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第 5回 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 10月 5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，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 5 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、片山室長が急な出張に出てお

りまして出席しておりません。ご了承願います。今回の審議会についての

諮問はございません。事業スケジュール等について説明させていただこう

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～ 
       なお、今回以降の審議会につきましては、個人情報に関わるご意見･ご質問

等も想定される案件があります。発言にあたりましては、個人名等個人情

報の取り扱いには、十分ご注意願いたいと思っております。従いまして、

万一個人情報に関わるご発言がありました場合、事務局の判断で、議事録

の記載を削除させていただくこともあると思います。その点、ご了承くだ

さい。 
       それでは、以降の進行に関しましては、会長にお願い致します。 
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２．土地活用意向調査結果の報告 
（高山会長）こんにちは。只今から第 5 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、今回は天野

委員、占部委員にお願い致します。 
      まず、土地活用意向調査の結果について事務局から報告お願いします。 
（事務局 ）はい。それでは、土地活用意向調査の結果について報告します。資料１を

ご覧下さい。土地活用意向調査はまず、調査票による調査を行っており、

それに基づき、面談による個別調査を行いました。期間は、6月 10日から
調査票による調査の郵送を開始しまして、7月 7日から個別面談調査を始め
ました。7月末に終わる予定でしたが、一部の地権者に都合がつかない方が
おられ、最終的には、8月 27日に終了しました。それでは、意向調査の結
果について資料にそって説明します。地権者は全員で 69名です。このうち
一部は先行買収を希望され、（問 2）以降は、お答えされていないケースも
あります。設問によっては、お一人で複数の土地を所有されていますので、

複数回答になっている方もいます。（問 2）以降は、必ずしも 69名の地権者
数と回答数は一致しませんので、あらかじめご了承ください。まず、「（問 1）
換地希望か売却希望か、お尋ねします。」です。48名の方が換地を希望され
ています。先行買収の希望は 15名、一部を換地、一部を売却（先行買収）
したいが 2 名でした。円グラフで、パーセンテージを表していますのでご
確認ください。次に「（問２）土地区画整理事業後の土地活用について、お

尋ねします。」です。ご自分で賃貸系の建物を建てたいが 21 名、自分で商
売や事業などに活用したい（店舗併用住宅を含む）が 13名、建物を建てず
に駐車場にしたいが 11名、他の地権者と共同化をしたいが 3名、これらを
含めますと約 4 分の 3 の方が何らかの事業を考えておられます。残りの 7
名の方が自宅を建てたい、あと残りの 7 名の方が未定・未回答となってい
ます。次のページ「（問 3）問 2で「へ．他の地権者と共同化したい」を選
択した方にお尋ねします。」です。3 名の方に具体的な共同化の進捗をお尋
ねしています。3名のうち 2名の方は具体的に共同化の話を進めていらっし
ゃいます。その次の「（問 4）換地の希望先のゾーンについてお尋ねします。」
では、ほとんどの方が現在の土地の近辺で換地を希望されています。ゾー

ンを越えて飛び換地を希望されている方は、ロ．の 3名、ハ．の 1名、ホ．
の 1 名あわせて 5 名の方です。なお、現在の土地の近辺を土地の換地先と
して希望されているゾーニング別で分けたものを、円グラフの下、※「イ．

現在の土地の近辺を換地として希望する。」のゾーニングの内訳ということ

であらわしています。「街の顔づくりゾーン」が 3 名、「にぎわいづくりゾ
ーン」が 26名、「快適な住まいづくりゾーン」が 11名、「沿道ゾーン」が 4
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名となっています。次の「（問 5）数箇所に土地をお持ちの方にお尋ねしま
す。区画整理を機に、土地をまとめたいというような意向はありますか。」

では、数箇所に土地をお持ちの方に土地の集約化の意向をお尋ねしていま

す。該当者が 8名いらっしゃいまして、6名が土地の集約を希望されていま
す。次のページ「（問６）「減歩」についてお尋ねします。」です。減歩なし

の希望の方は 8名、減歩の緩和希望をされている方は 12名、清算金の支払
いは避けたいという方は 11 名でした。特に希望がないが 15 名、未定・未
回答が 8名でした。以上、報告を終わります。        

（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？ 
（栗田委員）（問 6）の表の「イ．今の面積を確保して欲しい。その分金銭（精算金）で

支払いたい。（減歩な）」のあとがありませんが。 
（事務局 ）すみません。右端がきれていました。「（減歩なし）」です。 
 
３．先行買収の進捗状況報告 
（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。 

３．先行買収の進捗状況報告について お願いします。 
（事務局 ）それでは、先行買収の進捗状況について、報告します。先行買収につきま

しては、5月の第 3回審議会において、事業スケジュールを案内させていた
だいた際に 7 月末を契約完了目標ということで予定していました。実際、
交渉を進めますと、地権者が想定されていた以上に、地価の下落が大きく、

用地単価に対する理解が非常に得られにくかったという事で、当初希望し

ていただいていた地権者の中でご辞退された方がいらっしゃいまして、先

行買収が非常に遅れています。このため、新たに意向調査等によりまして、

先行買収の候補者を探しまして、現在あたっているところです。10 月末を
区切りとして、交渉を進めていくように考えています。その分、今年度の

事業スケジュールの修正が発生していますので、次の項目でご説明します。

資料 2をご覧下さい。買収計画は 2億 9,900 万円です。面積は 3,260平方
メートルを予定しています。これに対しまして、平成 17年 9月 30日現在、
先行買収契約済みと契約見込み合わせまして、契約が確定したものは、約 2
億 4,200 万円です。面積にしまして、3,045 平方メートルになっています。
先月末（９月末）現在で、金額ベースでは約 81パーセントの進捗状況とな
っています。このうち、一部の契約者につきましては、すでに解体工事が

完了し、引渡しを受けたものもあります。しかしながら、まだ、買収金額

に達していません。5,700万円の不足額があります。現在 4～5名ほどの地
権者と交渉中です。今月末（１０月末）までに先行買収の目標額に達成で

きるように、継続して鋭意交渉に当たっているところです。以上です。 



4 

（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？ 
（天野委員）不足分の 5,700万円を今月末までに鋭意交渉するという事でしたが、目標が

達成できない場合はどうなりますか？ 
（事務局 ）現在のところ、達成しないという想定はしていませんが、今月末までとい

うのが大きな節目、設定目標と考えています。このため、今月末までに目

標達成できるよう鋭意交渉を進めていくよう考えています。 
（天野委員）実際には、時間がかかるのではありませんか？ 
（事務局 ）天野委員がおっしゃるとおり、継続して話がつくまでということになると

時間がかかるのではということですが、先行買収は、場所が確定しないと、

次の換地の設計に移れないというスケジュール上の問題があり、ひいては、

地権者に換地の案を発表する時期も遅れる事につながってきます。10 月末
をひとつの区切りにしたいと考えています。どうしてもという場合は、今

この場で具体的には申し上げませんが、何らかの形で先行買収については

確定していきたいと考えています。 
（高山会長）他にありませんか？ 
（事務局 ）補足させていただきます。資料 2をご覧下さい。9月 30日現在で不足額が

5,700万円です。買収面積の括弧書きしています、215という数字は、前回
説明しましたように 5,700 万円で 215 平方メートルを買うということでは
なく、計画面積の 3,260 平方メートルは、この地区の平均単価、約 91,000
円で 2 億 9,900 万円を割って導き出した数字です。実際、今まで購入した
ものは、平均より若干安いところが多かった様です。実際には、2億 4,200
万円で 3,045 平方メートル買収が出来ました。最終的には、不足額 5,700
万円で 500～600 平方メートルの面積を買収することになるだろうという
事です。以上です。 

 
４．今後のスケジュールについて 
（高山会長）他にありませんか？ないようですので、次に移ります。 

今後のスケジュールについて 事務局から説明お願いします。 
（事務局 ）それでは、今後の事業スケジュールについて報告します。今年度の事業ス

ケジュールにつきましては、先程、先行買収の遅れを報告させていただき

ました。それとともに、土地活用意向調査の把握と分析、反映方法の検討

に若干不測の時間を要しています。このため、今年度の全体事業スケジュ

ールに変更が生じていますので、改めて修正した今後の事業スケジュール

を説明させていただきます。資料 3 をご覧下さい。先行買収につきまして
は、前々回の審議会では、7月末を予定していましたが、まだ完了していま
せんので、今月末（１０月末）までに、先行買収がすべて確定するよう計
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画して交渉を進めていく事にしています。換地につきましては、土地活用

意向調査が完了しています。現在、調査内容の分析中です。この中で、宅

地建物共同化については、今月中（１０月中）に意向のある方々へ具体的

な検討の場を設けたいと考えています。11 月には、換地設計方針（案）を
審議会で説明をさせていただき、その後、地権者に説明をさせていただく

というスケジュールを考えています。この中で小規模宅地の減歩緩和や市

有地および土地開発公社の土地等の活用について説明させていただきたい

と思っています。これを受けまして、前々回の審議会で、9月ごろに計画し
ていました換地設計（案）を平成 18年 1月の審議会で説明させていただく
ように考えています。その後、2 月にかけて地権者に対して換地設計を発
表・説明する予定です。3 月には、A ブロック及び B ブロックの一部の仮
換地指定を行いまして、建物等の移転補償交渉に入る予定です。以上です。 

（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？ 
      「換地設計方針（案）」と「換地設計（案）」とありますが、どのように違

うのですか？ 
（事務局 ）「換地設計方針（案）」というのは、小規模宅地の減歩緩和や基本的にここ

はこういうふうにしたい等の換地図を作るにあたっての方針を決めること

をいいます。「換地設計（案）」というのは、誰々さんはこの面積でここに

こういう形でという感じで、それぞれの土地を実際に地図にあてはめてい

くという事です。 
（高山会長）はい、わかりました。他にありませんか？ 
（占部委員）平成 18年 1月～2月換地設計発表、3月 Aブロック及び Bブロックの一部

の仮換地指定とありますが、仮換地指定というのは、ここの土地ですと確

定するのですか？ 
（事務局 ）換地設計は、A ブロックから D ブロックまで全体を設計し、皆さんの換地

を設計することになります。仮換地指定は、行政処分になりますので、Aブ
ロック及び B ブロックの一部を確定したものとして、補償交渉を実際に始
めます。この部分については、勝手に扱えないという理解をしていただけ

ればいいと思います。 
（占部委員）C、Dブロックの方は、指定まではいかないのですか？ 
（事務局 ）はい、そうです。 
      補足します。仮換地指定というのは、事業を進めるために、道路を作った

り、造成したりしなければなりません。そのために東側の A ブロックの方
から順次進めていきたいと思います。D ブロックの土地を所有している方
に、工事のために「あなたの土地はここですよ」と指定をさせていただき

ます。それと同時に、「あなたの土地は事業完成まで、使用を中止してくだ
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さい」というお願いをします。事業に伴って移転となれば、その補償をさ

せていただくものです。全部を一度に行うと、工事が始まっていないとこ

ろまで、補償等の費用が発生してしまいます。当面事業が進むところから、

東側の A ブロックから行いますので、順次指定をさせていただいて工事を
進めていきたいと思っています。 

（占部委員）平成 18年 1月～2月換地設計発表で全地域の方の移転場所が決まりますか? 
（事務局 ）はい、決まります。 
（高山会長）地権者は換地設計の発表の際に異議申し立てをすることは可能ですか。 
（事務局 ）スケジュール表にありますように、一人ひとりの換地を具体的にパズルで

計画する前に、換地をする場合の大きな考え方をまず、審議会で説明させ

ていただいて、地権者にも説明させていただきます。換地に関する考え方

に、意見が出れば修正をしながら、最終的に換地を進める考え方、大きな

柱を確定したいと思います。確定したものの中で、一人ひとりの換地を進

めていって、換地を発表したときも地権者には、個別に説明をする予定で

すが、地権者もご自分の換地の案をこういうものだという意見を言ってい

ただくことも可能です。地権者の意見が考慮すべきものだと判断すれば、

意見書として審議会に諮り、対応して決定していきたいと思います。 
（占部委員）事前に個別の意見を聞いた上で換地設計が発表されるのですか。 
（事務局 ）換地設計の発表はそのとき初めて行います。事前には、行いません。基本

的には、6月から地権者の将来の土地利用意向を把握しています。面談を行
って十分お聞きしています。それを受けて換地設計の方針を市が作成して、

審議会で諮って、地権者にも諮って方針を決定します。方針が決定したら、

一人ひとりの換地先の案を市が決めて、また審議会で諮って、その後地権

者に一人ずつ、ご本人の分を説明します。そこで意見があれば、意見書を

出していただく事が可能だという事です。 
（花田委員）基本的な街づくり、ゾーニングにあたっての考え方、仮換地を行う際にゾ

ーニングに沿って行うのか等を改めて聞かせてください。 
（事務局 ）次回の審議会で、具体的な換地設計の方針を説明させていただく事になる

と思います。本日は、確かな事は申し上げられませんが、意向調査の中で、

ゾーニングの希望等をお聞きしています。せっかく北口の街づくりをする

のに、地権者の意向に合わせたようなゾーニングに換地をしていかないと

良い街づくりは出来ないという視点に立っています。意向調査の希望が 100
パーセントかなうという事ではありませんが、地権者の土地利用とゾーニ

ングが合うような換地を進めていきたいと思っています。 
（花田委員）地権者ではなく、テナント・商業者の意向はどうなりますか？商業者から D

ブロックから工事を始めて欲しいという要望が多数出た場合は、D ブロッ
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クから工事を始めるということはないのですか？A ブロックから順に流れ
に沿って行うのですか？ 

（事務局 ）商業者の具体的な意向は把握できていませんが、基本的に事業は、ばらば

ら虫食い状態に工事は出来ません。そのため、東側の A ブロックから集中
的に予算をかけて行います。仮に Dブロックや Cブロックの一部に地権者
の意向や工事が行える状況で、商業者の強い要望があれば、考慮していき

たいと思います。 
（花田委員）よろしくお願いします。 
（高山会長）他にありませんか？ 
（末永委員）換地設計方針の具体的な案として、具体的になにかありますか？ 
（事務局 ）換地設計基準、土地評価基準、特別な土地の取り扱い等、当然、審議会で

諮りますが、今、換地設計方針（案）というイメージは、照応の原則で換

地しても良い街づくりは出来ないと考えています。そのために地権者の将

来の土地利用をどうお考えなのか、宗像市としても北口については、宗像

市の中心市街地整備をするという目的もあります。また、北口の商業者は、

今より、商業が活性化するという期待を持たれています。そのためには、

照応の原則は尊重しますが、皆様方が合意できる換地の仕組み、ゾーニン

グに沿った換地も可能な限りするべきだと思います。小規模宅地の方につ

いては、配慮していきたいと考えています。また、この事業地の中には、

宗像市及び宗像市土地開発公社の所有する土地が 7,000 平方メートルあり
ます。この土地についても行政内部で、どのような土地利用をするのか、

方針決定の途中です。この土地を市民に公平に使用していただくには、ど

ういう目的で換地していくのか、換地を進める上での大きな柱（考え方）

を説明させていただいて、審議会、地権者に了解を頂いた上で、個別の設

計に入りたいと考えています。 
（末永委員）意向調査の中で、換地先がゾーニングとぴったり合えばいいのですが、地

権者の意見もあると思います。地権者の意見と合わないときにゾーニング

の強制力はどうなりますか？ 
（事務局 ）駅前広場の西側が「にぎわいゾーン」になります。ゾーニングはどこの道

路からどこの道路という形で確定していません。あくまでも駅前広場の西

側という形です。ラフなイメージでのゾーニングをしています。仮にゾー

ニングが地権者の意向にはまらないという事があるかもしれません。その

ときは、ゾーニングを少し広げて対応していき、土地利用がある程度集団

で出来るような工夫は必要だと考えています。 
（高山会長）他にありませんか？ 
（末永委員）1月の換地設計（案）説明とあるのは、説明というより諮問ではないですか? 
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（事務局 ）そうですね。諮問です。諮問という事で改めます。申し訳ありませんが、

修正してください。 
（高山会長）よろしいですか？他にありませんか？ 
（天野委員）3月に仮換地指定とありますが、それ以降は建物を建てることが出来ると思

いますが、建てるのにいろいろな方法があると思います。定期借地権を与

える方法もあると思います。定期借地権等の権利は、いつになれば行使で

きますか？ 
（事務局 ）基本的には、仮換地して、その土地を造成して、道路等が完成し、その土

地が使えるようにならないと、やはり土地の活用は出来ないと思います。

厳密に言いますと、道路が工事中でも、あと何ヶ月先に出来るという事で

あれば建物の建築工事は出来ると思います。事前の計画は出来ますが、契

約の執行は、地権者のご判断も有るかと思いますが、換地が実際使えるよ

うな条件になってからではないでしょうか？当地区の区画整理事業では、

平成 23年 3月に換地処分の予定です。換地処分とは、施行者が換地計画に
基づいて、登記をやり変えます。換地処分までの間、従前地の土地として

売買も出来ますし、建築行為も出来ます。新しい土地の登記は、事業の最

後にしか出来ません。 
（天野委員）契約はできないのですか？ 
（事務局 ）出来ると思いますが、実際には換地の場所を使う事が出来ないのに、契約

する方がいるかはわかりません。将来を見越しての契約であれば可能だと

思います。 
（天野委員）確認申請は可能ですか？ 
（事務局 ）確認申請も当然、新しい道路の場合は、道路認定の手続きが必要ですが、

道路が来年には出来上がるという状況であれば、確認申請も出来ます。 
（天野委員）わかりました。 
（高山会長）他にありませんか？ないようですので、本日の審議はこれで終わります。 
       
                                    以上。 


