
様式第2号(第5条関係) 
 

審 議 会 等 会 議 録 
 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 
司会（神﨑所長） 

 

皆様、お早うございます。   

私は、本日の司会を務めさせていただきます、栗橋駅西土地区画

整理事務所長の神﨑と申します。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。それでは、次第に従いまして、会議を開催させていただきます。 

会議に先立ちまして、土地区画整理審議会委員選挙において、当

選された委員の皆様へ当選証書、そして、学識経験者としてお願い

する委員の皆様に選任書の交付をさせていただきます。なお、日付

でございますが、選挙で選ばれた委員は選挙日の翌日、学識委員の

皆様方には任期満了日の翌日、伴に平成３０年５月１４日付けでご

ざいます。 

御手元に配布させていただきました名簿順に、御名前を申し上げ

ますので、その場にて御起立のうえ、受領をお願いします。終わり

ましたら、御着席下さい。 

梅田市長から交付させていただきます。市長、お願いいたします。  
（市長から一人一人に当選証書・選任書を交付） 

 

ありがとうございました。以上で、当選証書及び選任書の交付を

終了させていただきます。 

次に、次第３の市長挨拶でございます。久喜都市計画事業栗橋駅

西（栗橋地区）土地区画整理事業施行者代表 久喜市長 梅田修一

より、御挨拶を申し上げます。 

梅田市長 皆さん、お早うございます。本日はお集まりいただきましてあり

がとうございます。４月２５日に着任したばかりの新米市長であり

ますけど、久喜市のために全力で取り組んで参りたいと思っており

ますので、ぜひとも皆様の御指導をよろしくお願いします、 

 本日は、第６１回、栗橋駅西（栗橋地区）土地区画整理審議会開

催の御案内を申し上げましたところ、委員の皆様におかれましては、

大変お忙しい中、御出席をいただき、誠に有難うございます。 ま

た、皆様方には、日頃より市政の発展、当土地区画整理事業の推進

に御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 土地区画整理事業は、道路や公園などを整備すると共に宅地の区

画整備を行い、良好な住環境の整備を図る事業でございます。 

 当地区の土地区画整理事業につきましては、昭和６２年の事業認

可から３１年を経過し、平成３０年度末現在、仮換地指定率及び道

路の整備率が１００％、使用収益の開始率が９８．８％となり、皆



様のお陰をもちまして、事業も終盤を迎えておるところでございま

す。一方、一部ではございますが、未だ合意形成に至らない案件が

あり、換地処分まで進まない状況でございます。当事業の早期完了

は、施行者の責務であると考えており、事業完了に向け、様々な方

策を尽して参りますので、皆様の御支援と御協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

 また、今回の審議会が新たなる委員で行われる最初の審議会でご

ざいます。委員各位におかれましては、事業の推進にお力添えを心

からお願いし、挨拶とさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

司会（神﨑所長） 

 

ここで報告させていただきます。現在の出席者数は、定数１５名

のところ１４名であり、定数の過半数を超えております。審議会運

営規則第９条第３項の規定による会議の開催要件を満たしておりま

す。 

はじめに資料の確認をさせていただきます。 

会議次第 

審議会委員名簿 

資料１ 土地区画整理審議会の役割 

資料２ 久喜市土地区画整理事業施行規程 

資料３ 久喜市土地区画整理審議会運営規則 

資料４ 久喜市審議会等の会議の公開に関する条例 

資料５ 傍聴要領（案） 

資料６ 事業概要及び進捗状況資料 

以上の８点を事前に配布をさせて頂いておりますが、全て御手元

にございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

会議に入らせていただく前に、皆様にいくつか、御了承をいただ

きたいことがございます。まず、久喜市では、「審議会等の会議の公

開に関する条例」に基づきまして、会議は、原則公開としておりま

すので、この審議会においても、公開としたいと存じます。ただし、

個人が特定できる審議事項等につきましては、部分的に非公開とさ

せていただきますので、御了解をいただきたいと思います。 

また、会議の記録のため、テープへの録音、写真の撮影につきま

して、併せて御了解をお願いしたいと存じます。 

次に、本日は選挙後の初めての会議でございます。新たに委員と

なられた方もいらっしゃいますので、恐縮ではございますが、委員

の皆様には、ここで自己紹介をお願いしたいと存じます。 

それでは、只今選挙で選ばれた委員と学識経験委員別に５０音順

にお座りいただいておりますので、始めに青木委員さんから順にお

願いいたします。 

 

（各委員自己紹介） 

 

ありがとうございました。続きまして、事務局職員を紹介いたし

ます。 



建設部 武井部長でございます。 

建設部 宮下副部長でございます。 

建設部 小森谷都市整備課長でございます。 

次に当事務所の職員でございます。 

 担当の髙橋でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

次に次第４の会長及び会長代理の選出に入らせていただきます。 

本日は改選後初の審議会でございますので、初めに審議会運営規則

第３条第１項の規定により会長を、また第４条第１項及び第２項の

規定により、会長代理を選出していただくこととなります。 

なお、同規則第１０条第１項の規定により、会長が審議会の議長

となり、議事を進行することになっておりますので、会長の選出が

されるまでの間、梅田市長に仮議長をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

仮議長（梅田市長） それでは、暫時、私が仮議長を務めさせていただきますので、よ

ろしく御協力をお願いいたします。 

次第４「会長及び会長代理の選出について」でございます。 

選出方法につきましては、審議会運営規則第６条第１項の規定に

基づき、単記無記名投票となっておりますが、委員の中で異議がな

いときは、指名推薦の方法を用いることができるとなっております。

皆様、いかがいたしますか。  

 

（「指名推薦」との声あり） 

 

只今、指名推薦という御意見がございました。会長及び会長代理

の選出を指名推薦という方法で行いたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

それでは、指名推薦により、始めに会長の選出を行うことといた

します。どなたか推薦をお願いします。 

 

（「会長に籠宮委員を推薦する」との声あり） 

 

ただいま会長に籠宮委員を推薦するとの声がありましたが、他に

ございませんか。 

 

（「他になし」との声あり） 

 

ただいま、委員の皆様から会長に籠宮委員を推薦するとの御意見

をいただきました。それでは、皆様の推薦により会長に 

に籠宮委員とすることについて御異議ございませんか。 



（「異議なし」との声あり） 

御異議がないようでございますので、籠宮委員を審議会会長と決

定いたします。 

続いて会長代理の選出を行うことといたします。いかがでしょう

か。 

 

（「会長に一任でよろしいと思います」との声あり） 

 

ただいま、会長一任の御意見がありましたが、よろしいでしょう

か。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

それでは、会長一任ということになりましたので、籠宮会長、会

長代理にどなたか推薦していただけますか。 

籠宮会長 それでは、橋本豊治委員にお願いしようと思います。 

仮議長（梅田市長） ただいま、会長から、会長代理に橋本豊治委員を推薦するとの御

意見をいただきました。それでは、会長代理に橋本豊治委員とする

ことについて御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

御異議がないようでございますので、橋本豊治委員を審議会会長

代理と決定いたします。 

以上で、仮議長の職務は終了いたしました。これで、仮議長の任

を解かせていただきます。皆様の御協力ありがとうございました。 

司会（神﨑所長） ここで、会長は会長席に御移動をお願いいたします。 

 

（会長は、議長席に座る） 

 

ここで、会長に選出されました籠宮委員に、会長就任の御挨拶を、 

橋本豊治委員に会長代理就任の御挨拶を賜りたいと存じます。初め

に籠宮会長よろしくお願いします。 

籠宮会長 只今、会長に推薦されました籠宮です。先程は市長さんから御言

葉がありましたとおり、この区画整理ももう３１年も経過して、こ

の審議会も６１回目ということで、この区画整理も本当に立派な状

態に仕上がってきております。２０００年には栗橋駅西口も開設を

いたしました。以前の形はほとんど想い出せないくらい変化してお

ります。これから、ますます発展していくことかと思います。それ

でもまだこれからも区画整理は続いていくとのことですので、審議

会の皆様とまた区長さんを始め、この区画整理が完成することをお

祈りしまして御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 



司会（神﨑所長） ありがとうございました。次に橋本豊治会長代理、お願いします。 

橋本会長代理 ただいま会長代理に御指名をいただきました。橋本でございます。

会長を補佐し、この区画整理事業の早期完了に皆様と伴に努めて参

りたいと思いますので、御協力をお願いし、御挨拶とさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

司会（神﨑所長） ありがとうございました。 

恐れ入りますが、梅田市長におかれましては、他の公務の都合上、

ここで退席させていただきます。 

 

（市長退席） 

 

次に、次第５の審議会の概要説明について入らせていただきます。 

それでは、審議会の概要説明について担当の髙橋より御説明申し上

げます。 

事務局（髙橋主任） 栗橋駅西土地区画整理事務所の髙橋でございます。次第５の審議

会の概要について御説明いたします。 

本日は、改選後第１回目の審議会ということもありますので、始

めに土地区画整理審議会の役割について資料１に基づき御説明させ

ていただきます。 

まず１審議会の概要について 

設置の根拠につきましては施行者が設置する諮問機関であり、任

務が終わった場合に廃止されます。 

目的及び性格につきましては「換地計画」、「仮換地の指定」等に

関する事項について、施行者からの諮問に対し、審議し答申する諮

問機関であるということです。 

組織及び委員定数ですが委員定数１５名については、所定の手続

きを経て選挙された委員が１２名、学識経験を有する者のうちから

市長が選任した学識経験委員３名により組織されます。 

次に２権限（職務）について 

 土地区画整理審議会は、換地計画、仮換地の指定及び保留地の

決定に関する事項についてこの法律に定める権限を行います。 

「審議会の同意を必要とする事項」 

（１）評価員を選任しようとする場合 

（２）学校や道路などについて、換地計画において特別の定めを

する場合 

（３）保留地を決定する場合 

（４）宅地地積の適正な地積を定める場合 

このような事項について定める場合には、審議会の同意を得なけ

ればならないとなっています。 

「審議会の意見を必要とする事項」といたしまして 

（１）換地計画を作成しようとする場合、 

（２）換地計画を変更しようとする場合、 

（３）換地計画の縦覧により意見書の提出があった場合の内容審



査 

（４）仮換地を指定しようとする場合このような事項について定

める場合には、審議会の意見を聴かなければならないとなっていま

す。 

裏面をご覧いただきたいと思います。 

次に、３の委員についてでございます。（１）委員の任期は、平成

３０年５月１４日から５年です。ただし、選挙により委員になった

者が、任期中に当該選挙の選挙権の目的となった所有権についての

権利が有しなくなったときは、その地位を失います。つまり、選挙

により委員となった皆さまは、区画整理地内に土地を所有している

方でいらっしゃいますが、その土地を処分してしまった場合には、

審議会委員としての地位を失うということです。また、換地処分等

により審議会への諮問事項等がなくなった場合は廃止されるもので

ございます。 

次に（２）委員の身分でございますが 審議会は、久喜市が設置

する諮問機関ですので、その委員は地方公務員の非常勤の特別職と

なります。したがって、地方公務員法の適用はなく、他の職務との

兼務も認められます。となっています。 

最後に（３）委員の報酬でございますが、委員の報酬は、「久喜市

の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」

に基づいて、審議会開催の都度、出席委員に日額６,０００円を支給

します。 

以上が、土地区画整理審議会についての役割、概要となります 

続きまして、資料２久喜市土地区画整理事業施行規程でございま

すが、土地区画整理法第５３条の規定に基づき定めた久喜市の条例

でございます。この中で、事業の名称や施行地区の地域の名称、事

務所の所在地など、土地区画整理事業を実施する基本的な事項が定

められています。審議会委員の定数や、任期などもこの条例によっ

て定められています。 

続いて、資料３久喜市土地区画整理審議会運営規則でございます

が、先ほどの施行規程第１８条に基づき、審議会の運営に関し必要

な事項を定めたもので、本日の審議会につきましてもこの規則に基

づき、開催、運営していくこととなります。 

次に、資料４久喜市審議会等の会議の公開に関する条例・運営規

則 でございますが、会議の冒頭におきましても所長から話があり

ましたが、この条例、規則に基づき、この審議会も原則公開の扱い

をさせていただくこととなります。ただし、個人に関する事項が含

まれた審議につきましては非公開とさせていただきます。 

これらの条例・規則につきましては時間の関係上詳細の説明は差

し控えたいと思いますが、お持ち帰りいただき疑問な点がございま

したら、当事務所までお問い合わせいただきたいと存じます。以上

で資料１から資料４までの説明を終わります。 

事務局（神﨑所長） 続きまして、私の方から資料５の傍聴要領につきまして、御説明



させていただきます。 

久喜市の審議会等、公開される審議会におきましては、このよう

な傍聴要領が定められております。要領は会議の手続き、秩序の維

持、傍聴するに当たって守るべき事項等について定めたものでござ

います。 

他の要領と違う点といたしまして２の会議の一部非公開がござい

ます。この土地区画整理審議会では、個人情報に関連する事項を議

題とする場合は非公開として、傍聴者は退席していただくというも

のでございます。他については、他の傍聴要領とほぼ同一の物とな

ってございます。内容の詳細説明については、省かせていただきた

いと存じます。ここで皆様にお諮りさせていただきます。この案を

当審議会要領と定めさせていただいてよろしいでしょうか？ 

 

（異議なしとの声あり） 

 

ありがとうございます。それでは本要領を平成３０年５月１４日

改選後の要領と決定させていただきます。 

司会（神﨑所長） 審議会の概要説明に対し何か質問はございますか。 

続きまして、次第６の議事に入らせていただきます。 

審議会運営規則第１０条第１項の規定により、籠宮会長が議長と

なり議事進行をお願いいたします。 

議長（籠宮会長） それでは、早速議事を進めたいと思います。委員の皆様には、円

滑な議事進行に御協力くださいますようお願い申し上げます。 

次第６議事（１）「議席の決定について」についてでございます。

委員の議席指定につきましては、審議会運営規則第７条により抽選

によって定めることになっています。 

現在、着席されております議席につきましては、仮議席として、

選挙選出委員と学識経験委員別にあいうえお順にて、着席をいただ

いております。皆様に御異議がなければ、この仮議席を本議席とし

たいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

（「現在の席でよい」という声あり） 

 

現在の席でよいという御意見がございましたが、現在着席されて

いる仮議席を本議席と決定することでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

異議ないものと認め、現在の仮議席を本議席と決定します。 

ここで議事録署名委員を決めたいと思います。審議会運営規則第

１６条第２項の規定によりまして、私から署名議員を指名したいと

思います。２番、荒井委員さん、３番、遠藤委員さん、お願いしま

す。 



続きまして、議事（２）事業概要及び事業進捗状況についてを審

議事項といたします。事務局より説明をお願いします。 

事務局（神﨑所長） 議事（２）事業概要及び進捗状況について御説明をさせていただ

きます。 

資料６をご覧ください。 

地区の概要でございますが、当事業は面積が約８２．１haで久喜

市による公共団体施行でございます。 

事業期間でございますが、平成２８年１１月に事業計画を５年延

長し、期間を平成３４年３月３１日までとしております。 

減歩率でございますが、公共減歩、保留地減歩を合わせまして、

平均で２２．４５％でございます。権利者数は、今年１月末現在で

１，３４４人、計画人口は事業計画で６，６５６人としております。

地区計画でございますが、資料の４ページをご覧いただきたいと思

います。このピンクで着色している部分、栗橋駅西口駅前周辺でご

ざいますが、面積が約４．６haでございます。ここが地区計画に指

定されている箇所でございます。資料の３ページの上から５段目の

土地利用の方針にございますように、この地区については、商業業

務施設の誘導を図るということで、その３段下の建築物等の用途の

制限にございますとおり、「１階の部分に店舗、事務所等の部分を含

まない居住の用に供する建築物、工場、付属倉庫以外の倉庫は建築

してはならない。」という制限がございます。 

資料の１ページに戻っていただいて中段の公共施設整備の概要で

ございます  

最後のページに設計図を添付しておりますので、併せてご覧いた

だきたいと思います。当事業では都市計画道路５本と区画街路、特

殊街路とは歩行者専用道路でございますが、道路の他に栗橋駅西口

駅前広場も事業として整備をさせていただいております。また、公

園については、お隣の加須市との行政界にございます近隣公園を含

めて８つの公園用地がございます。公園については、区画整理事業

では整地と外柵まで行うことになっております。また、今年度から

公園緑地課に管理移管を行いまして、今後順次整備を行っていく計

画でございます。次に資金計画でございますが、総事業費が 

約１１８億９，８５５万円でございます。次に事業の進捗状況でご

ざいますが、事業計画上の公共施設の整備は全て完了しており、仮

換地指定率も１００％でございます。しかし未だに物件移転補償契

約が合意に至らない工作物が２件ございますことから、使用収益が

１００％ならないところでございます。 

資料の後ろから２枚目に町の区域図の変更前と変更後を付けさせ

ていただいております。これは、平成２８年９月２９日議決を得て

決定をしたものでございます。今後は先ほど申し上げました、２件

の工作物の移転を完了させた後に、この新しい町名に新地番を付番

し権利者の皆様に通知するという、いわゆる換地処分を行っていく

こととなります。 



最後に保留地の処分状況でございますが、全体の処分率が 

９１．７％でございます。 

事業概要及び進捗状況については以上でございます。 

議長（籠宮会長） 只今、担当から説明をいたしましたが、この件について、質問は

ございますか。他に何かございますか。ないようですので、以上で、

議事を終了いたします。ここで議長の任を解かさせていただきます。

御協力ありがとうございました。 

司会（神﨑所長） ありがとうございました。もし御不明な点等がございましたら、

後ほどでも事務所までお問合せをいただければと思います。 

以上で本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。 

ここで、武井建設部長から皆様へ一言御礼の挨拶を述べさせてい

ただきます。 

武井部長 閉会に当たり一言御挨拶をさせていただきます。 

本日は、改選後初めての審議会ということで、大変お忙しい中、

御出席いただきまして誠にありがとうございます。また、審議の中

では、会長、会長代理の選出、議席の決定等につきまして御審議を

いただき御決定を賜りありがとうございました。 

冒頭に市長が申し上げましたとおり、市といたしましても、今後

事業の早期完了に向け、鋭意取り組んで参りたいと考えております。

当審議会の皆様には、土地区画整理事業の円滑な推進のため、今後

ともその御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げま

して、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。 

本日は、御審議ありがとうございました。 

司会（神﨑所長） それでは、以上をもちまして、第６１回 久喜都市計画事業栗橋

駅西（栗橋地区）土地区画整理審議会を閉会といたします。 

本日は、お忙しい中、大変ありがとうございました。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 
   平成３０年５月３１日 
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