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第 8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 16日（金）14時 00分～15時 20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 8 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。師走の大変お忙しい中、全員出席頂

きありがとうございます。今回は 12月 9日に開催いたしました第 7回の審
議会で諮問させて頂き、未審議の事項、換地設計基準（案）についてご審

議頂きます。 
      審議に入ります前に、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 8 回審議会を開催します。はじめに本日の審議会
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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。 
      それでは、事務局から説明お願いします。 
（1）換地設計基準（案）について【審議】 
（事務局 ）それでは、（1）換地設計基準（案）の説明をさせて頂きます。まず、前回

の審議会においてご審議頂きました換地設計方針を策定致しまして、施行

しましたことをご報告致します。換地設計基準（案）につきましては、資

料「換地設計基準（案）の解説」に基づきまして説明させて頂きます。当

赤間駅北口土地区画整理事業における換地設計を行うための基準でありま

す換地設計基準（案）について土地区画整理審議会のご意見を頂きたく、

その概要を説明致します。1ページをお開き下さい。「第 1条目的」です。
黒い枠の中ですが、「宗像市が施行する宗像都市計画事業赤間駅北口土地区

画整理事業の換地設計について必要な事項を定めることにより、適正に換

地の設計を行うことを目的とする。」ということであります。【解説】の下

の方に「よって、本基準（案）は、法及び事業計画に基づき、公正、公平

な換地設計を行うための技術的判断基準となるものでなければならない。」

と記述されています。次に 2 ページを開いて下さい。「第 2 条定義」です。
「換地設計とは、区画整理法及び事業計画に定める公共施設と宅地の整備

計画に適合するよう、この基準に基づき換地の位置、地積、形状を定める

ことをいう。」となっています。次に 5 ページ、「第 4 条施行前の画地の地
積」です。換地設計を行うための基準となる施行前の画地の地積を基準地

積といいますが、これは当事業の事業計画決定の公告の日、つまり平成 16
年 12月 7日現在の登記簿に登記されている地積となります。次に 7ページ
をお開き下さい。「第 5条従前の宅地と換地の対応」です。基本的には、ひ
とつの土地にはひとつの換地という数の問題を定義しています。8ページの
図【換地の組み合わせ例】で説明します。まず、図の中の破線で示してい

るのが従前の宅地（現在の宅地）です。実線で示しているのが換地です。

左側から「１」と書いた破線の土地のように、従前の宅地 1 筆について 1
個の換地を定めることを基本として換地を進めます。しかし、所有者を同

じくする 2 以上の宅地のうち地積が小さいために 1 個の換地を定めること
が不適当と認められる宅地や、所有者及び所有権以外の権利者（借地権者）

を同じくする数筆の宅地が隣接し、それらの利用状況が 1 筆の宅地と同様
であると認める宅地のとき、つまり同じような土地利用をしている宅地の

場合は、他の宅地と合併して換地を定めることができるとしています。図

の「５」の破線の宅地のように従前の宅地の地積が著しく大きいため 1 筆
の宅地について 1 個の換地を定める事が困難、または不適当であると認め
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られた宅地については、数個の換地を定めることができるという規定です。

次に 9 ページをご覧下さい。「第 6 条換地設計の方式」です。換地設計は、
比例評価式換地設計法で行います。この方法は、計算方法が理論的であり、

権利者の理解が得やすい等から全国的に非常に多く用いられている方法で

す。また、土地の評価につきましては、本年 4月 22日の第 2回土地区画整
理審議会で評価委員の選任同意を頂いた 3 名の評価員に聴いて定めました
「赤間駅北口土地区画整理事業土地評価基準」より行うこととします。次

に 10 ページ、「第 7 条換地の位置」です。換地の位置は施行前の画地の相
隣関係及び土地利用を考慮して、原位置付近に定めることを原則とします。

但し、本地区においては、前回の審議会で審議、答申を頂きました「換地

設計方針」に基づき換地を定める場合はこの限りではないと致します。ま

た、この事業の施行により新たに整備される駅前広場等の影響、その他特

別な事情によって、換地を原位置付近に定めることができない場合は、周

囲の状況等を考慮して、別の位置に定めることとします。次に 12 ページ、
「第 8 条換地の地積」です。換地の地積を計算する算定式が記述されてい
ます。この算式については、15 ページの図で説明致します。左側の図が施
行前の宅地です。路線価の指数が 400個、基準地積が 500平方メートルを
例にします。整理後が右の図です。路線価が 500個、換地地積が 400平方
メートルになった場合です。計算式の中に比例率というのがあります。赤

間駅北口地区については、施行前と施行後は同等の価値で換地しますので、

1.0 ということになります。換地地積の計算ですが、先程の 12 ページの式
に当てはめたものです。500 平方メートル×400 個×1.0（分数の分子）の
部分が整理前の総指数です。500 平方メートルに路線価が 400 個、標準画
地ということで修正係数が発生していませんが、総指数が 20万個という画
地が、整理後に路線価が 500個なので、500で割りますと、面積が 400平
方メートルになったということです。減歩率ですが、減歩率は 15ページの
一番下の式で計算しますが、（１－500 分の 400）×100 となります。500
分の 400というのは、もと 500平方メートルの広さが 400平方メートルに
なったということです。それを 1 から引いて 100 倍すると減歩率が出てく
るという算式になります。続いて 16 ページ、「第 9 条換地の形状」です。
施行後の画地の形状は、土地利用効率の良い宅地となるように計画いたし

ます。また、長方形を標準とし、一辺以上が道路に接するようにし、側界

線は道路境界線等に直角になるように定めることを原則とします。ただし、

施行後において建物の位置が変わらない画地については、現状を考慮して

形状を定めることとします。次に 17ページをお開き下さい。「第 10条法第
95条の規定に基づく措置」です。まず、土地区画整理法第 95条の規定につ



4 

いての説明をします。第 95条第 1項については、鉄道、軌道、学校、墓地、
防火施設、病院、養護老人ホーム、電気工作物、国や地方公共団体が設置

する庁舎等、公共、公益施設の用に供している宅地については、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ことができ

るという法の規定です。また、第 95条 6項においては、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

を定めないことができるという規定です。当赤間駅北口地区におきまして

は、この区画整理法第 95 条 1 項の規定に該当する土地として、JR の鉄道
用地や土穴交番等があります。また、第 95条 6項の規定に該当する宅地と
しては、県道認定されている宅地があります。これに該当する宅地につい

て、特別の考慮を払って換地を定める場合は、土地区画整理法の規定によ

り、土地区画整理審議会の同意が必要となります。次に 18ページをご覧下
さい。「第 11 条小規模宅地に関する措置」です。換地設計方針と少し重な
るところがありますが、小規模宅地に関する項目として、捉えています。

施行前の宅地の地積が 100 平方メートル以下については、換地設計方針の
第 3 項の規定「小規模宅地の換地」及び第 6 項の規定「小規模宅地の減歩
緩和」と整合させて、施行後の画地の位置、形状、地積等について、その

利用状況等勘案して施行後の画地を定めることができるとします。また、

100 平方メートルを超え 200 平方メートル未満については、同じく換地設
計方針の第 6 項の規定「小規模宅地の減歩緩和」と整合させて、施行後の
画地の地積等についてその利用状況等を勘案して、施行後の換地を定める

ことができるとしています。次に 20ページをお開き下さい。「第 12条換地
設計（案）の発表」です。換地設計（案）を定めるにあたり、これを発表

して関係者の意見を聴くことにつきましては、土地区画整理法の規定では

ありません。土地区画整理法の規定では、工事がほぼ完了した時点、当地

区では平成 22年頃を予定していますが、その時点で換地計画を作成し、土
地区画整理審議会へ諮問後、2週間の縦覧を行い、縦覧期間内に利害関係者
の意見書を施行者に提出することができるという規定です。しかし、法の

規定のままにしますと、換地計画を縦覧する段階で意見書を提出し、仮換

地を変更するということは事実上不可能に近い状況になります。このため

換地設計（案）の決定の段階で、換地設計（案）を発表し、地権者から意

見書を提出する機会を設け、地権者の意向が反映されるようにするもので

す。換地設計（案）の手続きの順序については、第 12条の枠内の説明をし
ます。まず、換地設計（案）については、土地区画整理審議会の意見を聴

いて施行者が決定することとします。第 2 項、換地設計（案）の発表内容
は、換地の位置、形状、地積、減歩率とし、小規模宅地等で減歩緩和を行
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った宅地については、緩和地積も発表します。第 3 項、換地設計（案）の
発表方法は、地権者へ発表の日時及び場所を通知し、地権者個別に説明し

ます。第 4 項、換地設計（案）に対し、意見がある場合は、発表期間内に
意見書を提出できることとします。この発表期間は、おおむね 2 週間を想
定しています。次に 21ページ、「第 13条換地設計の決定」です。換地設計
（案）の発表期間内に提出された意見書は、土地区画整理審議会の意見を

聴いて施行者がその内容の採否を決定します。この意見書の内容を採択す

べきとした場合、換地設計（案）に必要な修正を加え、その修正にかかる

部分について、第 12条（20ページ）の換地設計（案）の発表の手続きを再
度行います。この場合、換地設計修正（案）に係る権利者の数が少ないと

きは、発表の期間は適宜定めます。また特段の理由がある場合、施行地区

内の一部の宅地について、先行して換地設計を決定することができるとい

うことにしたいと思います。次に 22ページをお開き下さい。「第 14条換地
設計の変更」です。換地設計の決定以後、次の第 15条に規定する軽微な変
更ではない変更が生じ、その変更の内容が多数の地権者に影響を及ぼすと

判断される場合は、第 12 条の換地設計（案）の発表及び第 13 条の換地設
計（案）の決定の手続きを再度行うこととします。次に、「第 15 条換地設
計の軽微な変更の取扱い」です。第 1項から第 6項まで記述していますが、
これに該当する場合は、第 14条に規定する変更手続きを省略することがで
きます。まず「一、従前の宅地の地番、地目又は地積の変更によるもので、

換地の実質を変更しないもの。」「二、従前の宅地の分割又は合併によるも

ので、換地の実質を変更しないもの。」「三、新たな借地権等の登記又は申

告によるもので、その借地権等の存する宅地又はその部分が、一筆の全部

又は地主自用地の全部であり、換地の実質を変更しないもの。」「四、借地

権の消滅によるもの。」「五、換地設計（案）の発表を行ったときに使用し

た調書及び添付図等の明らかな記載の誤りを訂正するもの。」「六、関係権

利者から提出された「換地変更願」による換地の変更で、当該願出どおり

のものであり、かつ、その変更の範囲が極めて小範囲であって他の換地に

影響を及ぼさないもの。」としています。基本的にはその宅地だけで終結し

てしまうような、他の方の計画の変更が必要ないような、軽微なものにつ

いては、第 12 条、第 13 条の手続きを行わなくてもよいということです。
次に、23ページの「第 16条権利者からの願出による変更の取扱い」です。
権利者からの願出とは、換地設計の決定の日の翌日から換地処分の公告の

日（平成 23年度末の予定）までの間における所有権移転や従前地分筆等に
よる換地設計の軽微な変更が主なものと考えています。願出どおりに換地

設計を変更すべきでない場合とは、換地の位置を別の場所に変更してほし
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い、減歩率を軽くしてほしいといった換地を定めた時の基準に適合しない

ものや、換地計画の縦覧後による願出で実質上換地の変更ができない場合

等が考えられます。少し難しい内容ですが、換地設計が決まった後、事業

が終了するまでに所有権が変わることがあると思います。その土地の実情

によって所有権や所有する場所が変わった場合は、願出が出せるという仕

組みです。しかし、先程言いましたように減歩率の変更等は願出にはあた

らないということです。換地計画の縦覧後の願出というのは、工事がある

程度終わりまして確定測量を行い、それに基づいて最新の換地計画を作り

ますが、その後、縦覧を行って直ちに県に認可申請を提出します。認可申

請を提出した後は、変更はできませんということです。次に、25 ページ、
「第 17条その他必要な事項」です。この基準に定める事項のほか、換地設
計に関し必要な事項は、施行者が土地区画整理審議会の意見を聴いて別に

定めます。最後に附則ですが、本基準（案）の施行期日は、土地区画整理

審議会の答申を得た後、施行者が定めるものとします。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、只今の説明にご質問、ご意見はありま

せんか？ 
（事務局 ）補足します。前回の審議会で占部委員からご質問を頂きました、「第 5条従

前の宅地と換地の対応」ですが、「小規模宅地（200 平方メートル以下の宅
地）は集約できないのですか？」という質問でした。先程述べましたように、

第 5 条については、解説では小さな宅地として概ね 200 平方メートルより
小さいものとしていますが、概ね 200 平方メートル以下の宅地を単独で換
地したときに、小規模宅地の換地が好ましくない場合は、いくつかの宅地を

集めて換地することも可能だということです。前回、答申頂きました換地設

計方針の中では、土地の集約という規定がありますが、土地の規模について

記述はありません。換地設計方針の土地の集約のところでは、当然、他の地

権者に影響がないかを踏まえてご希望に配慮していきます。 
（高山会長）20ページ、「第 12条換地設計（案）の発表」ですが、24ページの【換地設

計の手順】と合わせて説明願いたいのですが。 
（事務局 ）それでは、24ページの図をご覧頂き、20ページの文章の説明をします。ま

ず、第 12条第 1項で「換地設計（案）は土地区画整理審議会の意見を聴い
て、施行者が定める」とあります。これは、上から 2つ目の図にあたります。
この図には、審議会が入っていませんが、換地設計（案）を施行者が作成し、

審議会に諮って、3番目の図の換地設計決定手続きの中の換地設計（案）の
発表となります。第 2項の規定は、発表に供すべき換地設計（案）の内容で
す。図には描いていませんが、3つ目の図の中の換地設計（案）の発表の中
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で、これらの項目を発表するものです。続いて、第 3項目の発表の日時、場
所ですが、発表にあたり、事前に施行者が宅地所有者及び使用収益権者に発

表の日時、場所等通知致します。第 4項の意見書の提出ですが、3つ目の図
の換地設計（案）の発表の下に意見書の処理というのがあります。意見書を

提出して頂き、意見書に対する考え方をまとめまして、審議会に諮ります。

意見書に基づいて、換地設計（案）に修正が必要と認めた場合、（案）の修

正の手続きを行います。修正が生じた場合は、換地設計（案）の発表の手続

きを再度行います。意見書の処理が完了すれば、施行者は換地設計を決定し、

仮換地指定という手続きになります。仮換地指定後、実際に補償、工事に入

っていきます。ちなみに 24ページの図の換地設計の決定から矢印が出てい
ます。事業を進める途中で、いろいろな状況の中で、換地設計を変更する事

態が生じた場合、例えば、事業計画の変更が生じたり、地権者の所有が変更

されたり、土地の分筆を行ったりした場合は、変更という手続きの中で対応

していくものです。 
（高山会長）以上の説明にご質問、ご意見はありませんか？ 
（赤星委員）換地設計（案）の発表は 3月頃という話がありますが、いつごろを想定され

ていますか？ 
（事務局 ）前々回の審議会で今後の事業スケジュールについてお話しましたが、換地設

計の発表は 1月から 2月頃という事で説明致しました。 
（花田委員）仮換地の説明のときは、本人のみの立会いということですか？ 
（事務局 ）基本的には所有者、関係の地権者の方に説明するわけですが、所有者が奥様

等に委任をされた場合は、そういう書類の元で、ご本人から委任された方に

ご説明できるだろうと思いますが、現在は未定です。そういう時期になれば

きちんと手続きの方法を定めたいと思います。 
（花田委員）発表する側のメンバーは、市役所の担当の方だけですか？街づくり協議会の

方の出席はありますか？ 
（事務局 ）換地設計（案）は施行者として市役所の職員が地権者お一人おひとりにご説

明します。 
（天野委員）7ページの「第 5条従前の宅地と換地の対応」で、8ページに図があります

が、②合併換地の場合は、所有者が複数である場合があると思います。従前

の宅地が隣接していない宅地を合併して隣接した換地にする場合、合併の土

地をどう並べるかは希望によるのですか？図では、２．３．４と並んでいま

すが、２．４．３と並べるのも可能ですか？ 
（事務局 ）まず、第 5条 2項の文章をご覧下さい。「所有者を同じくする 2以上の宅地

のうち」と記述されています。ご質問は、「所有者を同じくしない場合」と

いうことですが、それはありません。所有者が同じで小さい宅地が 3つある
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場合に一つひとつの換地ではなく、まとめて換地をしましょうというもので

す。前回ご審議頂き、答申を頂きました換地設計方針の中の土地の集約とい

う項目の中で、親、子どもという範囲で土地利用が一体の場合は、考慮する

とありますが、この換地設計基準では、全国的に同じ雛形で作っているので

「所有者を同じくする」となっています。 
（末永委員）第 12条第 1項で「土地区画整理審議会の意見を聴いて施行者が決定する」

とあります。一旦、施行者が決定したものは換地設計（案）ですよね。決定

するかどうかというのは、決定した換地設計（案）を変更するかしないかと

いうことを審議するのですか？ 
（事務局 ）施行者が計画した換地設計（案）については、地権者にご説明する前の（案）

について審議員に意見をお聴きします。その（案）について地権者からの意

見書が出た場合に、施行者として意見を採択しないと判断した場合は、その

理由を付して審議会に提出してお諮りします。同様に地権者の意見を採択す

べきと判断した場合も、その理由を付してお諮りします。審議会でも変更す

べきということであれば、それを踏まえて施行者として決定します。変更す

ると決定した場合は、換地設計（案）を変更して再度、関係地権者に発表し

て意見を求めます。これを繰り返して、全地権者の了解を得て換地設計とし

て決定します。 
（末永委員）審議会の意見を聴いて、この（案）で地権者の意見を聴きたいという諮問で

すか？ 
（事務局 ）今までの過去の地区では、換地設計の発表の手続きというのは明文化されて

いないところが多いです。全国的にもこの手続きは新しい取り組みだと理解

していますが、第 12条で地権者に発表する前に、施行者が作ったものに対
して審議会で客観的に見ていただいて、発表するに値するものかどうかまず、

意見を頂いて発表するものです。末永委員の言われるとおり、発表するもの

に対してご意見を頂きます。 
（天野委員）換地設計後、縦覧が 2週間ありますが、2週間というのはあらかじめ地権者

に通知しますか？ 
（事務局 ）全地権者に、いつからいつまでの間に意見書の提出ができますと公表します。

期間については、国も 2週間と想定していますが、地権者が多い場合は、地
権者のご都合等もありますし、個別にご説明するのに、どの位の日数がかか

るのか分かりません。仮に最後の方の説明が 2週間たっていたとすれば、そ
の方は、その日のうちに意見書を提出する形になってしまいます。概ね 2
週間としていますが、55 名の地権者に個別に何日間でご説明できるか考慮
しまして、意見書が提出できる期間をプラスして事前に期間をお知らせ致し

ます。 
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（天野委員）極端な例として、地権者が１ヶ月海外旅行に出かけていた場合等に、意見書

が出せないということのないように、早めに知らせて頂きたいと思います。 
（花田委員）減歩の件ですが、計算式がありますが、これに準じて発表のときに説明され、

「あなたの土地の減歩は何パーセントですよ。」と発表されるのですか？ 
（事務局 ）発表する内容は、第 12条第 2項で換地の位置、形状、地積、減歩率等を数

字と図でご説明して、それだけでは、理解が難しいので、個別にご説明する

中でご質問もあると思います。ご質問を受けながら説明の中で、なぜそうな

ったのかの説明も致します。 
（花田委員）計算式等は審議員になって知ったことも多いので、ぜひ地権者に分かりやす

い説明をお願いします。 
（赤星委員）10ページの「第 7条換地の位置」ですが、「土地区画整理審議会の意見を聴

いて別に定める換地設計方針に基づき換地を定める場合」とありますが、「換

地設計方針」とは前回の審議会で承認されたものですね？ 
（事務局 ）そのとおりです。 
（赤星委員）「土地区画整理審議会の意見を聴いて」というのは、どういう意見を聴くの

ですか？ 
（事務局 ）換地設計方針は、審議会の意見を聴いて定めるということで、前回の答申を

頂く前にいろいろなご質問、ご意見を頂きました。原案どおりにということ

で理解しています。 
（赤星委員）ここに書く必要があるのですか？ 
（事務局 ）地権者の方にも、換地設計方針はどのようにして決めたのかというプロセス

を示した方が良いだろうということで、記述しています。 
（末永委員）第 14 条、16 条で換地設計の変更、願出による変更の取扱いがありますが、

２人の方から交換変更の願出がでて、換地上は他の地権者に影響がない場合

は、受理されますか？ 
（事務局 ）即答しかねますが、他の地権者に影響なく、2人のご事情の中で、そうする

ことが土地の活用、地域のためになるということであれば、基本的にはでき

るのではと思います。 
（末永委員）その場合、地積だけではなく、清算金が発生するようであれば、否定される

ということですね。 
（事務局 ）2人の土地の評価が既にフィックスされていると思います。例えば、Aさん

が 1000、Bさんが 500、トータル 1500の中で、土地の割合も同じで、土地
の場所だけの変更であれば、申し出があれば、他の換地の変更が生じなけれ

ば、可能であると考えています。 
（高山会長）他にありませんか？ないようですので、採決に移ります。換地設計基準（案）

の原案に賛成の方は、挙手お願いします。 
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（全  員）～賛成～ 
（高山会長）ありがとうございました。全員賛成ですので、本議題に関しては、「異論な

し」として答申することとします。答申文については、会長一任ということ

でよろしいでしょうか？ 
（全  員）～意義なし～ 
（高山会長）ありがとうございました。他にありませんか？ 
（占部委員）現在、Aブロックに住んでいて商売を行っていますが、私も含めていつまで

商売ができるのか、という話をよく聞かれます。A ブロック及び B ブロッ
クの一部は、計画どおりにいけば、早いだろうという感じで住んでいる方も、

商売をされている方もご心配のようです。いつ頃までできるのか、難しいこ

とかも知れませんが、大事なことだと思います。 
（事務局 ）皆さんが一番ご心配されているところだと思います。現在、3月に仮換地指

定を予定しています。順調にいけば 3月には、補償交渉開始となります。補
償交渉の中で、皆さんの営業状況等をお聞きして、移転の時期を決めますが、

時期的には、平成 18 年度（4 月以降）になると思います。場所にもよりま
すので、Aブロックの方には出来るだけ早く交渉を行い、移転して頂くこと
になります。ただ、駐車場ということになりますと、できるだけ長く営業し

ていただくとか出てくると思いますので、答えとして曖昧ですが、補償交渉

の中で、個別にお話させて頂くことになります。 
（事務局 ）考え方としては、仮換地指定の中で、A ブロック及び B ブロックの一部の

方は、いろいろなプランニングもあり、すぐに移転できる方、時間のかかる

方と個人差があると思います。仮換地指定をすれば、速やかに個別に建物の

補償のお話をして、ご本人が動けるのがいつなのかということになると思い

ます。 
（占部委員）テナントで入っている方は、仮換地指定は大家さんの問題で関係ないと思い

ます。移転の時期も分からず、いつまで続けられるのか不安だと思います。 
（事務局 ）テナントの方については、基本的には大家さんがお話しすることです。大家

さん自体がまだ、仮換地の時期がわかってないからだと思います。今年の説

明会でも、Aブロック及び Bブロックの一部の方は、3月には仮換地指定を
行いますと、申し上げています。個別にいつというのは難しいです。 

（占部委員）最長で平成 18年度いっぱい営業するということはできますか？ 
（事務局 ）平成 18年度中、移転しないというのは困ります。そうなると工事が一切で

きないことになります。3月に仮換地指定を行い 9月には工事を始めたいと
考えています。 

（占部委員）来年度いっぱい現在のところにいることはできないということですね。 
（事務局 ）そうです。 
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（事務局 ）先行買収を行っていますが、契約済み、契約見込みを含めまして、100パー
セントになりましたので、ご報告致します。ありがとうございました。それ

から、もう一点、農協倉庫の跡地をストックヤードとして使用していますが、

これについても今年度（18 年 3 月）まで使用可能です。その後は、4 月に
入って取り壊しに入ると思います。ご承知おき下さい。 

（天野委員）ゾーニング等、地権者の希望をできるだけ取り入れ換地するということです

が、換地後ゾーニングに沿っていない場合が出てくるかもしれません。それ

を防ぐために約束事（裏づけ）が必要かどうかということ、もう 1つは、当
初、この土地区画整理事業で 3棟の大きなビル以外は、取り壊すということ
でしたが、最近、他のビルも残すという話を聞きました。どうですか？ 

（事務局 ）まず、1点目ですが、天野委員のご心配は十分配慮すべきだと思います。他
の地権者からもいろいろなご意見が出ると思います。希望していたのに実際

には違っていた、飛び換地等で配慮をしているにも関わらず、約束違反が出

た場合にどのようにするのか、換地設計をするうえで、十分お話を聞き、確

実度等も吟味しながら慎重に対応したいと思います。2点目について、基本
的にスタンスは変わっていません。3棟の大きな建物は壊さないという方向
で計画を立てました。3棟以外の建物が、道路、公園、駅前広場等の公共施
設の整備に支障があるか、土地の造成上支障があるか、換地計画上はどうか、

という3つの条件に支障があるか現在はっきりしていません。大きな3棟は、
初めから 3つの条件にかからないように計画しましたが、それ以外の建物で
も計画後、移転の必要がないものも出てくると思います。3棟の建物以外は
取り壊すと申し上げたことはありません。3棟は壊さないでいいように計画
しますが、3棟以外の建物も初めから壊すことを前提にはしていません。市
としてもなるべく壊さない方がいいことだと思います。以上です。 

（高山会長）他になければ、これをもちまして第 8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。 


