都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

新旧対照条文

○都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）（抄）（第一条関係）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） （ 抄 ） （ 第 二 条 関 係 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）（抄）（第三条関係）

○ 都 市 開 発 資 金 の 貸 付 け に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 一 年 法 律 第 二 十 号 ） （ 抄 ） （ 第 四 条 関 係 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 首 都 直 下 地 震 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） （ 抄 ） （ 附 則 第 四 項 関 係 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

53 47 45 38

改

正

案

○都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）（抄）（第一条関係）

目次
（略）

都市再生緊急整備地域における特別の措置

第一章～第三章
第四章
（略）

都市再生駐車施設配置計画の作成等（第十九条の十三・第

第一節・第二節
第三節
十九条の十四）

都市再生安全確保計画の作成等（第十九条の十五―第十九

目次

現

（略）

行

（傍線部分は改正部分）

都市再生緊急整備地域における特別の措置

第一章～第三章
第四章

（略）

都市再生安全確保計画の作成等（第十九条の十三―第十九

第一節・第二節

第三節

民間都市再生事業計画の認定等（第二十条―第三十五条）

第四節

第四節

都市計画等の特例

条の十八）

民間都市再生事業計画の認定等（第二十条―第三十五条）

第五節

条の二十）
第五節
都市計画等の特例

（略）

都市再生事業に係る認可等の特例（第四十二条―第四十
五条）

都市再生歩行者経路協定（第四十五条の二―第四十五条の
十二）

都市再生安全確保施設に関する協定
（略）

都市再生整備計画に係る特別の措置
（略）

（略）

都市計画等の特例
第一款～第四款

第三節

第一節・第二節

第五章

第一款～第四款

第七節

第六節

第三款

第一款・第二款

第六節
（略）

都市再生安全確保施設に関する協定

十二）

都市再生歩行者経路協定（第四十五条の二―第四十五条の

十五条）

都市再生事業等に係る認可等の特例（第四十二条―第四

第一款・第二款
第三款

第七節

第八節

（略）

都市再生整備計画に係る特別の措置

第一款～第四款
第五章

（略）

（略）

都市計画等の特例

第一節・第二節
第三節

第一款～第四款
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第六款

第五款
歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例（第六

都市公園の占用の許可の特例（第六十二条の二）

十二条の三）
（略）

立地適正化計画に係る特別の措置

第四節～第七節
第六章
（略）

都市機能誘導区域に係る特別の措置

第一節・第二節
第三節
（略）

土地区画整理法の特例（第百五条―第百五条の四）

第一款・第一款の二
第二款
（略）

休廃止の届出等（第百八条の二）

第三款・第四款
第五款
特定用途誘導地区（第百九条）

立地誘導促進施設協定（第百九条の二―第百九条の四）

第六款
第四節

低未利用土地権利設定等促進計画等（第百九条の五―第百

跡地等管理協定等（第百十条―第百十六条）

九条の十二）

第五節

第六節
（略）

第五款

都市公園の占用の許可の特例（第六十二条の二）

（略）

立地適正化計画に係る特別の措置

第四節～第七節
第六章

（略）

都市機能誘導区域に係る特別の措置

第一節・第二節
第三節

（略）

土地区画整理法の特例（第百五条）

第一款・第一款の二
第二款

（略）

（略）

跡地等管理協定等（第百十条―第百十六条）

特定用途誘導地区（第百九条）

第三款・第四款

第五款

第四節

（略）

（略）

第七章～第十章
附則

第七章～第十章
附則

２～４

第十九条の二

（整備計画）
（略）

（整備計画）
第十九条の二
（略）

事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者

協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該

事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者

（都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八

５

（都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八

十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合に

協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該

２～４
５

十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合に

- 2 -

長又は北海道開発局長。第六節において同じ。）又は市町村をいう。

は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局

法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又

あっては、同項の国土交通大臣（同法第八十五条の二の規定により同

以下この節において同じ。）に協議し、その同意を得なければならな

長又は北海道開発局長。第五節において同じ。）又は市町村をいう。

は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局

法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又

あっては、同項の国土交通大臣（同法第八十五条の二の規定により同

（略）

以下この節において同じ。）に協議し、その同意を得なければならな

６～

い。
（略）

都市再生駐車施設配置計画の作成等

（新設）

12

い。
６～

第三節

協議会は、都市再生緊急整備地域内の区域について、

（都市再生駐車施設配置計画）
第十九条の十三

商業施設、業務施設その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大
きい用途の施設の集積の状況、当該施設の周辺における道路の交通の
状況、公共交通機関の利用の状況その他の事情を勘案し、一般駐車施
設（駐車施設（駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第二十条第一
項に規定する駐車施設をいう。以下同じ。）のうち人の運送の用に供
する自動車の駐車を主たる目的とするものをいう。）、荷さばき駐車
施設（駐車施設のうち貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物
の積卸しを主たる目的とするものをいう。）その他の駐車施設の種類
ごとに駐車施設を適切な位置及び規模で配置することが当該都市再生
緊急整備地域の都市機能の増進を図るため必要であると認めるときは
、地域整備方針に基づき、駐車施設の種類ごとの配置に関する計画（
以下「都市再生駐車施設配置計画」という。）を作成することができ
る。
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12

２

３

４

５

６

都市再生駐車施設配置計画には、次に掲げる事項を記載するものと

駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項

域」という。）

都市再生駐車施設配置計画の区域（以下この節において「計画区

する。
一

二
に規定する者が設けるべき駐車施設の種類並びに当該種類ごとの駐
車施設の位置及び規模に関する事項
都市再生駐車施設配置計画においては、前項第二号の駐車施設の位
置については計画区域における安全かつ円滑な交通が確保されるよう
に、同号の駐車施設の規模については計画区域における駐車施設の種
類ごとの需要が適切に充足されるように定めるものとする。
都市再生駐車施設配置計画は、国の関係行政機関等の長の全員の合
意により作成するものとする。
協議会は、都市再生駐車施設配置計画を作成したときは、遅滞なく
、これを公表しなければならない。
第二項から前項までの規定は、都市再生駐車施設配置計画の変更に
ついて準用する。

都市再生駐車施設配置計画に記載された計画区域（駐

（駐車施設の附置に係る駐車場法の特例）
第十九条の十四

車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区
域内に限る。）内における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条
の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商
業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の計画区域（都市再生特別
措置法第十九条の十三第二項第一号に規定する計画区域をいう。以下
同じ。）の区域内に」と、「その建築物又はその建築物の敷地内に」

（新設）
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とあるのは「都市再生駐車施設配置計画（同条第一項に規定する都市
再生駐車施設配置計画をいう。以下同じ。）に記載された同条第二項
第二号に掲げる事項の内容に即して」と、「駐車場整備地区内又は商
業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「計画区域の区域内
の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の計画区域の区
域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「その建築物又はその
建築物の敷地内に」とあるのは「都市再生駐車施設配置計画に記載さ
れた都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項の
内容に即して」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同
条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の計画区域の
区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とある

都市再生安全確保計画の作成等

のは「計画区域の区域内の」とする。

第四節

（都市再生安全確保計画）
（略）

都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする

第十九条の十五
２
。
（略）

第三節

都市再生安全確保計画の作成等

（略）

（都市再生安全確保計画）

（略）

都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする

第十九条の十三
２
。
一～三

都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修（建築物の耐震

改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第二条第二

四

改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第二条第二

項に規定する耐震改修をいう。第十九条の十六第一項において同じ

都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修（建築物の耐震

一～三
四

項に規定する耐震改修をいう。第十九条の十八第一項において同じ

。）その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全

（略）

。）その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全

五・六

の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
（略）

の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
五・六
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３～６

（略）

第十九条の十六

（略）

（建築確認等の特例）

３～６

（略）

第十九条の十四

（略）

（建築確認等の特例）

において同じ。）の規定による確認又は同法第十八条第二項（同法第

同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項及び第四項

しようとするとき（当該建築物の建築等について同法第六条第一項（

模の模様替又は用途の変更をいう。以下同じ。）に関する事項を記載

同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規

法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第十三号に規定する建築、

二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等（建築基準

八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。）

において同じ。）の規定による確認又は同法第十八条第二項（同法第

同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項及び第四項

しようとするとき（当該建築物の建築等について同法第六条第一項（

模の模様替又は用途の変更をいう。以下同じ。）に関する事項を記載

同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規

法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第十三号に規定する建築、

二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等（建築基準

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第

八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。）

の規定による通知を要する場合（次条第一項に規定する場合を除く。

第十九条の十五

の規定による通知を要する場合（次条第一項に規定する場合を除く。

）に限る。）は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第

）に限る。）は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、

建築主事に協議し、その同意を得ることができる。

第十九条の十七

建築主事に協議し、その同意を得ることができる。

（略）

は第四号に掲げる事項として建築物の建築等（当該建築物の敷地若し

２

は第四号に掲げる事項として建築物の建築等（当該建築物の敷地若し

くは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している

（略）

くは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している

場合であって当該一団地（その内に建築基準法第八十六条第八項の規

２

場合であって当該一団地（その内に建築基準法第八十六条第八項の規

定により現に公告されている他の対象区域（同条第六項に規定する対

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又

定により現に公告されている他の対象区域（同条第六項に規定する対

象区域をいう。以下この項において同じ。）があるときは、当該他の

３

象区域をいう。以下この項において同じ。）があるときは、当該他の

対象区域の全部を含むものに限る。）内に一若しくは二以上の構えを

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又

対象区域の全部を含むものに限る。）内に一若しくは二以上の構えを

成す建築物（二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によっ

３

成す建築物（二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によっ
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４

できる。

る特定行政庁をいう。以下同じ。）に協議し、その同意を得ることが

ろにより、あらかじめ、特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定す

に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるとこ

は同法第八十六条の八第一項に規定する場合におけるものに限る。）

て建築されるものに限る。）が建築される場合又は同条第二項若しく

できる。

る特定行政庁をいう。以下同じ。）に協議し、その同意を得ることが

ろにより、あらかじめ、特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定す

に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるとこ

は同法第八十六条の八第一項に規定する場合におけるものに限る。）

て建築されるものに限る。）が建築される場合又は同条第二項若しく

準法第六条第一項若しくは第十八条第三項（同法第八十七条第一項に

の日に第一項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基

画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表

おいて準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交付又は前項

準法第六条第一項若しくは第十八条第三項（同法第八十七条第一項に

の日に第一項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基

画が第十九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表

第一項又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計

おいて準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交付又は前項

の同意を得た事項に係る建築物についての同法第八十六条第一項若し

４

の同意を得た事項に係る建築物についての同法第八十六条第一項若し

くは第二項若しくは第八十六条の八第一項の規定による認定があった

第一項又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計

くは第二項若しくは第八十六条の八第一項の規定による認定があった

ものとみなす。

（建築物の耐震改修の計画の認定の特例）

ものとみなす。

（建築物の耐震改修の計画の認定の特例）

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第

二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する

第十九条の十六

二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する

事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第

事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより

、あらかじめ、所管行政庁（建築物の耐震改修の促進に関する法律第

第十九条の十八

、あらかじめ、所管行政庁（建築物の耐震改修の促進に関する法律第

二条第三項に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。）に協

（略）

二条第三項に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。）に協

２

議し、その同意を得ることができる。

（略）

第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十

議し、その同意を得ることができる。
２

３

九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当

第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十
九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当

該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関す

３

該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関す
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（都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例）

る法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなす。

（都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例）

る法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなす。

六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積

十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十

の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八

く。）、第六十八条の五の四（第一号ロを除く。）、第六十八条の五

二（第二号イを除く。）、第六十八条の五の三第一項（第一号ロを除

八条の四、第六十八条の五（第二号イを除く。）、第六十八条の五の

項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十

第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一

び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、

面積は、建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及

庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床

生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政

二項第二号又は第四号に掲げる事項に係る建築物については、都市再

率（同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九

六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積

十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十

の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八

く。）、第六十八条の五の四（第一号ロを除く。）、第六十八条の五

二（第二号イを除く。）、第六十八条の五の三第一項（第一号ロを除

八条の四、第六十八条の五（第二号イを除く。）、第六十八条の五の

項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十

第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一

び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、

面積は、建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及

庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床

生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政

二項第二号又は第四号に掲げる事項に係る建築物については、都市再

都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第

率（同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九

第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の

第十九条の十七

第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の

容積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の基礎となる延べ面積

都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第

容積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の基礎となる延べ面積

に算入しない。

は第四号に掲げる事項として建築物（都市再生安全確保施設である備

蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。）の建築等に関

は第四号に掲げる事項として建築物（都市再生安全確保施設である備

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又

蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。）の建築等に関

する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところに

２

する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところに

より、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができ

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又

に算入しない。

第十九条の十九

２

より、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができ

- 8 -

３

る。

る。

条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該

事項に係る建築物についての第一項の規定による認定があったものと

条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該

前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九

事項に係る建築物についての第一項の規定による認定があったものと
みなす。

３

みなす。

（都市公園の占用の許可の特例）

前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九

（都市公園の占用の許可の特例）

。）に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に

法律第七十九号）第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ

二項第二号に掲げる事項として都市公園（都市公園法（昭和三十一年

関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で

。）に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に

法律第七十九号）第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ

二項第二号に掲げる事項として都市公園（都市公園法（昭和三十一年

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第

関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で

定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者（同法

第十九条の十八

定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者（同法

第五条第一項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。）に協議し、

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第

第五条第一項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。）に協議し、

その同意を得ることができる。

前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九

条の十三第五項の規定により公表された日から二年以内に当該都市再

２

条の十五第五項の規定により公表された日から二年以内に当該都市再

生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第

前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九

その同意を得ることができる。

第十九条の二十

２

生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第

一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可

民間都市再生事業計画の認定等

一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可

第四節

都市計画等の特例

を与えるものとする。

民間都市再生事業計画の認定等

第五節

を与えるものとする。

第五節

都市計画等の特例

（都市再生事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案）

第六節

（都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案）
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。）を行おうとする者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県若し

る公共公益施設の整備に関する事業（以下「都市再生事業等」という

大臣又は市町村）又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決

指定都市（同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通

一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の

都市再生事業を行おうとする者は、都市計画法第十五条第

くは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市（同法第二

定若しくは変更をする市町村（以下「都市計画決定権者」と総称する

第三十七条

十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村）又

。）に対し、当該都市再生事業を行うために必要な次に掲げる都市計

都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連して必要とな

は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をす

画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合にお

第三十七条

る市町村（以下「都市計画決定権者」と総称する。）に対し、当該都

（略）

いては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一～九

市再生事業等を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更
をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案
に係る都市計画の素案を添えなければならない。
（略）

前項の規定による提案（以下「計画提案」という。）は、当該都市

再生事業に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について

２

再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域につい

（略）

、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行

（略）

一～三

て、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより

（略）
３

第三款

（都市再生事業に係る認可等に関する処理期間）

都市再生事業に係る認可等の特例

うものとする。

一～三
（略）

都市再生事業等に係る認可等の特例

行うものとする。

前項の規定による提案（以下「計画提案」という。）は、当該都市

一～九
２

３

第三款

（都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間）

ころにより当該都市再生事業を施行するために必要な次に掲げる認可

都市再生事業を行おうとする者が国土交通省令で定めると

ところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる

、認定又は承認（以下この節において「認可等」という。）の申請を

第四十二条

認可、認定又は承認（以下この節において「認可等」という。）の申

行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当

都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定める

請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は

該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以

第四十二条

、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期
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内において速やかに当該処分を行うものとする。
一～四

間以内において速やかに当該処分を行うものとする。
一～四

（計画提案を行った場合における都市再生事業に係る認可等の申請の

（略）

（計画提案を行った場合における都市再生事業等に係る認可等の申請
特例）

（略）

の特例）

まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第四十条第一

画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏

の通知（以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。）

えた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第四十条第一項

決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏ま

都市再生事業を行おうとする者は、その日以前に都市計画

項の通知（以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。

が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計画

都市再生事業等を行おうとする者は、その日以前に都市計 第四十三条

）が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計

提案を行っている旨及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示して

第四十三条

画提案を行っている旨及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示し

（略）

第四十五条

認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第

（都市再生事業に係る認可等に関する意見の申出）

２～４

認可等の申請を行うことができる。

（略）

て認可等の申請を行うことができる。
２～４

（都市再生事業等に係る認可等に関する意見の申出）
認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第

三項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十

第四十五条

三項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十

二条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことがで

都市再生歩行者経路協定

二条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことがで

２

とする。

（略）

都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるもの

第四十五条の二

（都市再生歩行者経路協定の締結等）

第六節

きるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。

都市再生歩行者経路協定

きるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。

第七節

（都市再生歩行者経路協定の締結等）
（略）

都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるもの

第四十五条の二
２

とする。
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３

４

一

都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域（以下この節に

（略）

おいて「協定区域」という。）及び都市再生歩行者経路の位置
二～四

一

都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域（以下「協定区

（略）

域」という。）及び都市再生歩行者経路の位置
二～四

、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地で

都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか

、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地で

あって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備

３

あって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備

又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区

都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか

又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区

域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの（以下「協定区域隣接

（略）

域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの（以下この節において

４

第七節

都市再生安全確保施設に関する協定

地」という。）を定めることができる。

都市再生安全確保施設に関する協定

「協定区域隣接地」という。）を定めることができる。
（略）

第八節

でに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定（以下こ

安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号ま

の条において「退避経路協定」という。）を締結することができる。

でに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定（以下こ

安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号ま

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生

の条において「退避経路協定」という。）を締結することができる。

ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地（土地区画整理法第九

第四十五条の十三

ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地（土地区画整理法第九

十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生

十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、

当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。）の区域

第四十五条の十三

当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。）の区域

内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借

（略）

内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借

２

地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

（略）

前節（第四十五条の二第一項及び第二項を除く。）の規定は、退避

地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
２

３

経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項

前節（第四十五条の二第一項及び第二項を除く。）の規定は、退避
経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項

各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に

３

各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に
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第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。

条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「

二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五

退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第

条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「

域をいう。以下この節において同じ。）に」と、同項並びに第四十五

」とあるのは「協定区域（第四十五条の十三第二項第一号の土地の区

三第一項」と読み替えるものとする。

十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十

るのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四

、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあ

及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と

域をいう。以下同じ。）に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項

」とあるのは「協定区域（第四十五条の十三第二項第一号の土地の区

でに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定（以下「

安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号ま

退避施設協定」という。）を締結することができる。ただし、都市再

でに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定（以下「

安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号ま

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生

退避施設協定」という。）を締結することができる。ただし、都市再

生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となってい

第四十五条の十四

生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となってい

る土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生

る土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地

の所有者の合意を要しない。

第四十五条の十四

の所有者の合意を要しない。

施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項

各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に

施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項

（略）

各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に

」とあるのは「協定区域（第四十五条の十四第二項第一号の土地の区

２

」とあるのは「協定区域（第四十五条の十四第二項第一号の土地の区

域をいう。以下同じ。）に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項

（略）

域をいう。以下この節において同じ。）に」と、同項並びに第四十五

及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と

２

条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「

、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあ

前節（第四十五条の二第一項及び第二項を除く。）の規定は、退避

退避施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第

るのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五条の七及び第四

３

二項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五

十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十

前節（第四十五条の二第一項及び第二項を除く。）の規定は、退避

条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「

四第一項」と読み替えるものとする。

３

第四十五条の十四第一項」と読み替えるものとする。
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４

（略）

（管理協定の締結等）

４

（略）

（管理協定の締結等）

蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等

た第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備

（当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地であ

蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等

た第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備

地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載され

（当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地であ

る土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利（臨時

第四十五条の十五

る土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利（臨時

設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。）

地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載され

設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。）

を有する者をいう。以下同じ。）との間において、管理協定を締結し

（略）

を有する者をいう。以下同じ。）との間において、管理協定を締結し

２

て当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。

（略）

て当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。

第四十五条の十五

２

る協定（以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。

までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関す

生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号

）を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団

る協定（以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。

までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関す

生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再

）を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団

の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合におい

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再 第四十五条の二十一

の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合におい

ては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しな

第四十五条の二十一

ては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しな

い。
（略）

い。
（略）

２

２

用電気等供給施設協定について準用する。この場合において、同条第

前節（第四十五条の二第一項及び第二項を除く。）の規定は、非常

用電気等供給施設協定について準用する。この場合において、同条第

三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と

前節（第四十五条の二第一項及び第二項を除く。）の規定は、非常 ３

三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と

、「協定区域に」とあるのは「協定区域（第四十五条の二十一第二項

３

、「協定区域に」とあるのは「協定区域（第四十五条の二十一第二項
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４

十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二十一第一項」と読み

二十一第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四

項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の

の」とあるのは「非常用電気等供給施設の」と、第四十五条の四第一

項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路

第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。）に」と、同

る。

項」とあるのは「第四十五条の二十一第一項」と読み替えるものとす

号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一

四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各

「非常用電気等供給施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第

五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは

第一号の土地の区域をいう。以下同じ。）に」と、同項並びに第四十

（略）

（略）

（略）

（都市再生整備計画）

（新設）

２～

第四十六条

４

替えるものとする。
（略）

（都市再生整備計画）
（略）

（略）

第四十六条
２～

第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三

風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号。以下「
地域歴史的風致法」という。）第三条に規定する歴史的風致維持向上
施設をいう。第六十二条の三第一項において同じ。）の整備に関する
事業に関する事項を記載することができる。

第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域（都市再生緊急

にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を

画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地

て当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者（土地区

設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連し

当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施

て緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、

整備地域内にある土地の区域を除く。）のうち、都市開発事業を通じ

にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を

画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地

て当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者（土地区

設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連し

当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施

て緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、

整備地域内にある土地の区域を除く。）のうち、都市開発事業を通じ

第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域（都市再生緊急

13
14

- 15 -

13

号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設（地域における歴史的

14
15

有する者）による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための

経路の整備又は管理が必要となると認められるもの及び当該経路の整

有する者）による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための

（略）

経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の

～

備又は管理に関する事項を記載することができる。

（略）

整備又は管理に関する事項を記載することができる。
～

市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二

（略）

第五十七条の二

（略）

（都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案）

２～４

画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。

する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計

において準用する場合を含む。）の公告の日から計画決定期限が到来

第一項の規定にかかわらず、第四十六条第十八項後段（同条第十九項

第五十一条

（都市計画の決定等に係る権限の移譲）

市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二

（都市計画の決定等に係る権限の移譲）
第五十一条
第一項の規定にかかわらず、第四十六条第十九項後段（同条第二十項
において準用する場合を含む。）の公告の日から計画決定期限が到来
する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計

（略）

画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
２～４

（略）

（都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案）
第五十七条の二

、第四十条第一項中「者（当該都市計画決定権者が第四十三条第二項

第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理」と

、第三十七条第二項中「都市再生事業等」とあるのは「公共施設又は

規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において

規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該

第四十条第一項中「者（当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の

百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理」と、

、第三十七条第二項中「都市再生事業」とあるのは「公共施設又は第

規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において

第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの

の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当

通知をした行政庁。次条第二項において同じ。）」とあるのは「都市

第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの ２

該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。）」とあるのは「都

第四十六条第十二項に規定する事項が記載された都市

再生整備計画が同条第十八項前段（同条第十九項において準用する場

第六十二条の二

再生推進法人」と読み替えるものとする。

第四十六条第十二項に規定する事項が記載された都市

市再生推進法人」と読み替えるものとする。

第六十二条の二

２

19

15

再生整備計画が同条第十九項前段（同条第二十項において準用する場
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20

16

の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める

第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項の施設等

は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法

整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又

合を含む。）の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生

技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。

の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める

第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項の施設等

は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法

整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又

合を含む。）の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生

歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例

（新設）

技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。

第六款

国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市

前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致

第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。

について、文部科学大臣及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法

向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画

文部科学大臣及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持

及び農林水産大臣に送付するものとする。

ては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣

じ。）が記載されたものに限る。）の認定の申請があった場合におい

史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同

維持向上施設整備事項（第四十六条第十四項に規定する事項に係る歴

致維持向上計画（同条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致

う。）に併せて地域歴史的風致法第五条第一項の規定による歴史的風

に限る。）の提出（第三項において「都市再生整備計画の提出」とい

再生整備計画（第四十六条第十四項に規定する事項が記載されたもの

第六十二条の三

２

３

法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の
申請（地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴
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史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。）
があった場合について準用する。この場合において、前項中「第五条
第一項の規定による認定の申請」とあるのは、「第七条第一項の規定
による変更の認定の申請」と読み替えるものとする。

再生整備歩行者経路協定」という。）を締結することができる。ただ

向上のための経路の整備又は管理に関する協定（次項において「都市

業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の

する者）は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事

あっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有

整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地に

する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者（土地区画

し、当該土地（同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定

再生整備歩行者経路協定」という。）を締結することができる。ただ

向上のための経路の整備又は管理に関する協定（次項において「都市

業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の

する者）は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事

あっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有

整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地に

する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者（土地区画

都市再生整備計画に記載された第四十六条第十四項に規定

し、当該土地（同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定

された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内に

第七十三条

された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内に

借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権

都市再生整備計画に記載された第四十六条第十五項に規定

借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権

等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整

第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経

者経路（第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。）の」と、同項

項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行

整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二

備地域」とあるのは「第四十六条第十四項の規定により都市再生整備

路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整

第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経

者経路（第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。）の」と、同項

項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行

整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二

前章第六節（第四十五条の二第一項を除く。）の規定は、都市再生

備地域」とあるのは「第四十六条第十五項の規定により都市再生整備

計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条

２

計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条

の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都

前章第七節（第四十五条の二第一項を除く。）の規定は、都市再生

等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

第七十三条

２

の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都
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（都市利便増進協定）

るものとする。

第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替え

又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「

六条第十五項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備

四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第四十

をいう。以下この節において同じ。）」と、第四十五条の四第一項第

等」とあるのは「土地所有者等（第七十三条第一項本文に規定する者

市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者

（都市利便増進協定）

るものとする。

第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替え

又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「

六条第十四項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備

四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第四十

をいう。以下この節において同じ。）」と、第四十五条の四第一項第

等」とあるのは「土地所有者等（第七十三条第一項本文に規定する者

市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者

地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等

区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土

する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者（土地

を有する者）若しくは当該区域内の建築物の所有者（以下「土地所有

地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等

区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土

する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者（土地

都市再生整備計画に記載された第四十六条第十五項に規定

を有する者）若しくは当該区域内の建築物の所有者（以下この節にお

者等」という。）又は第百十八条第一項の規定により指定された都市

第七十四条

いて「土地所有者等」という。）又は第百十八条第一項の規定により

再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する

都市再生整備計画に記載された第四十六条第十六項に規定

指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又

協定（以下「都市利便増進協定」という。）を締結し、市町村長の認

（都市利便増進協定の認定基準）

（略）

は管理に関する協定（以下「都市利便増進協定」という。）を締結し

２

定を申請することができる。

（略）

、市町村長の認定を申請することができる。

第七十四条

２

（都市利便増進協定の認定基準）

市町村長は、前条第一項の認定（以下「協定の認定」とい

う。）の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協

第七十五条

う。）の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協

定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をするこ

市町村長は、前条第一項の認定（以下「協定の認定」とい

定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をするこ

とができる。

第七十五条

とができる。
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一

（略）

一

都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に

（略）

掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第四十六条第十五項の規定

二

掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第四十六条第十六項の規定

により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであるこ

都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に

により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであるこ
と。

二

と。
三・四

（略）

三・四

（低未利用土地利用促進協定の締結等）

（略）

（低未利用土地利用促進協定の締結等）

おいて整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で

定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。）内に

観整備機構にあっては景観計画区域（景観法第八条第二項第一号に規

化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景

六条第十七項に規定する事項に係る居住者等利用施設（緑地保全・緑

下この節において同じ。）は、都市再生整備計画に記載された第四十

に限る。以下この項において「景観整備機構」という。）をいう。以

された景観整備機構（第八十条の七第一項に規定する業務を行うもの

観法（平成十六年法律第百十号）第九十二条第一項の規定により指定

。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。）又は景

緑化推進法人（第八十条の六第一項に規定する業務を行うものに限る

律第七十二号）第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・

定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法（昭和四十八年法

定める施設に限る。）の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低

おいて整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で

定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。）内に

観整備機構にあっては景観計画区域（景観法第八条第二項第一号に規

化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景

六条第十六項に規定する事項に係る居住者等利用施設（緑地保全・緑

下この節において同じ。）は、都市再生整備計画に記載された第四十

に限る。以下この項において「景観整備機構」という。）をいう。以

された景観整備機構（第八十条の七第一項に規定する業務を行うもの

観法（平成十六年法律第百十号）第九十二条第一項の規定により指定

。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。）又は景

緑化推進法人（第八十条の六第一項に規定する業務を行うものに限る

律第七十二号）第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・

定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法（昭和四十八年法

市町村又は都市再生推進法人等（第百十八条第一項の規

定める施設に限る。）の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低

未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利（一時使用の

第八十条の二

未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利（一時使用の

ため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者（以下「所

市町村又は都市再生推進法人等（第百十八条第一項の規

ため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者（以下「所

有者等」という。）と次に掲げる事項を定めた協定（以下「低未利用

第八十条の二

有者等」という。）と次に掲げる事項を定めた協定（以下「低未利用

- 20 -

整備及び管理を行うことができる。

土地利用促進協定」という。）を締結して、当該居住者等利用施設の

整備及び管理を行うことができる。

土地利用促進協定」という。）を締結して、当該居住者等利用施設の

（略）

（略）

一～四
２

（略）

（略）

低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも

一～四
２
３

都市再生整備計画に記載された第四十六条第十六項に規定する事

（略）

項に適合するものであること。

（略）

二・三

一

適合するものでなければならない。

低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも

都市再生整備計画に記載された第四十六条第十七項に規定する事

適合するものでなければならない。
一

（略）

項に適合するものであること。
二・三
（略）

（立地適正化計画）
（略）
（略）

第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することが

（略）

５

２～４

第八十一条

４

３

４

（略）

（立地適正化計画）
第八十一条
（略）

第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することが

２～４
５

一

できる。

（略）

できる。
一

前号の区域における路外駐車場（駐車場法（昭和三十二年法律第

百六号）第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。第百六条第一

二

る路外駐車場をいう。第百六条第一項において同じ。）の配置及び

項において同じ。）の配置及び規模の基準（同条において「路外駐

前号の区域における路外駐車場（駐車場法第二条第二号に規定す

規模の基準（同条において「路外駐車場配置等基準」という。）に

車場配置等基準」という。）に関する事項

第一号の区域における駐車施設（駐車場法第二十条第一項に規定

関する事項
第一号の区域における駐車施設の機能を集約するために整備する

する駐車施設をいう。以下この号において同じ。）の機能を集約す

三

二

三

駐車施設（第百七条において「集約駐車施設」という。）の位置及

６・７

（略）

いう。）の位置及び規模に関する事項

るために整備する駐車施設（第百七条において「集約駐車施設」と

（略）

び規模に関する事項

６・７
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８

９

第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区
域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに
関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維
持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は
滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっ
ては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促
進に資するもの（以下「立地誘導促進施設」という。）の配置及び利
用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有
者及び借地権等を有する者（土地区画整理法第九十八条第一項の規定
により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する
従前の土地の所有者及び借地権等を有する者）による立地誘導促進施

（新設）

（新設）

（新設）
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設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該
立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載するこ
とができる。
第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、
都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るた
めの低未利用土地の利用及び管理に関する指針（以下「低未利用土地
利用等指針」という。）に関する事項を記載することができる。
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関す

等（地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転

五節において同じ。）及び当該土地に存する建物についての権利設定

されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第

ための土地（国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供

地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図る

域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土

る事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区

10

又は所有権の移転をいう。以下同じ。）を促進する事業（以下「低未
利用土地権利設定等促進事業」という。）を行う必要があると認めら
れる区域（以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。）
並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載する

（略）

ことができる。
～

８～

）

（略）

前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計

きは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第二項

市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けていると

項に規定する特定住宅整備事業」と、第四十条第一項中「者（当該都

、第三十七条第二項中「都市再生事業」とあるのは「第八十六条第一

規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において

第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの

第八十六条
２

（略）

（特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案

針の一部とみなす。

第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方

規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二

画が同条第十五項（同条第十六項において準用する場合を含む。）の

第八十二条

（都市計画法の特例）

て準用する。

第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更（第十四項の

規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）につい

第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更（第十七項の

規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）につい
て準用する。

前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計

（都市計画法の特例）
第八十二条

画が同条第十八項（同条第十九項において準用する場合を含む。）の
規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二
第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方
針の一部とみなす。

（特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案
）
（略）

都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けている

一項に規定する特定住宅整備事業」と、第四十条第一項中「者（当該

、第三十七条第二項中「都市再生事業等」とあるのは「第八十六条第

規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において

第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの

第八十六条
２

15

16

ときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第二
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18

19 11

項において同じ。）」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

において同じ。）」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

十四号）第十条の七第二項、地域再生法（平成十七年法律第二十四号

村長は、幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三

）第十七条の十二第二項、地域における歴史的風致の維持及び向上に

十四号）第十条の七第二項、地域再生法（平成十七年法律第二十四号

村長は、幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三

前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町

）第十七条の十二第二項、地域歴史的風致法第二十八条第二項並びに

関する法律（平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」と

第九十四条

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農

いう。）第二十八条第二項並びに地域資源を活用した農林漁業者等に

前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町

林水産物の利用促進に関する法律（平成二十二年法律第六十七号）第

よる新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（

（略）

道府県知事とみなす。

四十二条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都

五条第八項、第十四条第二項及び第四十二条第二項の規定の適用につ

２

平成二十二年法律第六十七号）第五条第八項、第十四条第二項及び第

（略）

いては、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

第九十四条

２

（施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合における換地の決定）

」という。）内の土地又は物件に関し権利を有する者（施行者が土地

内容について同法第二条第四項に規定する施行地区（以下「施行地区

、同法第八十六条第一項の換地計画（以下「換地計画」という。）の

地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下同じ。）は

区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。）の全ての

する施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者（施行者が土地

いて「換地計画」という。）の内容について同法第二条第四項に規定

いて同じ。）は、同法第八十六条第一項の換地計画（以下この条にお

地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この条にお

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者（土

区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。）の全ての

同意を得たときは、同法第八十九条の規定によらないで、換地計画に

第百五条

同意を得たときは、同法第八十九条の規定によらないで、換地計画に

おいて換地を定めることができる。この場合においては、同法第八十

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者（土

おいて換地を定めることができる。この場合においては、同法第八十

八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。

第百五条

八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。

（誘導施設整備区）
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第百五条の二

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業であって

都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地
として利用されていない宅地（土地区画整理法第二条第六項に規定す
る宅地をいう。以下同じ。）又はこれに準ずる宅地が相当程度存在す
る区域内において施行されるものの事業計画においては、当該施行地
区内の宅地のうち次条第一項の申出が見込まれるものについての換地
の地積の合計が、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築
物を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか又はこれを超えると
認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該都
市機能誘導区域内の土地の区域であって、当該建築物の用に供すべき
もの（以下「誘導施設整備区」という。）を定めることができる。

前条の規定により事業計画において誘導施設整備区が定

（誘導施設整備区への換地の申出等）

。
前項の申出は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなけれ

の換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をすることができる

交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地について

められたときは、施行地区内の宅地の所有者は、施行者に対し、国土

第百五条の三

２

当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅

は施行規程で定めるものであること。

のであること又はこれに準ずるものとして規準、規約、定款若しく

当該申出に係る宅地が建築物等の敷地として利用されていないも

ばならない。
一

二

地を使用し、又は収益することができる権利（誘導施設を有する建
築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに地役権を除く。）

（新設）

（新設）
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３

４

三

が存しないこと。
当該申出に係る宅地について誘導施設を有する建築物の所有を目
的とする地上権又は賃借権を有する者があるときは、その者の同意
が得られていること。
第一項の申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

土地区画整理法第七十六条第一項各

定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならな

事業計画が定められた場合

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区

の公告

当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可

事業計画の変更により新たに誘導施設整備区が定められた場合

ての認可の公告を除く。）

号に掲げる公告（事業計画の変更の公告又は事業計画の変更につい

い。
一

二

三

に編入されたことに伴い誘導施設整備区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可
の公告
施行者は、第一項の申出があった場合において、前項の期間の経過
後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の
全部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内
に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるとき
は当該申出に係る宅地の一部を換地計画においてその宅地についての
換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、他の宅
地について申出に応じない旨を決定し、第三号に該当すると認めると
きは当該申出に係る宅地の全部について申出に応じない旨を決定しな
ければならない。
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５

６

７

一

二

三

換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の
地積が誘導施設整備区の面積と等しいこととなる場合
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の
地積が誘導施設整備区の面積を超えることとなる場合
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の
地積が誘導施設整備区の面積に満たないこととなる場合
施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく

、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その
旨を公告しなければならない。
施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土
地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は
選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条第一項の認可を受けた
者が受理するものとする。

前条第四項の規定により指定された宅地については、換

（誘導施設整備区への換地）
第百五条の四

地計画において換地を誘導施設整備区内に定めなければならない。

休廃止の届出等

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内におい

第五款

第百八条の二

て、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止しよう
とする者は、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国
土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なけれ
ばならない。

（新設）

（新設）
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２

市町村長は、前項の規定による届出があった場合において、新たな
誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、当該休止し、又は廃止し
ようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認
めるときは、当該届出をした者に対して、当該建築物の存置その他の

立地誘導促進施設協定

特定用途誘導地区

必要な助言又は勧告をすることができる。

第六款

第四節

（立地誘導促進施設協定の締結等）
立地適正化計画に記載された第八十一条第八項に規定す

立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものと

的となっている土地の所有者の合意を要しない。

等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目

土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内に借地権

該土地（同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された

誘導促進施設協定」という。）を締結することができる。ただし、当

立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定（以下「立地

る者。以下「土地所有者等」という。）は、その全員の合意により、

っては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有す

理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあ

る区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者（土地区画整

第百九条の二

２

立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域（以下この節にお

する。
一

いて「協定区域」という。）並びに立地誘導促進施設の種類及び位

（新設）

第五款

特定用途誘導地区
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３

二

置
次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事

イ
前号の立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の方法

前号の立地誘導促進施設の概要及び規模

項のうち、必要なもの

ロ

立地誘導促進施設協定の有効期間

その他立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項

三
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置

ハ

四
第四章第七節（第四十五条の二第一項及び第二項を除く。）の規定
は、立地誘導促進施設協定について準用する。この場合において、同
条第三項中「前項各号」とあるのは「第百九条の二第二項各号」と、
同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とある
のは「第八十一条第八項の規定により立地適正化計画に記載された区
域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区
域（第百九条の二第二項第一号に規定する協定区域をいう。以下この
節において同じ。）に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「
立地誘導促進施設（第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設を
いう。以下この節において同じ。）の一体的な」と、「土地所有者等
」とあるのは「土地所有者等（第百九条の二第一項に規定する土地所
有者等をいう。以下この節において同じ。）」と、第四十五条の四第
一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第百九条の
二第二項各号」と、同項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備
方針」とあるのは「第八十一条第八項の規定により立地適正化計画に
記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」
と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」
とあるのは「第百九条の二第一項」と、第四十五条の十一第一項及び
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第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の
一体的な」と読み替えるものとする。

（立地誘導促進施設協定への参加のあっせん）
協定区域内の土地に係る土地所有者等（当該立地誘導促

市町村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該協

ことができる。

、その者の承諾を得るために必要なあっせんを行うべき旨を申請する

域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対し

めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、当該協定区

地に係る土地所有者等に対し当該立地誘導促進施設協定への参加を求

用する第四十五条の二第三項に規定する協定区域隣接地の区域内の土

進施設協定の効力が及ばない者を除く。）は、前条第三項において準

第百九条の三

２

定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等の当該立地誘導促進
施設協定への参加が前条第三項において準用する第四十五条の四第一
項各号（第一号を除く。次条第一項において同じ。）に掲げる要件に
照らして相当であり、かつ、当該立地誘導促進施設協定の内容からみ
てその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、
あっせんを行うことができる。

市町村長は、第百九条の二第三項において準用する第四

（立地誘導促進施設協定の認可の取消し）
第百九条の四

十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一
項の認可をした後において、当該認可に係る立地誘導促進施設協定の
内容が第百九条の二第三項において準用する第四十五条の四第一項各
号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該立地誘導

（新設）

（新設）
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２

促進施設協定の認可を取り消すものとする。
市町村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、そ
の旨を、協定区域内の土地に係る土地所有者等（当該立地誘導促進施
設協定の効力が及ばない者を除く。）に通知するとともに、公告しな

低未利用土地権利設定等促進計画等

ければならない。

第五節

（低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等）
第八十一条第九項の規定により立地適正化計画に低未利

市町村長は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機

した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。

と認めるときは、都市計画法第七十五条の五第一項の規定により指定

案又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要がある

市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提

る情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用及び管理に関す

区域内の低未利用土地の所有者等に対し、住宅又は誘導施設の立地及

当該低未利用土地利用等指針に即し、居住誘導区域又は都市機能誘導

用土地利用等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、

第百九条の五

２

３

能誘導区域内の低未利用土地の所有者等が当該低未利用土地利用等指
針に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積し
た廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第
百三十七号）第二条第一項に規定する廃棄物をいう。）の飛散その他
の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅又は誘導施
設の立地又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認める

（新設）
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ときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した
低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。

（低未利用土地権利設定等促進計画の作成）
市町村は、立地適正化計画に記載された低未利用土地権

低未利用土地権利設定等促進計画においては、第一号から第五号ま

設定等促進計画」という。）を作成することができる。

利用土地権利設定等促進事業に関する計画（以下「低未利用土地権利

て低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該低未

利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象とし

第百九条の六

２

でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項

権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所

を記載することができる。
一

前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目

その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省

対価及びその支払の方法

地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の

第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土

地代又は借賃及びその支払の方法

定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては

。）、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設

使用貸借による権利の種類、内容（土地又は建物の利用目的を含む

第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は

設定等を行う者の氏名又は名称及び住所

第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利

及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

二

三

四

五

六

（新設）
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３

令で定める事項
低未利用土地権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するも

前項第二号に規定する土地に定着する物件（同号に規定する建物

る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係

ついて先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その

の他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物に

該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はそ

前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当

ての同意が得られていること。

る権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全

に当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借によ

前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並び

れていること。

当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載さ

する施設等の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う

誘導区域にあっては誘導施設又は誘導施設の立地の誘導の促進に資

ては住宅又は住宅の立地の誘導の促進に資する施設等の、都市機能

低未利用土地権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっ

業に関する事項に適合するものであること。

された第八十一条第十項に規定する低未利用土地権利設定等促進事

低未利用土地権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載

のでなければならない。
一

二

三

四

五

を除く。）ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用
貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有す
る者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登
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六

記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は
処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られてい
ること。
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、
同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定
する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用すること
ができると認められること。

立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促

（低未利用土地権利設定等促進計画の作成の要請）
第百九条の七

進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借
権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物
について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、
前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合におい
て、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得
たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的とな
っている土地又は建物につき、低未利用土地権利設定等促進計画を作
成すべきことを市町村に対し要請することができる。

市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成した

（低未利用土地権利設定等促進計画の公告）
第百九条の八

ときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公
告しなければならない。

前条の規定による公告があったときは、その公告があっ

（公告の効果）
第百九条の九

（新設）

（新設）

（新設）
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た低未利用土地権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、
賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又
は所有権が移転する。

第百九条の八の規定による公告があった低未利用土地権

（登記の特例）
第百九条の十
利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不

市町村長は、権利設定等を受けた者が低未利用土地権

動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）の特例を定めることがで
きる。

（勧告）
第百九条の十一

利設定等促進計画に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地
又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた
者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物
を利用すべきことを勧告することができる。

（低未利用土地等に関する情報の利用等）
市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、そ

市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは

部で利用することができる。

を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

の保有する低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報

第百九条の十二

２

、関係地方公共団体の長に対して、低未利用土地及び低未利用土地に
存する建物に関する情報の提供を求めることができる。

（新設）

（新設）

（新設）
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第六節

跡地等管理協定等

（跡地等の管理に関する市町村の援助等）

第四節

跡地等管理協定等

（跡地等の管理に関する市町村の援助等）

第八十一条第八項の規定により立地適正化計画に跡地等管理

区域及び跡地等管理指針に関する事項が記載されているときは、市町

第百十条

理区域及び跡地等管理指針に関する事項が記載されているときは、市

村は、当該跡地等管理指針に即し、当該跡地等管理区域内の跡地等の

第八十一条第十一項の規定により立地適正化計画に跡地等管

町村は、当該跡地等管理指針に即し、当該跡地等管理区域内の跡地等

所有者等に対し、当該跡地等の適正な管理を行うために必要な情報の

（跡地等管理協定の締結等）

（略）

の所有者等に対し、当該跡地等の適正な管理を行うために必要な情報

２

提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

（略）

の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

第百十条

２

（跡地等管理協定の締結等）

（略）
（略）

第百十一条
２

（略）

（略）

跡地等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するも

第百十一条
２

３

立地適正化計画に記載された第八十一条第八項に規定する事項に

（略）

適合するものであること。

（略）

二・三

一

のでなければならない。

跡地等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するも

立地適正化計画に記載された第八十一条第十一項に規定する事項

のでなければならない。
一

（略）

に適合するものであること。
二・三
（略）

次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する

推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

（推進法人の業務）

一

第百十九条

４

３

４

（推進法人の業務）
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する

第百十九条
一

知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと

（略）

知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと

イ～ハ

。
（略）

。
イ～ハ
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ニ

ホ

立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区
域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業

（略）

（略）

二～十二

（略）

（略）

（新設）

ニ
二～十二
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改

案

都市施設等整備協定（第七十五条の二―第七十五条の四）

正

○都市計画法（昭和四十三年法律第百号）（抄）（第二条関係）

目次

第五章
都市計画協力団体（第七十五条の五―第七十五条の十）

（略）

第六章

社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議

第一章～第四章

第七章

目次
第一章～第四章

現

（略）

行

（傍線部分は改正部分）

社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議

第六章

罰則（第八十九条―第九十七条）

雑則（第七十九条―第八十八条の二）

第五章

雑則（第七十九条―第八十八条の二）

第七章

会等（第七十六条―第七十八条）

第八章
罰則（第八十九条―第九十七条）

会等（第七十六条―第七十八条）

第九章

（道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うため

附則

（道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うため

の地区整備計画）

附則

の地区整備計画）

区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めるこ

築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の

められた計画道路を含む。）の上空又は路面下において建築物等の建

用の促進と都市機能の増進とを図るため、道路（都市計画において定

るもののほか、市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利

ち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができ

設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のう

造のものに限る。）の上空又は路面下において建築物等の建築又は建

に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構

都市計画において定められた計画道路を含み、自動車のみの交通の用

るもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、道路（

地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定め

とができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建

る。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建

地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定め 第十二条の十一

築又は建設の限界であつて空間又は地下について上下の範囲を定める

設の限界であつて空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも

第十二条の十一

ものをも定めなければならない。
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（都市計画の決定等の提案）

定めなければならない。

（都市計画の決定等の提案）

有者等」という。）は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市

以下「借地権」という。）を有する者（以下この条において「土地所

時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。

建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨

定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は

整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で

町村に対し、都市計画（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並

有者等」という。）は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市

以下「借地権」という。）を有する者（以下この条において「土地所

時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。

建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨

定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は

整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で

都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として

町村に対し、都市計画（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並

びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項において同じ。）の

都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として 第二十一条の二

びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項及び第七十五条の九

決定又は変更をすることを提案することができる。この場合において

第二十一条の二

第一項において同じ。）の決定又は変更をすることを提案することが

は、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

（略）

（土地の所有者等の責務等）

２・３

できる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添え

（略）

なければならない。
２・３

（土地所有者等の責務等）

等（土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的

できる限り速やかに、当該土地の有効かつ適切な利用を図ること等に

は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者は、

遊休土地転換利用促進地区内の土地について所有権又

とする権利を有する者をいう。以下同じ。）は、できる限り速やかに

より、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成

遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者 第五十八条の四

、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地の有効かつ適切な利用を図

するよう努めなければならない。

目的を達成するよう努めなければならない。
市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達 ２

成するため必要があると認めるときは、当該遊休土地転換利用促進地

市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達

ること等により、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の

第五十八条の四

２

成するため必要があると認めるときは、当該遊休土地転換利用促進地
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区内の土地に係る土地所有者等に対し、当該土地の有効かつ適切な利

区内の土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目

（新設）

進に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

的とする権利を有する者に対し、当該土地の有効かつ適切な利用の促

都市施設等整備協定

用の促進に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

第五章

（都市施設等整備協定の締結等）
都道府県又は市町村は、都市計画（都市施設、地区施

都市施設等整備協定の目的となる都市施設等（以下この項におい

協定都市施設等の位置、規模又は構造

て「協定都市施設等」という。）
二

協定都市施設等の整備の実施時期

協定都市施設等の整備の方法

三

イ

協定都市施設等の用途の変更の制限その他の協定都市施設等の
存置のための行為の制限に関する事項
その他協定都市施設等の整備に関する事項
都市施設等整備協定に違反した場合の措置

都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、国

ハ

ロ

次に掲げる事項のうち必要なもの

五

四

一

市施設等整備協定」という。）を締結することができる。

という。）との間において、次に掲げる事項を定めた協定（以下「都

を行うと見込まれる者（第七十五条の四において「施設整備予定者」

備を図るため特に必要があると認めるときは、当該都市施設等の整備

る場合において、当該都市計画に係る都市施設等の円滑かつ確実な整

設等」という。）の整備に係るものに限る。）の案を作成しようとす

設その他の国土交通省令で定める施設（以下この項において「都市施

第七十五条の二

２
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土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市
施設等整備協定の写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備えて公
衆の縦覧に供しなければならない。

（都市施設等整備協定に従つた都市計画の案の作成等）
都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結し

都道府県又は市町村は、前項の規定により都市計画の案を都道府県

いて同じ。）に付議しなければならない。

かれている市町村にあつては、当該市町村都市計画審議会。次項にお

な時期までに、都道府県都市計画審議会（市町村都市計画審議会が置

整備協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当

二号に掲げる事項に従つて都市計画の案を作成して、当該都市施設等

たときは、当該都市施設等整備協定において定められた前条第一項第

第七十五条の三

２

都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せ
て、当該都市施設等整備協定の写しを提出しなければならない。

（開発許可の特例）
都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定に第七十

前項の規定による同意を得た事項が定められた都市施設等整備協定

、その同意を得ることができる。

り、あらかじめ、第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し

する事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところによ

当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。）に関

項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあつては、

発行為（第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、第三十二条第一

五条の二第一項第四号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開

第七十五条の四

２

（新設）

（新設）
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が第七十五条の二第二項の規定により公告されたときは、当該公告の
日に当該事項に係る施設整備予定者に対する第二十九条第一項の許可

都市計画協力団体

があつたものとみなす。

第六章

（都市計画協力団体の指定）
市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行

市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係

ならない。

ようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければ

都市計画協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更し

力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協

指定することができる。

交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として

うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土

第七十五条の五

２

３

４
る事項を公示しなければならない。

都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、

（都市計画協力団体の業務）
第七十五条の六

土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の

き事項の周知その他の協力を行うこと。

用に関する意向その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべ

当該市町村がする都市計画の決定又は変更に関し、住民の土地利

次に掲げる業務を行うものとする。
一

二

（新設）

（新設）
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方法に関する知識を有する者の派遣その他の土地の有効かつ適切な

五

四

三

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

都市計画に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

都市計画に関する調査研究を行うこと。

都市計画に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

利用を図るために必要な援助を行うこと。

六

（監督等）
市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な

市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を

ときは、その指定を取り消すことができる。

市町村長は、都市計画協力団体が前項の規定による命令に違反した

とができる。

、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずるこ

確実に実施していないと認めるときは、当該都市計画協力団体に対し

市町村長は、都市計画協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ

対し、その業務に関し報告をさせることができる。

実施を確保するため必要があると認めるときは、都市計画協力団体に

第七十五条の七

２

３

４
公示しなければならない。

国土交通大臣又は市町村長は、都市計画協力団体に対

（情報の提供等）
第七十五条の八

し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を
するものとする。

（都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案）

（新設）

（新設）
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都市計画協力団体は、市町村に対し、第七十五条の六

第二十一条の二第三項及び第二十一条の三から第二十一条の五まで

案を添えなければならない。

ることができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素

推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案す

の区域内の一定の地区における当該地区の特性に応じたまちづくりの

各号に掲げる業務の実施を通じて得られた知見に基づき、当該市町村

第七十五条の九

２
の規定は、前項の規定による提案について準用する。

都市計画協力団体は、市町村から都市再生特別措置法

（都市計画協力団体の市町村による援助への協力）
第七十五条の十

第百九条の五第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要
請に応じ、低未利用土地（同法第四十六条第十七項に規定する低未利
用土地をいう。）の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知
識を有する者の派遣に関し協力するものとする。

社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画

（新設）

（新設）

社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画

雑則

第五章

第六章

罰則

第七章

雑則

第七章

審議会等

第八章

罰則

審議会等

第九章
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正

案

○建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）（抄）（第三条関係）

改

（敷地等と道路との関係）

現

（敷地等と道路との関係）

行

（傍線部分は改正部分）

条第一項を除き、以下同じ。）に二メートル以上接しなければならな

建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。第四十四

条第一項を除き、以下同じ。）に二メートル以上接しなければならな

い。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土

第四十三条

い。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土

交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安

建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。第四十四

交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安

（略）

全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て

一

全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て

（略）

許可したものについては、この限りでない。

一

高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができ

ない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの（第四十四

二

計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地と

条第一項第三号において「特定高架道路等」という。）で、地区計

地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域のうち都市

して併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。）内

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は

（道路内の建築制限）

（略）

同じ。）内のもの

て利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において

十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せ

画の区域（地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第

（略）

の道路

二

２

許可したものについては、この限りでない。

第四十三条

２

（道路内の建築制限）

第四十四条

道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は

道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

第四十四条

号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

- 45 -

２

（略）

一・二

（略）

地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定

高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画

三

のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定

（略）

（略）

の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて

四

める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び

（略）

特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

２

衛生上支障がないと認めるもの

第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物

一・二
三

四
（略）
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案

（略）

正

○都市開発資金の貸付けに関する法律（昭和四十一年法律第二十号）（抄）（第四条関係）

改

第一条

（略）

現

（都市開発資金の貸付け）

（略）

２・３

（都市開発資金の貸付け）
第一条
（略）

行

（傍線部分は改正部分）

十九号）による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）に関し地方公

国は、土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百

十九号）による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）に関し地方公

共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認

４

共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認

めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二

国は、土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百

２・３
４

めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二

（略）

（略）

一・二

分の一以内を貸し付けることができる。

（略）

分の一以内を貸し付けることができる。
一・二

都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第百五条の二

三

三

の規定による誘導施設整備区が事業計画において定められている土
地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が
政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画
整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する
費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸

（略）

付け
四

土地区画整理事業（前三号に規定する土地区画整理事業で、施行

地区の面積、公共施設の種類及び規模等がそれぞれ当該各号の政令

四

地区の面積、公共施設の種類及び規模等がそれぞれ当該各号の政令

で定める基準に適合するものに限る。）の施行者（土地区画整理法

土地区画整理事業（前各号に規定する土地区画整理事業で、施行

で定める基準に適合するものに限る。）の施行者（土地区画整理法

第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この条及び次条第五項

五

第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この条及び次条第五項
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５

６

ている法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対す

ができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資し

ころにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡すること

五項において同じ。）の全部又は一部を、国土交通省令で定めると

規定により換地として定めない土地をいう。以下この号及び次条第

において同じ。）が、保留地（同法第九十六条第一項又は第二項の

る当該保留地の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範

ている法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対す

ができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資し

ころにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡すること

五項において同じ。）の全部又は一部を、国土交通省令で定めると

規定により換地として定めない土地をいう。以下この号及び次条第

において同じ。）が、保留地（同法第九十六条第一項又は第二項の

（略）

る当該保留地の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範

イ～ハ

囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

（略）

囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ～ハ

でに規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類

で施行することとなつた土地区画整理事業（前項第一号から第四号ま

第百二十八条第二項の規定により当該土地区画整理組合から引き継い

地区となつている区域について新たに施行者となり、土地区画整理法

と認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が、その施行

かわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができない

める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもか

及び規模等がそれぞれ当該各号の政令で定める基準に適合するものに

でに規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類

で施行することとなつた土地区画整理事業（前項第一号から第三号ま

第百二十八条第二項の規定により当該土地区画整理組合から引き継い

地区となつている区域について新たに施行者となり、土地区画整理法

と認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が、その施行

かわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができない

める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもか

国は、地方公共団体に対し、土地区画整理組合が国土交通省令で定

及び規模等がそれぞれ当該各号の政令で定める基準に適合するものに

限る。）に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を貸

５

限る。）に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を貸

し付けることができる。

国は、地方公共団体に対し、土地区画整理組合が国土交通省令で定

し付けることができる。

動を行うことを目的とする法人（いずれも政令で定める要件に該当す

定により指定された都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活

れも政令で定める要件に該当するものに限る。）に対する同法第百十

又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人（いず

十二号）第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人

国は、地方公共団体が、都市再生特別措置法（平成十四年法律第二

るものに限る。）に対する同法第百十九条第三号に規定する事業に要

九条第三号に規定する事業に要する費用で政令で定める範囲内のもの

６

する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の

に充てるための無利子の資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団

国は、地方公共団体が、都市再生特別措置法第百十八条第一項の規

貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な
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資金の二分の一以内を貸し付けることができる。

体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けること

（略）

ができる。
７～９

（略）

７～９

第二条

５

前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間、

２～４

略
(）
（略）

前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間、

第二条
略
(）
２～４（略）
５

償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ

償還方法

償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ

償還期間 据置期間 償還方法

前条第四項第一 八年以内 六年以内 均等半年 土地区画整理法

区分

、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償

一

項

、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償

償還方法

還期限の欄各項に掲げるとおりとする。

償還期間 据置期間 償還方法

前条第四項第一 八年以内 六年以内 均等半年 土地区画整理法

区分

還期限の欄各項に掲げるとおりとする。

項

一

号から第三号ま （据置期

第二十一条第三

第九条第三項、

第九条第三項、

での貸付金（二 間を含む

項又は第五十一

賦償還
第二十一条第三

の項及び三の項 。）

賦償還

での貸付金（二 間を含む

項又は第五十一

号から第四号ま （据置期

の項及び三の項 。）

条の九第三項の

があつた日（土

に掲げるものを

があつた日（土

地区画整理組合

条の九第三項の

地区画整理組合

が国土交通省令

に掲げるものを

が国土交通省令

で定める土地区

規定による公告

で定める土地区

画整理事業の施

除く。）

画整理事業の施

行の推進を図る

規定による公告

行の推進を図る

ための措置を講

除く。）

ための措置を講
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項において「変

あつた日（二の

定による公告が

九条第四項の規

係る同法第三十

業計画の変更に

つては、当該事

という。）にあ

「特定貸付金」

二の項において

対する貸付金（

区画整理組合に

おける当該土地

施行する場合に

変更したものを

めに事業計画を

分を実施するた

、当該主要な部

区画整理事業で

れていない土地

にわたり実施さ

部分が相当期間

で定める主要な

他国土交通省令

らず、工事その

じたにもかかわ

項において「変

あつた日（二の

定による公告が

九条第四項の規

係る同法第三十

業計画の変更に

つては、当該事

という。）にあ

「特定貸付金」

二の項において

対する貸付金（

区画整理組合に

おける当該土地

施行する場合に

変更したものを

めに事業計画を

分を実施するた

、当該主要な部

区画整理事業で

れていない土地

にわたり実施さ

部分が相当期間

で定める主要な

他国土交通省令

らず、工事その

じたにもかかわ
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二

三

十年以内

日から起算して

いう。））の翌

更公告の日」と

十年以内

日から起算して

いう。））の翌

更公告の日」と

での貸付金のう 間を含む
公告があつた日

項の規定による

第二十一条第四

法第十四条第二

ち土地区画整理 。）

での貸付金のう 間を含む

号から第三号ま （据置期

して十二年（特

の翌日から起算

公告があつた日

項の規定による

前条第四項第一 十年以内 八年以内 均等半年 土地区画整理法

ち土地区画整理 。）
の翌日から起算

項の規定により

定貸付金にあつ

二

法第十四条第二

して十二年（特

設立された土地

ては、変更公告

前条第四項第一 十年以内 八年以内 均等半年 土地区画整理法

項の規定により

定貸付金にあつ

区画整理組合で

の日の翌日から

第二十一条第四

設立された土地

ては、変更公告

同条第三項の規

起算して十年）

賦償還

区画整理組合で

の日の翌日から

定による事業計

賦償還

同条第三項の規

起算して十年）

号から第四号ま （据置期

定による事業計

以内
ていないものに

画の認可を受け

ていないものに

対するもの（三

以内

対するもの（三

の項に掲げるも

画の認可を受け

の項に掲げるも

賦償還

前条第四項第一 二十五年 十年以内 均等半年

のを除く。）

三

のを除く。）

前条第四項第一 二十五年 十年以内 均等半年

での貸付金のう 置期間を

号から第三号ま 以内（据

での貸付金のう 置期間を

ち施行者が保留 含む。）

賦償還

ち施行者が保留 含む。）

地の全部又は一

号から第四号ま 以内（据

地の全部又は一
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四

６～

る費用に充てる

管理処分に要す

る当該保留地の

つた場合におけ

ことができなか

わらず譲渡する

としたにもかか

して譲渡しよう

ころにより公募

省令で定めると

部を、国土交通

る費用に充てる

管理処分に要す

る当該保留地の

つた場合におけ

ことができなか

わらず譲渡する

としたにもかか

して譲渡しよう

ころにより公募

省令で定めると

部を、国土交通

以内（据

賦償還

前条第四項第四 二十五年 十年以内 均等半年

ための貸付金

四

号の貸付金
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ための貸付金

賦償還

置期間を

以内（据
置期間を

含む。）

（略）

含む。）

６～

11

前条第四項第五 二十五年 十年以内 均等半年

（略）

号の貸付金

11

正

案

現

（都市再生特別措置法の適用）

○首都直下地震対策特別措置法（平成二十五年法律第八十八号）（抄）（附則第四項関係）

改

（都市再生特別措置法の適用）

行

（傍線部分は改正部分）

による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十八

整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定

項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤

ニ」と、同条第四項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五

整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又は

五第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤

と、同条第三項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十

（以下「基盤整備等計画」という。）に同条第二項第二号ロ又はニ」

「関係地方公共団体」という。）は、同項に規定する基盤整備等計画

年法律第八十八号）第八条第一項に規定する関係地方公共団体（以下

又は第四号」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法（平成二十五

中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号

での規定を適用する。この場合において、同法第十九条の十七第一項

安全確保計画とみなして、同法第十九条の十七から第十九条の二十ま

成十四年法律第二十二号）第十九条の十五第一項に規定する都市再生

いて記載された部分に限る。）については、都市再生特別措置法（平

第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項

による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十六

整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定

項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤

ニ」と、同条第四項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五

整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又は

三第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤

と、同条第三項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十

（以下「基盤整備等計画」という。）に同条第二項第二号ロ又はニ」

「関係地方公共団体」という。）は、同項に規定する基盤整備等計画

年法律第八十八号）第八条第一項に規定する関係地方公共団体（以下

又は第四号」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法（平成二十五

中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号

での規定を適用する。この場合において、同法第十九条の十五第一項

安全確保計画とみなして、同法第十九条の十五から第十九条の十八ま

成十四年法律第二十二号）第十九条の十三第一項に規定する都市再生

いて記載された部分に限る。）については、都市再生特別措置法（平

認定基盤整備等計画（第八条第二項第二号に掲げる事項につ

第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項

第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計

認定基盤整備等計画（第八条第二項第二号に掲げる事項につ 第二十条

第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計

画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、

第二十条

画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、
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「当該認定を受けた基盤整備等計画」とする。

よる公示があった日」と、「当該都市再生安全確保計画」とあるのは

画の認定につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定に

の十五第五項の規定により公表された日」とあるのは「基盤整備等計

安全確保施設」と、同条第二項中「都市再生安全確保計画が第十九条

第八条第二項第二号ロ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「

関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法

都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号」とあるのは「

きは、当該公示の日」と、同法第十九条の二十第一項中「協議会は、

直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったと

れたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都

「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表さ

市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第三項中

首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都

号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に

項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二

する安全確保施設（以下「安全確保施設」という。）」と、同条第二

施設」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法第七条第一項に規定

策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保

は第四号」とあるのは「基盤整備等計画に記載された首都直下地震対

「都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号又

示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十九第一項中

画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公

により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計

同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定

「当該認定を受けた基盤整備等計画」とする。

よる公示があった日」と、「当該都市再生安全確保計画」とあるのは

画の認定につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定に

の十三第五項の規定により公表された日」とあるのは「基盤整備等計

安全確保施設」と、同条第二項中「都市再生安全確保計画が第十九条

第八条第二項第二号ロ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「

関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法

都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号」とあるのは「

きは、当該公示の日」と、同法第十九条の十八第一項中「協議会は、

直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったと

れたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都

「都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表さ

市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第三項中

首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都

号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に

項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二

する安全確保施設（以下「安全確保施設」という。）」と、同条第二

施設」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法第七条第一項に規定

策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保

は第四号」とあるのは「基盤整備等計画に記載された首都直下地震対

「都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号又

示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十七第一項中

画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公

により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計

同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定
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