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第２回 宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理審議会 

【議事録】 

日時、場所 
○ 日時：平成１７年４月２７日（水）１４：００～１５：３０ 
○ 場所：赤間駅周辺整備室２階会議室 

 
出席者 
○ 審議会各委員 

    
委員出欠表  （■出席   □欠席） 

■高山委員（会長） ■田坂委員 ■赤星委員 
■天野委員（副会長） ■栗田委員 ■森田委員 
■占部委員 ■末永委員 ■花田委員 
 
○ 事務局 
吉永都市建設部長、原田都市建設部理事、片山赤間駅周辺整備室長、白石参事、 
吉住計画係長、中野補償係長、花田、田中 

 
 

１．開会あいさつ 
（事務局 ）こんにちは。只今から第２回宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理審

議会を開催します。なお、全員の出席で定足数に達していますので、会議

が成立している事をここにご報告します。議事に先立ちまして、諮問書を

会長のほうへお渡ししますので、よろしくお願いします。 
      平成 17 年４月 25 日宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理審議会会長

高山剛様。宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理事業 施行者 宗像

市長 原田慎太郎。評価員の選任について（諮問）、土地区画法第 65 条第
１項の規定に基づき、下記３名を評価員として選任する件について、貴審

議会の同意を求めます。水上勝則、固定資産税等の課税業務経験者。加藤

一生、民間不動産鑑定士。西尾博一、福岡法務局登記官。以上です。よろ

しくお願いします。 
（事務局 ）議事に入ります前に、本日の配布資料の確認をお願いします。 

       ～資料確認～ 
       以降の議事進行に関しましては、会長にお願い致します。 
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２．議事 
（高山会長）こんにちは。お忙しい中、ご出席ありがとうございました。それでは只今

から審議会を開催します。はじめに本日の審議会の議事録署名委員を決め

させて頂きます。前回の申し合わせどおり、今回は田坂委員、栗田委員に

お願い致します。 
（ｉ）評価員の選任について 
（高山会長）それでは、評価員の選任について市長から諮問されましたので、その内容

について事務局から説明お願い致します。 
（事務局 ）はい。この評価員の選任の諮問につきましては、土地区画整理法第 65条第

１項の規定に基づきまして、審議会の同意を求めるものでございます。こ

の評価員につきましては、宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理事業

施行規程を定める条例、本日お配りしています黄色の冊子になりますが、

４ページを開いて下さい。下の方に第５章評価とあります。第 23条で定数
が定められています。評価員の定数は３人となっています。次の第 24条（宅
地の評価の方法）で従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、

区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に

考慮し、評価員の意見を聴いて定めるとあります。また、次の第 25条（権
利の評価）で所有権以外の権利の存する宅地についての所有権及び所有権

以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利の価額の割合を乗

じて得た額とする。第 2 項に前項の権利の価額の割合は、市長が前条の価
額、賃借料、位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的

に考慮し、評価員の意見を聴いて定める となっています。つまり、土地

や権利の評価につきまして市長が評価員の意見を聴いて定める事になって

います。本日、諮問して頂く、評価員の選任の方法について説明いたしま

す。選任にあたっては、まず、市で選任の基準を作成しました。その基準

に該当する方を選定することとしました。評価員の選任の対象となる職種

を八つ定めました。その八つの職種から評価員を選定しました。その職種

ですが、法務局の登記官をまず対象としました。不動産登記事務を行う過

程で、土地の価格、評価に精通しているという理由です。2番目に市役所の
固定資産評価審査委員会の委員を対象にしました。固定資産課税台帳の登

録された事項に関する不服審査の決定、課税の適正公平を図る等、課税の

監視役として評価に通じている職種の方です。3番目に民間の不動産鑑定士
ということで、不動産の評価に関する専門技術者であり、民間の土地売買

の価格動向に熟知している方です。4番目に宗像市の経営企画部財政課財産
管理経験者という事で、市の財産管理の部分で価格の評定等を行って専門

知識に精通している経験者です。5番目に固定資産税等の課税業務経験者と
いう事で土地評価基準により、評価作業を実際に実施してそれによる行政

処分等を行った実務経験者です。6 番目に宗像市の土地の取得業務経験者、
7番目に都市銀行あるいは地方銀行の土地取引業務経験者、不動産評価に専
門技術に長けている方です。最後に税務署の資産税部門の課税業務経験者



3 

ということで実務経験のある方にということで、八つの業種から選ばせて

頂きました。その中からピックアップさせて頂き、諮問書の 3 名を提案さ
せて頂きました。その 3 名の方の経歴を簡単に紹介致します。まず、水上
勝則氏ですが、今年の 3 月まで宗像市役所に 37 年間在籍されていました。
その間、通算で 10年間、市の税務課で固定資産税の仕事に携わっておられ、
この間、土地の評価基準により、評価業務等を実施されておりました。ま

た、行政処分等についても携わられております。そういった実務経験のあ

る方として評価員に選任するものです。次に加藤一生氏ですが、株式会社

アプレイザルという会社の代表取締役をされていて昭和 55年に不動産鑑定
士の資格を取得されています。昭和 57年に鑑定業者として登録され、その
間、福岡県の地価調査評価員あるいは、福岡地方裁判所の競売不動産評価

人等を歴任されていまして、民間の不動産鑑定を専門とされる職として、

今回、評価員として提案させて頂いています。3 人目の西尾博一氏ですが、
現在、福岡法務局福間出張所の所長で登記官をなさっています。平成 4 年
から登記官をなさっており、その間、福岡法務局を初め各地の登記官をな

さっておりますので、法務局の登記官として推薦しております。なお、西

尾氏につきましては、福岡法務局福間出張所所長という職名で、評価員を

行って頂きますので、異動等で変更になりますと、同じ職名の福間出張所

所長に新たにお願いするという事になります。以上の 3 名です。簡単です
が、諮問の説明を終わります。 

（高山会長）ありがとうございました。以上、事務局から説明がありました、評価員の選

任に関しまして審議していきます。意見のある方は挙手お願いします。 
（栗田委員）今 3名の経歴を伺いましたが、よくこの人達を知らないのですが、高邁な人

格を持ち、公平な方ということで、みなさんは理解できましたか。 
（事務局 ）現在、評価に関しては、公平な評価を目指して行っていきますが、その中で

いろいろなチェックする点等を評価員に伺っていくという事になりますの

で、事務局で行った評価を再度チェックをかけるという事になります。より

公平なものを目指して行っていけるのではと思っています。 
（高山会長）他にありませんか? 

        ないようですので、採決に移ります。原案に賛成の方は挙手お願い致します。 
  （委員）  ～全員挙手～ 
（高山会長）ありがとうございました。全員賛成ですので、本議題につきましては、原案

のとおり同意するとして答申する事に致しました。答申文につきましては、

会長に一任でよろしいでしょうか? 
（委員）  ～異議なし～         

  （高山会長）ありがとうございました。では、本日の議事は以上です。 
 
３．事業計画書及び施行規程について 
（高山会長）事業計画書及び施行規程について 説明お願いします。 
（事務局 ）事業計画の説明を致します。青い冊子をご覧ください。土地区画整理法第
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52条第1項の規定によりまして、市が土地区画整理事業を施行する場合に、
事業計画を定めなければならない事になっています。この事業計画は土地区

画整理事業を施行するための計画でありますが、内容につきましては土地区

画整理法第 54条の規定によりまして、施行地区、設計の概要、事業施行期
間、資金計画を定める事になっています。このため、市は、赤間駅北口土地

区画整理事業の事業計画を定めるために土地区画整理法第 55条第 1項の規
定によりまして、平成 16年 9月 16日から 30日までの 2週間、縦覧をかけ
ております。その後、平成 16年 11月 26日に県知事認可を受けまして、12
月 7日に決定したものです。本日はその事業計画について概要を説明させて
頂きます。青い冊子 1ページをご覧ください。第 1 （１）土地区画整理事
業の名称等 ということで、この土地区画整理事業の名称を「宗像都市計画

事業赤間駅北口土地区画整理事業」と定めております。また、（２）で施行

者の名称を宗像市と定めています。次ページの 第３ 設計の概要 １．設

計説明書 になります。（１）土地区画整理事業の目的 本地区は、年間約

800万人が利用するＪＲ赤間駅の北口に位置しているが、駅前広場が未整備
でかつ狭隘した道路が多く、老朽化した低層木造住宅が密集するなど交通結

節機能や防災上の課題がある地区である。また、住居と店舗が混在した街並

みや低未利用地が増加するなど商業地としてふさわしい土地利用がなされ

ていない状況である。このため、土地区画整理事業により駅前広場や道路、

公園等の公共施設の整備を行うと共に宅地の利用増進を図ることにより、本

市の中心拠点にふさわしい土地利用を推進し利便性の良い安全で快適な市

街地の形成を図ることを目的とする。という目的を述べています。（２）施

行地区内の土地の現況 という事で、事前に調査した結果をイ．からル．で

11 項目にわたって述べています。イ．地区の性格及び発展状況、ロ．地区
内人口及びその密度、ハ．土地利用状況、先ほど述べましたように商業地で

す。ニ．街路及び宅地の状況 ということですが、赤間停車場線という９ｍ

道路がありますが、残りは狭い６ｍ以下の市道や４ｍ以下の非常に車の通り

にくい道路であると記載しております。ホ．建物の高度化の傾向 では一部

マンションの立地があると述べています。へ．地勢 標高７ｍ～９ｍの平坦

地であるということです。ト．用排水 で排水の状況を述べています。チ．

上水、ガス等供給処理施設 について簡単に述べています。リ．学校等文教

施設、ヌ．工場の立地状況、ル．地価等 で本地区の地価は、平均 1平方メ
ートル当たり 91,700円と述べています。続きまして（３）設計の方針 と

いうことでイ．土地利用計画を述べています。本地区を含むＪＲ赤間駅周辺

地域は、宗像市都市計画マスタープラン等において本市の中心拠点として位

置づけられており、本市の顔としての中心市街地にふさわしい、複合的な機

能を持つ交流の拠点として個性的で魅力ある都市空間の形成を目指してい

る。本地区の土地利用計画は、駅前広場を中心に「街の顔づくりゾーン」、

地区の西側を「にぎわいづくりゾーン」、地区の東側を「快適な住まいづく

りゾーン」、地区北側の都市計画道路宗像福間線（主要地方道宗像玄海線）
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沿いを「沿道ゾーン」とした商業系の土地利用を計画する。と述べています。

このゾーニングは昨年 6 月に赤間駅周辺まちづくり協議会から市長に提案
された内容を計画に反映したものです。ロ．人口計画 を飛ばしまして、ハ．

公共施設計画ですが、4ページから 5ページにかけて述べています。ニ．公
益的施設の配置 ということで公益的施設の計画について述べています。6
ページ（４）整理施行前後の地積 ということで種目別の施行前後対照表を

掲載しています。この地積は登記簿面積で記載しています。施行する地積は

「総計」で記述していますように 35,550平方メートルが計画面積です。こ
の面積は図上で計算したものですので、実測後では変更が生じると思います。

施行前の公共用地地積は 5,472.73平方メートル、宅地は 29,820.8平方メー
トルです。測量増減は、図上で計算した施行区域全体地積と施行区域内にあ

る土地の登記簿の地積を合計したものの地積の差が 256.47平方メートルあ
るということです。図上で算定した方が広いという事になりますので、こう

いった数字になっています。施行前の宅地地積ですが、29,820.80平方メー
トルと 256.47平方メートルをたした 30,077.27平方メートルになります。
施行後の公共用地地積は 13,202.80平方メートルを計画しています。土地区
画整理事業を施行する事によりまして、この差の 7730.07平方メートルが公
共用地地積として増加すると計画しています。宅地につきましては、

22,347.20平方メートルとなりまして、7730.07平方メートル減少する事に
なります。総計の 35,550平方メートルも実測後には変動の可能性もありま
すので、ご了承下さい。7ページ、ロ．減歩率計算表 で減歩率を計算して

いますが、表内の括弧書きのない数字が、土地の先買いを行わない場合の数

字です。その場合は、減歩率が 25.70％になります。括弧書きのほうは土地
の先買いを行った場合の数字です。この場合、減歩率は16.67％になります。
（５）保留地の予定地積 ですが、整理前の宅地価格総額が 27億 5,806万
1千円、整理後の宅地価格総額が 24億 5,906万円となります。土地区画整
理事業を行う事によりまして、約 2億 9900万円の宅地価格総額が減少する
計画になっています。この 2億 9900万円の範囲で土地の先買いを行う形で
計画しています。土地の先買い面積3,260平方メートルは2億9900万円を、
1 平方メートルあたり 91,700 円で割った数字という事になります。8 ペー
ジ（６）公共施設整備改善の方針 という事で ロ．用途地域 としまして

は全域が商業地域であり、準防火地域となっています。平成 16 年 6 月 23
日に赤間駅北口駅前広場と赤間駅北口土地区画整理事業の区域を都市計画

決定しております。ハ．二．ホ．は道路に関する項目となりますが、都市計

画道路、区画街路、特殊街路という事で都市計画道路宗像福間線の一部であ

る赤間駅北口駅前広場、あるいは区画道路、歩行者専用道路の排水処理、舗

装構造について記述しています。駅前広場は良好な都市環境の形成のために

電線類を地下に整備する計画です。 へ．公園 については本事業により整

地及び側溝等の整備を行うという事です。上の公園整備につきましては、区

画整理事業とは別の事業になります。ト．排水施設 については雨水と汚水
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について記述しています。雨水は道路側溝により集水し道路計画にあわせて

整備する沼川雨水幹線を経て、地区西側の既設水路へ放流する計画です。汚

水につきましては、道路計画にあわせて下水管を移設し、地区北側の県道内

にある下水管の幹線へ放流する計画です。9 ページ、公共施設別調書です。
当事業で整備します公共施設ごとに整備計画を記述しています。10 ページ
（７）土地区画整理法第 2条第 2項に規定する事業の概要 です。公共施設

の新設または変更、土地の区画、形質の変更を行う事業ですが、本事業に付

帯して行う事業をここで規定しています。イ．事業施行のため必要な工作物

その他の物件の内容 です。事業施行のため必要な工作物その他の物件の内

容については、移転、除却建築物居住者のための一部収容が特に必要な場合、

仮設店舗を計画することとしています。この仮設店舗は、既設の空き店舗を

活用するなどして、仮設店舗の建設は行わない予定です。ロ．事業の施行に

係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他物件の内容 ということ

で本事業の施行に係る土地利用の促進のため必要な工作物その他の建物の

内容については水道管の新設が必要な部分は当土地区画整理事業で整備す

る計画です。第 4 事業施行期間 を述べています。平成 16年 12月 7日か
ら 28年 3月 31日となっていますが、これには清算期間の 5年間が含まれ
ています。従いまして、清算期間を除きますと平成 23 年 3 月 31 日までに
換地処分を行い、事業を完了する期間という事になります。次に第 5 資金
計画書 になります。１．収入 は、国からの補助金約 16億 7千万円、市
費 20億 2,400万円、補助事業を行う場合の補助金以外の費用という事にな
ります。市町村単独費の 17億 244万円は補助事業で実施できない部分の事
業費です。この表には、記述がありませんが、合併特例債というのがありま

すが、市費 20 億 2,400 万円と市町村単独費 17 億 244 万円の合計額 37 億
2,644 万円の約９５％の 35 億円を合併特例債を使うようにしています。寄
付金その他の 456 万円は駅前広場の整備に伴うＪＲの負担金という事にな
ります。11 ページ、2．支出 ですが、公共施設整備費の築造に 3 億 800
万円、これは駅前広場、区画道路、歩行者専用道路等を整備する費用です。

公共施設整備費の移転については 32億 3千万円は、事業による建物等の移
転補償に要する費用です。移設計画戸数の 59戸、32億の 59戸については、
今後の換地計画、造成計画によって変更になる予定です。移設の 4億 5,700
万円につきましては、電柱あるいはＮＴＴの地下ケーブル、上下水の沼川雨

水幹線の費用です。法第 2条第 2項の該当事業ということで一時収容施設お
よび上水道管の新設費用として 1億 1,500万円を計画しています。工事雑費
約 2億円ですが、工事中の迂回道路の整備費や暫定利用の駅前広場、駐輪場
整備費等の費用にあてることになっています。次の調査設計費 4 億 9,100
万円ですが、これは工事に伴う、調査測量設計費や換地計画書の作成に伴う

調査、設計費用あるいは建物移転に伴う移転補償調査の費用です。減価補償

費2億9,899万円は当土地区画整理事業を実施する事により宅地総価額が減
少した分の金額です。この金額の範囲内で 3,260平方メートルの土地を先行
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買収する計画です。事務費 2億 7千万円計上していますが、事務所の借り上
げ料、土地区画整理審議会の経費、職員の人件費の一部、旅費、コピー機の

リース料等の事務的な経費に充当する分です。12 ページ、３．年度別歳入
歳出資金計画表 です。歳入歳出を年度ごとに分けて記載しています。平成

17 年度から 19 年度までは毎年約１5～17 億円の計画を立てています。19
年度までに事業費の約 90％を執行する計画になっています。以上が事業計
画書の説明です。 

（高山会長）ありがとうございました。説明に質問はありませんか？ 
（花田委員）建物移転の 59戸の現状はどのようになっていますか? 
（事務局 ）11ページの建物移転費 59戸のことですね。この事業によって、はじめから

移転を予定しない建物が 3棟あります。その建物と計画段階ではありますが
移転しなくてもよいと思われる建物が数棟あると考えています。 

（高山会長）他にありませんか？ 
（天野委員）事業施行期間ですが、具体的に工事が始まるのはいつからですか? 
（事務局 ）工事着手の予定は、前回「事業概要」の中に記述しておりますが、工事は平

成 18年度から始まり、22年の 3月には終了予定です。 
（事務局 ）今年の予定は、土地の先買い、地区東側のＡブロック及びＢブロックについ

て、事業による移転が生じる建物については補償の話をする予定です。建物

の移転をしないと工事にかかれませんので、今年度中に移転のお願いをして、

来年度、工事に入りたいと思っています。 
（天野委員）2.3年前の計画よりは短縮できているのですか? 
（事務局 ）平成 15 年 10 月に宗像市が施行する事業として提案したときよりも昨年の

夏ごろ道路の見直しもありましたが、見直した内容としては道路の配置も含

めて工事の施行期間を 3ヵ年短縮して行う予定です。昨年の 12月から計算
しまして、換地処分までの期間は 6 年 4 ヶ月、工事は 5 年 4 ヶ月で完成す
るという計画です。 

（天野委員）公園の用地を整地するだけで公園の造成は行わないわけですね? 
（事務局 ）駅舎に通じるエレベーター、エスカレータの設置等、土地区画整理事業と

しては行いませんが、別の事業であわせて整備します。当然、公園の土地だ

けできても、使えないようでは困りますので、どのような公園にするのかは

検討して、土地区画整理事業の 54億円の予算でするものと、別事業の予算
と合わせて、的確な時期に行おうと思っています。 

（天野委員）それでは、この事業施行期間内に完成する事もあるが、完成しない場合もあ

るということですか？ 
（事務局 ）なるべく早めに事業期間内に出来ればと思っています。地域のイベントも出

来るという話もしていますので、駅前広場、公園の敷地の整備は関連性を持

たせながら、地域のイベント、災害時の非難場所等活用の要望も強いと思い

ますので、時期を明確にしていませんが、的確な時期に行おうと思います。 
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（天野委員）出来るだけ早くというのが、地域の要望だと思います。 
（高山会長）他にありませんか？ 
（占部委員）電線の地中化を行うとありますが、全エリアを対象にしているのですか? 
（事務局 ）駅前広場については、電柱が立たないようにしたいと思っています。見た目

がよくないので電線類を地下に整備する事を考えています。他の道路につい

ては、膨大な費用がかかりますので、現段階では、駅前広場のみと考えてい

ます。 
（高山会長）他にありませんか？ないようですので、ここで休憩にはいります。 
～休憩～ 
（高山会長）次に、施行規程について事務局から説明お願いします。 
（事務局 ）それでは、説明します。施行規程というのは、土地区画整理法第 52 条第 1

項の規定によりまして、都道府県または市町村が土地区画整理事業を施行す

る場合、事業計画と合わせて、施行規程を定めなければならないとなってい

ます。この施行規程は土地区画整理法第 53 条第 2 項の規定によりまして、
土地区画整理事業の名称、施行地区に含まれる地域の名称、土地区画整理事

業の範囲、事務所の所在地、費用の分担に関する事項、土地区画整理審議会

並びにその委員、および予備委員に関する事項など定めなければならないと

なっています。また、この施行規程は市の条例で定める事になっていますの

で、平成 16年の 9月議会で宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理事業
施行規程を定める条例として議決され、平成 16 年 12 月 7 日から施行され
ております。それでは黄色い冊子をご覧下さい。1ページ、第 1章第 1条（趣
旨）でこの規程の趣旨を記述しています。法第 53条第 2項で規定する事項
やその他必要な事項を定めています。第 7条から第 18条までが土地区画整
理審議会について定めています。まず、第 7条（審議会の名称）をご覧下さ
い。審議会の名称を宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理審議会と定め

ています。第 8条（委員の定数）第 1項で審議会の委員定数を 10名と定め
ています。第 2 項では、宅地所有者及び借地権者から選挙する委員の数 8
名、第 3項では土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選
任する委員の数は 2名ということで定めています。第 9条（委員の任期）で
委員の任期を５年と定めています。第 11条（予備委員）についてですが、
予備委員とは欠員が生じた場合に補充するための委員です。第 1項で当審議
会では予備委員を置くと定めています。しかし、委員の立候補者が定数以内

であったため現時点では、予備委員はいません。第２項では、予備委員の数

を宅地所有者から選挙される委員および借地権者から選挙される委員の数

の半数と定めています。次に第 12条（予備委員からの補充）という事で選
挙された委員に欠員が生じた場合、委員に補充すべき順位に従い、順次予備

委員をもって補充すると定めています。当審議会の場合、委員当選後、元岡

恒明委員がご逝去されましたので、1名欠員となっています。しかしながら
予備委員がいませんので、第 12条の規定による予備委員からの補充は出来
ていません。第 14条（委員の補欠選挙）をご覧下さい。宅地所有者から選
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挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれ 3 分
の 1を超えた場合に予備委員がいないときは、補欠選挙を行うと定めていま
す。当委員会の場合、宅地所有者から 8名の委員を選出していますので、3
名の欠員が生じた場合ということになります。第 15条（選任による委員の
補充）ということで市長は学識経験委員に欠員が生じた場合、速やかに補欠

の委員を選任をすると定めています。第 16条（出席の要求）ということで
審議会は必要があると認めるときは、市の職員その他必要と認める者に対し、

審議会の会議への出席を求め、説明又は意見を徴収することができると定め

ています。第 17条（会議の公開）ということで審議会の会議は公開とする。
ただし、個人情報に関する事項その他公開しない事が適当と審議会が認める

とき公開しないことできると定めています。第 4章では地積の決定の方法を
定めています。第 19条（基準地積の決定）ということで基準地積とは換地
を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積です。平成 16 年 12 月 7
日現在の土地登記簿に登記されている地積という事になります。第 20条（基
準地積の更正）ですが、施行地区内の宅地所有者や借地権者等は基準地積が

事実と異なると認めるときは平成 16年 12月 7日から起算して 60日以内に
基準地積の更正の申請する事ができると定めています。第 5章 評価 を定

めていますが、評価委員の件は説明致しましたので省略致します。第 6 章 

清算 ということですが、換地は従前地に見合うように定める事が原則です

が、現実には、原則どおりに換地する事が困難な場合があります。このため

それぞれの換地の不均衡を金銭で調整することになります。この金銭のこと

を清算金と呼んでいます。当事業の場合の清算金は、従前地の宅地の権利価

格と換地の権利価額の差額という事になります。第 28条（清算金の相殺）
ということで清算金を徴収すべき者に対して交付すべき清算金がある時は

相殺します。但し、供託する清算金があるときは清算金は相殺しないと定め

ています。第 29条（清算金の分割徴収又は分割交付）ということで清算金
が 1万円を超える場合は、分割徴収、分割交付ができます。但し、当該清算
金を納付すべき者の資力が乏しい場合には、10 年以内で分割徴収する事が
できることを定めています。最後に 7ページの附則をご覧下さい。この条例
は、法第 55 条第 9 項の規定による交付の日とありますが、これは平成 16
年 12月 7日です。この日から施行されています。以上、説明を終わります。 

（高山会長）質問はありませんか？ 
（花田委員）清算金の事ですが、現在の宅地、建物がそのまま残る方で、土地の減歩がで

きない方は清算金でその不足分を補うという事ですか? 
（事務局） 考え方はそのとおりです。69 名の地権者の方が施行する前の評価と換地の

価額が同じになるようにしますが、きっちり同じにはなりません。そのとき

に清算金となるわけですが、必ずしも清算を勧めているわけではありません

が、土地の減歩というものが出せない方については清算金が生じる可能性が

十分にあると思います。 
（高山会長）ほかにありませんか？ないようですので、次に移ります。 



10 

４ 土地区画整理事業審議会の役割等について 
（高山会長）次の４ 土地区画整理審議会の役割等について説明お願いします。 
（事務局） プロジェクタを使用して説明します。前回の委員会で末永委員より審議会委

員の身分についての質問がありました。その事も含めまして、土地区画整理

審議会の役割等について、簡単にまとめていますので、説明いたします。１ 

土地区画整理審議会の設置 についてです。この審議会は宗像市のように都

道府県または市町村が土地区画整理事業を施行する場合に、法の規定に基づ

いて施行する土地区画整理事業ごとに審議会を設置しなさいという規定が

あります。市の条例の中で当審議会の名称についても定めています。２ 審

議会の役割 ですが、この審議会は換地計画、仮換地の指定等に関する事項

について土地区画整理法で定める権限を行うという条文になっています。わ

かりやすく言いますと、この事業の地権者を代表して適正な意見を事業に反

映させ民主的かつ公平に運営されるようにこの会があるとご理解下さい。本

日、諮問させて頂きましたが、施行者（宗像市）が審議会の意見を聞かなけ

ればならない事項が法の規定で定められています。換地計画を作成する場合、

変更する場合、換地計画に関する利害関係者の意見書の審査をする場合、仮

換地の指定をする場合は、施行者（宗像市）から審議会に意見を聴くという

ことになっています。施行者が審議会の同意を得なければならない事項も決

まっています。本日諮問、同意を頂きました評価員の選任も第 61条第 1項
で定められています。宅地地積の適正化に関する事項、たとえば宅地面積が

小さい宅地について、減歩の負担が生じてさらに小さくなるということにな

り、あまりにも小さくなって使い勝手ができない事にならないように、減歩

率を緩和したり、小さい宅地の面積を幾らにするのか、何平方メートル以下

の土地から適用するのか、宅地面積が小さい宅地所有者から申し出がある場

合、換地を定めない事、土地の共有持分を与えることなどもこれにあたりま

す。特別な宅地に対する措置というのがあります。この事業で言うとＪＲの

駅舎の一部が施行地区内にあります。鉄道や軌道等のように利用される宅地

などの換地については、位置、地積等に特別の行為を払い換地を定める事が

できるという規定があります。その扱いをどうするのか、文化財のような建

物がある場合に移転が適当でない宅地をどう扱っていくのか、また私道の取

り扱いをどうするのかという事もここに関係しています。つぎに３ 委員定

数と委員構成 ですが、ご存知のとおり委員は１０名です。委員の構成は地

権者の方から８名、学識経験を有する方から２名となっています。法の規定

で宅地所有者および借地権者は委員の選挙に各１個の選挙権、被選挙権があ

ると定められています。その方の土地の筆数や面積に関係なく法人でも選挙

権、被選挙権があるという事です。また宅地所有権及び借地権を共に有する

方は、それぞれ各一箇の選挙権、被選挙権があるということです。ただし、

被選挙権はどちらか一つです。未登記の借地権の申告がない者は、この各一

箇の選挙権、被選挙権はありません。現在のところこの地区は未登記の借地

権の申告はありません。そのため借地権者から選ばれる委員さんはいません
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でした。また、借地権を申告された方の変更の手続きがない場合は、選挙権、

被選挙権はありません。被選挙権の不適格事項も法の規定で定められていま

す。未成年者、成年被後見人又は被保佐人、禁固以上の刑に処され、その執

行が終わるまで又はその執行を受ける事がなくなるまでの者と定められて

います。宅地の共有者、共同借地権者、宅地の同一部分に２人以上の借地権

者は合わせて一つの所有権、借地権者とみなす、たとえばご夫婦である宅地

を所有している場合、二人のうちのどちらかが代表者で選挙権、被選挙権を

有するという事です。８名の選出方法については宅地所有者、借地権者それ

ぞれから各別に選出するとなっていますが、ここでは宅地所有者から選んで

います。被選挙権を有する候補者から選挙する。地権者の中から選出される

委員８名ですが、宅地所有者から選ばれる委員と借地権者から選ばれる委員

がいた場合は、宅地所有者と借地権者の総数との割合におおむね比例するよ

うに定数を定めると条例で規定しています。当地区の場合、宅地所有者が

69 名です。借地権者は 0 名です。先程の選出方法からいきますと、借地権
者が 0名ですので、宅地所有者から選ばれるのが 8名になります。仮に借地
権者が 10名いた場合、69名の土地所有者と 10名の借地権者で 79名です。
79名分の宅地所有者が 69名の割合を全体の 8に掛けた、宅地所有者から 7
名と借地権者から 1名の選出になると想定しています。条例の中に有効投票
数の規定があります。69 名全員の方が投票したとします。選出委員が 8 名
です。かりに選挙になった場合は、3票以上の票がないと当選しないという
事です。学識経験委員の選出方法は市長が土地区画整理事業について学識経

験を有する者から選任しました。次に審議会選挙までの手順ですが 3 月 20
日に選挙の予定でしたが、定数内の立候補でしたので、無投票で当選された

ということです。委員の任期は 5年間です。補欠の委員がいた場合は、その
任期は前任者の残任期間となります。予備委員は先程の説明のとおりです。

施行規程で定めるところにより予備委員をおく事ができるという法の規定

です。当事業の条例では予備委員をおくという規定にしています。予備委員

の数は総数の半数が定員だと定めています。選挙された委員に欠員が生じた

場合は、補充すべき順位に従い予備委員によって補充します。この予備委員

になるためにも必要な投票数が条例で定められています。宅地所有者が 69
名で 69名の方が投票され、委員定数 8名とした場合は、3票以上の票が必
要です。次に９ その他という事で①審議会の会長 についての規定が法の

第 61条で定められています。次に②審議会の副会長については、第 1回審
議会で議事運営規則を審議頂き、「審議会に副会長をおく。副会長は委員の

中から互選により選任する。副会長は、会長を補佐し、あらかじめ定めると

ころによりその職務を代理する。」と定めました。③審議会の召集、会議及

び議事 ですが、法第 62条の規定で「審議会は市長が招集する。」「審議会
の招集は少なくとも会議を開く日の 5 日前までに委員に通知しなければな
らない。但し、緊急を要する場合は 2日前までに通知し審議会を招集するこ
とができる。」「審議会の会議は委員の半数以上の出席が必要。」「出席委員の
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過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。」と定めてあ

ります。④委員の補欠選挙 です。施行規程で説明しましたが、条例で委員

の 3分の 1以上の欠員が生じた場合補欠選挙を行うというものです。また補
欠選挙は委員の任期の終わる 6ヶ月以内は行わない。任期が平成 22年 3月
22 日までですが、その任期が 6 ヶ月未満になった場合は、3 名以上の欠員
が生じても補欠選挙は行わないということになっています。⑤学識経験を有

する委員の補充 については、欠員が生じた場合は市長は速やかに補欠の委

員を選任します。⑥会議の公開 については会議は公開すると条例で決めて

います。但し、個人情報に関する事項その他公開しないことが適当と審議会

が認めるときは公開しないことができます。⑦土地区画整理審議会委員の身

分 ですが、非常勤の特別地方公務員という位置づけになります。特別地方

公務員に対しては刑法第 7条の「公務員」に該当します。刑法における「公
務員」の適用罰等 があります。収賄、受託収賄及び事前収賄とは「委員が

その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは 7年以下
の懲役に処する。」といった刑法の適用があるという事です。ここでは職務

に関し賄賂を受ける行為を禁止しています。第３者供賄とは「委員がその職

務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若

しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」という事もあります。
そういう規定があることもご承知おき下さい。 
説明は以上です。 
 

５ その他事務連絡 
（高山会長）ご意見はありませんか？ 

       ないようですので、続きまして ５ その他事務連絡 をお願いします。 
（事務局） 施行規程の説明の中でも補欠選挙の件を触れていましたが、前回の審議会の

中で審議委員の補欠選挙を検討していると話しましたが、条例の解釈上、選

挙後すぐであっても、施行規程を定める条例第 14 条によりまして、1 名の
欠員ではが定数の3分の1を超えませんので補欠選挙は行えないということ
が確認できましたので、お知らせ致します。 

       次回の審議会の開催についてですが、5月 25日（水）午後 2時からで如何
でしょうか？ 

（天野委員）5月 25日は予定があります。できれば変更をお願いしたいと思います。 
（事務局） それでは翌日 26日は如何でしょうか？ 
（天野委員）大丈夫です。 
（高山会長）それでは、次回は 5月 26日木曜日午後 2時から開催致します。よろしくお

願い致します。その他、ありませんか？ 
これをもちまして第 2回審議会を終了致します。ありがとうございました。 
 
                              以上。 


