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区別所有法の建替え決議を経て、マンション建替え円滑化法を利用したマンション建替え事例をご紹介します。

事例①：天城六本木マンション＆ホーマットガーネット

建物概要

▲ホーマットガーネット（左側茶色の建物）と天城六本木マンション（写真中央及び右側）

②ホーマットガーネット

・昭和55年分譲（築年数28年）

・ＲＣ造地上8階地下１階

・敷地面積：246.24㎡

・延床面積：1,216.84㎡

・住宅8戸、事務所・店舗1件

・住戸面積：約54～115㎡

③天城アネックスビル

・昭和59年竣工（築年数24年）

・鉄筋造地上3階

・敷地面積：79.68㎡

・延床面積：208.41㎡

・住宅なし、事務所・店舗1件

・1フロアー約70㎡

①天城六本木マンション

・昭和46年分譲（築年数37年）

・ＲＣ造地上8階地下１階

・敷地面積：966.21㎡

・延床面積：3,370.18㎡

・住宅24戸、事務所・店舗6件

・住戸面積：約70～100㎡

○建替え後のマンション

・平成22年2月竣工予定

・ＲＣ造地上28階地下2階

・敷地面積：1328.72㎡

・延床面積：12,961.35㎡

・住宅90戸、事務所・店舗1件

・住戸面積：約50～155㎡

7 マンション建替え事例　 事例①～⑦
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（天城六本木マンション賛成26／区分所有者数26、ホーマットガーネット賛成5／

区分所有者数6）＋マンション建替え円滑化法（組合施行）

・事業協力者：旭化成ホームズ（株）（参加組合員）

・コンサルタント：旭化成ホームズ（株）

〇32名の区分所有者のうち、約28名が再建マンションの床を取得

特徴

〇2つの施行マンションと隣地施行敷地（天城アネックスビル）による事業。

3者で事業推進に向け基本合意書を締結し、準備組合を設置し、デペロッパーの選定を行った。建替え決議も

ほぼ同時期。

〇借家人に対しては、基本的に家主が対応（事業協力者等の協力はあり）

〇総合設計制度の適用（都心居住型総合設計）による容積率の割り増しによって、現在と等面積の住戸と、

仮住居費用、移転費用が捻出できる事業計画が可能となった。

実現の要因

①建替え組合・事業協力者・コンサルタントのスムーズな連携と地道な活動

②保留床を取得するだけではなく、権利者とともに事業を進める参加組合員の存在

③円滑化法の制定により安心して事業化が可能になったこと

④建替えの推進力となる権利者リーダーの存在

事業経緯

昭和46年 天城六本木マンション分譲

昭和55年 ホーマットガーネット分譲

昭和59年 天城アネックスビル竣工

平成15年 建替委員会設置

平成17年 建替え推進決議、事業協力者の選定

平成18年7月 建替え決議成立

平成20年1月 本体工事着手予定

平成22年2月 竣工予定

▲再建マンションの完成予想
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事例②：稲毛台住宅マンション

建物概要

▲稲毛台住宅マンション（総戸数240戸／10棟）

○稲毛台住宅マンション

・昭和30年竣工

・ＲＣ造地上4階 10棟

・敷地面積：15,291㎡

・延床面積：11,136.4㎡

・住宅240戸

・住戸面積：約35㎡

○建替え後のマンション

・平成20年竣工

・ＲＣ造地上4階 5棟

・敷地面積：15,291㎡

・延床面積：23,294㎡

・住宅249戸

・住戸面積：平均約80㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（法70条の一括建替え決議、賛成101／区分所有者数118）＋マンション建替え円滑

化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：伊藤忠都市開発（株）、相鉄不動産（株）

・コンサルタント：（株）新都市開発機構

〇118名の区分所有者のうち、約48名が再建マンションの床を取得

特徴

〇借家人に対しては、基本的に家主が対応

〇（独）住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度を紹介

〇（独）住宅金融支援機構による説明会および個別相談会の実施

〇建築基準法55条の緩和（第一種低層住居専用地域の高さの緩和）

実現の要因

①責任感ある理事会、建替え委員会の存在と参加企業のチームワーク

②初動期からコンサルタントを選定し、採用して検討を行ったこと

③円滑化法に基づいた組合事業により公平感と事業推進に対する安心感が持てたこと

④区分所有法の改正による団地一括建替え決議制度の成立

⑤建築基準法55条の緩和利用により容積を増加、ある程度の保留床を確保できたこと

事業経緯

昭和30年 分譲

平成16年8月 コンサルタント会社選定

平成17年8月 事業協力者選定

平成17年12月 団地一括建替え決議

平成18年11月 権利変換決議

平成19年1月 解体工事着手

平成20年2月 竣工

▲再建マンション
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事例③：帝塚山団地住宅

建物概要

▲帝塚山団地住宅（総戸数51戸／4棟）

○帝塚山団地住宅

・昭和33年竣工

・ＲＣ造地上4階 3棟、5階 1棟

・敷地面積：4,769.84㎡

・延床面積：2,958.83㎡

・住宅51戸

・住戸面積：約50.9㎡

○建替え後のマンション

・平成20年竣工

・ＲＣ造地上5階 1棟

・敷地面積：4,437.61㎡

・延床面積：7,718.62㎡

・住宅76戸

・住戸面積：69.87～119.6㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（賛成33／区分所有者数35）+マンション建替え円滑化法

（組合施行）

・事業協力者：日本エスリード（株）（参加組合員）、安藤建設（株）

・コンサルタント：（株）ＰＰＩ計画・設計研究所　 （有）フリークリエイト

〇35名の区分所有者のうち、約20名が再建マンションの床を取得

特徴

〇建替え決議成立後、組合員よる訴訟により事実上事業が凍結。前コンサルタント担当責任者の死去により、新

コンサルタント体制のもと、活動を再開。

〇前事業協力者により等価交換事業を推進するが、地価下落傾向と補助金の縮小等により断念。前事業協力者

との協定を合意解除。

〇新事業協力者のもと、円滑化法の成立・施行にともない、組合施行による権利交換方式での事業化を行うこと

にした。

〇借家人に対しては基本的に家主が対応。1名家賃長期滞納による不法占拠者が存在し訴訟で解決。

実現の要因

①過去の長期にわたる裁判などから、組合員のほとんどは厭戦気分で推進意欲がなかなか高揚しなかったが、

現役員を中心に組合員全体の相続開始が多くなる前に決着したいとの意識と希望があり、決してあきらめなか

ったこと。

②組合の平均年齢がかなりの高齢であるにもかかわらず、相続開始が比較的少なかったこと

③事業推進のリスク回避を事業協力者との基本協定書で担保できたこと。

④円滑化法の制定により、組合としての事業推進主体として安定した事業推進を遂行できるとの期待感が高まり

推進力となったこと。

事業経緯

昭和33年 分譲

昭和63年以前 建替推進の検討組織が既に存在

平成4年11月 建替推進コンサルタントを建替推進委員会にて承認

平成6年12月〜平成12年11月　 建替え決議総会開催（旧建替決議）組合員より建替え決議を巡り、訴訟提起

平成13年5月 建替推進委員会にて新コンサルタント体制を承認

平成17年11月 事業協力者の選定の決議が可決承認

平成18年9月 建替決議可決承認

平成19年11月 本工事着工予定

平成20年9月 竣工予定
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事例④：国領住宅

建物概要

▲国領住宅（総戸数144戸／7棟）

○国領住宅

・昭和39年分譲

・ＲＣ造地上4階 7棟

・敷地面積：13,236㎡

・延床面積：7,363㎡

・住宅144戸

・住戸面積：53㎡

○建替え後のマンション

・平成20年竣工

・ＲＣ造地上4～14階 7棟

・敷地面積：13,282㎡

・延床面積：33,188㎡

・住宅320戸

・住戸面積：45～105㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（賛成125／区分所有者数134）＋マンション建替え円滑化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：旭化成ホームズ（株）

・コンサルタント：旭化成ホームズ（株）

〇134名の区分所有者のうち、約126名が再建マンションの床を取得

特徴

〇駅周辺再開発等により利便性が向上しつつある地域に立地

〇一団地の住宅施設を廃止、地区計画を導入

〇事業費の92％を事業協力者（参加組合員）が負担

〇戸数が倍増、有利な還元条件

実現の要因

①建替委員会・事業協力者を中心とする地道な活動による

②建替え決議前に事業協力者が還元条件を約束したこと

③基盤整備等困難な事業に取り組むデペロッパーの存在

④円滑化法の制定により安心して事業化が可能になったこと

⑤増床資金不要の小型住戸を確保できたこと

事業経緯

昭和39年 日本住宅公団分譲

平成5年 建替委員会設立

平成12年10月 事業協力者決定

平成16年10月 一団地の住宅施設廃止、地区計画の都市計画決定

平成17年7月 建替え決議

平成17年11月 建替組合設立認可

平成18年3月17日 権利変換期日、解体工事着手

平成20年3月 竣工

▲再建マンション
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事例⑤：新蒲田住宅マンション

建物概要

▲新蒲田住宅マンション（総戸数134戸／3棟）

○新蒲田住宅マンション

・昭和44年竣工

・ＲＣ造地上5階 3棟

・敷地面積：5,466.88㎡

・延床面積：約7,780㎡

・住宅134戸

・住戸面積：約44～48㎡

○建替え後のマンション

・平成19年竣工

・ＲＣ造地上11階地下1階 1棟

・敷地面積：5,460.85㎡

・延床面積：16,236.85㎡

・住宅202戸

・住戸面積：約46～147㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（賛成126／区分所有者数129）＋マンション建替え円滑化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：（株）新日鉄都市開発（事業支援：共同組合都市設計連合）

・コンサルタント：東京都住宅供給公社

〇129名の区分所有者のうち、113名が再建マンションの床を取得

特徴

〇分譲主・管理主体である東京都住宅供給公社をコンサルタントとして選定

〇高齢者が気軽に相談できるように現地事務所を開設

〇仮住宅対策として、都営住宅・公社住宅の活用、参加組合員による企業社宅の一括借り上げ（建替組合へ転

貨）など

実現の要因

①事業協力者から提示された条件について、地元組合員大半が納得したこと。

②検討段階からコンサルタントを採用、団地全体で勉強会等を重ねてきたこと。

③事業推進にあたって、事業協力者の全面的な支援（事務局業務代行、委託業務契約に関するコーディネート

等）があったことで、権利者の負担が軽減され、円滑に推進出来たこと。

事業経緯

昭和44年 東京都住宅供給公社分譲

平成14年 建替え検討開始

平成16年11月 事業協力者決定

平成17年7月 棟別建替え決議（法62条）＋建替え承認決議（法69条）

平成17年11月 建替組合設立認可

平成18年3月 権利交換期日

平成18年4月 解体工事着手

平成19年12月 竣工

▲再建マンション
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事例⑥：萩中住宅

建物概要

▲萩中住宅（総戸数368戸／8棟）

○萩中住宅

・昭和43年竣工

・ＲＣ造地上5階 8棟

・敷地面積：15,934.91㎡

・延床面積：18,510.87㎡

・住宅368戸

・住戸面積：44.40㎡、47.95㎡

○建替え後のマンション

・平成19年竣工

・ＳＲＣ造地上17～18階地下1階 2棟

・敷地面積：15,952.91㎡

・延床面積：48,801.38㎡

・住宅534戸

・住戸面積：44.82～88.38㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（法70条の一括建替え決議、賛成323／区分所有者数350）＋マンション建替え円滑

化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：有楽土地（株）

・コンサルタント：（株）シティコンサルタンツ

〇約370名の区分所有者のうち、約300名が再建マンションの床を取得

特徴

〇総合設計制度の適用による容積の割り増し

〇一度建替え決議不成立の後、改正区分所有法に基づく法70条の団地一括決議を実施

〇借家人に対しては基本的に家主が対応（約100人の借家人は合意解約）

実現の要因

①合意形成を促進する要素を備えていたこと（自主管理の実施とリーダーの存在等）

②初動期からのコンサルタントの採用

③近年の法制度の充実化（円滑化法の制定により住民を主体とした事業化が可能となったこと（安心感の付

与）、団地一括建替え決議の採用等）

④総合設計制度の利用により保留床を確保できたこと（事業条件の向上）

⑤建替え決議前に事業協力者が還元条件を約束したこと

⑥増床資金不要の小型住戸を確保できたこと

事業経緯

昭和43年 都公社による分譲（35年長期分譲）

平成6年5月 建替え準備委員会設立

平成12年12月 建替え推進決議

平成14年12月 建替え決議不成立

平成15年8月 建替え決議

平成16年6月 本体工事着手

平成18年3月 竣工

▲再建マンション（撮影：川上　 明）
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事例⑦：町田山崎団地

町田山崎団地（総戸数300戸／9棟）

建物概要

○町田山崎住宅

・昭和43年竣工

・ＲＣ造地上5階 9棟、1階 1棟

・敷地面積：28,905.21㎡

・延床面積：15,399㎡

・住宅300戸

・住戸面積：47.99㎡

○建替え後のマンション

・平成21年竣工

・ＲＣ造地上10階 2棟

・敷地面積：14,887.48㎡

・延床面積：20,806㎡

・住宅305戸

・住戸面積：30.95～82.96㎡
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7 マンション建替え事例　 事例①～⑦

事業概要

〇区分所有法の建替え決議（法70条の一括建替え決議、賛成272／区分所有者数289）＋マンション建替え円滑

化法（組合施行）

・事業協力者（参加組合員）：なし

・コンサルタント：（株）都市研究所

〇321名の区分所有者のうち、286名が再建マンションの床を取得

特徴

〇当初は等価交換事業を前提に事業化の検討を開始したが、開発業者が現れず断念

〇事業採算上、事業協力者の選定は困難であることと、開発利益を組合に内部化し自己負担金をより減少させ

るために、コンサルタントと協同して、組合施行事業とした

〇土地の一部（保留敷地）を処分し、事業資金に捻出

〇地区計画の導入、用途地域の変更、一団地の住宅施設の変更

実現の要因

①円滑化法の制定により住民主体の事業化が可能になったこと

②区分所有法の改正による団地一括建替え決議制度の成立

③「一団地の住宅施設」から「地区計画」への都市計画変更で、地区計画による施行再建マンション敷地の指定

容積以上の容積率を確保したこと

④等価交換方式を前提とした建替え経験しかない大手建設会社から、都市計画変更及び再開発法をベースとし

た円滑化法に精通しているコンサルタントへ移行したこと

⑤建替え決議前に還元条件を提示したこと

⑥自主管理の実績とリーダーの存在

⑦小型住戸を確保したこと

事業経緯

昭和43年 日本住宅公団による分譲

平成3年 「建替え検討プロジェクト」の発足

平成7年 建替えプロジェクトチームの設置

平成13年 等価交換方式の建替え事業を断念、別の事業方式の検討開始

平成15年 建替え推進決議

平成18年 一括建替え決議

平成18年12月 建替組合設立認可

平成19年7月 権利交換期日

平成19年11月 解体工事着手

平成21年9月 竣工予定

▲再建マンションの完成予想


