
平成２７年度　第１回四街道市住居表示審議会会議録（概要）

　日　時：平成２７年１１月５日（木）　午前１１時～正午

　場　所：四街道市保健センター３階　第２会議室

　出席者：定田委員、藤代委員、栗田委員、関委員、増田委員、宮原委員、土田委員、

　　　　　宮田委員、荻津委員、栗原委員、井岡委員（代理）、楠岡委員、荻原委員

　　　　　欠席者：橋本委員

　事務局：林総務部長、谷嶋総務部次長、伊藤自治振興課長、大手主査補、山本主査補

　傍聴人：０人

　

　≪会議次第≫

　　１．開会

　　２．委嘱状交付式

　　３．市長挨拶

　　４．委員紹介及び職員紹介

　　５．会長及び副会長の選出

　　６．議題

　（１）四街道市物井、長岡、栗山の一部（物井特定土地区画整理区域内において既に

住居表示が実施された、もねの里二丁目及び三丁目を除く区域）の住居表示の

実施について

　（２）その他

　　７．閉会
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（開会）

　　　　　　

課　　長：本日は、公私ともにご多忙の中ご出席いただき誠にありがとうございます。

　　　　　定刻となりましたので、これより平成２７年度第１回四街道市住居表示審議会

を開会させていただきます。それでは、お手元の会議次第により会議を進めさせ

ていただきます。　はじめに、委嘱状の交付式をさせていただきます。

お名前をお呼び致しますので、その場でお立ち願います。

・・・順に委嘱状の交付・・・

課　　長：委員の皆様の名簿については、お手元に配布してございます。ご覧になっていた

だきたいのですが、関係官公署の職員としての１号委員さんが３名、学識経験者

としての２号委員さんが６名いらっしゃいます。また、今回ご審議いただく予定

となっております、物井特定土地区画整理事業地内の審議に限りまして、臨時委

員として５名お願いしておりますのでよろしくお願いいたします。続きまして、

四街道市長　佐渡　斉　よりご挨拶申し上げます。

市　　長：四街道市長　佐渡でございます。皆様、よろしくお願いいたします。

ただ今、皆様方に委嘱状を交付させていただきました。お忙しい中委嘱状を交付

させていただきまして心より御礼を申し上げます。

さて住居表示制度につきましては、皆様方ご存知のことと思いますが、土地地番

を住所として利用することから起こる、様々な障害がございます。土地が分筆さ

れたりしますと、複雑化されます。その中で、住居表示に関する法律に基づき実

施されております。現段階におきましては、住居表示を実施することが確定して

おります区域としまして、物井地区等において行われている土地区域整理事業

地域のみとなっております。

住居表示を実施するにあたりましては、より合理的な住居表示制度を推進して

いかなくてはなりません。皆様方に様々な角度からご意見をいただき、そしてそ

れぞれのご意見を四街道市住居表示に反映させて参りたいと考えております。

本日は後ほど事務局より、住居表示制度や物井特定土地区画整理事業のご説明

をさせていただき、また今後の予定につきましても説明がございます。今後、住

居表示を実施するにあたり各種手続きに基づきながら、住民説明会を行ってい

きまして、皆様方には次回開催の住居表示審議会におきまして住民説明会の後

に諮問させていただく予定でございます。
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ご多忙と思いますが皆様にご審議をいただき、また方針を賜ることとなります

ので、適切な物井地区の住居表示を進めて参りたいと思いますので、どうか皆様

ご協力のほどよろしくお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。

・・・出席者の紹介・・・

・・・事務局職員の紹介・・・

課　　長：続きまして、会長及び副会長の選出を行いますが、四街道市住居表示審議会条例

　　　　　第６条により、会長及び副会長は委員の互選により、それぞれ１名を置くことに

　　　　　なっております。なお、その性質上、会長及び副会長は、１号及び２号委員さんの

　　　　　中から、選出していただきたいと思います。 会長及び副会長の選出にあたりま

　　　　　して、議長を佐渡市長にお願いいたします。

市　　長：それでは、会長及び副会長の選出の間、仮の議長を務めさせていただきますので

皆様よろしくお願いいたします。先ほど、事務局から会長及び副会長は、委員の

互選によるとの説明がありました。どなたか会長及び副会長に立候補される方、

又はどなたかを推薦される方はいらっしゃいませんか？

・・・立候補なし・・・

土田委員：事務局の案はありませんか？

市　　長：ただいま、土田委員より事務局の案との意見が出ましたが、いかがでしょうか。

・・・委員全員、異議なし・・・

市　　長：異議なしということで、事務局から案をお願いします。

課　　長：先ほどご説明いたしましたが、１号及び２号委員さんの中からお願いいたしま

すが、これまでの四街道市での豊富なご経験などから会長を荻津　雅史委員に、

副会長を増田　實委員にお願いしてはいかがでしょうか。

市　　長：ただいま事務局案といたしまして、荻津委員に会長を、増田委員に副会長をとい

う案が出ましたが、皆様いかがでしょうか。
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・・・委員全員、異議なし・・・

市　　長：異議なしということですので、荻津　雅史委員に会長を、増田　實委員に副会長

をお願いいたします。皆様のご協力によりまして、会長が決定いたしましたので、

          議長の職を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。

課　　長：ありがとうございました。それでは、ただいま選出されました荻津会長、増田副

会長にお席を移っていただきご挨拶をお願いします。

それでは、荻津会長様ご挨拶をお願いいたします。

荻津会長：教育委員会委員を務めております、荻津　雅史でございます。私、地名、住居表示

　　　　　とはとても大切なものと思っております。そのまちの歴史や文化を表しますし、

　　　　　また、そのまちに風格を与えるものではないかなと思っておりました。そういう

　　　　　意味では、古くから住んでいらっしゃる方にはその地名に深い思いや願いがあ

　　　　　ると思います。また、新しくその地に住まわれる方には新しい人々の思いや願い

　　　　　がもちろんあると思います。それぞれ住民の方々の思いそして願いを十分に反

　　　　　映をした、より良いまちの住居または地名表示、住居表示は大変大事なことでは

　　　　　ないかなと思っております。私、若輩者でありますが、誠心誠意信頼を十分果た

　　　　　せますように務めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

課　　長：どうもありごとうございました。次に増田副会長様にご挨拶をお願いいたしま

す。

増田副会長：四街道市商工会　副会長を仰せつかっております増田でございます。この度、副

　　　　　　会長と いう大役を仰せつかりましたが、会長の荻津さんを補佐する意味で出来

　　　　　　るだけ私なりに務めて参りたいと思います。皆様方のご協力を頂き、どうぞよ

　　　　　　ろしくお願いいたします。

課　　長：どうもありがとうございました。それでは、これ以降の会議につきましては、荻

津会長に会議の議長をお願いし、進めていただきたいと思います。よろしくお願

いします。

会　　長：それでは、ご指名でございますので、会議の議長を務めさせていただきます。そ

れでは、議題に入ります前に、この審議会の位置付けや運営方法について、事務

局より説明願います。
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課　　長：説明の前に、大変申し訳ありませんが、佐渡市長は、他の公務出席のため、ここで

退席させていただきます。

市　　長：皆様、よろしくお願いいたします。

・・・市長、退席・・・

事 務 局：お手元の資料１をご覧願います。四街道市住居表示審議会は、市長の諮問機関で

住居表示の実施について必要な調査や審議をしていただく機関です。当市におき

ましては、住居表示に関する法律に規定する住居表示を実施する区域及び方法に

つきましては、昭和６２年に区域は市街化区域として、方法は街区方式とする議

会の議決をいただいております。従いまして、住居表示審議会で審議していただ

く事項としまして、個々の住居表示実施区域ごとの区域の決定や名称の決定とな

ります。

近年では、平成２０年１０月に、もねの里二丁目、三丁目の住居表示の実施に際し

て、審議していただいております。

それでは、四街道市住居表示審議会条例に基づき、ご注意いただきたい事項につ

いてご説明いたします。

四街道市住居表示審議会条例の第２条の審議会の任務になりますが、審議会は

市長の諮問に応じ、住居表示整備事業の実施に関し必要な調査及び審議を行う

ものとしております。

また、第４条では委員について、（１）関係官公署の職員３人、１号委員になり

ます。（２）学識経験を有する者、２号委員となっており、６人の計９人として

おります。なお、第５条におきまして臨時委員につきまして、市長は特に必要が

あると認めるときは、審議事項に関係ある者のうちから臨時委員若干名を委嘱

又は任命することができる。２、臨時委員の任期は、当該関係事項の審議が終わ

るまでとしております。今回５名の方々に委嘱させていただきました。資料２ペ

ージをお開き願います。第７条の会議になりますが、１．審議会の会議は会長が

招集し、会長が議長となっております。２．会議は、委員の半数以上の出席がな

ければ開くことができない、３．会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否

同数のときは議長の決するところによるとしております。

資料３ページをご覧ください。こちらは、四街道市住居表示審議会運営要領にな

ります。四街道市住居表示審議会の運営に関し必要な事項として、議事日程です

とか会議の公開、会議録に関して定めております。本会議は、原則公開で行うこ

ととしておりますが、次ページになります、四街道市情報公開条例第８条の規定
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に該当する情報に関して審議する場合などに該当する場合は非公開となります。

いわゆる非公開情報でございますが、個人情報等に関する内容につきましては

審議会の中でお諮りして非公開とさせていただきます。

５ページをお開き願います。四街道市住居表示審議会傍聴要領でございます。本

審議会の傍聴に関する手続きを定めております。参考までにご覧ください。

四街道市審議会条例、審議会運営要領、傍聴要領につきまして以上です。よろし

くお願いいたします。

会　　長：ありがとうございました。ただいまの説明によりますと、会議は公開するという

ことです。

　　　　　本日の議題には、個人情報等は含まれていないようですので、傍聴者がいらっし

ゃれば入場していただきますが、よろしいでしょうか。

事 務 局：傍聴者の方はいらっしゃいません。

会　　長：それではただ今のご説明に、ご質問やご意見がある方はいらっしゃいますでし

ょうか。ご質問がないようでしたら、私２点ほど質問したいことがございますが、

よろしくお願いいたします。まず第１点目は、審議会条例に関することですが、

「第８条　審議会に幹事若干名をおき、職員の中から市長が命ずる。」また、「審議

会の庶務は、規則で定める機関において処理する。」ということですが、これはま

だ成立されていない、任命されていないということから、今後どのようになるの

でしょうか？もう１点目は、四街道市情報公開条例に関してですが、「第８条

公開しないことができる情報は、次の各号に掲げる情報とする。」原則公開とい

うことであると思いますので、開かれた市政のためにも公開は必要と思われま

すが、公開しないことができる、つまり非公開の項目ですが非常に詳しく書かれ

ていてほぼこれで大丈夫だと思いますが、微妙な判断でこれは公開すべきかど

うかということがあった場合、これはどこで返答しどこで決定するのかという

ことをお聞きしたいと思います。以上でございます。

事 務 局：「第８条 審議会に幹事若干名をおき、職員の中から市長が命ずる。」とあります

が、現在は任命をしてございません。また、３号「審議会の庶務は、規則で定める

機関において処理する。」とございまして、この機関につきましては所管であり

ます私どもの課、自治振興課となりますが、審議会会議運営など全般的な庶務を

させていただいております。また、情報公開条例第８条の判断の難しい部分でご

ざいますが、会議の中で確認しながら、傍聴者の方がいた場合にはその時点で審
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議をいただき、一時退室をしていただくなど随時対応させていただくかたちで

進めていきたいと思っております。

会　　長：ありがとうございました。第３号の「審議会の庶務は、規則で定める機関におい

て処理する。」は、所管である自治振興課が執り行ってくださるということで、よ

ろしくお願いいたします。また、非公開の判断につきましては、審議会の中でそ

の都度確認しながら進めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

それでは早速会議を進めさせていただきたいと思います。６．議題（１）四街

道市物井、長岡、栗山の一部（物井特定土地区画整理区域内において既に住居表

示が実施されたもねの里二丁目および三丁目を除く区域）の住居表示の実施に

ついてを議題といたします。事務局より説明をお願いします。

事 務 局：お手元の資料２をご覧願います。住居表示につきまして、簡単に説明をさせてい

ただきます。現在、住居を表示する方法といたしまして、住居表示の法律に基づ

く街区符号及び住居番号を用いる方法と町名地番を用いる方法が混在しており

ます。このうち、以前より使われている町名地番を用いる方法では、大地番の区

域にあっては地番が規則的に並んでいないうえ、飛地などが生じている地域も

あります。

この原因といたしまして、本来土地の番号である地番を住居の表示として転用

しているため、土地の分合筆により地番が錯綜し、不規則な並びとなっているこ

とにあります。

このような状態を解消するために、住居表示に関する法律が昭和３７年に制定

されました。今までに住居の表示として使用されていた土地地番とは関係なく、

ある一定の基準により住居の表示を規則正しくしていくものであり、住居の表

示の設定の仕方としては次のとおりとなっております。

① 現在、複雑に入り組んでいる町の境界を、道路、河川、鉄道などで分かりやす

く区切り、大きすぎる町については適切な大きさにし、必要に応じて新たに

町の名称を付けます。

② 町の中に道路等で囲まれたブロックを一つの街区として、その街区に一定の

規則により順序よく番号をつけ、これを街区番号とします。

③ 街区の中の区割りが明確になっている場合は、その区割りごとに、区割りが

明確になっていない場合は、街区の周囲を概ね右回りに１０ｍごとに区切り、

順番に番号をつけます。その番号を基礎番号として、建物の出入口がある箇所

の基礎番号を住居番号として決定します。

④ 以上の基準により付番されたものが住居の表示となり、次のように表示され
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ます。

　　　　　「四街道市　新町名として○丁目、街区番号として□番、住居番号として△号」

このように一定の基準により住居の表示を行うことにより、住居の表示に係る

各種の混乱を解消させ、市民生活の向上、公共福祉の増進に資することになりま

す。

２ページをお開き下さい。続きまして、本市の住居表示の実施状況についてご説

明いたします。

本市における住居表示につきましては、大規模宅地開発事業、千代田団地ですと

か、みそら団地が住居表示にあわせた地番整理の必要が生じたことから、昭和50

年 6月に、四街道市住居表示に関する条例を制定しました。これにより、昭和51

年 1月に、千代田一から五丁目、みそら一から四丁目を実施したのを最初に、い

わゆる団地を中心として逐次住居表示を実施してきました。既成市街地の整備

としては、四街道駅の周辺、四街道一から三丁目を整備いたしました。

住居表示の実施すべき区域として、市街化区域内を対象としており、実施状況に

つきましては、３ページの一覧表のとおりです。合計で５４７．７ｈａ、市街化

区域の４４．０％で実施されております。

４ページから７ページには、四街道市住居表示実施基準がつけてございます。こ

れは内規ですが、当市における住居表示の実施の際の基準について定めてござ

いますので、後ほどご覧いただきたいと思います。

８ページから１０ページには、四街道市住居表示に関する条例、同施行規則がつ

けてございますので、こちらも参考にしてください。

続きまして、お手元の資料３をご覧願います。

物井特定土地区画整理事業について簡単にご説明させていただきます。

物井特定土地区画整理事業につきましては、独立行政法人都市再生機構、当時は、

住宅都市整備公団でしたが、平成４年９月に事業認可を受け、四街道市物井、長岡、

栗山及び千代田五丁目の各一部、約９５．７ｈａを施行区域として実施されてお

ります。

こちらの資料は、平成２０年に、もねの里二丁目及び三丁目の住居表示を実施し

た際に、当時の審議会や住民説明会の際に使用された資料でございます。

また、別冊資料として、物井地区新町名等検討委員会報告書を配布させていただ

きました。

この報告書は、平成１４年に行われた、この事業地内の街びらきに先立ち、平成１

２年に都市基盤整備公団、現在の独立行政法人都市再生機構において、当時の関

係者、地元の区長さんをはじめ、都市再生機構の中に設置されている、地権者の皆

様の集まりである土地区画整理審議会の委員さん、四街道市住居表示審議会の委
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員、市の関係職員、機構の職員で構成の総意をまとめたものとして作成された資

料です。

この報告書は、あくまでも法的効力の無い、任意のものでございますが、住居表示

の実施におきましては、この経緯を最大限考慮するということで、平成２０年の

住居表示の実施の際に話しがもたれております。　

資料の３をご覧下さい。

先ほど説明をさせていただきましたとおり、もねの里二丁目、三丁目の住居表示

が平成２０年１０月１４日に実施されております。これは当時、概ねの区画が決

まり、整備が進んでいる区域であったこと、また、すでに販売が開始されて居住が

開始されていた区域であるということから、先行して一部での住居表示が実施さ

れたところでございます。

今回の住居表示を実施する予定区域につきましては、当時は、まだ工事が進んで

いない状態で販売もされていなかったことから、街区が形成されてから、順次実

施していきたいということが前回の審議会の中で審議されたところでございま

す。

資料３、もねの里という町名検討の考え方でございますが、先ほどの報告書の中

の資料となりますが、町名についても、フロー図に記載のように、種々検討を重

ねた結果、「もねの里」と命名された経緯がございます。

下段が、もねの里一丁目から六丁目までの区域が示されております。

町界につきましては、幹線道路及び補助幹線道路を丁目界とし、一丁目から六丁

目までが設定されたところです。

これらに基づきまして当時の審議会での方向性も示されました。

このような内容が、平成２０年の「もねの里二丁目、三丁目」の住居表示を実施し

た際に審議されて、住居表示が実施されたところであり、今回の住居表示の実施

区域につきましては、町名は「もねの里」、町界につきましても「一丁目、四丁目か

ら六丁目」の区域で進める方向で市案として考えております。

なお、現在、区画整理事業の区域に隣接した道路等の土地についても住居表示の

実施区域に含める必要があることから、区域を確認するための委託調査をコンサ

ルタントに依頼しておりまして、11月中には、まとまる見込みです。

資料の説明は以上でございますが、後ほどスケジュールのご説明をいたしますが、

来月 12月 6日（日）に地元の皆様への説明会を実施した後、市の原案を取りま

とめまして、来月 14日の第２回の審議会におきまして皆様に諮問させていただ

く予定で進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上

です。
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会　　長：ありがとうございました。只今、事務局より説明をいただきましたが、これにつ

きまして、委員の皆様、ご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。

委員全員：質問意見なし

会　　長：ご発言が無いようでございますが、近々、市長より「物井特定土地区画整理事業

地内の住居表示実施について、諮問がある」ということでよろしいでしょうか。

それでは、そのようにお願いいたします。次に議題（２）その他に入りますが事

務局より説明願います。

事 務 局：お手元の資料４をご覧願います。

今後の予定について簡単に説明させていただきます。

本日、１１月５日に第１回の住居表示審議会を開催させていただき、委員の皆様

への委嘱、住居表示予定区域、今後の予定について説明をさせていただきました。

１２月６日の日曜日の午後６時から、住民説明会を千代田公民館で行う予定で

す。地区の皆様にも地区回覧、ホームページなどで説明会の趣旨などをお知らせ

しております。

１２月１４日に第２回の住居表示審議会を開催させていただきます。この際に

１２月 6日の住民説明会の報告をさせていただきます。また、町名・区域変更に

ついて、市案を審議会へ諮問をさせていただく予定でございます。

本来であれば 12月中旬に審議会を開きまして方針を報告させていただくので

すが、こちらは諮問に対しての答申をいただけるようお願いいたします。

１２月下旬に町名・区域の変更の公示を、30日を経過する期間行います。

問題がなければ、来年 3月の市議会にて町名の変更についての議決手続きをし

たいと考えております。

なお、住居表示実施の時期につきましては、平成 28年 10月下旬頃、住民説明会の

中で地元の皆様のご意見をお聞きしながら、また市の方でも住民情報の方針等、

確認しながら決定したいと考えております。スケジュールについては、以上でご

ざいます。

会　　長：只今、事務局より説明をいただきましたが、これにつきまして、委員の皆様、ご質

問、ご意見等がありますでしょうか？

・・・委員全員、質問意見なし・・・
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会　　長：特にないようでしたら、次回は 12月 14日、第 2回審議会の開催となります。それ

では、本日の会議につきましては以上で終了させていただきます。皆様のご協力

ありがとうございました。

課　　長：荻津会長様、議事進行ありがとうございました。

以上で会議の方は終了させていただきます。委員の皆様ありがとうございました。
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