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関係法令等一覧 

 

１． 事業の目的等 

 土地区画整理法第一条～第三条 

 

２． 会長、副会長の選任 

 土地区画整理法第六十一条第一項～第四項 

 土地区画整理法第六十一条第五項（会長の職務の代理） 

 町施行条例施行規則第 2 条 

 

３． 区画整理審議会の役割等 

① 設置、組織、委員 
 土地区画整理法第五十六条（土地区画整理審議会の設置） 

 土地区画整理法第五十七条（審議会の組織） 

  土地区画整理法第五十八条（委員） 

  土地区画整理法第六十二条（審議会の招集、会議及び議事） 

  土地区画整理法第七十一条の六（審議会の委員及び評価員の公務員たる性質） 

  土地区画整理法施行令第十八条（土地区画整理審議会の委員の定数の基準） 

② 意見聴取事項 
 土地区画整理法第八十八条（換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意

見書の処理） 

 土地区画整理法九十八条（仮換地の指定） 

③ 同意事項 
 土地区画整理法第九十一条第二項、第四項、第五項（宅地地積の適正化） 

 土地区画整理法第九十二条第三項、第四項（借地地積の適正化） 

 土地区画整理法九十三条第一項、第二項（宅地の立体化） 

 土地区画整理法第九十五条第七項（特別の宅地に関する措置） 

④ 町施行条例及び施行規則 
 町施行条例第 7 条～第 14 条（土地区画整理審議会関係） 

 町施行条例施行規則第 2 条～第 5 条（    〃    ） 
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土地区画整理法（抜粋） 

 

(この法律の目的) 

第一条 この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担

等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉

の増進に資することを目的とする。 

 

(定義) 

第二条 この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地につい

て、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるとこ

ろに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する

事業をいう。 

２ 前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため

必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは

干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業

は、土地区画整理事業に含まれるものとする。 

３ この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。 

４ この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をい

う。 

５ この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公

共の用に供する施設をいう。 

６ この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体

の所有する土地以外の土地をいう。 

７ この法律において「借地権」とは、借地借家法(平成三年法律第九十号)にいう借地

権をいい、「借地」とは、借地権の目的となっている宅地をいう。 

８ この法律において「施行区域」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十

二条第二項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区

域をいう。 

(昭四三法一〇一・平三法九〇・一部改正) 

 

(土地区画整理事業の施行) 

第三条 宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若し

くは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の

目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい

て土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地

権を有する者の同意を得た者にあっては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅

供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能

力を有する者で政令で定めるものに限る。 

２ 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当

該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施

行することができる。 



 

４ 

 

３ 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要

件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一

定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 

一 土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。 

二 公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開

会社をいう。)でないこと。 

三 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総

株主の議決権の過半数を保有していること。 

四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地

区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつてい

るその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の

目的となっている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合にお

いて、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は

借地権の目的となっている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共

有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地

について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみな

す。 

４ 都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行する

ことができる。 

５ 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区

画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるものの

うち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要

であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若

しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては

都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。 

(昭三〇法五三・昭四三法一〇一・昭六三法六三・平一一法七六・平一一法

八七・平一一法一六〇・平一五法一〇〇・平一七法三四・平一七法八七・一

部改正) 

 

 

 

(土地区画整理審議会の設置) 

第五十六条 都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画

整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節におい

て「審議会」という。)を置く。 

２ 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。 

３ 審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項につい

てこの法律に定める権限を行う。 

４ 審議会は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。 

(昭三四法九〇・平一一法七六・平一七法三四・一部改正) 

 

 



 

５ 

 

(審議会の組織) 

第五十七条 審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に

従って施行規程で定める数の委員をもつて組織する。 

 

(委員) 

第五十八条 委員は、政令で定めるところにより、施行地区(工区ごとに審議会を置く

場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の宅地の所有者及び施行地区

内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。この場

合において、それぞれ選挙される委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と

施行地区内の宅地について借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しな

ければならない。 

２ 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定に

よる申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しな

いものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第

一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないもの

は、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更

又は消滅がないものとみなす。 

３ 都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認

める場合においては、第一項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところによ

り、委員の定数の五分の一をこえない範囲内において、土地区画整理事業について

学識経験を有する者のうちから委員を選任することができる。 

４ 施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙された委員と施行地区内の宅地につい

て借地権を有する者のうちから選挙された委員とは、相兼ねてはならない。 

５ 施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の

うちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなった場合及び委員が第六

十三条第四項第二号又は第三号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その

地位を失う。 

６ 委員の任期は、五年をこえない範囲内において施行規程で定める。補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者は、

それぞれの総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載し

た書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る

委員の改選を請求することができる。 

８ 前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、

直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の所有者又は施行地区

内の宅地について借地権を有する者の投票に付さなければならない。 

９ 委員は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、

その地位を失う。この場合においては、その委員について置かれる予備委員も、その

地位を失う。 

１０ 前三項に定めるものの外、委員の改選の請求及び第八項の規定による投票に関

し必要な事項は、政令で定める。 

(昭三四法九〇・一部改正) 



 

６ 

 

(審議会の会長) 

第六十一条 審議会に、会長を置く。 

２ 会長は、委員のうちから委員が選挙する。 

３ 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

４ 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。 

５ 会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその

職務を代理する。 

 

 

 （審議会の招集、会議及び議事） 

第六十二条 審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。 

２ 審議会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所

及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合に

おいては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができ

る。 

３ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、

出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。 

 

 

 

(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質) 

第七十一条の六 審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規

定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の

適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

(昭五七法五二・追加) 

 

 

 

(換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理) 

第八十八条 第八条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者

について、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画

整理会社について準用する。この場合において、第八条第一項及び第五十一条の

六中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるも

のとする。 

２ 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で

定めるところにより、その換地計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

３ 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場

合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。 

４ 施行者は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を

審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要

な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意

見書を提出した者に通知しなければならない。 



 

７ 

 

５ 施行者が前項の規定により換地計画に必要な修正を加えた場合においては、その

修正に係る部分について更に第二項からこの項までに規定する手続を行うべきものと

する。ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合にお

いては、この限りでない。 

６ 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者

は、第二項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第四

項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の

意見を聴かなければならない。 

７ 施行者は、第四項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見

書が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)にいう農地又は採草放牧地に係

るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地

について所有権又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地又は採草放

牧地を管轄する農業委員会の意見を聴かなければならない。 

(昭二九法一八五・昭五七法五二・平一一法七六・平一一法八七・平一五法

一〇〇・平一七法三四・一部改正) 

 

 

 

(宅地地積の適正化) 

第九十一条 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定によ

り施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向

上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合に

おいては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地と

ならないように換地を定めることができる。 

２ 前項の過小宅地の基準となる地積は、政令で定める基準に従い、施行者が土地区

画整理審議会の同意を得て定める。 

３ 第一項の場合において、同項に規定する地積が小である宅地の所有者及びその宅

地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、

換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように

定めることができる。ただし、当該申出に係る宅地について地上権、永小作権、賃借

権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存する

場合においては、この限りでない。 

４ 第一項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく

小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、

換地計画において換地を定めないことができる。 

５ 第一項の規定により宅地が過小宅地とならないように換地を定めるため特別な必要

があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地

積が大で余裕がある宅地について、換地計画において地積を特に減じて換地を定め

ることができる。 

(昭五七法五二・昭六三法六三・平一一法七六・平一五法一〇〇・平一七法

三四・一部改正) 
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(借地地積の適正化) 

第九十二条 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定によ

り施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向

上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合に

おいては、その換地計画に係る区域内の地積が小である借地の借地権について、過

小借地とならないように当該借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めること

ができる。 

２ 前項の過小借地の基準となる地積は、前条第二項の規定により定められた地積と

する。 

３ 第一項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく

小であるため地積を増して借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めること

が適当でないと認められる借地の借地権について、換地計画において当該借地権の

目的となるべき宅地又はその部分を定めないことができる。 

４ 第一項の規定により借地が過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地

又はその部分を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画

整理審議会の同意があつたときは、その借地の所有者が所有し、かつ、当該借地権

の目的となっていない宅地又はその部分について存する地上権、永小作権、賃借権

その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利について、換地計画にお

いて、地積を特に減じて当該権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めることが

できる。 

(昭五七法五二・平一一法七六・平一五法一〇〇・平一七法三四・一部改正) 

 

(宅地の立体化) 

第九十三条 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定によ

る施行者は、第九十一条第一項の規定により過小宅地とならないように換地を定め

ることができる宅地又は前条第一項の規定により過小借地とならないように借地権の

目的となるべき宅地若しくはその部分を定めることができる借地権については、土地

区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地又は借地権の目的となる

べき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の

一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下同じ。)及びその建築物の存

する土地の共有持分を与えるように定めることができる。 

２ 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者

は、市街地における土地の合理的利用を図り、及び災害を防止するため特に必要が

ある場合においては、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域内で、かつ、同

項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内の

宅地の全部又は一部について、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画にお

いて、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者

が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を

与えるように定めることができる。 

３ 前二項の場合において、建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分

を与えられないで、金銭により清算すべき旨の申出があつたときは、当該宅地又は借

地権については、これらの規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の
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共有持分を与えるように定めることができないものとする。 

４ 施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の所有者の申出又は同意があつた場合

においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めない

で、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の

共有持分を与えるように定めることができる。この場合において、施行者は、換地を定

めない部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益す

ることができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならな

い。 

５ 第九十条又は前項の規定により換地を定めない宅地又はその部分について借地権

を有する者がある場合において、その者がこれらの規定による同意に併せて、その借

地権について建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられる

べき旨を申し出たときは、施行者は、換地計画においてその借地権について施行者

が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を

与えるように定めることができる。 

６ 第一項、第二項、第四項及び前項に規定する建築物は、その主要構造部が建築

基準法第二条第七号に規定する耐火構造のものでなければならない。 

(昭三四法九〇・昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭五七法五二・平一一法

七六・平一五法一〇〇・平一七法三四・一部改正) 

 

 

 

(特別の宅地に関する措置) 

第九十五条 次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特

別の考慮を払い、換地を定めることができる。 

一 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及

び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する施設で政令で定

めるものの用に供している宅地 

二 病院、療養所、診療所その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるもの

の用に供している宅地 

三 養護老人ホーム、救護施設その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で

定めるものの用に供している宅地 

四 電気工作物、ガス工作物その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるも

のの用に供している宅地 

五 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他の直接そ

の事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地 

六 公共施設の用に供している宅地 

七 その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの 

２ 工区ごとに換地計画を定める場合において必要があるときは、一の工区において換

地を定めないこととされる宅地について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、

当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。 

３ 第一項第一号から第五号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内

に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画
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において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき

宅地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、

換地とみなされるものとする。 

４ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により重要文化財又は史

跡名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物でその文化財と

しての性質上これを移転することが適当でないものの所在する宅地については、これ

らの定着物の移転の必要を生じないように、換地計画において換地を定めなければ

ならない。 

５ 第一項第一号から第五号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内

に居住する者の利便に供するものの用に供している宅地又はその用に供すべき土地

については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをするこ

とができる。 

６ 第一項第六号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅

地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設

が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当

該宅地について換地を定めないことができる。 

７ 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者

は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、

土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 

(昭三四法九〇・昭五七法五二・平一一法七六・平一五法一〇〇・平一七法三

四・一部改正) 

 

 

 

(仮換地の指定) 

第九十八条 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは

公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基

づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮

換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小

作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があ

るときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分

を指定しなければならない。 

２ 施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目

的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定

められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければな

らない。 

３ 第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となる

べき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定

について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段

に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅

地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対

抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又
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は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項若しくは第五項、第三

条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴か

なければならないものとする。 

４ 区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に

権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あら

かじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者

及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二

以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその

区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の

宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となっている宅

地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。 

５ 第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従

前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発

生の日を通知してするものとする。 

６ 前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、

永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する

者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力

発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者

にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の

目的となるべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなけ

ればならない。 

７ 第一項の規定による仮換地の指定又は仮換地について仮に権利の目的となるべき

宅地若しくはその部分の指定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)

第三章の規定は、適用しない。 

(昭五七法五二・平五法八九・平一一法七六・平一五法一〇〇・平一七法三

四・一部改正) 
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土地区画整理法施行令（抜粋） 

 

 

（土地区画整理審議会の委員の定数の基準） 

第十八条 土地区画整理審議会の委員（以下本章において「委員」という。）の定数は、

次の各号             に掲げる基準に従わなければならない。 

一  面積 50ha 未満の施行地区（工区ごとに土地区画整理審議会を置く場合にお

いては、工区。以下本章において同じ。）        10 人 

二  面積 50ha 以上 150ha 未満の施行地区    15 人以下 

三  面積 150ha 以上 500ha 未満の施行地区   20 人以下 

四  面積 500ha 以上 1,500ha 未満の施行地区  30 人以下 

五  面積 1,500ha 以上の施行地区            50 人以下 

２ 施行地区に縮小があった場合において、委員の定数が前項の基準に適合しなくな

ったときは、当該委員の任期中に限り、同項の規定を適用せず、従前の定数をもっ

て定数とする。 

３ 法第五十八条第三項（法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において

準用する場合を含む。）の規定により土地区画整理事業について学識経験を有す

る者のうちから委員を選任することと施行規定で定める場合においては、併せて当

該選任すべき委員の数及び法第五十八条第一項（法第七十条第三項及び第七十

一条の四第三項において準用する場合を含む。）の規定により選挙すべき委員の

数を施行規定で定めなければならない。 
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○茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区 

土地区画整理事業施行条例 

 

 

○茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区 

土地区画整理事業施行条例施行規則 
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○茅ケ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例 

平成4年3月26日 

条例第12号 

 

 

目次 

第1章 総則(第1条～第5条) 

第2章 費用の負担(第6条) 

第3章 土地区画整理審議会(第7条～第14条) 

第4章 地積の決定の方法(第15条～第17条) 

第5章 評価(第18条～第20条) 

第6章 清算(第21条～第25条) 

第7章 雑則(第26条～第29条) 

附則 

 

第1章 総則 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3

条第4項の規定に基づき、寒川町が施行する寒川駅北口地区の土地区画整理事業

について、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。 

 

(事業の名称) 

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、茅ケ崎都市計画事

業寒川駅北口地区土地区画整理事業とする。 

 

(施行地区に含まれる地域の名称) 

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。 

寒川町 岡田の一部 

大蔵の一部 

小谷の一部 

宮山の一部 

 

 

(事業の範囲) 

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とす

る。 

 

(事務所の所在地) 

第5条 事業の事務所の所在地は、寒川町岡田1054番地とする。 
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第2章 費用の負担 

 

(費用の負担) 

第6条 事業に要する費用は、法第121条の規定による国庫補助金及びその他の収入

金をもつて充てるほか、寒川町が負担する。 

 

第3章 土地区画整理審議会 

 

(土地区画整理審議会の設置) 

第7条 事業を施行するため、茅ケ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理審

議会(以下「審議会」という。)を置く。 

 

(委員の定数) 

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。 

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により町長が、土地区画

整理事業について学識経験を有する者から選任する委員の数は、2人とする。 

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅

地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を

有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員(以下「選挙による委員」とい

う。)の数は、8人とする。 

 

(委員の任期) 

第9条 委員の任期は、5年とする。 

 

(立候補制) 

第10条 選挙による委員は、候補者のうちから選挙する。 

 

(予備委員) 

第11条 審議会に選挙による委員についての予備委員を置き、その数は、4人以内とす

る。 

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第35条から第

40条までの規定は、予備委員について準用する。 

 

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数) 

第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において

選挙による委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1

以上とする。 

 

(委員の補充) 

第13条 選挙による委員に欠員を生じた場合は、予備委員のうち得票数の多い者から

順次補充する。 

 



 

１６ 

 

2 第8条第2項に規定する委員に欠員を生じた場合は、町長は速やかに新たな委員を

選任しなければならない。 

(委員の補欠選挙) 

第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、

それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、その補充すべき予備委員

がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。 

 

第4章 地積の決定の方法 

 

(基準地積の決定) 

第15条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以

下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における

土地登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、

町長が実測又は査定した地積とする。 

 

(基準地積の更正等) 

第16条 宅地所有者は、基準地積が事実と相違すると認めたときは、施行日から60日

以内に、地積の更正を町長に申請することができる。 

2 町長は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る宅地の地積の確認をし、申請

内容が適正であると認めたときは、その基準地積を更正しなければならない。 

3 町長は、前項に規定する確認をするときは、当該宅地の所有者及び当該宅地に隣

接する土地の所有者の立会いを求めることができる。 

4 町長は、第1項の申請がない場合においても、基準地積が明らかに事実と相違する

と認められる宅地又は特に地積について実測を行う必要があると認める宅地につい

ては、実測又は査定し、基準地積を更正することができる。この場合においては、前

項の規定を準用する。 

5 町長は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地

積とその区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に

係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第2項若しくは前項の規定により実測

又は査定した結果定まった基準地積を除く。以下本項において同じ。)にあん分して基

準地積を更正することができる。 

6 前項の場合において、施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分

割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。

ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもつてこれと異なる申し

出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申し出による割合であん分した地

積とすることができる。 

 

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積) 

第17条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又

はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利

の地積は、その登記してある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の

規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があ
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つたときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その

登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、

町長がその宅地の基準地積の範囲内で査定した地積をもつてその権利の基準地積

とする。 

 

第5章 評価 

 

(評価員の定数) 

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。 

 

(宅地の評価) 

第19条 従前の宅地及び換地の価額は、町長がその位置、地積、土質、水利、利用状

況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。 

 

(権利の評価) 

第20条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有

権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割

合を乗じて得た額とする。 

2 前項の権利価格の割合は、町長が前条の価額、賃貸料、相続税上の評価、鑑定評

価、利用状況、環境等を総合的に考慮して、評価員の意見を聞いて定める。 

 

第6章 清算 

 

(清算金の算定) 

第21条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する

換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た

額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額と

する。 

 

(換地を定めない宅地等の清算金) 

第22条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により、換地

又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭

で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及

び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。 

 

(清算金の分割徴収又は分割交付) 

第23条 総額が、10,000円以上である清算金(前条の清算金を除く。以下この条におい

て同じ。)は、次に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。 
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清算金の総額 分割徴収又は分割交付する期限  分割の回数 

10,000円以上50,000円未満 1年以内 3 

50 ,000円以上150,000円未満  2年以内 5 

150,000円以上300,000円未満 3年以内 7 

300,000円以上500,000円未満 4年以内 9 

500,000円以上  5年以内 11 

 

2 清算金を分割納付する場合における第2回以降の納付期限は、前回の納付期限の

翌日から起算して6箇月が経過した日とする。この場合において、その日が次の各号

に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日をもつて納付期限とみな

す。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

3 清算金の分割納付を希望する者は、清算金確定通知書が到達した日の翌日から

15日以内に町長に申請し、その許可を受けなければならない。 

4 清算金の分割納付を許可する場合においては、第1回の納付金の額は、清算金の

総額を分割納付回数で除して得た金額を下回らない額とし、第2回以降の納付金の

額は、利子を合わせて毎回均等額とする。 

5 清算金の分割納付の許可を受けた者は、いつでも未納の清算金の全部又は一部を

繰り上げて納付することができる。 

6 第4項の規定は、清算金を分割交付する場合について準用する。 

 

(延滞金) 

第24条 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係

る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が2,000円以上である場合に徴

収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

督促額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの

割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつ

たときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納

付のあつた督促額を控除した額とする。 

2 前項の規定により計算された延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全

額が100円未満であるときは、その端数金額及びその全額は徴収しないものとする。 

3 町長は、延滞金を納付すべき者がその納付をすることが特に困難であると認めたと

きは、これを減額又は免除することができる。 

 

(仮清算への準用) 

第25条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、

又は交付する場合について準用する。 
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第7章 雑則 

 

(所有権以外の権利の申告又は届け出の受理の停止) 

第26条 次の各号に掲げる期間においては、法第85条第4項の規定により同条第1項

の申告又は同条第3項の届け出は、受理しない。 

(1) 法第88条第2項の規定による換地計画縦覧開始の公告の日から法第103条第4

項の規定による換地処分の公告の日まで 

(2) 政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過

した日から政令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定等の公告の日まで 

 

(補償金の前払い) 

第27条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は

除去する場合において必要があると認められるときは、法第78条に規定する補償金

の一部を前払いすることができる。 

 

(換地処分時期の特例) 

第28条 町長は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があ

ると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により、換地処分を行うことができ

る。 

 

(委任) 

第29条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定

める。 

 

附 則 

この条例は、茅ケ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業の事業計画

決定の公告の日から施行する。 

(公告の日＝平成4年6月1日) 
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○茅ケ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例施行規

則 

平成4年3月26日 

規則第2号 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、茅ケ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条

例(平成4年寒川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を

定めるものとする。 

 

(審議会の副会長) 

第2条 茅ケ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理審議会(以下「審議会」と

いう。)に副会長を置く。 

2 副会長は、審議会委員が互選する。 

3 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

(審議会の結果報告) 

第3条 会長は、審議会の会議について議事録を作成しなければならない。 

2 議事録には、会議の前に会長が指名する委員2人が署名しなければならない。 

3 会長は、審議会の会議が終了したときは、議事録の写しを添えて審議結果を町長に

報告しなければならない。 

 

(審議会の書記) 

第4条 審議会の庶務を処理させるため、書記を置く。 

2 書記は、茅ケ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業(以下「事業」と

いう。)を担当する職員をもつて充てる。 

 

(特別委員会) 

第5条 会長は、特別の事項を調査、審議させるため必要があると認めるときは、随時、

審議会に特別委員会を置くことができる。 

2 特別委員会の委員は、審議会委員が互選する。ただし、審議会の議決により会長

が指名することができる。 

3 特別委員会に委員長を置く。 

4 委員長は、特別委員会委員が互選する。 

5 委員長は、特別委員会を代表し、会務を総理する。 

6 委員長は、会議が終了したときは、その結果を会長に報告しなければならない。 

 

(地積更正の申請手続等) 

第6条 条例第16条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる図書を添付した地

積更正申請書(第1号様式)により行うものとする。 

(1) 境界見取図 

(2) 実測図 
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(3) 隣接土地所有者の土地境界確認書 

2 前項の場合において、申請に係る土地に当該申請者の同一所有に属する土地又は

民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親属の所有に属する土地が接続して

いるときは、当該接続する土地に係る前項各号の図書も併せて添付しなければなら

ない。 

3 条例第16条第2項の規定により基準地積の更正に係る決定をしたときは、その結果

を地積更正決定通知書(第2号様式)により当該宅地の所有者に通知するものとす

る。 

 

(清算金の徴収方法) 

第7条 換地計画において定める清算金の徴収は、寒川町財務規則(昭和40年寒川町

規則第1号)に定める納入通知書により行うものとする。 

 

(清算金分割納付許可の申請手続等) 

第8条 条例第23条第3項の規定による申請は、清算金分割納付許可申請書(第3号

様式)によるものとする。 

2 条例第23条第3項の規定による許可に係る決定をしたときは、その結果を清算金分

割納付許可決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。 

3 町長は、清算金分割納付の許可を受けた者が分割納付金を滞納したときは、未納

の清算金の全部又は一部につき、その指定した納付期限を繰り上げて徴収すること

ができる。 

 

(清算金分割交付の通知) 

第9条 町長は、条例第23条第1項の規定により清算金を分割交付する場合には、清

算金分割交付通知書(第5号様式)により交付を受けるべき者に通知するものとする。 

 

(延滞金の減免) 

第10条 条例第24条第3項の規定による延滞金の減額又は免除は、次の各号に定め

るところによる。 

(1) 天災、火災その他これらに類する災害を受けたとき又は生活保護法(昭和25年

法律第144号)の規定による扶助を受けているとき若しくは受けることとなったとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。 

2 延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、延滞金減免申請書(第6号様式)によ

り町長に申請しなければならない。 

3 町長は、延滞金の減額又は免除に係る決定をしたときは、その結果を延滞金減免

決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。 

 

(仮清算の場合の準用) 

第11条 第7条から前条までの規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第

102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合について準用する。 
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(代理人の指定) 

第12条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本町内に住所又は居所を有

しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本町内に居住

する者のうちから代理人を指定することができる。 

2 前項の規定により代理人を指定したとき、代理人の氏名若しくは住所が変更したとき

又は代理人の指定を取消したときは、代理人指定等届出書(第8号様式)により町長

に届け出なければならない。 

 

(補償金の一部前払いの手続) 

第13条 条例第27条の規定による補償金の一部前払いを受けようとする者は、補償金

前払申請書(第9号様式)により町長に申請しなければならない。 

2 町長は、補償金の前払いに係る決定をしたときは、その結果を補償金前払決定通

知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。 

 

附 則 

この規則は、茅ケ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例の

施行の日から施行する。 

 

附 則(平成12年3月27日規則第5号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

(残存用紙の使用) 

3 この規則の施行前に、旧規則の規定により既に調製された様式で用紙が現に残存

するものに限り、所要の調整をし、当分の間使用することができる。 

 

附 則(平成13年1月16日規則第1号) 

この規則は、平成13年1月16日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


