正

案

土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）

土地改良法の一部を改正する法律案新旧対照条文
○
改
目次
第一章 総則（第一条―第四条）
第一章の二 土地改良長期計画（第四条の二―第四条の四）
第二章 土地改良事業
第一節 土地改良区の行う土地改良事業
第一款 土地改良区の設立（第五条―第十五条の五）
第二款 土地改良区の管理（第十六条―第四十六条）
第三款 土地改良区の事業
第一目 事業の施行（第四十七条―第五十七条の九）
第二目 権利関係の調整（第五十八条―第六十五条）
第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併（第六十六
条―第七十五条）
第五款 土地改良区の組織変更
第一目 一般社団法人への組織変更（第七十六条―第七
十六条の十）
第二目 認可地縁団体への組織変更（第七十六条の十一
―第七十六条の十六）
第六款 土地改良区連合（第七十七条―第八十四条）
第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業（第八十五条―
第九十四条の十）
第三節 農業協同組合等又は第三条に規定する資格を有する
者の行う土地改良事業（第九十五条―第九十六条）
第四節 市町村の行う土地改良事業（第九十六条の二―第九
十六条の四）
交換分合（第九十七条―第百十一条）
第三章

現

行

（傍線部分は改正部分）

目次
第一章 総則（第一条―第四条）
第一章の二 土地改良長期計画（第四条の二―第四条の四）
第二章 土地改良事業
第一節 土地改良区の行う土地改良事業
第一款 土地改良区の設立（第五条―第十五条の五）
第二款 土地改良区の管理（第十六条―第四十六条）
第三款 土地改良区の事業
第一目 事業の施行（第四十七条―第五十七条の九）
第二目 権利関係の調整（第五十八条―第六十五条）
第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併（第六十六
条―第七十六条）

第五款 土地改良区連合（第七十七条―第八十四条）
第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業（第八十五条―
第九十四条の十）
第三節 農業協同組合等又は第三条に規定する資格を有する
者の行う土地改良事業（第九十五条―第九十六条）
第四節 市町村の行う土地改良事業（第九十六条の二―第九
十六条の四）
交換分合（第九十七条―第百十一条）
第三章
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第四章
第五章
第六章
第七章
附則

（略）

土地改良事業団体連合会（第百十一条の二―第百十一
条の二十八）
補則（第百十二条―第百三十一条）
監督（第百三十二条―第百三十六条の五）
罰則（第百三十七条―第百四十六条）

（決算関係書類）
第二十九条の二 （略）
２ （略）
３ 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記
録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よつては認識することができない方式で作られる記録であつて
、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水
産省令で定めるものをいう。以下同じ。）の添付をもつて、当
該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合におい
て、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
４

第五款 土地改良区の組織変更
第一目 一般社団法人への組織変更
（組織変更）
第七十六条 土地改良施設（土地改良施設の機能、規模、利用の
状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なも
のとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。
）の管理を行う土地改良区（土地改良施設の管理以外の土地改
良事業を併せ行うものを除く。以下「施設管理土地改良区」と
いう。）は、その組織を変更し、一般社団法人になることがで
きる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定に

第四章
第五章
第六章
第七章
附則

土地改良事業団体連合会（第百十一条の二―第百十一
条の二十三）
補則（第百十二条―第百三十一条）
監督（第百三十二条―第百三十六条の四）
罰則（第百三十七条―第百四十五条）

削除

（新設）
（新設）

（決算関係書類）
第二十九条の二 （略）
２ （略）
３ 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記
録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よつては認識することができない方式で作られる記録であつて
、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水
産省令で定めるものをいう。第百四十三条第九号において同じ
。）の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることが
できる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付
したものとみなす。
（略）
４

第七十六条
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よりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限り
でない。
（組織変更計画の承認等）
第七十六条の二 施設管理土地改良区は、前条の規定による組織
変更（以下この目において「組織変更」という。）をするには
、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受
けなければならない。
２ 前項の議決をする場合には、第三十三条に規定する議決によ
らなければならない。
３ 第一項の総会の招集に対する第二十八条の規定の適用につい
ては、同条中「及び目的」とあるのは「、目的及び組織変更計
画の要領」と、同条第一項中「五日前」とあるのは「二週間前
」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
４ 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない
。
一 組織変更後の一般社団法人（以下「組織変更後一般社団法
人」という。）の一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七
号までに掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款
で定める事項
三 組織変更後一般社団法人の理事の氏名
四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに
定める事項
イ 組織変更後一般社団法人が一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律第十五条第二項第一号に規定する監事設置
一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の監事
の氏名
組織変更後一般社団法人が一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律第十五条第二項第二号に規定する会計監査
ロ

（新設）
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５

人設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人
の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
六 組織変更がその効力を生ずべき日
七 その他農林水産省令で定める事項
組織変更については、第二十四条の規定を準用する。

（債権者の異議）
第七十六条の三 施設管理土地改良区が組織変更をする場合には
、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良
区に対し、組織変更について異議を述べることができる。
２ 前項に規定する場合には、当該施設管理土地改良区は、あら
かじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債
権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第
三号の期間は、一月を下ることができない。
一 組織変更をする旨
二 当該施設管理土地改良区の貸借対照表、収支決算書及び財
産目録に関する事項として農林水産省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
３ 前項の規定にかかわらず、施設管理土地改良区が同項の規定
による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によ
りするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要
しない。
第七十六条の四 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異
議を述べなかつたときは、組織変更を承認したものとみなす。
２ 債権者が異議を述べたときは、施設管理土地改良区は、弁済
し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受け
させることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融
機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、組織変
更をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限り

（新設）

（新設）
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でない。
（組織変更の認可）
第七十六条の五 組織変更は、農林水産省令で定めるところによ
り、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない
。
２ 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲
げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければなら
ない。
一 組織変更の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令
に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 組織変更をする施設管理土地改良区の土地改良施設の管理
の状況からみて、組織変更の後において、土地改良施設を適
切に管理することが見込まれないとき。
３ 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、そ
の旨を公告しなければならない。
４ 施設管理土地改良区の組織変更は、前項の規定による公告が
あるまでは、これをもつて第三者（組合員等を除く。）に対抗
することができない。
（組織変更の効力の発生等）
第七十六条の六 組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十
六条の二第四項第六号の日又は前条第一項の認可を受けた日の
いずれか遅い日（以下この条及び第七十六条の八第一項におい
て「効力発生日」という。）に、一般社団法人となる。
２ 組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七
十六条の二第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定
めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３ 組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生
日に、第七十六条の二第四項第五号に掲げる事項についての定
めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。

（新設）

（新設）
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４ 組織変更の効力発生日については、会社法（平成十七年法律
第八十六号）第七百八十条の規定を準用する。この場合におい
て、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、
「土地改良法第二章第一節第五款第一目」と読み替えるものと
する。
（組織変更の登記）
第七十六条の七 施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、
政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
２ 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなけ
れば、これをもつて第三者（組合員等を除く。）に対抗するこ
とができない。
（組織変更事項を記載した書面の備置き等）
第七十六条の八 組織変更後一般社団法人は、第七十六条の三及
び第七十六条の四に規定する手続の経過、効力発生日その他の
組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的
記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなけ
ればならない。
２ 組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、当該組織変更
後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社
団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合に
おいては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定め
る方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて
組織変更後一般社団法人の定めたものにより提供することの
請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

（新設）

（新設）
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３ 組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、前項第二号又
は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後一般社団法人の
定めた費用を支払わなければならない。
（組織変更の無効の訴え）
第七十六条の九 組織変更の無効の訴えについては、会社法第八
百二十八条第一項（第六号に係る部分に限る。）及び第二項（
第六号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第六号に係る
部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から
第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

認可地縁団体への組織変更

（政令への委任）
第七十六条の十 この目に定めるもののほか、組織変更に関し必
要な事項は、政令で定める。
第二目

（組織変更）
第七十六条の十一 施設管理土地改良区（市町村の区域を超える
区域を地区とするものを除く。以下この目において同じ。）は
、その組織を変更し、認可地縁団体（地方自治法（昭和二十二
年法律第六十七号）第二百六十条の二第七項に規定する認可地
縁団体をいう。以下同じ。）になることができる。ただし、施
設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請
求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
（組織変更計画の承認等）
第七十六条の十二 施設管理土地改良区は、前条の規定による組
織変更（以下この目において「組織変更」という。）をするに
は、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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受けなければならない。
２ 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない
。
一 組織変更後の認可地縁団体（以下「組織変更後認可地縁団
体」という。）の規約で定める事項
組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
組織変更がその効力を生ずべき日
その他農林水産省令・総務省令で定める事項
二
三
四
五
六

（組織変更の認可）
第七十六条の十三 組織変更は、農林水産省令・総務省令で定め
るところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効
力を生じない。
２ 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変
更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項につ
いて、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又
は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。この場
合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基
準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない
。
一 組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第二百六十条の二
第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当しているこ
と。
二 組織変更計画において、前条第二項第一号に掲げる事項と
して、地方自治法第二百六十条の二第三項各号に掲げる事項
が定められていること。
３ 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、前項の同意を
した市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならな
い。

（新設）
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４ 組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第二百六十条の
二第十項の規定の適用については、同項中「第一項の認可をし
たとき」とあるのは、「土地改良法（昭和二十四年法律第百九
十五号）第七十六条の十三第三項の通知があつたとき」とする
。
（組織変更の効力の発生等）
第七十六条の十四 組織変更をする施設管理土地改良区は、第七
十六条の十二第二項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた
日のいずれか遅い日（以下この条及び次条において「効力発生
日」という。）に、認可地縁団体となる。
２ 組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七
十六条の十二第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い
、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合に
おいては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす
。
３ 組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生
日に、第七十六条の十二第二項第二号に掲げる事項についての
定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。
（組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合
員等の脱退）
第七十六条の十五 組織変更をする施設管理土地改良区の組合員
等で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない
ものは、効力発生日に当該施設管理土地改良区を脱退したもの
とみなす。
（準用規定）
第七十六条の十六 第二十四条、第七十六条の二第二項及び第三
項、第七十六条の三、第七十六条の四、第七十六条の五第二項
から第四項まで、第七十六条の六第四項並びに第七十六条の八

（新設）

（新設）

（新設）
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土地改良区連合

から第七十六条の十までの規定は、組織変更について準用する
。この場合において、第七十六条の二第二項中「前項」とある
のは「第七十六条の十二第一項」と、同条第三項中「第一項の
」とあるのは「第七十六条の十二第一項の」と、第七十六条の
三第二項第二号及び第七十六条の八第二項第三号中「農林水産
省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第七十六条
の五第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」と
あるのは「第七十六条の十三第一項」と、第七十六条の六第四
項中「第二章第一節第五款第一目」とあるのは「第二章第一節
第五款第二目」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読
替えは、政令で定める。
第六款

（合併又は組織変更の禁止）
第八十三条 土地改良区連合は、合併又は組織変更をすることが
できない。
第八十七条の三 都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の
二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五
条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び
前条第一項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事
業計画を定めて次に掲げる要件のいずれにも適合する土地改良
事業（第二条第二項第一号から第三号まで又は第七号の事業に
限る。）を行うことができる。
一～五 （略）
２ 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府県
知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当
該土地改良事業の計画の概要（二以上の土地改良事業を併せて
施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び
農林水産省令で定めるときにあつては全体構成）及びこれらの

第五款

土地改良区連合

（合併の禁止）
第八十三条 土地改良区連合は、合併をすることができない。

第八十七条の三 都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の
二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五
条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び
前条第一項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事
業計画を定めて次に掲げる要件のいずれにも適合する土地改良
事業（第二条第二項第二号又は第三号の事業に限る。）を行う
ことができる。
一～五 （略）
２ 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府県
知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当
該土地改良事業の計画の概要（二以上の土地改良事業を併せて
施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要。第
六項において同じ。）について、農地中間管理機構の同意を得
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なければならない。

３～５ （略）
６ 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府
県知事は、あらかじめ、当該土地改良事業の計画の概要につい
て、関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業の施
行に係る地域内に土地改良施設がある場合において、その土地
改良施設の管理者として土地改良区その他農林水産大臣の指定
する者があるときにあつては、その者の意見を聴かなければな
らない。

７

（略）

７

（急施の場合）
第八十七条の四 第八十五条から前条までに規定するもののほか
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に
資する国土強靱化基本法（平成二十五年法律第九十五号）第九
条第五号に規定する脆弱性評価の結果、地震に対する安全性の
向上を図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする第
二条第二項第一号の土地改良事業を行う必要があると認める場
合には、国又は都道府県は、緊急耐震工事計画を定めてその事
業を行うことができる。

土地改良事業により生ずる土地改良施設（農林水産省令で定め
るものに限る。）がある場合にはその土地改良施設に係る予定
管理方法等その他必要な事項（第六項において「事業計画概要
等」という。）について、農地中間管理機構の同意を得なけれ
ばならない。
３～５ （略）
６ 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府
県知事は、あらかじめ、事業計画概要等について、関係市町村
長（その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管
理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の
指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき
にあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産
大臣の指定する者）と協議するとともに、その土地改良事業の
施行に係る地域内に土地改良施設がある場合において、その土
地改良施設の管理者として土地改良区その他農林水産大臣の指
定する者があるとき（当該土地改良区その他農林水産大臣の指
定する者がこの項の規定による協議を受けた場合を除く。）に
あつては、その者の意見を聴かなければならない。
（略）
（急施の場合）
第八十七条の四 第八十五条から前条までに規定するもののほか
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に
資する国土強靱化基本法（平成二十五年法律第九十五号）第九
条第五号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する
安全性の向上を図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容
とする第二条第二項第一号の土地改良事業（当該変更に係る農
業用用排水施設の有している本来の機能の維持を図ることを目
的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地につい
て第三条に規定する資格を有する者の権利又は利益を侵害する
おそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適
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（計画の変更等）
第八十八条 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事
業又は都道府県営土地改良事業（市町村特別申請事業、第八十
五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事
業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業
及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定に
より行う土地改良事業を除く。）につき、土地改良事業の施行
に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重
要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合
には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地
改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事
業の計画の概要（その変更後において二以上の土地改良事業を
併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更
に係る各土地改良事業（市町村特別申請事業、第八十五条の四
第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八

合するものに限る。）を行う必要があると認める場合には、国
又は都道府県は、緊急防災工事計画を定めてその事業を行うこ
とができる。
２ 前項の規定により緊急防災工事計画を定めるには、農林水産
大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画
及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設（農林
水産省令で定めるものに限る。）がある場合にはその農業用用
排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項について、国
営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土
地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その
土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理
方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指
定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めると
きにあつては、その者と協議しなければならない。
３・４ （略）

（計画の変更等）
第八十八条 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事
業又は都道府県営土地改良事業（市町村特別申請事業、第八十
五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事
業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業
及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定に
より行う土地改良事業を除く。）につき、土地改良事業の施行
に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重
要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合
には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地
改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事
業の計画の概要（その変更後において二以上の土地改良事業を
併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更
に係る各土地改良事業（市町村特別申請事業、第八十五条の四
第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八

２ 前項の規定により緊急耐震工事計画を定めるには、農林水産
大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急耐震工事計画
及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設（農林
水産省令で定めるものに限る。）がある場合にはその農業用用
排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項について、国
営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土
地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その
土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理
方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指
定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めると
きにあつては、その者と協議しなければならない。
３・４ （略）
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十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八
十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う
土地改良事業を除く。）につき、その変更後の土地改良事業の
計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の
全体構成）及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変
更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃
止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省
令で定める事項（現に二以上の土地改良事業を併せて施行して
いる場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土
地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令
で定める事項。以下この条において同じ。）を、それぞれ公告
して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得
なければならない。
一・二 （略）
２～６ （略）
７ 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につ
き、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変
更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじ
め、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の
変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要
及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定
管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合に
あつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める
事項を、それぞれ示して、当該変更又は廃止につき、関係土地
改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに
、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に
係る地域（その変更によりその施行に係る地域の一部がその変
更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、そ
の該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地
域に含めた地域）又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地
域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の全

十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八
十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う
土地改良事業を除く。）につき、その変更後の土地改良事業計
画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全
体構成）及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更
後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止
の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令
で定める事項（現に二以上の土地改良事業を併せて施行してい
る場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地
改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で
定める事項。以下この条において同じ。）を、それぞれ公告し
て、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得な
ければならない。
一・二 （略）
２～６ （略）
７ 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につ
き、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変
更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじ
め、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の
変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業計画の概要及
び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管
理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあ
つては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事
項を、それぞれ示して、当該変更又は廃止につき、関係土地改
良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、
その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係
る地域（その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更
後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その
該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域
に含めた地域）又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域
の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の全て
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ての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの
市町村の全部又は一部をその区域に含む全ての都道府県の同意
を得なければならない。
８～
（略）
都道府県知事は、第八十七条の三第一項の規定により行う土
地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地
改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又
は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農
林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の
場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要（その
変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合に
は、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業
につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産
省令で定めるときにあつては変更後の全体構成）及び予定管理
方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等そ
の他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止
する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それ
ぞれ示して、農地中間管理機構の同意を得なければならない。
（略）
第十六項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二
項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで、第八十七条
の二第八項及び第九項並びに第八十七条の三第四項から第六項
までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び
第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるの
は「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施
行に係る地域とするには」と、第八十七条の二第八項中「第六
項の規定による協議」とあるのは「次条第六項の規定による協
議又は意見の聴取」と、「当該土地改良事業の計画の概要」と
あるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止す
る旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条
第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の
16

18 17

15

の同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市
町村の全部又は一部をその区域に含む全ての都道府県の同意を
得なければならない。
８～
（略）
都道府県知事は、第八十七条の三第一項の規定により行う土
地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地
改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又
は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農
林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の
場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要を、土
地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由そ
の他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、農地中間
管理機構の同意を得なければならない。
15

（略）
第十六項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二
項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで、第八十七条
の二第八項及び第九項並びに第八十七条の三第四項から第六項
までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び
第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるの
は「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施
行に係る地域とするには」と、第八十七条の二第八項中「第六
項の規定による協議」とあるのは「次条第六項の規定による協
議又は意見の聴取」と、「当該土地改良事業の計画の概要」と
あるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止す
る旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条
第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の

16

18 17
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土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他
農林水産省令で定める事項」と、第八十七条の三第四項中「対
し、」とあるのは「対し、第一項の規定により行う土地改良事
業につき、土地改良事業の施行に係る地域を変更することによ
り」と、「第一項の規定により行う」とあるのは「その」と、
「事業施行地域内農用地とする同項の規定による土地改良事業
を行うべき」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とし、
又は土地改良事業を廃止すべき」と、「その農地中間管理権を
有する農用地」とあるのは「その新たに事業施行地域内農用地
とする農用地又はその土地改良事業の廃止に係る事業施行地域
内農用地」と、同条第五項中「事業施行地域内農用地とする第
一項の規定により行う土地改良事業の計画を定める場合には、
第二項及び第三項」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地
とするために土地改良事業計画を変更し、又はその要請に係る
土地改良事業を廃止する場合には、第八十八条第十六項及び第
十七項」と、同条第六項中「事業計画概要等」とあるのは「そ
の変更後の土地改良事業の計画の概要（その変更後において二
以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改
良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更
後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるとき
にあつては変更後の全体構成）及び予定管理方法等を変更する
必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又
は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」
と、「定めるとき」とあるのは「定めるとき（農林水産省令で
定める場合を除く。）」と読み替えるものとする。
第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業につき
、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更
し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項及び
第三項、第八十七条第五項から第十項まで並びに第八十七条の
四第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同
条第二項中「その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業によ

19

土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他
農林水産省令で定める事項」と、第八十七条の三第四項中「対
し、」とあるのは「対し、第一項の規定により行う土地改良事
業につき、土地改良事業の施行に係る地域を変更することによ
り」と、「第一項の規定により行う」とあるのは「その」と、
「事業施行地域内農用地とする同項の規定による土地改良事業
を行うべき」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とし、
又は土地改良事業を廃止すべき」と、「その農地中間管理権を
有する農用地」とあるのは「その新たに事業施行地域内農用地
とする農用地又はその土地改良事業の廃止に係る事業施行地域
内農用地」と、同条第五項中「事業施行地域内農用地とする第
一項の規定により行う土地改良事業の計画を定める場合には、
第二項及び第三項」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地
とするために土地改良事業計画を変更し、又はその要請に係る
土地改良事業を廃止する場合には、第八十八条第十六項及び第
十七項」と、同条第六項中「当該土地改良事業の計画の概要」
とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止
する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み
替えるものとする。

第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業につき
、緊急耐震工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更
し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項及び
第三項、第八十七条第五項から第十項まで並びに第八十七条の
四第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同
条第二項中「その緊急耐震工事計画及び当該土地改良事業によ
19
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る変更後の農業用用排水施設（農林水産省令で定めるものに限
る。）がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方
法等その他必要な事項」とあるのは「変更後のその緊急防災工
事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後
の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理
由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあ
るのは「定めるとき（農林水産省令で定める場合を除く。）」
と読み替えるものとする。
（略）

（都道府県営土地改良事業の分担金等）
第九十一条 都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県
営土地改良事業（市町村特別申請事業を除く。）によつて利益
を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第
三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定める
ものから、地方自治法第二百二十四条の分担金を徴収すること
ができる。ただし、第八十七条の三第一項の規定により行う土
地改良事業については、その分担金を徴収しないものとする。

る変更後の農業用用排水施設（農林水産省令で定めるものに限
る。）がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方
法等その他必要な事項」とあるのは「変更後のその緊急耐震工
事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後
の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理
由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあ
るのは「定めるとき（農林水産省令で定める場合を除く。）」
と読み替えるものとする。
（略）

（都道府県営土地改良事業の分担金等）
第九十一条 都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県
営土地改良事業（市町村特別申請事業を除く。）によつて利益
を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第
三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定める
ものから、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百
二十四条の分担金を徴収することができる。ただし、第八十七
条の三第一項の規定により行う土地改良事業については、その
分担金を徴収しないものとする。
２～６ （略）

（略）

２～６

（土地改良事業の変更等）
第九十五条の二 （略）
２ 前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に
係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又
は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可
を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところに
より、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後
の土地改良事業の計画の概要（その変更後において二以上の土
地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業の
うちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地

20

（土地改良事業の変更等）
第九十五条の二 （略）
２ 前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に
係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又
は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可
を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところに
より、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後
の土地改良事業の計画の概要（その変更後において二以上の土
地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業の
うちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地
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20

３

改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては
変更後の全体構成）及び規約を変更する必要があるときは変更
後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあ
つては、廃止する旨及び廃止の理由（現に二以上の土地改良事
業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうち
その廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理
由）並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公
告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更
後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域（
その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場
合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良
事業につき、その変更後のその施行に係る地域）内（これらの
土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の
一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととな
るものがあるときは、その土地改良事業については、その該当
しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含
めた地域内）、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃
止に係る土地改良事業の施行に係る地域（現に二以上の土地改
良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業の
うちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地
域）内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全
ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会
又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければな
らない。
（略）

３

（土地改良事業の変更等）
第九十六条の三 （略）
２ 前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施
行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し
、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ

改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて
は変更後の全体構成）及び規約を変更する必要があるときは変
更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合に
あつては、廃止する旨及び廃止の理由（現に二以上の土地改良
事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のう
ちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の
理由）並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を
公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変
更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域
（その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する
場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改
良事業につき、その変更後のその施行に係る地域）内（これら
の土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域
の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないことと
なるものがあるときは、その土地改良事業については、その該
当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に
含めた地域内）、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その
廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域（現に二以上の土地
改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業
のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る
地域）内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する
全ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合
会又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければ
ならない。
（略）

（土地改良事業の変更等）
第九十六条の三 （略）
２ 前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施
行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し
、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ
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、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変
更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要
（その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する
場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改
良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農
林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成）その他
必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止す
る旨及び廃止の理由（現に二以上の土地改良事業を併せて施行
している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る
各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由）を公告して
、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土
地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域（その変
更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には
、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業に
つき、その変更後のその施行に係る地域）内（これらの土地改
良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部が
その変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるもの
があるときは、その土地改良事業については、その該当しない
こととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地
域内）、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係
る土地改良事業の施行に係る地域（現に二以上の土地改良事業
を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちそ
の廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域）内
にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二
以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつ
ては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施
行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする
土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なけれ
ばならない。
３～６ （略）

、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変
更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要
（その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する
場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改
良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林
水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成）その他必
要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する
旨及び廃止の理由（現に二以上の土地改良事業を併せて施行し
ている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各
土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由）を公告して、
土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地
改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域（その変更
後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、
その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につ
き、その変更後のその施行に係る地域）内（これらの土地改良
事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がそ
の変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものが
あるときは、その土地改良事業については、その該当しないこ
ととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域
内）、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る
土地改良事業の施行に係る地域（現に二以上の土地改良事業を
併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその
廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域）内に
ある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以
上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつて
は、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行
に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土
地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければ
ならない。
３～６ （略）
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（準用規定）
第九十六条の四 第九十六条の二第一項の規定により行う土地改
良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第
三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一
項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第
五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七
条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条か
ら第六十五条まで、第八十七条の四第一項、第二項及び第四項
、第八十七条の五、第八十八条第十九項及び第二十項、第九十
条第四項並びに第九十三条の規定を準用する。この場合におい
て、第三十六条第一項及び第三十六条の三第一項中「定款」と
あり、並びに第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」
と、第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その
組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける
者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規
定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対
し、その者の受ける利益を限度として、」と、同条第五項中「
組合員又は准組合員」とあるのは「第一項に規定する者」と、
「第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」と、第三十六条
の三第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内に
ある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあ
るのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第
三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と
、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第五十二条第六項
中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と
、同条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは
「第二十八条第一項」と、第五十二条の三第二項中「「前条第
二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる
者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」」とあるの
は「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項
」とあるのは「前条第六項」」と、第五十三条の四第二項中「

（準用規定）
第九十六条の四 第九十六条の二第一項の規定により行う土地改
良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第
三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一
項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第
五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七
条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条か
ら第六十五条まで、第八十七条の四第一項、第二項及び第四項
、第八十七条の五、第八十八条第十九項及び第二十項、第九十
条第四項並びに第九十三条の規定を準用する。この場合におい
て、第三十六条第一項及び第三十六条の三第一項中「定款」と
あり、並びに第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」
と、第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その
組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける
者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規
定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対
し、その者の受ける利益を限度として、」と、同条第五項中「
組合員又は准組合員」とあるのは「第一項に規定する者」と、
「第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」と、第三十六条
の三第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内に
ある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあ
るのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第
三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と
、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第五十二条第六項
中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と
、同条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは
「第二十八条第一項」と、第五十二条の三第二項中「「前条第
二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる
者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」」とあるの
は「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項
」とあるのは「前条第六項」」と、第五十三条の四第二項中「
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第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二
条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、第五十五
条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十
七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなけ
れば」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条
第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理
規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及
び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第
三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用
を負担したもの」と、第六十四条中「第百十三条の三第二項」
とあるのは「第百十三条の三第三項」と、第八十七条の四第一
項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二
及び第九十六条の三」と、同条第二項中「あらかじめ」とある
のは「あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、「必要な
事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事
と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議す
るとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第四
項中「第七条第三項」とあるのは「第七条第三項、第五項及び
第六項」と、第八十七条の五第一項中「第八十五条から前条ま
で」とあるのは「第九十六条の二から第九十六条の四まで」と
、「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「
市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め
、」と、第八十八条第十九項中「第八条第二項」とあるのは「
第七条第五項及び第六項、第八条第二項」と、「第八十七条の
四第二項及び第三項」とあるのは「第八十七条の四第二項」と
、「同条第二項中「その緊急防災工事計画及び当該土地改良事
業による変更後の農業用用排水施設（農林水産省令で定めるも
のに限る。）がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定
管理方法等その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急
防災工事計画」と、「変更後のその緊急防災工事計画及び予定
管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法

第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二
条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、第五十五
条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十
七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなけ
れば」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条
第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理
規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及
び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第
三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用
を負担したもの」と、第六十四条中「第百十三条の三第二項」
とあるのは「第百十三条の三第三項」と、第八十七条の四第一
項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二
及び第九十六条の三」と、同条第二項中「あらかじめ」とある
のは「あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、「必要な
事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事
と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議す
るとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第四
項中「第七条第三項」とあるのは「第七条第三項、第五項及び
第六項」と、第八十七条の五第一項中「第八十五条から前条ま
で」とあるのは「第九十六条の二から第九十六条の四まで」と
、「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「
市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め
、」と、第八十八条第十九項中「第八条第二項」とあるのは「
第七条第五項及び第六項、第八条第二項」と、「第八十七条の
四第二項及び第三項」とあるのは「第八十七条の四第二項」と
、「同条第二項中「その緊急耐震工事計画及び当該土地改良事
業による変更後の農業用用排水施設（農林水産省令で定めるも
のに限る。）がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定
管理方法等その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急
耐震工事計画」と、「変更後のその緊急耐震工事計画及び予定
管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法
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（事業）
第百十一条の九 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる
。
一 会員の行う土地改良事業（土地改良事業に附帯する事業を
含む。次号から第五号までにおいて同じ。）に関する技術的
な指導その他の援助
二 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
三～五 （略）

等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水
産省令で定める事項」とあるのは「市町村の議会の議決を経て
、変更後のその緊急防災工事計画」と、「必要な事項について
、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県
営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」
とあるのは「必要な事項について」と、同条第二十項中「第一
項、第七項、第十二項、第十六項又は前項」とあるのは「前項
」と、「第六項、第十項、第十三項又は前二項」とあるのは「
同項」と、「手続（第六項において準用する第四十八条第六項
の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用
する第八条第二項に規定する手続）」とあるのは「手続」と、
第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第三十六
条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対
して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から
」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、第九十
三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その
他の者（国及び都道府県を除く。）」と読み替えるものとする
。
２ 前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊
急防災工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七
条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六
項の規定を準用する。

（事業）
第百十一条の九 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる
。
一 会員の行う土地改良事業（土地改良事業に附帯する事業を
含む。次号から第四号までにおいて同じ。）に関する技術的
な指導その他の援助
（新設）
二～四 （略）

等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水
産省令で定める事項」とあるのは「市町村の議会の議決を経て
、変更後のその緊急耐震工事計画」と、「必要な事項について
、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県
営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」
とあるのは「必要な事項について」と、同条第二十項中「第一
項、第七項、第十二項、第十六項又は前項」とあるのは「前項
」と、「第六項、第十項、第十三項又は前二項」とあるのは「
同項」と、「手続（第六項において準用する第四十八条第六項
の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用
する第八条第二項に規定する手続）」とあるのは「手続」と、
第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第三十六
条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対
して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から
」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、第九十
三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その
他の者（国及び都道府県を除く。）」と読み替えるものとする
。
２ 前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊
急耐震工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七
条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六
項の規定を準用する。
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（削る。）
六 全国連合会にあつては、次に掲げる事業
イ 会員たる地方連合会の事業の指導
ロ 会員（会員たる地方連合会の会員を含む。）が土地改良
施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付
（略）
七
（総会の議決）
第百十一条の二十 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければ
ならない。
一～四 （略）
五 第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の借入
れ又は同項に規定する債券の発行並びにそれらの方法、利率
及び償還の方法
（略）
２

（長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券）
第百十一条の二十二 全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに
掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を
受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債
券（以下この条から第百十一条の二十四までにおいて「債券」
という。）を発行することができる。
２ 前項の規定による債券の債権者は、全国連合会の財産につい
て他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有す
る。
３ 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権
に次ぐものとする。
４ 全国連合会は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に
関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託すること
ができる。
会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定
５

（略）

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければ

五 全国連合会にあつては会員たる地方連合会の事業の指導
（新設）

六

（略）

（総会の議決）
第百十一条の二十
ならない。
一～四 （略）
（新設）

２

（新設）
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は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について
準用する。
６ 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令
で定める。
（債務保証）
第百十一条の二十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制
限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規定
にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、全国
連合会の長期借入金又は債券に係る債務（国際復興開発銀行等
からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八
年法律第五十一号）第二条の規定に基づき政府が保証契約をす
ることができる債務を除く。）について保証することができる
。
（償還計画）
第百十一条の二十四 全国連合会は、毎事業年度、長期借入金及
び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなけれ
ばならない。
（余裕金の運用）
第百十一条の二十五 全国連合会は、次に掲げる方法による場合
を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務
上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支
払について政府が保証する債券をいう。）その他農林水産大
臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認
可を受けた金融機関をいう。）への金銭信託

（新設）

（新設）

（新設）
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（略）

（略）

（解散）
第百十一条の二十二

（略）

（解散）
第百十一条の二十六

（新設）

（準用規定）
第百十一条の二十三

（清算中の連合会についての破産手続の開始）
第百十一条の二十二の二 （略）

（略）

（清算中の連合会についての破産手続の開始）
第百十一条の二十七 （略）
（準用規定）
第百十一条の二十八
（財務大臣との協議）
第百三十六条の二 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あら
かじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条
の二十四の規定による認可をしようとするとき。
第百十一条の二十五第一号又は第二号の規定による指定を
しようとするとき。
二

（略）

（事務の区分）
第百三十六条の四

（権限の委任）
第百三十六条の三

（略）

（略）

（都道府県が処理する連合会に係る事務）
第百三十六条の二 第百十一条の二十三において読み替えて準用
する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及
び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する
事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行
うこととすることができる。

（権限の委任）
第百三十六条の四

（略）

（都道府県が処理する連合会に係る事務）
第百三十六条の三 第百十一条の二十八において読み替えて準用
する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及
び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する
事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行
うこととすることができる。

（事務の区分）
第百三十六条の五
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第百四十三条 次に掲げる場合には、土地改良区の役員又は組織
変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の
代表者（民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十六条に
規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職
務を代行する者又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律第七十五条第二項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の
九の規定により選任された理事の職務を行うべき者若しくは仮
代表者を含む。）は、百万円以下の過料に処する。
一 第七十六条の二第一項、同条第二項若しくは第三項（これ
らの規定を第七十六条の十六において準用する場合を含む。
）、第七十六条の二第四項又は第七十六条の十二の規定に違
反して第七十六条の二第一項又は第七十六条の十二第一項に
規定する組織変更の手続をしたとき。
二 第七十六条の三第二項（第七十六条の十六において準用す
る場合を含む。）の規定による公告若しくは催告をすること
を怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
三 第七十六条の七第一項の規定による登記をすることを怠つ
たとき。
四 第七十六条の八第一項（第七十六条の十六において準用す
る場合を含む。）の規定に違反して、書面若しくは電磁的記
録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、
若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又
は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第七十六条の八第二項（第七十六条の十六において準用す
る場合を含む。以下この号において同じ。）の規定に違反し
て、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだ
とき。
第百四十四条 次に掲げる場合には、土地改良区若しくは土地改
良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、二十万
円以下の過料に処する。

（新設）

第百四十三条 次の場合においては、土地改良区若しくは土地改
良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人を二十万円
以下の過料に処する。
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一・二 （略）
三 第二十条（第百十一条の二十八において準用する場合を含
む。）の規定に違反したとき。
四 （略）
五 第二十四条第二項若しくは第四項又は第二十五条第一項、
第二十六条第一項若しくは第二十七条（これらの規定を第百
十一条の二十八において準用する場合を含む。）の規定に違
反したとき。
六 第二十九条第一項（第百十一条の二十八において準用する
場合を含む。）の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保
存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に
違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚
偽の記載をしたとき。
七 第二十九条第四項（第百十一条の二十八において準用する
場合を含む。）の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
八 （略）
九 第六十九条又は第七十一条（これらの規定を第百十一条の
二十八において準用する場合を含む。）の書類又は電磁的記
録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは
記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十 第六十九条の二第一項（第百十一条の二十八において準用
する場合を含む。）の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十一 第七十条（第百十一条の二十八において準用する場合を
含む。）の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配した
とき。
十二 第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一
条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければ
ならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十三 第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を
運用したとき。
十四 （略）

一・二 （略）
三 第二十条（第百十一条の二十三において準用する場合を含
む。）の規定に違反したとき。
四 （略）
五 第二十四条第二項若しくは第四項又は第二十五条第一項、
第二十六条第一項若しくは第二十七条（これらの規定を第百
十一条の二十三において準用する場合を含む。）の規定に違
反したとき。
六 第二十九条第一項（第百十一条の二十三において準用する
場合を含む。）の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保
存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に
違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚
偽の記載をしたとき。
七 第二十九条第四項（第百十一条の二十三において準用する
場合を含む。）の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
八 （略）
九 第六十九条又は第七十一条（これらの規定を第百十一条の
二十三において準用する場合を含む。）の書類又は電磁的記
録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは
記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十 第六十九条の二第一項（第百十一条の二十三において準用
する場合を含む。）の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十一 第七十条（第百十一条の二十三において準用する場合を
含む。）の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配した
とき。
（新設）

（略）

（新設）
十二
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十三 この法律の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をし
たとき。

第百四十四条

（略）

（略）

この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

（略）

第百四十五条

十四

第百四十五条
（略）

十五 この法律の規定による公告（第七十六条の三第二項（第
七十六条の十六において準用する場合を含む。）の規定によ
る公告を除く。）をせず、又は不正の公告をしたとき。
十六 この法律の規定による登記（第七十六条の七第一項の規
定による登記を除く。）をすることを怠つたとき。

第百四十六条
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