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株式会社サポート 事業計画部

部長　鎌滝　裕司

特　　集
区画整理における
物流土地活用

組合区画整理による産業系基盤整備の実現
〜埼玉県三郷インター南部土地区画整理事業の紹介〜

事業概要1
本地区は、埼玉県東南端の三郷市中央部に位置
し、東京都心から約20km圏にあります。つくばエ
キスプレス三郷中央駅から北西約1.5kmの距離にあ
り、首都高速６号三郷線、常磐自動車道及び東京
外環自動車道の３路線が合流する三郷ジャンク
ション南側に接する面積約44.4haの地区です。
本地区の事業概要
事業名称 草加都市計画事業

三郷インター南部土地区画整理事業
施行者 三郷インター南部土地区画整理組合
地区面積 約44.4ha
合算
減歩率

約35.4%
（公共：約11.5%、保留地：約23.9%）

総事業費 約112億円（内、保留地処分金約107億円）
組合員数 約200名（認可時）
事業期間 平成21年度〜平成27年度（予定）
用途地域 工業地域（建ぺい率：60%、容積率：200%）
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事業推進体制について2
本事業は、組合区画整理による産業系土地区画

整理事業であり、その特徴は、エンドユーザーが
主に企業であるという点にあります。エンドユー
ザーである企業は、その会社の中長期計画により
操業時期も含め事業展開戦略をたてられると思い
ます。こうした企業動向に的確な対応をするため
には、区画整理の事業スピードの確保は欠かせま
せん。そこで、本事業は自らの責任で確保できる
保留地処分金に拠って事業を進めることとし、こ
の結果、収入源の約95％を保留地処分金で構成す
る事業計画となりました。
また、事業推進体制として、企業を相手に事業

を進めるということもあり、経験の少ない地権者
だけでは、こうした企業への誘致活動や確実に事
業を進める行程管理等は難しい状況でした。そこ
で、組合設立前の準備会の時点において、保留地
取得を前提とした業務代行予定者を募集し、民間
ノウハウを活用することとしました。プレゼンテー
ションの結果、大手ゼネコン２社の共同企業体が
業務代行予定者として選定され、組合設立に向け、
地権者・業務代行予定者・行政・コンサルタント
が一丸となって事業を推進することとなりました。
こうして組合設立認可後、速やかに工事着工を

すべく一括業務代行方式による事業推進体制を整
えていましたが、認可直前においてリーマンショッ
クが起こりました。これが起因して、保留地取得
予定者が撤退し、業務代行予定者の共同企業体を
構成するゼネコン１社が認可時点で撤退となって
しまいました。幸い、この時、保留地の一部を取
得したい企業が別に１社存在しており、まずは、
この保留地処分金の範囲内で事業をスタートさせ
ることとし、認可後の業務代行の体系も、この部
分の保留地を造成するための工事に関連する部分
代行として、業務代行予定者として認可前から事
業参画している戸田建設株式会社が担い、事業を
スタートすることになりました。
業務代行については、認可した年１年間の事業

運営を通じ、事業の新たな体系的目途を立てられ
ました。これにより、事業２年目から部分代行者

が全体の工事・調査設計業務（共同利用街区に係
ることも含む）・事務局を担う業務代行者となり、
保留地処分については、処分に向けた協力体制を
組むという形式の業務代行方式となりました。こ
の取り組み体制により、現在まで当初計画した行
程通りに事業推進をしてきております。

土地利用計画について3
本地区は、第３次三郷市総合計画や都市計画マ
スタープランにおいて、三郷インターチェンジ周
辺として、「立地特性を活かし、商業・流通・工業
機能の集積」を図るように位置づけられています。
既に三郷インターチェンジ北側では、三郷インター
A地区として、多機能複合型の商業集積・部分的な
流通・業務機能および良好な住環境の形成が計画
されており、本地区は、その機能補完とインター
に接しているという立地特性を最大限に活かし、流
通業務・工業機能の拡充を図る地区として位置づ
けがされています。これにあわせ、地区計画の導
入を積極的に行い、適正な土地利用を図ることと
されており、結果、土地利用計画は、工業機能を
配置することを前提にした計画が策定されました。
街区規模については、当時から大型化の傾向に
ありました。また、大型の街区を確保することで、
エンドユーザーの需要に応じて分割も可能にする
など柔軟な画地設定ができるということもありま
した。そこで、街区面積が8.9haと6.7haの２つの大
型街区を、インターチェンジへも比較的容易にア

主な事業経緯
平成21年３月 組合設立認可

９月 部分代行者の決定
11月 仮換地指定（100%）

保留地処分契約（その１）
12月 工事着手

平成22年２月 保留地処分契約（その２）
３月 業務代行者移行の決定
10月 保留地処分契約（その３）（保留地完売）

平成23年４月 共同売却街区売買契約
８月 一部使用収益開始

平成24年２月 共同賃貸街区
事業用借地権設定契約

平成26年５月 全工区工事完了（予定）
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クセスできる国道沿いに設定を行いました。また、
他街区についても、企業の用地需要に対応すべく
概ね1.0ha以上の街区規模としました。

保留地の早期処分と
基盤整備について4

本事業における保留地は１つの大型街区（8.9ha）
に集約しています。これは市場ニーズに柔軟に対
応するためであることは当然のことながら、本事
業の保留地を創設するのに必要最小限の造成・補
償費用で行おうとしたこと、この造成工事を第１
期工事として施工することで、早期に収入源を確
保できる、という効果を狙って行ったことです。
造成工事を施工するにあたっては、工事着工前
に保留地処分契約を締結し、契約時に組合に入金
される資金を原資に、業務代行者が工事施工を行
い、当該工事完成までに費用超過した部分につい
ては、業務代行者が立替を行うこととして、組合
が金融機関からの借入が生じない事業運営方法を
とりました。従って、保留地処分契約時にはエン

ドユーザーに引き渡す時期（工事完了時期）が明
示されることになり、自ら定めた工事工程を遵守
することが必須となりました。
また、三郷市と組合間で基盤整備工事が完了前
でも建築着工に入れるよう協議を行い、エンドユー
ザーの使用収益開始時期がなるべく早期に実現す
るよう調整を行っていきました。

保留地街区

土地利用計画図



� 区画整理　2014年２月   25

集約換地（大街区）の
組織設立・運営について5

約8.9haもの大きな保留地を１カ所に確保するた
めには、地権者の合意形成が欠かせません。そこで、
地権者の土地利用に対する意向確認を準備会の段階
で実施し、その意向に応じて、共同利用街区（２つ
の売却街区、４つ賃貸街区）を創設していきました。
地権者からしてみれば、この意向確認は、単な

る区画整理上の話だけではなく、家庭の将来設計
を考える大事な資産の話になります。このため、
必要に応じて、コンサルタントの役割を担ってい
る我々が、売却・賃貸・自己利用の土地利活用に
ついてアドバイスを行っていきました。
認可前に、この意向確認に基づき概略換地設計

を行うことで、概ねの街区規模の目途をたててい
きました。組合設立認可後は、組合員から速やか
に本申出書を提出いただき、換地供覧を経て、仮
換地指定という行程で共同利用街区の確定を行っ
ていきました。結果的に、組合員総数約200名のう
ち共同売却街区に約100名、共同賃貸街区に約50名
の方々が参集されました。
しかし、共同利用街区について土地区画整理組

合ができることは、地権者の所有地を組合の定め
た申出換地要綱により集約することまでです。こ
こから先、エンドユーザーへの土地の引渡し、あ
るいは、賃貸することについては、土地区画整理
組合とは別の組織体が必要になります。本事業で
は、地権者がそれぞれ共同売却事業体（約100名）、
共同賃貸事業体（約50名）を組織し、その運営に
あたりました。
共同売却事業体は、6.7haの共同売却を前提に申

出された換地の所有者の意思を統一し、確実にエ
ンドユーザーに引き渡すことが求められました。
このため共同売却事業体のための規約を作成し、
この中に、売却先の検討方法、総売却価額の決定
方法、総売却価額の分配方法等を定めました。こ
の規約については、この事業体の第１回総会にて
全構成員から賛同を得て承認されました。
しかし、一番大変だったことは、売却先決定後

売買契約から竣工後の宅地の引渡しまでの期間が
約１年程度あったことにより、契約時と引渡時に

土地所有者の状況が変わり本人の売却意思表示能力
に不足が出る方が数人いらっしゃったことです。約
100名の方により構成された事業体でしたが、１名
でも欠けてしまうと、共同売却街区の成立そのもの
が揺らいでしまいます。そこで、専門家とコンサル
タントが構成員ひとりひとりの対応を行い、結果、
無事契約を履行することが可能になりました。
なお、もうひとつの共同売却街区（面積約3,000㎡）
は約５名の構成員であり、こちらもコンサルタント
が５名の売却方法等合意形成を図っていきました。

共同賃貸事業体は約50名の構成員ですが、土地
利用計画図の兼ね合い上、全部で４つの街区（2.2ha、
1.0ha、1.0ha、0.8ha）で構成されることになりまし
た。このことは、同じ土地区画整理事業において
同じ申出換地要綱により申出したにも係わらず、
換地された街区の都合により使用収益開始時期が
異なる、エンドユーザーの進出撤退時期が異なる、
など様々な差異が生じることになりました。そこ
で、共同賃貸事業体は検討の結果、地権者組合（民
法上の任意組合）を組成し、４つの街区から得ら
れた収益を一度組合で集約し、地権者の権利割合
に応じて再配分するといった仕組みを構築し、収
益の公平化を図っていきました。また収益の安定
化にあたっては、４つの街区を同一企業による20
年間の事業用借地権設定契約による借り上げとし
て、賃貸収入の安定化を図りました。
こうした集約化の手法は、地権者の合意形成に
欠かせないものであり、特に保留地底地地権者の
事業への賛同を得る上でも必要と考えます。行程
どおり保留地処分を実現するためにも、共同利用
街区の創設・実現は不可欠な事項と言えます。

共同売却街区
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エンドユーザーの誘致について6
本地区は、元々東京都心から20km圏に位置する
三郷ジャンクションに接しており、交通利便性に
は長けていました。リーマンショック直後の認可
ということもあり進出企業の誘致は思うようにい
かない時期もありましたが、そもそも立地ポテン
シャルがあり、エンドユーザーが興味をもつ地域
であったと言えます。こうした状況下、組合では
ホームページでの土地情報の提供、三郷市企業立
地担当部局等の誘致活動、業務代行者である企業
の広報活動等様々な組織体による連携により保留
地・共同利用街区への企業誘致につながったと言
えます。また、本地区のように集約化された保留地・
換地の処分価額は高額になります。必然的に購買
力のある優良企業が進出する傾向にあるとも言え、
こうした企業への誘致活動を行ったことも、無事
保留地・換地の売却・賃貸につながったと言えます。
本地区においては、こうした活動により保留地
の大部分の取得および共同賃貸街区の進出企業と
して、大和ハウス工業株式会社が立地し、共同売
却街区の取得企業としてグローバル・ロジスティッ
ク・プロパティーズ株式会社が進出しています。

最後に7
産業系の区画整理を始める時の地権者の憂いと
して、本当に企業は進出するのか、保留地は間違
いなく処分できるのか、景気変動リスクは地権者
が負わなければいけないのか等、様々な不安があ

ると言えるでしょう。一方で、進出を検討する企
業側でも、本当に事業化されるのか、地権者の合
意形成不足はないか、スケジュールが遅延する要
素はないか、等々を懸念していると言えます。また、
事業運営を担う者としては、その成立性のために、
早期に企業側から進出意向を受けたいものです。
こうした状況下、我々コンサルタントの担う役
割は、まずは地権者の合意形成と言えます。事業
がもつメリット・デメリットの説明、地区のもつ
ポテンシャルとリスクの説明をし、合意を得るこ
とです。次に、進出するエンドユーザーである企
業に対し、進出に対するリスクの説明、地権者の
合意形成状況や工事スケジュールの明示による進
出時期の説明等を行い、エンドユーザーの進出の
確実性を高めていくことです。そして、精度の高
い資金計画を立案し、行程を守っていく仕組みを
つくること、組合が認可される以前からこのよう
な活動を通じて事業に内包するリスクの低減を
図っていくことが、産業系区画整理を担うコンサ
ルタントには求められていると言えます。
また、共同売却街区に参画を希望する地権者は、
売却金額がいくらになるのか、実際に進出する企
業はいるのか、共同賃貸街区に参画を希望する地
権者は、賃料がどの程度になるのか、賃貸期間設
定はどうなるのか、エンドユーザーの進出・撤退
のリスクはどの程度あるかなど、様々な不安を抱
えています。コンサルタントとしては、このよう
な不安に対して、進出企業の確実性、賃貸の場合
の管理組織のあり方やその運営方法、事業用定期
借地権設定契約やその期間満了後の対応策等の説
明・協議を行い、不安解消を図ることが、求めら
れる役割だと考えます。
本地区が現在までスケジュール通りに進み、円
滑な土地利用が促進されたのも、三郷市を始めと
する行政のバックアップのもと、地権者が一体化
し、エンドユーザーへつなぐ業務代行者の立替に
よる施工を実現し、エンドユーザーへの確実な保
留地・換地の引渡しが実現できたからと言えるで
しょう。　　　　　　　　　　

（かまたき　ゆうじ）

共同賃貸街区


