の効 果が 最
大限 に，か つ効 率的 に実現 でき るよ う設定 され ます 。

２

設計 の概 要に つい て
設計 の概 要は ，「設 計説 明書 」と「 設計 図」 から構 成さ れて いま
す。
「設 計説 明書 」には ，(１)事業 の目 的，(２ )設 計の方 針， (３ )
平均 減歩率 等が 定め られま す。
「設 計図 」に は，道 路等 の公 共施設 の配 置を 表示し てい ます 。
へ い き ん

げ

ん

ぶ

り

つ

(１)事業の 目的
事業の 目的 には， 事業 を施 行しよ うと する 目的お よび 施行地
区選 定の 理由 を具体 的に 説明 します 。
(２)設計の 方針
設計の 方針 には施 行地 区内 の土地 利用 計画 ，人口 計画 ，公共
施設 計画 ，公 益施設 の配 置等 につい て設 計に 関する 基本 構想 を説
明し ます 。
へ い き ん

げ

ん

ぶ

り

つ

(３)平均減 歩率
平均減 歩率 とは， 事業 施行 前の宅 地の 総面 積に対 する ，事業
施行 後の 宅地 の減少 した 割合 を示す もの で， 事業地 区全 体に つ
いて の平 均値 です。 （個 々の 宅地の 減歩 率を 表すも ので はあ り
ませ ん）
へ い き ん

げ

ん

ぶ

り

つ

げ

ん

ぶ

り

つ

３

事業 施行 期間に つ い て
事 業施行 期間 は， 事業を 施行 する 期間を 定め るも のであ り， 開
始の 日は事 業計 画の 決定の 公告 の日 とし， 完成 の日 は清算 金の 徴
収・ 交付を 含め 事業 の全て が終 了す る日を 予定 して 定めま す。
せ い さ ん き ん

４

資金 計画 につ い て
資金 計画 は，資 金計 画書 を作成 し， 事業 に必要 な収 入と支 出の 予
算 を明ら かに して 定める もの です 。
収入 には， 国の 補助金 ，市 の負 担金， 公共 施設管 理者 負担 金，鉄
こ う き ょ う
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し

せ

つ

か

ん

り

し

ゃ

ふ

た

ん

き

ん

５事 業計 画に つい て

道負 担金， 保留 地処分 金等 があ ります 。
支出 には， 調査 設計等 に要 する 費用， 都市 計画道 路や 区画 道路の
公 共施設 の整 備改 善に要 する 費用 ，建物 等の 移転・ 移設 に要 する費
用 等があ りま す。
※ 公共 施設 管理者 負担 金と は，法 に基 づき ，重要 な公 共施 設の
管 理者 が，そ の公 共施 設の用 地の 取得 に要す る費 用の 範囲に お
い て， 土地区 画整 理事 業の事 業費 の全 部又は 一部 につ いて， 負
担 する 負担金 とい いま す。
こ う き ょ う

し

せ

つ

か

ん

り

し

ゃ

ふ

た

ん

き

ん

■ Q&A
○事業 計画 は、 ど のよ う にして 決 定さ れ るの です か
事業 計画の 決定に先 立ちま して、事 業計画 案を皆様 に見て いただ くため、 ２週間 の
縦覧に 供する ことにな ってお ります。
もし 、皆様 が縦覧さ れて事 業計画案 に意見 がある場 合には 、縦覧 期間中お よび縦 覧
期間満 了の翌 日から起 算して ２週間以 内に北 海道知事 あてに 、意見 書を提出 するこ と
ができ ます。
この 縦覧手 続きを経 た後、 事業計画 につい て北海道 知事の 認可を 得て、北 斗市が 事
業計画 の決定 を公告し ます。 これをも って事 業計画が 定めら れ、土 地区画整 理事業 が
着手さ れるこ とになり ます。

○事業 計画 で定 め ら れ た減 歩率 と 個々 の宅 地の 減歩 率と は 異な るの で
すか
この 両者の 減歩率は 異なり ます。と いうの は、事業 計画で 定めら れた減歩 率は、 総
宅地地 積につ いての平 均減歩 率（総宅 地地積 が事業の 施行前 後で、 どのよう な割合 で
変わる かを示 した率） です。
一方 、個々 の宅地の 減歩率 は、その 従前の 宅地の地 積に対 する換 地の地積 の減少 の
割合で あり、 個々の宅 地ごと の利用価 値の増 進の度合 や換地 設計上 の技術的 理由等 に
より決 められ ていくも のです ので、お のずか ら双方の 減歩率 は異な る数字と なりま す。

○事業 計画 案の 段階 では 、自 分の 土地 の換 地の 位置 、減歩 率、 清算 金
の 額がわ かり ませ んが 、い つ 頃わ かる ので す か
土地 区画整 理事業で は法に 定められ ている ように、 いろい ろな段 階を経て 事業が 進
められ ますの で、それ ぞれの 段階ごと に皆様 にご説明 し、慎 重に一 歩ずつ進 んでい き
ます。 事業計 画は、い わば土 地区画整 理事業 の地区全 体の青 写真で すから、 事業計 画
の時点 では、 地区全体 の平均 減歩率は 示すこ とができ ますが 、個々 の土地に ついて の
減歩率 を示す ことは不 可能で す。
事業 計画の 段階では 、地区 全体の計 画につ いて皆様 にご了 解して 頂くこと になり ま
す。事 業計画 が決定さ れます と、その 後、換 地設計を 行い、 土地区 画整理審 議会の 意
見を聴 くなど 公平を期 したう えで、個 々に仮 換地の指 定が行 われま す。これ により 、
皆様の 換地の 位置、形 状や減 歩率が明 らかに なります 。また 事業完 成後、換 地計画 を
作成し 、この 中で換地 が適正 な換地面 積と比 較して過 不足を 生じた 場合、清 算金の 徴
収また は交付 の額が個 々に算 定されま す。

‑9 ‑

せ こ う き て い

６

施 行規程 につ いて

■ 施行 規程と は
施行 規程 とは、 土地 区画 整理事 業を 施行 する場 合に 事業 の運営 に
当たっ て法 令の 定めに 加え て準 拠すべ き基 本的 な規則 を定 めた もの
です。
土地 区画 整理事 業は 、皆 様の土 地お よび 建築物 等の 貴重 な財産 を
扱う事 業で ある ため、 施行 規程 を市議 会の 議決 を経て 、施 行条 例と
して定 めま す。
施行規 程（ 施行 条例） にお いて定 める べき 事項は 、次 のとお りで す。
１
２
３
４
５
６
７
８
９

土地 区画 整理 事業の 名称
施行 地区 に含 まれる 地域 の名 称
土地 区画 整理 事業の 範囲
事務 所の 所在 地
費用 の分 担に 関する 事項
保留 地の 処分 方法に 関す る事 項
土地 区画 整理 審議会 及び その 委員等 に関 する 事項
従前 の土 地の 基準地 積の 決定 、更正 等の 方法 に関す る事 項
清算 金に 関す る事項

施行規 程（ 施行 条例） は、 事業計 画と 車の 両輪の よう な関係 にあ り、
こ れら が定め られ ると 事業に 着手 でき ること にな りま す。
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け ん ち く こ う い と う

７

せいげん

建 築行為 等の 制限 につい て

■ 建築 行為等 の制 限の 概要
北斗 市が 事業 計画に つい て北 海道知 事の 認可 を受け 公告 を行 うと、
事業計 画決 定の 公告の 日（ 平成 20年9月下 旬予 定）か ら換 地処 分の
公告の 日（ 平成 27年度 末予 定） までの 間、 施行地 区内 で建 築物の
建築行 為等 をし ようと する 方は 、土地 区画 整理 法第７ ６条 の規 定に
より、 市長 の許 可が必 要と なり ます。
■ Q&A
○建築 行為 等の 制限 は、 なぜ す るの です か
この 制限の 目的は、 施行地 区内で土 地区画 整理事業 の施行 の障害 となるお それが あ
る建築 物その 他の工作 物の新 築・改築 ・増築 や、土地 の形質 の変更 もしくは 移動の 容
易でな い物件 (重量 ５ｔを超 えるも の)の 設置・ たい積を 行うこ とについ て、こ れらの
行為の 制限を 行い、事 業に支 障となる 新たな 移転物件 が生じ ないよ う、事業 施行の 円
滑化を 図るた めのもの です。

○仮換 地へ 移転し た場 合も 、法 第７ ６ 条の 建築 行為 等の 許可 申請を する
の です か
土地 の使用 収益が開 始され た仮換地 での新 築や増改 築は土 地区画 整理事業 の施行 に
障害と なる行 為となら ないの で、制限 するも のではあ りませ んが、 法の定め により 、
施行地 区内の 建築行為 等は全 て、市長 あてに 許可申請 書を提 出して いただく ことと な
ります 。
また 、その 際に、仮 換地の 形状・配 置を確 認させて いただ くとと もに、周 囲の道 路
・上下 水道等 の整備に ついて 、打ち合 せをさ せていた だくこ ととな ります。
なお 、この 許可申請 は建築 基準法に よる建 築確認申 請に先 立ち、 別に提出 してい た
だくこ ととな ります。

○お 問い合 わせ先
北斗 市建設 部新幹線 対策課
℡０ １３８ −７３− ３１１ １
内線 ２６２ ，２６３ ，２６ ４
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換 地と減 歩に つい て

■ 換地 等につ いて
１ 換地
土 地区画 整理 事業 で、道 路な どを 新しく 造っ たり 、広く する の
に合 わせて 、皆 様の 所有し てい る現 在の土 地に つい ても、 より 利
用し やすく なる よう に、土 地の 区画 形質の 変更 を行 います 。こ の
区画 形質を 変更 した 整理後 の土 地を 「換地 」と いい ます。
２

換地 計画
換 地を定 める にあ たって 、現 在の 土地の 位置 、地 積、利 用状 況、
環境 等に十 分配 慮し て、換 地の 個々 の位置 、地 積、 形状、 およ び
不均 衡是正 のた めの 清算金 を決 めて いくこ とを 「換 地計画 」と い
いま す。こ の換 地計 画は、 皆様 の中 から選 挙で 選ば れた方 々に よ
り構 成され る土 地区 画整理 審議 会に 諮って 定め ます 。
３

照応 の 原則
換 地計画 では 、現 在の土 地の 位置 、地積 、利 用状 況、環 境等 を
総合 的に判 断し 、こ れに照 応す るよ うに、 換地 を定 めるこ とを 原
則と してお りま す。
４

現位 置換 地
照 応の原 則に 基づ いて、 現在 の土 地の位 置、 また は、そ の付 近
に定 めた換 地を 「現 位置換 地」 とい います 。
５

飛換 地
現 在の土 地が 道路 や公園 など にな ったた め、 ある いは、 現在 の
位置 では適 正な 地積 ・形状 の確 保が 難しい など の場 合に、 現在 の
位置 より離 れた とこ ろに定 めた 換地 を「飛 換地 」と いいま す。
６

適正 換地
現 在の土 地の 位置 、地積 、利 用状 況、環 境等 の諸 条件か らな る、
土地 の評価 額を 基準 にして 、こ れに 見合っ た換 地、 すなわ ち、 現
在の 土地（ 整理 前の 土地） の評 価額 と換地 （整 理後 の土地 ）の 評
価額 とが等 しく なる 面積を もっ て定 めた換 地を 「適 正換地 」と い
いま す。な お、 換地 （整理 後の 土地 ）には 、現 在の 土地（ 整理 前
の土 地）に つい ての 所有権 、借 地権 、抵当 権等 の権 利がそ のま ま
移行 されま す。

‑12 ‑

８ 換地 と減 歩に つい て

■ 減歩 等につ いて
１ 減歩
土地 区画 整理 事業は 、道 路な どを新 しく 造っ たり、 広く した りす
るの に必要 な土 地を 、皆様 から 少し ずつ提 供し てい ただい て生 み
出す 仕組み にな って おり、 この 提供 してい ただ く土 地のこ とを
「減 歩」と いい ます 。
減歩 は、 施行 者が無 制限 に行 えるも ので はな く、原 則的 には 、土
地の 区画が 整う こと や、道 路等 の公 共施設 が整 備さ れるこ とな ど
によ り、個 々の 土地 につい て生 じる 利用価 値の 増進 の範囲 内で 行
うこ とが出 来る もの です。
しか し、 この 範囲を 越え る場 合には 、金 銭に より清 算す るこ とに
なり ます。
２

減歩 率
事業 にお いて 、新た な公 共施 設（道 路） のた めに使 われ る公 共用

地と 、事業 費の 財源 とする ため に売 却処分 する 保留 地は、 減歩 に
よっ て確保 され ます 。こう した 公共 用地や 保留 地に 充てる ため の
減歩 をそれ ぞれ 「公 共減歩 」お よび 「保留 地減 歩」 といい 、こ れ
らを 合わせ た減 歩を 「合算 減歩 」と いいま す。
それ ぞれ の減 歩地積 が現 在の 土地の 地積 に対 して、 どの くら いの
割合 になる かを 計算 した率 が「 減歩 率」で す。
具体 的に は、 次のと おり です 。

現在の土 地の地積

―

整理後の 地積(換 地)

＝

減歩地積 (合算)

と なり上記 減歩地 積から，
減歩地積 (合算)

÷

現在の土地の 地積

＝

減歩率(合算)

※用 語の説明
【公 共施設 】〜

道 路・公 園・広場 ・港湾 施設等、 公共の 用に供 する施設
を いいま す。

【宅

地 】〜

土 地区画 整理法で いう宅 地とは、 国また は地方 公共団体
所 有の公 共施設用 地以外 の全ての 土地を いいま す。
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８換 地 と減 歩に つい て

■ 換地 が定ま るま での 流れ

事 業 計 画 決 定

土 地区 画 整理 事 業全 体 の青 写 真と も 言う べ き
重要 な もの で 、縦 覧 等の 手 続き を 経 て、 北 海道
知事 の 認可 を 得た 後 、公 告 しま す 。 これ に より 、
事業 の 実施 が 可能 と なり ま す。

基準地積の決定

従 前の 土 地の 地 積が 、 施行 規 程に 基 づき 決 定
され ま す。

地区界お よび街 区
確
定
測
量

事 業の 施 行区 域 およ び 整理 後 の道 路 の位 置 や
各街 区 の地 積 を確 定 する た め、 地 区 界お よ び街
区確 定 測量 を 実施 し ます 。

土 地 区 画 整 理
審 議 会 の 設 置

事 業が 着 手さ れ ると 、 概ね １ ００ 日 以内 に 土
地区 画 整理 審 議会 が 設置 さ れま す 。

評 価 員 の 選 任

土地 評 価の 専 門家 3名 を評 価 員と し て、 土 地区
画 整 理審 議 会に 諮 って 選 任し ま す。

換

地
設
計
※ 土地 評価

仮 換 地 指 定

建 物 等 移 転 、
工 事 の 実 施

土 地評 価 に関 す る基 準 等を 土 地区 画 整理 審 議
会や 評 価員 に 諮っ て 定め 、 これ ら に 基づ い て、
整理 前 の土 地 の位 置 ・地 積 ・利 用 状 況・ 環 境等
を総 合 的に 考 慮し 、 皆様 の 換地 を 設 計し ま す。

土 地区 画 整理 審 議会 に 諮っ て 意見 を 聴い た 後
土地 所 有者 お よび 借 地権 者 (借地 権 の申 告 者)に 通
知し 、 仮換 地 指定 を しま す 。お お よ その 個 々の
減歩 率 がこ の とき 明 らか に なり ま す 。

仮 換地 指 定後 、 建物 移 転や 道 路工 事 等が 工 程
に合 わ せて 実 施さ れ ます 。
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換地計画の作成
※ 土 地評価

換

地

処

分

事 業が 進 捗し 、 工事 が 完了 に 近づ く と『 清 算
金』 お よび 『 皆様 が 仮に 使 用し 収 益し て いる 仮
換地 』 を最 終 的に 確 定す る ため 、 土地 区 画整 理
審議 会 およ び 評価 員 に諮 り なが ら 換地 計 画を 作
成し ま す。
『 清算 金 の徴 収 ・交 付 の額 』 につ い ては 、 こ
の換 地 計画 案 の縦 覧 によ っ て明 ら かに な りま す 。

最 終的 に は、 工 事の 完 了後 、 決定 さ れた 換 地
計画 に 基づ き 皆様 に 『換 地 』､『減 歩 率』 ､『 清
算金 』 が文 書 で 通知 さ れま す 。こ れ を換 地 処分
とい い ます 。

■ 換地 設計に つい て
従前 の土 地と 換地の 関係 は、 原則と して 位置 、地積 、利 用状 況、
環境等 が照 応す るよう に考 慮し て定め るこ とに なりま す。 これ を具
体的に 実現 する のが、 前述 の「 換地が 定ま るま での流 れ」 のう ちの
最も重 要で ある 換地設 計で あり 、これ に関 する 業務の 内容 は次 のよ
うにな りま す。
１

換地 の位 置の 想定
原 則とし て従 前の 土地ご とに それ ぞれ整 理後 の土 地の位 置お よ
び形 状を想 定し ます 。

２

暫定 換地 の割 り込 み
整 理後の 各街 区の 形状に 合わ せて 、個々 の位 置お よび形 状を 想
定し た整理 後の 土地 につい て、 暫定 換地の 割り 込み を図面 上で 行
いま す。

３

暫定 換地 と 実際 換地 と の調 整
割 り込み をし た暫 定換地 につ いて 、多角 的・ 総合 的に比 較検 討
をし 、必要 な修 正を 行い、 実際 の換 地を設 計し ます 。

４

個別 協議
換 地設計 の中 で、 従前の 土地 と止 むを得 ず照 応す ること が困 難
な換 地、飛 換地 、お よび実 際換 地に おいて 適正 減歩 より減 歩が 多
くな る方々 につ いて 、必要 に応 じて 土地所 有者 およ び借地 権者 (借
地権 の申告 者)と個 別に 協議説 明い たし ます。

‑15 ‑

と ち ひ ょ う か

９

土 地評価 につ いて

■ 土地 評価の 概要
土地 区画 整理 事業に おけ る土 地評価 は、 土地 売買の ため に行 うも
のでは なく 、土 地区画 整理 事業 におけ る宅 地の 利用価 値が 、施 行前
・施行 後で どの ように 変化 する のか、 すな わち 、個々 の減 歩率 を算
出する ため に事 業によ る宅 地の 利用価 値の 増進 度合を 算定 する 評価
です。
■ Q&A
○土地 評価 は、 なぜ 必要 と なる の でしょ う か
事業 の流 れの 中で 、土地 評価 が必 要と なるの は、 『換地 地積 を計 算』 する
場合 および 『清 算金 を算 定』す る場 合で す。
１

換地 地積 の計算
土地区 画整 理事 業は、 皆様 から 土地を 少し ずつ 提供 してい ただ いて 、道
路 など の公共 施設 用地 等を生 み出 して いく事 業で すの で、 施行前 の各 宅
地 が、 どのよ うな 割合 でこれ を負 担す るのが 合理 的で ある かを、 見い だ
し て行 かなけ れば なり ません 。
この作 業が 換地 の設計 であ り、 各換地 の地 積は 、施 行前の 各宅 地の 権利
価 額の 評価を 基礎 とし て計算 され ます 。

※権 利価 額と は…… 土地 区画 整理事 業の 土地 評価 は、路 線価 に基 づいて 土
地評 価をし 、各 宅地 の権利 指数 （単 位： 個）を 算定 しま
す。 その後 、１ 個当 たりの 価格 を定 め、 指数を 価額 に置
き換 えます 。こ うし て算定 され た整 理前 の宅地 の価 額を
権利 価額と いい ます 。この 権利 価額 に相 当する 換地 地積
を定 めるた め、 土地 評価が 必要 とな りま す。
２

清算 金の算 定
換地設 計は 、各 街区形 状や 既存 建築物 等に 合わ せた 中で作 成さ れる ため、
全 ての 宅地が 施行 前の 宅地と 同等 とな る適正 換地 にな らず 、換地 相互 間
に ある 程度の 不均 衡が 生じま す。 土地 区画整 理事 業で は、 この各 換地 相
互 の不 均衡を 金銭 によ り清算 し、 是正 するこ とに なっ てお り、こ のた め、
清 算金 算定の 評価 が必 要とな るの です 。

○土 地評価 は、 ど のよ う な方 法で 行う ので す か
土 地区 画整理 事業 では 、短期 間に 広範 囲にわ たる 様々 な土 地につ いて 、
均衡 が保た れる とと もに 、皆様 の納 得を 得ら れる評 価を 行う 必要が ある こと
から 、国税 庁で も採 用さ れてい る「 路線 価式 土地評 価方 法」 が最も 適当 な方
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法 とし て、全 国的 に採 用され てお りま す。本 地区 の土 地評 価も、 この 方
法 を採 用する 方針 です 。
※路 線価式 土地 評価 方法 の考え 方
路線 価と は、各 道路 の沿 線に接 する 宅地 の利用 価値 を、 一般 的な条 件
によ って 評価し 、こ の相 対的な 価値 を各 道路に 附し たも のを いいま す。
この 路線 価を基 礎と して 、様々 な状 態の 個々の 宅地 を評 価す る方法 が、
路線 価式 土地評 価方 法 です 。

○私 道の 換地は 、 どの よ うに なる ので す か
土 地区 画整理 事業 では 、私道 の用 地を 公共施 設の 用に 供し ている 用地 と
して 取り 扱い 、整理 後は 、全 て新た に公 共施 設と しての 道路 （市 道）に ふ
りか えて 整備 します 。こ のた め、私 道に 対す る換 地は、 原則 とし て定め ま
せん 。
た だし 、換地 を定 めな いこと にす る場 合は、 土地 区画 整理 審議会 の同 意
が必 要で あり 、また 、換 地を 定めな いか わり に、 清算金 が交 付さ れるこ と
にな って おり ます。

○評 価員の 役割 は 、ど の よう なこ と でし ょう か
土 地区 画整理 事業 では 、換地 計画 にお いて清 算金 もし くは 保留地 を定 め
よう とす る場 合に、 地区 内の 全ての 土地 につ いて 、整理 前と 整理 後の土 地
価額 等の 評価 を適正 かつ 公平 に行う 必要 があ りま す。
こ のた め施行 者（ 市） は、法 の定 めに 基づき 土地 区画 整理 審議会 の同 意
を得 て、 土地 の評価 に経 験を 有する 者を ３人 以上 評価員 とし て選 任し、 換
地計 画を 定め るに当 たり 、土 地およ び借 地権 等の 価額の 評価 をす る場合 に
は、 評価 員の 意見を 聴き 、評 価が適 正に 行わ れる ように しな けれ ばなら な
いこ とに なっ ていま す。
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基 準地積 につ いて

■ 基準 地積の 概要
基準 地積 とは、 施行 者（ 市）が 換地 計画 におい て換 地等 を定め る
ときの 基準 とな る従前 の宅 地各 筆の地 積を いい ます。
この 従前 の宅地 各筆 の地 積を決 定す る方 法につ いて は、 施行規 程
（施行 条例 ）で 定める こと にな ります 。
その基 準地 積の 一般的 な決 定方 法とし ては 、次 のもの があ りま す。
１ 基準 日（事 業計 画決 定の公 告の 日を 予定） を定 めて 、その 基
準 日現在 にお ける 土地登 記簿 記載 の地積 を基 準地 積とす るこ と
を 基本と しま す。
２ その 土地登 記簿 記載 の地積 と現 地が 相違す ると 認め られる 場
合 等は、 施行 規程 （施行 条例 ）に 基づき 、宅 地の 所有者 が一 定
期 間内に 実測 図等 を添え て地 積の 更正を 申請 し、 市長が 認め る
方 法や市 長が 宅地 を実測 して 定め る方法 等に より 決定し ます 。
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