
Ⅰ 土地区画整理事業の概要

１．土地区画整理事業とは
（１）土地区画整理事業のしくみ

○土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整

え宅地の利用の増進を図る事業。

○公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供しても

らい（減歩）、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部

を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。

（公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩）

○事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整

備費（用地費分を含む）に相当する資金から構成される。

これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。

○地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、

都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値

の高い宅地が得られる。
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【支出】
○道路等の公共施設整備費
○建物等の移転・移設補償費
○宅地の整地費
○調査・設計費、事務費
※減価補償地区の場合は減価補償費

【収入】
○公共側の支出
・社会資本整備事業特別
会計補助（道路整備勘定）

・一般会計補助
・公共施設管理者負担金
・助成金

○保留地処分金

都市計画道路の整備費相当額

公共施設の整備費等相当額
公園等の用地費相当額

資 金 構 成

地権者は減歩により都市計画道路や公園等の用地を負担します。一方で国庫補助により投入される都
市計画道路等の用地費に相当する資金は、宅地の整地費等に充当され、地権者に還元されます。
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（２）減価補償地区における土地区画整理事業のしくみ

施行後の公共用地率が大きい地区等においては、宅地の利用価値が高くなり平均単価は

上がるものの、宅地の面積の減少が大きく、地区全体の宅地総価額が減少する。このよう

な地区を といい、宅地総価額の減少分が として地権者に『減価補償地区』 『減価補償金』

交付される。

実際の事業では、減価補償金相当額をもって宅地を先行買収し、公共用地に充てること

により、従前の宅地総価額を小さくし、減価補償金を交付しなくてすむようにしている。

 

地権者ごとに補償すると、換地面積が小さくなり

宅地利用が困難となるなど、現実的でない。 

（等価）
３,０００万円 ＋ １,０００万円 

    （１２０㎡） 
４,０００万円 

    （２００㎡） 

Ａさんの整理前宅地              Ａさんの整理後宅地  減価補償金 

＝  

【整理前】 【整理後】

・公共用地：  ２万㎡ 
・宅  地： １０万㎡ 
・平均単価： ２０万円/㎡ 
・地権者数：５００人 

宅地総価額：２００億円 
（１人当り平均４，０００万円）

・公共用地：  ６万㎡ 
・宅  地：  ６万㎡ 
・平均単価： ２５万円/㎡ 
・地権者数：５００人 

宅地総価額：１５０億円 

▲５０億円･･･金銭による補償が必要 

【減価補償地区とは？】

 

【先行買収による事業実施】

事業実施前に、減価する     地権者５００人中１２５人     先行買収すること 

５０億円＝２．５ｈａを     が地区外へ転出          により、宅地利用 

公共施設充当用地として     （３７５人は残留）        に適した換地面積 

先行買収                             となる。 

【整理前】 
・公共用地：  ２万㎡ 
・宅  地： １０万㎡ 
・平均単価： ２０万円/㎡ 
・地権者数：５００人 

宅地総価額：２００億円 ＝

【整理後】 
・公共用地：  ６万㎡ 
・宅  地：  ６万㎡ 
・平均単価： ２５万円/㎡ 
・地権者数：３７５人 

宅地総価額：１５０億円 

【先行買収後】
・公共用地：４．５万㎡ 
・宅  地：７．５万㎡ 
・平均単価： ２０万円/㎡
・地権者数：３７５人 

宅地総価額：１５０億円

４,０００万円 

  （２００㎡） 
＝

Ａさんの整理前宅地     （等価） Ａさんの整理後宅地 

４,０００万円 

  （１６０㎡） 

＋



２．土地区画整理事業の流れ

地元住民との

まちづくり案の検討

都市計画決定 ・土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定

※個人・組合施行についても、都市計画事業の場合には、都

市計画決定手続を要する。

施行規程・定款 ・施行規程：施行者、権利者が準拠すべき規則

事業計画の決定 ※組合施行の場合、定款

・事業計画：施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画

土地区画整理審議会 ・審議会：施行地区内の地権者の代表として選挙により委員選出

・総会の設置 換地計画、仮換地指定等について議決

※組合施行の場合、組合員の総会が議決

仮換地指定 ・将来換地とされる土地の位置、範囲を指定

（地権者による住宅等の建築が可能となる）

・仮換地の指定を受け、建物移転を実施
建物移転補償 工 事

・道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施

換地処分 ・従前の宅地上の権利が換地上に移行

（この際、清算金も確定）

土地・建物の登記 ・施行者が土地、建物の変更に伴う登記をまとめて実施

清算金の徴収・交付 ・換地について各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算

事業の完了



３．土地区画整理事業の特徴と実績

土地区画整理事業は、我が国の市街地整備を代表する手法として、戦前、戦後

を通じ、多様な地域の多様な課題に対応すべく活用されており、平成１８年度末

までに全国で約３４万ｈａの市街地整備を実施してきている。

しかしながら、我が国においては、防災性をはじめとして市街地整備の水準が

依然として立ち遅れており、地方都市の中心市街地の空洞化、経済情勢の変化に

伴う都心部での低未利用地の発生など、様々な課題を抱えている。

土地区画整理事業にはこれらの課題に対応して、活力のある社会の形成と安全

で豊かな生活を可能とする街づくりを進めることが期待されている。

土地区画整理事業の特徴

道路、公園、河川等の公共施設と宅地の総合的・一体的整備により、新たな土地
利用に対応し、かつ優れた都市空間を形成。

既成市街地から新市街地までの多様な地域で、多様な目的に対応した市街地整備
が可能。また、多様な関連事業との組み合わせが可能。

地権者自らが土地を所有したまま街づくりに参加。全事業の約半数が、地権者が
共同で行う組合施行の事業。

公共投資（補助事業費）とほぼ同額の民間資金(保留地処分金)による都市開発を
実施。また、建築移転に伴う民間の関連投資の誘発による経済波及効果が大。

土地区画整理事業の実績

土地区画整理事業の着工面積は、平成１８年度末までに全国で約３４万ｈａ。
これは、全国の市街地（人口集中地区：ＤＩＤ）の約３割に相当。

道路、公園等の総合的整備。例えば、土地区画整理事業で生み出された公園面積
は、約１．４万ha。全国の開設済の街区公園、近隣公園、地区公園の約１／２に
相当。

戦災復興や震災復興といった復興事業にも土地区画整理事業が大きな役割。
（関東大震災復興、第二次世界大戦戦災復興、阪神・淡路大震災復興）

現在、約１,４００地区(約５．４万ｈａ)、うち組合等施行約６００地区(約
１．７万ｈａ)を施行中。（道路整備特別会計補助地区は、平成１９年度で
５１０ 地区）



施　　行　　者

土地区画整理組合

土地所有者または
借地権者が7名
以上で土地区画整
理組合を設立して
施行します。

個人・共同

土地所有者または
借地権者が、その
土地について一人
で、または数人共
同して施行します。

地方公共団体

都道府県・市町村
が施行します。

国土交通大臣

国土交通大臣が施
行します。

機構・公社

独立行政法人都市
再生機構、地方住
宅供給公社が施行
します。

区画整理会社

地権者と民間事業
者が共同で設立す
る株式会社（区画
整理会社）が施行
します。

（単位：百万円）

平成18年度

補助事業費

合　計 平　均 合　計 平　均 合　計 平　均 （当初予算）

928,426 681.2 597,310 818.2 331,116 523.1 198,914

(注) １.

 　  ２.
 　  ３.

平成18年度事業費

◇土地区画整理事業の単年度事業費◇
（非補助事業を含む）

個人・組合等施行

区　　分

公共団体・機構等施行とは、公共団体、行政庁、独立行政法人都市再生機構、地方
住宅供給公社施行をいう。
個人・組合等施行とは、個人・共同、土地区画整理組合施行をいう。
平成18年度補助事業費（当初予算）は、道路整備特別会計補助事業費と一般会計補
助事業費（まちづくり交付金分を除く）の合計である。

1,363地区 730地区 633地区

全国計 公共団体・機構等施行

地区数 面積（ha） 地区数 面積（ha） 地区数 面積（ha）

1,183 49,101 1,183 49,101 -        -        

個人・共同 1,249 18,820 1,203 18,187 43 558

組合 5,626 116,573 5,015 99,023 590 16,871

公共団体 2,674 119,918 2,001 91,992 658 27,380

行政庁 103 4,443 102 4,436 1 7

都市機構 268 31,076 200 22,468 68 8,608

地方公社 107 2,574 104 2,430 3 144

小計 10,027 293,403 8,625 238,536 1,363 53,567

11,210 342,504 9,808 287,637 1,363 53,567

（注）１.計数は、各々四捨五入しているため合計と符合しない場合がある。

　　　２.事業着工後に中止した地区等があるため合計と符合しない場合がある。

（平成１９年３月３１日現在）

◇土地区画整理事業の実績◇

適法及び施行者

旧都市計画法

うち換地処分 うち施行中

土

地

区

画

整

理

法

合計

施行状況 事業着工



４．土地区画整理事業の沿革

（農地の利用増進を目的）明治３２年(1899) 旧耕地整理法制定

新耕地整理法制定明治４２年(1909)

（土地区画整理事業の施行を規定）大正 ８年(1919) 旧都市計画法制定
･目的として「宅地の利用増進」を明記

･手続き等は耕地整理法を準用

旧特別都市計画法制定大正１２年(1923)
（関東大震災→震災復興土地区画整理事業約3,400ha）

新特別都市計画法制定昭和２１年(1946)
（第二次世界大戦→戦災復興土地区画整理事業約27,900ha）

（土地区画整理法制定までの間は廃止法令を準用）昭和２４年(1949) 耕地整理法廃止
（耕地整理法の準用をやめる。）昭和２９年(1954) 土地区画整理法制定

･目的として、「宅地の利用増進」に「公共施設の整備改善」を追加

･手続き等を規定

都市改造事業創設昭和３１年(1956)

(都市改造事業が道路特会予算となる)昭和３３年(1958) 道路整備特別会計創設

（組合無利子貸付金制度の創設）昭和３８年(1963) 土地区画整理法改正

新都市計画法制定、土地区画整理法改正昭和４３年(1968)
（都市計画事業としての土地区画整理事業を規定）

組合土地区画整理事業への道路整備特別会計補助制度創設昭和４５年(1970)
･併せて、都市改造事業を公共団体区画整理補助事業に改称

田園居住区整備事業創設昭和６３年(1988)

都市開発資金貸付金制度創設平成 ５年(1993)
（昭和３８年創設の行政部費による貸付金を都市開発資金貸付金に改組）

緑住まちづくり推進事業創設平成 ６年(1994)

街区高度利用土地区画整理事業創設

被災市街地復興土地区画整理事業創設
（阪神・淡路大震災→震災復興土地区画整理事業約256ha）

安全市街地形成土地区画整理事業創設平成 ８年(1996)

街なか再生土地区画整理事業創設平成１０年(1998)

（一般会計補助の統合）平成１１年(1999) 都市再生区画整理事業創設

（保留地取得資金貸付金の追加）都市開発資金貸付金制度の拡充

（土地区画整理事業は要素事業）平成１２年(2000) まちづくり総合支援事業の創設

（既成市街地に重点化）都市再生区画整理事業の見直し

（既成市街地の事業を追加）平成１４年(2002) 都市開発資金貸付金制度の拡充

連続立体交差関連公共施設整備事業の創設

（既成市街地に重点化）平成１５年(2003) 道路整備特別会計補助の見直し

都市開発資金貸付金制度の拡充平成１６年(2004)
（景観計画区域を施行地区に含む事業を貸付対象事業に追加）

（土地区画整理事業は基幹事業）まちづくり交付金の創設

（区画整理会社制度の創設）平成１７年(2005) 土地区画整理法改正

道路整備特別会計補助、都市再生区画整理事業、都市開発資

（事業主体に区画整理会社を追加）金貸付金制度の拡充

都市再生区画整理事業の拡充平成１８年(2006)
（中心市街地及び密集市街地について、移転補償費等を追加）

都市再生区画整理事業の拡充平成１９年(2007)
（密集市街地について、移転補償費を追加等）



都市の道路ネットワークを整備する観
点から地区内の都市計画道路を用地買
収して整備することとして積算した額
を限度として、社会資本整備事業特別
会計（道路整備勘定）より補助

都市基盤が貧弱で整備の必要な既成市
街地、大規模な災害により被災した市
街地において、都市基盤の整備と街区
の再編を行う事業への補助

連続立体交差事業にあわせ周辺市街地
において一体的に実施する必要がある
街路事業、土地区画整理事業及び市街
地再開発事業について、統合補助金と
して社会資本整備事業特別会計（道路
整備勘定）より補助

５．土地区画整理事業に対する助成制度

→(P.25～参照)社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定）による国庫補助

土地区画整理事業 ----------------
（昭和３３年度創設)

平成20年度要求 事業費 198,971百万円
国 費 110,423百万円

このほか、重点施策推進要望(事業費 200百万円
国費 100百万円)がある。

連続立体交差関連公共施設整備事業-
（平成１４年度創設）

平成20年度要求 事業費 16,654百万円の内数
国 費 8,327百万円の内数

→(P.31～参照)一 般 会 計 に よ る 国 庫 補 助

都市再生区画整理事業 ------------
（平成１１年度創設）

12,354百万円平成20年度要求 事業費
国 費 5,500百万円

まちづくり交付金 ----------------
（平成１６年度創設）

平成20年度要求 事業費 710,000百万円の内数
国 費 278,000百万円の内数

このほか、重点施策推進要望(事業費 25,000百万円
国費 10,000百万円)がある。

→(P.43～参照)社会資本整備事業特別会計（業務
勘定）による貸付け

------
（平成５年度創設）

平成20年度要求 事業費 12,788百万円
国 費 0百万円

（注）１．施行者を道路整備特別会計補助の種別（直接補助・間接補助）で分類。
２．公共団体等施行とは、地方公共団体、独立行政法人都市機構（直接補助）施行をいう。
３．組合等施行とは、土地区画整理組合、独立行政法人都市機構（間接補助）、地方住宅供給

公社施行をいう。
４．その他は地方単独費等である。
５．各割合は、四捨五入しているため合計が符合しない場合がある。

良好な住宅宅地供給や既成市街地の整
備を行う組合事業等への貸付け

地域の歴史・文化・自然環境等の特性
を活かした個性あふれるまちづくりを
実施し、全国の都市の再生を効率的に
推進

◇土地区画整理事業の財源構成◇
（平成１８年度国庫補助事業の平均値）

公共団体等施行
（直接補助）

全体

補助対象事業費 保留地処分金

公共施設管理者負担金

その他

組合等施行
（間接補助）

34%

36%

36%

48%

20%

26%

5%

4%

4%

14%

39%

34%

0% 50% 100%



６．土地区画整理事業の経済波及効果

○土地区画整理事業は、公的支出と保留地処分金等の民間資金の双方を活用

した事業。（土地区画整理事業の総事業費は公的支出の 約２倍 ）

○土地区画整理事業は、整備された宅地に建築投資を呼び込むことから地区

内への総投資が大きい。（民間建築誘発効果、 約２．７倍 ）

○乗数効果により、経済波及効果はさらにその 約２倍 になる。

○公的支出１に対し、 約１０倍 の経済波及効果を発現。

土地区画整理事業に対する公的支出は約０．７兆円（平成10年度）。

これに対する経済波及効果は 約７．４兆円。

（市街地整備課調べ）



７．土地区画整理事業の活用事例
土地区画整理事業は、様々な場面で地域の課題解決に活用することができる事業制度である。

（１）中心市街地の活性化

空洞化が進行している地方都市等の中心市街地を活性化させるため、土地区画整理事

業により街区の再編、低未利用地の集約化や基盤整備を図ることにより、商業、福祉、

文化等の各種施策と連携しつつ、核となる商業施設や、福祉・文化施設等の公益施設、

共同住宅の立地等を促進し、中心市街地の活性化を推進する。

【土地区画整理事業活用のイメージ】

【活用事例と効果】

～区画道路・小広場等の整備を伴う小規模な区画整理による活性化の事例～

〔整備前〕

〔整備後〕

地区内歩行者通行量増(約0.5千人/日から約1.7千人/日)
地区内営業店舗増（24店から39店）

集客施設用地

（民間：観光交流ｾﾝﾀｰ）

生鮮食品街区

集客施設用地

（民間：街なかﾌﾟﾗｻﾞ）

ﾊﾟﾃｨｵ

住
居
専
用
街
区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約
・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ（小広場）や区画道路を整備

集客施設用地

（民間：観光交流ｾﾝﾀｰ）

生鮮食品街区

集客施設用地

（民間：街なかﾌﾟﾗｻﾞ）

ﾊﾟﾃｨｵ

住
居
専
用
街
区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約
・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ（小広場）や区画道路を整備

集客施設用地

（民間：観光交流ｾﾝﾀｰ）

生鮮食品街区

集客施設用地

（民間：街なかﾌﾟﾗｻﾞ）

ﾊﾟﾃｨｵ

住
居
専
用
街
区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約
・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ（小広場）や区画道路を整備

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約
・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ（小広場）や区画道路を整備

遊休地

福祉施設の立地の
促進 空き店舗用地、遊休

地を利用して共同住
宅の設置

文化施設等、にぎわい
のある施設の設置

商業・住宅を集約し、
既成市街地を再生

遊休地

福祉施設の立地の
促進 空き店舗用地、遊休

地を利用して共同住
宅の設置

文化施設等、にぎわい
のある施設の設置

商業・住宅を集約し、
既成市街地を再生

［彦根本町土地区画整理事業（滋賀県彦根市、組合施行1.3ha）］



中心市街地活性化基本計画の策定状況について

平成10年に制定された「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的

推進に関する法律」(平成10年法律第92号)は、商業振興策が中心であり、街なか居住の推進や

都市機能の集積促進などの措置がなく、また、市町村が策定した基本計画の内容を評価し、意

欲的な取組みを国が集中的に支援する仕組みとなっていなかった。

このため、平成18年6月、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的

かつ一体的に推進するため同法が改正され(平成18年8月施行)、内閣に中心市街地活性化本部

を設置するとともに、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣による認定

制度等が創設され、これに併せて、認定を受けた基本計画に基づく取り組みに対して国として

重点的な支援措置を講じていくこととなった。

土地区画整理事業においては、認定を受けた基本計画に位置づけられた事業に対し、認定基

本計画に位置づけのある商業活性化施設・公益施設等が立地する敷地上の既存建築物の移転補

償費を都市再生土地区画整理事業の補助限度額へ算入可能とする他、予算の範囲内で重点的な

支援を行う等の支援措置を講ずることとしている。

平成19年8月1日現在、13市の中心市街地活性化基本計画が内閣総理大臣の認定をうけてお

り、このうち4市の中心市街地活性化基本計画において4地区の土地区画整理事業が位置づけら

れている。

【改正中心市街地活性化法のスキーム】

法令上の特例・補助金・税制・融資 等

商業の活性化等

市街地の整備改善

まちなか居住の推進

都市福利施設の整備

認定基本計画への支援措置等

（基本方針に基づき
市町村が作成）

基本計画へ
の意見

基 本 方 針 （中心市街地活性化本部が案を作成し、閣議決定）

○ 基本的な方針
○ 位置及び区域
○ 目標
○ 計画期間
○ 中心市街地活性化の

ための事業 等

中心市街地活性化基本計画
＜市町村が作成＞
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（２）密集市街地の解消

道路、公園等の都市基盤が未整備で老朽化した木造建築物が密集している防災上危

険な市街地において、以下の措置により防災性の向上を図り、安全な市街地を形成。

・ 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備を行い、地域の不燃化を促進

効率的かつ効果的に密集市街地の防災性を向上させる土地区画整理事業の代表的な

活用方法には、以下の２つの手法がある。

① 地権者の建替えに合わせた不燃化の推進

膨大に広がる密集市街地の解消のためには、行政による事業展開だけではなく、民

間の有するノウハウ、資金力、機動性を 大限に活用し、民間による事業展開を推進

することが必要。

（石原東・幸福北地区の例：大阪府門真市）

木賃アパートの建替えに合わせて、組合施行による土地区画整理事業を実施。街

区の再編、敷地の整序を行い、建築条件が整備されたため、不燃化された賃貸マン

ションへの建替えが実現された。

【整備前】 【整備後】

老朽木造アパート 耐火造のマンション

狭小な道路 コミュニティ道路

② 公共団体の公共施設整備に併せた防災環境軸の集中整備

密集市街地の防災性を効率的に向上させるため、都市計画道路の整備と一体的

に沿道の建築物の不燃化を促進し、避難路・延焼遮断帯として機能する空間「防

災環境軸」を緊急かつ重点的に整備する。このため、土地区画整理事業のほか、

街路、公園等の各種事業を組み合わせ、集中的に実施する。



■防災環境軸の整備イメージ
・災害時の避難路、延焼遮断帯として機能
・緑豊かな空間
・沿道敷地の高度利用と住宅供給
・住民の生活支援サービス施設が立地する｢生活軸｣
・沿道建築物への自動車のアクセスを背後から確保

【活用事例と効果】

整備前 整備後

＜地区例＞
・一之江駅西部(東京都江戸川区)

・淡路駅周辺(大阪府大阪市)

・浜山(兵庫県神戸市)

・段原東部(広島県広島市)

・原良第三(鹿児島県鹿児島市)

［一之江駅西部土地区画整理事業(東京都江戸川区)］

公共用地率が１６％から３０％に増加



（３）街区再編による土地の高度利用

土地利用が細分化された既成市街地において、街区の再編に合わせて散在した低未

利用地や共同利用希望者の土地を集約化することにより、敷地規模の拡大、土地の高

度利用を図り、オープンスペースが確保されたゆとりある良好な市街地環境の形成を

推進する。

【土地区画整理事業活用のイメージ】

〔現 況〕

戸建希望者 土地の共同利用希望者

〔整備後〕

戸建てを希望する地権者の土地を集約

土地の共同利用希望者

戸建希望者

低未利用地

【活用事例と効果】

［梅田２丁目土地区画整理事業(大阪市北区)］

就業人口 （約３千人 →約１万人）
商業業務系の床 (約７万㎡ →約１５万㎡)

散在する
低未利用地

前面道路が
狭隘

ゆとりのない
生活空間

共 同 化 を 希 望
す る 地 権 者 の
土 地 を 集 約

低未利用地を
集約すること
により、開発
用地を確保

大規模街区
に再編

ポケットパーク等
ゆとりある空間の確保

幅の広い
区画道路の整備

梅田２丁目地区土地区画整理事業
設計図

施行地区

公共施設の新設

 街区の再編化

 道路の廃止 〔整備後〕



連鎖型都市再生の流れ

（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、既成市街地内の鉄道跡地等を活用して、

都市構造の再編に資する拠点市街地の整備を推進する。

【活用事例と効果】

＜地区例＞
・あすと長町（宮城県仙台市）

・東静岡駅周辺(静岡県静岡市)

・尾張西部都市拠点(愛知県稲沢市)

・大阪駅北大深東（大阪府大阪市）

・あまがさき緑遊新都心(兵庫県尼崎市)

・高知駅周辺(高知県高知市)

・香椎副都心(福岡県福岡市)

・熊本駅西(熊本県熊本市)

土地区画整理事業（東京都千代田区等）秋葉原駅付近

世界的なIT産業拠点の形成(大学等20機関が入居)*

＊２００７年８月現在

大手町土地区画整理事業（東京都千代田区）

連鎖型都市再生による国際ビジネス拠点の再構築

（５）スプロール市街地の改善

高度成長期の都市への急激な人口流入の受け皿として郊外に無秩序に開発されたスプ

ロール市街地は十分に基盤整備されないまま狭小な戸建て住宅等が建ち並び、放置する

と居住環境の悪い密集市街地になることが想定される。こうした市街地において、既存

のコミュニティの維持に配慮しつつ、土地区画整理事業により街区の再編、基盤整備等

を実施することにより、市街地環境の整備・改善を図る。




