
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（青柳室長） 

 

皆さん、こんにちは。 

定刻となりましたので、ただ今から、第６５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開会させていただきま

す。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます、市街地整備推進室

長の青柳と申します。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

はじめに、現在の出席委員でございますが、委員定数１５名のう

ち、出席委員は１５名でございます。 

委員の半数以上の方にご出席いただいておりますので、久喜市土

地区画整理審議会運営規則第９条第３項に規定する会議の開催要件

を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

続きまして、会議に入る前に、会議の公開及び会議録の作成等に

ついて、ご説明させていただきます。 

本市では、「久喜市審議会等の会議の公開に関する条例」に基づ

き、会議は原則公開とし、どなたでも傍聴することが可能でござい

ます。 

ただし、個人が特定できる審議事項につきましては、部分的に非

公開とさせていただき、配布しました資料についても回収いたしま

すので、ご了解をいただきたいと存じます。 

また、公開される会議は、会議録を作成し、閲覧に供することと

しておりますことから、本日の会議を記録するため、録音及び写真

撮影を行うことにつきまして、ご了承いただきたいと存じます。 

なお、会議録の作成形式は、全文記録とし、会議録の確認及び署

名につきましては、久喜市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、後ほど会長が指名する２名の委員の方にお願い

したいと存じます。 

それでは、次第に従いまして、会議を進めさせていただきます。  

次第２ 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、ご挨拶を申し上げます。 

梅田市長 改めまして、こんにちは。 

久喜市長の梅田修一です。 

本日は、第６５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、日頃より市政の発展、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。 

本事業は、昭和６２年の事業認可から３４年を経過し、長い時間

をかけて、多くの関係権利者の皆様方のご理解を得ながら進めてき

たところでございます。 

ご案内のとおり、昨年度、行政代執行を実施したことにより、使



用収益の開始率も１００パーセントとなり、現在は、保留地処分が

１件残っているところではございますが、事業完了を迎える条件が

整い、いよいよ、令和４年３月に換地処分を実施することとなりま

した。 

私は、本事業の完了は、施行者としての責務であると考えており、

換地処分の早期実現に努めてきたところでございますが、籠宮会長

をはじめとした審議会の皆様方には、何かとお骨折りをいただきま

したことに対しまして、心から厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 さて、本日の審議会では、本事業の、換地処分を迎えるために

必要不可欠な「換地計画の作成について」を含む４件の諮問・答申

を予定してございます。実質的に最終的な審議になるものと考えて

おります。 

委員の皆様におかれましては、活発な議論をいただくとともに、

円滑な議事進行に御協力いただき、ご審議をいただくことをお願い

申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

司会（青柳室長） 

 

ありがとうございました。 

続きまして、次第３ 会長挨拶でございます。 

籠宮会長 よろしくお願いいたします。 

籠宮会長 皆さん、こんにちは。 

ただいま、ご紹介をいただきました籠宮でございます。 

本日は、大変お忙しい中、栗橋駅西土地区画整理審議会にご出席

いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、各委員の皆様方におかれましては、これまで、長期間に渡

り、本審議会にご尽力を頂いてまいりました。 

会長として、改めて、厚く御礼申し上げます。 

本日は、第６５回目の審議会ということでございますが、皆様の

ご理解、ご協力を賜りながら、円滑に会議が進みますよう、お願い

を申し上げまして、ご挨拶とさせて頂きます。 

よろしくお願いいたします。 

司会（青柳室長） 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。 

建設部の齋藤部長でございます。 

建設部の神谷副部長でございます。 

建設部 参事兼都市整備課長の石井でございます。 

次に、当事務所の職員でございます。 

副主幹の田村でございます。 

担当の武井でございます。 

担当の長橋でございます。 

最後に私、当事務所室長の青柳でございます。 

どうぞ、よろしくおねがいします。 

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

１点目が、次第 

２点目が、委員名簿 

３点目が、諮問書の写し ４枚 



４点目が、資料１ 仮換地変更図書 

５点目が、資料２ 特別宅地における清算金の特別措置 につい

て 

６点目が、資料３ 久喜都市計画事業栗橋駅西（栗橋地区）土地

区画整理事業 換地計画説明書 

７点目が、資料４ 換地計画総括表 

８点目が、資料５ 換地図その１（整理前の図面） 

９点目が、資料６ 換地図その２（整理後の図面） 

10点目が 資料７ 換地計画の軽微な変更について 

以上、10点でございますが、資料の不足はございませんでしょう

か。 

よろしいでしょうか。 

なお、資料２「特別宅地における清算金の特別措置について」は

個人情報を含みますことから、会議終了後に回収させていただきま

す。 

それでは、次第４の「諮問」に移らせていただきます。 

 

梅田市長から諮問をいたします。 

籠宮会長、その場で御起立願います。 

 梅田市長、お願いします。 

 

【諮問】 （市長から会長に諮問書を読み上げ、諮問書を会長へ手渡す） 

司会（青柳室長） ありがとうございました。ご着席ください。 

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ます 

 

（市長退席） 

 

続きまして、次第５、審議でございます。審議会運営規則第１０

条第１項の規定により、会長が議長となり、議事を進行することと

なっておりますので、籠宮会長お願いいたします。 

議長（籠宮会長） それでは、進めさせていただきます。 

はじめに、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。 

宮田 弘委員さん、矢島博彦委員さん 

よろしくお願いします。 

それでは、審議事項に移ります。「仮換地指定について」を議題と

いたします。なお、仮換地指定につきましては、土地区画整理法第

９８条第３項の規定により、審議会の意見を聴かなければならない

事項となっております。 

事務局より、説明をお願いします。 

事務局 仮換地指定について説明をさせていただきます。 



このたびの仮換地指定につきましては、令和２年１２月１４日に

東武鉄道株式会社と現場立会いを実施した際に、計画と相違する箇

所が発見され、その後の調査、再度の現場立会いにおいて、東武鉄

道株式会社の換地面積を変更することで、東武鉄道株式会社の合意

が得られましたので、当社の仮換地指定について審議会のご意見を

いただくものです。 

お配りしました資料１ 仮換地変更図書をご覧ください。 

資料右下１ページから６ページまでが仮換地調書の一覧表とな

ります。 

７ページが位置図となっており、１７０街区、１７１街区、１７

２街区の３か所が該当地となります。 

８ページと９ページが１７０街区についての図面と仮換地調書

となります。 

１０ページから２０ページまでが、１７１街区についての図面と

仮換地調書となります。 

２１ページから２７ページまでが、１７２街区についての図面と

仮換地調書となります。 

それでは、街区ごとに説明させていただきます。 

資料右下８ページの図面をご覧ください。１７０街区、変更前の

図面、南側２本の平行線が鉄道用地を横切る道路となっており、東

武鉄道の踏切でございます。 

この踏切につきまして、計画幅員６メートルのところを、現況幅

員である約４．５メートルに変更したため、変更後の図面のとおり、

踏切幅が減少し、踏切北側の１７０街区１画地の仮換地面積が１㎡

増加したものです。 

次に資料右下１０ページの図面をご覧ください。１７１街区、変

更前の図面、北端２本の平行線が、先ほどの１７０街区と同じ場所

の踏切となり、踏切幅が減少したことから、当社の仮換地面積が増

えているものです。 

また、図面の南端は、東武鉄道用地を立体交差で横切る道路でご

ざいますが、舗装されている現況道路にあわせて、道路幅員を見直

し、道路幅員が拡大しております。 

これらのことにより、１７１街区１画地の仮換地面積は４㎡増加

しております。 

次に資料右下２１ページの図面をご覧ください。１７２街区、変

更前の図面、北端の立体交差部分は、先ほどの１７１街区と同じ場

所の立体交差部分となり、南端は、別の立体交差部分となります。 

これら南北両端の立体交差部分につきましても、舗装されている

現況道路にあわせて、道路幅員を見直し、道路幅員が拡大したこと

から、１７２街区１画地の仮換地面積が５㎡減少したものです。 

以上、簡単ではございますが、換地変更について、の説明を終わ

ります。 

よろしくお願いいたします。 



議長（籠宮会長） ただ今、事務局から説明をさせていただきましたが、この件につ

いて、質問はございますか。 

 （質問なし） 

議長（籠宮会長） よろしいですか。ないようですので、決を取らせて頂きます。  

「仮換地指定について」、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

司会（青柳室長） 全員賛成です。 

議長（籠宮会長） 全員賛成をもちまして、「仮換地指定について」は原案のとおり、

決定させていただきます。 

続きまして、（２）「特別宅地における清算金の特別措置につい

て」に移ります。特別宅地における清算金の特別措置につきまして

は、土地区画整理法第９５条第７項の規定により、審議会の同意事

項となっております。 

この議事は、個人情報を含む内容となっていることから、非公開

といたします。 

 事務局より、説明をお願いします。 

事務局 【個人情報が含まれるため、マスキングさせていただきます。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

議長（籠宮会長） ただ今、事務局から説明をさせていただきましたが、この件につ

いて、質問はございますか。 

 （質問なし） 

議長（籠宮会長） よろしいですか。ないようですので、決を取らせて頂きます。  

「特別宅地における清算金の特別措置について」、原案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

司会（青柳室長） 全員賛成です。 

議長（籠宮会長） 全員賛成をもちまして、「特別宅地における清算金の特別措置に

ついて」は原案のとおり、決定させていただきます。 

続きまして、「換地計画の作成について」に移ります。換地計画の

作成につきましては、土地区画整理法第８８条第６項の規定により、

審議会の意見を聴かなければならない事項となっております。 

事務局より、説明をお願いします。 

事務局 換地計画の作成について説明させていただきます。資料は、資料

３の換地計画説明書、資料４の換地計画総括表、資料５と６の換地

図その１とその２をご覧いただきたいと存じます。 

こちらにある６冊が換地計画書となりますが、非常に膨大な資料

ですので、お手元の換地計画説明書と換地計画総括表に基づき説明

させていただきます。 

資料３の換地計画説明書をご覧ください。 

１ 換地計画とは、でございます。 

換地計画とは、仮換地から本換地にするための換地処分を行うた

めに定める計画です。 

換地計画で定める内容は、換地設計、換地処分後の登記事項（新

しい町名・地番・地目・地積）及び清算金などです。 

次に、２ 換地設計の内容でございます。 

換地設計は、既に指定している仮換地のことです。その仮換地を

定めた方法等は以下のとおりです。 

（１）換地設計の方法 

換地設計は、比例評価式換地設計法により定めました。 

・比例評価式換地設計法とは 

整理前の各画地の価額を算出し、これに一率に比例率を乗じた権

利価額に相当する換地を定める方法です。 

（２）土地評価の方法 

 土地評価は、路線価式評価法により定めました。 



・路線価式評価法とは 

道路に沿接する標準的な間口、形状を有する画地を想定してその

単位面積当たり価格を求め、それをその道路に付して路線価とし、

その路線価をもとに、各評価対象画地の奥行の長短、道路との位置

関係、形状の不整等個別性による修正を行って評価する方法です。 

次に、（３）換地の位置、です。 

換地の位置は、原位置付近において整理前の画地の位置に照応す

る位置に定めました。しかし、この事業の施行により新たに造成さ

れる公共施設の影響その他特別の事情のある場合で原位置付近に定

めることが困難であるものについては、整理前の土地の位置に照応

する他の位置に定めました。 

ここで、資料４ 換地計画総括表をご覧ください。 

まず宅地です。換地を定めたものにつきましては、法第８９条に

よる一般換地は、合計で従前の土地の地積が６６万８,１７４．５８

㎡、権利価格が１６１億１,６６８万５,７０７円、筆数は２,００９

筆になるのに対し、換地処分後は、土地の地積は５１万４,２４２．

３９㎡、評定価格は１６１億４,９２０万１,８７８円、筆数は１,

８７０筆となります。清算金は、徴収が１億９,９６４万１,２３３

円、交付が１億６,７１２万５,０６２円となります。 

資料３の換地計画説明書にお戻りください。 

１ページ （４）特別な宅地等の措置、です。 

①法第９０条（権利者からの申出又は同意により換地不交付）は、

権利者からの申出により換地不交付と定めました。 

②法第９５条第１項（特別な宅地）です。法第９５条第１項に該

当する施設（鉄道用地、栗橋北彩高校、墓地、境内地）は、その宅

地の公益性、機能、平均減歩率、宅地利用増進率及び一般宅地との

関連を勘案して、換地の位置及び地積を定めました。 

③法第９５条第６項（公共施設に供する宅地の換地不交付）。法

第９５条第６項に該当する宅地（私道）は、換地不交付と定めまし

た。 

④小規模宅地。事業計画決定の日現在における所有者又は借地権

者が有する従前の宅地の合計地積が３００㎡未満の権利者について

は、減歩緩和をして換地を定めました。 

（５）保留地。保留地は、換地に支障のない範囲で、その目的に

合わせて定めました。 

資料４の換地計画総括表をご覧ください。 

法第９５条１項による特別宅地です。従前の土地の地積が合計で

７万４,５９０．４２㎡、権利価格が２億７７１万５,５３４円、筆

数は２０３筆に対し、換地処分後は、土地の地積は７万２,２８３．

８８㎡、評定価格は２億２,６７２万８２９円、筆数は２３筆となり

ます。清算金は、徴収が１,９７０万１,５８４円、交付が６９万６,

２８９円となります。 

次に、法第９０条による金銭清算。法第９０条は、権利者からの



申出又は同意により換地不交付としたことから、清算金での金銭清

算となります。従前の土地の地積が合計で３４６．７４㎡、権利価

格が７５４万６,４６６円、筆数は４筆、清算金は、権利価格と同額

の７５４万６,４６６円となります。 

次に、法第９５条６項による金銭清算。法第９５条６項は、公共

施設に供する宅地ということで換地不交付とし、清算金での金銭清

算となります。従前の土地の地積が合計で１万９３０．５８㎡、権

利価格が４,３９７万５,０００円、筆数は２０７筆、清算金は、権

利価格と同額の４,３９７万５,０００円となります。 

宅地の合計としまして、従前の土地の地積が７５万４,０４２．

３２㎡、権利価格が１６３億７,５９２万２,７０７円、筆数は２,

４２３筆に対し、換地処分後は、土地の地積は５８万６,５２６．２

７㎡、評定価格は１６３億７,５９２万２,７０７円、筆数は１,８９

３筆となります。清算金は、徴収が２億１,９３４万２,８１７円、

交付が２億１,９３４万２,８１７円となります。 

次に保留地です。皆様の土地を減歩させていただき、保留地とし

て位置づけ、これを販売して、事業費にあてたものでございます。

土地の地積は３万６,１９５．３６㎡、筆数は４３６筆となります。

資料６の換地図その２におきまして、黄色で塗られた土地が保留地

でございます。 

続きまして、公共用地でございます。初めに埼玉県所有地でござ

いますが、従前の土地が３,４３４．２７㎡、３４筆に対し、換地処

分後の土地は、２,７１０．５６㎡、１２筆でございます。 

次に、久喜市所有地でございますが、従前の土地が６万３８１．

４３㎡、２０５筆に対し、換地処分後の土地は、１９万５,１３７．

７３㎡、２０７筆となったところでございます。 

公共用地につきましては、地権者の皆様からの減歩により、整備

をさせていただいたものでございます。公共用地の合計は、従前の

土地が６万３,８１５．７０㎡、２３９筆に対し、換地処分後の土地

は、１９万７,８４８．２９㎡、２１９筆になりました。 

総合計でございますが、従前の土地の地積が８２万５８２．３１

㎡、権利価格が１６３億７,５９２万２,７０７円、筆数は２,６６２

筆に対し、換地処分後は、土地の地積は８２万５８２．３１㎡、評

定価格は１６３億７,５９２万２,７０７円、筆数は２,５４８筆とな

ります。清算金の合計は、徴収、交付とも２億１,９３４万２,８１

７円になるところです。 

一番下の段でございます。権利者数は所有権者数１,２４８、借

地権者０、です。清算金につきましては、交付を受けるべき者から

徴収すべき清算金があるときは、徴収すべき清算金と交付すべき清

算金を相殺することができることから、相殺後の額は、徴収、交付

とも２億５８３万７,２４２円、うち供託すべき金額は、５,９８１

万７,１８０円となりました。 

資料３の換地計画説明書、にお戻りください。 



２ページ ３ 換地計画の内容でございます。 

換地計画時に定める内容は、以下のとおりです。 

（１）換地処分後の町名 

本地区内の伊坂、松永、栗橋中央一丁目は町名変更及び町界設定

を行い、換地処分後の町名を以下のとおりとしました。 

・伊坂北一丁目、伊坂北二丁目、 

・伊坂中央一丁目、伊坂中央二丁目 

・伊坂南一丁目、伊坂南二丁目、伊坂南三丁目 

・松永一丁目 

なお、換地処分後の町名・町界は平成２８年９月議会において議

決されています。 

（２）換地処分後の地番 

宅地の地番は、原則、街区ごとに同じ親番を設定し、画地ごとに

枝番を設定しました。 

道路及び水路の地番は、町界ごとに同じ親番を設定し、枝番を通

し番号で設定しました。 

（３）換地処分後の地目 

換地は、原則、現況に合わせた地目を定めました。ただし、現地

が農地でも農転届が申請されている画地については、「宅地」もしく

は「雑種地」と定めました。さらに、判断が困難なものについては、

現況及び課税地目を加味して定めました。 

公共用地は、「公衆用道路」「用悪水路」「公園」と定めました。 

（４）換地処分後の地積 

工事後に現地を測量（出来形確認測量）した地積を、換地処分後

の土地の地積として定めました。 

（５）清算金 

①清算金の算定方法 

清算金は、比例清算方式により算定しました。 

・比例清算方式とは 

従前の宅地の総価額と換地の総価額が同額となるように、換地の

総価額と従前の宅地の総価額の比を従前の宅地の価額に乗じます。 

その結果、従前の宅地の価額より換地の価額が高いときは、その

差額が徴収金となります。又は、従前の宅地の価額より換地の価額

が低いときは、その差額が交付金となります。 

なお、清算金の徴収の総価額と交付の総価額は同額となります。 

②清算金の単価（指数１個当たり単価） 

指数１個当たり単価は、土地評価基準第２３条の規定に基づき、

工事概成時点（平成３０年度）を評価している令和元年度（評価時

点平成３１年１月１日）の固定資産税評価額を参酌し、指数１個当

たり３１円／個と定めました。 

③権利の割合 

権利の割合は、土地評価基準に定められていないため、国税庁の

令和元年分財産評価基準書「倍率表」における本地区の借地権割合



を参酌し、所有権価額率５０％：借地権価額率５０％と定めました。 

なお、所有権者及び借地権者の連名にて権利割合を申告された場

合は、その申告された権利割合とします。 

④その他 

法第９５条５項に基づき、墓地は清算金なしと定めました。 

以上が、換地計画の概要となります。換地計画を作成する場合に

は、土地区画整理法第８８条第６項の規定により、審議会の意見を

聴かなければならない、ことから、ご審議をお願いするものでござ

います。以上で、換地計画の作成についての説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

議長（籠宮会長） ただ今、事務局から説明をさせていただきましたが、この件につ

いて、意見はございますか。 

 （意見なし） 

議長（籠宮会長） よろしいですか。ないようですので、決を取らせて頂きます。  

「換地計画の作成について」、原案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

司会（青柳室長） 全員賛成です。 

議長（籠宮会長） 全員賛成をもちまして、「換地計画の作成について」は原案のとお

り、決定させていただきます。 

続きまして、「換地計画の軽微な変更について」に移ります。 

事務局より、説明をお願いします。 

事務局 それでは、換地計画の軽微な変更について（案）について、ご説

明させていただきます。 

お手元に配布してございます資料７をご覧ください。 

先ほど、換地計画についてご審議いただきまして、ご承認いただ

きましたが、現在の換地計画は、今年度４月時点での土地登記簿内

容で作成しております。 

日常的に地権者の皆様が登記所への登記申請、つまり登記されて

いる住所や氏名の表示変更、所有権や借地権、抵当権などの権利変

動による申請を行うことができることから、現在の換地計画に記載

しております事項との相違箇所が生じる可能性が出てきます。 

加えて、記載事項の誤記などにより、修正すべき事項が出てくる

可能性もございます。 

こういった軽微な原因による変更については、土地区画整理法施

行令第５９条、資料７下段にもありますとおり、縦覧手続きを省略

することができる旨の記載がございます。 

これに基づきまして、軽微な原因による変更については、再度審

議会を開催して審議会の意見を伺うことなく、施行者の方で修正、

変更させていただきたいというものでございます。 

具体的な事項につきましては、資料７中段、１から８までの事項

となります。 

具体的事項を読み上げます。 



１ 関係権利者の氏名・住所・持分の変更 

２ 所有権、借地権又は抵当権等の登記、申告、移転、抹消 

３ 町名、地番、地目、又は地積の変更 

４ 換地計画書の誤記、脱字 

５ 関係権利者から提出された換地変更願い等による換地変更 

６ 権利等による合併換地ができない場合の換地変更 

７ 保留地の町名、地番、地目又は地積の変更 

８ 公共用地の町名、地番、地目又は地積の変更 

以上で換地計画の軽微な変更について（案）の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

議長（籠宮会長） ただ今、事務局から説明をさせていただきましたが、この件につ

いて、質問はございますか。 

 （質問なし） 

議長（籠宮会長） よろしいですか。ないようですので、決を取らせて頂きます。  

「換地計画の軽微な変更について」、原案に賛成の方は挙手をお願

いします。 

司会（青柳室長） 全員賛成です。 

議長（籠宮会長） 全員賛成をもちまして、「換地計画の軽微な変更について」は原案

のとおり、決定させていただきます。 

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。よろしくお願いいたします。 

【休憩】  

議長（籠宮会長） 再開いたします。答申書の案を委員の皆様にお配りをいたしまし

た。この案文を事務局に朗読させます。 

事務局 （答申書案朗読） 

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

ょうか。 

それでは、これを答申といたします。 

これで議事が終了いたしました。ここで議長の任を解かせていた

だきます。ありがとうございました。 

司会（青柳室長） ありがとうございました。 

それでは、次第６、答申に入りたいと思います。市長の代理を齋

藤部長とさせていただきます。 

齋藤部長、前の方へお進みください。 

【答申】 （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（青柳室長） ありがとうございました。 

続きまして、次第７、その他でございます。 

皆さんに、ただいまお配りした封筒に入った書類についてご説明

させていただきます。 

これは、来週、９月２７日付で権利者の皆様にお送りする「個別

説明会のお知らせ」と「換地計画の縦覧のお知らせ」、「各筆各権利

別清算金明細書」、「各筆各権利別清算金明細書の見方」、そして、



「今後の予定及び清算金について」の冊子が入っていると思います。

本日、「換地計画」につきまして答申をいただきましたので、権利者

の皆様に清算金の額などについてお送りをするものですが、審議員

の皆様には、事前にお配りし、内容につきましてご説明させていた

だきます。 

まず、個別説明会についての、お知らせです。換地処分を実施す

るにあたり、事前に権利者の皆様に「各筆各権利別清算金明細」を

お送りし、ご希望の方には、個別に説明を行う、というものです。 

開催日時は、１０月４日から１０月２６日までの午前9時から午後

5時15分まで。土日も開催いたします。3班体制で、1日最大21組の権

利者の相談に応じます。 

開催場所は、栗橋総合支所2階会議室です。権利者の皆様には、連

絡先まで連絡をいただいて、期日の予約をしたうえで、ご相談に対

応する、というものでございますが、高額の清算金の徴収が発生す

る方（５０万円以上）につきましては、こちらで期日を指定した通

知を発送しております。 

次に、「各筆各権利別清算金明細書」について、明細書の見方と見

比べながらご覧ください。この地区の権利者ではない学識経験の方

には、「清算金明細の見方」しか同封しておりませんが、ご了承くだ

さい。 

まず、権利者の住所及び氏名の欄をご覧いただき、ご自分の名前

であるかをご確認ください。可能な限り、共有名義につきましても

同封致しましたが、ご家族様名義につきましては同封しておりませ

ん。ご家族様名義につきましては、後日郵送させていただきます。 

続いて、下の表をご覧いただきますと、左から従前の土地、につ

きましては、登記簿に記載された筆ごとの土地の明細となっていま

す。 

右に移りますと、換地処分後の土地、でございます。所在、地番

については、この所在地番をもとに新住所が設定されていくことと

なります。地目につきましては、現況や課税地目等を参考に設定し

ていますので、従前の地目と変わっている場合があります。地積に

つきましては、出来形確認測量の成果をもとに記載しておりますの

で、仮換地指定通知の地積とは多少数値が変わっていると思います。 

右に移りまして、清算金精算額でございます。従前の土地の権利

価格の数字と換地処分後の権利価格の数字の差が、清算金となりま

す。従前の土地の権利価格の方が高ければ交付、換地処分後の権利

価格の方が高ければ徴収となります。複数の筆をお持ちの方は、一

番下に徴収、交付それぞれの合計がありますが、清算金は相殺しま

すので、カッコ内の数字が実際に、徴収もしくは交付する清算金と

なります。 

従前の土地と換地処分後の土地の権利価格につきましては、評価

指数に清算金単価をかけて算出しています。評価指数は整理前と整

理後の路線価をもとに算出した画地ごとの指数です。 



清算金単価は、令和元年度固定資産税評価額をもとに算出し、令

和３年１月２５日に開催した評価員会において清算指数１個当たり

３１円と決定しているところです。 

右に移りまして、「うち供託すべき金額」です。交付清算金の筆に、

抵当権等の担保権が設定されている場合は、市が抵当権者等に確認

を行ったうえで清算金を交付いたします。 

記事の欄につきましては、公共の用に供している土地で換地とし

て定めなかった土地などについての記載でございます。 

以上が、「各筆各権利別清算金明細書」の説明となりますが、清算

金の徴収・交付状況につきまして説明いたします。 

権利者総数１２４８人、清算金徴収者は、１００万円以上は６０

人、５０万円から１００万円以下は９６人、徴収者総数は  ３２

５人となります。 

次に清算金交付者ですが、１００万円以上は２５人、５０万円か

ら１００万円以下は３４人、交付者総数は４７９人となります。（清

算金ゼロ ４４４人）（共有は１人で集計） 

なお、清算徴収金につきましては、最大５年間の分割納付も可能

ですので、分割希望がある場合は、改めて事務局までご相談をお願

いいたします。 

続いて、換地計画の縦覧のお知らせです。同封した資料、「久喜都

市計画事業栗橋駅西（栗橋地区）土地区画整理事業の換地計画の縦

覧について（おしらせ）」でございます。本日、「換地計画」につき

まして答申をいただきましたので、換地計画の縦覧を行うものです。

縦覧期日は１０月１３日から１０月２６日までの午前8時30分から

午後5時15分まで。土曜、日曜も縦覧を行います。 

個別説明会と一部日程が重複しますが、重複する期間は、栗橋総

合支所1階執務室と、2階の個別説明会会場の2か所で行います。また

縦覧期間内は、意見書の提出もできるという記載もしております。 

以上が縦覧のお知らせでございます。 

「今後の予定及び清算金について」の冊子も同封しておりますの

で、後日ご覧いただき、質問等ございましたら事務局まで連絡をい

ただきたいと思います。 

最後に、今後のスケジュールでございます。「今後の予定及び清算

金について」の冊子の１ページをもとに説明させていただきます。 

１ 今後の予定について 令和３年１０月でございます。本日、

換地計画について答申をいただきましたので、１０月から個別説明

会及び換地計画書の縦覧を行います。 

本日の審議会は換地処分を迎えるための実質最後の審議会と考え

ておりますが、縦覧期間内に意見書が提出された場合には、意見書

の報告、意見書の処理について、もう1回、11月初旬に審議会を開催

することとなります。 

その後、埼玉県に換地計画の認可申請、認可をいただき、12月上

旬に換地処分通知を権利者の皆様に発送することとなります。 



令和4年に入りまして、3月18日を予定しておりますが換地処分の

公告。その翌日に町名・地番・清算金等が確定します。新しい住所

につきましては、別に住所変更通知をお送りいたします。 

換地処分後すぐに、法務局に土地・建物の登記簿の書き換えを申

請します。登記簿の書き換えは２,３か月かかりますので、おおむね

７月ごろに書き換えが完了する見込みです。この時期に、清算金等

確定通知をお送りし、分割希望の申請受け付け、清算金の権利義務

の変更申請などを受け付けます。 

８月から９月にかけて、保留地の所有権移転手続きの通知発送、

清算金交付通知書の発送、１０月に清算金分割納付承認通知を発送

します。徴収金の納付は１１月ごろ、交付金の支払いは１２月ごろ

を予定しています。 

以上が今後のスケジュールとなります。 

先ほども申し上げましたが、今回の審議会が実質最後の審議会の

開催となりますが、意見書の提出があった場合、１１月にもう１度、

審議会の開催を行います。昭和６２年の事業開始から、６５回にわ

たる審議をいただきましたことに対しまして、厚く御礼申し上げま

す。 

どうもありがとうございました。 

 

以上で、次第７その他を終了いたします。 

ここで、齋藤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。 

齋藤部長 閉会にあたりまして、一言御挨拶をさせていただきます。 

本日は、円滑な議事進行に御協力をいただきまして、誠にありが

とうございました。 

冒頭に市長が申し上げましたとおり、本事業も終盤を迎えており

ますことから、本日いただきました、答申をもちまして、令和４年

３月の換地処分を、滞りなく実施できますよう努めてまいります。 

また、来年度におきましては、区画整理事業の竣工式を予定して

おります。 

この竣工式をもちまして、審議会につきましては、解散とさせて

いたただきたいと考えております。 

審議会委員の皆様には、長年にわたりまして、土地区画整理事業

の推進に必要となりました、様々な重要事項につきまして、ご審議

を頂きまして、深く御礼申し上げます。 

また、今後とも、久喜市のまちづくりに対しまして、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、御挨拶とさ

せていただきます。 

大変、ありがとうございました。 

司会（青柳室長） 以上をもちまして、第６５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。 
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