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アルコガーデン羽生岩瀬

民事信託を活用した土地売買による住宅地コーディネート
内田晴喜・廣瀬良二

（一般財団法人住宅生産振興財団 事業部長）

はじめに

理事業が進められてきた。

アルコガーデン羽生岩瀬は、東武

2016 年に国道沿道が商業系へ用

意向調査を実施し、売却したい地権

伊勢崎線「羽生」駅から徒歩 15 分、

途地域変更され岩瀬地区内に大型商

者の土地を集めて戸建て住宅地にす

羽生市の「岩瀬グローバルタウン構

業施設の出店が決まり、その隣地に

る計画を進めていた。購入希望事業

想」で実現した「愛藍タウン」の一

地域の総合病院である羽生総合病院

者が一括購入し岩瀬グローバルタウ

角 で 進 め ら れ た（図1）。 当 財 団 は

が新病院へと移転した。これによ

ン構想のもと、整備されたまちなみ

2016 年 8 月 か ら 携 わ り、2020 年 に

り、今までにあった教育施設と商

が計画できるように「短冊換地」と

事 業 化 が 決 定 し、2021 年 5 月 に ま

業・医療の生活利便施設が集約され

してすでに仮換地指定済みだった。

ちなみの完成披露会を行った。

ることとなった（写真1）。

組合は地権者に対して売却・賃貸の

この事業について、区画整理組合

コンセプトを ｢ 歩きたくなるまち」

これをきっかけに羽生市は、自治

から以前保留地を購入した実績のあ

｢ 歩くことが楽しいまち」とした、本

会連合会や教育施設などの地域の担

る積水化学工業へ相談があり、同社

事業の概要と民事信託を活用した土

い手だけでなく、商業街区の進出企

を通じて当財団が携わることとなっ

地の売買契約について紹介する。

業を含めた「岩瀬グローバルタウン

たのが 2016 年 8 月のことだった。事

構想推進委員会」を立ち上げ、当財

業化に向けて具体的に検討を進めて

団も住宅街区のコーディネーターと

いく上で、問題点が3点挙げられた。

して参加することとなった。

①住宅生産振興財団の会員会社の主

事業の概要

羽生市における
岩瀬土地区画整理事業
羽生市では、1996 年から岩瀬地

優良住宅街区の開発と問題点

区での「良好な住環境を保持した新

定住人口の増加を目的とする優良

市街地」を目指して岩瀬土地区画整

住宅街区の開発にあたり、区画整理

図1 アルコガーデン羽生岩瀬および教育施設・
生活利便施設の位置図

写真1
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たる販売エリアではなく、会員会社
の購入希望区画数をまとめても造成
される約 90 区画には大幅に届かな
かった。

土地区画整理事業により、教育施設と商業・医療の生活利便施設が集約された

■アルコガーデン羽生岩瀬

街区道路

歩行者
専用道路

フットパス
図3

財団コーディネートによる街区計画（タウンデザイン：㈲ランドプランナーズ平山郁朗氏）

②街区計画が直線道路で区切って街

これらの問題解決のため、まずは

大いに評価され、事業変更を行なっ

区を配置、区画ごとに割っていくと

②の対応として、当財団のまちなみ

て新たな図面で優良住宅街区の開発

いう単純な宅地のため、間口が狭く

デザインを多く手掛けている㈲ラン

を進めることとなった。

奥行が長い区画になっており、優良

ドプランナーズの平山郁朗氏にタウ

同時に、魅力ある街づくりが会員

なまちづくりには向いていなかった

ンデザインを依頼した。平山氏はこ

会社にも評価され、数社がプロジェ

の宅地を、まっすぐな道路にはクラ

クトに賛同し、区画数購入の目処が

③財団 JV がまちづくりを行う時は

ンクで変化を持たせ、宅地間にフッ

ついてきた。

一般的にはまとまった保留地を取得

トパスを配置することで間口は広く

してまちづくりを行うことはあった

奥行を狭めた宅地へと変貌させた。

が、今まで売却希望集約換地の多数

さらに、まちなみを分断するように

地権者とそれぞれ売買契約を締結し

配置されていた公園は街区の南側へ

まちづくりを行うことはなかった。

と移動させた。まち全体の回遊性を

今回は 31 組だが、多数の地権者全

つくるため、病院・商業施設・教育

一番大きな問題の③について、積

員と契約締結を進めている間に、た

施設などの周辺地域を歩けるよう街

水化学工業より、区画整理事業で民

とえば地権者が認知症を発症した

区中央に歩行者専用道路を配置し、

事信託を活用し、多数地権者と契約

り、また地権者が亡くなることによ

歩いて楽しいまちとなるようデザイ

締結した関西での事例を今回に活か

り相続問題が生じるなどといった事

ンした（図3）。

せないかと提案を受けた。しかし関

（図2）
。

民事信託を活用した
売買契約

売却希望の地権者31組との
契約方法

業期間の延期やまち全体のまちなみ

このタウンデザインを岩瀬グロー

西での事例が全国初の取り組みだっ

構成ができないリスクの懸念から事

バルタウン構想推進委員会で提案し

たこともあり、提案時には関係者の

業化へは踏み切れなかった。

たところ、羽生市と区画整理組合に

ほとんどが民事信託について十分な
知識がない状態だった。
そこで、区画整理事業に詳しい開
発コンサルタント㈱リマックスと市
街地再開発等に詳しく民事信託で多
数実績のある坂野弘樹司法書士事務
所の協力のもと、民事信託を活用す
ることで今回の問題解決が可能か検
討を進めていくこととなった。
民事信託は平成 18 年に法改正さ

図2

当初の街区計画

れ（平成 19 年施行）
、自分の財産を
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受託者の方針決定と
地権者の意思確認

第三者（受託者）に信託することが
法的に可能になり、名義そのものを

な意見が出た。しかし、3 回実施し
たこともあり、最終的には民事信託

変えることができる財産管理方法に

そこで司法書士より、地権者全員

なった。第三者（受託者）は財産所

が社員となる一般社団法人を設立し

有者に認められた範囲で財産を保

てはどうかと提案があった。ルール

こうして地権者の代表 3 名が理事

全、管理運用、処分ができるように

として、①理事長は地権者より選出

長・理事となり、2020 年 2 月に一般

なり、利益を財産所有者に受け渡す

すること、②信託時は売却先を定

社団法人 AIAI を設立し、民事信託

こととなる。

め、売却金は一般社団法人より各地

の契約を開始することとなった。地

一般的には相続対策や認知症対策

権者へ振込むこと、③本件手続き終

権者一人ひとりと（一社）AIAI を受託

など、または成人後見制度に代わる

了後に一般社団法人は解散するこ

者とする信託契約を行う契約会を実

ものとして高齢者が委託者、子ども

と、を定め、関係者全員で協議の

施し、司法書士立ち合いのもと締結

などが受託者となり不動産の管理・

上、この手続きにて進めることと

を行った。土地の売買契約を令和 2

処分を任せるためのもの、というイ

なった（図4）。

年 8 月に（一社）AIAI と事業者 2 社が

その後、事業参加が積水化学工業

メージがある。

による売買契約と価格についても合
意を得ることができた。

締結、所有権移転登記も一度で完了

今回のケースで言うと、民事信託

（54 区画）
、トヨタウッドユーホーム

で 31 組の地権者を委託者として第

（30 区画）の 2 社に決定し、実際に民

当財団として、民事信託を活用す

三者である一人に土地の名義変更を

事信託を活用して事業を進めること

ることで売買契約業務の効率化を図

行い事業者に売却することができれ

となったが、懸念されたのは地権者

れたが、区画整理組合にとっても大

ば、地権者の認知症の発症、相続な

の意向だった。区画整理組合がとり

きなメリットがあった。それは仮換

どにより発生する事業リスクは大変

まとめたとはいえ、あくまでも口約

地指定まで終了した土地を事業変更

少なくなると考えられた。

束だったため、意思確認が必要であ

する必要があり、それには地権者で

ただ、一人の第三者を誰にするか

ると考えて地権者説明会を 3 回実施

ある 31 組すべてから変更許可を得

を検討した時に、区画整理組合の理

した。説明会時には、売却方法とし

なければならなかったが、民事信託

事長等の個人にすると今まで同様の

て民事信託を活用すること、売却の

を活用したことで（一社）AIAI の変更

リスクがあることや、新たに法人を

時期と価格についても説明を行った。

許可一度で事業変更ができることと

設立しようにも所有権の移転が必要

当初は、地権者も民事信託という

となるため地権者の信頼同意が得ら

言葉に馴染みがなく、半信半疑な部

れるかなど新たな問題も考えられた。

分もあり、価格に対してもさまざま

一般社団法人

住宅メーカー等

となった。

なった。
本事業の特性を考えると最善策
だったのではないかと思われる。

羽生市のコンパクトシティ構想
「愛藍タウン」の完成

羽生市はこのエリアのコンパクト

シ テ ィ 化 の 検 討 を 行 い、
「岩瀬グ

売却

ローバルタウン構想提言書」でまち
づくりの方向性として5 つの視点を

代金

設定し「愛藍タウン」づくりを具体化
した。

社団加入

図4
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受託者一般社団法人のスキーム
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分配

一般社団法人のルール
・社員のメンバーは全員地権者
・理事長は地権者から選出
・信託時は売却先を定める
・売却金は一般社団法人から振込
・本件手続完了後、社団は解散

①立地条件を活かしたまちづくり
商業施設・病院・教育施設・住宅
街区がひとつにつながった、住み続
けたい街を実現する。

②歩いて楽しむまちづくり
楽しく健康的に暮らせるまちをつ

■アルコガーデン羽生岩瀬

写真2

アルコガーデン羽生岩瀬のまちなみ（道路と歩行者専用道路「愛藍プロムナード」交差点部）

くるために、まち全体を通じた歩道

エリアを 結 ぶ「 愛 藍タウン 循 環 バ

を整備し、住宅街区と各施設の回遊

ス」を新設する。

性・利便性を向上させる。

⑤景観が統一されたまちづくり

③憩いの場のあるまちづくり

官民連携による
緑多いまちづくり

アルコガーデン羽生岩瀬では緑の

景観に優れ、美しいまちをつくる

多いまちづくりのため、歩行者専用

近隣住民の心豊かな生活を実現さ

ため、優良住宅街区内の歩行者専用

道路の緑地帯の底地は羽生市所有だ

せるため、優良住宅街区内に歩行者

道路とフットパスの緑化、街区道路

が、住民で管理組合を組織し緑地の

専用道路を整備し公園と一体化さ

と歩行者専用道路の無電柱化、地区

維持管理を行うことで、100 年後も

せ、大型商業施設内にカフェや休憩

計画により建物高さや外壁の色彩制

緑豊かなまちなみの実現を目指した。

スペースを設置することにより、気

限、まちなみデザインガイドライン

また、当財団で推進している無電

楽に利用できる憩いの場をつくる。

による外構デザインの統一など美し

柱化についても、本事業では無電柱

④公共交通機関が充実したまちづくり

い景観を保ち付加価値の高いまちの

化する費用を追加することが難し

実現。

かったため、区画整理組合と東京電

既存のバスに加えて羽生駅から本

力の協力のもとフットパスへ電柱を
設置し、街区道路や歩行者専用道路
からは電柱が見えにくいまちなみと
なった。
今回は羽生市、区画整理組合、地
権者のまちづくりに対する思いを、
財団がコーデイネーターとなり事業
者と専門家集団協力のもと、このよ
うなまちづくりが実現できた。これ
からも官民連携し、付加価値の高い
まちなみづくりを行っていきたいと
思う。
写真3

両側に植栽帯を設けたフットパス
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