「基礎から学ぶインフラ講座」では、これまで「河川」「道路」「港湾」等の各事業ごとに管理区分、事業制度等をわかりやす
く体系的に解説し、各事業に共通する「入札契約」について関係法令や入札方式等を解説してきました。今号は「土地区画整理
事業」です。専門知識を有する上司や先輩が少ない職場の会員や新規採用、人事異動によって初めて当該事業を担当する会員の
皆様が基礎的知識を習得する際等にお役立てください。

基礎から学ぶインフラ講座

基礎から学ぶ土地区画整理事業（２）
もと

じま

本 島

や

3．土地区画整理事業の技術的基準・マニュアル

整理事業制度の運用のあり方、活用にあたっての基

１）関係法令における技術的基準

本的考え方、事業化のあり方について、「土地区画

土地区画整理事業の事業計画に関する技術的基準

整理事業運用指針」を国の技術的助言としてとりま

は、法施行規則第８条から第10条に定められてい

とめていますので、事業の実施に当たっての参考と

ます。この中では、施行地区及び工区の設定、設計

して下さい。３）

の概要の設定、資金計画のそれぞれについての基準

２）各種マニュアル等
土地区画整理事業は、既成市街地の再生等の様々

を示しています。１）
また、上記の技術的基準の運用を含めた土地区画
表－２
発行
区画整理促進機構

土地区画整理事業移転補償実
務マニュアル

日本土地区画整理協会

多様で柔軟な市街地整備手法

国土交通省都市・地域整備局市
街地整備課
国土交通省都市・地域整備局、
住宅局
国土交通省都市局市街地整備
課、住宅局市街地建築課

機動的な街区再編に向けた土
地・建物一体型の市街地整備
手法活用マニュアル
立体換地活用マニュアル

国土交通省都市局市街地整備課

柔らかい区画整理 事例集

国土交通省都市局市街地整備課

小規模で柔軟な区画整理
用ガイドライン

活

国土交通省都市局市街地整備課

国土交通省都市局まちづくり推
進課、都市計画課、市街地整備
課

市街地整備2.0 新しいまちづ 国土交通省都市局市街地整備
くりの取り組み方事例集
課、住宅局市街地建築課

土地区画整理事業・市街地再
開発事業 一体的施行実務ガ
イドマニュアル

（公社）全国市街地再開発協
会、（一社）再開発コーディ
ネーター協会、（公社）街づく
り区画整理協会、（一社）全日
本土地区画整理士会

＊国土交通省 都市局 市街地整備課 市街地防災整備係長
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な事業目的に活用され、市街地再開発事業等の他事

土地区画整理事業に関する主なマニュアル等

マニュアル等
敷地整序型土地区画整理事業
実用マニュアル

大街区化ガイドライン（第１
版）
まちづくり推進のための大街
区化活用にかかる執務参考資
料
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しん

慎 也＊

発行月
平成１３年４月

概要
都市の再生に向け、土地の有効高度利用を図るため、換地手法を敷地レベルのもの
まで活用し、民間事業者等による都市の再生を進めるための事業である「敷地整序
型土地区画整理事業」について、建築物整備との一体的整備の段階的な解説やプロ
ジェクトモデル等を紹介したマニュアル
平成１４年８月
移転補償における移転の実務手順、移転計画の作成方法、移転補償にかかるＱ＆
Ａ、関係判例などを整理し、土地区画整理事業の移転及び移転補償の円滑な実施を
図るためのマニュアル
平成１９年
既成概念にとらわれない柔軟な運用により多様で柔軟な市街地整備を実施している
区画整理、再開発の事例の一部を紹介するもの
平成２３年３月
細分化された土地を集約・整形して一体的敷地として活用するため、国・公有地等
の有効活用などによる大街区化を推進するためのマニュアル
平成２６年３月
大街区化をより推進することを目的に、大街区化の活用効果や大街区化を進める上
での課題に対する対応方針案等を事例を交えてより具体的に紹介した実践的なマ
ニュアル
（大街区化ガイドラインと併せた活用を想定）
平成２８年９月
各種の土地・建物一体型の市街地整備手法の特長を比較・整理するとともに、様々
なまちづくり上の課題に対し、どのような地区において、どのような手法を活用す
ることが有効かつ効果的か、その考え方を整理したマニュアル
平成２８年９月
都市機能の立地促進等に有力な市街地整備手法である立体換地について、運用改善
及び手続きの明確化を示したマニュアル
平成２９年２月
「工夫を凝らした中心市街地の活性化」、「細分化された街区の再編成と既存公共
空間の有効利用」、「工夫を凝らした密集市街地の解消」などの事例を紹介
平成３０年１１月 空間再編賑わい創出事業をはじめとした、都市のスポンジ化地区における誘導施設
整備のための小規模で柔軟な土地区画整理事業手法について、まちづくりの発意か
ら計画、事業化、事業の進め方、事業と一体で行う誘導施設の導入、そして持続的
に誘導効果を発揮する方策まで、参考事例や留意点、工夫を交えながら示した一連
の制度活用のガイドライン
令和２年１２月
『行政が中心となって公共空間確保・宅地の整形化・建物の不燃共同化を大規模に
志向した開発』から、『「公民連携」で「ビジョンを共有」し、「多様な手法・取
組」を組み合わせて、「エリアの価値と持続可能性を高める更新」』（市街地整備
2.0）へと大きく転換を図る必要のある市街地整備の考え方について、参考となる事
例を紹介
令和３年３月
土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行を進めるための一般的な実務上
の運用方法を定めたマニュアル

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地の再生、
街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における街区再編・整備による都市機能更新を推進する
ための土地区画整理事業に対して、社会資本整備総合交付金により支援。
交付対象：地方公共団体
交 付 率：１／３（一般地区）または１／２（重点地区および空間再編賑わい創出タイプ）
交付対象事業

施行地区

○交付金の交付対象となる費用
調査設計費、宅地整地費、移転移設費、公共施設工事費、
公開空地整備費、供給処理施設整備費、電線類地下埋設施設整備費、
減価補償費、立体換地建築物工事費、仮設建築物整備費、
防災関連施設整備費 等

○都市基盤整備タイプ

＜社会資本整備総合交付金＞
道路事業と都市再生区画整理事業の併用地区のイメージ

・指定容積率／100 ×（施行面積）≧２．０ｈａ
・直前の国勢調査に基づくDIDに係る地区（重点地区はDID内※）
・市町村マスタープランなどの法に基づく計画等に位置づけ
・施行前の公共用地率１５％未満（幹線道路等を除く）
【重点地区】（上記の要件に加えて）
・安全市街地形成重点地区（密集市街地）
・拠点的市街地形成重点地区（都市再生緊急整備地域等）
・歴史的風致維持向上重点地区（歴史まちづくり法の計画に基づく事業）
・都市機能誘導重点地区（立地適正化計画に基づく事業）

○大街区化タイプ
都市基盤整備タイプの
地区要件に加えて、

道路事業

①事業実施後の公共用地及び公開空地の面積の合計が事業実施前の面積
を超える（従前公共用地率15％未満は適用されない）
②鉄道・地下鉄駅から半径１km以内又はバス停から500ｍ以内
（ピーク時運行本数片道３本以上）

都市計画道路
公園

③大街区化による土地の有効利用事業に係る方針が定められている
【重点地区】拠点的市街地形成重点地区と都市機能誘導重点地区のみ

○空間再編賑わい創出タイプ

区画道路

・指定容積率／100×（施行面積）≧０．５ｈａ
・直前の国勢調査に基づくDID内の地区※
・都市機能誘導区域の区域内（低未利用土地利用等指針等の低未利用地の
活用に関する方針が記載されているものに限る）
・施行前の公共用地率２０％未満（幹線道路等を除く）
・事業計画に誘導施設整備区が定められた地区

都市再生区画整理事業

※都市機能誘導区域内にあっては、DIDに含まれると見込まれる区域を含む

図－３

都市再生区画整理事業の概要

業と組み合わせた事業も盛んに行われているなど、

公共団体等施行の事業では面積５ha以上（DID

高度化・複雑化しているため、事業類型に応じた様々

内等では面積２ha以上）、組合等施行の事業では都

なマニュアル等の整備・普及を行っています。表－

市計画事業として施行されるもので面積10ha以上

２の通り主なマニュアル等の概要をご紹介しますの

（DID内等では面積２ha以上）などの採択基準が

で、地域の状況に応じてご活用下さい。

あります。２）
２）都市再生区画整理事業による支援

4．土地区画整理事業への支援制度

区画道路、公園等の公共施設を用地買収方式で整

土地区画整理事業に対する国からの支援制度は、

備した場合の仮想事業費（工事費、移転補償費、用

大きく分けて、
都市計画道路等の整備に着目した「道

地費等）の一部のほか、公開空地整備費や浸水対策

路事業（道路区画）
」と、区画道路や公園等の整備

施設整備費等を限度として、都市再生区画整理事業

に着目した「都市再生区画整理事業（都再区）」の

による支援が可能です。支援に係る地区要件等の概

２種類があります。以下にそれぞれの概要を記載し

要については、図－３をご覧下さい。

ますが、支援要件等の詳細については「土地区画整
理必携」もご参照下さい。２）
１）道路事業による支援
土地区画整理事業にて整備する都市計画道路等に

5．土地区画整理事業の活用事例
まちづくりにおける様々な目的に対して活用され
る土地区画整理事業について、主な活用場面とその

ついて、用地買収方式で整備した場合の仮想事業費

事例を紹介します。４）５）

（工事費、移転補償費、用地費等）を限度として、

１）中心市街地の活性化

道路事業による支援が可能です。

地方都市等の中心市街地では、空き店舗や遊休地
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が密集して空洞化しています。そのため、街区の再

３）街区再編による土地の高度利用

編、低未利用地の集約化や基盤整備を行い、核とな

土地利用が細分化された既成市街地において、街

る商業施設や、福祉・文化施設等の公益施設、共同

区の再編に合わせて散在した低未利用地や共同利用

住宅の立地等を促進し、中心市街地の活性化を推進

希望者の土地を集約化することにより、敷地規模の

しています（事例：写真−１）
。

拡大、土地の高度利用を図り、オープンスペースが

・換地により散在する商店を各街区に集約
・共同利用希望者を集約し、集客施設・来街者駐車場用地を創出
・任意の事業組合が、ベンチやせせらぎ等の修景施設を整備
・パティオや区画道路等、高質な空間の整備

確保されたゆとりある良好な市街地環境の形成を推
進しています（事例：写真−３）。

集客施設用地
（民間：観光情報センター）

生鮮食品街区

パティオ

商店街
駐車場

住居専用街区

集客施設用地
（ひこね街なかプラザ）

写真−３

有楽町一丁目地区土地区画整理事業
（東京都千代田区）

４）拠点市街地の形成
大都市、地域の中心となる都市等において、既成
事業前

写真－１

事業後

彦根本町土地区画整理事業（滋賀県彦根市）

２）密集市街地の解消

市街地内の鉄道跡地、臨海部の工場跡地等を活用し
て、都市構造の再編に資する拠点市街地の整備を推
進しています（事例：写真−４）。

道路、公園等が未整備で老朽化した木造建築物の
密集する防災上危険な市街地が大都市を中心に存在
しています。このため、以下の取組みにより、防災
性の向上を図り、
安全な市街地を形成しています（事

新梅田シティ

例：写真−２）
。
・道路・公園などの公共施設を整備し、避難・延
焼遮断空間を確保
・倒壊・焼失の危険性が高い老朽建築物の更新を

現在の鉄道路線

備を行い、地域の不燃化を促進

阪急梅田駅
新たに整備する
地下鉄駅

うめきた２期区域
＜約12ha＞
地下化後の
鉄道路線

促進し、建築物の安全性が向上
・地権者の自主的な共同建替えのため敷地条件整

うめきた先行開発区域地区
＜約7ha＞

淀川

JR 大阪駅

西梅田地区

写真－４ 大阪駅北大深東地区土地区画整理事業・
大阪駅北大深西地区土地区画整理事業（大阪市北区）

6．おわりに
土地区画整理事業は、様々な都市課題に対応でき
るツールですが、用地買収方式による他事業とは大
きく考え方が異なる事業であり、活用にあたっては
写真－２
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一之江駅西部土地区画整理事業
（東京都江戸川区）

様々な疑問が生じるかと存じます。本稿で紹介した
内容について、さらに詳細に確認したい点があれば、

基礎から学ぶインフラ講座
当課や各地方整備局までご相談いただき、土地区画
整理事業による都市の課題解決に取り組んでいただ
ければ幸いです。
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「2021年度建設系公務員賠償責任保険制度」中途加入受付中！

どうしますか？!
・インフラの管理瑕疵で･･･ ・入札契約で･･･
◎ 11月末日現在の加入者は、4,490 名 と昨年の同時期と比べ365名も増加しています。
この保険は、毎月１日付の中途加入をいつでも受け付けています（保険料は月割り計算）
。
◎ 全建ホームページ（http:www.zenken.com/）の「建設系公務員賠償責任保険制度」をぜひ、
ご覧下さい！ 2021 年度新規パンフレットをご覧いただけるほか、インターネット
によるお申し込みができます！！ そのほか「よくあるＱ＆Ａ」も備えています。

＝異動のあった皆様へお願い＝
人事異動等により、地方協会の変更があった場合は、異動先（派遣先）の地方協会において、
引き続き全建会員としての入会（継続）手続きを忘れずにお願いします！
また、地方協会や所属など、お申し込み時から変更がありましたら、下記取扱代理店へご連絡ください。
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