
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（川島） 

 

皆様、こんにちは。 

定刻になりましたので、只今から、土地区画整理審議会を開催

したいと思いますが、会議に先立ちまして、４月２１日に実施いた

しました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、そして、学識経験者としてお願いする委員の皆様に、田中市

長から、当選証書並びに選任書の交付をさせていただきます。 

お手元に配布させていただきました名簿順に、お名前を申し上

げますので、その場でご起立のうえ、当選証書並びに選任書の受領

をお願いいたします。終わりましたら、ご着席下さい。 

それでは、委員の皆様のお席にお持ちいたしますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、市長、よろしくお願いいたします。 

 

（市長から一人一人に当選証書・選任書を交付） 

 

以上で、当選証書並びに選任書の交付を終了させていただきま

す。 

申しおくれましたが、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川島と申します。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

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

たしておりますので、ただ今から、第５５回幸手都市計画事業栗橋

駅西（栗橋地区）土地区画整理審議会を開催いたします。 

それでは、次第３の市長あいさつでございます。 

田中市長より、ごあいさつを申し上げます。 

田中市長  皆様、こんにちは。 

 改めまして、久喜市長の田中暄二でございます。 

 本日は、第５５回、栗橋駅西（栗橋地区）土地区画整理審議会の

開催のご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、このように、ご出席をいただきまして、誠に

有難うございました。 

 土地区画整理事業につきましては、申し上げるまでもなく、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、平成２４年度末現

在、道路の整備率が９５．５％、仮換地の指定率が９９．９％、使

用収益の開始率が８４．９％となっております。今日までのご支援

ご協力に対しまして、改めて、深く御礼と感謝を申し上げます。今

後とも、事業完成に向けまして、公園整備をはじめとした良好な住

環境の整備に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し



上げる次第でございます。 

 さて、早いものでございまして、平成２２年の３月に合併して、

新しく久喜市が誕生して以来、３年が経過をし、４年目にはいった

ところでございます。振り返って多大なご協力を頂き、無我夢中の

３年でございました。本年は私が与えられた最後の年になりますの

で、職員共々精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い

を申し上げる次第でございます。 

この間、合併前に１市３町で協議いたしました多くの事業、例え

ば埼玉県厚生連病院の誘致を成功したわけでございます。さらに、

この４月１日からスタートいたしておりますが、４市２町で構成す

る埼玉東部消防組合が設置いただきまして、すでにはじまっており

ます。もともと県内の３６の消防本部がございます。このような小

規模の消防本部があっては、例えば東日本大震災のような本格的な

災害に対応できないということから、県内を７つのブロックに分け

て、３年半程前から各自治体で協議をして参りました。このへんに

つきましては、６市２町でスタートいたしまして、私がこの地域間

の代表ということで今年まで進めて参ったわけでございます。一般

行政の合併も大変苦心でございましたけれども、今回のような消防

組合においての合併につきましても、正直申し上げまして、私の予

想を上回る苦労がございました。途中でどうしても意見が合わずに

２市が離脱いたしまして、先程申し上げましたように４市２町、こ

れは久喜市、加須市、幸手市、白岡市、それと宮代町、杉戸町、こ

の４市２町での新たな埼玉東部消防組合ということでスタートした

わけであります。管理者につきましては、４市２町の長といたしま

して、あなたがやれということでございましたので、私が努めさせ

ていただいております。また、新消防組合の位置につきましては、

それまでの合併した久喜市と宮代町で消防組合をやっておりました

が、この事務所に関する大宮栗橋線沿いの久喜内の事務所を全て使

うということで現在に至っております。人口４６万人、署所数が１

８、職員数６４９人、３２４平方キロメートルでございます。現在

の時点では埼玉県内の中で３番目の規模になります。ですから全国

的にも２０番目程度の規模になろうかと思います。消防の今後は、

そもそも、なんと申しましょうか、２４時間対応ですので、２交代

することもあれば３交代することもあり、指揮命令もありますの

で、４市２町についての消防長が１人になるわけでございます。そ

のようなことでございまして、思わぬこともありましたけれども、

しかしやっとご理解を頂いて既にスタートしたことでございます。

これをもって必ずや当地域の消防力、あるいは、防災力強化に花開

くものと思っております。 

また、ご案内のとおり圏央道という首都圏を環状に繋いだ高速道

路を国において事業しております。総延長３００キロでございます

が、これは関東平野を環状に、東京中心に高速道路が何本もはしっ

ております。東北道、関越道等ありますけれども、この高速道路を

繋ぐ高速道路がないということです。ニューヨークにもワシントン

にも中国でさえ、環状の高速道路を繋ぐ高速道路がないというわけ

でございますけれども、遅くはなりましたが、現在そういう工事が

進められております。 

この総延長３００キロの高速道路が、埼玉県内では東西に繋ぐと

いうわけでございます。総延長で５８キロございまして、久喜市に



おいては東北道と圏央道が交差する関係で、久喜にジャンクション

ができて、既に利用をいただいております。西の方は、関越道と圏

央道が交差する関係で鶴ヶ島にジャンクションができているわけで

あります。今後交通網、道路網の中心都市は埼玉の東の久喜、西の

鶴ヶ島ということで、このように東の翼、東翼と称している、西

翼、西の翼と称しております。この圏央道の設置に伴いまして、埼

玉県では、企業誘致を進めるための田園都市づくりの事業を進めて

まいりました。幸いにも上田県知事に大分ご理解を頂いて、久喜市

の例においては、菖蒲に工業団地、それから久喜地区におきまして

も、工業団地がそれぞれ出来上がっているわけであります。ちなみ

に、これは余談でござますけれども、工業団地の地価評価で頂く固

定資産税、都市計画税は安定的に市の財源となるものでありますか

ら、大変貴重なものになりますけれども、毎年１億円程度となる会

社が約８社ございます。１番頂く会社は３億円近くなります。一方

で、個人で、１番多く固定資産税を頂く方は、私ではございません

けれども、この中にもいらっしゃいませんけれども、１千万円は超

えない額であります。私が言いたいことは、企業誘致は安定した財

源となりますので、やはり企業誘致は、地方自治体にとって大変大

きな課題であると思っております。このような経済状態ではありま

したけれども、久喜清久工業団地、国がやった事業でありますが、

幸いにも現在あとわずか残っており、既に位置も決まっておりま

す。キッコーマン株式会社、コカコーラ等々がもう操業を開始する

ところであります。このような優良企業の誘致をしたわけでござい

ます。 

その他、今後の久喜の今後の発展の方向性を示す総合振興計画、

あるいは、都市計画マスタープラン等ができあがっておりまして、

これらの計画に基づいた事業の進捗を今後とも果たしていかなけれ

ばならない。このことが合併したことの大きな意味であると思って

いるわけでございます。 

話が少し、若干恐縮でございますが、簡単に後２点ご紹介させて

いただきますと、本多静六博士、明治、大正、昭和の初期に活躍し

た日本の公園の父と言われる方でございます。菖蒲の三箇出身でご

ざいまして、この方の今までの実績を上田県知事にも高く評価をい

ただいておりまして、県としても市として検討を行ってきたわけで

ございますが、この度３月２１日に上田県知事をお招きして、菖蒲

総合支所の５階に、本多静六記念館のオープンをいたしたものでご

ざいます。北海道から九州まで、全国の主だった公園の設計を行っ

たものと言われております。この辺ですと、大宮公園、日比谷公

園、明治神宮等々があるわけであります。大正の頃から、環境の大

切さを訴えたわけでございまして、上田県知事に言わせますと、埼

玉県が生んだ５大偉人の１人とのことでありますので、まだご覧頂

いてなかった方がおいででございましたら、ぜひ菖蒲総合支所の５

階まで足を運んでいただければと思っております。 

後は、川内優輝選手がいよいよ８月にモスクワで男子マラソンに

走ります。私も関東の応援に行ってまいりましたが、今回の成績如

何では、リオデジャネイロオリンピックへ道が開けるわけでござい

ます。わが久喜市はじまって以来のオリンピック選手が誕生します

よう市民の皆様と共に応援をしたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 



それでは、本日のこの審議会、どうぞよろしくお願いを申し上げ

ると共に、当土地区画整理事業の早期完成のため、今後とものご支

援と深くご協力を賜りますようお願い申し上げ、長く恐縮ですがご

挨拶とさせて頂きます。 

 どうぞよろしくお願いします。 

司会（川島） 

 

ありがとうございました。 

それでは、さっそく会議に入らせていただきますが、本日は、

選挙後、初めての会議でございますので、事前に、皆様にいくつ

か、ご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」が

ございます。これに基づきまして、会議は、原則公開としておりま

すので、この審議会におきましても、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、ご了解をいただきたいと思い

ます。 

また、本日の会議の記録のための録音、写真の撮影につきまし

て、ご了解をお願いしたいと存じます。 

それでは、早速ではございますが、次第に従いまして、会議を

進めさせていただきます。 

本日は、初めての会議でございますので、恐縮ではございます

が、皆様には、改めまして、自己紹介をお願いしたいと存じます。 

それでは、ただいま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紹介をお願いいたします。 

 

（委員自己紹介） 

 

続きまして、事務局職員を紹介いたします。 

 

（職員自己紹介） 

 

次に、次第の４の審議会の概要説明について入らせていただき

たくところですが、配布資料の確認を最初にさせていただきます。 

 

（配布資料確認） 

  

ここで、会議の進め方について何点がご説明を申し上げます。

会議につきましては、条例の規定によりまして、会議録を作成しな

ければならないこととなっております。 

この会議におきましても会議を録音させていただきまして、発

言者の氏名を含めまして、会議録を作成したいと思います。 

会議録の作成形式は、基本的には全文形式としたいと考えてお

ります。 

なお、会議録の確認、署名につきましては、土地区画整理審議

会運営規則第１６条第２項の規定によりまして、後ほど決定されま

す会長より指名される２名の署名委員さんにお願いをいたします。 

次に、委員名簿の公開についてでございますが、ホームページ

等への委員名簿の掲載につきましては、お手元にお配りしてある名

簿を公開したいと考えておりますので、ご了承をお願いいたしま

す。 



ここまでで何か、ご質問はございますでしょうか。 

 

（なしと声あり） 

 

それでは、次第４ 審議会の概要説明につきまして、資料に基

づき、それぞれ担当より説明させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

青柳担当主査 それでは、私のほうから、資料１土地区画整理審議会の役割につき

まして説明させていただきます。 

限られた時間ですので、要点のみ説明させていただきます。 

公共団体施行の土地区画整理事業は、施行する土地区画整理事業

ごとに施行者の諮問機関として審議会が設置されることとなってい

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、土地区画整理審議会の役割について、資料１に基づき説明させ

ていただきます。１番の概要につきましては、省略させていただき

まして、２の権限、職務についてでございます。 

 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、そして意見を必要とする事項がご

ざいまして、審議会の同意を必要とする事項におきましては、評価

員を選任しようとする場合、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、保留地を決定する場合、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おります。 

次に審議会の意見を必要とする事項といたしまして、換地計画を

作成しようとする場合、換地計画を変更しようとする場合、換地計

画の縦覧により意見の提出があった場合の内容審査、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。 

 審議会の役割、概要につきましては、この資料をご覧いただきま

して、何かご質問がございましたら、後日当事務所までご連絡をい

ただきたいと思います。 

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、資料２でございます。これは土地区画整理法第５３条の規定

に基づき定めた久喜市の条例でございます。当区画整理の基本的な

事項が定められている条例でございます。 

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条の規定に基づきまして、審議会の運

営に関し必要な事項を定めたものでございます。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。 

最後に 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お話があ

りましたが、この条例、規則に基づきまして、この審議会も原則公

開の扱いをさせていただくということになります。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まして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思います。 

以上で資料１から資料４までの説明を終わります。 



川島所長 続きまして、私のほうから資料の５傍聴要領、本日は(案)として

ございますが、傍聴要領につきまして、皆様にお諮りをしたいと思

います。 

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

な形で傍聴要領が定められてございます。このスタイルといたしま

して、久喜市のなかのほとんどの審議会、公開されるものにつきま

しての審議会の傍聴要領とほぼ同等に作成をしてございます。これ

は傍聴される皆様にエチケット等を守っていただくために、このよ

うなもので定めてございます。 

他のもの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、個人情報を皆様にお諮りい

ただく場合がございますので、そういった個人情報等に関する部分

につきましては、非公開とさせていただきたいと思いますことから

この２番の一部非公開を加えてございます。あとはほぼ同一のもの

となってございます。詳細な説明、恐れ入りますが、省かせていた

だきますが、こういった形で要領を定めさせていただきたいと思い

ますが、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。 

それから今までの質問等につきましては、時間がございましたら

ば、この後会議が終わりましてから下の事務所、それから後ほど、

お気付きの点がございましたら、ご連絡をいただければ有難いと思

います。 

司会（川島） それでは、続きまして、次第の５会長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項の規定によりまして、会長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となっておりますので、会長の選出が

されるまでの間、議事を進行するために仮の議長を私から指名させ

ていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

 

（はいとの声あり） 

 

それでは、伊坂１丁目の区長さんでもあります宇津城委員さんに

お願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

それでは、宇津城委員さんに仮議長をお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

仮議長（宇津城委

員） 

ただいま仮議長としてご指名いただいた宇津城でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

会議は、次第のとおり進めさせていただきます。座って行わせて

いただきます。 



 それでは、次第５の会長の選出についてでございます。 

会長の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い

ますので、これについていかがいたしますか。 

 

（指名推薦との声あり） 

 

ただいま指名推薦という声がございました。会長の選出を指名推

薦という方法で行いたいと思いますが、ご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。 

 

（籠宮委員を推薦するとの声あり） 

 

ただいま籠宮祥孝委員を推薦するとの声がありました。他にござ

いませんか。 

（なしとの声あり） 

 

ないようですので、ただいま、委員の皆様から会長に籠宮祥孝委

員を推薦するとの意見をいただきました。それでは、皆様の推薦に

より籠宮祥孝委員を会長とすることについてご異議ございません

か。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

ご異議がございませんようでございますので、籠宮祥孝委員を審

議会会長と決定をいたしたいと存じます。 

ここで、会長に選出されました籠宮祥孝委員に、会長の就任の

ごあいさつをよろしくお願いいたします。 

籠宮会長  ただいま会長に推薦いただきました。６回目の会長として努めさ

せていただきます。今回、この区画整理審議会において、既に５回

審議会が変わっております。このように考えますと、区画整理とい

うものが長い時間が経ったと本当に感じております。任期が５年で

すので、前回のとおり協力して実現してこのような形で会を迎えて

おります。その中で、委員の皆様と共に良くしていきたいと思いま

す。前回の意志を継いで、これからも皆様のご協力をお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

仮議長（宇津城委

員） 

以上で、仮議長の職務はすべて終了いたしました。会長と席を交

代いたします。ご協力ありがとうございました。 

司会（川島） それでは、議事進行の打ち合わせを行いたいと思います。少々休

憩いたします。 

 

（休憩） 

 

それでは再開いたします。審議会運営規則第１０条第１項の規定



によりまして、籠宮会長に議長をお願いいたしますが、議事に入る

前に、市長から諮問をさせていただきます。 

市長、籠宮会長、恐れ入りますが、その場にてご起立下さい。 

 

（田中市長から会長に諮問書を読み上げ、諮問書を籠宮会長へ渡

す） 

 

ありがとうございました。 

恐れ入りますが、市長におきましては、他の公務の都合上、こ

こで退席させていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（市長退席） 

 

それでは、早速ですが、籠宮会長を議長といたしまして進行のお

願いをいたします。よろしくお願いします。 

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

な議事の進行についてご協力よろしくお願いします。 

次第７（１）「議席の決定について」についてでございます。委

員の議席決定につきましては、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おります。 

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、あいうえお順に、着席をいただいております。皆様にはご異議

がなければ、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ご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。 

それでは、ここで審議会運営規則第１６条第２項の規定によりま

して、私から署名委員を指名したいと思います。 

 １番青木委員さん、２番宇津城委員さん、お願いします。 

続きまして、（２）「会長代理の選出について」を行います。 

会長代理の選出については、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いま

す。いかがでしょうか。 

 

（指名推薦との声あり） 

 

ただいま指名推薦という声がありました。会長代理の選出方法に

つきましては、指名推薦という方法で行いたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

 



（はいとの声あり） 

 

それでは、指名推薦により会長代理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。 

 

（橋本豊治委員を推薦する声あり） 

 

ただいま橋本豊治委員を推薦する声がありましたが、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代理に橋本委員を推薦するとの意

見がございました。それでは、皆様の推薦により橋本委員を会長代

理とすることについてご異議ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

ご異議がないようでございますので橋本委員を審議会会長代理と

決定いたします。 

ここで、会長代理に推薦されました橋本委員に、会長代理就任の

ごあいさつをお願いいたします。 

橋本豊治会長代理  ただいま会長代理というご指名をいただきました橋本でございま

す。会長を全力で補佐し、そして皆様と一致団結して、この区画整

理の早期終了に努力して参りたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

議長（籠宮会長） ありがとうございました。 

次に、（３）諮問第９９号「保留地の決定について」を議題とい

たします。 

保留地の決定につきましては、土地区画整理法第９６条第３項の

規定により、審議会の同意事項となっております。 

それでは、諮問についての詳細説明をお願いします。 

青柳担当主査 それでは、資料６をご覧下さい。 

諮問第９９号保留地の決定について説明をさせていただきます。 

土地区画整理事業における保留地全体の予定地積につきまして

は、事業計画において、３６,５１１㎡と定められています。今

回、お諮りいたします保留地は、この予定地積の内、１７０．３

㎡、４画地についてでございます。 

保留地の位置等につきましては、お手元にお配りいたしました、

保留地の決定についての一覧表と保留地決定箇所位置図をご覧くだ

さい。それでは、保留地の決定についての一覧表を読み上げます。 

１番 街区番号２ 画地番号６ 地積８４．１７㎡ 

２番 街区番号３２ 画地番号２ 地積２６．９４㎡ 

３番 街区番号４５ 画地番号９ 地積４５．６７㎡ 

４番 街区番号１３３ 画地番号１６ 地積１３．５２㎡ 

１番から４番の保留地につきましては、その保留地単独での土地

利用を図ることが難しい保留地であるため、隣接している権利者に

随意契約にて処分を予定している保留地でございます。 

１番の保留地につきましては、幅員６ｍの道路と東武鉄道敷地に



面する保留地となります。２番の保留地につきましては、幅員６ｍ

と幅員４ｍの道路に面する保留地、３番につきましては幅員９ｍ、

４番は幅員６ｍの道路に面する保留地となります。以上で保留地の

決定についての説明を終わります。 

議長（籠宮会長） ただ今、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。 

 

（なしとの声あり） 

 

ないようですので、決を取らせて頂きます。 

諮問第９９号「保留地の決定について」、原案に賛成の方は挙手

をお願いします。 

司会（川島）  全員賛成です。 

議長（籠宮会長） 全員賛成をもちまして、諮問第９９号「保留地の決定について」

は原案のとおり、決定させていただきます。以上で、諮問された案

件につきましては、審議が終了いたしました。 

続きまして、（４）軽微変更事項の報告に移ります。なお、軽微

変更の報告につきましては、久喜市審議会等の会議の公開に関する

条例第５条第１項第２号に該当する個人情報を扱う審議となるた

め、非公開といたします。 事務局より、報告をお願いします。 

松橋主事 【ここでの説明は、具体的な個人名を示し、当該個人の土地の仮

換地指定の変更を説明しているため、マスキングさせていただきま

す。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

議長（籠宮会長） ただ今、担当から説明をさせて頂きましたが、この件について、

質問はございますか。 

 

（なしとの声あり） 

 

質問がないようですので、これで議事を終了いたします。 

これから、答申書の準備をします。ここで、５分ほど休憩に入り

ます。よろしくお願いします。 

 

（答申書案を作成し各委員に配布） 

 

それでは、答申書の準備ができました。答申書の案を委員の皆様

にお配りしました。この案文を事務局に朗読させます。 

松橋主事 【答申書朗読】 

議長（籠宮会長） ただいま読み上げました。こういう形で答申してよろしいでしょ

うか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

それでは、これで議事が終了いたしました。ここで議長の任を解

かさせていただきます。ありがとうございました。 

司会（川島） 

 

ありがとうございました。 

それでは、次第８の答申に入りたいと思います。 

市長の代理を関根建設部長とさせていただきます。 

関根建設部長、籠宮会長、その場にてご起立をお願いします。 

 

（会長から部長に答申書を読み上げ、答申書を部長へ手渡す） 

 

司会（川島） ありがとうございました。 

次に、次第９のその他ということでございますが、事務局から２

点説明をさせていただきます。それぞれ担当より説明いたしますの

でよろしくお願いします。資料につきましては、資料８、９となり

ます。それぞれ担当より説明いたします。 

青柳担当主査 それでは、資料８をご覧下さい。事業の進捗状況の資料でござい

ます。説明させていただきます。 

まず、仮換地指定の状況でございますが、平成２５年３月末時点

での指定率は９９．８８％でございます。残る１筆の未指定箇所に

つきましては、権利者の合意のもと、平成２５年５月２３日付で仮

換地指定通知を発送済みでございます。よって、現在は仮換地指定

率が１００％でございます。 

続いて、使用収益の開始状況でございますが、８４．９５％、続

いて隣の、街路築造工事着工状況につきましては、９９．４５％の

進捗状況でございます。 



次のページの図面につきましては、赤く塗られた図面が仮換地指

定済み箇所、次の黄色く塗られた図面が使用収益開始済み箇所図で

ございます。続いて、保留地集計表でございますが、事業計画上の

全体面積、３６,５１１．４４㎡の内、平成２５年３月末時点で３

１６区画、２６,９９２．３８㎡を処分済みでございます。残る保

留地は、９,５１９．０６㎡、処分率は７３．９％でございます。

 以上で事業の進捗状況についての説明を終わります。 

長谷川担当主査 続きまして、平成２５年度工事予定箇所についてご説明申し上げ

ます。お手元の資料９、平成２５年度工事予定箇所図をご覧くださ

い。今年度の工事予定は９箇所ございます。①番から順にご説明申

し上げます。 

①番、区４－２５号線の街路築造工事でございます。工事内容に

つきましては、延長２５メートル、幅員４メートル、側溝布設、路

床・路盤の入替及び舗装を行う工事でございます。工事の発注は１

月を予定しております。 

次に②番、区４－２９号線の側溝布設工事でございます。工事内

容につきましては、延長５７メートル、幅員４メートル、側溝布

設、不陸整正及び舗装を行う工事でございます。工事の発注は８月

を予定しております。 

次に③番、区６－５８号線の街路築造工事でございます。工事内

容につきましては、延長６７メートル、幅員６メートル、側溝布

設、路床・路盤の入替及び舗装を行う工事でございます。工事の発

注時期は９月を予定しております。 

次に④番、区６－５４号線他１の街路築造工事でございます。工

事内容につきましては、延長１０８メートル、うち都市計画道路が

３９メートル、幅員６メートル、側溝布設、路盤の入替及び舗装を

行う工事でございます。工事の発注は１２月を予定しております。 

次に⑤番、区６－１３２号線の管渠布設工事でございます。工事

内容につきましては、延長２００メートル、幅員６メートル、雤水

函ボックスカルバート布設、路床・路盤の入替及び舗装を行う工事

でございます。工事の発注は７月を予定しております。 

次に⑥番、区６－１３９号線の街路築造工事でございます。工事

内容につきましては、延長４４メートル、幅員６メートル、片側側

溝布設、路盤の入替及び舗装を行う工事でございます。工事の発注

は７月を予定しております。 

次に⑦番、区５－２号線の舗装工事でございます。工事内容につ

きましては、延長１２３メートル、幅員５メートル、舗装を行う工

事でございます。工事の発注は１０月を予定しております。 

次に⑧番、歩８－４号線の街路築造工事でございます。工事内容

につきましては、延長４０メートル、幅員８メートル、側溝布設、

路床・路盤の入替及び舗装を行う工事でございます。工事の発注は

１月を予定しております。 

最後に⑨番、７２街区の擁壁設置工事でございます。工事内容に

つきましては、延長１００メートル、擁壁及び側溝布設を行う工事

でございます。工事の発注は１２月を予定しております。 

いずれの工事につきましても、現在測量業務委託を履行中でござ

います。 

以上で、今年度の工事ついての説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 



司会（川島） ここまでの事業の進捗状況及び工事の説明をさせていただきまし

たが、こちらにつきまして何か質問等ございましたらお受けいたし

ます。もしわからない点等ございましたら、後ほどでも事務所まで

お問い合わせをいただければお答えしたいと思います。それでは、

質問等ないようですので、次第９その他につきまして終了いたしま

す。 

ここで、関根建設部長から皆様へ一言御礼の挨拶を述べさせて頂

きます。 

関根部長 皆様、本日は大変長時間に渡りまして、ご審議を頂きまして誠に

ありがとうございました。お疲れ様でした。 

本日は改選後初めての審議会ということで、会長、会長代理の選

出、議席の決定等につきましてご審議をいただきました。また、市

長から当審議会に諮問させていただきました保留地の決定につきま

して、慎重なるご審議をいただき、原案のとおり同意しますとの答

申をいただきました。市といたしましては、これら、ご同意をいた

だいた案件の事業化に向けまして、鋭意に取り組んでまいりたいと

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

後ともそのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。本日は、ご審議ありがとうございました。 

司会（川島） ありがとうございました。以上で本日予定しておりました日程は

全て終了となりますが、ここで、皆様にお知らせをさせていただき

たいことが１点ございます。よろしくお願いします。 

久喜市では、市内各地区におきまして、市民懇談会を開催して

おります。栗橋地区におきましては、７月６日、土曜日、午後２時

からになりますが、栗橋文化会館イリスの２階会議室におきまし

て、市長自らが、平成２５年度の主要事業等、市政に関しまして説

明をさせていただき、市民の皆様との意見交換を行うこととなって

ございます。 

この場に多くの皆さんのご参加をお待ちしておりますので、時間

ございましたら、是非皆様にもご参加お願いしたいと思います。 

それでは、以上をもちまして、第５５回 幸手都市計画事業栗橋

駅西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。 
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