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第 6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 11月 9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 6 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。今回は 1 件諮問があります。内容は換
地設計方針（案）についてです。この換地設計方針（案）は土地区画整理

法では、諮問を規定されていませんが、法に基づかない換地設計をすすめ

るにあたり重要な事項ですので、審議会に諮問し、意見をお聞きする事と

しました。そのほかに先行買収の進捗状況等について説明させていただこ

うと考えております。 
それでは、議事に先立ちまして、諮問書を会長へお渡しいたします。「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 宗像市長 原田

慎太郎、換地設計方針（案）について（諮問）、換地設計を行う際の基本方

針となる換地設計方針（案）について、貴審議会の意見を求めます。」よろ

しくお願いします。 
      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～ 
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       個人情報に関わるご意見･ご質問等の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、議事録への記載を削除

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。 
 
２．説明事項 
（高山会長）こんにちは。只今から第 6 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、今回は田坂

委員、栗田委員にお願い致します。 
      それでは、事務局から説明お願いします。 
（事務局 ）はい。本日の説明事項は 4 点あります。はじめに諮問事項であります「換

地設計方針（案）について」、次に「先行買収について」、その次に「地権

者説明会の日程について」、最後に「都市計画道路 宗像福間線（旧 3号線）
拡幅整備について」順に説明させていただきます。「都市計画道路 宗像福

間線（旧 3 号線）拡幅整備について」は先日、福岡県宗像土木事務所の地
元説明会がありましたので、その概要を報告させていただきます。プロジ

ェクタを使用しての一括した説明の後、ご審議願います。 
（1）換地設計方針（案）について【諮問】 
（事務局 ）それでは、まず（1）換地設計方針（案）について説明いたします。換地設

計にあたって、8つの方針を立てるように考えています。これを基に換地設
計基準を定めまして、換地設計に入ろうと考えています。換地設計方針（案）

は、いわば換地にあたっての骨子のようなものです。換地設計方針（案）

の目的は、1つは、赤間駅北口土地区画整理事業の事業計画書の土地利用計
画に基づきまして、本市の顔としての中心市街地にふさわしい街づくりを

目指し、4つの商業系土地利用ゾーニングが実現できるように換地設計を行
うためのものです。また、全体的な調整の中で出来る範囲内で、地権者の

土地利用意向を反映させるとともに、適正な換地を行うことを目的として、

換地設計方針（案）を定めるものです。1．希望ゾーニング意向の反映につ
いてですが、市の顔として中心市街地にふさわしいまちづくりを目指し、

整理後の地権者の土地の有効活用を促すために全体的な調整の中で可能な

範囲で、土地活用意向調査での希望ゾーニングを生かす方向で換地設計を

行うように考えています。また、ゾーニング内での換地の位置については、

特別な場合を除き、照応の原則に配慮したものとするように考えています。

また、現在の位置と希望するゾーニングが異なる場合、ゾーニングの条件

を満たす場合に希望ゾーニングへの換地が可能となるように考えています。
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4 つのゾーニングを具体的に説明いたします。「街の顔づくりゾーン」は、
駅前広場を中心に宗像市の中心拠点を形成するゾーンです。区画整理後、

速やかに宗像市の顔にふさわしい土地の高度利用、4～5階建てから 15階程
度といった高度利用を図り、かつ積極的に地元商業者のテナント誘致をは

かろうとする場合と考えています。次に、「にぎわいゾーン」は地区の西側

で、主に商店街を形成するゾーンです。街のにぎわいづくりに寄与する目

的で、周囲の地権者と協力し、共同化または商業集積をはかろうとする場

合と考えています。また、「快適な住まいづくりゾーン」は、地区の東側で、

良好で豊かな住環境を形成するゾーンです。1戸建てや良好で豊かな住環境
になじむ商業、業務系の施設を建設しようとする場合を考えています。最

後に「沿道ゾーン」は、旧 3号線沿いで低層部つまり 1～2階部分を車利用
に便利な商業、業務系施設を中心としたゾーンです。このため車利用者に

便利な商業、業務施設の展開をはかろうとする場合の換地先として考えて

います。これは土地利用ゾーニング図です。街の顔づくりゾーンは、赤間

駅を中心とした部分です。にぎわいづくりゾーンは西側の部分、快適な住

まいづくりゾーンは東側のストックヤードまでの区間です。沿道ゾーンは

旧 3号線の細長い区間でイメージしております。それでは、2．戸建て住宅
希望者の換地について説明します。戸建て住宅の希望者につきましては、

区画整理後の良好な住環境に配慮することが必要と考えています。このこ

とから希望するゾーニング内で出来る限り集約化を図ることを考えていま

す。次に、3．小規模宅地の換地について説明します。基準地積がおおむね
100平方メートル以下の土地については、区画整理後において土地の形状が
短冊状になり、間口が非常に狭くなる等して、その土地利用に支障をきた

しかねません。そのため、出来るだけそれに配慮した換地を行うことにし

ています。また、それによって他の地権者の換地にも支障がきたす事がな

いよう、例えば、L字型の土地の換地の発生が出来るだけ避けるように配慮
した換地を行うように考えています。4．商業集積希望者の換地について説
明します。赤間駅北口地区の商業活性化に寄与することを目的として、他

の地権者と協力して商業集積を図ることを希望する地権者については、商

業集積の効果が得られるように、隣接した形での換地を行うように考えて

います。5．土地共同利用希望者の換地について説明します。赤間駅北口地
区の商業活性化に寄与することを目的として、他の地権者と土地の共同利

用を希望する地権者につきましては、隣接した形での換地を行うように考

えています。6．小規模宅地の減歩緩和について説明します。減歩緩和対象
は、基準地積 200平方メートル未満の宅地に適用し、基準地積 100平方メ
ートル以下は減歩なし、100 平方メートルを超え 200 平方メートル未満は
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次の減歩緩和式によるものとします。また、この減歩緩和措置につきまし

ては、地権者の申し出によるものとします。減歩緩和式は非常に分かりに

くいものですので、小規模宅地の減歩緩和により緩和される換地面積をグ

ラフに表しています。この表の X 軸（横軸）が基準面積、現在地権者の方
が所有している土地の面積です。Y軸（縦軸）が換地面積つまり土地区画整
理後の割り当てられる面積という事になります。青の破線は、減歩なしの

場合つまり基準面積どおりに換地された場合の線です。緑の破線は、標準

減歩率 16.7%の場合の線、つまり標準換地面積の線です。今回計画してい
ます減歩緩和により、換地される面積は赤の実線の緩和換地面積になりま

す。基準面積 100 平方メートル以下の方は減歩なしという事になり、青い
破線と重なって、全く同じという事になります。100 平方メートルを超え
200平方メートル未満については、減歩緩和式により算定された線になって
います。赤の実線でゆるい曲線を描いています。従って赤の実線と緑の破

線の差が減歩緩和によって緩和された面積という事になります。100平方メ
ートルに近い方では、緩和面積が大きく、200 平方メートルに近い方では、
緩和面積は小さくなっています。減歩緩和対象は 200 平方メートル未満で
すので、200平方メートル以上の方は、標準換地面積つまり緑の破線と重な
っています。7．土地の集約について説明します。この土地の集約は区画整
理後の土地の有効活用を目的とするものです。地権者を同じくする複数の

土地、あるいは親族、親子、配偶者等が所有する複数の土地について地権

者が集約化を希望する場合は、出来るだけ集約した形で換地を行うもので

す。最後に 8．市及び公社用地の換地方針について説明します。駅前広場の
東西 2 箇所に市営駐車場を設置するための換地と、駅前広場の東西 2 箇所
に自転車駐車場を設置するための換地の 2 項目を挙げています。駐車場と
自転車駐車場それぞれを具体的に説明します。現在、市が所有している土

地と開発公社が所有している土地の図です。ピンクが市の所有地です。東

西の自転車駐車場と事務所の職員駐車場、土穴交番が市の土地となってい

ます。黄色が公社の土地です。ストックヤード、交番裏の駐車場、事務所

の来客用の駐車場が公社用地となっています。これらの土地の換地を市営

駐車場や自転車駐車場等として利用するものです。まず、市営駐車場につ

いてですが、規模や形態（立体か平置きか）等は別途検討が必要ですが、

駐車場の箇所数は、駅前広場の東西に 1 箇所ずつ計 2 箇所必要と考えてい
ます。メリットとしましては、東西の駅利用者の利便性が確保できます。

また、公社の土地がない西側に設置される事により、地元商店街から要望

されている商店街利用者の駐車場が確保できます。また、区域内を交錯す

る交通が抑制される可能性があることから、区域内の交通渋滞の緩和が考
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えられます。つづきまして、東西の具体的な設置場所について説明します。

まず、東側は現在の公社用地、つまりストックヤード付近を想定していま

す。このメリットは、他の地権者への換地先への影響が少ない事です。土

地区画整理においては照応の原則というのがあり、換地先は出来るだけ現

在地付近を原則にしています。このことから現在のストックヤード付近を

駐車場にすることによって他の地権者の換地への影響が非常に少なくなり

ます。また、ストックヤード付近にすることにより、東側からくる車両が、

旧 3 号線から極端に奥に入ることもないので、東側区域内、いわゆる快適
な住まいづくりゾーン内への交通混雑の影響が少ないと考えています。ま

た、現状でも公社がまとまってこの土地を所有しているため、まとまった

土地で確保が出来やすい状況であると考えます。西側は、にぎわいづくり

ゾーン内を考えています。メリットとしましては、にぎわいづくりゾーン

内に設置する事によりまして、地元の商店街が利用しやすいということで

す。次に自転車駐車場（駐輪場）の設置について説明します。自転車駐車

場につきましては、出来るだけ駅に近い場所を確保するということ、また

形状にはあまり問われないということから線路沿いと考えています。具体

的には、他の地権者の換地先により異なってくると考えますが、特に JRの
換地や駅近くの商業者の換地、あるいは市営駐車場の換地等に影響される

事も考えられます。形状や立体にするのか否かに関しましては、収容台数

の関係もあり、別途検討を要するものと考えています。自転車駐車場の箇

所数は、駅前広場の東西に 1 箇所ずつ計 2 箇所必要と考えています。これ
は、駅利用者の利便性を考えてのことです。以上、換地設計方針（案）に

ついて【諮問】の説明でした。 
（2）先行買収について 
（事務局 ）続きまして、（2）先行買収について説明します。先行買収につきましては、

前回の審議会で 9 月末の進捗状況が 81%と報告していました。その後、鋭
意交渉にあたった結果、買収計画の約 2億 9,900万円、面積にしまして 3,260
平方メートルに対して、先行買収契約済みと、契約見込みを合わせますと、

現在のところ約 2 億 9,500 万円分、面積にして 3,794 平方メートルです。
金額ベースにおきましては、約 99%まで進捗しています。 

（3）地権者説明会の日程について 
（事務局 ）続きまして（3）地権者説明会の日程について説明します。地権者説明会は、

本日の審議事項、変更になったスケジュール等、区画整理ニュースでもお

知らせしていますが、直接、地権者の方々に説明させていただいて、ご質

問やご意見をじかに受け、地権者の方々のご理解を深めたいということで、

開催するように考えています。日時は平成 17年 11月 24日木曜日の 19時
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からです。場所は、赤間駅周辺整備室 2 階会議室です。内容は、本日審議
いただきます、換地設計方針（案）、及び今後の事業スケジュール等につい

てです。 
（4）（都）宗像福間線（旧 3号線）拡幅整備について 
（事務局 ）（4）（都）宗像福間線（旧 3号線）拡幅整備について説明します。先日、こ

こ赤間駅周辺整備室 2 階会議室で旧 3 号線拡幅整備計画の地元説明会が福
岡県宗像土木事務所から開催されました。その中で従来、以前は施工区間

を赤間駅前の交差点から土穴派出所前の交差点までの 210 メートルを計画
していました。今回の説明では、従来のこの 210 メートルを第Ⅰ期工事と
しまして、取り付け区間を西側へ 170メートル、東側が 120メートルを第
Ⅱ期工事として新たに計画に追加されました。具体的には、西側へ 170 メ
ートルにあたるのは、赤間駅入り口交差点から土穴交差点前（福岡銀行前）

です。また、東側が 120 メートルにあたるのは、西日本新聞エリアセンタ
ー前付近です。この区間が延長され、現在の旧 3 号線に取り付くように変
更になっています。合計約 500 メートルが今回の計画区間です。この事業
の年度別の事業計画について説明します。11 月から今年度中に全体の用地
測量が終わる予定です。赤の矢印で示している I期工事区間につきましては、
平成 18年度に物件調査（補償する物件の調査）を行います。後半から平成
19 年度にかけまして、用地買収と物件補償の契約にとりかかります。I 期
分は平成 20年度に工事が行われる予定です。現道路との取り付け区間とな
りますⅡ期工事区間につきましては、平成 19 年度に物件調査、平成 20 年
から 21年にかけて用地買収及び物件補償、工事は平成 22年から 23年にか
けて行われる予定です。参考までに駅前広場の工事の完成が平成 19 年度、
土地区画整理工事概成が平成 21年度の予定になっていますので、この期間
に合わせまして、工事が平行して進捗していく状況になると思います。以

上、説明を終わります。 
（高山会長）ありがとうございました。それでは、（１）換地設計方針（案）について【諮

問】の説明に、ご質問、ご意見はありませんか？ 
（天野委員）複数の商業者から一箇所に集まりたいと希望が出た場合、換地に反映するこ

とは可能ですか。 
（事務局 ）商業集積については、4番目の項目で商業集積希望者の換地という事で説明

させていただきましたが、商業活性化を目的とされていますので、他の換地

に影響されない範囲内で、出来るだけ商業集積に沿った形での換地を行うよ

うに考えています。 
（栗田委員）「基準地積１００㎡以下は減歩なしとする」とありますが、お金を払う必要

がでてくるのですか？ 
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（事務局 ）小規模宅地の減歩緩和についてですね。換地については、公平を原則として

います。減歩についても公平が大原則です。従いまして、「土地の減歩なし」

あるいは「減歩緩和」を選択された場合は、精算金でお支払いいただく形に

なります。 
（赤星委員）駐車場について、場所の説明がありましたが、駐輪場についての具体的な説

明がなかったように思いますが、場所はまだ決まっていないのですか？ 
（事務局 ）一応、線路沿いに東西に 1箇所ずつと考えています。 
（占部委員）駐車場は月極めなのか、時間単位なのか等、どのような形態を計画されてい

ますか？ 
（事務局 ）形態については現在、検討段階です。基本的にはゲート式の駐車場と考えて

いますが、場所等によっても変わってくると思います。事業の趣旨からいっ

て月極めの駐車場は出来ませんので、時間貸しという形になると思います。 
（天野委員）減歩緩和の申し出があると、その他の人の減歩率が高くなる可能性があるの

ですか？ 
（事務局 ）減歩緩和の申し出をしていただくと、その分の減歩をどなたかが負担すると

いうのは、ご指摘のとおりです。それについては、宗像市が所有している土

地をあてようと考えています。他の一般地権者の土地をあてる様なことは考

えていません。宗像市の所有の土地が 2,000平方メートル、公社用地が 5,000
平方メートル合わせて 7,000平方メートルありますので、その中から減歩緩
和を申し出があった緩和分の面積をあて、その精算金を市に納めていただく

こととなります。 
（天野委員）平均減歩率は当初と変わらないのですか？ 
（事務局 ）平均減歩率 16.7%と説明させていただいています。これは、計画図にありま

すように駅前広場、公園、道路、歩行者専用道路等を計画通りにすすめて、

かつ先行買収をさせていただく面積が、3,260平方メートルの場合の数字で
す。減歩緩和の方は申し出によって、土地の負担は少なくなります。先行買

収の面積が予定より少し多めに買えている為、平均減歩率は 16.7%よりも少
し下がると思います。 

（花田委員）仮換地指定はいつ頃になる予定ですか？ 
（事務局 ）現在の状況によりますと、換地設計を来年の 1月から 2月に行う予定ですの

で仮換地指定は 3月の予定です。 
（花田委員）その中で商業集積の要望を出せば、検討していただけるという事ですか？ 
（事務局 ）商業集積につきましては、換地設計に着手する時点で決まっていなければな

りません。換地設計については 12月から着手予定です。ただ、事務上の手
続きになりますので、やはり 11月中までに申し出ていただくことが一番だ
と思います。 
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（末永委員）換地方針の 1．希望ゾーニング意向の反映についての中で「特別な場合を除
き」とありますが、特別な場合とは具体的にどのような場合が予想されます

か？ 
（事務局 ）希望ゾーニング意向の反映というのは、基本的に飛び換地の方の意向の反映

を前提としています。しかし、前回の審議会で意向調査の結果を報告させて

いただきましたが、ほとんどの方が現在地付近の換地を希望されています。

現在地付近の希望の方が優先だと考えますし、既存の大きな建物等について

の移動もできません。かつ商業集積等いろいろありますが、不公平な換地は

行えません。しかし、条件があてはまるようであれば、飛び換地の意向に反

映できるように進めていきたいということです。 
（赤星委員）私からは、2点質問します。1つ目は、「照応の原則」についての説明をお願

いしたいと思います。もう 1つは、11月 24日に地権者説明会があるという
ことですが、そのときに意見がでた場合、この設計方針（案）の変更は有り

得るのですか？ 
（事務局 ）「照応の原則」については、前回、前々回と説明させていただきましたが、

この事業を行うための法律として土地区画整理法というのがあります。その

中で、換地については、位置、地積、水利、土質、環境、土地の利用状況等、

現在の土地利用や環境についてもかわりのないように行わなければならな

いという法律です。分かりやすく言うと、現在地付近の場所に同じような土

地利用が出来るように換地をしなさいというのが、照応の原則だとご理解下

さい。2つ目の質問ですが、この地区の色々な条件をふまえた換地設計方針
というものを作らないと、皆様の意見を取り入れた換地は出来ないし、また

市としても宗像市の中心市街地の整備をする必要があります。照応の原則だ

けでは、望ましい事業が出来ないため、審議会で説明し、地権者の方にも十

分説明した中で、基本的なご理解を頂き、事業を進めていかなければいけま

せん。市としては、審議会のご意見、地権者のご意見を賜った後に、修正が

必要と認めた場合は、修正を行いたいと考えています。 
（赤星委員）設計方針（案）が【諮問】となっているので、この審議会で答申をした場合、

この後の地権者説明会の中で、地権者の意見がでた場合、反映できるのか心

配です。 
（田坂委員）内容は、意向調査の結果を踏まえて作られていますので、そのときの意見が

取り入れられているようですが、地元の意見を踏まえて、次回、答申をした

方がいいと思います。 
（高山会長）只今の、地権者の説明会後、地権者のご意見を聞いたうえで次回の審議会で

答申するということにしてはという意見ですが、如何ですか？ 
（末永委員）これはこの事業計画の目的を文案にして、施行者としてこういう形で街づく
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りをしたいという、施行指針だと思います。確かに地権者の意見をきいて決

めるというのも大切だと思いますが、現実的には、1つの理想論的な案を作
ってそれを皆さんに理解していただく方法も、私は都市計画の場合には必要

だと思います。要するにマスタープランであれば、具体的な事業計画を立て、

それに基づいて換地計画を立てるわけですが、換地計画を立てるにおいて、

こういう指針が必要だと施行者は考えられたのだと思います。現実として、

皆さんのいろいろな意見をひとつにまとめる事が出来るのでしょうか？そ

れよりもこれをたたき台にして、意見をお聞きするというのも 1つの方法だ
と思います。 

（高山会長）時間がかかることでもありますので、やはり地権者の意見を集約して決めた

方がいいように思いますが、如何でしょうか？ 
（田坂委員）はい。末永委員の意見もよく分かりました。やはり方針（案）としての説明

をして、地権者の方の意見を聞き、今後はそれを踏まえていくということで

いいと思います。 
（赤星委員）街づくりのゾーニングは、相当時間をかけて街づくり協議会でも審議して、

方針（案）という形になったわけだと思います。意見について取捨選択をあ

る程度する必要は有ると思いますが、私は、地権者の意見を聞いてからの方

がいいと思います。 
（高山会長）地権者に説明して意見を集約して、次回の審議会で答申ということで如何で

しょうか？ 
（天野委員）地権者の意見を反映させるのは必要だと思いますが、100％取り入れるとい

うのは不可能だと思います。スケジュールも遅れているということです。本

来、遅れは取り戻す必要があるわけですから、審議のあり方も含めて早く、

前に進むべき方向でお願いしたいと思います。 
（事務局 ）天野委員から事業の促進をという事ですが、スケジュール的には、地権者へ

の説明会を 24日に開きます。次回の審議会で審議していただく案件もあり
ます。24日の説明会後、12月の第 7回の審議会で答申を頂いても、前回の
審議会で説明しましたスケジュールが遅れる事はありません。予想もつかな

い事態がない限り、スケジュールを遅らせようとは考えていません。天野委

員が言われましたとおり、一日でも早く進む方向で取り組んでいきたいと思

います。しかし、換地設計（案）は非常に大事なところです。換地設計の個

人個人への発表のときに、それぞれの意見の収拾に時間がかかり、不測の事

態も起こりかねません。地権者への説明は多少時間をかけても行う必要があ

ると考えています。 
（高山会長）それでは、確認いたします。地権者説明会の意見を聞いて、次回の審議会で

答申するという事でいいですか？ 
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（全  員）～意義なし～ 
（高山会長）それでは、次回答申と致します。よろしくお願いします。 
      次に、（2）先行買収、（3）地権者説明会の日程について、（4）（都）宗像福

間線（旧 3号線）拡幅整備について一括して質問、意見はありませんか？ 
（花田委員）先行買収ですが、決まった人を公表することは出来ないのですか？ 
（事務局 ）契約を交わしたものも、途中のものもありますが、具体的には、この地区を

歩いていただくと分かると思います。この地区の誰がどうだという事は、個

人情報でもありますので、実際に見て判断して頂くということでご理解頂き

たいと思います。 
（占部委員）先行買収は、今現在の 99％で終了したのですか？ 
（事務局 ）前回の審議会でも 10月末を区切りとして取り組むと説明させていただきま

した。99%、ほぼ終わっていますが、あと 1%残っています。私どもの姿勢
としましては、お一人お一人の換地設計をする直前まで、若干、先行買収の

話が継続しているところもありますので、努力したいと思っています。しか

し、１００％を越えることはございません。 
（赤星委員）この表を見たら、面積は十分確保されているようですが、99%というのは、

金額の話ですか？ 
（事務局 ）当初、買収計画で 2億 9,900万円、面積で 3,260平方メートルとしておりま

したが、これは昨年度の標準的なこの地区の単価で計算した面積です。単純

に割り込んだ面積ですので、実際に 2億 9,900万円分買うにあたり単価の変
動、買う場所による地価の違いによりまして、想定していた単価より安い単

価のところを買ったということです。 
（赤星委員）目標は金額ですか、面積ですか？ 
（事務局 ）最終的な目標は金額です。 
（赤星委員）面積は予定を上回っているので、予算を全部使う必要はないのではないです

か？  
（事務局 ）この事業にあたって、駅前広場、公園等の公共用地が増えるために、整理後

事業区域内の土地の総価額が下がってきます。その差額分が 2億 9,900万円
という事になっています。残りの 1％がどのような影響を与えるか分かりま
せんが、100%に近づくように努力している状況です。 

（赤星委員）目標の面積は買収できているわけですから、100％でなくても予算を残して
いいのではありませんか？ 

（事務局 ）面積が達成しただけでは、整理後の総価額が下がるので、下げないために 2
億 9,900 万円分買おうとしているわけです。それが 400 万円足りていない
わけです。2億 9,900万円分の土地を買わないと宅地の総価額が下がるとい
う仕組みで買収を行っているとご理解していただきたいと思います。 
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（末永委員）他の区画整理の事業でも、減価補償金で用地買収する際には、出来るだけ平

均価格の低いところを出来るだけ広い面積を買って、平均減歩率をさげる努

力をします。整理前の総価額と整理後の総価額の差が逆転しているので、そ

の分を買うことによって差をゼロにするという考え方です。金額的にゼロに

する大義名分があるわけです。それにさらに減歩率を下げるという事で、福

岡市等各地で行っていることです。金額で買うというのは大原則です。 
（赤星委員）土地を余計に買うと減歩率が下がるわけですか？ 
（末永委員）はい、平均減歩率が下がります。住民の方にも良いわけです。 
（花田委員）道路は、現況そのままで換地するわけですか？街づくり協議会が希望してい

た遊歩道（歩行者天国）は確保出来るのですか？ 
（事務局 ）駅前広場、その横の公園、区画道路ですが、計画に変更は全くありません。 
（天野委員）4番目の旧 3号線の拡幅整備工事ですが、ぜひ、この駅前広場整理事業と足

並みをそろえて一緒に行っていただきたいと思いますが、事業体が別なので、

一緒にというのは無理なのでしょうか？ 
（事務局 ）道路と駅前広場整備の関連ですが、駅前広場は基本的には 18年度、19年度

に工事をし、19 年度末に完成という事でスケジュールを組んでいます。道
路の拡幅工事は、20 年度から開始予定です。前回の県の説明会の中でも平
成 20年から着工となっていましたので、1年から 2年の差が出てくると思
います。 

（事務局 ）配布資料の 11ページに表があります。Ⅰ期工事となる 210メートルの工事
は 20年度から工事開始と、県から示されています。道路の方が若干遅れる
と思います。 

（高山会長）他にありませんか？ 
（赤星委員）仮換地は当初 8月の予定でした。次が 11月になり、今回は 3月という説明

でしたが、短期間の間に予定が変わっています。県の事業とスケジュールを

合わせているのでは、とも受けとれます。一日も早く完成していただきたい

という希望があります。 
（事務局 ）意識的に県の事業のスケジュールと合わせようということはありません。確

かに仮換地指定の時期がずれています。各地権者の意向を十分把握した上で

換地設計を進めていきたいということ、先行買収についても若干遅れている

のは事実ですが、換地の計画が一番大事です。今遅れていますが、事業の最

終はあわせたいと思っています。駅前広場も予定通り、平成 19年度末には
完成したいと考えています。 

（赤星委員）来年の 3月という話は、今日聞きました。いろいろな事情で遅れるのは仕方
ありませんが、そういう情報は早く我々地権者に教えて欲しいと思います。 

（事務局 ）はい、言われるとおりです。以後、情報は出来るだけ速やかに周知させてい
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ただきます。 
（占部委員）ストックヤードはいつまで利用できますか？ 
（事務局 ）土穴のストックヤードは、今年度（17年度）末、18年 3月まで使用可能で

す。それ以降は 18年度に決定する予定で、代替地は現在決定していません。
環境部の方でどこにするか検討中です。 

 （高山会長）他にありませんか。以上で第６回審議会を終わります。 
 
                                     以上。 


