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第 9回 赤間駅北口土地区画整理審議会 
 

【議事録】 
 
日時、場所 
○ 時間：平成 18年 1月 25日（水）14時 00分～15時 40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，内田（忠） 

 
 

１．開会あいさつ 
（事務局 ）こんにちは。只今から第 9 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。平成 18年の新年が明けまして最初の審
議会となりました。今年は仮換地指定にむけ、審議員の皆様には昨年にも

増してご苦労をおかけすることと思いますので、よろしくお願いします。

今回は、諮問事項はありませんが、事業計画の変更を予定していますので、

それらの説明をさせて頂きます。 
      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。 
（高山会長）あらためて、明けましておめでとうございます。今年もご指導のほど、よ

ろしくお願いします。それでは、只今から第 9 回審議会を開催します。は
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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。 
      それでは、事務局から説明お願いします。 
 
２．事業計画の変更について 
（事務局 ）今回の説明事項は次のとおりです。【1】事業計画の変更について【2】駅前

広場の設計について【3】住居表示について【4】減歩緩和申出の結果につ
いて、プロジェクタを使用して一括して説明させていただいた後、ご審議

願います。 
それでは、【1】事業計画の変更について説明します。事業計画の変更内容
は 3点あります。1点目は、平均減歩率の変更です。2点目は資金計画（財
源内訳）の変更です。3点目は区画道路（線形）の一部変更です。では、ま
ず（1）平均減歩率の変更について説明します。これは、減価補償金による
先行買収が完了したことに伴いまして、平均減歩率が変更になりましたの

で、その変更を行うものです。先行買収面積と平均減歩率の当初と変更後

を比較して表にしました。先行買収面積は、当初 3,260 平方メートルでし
たが、3,890平方メートルと 630平方メートルほど、増えています。平均減
歩率は当初 16.7％でしたが、14.7％ということで、約 2.0％減りました。次
に（2）資金計画（財源内訳）の変更について説明します。地価の下落に伴
いまして、用地買収相当額の補助金が減少したことにより、変更を行うも

のです。本事業の事業費は 54億円で計画していますが、そのうち国からの
補助金は 17億円で計画しています。このうち駅前広場整備にかかる用地買
収費相当額の補助金が地価の下落により減少したものです。補助金の変更

額を表であらわしています。当初 16億 7千万円で計画したものが、16億 2
千万円となり、約 5 千万円の補助金の減額になっています。なお、市民の
皆さんには、分かりやすいように金額の表示を 1 億円単位で行っていまし
たので、同様の表示にすると上段の数字となり当初計画は 17億円、変更計
画は 16億円、増・減はマイナス 1億円といった表示になります。最後に（3） 
区画道路（線形）の一部変更です。地区の境界が確定したことによる区画

道路の線形を一部変更するものです。変更のための具体的な手続きですが、

これらの事業計画の変更のためには、土地区画整理法の規定により、縦覧

が必要となっています。その日程につきましては、3月 16日から 2週間を
予定しています。 
次に【2】駅前広場の設計（案）について説明します。駅前広場を設置する
目的は、年間 800 万人が利用する未整備の赤間駅北口を本市の中心市街地
にふさわしい交通結節機能を有した駅前広場にするものです。これまでの
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経過とこれからのスケジュールですが、平成 16年 6月に駅前広場の都市計
画を決定しました。平成 17 年 12 月に庁舎内部でコンサルタント等を交え
て検討しました。同じく昨年 12月に県警本部と最終協議に入りまして、今
年の 1 月、再度県警本部と最終協議をしまして、市としての計画案がまと
まったところです。今後は、これを受けまして平成 18年 3月に約 2週間、
計画案を市の広報紙等で広く市民にお知らせして、ご意見を伺う予定にし

ています。工事は平成 18年 9月に着手しまして、平成 20年 3月に工事を
完了するように考えています。予定どおりにいきますと､平成 20 年 4 月に
は供用を開始する予定です。それでは、具体的にこれまで検討してきまし

た案が 5 案ありますので、ご紹介します。まず A 案です。この案は、駅前
広場の中での歩行者が車道を横断しない配置としています。配置優先順位

は、駅舎に近い順から、タクシー、バス、一般車乗降場、一般車プールと

して、身障者用乗降場は、エレベーターに近いところ（図の左下）に設置

しています。この案の長所は、歩行者と車との分離ができ安全性が高いと

いうこと、駅前広場内の車の動線が非常に良いということが挙げられます。

短所としまして、一般者駐車場が駅舎から若干遠いこと、駅前広場内の車

の回転ができないため、再度駅前広場に入るためには、一旦国道旧３号へ

出る必要があるという欠点があります。次に B 案です。配置計画について
は、A案と同様ですが、A案と異なった点は、駅前広場内で、車が回転でき
るように中央の島に開口部を設けたことです。この案の長所は、駅前広場

内で一般車の周回が可能であること、駅前広場内での車の動線が良いこと

です。短所としましては、一般車駐車場が駅舎から若干遠いこと、駅前広

場内で周回ができるため不要な車の滞留が生じる可能性があるということ

です。次に C案です。乗降施設の配置については、A、B案と同じですが、
タクシープールと一般車駐車場を中央の島の中に入れているのが特色です。

この案の長所は、一般車の駐車場が A 案より多少駅舎に近いこと、駅前広
場内で周回できることです。短所としましては、一般車の駐車場を中央の

島に設けますために車道横断が発生することで、安全性に若干劣る部分が

あります。次に D 案です。C 案に西側の区画道路から駅前広場内に出入り
ができるようにしたものです。長所は、C 案と同じで一般車の駐車場が A
案より多少駅舎に近いこと、駅前広場内で周回できることです。短所とし

ては、区画道路からの不要な車両の進入で混雑する可能性があること、歩

道が分離され車道横断が生じるため危険性があるということです。次に E
案です。3 台分のバスバースを島の中央に配置するという特徴があります。
長所は、バス停が分離されているために行き先が非常に分かりやすいこと

です。短所としては、車道横断が必要となるため安全性の確保が劣ること、
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バスの回転スペースが大きくなり、一般車の乗降バースを確保できないこ

とです。以上、5案の中から庁内で検討しまして、B案を警察協議にのせま
した。その結果、県警本部より次の指導を受けています。1点目、バスとタ
クシーの乗車位置を入れ替え、バスを駅舎前に配置すること、2点目、駅前
広場内で周回できないようにし、歩車道境界ブロックで処理すること、3点
目、路外はタクシーの乗車のみとし、その他の箇所は人の乗り降りを除き

駐停車禁止とすることです。4点目は、一般車駐車場の位置について、中央
の島に置くことは安全面から適切ではないということです。また、出口を

西側に作ることで U 型の交差点にすることは、現在の JR 赤間駅前の交差
点と接近して、右折レーンの確保が少なくなり、国道旧 3 号の渋滞が予想
されることから不適切であるという指導を受けています。これは駅前広場

内を大きな交差点を２つの道路で囲むような形は不適切だということです。

県警との協議を取り入れて作成されたものが「平面設計（案）」です。この

案を検討する際にも再度、県警に申し入れて「周回ができないでしょう

か？」と協議しましたが、非常に安全性に問題があるということで適切で

ないという指導を受けています。駅前広場内の案としましては以上ですが、

具体的な整備概要は、皆さんにもお知らせしてきたところですが、面積は

5,000平方メートルです。バスバースが 3台分、東側に 2台と駅の正面に 1
台です。タクシーバースが西側に 2台分です。島の中にタクシープールが 8
台分、ここでタクシーはお客さんの待つのではなく、お客さんが来たらこ

こからタクシーバースへ移動するという形です。一般車の駐車場は、身障

者用 1台分、一番左を含めまして 17台分を整備します。他に身障者用の乗
降場を駅前広場内の南側の端、エレベーターに近いところに 1 台分、乗降
用として設置するよう計画しています。以上が駅前広場の市としての最終

計画案です。これを受けまして、3 月に市民の皆さんに「設計（案）」のご
意見を伺うように予定しています。 
次に【3】住居表示について説明します。平成 18年 2月 27日に赤間西地区
の住居表示が実施されますが、これに伴いまして土地区画整理事業の内容

が一部変更になります。1点目が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の一部変更です。もう一つは、宗像都市計画事

業赤間駅北口土地区画整理事業事業計画書の一部変更です。まず、1点目の
施行規定を定める条例の一部変更につきましては、条例の第 5 条にありま
す事務所の所在地が「宗像市土穴 201番地 2」から「宗像市赤間駅前一丁目
3 番 1 号」に変わるものです。2 点目の事業計画書の変更につきましては、
事業計画書に記載されています施行地区の地域が「宗像市土穴の一部」か

ら「宗像市赤間駅前一丁目の一部と同二丁目の一部」に変更になるもので
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す。 
最後に【4】減歩緩和申出の結果について説明します。小規模宅地の減歩緩
和につきましては、すでに換地設計方針の中で説明させていただいていま

すが、対象は基準地積が 200 平方メートル未満の宅地の方で、減歩緩和す
る、しないについては対象地権者の申出によるものと定めています。減歩

緩和申出の調査結果は、対象地権者 18名に対しまして、申出をされた方は
14名で、申出をしない方は 4名でした。この結果、減歩緩和の合計面積は
平均減歩率 14.7％で計算しますと、120.59平方メートルになります。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を受けます。

はじめに【1】事業計画の変更についてありませんか？ 
（赤星委員）（2）資金計画（財源内訳）の変更ですが、5千万円ほど減額されたというこ

とでしたが、事業費が減ったということですか？ 
（事務局 ）変更内容は、補助金です。お手元の資料のとおり 16億 7千万円を予定して

いました。第 1回審議会でお配りした事業計画書に記載されています。当初
は 16億 7千万円の補助金をいただけることになっていました。この国から
の補助金が約 5 千万円減るということです。54 億円のうちの財源の一つで
ある、補助金を変更するということです。54 億円そのものは変わりません
ので、その分は特例債と市費で補うということです。少し分かりやすく説明

しますと、この事業の補助金を頂く内訳として、駅前広場を整備するための

費用として国から補助金が出ます。その内容は、駅前広場 5千平方メートル
の土地を購入するためのお金、建物を移転する場合は、その建物の移転の補

償金、舗装する費用、調査費等があります。その中でも特に土地購入に相当

する費用が減額になっています。この事業を定めた平成 16年 6月に単価を
想定して補助金を算定していましたが、地価が毎年下がっています。国とし

ては、計画当初よりも単価が下がっていれば、下がった部分は補助金を出さ

ないというルールですので、平成 17年度での換算で約 5千万円の減額にな
ったものです。 

（赤星委員）（3）区画道路（線形）の一部変更ですが、「土地区画整理整理法の規定によ
り、縦覧が必要」ということで、3月 16日から 2週間の日程になっていま
すが、わかっているのであれば早めたらどうですか？ 

（事務局 ）この手続きは、区画整理法に基づいて行いますが、特に縦覧手続きが必要な

のは減歩率の変更によるものです。赤星委員のおっしゃるとおり、早く進め

たいのですが、計画変更することは市の広報に載せてお知らせする必要があ

ります。広報は発行する日が決まっているため、原稿の締切りの関係で一番

早い広報に載せるとしても 3月 15日になります。そのために一番早く進め
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たとしても 3月 15日からになるということです。 
（赤星委員）いずれにしても全体的に事業が遅れ遅れになっていると感じます。2月の広

報になんとか間に合わせることができないものかと思います。いかがでしょ

うか？ 
（事務局 ）2月の広報の締切りには間に合わないと連絡を受けています。私どもも赤星

委員と同感ですが、一番早くても 3月ということになります。 
（赤星委員）仮換地の発表との関連はあるのですか？ 
（事務局 ）仮換地の発表、仮換地の指定といろいろあります。一番望ましいスタイルも

ありますが、まず法的にいえるのは仮換地の指定があります。その手続きは、

事業計画と整合していなくてはいけないという法の規定があります。事業計

画という手続きを終わらないと仮換地の指定の手続きができません。事業計

画の変更については、縦覧の手続きが必要です。縦覧とは広くお見せして意

見があれば意見を賜り、その意見は県の組織（都市計画審議会）に諮る手続

きになっています。できることなら事業計画変更の手続きと平行して換地の

設計、諮問、発表についても事業計画を変更できるという前提で話を進めな

いと時間がかかるばかりだと考えていますので、なるべく早く決めることが

できるように対応していきたいと思います。 
（赤星委員）一日も早くできるよう努力していただきたいと思います。 
（天野委員）先程の補助金 5千万円減額ということですが、前々回の審議会で土地と金額

を 100％合わせるために時間がかかったという説明がありました。きちんと
金額、面積ともに目標に 100％達成できましたということでした。その説明
とこの変更は関連がありますか？ 

（事務局 ）関連ありません。今回の 5千万円というのは、先行買収に伴うものではあり
ません。先行買収の面積をあわせるということではなく、駅前広場の土地購

入に相当する金額に補助率（50％）を掛けた額を補助金として、国からいた
だけることになっています。その計算で、当初の計画よりも地価が下がった

ので補助金も 17億円から 5千万円の減額が生じたということです。 
（占部委員）補助金が減額されても、結果的に同じものができるということですね。 
（事務局 ）はい、そのとおりです。 
（高山会長）他にありませんか？なければ、【2】駅前広場の設計についてご質問、ご意見

ありませんか？ 
（赤星委員）もう一度、最終決定（案）の図についての説明をお願いします。 
（事務局 ）図の上の部分が旧国道 3号、下が赤間駅になります。入り口は 1つの交差点

です。入りまして、はじめにバスバース（3台分）が駅の正面も含めて、あ
ります。ぐるりと回ると、左側にタクシーの乗降場（2 台分）、これから先
は右折・左折車線になります。島の中は、右側にパトカーや救急車が一時的
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に停止できる緊急車両用（2台）駐車スペースとタクシープールが 8台分あ
ります。タクシーの乗降場をここで待って入っていくことになります。一般

車の駐車場は 17台です。うち身障者用が 1台分です。駅前広場自体の周囲
は歩道ということで、広い歩道を確保しています。エレベーターが身障者乗

降場のすぐ前にあります。南口は島の中に一般車の駐車場があり、そこに渡

るために横断歩道があります。この案では一般車駐車場が駅から少し遠いで

すが、道路を横断せずにすむというメリットがあります。ぐるりと周回でき

るように計画したかったのですが、警察の方からの指導で車が交錯し危険度

が増すということで島への回り込みはなくしています。以上です。 
（赤星委員）バスの乗り場はどこになりますか？ 
（事務局 ）ターミナルという形ではなく、バス停という形でバスが着いたところで客を

降ろし、乗せるということになります。 
（赤星委員）南口とは違うわけですね？ 
（事務局 ）はい、違います。基本的に上下線で路線バスが 250 台ほどありまして、す

べて入る予定にしています。同時刻で最大 3台停車する場合がありますが早
い順に発車する形になります。 

（高山会長）南口の一般車駐車場は何台駐車することができ、利用状況はいかがですか？ 
（事務局 ）南口は 32台分あります。1日の利用台数は 100台です。1つのスペースで

3 回転している状況です。30 分無料ですので、基本的には駅に迎えに来た
人が 30分以内駐車しているのが駅前広場内の駐車場の基本ですので、その
内の 3分の 2ほどは、30分以内で無料で駐車場を出ているという現状です。 

（占部委員）北口は有料ですか？ 
（事務局 ）最終的にはまだ決まっていませんが、駅前広場内の駐車場は同じように 30

分無料と考えています。 
（高山会長）もう少し台数が取れないかと思いますが。 
（事務局 ）計画では、当初 21台分を考えていましたが、入口に料金ゲートが必要なの

で、その設置スペース分が 4台分減っています。駐車場の台数を増やすとな
ったら、内側に道路部分を若干 Rをつけてとなりますが、バスが 1車から 2
車に振り分ける形になりますので、Rがきつくなったら、バスの走行がしに
くい状況になると思います。そのために道路の線形はこの計画になると思い

ます。 
（高山会長）公園の部分を少し減らしてはどうですか？ 
（事務局 ）警察との協議の中で、道路からまっすぐ入るような線形は望ましくないよう

です。危険だということです。当初は、歩道がはみ出していなかったのです

が、警察との協議で車が減速して入るような形が良いということで、若干歩

道が前に出てきたような形になっています。入口と出口に右折・左折帯があ
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りますが、1車線が 3.5メートル程とっています。 
（花田委員）バス停からタクシーの乗降場の前の道路の幅員は？ 
（事務局 ）車道自体は 4.5メートル、バス停部分も 4.5メートルですので約 9メートル

はあります。従って、バスが止まっていてもバスが通るだけの R は確保し
ています。 

（末永委員）バス停とタクシー駐車帯のシェルターは造りますか？ 
（事務局 ）階段から降りてきまして、大きなシェルターを造ります。バスに行くシェル

ター、タクシー乗り場に行くシェルター、エレベーターから濡れないように

身障者用に行けるようなシェルターを考えています。 
（天野委員）バス停が 3箇所ということで、同時刻に 3台停車することもあるという話で

したが、バスの利用者は乗る場所が決まっていないと、どこで待っていれば

いいのか、どのバスに乗ればいいのか探さないといけません。 
（事務局 ）基本的には、前の車両からどんどん発車する予定です。 
（天野委員）例えば、前のバスが鐘崎行き、後ろのバスが赤間営業所行きだったとします。

赤間営業所行きに乗りたい人は、どこでバスを待っていればいいのですか？

タクシーを右側にもってきて、バス停を左にもってきて、駅の近いところで

降ろして左側で乗せる方がいいのではないでしょうか？ 
（事務局 ）バス停を 3箇所にするのか、降車場と乗車場を設けるのか、西鉄との最終協

議を行っていませんので、その際に決定します。 
（花田委員）時間帯によっては、バスも遅れたりするので分かりやすい方がいいと思いま

す。乗客の数によっては、早く来たバスが先に発車するとは限りません。 
（天野委員）一般車の駐停車禁止、ただし乗降は除くということですが、朝などは送って

きた車でいっぱいになり、バス停が確保できなくなるのではと思いますが。 
（事務局 ）警察との協議のときも話題になりましたが、降車の場合は、時間があまりか

かりません。客を降ろしたら、発車するというのが基本です。降車口を設け

る方がいいのかどうかは警察との協議の中でも、たとえ手前に降車口を設け

ていても現実的には駅に近いところまでいって降ろしています。特別に降車

口を設ける必要なないのではないかということになりました。駅前広場内で

はすべて駐停車禁止、ただし乗降は除くということで、駅前広場内ではどこ

でも乗降できるというのが、スムーズに流れるのではということで、一般車

の乗車口、降車口といった指定はしないことにしました。 
（赤星委員）自宅から送ってきた車はいいですが、迎えに来た車が問題です。迎えに来た

車が停車してスムーズな流れの邪魔になっています。南口でも問題部分だと

思います。 
（事務局 ）確かに電車が遅れた場合など、南口でも停車している車を多く見られます。

そのような場合は、30 分無料の駐車場を積極的に利用していただくという
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PRを行う必要があると思います。実際に、一時的に駐車場を利用されてい
る方もいらっしゃいますので、それが定着していくと一旦は道路上で待たれ

ても 30分無料の駐車場に止めていただくようになると思います。そのため
の 30分無料ですので、活用していただきたいと思います。 

（高山会長）30分無料ということをもっと PRしていただきたいと思います。 
（事務局 ）南口は面積が 8,300平方メートルありますが、北口は 5,000平方メートルで

すので、規模がかなり違います。 
（花田委員）5つの案がありますが、市は最終的には、どれを進めていくのですか？ 
（事務局 ）A案です。 
（高山会長）道が混雑するようであれば、B案でもいいのではないですか？ 
（事務局 ）ポールだといざという時、はずせますのでポールなどで暫定的に造っておく

という案もだしたのですが、必ずそこは、止めなさいという強い警察の指導

がありました。現在、県内で新たに作られている駅前広場では、中で周回で

きるところはありません。近辺では、遠賀駅前、千早駅前なども周回できま

せん。陣原駅はこのタイプによく似ています。 
（事務局 ）横長の土地であれば造りやすいのですが、縦長ですので難しいです。 
（赤星委員）現状では、バスはどのくらい乗り入れますか？ 
（事務局 ）1日に上下線で約 250台です。 
（花田委員）全部駅前広場内に入ってくるわけですよね？ 
（事務局 ）はい。国道旧 3号を走っているバスはすべて入る予定です。 
（花田委員）タクシーの会社は、どの会社の乗り入れがありますか？ 
（事務局 ）現在北口は新星タクシーが置いていますが、正式にはその場所は JRの土地

です。新星タクシーが JRに借りているので 1社のみですが、今回は市が整
備しますので、どの業者でも特定なしで入ることができます。 

（高山会長）他にありませんか？なければ、次の【3】住居表示についてご質問、ご意見
ありませんか？ 

（赤星委員）赤間駅前一丁目と二丁目はどこになりますか？ 
（事務局 ）東端は黒町踏み切りのローソンまで、西端はくりえいと入口の信号まで、

東側が 1丁目、市役所に近い方が 2丁目です。 
（赤星委員）住民票等は変わるのですか？ 
（事務局 ）回覧板等でご自宅の方に案内があると思いますが、住居表示の変更に伴い、

登記簿、住民票等は自動的に変更になります。詳しくはわかりませんが、

自分で申請しなければならないこともあるようです。土地については自動

的に変わるようです。 
（栗田委員）工事が完了して新しい土地に換地してから変更になるのですか？ 
（事務局 ）いいえ、2月 27日現在で一斉に変更になります。表示は建物についている
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ということで、登記簿は「赤間駅前一丁目」番地はそのままです。「赤間駅

前○丁目○番○号」は建物についているということですので、換地処分し

た際の住居表示は、新しい住居表示で「赤間駅前○丁目○番○号」と割り

振られると思います。 
（事務局 ）施行規程でいきますと、この事務所でいいますと「赤間駅前一丁目 3 番 1

号」です。この「3番 1号」というのは、建物についているそうです。土地
については、「赤間一丁目 201番地 2」そのままです。 

（占部委員）謄本等をとる時は、現在住居表示が変わっていても昔の番地ですね。 
（高山会長）例えば、私のところは今「土穴 407－1」です。建物は、「土穴○丁目○番○

号」で大家さんが、1号、私が 2号です。有料駐車場がありますが、これは
「土穴一丁目 407－1」ということになっています。先程の説明にもありま
したように建物だけですね。 

（事務局 ）パスポート、免許証等どうなるのか把握していませんので、その辺は、注

意して下さい。 
（事務局 ）市の住居表示からの市民向けの資料を見ますと、免許証については、切り

替えで更新する際に、申請して更新するようです。自分で申請しないと警

察が自動的に変更することはありません。自動的に変わるものと手続きが

必要なものとあるようです。市からの資料をよくご覧いただければと思い

ます。 
（花田委員）仮換地指定の発表の時は、新住居で行うのですか？ 
（事務局 ）仮換地の土地の表示については、指定の時期は 2月以降だと思いますので、

「土穴○番○号」が「赤間駅前○丁目○番○号」となります。従前地の場

合は、地番は変わらないで、「土穴」の部分が「赤間駅前」に変更になるだ

けです。 
（赤星委員）私も含めて Aブロックに住居している方は、手続きが面倒です。2月 27日

で住居表示が変更になります。その 2，3ヵ月後には、換地先へ転居したり、
換地が決まれば地番が変わることになります。年金等の手続きなどをわず

か 2，3 ヶ月で 2，3 回行わなくてはいけません。A ブロックは高齢者も多
いので、事務手続き等の指導など誠意を持って対応していただきたいと思

います。県で手続きするもの、市で行うもの等さまざまですので、市を挙

げてバックアップしていただきたいです。 
（事務局 ）当然、換地が終わると新しい番地になり手続きも煩雑になってくると思い

ますので、担当部署には、十分伝えて対応していきたいと思います。 
（天野委員）住居表示が変わった場合、「住所が変わりました」という葉書が届きますが、

その費用は、自分で負担しなければいけないのですか？ 
（事務局 ）いいえ、申請していただければ大丈夫です。住所変更のお知らせは、郵便
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局で通信事務としてもらえます。 
（高山会長）他にありませんか？なければ、次【4】減歩緩和申出の結果について ご質

問、ご意見ありませんか？アンケートの結果も出ているようですが。 
（栗田委員）減歩緩和の結果は出ていますが、換地の設計はできたのですか？ 
（事務局 ）換地設計（案）はまだ、できていません。目下、奮闘中です。 
（栗田委員）いつできますか？ 
（事務局 ）日夜奮闘していますが、ここではっきり「いつです」と申し上げたいのです

が、微妙な部分があります。基本的には、内部で十分検討して、早く審議会

に諮問する手続きにしたいのですが、「いつ」と明確にできない状況ですの

で、ご了解いただきたいと思います。 
（赤星委員）2月いっぱいまで、まだ時間がありますが、それ以上かかるのですか？ 
（高山会長）換地設計の発表も延びるということですか？ 
（事務局 ）換地設計（案）に関しては、現在努力して行っています。皆様のご意向を聞

いて換地案を作成していますが、市や開発公社の土地もあり、大きな面積で

すので、これを分散するのは利用しにくい状況になるかもしれません。そう

いうことも踏まえて、一日も早く皆様方により良い案を提供できるように検

討中ですので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。年度いっぱい

の早い時期にできればと思っています。 
（赤星委員）年度いっぱいというのは、3月いっぱいですね。 
（栗田委員）路線価は決まっているのですか？ 
（事務局 ）現在、評価員から諮問していただきました土地評価基準に基づきまして、換

地設計のためには、路線価がないとできませんので、路線価をもって、お一

人おひとりの地権者の土地の評価を行っています。換地計画（案）が全部で

きて審議員に説明する時には、路線価の説明もしたいと思います。 
（栗田委員）場所によって路線価は変わるようですが、個別の路線価も決まっているので

すか？ 
（事務局 ）路線価というのは、評価する場合の現在の道路、沼川も道路としています。

評価のための数字は出ています。路線価をもって各宅地の評価をして、換地

先を決めているのが現在の状況です。 
（天野委員）減歩緩和の調査結果が出ていますが、減歩緩和をしない方が 4名いますが、

減歩緩和の申出は締め切られているのですか？それとも換地先の状況をみ

て、新たに申出ることができるのですか？ 
（事務局 ）締め切っています。換地の作業に入った段階で変更はできませんので、申出

をするかしないか、決まったあとで換地を行いますので、以降は申出ること

はできません。 
（末永委員）申出をしない人 4名ですが、清算金を払われるのですか？きちんとしたご理
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解をされているのですか？ 
（事務局 ）申出をしないといわれる方は、減歩緩和の申出をしない方です。緩和されな

いということは、基本的には、清算金は発生しません。 
（高山会長）他にありませんか？全体を含めて総合的にありませんか？ 
（花田委員）清算金の話が出ましたがどのくらいの建物が残されるのか、わかる範囲で教

えてください。 
（事務局 ）換地設計上、宅地の造成上、公共用地の整備に伴う移転が発生しないところ

等、動かさなくてもいいところは動かさないという方向ですが、現在、換地

設計中です。今わかっているのは、ステーションホテル、ライオンズマンシ

ョン、赤間センタービル、岡本ビル 2棟は、動かしません。その他というの
は、現在お答えできません。 

（花田委員）他にもあるという可能性があるということですね？ 
（事務局 ）はい。換地設計が決まった段階では、その可能性があります。 
（赤星委員）ある程度のスケジュールが A 地区、B 地区といった段階的に決まっていま

したが、変更等があると思います。現時点でのスケジュールを従来のものよ

りもう少し細かく作っていただきたいのですが。 
（事務局 ）本日の審議事項の 1項目めで事業計画の変更がありました。当然、審議員の

方々には説明を行う必要があります。スケジュール表の作成等できるだけの

ことは考慮していきます。 
（天野委員）換地の発表については、皆さん関心を持っておられます。先程、3月までに

はというお話がありました。前回の 12月の審議会のときには、1月か 2月
頃というお話でした。3月までには、間違いなく発表できますか？ 

（事務局 ）確約はできませんが、早い時期に皆様に発表して、十分協議していただいて、

納得を得てから、工事に着工したいと思っています。 
（天野委員）一般の対象者も関心が高く、早く知りたいと思っておられるようですので、

できるだけ急いでお願いしたいと思います。 
（末永委員）どこの区画整理事業でも、半年から 1年くらい遅れるようです。換地につい

ては、大変時間がかかります。極端に言えば、60名いれば 60とおりの換地
があります。その中で一番最良なのはどれなのかという詰めの段階になると

時間がいくらあっても足りません。施行者は徹夜で行っておられると思いま

すので、その辺をご了解いただきたいと思います。換地が決まってこそ、し

っかりした施工計画が立てられるわけです。いくら今、施工計画を立てても、

現実的なものが伴いません。どこをどう飛び換地するのかによっては、飛び

換地先の方を先に整備しなくていけません。住民の心理としては早く換地先

が知りたいと思いますが、他の地区でも換地の発表には時間がかかっていま

す。香椎の場合は、2年かかっています。事業計画の問題、補助の問題、商
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業者の共同ビルの問題等がからんで遅れています。換地を発表しないまま 5
年すぎて、審議員の選出を 3月に行う地区もあります。施行者は今が一番大
変な時期だと思います。 

（高山会長）先程の説明どおり、できるだけ 3月までには発表していただくということに
しましょう。他にありませんか？ 

（事務局 ）先程の葉書の件ですが、田久地区の 16 年 11 月 1 日の住居表示変更のとき
の文書がありました。「1 世帯あたり 50 枚の通信料無料葉書を配布します。
50 枚以上必要な方、質問のある方は、市役所の住居表示推進室に問い合わ
せてください。」ということですので、今回の場合も文書が届くと思います。

おそらく内容は同じだと思いますので、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 9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。 


