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第７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 12月 9日（木）15時 00分～17時 10分 
○ 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 7 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。 
      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～ 
       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、ご了承下さい。 
       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 7 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、今回は末永

委員、赤星委員にお願い致します。 
      それでは、事務局から説明をお願いします。 

（1）土地評価基準について【説明】 
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（事務局 ）それでは、土地評価基準について説明させて頂きます。この土地評価基準

については 11月 22日に 3名の評価員に諮問させて頂きました。それぞれ
の評価員から 11 月 29 日に答申を頂いています。それを受けまして土地評
価基準を 12月 2日に制定し、施行しています。その内容に関しまして、理
事の方が説明します。 

（事務局 ）お手元の資料「土地評価基準の解説」に従いまして説明致します。土地評

価基準を定める規定としましては、土地区画整理法 65条第 3項により、「市
は換地計画において土地及び土地について存する権利の価額を評価しなけ

ればならないとし、その評価については、評価員の意見を聴かなければな

らない」という規定があります。それに、宗像市の条例であります宗像都

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（通常、「施

行規程を定める条例」という）第 24条により「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こと

になっています。このため、当事業における土地評価基準(案)については、
先月 3 名の評価員のご意見をお聴きし、定めたものです。本日は、審議と
いうことではなく説明とさせて頂きます。まず 1ページ、第 1条目的です。
「宗像市が施行する赤間駅北口土地区画整理事業における土地評価の実施

の方法について定め、評価の適正と均衡を図ることを目的とする」として

います。【解説・運用】で、土地の評価にはそれぞれ目的があり、その目的

に沿った手法選択が必要です。例えば、土地を売買する場合の土地評価に

ついては、時価によるものになります。時価は、景気変動の影響を受けや

すく、売り手・買い手の事情により個別性が強いものです。一方、土地区

画整理事業における土地評価は、事業施行地区内の土地相互間の公平を図

ることを目的とし、そのために、事業により生じる土地の利用価値の増進

を科学的・客観的に計測するものであり、長期にわたる事業実施期間を通

じて合理性を保ち、かつ多数の土地を統一的に公平に評価できる方法でな

ければならないとしています。土地の評価というのは、先程申しましたよ

うに、土地を売買する場合と区画整理する場合とでは若干違うということ

です。次に 9 ページを開いて下さい。第 4 条評価方法です。土地の評価方
法については、土地区画整理事業で一般的に広く用いられています「路線

価式評価法」で行います。この「路線価式評価法」は、道路に接する標準

的な間口、形状を有する画地を想定して、その単位面積当たりの価格を求

め、これを地区内の全ての道路に対して路線価として付し、その路線価を

基に、各評価対象画地の奥行、道路との位置関係、形状等による加算、減

算の修正を行って価格を決定する方法です。これは、6月 29日の第 4回審
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議会で、スライドを使って土地評価の説明をさせて頂きました。道路に路

線価というものを振りまして、その路線価に基づき、画地の個別の状況の

修正係数を掛けてから、土地を評価するというものです。この評価方法の

メリットと致しまして、評価方法を標準化することによって、短期間に大

量の土地の評価ができること、評価者による偏差が生じにくく、理論的、

科学的であり関係権利者の納得が得られやすいこと、施行前、施行後の土

地の価額を同一時点で把握しやすい等があげられます。このため、ほとん

どの土地区画整理事業の地区でこの方法が採用されている状況です。次に

11ページを開いて下さい。第 6条路線価指数の付け方です。この路線価は、
1街区長ごとに付けることを原則としますが、必要に応じ、数街区にわたり、
または１街区長を区分して異なる路線価を付けることができるとします。

当事業で整備する歩行者専用道路にもこの路線価を付けていきたいと考え

ています。路線価の付け方については、①土地の利用状況、②道路の幅員、

系統性、③施設からの接近的要素、④相続税路線価における区分、⑤固定

資産税路線価における区分、⑥不動産鑑定評価における価格帯分布を考慮

し、路線価をつけるものとします。次に 12ページをご覧下さい。第 7条路
線価指数の算定です。【解説・運用及び留意事項】のところに、「路線価の

算定式については、路線価係数＝街路係数＋接近係数＋宅地係数」とあり

ます。この 3 つの係数を合計したものを路線価係数とします。整理前の路
線価係数のうち最大のものを 1,000 個と換算します。それ以外の路線価係
数を指数に換算したものを路線価指数とします。一番高いものを 1,000 個
として各路線価係数を指数に換算するわけですが、路線価を指数で表すこ

とにより、施行地区内の土地評価の相対比較が容易になり、日時の経過に

影響されず整理前後の土地評価を客観的に比較することが可能となります。

これについても 6月 29日の審議会のときに図面で説明したとおり、路線価
係数が出たものの最大のものを 1,000 個において、後のものを路線価係数
の比例により路線価指数を定めていくというものです。13 ページをご覧下
さい。第 8 条画地等の指数です。整理前の宅地及び換地は画地ごとに平方
メートル当り指数及び総指数を算出します。特に隣接する数個の画地を合

わせて 1 個の画地とみなして総指数を算出し、その総指数に符合するよう
に各画地の平方メートル当たり指数及び総指数を定めることができるとな

っています。この中で特に必要があるときということにつきましては、13
ページの下段に①同一所有者の隣接する自用地、②同一借地権者の隣接す

る借地、③一体利用されている自用地と借地、④一団の集合住宅や長屋建

て等の敷地となっている複数の画地、⑤共同利用を前提として、単独では

利用不可能な形に分割されている画地等をさします。次に 15ページの図を
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ご覧下さい。第 9 条画地指数の算定ですが、画地の平方メートル当たり指
数及び総指数は、図にもありますように、普通地、角地、正背路線地、三

方路線地、四方路線地、三角地、袋地、無道路地、私道、に分類をして算

定します。画地の総指数は平方メートル当り指数に画地地積を掛けて得た

値とします。次に 24 ページを開いて下さい。第 17 条指数の修正です。路
線価の指数に画地の状況に応じて修正係数を掛ける係数のことです。画地

の奥行に応じて奥行長大修正係数の表により、修正を行うものです。一般

的には、奥行が長い場合は、率が 0.9 や 0.8 と下がってきます。2 項では、 
画地または画地の部分が次の各号のいずれかに該当するときは、その画地

または画地の部分の指数について次の各号に定める修正をするとあります。

これは、(1)道路に接する部分の間口が 8 メートル未満のものについては、
別表 2表 2-4にあるように間口狭小修正係数を掛けます。基本的には、8メ
ートル以上が 1.0で 8メートルより小さくなればなるほど、土地の評価は落
ちるよう係数を掛けていきたいと考えています。(2)間口に比べて奥行が 3
倍以上のものは別表 2 表 2-5 にあります奥行長大修正係数を掛けます。奥
行が長くなると評価が低くなるということです。(3)単独三角地。画地の形
状が単独で三角のような土地は 0.9 という係数を掛けて修正したいと考え
ています。(4)分割計算による三角部分ですが、これは 25ページの下の右図
のような台形のような部分です。このような土地は長方形と三角形の部分

に分けて土地の評価をすることになります。三角地修正係数 0.95を掛けて
評価をしていきたいと考えています。(5)形状が不整形なもの。これは 26ペ
ージの上の左の図です。当地区には、このような土地はありませんが、仮

にこのような土地があった場合は、不整形地修正係数を掛けて評価を行い

ます。(6)形状が袋状のもの。26ページの上の右の図です。袋地修正係数を
掛けて計算します。(7)無道路地のもの。道路に接していない宅地について
は、無道路修正係数 0.9 を掛けて評価をしていきます。(8)画地が路線等に
接する方向。26 ページの一番下にありますが、住宅地にいきますと、宅地
の南側が道路に面している場合と北側に面している場合で日当たりが違っ

てきます。当地区におきましても、用途は商業地ですが、住宅と商業が混

在した地域ですので、画地が路線と接する方向によって修正をしていきた

いと考えています。(9)鉄道に近接する画地に関しましては、鉄道近接修正
係数を掛けて計算します。具体的には、JR線が通っていますが、その北側
に1本道路があります。その道路とJRの軌道との間の宅地のみについては、
鉄道近接修正係数を掛けて土地の評価を行います。(10)既存高層ビルの北側
に近接する画地。27ページをご覧下さい。当事業では、既存の高層（7～8
階建て）のビルについては、この事業では、移転はさせないように事業を
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進めていくことにしています。このような不動の建物のすぐ北側の土地に

は、既存高層ビル近接係数 0.97を掛けて土地の評価をしていきます。この
ような土地については、少し評価を下げて評価を行うということです。修

正係数(1)～(8)は全国的に用いられています。赤間駅北口土地区画整理事業
独特のものとしては(9)と(10)です。これは当地区の実情に応じてこの係数
を用いて評価するものです。28ページをご覧下さい。第 18条私道等の評価
です。当事業地区では、県道として認定された宅地があります。私道の用

に供している画地の平方メートル当たり指数は、固定資産税を免ぜられて

いる場合は 0.1を、固定資産税を納めている場合は 0.3、を路線価指数に乗
じて算定していきたいと考えています。次に 30ページをご覧下さい。第 20
条用地買収により分筆した土地の評価です。当事業では、減価補償金相当

額ですでに宅地を先行買収させて頂いています。この買収により従前の宅

地が分筆される宅地が生じることもあります。そのような場合は、買収す

る前の画地形状による算定をして評価していきます。買収により、形状が

悪くなり、評価が下がることのないようにするための規定です。次に 33ペ
ージ、第 23条画地の分割等です。「仮換地指定後、または換地設計決定後、
いろいろな事情で、画地の分割または合併があった場合、(1)画地が分割さ
れた場合における分割後の画地の総指数は、分割後の各画地の総指数が分

割前の画地の総指数に符合するように按分して定める。」文章が少し難しい

ですが、換地の設計が済んで、ひとつの評価が出た後に、地権者の事情に

より、分割または合併があるかもしれません。その場合は、評価したもの

をベースに分割した内容によって分けるということです。「(2)画地が合併し
た場合における合併後の画地の総指数は、合併前の各画地の総指数を合計

した値とする。」これも同様にすすめていきたいと考えます。34ページをお
開き下さい。第 25条指数の単価です。指数 1個の単価は、公共施設に関す
る工事がおおむね完了した工事概成時、当事業では平成 22年頃の予定です
が、標準的な宅地の適正な価格すなわち不動産鑑定評価額、地価公示価格、

固定資産税課税評価額及び相続税財産評価基準額等を基準とし、当事業の

評価員の意見を聴いて施行者が定めたいと考えています。次に 35 ページ、
第 27条その他必要な事項です。この土地評価基準に定める事項のほか、土
地評価に関し必要な事項は、評価員の意見を聴いて施行者が別に定めるも

のとさせて頂きます。最後に附則としまして、冒頭にも説明しましたとお

り、この基準は、施行規程を定める条例に基づき評価員の意見をお聴きし

た後、平成 17年 12月 2日、施行者として宗像市がこの土地評価基準を定
めています。土地評価基準についての説明は以上です。 

（高山会長）ありがとうございました。それでは、只今の説明について、ご質問、ご意見
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はありませんか？ 
（花田委員）第 17条の指数の修正ですが、0.9を掛ける等ありますが、基準は 10ですか、

1.0ですか？ 
（事務局 ）資料「土地評価基準」の最後の方に修正係数を具体的に表しています。例

えば、14 ページをご覧下さい。間口狭小修正係数の表があります。間口が
8メートルより広い場合は、係数が 1.0です。2メートルよりも狭い場合は、
係数は 0.9となります。狭くなればなるほど評価を下げていくという係数で
す。次に 15 ページの路線等に接する方向修正係数です。例えば、南向き、
北向きということですが、ここでは、画地が北側の道路に接している画地

については、1.0ですが、南側に接している場合は、1.01と条件が少し良く
なります。住宅地の場合、南東が求められますが、こういう場合は 1.015
と土地の評価が高くなります。いろいろなケースによって、土地の評価を

修正していきたいと考えています。 
（花田委員）価格は路線価を基準にした価格ですか? 
（事務局 ）先程説明しましたように路線価を出して、それに対して画地の形状、高低

差等の修正を修正係数で掛けていくというものです。 
（栗田委員）今、高低差というお話がありましたが、どの辺が基準ですか？ 
（事務局 ）当事業では、ご存知のように高低差がある土地はありません。先程の例は

一般的なもので、通常は山を切り開いたりする場合は、道路との段差が生

じます。そういう場合は、高低差によって係数を作る場合があるというこ

とです。当事業では、平地ですので、そういった係数は考えていません。

基準があるかという質問ですが、全部平地ですので、設けていません。 
（栗田委員）ここが基準だというところが決まっているのですか？ 
（事務局 ）宅地造成の高さの基準という事ですが、まだ公表はしていませんが、大ま

かな案は作成しています。1つ申し上げますが、北側の県道の高さはもう決
まっています。それに JRの軌道も変えることは出来ません。高層ビルも移
転はしません。高層ビルの出入り口の高さも変更はありません。そういっ

たポイントを考慮しながら、基本的には若干、すり鉢状に低いところもあ

りますので、スムーズな高さで取り付けるようにしたいと考えています。 
（栗田委員）そうなると出来上がりは一定の高さにはならないわけですね？ 
（事務局 ）現状を測量しましたら、県道の高さが少し高く、横断歩道橋の方が低く、

斜めに高低がついています。今は、少し中だるみもあります。その中だる

みをなくしたような形で、既定の高さが変更できないところに合わせて、

大雨のときの浸水に対応ができやすいような、土地の高さにしたいと考え

ています。 
（事務局 ）補足します。土地評価基準というのは、土地評価に対して経験のある方に、
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十分に意見を賜っています。資料「土地評価基準の解説」1 ページですが、
第 1条目的【解説・運用】の下段 2．に記述していますとおり、区画整理事
業の土地評価が全国的にバラバラだと困りますので、国が基準(案)を定めて
います。それに、社団法人日本土地区画整理協会監修の「土地区画整理事

業実務標準」があります。当事業もこれらを基本ベースに定め、鉄道に近

接している場所の係数、既存高層ビル北側の画地の係数等は当事業の実情

に合わせたものを考慮して修正して作り上げました。以上です。 
（天野委員）第 15 条、第 16 条に袋地、無道路地の計算がありますが、当事業地内に袋

地、無道路地はありますか？ 
（事務局 ）現状ではありますが、事業後にはありません。 
（高山会長）他にありませんか？ないようですので、次の審議事項に移ります。 
（2）換地設計方針(案)について【審議】 
（高山会長）前回の審議会で引き続き審議事項となっている換地設計方針(案)について 

地権者説明会の報告を事務局からお願いします。 
（事務局 ）それでは、換地設計方針(案)について地権者説明会でのご意見等、説明いた

します。地権者説明会は 11月 24日木曜日 19時から、ここ赤間駅周辺整備
室 2階の会議室で約 1時間 50分、行いました。出席者は地権者 28名で私
たち職員 9 名で説明いたしました。内容としましては、換地設計方針(案)
について、今後の事業スケジュール、土地活用意向調査の結果の説明、先

行買収について、旧 3 号線の整備拡幅について、説明を行いました。換地
設計方針(案)のご意見は 5 件ありました。まず、1 点目は、「まちづくり協
議会からの要望も全て入っているということで賛成したい」という意見で

す。2 点目は、「換地設計の際に方位に配慮するように」との意見がありま
した。この点につきましては、「方位についてもできる限り尊重したいが、

全体的な計画の中で、方位が変わってしまう可能性もある」とお答えして

います。3点目に「街の顔づくりゾーンの説明で、地元の商業者も大切だと
思うが、テナントが埋まらなければ仕方がないので、限定せずに街の顔づ

くりを行うことも重要ではないか」というご意見もありました。「飛び換地

を希望する際に、地元の地権者の理解を得るためには、地元にプラスにな

るものが必要と考えているため、できるだけ地元商業者を誘致するという

のが方針ですが、街の顔づくりとして、ふさわしい建物を建てていただく

ということも、非常に重要だと考えています」とお答えしています。4点目
は、「この方針に沿った場合、不公平感が生じないように換地してほしい」

という意見でした。「換地をする上で、重要なことと考えています」とお答

えしています。最後に「自転車駐車場は東側に 1 箇所でもいいのでは」と
いう意見でした。「利便性や駅前広場内の自転車の通行、他の地権者の換地
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との影響を考えまして、2 箇所として考えています」とし、「今後のアンケ
ート調査の結果等も踏まえて決めていきたい」とお答えしました。質問事

項は 7件ありました。1つは「照応の原則の説明を、」ということで説明い
たしました。2 つ目、「希望ゾーニングの反映の特別な場合を除きというこ
との説明を、」ということで説明いたしました。3つ目、「商業集積や共同利
用、集合換地等は、反対者がいた場合できないのでは、」という質問があり

ました。4 つ目、「顔づくりゾーン等で、速やかに建物を建てない場合のペ
ナルティはあるのか、」という質問もありました。また、5つ目、「西側の駐
車場のおおよその位置は」という質問、6 つ目、「駐車場と自転車駐車場は
先を見越して大きなものを、」という意見、7つ目、「減歩率が高い人はどの
くらいまでになるのか、」という質問もありました。以上です。 

（高山会長）只今の報告について、何かご質問、ご意見はありませんか？ 
（赤星委員）地権者の出席者が 28 名という事でしたが、当初、地権者は 69 名だったと

思います。先行買収が終わって現在の地権者は何名ですか？ 
（事務局 ）先行買収については、契約完了及び完了見込みという事で、現在 14名です。

つまり現在の地権者は、55名ということになります。 
（赤星委員）第 5回の議事録、7ページ目、末永委員の「換地設計方針の具体的な案とし

て具体的に何かありますか？」という質問に対して、事務局は「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。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。」

と回答していますが、このことはつまり、市が責任を持って何もかも行う

という意味ですか？2 点目は、「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。」とありますが、この「皆様方」というのは誰をさしているのか、

曖昧で分かりません。また当初、一昨年 9 月頃だったと思いますが、区画
整理を行うに当っての、宗像市の目的が 4 つあったと思います。目的に沿
って事業を行っていると思いますが、その４つの目的が何であったか回答

して頂きたい。  
（事務局 ）第 5 回の議事録の 2 つの点ですが、何もかも市がするのかということです

が、何もかもするわけではありません。合併した新市の中心拠点は、赤間

駅周辺地区と位置づけています。これは、市の総合計画、都市計画マスタ

ープラン等にも明記しています。このための基盤整備として、赤間駅北口

地区の土地区画整理事業を施行者として市が行っています。中心市街地の

整備は範囲が広くなります。例えば、道路を造り、駅前広場を造り、公園

を造り、沼川の改修等は個人では行えません。行政が行う仕事です。この

ために、総合的、一体的な土地の基盤整備ができる、この土地区画整理事
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業という手法で公共施設の整備をあわせて行うのが、市の責務だと考えて

います。しかし、土地だけ整備できても街にはなりません。そのために平

成 12年から、まちづくり協議会が発足し、今日まで大変な論議を重ね、活
動されてきました。土地をお持ちの方は、基本的に市ではなく地権者です。

行政がすべきことは行政が責任持って行い、土地の活用、商業といったソ

フト面は、当然、その地域の方、地権者、商業者、皆さんが一緒になって

行っていただく必要があります。中心市街地の整備は、市としてやるべき

ところは積極的に行います、ということでご理解下さい。2点目の「皆様方」
というのは、あくまでも土地区画整理事業における換地の話のひとつの文

章で、これは、地権者プラス関係者ということでご理解下さい。3点目の 4
つの目標ですが、1 つ、「駅利用者などの利便性、安全性、快適性を図る」、
2 つ、「市の中心拠点の玄関口としての整備」、3 つ、「地域商店街の活性化
を図る」、4つ、「豪雨時の浸水や火災時の密集木造家屋の延焼防止等の防災
対策」、以上です。 

（赤星委員）それとは別に、「区画整理事業とは」とありました。1 番目が交通拠点とし
ての赤間駅前広場の設置、2番目が商業の活性化、3番目が沼川の水害対策、
4番目は区画整理事業とは土地をきれいにして、住民が住みやすくなり、コ
ミュニティも崩れないということだったと思います。発足当初、言われた

のは、「市が行うのは、区画整理事業だから、ハード面は行いますが、後の

基本的な街づくりについては地権者で行って下さい。」という説明でした。

その中で、先程、末永委員の質問に対する市の回答が、「照応の原則で換地

を行うが、ゾーニングに沿った街づくりを行う」ということで、市は方針

を変えたのか、違うのではないかと感じました。市が街づくりまで行うの

であれば、「赤間駅北口土地区画整理事業」という名称ではなく、「赤間駅

北口土地区画整理及び街づくり事業」とした方がいいのではないですか？

といいますのは、換地設計方針(案)のなかに「特別な場合を除き、照応の原
則に配慮したものとする」という文が入っています。「特別の場合」という

のはどういう場合なのか、区画整理事業とは、基本的には、照応の原則で

行うのが一番公平です。市が街づくりまで行うということだと感じますが、

違いますか？ 
（事務局 ）只今のご質問が十分理解出来ていない点があるかも知れませんが、回答さ

せて頂きます。私どもは、先程申しましたように、赤間駅周辺地区は市の

中心拠点ということでこれを実現するためには、基盤整備が必要だと考え

ています。基盤整備だけでは中心拠点にはなりませんが、基盤整備が一番

重要なので、まずは、基盤整備のために区画整理を行おうとしているわけ

です。それと平行して、まちづくり協議会の皆様方や地権者の方々にご協
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力いただきながら、商業を活性化させるような策や建物の建築計画をすす

めていきたいと考えています。基盤整備をしても、現在のように住宅と商

業地が混在したり、空地が転々としているままでは、賑わいが保てず、中

心拠点の整備にはならないと思います。区画整理事業では、土地を入れ替

えることができます。法律では、照応の原則というのがあって、現在の土

地の付近に換地するのが原則ですが、今のままの土地利用となり、空地と

住宅地、商業地が混在してしまいます。市としては、そういった街づくり

を巨額の費用を掛けて行うのは難しいものがありますが、この区画整理事

業で、まちづくり協議会のご提案に基づきながら、できるだけ土地利用を

行い、区画整理事業は法律の制約はありますが、地権者一人ひとりの将来

の土地利用の意向をなるべく反映できるような換地を進めていきたいとい

うのが、換地設計方針(案)に具体化されたものだと考えています。 
（赤星委員）「特別な場合」のとき、市が考えているとおりに何でもやれるということで

はないでしょうか？審議会が OKすれば、何でもできるわけです。24日の
地権者説明会のときに、実際そういわれた方がいました。地権者が不公平

感を持たないような換地をお願いしたいと思います。「特別な場合」という

のはいろいろ難しい点もあるかと思いますが、公表すべきだと思います。

「特別な場合」の方は、一等地に行くわけです。みんな一等地がいいわけ

で、一等地に行けば文句を言う人はいないはずです。そういう場合、誰が

こういう目的で行いますと、公表していただきたいです。個人情報が云々

といわれますが、他の地権者はそういうことを知る権利はないのでしょう

かと問いたいです。 
（事務局 ）お手元に第 6回の議事録があると思います。8ページをご覧下さい。末永委

員からのご質問で、「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？」とあります。それに対して、4 行目から、「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。赤星委員が心配されているの

は、「特別な場合」にかこつけて市が意識的に行うのではというご心配だと

思いますが、そういうことは一切行いません。皆様方の意向を反映したいと

か、商業の活性化をしたいとか、集積したいとかいろいろある訳ですが、法
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律に規定されていない換地を進めていく上で、今日、審議いただいています

が、換地設計方針(案)というものにまとめているわけです。希望ゾーニング
というのは、飛び換地をしたいという方について認める場合の条件を書いて

いるわけです。こういう条件に当てはまる方は、市としては、認めていきた

いと思いますと申し上げているわけです。それを論議していただいて、意見

を述べていただきたいし、そういう判断基準を示しているわけです。換地設

計方針(案)が承認された場合に、地権者 55 名の換地を計画し、審議会で諮
ります。審議員は地権者の代表ですので、他の地権者の換地が換地設計方針

に基づき行われているか、公平に行われているのか、十分にご意見を頂きた

いと思います。私どもは、公平・公正な換地を進めていきたいので、そのた

めの決まりごとを今論議いただいているのです。市が「特別な場合」を理由

に不公平な換地を行うことはありません。以上です。 
（赤星委員）第 5回の議事録で、「照応の原則のままで換地しても良い街づくりはできな

いと考えています。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。」とあるのは、市が赤間駅周辺地区は市

の中心拠点ということで、作りたいイメージがあるわけですよね。だから

こういった言い切った発言ができるのではないですか。1つの例として「街
の顔づくりゾーン」のところで「宗像市の顔にふさわしい土地の高度利用

（4,5 階から 15 階建て程度）をはかり」といったゾーニングの説明があり
ました。そういったイメージがある程度できているわけではありませんか。 

（事務局 ）第 5回の審議会の議事録で「照応の原則のままでは、いい街はできません」
と申し上げたのは、具体的にどういう建物が建つというのではなく、空地

や住宅が混在しているような、今の配置のままの換地をしてもいい街には

ならないと考えています。だから区画整理事業は、換地で土地の入れ替え

ができるのですから、商業者の集まり、住宅の集まりとしてはどうですか、

という提案、希望をお聴きしているわけです。市としては、望ましい土地

利用をある程度まとまった形にすべきであろう、したほうがいいという信

念の基に、ご提案申し上げて、かつ将来の土地利用の意向をお聴きして、

あくまでも一つのイメージとして、建物の高さなどを示させて頂いていま

す。 
（赤星委員）換地設計方針(案)についても、ゾーニングについても、今までの説明をお聴

きして、私は賛成です。ただ、「特別な場合」については、いろいろ感じる

方もいると思います。照応の原則で、たまたまそこの土地を持っていた人

はいいなぁと思う方もあると思います。ここに書いている以上は、目安も

必要ですし、関心も持たれると思います。 
（事務局 ）具体的に将来、何が建つのか、現在分かっていません。今のご質問では、
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すでに計画があって、市がそれに沿うように近づくようにしているのでは、

と考えられたのかも知れません。 
（赤星委員）ゾーニングで書かれているし、審議会の議事録でも言い切っておられる以

上は、そういう風に考えてしまいます。そういう考えがないのであれば、

明文化すべきではないと思います。 
（末永委員）区画整理によって街づくりを実現させる上で換地計画は重要です。その中

で照応の原則が法律的にかかってきます。何かを行うとすれば、皆さんの

意見を聴きながら、ゾーニングをすすめていくということに、理解はでき

ました。これは徹底的に皆さんの理解を浸透させなければいけないと思い

ます。強制力は伴わないので、施行者がこういうことをやりたいがために

「あなたは向こうに行きなさい」ということは絶対できないということは、

質問していく中で理解できました。一つの換地方針という基本を基に皆さ

んの協力を仰ぎ理解して頂いて、理想的な街づくりを行おうとしていると

思います。実際に福岡市で行ったことを例としてお話します。現在、九州

大学が移転しているところに学園都市駅があります。そこにイオンが大き

な商業施設を建設しています。街づくりのために 1 つ商業施設を造ろうと
いうことは良かったのですが、そこにはやはり土地所有者がおられます。

その大きな商業施設に参加しない方は、別のところに換地していただくと

いうことを了承の上に建設が行われています。強制的に別のところに移っ

て下さいというやり方ではありません。南の副都心、大橋の区画整理でも 3
階建ての商業ビル、立体駐車場を建設する時もやはり、地元の商店街の希

望を聞いて、集合換地を行い、1ブロック単位にビルを建てました。ところ
が、3人の方が、それに賛成しませんでした。うち 2人の方は、住宅地に換
地したいという希望で、1人の方は反対でした。地元と施行者で理解を求め
て、照応の原則がありますが、希望を聞いて換地しました。いくら区画整

理事業といえども確かに理想の絵を描いて、それを実現しようとしても、

それに同調されない方がいれば実現できません。これまでの施行者の話で

は、その辺はよく捉えてあると思います。赤星委員のご心配も分かります

が、街づくりは皆さんが理解されないと実現できないと思います。区画整

理だけであれば、開発的に区画整理する場合は、特にセンターゾーニング

を作らない限り、照応の原則で街は出来上がります。ここは、既成市街地

ですから、住宅や商業地、ビルが混在しています。それを希望によって循

環させ、ゾーンをつくるということです。30 年代からいろいろなメニュー
を作って、希望を聞いて行われた横浜によく似ています。私が以前質問し

ましたように、現位置換地を希望されて、ゾーン的土地利用をされない方

をどう説得するか、希望者が多くてゾーンの土地が足りない場合はどうす
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るのか、等、質問しながら換地設計に理解をしました。問題は、そのよう

な場合にいかに地権者に納得して頂くかが、赤星委員のご心配でもあると

思います。 
（天野委員）換地設計が決定して地権者に説明して、意見が出た場合は、審議会の意見

を聴いて最終的には、決定するわけですよね？そのための審議会だと思い

ます。地権者からのいろいろな意見書が出れば、この審議会で諮って施行

者が決めるわけです。現在はその前の段階です。赤星委員のご心配も分か

りますが、今この時点で、この問題に時間を掛けなくてもいいと思います。

末永委員にお聞きしたいのは、今までのご経験の中で、地権者からの変更

の意見書が出た場合、審議会が強制的に移転をさせたことがありますか？ 
（末永委員）審議会が強制的に行うことはありません。区画整理の場合に、換地の照応

の原則は大前提です。ただ、法律の中に例外規定があります。私道は換地

をしなくていい、過小宅地の場合は審議会での意向で決定できる、何平方

メートル以下は換地を行わない等です。こういうものは審議会の意向で決

定できるといったものです。例外規定外でそこのゾーンにいて、ゾーンに

沿った利用をしない場合でも、そこのゾーンから出なさいと施行者側が言

うことはできません。あくまでもその方を理解させるということです。納

得がいかないとできないと思います。公平なやり方を行わないと地権者は

納得しないと思います。 
（天野委員）今のところは換地が示されていないので、そういう意見がでてくるのか、

わからないと思います。 
（赤星委員）8月の下旬から 9月の上旬にかけて、地権者の方から市に要望書が出ていま

したよね。市から依頼のあった、どういう商業地域を作るかのビジョンの

作成や、地権者を集めての意見の集約などを受けてのもので、他にも 3,4個
あったと思います。しかし、にぎわいゾーンの地権者が集まって、どのよ

うなゾーニングにするのか、話し合いをしたという話を聞いたことがあり

ません。商業のビジョンをコンサルタントが作っていたかと思いますがそ

ういうビジョンについては素晴らしいと思います。しかし、地権者が集ま

ってどうするのかという話しを聞いたことがありません。換地するに当っ

て、そこのグループの地権者が集まって、ある程度の意見の集約をして下

さいと言われていたはずなのに集約ができていないので、換地ができてこ

ないのです。 
（高山会長）それは、まちづくり協議会の方に市が返答することで審議会ではありませ

ん。事務局で赤星委員と天野委員のご意見もまとめて頂きたいと思います。

地権者の説得ができるような換地の作成をお願いします。 
（事務局 ）私どもは末永委員のおっしゃられたように、法律に基づく照応の原則を当
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然尊重します。しかし、地権者の将来の意向を含めて、宗像市としては、

基盤整備の機会に良い街づくりをしたいと考えています。商業の集積等に

ついても地権者の意向を尊重しながら行いたいと思います。照応の原則で

あっても地権者がそこにいらっしゃるのを無理やりにのけてというのはあ

りません。基本的な考えについて、ご提案し審議して頂いていると考えま

す。 
（高山会長）他にありませんか？なければ 換地設計方針(案)について採決するかどうか、

意見をお願いします。 
（栗田委員）換地設計方針(案)の 3 ページ 7 行目「ただし、Ei<100 の場合は、Ei=100

とする。」とありますが、具体的にどういう条件のときにこういうことが起

こるのですか？ 
（事務局 ）実際に起こることはないと思いますが、計算式では起こりうることがある

ということです。非常に条件の悪いところから良いところへ換地された場

合に起こりますが、今のところ、このレベルのものはありません。減歩緩

和式で計算したＥｉ（換地地積）が 100以下の場合は 100にするという事
で基準だけは決めさせて頂いています。 

（栗田委員）なぜこの分だけ算式まで載せているのですか？載せる必要ないのでは？ 
（事務局 ）小規模宅地の減歩緩和については、やはり、この条件については算式まで

載せておかないと分かりづらいということで載せています。条件によって

は 100 を下回る場合があるので、あえて表記しました。この地区では、多
分ないと思います。減歩率が 80％程度の高率にならないと、この条件には
なりません。 

（栗田委員）換地基準に書いてはどうですか？ 
（事務局 ）小規模宅地の減歩緩和に対しては、面積の算定まで、きちんとこの段階で

説明した上で、基準に関しては、算式を書かずに換地設計方針によると定

めたいと思っています。換地設計方針の中で小規模宅地の減歩緩和という

説明の中でこの式まで入れて定めたいと考えています。 
（栗田委員）小規模宅地の減歩緩和だけではなくて、他のところはないのですか？ 
（事務局 ）小規模宅地の減歩緩和の対象面積は 200 平方メートル未満までを対象にし

ていますので、200平方メートル以上の場合は、該当しません。2ページの
3.をご覧下さい。100平方メートル以上 200平方メートル未満の土地につい
ての計算がこの算式に当ります。 

（栗田委員）この事業では出てこないということですか？ 
（事務局 ）Eiというのは、Ai－γ・ｄ・Aiとなっています。算定減歩率が高い数字に

なると出てきます。 
（栗田委員）算定減歩率は変わるのですか？前回も質問していますが、平均減歩率など
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ありますが。 
（事務局 ）算定減歩率はまだ計算していません。ここの平均減歩率は 16.7％ですが、

一人ひとり現在の宅地の評価と将来の宅地の評価がどうなるのか、わかっ

ていません。16.7％前後だろうとは思います。地権者全員の算定減歩率が分
かっていれば、この算式は書かないのですが、現時点では分かっていない

状況なので、この算式を明記しておかないと、高い算定減歩率が出てくる

と、この答えが 100 を下回ることになりますので、この但し書きが必要に
なるため、あえて書いています。 

（栗田委員）減歩率は変わるということですね？ 
（事務局 ）減歩率が変わるというのではなく、16.7％というのは地区全体の平均です。

一人ひとり減歩率は違います。従前の宅地の評価と換地の評価の差が大き

いほど減歩率は大きくなり、小さくなると減歩率も小さくなります。全員

が 16.7％ということではありません。 
（栗田委員）算定減歩率は 16.7％と考えていいのですか？ 
（事務局 ）算定減歩率はお一人お一人の数字をこの算式に当てはめていくわけです。

現時点では、お一人お一人の減歩率が分かっていないので、この算式を明

記しているわけです。 
（栗田委員）私がこれまで 2 回ほど質問した時に、はっきりと 16.7％とお聞きしていま

した。初めから個人によって変わると聞いていれば、納得できました。 
（高山会長）他にありませんか？ないようですので、換地設計方針(案)について採決を行

います。この原案に対して賛成の方は、挙手お願いします。 
（全員  ）～賛成～ 
（高山会長）全員賛成ですので、本議題に関しては「異議なし」で答申致します。答申

文に対しては、会長一任でよろしいでしょうか？ 
（全員  ）～異議なし～ 
（高山会長）よろしくお願いします。 
（３）換地設計基準(案)について【諮問】 
（事務局 ）（３）換地設計基準(案)について諮問書をお渡しいたします。よろしくお願

いします。 
 （高山会長）他になければ、これをもちまして第 7 回審議会を閉会します。本日はあり

がとうございました。 
                               以上。 


