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第 3回 赤間駅北口土地区画整理審議会 
 

【議事録】 
 
日時、場所 
○ 平成：17年 5月 26日（木）14時～ 
○ 場所：赤間駅周辺整備室 2階会議室 

 
○ 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 
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 3 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

が成立していることをご報告します。今回は諮問はございません。事業ス

ケジュールや換地の考え方等について説明したいと考えております。なお、

市では事務所一階のロビー、窓口にも掲示していますが、地球温暖化防止

及び省資源対策で宗像市役所エコオフィスプランを策定しまして、夏季の

対策として職員はノーネクタイ等のエコスタイルで対応しています。本審

議会におきましても、エコスタイルで事務を取らせて頂きますので、ご了

承願います。説明に入ります前に、本日の配布資料の確認をお願いします。 
       ～資料確認～ 
       以降の進行に関しましては、会長にお願い致します。 
 
２．土地区画整理事業の換地の考え方について 
（高山会長）こんにちは。大変お忙しい中、ご出席ありがとうございました。それでは

第 3 回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、今回は末永委員、赤星委員
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にお願い致します。 
      まず、土地区画整理事業の換地の考え方について 事務局から説明お願い

します。 
（事務局 ）はい。それでは、土地区画整理事業の換地の考え方について ビデオ映像

で説明させて頂きます。約 20分ご覧頂き、その後補足説明をさせて頂きま
す。 

       ～ビデオ鑑賞～ 
       補足説明を致します。ビデオの中で減歩率とありましたが、本事業の場合、

平均減歩率は 16.7％です。これは、すべての土地について 16.7％というわ
けではありません。これまでの土地と換地の位置によっては、平均減歩率

を上回ることもあれば下回ることもあるということになりますので、この

点についてはご理解頂きたいと思います。先程、過小宅地ということで 8％
を 5％という話がありました。小さな面積の宅地の件ですが、ビデオでは、
密集市街地の地権者の感想として「過小宅地の配慮として減歩率を少なく

する減歩緩和措置を行ったことがよかった。」という内容がありました。当

赤間駅北口土地区画整理事業におきましても、小さな面積の宅地につきま

しては、減歩により土地利用が出来なくなることがないようにしていきた

いと考えています。以上、補足説明を含めて説明を終わります。 
（高山会長）以上、事務局から説明がありましたが、質問はありませんか？なければ、次

に移ります。 
 
３．土地区画整理後の土地活用について 
（高山会長）３．土地区画整理後の土地活用について 事務局から説明お願いします。 
（事務局 ）それでは、土地区画整理後の土地活用について ビデオ映像で説明させて頂

きます。こちらの方は約 30分あります。その後、補足説明をさせて頂きま
す。 

      ～ビデオ鑑賞～ 
      それでは、補足説明をします。ビデオの中の贈与税のところで、住宅取得資

金控除が 300万円という説明がありましたが、このビデオは平成 11年度に
作成されたもので、現在は改正されていまして、550万円になっていますの
で、ご了承下さい。基本的な土地活用の方向性についてですが、この土地区

画整理につきましては、地元の赤間駅周辺まちづくり協議会で議論されてい

まして、ゾーニングについても 4つのゾーニングという事で提案がされてい
ます。これらを尊重していくように市としても考えています。このため区画

整理後にそれぞれの地権者がどのような土地利用を考えておられるかを含

めて地権者の意向の把握を推進する必要があると考えています。さらには、
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まちの顔づくりゾーンやにぎわいゾーンにつきましては、土地の高度利用や

共同利用を推進していきたいと考えています。以上、簡単ですが、補足説明

を終わります。 
（高山会長）以上の事務局からの説明に質問はありませんか？ 

        ないようですので、十分ほど、休憩に入ります。 
～休憩～ 
４．平成 17年度の事業スケジュール等について 
（高山会長）では、４．平成 17年度の事業スケジュール等について事務局から説明お願

いします。 
（事務局 ）それでは、プロジェクタを使用して説明します。本日の説明項目は、「１ 平

成 16年 12月 7日の事業着手後の事業進捗状況」、「２ 17年度の事業スケ
ジュール」、「３ その他」の順に説明いたします。では、まず「１ 事業の

進捗状況」ですが、土地区画整理審議会の発足から審議会開催につきまして

は、説明を省略させて頂きますが、スクリーンに映しているとおりです。次

に、土地の先行買収の進捗状況ですが、平成 16 年 9 月から 11 月にかけま
して土地売却希望者のアンケート調査を行いました。その結果、15 名の方
から売却希望が有りました。アンケート調査による売却希望土地の権利調整

が可能な土地について平成 17年 1月から 3月にかけて土地の鑑定評価及び
先行買収地にある建物等補償調査を実施しました。平成 17年 4月から現在
まで建物等補償費を算定中です。 
次に土地の先行買収予定地以外で事業によって建物移転が必要な建物等の

移転補償調査の進捗状況について説明します。18年度工事予定の Aブロッ
ク及び B ブロックの一部について、仮換地指定後の建物等移転補償交渉が
実施できるように、建物等補償調査業務の発注の準備中です。Aブロックは
地区東側のストックヤードのあるところです。なお、Bブロックは駅前広場
計画地付近です。なお、配布資料である平成 17年度の赤間駅北口土地区画
整理事業のスケジュール等についての 5 ページの中段にブロック割の図表
がありますので、こちらも参考にして下さい。つぎに、換地設計の進捗状

況について説明します。平成 16年 12月から平成 17年 1月にかけまして、
土地登記簿の面積が事実と異なる宅地について、更正申請を受付ける手続

きを行いました。平成 17年 1月から登記をされていない未登記の借地権及
び共有土地の代表者の届出等の権利申告を行って頂きました。平成 17年 3
月まで、今後換地設計を行うための基準である換地設計基準（案）及び土

地の評価算定方法の基準になる土地評価基準（案）の検討を行いました。

つぎに、「２ 17年度の事業スケジュール」について説明します。まず、地
元説明会の開催についてです。説明会は同じ内容を 2回実施します。1回目
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は 6月 1日水曜日 19時からです。2回目は 6月 4日土曜日 13時半から行
う予定です。場所は、宗像市赤間駅周辺整備室 2 階のこの会議室です。内
容につきましては、事業着手後の進捗状況及び平成 17年度の事業スケジュ
ールを予定しています。内容については、土地の先行買収の交渉時期、建

物等の移転補償の調査時期、換地設計の手順等を説明させて頂きます。現

在、説明している内容とほぼ同じになると思います。次に、土地の先行買

収のスケジュールについて説明します。平成 17年 6月から買収等交渉を開
始します。17年 7月末までに契約完了目標予定となっています。なお、土
地買収額や建物補償額の価格提示は 1 回とし、満額の提示額となります。
昨年のアンケート調査では売却希望者でなかった方の新たな売却希望者を

6月末まで追加募集して、その土地を先行買収候補とします。最終的な先行
買収面積は、減価補償金の範囲内で買収する事や買収単価の関係で予定地

積面積の 3,260平方メートルより増減する事があります。追加募集等含め、
売却希望面積が予定地積を上回った場合、次に該当する土地を優先的に先

行買収します。まず、小規模な宅地、2番目に更地又は当該地上の物件除却
が容易な土地、3番目に駅前広場や区画道路、公園等の公共施設計画に支障
があり、事業推進上、特に施行者が必要とする土地を予定しています。次

に平成 17 年度から建物等移転補償を予定している A ブロック及び B ブロ
ックの一部についてのスケジュールを説明します。平成 17年 7月頃から建
物等移転補償調査を開始する予定です。同じく 10月頃から建物等移転補償
交渉を開始する予定です。工事は施行地区を 4つのブロックに分けて順次、
東側の Aブロックから西側の Dブロックに向けて工事を進めます。Aブロ
ックは地区の東端から赤間センタービルの東側の道路までです。Bブロック
は、赤間センタービルの東側の道路から駅前広場計画地までの範囲です。C
ブロックは駅前広場計画地の西側から旧シティ銀行西側の道路までの範囲

です。D ブロックは、旧シティ銀行西側の道路の西側から施行地区西側地
区境までです。Aブロック及び Bブロックの一部については 17年 7月頃か
ら建物等移転補償調査を開始する予定です。10 月頃からは建物等移転補償
交渉を開始する予定です。次に換地設計について説明します。平成 17年 6
月 6日の説明会終了時から 6月 30日まで換地に対する地権者意向の調査を
行います。この件に関しては、5月 23日発行の区画整理ニュース第 9号で
お知らせしています。17年 7月末までに宅地共同化及び建物共同化の意向
を確定していただこうと考えています。これは、本年 10月頃、仮換地指定
を行うために、7月末まで関係者の意向を確定しなければ、換地設計が進め
られないと考えているからです。17年 9月頃、市が換地設計案を作成しま
す。この換地設計案につきましては、土地区画整理審議会の意見を聴くた
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めに諮問させていただきます。17年 9月ごろ施行地区全体 3.6ヘクタール
の換地設計案を発表します。発表方法としましては、地権者それぞれ個別

に所有する土地の換地設計内容を説明します。この換地設計に対する意見

や要望があれば、一定期間内に意見書の提出が可能です。意見書は土地区

画整理審議会の意見を聴いた上で取り扱いを決定します。意見書の内容が

採択された場合、関係する部分の換地設計の変更をし、再度、関係者へ説

明するという形になります。次に仮換地指定の時期について説明します。

17 年 10 月頃、A ブロック及び B ブロックの一部について仮換地の指定を
行う予定です。仮換地指定を行いますと、これまでの宅地を使用等する権

利が停止されることになります。その後、この宅地にある建物等の移転や

工事施工が行えることになります。仮換地についての土地区画整理法の規

定について説明します。土地区画整理法第 98条第 1項によりまして、仮換
地の指定について規定されています。施行者は換地処分を行う前において、

土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事の

ため必要がある場合、2号としましては、換地計画に基づき換地処分を行う
ために必要がある場合、施行地区内の宅地について仮換地を指定すること

が出来る ということになっています。土地区画整理法第 99条第 1項で仮
換地の指定の効果が規定されています。仮換地が指定された場合、従前の

宅地について使用等する者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分

の公告がある日まで、仮換地を仮に使用等することができる。従前の宅地

については使用等することができないとなっています。土地区画整理法第

100条第 1項によりまして、使用収益の停止について規定されています。施
行者が、換地処分を行う前において、換地を定めない事とされる宅地の所

有者に対して、期日を定めその宅地の使用又は収益する事を停止させる事

ができるとなっています。それでは、3項目目のその他について説明します。
関連事業としまして、福岡県が施行します県道拡幅事業の進捗状況につい

て説明します。平成 17年 1月から 3月までくりえいと南の交差点から城山
家具までの約 1,200 メートルについて測量を行うと共に、土穴交差点から
土穴交番前の交差点までの約 200 メートルの区間につきまして、設計を実
施しました。平成 17年度は福岡県宗像土木事務所の話によりますと、今年
度は測量・実施設計を昨年度に引き続き行い、また補償調査関係について

は現時点では未定であるとのことです。県道である都市計画道路 宗像福

間線（旧 3 号線）ですが、拡幅整備に伴う測量予定箇所の位置を説明しま
す。プロジェクタの画面の赤い線で結んでいる区間、約 1,200 メートルあ
ります。この区間を平成 16年度に測量を実施しています。一番左がくりえ
いと南です。右端が城山家具になります。赤間駅入口交差点、画面緑色の
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左端から土穴交番前の交差点、右端までですが、この間 200 メートルを幅
員 18メートルで拡幅整備する計画です。以上、説明を終わります。 

（高山会長）事務局の説明に質問はありませんか？ 
（天野委員）地元の説明会の開催が 1回目が 6月 1日、2回目が 6月 4日という事で、

スケジュールの説明をして頂きました。そして、先程、ビデオを 2 つ見ま
したが、わかりやすくて非常に良いビデオでした。これをもう一度、行う

わけですか？説明会の内容は同じものですか？ 
（事務局 ）内容は、先程の 2つのビデオの 1つ目の換地のビデオは上映しませんが、2

つ目の土地活用のビデオは、皆さんに見ていただこうと思っています。それ

から、プロジェクタで説明いたしました平成 17年度のスケジュールの 2点
で説明会を行う予定です。 

（天野委員）非常にわかりやすいし、我々も勉強になりました。今日、傍聴者がおられ

たらよかったと思いました。この事業ができるだけスムーズに行くために

は、市民に良く知ってもらうということが大事です。先程のビデオを見ら

れたら、「なるほど、これは早く考えをまとめなくては」と感じます。この

ようなわかりやすいビデオがあるのであれば、傍聴者ができるだけ参加し

てもらえる方向にして頂きたいと感じました。そうすれば、話がスムーズ

に流れていき、皆も早く理解しやすいと思います。審議員が色々説明する

よりも直接見ていただくことも必要だと思いました。以上です。 
（高山会長）他にありませんか？ 
（花田委員）換地設計の 2番目、17年 9月頃、市が換地設計（案）作成、土地区画整理

審議会へ諮問とありますが、換地予定地 3.6ヘクタール全部ですか？ 
（事務局 ）区画整理の換地設計については、ご質問のとおりです。3.6ヘクタール全部

を設計して、市（施行者）の案をこの審議会に諮問いたします。そこで意

見を頂きまして、その後、地権者に設計案を発表していきたいと考えてい

ます。全員の換地の案を作成し、10 月に一部について仮換地指定を行う予
定です。仮換地指定をすると、指定した土地は使用が出来なくなる手続き

になるので、A ブロックと B ブロックの一部と必要な部分の指定をします
が、9月には、皆さんがどこに換地するのかという計画を諮問し、その後に
発表したいと思っています。 

（花田委員）全地権者に話を持っていくわけですね？店子さんの場合はどうなります

か？ 
（事務局 ）換地の指定というのは、あくまでも土地の指定です。土地所有者の所有の

土地をどこに換地するかです。店子さんはその土地にある建物に契約上、

入っている方なので、店子さんへの説明会は今のところ予定していません。

土地所有者と建物の所有者が別々の場合があります。土地は持っていない
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けれども建物はもっている方は、建物所有を目的とする土地に対する賃借

権、賃料を払っている方は、借地権の手続きをしていただきますと、借地

権者への説明は義務付けられています。 
（末永委員）6 ページの換地設計（2）の関連でお聞きしたいのですが、9 月に土地区画

整理審議会に諮問されまして、同じ 9 月に換地設計発表、個別説明ののち
意見書提出がありますが、審議会で諮問して、継続審議中に発表され、意

見を聞かれ、修正されてその後決定になるのですか？ 
（高山会長）これが行われないと 5 ページの（1）17 年 7 月末までに宅地共同化及び建

物共同化等の意向を確定しなければいけません。換地設計が出来ないで意

向を確定させるのは難しいのではないでしょうか？ 
（事務局 ）まず、末永委員のご質問ですが、現時点では、私ども施行者が審議会に諮

問する案については、回数は何回になるかわかりませんが、9月までには意
見が頂けるという前提です。継続審議の途中で地権者に発表はありえませ

んので、最終的には、意見をお聞きして、その意見をもとに施行者が変更

すべきだと判断すれば、変更を行う考えです。9月で終わるかどうかわかり
ませんが、終わらせたいと考えています。会長のご質問ですが、換地の設

計のためには、先程のビデオでもありましたように、土地所有者の方が区

画整理後、その土地をどのように使いたいのか、4つのうちのどのゾーンで
土地を活用したいのか、お気持ちをお聞きして、100％お気持ちを換地設計
に反映させるのは困難かもしれませんが、まず、地権者の意向を確認させ

ていただきたいというのが 1 点目です。数人の方で一箇所の土地を活用し
たいという意向があれば、できればそういう形も換地の設計の中に組み込

めるものは組み込んでいくべきだと思っています。そのためにどこでどう

したいか、まず意向確定で、共同化したい方はグループで話し合って頂い

たり等いろいろな方法で、換地設計のための条件というものを皆さん方の

お気持ちをはっきりできるところまで行っていこうと思っています。そう

しなければ、一人の気持ちが変わって換地の場所が変わると、他の方にも

影響が出ます。そういうことになりますので、まず、将来、どうしたいの

か、土地を共同化したいという気持ちがあれば、施行者の方になげていた

だいて、実現できるかどうかは別にして、そういうものを受けて換地設計

を土地評価基準、換地設計基準で組みまして、行政の方でバランスを見て

諮問するという考えです。 
（末永委員）審議会で諮問され、答申されて発表されるという事ですが、修正が起きた

ら、変更という形で意見を聞くことになるのですか？ 
（事務局 ）審議会の方で、換地の一部の変更の意見が出た場合、施行者としてはその

意見を尊重するかどうか考え、変更すべきだと判断した場合は、換地設計
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をやり直して、再度諮問すると考えています。 
（高山会長）他にありませんか？ 

 
５ その他事務連絡 
（高山会長）ないようですので、次回の審議会の開催についてですが、事務局から 6 月

29日（水）でと提案されていますが、如何でしょうか？ 
（全員  ）～異議なし～ 
（高山会長）それでは、次回は 6月 29日水曜日午後 2時から開催します。よろしくお願

いします。 
これをもちまして第 3回審議会を終了します。ありがとうございました。 
 
                               以上。 


