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第４７回千葉都市計画事業検見川・稲毛地区土地区画整理審議会（議事要旨） 

 

１．日 時：令和２年３月２１日（土）午前１０時００分～午前１１時３０分 

 

２．場 所：検見川稲毛土地区画整理事務所会議室 

 

３．出席者：（委員）会 長   岩瀬 幸男 

職務代理者 堀田 圭一 

委 員   市川 幸男 

〃    大橋 南海子 

〃    川島 和 

〃    川島 義美 

〃    武石 厚 

〃    武田 善市 

〃    内藤 春夫 

〃    那須 英夫 

〃    藤代 照明 

〃    宮下 昌美 

〃    本宮 淳則 

〃    矢野 栄      （議席順） 

 

（事務局）都市部長 青木 俊 

所長   山下 光男 

所長補佐 長島 哲治 

主査   田邉 裕司 

副主査  重村 典男 

主任技師 永利 健二 

主事   市原 直哉 

 

 

４．議題 

（１）議案第１号 仮換地の指定変更について 

（２）議案第２号 保留地の設定 

（３）報告事項  仮換地指定の軽微な変更について 

 

５．議事の概要 

（１）議案第１号・２号については、施行者から説明の後、審議した結果、全員賛成に 

より可決した 

 

（２）報告事項については、施行者から報告を受けた。 
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６．その他 

 令和２年度の事業予定について、施行者から説明を受けた。 

 

７．会議経過 

長島補佐 本日は大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

本日司会進行を務めさせていただきます所長補佐の長島でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

まず最初に配布資料の確認をさせていただきます。事前にお配りしており

ます資料を確認していただきたいと思います。まず、次第、議案書、議案説

明書、ございますでしょうか。本日ご持参されてない方がいらっしゃいまし

たら、予備がご用意してありますので、お申し出いただければと思います。

よろしいでしょうか。 

本日傍聴をされている方にお願いいたします。配布させていただいた傍聴

要領に従っての傍聴となりますのでよろしくお願いいたします。 

まず、新型コロナウイルスによる感染が拡大しておりますことから、市主

催の各種会議においては開催延期等の判断がなされているところでござい

ます。そのような中でございますが、当審議会におきましては、早期にご審

議いただきたい議案がございましたので、やむを得ず開催することといたし

ました。多数の方が長時間室内に滞在する環境となっておりますことから、

席の配置を変更させていただいたり、開催時間を必要限度において短縮を図

るよう、会議の進行を通常の開催方法から、一部変更することとし、議題の

報告事項、仮換地指定の軽微な変更についてとその他説明事項である令和２

年度の事業予定につきましては事務局からの説明を簡単なものに留めさせ

ていただきたいと考えております。大変恐縮ではございますが、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

それでは次第に沿って進めてまいります。次第の方をご覧いただきたいと

思います。初めに事務局側の職員を紹介いたします。 

都市部長の青木でございます。続いて所長の山下でございます。主査の田

邉でございます。担当の永利でございます。重村でございます。市原でござ

います。 

それでは、施行者を代表いたしまして、都市部長の青木よりご挨拶をさせ

ていただきます。 

 

青木部長 都市部長の青木でございます。本日は３連休の中日でございまして、また

コロナウイルスですね、こんな状況の中でお集りいただきましてありがとう

ございます。今司会の補佐の方からも説明がありましたように千葉市におき

ましてはこういった審議会、審査会等について、特にこの３月中にやらなけ

ればならないものではないという場合は４月以降に延期という形にさせて

いただいております。私が所管する都市部におきましても３月３件の審査

会、審議会等を予定しておりましたが、この審議会以外の残りの２件につき
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ましては延期という判断になりました。ただこちらの審議会につきまして

は、都市計画道路の来年度完成というのを考えますと、やはり３月中にどう

しても、今日ご審議いただく議案につきまして、ご審議いただきたいという

ことで開催させていただいたということでございますので、ご理解いただき

たいと思います。 

今日は仮換地の指定変更と保留地の設定についてという２件、ご審議いた

だきます。補佐から説明がありましたように、その他の報告事項等につきま

しては短めにという形にさせていただきますけども、それについてもよろし

くお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

長島補佐 続きまして、岩瀬会長のご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

岩瀬会長 岩瀬でございます、今日はご苦労様でございます。審議会委員の皆様にお

かれましてはご多忙の中、ご参集いただきありがとうございます。また、事

務局職員各位におかれましては、日頃より事業推進ご苦労様です。今後とも

より一層の事業進捗を図るため、ご尽力いただきますようお願いいたしま

す。 

本日の議題は仮換地の指定変更についてと保留地の設定について、また報

告である仮換地指定の軽微な変更についてでございます。 

委員の皆様におかれましては、議事運営にご理解いただき、円滑に進行し

てまいりたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

以上、簡単ですがご挨拶とさせていただきます。 

 

長島補佐 ありがとうございました。それでは審議会へと進めさせていただきます

が、議事運営要綱第５条の規定によりまして、岩瀬会長に議長をお願いいた

します。それでは会長より本日の審議会の定足数の確認と開会宣言をお願い

いたします。 

 

岩瀬会長 土地区画整理法第６２条第３項に規定されております定足数の確認をさ

せていただきます。審議会委員は１５名であり、本日の出席委員は１３名で

すので、本審議会は成立しております。 

それではただ今より第４７回千葉都市計画事業検見川・稲毛地区土地区画

整理審議会を開催いたします。議事運営要綱第９条により議事録に署名する

委員は会議の初めに会長が指名すると規定がございますので、議事録署名人

は議席順に武田善市委員と内藤春夫委員の両名にお願いいたします。 

それでは本日の議事に入ります。議案について、事務局から説明をお願い

いたします。 

 

（堀田委員入室） 
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山下所長 議案の説明をさせていただきます。議案第１号と第２号につきましては関

連がございますので一括してご説明させていただきます。 

議案の１ページをお開きください。議案第１号千葉都市計画事業検見川・

稲毛地区土地区画整理審議会、仮換地の指定変更について。千葉都市計画事

業検見川・稲毛地区土地区画整理事業、施行地区内の宅地について、別紙調

書及び図面のとおり仮換地の指定変更をすることについて、土地区画整理法

第９８条第３項の規定に基づき、意見を伺います。 

続きまして、第２号議案に移らせていただきます。議案の７ページをお開

き下さい。第２号議案、千葉都市計画事業検見川・稲毛地区土地区画整理審

議会保留地の設定について。千葉都市計画事業検見川・稲毛地区土地区画整

理事業区域内の宅地について、別紙調書及び図面のとおり保留地として定め

ることについて、土地区画整理法第９６条第３項の規定に基づき、同意を求

めます。 

詳細につきましては主査より説明させていただきます。 

 

田邉主査 それでは議案について説明いたします。議案書及び議案説明書に沿い、説

明しますが、図面は拡大したものを画面に投影いたしますので、見えづらい

ようでしたら適宜画面をご覧ください。 

議案書の３ページをご覧ください。変更対象の仮換地の位置は図面の丸囲

みの個所になります。 

議案の４ページをご覧ください。従前地は検見川町５丁目２２４９－１、

地目は宅地、地積は１９１．６１㎡です。見開きの５ページには変更前後の

仮換地形状を記載しておりますのであわせてご覧ください。 

変更前の仮換地指定は１１６街区２１、地積は１５６㎡としていたものを

１２９街区１９－２、地積１８２㎡へ変更するものです。詳細につきまして

は議案説明書にてご説明します。議案説明書の３ページをご覧ください。 

変更の理由及び内容は、都市計画道路検見川町花園町線の整備を行うた

め、仮換地１１６街区２１に指定されている土地について使用収益の可能な

１２９街区１９－２へ変更するものです。続いて議案説明書の５ページをご

覧ください。従前地は図上、赤色で着色した個所。変更前の仮換地は図上、

青色で着色した個所になります。令和２年度に都市計画道路検見川町花園町

の整備を行うため、今回の対象地の移転先を確定する必要がありますが、青

色で着色しております現在の仮換地は支障となる従前権利者がいることや、

給排水設備の取り出しに支障があることから、使用可能な１２９街区１９－

２へ変更するものです。 

続いて第２号議案についてご説明いたします。議案書の９ページをお開き

ください。第１号議案で仮換地の指定変更をした１２９街区１９－２に隣接

する個所へ保留地を設定するものです。議案書の１０ページをお開きくださ

い。設定する保留地の地積は１９－１、１９－３で面積は各々１１．１２㎡

となります。見開きの１１ページが個所図となり１９－２の両側に設定しま
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す。 

議案説明書の９ページをお開き下さい。当該個所を保留地として設定する

理由は両画地とも宅地として利用できない規模であることから、隣接土地所

有者へ処分することによります。以上で説明を終わります。 

 

岩瀬会長 ただ今、施行者より議案第１号仮換地指定変更について、及び議案第２号

保留地の設定について、それぞれ説明がありました。第１号議案、第２号議

案に内容が関連しておりますので一括して質問を受け付け、質疑が終わった

のち、第１号議案、第２号議案それぞれについてお諮りします。それではご

質問ありましたら挙手のうえ、ご発言をお願いいたします。 

 

矢野委員 仮換地の指定変更なんですけれども、評価額についてなんですけども、前

回１１月に変更した１１５街区の１２から１１７街区の２１のときの路線

価格というか、評価額と今回の仮換地にした場合の評価額というのは、ほぼ

同じようなイメージでやられているんでしょうか。イメージというか路線価

格に基づいてやられているのかどうかという意味で。 

 

田邉主査 仮換地の変更についての評価なんですけれども、その換地設計の中で各々

の土地について評価を行っております。その評価については同等になるよう

に換地を設定しておりますので、そういう意味では同じものということにな

ります。 

 

矢野委員 気になったのが、前回の時には評価額が同面積でかなりいい場所に変更に

なっていたんですけれども、そこら辺と同じという算出が出ているというこ

となのでしょうか。 

 

田邉主査 前回の審議会でご審議いただいた仮換地については、もともと減歩緩和面

積といいまして、一定規模以上には減歩ができないという土地でした。です

ので、１３５㎡ということでその面積を固定して、前回は変更をしておりま

す。前回については仮換地の変更後の方が評価が高くなっておりましたの

で、その点については事業完了時の清算金が増額されるという対応になって

おりますけれども、今回の土地については、もともと十分な大きさがある土

地ですので応分に減歩をして減らしています。なので今回については、基本

的に清算金というのは高額な金額は発生しないという前提において、価値が

等しくなるように仮換地の変更を行っているというところです。 

 

市川委員  今の件についてなんですが、前回の審議会のときも同じようなケースがあ

ったと記憶しております。で、そのときにどうして減歩率がこういう率だか

らこうなったという根拠をちゃんと説明書の中に記載すればいいわけです

よ、それをお願いしたんですよ、前回。で、こういう減歩率でこうやったの
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で、この数字になりましたと、評価もこういう風になりましたというように

説明書に書いてくださいということを私がお願いしたんです。それ今回もな

されていない。これでは、そうなっています、評価になっていますじゃ、皆

さんそれで理解できますか。これ大体１６．６％面積が増えています。１６％

というのは約８坪ですよね。それ評価にしたらいくらになるんですよ、だか

らこれだけ足さなければならなかったんですときちっと説明すればいいじ

ゃないですか、数字で。そうじゃないと理解できませんよ、これ。それは前

回の１年７か月前に私がきちっと説明してそうやってくれなきゃわからな

いと。それで皆さん他わかりますかといったら、皆さんわからないといって、

手を挙げて答えられる人誰もいなかった。ということはきちっとやってくだ

さいということをみんな理解したと思ったのですが同じことやってます。こ

れじゃあ、わかりません。それから、２号議案についてなんですが、ここは

もともと保留地だったんですか、この一画は。 

 

田邉主査 まず、評価ということになるんですけども、今回議案書の方には記載はし

ておらないとこなんですが、変更前後の仮換地の評価上の単価というものが

ございます。こちら点数というような形になるのですが、変更する前の１１

６街区２１の評価上の単価につきましては１㎡あたり１１８０点となって

います。これに対して変更後の１２９街区１９－２、こちらにつきましては

１㎡あたり１０１１点という形になります。土地のつき方、方角というのは

ほぼ同一ということになりますので、単純にこちらの単価の差が大体１．１

６７倍くらいになっておりますので、変更前後の仮換地面積につきましても

１５６㎡から１８２㎡になるというところがまず１点ございます。 

それと変更前後の仮換地の変更の設定の仕方になるんですが、基本的には

協議において変更する形にはなるんですけれども、当然権利者さんの従前の

生活であるとか、今後も生活を継続されるという事情もございますので、即

事業の協力をいただくという観点から、すぐ使える仮換地を前提に変更を提

案することになるのですが、そういった中では地区内どこでもいいというも

のでもない訳でございまして、基本的には例えば検見川町にお住いの方であ

れば検見川町界隈でなるべく生活の環境が変わらないところということで、

提示をして納得していただいたところで変更をさせていただくという考え

をとっております。 

あと、もともとこちらの土地については、設定する前は市の管理地という

扱いになっている土地でございます。 

 

堀田委員  私の意見としても同じで、根拠がここで確認できないと何をもっていいか

どうかという判断ができない。できないので、それはわかるようにして欲し

いというのは私もそう思います。で、その今厳密には１１６％、１１０何％

できっちりはいかないですけどもどれくらいの範囲ではこれは許容すると

か、何か考え方があると思いますので、そういう整理の仕方をしていただき
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たいと思います。そこはここで今後そういう風に根拠がわかるようにする、

しないというのを回答いただきたいと思っています。 

 

田邉主査 根拠というか、設定の考え方については例えば議案説明書の中で、もう少

しわかるような形で具体的な記載というところは今後考慮はさせていただ

きたいと思っております。 

 

堀田委員 見せ方は、ちょっとあるんでそこは皆さんに了解を得る方向で検討すると

いう回答でよろしいでしょうか。 

 

田邉主査 はい。考慮させていただきます。 

 

市川委員 １つだけ質問したいんだけども、ここが前保留地だったのかどうなのかと

言ったら、市の管理地だということはわかりました。ではなぜ端に寄せない

で、真ん中にして両脇をわざわざ使えない土地を保留地を２つにしてわざわ

ざ残したのかということ。片方に寄せれば保留地は１個所で済む。なぜこう

いうような切り方で真ん中にしたのか、その説明をお願いします。 

 

田邉主査 今回の保留地設定につきましては、基本的には換地１８２㎡を空いている

ところにはめ込むという中で、その残地分ということで生じる土地になりま

す。基本的には残地分あわせて１個所に集めたとしても、１宅地として利用

できない規模になりますので、いずれにせよそういった場合は接する方々に

処分という形の設計になってきます。そういった中で今回関係する権利者、

隣接する方に意向を確認したところ、当該地の両側におられますこちらの権

利者の方と、こちらの権利者の方、双方から買受をしたいという意向があっ

たものですので、両者に処分をするということでこのような配置になってお

ります。 

 

市川委員 その意見はおかしいと思います。ここでいうと両脇の人と言いましたよ

ね、ここ買って、この奥の細い１ｍか２ｍのところ何に使うんですか。そこ

まで買うと言う訳がない。こちらに寄せればこの隣地の人はもう少し増えて

もいいということになるのならそれはわかります。わざわざこうしてここに

わずか１㎡だか２㎡を残して細長いのを欲しいってこの人が言ったという

ことですか。ちゃんと説明していますか。 

 

田邉主査 はい。奥行については固定という条件で処分になるという風にご説明はし

たんですが、そのことも含めて、間口を広げて物置等を置きたいとか、敷地

を有効に使える部分を増やしたいということで意向を受けております。 

 

市川委員 私がいっているのは、この１ｍだか２ｍだか、１ｍもない幅をその中の４
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０ｃｍか５０ｃｍを欲しいと言ったんですか、その人。ちゃんと説明しまし

たか。 

 

田邉主査 はい。説明しております。 

 

市川委員 何に使うんですか、それ。わかりませんけれども。 

そういうのを欲しいっていう人は基本的にはいない、誰も。固定資産税払

って、使えもしないところを欲しいなんていう、こんなところを。隣との間

を欲しい人なんているとは思えない。 

一般的にはこういう保留地の処分、あるいは保留地の変更して処分しやす

いようにするためには肩並びのところはあわせて、手前に寄せて出来ればこ

ちらの人に買ってもらうというのが一般的ですよ。誰が考えたってそうでし

ょう。こんな机みたいの固定資産税払って欲しいですか。それは世の中いろ

んな人がいるから必要だって人がいるかもしれない、でも一般的ではないと

いうのはわかりますよね。 

 

田邉主査 奥行に差が出てくるというその点については説明しておりますが、そのこ

とも含めて、処分を受けたいということで意向を聞いております。 

 

市川委員 逆にその隣の人が欲しい場合はやむを得ないく、こういう部分もとること

になりますよということで、妥協してもらったんじゃないですか。これはそ

う思いますよ。 

私はもっと一般的なわかりやすい説明をきちっとしてもらいたい。それか

ら数字も明らかになっているんであれば、それも明らかにしてもらいたい。

我々審議委員はそういうことをチェックする義務がある。チェックもできな

い資料を渡されて、これで納得しろっていうのはバカにしているとしか思え

ない。 

だって、数字だって計算すればこのとおりになりますよ、先ほどの話も含

めて、それは去年以上前に私が説明したこと、同じこと。それもできていな

いで。今みたいな説明も結局泣き寝入りしてもらっているんでしょう、右側

の人に。これちょっと増えているんだけれども買ってくれと。使い物になら

ない土地を買ってくれと、言っているんじゃないんですかってことについて

も納得できない。 

 

山下所長 今回の両サイド、市川委員がおっしゃるように両端をまとめて１つ今の幅

の倍の保留地ということで設定というのは当然うちの方でも考えておりま

す。ただ、隣接者に処分ということで片側に寄せると何故こちら側に寄せた

のかという理由、今の段階ではこちらに寄せる理由というのは特にございま

せん。そうした場合に、両側の方に隣接者処分ということでお話を申し上げ

て、両側の方が少しでも欲しいということで進めてまいりました。一つの片
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側の方は奥のほうが一部狭くなる、片側の方は宅地については当然一直線に

なりますので面積的には増えると。片側の方については一方奥行が若干狭く

なる、いびつな形になるということについては、まず最初に隣接者処分とい

うことで、どうですかということをお話しを申し上げたときに、考えますと

いうことで両側の方にお話が進みました。そのあと何度かお話をさせていた

だく中で、少しでも間口が広がればということで買いたいと。お互いに両側

いますので反対側の方がもし必要ないということであれば、すべてまとめて

うちでも買いたいという両方のご意見ございました。そういう中で少しでも

広げたいと、ただ片側の方については長方形でなくていびつな台形のような

形の土地になってしまう、細長い土地になってしまうということで説明をさ

せていただきましたけど、それでも間口だけは広げたいということで、今回

両方から要望がございましたので、半分ずつの処分ということで進めさせて

いただいております。 

 

市川委員 隣接地は２件だけじゃないですよ。奥の人で一筆で完全に使えるようにな

りますよその人への説明はあったんですか。 

 

山下所長 裏側の方にも当然ご説明をさせていただいております。 

 

堀田委員  参考までにというか、後で揉めることのないようにというか、何かエビデ

ンスとか、隣接の方にこういう形になるのでいいですよという、何かそうい

う確認が、エビデンスみたいなのはとられているんですか。 

 

田邉主査 今のところ、ご説明という形でお話はしておりますけども、今後また正式

に、この審議会で保留地として定められた後に処分等の手続きの中で、そう

いったことは確認させていただきます。 

 

堀田委員 ぜひトラブルにならないようにということでお願いします。 

 

岩瀬会長 続きまして、どなたかございませんか。 

無いようですので、仮換地指定変更について案のとおり、可決することに

賛成の方、挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成を認めます。議案第１号仮換地指定変更

については、案のとおり可決します。 

続きまして、議案第２号保留地の設定についての案のとおり同意をすること

に賛成の方、挙手を求めます。 
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（全員挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成と認めます。議案第２号保留地の設定に

ついては案のとおり同意します。 

続きまして、報告事項仮換地指定の軽微な変更について、事務局からの説

明をお願いいたします。 

 

山下所長 それでは議案の１３ページをお開き下さい。報告事項でございます。千葉

都市計画事業検見川・稲毛地区土地区画整理審議会、仮換地指定の軽微な変

更について。 

平成２年６月２日開催の審議会において同意された仮換地指定の軽微な

変更について、別紙調書及び図面のとおり仮換地の指定をしたので報告いた

します。詳細については主査より説明させていただきます。 

 

田邉主査 それでは報告事項についてご説明させていただきますが、時間の短縮を図

るという点から、概略のみのご説明に留めさせていただきます。議案説明書

の１３ページをお開きください。 

今回の報告事項に係る対象期間は平成３０年１０月１日から令和２年１

月３０日までであり、仮換地指定に係る変更申請件数は１３件となっており

ます。 

議案書の１５ページをお開き下さい。報告事項の対象となる仮換地の変更

の個所の全体をお示ししております。 

仮換地指定の軽微な変更の該当項目については、机上にお配りしておりま

す資料、「仮換地指定の軽微な変更について」のうち、従前地の交換により

仮換地を分割した３項の該当が１件、こちらについては１３６街区の２、画

面で表示しております一番南側の部分の仮換地となります。また、従前地の

分筆により仮換地を分割した４項の該当が残りの１２件です。 

申請者別では個人によるものが７件、法人によるものが６件です。 

また、目的別では売買が１２件、相続が１件となっております。 

この軽微な変更により、対象仮換地の画地数は２２画地から６０画地とな

り、３８画地増加しております。 

議案書の１７ページ以降に各個所の個別の内容を記載しておりますので

あわせてご確認ください。 

以上、簡単ではありますが説明を終了させていただきます。ご質問等ござ

いましたら、よろしくお願いいたします。 

 

岩瀬会長 ただ今説明のありました内容について、ご意見・ご質問等はございません

か。 

無いようなので議題は以上でございます。 
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長島補佐 議題の方が以上で終了いたしましたので、この後引き続きまして次第の６

のその他、「令和２年度の事業予定について」事務局の方から説明させてい

ただきます。 

 

田邉主査 それでは、令和２年度の事業について説明させていただきます。説明はス

クリーンにて行います。 

まず、図面の位置関係でございますが、上側を北側としましてＪＲの新検

見川駅がこちらの方になります。現在の区画整理事務所がこちらです。 

灰色あるいは黒色で着色してある個所は道路や宅地の整備が完了してい

る個所になります。その他の色で着色してある個所についてですが、青色で

着書してある個所につきましては、令和元年度の事業個所になっておりま

す。赤色と緑色で着色した個所、こちらが令和２年度の事業予定個所です。

なお、緑色の個所につきましては区画整理地区外の整備個所を表しておりま

す。 

令和２年度の事業費は約１３億７８００万円となっております。内容につ

きましては、次年度も移転補償費と工事費等が主な内容となっております。

なお、地区外整備に係る工事費や、用地の買収費等を盛り込んだものとなっ

ております。 

建物の移転につきましては９戸の移転を予定しておりまして、道路整備と

しましては都市計画道路検見川町花園町線の工事を約２１０ｍ予定してお

ります。 

また、整備事業と並行して、再整備計画に基づく事業計画の変更を予定し

ております。なお、再整備計画につきましては、昨年１１月１０日に稲毛中

学校において、地元説明会を開催し、事業推進に係るご要望やご意見を多数

頂戴いたしました。 

これらのご意見をもとに、施行者にて検討を進めた結果、現在の土地利用

計画の案につきましては、地区中央部に配置する利便施設の用地、こちらの

用地を説明会の時点より変更しております。この図面で表しておりますオレ

ンジの個所、向かって左側の方が当初説明会の段階でお示ししていた案です

が、現段階では、利便施設の用地を入れ替えた案としております。 

これにつきましては、この図面で左右に走っております歩行者専用道路で

あるとか、その脇に街区公園が設定されることになりますが、こういった公

共施設等の接続した配置により得られる、こちらの施設を実際に利活用する

ときのメリットというものを踏まえて、このような案として今検討をしてい

るものです。 

また、地区北側の地区公園移設先の仮換地の変更案につきまして、３月２

日から３月１３日まで関係権利者の供覧を実施し、来所された対象権利者の

皆様より仮換地変更に係るご意見を頂戴しております。次年度に事業計画の

変更と並行し、詳細な換地設計を実施する予定です。 

以上が令和２年度の事業予定となります。簡単ではありますが説明を終わ
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りにさせていただきます。 

 

岩瀬会長 何か今の説明でご質問があればお願いします。 

 

本宮委員 ちょっと教えてください。来年度の予算というのは今までですと、５億円

とか、３億円と言っておりましたけれども、それが１３億円という風に増額

したというように理解してよろしいですか。 

 

田邉主査 はい。よろしいかと思います。 

 

本宮委員 それから、緑の個所ですか、これはですね今まで都市計画道路を優先的に

おやりになってたようですが、その入り口は新年度の予算でやるのですか。 

 

田邉主査 はい。令和２年度の事業で地区外もあわせてこちらの事務所で設計をして

います。 

 

本宮委員 そうですか、そうじゃないと意味がないですからね。 

もう１点だけ、新しい土地利用計画が今できてますよね、この審議会との

関係はどうなんですか、審議会で審議をするということはないんですか、そ

れともあるんですか。 

 

田邉主査 まずいえるのは、こちらについては市の仮換地を割り当てる形になります

ので、仮換地指定をする前に審議会の審議事項としては付議されるものにな

るということが１点ございます。あと、この案で検討はしておりますけども、

今後事業計画の法定手続きに入る前に審議会の場等を通じまして、報告であ

るとかそういった形でご説明させてもらうことになるかと思います。 

 

本宮委員 報告じゃなくて１回諮問をしなきゃいけないんですか。審議会にこういう

案に変更したいけども、という諮りをかけないといけないんじゃないかと思

うんですが、今の話を聞いていると、どんどんどんどん話が進んでますよね。

審議会の方は全然そういう話は審議会としてそういう議論をしたことあり

ませんよね。 

 

田邉主査 審議会はそもそも審議事項というものが定められてしまっているという

こともありますので、その土地利用計画全体を審議会の議案という形で扱う

かというと、審議会そのもので諮ることはできないかと考えております。 

 

本宮委員 それでいいんですか。 

 

田邉主査 そういう形になります。 
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ただ、全くその説明をしないということではなく、重要なことですので説

明をしないという訳にはいきませんので、こういった形で随時ご報告はさせ

ていただくという風に考えております。 

 

本宮委員 むしろ私はその土地利用計画を新しく変えるということですから、審議会

にかけて、議論をしていただいておく必要があるんではないかと思うんです

けれども。 

今までの審議会の議題を見てますと、大体事後承認ですよね。軽微な変更

という規則に決められたことをただ承認するというような形でずっとやっ

ておりますけれども、むしろこっちの方が大事じゃないかと私は思うんです

けれども違いますか。 

審議会には関係なく新しい土地利用計画がどんどんどんどん変更になっ

ていっちゃうという風に理解していいんですか。 

 

田邉主査 関係が無いということは、それはないとは思うのですけれども、ただ、法

律で定められている審議会の審議事項という観点で言うと土地利用計画そ

のものというのは対象外となってしまします。 

 

本宮委員 対象外、そういう考え方なんですか。それと私気が付いたのはですね、特

にあの、公共団体がやる区画整理事業と団体がやる区画整理事業ありますけ

れども、公共団体がやる区画整理事業については、この審議会の役割という

のは非常に重要だと思うのですよ。というのはチェック機関がちょっと薄い

ですから。ですからそういう点から考えるとこれだけの大幅な変更をすると

きにはやっぱり審議会にかける必要があるんじゃないかと個人的には思っ

ているんですけれども。今のお話ですと、法的にはそれはもう除外してある、

関係ないという事項だからというようなお話ですよね。それでいいんでしょ

うか。 

 

田邉主査 法に定められた審議会の正式な審議事項という扱いには該当しないかな

という判断はしております。 

 

本宮委員 そうすると、具体的にはどういうときに審議会に諮問をするのですか。 

 

田邉主査 本日も議案ございましたけれども、仮換地を実際に指定することについ

て、意見を伺うだとか、保留地を設定する場合に保留地の場合は同意事項に

なりますので、同意をいただくといった点が正式な審議会の法定の審議事項

ということになりますので、そういったものはお諮りする形になります。 

 

本宮委員 私も勉強不足ですからこれに反論することはありませんけども、私もちょ

っとやってることが、大局的なものの審議をしないと審議会の役割は果たせ
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ないんじゃないかという気をしているんですよ。どちらかというと今までや

ってきたやつは、どちらかというと細部の話であって、事業そのものからい

うとそんなに重要というか、考え方によっては軽微なものかなというように

思っていたわけですから。また私も検討はしてみますけれどもご説明はわか

りました。審議会としてはこういう問題について特に審議する事項ではない

ということでいいんですね。 

 

田邉主査 はい、そういう判断をしております。 

 

市川委員 今の話に関連してなんですけども、私が審議委員に入ったときにそういう

お話させてもらったんですが、例えば報告事項の仮換地の指定の軽微な変更

というのはその区画の中で割っただけの話であって、自分の所有部分を割っ

ただけであって、誰にも損得ないから、これは決議事項じゃないです。ここ

でわざわざ決議することでもないし、事後報告ってことでも別にしなくても

いいくらいの話なんです。で１、２ってのが一番重要なポイントで面積が誰

かが増えれば、誰かが損するわけですよ。というように損得勘定が生まれる

ので、ここはしっかり皆さん数字できちっと審査してもらいたいという部分

なので審議会は絶対かけないといけない部分。ところがこれは市の管理地な

のでどう利用しようが、どうやって動かそうが関係ないんです。市の方の管

轄になっちゃうんで、審議会の管轄ではないっていうことでしょ。 

 

田邉主査 設計自体を変えることは審議会で直接扱う内容にはなっていないという

判断をしております。 

 

市川委員 それは私もそう思いますが、私が質問したいのは１つ、さっきの１３億何

千万の話なんですが、緑色の部分に対して、これは事業外の話なので、予算

の中で１３億とったという話ではなく、実はこの緑色のところがいくらで、

区画整理の中がいくらで合わせて１３億って説明しないといけないの。そう

じゃないと事業計画というのは区画整理で認められている面積を超えた部

分の予算は今回の予算が増えたっていう話じゃなくて、そこはたまたま事業

外として、これもやらなきゃ意味がないねっていう話で後で付け足した話な

んで、それは予算として幾らとったのかまだ報告ないので、そういう報告を

しないといけない。それが２億ありますよと、でこちらの方の従来からやっ

てるやつは１１億ありますよと、そういうような説明をしないと駄目なんで

すよ。全部で１３億、よかったと思いますけど、実際には増えているんでい

いんですけどね。でも緑のところでやらなきゃいけない、この審議会では諮

らないといけない話ではないところで何億増えたのかをちゃんと説明しな

いと駄目。それでじゃあ従来どおり２億とか、３億とかとれなかったところ

で、令和２年で１０何億とったんですよっていうような成果と、それが沢山

とれれば当然区画整理事業も短くなって早く終わる、皆さんの利益のためな
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んですよ、で市の方で一生懸命頑張って、１３億とってきたという報告をし

てもらいたいです。 

それがわからない、だから内訳を教えてください。 

 

長島補佐 それでは、先ほどの予算の説明がわかりずらかったということもありまし

たので、市川委員からお話のありましたとおりで、緑色に塗ってある部分、

こちらについては、要するに区画整理事業地区外の整備になります。ですの

で赤色に塗ってある部分とは市の予算上の種類が違います。赤い部分につい

ては区画整理の予算、要するにこの事業の予算。こちらについては約１０億

でございます。残りの約３億８千万が地区外の緑色の部分、こちらについて

は用地買収とかも必要になってきます。区画整理区域は用地買収は当然ござ

いませんので、皆様からの減歩という形で土地をいただいたうえで公共施設

を整備していくと。緑色のところは区画整理区域外ですので、どうしても道

路を広げる場合には用地買収等必要になってきますので、そちらについては

来年度予算で地区外の交差点まで整備するという予算が確保されておりま

す。 

それで区画整理上は１０億、残りが区画整理事業以外の金額ということで

３億８千万ほど予算を議会で承認いただいたというところでございます。 

 

本宮委員 再確認しておきますけど、私さっき５億が１３億になったんですか、と言

ったら、そうだという説明だったんですよね。正確には５億に相当するもの

は１０億とこういうことなんですね。 

 

長島補佐 そうです。 

 

本宮委員 わかりました。それがないとなんか特別会計と一般会計を一緒にして１３

億なんでしょう、今のお話だと。その辺はやっぱり話をしていただかないと

我々すぐきて理解できないですよね。 

 

長島補佐 失礼いたしました。 

 

市川委員 実はですね、この土地区画整理事務所でその緑の部分もやることになっち

ゃった訳です。買収からなにから。それで余計な仕事が増えた。予算は取っ

てですよ。限られた人数でそっちに振り分けられちゃう人が増えちゃって、

こっちの方が遅くなっちゃう、その分。当然人がとられて、時間もとられて

いろんなことやるから。予算は取ったけど、人も増やしてくれたのかどうか

ってのはちょっと聞きたかったんですよ。そうじゃないと、こちらの事業が

遅れちゃうんですよ。予算を取ったけど人がいなくなって、そんなことやっ

てられないということもあるじゃないですか。それはどうなんですかって、

それを説明してもらいたい。 
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山下所長 確かに市川委員が言うように予算が増えて、人が増えない。というのが実

態としてはあると思います。まだ４月１日から新しく人事配置があるのが内

示がされておりません。ただ、今いる事務所の人間の中では、もう減ること

はないだろうと、増えることは確かにありがたいけども、増えることを想定

して事業を計画しては、とん挫する可能性がある。ですから今の段階では予

算内示にあわせて今の人事の中でどうやり繰りして、この事業を進めていく

かという方向では進めております。 

ただ、内示がまだはっきりしておりませんので、内示によっては切り替え

ることもあるかと思いますけども、人員自体がこの予算に対して、予算が倍

になったから、人員が半分になるとかそういうことはまずありえませんの

で、最低限今の事務所の人間で、この予算でやり繰りして事業を進めていき

たいと職員一同、一丸となって進めていきたいと思っております。 

 

岩瀬会長 他にございますか。 

 

内藤委員 ちょっと確認ですけれども、本日の審議会の議事としてはどこまでなので

しょうか。 

 

田邉主査 議事につきましては、報告事項「仮換地指定の軽微な変更」までという形

になっております。 

 

内藤委員 そこで締めなきゃいけなかったですね。 

 

岩瀬会長 そうですね、申し訳ございません。 

 

武石委員 審議会のキーポイントは先ほど市川委員のほうからいろいろ言われて、皆

さんご理解したんだろうと思うんですけども、先ほどの利便施設の図面、支

障がなければ説明いただきたいのは、今回土地利用の位置を変更しましたよ

ね。変更の理由というのはなんででしょうってところが確認というか、支障

がなければ説明いただきたいんですけども。 

 

山下所長 簡単にご説明させてもらいますけども、まず１つは当初反対側に３方道路

に近い形で設定させていただきました。その後、説明会等、地権者説明を行

った中で、隣接者のこの周辺の方から公共施設が、要は公園、歩専両方とも

公共施設だと、公園として人が集まる場所、利便施設も当然人が集まる場所、

それを分けて真ん中に住居を持ってくるよりも、合わせて活用したほうが利

活用としては大きいんじゃないかという説明会以降のご意見もありまして、

うちの方としましても当然、内部で確認した中で、前回ですと公園施設に画

地が張り付くということもありましたので、それであれば両方とも公共施設

ということで一体に利用した方が使い方としても活用が大きいということ
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で、変更させていただきました。 

 

武石委員 具体的に何々がくるということで変更したわけではないんですね。 

 

山下所長 その辺が利便施設の施設が決まっていれば、その施設によって今のままが

いいのか新しいのがいいのか、当然出てきますけども、利便施設の活用の内

容がまだ定まっていない中で、じゃあどうするんだと。このままずっと置く

わけにはいかないので、利便施設として活用を最大限、どの施設がきたとし

ても、市の公共施設になりますので、一体に活用した形の位置の方がいいと

いうことで、私どもで判断させてもらいました。 

 

武石委員 わかりました。 

 

岩瀬会長 他にございますか。 

 

市川委員 前回とか意見交換会とかでずっと進んでた話なんですが、ここで聞いてい

いかどうかわかりませんけども、鉄塔跡地として３０００㎡用意すると、約

１０００坪を用意するという話は縮小するかっていうのは大きな問題だっ

たはずなのでご理解していると思いますけども、それがその後約１年近くな

っていろいろ交渉されていると思いますけども、それはどうなったかご報告

いただけるとうれしいのですが。 

というのは町の人といろいろ会うとその話、結構でてくるんですよ。鉄塔

跡地はどうなったと。跡地を守る会とか任意の団体なんですが、ただ、耳を

傾けない訳にはいかないような。いろんな人があれどうなるのかなぁという

話も出ているので、できればその後進捗はどうなっているのかというのを教

えていただきたいんですけども。 

 

山下所長 無線送信所跡地については、土地については市の土地ということでうちの

方の所管になっております。ただ、上の利活用については私ども区画整理事

業でどういう活用するかではなくて教育委員会の施設ということになりま

すので、今教育委員会の方でどういう活用をするのか、施設をどうするのか

とういうのは検討されていると思いますけど、まだ個別に固まったものはご

ざいません。 

ただ、あそこを使って皆さんのためにということでワーキングとかそうい

うのをやるということは当然聞いておりますけども、まだ確実な個別なもの

は決まっていない。 

それと利活用施設これも中学校用地の跡地ですけども、これについても今

後どういうものが必要なのかというのはリサーチしながら決めていきたい

ということで伺っております。これについてもうちの事業で施設を検討する

ものではないので、そういう情報についてはできるだけ皆様の方にもご報告
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できればとは考えておりますので、ある程度目途がついた段階でまた個別に

ご報告という形でもいいのかと私自身は思っております。以上でございま

す。 

 

岩瀬会長 他に何かございませんか。 

 

青木部長 本日はいろいろと活発なご意見いただきまして、ありがとうございます。

また、最初の議案のところで市川委員から前回のときに言ったのにというこ

とで資料の不足についてお叱りいただきました。 

換地の計算につきましては、出せないものではないという風に私も理解し

ておりますので、次回以降説明の点も含めまして、もっとわかりやすい形で

審議会を運営することについて努めさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

岩瀬会長 他に何かございませんか。 

無いようですので本日の内容すべて終了しましたので第４７回千葉都市

計画事業検見川・稲毛地区土地区画整理審議会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

上記議事録は、事実と相違ないことを確認し、ここに署名押印する。 

 

 

令和  年  月  日 
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署名人                   印 

 


