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凡  例 

 

１ 逐条解釈の配列の順序は，次の通りとした。 

(１) 原法文を１条ごとに枠組みで記載した。 

(２) 条が項に分かれているものは，１項ごとに「副見出し」を付して，訳文

を載せた。 

(３) 関連する施行令及び施行規則の訳文を各条文の後に載せた。 

(４) 必要がある場合には「註」を付して解説し，「註」はできるだけ平易を旨

とした。 

 

２ 訳文は，必ずしも法律慣用の文法にとらわれず，文意がつかめる範囲内で

できるだけ省略して簡潔を旨とし，句読点を多く入れた。文意より判断でき

る場合は，主語や繰返しの語を省略したため，文章が多少あいまいになり，

原法文の意味を正確に表現していないところもあるので，この場合には原法

文と対照していただきたい。 

 

３ 原法文には，「第○条の規定により」，「第○条に規定する○○」，「第○条

の規定を準用し」，「第○条に準用する第○条の規定により」等の表現や「読

み替え」等が多く用いられているが，訳文では他の条項を挙げたり，準用し

たり，読み替えしたりすることを原則として避けて，その規定や準用した条

文の内容や読み替えた語句を記述し，他の条項を見ないでも単に訳文を読み

下すだけでその条文の意味が分るように努め，引用や準用の条項は括弧書き

として，(法○○-〇)，(法○○-〇の準用)と記した。 

 

４ 「政令で定めるところにより」や「国土交通省令で定めるところにより」

とあるのは，すべて，「令第○条○項により」，「規第○条により」として，

その施行令又は施行規則を併記した。 

 

５ 「及び」と「並びに」との使い分けや「又は」と「若しくは」との使い分

けを原則的に廃して，なるべく「及び」「又は」とするか，意味が推測でき

るものについては略して単に「，」とし，場合によってはこれも省略した(例

えば，「使用し，若しくは(又は)収益する」，「移転し，又は除却する」，「徴

収し，又は交付する」を「使用収益」，「移転除却」，「徴収交付」と省略する

等)。 

 



６ 次の略語を用いた。 

法…………土地区画整理法 

令…………土地区画整理法施行令 

規…………土地区画整理法施行規則 

都計法……都市計画法 

事業………土地区画整理事業 

県…………都道府県 

知事………都道府県知事 

法○-○……法第○条第○項 

 

７ なるべく現代仮名づかい及び当用漢字を用いるよう努めたが，専門用語等

については当用漢字にないものも用いた。 


