
1/7  

○千葉県都市計画事業土地区画整理事業施行条例（昭和35年7月16日条例第27号） 

千葉県都市計画事業土地区画整理事業施行条例 

昭和三十五年七月十六日 

条例第二十七号 

  

 改正 昭和四〇年 八月 二日条例第三七号 昭和四〇年一〇月二〇日条例第四六号  

   昭和四二年 八月 一日条例第二八号 昭和四三年 七月三一日条例第二七号  

   昭和四五年 七月 一日条例第四〇号 昭和四六年一二月二五日条例第七四号  

   昭和四九年 八月 一日条例第四九号 昭和五一年一〇月二一日条例第三九号  

   昭和五四年 三月一二日条例第一〇号 昭和五七年 三月二六日条例第一四号  

   昭和五七年一二月二三日条例第四〇号 昭和五八年一二月二七日条例第二七号  

   昭和六〇年一〇月二一日条例第三〇号 昭和六一年一〇月二〇日条例第三七号  

   昭和六三年一〇月一八日条例第三九号 平成 元年 二月二三日条例第一二号  

   平成 元年一二月二五日条例第四四号 平成 二年 七月一六日条例第三四号  

   平成 三年 三月 七日条例第一九号 平成 三年 七月二二日条例第四一号  

   平成 四年 三月二六日条例第五五号 平成 六年 七月一五日条例第二七号  

   平成 九年 二月二一日条例第六号 平成一〇年 三月二七日条例第一七号  

   平成一一年一二月二二日条例第五二号 平成一二年一二月 八日条例第七四号  

   平成一三年 二月二三日条例第一八号 平成一七年 二月二二日条例第二八号  

   平成一七年 七月二二日条例第六五号 平成一八年 三月三〇日条例第二六号  

   平成一八年一〇月二〇日条例第六〇号 平成一九年一〇月一九日条例第六七号  

   平成二〇年 三月二八日条例第九号 平成二〇年 七月一八日条例第三八号  

千葉県都市計画事業土地区画整理事業施行条例 

題名改正〔昭和四〇年条例三七号・平成九年六号〕 

（目的） 

第一条 この条例は、土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。）第三条

第四項の規定により千葉県が施行する土地区画整理事業に関し、法第五十三条第二項に規定する事

項その他必要な事項を定めることを目的とする。 

一部改正〔平成一七年条例六五号〕 

（事業の名称、施行地区に含まれる地域の名称及び事務所の所在地） 

第二条 前条の土地区画整理事業（以下「事業」という。）の名称、事業の施行地区に含まれる地域

の名称及び事業の事務所の所在地は、次の表に掲げるとおりとする。 

  

 事業の名称 施行地区に含まれる地域の名称 事務所の所在地  

 木更津都市計画事業金

田西特定土地区画整理

事業 

木更津市中島、瓜倉及び畔戸の各一部 木更津市潮見七

丁目 

 

 流山都市計画事業運動

公園周辺地区一体型特

定土地区画整理事業 

流山市後平井、前平井及び中の全部並びに三輪野山、

市野谷、加、加二丁目、加三丁目、平和台四丁目、平

和台五丁目、野々下一丁目、古間木、芝崎及び思井の

各一部 

流山市南流山一

丁目 

 

 柏都市計画事業柏北部

中央地区一体型特定土

地区画整理事業 

柏市新十余二、小青田、大室、花野井、正連寺、中十

余二、若柴、十余二及び高田の各一部 

柏市若柴  

 流山都市計画事業木地

区一体型特定土地区画

整理事業 

流山市木及び流山の各一部 流山市南流山一

丁目 

 

全部改正〔昭和四〇年条例三七号〕、一部改正〔昭和四〇年条例四六号・四二年二八号・

四三年二七号・四五年四〇号・四六年七四号・四九年四九号・五一年三九号・五四年一〇
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号・五七年一四号・五八年二七号・六〇年三〇号・六三年三九号・平成二年三四号・三年

四一号・四年五五号・六年二七号・九年六号・一〇年一七号・一一年五二号・一三年一八

号・一七年二八号・六五号・一八年二六号・六〇号・二〇年三八号〕 

第三条 削除 

削除〔昭和四〇年条例三七号〕 

（事業の範囲） 

第四条 事業の範囲は、法第二条第一項及び第二項に規定する土地区画整理事業とする。 

一部改正〔昭和五八年条例二七号〕 

第五条 削除 

削除〔昭和四〇年条例三七号〕 

（費用の分担） 

第六条 事業の施行地区を管轄する市町村は、法第百十九条第一項の規定により、事業に要する費用

の一部を負担しなければならない。 

一部改正〔昭和四〇年条例三七号・四二年二八号・四三年二七号・五一年三九号〕 

（保留地の処分） 

第七条 知事は、木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業、流山都市計画事業運動公園周辺

地区一体型特定土地区画整理事業、柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業及

び流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、法第九十六条

第二項の規定により一定の土地を保留地として定めることができる。 

２ 前項の保留地の処分方法については、規則で定める。 

全部改正〔平成九年条例六号〕、一部改正〔平成一〇年条例一七号・一一年五二号・一七

年六五号・二〇年三八号〕 

（審議会の名称及び委員） 

第八条 法第五十六条第一項の規定により設置される土地区画整理審議会（以下「審議会」という。）

の名称及び審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、次の表に掲げるとおりとする。 

  

 審議会の名称 委員の定数  

 木更津都市計画事業金田西特

定土地区画整理審議会 

法第五十八条第一項の規定により選挙される委員 十二人  

 法第五十八条第三項の規定により選任される委員 三人  

 流山都市計画事業運動公園周

辺地区一体型特定土地区画整

理審議会 

法第五十八条第一項の規定により選挙される委員 十六人  

 法第五十八条第三項の規定により選任される委員 四人  

 柏都市計画事業柏北部中央地

区一体型特定土地区画整理審

議会 

法第五十八条第一項の規定により選挙される委員 十六人  

 法第五十八条第三項の規定により選任される委員 四人  

 流山都市計画事業木地区一体

型特定土地区画整理審議会 

法第五十八条第一項の規定により選挙される委員 十二人  

 法第五十八条第三項の規定により選任される委員 三人  

全部改正〔昭和四〇年条例三七号〕、一部改正〔昭和四二年条例二八号・四三年二七号・

四五年四〇号・四六年七四号・五一年三九号・五四年一〇号・五八年二七号・六〇年三〇

号・六一年三七号・六三年三九号・平成元年一二号・四四号・三年一九号・九年六号・一

〇年一七号・一一年五二号・一七年六五号・二〇年九号・三八号〕 

（委員の任期） 

第九条 委員の任期は、五年とし、選挙の日から起算する。ただし、任期満了による選挙が、委員の

任期満了の日前に行なわれたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号〕 

（立候補制） 

第十条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号〕 

（当選人又は予備委員となるのに必要な得票数） 
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第十一条 土地区画整理法施行令（昭和三十年政令第四十七号。以下「令」という。）第三十五条第

三項及び法第五十九条第三項の規定に基づき、当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当

該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の四分の一

とする。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号〕 

（予備委員） 

第十二条 審議会に、施行地区内の宅地（法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。）の所

有者（以下「所有者」という。）から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有す

る者（以下「借地権者」という。）から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合にお

いて、法第五十九条第二項本文の規定による予備委員の定数は、当該選挙において所有者から選挙

すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員それぞれにつき、その数（その数が奇数のときは、一

を減じた数。以下次条において同じ。）の二分の一とする。 

２ 予備委員には、委員の選挙において、当選人を除いて、前条に定める数以上の得票があつた者で

得票数の多いものから順次なるものとする。この場合において、得票数が同じである者が二人以上

あるときは、知事は、くじで予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。 

３ 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第三十五条第五項の公告とあわせて予備

委員の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに委員に補充す

べき順位を公告するとともに、予備委員と定められた者に対してその旨を通知しなければならない。 

４ 第二項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があつた日において、予備委員

としての地位を取得するものとする。 

５ 法第五十八条第一項の規定により選挙される委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充す

べき順位に従い、順次予備委員をもつて補充するものとする。 

６ 知事は、委員について令第三十五条第二項の規定又は前項の規定により予備委員のうちから当選

人を定め、又は委員を補充した場合において、委員、その当選人となつた者及びすでに予備委員で

ある者を除き、前条に定める数以上の得票があつた者があるときは、第二項の規定により予備委員

を新たに定めることができる。 

７ 第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。 

一部改正〔昭和四〇年条例三七号・四二年二八号〕 

（委員の補欠選挙） 

第十三条 法第六十条第一項の規定により補欠選挙を行なわなければならない場合の委員の欠員の数

は、所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員それぞれにつき、その数の二分の

一とする。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号〕 

（従前の宅地及び換地等の評価） 

第十四条 従前の宅地及び換地の評価は、知事が、評価員の意見を聞き、その位置、地積、土質、水

利、利用状況、環境等を総合的に考慮して行なう。 

２ 従前の宅地について存する所有権以外の権利（地役権、留置権、先取特権、質権及び抵当権を除

く。以下本条、第十五条及び第十六条において同じ。）については、前項の規定により定めた宅地

の価額を、評価員の意見を聞いて定めたところにより、所有権の価額と所有権以外の権利の価額と

に応じて配分する。 

一部改正〔昭和四〇年条例三七号・四二年二八号・四五年四〇号〕 

（従前の宅地の地積） 

第十五条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地の地積は、法第五十五条第九項の

規定による公告の日（流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業にあつては、平成十一

年三月二十九日。以下「基準日」という。）現在の不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）

に基づく登記簿に登記された地積（登記簿に登記されていないときは、知事の実測した地積。以下

「基準地積」という。）による。 

２ 基準日以後分割を行つた宅地については、分割前の基準地積を分割後における登記簿に登記され

た各筆の地積に応じて配分した地積をもつて、基準日以後合併を行つた宅地については、合併前の

基準地積を合計した地積をもつて、基準日以後新たに登記簿に登記した宅地については、その登記
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地積をもつて、前項の基準地積とする。 

３ 所有者は、第一項の基準地積に異議があるときは、基準日から六十日以内に実測図（土地家屋調

査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）に基づく土地家屋調査士が実測し、境界について隣地

所有者の確認のあるものに限る。以下同じ。）を添え、査定を申請することができる。この場合に

おいて、知事が必要と認めるときは、当該宅地に隣接する宅地の実測図を添えなければならない。 

４ 知事は、前項の規定により査定を申請した所有者に対し査定の結果を通知しなければならない。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号・四五年四〇号・平成一七年二八号・六五号〕 

（所有権以外の権利の地積） 

第十六条 従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、登

記簿に登記された地積又は法第八十五条の規定によつて申告し、又は届け出た地積による。この場

合において、その地積が当該宅地の基準地積（前条第三項の規定による査定があつた場合は、その

査定による地積。以下この条、第二十三条及び第二十四条において同じ。）より大である場合又は

その地積の合計が当該宅地の基準地積より大である場合は、当該権利を有する者は、その申告又は

届出をし直さなければならない。 

２ 前項の場合において、再申告若しくは再届出すべき権利者が再申告若しくは再届出しないとき、

又は再申告若しくは再届出した地積若しくはその地積の合計が、なお、当該宅地の基準地積より大

であるときは、当該宅地の基準地積又は当該宅地の基準地積を申告若しくは届出に係る数個の権利

の地積に応じて配分した地積を、当該権利の目的となつている宅地又はその部分の地積とする。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号・四五年四〇号・平成一一年五二号・一二年七四号・一

七年二八号〕 

（清算金の決定） 

第十七条 知事は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅

地に存する所有権以外の権利の価額に乗じて得た額と当該換地又は当該換地について定められた権

利の価額との間における差額を、換地計画において清算金として決定する。 

一部改正〔昭和四〇年条例三七号・四二年二八号〕 

（清算金の分割納付） 

第十八条 二万円を超える金額を清算金として納付すべき者は、知事の承認を得て、その清算金を分

割納付することができる。 

２ 知事は、前項の承認に条件を附することができる。 

３ 第一項の規定により清算金を分割納付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、年

六パーセント以内で一般金融市場における金利を勘案して規則で定める率とする。 

４ 知事は、第一項の規定により清算金の分割納付を認める場合には、分割納付をする者に対し、毎

回の納付すべき金額、毎回の納付期日及び分割納付を完了すべき期限を指定しなければならない。 

５ 前項の場合において、毎回の納付すべき金額は、第二回以後に納付すべき金額にあつては清算金

の額を分割の回数で除して得た額（百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に利子の

額を加えて得た額とし、第一回に納付すべき金額にあつては清算金の額から第二回以後に納付すべ

き金額（利子の額を除く。）の総額を控除して得た額とする。 

６ 第四項の場合において、分割納付を完了すべき期限は、第一回の納付期日の翌日から起算して、

次の各号に掲げる清算金の額に応じて、当該各号に定めるとおりとする。 

一 二万円を超え六万円まで 一年以内 

二 六万円を超え十五万円まで 二年以内 

三 十五万円を超え二十八万円まで 三年以内 

四 二十八万円を超え四十五万円まで 四年以内 

五 四十五万円を超えるとき 五年以内 

７ 知事は、前項の規定にかかわらず、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため、清算金の納付を

完了すべき期限までに当該清算金を納付することが困難と認められるときは、当該清算金の納付を

完了すべき期限を第一回の納付期日の翌日から起算して十年以内において延長することができる。 

８ 第一項の規定により清算金の分割納付をする者は、納付を完了すべき期限を繰り上げて、未納の

清算金の全部又は一部を納付することできる。 

９ 知事は、第一項の規定により清算金の分割納付を認めた後において、分割納付をする者の資産の
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状況その他の事情の変化により分割納付を継続することが適当でないと認めるとき、又は分割納付

をする者が分割納付に係る清算金をその期日までに納付しないときは、その分割納付の承認を取り

消し、未納の清算金を一時に納付させることができる。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号・五七年一四号・四〇号・平成一九年六七号〕 

（清算金の分割交付） 

第十九条 知事は、二万円を超える金額を清算金として交付すべき者に対しては、その清算金を分割

交付することができる。 

２ 知事は、前項の規定により清算金を分割交付する場合においては、分割交付すべき者に対し、毎

回の交付すべき金額、毎回の交付の期日及び交付を完了すべき期限を通知しなければならない。 

３ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。 

４ 知事は、必要と認めるときは、交付を完了すべき期限が到来する前に、未交付の清算金の全部又

は一部を交付することができる。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号・五七年一四号・平成一九年六七号〕 

（督促手数料及び延滞金） 

第二十条 知事は、第十七条又は第十八条の規定により納付すべき清算金を納付期日までに納付しな

い者があるときは、納付期日の翌日から二十日以内に督促状によつて納付すべき期限を指定して督

促する。 

２ 知事は、前項の規定により督促した場合においては、一件一回八十円の督促手数料を徴収する。 

３ 知事は、第一項の規定により督促した場合においては、納付期日の翌日から納付の日までの日数

に応じ、当該督促に係る清算金の額（百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に年十・

七五パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を徴収する。 

４ 前項の延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てる。 

５ 生活困窮その他特別の事情が存する者については、第二項の督促手数料及び第三項の延滞金を減

免することができる。 

追加〔昭和五七年条例四〇号〕、一部改正〔平成一〇年条例一七号〕 

（所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止） 

第二十一条 知事は、令第五十五条の二において準用する令第三条の規定による換地計画の縦覧につ

いての公告の日から法第百三条第四項の規定による換地処分の公告の日までの間は法第八十五条の

規定による申告又は届出を、令第十九条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して二十

日を経過した日から令第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の確定の公告の日までの間は借地

権に係る法第八十五条の規定による申告又は届出を受理しないものとする。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号・五七年四〇号・平成元年四四号・一二年七四号〕 

（換地処分の時期） 

第二十二条 知事は、法第七十七条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合において、

その他の工事が完了しない前であつても、法第百三条第二項の規定により換地処分を行なうことが

できる。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号・五七年四〇号〕 

（共同住宅区への換地の申出に係る宅地の規模） 

第二十三条 柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業に係る大都市地域における

住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市法」

という。）第十四条第一項の規定により申出をすることができる宅地の規模は、基準地積で二千五

百平方メートル以上とする。 

追加〔平成一一年条例五二号〕、一部改正〔平成一二年条例七四号〕 

（集合農地区への換地の申出に係る宅地の地積の合計の規模） 

第二十四条 流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に係る大都市法第十八

条第二項に規定する同条第一項の規定による申出に係る宅地の地積の合計の規模は、基準地積で八

百平方メートルとする。 

追加〔平成一二年条例七四号〕 

（集合農地区への換地の申出に係る宅地の選考方法） 
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第二十五条 知事は、大都市法第十八条第二項ただし書の規定により、同条第一項の規定による申出

に係る宅地の一部を集合農地区内に定められるべき宅地として指定する場合においては、当該申出

に係る宅地の各筆について指定する順位をくじで定め、その順位に従つて指定する宅地を決定する

ものとする。 

追加〔平成一二年条例七四号〕 

（委任） 

第二十六条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

一部改正〔昭和四二年条例二八号・五七年四〇号・平成一一年五二号・一二年七四号〕 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 従前の宅地について、不動産登記法の一部を改正する等の法律（昭和三十五年法律第十四号）附

則第三条第三号の規定により、旧土地台帳法（昭和二十二年法律第三十号）の規定が適用される地

区については、当該適用期間中は、第十五条第一項中「不動産登記法（明治三十二年法律第二十四

号）に基づく土地登記簿に登記された地積（土地登記簿に登記されていないときは、知事の実測し

た地積。以下「基準地積」という。）」とあるのは「土地台帳法（昭和二十二年法律第三十号）に

基づく土地台帳又は国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）に基づく国有財産台帳に登録され

た地積（土地台帳又は国有財産台帳に登録されていないときは、知事の実測した地積。以下「基準

地積」という。）」と、同条第二項中「分割」とあるのは「分筆」と、「土地登記簿に登記」とあ

るのは「土地台帳又は国有財産台帳に登録」と「合併」とあるのは「合筆」と、「登記地積」とあ

るのは「登録地積」と、第十六条第一項中「土地登記簿に登記」とあるのは「土地台帳又は国有財

産台帳に登録」と読み替えるものとする。 

一部改正〔昭和四〇年条例三七号・四二年二八号・四五年四〇号〕 

附 則（昭和四十年八月二日条例第三十七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十年十月二十日条例第四十六号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月十五日から適用する。 

附 則（昭和四十二年八月一日条例第二十八号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十三年七月三十一日条例第二十七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十五年七月一日条例第四十号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十六年十二月二十五日条例第七十四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十九年八月一日条例第四十九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十一年十月二十一日条例第三十九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十四年三月十二日条例第十号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十七年三月二十六日条例第十四号） 

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五十七年十二月二十三日条例第四十号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十八年十二月二十七日条例第二十七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十年十月二十一日条例第三十号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十一年十月二十日条例第三十七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和六十三年十月十八日条例第三十九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年二月二十三日条例第十二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年十二月二十五日条例第四十四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二年七月十六日条例第三十四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三年三月七日条例第十九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三年七月二十二日条例第四十一号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成四年三月二十六日条例第五十五号） 

この条例は、平成四年四月一日から施行する。 

附 則（平成六年七月十五日条例第二十七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成九年二月二十一日条例第六号） 

この条例は、平成九年四月一日から施行する。 

附 則（平成十年三月二十七日条例第十七号） 

この条例は、平成十年四月一日から施行する。 

附 則（平成十一年十二月二十二日条例第五十二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十二年十二月八日条例第七十四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十三年二月二十三日条例第十八号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十七年二月二十二日条例第二十八号） 

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条の改正規定は、平

成十七年三月七日から施行する。 

附 則（平成十七年七月二十二日条例第六十五号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、民間事業者の能力を活用した

市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十

四号）の施行の日〔平成一七年一〇月二四日〕から施行する。 

附 則（平成十八年三月三十一日条例第二十六号） 

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成十八年十月二十日条例第六十号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十九年十月十九日条例第六十七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十年三月二十八日条例第九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十年七月十八日条例第三十八号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


