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土地区画整理土地区画整理土地区画整理土地区画整理のののの海外技術協力海外技術協力海外技術協力海外技術協力

富山県土木部次長富山県土木部次長富山県土木部次長富山県土木部次長　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　林林林林　　　　正之正之正之正之

　　

　　　　　　講　演　項　目

１．土地区画整理について

　　　　仕組み、富山県内での実施状況

２．世界各国の土地区画整理

　　　　実施状況、タイプ

３．インドネシアへの技術協力

　　　　区画整理の状況、日本の技術協力

　　　

土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業のしくみのしくみのしくみのしくみ

□□□□土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業はははは、、、、道路等道路等道路等道路等
のののの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備やややや土地土地土地土地のののの整形化等整形化等整形化等整形化等にににに
伴伴伴伴うううう土地土地土地土地のののの増進分増進分増進分増進分をををを減歩減歩減歩減歩というというというという
形形形形でででで土地土地土地土地をををを提供提供提供提供してもらうしてもらうしてもらうしてもらう

□□□□換地換地換地換地によってによってによってによって土地土地土地土地のののの位置位置位置位置がががが変変変変っっっっ
てもてもてもても、、、、新新新新たなたなたなたな土地取得土地取得土地取得土地取得とはとはとはとは見見見見なななな
されないためされないためされないためされないため、、、、税金税金税金税金がかからながかからながかからながかからな
いいいい

□□□□用地買収方式用地買収方式用地買収方式用地買収方式のののの事業事業事業事業のようにのようにのようにのように
残地残地残地残地のののの問題問題問題問題がががが発生発生発生発生しないしないしないしない

土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業のしくみのしくみのしくみのしくみ

整理後整理後整理後整理後

整理前整理前整理前整理前

日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

※※※※整備率整備率整備率整備率はははは、、、、用途地域面積用途地域面積用途地域面積用途地域面積にににに占占占占めるめるめるめる土地区画整理事業実施面積土地区画整理事業実施面積土地区画整理事業実施面積土地区画整理事業実施面積としてとしてとしてとして算出算出算出算出

（（（（平成平成平成平成23年年年年3月月月月31日現在日現在日現在日現在））））

用途地域面積

　　　（ｈａ）

実　施　箇　所
整備率

　（％）地区数
実施面積

　 （ｈａ）

福井県 　　　　　１５，１４６ 　　 ２９９ 　　　７，０００ ４６．２％

石川県 　　　　　１７，８１６ 　　 ４４１ 　　　７，０１０ ３９．４％

愛知県 　　　　１１２，２７０ 　　 ９６６ 　　４１，９６１ ３７．４％

埼玉県 　　　　　７３，９７８ 　　５４６ 　　２３，７４３ ３２．１％

群馬県 　　　　　３３，５８９ 　　２５６ 　　　９，６９９ ２８．９％

富山県 　　　　　２０，１５８ 　　２１４ 　　　４，４４９
２２．１％

（全国　16位）

全　国 　　１，８５１，６４７ １１，６１８ 　３６９，１５３ １９．９％

・
・
・

・
・
・

県内市町村県内市町村県内市町村県内市町村のののの土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況
（（（（平成平成平成平成23年年年年3月月月月31日現在日現在日現在日現在））））

市町村名
用途地域

面積（ｈａ）
地区数

施行済

面積（ｈａ）

実施面積

（ｈａ）

整備率

（％）
富山市 　　８，４０６ 　９０ 　２，０６２ 　２，１４５ 　２５．５

高岡市 　　３，８８０ 　３１ 　　　３８０ 　　　４６６ 　１２．０

魚津市 　　　　４３１ 　１１ 　　　１８１ 　　　１８４ 　４２．８

氷見市 　　　　６９４ 　　２ 　　　　４１ 　　　　４１ 　　５．９

滑川市 　　　　６７１ 　　６ 　　　１５９ 　　　１５９ 　２３．７

黒部市 　　　　６２３ 　　７ 　　　　３８ 　　　　６９ 　１１．１

砺波市 　　　　５７７ 　１８ 　　　２０１ 　　　２８８ 　４９．９

小矢部市 　　　　５１０ 　　８ 　　　１３８ 　　　１５２ 　２９．７

南砺市 　　　　７６０ 　　３ 　　　　２４ 　　　　２４ 　　３．２

射水市 　　２，５５４ 　３３ 　　　８５５ 　　　８５５ 　３３．５

舟橋村 　　　　　　０ 　　０ 　　　　　０ 　　　　　０ 　　　　０

上市町 　　　　３４６ 　　２ 　　　　２８ 　　　　２８ 　　８．２

立山町 　　　　２４１ 　　１ 　　　　２６ 　　　　２６ 　１０．７

入善町 　　　　２３５ 　　０ 　　　　　０ 　　　　　０ 　　　　０

朝日町 　　　　２３０ 　　２ 　　　　１２ 　　　　１２ 　　５．１

合　　計 　２０，１５８ ２１４ 　４，１４５ 　４，４４９ 　２２．１
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富山市中心市街地富山市中心市街地富山市中心市街地富山市中心市街地のののの土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業についてについてについてについて
地　区　名 富山都心土地区画整理事業

施　行　者 県

施行面積 １１６．９ｈａ

施行期間 Ｓ３～Ｓ９

地　区　名 富山戦災復興土地区画整理事業

施　行　者 県

施行面積 ５５４．１ｈａ

施行期間 Ｓ２２～Ｓ４７

地　区　名 富山駅北土地区画整理事業

施　行　者 市

施行面積 ２０．５ｈａ

施行期間 Ｈ元～Ｈ１５

地　区　名 富山駅周辺土地区画整理事業

施　行　者 市

施行面積 １０．４ｈａ

施行期間 Ｈ１８～Ｈ２９（予定）

とやま都市ＭＩＲＡＩ計画

面積　６２ｈａ　Ｓ６３～

とやまとやまとやまとやま都市都市都市都市ＭＩＲＡＩＭＩＲＡＩＭＩＲＡＩＭＩＲＡＩ計画計画計画計画（（（（富山市富山市富山市富山市））））

施行前施行前施行前施行前（（（（昭和昭和昭和昭和６２６２６２６２年年年年））））

整備状況整備状況整備状況整備状況（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月撮影月撮影月撮影月撮影））））

富山市中心市街地富山市中心市街地富山市中心市街地富山市中心市街地のののの土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業についてについてについてについて

『とやま都市ＭＩＲＡＩ計画』

県都富山市の玄関口である富山駅北地

区において、鉄道跡地や運河舟だまりな

どの遊休地を有効活用し、さらに民間活
力の積極的な導入を図りながら、21世紀

における富山県・富山市の産業・文化を

先導するとともににぎわいと品格のある
都市拠点を形成する計画です。

既成市街地既成市街地既成市街地既成市街地、、、、新市街地新市街地新市街地新市街地のののの整備整備整備整備
砺波駅周辺砺波駅周辺砺波駅周辺砺波駅周辺のののの土地区画整理事業実施状況土地区画整理事業実施状況土地区画整理事業実施状況土地区画整理事業実施状況（（（（砺波市砺波市砺波市砺波市））））

地区名 施行者 面積(ha) 施行期間

出町 市 　１２．０ S 43～H15

太郎丸中央 組合 　１７．３ S 55～H  2

鍋島 組合 　１１．２ S 58～H  5

中村 組合 　３１．２ S 62～H  6

鍋島中央 組合 　１２．２ S 62～H  7

太郎丸西部 組合 　３９．７ H元～H15

鍋島北 組合 　　７．６ H  2～H  7

砺波駅南 組合 　　６．７ H  4～H12

太郎丸東部 組合 　３７．０ H  6～H16

深江 組合 　１０．０ H  8～H18

中神南部 組合 　　０．９ H10～H12

杉木 組合 　５４．９ H12～H24

出町東部第２ 組合 　　５．７ H17～H23

中神 組合 　３２．６ H20～H29

北陸自動車道

ＪＲ城端線

国道１５６号

ＪＲ城端線

火災復興火災復興火災復興火災復興
土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業によるによるによるによる火災復興火災復興火災復興火災復興（（（（魚津市魚津市魚津市魚津市））））

地区名 施行者 面積

(ha)

施行期間

魚津復興 　　県 　　８．９ S 19～S 22

大町火災復興 　　市 　　９．０ S 22～S 27

火災復興 　　市 　６２．５ S 31～S 44

魚津大火魚津大火魚津大火魚津大火（（（（昭和昭和昭和昭和31313131年年年年９９９９月月月月10101010日発生日発生日発生日発生））））

火災復興火災復興火災復興火災復興（（（（防火建築帯防火建築帯防火建築帯防火建築帯））））

ＪＲＪＲＪＲＪＲ北陸本線北陸本線北陸本線北陸本線

ＪＲＪＲＪＲＪＲ魚津駅魚津駅魚津駅魚津駅

火災復興火災復興火災復興火災復興

魚津復興魚津復興魚津復興魚津復興、、、、大町火災復興大町火災復興大町火災復興大町火災復興

街路街路街路街路のののの整備整備整備整備
沿道区画整理型街路事業沿道区画整理型街路事業沿道区画整理型街路事業沿道区画整理型街路事業（（（（高岡市高岡市高岡市高岡市　　　　御旅多屋西通御旅多屋西通御旅多屋西通御旅多屋西通りりりり））））

国道国道国道国道１５６１５６１５６１５６号号号号

（（（（都都都都））））片原町伏間江線片原町伏間江線片原町伏間江線片原町伏間江線

面積面積面積面積　　　　2.3ha

住環境住環境住環境住環境のののの向上向上向上向上
魚津市経田中央地区土地区画整理事業魚津市経田中央地区土地区画整理事業魚津市経田中央地区土地区画整理事業魚津市経田中央地区土地区画整理事業（（（（魚津市魚津市魚津市魚津市））））

 0000    55550000    101010100000ｍｍｍｍ    

 (主)魚津生地入善線 

地区の特徴

・地区道路が狭隘で住宅が密集し緊急車両が進入できない。

・老朽建築物が９割を占めるなど、防災上や居住環境上の問題を抱える。

・平成１６年に全焼５棟、死者１名の火災が発生。

事業の特徴

・減価補償が必要で、曳き移転先の用地が確保できない状況。

・土地区画整理事業と住宅市街地総合整備事業の合併施行。

・土地区画整理事業で道路整備や物件移転を行う。

・住宅市街地総合整備事業で公共施設用地に充当する土地の取得及びそれに伴う老 朽建築物

の買い取り除却を行う。

住市総住市総住市総住市総

整備地区整備地区整備地区整備地区

区画整理区画整理区画整理区画整理

施行地区施行地区施行地区施行地区

面積面積面積面積　　　　3.5ha



3

世界各国の区画整理

実施中

　日本、ドイツ、韓国、台湾、インド、

　オーストラリア、フランス、デンマーク、

　ノルウェー、ベトナム、レバノン

試行中、研究中

　インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、

　ネパール、スウェーデン、アメリカ

名称

　 Kukaku-Seiri  　 （参考　Typhoon,Tsunami,Sabo）

　Land Readjustment　 日、独、韓、台、印

　Land Pooling　　 　 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

　Land Sharing　　　　ﾀｲ　　

　Land Consolidation　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

タイプ

　都市整備型　日本、独、韓、台、印、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

　ほ場整備型　ｵﾗﾝﾀﾞ、ﾀｲ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

　土地登記型　ﾀｲ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

実施エリア

　全国的　　　日本、独、韓、台、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

世界各国の区画整理

JICAの業務内容
( （独）国際協力機構)

　　（１） 技術協力

　　（２） 有償資金協力

　　（３） 無償資金協力

　　（４） ボランティア派遣

　　（５） 国際緊急援助

　　（６） 協力プログラム及び案件形成

身分＝専門家（JICA　　　　Expert）

・相手国政府からの公式要請により派遣

・技術を相手方（カウンターパート）に伝達

・指導・助言、調査、研究、開発、教育、訓練等

林の場合

　インドネシア国 土地庁研究開発センター

　カウンターパートは所長

インドネシアの概要

・面積　１８９万ｋ㎡（日本の約５倍）

・国土　18,000余りの島々（世界最大の群島）

・人口　約２．３８億人

　　　　 日本の約1.9倍

世界第4位

・首都　ジャカルタ

人口約960万人

GDP 3,500ドルドルドルドル／／／／人人人人

　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（日本日本日本日本のののの約約約約1／／／／10））））

土地庁での業務内容

・日本のテキストの翻訳（英語版）

・カウンターパートとのディスカッション

・職員の講習会

・現地調査

・国際区画整理セミナーの開催

　（2年に1回開催：インドネシアでは初開催）
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土地庁での講習会

土地庁の職務

　・土地政策の総合的な企画・立案

　　　土地利用、土地区画整理・管理

　　　土地権利、土地測量・登記等

　

　

土地庁の役職

土地庁長官（土地担当国務大臣）

　次官

　　局長
　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　研究開発センター所長
　　（カウンターパート）

　

　

ソニーソニーソニーソニー・・・・ハルソノハルソノハルソノハルソノ大臣大臣大臣大臣

インドネシアの区画整理

　土地政策（土地登記）としスタートし、近年、　都市開
発の手段にも活用

　　・１９８１年以来ほぼ全国で実施

　　・実施箇所は赴任当時（約20年前）は約１００箇所

　　　　　　　　→　現在は５００箇所以上

　　・多くは都市周辺部の田舎地帯

　　・主な目的

　　　　宅地の整形化、土地登記、道路用地等の確保

　　　　　（▲道路等の公共施設の整備を含まず）

インドネシアの区画整理の課題
・法律が未整備

　　任意事業で、８５％以上の同意率で実施可能

・主たる目的が土地登記

　　現況が土地登記は都市部でも１５％程度しかない

・公共施設整備が不完全

　　公共施設整備を事業にほとんど含まず

・宅地の整備が不完全

　　宅地の整地を事業に含まず（境界杭により指定）

・事業予算の不足

　　道路整備は、別途地方政府が実施

バリ州の
　　区画整理

市街地周辺部での施行

実施箇所実施箇所実施箇所実施箇所

デンパサールデンパサールデンパサールデンパサール市市市市

国際区画整理セミナー（第７回）

バリ島で開催（３日間）　１９９３年１１月

　　世界１１カ国から約３５０人参加

　　大臣は３日間とも聴講

大臣大臣大臣大臣とととと 講師講師講師講師のののの通訳通訳通訳通訳
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日本での集団研修

　都市整備コース

　　約１０名参加

　　約２ヶ月間の研修

　　（東京、現地視察）

林講師

区画整理の現況

当時約１００箇所が現在約５００箇所以上に拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアののののパンフレットパンフレットパンフレットパンフレット

筆者中央

火災復興火災復興火災復興火災復興：：：：東東東東カリマンタンカリマンタンカリマンタンカリマンタン州州州州

施行前施行前施行前施行前 施行後施行後施行後施行後

インドネシアの特異な都市計画制度

・道路幅員の１／２の用地をセットバック

・バリ州では建築物の高さ制限（１２ｍ）

　　椰子の木より高い建物は禁止

・幹線道路の混雑防止対策

　　車の取得税が１００％

　　朝、夕の通勤時間帯は車は３人以上で

　　　→　現在はバス専用レーンを設置済み

　　　　　 モノレール、地下鉄を建設中

建築物のセットバック

前面道路幅員の１／２をセットバック

　　　　　　インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアのののの住宅住宅住宅住宅 セットバックセットバックセットバックセットバック部分部分部分部分はははは庭庭庭庭

バリでの高さ制限

バリ州では建築物の高さ制限（１２ｍ）

　　　　　椰子の木より高い建物は禁止

パラセーリングパラセーリングパラセーリングパラセーリングからのからのからのからの写真写真写真写真

幹線道路の渋滞
１９９２年

２０１０年

「区画整理」2010年12月号より

現在現在現在現在ははははバスバスバスバス専用専用専用専用レーンレーンレーンレーンをををを設置設置設置設置

モノレールモノレールモノレールモノレール、、、、地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄をををを建設中建設中建設中建設中
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