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土地節約集約利用規定 

节约集约利用土地规定 

 

（2014年 3月 27日 国土資源部第1回部務会議可決） 

中華人民共和国国土資源部令第61号 

 

『土地節約集約利用規定』は、2014 年 3 月 27 日に国土資源部第 1回部務会議にて審議・

可決したため、ここに公布し、2014 年 9 月 1 日より施行する。 

部長 姜大明 

  2014 年 5 月 22 日 

 

翻訳：華鐘コンサルタントグループ 

 

(各条の見出しは便宜的に付したものであり、中国語原文にはない) 

中国語原文 日本語対訳 

第一章 总 则 第 1 章 総 則 

第一条 为贯彻十分珍惜、合理利用土地和切实保护

耕地的基本国策，落实最严格的耕地保护制度和最

严格的节约集约用地制度，提升土地资源对经济社

会发展的承载能力，促进生态文明建设，根据《中

华人民共和国土地管理法》和《国务院关于促进节

约集约用地的通知》，制定本规定。 

第 1条 （目的） 土地を充分大切にして合理的に

利用すること、及び耕地を適切に保護するという

基本的国策を徹底し、最も厳格な耕地保護制度と

最も厳格な土地を節約集約して用いる制度を実現

し、経済社会の発展に対する土地資源のサポート

力を向上させ、生態文明の建設を促進するために、

『中華人民共和国土地管理法』と『国務院の、土

地の節約集約使用の促進に関する通知』に基づき、

本規定を制定する。 

第二条 本规定所称节约集约利用土地，是指通过规

模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利

用等手段，达到节约土地、减量用地、提升用地强

度、促进低效废弃地再利用、优化土地利用结构和

布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。 

第 2条 （土地の節約集約利用の定義） 本規定で

いうところの土地の節約集約利用とは、規模の指

導・配置の優良化・基準コントロール・市場の配

置・土地資産の活用等の手段を通じて、土地を節

約し、土地使用量を減らし、土地使用の強度（訳

注：単位土地当りの投資額、生産額など）を高め、

低効率廃棄地の再利用を促進し、土地利用の構造

や配置を優良化し、土地利用効率を高める各種行

為や活動を指す。 

第三条 土地管理和利用应当遵循下列原则： 

  （一）坚持节约优先的原则，各项建设少占地、

不占或者少占耕地，珍惜和合理利用每一寸土地；

  （二）坚持合理使用的原则，盘活存量土地资

第 3条 （土地の管理及び利用に当たっての原則）

土地の管理と利用は、以下の原則を遵守しなけれ

ばならない。 

（1）節約優先の原則を堅持し、各建設は土地の占
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源，构建符合资源国情的城乡土地利用新格局； 

  （三）坚持市场配置的原则，妥善处理好政府

与市场的关系，充分发挥市场在土地资源配置中的

决定性作用； 

  （四）坚持改革创新的原则，探索土地管理新

机制，创新节约集约用地新模式。 

有を少なくし、耕地を占有しないか若しくは占有

を少なくし、どんな土地も大切にして合理的に利

用する。 

（2）合理的使用の原則を堅持し、土地資源を有効

利用して残し、資源の国情に符合した都市・農村

部の土地利用の新たなあり方を打ち建てる。 

（3）市場配置の原則を堅持し、政府と市場の関係

を適切に処理し、市場が土地資源の配置に担う決

定的な役割を充分に発揮させる。 

（4）改革革新の原則を堅持し、土地管理の新しい

メカニズムを探求し、土地の節約集約使用の新た

なモデルを創造する。 

第四条 县级以上地方国土资源主管部门应当加强

与发展改革、财政、城乡规划、环境保护等部门的

沟通协调，将土地节约集约利用的目标和政策措施

纳入地方经济社会发展总体框架、相关规划和考核

评价体系。 

第 4条（地方国土資源主管部門の職責）  県レ

ベル以上の地方国土資源主管部門は、発展改革・

財政・都市農村計画・環境保護等の部門との意思

の疎通・調整を強化し、土地の節約集約利用の目

標と政策措置を地方の経済社会発展の全体的な枠

組みや関連する計画・査定システムに組み入れな

ければならない。 

第五条 国土资源主管部门应当建立节约集约用地

制度，开展节约集约用地活动，组织制定节地标准

体系和相关标准规范，探索节约集约用地新机制，

鼓励采用节约集约用地新技术和新模式，促进土地

利用效率的提高。 

第 5条 （国土資源主管部門の職責） 国土資源主

管部門は、土地の節約集約使用制度を構築し、土

地の節約集約使用活動を展開し、土地節約基準体

系や関連する基準・規範の制定を手配し、土地節

約集約使用の新たなメカニズムを探求し、土地節

約集約使用の新技術と新モデルの採用を奨励し

て、土地の利用効率向上を促進しなければならな

い。 

第六条 在节约集约用地方面成效显著的市、县人民

政府，由国土资源部按照有关规定给予表彰和奖励。

第 6条（褒賞）  土地節約集約使用の分野で顕

著な効果があった市・県人民政府は、国土資源部

が関連規定に則り表彰を行い、奨励金を与える。

第二章 规模引导 第 2 章 規模の指導 

第七条 国家通过土地利用总体规划，确定建设用地

的规模、布局、结构和时序安排，对建设用地实行

总量控制。 

  土地利用总体规划确定的约束性指标和分区管

制规定不得突破。 

  下级土地利用总体规划不得突破上级土地利用

总体规划确定的约束性指标。 

第 7条 （土地利用総合計画の実施） 国家は、土

地利用総合計画を通じて、建設用地の規模・配置・

構造・タイムテーブルの設定を確定し、建設用地

に対して総量コントロールを実施する。 

 土地利用総合計画は、確定した拘束性指標と区

域ごとの統制規定を逸脱してはならない。 

 下級の土地利用総合計画は、上級の土地利用総
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合計画が確定した拘束性指標を逸脱してはならな

い。 

第八条 土地利用总体规划对各区域、各行业发展用

地规模和布局具有统筹作用。 

  产业发展、城乡建设、基础设施布局、生态环

境建设等相关规划，应当与土地利用总体规划相衔

接，所确定的建设用地规模和布局必须符合土地利

用总体规划的安排。 

  相关规划超出土地利用总体规划确定的建设用

地规模的，应当及时调整或者修改，核减用地规模，

调整用地布局。 

第 8条 （土地利用総合計画の役割） 土地利用総

合計画は、各区域、各産業の発展に用いる土地の

規模と配置に対し、統一して計画・実施する役割

を果たす。 

 産業発展・都市農村建設・インフラ配置・生態

環境の建設等の関連する計画は、土地利用総合計

画とリンクしていなければならず、確定した建設

用地の規模と配置は、土地利用総合計画の段取り

と合致していなければならない。 

 関連する計画が土地利用総合計画で確定した建

設用地の規模を超える場合、速やかに調整或いは

修正し、用地規模を削減し、用地配置を調整しな

ければならない。 

第九条 国土资源主管部门应当通过规划、计划、用

地标准、市场引导等手段，有效控制特大城市新增

建设用地规模，适度增加集约用地程度高、发展潜

力大的地区和中小城市、县城建设用地供给，合理

保障民生用地需求。 

第 9条（国土資源主管部門の政策の目的）  国

土資源主管部門は、企画・計画・用地基準・市場

の導入等の手段を通じて、特大都市の新規増加建

設用地の規模を効果的に抑制し、土地の集約使用

の度合いが高く、発展の潜在力が大きい地区や中

小都市・県の建設用地の供給を適度に増加させ、

民生の土地使用ニーズを合理的に保障しなければ

ならない。 

第三章 布局优化 第 3 章 配置の優良化 

第十条 城乡土地利用应当体现布局优化的原则。引

导工业向开发区集中、人口向城镇集中、住宅向社

区集中，推动农村人口向中心村、中心镇集聚，产

业向功能区集中，耕地向适度规模经营集中。 

  禁止在土地利用总体规划和城乡规划确定的城

镇建设用地范围之外设立各类城市新区、开发区和

工业园区。 

  鼓励线性基础设施并线规划和建设，促进集约

布局和节约用地。 

第 10 条 （あるべき土地配置） 都市・農村部の

土地利用は、配置の優良化の原則を実現しなけれ

ばならない。工業が開発区へ集中するよう、人口

が都市部へ集中するよう、住宅が社区（地域共同

体）へ集中するよう誘導し、農村人口が中心とな

る村や鎮へ集中するよう推進し、産業の機能区へ

の集中、耕地の適度な規模経営への集中を推進し

なければならない。 

 土地利用総合計画や都市・農村計画で確定した

都市部建設用地範囲以外で各種の都市新区・開発

区・工業園区を建設することを禁止する。 

 (道路・鉄道・パイプライン・水路工事等)線状

のインフラストラクチャ―施設を(ばらばらでは

なく)併せて計画と建設を行うことを奨励して、土
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地の集約配置や節約使用を促進する。 

第十一条 国土资源主管部门应当在土地利用总体

规划中划定城市开发边界和禁止建设的边界，实行

建设用地空间管制。 

  城市建设用地应当因地制宜采取组团式、串联

式、卫星城式布局，避免占用优质耕地。 

第 11 条（都市建設用地の統制）  国土資源主管

部門は、土地利用総合計画において都市開発の境

界や建設禁止の境界を画定し、建設用地の空間統

制を実行しなければならない。 

 都市建設の土地使用は、その地方の事情に適し

た、グループ方式・直列方式・衛星都市方式のレ

イアウトを採用して、良質な耕地の占用を回避し

なければならない。 

第十二条 市、县国土资源主管部门应当加强与城乡

规划主管部门的协商，促进现有城镇用地内部结构

调整优化，控制生产用地，保障生活用地，提高生

态用地的比例，加大城镇建设使用存量用地的比例，

促进城镇用地效率的提高。 

第 12 条 （都市部の土地使用） 市・県国土資源

主管部門は、都市・農村計画主管部門との協議を

強化し、既存の都市部用地の内部構造の調整や優

良化を促進し、生産用地をコントロールし、生活

用地を保障し、生態用地の比率を高め、都市建設

に使用する保有用地比率を増やし、都市部の土地

使用効率の向上を促進しなければならない。 

第十三条 鼓励建设项目用地优化设计、分层布局，

鼓励充分利用地上、地下空间。 

  建设用地使用权在地上、地下分层设立的，其

取得方式和使用年期参照在地表设立的建设用地使

用权的相关规定。 

  出让分层设立的建设用地使用权，应当根据当

地基准地价和不动产实际交易情况，评估确定分层

出让的建设用地最低价标准。 

第 13 条 （多層化建設用地の使用） 建設プロジ

ェクトの土地使用の優良化設計・多層化配置を奨

励するとともに、地上及び地下空間の充分な利用

を奨励する。 

 建設用地使用権が地上、・地下にわけて設定され

ている場合、その取得方式と使用年数は、地表に

設けられた建設用地使用権の関連規定を参照す

る。 

 多層化建築の建設用地の使用権を売却する場

合、地元の基準地価と不動産の実際取引状況に基

づいて、各層別に売却する建設用地の最低価格基

準を評価確定しなければならない。 

第十四条 促进整体设计、合理布局的建设项目用地

节约集约开发。 

  对不同用途高度关联、需要整体规划建设、确

实难以分割供应的综合用途建设项目用地，市、县

国土资源主管部门可以按照一宗土地实行整体出让

供应，综合确定出让底价。 

  综合用途建设项目用地供应，包含需要通过招

标拍卖挂牌的方式出让的，整宗土地应当采用招标

拍卖挂牌的方式出让。 

第 14 条（土地の供給方法）  全体的な設計・合

理的な配置の建設プロジェクト用地の節約集約開

発を促進する。 

 異なる用途で高度に関連し、総合計画に基づく

建設が必要であるが、分割供給に確たる困難があ

る総合用途建設プロジェクト用地に対し、市・県

国土資源主管部門は、一種類の土地として全体売

却供給を実施し、売却最低価格を総合的に確定す

ることができる。 

 総合用途建設プロジェクトの用地供給は、公募
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入札・競売、公示方式による売却を必要とするも

のを含め、土地全体は入札・競売・公示方式によ

り売却しなければならない。 

第四章 标准控制 第 4 章 基準コントロール 

第十五条 国家实行建设项目用地标准控制制度。

  国土资源部会同有关部门制定工程建设项目用

地控制指标、工业项目建设用地控制指标、房地产

开发用地宗地规模和容积率等建设项目用地控制标

准。 

  地方国土资源主管部门可以根据本地实际，制

定和实施更加节约集约的地方性建设项目用地控制

标准。 

第 15 条（基準コントロール制度）  国家は建設

プロジェクト用地基準コントロール制度を実行す

る。 

 国土資源部は、関連部門と共同して工事建設プ

ロジェクト用地コントロール指標・工業プロジェ

クト建設用地コントロール指標・不動産開発用地

全体規模及び容積率等の建設プロジェクト用地コ

ントロール基準を制定しなければならない。 

 地方国土資源主管部門は、地元の実情に基づき、

より節約性・集約性の高い地方性建設プロジェク

ト用地コントロール基準を制定・実施することが

できる。 

第十六条 建设项目应当严格按照建设项目用地控

制标准进行测算、设计和施工。 

  市、县国土资源主管部门应当加强对用地者和

勘察设计单位落实建设项目用地控制标准的督促和

指导。 

第 16 条（用地コントロール基準に基づく測量・設

計・施工）  建設プロジェクトは、建設プロジェ

クト用地コントロール基準に基づいて厳格に測

量・設計・施工を実施しなければならない。 

 市・県国土資源主管部門は、土地使用者や地質

調査設計単位の建設プロジェクト用地コントロー

ル基準の実施に対して、督促や指導を強化しなけ

ればならない。 

第十七条 建设项目用地审查、供应和使用，应当符

合建设项目用地控制标准和供地政策。 

  对违反建设项目用地控制标准和供地政策使用

土地的，县级以上国土资源主管部门应当责令纠正，

并依法予以处理。 

第 17 条 （用地コントロール基準に基づく審査・

供給・使用） 建設プロジェクト用地の審査・供

給・使用は、建設プロジェクト用地コントロール

基準や土地供給政策に符合していなければならな

い。 

 建設プロジェクト用地コントロール基準や土地

供給政策に違反して土地を使用した場合、県レベ

ル以上の国土資源主管部門が是正を命令し、法に

基づき処分しなければならない。 

第十八条 国家和地方尚未出台建设项目用地控制

标准的建设项目，或者因安全生产、特殊工艺、地

形地貌等原因，确实需要超标准建设的项目，县级

以上国土资源主管部门应当组织开展建设项目用地

评价，并将其作为建设用地供应的依据。 

第 18 条 （用地コントロール基準に基づかない土

地供給） 国家や地方が未だ建設プロジェクト用

地基準を打ち出していない建設プロジェクト、或

いは安全生産・特殊プロセス・地形地相等の原因

により、基準を超えて建設する確たる必要のある
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プロジェクトについては、県レベル以上の国土資

源主管部門が建設プロジェクト用地評価を実施

し、それを建設用地の供給根拠としなければなら

ない。 

第十九条 国土资源部会同有关部门根据国家经济

社会发展状况和宏观产业政策，制定《禁止用地项

目目录》和《限制用地项目目录》，促进土地节约集

约利用。 

  国土资源主管部门为限制用地的建设项目办理

建设用地供应手续必须符合规定的条件；不得为禁

止用地的建设项目办理建设用地供应手续。 

第 19 条（『土地使用禁止プロジェクトリスト』・『土

地使用制限プロジェクトリスト』）  国土資源部

は、関連部門と共同して国家経済社会発展状况な

らびにマクロ産業政策に基づき、『土地使用禁止プ

ロジェクトリスト』や『土地使用制限プロジェク

トリスト』を制定して、土地の節約集約利用を促

進する。 

 国土資源主管部門は、土地使用制限建設プロジ

ェクトのために建設用地供給手続を行う場合、規

定の条件に符合していなければならない。土地使

用禁止建設プロジェクトのために、建設用地供給

手続を実施してはならない。 

第五章 市场配置 第 5 章 市場の配置 

第二十条 各类有偿使用的土地供应应当充分贯彻

市场配置的原则，通过运用土地租金和价格杠杆，

促进土地节约集约利用。 

第 20 条（市場配置の原則）  各種の有償使用の

土地供給は、市場配置の原則を十分に徹底し、土

地の賃貸料と価格を梃子に、土地の節約集約利用

を促進しなければならない。 

第二十一条 国家扩大国有土地有偿使用范围，减少

非公益性用地划拨。 

  除军事、保障性住房和涉及国家安全和公共秩

序的特殊用地可以以划拨方式供应外，国家机关办

公和交通、能源、水利等基础设施（产业）、城市基

础设施以及各类社会事业用地中的经营性用地，实

行有偿使用。 

  具体办法由国土资源部另行规定。 

第 21 条 （土地の有償使用範囲の拡大） 国家は

国有土地の有償使用範囲を拡大し、非公益性用地

の割当て（中国語：划拨）を減少させる。 

 軍事・保障性住宅・国家の安全や公共の秩序に

係わる特殊な用地は割当て方式により供給してよ

いことを除き、国家機関のオフィス・交通・エネ

ルギー・水利等のインフラ（産業）・都市インフラ

及び各種の社会事業用地のうちの経営性用地は、

有償使用を実行する。 

 具体的な弁法は国土資源部が別途規定する。 

第二十二条 经营性用地应当以招标拍卖挂牌的方

式确定土地使用者和土地价格。 

  各类有偿使用的土地供应不得低于国家规定的

用地最低价标准。 

  禁止以土地换项目、先征后返、补贴、奖励等

形式变相减免土地出让价款。 

第 22 条 （経営性用地・各種有償使用土地の価格）

 経営性用地は、入札・競売・公示の方式にて土

地使用者や土地価格を確定しなければならない。

 各種有償使用の土地供給は、国家が規定する用

地最低価格基準を下回ってはならない。 

 土地交換、先に徴収・後に返却、補助、奨励金

等の形式により、形を変えて土地の払い下げ代金
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を減免することを禁止する。 

第二十三条 市、县国土资源主管部门可以采取先出

租后出让、在法定最高年期内实行缩短出让年期等

方式出让土地。 

  采取先出租后出让方式供应工业用地的，应当

符合国土资源部规定的行业目录。 

第 23 条（土地払い下げの方式）  市・県国土資

源主管部門は、先ず貸し出した後に売却する方

式・法定最高年数内において払い下げ年数を短縮

する等の方式を採ることにより、土地を払い下げ

ることができる。 

 先ず貸し出した後に売却する方式により工業用

地を供給する場合、国土資源部が規定する産業目

録に符合しなければならない。 

第二十四条 鼓励土地使用者在符合规划的前提下，

通过厂房加层、厂区改造、内部用地整理等途径提

高土地利用率。 

  在符合规划、不改变用途的前提下，现有工业

用地提高土地利用率和增加容积率的，不再增收土

地价款。 

第 24 条（土地利用率の向上）  土地使用者が、

計画に符合することを前提として、工場のフロア

を増設したり、工場エリアを改造したり、内部の

用地整理等の方法で土地利用率を高めることを奨

励する。 

 計画に符合し、用途を変更しない前提で、既存

の工業用地の土地利用率を高めたり、容積率を増

やす場合、土地代金を追加徴収しない。 

第二十五条 符合节约集约用地要求、属于国家鼓励

产业的工业用地，可以实行差别化的地价政策。 

  分期建设的大中型工业项目，可以预留规划范

围，根据建设进度，实行分期供地。 

  具体办法由国土资源部另行规定。 

第 25 条（差別化地価政策・期間を分けての土地供

給）  土地の節約集約使用の要求に符合し、国家

の奨励産業に属する工業用地は、差別化地価政策

を実行することができる。 

 期を分けて建設する大中型工業プロジェクト

は、計画範囲を予め留保し、建設の進捗に合わせ

て期間を分けて土地供給することができる。 

 具体的な弁法は国土資源部が別途規定する。 

第二十六条 市、县国土资源主管部门供应工业用

地，应当将工业项目投资强度、容积率、建筑系数、

绿地率、非生产设施占地比例等控制性指标纳入土

地使用条件。 

第 26 条（コントロール性指標の組み入れ） 市・

県国土資源主管部門が工業用地を供給する場合、

工業プロジェクトの投資強度（訳注：単位土地当

りの投資額）・容積率・建築係数・緑化率・非生産

施設の土地占有割合等のコントロール性指標を土

地の使用条件に組み入れなければならない。 

第二十七条 市、县国土资源主管部门在有偿供应各

类建设用地时，应当在建设用地使用权出让、出租

合同中明确节约集约用地的规定。 

  在供应住宅用地时，应当将最低容积率限制、

单位土地面积的住房建设套数和住宅建设套型等规

划条件写入建设用地使用权出让合同。 

第 27 条 （土地有償供給契約の明示事項） 市・

県国土資源主管部門は、各種建設用地を有償供給

する際、建設用地使用権払い下げ・賃貸契約の中

において、土地の節約集約使用の規定を明確にし

なければならない。 

 住宅用地を供給する際は、最低容積率の制限・

単位土地面積あたりの住宅建設戸数や住宅建設タ
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イプ等の計画条件を、建設用地使用権払い下げ契

約に記入しなければならない。 

第六章 盘活利用 第 6 章 資産の活用 

第二十八条 国家鼓励土地整治。县级以上地方国土

资源主管部门应当会同有关部门，依据土地利用总

体规划和土地整治规划，对田、水、路、林、村进

行综合治理，对历史遗留的工矿等废弃地进行复垦

利用，对城乡低效利用土地进行再开发，提高土地

利用效率和效益，促进土地节约集约利用。 

第 28 条（再開発等による土地の節約集約利用の促

進）  国家は、土地の修復を奨励する。県レベル

以上の地方国土資源主管部門は、関連部門と共同

で、土地利用総合計画や土地修復計画に基づき、

田・水・道・林・村について総合的な管理を実施

し、これまでに遺留されてきた工鉱業等の廃棄地

を再整備利用したり、都市・農村低効率利用の土

地について再開発を行い、土地利用の効率や利益

を高め、土地の節約集約利用を促進しなければな

らない。 

第二十九条 农用地整治应当促进耕地集中连片，增

加有效耕地面积，提升耕地质量，改善生产条件和

生态环境，优化用地结构和布局。 

  宜农未利用地开发，应当根据环境和资源承载

能力，坚持有利于保护和改善生态环境的原则，因

地制宜适度开展。 

第 29 条（農業用地の修復・開発）  農業用地の

修復には、耕地の集約を促進し、有効耕地の面積

を増やし、耕地の質を高め、生産条件と生態環境

を改善し、用地の成り立ちと配置を優良化しなけ

ればならない。 

 農業に適しているが未だ利用されていない土地

の開発は、環境や資源の負荷に対する耐久力に基

づき、生態環境の保護や改善に有利であることの

原則を堅持し、土地ごとに適切な展開を制定しな

ければならない。 

第三十条 高标准基本农田建设，应当严格控制田间

基础设施占地规模，合理缩减田间基础设施占地率。

  对基础设施占地率超过国家高标准基本农田建

设相关标准规范要求的，县级以上地方国土资源主

管部门不得通过项目验收。 

第 30 条（高基準基本農田の建設）  高基準基本

農田の建設は、田と田の間のインフラの土地占有

規模を厳格にコントロールし、土地占有率を合理

的に縮小しなければならない。 

 インフラ土地占有率が、国家の高基準基本農田

建設関連基準規範の要求を超えている場合、県レ

ベル以上の地方国土資源主管部門は、プロジェク

ト検収合格としてはならない。 

第三十一条 县级以上地方国土资源主管部门可以

依据国家有关规定，统筹开展农村建设用地整治、

历史遗留工矿废弃地和自然灾害毁损土地的整治，

提高建设用地利用效率和效益，改善人民群众生产

生活条件和生态环境。 

第 31 条（農村建設用地の修復等）  県レベル以

上の地方国土資源主管部門は、国家関連規定に基

づき、農村建設用地の修復やこれまでに遺留され

てきた工鉱業廃棄地や自然災害で破壊された土地

の修復を統一して実施することができ、建設用地

の利用効率と利益を高め、人民群衆の生産生活条

件と生態環境を改善する。 
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第三十二条 县级以上地方国土资源主管部门在本

级人民政府的领导下，会同有关部门建立城镇低效

用地再开发、废弃地再利用的激励机制，对布局散

乱、利用粗放、用途不合理、闲置浪费等低效用地

进行再开发，对因采矿损毁、交通改线、居民点搬

迁、产业调整形成的废弃地实行复垦再利用，促进

土地优化利用。 

  鼓励社会资金参与城镇低效用地、废弃地再开

发和利用。鼓励土地使用者自行开发或者合作开发。

第 32 条（都市部低効率用地の再開発等）  県レ

ベル以上の地方国土資源主管部門は、自級の人民

政府の指導のもとで、関連部門と共同で都市部低

効率用地の再開発・廃棄地の再利用の奨励メカニ

ズムを構築し、配置が散乱していたり、利用が粗

放であったり、用途が合理的でなかったり、放置

されて浪費している低効率用地に対して再開発を

実施し、採掘により破壊された土地や、交通のル

ート変更・住民の移転・産業の調整により形成さ

れた廃棄地について、再整備・再利用を実施し、

土地利用の優良化を促進する。 

社会資金が都市部低効率用地・廃棄地の再開発

や利用に参画することを奨励する。土地使用者が

自身で開発或いは協働して開発することを奨励す

る。 

第七章 监督考评 第 7章 監督・評価 

第三十三条 县级以上国土资源主管部门应当加强

土地市场动态监测与监管，对建设用地批准和供应

后的开发情况实行全程监管，定期在门户网站上公

布土地供应、合同履行、欠缴土地价款等情况，接

受社会监督。 

第 33 条（県レベル以上の主管部門の監督管理と情

報公開等）  県レベル以上の国土資源主管部門

は、土地市場の動向モニタリングや監督管理を強

化し、建設用地の批准や供給を行った後の開発状

況について全プロセス監督管理を実行し、定期的

にウェブサイト上で土地の供給・契約の履行・土

地代金未払い等の状況を公表して、社会の監督を

受けなければならない。 

第三十四条 省级国土资源主管部门应当对本行政

区域内的节约集约用地情况进行监督，在用地审批、

土地供应和土地使用等环节加强用地准入条件、功

能分区、用地规模、用地标准、投入产出强度等方

面的检查，依据法律法规对浪费土地的行为和责任

主体予以处理并公开通报。 

第 34 条 （省レベルの主管部門の監督・検査と情

報公開） 省レベルの国土資源主管部門は、本行

政区域内の土地節約集約使用状況に対して監督を

実施し、土地使用の審査批准・土地の供給や土地

使用等の段階の用地参入条件・機能エリア区分・

用地規模・用地基準・投資に対する営業収入額等

の面の検査を強化し、法律法規に基づき、土地浪

費の行為や責任主体を処分し、公開通知しなけれ

ばならない。 

第三十五条 县级以上国土资源主管部门应当组织

开展本行政区域内的建设用地利用情况普查，全面

掌握建设用地开发利用和投入产出情况、集约利用

程度、潜力规模与空间分布等情况，并将其作为土

地管理和节约集约用地评价的基础。 

第 35 条 （建設用地利用状況の一斉調査） 県レ

ベル以上の国土資源主管部門は、自行政区域内の

建設用地利用状況の一斉調査を手配・実施し、建

設用地の開発利用・投資と収入獲得状況・集約利

用程度・潜在力の規模と空間分布等の状況を全面
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的に把握し、それを土地管理と土地節約集約使用

の評価の基礎としなければならない。 

第三十六条 县级以上国土资源主管部门应当根据

建设用地利用情况普查，组织开展区域、城市和开

发区节约集约用地评价，并将评价结果向社会公开。

  节约集约用地评价结果作为主管部门绩效管理

和开发区升级、扩区、区位调整和退出的重要依据。

第 36 条（土地節約集約使用の評価）  県レベル

以上の国土資源主管部門は、建設用地利用状況一

斉調査に基づき、地域・都市・開発区の土地節約

集約使用の評価を手配・実施し、評価結果を社会

に公開しなければならない。 

 土地節約集約使用の評価結果は、主管部門の業

績管理や開発区の昇級・エリア拡大・範囲の調整

や退出の重要な根拠とする。 

第八章 法律责任 第 8 章 法的責任 

第三十七条 县级以上国土资源主管部门及其工作

人员违反本规定，有下列情形之一的，对有关责任

人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责

任： 

  （一）违反本规定第十七条规定，为不符合建

设项目用地标准和供地政策的建设项目供地的； 

  （二）违反本规定第十九条规定，为禁止或者

不符合限制用地条件的建设项目办理建设用地供应

手续的； 

  （三）违反本规定第二十二条规定，低于国家

规定的工业用地最低价标准供应工业用地的； 

  （四）违反本规定第三十条规定，通过高标准

基本农田项目验收的； 

  （五）其他徇私舞弊、滥用职权和玩忽职守的

行为。 

第 37 条 （罰則） 県レベル以上の国土資源主管

部門及びその作業人員が本規定に違反し、以下の

状況のうちひとつに該当する場合、関連の責任者

に対し法に基づき処分を与える。犯罪を構成する

場合は、法に基づき刑事責任を追及する。 

（1）本規定第 17 条の規定に違反し、建設プロジ

ェクト用地基準や土地供給政策に符合しない建設

プロジェクトに土地を供給した場合。 

（2）本規定第 19 条の規定に違反し、土地使用が

禁止されている建設プロジェクト、或いは土地使

用の制限条件に符合しない建設プロジェクトに対

し、建設用地供給手続を行った場合。 

（3）本規定第 22 条の規定に違反し、国家が規定

する工業用地最低価格基準を下回って工業用地を

供給した場合。 

（4）本規定第 30 条の規定に違反し、高基準基本

農田のプロジェクト検収を合格させた場合。 

（5）その他、私利のために不正を働いたり、職権

を濫用したり、職務をおろそかにしたりする行為

があった場合。 

第九章 附 则 第 9 章 付則 

第三十八条 本规定自 2014 年 9 月 1 日起实施。 第 38 条（実施日）  本規定は 2014 年 9月 1日よ

り実施する。 

 


