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地方自治法施行令第百七十四条の三十九第三項による土地区画整理法第五十五条の読替え

７

５
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地方自治法施行令の一部を改正する政令

○

○地方自治法施行令第百七十四条の三十九第三項による土地区画整理法第五十五条の読替え

改 正前の地方 自治法施 行令第百七十四条の三十

は読替部分）（

改 正後の地方 自治法施 行令第百七十四条の三

九第三項による読 替後の土地 区画整理 法第五十

（

十九第三項による 読替後の土 地区画整理 法第
五条

（事業計画の決定及び変更）

五十五条

（事業計画の決定及び変更）

は当然読替部分）（

は改正に係る読替部分）

読替前の土地区画整理法第五十五条

（事業計画の決定及び変更）

第一項の事業計画を定めようとする場合にお

都道府県又は市町村が第五十二条

第一項の事業計画を定めようとする場合にお

いては、都道府県知事又は市町村長は、政令

第五十五条

第一項の事業計画を定めようとする場合にお

いては、都道府県知事又は市町村長は、政令

で定めるところにより、事業計画を二週間公

都道府県又は市町村が第五十二条

いては、都道府県知事又は市町村長は、政令

で定めるところにより、事業計画を二週間公

衆の縦覧に供しなければならない。この場合

第五十五条

で定めるところにより、事業計画を二週間公

衆の縦覧に供しなければならない。【後段は

においては、市町村長は、あらかじめ、その

都道府県又は市町村が第五十二条

衆の縦覧に供しなければならない。【後段は

適用除外】

事業計画を都道府県知事に送付しなければな

らない。

された事業計画について意見がある場合にお

いては、縦覧期間満了の日の翌日から起算し

された事業計画について意見がある場合にお

利害関係者は、前項の規定により縦覧に供

された事業計画について意見がある場合にお

いては、縦覧期間満了の日の翌日から起算し

て二週間を経過する日までに、都道府県知事

２

いては、縦覧期間満了の日の翌日から起算し

て二週間を経過する日までに、指定都市の市

に意見書を提出することができる。ただし、

利害関係者は、前項の規定により縦覧に供

て二週間を経過する日までに、指定都市の市

長に意見書を提出することができる。ただし

都市計画において定められた事項については

２

長に意見書を提出することができる。ただし

、都市計画において定められた事項について

、この限りでない。

利害関係者は、前項の規定により縦覧に供

、都市計画において定められた事項について

は、この限りでない。

都道府県知事は、前項の規定により意見書

は、この限りでない。

３

の提出があつた場合においては、これを都道

指定都市の市長は、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、これを都

府県都市計画審議会に付議しなければならな

指定都市の市長は、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、これを市

道府県都市計画審議会に付議しなければなら

３

適用除外】

第五十五条

２

３

町村都市計画審議会に付議しなければならな
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４

５

６

い。

ない。

い。

の市町村に対し必要な修正を加えるべきこと

町村が定めようとする事業計画についてはそ

業計画については自ら必要な修正を加え、市

合においては、指定都市が定めようとする事

に係る意見を採択すべきであると議決した場

が前項の意見書の内容を審査し、その意見書

とを求め【修正の要求は適用除外】、都道府

その市町村に対し必要な修正を加えるべきこ

市町村が定めようとする事業計画については

事業計画については自ら必要な修正を加え、

場合においては、指定都市が定めようとする

書に係る意見を採択すべきであると議決した

会が前項の意見書の内容を審査し、その意見

書に係る意見を採択すべきでないと議決した

を求め、都道府県都市計画審議会がその意見

の市町村に対し必要な修正を加えるべきこと

町村が定めようとする事業計画についてはそ

業計画については自ら必要な修正を加え、市

合においては、都道府県が定めようとする事

に係る意見を採択すべきであると議決した場

が前項の意見書の内容を審査し、その意見書

都道府県知事は、都道府県都市計画審議会

を求め【修正の要求は適用除外】、市町村都

県都市計画審議会がその意見書に係る意見を

場合においては、その旨を意見書を提出した

４

市計画審議会がその意見書に係る意見を採択

採択すべきでないと議決した場合においては

者に通知しなければならない。

指定都市の市長は、都道府県都市計画審議

すべきでないと議決した場合においては、そ

、その旨を意見書を提出した者に通知しなけ

４

の旨を意見書を提出した者に通知しなければ

ればならない。

指定都市の市長は、市町村都市計画審議会

ならない。

十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三

いては、行政不服審査法第二章第三節（第二

十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第

十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三

いては、行政不服審査法第二章第三節（第二

四十二条を除く。）の規定を準用する。この

十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第

十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三

いては、行政不服審査法第二章第三節（第二

前項の規定による意見書の内容の審査につ

十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第

四十二条を除く。）の規定を準用する。この

場合において、同節中「審理員」とあるのは

５

四十二条を除く。）の規定を準用する。この

場合において、同節中「審理員」とあるのは

、「都道府県都市計画審議会」と読み替える

前項の規定による意見書の内容の審査につ

場合において、同節中「審理員」とあるのは

、「都道府県都市計画審議会」と読み替える

ものとする。

５

、「市町村都市計画審議会」と読み替えるも

ものとする。

前項の規定による意見書の内容の審査につ

のとする。

より事業計画に修正を加えた場合（政令で定

都道府県知事又は市町村が第四項の規定に
より事業計画に修正を加えた場合（政令で定

める軽微な修正を加えた場合を除く。）にお

６

より事業計画に修正を加えた場合（政令で定

める軽微な修正を加えた場合を除く。）にお

いては、その修正に係る部分について、更に

都道府県知事又は市町村が第四項の規定に

める軽微な修正を加えた場合を除く。）にお

いては、その修正に係る部分について、更に

第一項から本項までに規定する手続を行うべ

６

いては、その修正に係る部分について、更に

第一項から本項までに規定する手続を行うべ

都道府県知事又は市町村が第四項の規定に

第一項から本項までに規定する手続を行うべ
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きものとする。

きものとする。

きものとする。

る場合においては、施行地区（施行地区を工

区に分ける場合においては、施行地区及び工

る場合においては、施行地区（施行地区を工

第五十二条第一項に規定する認可を申請す

る場合においては、施行地区（施行地区を工

区に分ける場合においては、施行地区及び工

区。以下この条において同じ。）及び設計の

７

区に分ける場合においては、施行地区及び工

区。以下この条において同じ。）及び設計の

概要を表示する図書を提出しなければならな

第五十二条第一項に規定する認可を申請す

区。以下この条において同じ。）及び設計の

概要を表示する図書を提出しなければならな

い。

７

概要を表示する図書を提出しなければならな
い。

第五十二条第一項に規定する認可を申請す

い。

二条第一項に規定する認可をした場合におい

ては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関

二条第一項に規定する認可をした場合におい

国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十

二条第一項に規定する認可をした場合におい

ては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関

係市町村長に、都道府県知事にあつては国土

８

ては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関

係市町村長に、都道府県知事にあつては国土

交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写

国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十

係市町村長に、都道府県知事にあつては国土

交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写

しを送付しなければならない。

８

交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写

しを送付しなければならない。

国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十

しを送付しなければならない。

事業計画を定めた場合においては、都道府県

都道府県又は市町村が第五十二条第一項の
事業計画を定めた場合においては、都道府県

知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省

９

事業計画を定めた場合においては、都道府県

知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省

令で定めるところにより、施行者の名称、事

都道府県又は市町村が第五十二条第一項の

知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省

令で定めるところにより、施行者の名称、事

業施行期間、施行地区その他国土交通省令で

９

令で定めるところにより、施行者の名称、事

業施行期間、施行地区その他国土交通省令で

定める事項を公告しなければならない。

都道府県又は市町村が第五十二条第一項の

業施行期間、施行地区その他国土交通省令で

定める事項を公告しなければならない。

において公衆の縦覧に供しなければならない

において公衆の縦覧に供しなければならない
。
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７

８

９

定める事項を公告しなければならない。

市町村長は、前項の公告の日から第百三条

第四項の公告の日まで、政令で定めるところ

市町村長は、前項の公告の日から第百三条
第四項の公告の日まで、政令で定めるところ

市町村長は、前項の公告の日から第百三条

第四項の公告の日まで、政令で定めるところ

において公衆の縦覧に供しなければならない

。

11

。

11

るまでは、事業計画をもつて第三者に対抗す

都道府県又は市町村は、第九項の公告があ
るまでは、事業計画をもつて第三者に対抗す

都道府県又は市町村は、第九項の公告があ

るまでは、事業計画をもつて第三者に対抗す

都道府県又は市町村は、第九項の公告があ

により、第八項の図書を当該市町村の事務所

10
により、第八項の図書を当該市町村の事務所

10

により、第八項の図書を当該市町村の事務所

10
11

ることができない。

ることができない。
都道府県又は市町村は、第五十二条第一項

ることができない。

都道府県又は市町村は、第五十二条第一項

の事業計画において定めた設計の概要の変更

都道府県又は市町村は、第五十二条第一項
の事業計画において定めた設計の概要の変更

更をしようとする場合を除く。）においては
、その変更について、都道府県にあつては国
土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知
事の認可を受けなければならない。【指定都
市は国土交通大臣認可】

第一項から第七項までの規定は、第五十二

事の認可を受けなければならない。

土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知

、その変更について、都道府県にあつては国

更をしようとする場合を除く。）においては

をしようとする場合（政令で定める軽微な変

の事業計画において定めた設計の概要の変更

更をしようとする場合を除く。）においては
、その変更について、都道府県にあつては国
土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知
事の認可を受けなければならない。【指定都
市は国土交通大臣認可】

第一項から第七項までの規定は、第五十二

条第一項の事業計画を変更しようとする場合

合を除く。）について、第八項の規定は、設
計の概要の変更の認可をした場合について、
第九項から第十一項までの規定は、同条第一
項の事業計画の変更をした場合について準用
する。この場合において、第七項及び第八項
中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十
五条第十二項」と、第七項中「を表示する」
とあるのは「についての変更を表示する」と
、第九項中「を公告し」とあるのは「につい
ての変更に係る事項を公告し」と、第十一項
中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計
画の変更をもつて」と読み替えるものとする
。【第四項の修正の要求に関する規定は適用
対象外であるので準用の対象ではない。】

。

画の変更をもつて」と読み替えるものとする

中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計

ての変更に係る事項を公告し」と、第十一項

、第九項中「を公告し」とあるのは「につい

とあるのは「についての変更を表示する」と

五条第十二項」と、第七項中「を表示する」

中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十

する。この場合において、第七項及び第八項

項の事業計画の変更をした場合について準用

第九項から第十一項までの規定は、同条第一

計の概要の変更の認可をした場合について、

合を除く。）について、第八項の規定は、設

（政令で定める軽微な変更をしようとする場

条第一項の事業計画を変更しようとする場合

合を除く。）について、第八項の規定は、設
計の概要の変更の認可をした場合について、
第九項から第十一項までの規定は、同条第一
項の事業計画の変更をした場合について準用
する。この場合において、第七項及び第八項
中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十
五条第十二項」と、第七項中「を表示する」
とあるのは「についての変更を表示する」と
、第九項中「を公告し」とあるのは「につい
ての変更に係る事項を公告し」と、第十一項
中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計
画の変更をもつて」と読み替えるものとする
。【第四項の修正の要求に関する規定は適用

（政令で定める軽微な変更をしようとする場

13

（政令で定める軽微な変更をしようとする場

条第一項の事業計画を変更しようとする場合

第一項から第七項までの規定は、第五十二

をしようとする場合（政令で定める軽微な変

12

をしようとする場合（政令で定める軽微な変

12
13

対象外であるので準用の対象ではない。】
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12
13

改 正後の地方 自治法施 行令第百七十四条の三

九第三項による読 替後の土地 区画整理 法第百三

改 正前の地方 自治法施 行令第百七十四条の三十

○地方自治法施行令第百七十四条の三十九第三項による土地区画整理法第百三条の読替え

十九第三項による 読替後の土 地区画整理 法第
条

（換地処分）

百三条

（換地処分）

換地処分は、関係権利者に換地計画

（

は読替部分）（

は当然読替部分）

読替前の土地区画整理法第百三条

換地処分は、関係権利者に換地計画

（換地処分）
第百三条

において定められた関係事項を通知してする

第百三条

において定められた関係事項を通知してする

ものとする。

換地処分は、関係権利者に換地計画

において定められた関係事項を通知してする
ものとする。

ついて土地区画整理事業の工事が完了した後

において、遅滞なく、しなければならない。

ついて土地区画整理事業の工事が完了した後

ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別

において、遅滞なく、しなければならない。

ついて土地区画整理事業の工事が完了した後

換地処分は、換地計画に係る区域の全部に

において、遅滞なく、しなければならない。

ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別

段の定めがある場合においては、換地計画に

２

ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別

段の定めがある場合においては、換地計画に

係る区域の全部について工事が完了する以前

換地処分は、換地計画に係る区域の全部に

段の定めがある場合においては、換地計画に

係る区域の全部について工事が完了する以前

においても換地処分をすることができる。

２

係る区域の全部について工事が完了する以前

においても換地処分をすることができる。

換地処分は、換地計画に係る区域の全部に

においても換地処分をすることができる。

又は機構等は、換地処分をした場合において

個人施行者、組合、区画整理会社、市町村
等は、換地処分をした場合においては、遅滞

は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け

３

等は、換地処分をした場合においては、遅滞

なく、その旨を指定都市の市長に届け出なけ

出なければならない。

個人施行者、組合、区画整理会社又は機構

なく、その旨を指定都市の市長に届け出なけ

ればならない。【施行者が機構等である場合

個人施行者、組合、区画整理会社又は機構

ればならない。【施行者が機構等である場合

は権限移譲の対象外】

国土交通大臣は、換地処分をした場合にお

は権限移譲の対象外】

４

いては、その旨を公告しなければならない。

国土交通大臣は、換地処分をした場合にお
いては、その旨を公告しなければならない。

都道府県知事は、都道府県が換地処分をした

国土交通大臣は、換地処分をした場合にお
いては、その旨を公告しなければならない。

指定都市の市長は、指定都市が換地処分をし

４

３

ものとする。

第百三条

２

３

４

指定都市の市長は、指定都市が換地処分をし

- 5 -

５

６

らない。

は、換地処分があつた旨を公告しなければな

た場合又は前項の届出があつた場合において

らない。

は、換地処分があつた旨を公告しなければな

た場合又は前項の届出があつた場合において

ない。

、換地処分があつた旨を公告しなければなら

場合又は前項の届出があつた場合においては

換地処分の結果、市町村の区域内の町又は

字の区域又は名称について変更又は廃止をす

５

字の区域又は名称について変更又は廃止をす

ることが必要となる場合においては、前項の

換地処分の結果、市町村の区域内の町又は

字の区域又は名称について変更又は廃止をす

ることが必要となる場合においては、前項の

公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更

５

ることが必要となる場合においては、前項の

公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更

又は廃止の効力が同時に発生するように、そ

換地処分の結果、市町村の区域内の町又は

公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更

又は廃止の効力が同時に発生するように、そ

規定は、適用しない。

換地処分については、行政手続法第三章の

又は廃止の効力が同時に発生するように、そ

６

の公告をしなければならない。

規定は、適用しない。

換地処分については、行政手続法第三章の

の公告をしなければならない。
６

の公告をしなければならない。
換地処分については、行政手続法第三章の
規定は、適用しない。
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（意見書の内容の審査の方法）

読替前の土地区画整理法施行令第三条の二

○地方自治法施行令第百七十四条の三十九第三項による土地区画整理法施行令第三条の二の読替え

改 正後の地方 自治法施 行令第百七十四条の三十九第三項に よる読替後
の土地 区画整理法 施行令第三条の二

（意見書の内容の審査の方法）

（

は読替部分）

用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取につ

条の規定を、法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項において準

ては行政不服審査法施行令（平成二十七年政令第三百九十一号）第八

律第六十八号）第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述につい

において同じ。）において準用する行政不服審査法（平成二十六年法

（法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項

場合を含む。以下この項において同じ。）又は第五十一条の八第四項

いては同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、

用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取につ

条の規定を、法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項において準

ては行政不服審査法施行令（平成二十七年政令第三百九十一号）第八

律第六十八号）第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述につい

において同じ。）において準用する行政不服審査法（平成二十六年法

（法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項

場合を含む。以下この項において同じ。）又は第五十一条の八第四項

法第二十条第四項（法第三十九条第二項において準用する

いては同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、

同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、

第三条の二

同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、

同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替える

法第二十条第四項（法第三十九条第二項において準用する

同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替える

ものとする。

行令第八条の規定を、法第五十五条第五項において準用する行政不服

一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施

以下この項において同じ。）において準用する行政不服審査法第三十

審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九

行令第八条の規定を、法第五十五条第五項において準用する行政不服

一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施

以下この項において同じ。）において準用する行政不服審査法第三十

法第五十五条第五項（同条第十三項において準用する場合を含む。

審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九

条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び

２

条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び

第九条中「審理員」とあるのは「都道府県都市計画審議会」と、同令

法第五十五条第五項（同条第十三項において準用する場合を含む。

ものとする。

第三条の二

２

第九条中「審理員」とあるのは「市町村都市計画審議会」と、同令第
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３

４

する。

八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものと
とする。

第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるもの

査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条

令第八条の規定を、法第六十九条第四項において準用する行政不服審

条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行

下この項において同じ。）において準用する行政不服審査法第三十一

の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第

査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条

令第八条の規定を、法第六十九条第四項において準用する行政不服審

条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行

下この項において同じ。）において準用する行政不服審査法第三十一

法第六十九条第四項（同条第十項において準用する場合を含む。以

の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第

九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第八条中「総

３

九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第八条中「総

務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

法第六十九条第四項（同条第十項において準用する場合を含む。以

務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第

行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については

法施行令第八条の規定を、法第七十一条の三第九項において準用する

三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査

む。以下この項において同じ。）において準用する行政不服審査法第

八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県

同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第

行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については

法施行令第八条の規定を、法第七十一条の三第九項において準用する

三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査

む。以下この項において同じ。）において準用する行政不服審査法第

法第七十一条の三第九項（同条第十五項において準用する場合を含

八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県

知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と

４

知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と

読み替えるものとする。

法第七十一条の三第九項（同条第十五項において準用する場合を含

読み替えるものとする。
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