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第 4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 6月 29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， 
中野補償係長，花田，田中 

 
１．開会あいさつ 
（事務局 ）本日は暑い中、出席いただきありがとうございます。只今から第 4 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ご報告します。

本日は、諮問はございません。次第に従いまして、区画整理後の土地利用

計画や土地の評価の考え方などについて説明したいと考えております。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．土地区画整理後の土地利用計画等について（説明） 
（高山会長）只今から第 4 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。申し合わせどおり、今回は森田委員、花田委

員にお願い致します。 
      まず、土地区画整理後の土地利用計画等について 事務局から説明お願い

します。 
（事務局 ）はい。それでは、土地区画整理後の土地利用計画等ついて 前面のスクリ
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ーンで説明させて頂きます。スクリーンの画面と同じものを資料としてお

配りしていますので、そちらの方も参考にして下さい。本日の説明項目は、

「1 区画整理後の土地利用計画」、「2 商業地域の建築制限」、「3 まちづく
りの課題」、「4 換地についての規定」、「5 換地設計の進め方」、「6 まちづ
くりの実現に向けて」の 6項目です。まず、「1 区画整理後の土地利用計画」
について説明します。区画整理後の土地利用計画は平成 16年 6月に赤間駅
周辺まちづくり協議会がワークショップ等で協議を重ねた結果を市長に提

案された 4 つのゾーニングを基に当事業の事業計画書に反映しています。
この内容は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すとしていま

す。内容については、街の顔づくりゾーン、にぎわいづくりゾーン、快適

な住まいづくりゾーン、沿道ゾーンの 4 つの商業系土地利用を計画してい
ます。それでは、土地利用ゾーニングについて説明します。駅前広場を中

心に街の顔づくりゾーンとし、ゾーンのイメージとしては、宗像市の中心

拠点を形成するゾーンで、主に中高層（4、5階から 15階建程度）の共同住
宅と商業、業務施設が複合した建物が並ぶイメージとしています。地区の

西側をにぎわいづくりゾーンとし、イメージとしては、主に商店街を形成

するゾーンで中小規模（2～5 階建て程度）の店舗併用住宅が並んで、にぎ
わいをかもし出すイメージで、店舗のみの建物や共同住宅があっても良い

としています。地区東側を快適な住まいづくりゾーンとし、イメージとし

ては、良好で豊かな住環境を形成するゾーンで、主に、住居系の建物で中

高層の共同住宅または一部に戸建住宅を含む建物が並んだイメージで、良

好な住環境になじむ商業、業務系の施設があっても良いとしています。地

区北側の都市計画道路宗像福間線沿いを沿道ゾーンとし、イメージとして

は、主に、沿道商業を形成するゾーンで、低層部（1、2 階部分）は車利用
者に便利な商業、業務を中心としたゾーンで、上層部には、共同住宅など

があっても良いとしています。次に、「２ 商業地域の建築制限」について
説明します。まず、当地区の用途地域等について説明します。都市計画法

による用途地域は全部で 12種類ありますが、当区画整理事業地区の全域は
商業地域で、さらに全域が準防火地域です。次に当地区の建築制限等につ

いて①建築可能な建築物②建築できない建築物③建ぺい率④容積率⑤斜線

制限⑥準防火地域内の建築制限の 6 項目について説明します。まず、当地
区の建築物において①建築可能な建築物について説明します。商業地域で

は、ほとんどの建物について建築可能です。住宅系では、戸建住宅、共同

住宅、兼用住宅です。店舗や事務所については、土地面積の 4 倍までの床
面積の建物が建築可能です。ホテル、旅館、遊戯施設、風俗施設も建築可
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能です。公共施設、病院、学校等も建築可能です。また、工場や倉庫につ

いては危険性や環境を悪化させる恐れが少ない床面積が 150 平方メートル
以下の建物は建築可能です。これらについては、配布資料にあります「建

築物の用途制限一覧表」も併せてご参照ください。次に当地区において②

建築できない建築物について説明します。工場・倉庫等で危険性や環境を

悪化させる恐れが非常に少ない工場で床面積が 150 平方メートルを越える
もの。危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い又は多い工場。自動車修

理工場で床面積が 300 平方メートルを超えるもの。火薬・石油類・ガスな
どの危険物の貯蔵、処理の量がやや多い又は多いものは建築できません。

次に③建ぺい率について説明します。建ぺい率は建築面積を敷地面積で割

ったものをパーセントで表します。言い換えれば、建築面積の敷地面積に

対する割合の事です。当地区の建ぺい率は 80パーセントで、これが上限と
なります。例として敷地面積 100平方メートル、建築面積 80平方メートル
の建物を建てる場合、建ぺい率は 80平方メートル割る 100平方メートル掛
ける 100で 80パーセントとなります。土地が 100平方メートルであれば、
建ぺい率 80 パーセントの規定から建築面積が 80 平方メートルの建物が上
限となります。それでは④容積率について説明します。容積率は、延床面

積を敷地面積で割ったものをパーセントで表します。言い換えれば、延床

面積の敷地面積に対する割合の事です。当地区の容積率は 400 パーセント
で、これが上限となっています。それでは、容積率を例題で説明します。

敷地面積 100平方メートル、延床面積 400平方メートルの建物を建てる場
合、容積率は 400平方メートル割る 100平方メートル掛ける 100で 400パ
ーセントになります。土地が 100平方メートルであれば、容積率 400パー
セントの規定から、延床面積が最大 400 平方メートルの建物が限度となり
ます。次に⑤斜線制限について説明します。斜線制限とは、道路や隣地に

かかる日照や採光等を保護するために敷地境界線から一定の勾配で建物の

高さを制限するものです。当地区では、道路端から水平距離で 20メートル
までについて 1対 1.5の斜線内また、隣地境界線では地上 31メートル以上
から 1対 2.5の斜線内に建築しなければならないことになっています。次に
⑥準防火地域内の建築制限について説明します。4 階建て以上、延床面積
1500平方メートルを超えるものは、耐火建築物としなければいけません。
3階建てや延床面積が 500平方メートルを超え 1500平方メートル以下のも
のは、耐火又は簡易耐火建築物としなければならない事になっています。

木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼の恐れがある部分を防火構造とし

なければならない事になっています。それでは、「３ まちづくりの課題」

について説明します。まちづくりの課題の一つとして、先程も少し触れま
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したが、4つのゾーニングによる土地利用の実現があります。2つ目は、魅
力ある商業地の実現をするため、周辺大型商業施設と共存した個性的で魅

力ある商業地づくりや商業の活性化に向け、既存商業者や土地所有者等の

意向が実現できる商業地づくりがあります。３つ目として、先程説明しま

したように商業地域であるため、ほとんどの建物が建築可能です。そのた

め当地区では好ましくないと考えられる建物、例えば、畜舎や工場等も建

築可能です。また、建築物の外壁や屋根が刺激的な色が使われる事により、

まちの景観を損なう事も考えられます。このようなことのないように、良

好なまちづくりを実現するとともに、将来へむけて保全するために関係地

権者等による建築物の建て方等のルールづくりが課題と考えています。  
      次に「４ 換地についての規定」について説明します。まず、照応の原則に

ついて説明します。土地区画整理法 89条第 1項の規定により、換地計画で
換地を定める場合、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用

状況、環境等が照応するよう定めなければならないとなっており、このこ

とを照応の原則といいます。この照応の原則の解釈として、従前の宅地の

位置等 6 項目が、絶対的に照応することは現実的に不可能であること、横
の照応、つまり、隣同士等の関係の釣り合いが大切である事、それに土地

区画整理法 89条の６つの各要素が総合的に照応すればよいという判例もあ
ります。次に土地区画整理法に規定され、当地区に関係の深い照応の原則

の例外規定について説明します。1つ目として、法 90条において規定さて
いる申出又は同意による換地不交付、2つ目として法 91条において規定さ
れている宅地地積の適正化、3つ目として法 95条で規定されている特別な
宅地があります。それぞれについて説明します。1つ目の申出又は同意によ
る換地不交付について説明します。これは、宅地の所有者の申出又は同意

があった場合、換地計画において宅地の全部又は一部について換地を定め

ない事が出来るという規定です。この規定により、換地を不交付にした場

合、清算金を交付する事になりますが、税の特別措置の適用がありません。

2つ目の宅地地積の適正化について説明します。これは災害を防止し及び衛
生の向上を図るため、宅地地積の規模を適正にする特別な必要がある場合、

地積が小である宅地について過小宅地とならないように換地を定める事が

できるという規定です。この規定は地積が小さな宅地を適正規模の地積ま

で増換地する規定ですが、全国的にはあまり適用されていない状況です。3
つ目として特別な宅地について説明します。公共公益施設の用に供してい

る宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を

払い、換地を定める事が出来るという規定です。ここでいう公共公益施設

とは、鉄道、軌道、学校、墓地、病院、養護老人ホーム、電気工作物、国
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や地方公共団体が設置する庁舎等です。公共施設の用に供している宅地、

例えば道路として利用している私道等については、換地を定めない事が出

来るという規定です。次に土地区画整理法の規定に基づかない換地の方法

について説明します。同意型申出換地がありますが、その目的により 3 つ
の形式があるようです。建物の共同化を希望する地権者を募集し、集約換

地する事で、大規模空間を実現するための建物の共同利用地形成型。2つ目
として目指す土地利用ゾーニングを実現するため、区画整理後の土地利用

希望ゾーンの地権者の土地を集約するゾーニング形。3つ目として自己利用
できない複数の地権者の土地を集めてスーパーブロック化することによる

進出企業の誘致を行うために行う賃貸・売却システム導入型の 3 つの実施
例があるようです。これらはいずれも地権者の同意が前提にあって行われ

るものです。それでは、「５ 換地設計の進め方」について説明します。ま
ず、事業計画書の土地利用計画に基づき、本市の顔としての中心市街地に

ふさわしい、まちづくりを目指し、まちの顔づくりゾーン、にぎわいづく

りゾーン、快適な住まいづくりゾーン、沿道ゾーンの 4 つの商業系土地利
用ゾーニングが実現できる換地設計を行いたいと考えています。そのため

には、1つ目として地権者の意向把握をするための土地利用意向調査の実施、
2 つ目として地権者の区画整理後の土地利用意向を反映した換地設計の実
施、3つ目として本市の顔としての中心市街地にふさわしいにぎわいのある
商業地づくりを推進するために、関係商業者や地権者等の意向を反映した

換地設計を行いたいと考えています。それでは、「６ まちづくりの実現に
向けて」について説明します。まず、1つ目として土地区画整理事業におい
て、公共施設整備や宅地の区画形質の変更等による利用増進を図る事によ

り、本市の顔としての中心市街地整備、つまり基盤整備を行います。2つ目
として、周辺大型商業施設と共存した個性的で魅力ある商業地づくりのた

めの具体的計画の検討・作成が必要と考えています。3つ目として、良好な
まちづくりを実現・保全するため、関係地権者等による建築物の建て方等

のルールづくりが必要と考えています。このルールづくりの方法として地

区計画や建築協定の制度があります。それでは、地区計画について説明し

ます。地区計画は都市計画法で定められた都市計画の種類に沿って住民の

生活に身近な地区を単位として、建築物の建て方等について地区の特性に

応じて良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定める「地区レベ

ルの都市計画」です。また、地区計画は市（宗像市）が都市計画決定する

手続きが必要です。先程説明しましたように、当地区は商業地域であるた

め、ほとんどの用途の建築物を建てることが可能です。また、土地所有者

も将来的に移り変わる事になり、皆が望ましい街づくりの実現について、
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また将来にわたって保全していくためには、街づくりのルールを決め、皆

で守っていく必要があります。このため、建物の建て方や街並みのルール、

つまり建築物の用途や建物の高さ、壁面位置、色、形状等のデザイン、土

地の最低敷地規模等を、土地所有者等が話し合い、合意した内容に基づき、

地区計画を作成します。また、建築物等の制限については、条例化するこ

とにより、建築の規制が担保されることになります。当地区では、先程説

明したように、この地区にふさわしくない用途の建物等の制限に際し、建

物の壁面位置、色等について関係者が話し合い、合意できる内容で景観作

りをしてはどうかと考えています。最後になりましたが、建築協定につい

て説明します。建築協定は、建築基準法に基づくもので、建築基準法で定

められた基準に上乗せする形で、地域の特性等に基づく、一定の制限を地

域住民等が自ら設けることが出来る制度です。それを守っていくことによ

って将来にわたって、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に

維持増進する等、住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進める

ための制度です。建築協定をすることが出来る内容としては、建築物の敷

地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準になります。

なお、建築協定を結ぶためには、土地所有者及び借地権者の全員合意が必

要で県知事の認可を受ける必要があります。以上で説明を終わります。 
（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？ないようです

ので、次に移ります。 
 
３．土地の評価の考え方について（説明） 
（高山会長）３．土地の評価の考え方について事務局から説明お願いします。 
（事務局 ）それでは、土地の評価の考え方について説明します。これは学識委員の方は

すでにお分かりの事だと思いますが、少し難しい内容が含まれていますので、

ゆっくり説明しますが、将来換地設計の内容を諮問させていただくとき、ど

のような形で土地の評価等をしているのかの説明ですので、参考になればと

思います。説明項目は、「１ 土地評価について」と「２ 換地計算の方法に
ついて」の 2つです。「１ 土地評価について」ですが、まず、1つ目が路線
価式評価法です。路線価とは道路に接する標準画地の単位面積、1平方メー
トル当たりの価格をいいます。この路線価を基に宅地ごとの道路との位置関

係や奥行きや間口等の個別的要因による修正を行いまして、評価する方法を

路線価式評価法と呼んでいます。この方法は 1つとして短期間により大量の
土地評価が出来る事、2つとして担当者による評価額の偏差が生じることが
少ない事、3つとして、多くの係数や計算図表の組み合わせにより、算定す
るため理論的・合理的であり関係権利者の納得が得やすいという長所があり
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ます。先程言いました、標準画地とは、画地の評定価格がもっとも高くなる

ような標準的な長方形地をいいます。次に路線価の算定方法について説明し

ます。路線価は街路係数と接近係数と宅地係数の 3つの係数を足したもので
す。街路係数とは道路の機能、性質に関する要素で、街路の系統・幅員・整

備水準等による利用価値・効用を表す係数です。接近係数とは、宅地と相対

的距離関係をもって存在している駅や公園等の施設によってもたらされる

受益又は受損の価値を表す係数です。宅地係数は、宅地自身のもつ利用状況、

保安性、自然環境等による価値を表す係数です。これら 3つの係数により、
整理前、整理後の全路線を計算し、整理前の路線価の最大値を 1,000個とし
て比較換算した指数により表示したものを路線価指数といいます。それでは、

具体的な例で説明します。スクリーン左の図をご覧下さい。土地区画整理事

業を行う前の図です。①～⑤までの路線が区画整理事業によりまして、右の

図のように整理されたという事です。整理前の路線価は①の路線で 2.5、②
が 2.2、③が 1.8、④が 1.6、⑤が 1.2だったとします。この地区では①の路
線が一番大きいです。この一番大きい路線を路線価指数 1,000個とおきます。
2.5が 1,000となるわけですから換算率は 400倍するということになります。
それぞれ 400倍していきますと②の線価指数は 880、③が 720、④が 640、
⑤が 480 という指数になります。整理後の路線価指数を計算して、このと
きに①が 3.0、②が 2.8になったとします。これを路線価指数に置き換える
場合は、先程と同じように換算率 400 倍を掛けまして、①が 1,200 個、②
が 1,120個という形で路線価の指数として表していきます。次に従前の宅地
及び換地の評価について説明します。1平方メートル当たりの指数の計算は、
路線価指数に画地ごとに異なる条件による修正率を掛けて計算します。ちな

みに画地とは所有権もしくは借地権、地役権、その他土地を使用し、又は収

益することが出来る権利の目的となる一筆の宅地又はその部分を言います。

従前の宅地及び換地は、画地ごとに 1平方メートル当たりの指数及び総指数
を算定します。画地の評価は、基準となる路線価指数を定め、次にこの路線

価指数に画地ごとに異なる条件による修正を行い、画地ごとの 1平方メート
ル当たりの指数を求めるということです。画地の総指数は、この 1平方メー
トル当たりの指数に画地の地積を掛けてでた値となります。これについての

例はありませんが、こういうことになります。次に画地ごとに異なる条件に

ついて説明します。1つ目として道路との位置関係についての条件です。ス
クリーンの図の赤色で表示している画地は、1 辺が路線に接していますが、
これを普通地とします。この普通地に比べて 2路線の交差する位置にある角
地や 2路線に挟まれた正背路線地、また 3路線に囲まれた三方路線地等は普
通地に比べてプラスの評価をするものです。また、路線に接していない無道
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路地や画地の主体部分が他の画地に囲まれ路地状部分のみが路線に接して

いる袋地等は、普通地に比べてマイナスの評価をするということになります。

次に 2つ目の宅地の形状等物理的条件について説明します。左上の図のよう
な宅地形状が長方形のものや左下の図のような宅地の形状が三角形のもの、

また右の図のような不整形な宅地もあると思います。また、宅地が道路と高

低差がある宅地等、宅地の形状等物理的条件があります。このように普通地

に比べ三角地や不整形地などはマイナスの評価になると思います。また、道

路との高低差が一定基準以上の場合もマイナスの評価になります。3つ目と
して、道路として利用されている私道等の宅地の利用状態による条件です。

私道として利用されている場合もマイナスの評価になります。次に、画地評

価計算例について説明します。図のような土地の間口が 20メートル、奥行
きが 30メートル、土地の地積（面積）が 600平方メートルの土地で、路線
価指数が 1,000個、宅地が南に向いている土地について説明します。1平方
メートル当たりの指数は先程説明したとおり、路線価に画地ごとに異なる条

件の修正率を掛けて求めます。この例の場合、画地ごとに異なる修正率が、

奥行き修正率 0.973、間口修正率 1.0、方向修正率 1.02だったとします。そ
うしますと、この土地の 1平方メートルの指数は、1,000掛ける 0.973掛け
る 1.0掛ける 1.02という事で 992個となります。奥行き修正率について説
明します。これは、画地の奥行き長に対して修正する係数です。奥行きがほ

とんどない場合や奥行き長が長い場合は、マイナスの評価になります。間口

修正率については、間口の長さに対して修正する係数で、間口が一定基準よ

り狭い場合に、マイナス評価になると考えています。また、方向修正率とは、

宅地が路線に接する方向により修正する係数で北向きに比べて、南向き等は

プラス評価と考えています。画地の総指数は先程求めました、1平方メート
ル当たりの指数に地積（面積）を掛けて算定します。例の場合では、992個
掛ける 600平方メートルで、この画地の総指数は 59万 5,200個という計算
になります。次に、街区評価について説明します。まず、街区というのは、

図のように道路や水路に囲まれた黄色の①～⑥の部分を言います。また、そ

の地積を街区地積といいます。街区評価とは、整理後、総指数の算定をする

ために行います。その方法は、整理後において、換地割込みを考慮し、街区

を 2つ以上に分割し、各々の画地評価を行い、街区ごとの 1平方メートル当
たりの指数及び整理後の総指数を求めます。街区の 1平方メートル当たりの
指数は、①～⑥の画地の総指数の合計を街区地積で割って求める事になりま

す。すべての街区の総指数を合計したものが、整理後の総指数となります。

換地割込みを行うための比例率の算定に用いられる事になります。次に、「２ 
換地計算の方法」について 説明します。1 つ目、比例評価式換地計算法に



9 

ついて説明します。換地設計における計算は、計算の方法が理論的で理解し

やすいこと、既成市街地のような増進の少ないところに適することから、比

例評価式換地計算法で行いたいと考えます。この計算法は、従前の画地の評

価額に比例して整理後の換地の総価額を配分しようとするものです。従前の

宅地のもつ要素すべてを指数化し、その指数に相当する換地を整理後の位置

に換地して面積を算定するものです。比例評価式換地計算法の計算例を説明

します。赤間駅北口地区と同じ整理後の画地評価額がマイナスになる減価補

償地区を例に説明します。図の左のような整理前の地区が土地区画整理事業

により右の図のような土地に整理されると考えてください。整理前の①の画

地の評価指数が先程の計算にあったように 50万個、②が 25万個、③が 35
万個、④が 40万個だったとします。これを合計して、整理前の総評価指数
が 150万個になります。整理後の Aの評価指数が 60万個、Bが 40万個、
Cが 35万個になったとしたときに、整理後の総評価指数の合計は、135万
個という事になり、整理後の方が 15万個ほど少なくなります。整理後の総
評価指数が 15万個減少する場合について説明します。整理前の総評価指数
が 150 万個、整理後の総評価指数が 135 万個です。減価補償地区であるた
め、整理後の総評価指数が整理前の総評価指数より 15万個減少しています。
このため、整理前の従前地を 15万個分先行買収することにより、整理後の
総評価指数を同等とすることになります。2つ目、比例率について説明しま
す。比例率とは、整理前の総評価指数と換地の総評価指数の比です。当地区

のような減価補償地区においては、この比例率が 1.0になります。比例率の
計算は、整理後街区の総評価指数を整理前の総評価指数から先行買収する総

評価指数を減じた値で割ったものです。先程の例でいえば、135 万個割る
150万個引く 15万個、でイコール 1.0になります。最後に 3つ目、整理後
の換地地積の計算について説明します。整理後の換地地積は、整理前の地積

に整理前の単位指数を掛け、さらに比例率を乗じます。この地区は、この値

が 1.0になります。その値を整理後の画地の単位指数で割って整理後の換地
地積を求めます。説明は以上です。 

（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？ 
（赤星委員）区画整理する前に道路との位置関係もあるようですが、当地区の沼川の道

路を道路と見るのかどうか、お聞きしたいのですが。 
（事務局 ）沼川の水路が流れているところですが、全部ではありませんが、宗像市の

市道となっています。事業する前の道路という位置づけをしまして、沼川

のところも路線価の計算をして進めていこうと考えています。 
（高山会長）他にありませんか？これは、はじめにお話がありましたように、次回の諮問

の時の参考という事での説明でした。 
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（花田委員）評価については、いろいろな方法があるようですが、当地区はどのような方

法になりますか？ 
（事務局 ）大変難しい説明だったので、よく理解できなかったのではと思います。まず、

土地を評価する方法として、一番初めに説明したように、路線価式評価法で

進めていきたいと考えています。相続税の路線価と固定資産の土地の評価と

同じように使われているようです。画地がどんな道路に接しているかという

ところからはじめます。全部の土地に路線価があります。どのくらいの評価

があるのかを求める方法として、路線価の算定があります。この路線価の計

算は、街路係数、接近係数、宅地係数といったいろいろな要素を合計したも

のから、まず持ってきます。その次に、宅地を評価する場合は、接している

道路は同じでも、宅地の形状等、条件がそれぞれ違うので、宅地毎に異なる

条件を修正率で掛け合わせて一つ一つの画地の評価をするわけです。事業前

と後の評価はこの方法でいきたいという事です。街区評価ですが、まちづく

りの事業がすんだ後の道路の形状等を考えて、そのときの評価をする方法で

す。道路に囲まれた街区単位に一つ一つ先程の計算で算出して、それを全部

足しこんで、区画整理後いくらになるのかというのを出す方法です。基本的

には、今説明したものは、今回、赤間駅の区画整理事業では、いずれも使用

しないと換地設計が出来ないと考えています。以上です。 
（高山会長）よろしいですか？他にありませんか？ 
（栗田委員）毎年、固定資産の評価額が変わっていますが、土地の評価を決めるときは一

度に決めてしまうのですか？工期の間、変わらないのでしょうか？ 
（事務局 ）固定資産税の場合は、土地の評価額と税率があって金額が出ますが、区画整

理事業で土地の評価をする場合、土地の評価は金銭ではなく、指数（個）で

計算します。金銭に換算するのは、事業がほぼ終わって換地処分をするとき

に清算金が生じる場合があります。そのときに指数 1個がいくらになるのか、
評価委員に意見を聞いて、例えば 1個が 100円と決まれば、個数かける 100
円で整理前、後での差を清算する形になります。それが、いつの時点かとい

うと区画整理の場合は、工事がほぼ概成した時期に不動産の評価額等を参考

にしながら評価委員に清算金を決めるための 1 個あたりの指数をお聞きし
ます。ここで言えば、あと 5年後くらいの時期での価格になると思います。 

（栗田委員）減歩率が 16.7パーセントと聞いていますが、それとの関連はどうなります
か？ 

（事務局 ）減歩率というのは、駅前広場、道路、公園等の公共用地が今よりは増える

わけですが、その増える分は関係地権者の方が公平な形で負担していく形

になります。1個当たりの価格が違うと減歩率も変わってくるのかという質
問ですが、関係はありません。あくまでもこの地区の公共用地が増える部
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分に対して、減歩を出していただくものですので、厳密にいいますと、こ

この場合は、減価補償地区ですので、3,260平方メートル先買いを行います。
先買いを行わないと、比例率が 1.0になりません。事業着手の時期が 5年先
と 5 年前では、3,260 平方メートルの先買いに多少の誤差が出てきますが、
事業は始まっておりますので、土地の評価が変わってもこの地区の減歩率

は変わりません。 
（栗田委員）換地の意向調査票の回答状況はどうですか？ 
（事務局 ）前回の審議会でも説明しましたが、関係地権者の方に、将来の土地利用の

意向の把握をするため、調査票を送っています。明日までにその回答を頂

く予定になっています。逐次戻ってきている状況で、まだ全員の分は帰っ

てきていないようです。仮に遅れる場合は、こちらの方から連絡して出し

ていただこうと思います。 
（高山会長）よろしいですか？他にありませんか？ 
（天野委員）建築協定というのがありましたが、まちづくりのデザイン、高さ、形状等

をそろえるという事でしたが、最後に「土地の所有者及び地権者、全員の

合意のもとに知事の認可を受ける」とありますが、知事の認可を受けなけ

れば、全員の合意がなければ、建築物は建てられないということですか？ 
（事務局 ）あくまでも関係者の方が、建築協定という形で取り決めをした場合は、全

員合意が必要です。この方法のほかに先ほど説明したように地区計画とい

うやり方もあります。これは、建物の用途、建築物の制限については、市

の条例にうたいます。建築確認の申請があった場合、この条例に従う必要

がでてきます。この場合、全員合意が望ましいですが、やはり都市計画で

すから、100パーセントの合意がなくても、多数の方の賛同があればできま
す。以前、「宗像の都市計画」というパンフレットをお配りしています。こ

の中にも地区計画の説明もありますので、参考までにご覧下さい。 
 
                                以上。 


