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案

第一節

第五章

（略）

現

号）による改正後

）

行

（傍線部分は改正部分）

都市再生整備 計画の作成等（第四十六条―第四十六条の五

都市再生整備計画等に係る特別の措置

第一章～第四章

目次

※中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律（平成二十六年法律第

目次
（略）

都市再生整備計画の作成等（第四十六条―第四十六条の四

都市再生整備計画に係る特別の措置

第一章～第四章
第五章
第一節
）

（略）

都市再生整備歩行者経路協定（第七十二条の二）

第二節～第四節
第五節

（略）

都市再生整備歩行者経路協定（第七十三条）

都市利便増進協定（第七十二条の三―第七十二条の九）

第二節～第四節
第五節

第六節

都市再生整備推進法人（第七十 三条―第七十八条）

都市利便増進協定（第七十四条―第八十条）

第七節

第六節

立地適正化計画に係る特別の措置
立地適正化計画の作成等（第八十一条―第八十五条）

第六章
第一節

都市計画の決定等の提案（第八十六条・第 八十七条）

居住誘導区域に係る特別の措置

第一款

建築等の届出等（第八十八条）

第二節

第二款

居住調整地域等（第八十九条―第九十四条）
都市機能誘導区域に係る特別の措置

第三款
第三節

民間誘導施設等整備事業計画の認定等（第 九十五条―第

土地区画 整理法の特例（第百五条）

第一款

第二款

駐車場法の特例等（第百六条・第百七条）

百四条）

第三款
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第五款

第四款
特定用途誘導地区 （第百九条）

建築等の届出等（第百八条）

第七章
都市再生推進法人（第百十八条―第百二十三条）

市町村都市再生協議会（第百十七条）

跡地等管理協定等（第百十条―第百十六条）

第八章
雑則（第百二十四条―第百二十八条）

第四節

第九章

第六章

附則

罰則（第百二十九条―第百三十一条）

附則

（目的）

第十章

（目的）

雑則（第七十九条―第八十四条）

に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域

、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、都市の再生の推進

化及び都市の居住環境の向上（以下「都市の再生」という。）を図り

ていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度

等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっ

における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定

に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域

、併せて 都市の防災に関する機能を確保するため、都市の再生の推進

化及び都市の居住環境の向上（以 下「都市の再生」という。）を図り

ていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度

等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっ

この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化

における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定

及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てる

第一条

及び都市計画の特例、都市再生整備計画に基づく事業等に充てるため

ための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会 経済構造の転

この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化

の交付金の交付並びに立地適正化計画に基づく住宅及び都市機能増進

換を円滑化し、国民経済の健全な 発展及び国民生活の向上に寄与する

第一条

施設の立地の適正化を図るための都市計画の特例等の特別の措置を講

一～四

（略）

都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

（略）

ことを目的とする。

２

第十四条

じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及
び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

（略）

（略）

都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

第十四条
２
一～四
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五

第八十一条第一項に規定する立地適正化計画の作成に関する基本

（略）

的な事項
３～６

（民間都市機構の行う都市再生事業支援業務）

３～６

（略）

（民間都市機構の行う都市再生事業支援業務）

民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げ

る業務及び民間都市開発法第十四条の八第 一項の規定により国土交通

第二十九条

る業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通

大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業

民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げ

大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業

を推進す るため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行

第二十九条

を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行

うことができる。

用の一部（公共施設並びにこ れに準ずる避難施設、駐車場その 他の

建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設（

用の一部（公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の

次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費

建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設（

次号及び第七十一条第 一項第一号において「公共施設等」という。

一

以下「公共施設等」という。）その他公益的施設で政令で定めるも

）の整備に 要す る費用の額の範囲内に限る。）について支援す るこ

次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費

うことができる。
一

のの整備に要する費用の額の範囲内に限る。）について支援するこ

（略）

（略）

と。

二～四
２・３

第三十六条

（略）

（都市再生特別地区）

（略）

イ～ハ

と。
（略）
（略）
（略）

イ～ハ
二～四
２・３

（都市再生特別地区）
（略）

第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物（以下

都市再生特別地区に関する都市計画には 、都市計画法第八条第三項

第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物（以下

「建築物等」という。）の誘導すべき用途（当該地区の指定の目的の

２

「建築物等」という。）の誘導すべき用途（当該地区の指定の目的の

ために必要な場合に限る。）、建築物の容積率（延べ面積の敷地面積

都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項

第三十六条
２

ために必要な場合に限る。）、建築物の容積率（延べ面積の敷地面積
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３

、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面

の建ぺい率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。）の最高限度

十分の四十以上の数値を定めるものに限る。）及び最低限度、建築物

に対する割合をいう。第百九条第二項において同じ。）の最高限度（

、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるものとす

積に対す る割合をいう。）の最高限度、建築物の建築面積の最低限度

ものに限る。）及び最低限度、建築物の建ぺい率（建築面積の敷 地面

に対する割合をいう。）の最高限度（十分の四十以上の数値を定める

（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）

（略）

る。
３

の位置の制限を定めるものとする。
（略）

（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）

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

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

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

定若しくは変更をする市町村（以下この節において「都市計画決定権

第三十七条

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

者」と総称する。）に対し、当該都市再生事業を行うために必要な次

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

。）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

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

第三十七条

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

２・３

（略）
（略）

都市再生整備計画等に係る特別の措置

市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重

（都市再生整備計画）

第五章

一～九

ばならない。

。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

（略）

都市再生整備計画に係る特別の措置

（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
２・３

第五章

（都市再生整備計画）

第四十六条

点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針（当該区域

市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重

点的に実施すべき 土地の区域において、都市再生基本方針（当該区域

が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該

第四十六条

が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該
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に関する計画（以下「都市再生整備計画」という。）を作成すること

九条第一号イにおいて同じ 。）に基づき、当該公共公益施設の整備等

都市 再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項及び第百十

することができる。

の整備等に関する計画（以下「都市再生整備計画」という。）を作成

都市再生緊急整備地域の地域整備方針）に基づき、当該公共公益施設

（略）

ができる。
２

は事務（以下この節及び次節において「事業等」という。）に係るも

（略）

は事務（以下「事業等」という。）に係るものを記載するほか、必要

のを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を 行う

２

に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とす る特定非

ことを目的とする特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二

前項第二号及び第三号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又

営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項の特定非営利活

条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財

３

動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ず

団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者（以下

前項第二号及び第三号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又

るものとして国土交通省令で定める者（以下「特定非営利活動法人等

「特定非営利活動法人等」という 。）が実施する事業等（市町村が当

」という。）の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域

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又は借地権等を有する

者）若しくは当該区域内の建築物の所有者（当該建築物 に関する賃借

権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む 。第七十

二条の三第一項において同じ。）又は第七十三条第一項の規定により

指定された都市再生整備推進法人による都市利便増進施設の一体的な
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３

」という。）が実施す る事業等（市町村が当該事業等に要す る経費の

該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。

（略）

一部を負担してその推進を図るものに限る。）に係るものを記載する

４～

）に係るものを記載することができる。

（略）

ことができる。
４～

」という。）の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域
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又は借地権等を有する
者）若しくは当該区域内の建築物の所有者（当該建築物に関する賃借
権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む 。第七十
四条第一項において同じ。）又は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による都市利便増進施設の一体的な整備又は

施設等であって国土交通省令で定めるもの（以下「都市利便増進施設

13

施設等であって国土交通省令で定めるもの（以下「都市利便増進施設

街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する

第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、

12

街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する

第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、

12

13

めに必要なものを含む 。以下同じ。）が必要となると認められる区域

図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるた

管理（当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を

れる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する

させるために必要なものを含む 。以下同じ 。）が必要となると認めら

の推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大

整備又は 管理（当該都市利便増進施設を利 用して行われるまちづくり

（略）

及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記

～

事項を記載することができる。

（略）

六

五

四

三

二

一

次に掲げる者は、市町村ごとに、都市再生整備計画及

年法律第四十号）第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十

り当該市町村の長が指定した景観整備機構

景観法（平成十六年法律第百十号）第九十二条第一項の規定によ

整備推進機構

六十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地

中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第

指定した防災街区整備推進機構

密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が

生整備推進法人

第七十三条第 一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再

市町村

ことができる。

協議会（以下この章において 「市町村協議会」という。）を組織する

共公益施設の管理に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生整備

びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公

第四十六条の二

（市町村都市再生整備協議会）

14

載す るこ とができ る。
～
16

（削る）

16

指定した歴史的風致維持向上支援法人
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14

（都市再生推進法人による都市再生整備計画の作成等の提案）

２

３

４

５

七

前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ず

るものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等

前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市

町村協議会に、関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅

供給公社、民間都市機構、当該都市再生整備計画の区域内において公

共公益施設の整備若しくは管理を行い、又は都市開発事業を施行する

民間事業者その他まちづくりの推進を図る活動を行う者を加えること
ができる。

市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、前条

第二項第二号イからヘまでに掲げる事業（これらの事業と一体となっ

てその効果を増大させることとなる事業等を含む。）を実施し、又は

実施することが見込まれる者及び都市再生整備計画に基づく事業によ

り整備された公共公益施設の管理者に対して、資料の提供、意見の開

陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第 一項の協議を行うための会議にお いて協議が調った事項について

は、市町村協議会の構成員は 、その協議の結果を尊重しなければなら
ない。

前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必 要な事項
は、市町村協議会が定める。

（都市再生整備推進法人による都市再生整備計画の作成等の提案）

備推進法人は、市町村 に対し、国土交通省令で定めるところにより、

第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整

進法人は、市町村 に対し、国土交通省令で定めるところにより、その

その業務を行うために必要な都市 再生整備計画の作成又は変更をする

第四十六条の三

業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすること

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

第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推

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

都市再生整備計画の素案を添えなければならない。

第四十六条の二

再生整備計画の素案を添えなければならない。

- 7 -

２

（略）

２

（略）

第四十六条の四

（略）

（都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしな

（略）

（都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしな

い場合にとるべき措置）

第四十六条の三

い場合にとるべき措置）

市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生

整備計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞な

第四十六条の五

整備計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞な

く、その旨及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした都市再

市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生

く、その旨及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした都市再

生整備推進法人に通知しなければならない。

第四十六条の四

生推進法人に通知しなければならない。

（略）

（都市計画の決定等に係る権限の移譲）
第五十一条

（都市計画の決定等に係る権限の移譲）
（略）

において「指定都市」という。）を除く。）は、前項の規定により同

項に規定する都市計画の決定又は 変更をしようとするときは、同法第

都市」という。）を除く。）は、前項の規定により同法第十八条第三

市町村（都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市（以下「 指定

法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする

十九条（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む 。）に規

２

ときは、同法第十 九条（同法第二十一条第二項にお いて準用する場合

定する手続を行うほか、国土交通 省令で定めるところ により、あらか

市 町村 （都市 計画法第八十七条の二第 一項の指定都市 （以 下こ の節

第五十一条
２

を含む。）に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところ

（略）

じめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

２

（略）

されている場合において、前項の規定による要請（以下「計画要請」

市町村は、第四十六条の二第一項の規定により市町村協議会が組織

第五十四条

（市町村による都市計画の決定等の要請）

３・４

により、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければ

（略）

ならない。
３・４

（市町村による都市計画の決定等の要請）
（略）

市 町村は、第百十七条第一項の規定により市町村都市再生協議会が

第五十四条
２

組織されている場合において、前項の規定による要請（以下「計画要
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３

請」という。）をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村都市

という。）をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村協議会の

（都市再生整備推進法人による都市計画の決定等の提案）

（略）

意見を聴かなければならない。
３

再生協議会の意見を聴かなければならない。
（略）

（都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案）

号に掲げる業務として公共施設又は同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を行う第七十三条第一項の規定により指定さ

号に掲げ る業務として公共施設又は同条第三号ロの国土交通省令で定

第 七十四条第三号（ロに係る部分に限る。）又は第五

める施設の整備又は管理を 行う第百十八条第一項の規定により指定さ

れた都市 再生整備推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備又

第五十七条の二

れた 都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備又は管

は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更

第百十九条第三号（ロに係る部分に限る。）又は第五

理を適切に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

（略）

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

一・二

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

（略）

に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一・二

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

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

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

七十四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

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

再生整備推進法人」と読み替えるものとする。

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

再生推進法人」と読み替えるものとする。

（民間都市再生整備事 業計画の認定基準等）

２

る都市計画の素案を添えなければならない。

第五十七条の二

２

（民間都市再生整備事業計画の認定基準等）

（略）

（略）
２

国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしようとするときは、あら

第六十四条

（略）

３

（略）

２

国土交通大臣は、整備事 業計画の認定をしようとするときは、あら

第六十四条

３

- 9 -

理者又は管理者となるべき 者（以下この節において「公共施設の管理

かじめ、当該都市再生整備事業の施行により整備される公共施設の管

）の意見を聴かなければならない。

理者又は管理者となるべき者（以下「公共施設の管理者等」という。

かじめ、 当該都市再生整備事業の施行により整備される公共施設の管

民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか

者等」という。）の意見を聴かなければならない。

第七十一条

（民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務）

民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか

（民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務）
第七十一条

、民間事 業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣

次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に

、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣

一

の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に

の承認を受けて、次に掲げ る業務を行うことができる。
一

要する費用の一部（公共施設等の整備に要する費用の額の範囲内に

（略）

（略）

要する費用の一部（公共施設等その他公益的施設で政令で定めるも

二・三
２・３

（略）

イ～ホ

限る。）について支援すること。

（略）

（略）

のの整備に要する費用の額の範囲内に限る。）について支援するこ
と。
イ～ホ
二・三
（略）

（市町村協議会におけ る認定整備事業を円滑かつ確実に施行するため

２・３

（市町村協議会における認定整備事業を円滑かつ確 実に施行するため

に必要な協議）

認定整備事業者は、市町村協議会に対し、その認定整備事

に必要な協議）

第七十二条

業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めるこ

認定整備事業者は、第百十七条第一項の市町村都市再生協

議会 （以下こ の条において「市 町村 協議会」という。）に対し、その

とができる。

を求めることができる。

条の二第三項の規定の適用については、同項中「及び都市再生整備計

前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する第四十六

条第五項の規定の適用については、同項中「管理者」とあるのは、「

画」とあるのは「、都市再生整備計画」と、「管理者」とあるのは「

前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する第百十七

管理者、第七十二条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定整備

管理者及び第七十二条第一項の協 議を行うことを求めた同項の認定整

２

認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うこと

第 七十 二条

２

事業者」とする。
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３

（略）

（略）

３

（略）

備事業者」とする。
（略）

第七十二条の二

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

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

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

備地域」とあるのは「第四十六条第十二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

第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは

定する者をいう。以下この節にお いて同じ。）」と、第四十五条の四

有者等」とあるのは「 土地所有者等（第七十二条の二第 一項本文に規

「都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

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

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

急整備地域」とあるのは「第四十六条第十二項の規定により都市再生

者経路」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

同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行

者経路（第七十二条の二第一項の経路をいう。以下同じ。）の」と、

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

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

「第四十六条第十二項の規定により都市再生整備計画に記載された経

２

六条第十二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

路の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

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

第七十三条
２

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「

の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十二条の二第一項

都市利便増進協定

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

第七十二条の三

都市再生整備計画に記載された第四十六条第十三項に

（都市利便増進協定）

第六節

」と読み替えるものとする。

都市利便増進協定

るものとする。

第六節

都市再生整備計画に記載された第四十六条第十三項に規定

（都市利便増進協定）
第七十四条
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２

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

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

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

に関する協定（以下「都市利便増進協定」という。）を締結し、市町

都市再生整備推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は 管理

所有者等」という。）又は第七十三条第一項の規定により指定された

権等を有する者）若しくは当該区域内の建築物の所有者（以下「 土地

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又は借地

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

規定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（

（略）

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

２

第七十二条の四

（都市利便増進協定の変更）

（略）

村長の認定を申請することができる。

（略）

定を申請することができる。
（略）

第七十五条

（都市利便増進協定の変更）

された都市再生整備推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協

土地所有者等又は第七十三条第一項の規定により指定

た都市再生推進法 人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定（以下

定（以下「認定都市利便増進協定」という。）の変更（国土交通省令

第七十二条の五

「認定都市利便増進協定」という。）の変更（国土交通省令で定める

で定める軽微な変更を 除く。）をしようとするときは、市町村長の認

土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定され

軽微な変更を除く。）をしようとするときは、市町村長の認定を受け

（略）

市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、

（協定の認定の取消し）

二

一

（略）

に適合しなくなったと認めるとき。

認定都市利便増進協定の内容が第七十二条の四各号に掲げる基準

協定の認定を取り消すこ とができ る。

第七十二条の六

２

定を受けなければならない。

（略）

なければならない。

第七十六条

２

市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定

（協定の認定の取消し）
第七十七条

（略）

合しなくなったと認めるとき。

認定都市利便増進協定の内容が第七十五条各号に掲げる基準に適

の認定を取り消すことができ る。
一

二
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（民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務）
（略）

（略）

（民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務）
第七十二条の七

あるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるの

適用する場合を含む。以下この号において同じ。）」と、「同項」と

一項 （都市再生特別措置法第七十八条第二項の規定により読み替えて

開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第

都市再生特別措置法第七十八条第一項に規定する業務」と、民間都市

各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び

には 、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項

とあるのは「第十二条（都市再生 特別措置法第七十二条の七第二項の

同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」

み替えて適 用する場合を含む 。以下こ の 号において 同じ 。）」と、「

条第一項 （都市再生特別措置法第七十二条の七第二項の規定により読

都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一

都市再生 特別措置法第七十二条の七第一項 に規定する業務」と、民間

各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び

には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項

前項の規定によ り、民間都市機構が同項に規定す る業務を行う場合

は「第十二条（都市再生特別措置法第七十八条第二項の規定により読

規定により読み替えて適用す る場合を含む 。）」とする 。

２

み替えて適用する場合を含む。）」とする。

（都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例）

前項の規定により、民間都市機構が同項に規定する業務を行う場合

第七十八条
２

（都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例）

法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進法人（都市

林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同

年法律第百四十二 号）第二条第一項の規定に基づき 保存樹又は 保存樹

市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律（昭和三十七

人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都

人（都市再生特別措置法第七十三条第一項の規定により指定された都

ては、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有 者及び推進法

は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用につい

和三十七年法律第百四十二号）第二条第一項の規定に基 づき 保存樹又

集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律（昭

備推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木又は樹木の

第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整

再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推

市再生整備推進法人を いう。以下同じ。）」と、同法第 六条第二項及

第七十二条の八

進法人をいう。以下同じ。）」と、同法第六条第二項及び第八条中「

び第八条中「所有者」とあるのは「推進法人」と、同法第九条中「所

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

所有者」とあるのは「推進法人」と、同法第九条中「所有者」とある

有者」とあるのは「所有者又は推進法人」とする。

第七十九条

のは「所有者又は 推進法人」とする。
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第八十条

立地適正化計画の作成等

立地適正化計画に係る特別の措置

（略）

第六章

第一節

（立 地適正化計画）
市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区

立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げ

画（以下「立地適正化計画」という。）を作成することができる。

く寄与するものをいう。以下同じ。）の立地の適正化を図るための計

同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著し

増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共

域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能

第八十一条

２

住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針

る事項を記載するものとする。
一

都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」と

都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以 下「都市機能誘導

策に関する事項

導区域 に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施

いう。）及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘

二

三

区域」という。）及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を 誘導
すべき 都市機能増進施設（以下「誘導施設」という。）並びに必要
な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘

第七節

第七十二条の九

（新設）

（略）

都市再生整備推進法人
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３

４

５

四

五

六

導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
（次号に掲げるものを除く。）
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げ

誘導施設の整備に関する事業

る事業等に関す る事項
イ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整

イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるた

事業

備に関する事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める

ロ

ハ
めに必要な事務又は事業

第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して
必要な事項
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の
適正化を図るために必要な事項
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るもの

を記載す るほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施す る事業等
に係るものを記載することができる。
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施す る事業等
に係る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、その者の同意を得なければならない。
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

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

下「駐車場配置適正化区域」という。）

び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域（以

都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及

できる。
一

二
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６

７

８

９

三

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
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
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
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
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
いう。）の位置及び規模に関する事項
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる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、都道府県公安委員会に
協議しなければならない。
市 町村は、立地適正化計画に第五項第三号に掲げる事項を記載しよ
うとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事（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の規定
に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。）に協議しなけれ
ばならない。
第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住
宅が相当数存在し 、跡地（建築物の敷地であった土地で 現に建築物が
存しないものをいう。以下この項において同じ。）の面積が現に増加
しつつある区域で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のため
に当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木（以下「跡地等」という。
）の適正な管理が 必要となると認められる区域（以 下「跡地等管理区
域」という。）並びに当該跡地等管理区域における跡地等の適正な管
理を図るための指針（第百十条において「跡地等管理指針」という。
）に関する事項を記載することができる。
立 地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関
する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開
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発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都
市計画に関する基本的な方 針との調和が保たれたものでなければなら
ない。
立地適正化計画は、都市の防災に関する機能の確 保が図られるよう

に配慮されたものでなければならない。
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人

口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居
住環境が確保され、公共投 資その他の行政運営が効率的に行われるよ
うに定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整
区域（以下「市街化調整区域」という。）、建築基準法第三十九条第
一項に規定する災害危険区域（同条第二項の規定に基づく条例により
住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。）その
他政令で定める区域については定めないものとする。
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化 計画

の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘
案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導すること
により、住宅の立 地の適正化が効果的に図られるように定めるものと
する。
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び

第三号の施策並びに同項第四号の事業等において市町村の所有する土
地又は建築物が有 効に活用されるこ ととなるよう努めるものとす る。
市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ

、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を
講ずるとともに、市町村都市計画審議会 （当該市町村に市町村都市計
画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十
四条において同じ。）の意見を聴かなければならない。
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10
11
12
13
14

市町村は、立地適正化計画を作成した ときは、遅滞なく、これを公

表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければ
ならない。
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
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

画が同条第十五項（同条第十六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。

（都市再生整備計画に係る交付金の特例）
市町村は、国土交通省令で定めるところにより、第八十一

前項の規定により立地適正化計画が提出されたときは、第四十七条

した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができる。

は特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。）を記載

る同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業等であって当該市町村又

条第二項第四号に掲げる事項（第四十六条第一項の 土地の区域におけ

第八十三条

２

第一項の規定による都市再生整備計画の提出があったものとみなして
、同条第二項から第四項まで及び第四十八条から第五十条までの規定
を適用する。この場合において、第四十 七条第二項中「事業等の実施
」とあるのは、「第八十三条第一項に規定する事業等の実施（特定非
営利活動法人等が実施する同項に規定す る事業等に要する費用の一部

（新設）

（新設）
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15
16

の負担を含む。）」とする。

（立 地適正化計画の評価等）
市 町村は、立地適正化計画を作成した場合においては、お

市町村都市計画審議会は 、第二項又は前項の規定による報告を受け

計画の進捗状況について報告を求めることができる。

市町村都市計画審議会は、必要に応じ、市町村に対し、立 地適正化

その結果を市町村都市計画審議会に報告しなければならない。

市町村は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、

する。

きは、立地適正化計画及びこれに関連す る都市計画を変更す るものと

査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めると

機能増進施設の立地の適正化に関する施策の実施の状況についての調

おむ ね五年ごとに、当該立地適正化計画の区域における住宅及び都市

第八十四条

２

３

４

たときは、その報告に係る事項について、市町村に対し、意見を述べ
ることができる。

都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討そ

（都市計画における配慮）
第八十五条

の他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計
画の策定の過程において、立地適正化計画が円滑に実施されるよう配

都市計画の決定等の提案

居住誘導区域に係る特別の措置

慮するものとする。

第二節

第一款

（新設）

（新設）
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立 地適正化計画に記載された居住誘導区域内における政令

（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
）

三

二

一

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

その他政令で定める都市計画

画に関する都市計画

都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計

げる都市計画

第三十七条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲

提案 に係る都市計画の素案を添えなければならない。

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

特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は

業」という。）を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該

で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業（以下「特定住宅整備事

第八十六条

２

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
、第三十七条第二項中「都市再生事業」とあるのは「第八十六条第一
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。次条第二項
において同じ。）」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法（平成十六

（特定住宅整備事業を行おうとする者による景観計画の策定等の提案
）
第八十 七条

年法律第百十号）第七条第一項に規定す る景観行政団体に対し、当該

（新設）

（新設）
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２

特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画（同法第八条第一項に
規定する景観計画をいう。以下この項において同じ。）の策定又は変
更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景
観計画の素案を添えなければならない。
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、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、同法第十
一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定す
る土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域
としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八
十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部又は一部

建築等の届出等

立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載さ

第二款

を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。

第八十 八条

れた居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第四条第十二項に
規定する開発行為（以下「開発行為」という。）で あって住宅その他
人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの（以下
この条において「 住宅等」という。）の建築の用に供する目的で 行う
もの（政令で定める戸数未満の住宅 の建 築の用に供す る目的で 行うも
のにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。）又
は住宅等を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変
更して住宅等とす る行為（当該政令で定める戸数未満の住宅に係るも
のを除く。）を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十
日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所
、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を

（新設）
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２

３

４

市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為につい

一
非常災害のため必要な 応急措置として行う行為

軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

ては、この限りでない。

二
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として

その他市町村の条例で定める行為

政令で定める行為

三

四
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土
交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に
係る行為に着手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。
市町村長は、第一項又は 前項の規定による届出があった場合におい
て、当該届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘
導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して
、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするため
に必要な勧告をすることができる。
市 町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があ
ると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土

居住調整地域等

地の取得について のあっせんその他の必要な措置を 講ずるよう努めな
ければならない。

第三款

立地適正化計画の区域（市街化調整区域を除く。）のうち

（居住調整地域）
第八十 九条

、当該立地適正化計画に記載された居住 誘導区域外の区域で、住宅地

（新設）
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化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定める
ことができる。

居住調整地域に係る特定開発行為（住宅その他人の居住の用

（開発行為等の許可等の特例）
第九十条
に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの（以下この条におい
て「住宅等」という。）の建築の用に供する目的で行う開発行為（政
令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっ
ては 、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。）をいう。以
下同じ。）については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は
適用せず、特定開発行為及び特定建築等行為（住宅等を新築し、又は
建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為（当
該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。）をいう。第九十
二条において同じ。）については、居住調整地域を市街化調整区域と
みなして、同法第三十四条及び第四十三条の規定（同条第一項の規定
に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、同法第三十四
条中「開発行為（主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的
で行う開発行為を除く。）」とあるのは「都市再生特別措置法第九十
条に規定する特定開発行為」と、「次の各号」とあるのは「第十号又
は第十二号から第十四号まで」と、同法第四十三条第一項中「第二十
九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新
築し、又は第一種特定工作物を新設しては」とあるのは「都市再生特
別措置法第九十条 に規定す る住宅等（同条の政令で 定める戸数未満の
住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。）を新築しては
」と、「同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物」
とあるのは「住宅等」と、同条第二項中「第三十四条」とあるのは「

（新設）
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都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する第三十

特定開発行為については、居住調整地域を市街化調整区域

四条」とするほか、必要な 技術的読替えは、政令で定める。

第九十一条
とみなして、土地区画整理法第九条第二項、第二十一条第二項及び第
五十一条の九第二項の規定を適用する。この場合において、これらの
規定中「土地区画整理事業」とあるのは「土地区画整理事業（施行区
域の土地について施行するものを除く。）」と、「同法第四条第十二
項に規定する開発行為が同法第三十四条各号」とあるのは「都市再生
特別措置法第九十条に規定する特定開発行為が同条の規定により読み
替えて適用する都市計画法第三十四条第十号又は第十二号から第十四

特定開発行為及び特定建築等行為については、居住調整地

号まで」とする。

第九十二条

域を市街化調整区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律
（平成二十五年法律第五十五号）第十三条第十項から第十二項までの
規定を適用する。この場合において、同条第十項中「開発行為（同法
第四条第十二項に規定する開発行為をいう。）」とあるのは「都市再
生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、「、同法」とあ
るのは「、都市計画法」と、同項及び同条第十一項中「第三十四条」
とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適
用する都市計画法第三十四条」とする。

地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第九十三条

市、同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市及び同法第

（新設）

（新設）

（新設）
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２

３

４

二百五十二条の二十六の三第一項に規定する特例市以外の市町村が居
住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当
該市 町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第三
章第一節の規定に基づく事務（以下「開発許可関係事務」という。）
を処理することができる。この場合においては、当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適
用があるものとする。
前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は
、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議し
なければならない。この場 合において、町村の長にあっては都道府県
知事の同意を得なければならない。
第一項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長
は、その処理を開始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、その旨を公示しなければならない。
第 一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は
、都市計画法第三十三条第六項、第三十四条第十一号及び第十二号、
第三十四条の二、第三十五条の二第四項、第四十三条第三項並びに第
七十八条第一項、第三項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用に
ついては、同法第 二十九条第一項に規定す る指定都市等とみなす 。こ
の場合において、同法第七十八条第一項中「置く」とあるのは、「置

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

くことができる」とする。

第九十四条

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
十四号）第十条の 七第二項、地域における歴史的風 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」

（新設）
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２

という。）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
（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
都道府県知事とみなす。
前条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町
村は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の二第四項及び第十
条の七第一項並びに大規模災害からの復興に関する法律第十三条第九
項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する指定都市等と、地
域歴史的風致法第五条第四項の規定の適用については同項に規定する

民間誘導施設等整備事業計画の認定等

都市機能誘導区域に係る特別の措置

指定都市とみなす。

第三節

第一款

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における

（民間誘導施設等整備事業計画の認定）
第九十五条

都市開発事業（当該都市機能誘導区域に係る誘導施設又は当該誘導施
設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関す
るものに限る。）であって、当該都市開発事業を施 行す る土地（水面
を含む。）の区域（以下「誘導事業区域」という。）の面積が政令で
定める規模以上のもの（以下「誘導施設等整備事業」という。）を施
行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、
当該誘導施設等整備事業に関する計画（以下「民間誘導施設等整備事
業計画」という。）を作成し、国土交通 大臣の認定を申請す るこ とが

（新設）
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２

３

できる。
前項の認定 （以下「 誘導事業計画の認定」と いう。）の申請は、当
該申請に係る誘導施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市
町村（以下「計画作成市町村」という。）を経由して行わなければな
らない。この場合において、計画作成市町村は、当該民間誘導施設等
整備事業計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して 、国土交
通大臣に送付するものとする。
民間誘導施設等整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ

三

二

一

公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又

建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要

誘導施設の概要

誘導事業区域の位置及び面積

ばならない。

四

七

六

五

その他国土交通省令で定める事項

資金計画

用地取得計画

工事着手の時期及び事業施行期間

は管理者となるべき者

八

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定の申請があった場合

（民間誘導施設等整備事業計画の認定基準等）
第九十 六条

において、当該申請に係る民間誘導施設等整備事業計画が次に掲げる
基準に適合すると認めるときは、誘導事業計画の認定をすることがで

当該誘導施設等整備事業が、住宅及び都市機能増進施設の立地の

きる。
一

適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載され

（新設）
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２

二

三

四

五

た都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものである
と認められるこ と。
当該誘導施設等整備事業が、立地適正化計画に記載された第八十
一条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及
びその敷地並び に公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に
適合するものであること。
工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該誘導施
設等整備事業を確実に遂行するために適切なものであるこ と。
当該誘導施設等整備事 業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的
確に遂 行す るために必要なその他の能力が十分であること。
国土交通大臣は、誘導事 業計画の認定をしようとするときは、あら
かじめ、当該誘導施設等整備事業の施行により整備される公共施設の
管理者又は管理者となるべき者（計画作成市町村であるものを除く。
以下「公共施設の管理者等」という。）の意見を聴かなければならな
い。

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をした ときは、速や

（誘導事業計画の認定の通知）
第九十 七条

かに、その旨を計画作成市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機
構に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受けた者（以下「認定
誘導事業者」という。）の氏名又は名称、事業施行期間、誘導事業区
域その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導

（民間誘導施設等整備事業計画の変更）
第九十八条

（新設）

（新設）
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２

施設等整備事業計画（以下「認定誘導事業計画」という。）の変更（
国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、
国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第九十五条第二項及び前二条の規定は、前項の場合について準用す
る。

国土交通大臣は、認定誘導事業者に対し、認定誘導事業計

（報 告の徴収）
第九十九条
画（認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以
下同じ。）に係る誘導施設等整備事業（以下「認定誘導事業」という
。）の施行の状況について報告を求めることができる。

（地位の承継）
認定誘導事業者の一般承継人又は認定誘導事業者から認定誘導

国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あ

を承継す るこ とができる。

、当該認定誘導事 業者が有していた誘導事業計画の認定に基づく地位

業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて

事業計画に係る誘導事業区域内の土地の所有権その他当該認定誘導事

第百条

２

らかじめ、計画作成市町村の意見を聴かなければならない。

国土交通大臣は、認定誘導事業者が認定誘導事業計画に従っ

（改善命令）
第百一条

て認定誘導事業を施行していないと認めるときは、当該認定誘導事業
者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずること
ができる。

（新設）

（新設）

（新設）
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（誘導事業計画の認定の取消し）
国土交通大臣は、認定誘導事業者が前条の規定による処分に

国土交通大臣は、前項の規定によ る取消しをしたときは、速やかに

違反したときは、誘導事業 計画の認定を取り消すことができ る。

第百二条

２
、その旨を、計画作成市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構
に通 知するとともに、公表しなければならない。

民間都市機構は、第二十九条第一項及び第七十一条第一項に

（民 間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務）
第百三条

規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進す
るため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことが

次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の施行に

できる。
一

要する 費用の一部（公共施設等その他公 益的施設で政令で定めるも
のの整備に要す る費用の額の 範囲内に限る。）について支援す るこ

認定誘導事業者（専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会

不動産特定共同事業法第 二条第二項に規定する不動産取引 （認

る出資

受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対す

、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の

」という。）又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し

る建築物及びその敷地（以下この号において「認定 誘導建築物等

専ら、認定誘導事業者から認定誘導事業の施行により整備され

社等に限る。）に対する出資

と。
イ

ロ

ハ

（新設）

（新設）
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２

３

二

三

ニ

ホ

定誘導建築物等を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取
得し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容と
するものに限る。）を対象とする同条第三項に規定する不動産特
定共同事業契約に基づく出資
信託（受託した土地に認定誘導建築物等を整備し、当該認定誘
導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。
）の受益権の取得
イからニまで に掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で
定める方法
認定誘導事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行
うこと。
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場
合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一
項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第百
三条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一
号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都
市再生特別措置法第百三条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十
条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項（都市再
生特別措置法第百三条第二項の規定によ り読み替えて適用す る場合を
含む 。以下この号において同じ。）」と、「同項」とあるのは「第十
一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条（
都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。）」とする。
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては
、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
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民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市

（民間都市開発法の特例）
第百四条
開発事業であって認定誘導事業（誘導施設を有する建築物の整備に関
するものに限る。）であるものについての同号の規定の適用について
は、同号中「という。）」とあるのは、「という。）並びに都市再生

土地区画整理法の特例

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

第二款

特別措置法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設」とする
。

第百五条

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
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
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
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
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
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

駐車場法の特例等

八条第二項から第七項までの規定は、適 用しない。

第三款

立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に関する

（特定路外駐車場の設置の届出等）
第百六条

事項に係る駐車場配置適正化区域内にお いて、路外駐車場で自動車の

（新設）

（新設）

（新設）
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２

３

４

駐車の用に供する部分の面積が当該駐車場配置適正化区域内の土地利
用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める
規模以上のもの（以下この項において「特定路外駐車場」という。）
を設置しようとする者は、 当該特定路外駐車場の設置に着手する日の
三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外
駐車場の位置、規模その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届
け出なければならない。
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土
交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に
係る行為に着手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。
市町村長は、第一項又は 前項の規定による届出があった場合におい
て、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者
の移動上の利便性及び安全性の向上のため必要があると認めるときは
、当該届出をした 者に対して、必要な勧告をするこ とができる。
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があ
ると認めるときは 、その勧告を受けた者に対し、土地の取得について
のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に

（駐車施設の附置に係る駐車場法の特例）
第百七条

関する事項に係る駐車場配置適正化区域 （駐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
「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域（都市再生特別措置法第八

（新設）
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十一条第五項第一号に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同
じ。）の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二
第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二
十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくは その建築
物の敷地内若しくは集約駐車施設（同項第三号に規定する集約駐車施
設をいう。以下同じ。）内に駐車施設を設けなければならな い旨又は
集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」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
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」と
あるのは「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、同項及び同
法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しく
はその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなけ
ればならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならな
い旨を」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駐車場配置適正化
区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」

建築等の届出等

立地適正化計画の区域内において、当該立地適正化計画に記

第四款

とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」とする。

第百八条

載された誘導施設を有する建築物の建築 の用に供する目的で行う開発
行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改
築し、若しくはその用途を変更して当該 誘導施設を有する建築物とす
る行為を行おうとする者（当該誘導施設の立地を誘導するものとして
当該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てこれら

（新設）
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２

３

４

の行為を行おうとする者を除く。）は、これらの行為に着手する日の
三十日前までに、国土交通 省令で定めるところにより、行為の種類、
場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事
項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為に

一
非常災害のため必要な応急措置として行う行為

軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

ついては、この限りでない。

二
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として

その他市町村の条例で 定める行為

政令で定める行為

三

四

前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土
交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に
係る行為に着手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。
市 町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合におい
て、当該届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立
地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に
対して、当該届出に係る事項に関し、誘導施設の立地を適正なものと
するために必要な 勧告をすることができる。
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があ
ると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る
都市機能誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な

特定用途誘導地区

措置を講ずるよう 努めなければならない。

第五款
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立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該

特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項

ことができる。

区域に限る。）については、都市計画に、特定用途誘導地区を定める

る用途地域（同号に掲げる工業専用地域を除く。）が定められている

要が あると認められる区域（都市計画法第八条第一項第一号に規定す

都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必

第百九条

２
第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物等の誘導すべき用途、
その 全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度及び
建築物の高さの最高限度（当該地区における市街地の環境を確保する

跡地等管理協定等

ため必要な場合に限る。）を定めるものとする。

第四節

（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

市 町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地

供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

う。）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提

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

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

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

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

２

等の所有者等が当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行わない
ため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が 著しく損なわれて
いると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理指針に即

（新設）

（新設）
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した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。

（跡地等管理協定の締結等）
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

跡地等管理協定の目的となる跡地等（以下この条において「協定

三

二

跡地等管理協定の有効期間

協定跡地等の管理に必要な施設の整備に関する事項

協定跡地等の管理の方法に関する事項

跡地等」という。）

四

跡地等管理協定に違反した場合の措置

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

なければならない。

跡地等管理協定については、協定跡地等の所有者等の全員 の合意が

五

一

行うことができる。

以下「跡地等管理協定」という。）を締結して、当該跡地等の管理を

理するため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定（

項第一号に規定する景観計画区域内にあるものに限る。）を適正に管

定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては 景観法第八条第二

域内の跡地等（緑地管理機構にあっては都市緑地法第三条第一項に規

をいう。以下同じ。）は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区

を行うものに限る。以下こ の項 において「景観整備機構」という。）

定により指定された景観整備機構（第百十六条第一項に規定する業務

おいて「緑地管理機構」という。）又は景観法第九十二条第 一項の規

（第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項に

第七十二号）第六十八条第 一項の規定により指定された緑地管理機構

により指定された都市再生推進法人、都市緑地法（昭和四十八年法律

第百十一条

２

３

（新設）
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４

のでなければならない。
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

協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。

一

二
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適

適合するものであること。

三
合す るものであ るこ と。
都市再生推進法人等が跡地等管理協定を締結しようとするときは、
あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいず

（跡地等管理協定の認可）
第百十二条

一

跡地等管理協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれ

申請手続が法令に違反しないこ と。

れにも該当す るときは、同項の認可をしなければならない。

二
にも適 合するものであること。

第百十一条第二項から第四項まで及び前条の規定は、跡地

（跡地等管理協定の変更）
第百十三条

等管理協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用
する。

都市再生推進法人等が跡地等管理協定に基づき管理する樹

（都市の美観風致を維持す るための樹木の保存に関する法律の特例）
第百十四条

木又は樹木の集団で 都市の美観風致を維 持す るための樹木の保存に関
する法律第二条第 一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定
されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一

（新設）

（新設）

（新設）
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項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市再生特別措置法第百十一
条第一項に規定する都市再生推進法人等（以下「都市再生推進法人等
」という。）」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とある
のは「都市再生推進法人等」と、同法第九条中「所有者」とあるのは
「所有者又は都市再生推進法人等」とする。

（緑地管理機構の業務の特例）
都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地

管理機構（同法第六十九条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。

跡地等管理協定に基づく跡地等の管理を行うこと。

」とある

）は、同法第六十九条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行

一
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

うことができる。

二

前項の場合においては、 都市緑地法第七十条中「又はニ

又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一

基づく跡地等の管理を行うことができる。
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲
げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生 特別措置法第百十

市町村都市再生協議会

六条第一項に規定する業務」とする。

第七章

（新設）

（新設）
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第百十五条

２
のは、「若しくは ニ

景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備

（景観整備機構の業務の特例）

号」とする。

(１)

機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理協定に

第百十 六条

２

(１)

次に掲げる者は、市町村ごとに、都市再生整備計画及びそ

一

市町村

前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市

るものとして国土交通省令で 定める特定非営利活動法人等

前各号に掲げ る者のほか、第二号から前号まで に掲げる者に準ず

が指定した歴史的風致維持向上支援法人

地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長

景観整備機構

景観法第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した

整備推進機構

六十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地

中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第

指定した防災街区整備推進機構

密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が

法人

次条第一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進

七

六

五

四

三

二

会」という。）を組織することができる。

行うため、市町村都市再生協議会（以下この条において「市町村協議

益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を

の実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公

第百十七条

２

町村協議会に、関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅
供給公社、民間都市機構、当該都市再生整備計画の区域内において公
共公益施設の整備若しくは管理を行い、又は都市開発事業を施行する
民間事業者、誘導施設又は誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する
施設の整備に関する事業を施行する民間事業者（次項において「誘導

（新設）
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３

４

５

６

７

８

施設等整備民間事業者」という。）その他まちづくりの推進を図る活
動を行う者を加えることができる。
誘導施設等整備民間事業者であって市町村協議会の構成員でないも
のは、第一項の規定により市町村協議会を組織する同項各号に掲げる
者に対して、自己を市町村協議会の構成員として加えることを申し出
ることができる。
前項の規定による申出を受けた第 一項各号に掲げる者は、正当な理
由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、第四
十六条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業（これらの事業と一体
となってその効果を増大させることとなる事業等を含む 。）を実施し
、又は実施す るこ とが見込まれる者、都市再生整備計画に基づく事業
により整備された公共公益施設の管理者及び第八十 一条第二項第四号
イからハまでに掲げる事業等を実施し、又は実施することが見込まれ
る者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求
めることができる。
市 町村協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する
者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第 一項の協議を行うための会議において協議が調った事項について
は、市町村協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければなら
ない。
前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必 要な事項

都市再生推進法人

は、市町村協議会が定める。

第八章
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（都市再生推進法人の指定）

（都市再生整備推進法人の指定）

営利活動 法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの

市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非

営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの

推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって政令で定め る要

第七十三条

推進を図る活動を行うことを目的とす る会社であって政令で 定める要

件に該当するものであって、次条に規定す る業務を適正かつ確実に行

市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非

件に該当するものであって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行

うことができると認められるものを、その申請により、都市再生整備

第百十八条

うことができると認められ るものを、その申請により、都市再生推進

。
２～４

推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事 業であって同

第七十四条

（推進法人の業務）

（略）

推進法人（以下「推進法人」という。）として指定することができる

（略）

法人（以下「推進法人」という。）として指定することができる。

２～４

（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。

一

項に規定する都市再生基本方針に基づいて行われるものを施行する

助成を行うこと。

特定非営利活動法人等による前号の都市開発事業の施行に対する

遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

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

立 地適正化計画に記載された跡地等管理区域内における跡地等

者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業

立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用

事業であって住宅の整備に関するもの

立 地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発

都市再生基本方針に基づいて行われるもの

第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって

民間事業者に対し、当該都市開発事業に関す る知識を有する者の派

イ

ロ

ハ

ニ

の管理に関する事業
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行

二

。

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

二

うこと。
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次に 掲げる事業を施行す るこ と又は当該事業に参加するこ と。
第一号の都市開発事業

三
イ

次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
第一号の事業

公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域に

四

第四十六条第一項の土地の区域における公共施設又は第三号ロの

（略）

三
イ
ロ

おける居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものと

公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又
は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞

して国土交通省令で定める施設の整備に関する事業

ロ

在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令

（略）

五

で定める施設の整備に関す る事業
四
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された

国土交通省令で定める施設の所有者（所有者が二人以上いる場合に

五
居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定め

（略）

あっては、その全員） との契約に基づき、これらの施設の管理を行

六

る施設の所有者（所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員

（略）

うこと。

六
跡地等管理協定に基づき跡地等の管理を行うこ と。

第四十六条第一項の土地の区域における都市の再生に関する調査
研究を行うこと。

第四十六条第一項の土地の区域における都市の再生に関する普及
啓発を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域にお

（略）

ける都市の再生のために必要な業務を行うこ と。

（監督等）

第七十五条

九

八

七

）との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。

七

第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域におけ

第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域におけ

る都市の再生に関する調査研究を行うこと。

第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域におけ

る都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

八

九

十

前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又

る都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
十一

は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を

（略）

行うこと。

第百二十条

（監督等）
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第七十六条

市町村長は、第七十四条各号に掲げる業務の適正かつ確実

な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、

市町村長は、第百十九条各号に掲げる業務の適正かつ確

実な実施を確保するため必 要があると認めるときは、推進法 人に対し

市町村長は、推進法人が第七十四条各号に掲げる業務を適正かつ確

その業務 に関し報告をさせることができる。
２

実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運

市町村長は、推進法人が第百十九条各号に掲げる業務を適正かつ確
実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運

民間都市機構は、第二十九条第一項、第七十一条第一項及

（民間都市機構の行う推進法人支援業務）

（略）

第七十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

市町村長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、

営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

４

営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
市町村長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、
第百十八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
（略）

３

、その業務に関し報告をさせることができる。

第百二十一条

２

３

４

（民間都市機構の行う推進法人支援業務）

第七十七条

び第七十二条の七第一項に規定する業務のほか、推進法人によるその

民間都市機構は、第二十九条第一項、第七十一条第一項

、第七十八条第一項及び第百三条第一項に規定する業務のほか、推進

業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる

推進法人による第七十四条第二号に掲げる業務の実施に対する助

（略）

成を行うこ と。
二・三

一

法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受け

推進法人による第百十九条第二号に掲げる業務（都市開発事業に

業務を行うことができる。

一

（略）

係るものに限る。）の実施に対する助成を行うこと。
二・三

第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並び

二十二条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項

項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第百

合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一

都市再生特別措置法第七十七条第 一項第一号」と、民間都市開発法第

一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに

十七条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第

項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七

合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一

前項の規定により、民間都市機構が同項 各号に掲げる業務を行う場

に都市再生特別措置法第百二十二条第一項第一号」と、民間都市開発

二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項（都

前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場

法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項

市再生特別措置法第七十七条第二項の規定により読み替えて適用する

２

て、次に掲げる業務を行うことができる。

第百二十二条

２

（都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適
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３

るのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは

用す る場合を含む 。以下この号において同じ。）」と、「同項」とあ

二条（都市再生特別措置法第七十七条第二項の規定により読み替えて

「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十

場合を含む。以下この号において同じ。）」と、「同項」とあるのは

（略）

「第十二条（都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読

３

第七十八条

第六章

第七十九条

雑則

民間都市機構は、次に掲げる経理については、それぞれそ

（区分経理）

（略）

適用する場合を含む。）」とする。

民間都市機構は、次に掲げる経理については、それぞれ

雑則

（略）

み替えて適用する場合を含む。）」とする。
（略）

第百二十三条

第九章

（区分経理）
第百二十四条

の他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

より支援するものに限る。次条において同じ。）及び第七十一条第

第二十九条第一項第一号に掲げる業務（イ及びロに掲げる方法に

法により支援するものに限る。次条において同じ。）及び第七十一

一項第一号に掲げる業務（イ及びロに掲げる方法（出資に係る部分

一

条第一項第一号に掲げる業務（同号イ及びロに掲げる方法（出資に

を除く。）により支援するものに限る。次条において同じ。）に係

（略）

係る部分を除く。）により支援するものに限る。次条において 同じ

二

る経理

（略）

第八十条～第八十三条

（新設）

（略）

。）に係る経理

第二十九条第 一項第一号に掲げる業務（同号イ及びロに掲げる方

その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない
。
一

二

（略）

第百六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をし

罰則

第百二十五条～第百二十八条

第十章

第百二十九条
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ないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第二項に規定する行

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金

為をした者は、五十万円以 下の罰金に処する。

第百三十条

第百八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、

為をした者

、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行

第八十八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで

、又は虚偽の報告をした者

第二十五条、第六十七条又は第九十九条の規定による報告をせず

に処する。
一

二

三

又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為
をした者

（新設）

（罰則）

第二十五条又は第六十七条の規定による報告をせず、又は

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

虚偽の報告をした 者は、三十万円以下の罰金に処す る。

第八十四条

２

が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使 用人その

他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をし

為者を罰するほか、その法人又は 人に対して同項の刑を科する。

第百三十一条

たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑
を科する。
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改

正

案

○建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）（第二条関係）

目次
（略）

都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び

第一章・第二章
第三章
用途
（略）

都市再生特別地区及び特定用途誘導地区（第六十条の

第一節～第四節
第四節の二

（略）

二・第六十条の三）
第五節～第八節
（略）

目次

現

（略）

行

（傍線部分は改正部分）

都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び

第一章・第二章
第三章

用途
（略）

（略）

（略）

都市再生特別地区（第六十条の二）

第一節～第四節
第四節の二

第五節～第八節
第三章の二～第七章
附則

第三章の二～第七章
附則

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

一～二十

（略）

該各号に定めるところ による。

第二条

（用語の定義）

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

（用語の定義）
第二条

（略）

該各号に定めるところによる。
一～二十

中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域

、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業

中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種

、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業

地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域

二十一

地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域

、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種

、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地

区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防

二十一

区、特定街区、都市再生特別 地区、特定用途誘導地区、防火地域、
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住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準

専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

計画法第八条第 一項第一号から第六号までに掲げ る第一種低層住居

準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区

地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区

地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途

用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業

層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専

第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低

災街区整備地区又は景観地区

それぞれ、都市計画法第八条第一項

専用地域、特別 用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区

、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地

それぞれ、都市

、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再

（略）

域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。

（適用の除外）

二十二～三十五

生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災

（略）

街区整備地区又は景観地区をいう。
二十二～三十五

（適用の除外）

（略）
（略）

第三条
２

前項の 規定は、次の各号のいずれかに該 当す る建築物、建築物の敷

（略）

（略）

３

第三条
２

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷

地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。

３

地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。

種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

（略）

種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住

一

専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住

居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業

（略）

居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業

地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に

一

地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に

関する都市 計画の決定若しくは変更、第四十 二条第一項、第五十二

都市計画区域若しくは準都市 計画区域の指定若しくは変更、第一

関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二

条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項

二

条第二項第二号若しくは第三 号若しくは第八項、第五十六条第 一項

第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取

都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一

第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取

消し又は第五十二条第 一項第六号、第二項第三号若しくは第八項、

二

消し又は第五十二条第一項第七号、第二項第三号若しくは第八項、
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第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表

第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表

欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十

第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定す

する制限又は第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から

建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関

第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する

まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、

項、第二項、第 七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項

三条第一項、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十二条第一

る建築物、建築物の敷 地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に

第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定す

する制限又は第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から

建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関

第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する

まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、

項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項

三条第一項、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十二条第一

第三

る建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に

関する制限に変更があつた場合における当該 変更後の制限に相当す

欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十

関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当す

る従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若し

第三

る従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若し

くはその敷 地の部分
（略）

三～五

（略）

三～五

）

（用途地域等における建築物の敷 地、構造又は建築設備に対する制限

）

別地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当

用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域又は都市再生特

地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設

該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の

第五十条

備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なもの

条例で定める。

第五十条

は、地方公共団体の条例で定める。

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率

（容積率）
第五十二条

」という。）は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率

」という。）は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数

値以下でなければならない。ただ し、当該建築物が第五号に掲げる建

第五十二条

（容積率）

用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別

（用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限

くはその敷地の部分

(に)

値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建

- 49 -

(に)

有す るときは、当該部分の床面積を含む 当該建築物の容積率は、当該

定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を

築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算

建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商

有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該

定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を

築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算

十分の五、十分の六、十分の八、十分

建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商

第一種低層住居専用地域

の十、十分の十五又は十分の二十のう

業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に

十分の五、十分の六、十分の八、十分

又は第二種低層住居専用地

ち当該地域に関する都市計画において

業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に

第一種低層住居専用地域
の十、十分の十五又は十分の二十のう

域内の建築物

定める数値の一・五倍以下でなければならない。

又は第二種低層住居専用地
ち当該地域に関する都市計画において

一

域内の建築物（第六号に掲

域若しくは第二種中高層住

第一種中高層住居専用地

十のうち当該地域に関する都市計画に

十分の三十、十分の四十又は十分の五

十分の十、十分の十五、十分の二十、

第一種住居地域、第二種住

居専用地域内の建築物又は

域若しくは第二種中高層住

第一種中高層住居専用地

おいて定められたもの

十のうち当該地域に関する都市計画に

十分の三十、十分の四十又は十分の五

十分の十、十分の十五、十分の二十、

定められたもの

定められたもの

居専用地域内の建築物（第

おいて定められたもの

域、近隣商業地域若しくは

第二種住居地域、準住居地

。）又は第一種住居地域、

げる建築物を除く。）

域内の建築物（第五号に掲

商業地域若しくは準工業地

居地域、準住居地域、近隣

五号及び第六号に掲げる建

十、十分の八十、十分の九十、十分の

、十分の五十、十分の六十、十分の七

十分の二十、十分の三十、十分の四十

百、十分の百十、十分の百二十又は十

十、十分の八十、十分の九十、十分の

、十分の五十、十分の六十、十分の七

築物を除く。）
商業地域内の建築物（第

百、十分の百十、十分の百二十又は十

分の百三十のうち当該地域に関する都

十分の二十、十分の三十、十分の四十

六号に掲げる建築物を除く

分の百三十のうち当該地域に関する都

市計画において定められたもの

商業地域内の建築物

準工業地域内の建築物（第

三

六号に掲げる建築物を除く

二

げる建築物を除く。）

定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一

二

三

。）

市計画において定められたもの
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２

四

五

六

七

十分の十、十分の十五、十分の二十、

十分の十、十分の十五、十分の二十、

工業地域又は工業専用地

工業地域内の建築物（第
十分の三十又は十分の四十のうち当該

地域に関する都市計画において定めら

四

六号に掲げる建築物を除く
地域に関する都市計画において定めら

れたもの

もの（当該高層住居誘導地

面積の三分の二以上である

の床面積の合計がその延べ

の住宅の用途に供する部分

物を除く。）であつて、そ

築物（第六号に掲げる建築

高層住居誘導地区内の建

応じて政令で定める方法により算出し

の合計のその延べ面積に対する割合に

物の住宅の用途に供する部分の床面積

値から、その一・五倍以下で 当該建築

において定められた第二号に定める数

地域又は 準工業地域に関する都市計画

二種住居地域、準住居地域、近隣商業

当該建築物がある第一種住居地域、第

められたときは、その敷地

の敷地面積の最低限度が定

る都市計画 において建築物

該高層住居誘導地区に関す

分の二以上であるもの（当

の合計がその延べ面積の三

用途に供する部分の床面積

築物であつて、その住宅の

高層住居誘導地区内の建

誘導地区に関する都市計画において定

た数値までの範囲内で、当該高層住居

応じて政令で定める方法により算出し

の合計のその延べ面積に対する割合に

物の住宅の用途に供する部分の床面積

値から、その一・五倍以下で当該建築

において定められた第二号に定める数

地域又は準工業地域に関する都市計画

二種住居地域、準住居地域、近隣商業

当該建築物がある第一種住居地域、第

十分の三十又は十分の四十のうち当該

。）又は工業専用地域内の
れたもの

区に関する都市計画におい

た数値までの範囲内で、当該高層住居

面積が当該最低限度以上の

域内の建築物

建築物

て建築物の敷地面積の最低

誘導地区に関する都市計画において定

五

限度が定められたときは、

められたもの

の四の項において同じ。）

一項第二号ハ及び別表第三

ものに限る。第五十六条第

当該特定用途誘導地区に関する都市計
画において定められた数値

（略）

前項に定めるもののほか、前面道路（前 面道路が二以上あるときは

、その幅員の最大のもの。以下こ の項及び第十二項において同じ。）

六

められたもの

２

その敷 地面積が当該最低限
度以上のものに限る。）

特定用途誘導地区内の建
築物であつて、その全部又
は一部を当該特定用途誘導
地区に関する都市計画にお
いて定められた誘導すべき
用途に供するもの
（略）

前項に定めるもののほか、前面道路（前面道路が二以上あるときは
、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。）
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の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の

（略）

十分の四（特定行政庁が都道府県都市

の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の

一

第一種中高層住居専用地

幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

二

計画審議会の議を経て指定する区域内

幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

（略）
十分の四（特定行政庁が都道府県都市

域若しくは第二種中高層住

の建築物にあつては、十分の六）

定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

一
第一種中高層住居専用地
計画審議会の議を経て指定する区域内

居専用地域内の建築物又は

定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

二
域若しくは第二種中高層住
の建築物にあつては、十分の六）

内の建築物（高層住居誘導

居地域若しくは準住居地域

第一種住居地域、第二種住

内の建築物（前項第五号に

居地域若しくは準住居地域

第一種住居地域、第二種住

その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であつて次に掲げる

（略）

（略）

掲げる建築物を除く。）

その住宅の用途に供する部
分の床面積の合計がその延
べ面積の三分の二以上であ
るもの（当該高層住居誘導
地区に関する都市計画にお
いて建築物の敷地面積の最
低限度が定められたときは
、その敷地面積が当該最低
限度以上のものに限る。第
五十六条第一項第二号ハ及
び別表第三の四の項におい
て同じ 。）を除く。）
（略）

８

３～７

地区内 の建築物であつて、

三

居専用地域内の建築物又は

三

（略）

その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物（特定用途 誘導地区

３～７
８
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りその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有すると

し、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当た

値とみなして、同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただ

議会の議を経て別に定めた 数値）を同項第二号又は第三号に定める数

ら当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審

指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値か

より算出した数値（特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て

面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法に

める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床

域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定

つて 次に掲げる条件に該当す るものについては、当該建築物がある地

計画において定められた誘導すべき 用途に供するものを除く 。）であ

内の建築物であつて、その一部を当該特定用途誘導地区に関する都市

る都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値

の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関す

当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分

が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が

同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物

別に定めた数値）を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、

数値まで の範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て

にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した

値（特定 行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内

の延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数

五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供す る部分の床面積の合計のそ

計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・

条件に該 当す るものについては、当該建築 物がある地域に関す る都市

（略）

（略）

の一・五倍以下でなければならな い。

９～

一・二

きは、当該部分の床面積を含む 当該建築物の容積率は、当該建築物が
ある地域に関する 都市計画において定められた第一項第二号又は第三

（略）

（略）

号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一・二
９～

（特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例）

２

（略）

（略）

（略）

特定行政庁は、第一項の規定による申請が次の各号に掲げる要件の

第五十七条の二

２

３

申請に係るそれぞれの特例敷 地の敷地面積に申請に係るそれぞれ

いずれにも該当す ると認めるとき は、当該申請に基づき、特例敷 地の

一

いずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地の

申請に係るそれぞれの特例敷地の敷 地面積に申請に係るそれぞれ

それぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。

一

それぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。

特定行政庁は、第一項の規定による申請が次の各号に掲げる要件の

（略）

15

３

第五十 七条の二

（特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例）

15
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内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの

区域内の建築物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域又は 区域

基準容積率の限度は、同条第一項各号の規定による当該各地域又は

率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたるときの当該

あること。この場合において、当該それぞれの特例敷地が基準容積

て「基準容積率」という。）の限度を乗じて得た 数値の合計以下で

限度が公告されているときは、当該特例容積率。以下この号におい

容積率（当該特例敷地について現に次項の規定により特例容積率の

く。以下この号において同じ。）の規定によるそれぞれの建築物の

例敷地の敷地面積に第五十二条第一項各号（第五 号及び第六号を除

の特例容積率の限度を乗じて得た数値の合計が、当該それぞれの特

部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて 得たものの合計とする

築物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域又は区域内にある各

の限度は、同条第一項各号の規定による当該各地域又は区域内の建

制限を受ける地域又は 区域の二以上にわたるときの当該基準容積率

この場合において、当該それぞれの特例敷地が基準容積率に関する

積率」という。）の 限度を乗じて得た数値の合計以下であること。

されているときは、当該特例容積率。以下この号において「基準容

該特例敷地について 現に次項の規定により特例容積率 の限度が公告

の号において同じ。）の規定によるそれぞれの建築物の容積率（当

例敷地の敷地面積に第五十二条第一項各号（第五号を 除く。以下こ

の特例容積率の限度を乗じて得た数値の合計が、当該それぞれの特

（略）
（略）

（特定街区）

４～７

二・三

。

（略）

（略）

合計とする。
二・三
４～７

（特定街区）

（略）
（略）

第六十条
２

特定街区内の建築物については、第五十 二条から前条までの規定は

（略）

（略）

３

第六十条
２

特定街区内の建築物については、第五十二条から前条まで及び第六

第四節の二

、適用しない。

２～４

（略）

第六十条の二

（略）

（都市再生特別地区）

都市再生 特別地区

３

都市再生特別地区及び特定用途誘導地区

十条の三第一項の規定は、適用しない。

第四節の二

（略）

（都市再生特別地区）

（略）

第六十条の二
２～４
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５

都市再生特別地区内の建築物については、第五十六条、第五十七条

（略）

の四、第五十八条及び次条第一項の規定は、適用しない。
６・７

（特定用途誘導地区）
特定用途誘導地区内においては、建築物の高さは、特定

第四十四条第二項の規定は、第一項ただし書の規定による許可をす

を緩和す るこ とができる。

得て、条例で、第四十八条第一項から第十二項まで の規定による制限

の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を

特定用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定

いては、この限りでない。

定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものにつ

められたときは、当該最高 限度以下でなければならない。ただし、特

用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定

第六十条の三

２

３
る場合に準用する。

（既存の建築物に対する制限の緩和）

５

都市再生特別地区内の建築物については、第五十六条、第五十七条

（略）

の四及び第五十八条の規定は、適用しない。
６・７

（新設）

（既存の建築物に対する制限の緩 和）

条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、

規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十八条の二（同

る場合を含む。以下この条、次条及び第八十七条において同じ。）の

第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十八条第一項から第

条各号に掲げる基準のうち政令で 定めるものに係る部分に限る。）、

規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十 八条の二（同

る場合を含む。以下この条、次条及び第八十七条において同じ。）の

第三条第二項（第八十六条の九第一項において準用す

第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十八条第一項から第

十三項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項

第八十六条の七

十三項まで、第五十一条、第五十二条第 一項、第二項若しくは第七項

、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条

第三条第二項（第八十六条の九第一項において準用す

、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第 一項、第五十五条

第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四

第八十 六条の七

第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四
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おいては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これ

替（以下この条及び次条において「増築等」という。）をする場合に

で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様

条第 一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令

、第六十七条の二第一項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八

しくは第二項、第六十条の三第一項、第六十一条、第六十二条第一項

くは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若

第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十九条第一項若し

項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しな

条において「増築等」という。）をする場合においては、第三条第三

て増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この条及び次

項の規定の適用を受けない建築物について 政令で定める範囲内におい

項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは第二

しくは第二項、第六十一条、第六十二条第 一項、第六十七条の二第一

くは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若

第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十九条第一項若し

（略）

第八十七条

（略）

（用途の変更に対するこの法律の準用）

２・３

い。

（略）

らの規定は、適用しない。
２・３

（用途の変更に対するこの法律の準用）
（略）

、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第六十条の二第

三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四

、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第 六十条の二第

建築物（次項の建築物を除く。）の用途を変更す る場合においては

三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四

十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条

２

十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条

まで、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項

建築物（次項の建築物を 除く。）の用途を変更する場合においては

第八十 七条
２

まで、第六十条の三第二項、第六十八条の二第一項及び第五項並びに

（略）

第八十八条

（略）

（工作物への準用）

３・４

の規定に基づく条例の規定を準用する。

（略）

第六十八条の九第 一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
３・４

（工作物への準用）
（略）

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項及び第五項から第十二項までを除

２

ついては、第三条、第六条（第三項及び第五項から第十二項までを除

くものとし、第一項及び第四項は 、第一項第一号から第三号までの建

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定す るものに

第八十 八条
２

くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建
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積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷

を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面

条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項

）、第八十七条第二項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十

四十八条第一項から第十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。

、第 六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項（第

の二第三項、第六十条の三第二項、第六十八条の二第一項及び第五項

二十 一項までを除く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条

、第十三条、第十八条（第 四項から第十一項まで及び第十七項から第

一条、第十二条第五項（第四号を除く。）及び第六項から第八項まで

く。）、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十

築物に係る部分に限る。）、第六条の二（第三項から第八項までを除

十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「

項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六

に第九十三条の二の規定を準用す る。この場合において、第六条第二

係る部分に限る。）、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並び

項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に

る部分に限る。）、第八十七条第三項（第四十八条第一項から第十三

で、第六十条の二第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係

（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条ま

十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項

項から第 九項まで、第八十六条の七第一項 （第四十八条第一項から第

の二第三項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六

二十一項 までを除く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条

、第十三条、第十八条（第四項から第十一項まで及び第十七項から第

一条、第十二条第五項（第四号を除く。）及び第六項から第八項まで

く。）、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十

築物に係る部分に限る。）、第六条の二（第三項から第八項までを除

（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処

（略）

用途」と読み替えるものとする。

一・二

する。

第百一条

３・４

地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるもの

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処

（略）

とする。
３・４

第百一条
する。
（略）

第十九条、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条、第四

十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第五十二条第一項

三

十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第五十二条第一項

、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五

第十九条、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条、第四

一・二
三

、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五
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２

建築物又は建築設備の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し

六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該

一項、第六十七条の二第三項若しくは第五項から第七項まで又は第

くは第二項、第六十条の二第一項若し くは第二項、第六十条の三第

五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第 六十条第一項若し

項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の

含む。）、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一

十三条の二第一項（第五十 七条の五第 三項において準用す る場合を

ないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の

設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わ

三項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の

第三項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第

くは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十七条の二

五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十 条第一項若し

項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の

含む。）、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一

十三条の二第一項（第五十七条の五第三項において準用する場合を

（略）

、又は設計図書に従わないで 工事を施工した場合においては、当該

（略）

四～十三

工事施工者）

（略）
２

建築物又は建築設備の工事施工者）
四～十三
（略）
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正

案

○都市計画法（昭和四十三年法律第百号）（第三条関係）

改

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区

（地域地区）
第八条

現

行

（傍線部分は改正部分）

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区

（地域地区）
第八条

一～四

都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第三十六

（略）

又は街区を定めることができる。

（略）

四の二

又は街区を定めることができる。
一～四

都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第三十六

２・３

（略）
（略）

五～十六

条第一項の規定による都市再生特別地区

四の二

条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定に

（略）

よる居住調整地域又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘
導地区
五～十六
（略）

都市再生特別地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域

について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号及び第三号に掲げ

４

観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第一

るもののほか、別に法律で定める。

都市再生特別地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景

２・３
４

号及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定

（都市施設）
第十一条

（都市施設）
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定

めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該

第十一条

めることができる。この場合において、 特に必要があるときは、当該

都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
（略）

一団地の復興拠点市街地形成施設（大規模災害からの復興に関

する法律（平成二十五年法律第五十五号）第二条第九号に規定する

十二

一～十一

都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
（略）

一団地の復興拠点市街地形成施設（大規模災害からの復興に関

一～十一
十二

する法律（平成二十五年法律第五十五号）第二条第八号に規定する
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十三
（略）

（略）

一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。）

（略）
２～６

一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。）
十三
（略）

一～三

次に掲げ る都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町

（略）

村が定める。

第十五条

（都市計画を定める者）

２～６

次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町

（都市計画を定める者）
第十五条
村が定める。
（略）

は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあ

法律第二百十八号）第二条第二項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又

第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法（昭和二十五年

生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、

に掲げる地域地区（同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再

法（昭和四十一年法律第百一号）第四条第二項第三号の近郊緑地特

以上の市町村の区域にわたるものに限る。）、首都圏近郊緑地保全

る地区にあ つては 都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域（二

拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げ

和二十五年法律第二百十八号）第二条第二項の国際戦略港湾、国際

に掲げる地域地区（同項第九号に掲げる地区にあつては港湾法（昭

第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号

つては 都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域（二以上の市町

別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和四十二

四

村の区域にわたるものに限る。）、首都圏近郊緑地保全法（昭 和四

年法律第百三号）第六条第二項の近郊緑地特別保全地区に限る。）

第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号

一～三
四

十一年 法律第百一号）第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区

に関する都市計画

（略）
（略）

都道府県知事は、開発許可の申 請があつた場合において、

当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準（第四項及び第五項の条

第三十三条

（開発許可の基準）

２～４

五～七

及び近畿圏の保全区域の整備 に関する法律（昭和四十二年法律第百
三号）第六条第二項の近郊緑地特別保全地区に限る。）に関する都

（略）
（略）

市計画
五～七
２～４

都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、

（開発許可の基準）
第三十三条

当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準（第四項及び第五項の条
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令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければな

しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命

例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。）に適合

らない。

令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければな

しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命

例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。）に適合

次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又

はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特

一

はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特

別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導す

次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又

らない。
一

別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導す

べき用途に適合するものにあつては、この限りでない。

当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途

地区、特定用途制限地域、流通業務地区又は港湾法第三十九条第

イ

地区、特定用途制限地域、 特定用途誘導地区、流通業務地区又は

合

一項の分区（以下「用途地域等」という。）が定められている場

が定められている場合

条第一項若しくは第二項若しくは第四十九条の二（これらの規定

当該用途地域等内における用途の制限（建築基準法第四十九

建築基準法第四十九条第一項若しくは第二項、第四十九条の二若

を同法第八十八条第二項において 準用する場合を含む 。）又は港

当該用途地域等内における用途の制限（

しくは第六十条の三第二項（これらの規定を同法第八十八条第二

湾法第四十条第一項の条例による用途の制限を含む。）

条例による用途の制限を含む。）
（略）
（略）

（略）
（略）

二～十四
２～７

市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については

前四条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収

、第一項に定めるもののほか、別に法律で定める。

五

（略）

土地収用法第百三十九条の三中「この法律」とあるのは「都市計

一～四

用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。

第七十三条

８

（略）

項において準用す る場合を含む 。）又は港湾法第四十条第一項の

ロ

港湾法第三十九条第一項の分区（以下「用途地域等」という。）

当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途

べき 用途に適合す るものにあつては、こ の限りでない。
イ

ロ
二～十四
（略）

居住調整地域又は市街地再開発促進区域内における開発許可に関す

２～７
８

前四条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収

る基準については、第一項に定めるもののほか、別に法律で定める。

第七十三条

用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
（略）

土地収用法第百三十九条の四中「こ の法律」とあるのは「都市計

一～四
五
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のは「第二十五条第二項」とする。

同条第一号中「第二十五条第二項、第二十八条の三第一項」とある

四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業」と、

事業を除く。）」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項又は第

第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた

都市計画事業」と、「第十七条第二項に規定する事業（第二十七条

臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた

市計画法第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大

定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは「都

第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規

画法第六十九条の規定により適用され るこの法律」と、「第十七条

のは「第二十五条第二項」とする。

同条第一号中「第二十五条第二項、第二十八条の三第一項」とある

四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業」と、

事業を除く。）」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項又は第

第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた

都市計画事業」と、「第十七条第二項に規定する事業（第二十七条

臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた

市計画法第五十九条第一項若しくは第二項の規定によ る国土交通大

定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは「都

第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規

画法第六十九条の規定により適 用されるこの法律」と、「第十七条
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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）（附則第八条関係）

改

第一条

（略）

現

（都市開発資金の貸付け）

（略）

２～５

（都市開発資金の貸付け）
第一条
（略）

行

（傍線部分は改正部分）

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

いず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

法人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（

十二号）第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進

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

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

七十四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

６

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

も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

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

２～５
６

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

共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付ける

（略）

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

７～９

ことができる。

（略）

ができる。
７～９
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改

正

案

○環 境影響評価法（平成九年法律第八十一号）（附則第九条関係）

（略）

第三十九条

（略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

土交通大臣（都市 計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百

いう。）を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国

二号）第五十一条第二項の規定による同意（以下「 都市計画同意」と

れる場合を含む。）又は都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十

二条第一項又は第 八十七条の二第三項の規定により読み替えて適用さ

第三項（同法第二十一条第二項において 準用する場合及び同法第二十

法第二十一条第二項において準用す る場合を含む。）、同法第十九条

あるのは「定める者（当該都市計画が都市計画法第十八条第三項（同

るのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」と

と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあ

び主たる事務所の所在地）」とあるのは「都市計画決定権者の名称」

と、「その氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及

るときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」

種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとす

とす る者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第二種事業又は第二

条の規定の適用については 、同条第一項中「第二種事業を実施しよう

十一条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方

土交通大臣（都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第八

いう。）を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国

二号）第五十一条第二項の規定による同意（以下「都市 計画同意」と

れる場合を含む。）又は都市再生 特別措置法（平成十四年法律第二十

二条第一項又は第八十 七条の二第三項の規定により読み替えて適用さ

第三項（同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十

法第二十一条第二項において準用する場合を含む 。）、 同法第十九条

あるのは「定める者（当該都市計画が都市計画法第十八条第三項（同

るのは「当該都市計画 に係る第二種事業の区分」と、「定める者」と

と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあ

び主たる事務所の所在地）」とあるのは「都市計画決定権者の名称」

と、「その氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及

るときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」

種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとす

とする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第二種事業又は第二

条の規定の適用については、同条第一項中「第二種事業を実施しよう

前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第四

二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地

整備局長又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

２

方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当

地方整備局長又は北海道開発局長）又は都道府県知事（以下「都市計

前項の規定により都市計画決定権 者が届出を行う場合における第四

第三十九条
２

該地方整備局長又は北海道開発局長）又は都道府県知事（以下「都市
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とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第四号又は第五号に定め

られるまで」と、同条第六項中「第二種事業を実施しようとする者」

定める者のすべてにより当該措置がとられるまで）」とあるのは「と

る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に

される第二十九条第二項」と、「とられ るまで（当該第二種事業に係

条第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用

後段の都市計画決定権者の全てにより第三項第二号」と、「第二十九

」とあるのは「第 一項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項

の規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号

しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法

二種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施

る者（第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第

るのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとす

府県知事（第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあ

省令・国土交通省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道

は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務

第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又

二項 の規定により読み替えて適用される第二十九条第一項」と、同条

市計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第

る者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都

る者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第二項中「定め

同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定め

定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画

五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に

第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者）」と、「第四号又は第

計画同意権者」という。）及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る

あるのは「都市計画決定権者」と、「同項第四号又は第五号に定める

れるまで」と、同条第 六項中「第二種事業を実施しようとする者」と

める者のすべてにより当該措置がとられるまで）」とあるのは「とら

第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定

れる第二十九条第二項」と、「とられるまで（当該第二種事業に係る

第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用さ

段の都市計画決定権者の全てにより第三項第二号」と、「第二十九条

とあるのは「第一項各号に定める者及び都市計画同意権 者又は同項後

規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号」

よう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の

種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施し

者（第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二

のは「、前項の都道府県知事及び 当該第二種事業を実施しようとする

県知事（第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とある

令・国土交通省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道府

同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省

三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は

項の規定により読み替えて適用される第二十九条第一項」と、同条第

計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第二

者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市

者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第二項中「定める

意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める

める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同

号に掲げ る第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定

二種事業の区分に応じ当該各号に定める者）」と、「第四号又は第五

画同意権 者」という。）及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第
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」と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣

省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣

知」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通

当該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通

あるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に

受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」と

により書面を作成した者は 、当該通知又は書面の作成」とあ るのは「

める者に書面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定

であるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該 各号に定

は「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないもの

知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるの

を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通

と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市 計画同意

る主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」

定めるべき」とする。

と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が

令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」

」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省

該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知

るのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当

けた者は 、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあ

より書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受

る者に書 面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定に

あるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定め

「定める者及び都市計画同意権者に、都市 計画同意を要しないもので

し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは

要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知

、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を

主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と

（略）

が定めるべき」とする。

３・４

（対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例

（略）

（対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例

）

３・４

）

（略）
（略）

第四十二条
２

（略）

（略）

第四十二条
２

一条第二項において準用する場合を含む。）、同法第十九条第三項（

前項の都市計画について、都市計画法第十八条第三項（同法第 二十

一条第二項において準用する場合を含む。）、同法第十九条第三項（

同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一

３

同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一

項又は第八十七条の二第三項の規定により読み替えて適 用される場合

前項の都市計画について 、都市計画法第十八条第三項（同法第二十

項又は第八十七条の二第三項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）又は都市再生特別措置法第五十一条第二項の規定による同

３

を含む。）又は都市再生特別措置法第五十一条第二項の規定による同

- 66 -

ればならない。

全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなけ

される第二十四条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保

、評価書の記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用

道府県知事（第四十五条において「都市計画同意権者」という。）は

いる場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長）又は都

国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されて

都市 再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する

を行うに当たっては、国土交通大臣（都市計画法第八十五条の二又は

意（以下この項及び第四十五条において「都市計画同意」という。）

ばならない。

について の適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなけれ

れる第二十四条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全

評価書の 記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用さ

府県知事（第四十五条において「都市計画同意権者」という。）は、

る場合にあっては、当該地方整備局長又は 北海道開発局長）又は都道

土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されてい

都市再生 特別措置法第八十一条の規定によ り都市計画同意に関する国

を行うに当たっては、国土交通大臣（都市計画法第八十五条の二又は

意（以下この項及び第四十五条において「都市計画同意」という。）
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