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公園緑地愛護会の運営に関する要綱

（平成18年3月 日改正）

（総則）

第 1条 公園緑地愛護会とは、公園緑地の清掃等を行う団体の総称とします。 （以下、愛護

会という）

（目的）

第2条 愛護会は、市内公園緑地の環境保全と、市民の美化意識の高揚をはかり、併せて市

民参加による花とみどりの街づくりに寄与することを目的とします。

（愛護会の届出）

第3条 愛護会の届出を毎年度当初「公園緑地愛護会実施団体届出書J （様式l号）により市

長に届け出るものとします。

（作業の内容）

第4条 愛護会は公園緑地の清掃、草刈、遊具の点検等を行うものとし、作業は毎月 1回以上

行うものとします。

（モデル公園愛護会の認定）

第5条 市長は、他の愛護会のモデルとなる「モデル愛護会」を下記の「認定要領Jに基づき審査を

し、認定を行うものとします。

（認定要領）

1 モデル愛議会に認定希望の団体は都市計画課ヘ申し出をおこなう。

2 通常愛護会の期間が3年以上あり、年2回（4月・ 10月）の講習会に参加していること。

3 市長はモデル愛議会の認定要望を受理してから半年問、任意で作業状況を確認して常に良好

な状態に保たれている時はモデル団体に認定する。

4 モデル団体に認定された団体は、

（作業実施報告書）

第6条 愛護会は、都市計画課に作業実施報告書（様式2号・作業実施記録・写真3枚）を前

期については 9月末日、後期については 3月末日までに提出して下さい。

（災害補償）

第7条 公園維持管理作業中の事故補償については、市で加入している補償保険の範囲内で行

うものとします。 （なお、保険は各団体で加入してください。）

（報奨金）

第8条 市長は愛護会に対し、第6条及び第9条の規定に基づき報奨金を交付するものとしま

す。

報奨金の半期の交付基準（原則基準）

区分 公園緑地等の面積 報奨金交付額（半期）

A I 3.附 未 満 5, 0 0 0円以内

~ 13.…。 7, 5 0 0円以内

C 5. OOOm2以上 I 0, 0 0 0円以内
一一一 ー・ー

モデル愛護会（上乗せ計上） I 5, 0 0 0円以内
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（報奨金の交付基準）

第8条の2 この報奨金の交付基準は 6ヶ月間必ず毎月 l回以上の愛護会活動を行った団体に

該当するものであり、愛護会活動を行わなかった月は報奨金支払いの対象とはしないも

のとします。

（報奨金の交付申請）

第9条 愛護会は報奨金を受けようとするときは、報償金交付申請書を提出するものとします。

（報奨金の交付）

第 10条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、審査のうえ、適当と認めた場合

は、申請者に報奨金を交付します。モデル愛護会には、面積に応じた報奨金に．加えモデ

ル愛護会報奨金も同時に交付します。

報償金の交付は前期・後期の年2回とします。

この報償金の交付は、当該年度の団体届に記載されている代表者に行われるものであ

るため、代理人が報償金の受け取りに来る場合は、報償金受け取り会場においてその旨

受付に申し出て、次の事項を自筆で訂正し、訂正印を捺印するものとします。

1.代表者 2. 代表者住所 3.電話番号

（講習会）

第 11条 市長は、愛護会の目的を達するため、必要に応じて講習会を行うものとします。

（報奨金の返還）

第 12条 市長は報奨金の交付を受けたものに、愛護会の主旨に反する行為があると認めた

場合は、交付した報奨金の一部または全部の返還を求めることがあります。

付則

この要綱は、昭和48年10月 1日から施行します。

この要綱は、平成 2年 3月 l日から施行します。

この要綱は、平成10年 4月 1日から施行します。

この要綱は、平成ll年 4月 l日から施行します。

この要綱は、平成13年 4月 1日から施行します。

この要綱は、平成15年 4月 l日から施行します。

この要綱は、平成18年 3月 日から施行します。
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延岡市道路占用料徴収条例

昭和56年12月23日
条例第30号

改正 昭和60年12月26日条例第24号

平成3年9月25日条例第33号

平成11年3月29日条例第7号

平成13年3月30日条例第5号

昭和63年3月31日条例第11号

平成9年3月31日条例第8号

平成12年3月28日条例第7号

延岡市道路占用料徴収条例（昭和36年条例第20号）の全部を改正する。
（趣旨）
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第1条この条例は、道路法f昭担Zl年法律筆1堕号。民主f盗Jとし下う。J_第型条第・_g項及び筆n
条第2項の規定に基づき道路の占用料の額及び徴収方法並びに督促手数料及び延滞金の徴収
につき必要な事項を定める。
（占用料の額）
第2条占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第~？条第1項若しくは第3理の規定
により許可をし、文は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間（電線共同溝に係る占
用料にあっては、電線共同溝金整備等仁関空昼関見lj措置去工杢成空年法律算~号。以下（電線
塾堕溝整備塗止Pう。〕第坦条、~－11条第1豊若しくは筆12-全筆1一項の規定により許可をし、又は
童線差閉溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間（当該許可文
は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、文は当該協
議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期
間の末日までの期間）。以下この項、次項、第4条第1項及び別表の備考第7号において同じ。）
に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額（その額
が100円未満のときは、 100円とする。）とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場
合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を
同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額（その額が100円未満のとき
は、 100円とする。）の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1か月未満のものについての占用料の額は、別表
占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定め
る期間で除して得た数を乗じて得た額lこ100分の105を乗じて得た額（その総額が100円未満のと
きは、 100円とし、 1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）とする。ただし、当該
占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度にお
ける占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて
得た額に100分の105を乗じて得た額（その総額が100円未満のときは、 100円とし、 1円未満の端
数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）の合計額とする。
（占用料の減免）
第3条市長は、占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができ

る。 ／包パ九 ’｛，~ イ／診し
(1 ）法慰金に規定する事業及び地方財政皇軍和~~年ま律第1陛塁）第堕請をに規定する公営
企業のために占用するとき。
(2）雨水文は汚水を公設下水道管等に排出する私設排水管の埋設のために占用するとき。
(3）街路灯、防犯灯等の設置のために占用するとき。
(4）前3号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
（占用料の徴収方法）
第4条占用料は、法第~.条第1項若しくは筆~頁の規定により許可をし、又は法第35条の規定
により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成
立したとき（電線共同溝に係る占用料にあっては、雪線共同溝整備法第印象、第・＿u条第1璽若し
くは箪J2条第UJ.買の規定により許可をし、又は童館主哩溝整備法第2Jl廷の規定により協議が成
立したとき（当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当
該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき））、
納入通知書により徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、
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翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月末固までに徴収する。
2 市長は、特別の理由により一時に占用料の全額を徴収することが困難であると認めるとき
は、前項の規定にかかわらず、これを年2回に分割して徴収することができる。
（占用料の還付）
第5条既に納入した占用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その日の属
する月の翌月以降の分を還付する。
(1）法第71条筆_g]の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2）天災その他特別の理由があると市長が認めたとき。
（督促手数料及び延滞金の徴収）
第6条遺筆ll条第;g!買の規定により、占用料について督促状を発したときは、督促手数料及び
延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額につき年14.5ノ《一セン
トの割合（この場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、 365日当た
りの割合とする。）を乗じて計算した額とする。この場合において、延滞金の計算の基礎となる占
用料の額lこ1,000円未満の端数があるとき、文はその全額が2,000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て計算するものとし、延滞金の確定金額lこ100円未満の端数があ
るとき、文はその全額が1,000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もの
とする。
（道路予定地の占用）
第7条遺筆J)J条の規定による道路予定地の占用料については、この条例の規定を準用する。
（罰則）
第8条詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5
倍に相当する金額（当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、 5万円とする。）以下の
過料に処する。
（委任）
第9条この条例の施行について、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附員lj(昭和60年12月26日条例第24号）
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則（昭和63年3月31日条例第11号）
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則（平成3年9月25日条例第33号）
（施行期日）
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）
2 改正後の延岡市道路占用料徴収条例の規定は、平成3年10月1日以後の占用許可に係る占
用料について適用し、同日前の占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附貝lj(平成9年3月31日条例第8号）
（施行期日）
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）
2 この条例による改正後の延岡市道路占用料徴収条例の規定は、平成9年4月1日以後の占
用許可に係る占用料について適用し、同日前の占用許可に係る占用料については、なお従前の
例による。
附則（平成11年3月29日条例第7号）
（施行期日）
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
（経過措置）
2 この条例の施行の際現に道路法（昭和27年法律第180号）第32条第1項若しくは第3項の規
による許可を受け、文は同法第35条の規定による協議が成立している占用物件（この条例の施
行の日において当該許可文は当該協議に係る占用の期間が更新されたものを含む。以下「既存
占用物件jという。）に係る平成11年度以降の各年度における1年当たりの占用料の合計額は、
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当該既存占用物件ごとにこの条例による改正後の延岡市道路占用料徴収条例（以下「新条例J
という。）の規定により算出した1年当たりの占用料の合計額が、前年度の1年当たりの占用料の
合計額iこ100分の120を乗じて得た額（以下「「調整占用料額Jという。）を超える場合には、新条例
の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附貝lj(平成12年3月28日条例第7号）

、．
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別表（第2条関係）

占用物件 占用料

単位 金額（円）

法第2条第1］.頁 第一種電柱 1i7J~~（す美f的ノ 1本につき1年 1,000 

第1号に掲げるエ 第二種電柱 ヰ～3今、 1 600 
作物

第一種電柱 2100 

をね (J 第一種電話柱 ヲ存バ千 〆 910 

第二種電話柱 1 500 

Fン 第一種電話柱 2,000 

その他の柱類 70 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートル 9 

地下電線その他地下に設ける線類 につき1年 5 

路上に設ける変圧器 1個につき1年 690 

地下に設ける変圧器 占用面積1平 470 

方メートルにつ
き1年

~ ttS'：三党i変圧塔その他これに類するもの及び公衆 渦1個えにつき「1乙年~： 1 400 

-ti ti 電話所 れIJ.恥白州i~与：~i·~et’， ;o 
郵便差出箱 590 

広告塔 表示面積1平 3 900 

方メートルにつ
き1年

その他のもの んちし 占用面積1平 1,400 

方メートルにつ
き1年

法筆32条第1る項物¥, 外径が0.1メートル未満のもの 長さ1メートル 47 

第2号に掲げ 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満の につき1年 70 
件 もの

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満の 93 

午1¥lb もの

t1 1 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満の 190 

もの

外径が0.4メートル以上1メートル未満のも 470 

の

外径が1メートル以上のもの 930 

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 4~逆浪、i 1,400 

法第32条第1項 地下街及び地下室 階数が1のもの 占用面積1平 Afこ0.003を乗じ
第5号に掲げる施 方メートルにつ て得た額
設 き1年

ゲト 階数が2のもの Afこ0.005を乗じ
て得た額

; r~~ 1で 階数が3以上 Aに0.006を乗じ
のもの て得た額

上空に設ける通路 2 600 

，， 
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占用面積1平
方メートルにつ
き1日

占用面積1平
方メートルにつ
き1月

表示面積1平
方メートルにつ
き1月

表示面積1平
方メートJレにつ
き1年

1本につき1年

祭礼、縁日等に際し、－ 11本につき1日
時的に設けるもの

， 

地下に設ける通路

その他のもの

法三第3漫筆1夏 l祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
第6号に掲げる施
設

その他のもの
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U
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390 

390 

3 900 

その他のもの

幕（合筆7条第 l祭礼、縁日等に際し、－
2号に掲げる工l時的に設けるもの
事用施設であ

るものを除く。） Iその他のもの

アーチ 車道を横断するもの

1本につき1月

その面積1平
方メートルにつ
き1日

その面積1平
方メートルにつ
き1月

1基につき1月

390 

3 900 

その他のもの I 
合第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げるl占用面積1平 I 390 

工事用材料 t方メートルにつ

奇童7豪語瓦吾己福丙る夜蚕雇築物及び同憂第古寺に掲げる1き1月 I 140 

施設

全第7条第6号にl建築物
掲げる施設並び
に同条第7号に
掲げる施設及び
自動車駐車場

階数が1のものl占用面積1平 IAに0.006を乗じ
方メートルにつ』て得た額
き1年．

階数が2のものl IAに0.009を乗じ
て得た額

階数が3のもの

階数が4以上
のもの

その他のもの

Aに0.011を乗じ

て得た額

Aに0.013を乗じ
て得た額

Aに0.006を乗じ
て得た額

備考

1 第一種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下閉じ。）のうち3条以下の
電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支持する
ものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条文は5条の電線を支持するものを、第三種電柱と
は、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第一種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱を

http://10.1.3.230/D1W_SAVVY /HTML_TMP/svhtml-153333812.Mok叫ji.0.0.DATA.html 04/01 /06 
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いい、電柱であるものを除く。以下閉じ。）のうち3条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設
置するものに限る。以下この号において閉じ。）を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱
のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電
線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱文は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する
電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メート
ル未満であるとき、文はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の
端数があるときは、 1平方メートル文は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又
はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、 1月未満の端数がある
ときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が
1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものと
する。
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11）ヤ~ 1そう合 也跡的役教
第三節道路の占用

（道路の占用の許可）

1 /1ページ

第三十二条道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路
を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
ニ水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三鉄道、軌道その他これらに類する施設
四歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六露店、商品置場その他これらに類する施設
七前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物
件又は施設で政令で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に
提出しなければならない。
一道路の占用（道路に前項各号のーに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路
を使用することをいう。以下閉じ。）の目的

二道路の占用の期間
三道路の占用の場所
四工作物、物件又は施設の構造
五工事実施の方法
六工事の時期
七道路の復旧方法

3 第一項の規定による許可を受けた者（以下「道路占用者jという。）は、前項各号に掲げる事項
を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造文は交通に支障を及ぼす虞のな
いと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の
許可を受けなければならない。

4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第土士七金筆竺項の規定の適
用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管
轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみや
かに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

5 道路管理者は、第一項文は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許
可に係る行為が道路玄通法第士一十士会第竺Z頁の規定の適用を受けるものであるときは、あら
かじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

［車正注記］
［委丘］
［罰型日
［塑l伊日

（道路の占用の許可基準）
第三十三条道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のーに該当するものであって道路

の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、 Eつ、同条第二項第二号から第七号
までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項
の許可を与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施
設のうち、高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地（これらの道路のうち、これら
の道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通
省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をしヴ。以下この項にお
いて閉じ。）に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附
属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められ、かつ、前項の
規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同条第一項
文は第三項の許可を与えることができる。
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延岡市付保留地等購入資金融資要綱

（目的）
第1条 この要綱は、延岡市の施行する土地区画整理事業における付保留地等の

（定義）

購入資金を融資することによって快適で、災害に強いまちづくりを推進し、もって
公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第2条 この要綱において、各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定める
ところによる。

( 1）付保留地等

区画整理法第96条第2項の規定により定めた保留地のうち換地と一体的に
使用される保留地またはこれに準じて換地と一体的に使用される土地。

(2）購入資金

付保留地等の購入に必要な資金。

（融資機関）
第3条 この要綱に基づく購入資金の融資を行う金融機関は、延岡市指定金融機関

（以下「金融機関Jという。）とする。

（資金の預託及び融資）
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため予算の範囲内で定める金額を融資機

関に預託するものとする。
2融資機関は、預託金額の4倍に相当する金額を購入資金として融資するもの
とする。

（預託契約）
第5条 市長は、預託金額・預託条件その他の預託に関し必要な事項について融資

機関と預託契約を締結するものとする。

（融資の対象）
第6条 この要綱の規定により融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる

要件のすべてを満たすものとする。
(1) 付保留地等の購入が決定している者。
(2）市税を滞納していない者。

（融資の条件）
第7条 購入資金の融資限度額は、付保留地等の契約の範囲とする。

但し、最高限度額は、 400万円とし、融資額の単位は10万円とする。
2融資期間は、融資を受けた日から起算して10年以内とする。
但し、元金据置期間は設けない。

3融資金利は、毎年度末までに次年度の金利等について、市長と融資機関が
協議し設定する。

4償還方法は、融資期間の元利均等月賦払方式とする。
5購入資金の借入をしようとする者は、保証協会または保証人による保証を
しなければならない。

（融資の申込）
第8条 購入資金の融資を受けようとする者は、延岡市付保留地等購入資金借入

申請書（様式第1号）（以下「借入申請書」という。）を融資機関に提出する
ものとする。

2融資機関は、借入申請書に基づき必要とする関係書類の提出を求めるこ
とができる。
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（審査及び決定）

第9条 融資機関は、借入申請書の内容をこの要綱に基づき審査し、融資の可否
について決定を行うものとする。

（融資の時期）

第10条 前条により融資の決定がなされたときは融資機関は、速やかに融資を行う
ものとする。

（報告）
第11条 融資機関は、延岡市付保留地等購入資金融資状況報告書（様式第2号）

及び借入申請書（写）を月毎にまとめて翌月 15日までに市長に報告する
ものとする。

（繰上償還）
第12条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資

（協議）

した購入資金の全部文は一部について償還期限を繰り上げさせることが
できる。
(1) 購入資金を目的外に使用したとき。
(2）虚偽の申請又は不正な手段により融資を受けたとき。
(3）償還金の支払を怠ったときo

第13条 市長と融資機関は、この要綱に基づく資金預託及び運用に関する事項に
ついて、必要に応じて協議するものとする。

（その他）
第14条 この要綱に定めるもののほか、融資制度について必要な事項は、市長が

別に定める。

付員lj

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
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（目的）

延岡市土地区画整理事業助成要綱（昭和49年3月 15日公布）

改正平成 19年 12月26日

第 1条この要綱は延岡市内において、土地区画整理法（昭和29年法律第 11 9号）

第3条第2項の規定により、土地区画整理組合（以下「組合」という。）が施行

する事業（以下「事業」という。）に対し、助成することにより、事業の円滑な

運営と健全な市街地の造成を図り、もって公共福祉の増進に寄与することを目

的とする。

（用語の定義）

第2条この要綱において、「組合」とは、土地区画整理法第3条第2項に規定する土地

区画整理組合又はこれを設立しようとする者の集団をいう。

2. この要綱において、「事業Jとは、組合が施行し、又は施行しようとする土地区

画整理事業をいう。

（適用範囲）

第3条この要綱により、助成を受けることのできる事業は、次の各号のすべてに該当

するものでなければならない。

延岡都市計画、市街化区域のうち、市長の指定した区域内で施行する事業であ

ること。

当該事業の施行面積が五ヘクタール以上であること。

土地区画整理法第 14条により認可を受けた事業、若しくは認可をうけようと

する事業、ただし認可を受けようとする事業については、市長の認めた事業に限

る。

四． 当該事業施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地等、公共の用に

供する土地の面積の合計が、事業施行地区面積の 22パーセント以上であること。

（助成措置）

第4条市長は組合に対し、前条に適合する事業について予算の範囲内において、次の

各号に掲げる措置により助成することができる。

事業に関する専門的知識を有する職員による技術指導。

一 事業の認可申請に伴う調査及び設計に要する費用。

ただし、国庫補助金、県補助金等、補助金の対象となる事業については、その

費用から補助金等を控除した額とする。

一 認可を受けた事業については、事業に要する費用についてまちづくり交付金の

交付対象事業として採択された経費（以下「まちづくり交付金」という）及び

次の区分により算定された額の補助金を交付する。

（ー）事業施行面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満の事業に対しては、

事業に要する費用の 10分の2以内。ただし、土地区画整理法第 12 0条
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の規定による公共施設管理者負担金、国庫補助金、県補助金、またはまち

づくり交付金等（以下「国庫補助金等」という）がある場合は、事業に要

する費用の額からこれらを控除した額の 10分の2以内。

（二）事業施行面積が20ヘクタール以上の事業に対しては、事業に要する費用

の10分の l以内。ただし、国庫補助金等がある場合は、事業に要する費

用の額からこれらを控除した額の 10分の l以内。

2.市長は事業の施行上、特に必要があると認めた事業について、組合が借入れた

事業資金に対し利子補給をすることができる。

ただし、利子補給の限度額は、全体事業費から第 1項第3号に定める補助金額等

を控除した額の5分の2以内の額に対する年7.5パーセントの 1年相当額とす

る。

（助成等の申請）

第5条助成を受けようとする組合は、その受けようとする助成措置にしたがい、次の

各号に掲げる申請書に市長の指示する書類を添付して提出しなければならない。

前条第 1項第 l号に掲げる助成措置

指導職員派遣申請書（様式第 1号）

一 前条第 1項第2号、及び第3号に掲げる助成措置、

補助金交付申請書（様式第2号）

一 前条第2項に掲げる助成措置

利子補給金交付申請書（様式第3号）

2.市長は、前項の申請書又は添付書類の記載内容に不備な点があると認めるときは

補正を命じ、又はその措置をとることができる。

（助成等の決定）

第6条 市長は前条の申請に対し助成措置の決定をしたときは、その旨を当該組合に通

知するものとする。

2.市長は情勢決定のとき、当該事業を適切に行わせるために必要な指示又は条件を

つけることができる。

（事業計画及び定義の変更の承認）

第7条 組合は事業計画又は定款を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を

受けなければならない。

（立入検査）

第8条 市長は助成金に係る予算の執行の適正を期し、事業の円滑な推進をはかるため、

必要があるときは当該組合の事業現場及び関係帳簿の立入検査、もしくは必要な指示

をすることができる。

（実績の報告）

第9条 第6条の規定により助成措置の決定を受けた組合は、当該年度末までの事業の



進捗状況について、毎事業年度すみやかに事業実績報告書（様式第4号）により、市

長に報告しなければならない。

（助成金の額の確定等）

第 10条 市長は前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、現地調査のうえ、当

該年度分の助成金の額を確定するものとする。

2.市長は前条の規定のより助成金の額を確定した場合においては、助成金確定通知

書（様式第5号）により、組合に通知するものとする。

（助成金の支払）

第 11条 助成金の支払は、前条の規定により助成金の額の確定した後にこれを行うも

のとする。

2.助成金の額の確定前であっても、組合から申し出のあった時は、実情調査のうえ

助成金を概算払することができる。

ただし、当該年度施行予定地の仮換地指定後にかぎる。

（助成措置等の取消し）

第 12条 市長は、事業について第6条の決定を受けた組合が次の各号のーに該当する

ときは、その助成措置の全部、文は一部を取消し、若しくは停止し、又は交付した補

助金、利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

附則

一．この要綱に違反したとき。

二．事業を中止、又は廃止したとき。

三．正当な理由なく事業の施行を著しく遅延させたとき。

四．前各号に定めるもののほか助成に関する申請、助成金の使用等について不正の

行為があったと認めたとき。

1. この要綱は、公布の日から施行する。

2. この要綱の公布前になされた助成等は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされ

たものとみなす。



4. 土地区画整理事業施工箇所

1）戦前の土地区画整理事業

事業名 施行者名
事業計画 換地処分 面積 減歩率

施行区域
認可年月日 公告年月日 (ha) （%） 

萩町、幸町の一部

第1土地区画整理 組合 S. 9. 2. 8 S.17.10.13 13.1 15.06 

三ツ瀬町、春日町

第2土地区画整理 II S. 9. 8. 3 S.15.11. 5 27.9 19.38 永池町、安賀多町の一部

山下町、栄町、幸町

第3土地区画整理 II S. 9.10. 4 S.35. 4. 5 34.3 11.16 高千穂遇、北小路

（各町の一部）

船倉町、南町、本町

第4土地区画整理 II S. 9.10. 4 S.15. 7.30 8.1 12.05 須崎町、中町、北町

恒宮町1～4丁目、古減町1・2丁目

第5土地区画整理 II S.10.10.29 S.35. 4. 5 53.2 11.35 北新小路、新小路1・2丁目、愛宕町

2丁目、出口町、西小路、上大瀬町

（各町の一部）

中川原町、桜園町

第6土地区画整理 II S.11. 2.19 S.17. 1.16 2 19.19 

（各町の一部）

土々呂町の一部

土々自土地区画整理 II S.11. 9.19 S.35. 4. 5 21.9 15.41 

柳沢町、本小路．、本町

柳沢町土地区画整理 II S.12.11. 5 S.16. 9. 2 2.4 21.09 

（各町の一部）

桜園町の一部

松馬場土地区画整理 II S.12.11. 6 S.14. 3. 3 6.3 21.79 

伊達町の一部

南延岡土地区画整理 II S.15. 6.12 S.19.10.20 15.4 10.53 

計 ( 10 ケ所） く〉面積＝＝ 184. 6 ha 



2）戦後の土地区画整理事業（2－①）

事業計画 換地処分 面積 減歩率

事業名 施行者名 施行区域

認可年月日 公告年月日 (ha) （%） 

【岡富地区】祇園町、瀬之口町、博労町、紺屋町

戦災 復 興
宮崎県

S.22. 4.22 S.32. 2.26 93.3 16.7 [Jll中地区】亀井通線以東全地区

S.32.10.11 [JI I南地区】新小路、安賀多町、永池町、三ツ瀬

土地区画整理事業 町、愛宕町 （各町の一部）

旭 ケ 丘
延岡市

S.34. 3.31 S.42. 4.26 36.4 23.2 旭ケ丘の一部

松原町の一部

土地区画整理事業 ［事業費＝ 29,982千円］

日 の 出
II 

S.37.11.17 S.48. 6.18 28.8 19.41 昭和町1・2丁目の一部、日の出町の一部

桜園町の一部

土地区画整理事業 ［事業費＝ 396,074千円］

緑 ケ 丘
II 

S.39. 7. 3. S.47.12.28 49.7 18.28 緑ケ丘の一部

長浜町の一部

土地区画整理事業 ［事業費＝ 184,992千円］

出 オヒ
II 

S.45. 5.28 S.63. 5.31 94.9 22.53 出北1・2丁目、惣領町、浜砂町

（各町の一部）

土地区画整理事業 ［事業費＝ 9,240.000千円］

’~ 士3r・ 美 山
組合

S.49. 2. 1 S.59. 3. 6 14.2 37.68 富美山町の一部

岡富山の一部

土地区画整理事業 ［事業費＝ 560.653千円］

千代ケ丘
個人

S.54. 3.10 S.56.12. 4 11.4 30.91 桜ケ丘1丁目の一部

（延岡住宅生協） 稲葉崎町1丁目の一部

土地区画整理事業 ［事業費＝ 962,700千円］

東 浜 砂
共同

S.55. 3.11 S.61. 8.22 17.2 15.15 東浜砂町の一部

長浜町1・3丁目の一部

土地区画整理事業 ［事業費＝ 25,400千円］

ネ由 木
組合

S.56. 1.16 S.57. 1.16 0.9 32.39 富美山町の一部

［事業費＝ 38,167千円］

土地区画整理事業

稲 菜 崎
II 

S.58. 7. 6 S.62. 2.27 4.1 34.82 稲葉崎町2丁目の一部

［事業費＝ 197,260千円］

土地区画整理事業

愛宕町2・3丁目、恒宮町4丁目、共栄町

愛 石
II 

S.60. 2. 1 H.10. 1. 9 29.9 24.23 古城町3・4・ST目、伊達町1丁目、愛宕山

（各町の一部）

土地区画整理事業 ［事業費＝ 4,708,120千円］

大 福 良
II 

S.60. 7.19 S.62. 7.10 8.9 25.02 伊形町の一部

［事業費＝ 335,860千円］

土地区画整理事業



， 

2）戦後の土地区画整理事業（2一②）

事業計画 換地処分 面積 減歩率
事業名 施行者名 施行区域

認可年月日 公告年月日 (ha) （%） 

片 回
組 合

H. 1. 9.22 H. 7. 6. 9 6.4 36.43 片田町の一部
若葉町1丁目の一部

土地区画整理事業 ［事業費＝ 553,500千円］

荒 平
II 

H. 2.11.29 H. 5. 9.2 3.8 25.57 川島町の一部
［事業費＝ 122,434千円］

土地区画整理事業

野 田
延岡市

H.8.9.18 30.1 25.01 野田町の一部

［事業費＝ 7,065,000千円］

土地区画整理事業

計 15 ケ所） く〉面積＝＝ 430. Oha 

f'コ． 計 ( 25 ケ所） く〉面積＝＝ 614. 6ha 



延岡市土地区画整理事業清算金取扱要綱

（趣旨）

Hi.；.），.引守
区~

第 l条 この要綱は、延岡市土地区画整理事業施行条例（平成 8年条例第四号。以下「条例」という。）

に定めるもののほか、条例第 l条に規定する事業の施行に伴う清算金の徴収及び交付に関し必要な

事項を定めるものとする。

（清算金の額等の通知）

第 2条 市長は、清算金の額を決定したときは、清算金額決定通知書（様式第 l号）により当該清算

金を徴収し、又は交付すべき者に通知するものとする。

2 市長は、清算金を徴収し、又は交付するときは、清算金納付通知書（様式第 2号）又は清算金

交付通知書（様式第 3号）により当該清算金を納付すべき者若しくは清算金の交付を受けるべき者

に通知するものとする。

（分割納付の申出）

第 3条 条例第 24条第 1項の規定により清算金の分割納付を申し出る者は、清算金分割納付申出書

（様式第 4号）を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申出を承認したときは、清算金分割納付金額決定通知書（様式第 5号）により

当該申出をした者に通知するものとする。

（分割交付の通知）

第 4条 市長は、条例第 24条第 l項の規定により清算金を分割交付するときは、清算金分割交付金

額決定通知書（様式第 6号）により当該清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

（清算金の繰上納付）

第 5条 条例第 24条第 3項の規定により未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとす

る者は、清算金繰上納付申請書（様式第 7号）により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、清算金繰上納付承認、通知書（様式第 8号）により当該

申請をした者に通知するものとする。

（清算金の繰上徴収）

第 6条 市長は、条例 25条の規定により清算金を繰り上げて徴収するときは、清算金繰上徴収決定

通知書（様式第 9号）により当該清算金を分割納付する者に通知するものとする。

（清算金の請求）

第 7条 清算金の交付を受けようとする者は、清算金交付請求書（様式第 10号）を市長に提出しな

ければならない。

（清算金の供託）

第 8条 市長は、土地区画整理法（昭和 29年法律第 119号。以下「法Jとしづ。）第 112条第 l項本

文に定める場合のほか、清算金の交付を受けるべき者が清算金の受領を拒絶したとき、又は清算金

の交付を受けるべき者若しくはその者の住所若しくは居所を確知することができないときは、清算

金を供託するものとする。



（清算金供託不要の申出）

第9条 法第 112条第 l項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出は、清算金供

託不要の申出書（様式第 11号）により行うものとする。

（督促）

第 10条 法第 110条第 3項の規定により督促するときは、納期限後 20日以内に督促状（様式第 12

号）を発行するものとする。

（清算金徴収員証）

第 11条 清算金の徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、清算金

徴収員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

（帳簿の備付け）

第 12条 市長は、清算金の取扱いに関し次の帳簿を備えるものとする。

(1）清算金徴収台帳（様式第 13号）

(2）清算金交付台帳（様式第 14号）

（その他）

第 13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。


