
平成２７年度　第 2回四街道市住居表示審議会会議録（概要）

　日　時：平成２７年１２月１４日（月）　午前１０時３０分～午前１１時４０分

　場　所：四街道市保健センター３階　第２会議室

　出席者：荻津会長、増田副会長、 定田委員、藤代委員、栗田委員、関委員、

　　　　　宮原委員、土田委員、宮田委員、栗原委員、井岡委員、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

　傍聴人：１人

　

　≪会議次第≫

　　１．開会

　　２．住居表示実施に伴う町名町界の変更について（諮問）

　　３．市長挨拶

　　４．会長挨拶

　　５．議題

　　（１）住民説明会の開催について（報告）

　 　（２）住居表示実施に伴う町名町界の変更について（諮問）

　　６．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。まず

　　　　　傍聴者につきましてご報告させていただきます。本日１名の傍聴者がお見えに

　　　　　なっておりますので、入室していただいても宜しいでしょうか。  

荻津会長：運営要綱で公開となっておりますので、そのようにお願いしてよろしいでしょ

　　　　　うか。

・・・異議なしということなので入室をしていただきます。（傍聴者入室）・・・ 

課　　長：それでは、これより平成２７年度第２回四街道市住居表示審議会を開会させて

　　　　　いただきます。まず初めに、市長より「住居表示実施に伴う町名町界の変更につ

　　　　　いての諮問」が出されておりますので、市長から会長へ、諮問書をお渡し致しま

　　　　　す。会長、市長はご起立頂きまして、諮問書をお渡して下さい。 

・・・市長から会長に諮問書を渡す・・・ 

課　　長：ただいま渡されました諮問書につきましては、皆様方には複写にて配布してお

          りますので、のちほどご覧いただきたいと思います。

　　　　　それでは、四街道市長　佐渡　斉よりご挨拶申し上げます。

・・・市長挨拶・・・

課　　長：ありがとうございました。それでは、荻津会長よりご挨拶をお願いします。  

・・・荻津会長挨拶・・・ 

課　　長：ありがとうございました。議題に入る前でございますが、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、ここで退席とさせていただきます。
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・・・市長退席・・・  

課　　長：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。 

荻津会長：それでは、私の方で会議を進めさせていただきます。

　　　　　議題（１）住民説明会の開催について（報告）、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：住民説明会の開催についてご報告いたします。

　　　 　 もねの里地区住居表示の実施に関する説明会を、１２月６日（日曜日）午後６

          時から、千代田公民館大ホールで行いました。出席者は６１名でした。

       　 当日は、配布しておりますＡ４横綴じの資料と「あなたの住所をわかりやすく」

          資料により説明をさせていただきました。説明会では、土地地番を住所として使

　　　　　用することから起こる様々な障害を取り除くため、「住居表示に関する法律」に

 　 　　　基づき実施されていること。現段階において、市内で住居表示を実施することが

　　　　　確定している区域としましては、今回の物井地区等において行われている土地

　　　　　区画整理事業地域のみとなること。

          物井特定土地区画整理事業の完了の予定が、独立行政法人都市再生機構の担当

          者によれば、来年、平成２８年秋頃ということであり、進捗状況に合わせ、当区域

          の住居表示未実施区域について、平成２８年１０月頃に住居表示を実施する予

          定となったこと。

          さらに、法律で定められました手続きなどを含めると１年程度の期間が必要な

　　　　　ことから、まずは、地区の皆様方のご理解・ご協力をいただきながら進めさせて

　　　　　いただきたく、説明会を開催させていただくことを説明いたしました。

　　　　　資料の内容になりますがＡ４横綴じの資料をご覧下さい。

　　　　　１ページ、２ページでは、平成２０年に「もねの里二丁目と三丁目」の住居表示を

　　　　　実施した際に、住民説明会の際に使用された資料をつけて、平成２０年の住居表

　　　　　示の実施の際に話がもたれたことを説明いたしました。今回の物井特定土地区

　　　　　画整理事業区域では、既に「もねの里二丁目と三丁目」の住居表示を平成２０　

　　　　　年１０月１４日に実施しておりますが、こちらの区域は、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、住宅の販売が行われて、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

　　　　　されたところであったこと。
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　　　　　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

　　　　　いない状態で住宅の販売もされていなかったことから、町の街区が形成されて

　　　　　から、順次実施していきたいということが前回の実施にあたってご議論いただ

　　　　　いたことを説明いたしました。

　　　　　そのようなことから、今回の住居表示の実施予定区域としましては、四街道市物

　　　　　井、長岡、栗山の一部の中で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と三丁目を除く区域を予定していることを説明し

　　　　　ました。

　　　　　１ページ目は、もねの里という町名を検討した際の考え方をまとめた資料とな

　　　　　ること。

　　　　　町名については、フロー図に記載されているように、種々検討を重ねた結果、「も

　　　　　ねの里」と命名された経緯があり、当時の関係住民の方々のご意見を十分に反映

　　　　　したものであること。

　　　　　次に、２ページ目になりますが、こちらは、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こと。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がされて、住居表示が実施されたところで

　　　　　あり、そのような経緯を踏まえまして、今回の住居表示の実施になったことを説

　　　　　明いたしました。

　　　　　資料の３ページをご覧下さい。

　　　　　こちらは、今回予定しております住居表示を実施する予定区域図になります。実

　　　　　施区域界とその区域内の物井、長岡、栗山の大字界を示しております。

　　　　　次に、資料の４ページをご覧下さい。

　　　　　こちらは、新町名・町界の市で考えております案でございます。実施区域界の中

　　　　　の町名は「もねの里」、町界につきましては「一丁目と四丁目から六丁目」の区域

　　　　　で進める方向で市案として考えていることを説明しました。

　　　　　資料の５ページをご覧下さい。

　　　　　次に、今後の予定ということで、住居表示の実施時期につきましては、平成２８

　　　　　年１０月頃を考えていることを説明しました。これはあくまでも市からの提案

　　　　　でございますし、諸手続きが順調に進んだ場合の予定ということで説明いたし

　　　　　ました。

　　　　　市では住民基本情報の更新作業などの対応が必要となることから、土曜、日曜な

　　　　　どの閉庁日明けの平日で実施したいことを説明いたしました。

　　　　　また、今後は、四街道市住居表示審議会を開いて委員の皆さんに、住居表示の実
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　　　　　施区域の「町名・区域の変更について」のご意見をお聞きすること。その後、３０

　　　　　日間の公示期間を経まして、来年の３月の市議会におきまして、町名・区域の変

　　　　　更について、議決の手続きを行うこと。

　　　　　準備作業を行い、住居表示実施の一月前には、居住者の皆様へ新住所の通知とパ

　　　　　ンフレットで実施後の住所変更の手続きなどをまとめた詳しい資料を配布させ

　　　　　ていただくこと。

　　　　　これらの説明に対し、ご参加いただきました皆様からご質問を受けましたので、

　　　　　その主なものを、お手元にお配りしてございます。

　　　　　ご覧のとおり、住居表示の実施区域や名称関係についてのご意見はありません

　　　　　でしたが、住居表示に関する質問では、電柱に住居表示がなく住所が分かりづら

　　　　　く、隣のもねの里二丁目や三丁目のように電柱などに住居表示の設置をお願い

　　　　　したいこと。また、区画整理区域内の住所が、現在、土地の地番と区画整理の街区

　　　　　番号となっており、早急に一つにしてほしいこと等。

　　　　　質問の多くは、住居表示実施後の住所変更手続きについてのものでした。

　　　　　これに関しましては、住居表示実施前に具体的な手続きを記載したパンフレッ

　　　　　トを作成し、お配りしたいと考えていることをお話ししました。

　　　　　最後に、お手元に配布させていただきました「あなたの住所をわかりやすく」と

　　　　　いう資料をご覧ください、 こちらの資料により、住居表示とは何か、どのような

　　　　　理由で行うのか、住所の表し方がどのように変わるのか、住居表示実施後の住所

　　　　　変更でどのような手続きを行うのか等をまとめたパンフレットになります。内

　　　　　容については、後ほどご確認お願いいたします。  

　　　　　本説明会のご案内は、自治会を通じての回覧、市ホームページでの案内、実施予

　　　　　定区域内の居住者３００世帯弱へのポスティングで行いました。説明会当日は

　　　　　６１名の出席者でした。説明会では、名称や区域についての意見は無く、住所が

　　　　　わかりづらく早く実施してほしいというご意見が多くありました。

　　　　　説明会の報告は以上です。

荻津会長：詳しい説明ありがとうございました。住居表示の実施について基本的には名称

　　　　　の変更など反対のご意見は無かったということで、早く実施して欲しいという

　　　　　意見がありましたということですが、委員の皆様にはもう少し資料を見ていた

　　　　　だいて、その後にご質問等いただきたいと思います。少し時間をとりますので資

　　　　　料の確認をお願いします。 

荻津会長：では、今の質問に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。
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荻津会長：ご質問、ご意見がないようでしたら、私から１点よろしいでしょうか。住民説明

　　　　　会の質疑のその他について、回答について改めてしますというのことについて、

　　　　　今時点で回答は未確認でしょうか。分かっていますでしょうか。

事 務 局：３ページのご質問ですが、中段ですが仮換地のときに登記を変える費用が発生

　　　　　しますといわれて、私どもの説明で６ページの土地・建物など不動産登記の変

　　　　　更で土地・建物不動産登記簿のうち、町名については、法務局が換地後に職権で

　　　　　書換えします。しかし、登記名義人（所有者）の住所は、所有権に関する登記事

　　　　　項のため本人の申請により変更することになっております。ただし、手続きの期

　　　　　限は特にありませんので、必要なとき（不動産の売却・相続などの際）に申請

　　　　　していただいても結構ですということで、こちらでは無料になってます。ただ、

　　　　　仮換地買ったときには、業者からは手続き費用が発生しますよといわれて、 そ

　　　　　こがどういうことでしょうかという質問がございました。売買の関係なので調

　　　　　べないと分からないので後日回答させていただきますという説明をしました。

　　　　　その後、都市整備課とＵＲに聞き取りしまして、仮換地といわれてますが、実際

　　　　　には保留地のことだと考えております。土地区画整理地の中に仮換地と保留地

　　　　　があります。仮換地は全て登記簿が発生していますので、売買されると前の住所

　　　　　で登記がなされます。後でかかりますよと言われてるのは、保留地になります。

　　　　　保留地は皆様から提供された土地になりますが、１００％のものを８０％にし

　　　　　て２０％のものを道や公園にあてるものです。その内に土地区画整理事業の経

　　　　　費がかかりますので、保留地を売って経費にあてます。その保留地を先に売って

　　　　　買われた方がまだ登記が無いので、それを業者さんと契約によって登記をしな

　　　　　ければならないということです。それについては、先ほどの６ページとは別のも

　　　　　のでありまして、まず先に土地の登記をつくらなければならないということで

　　　　　す。その経費は売主で不動産屋、ＵＲなどと買手の契約の内容がどうなっている

　　　　　かによります。契約の内容が売主がまとめて手続きを行いますよとその費用は

　　　　　買主からいただきますよというパターンと全て買主がすべて行うなど契約内容

　　　　　の個々の内容を見ないと確認が出来ないこと。それを行って登記をはじめてつ

　　　　　くっていただく、それが済まないと次のステップに進めないことになります。回

　　　　　答としましては、それぞれ買われた所にどのような契約をされたか確認をして

　　　　　下さいとご回答しようと考えています。

　　　　　６ページのところですが、保留地は全体の１５％しかないです。保留地も売れま

　　　　　すので、ＵＲやそれを買った不動産会社等が転売しています。仮換地は、必ず登

　　　　　記簿がありますので売買したときは前の土地の登記簿で作成されます。換地処

　　　　　分が終わると登記簿謄本の表題については職権で書き換えられます。甲区欄の
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　　　　　所有者住所の手続きは６ページに記載されている必要な手続きを行っていただ

　　　　　ければ無料でできますという説明です。今回の質問は仮換地の方はあたってな

　　　　　い。保留地の方について、一部販売店で購入したり、ＵＲであったりＵＲはまと

　　　　　めて手続きすると聞いていますが、不動産販売では、それぞれの契約によって変

　　　　　わってきます。それを今後ご説明したいと考えます。

荻津会長：今のような質問、所有者は大事な部分であろうか思いますのでご回答よろしく

　　　　　お願いいたします。他に委員の皆様いかがでしょうか。

栗田委員：私が一番知りたかったのは、住民の方の認識がどうかということですが、先ほど

　　　　　の説明では、１２月６日の住民説明会では特に意見はなかったということです

　　　　　が、もう少し広げて、ホームページや市長への手紙や電話などでマイナスの意見

　　　　　は無かったんでしょうか。

事 務 局：反対の問い合わせはありません。当日も早く進めて下さいという意見が多くあ

　　　　　りました。今後は質疑応答と答えられなかったところは別紙でお伝えしようと

　　　　　３００世帯について個別配布してこれから公示でご意見があるかどうかだと考

　　　　　えています。

荻津会長：他にご意見、ご質問等がないようですので、議題（１）住民説明会の開催につい

　　　　　て（報告）を終了いたします。

　　　　　続きまして、議題（２）の住居表示実施に伴う町名町界の変更について（諮　

　　　　　問）、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：資料をご覧下さい。

　　　　　住居表示実施に伴う町名町界の変更について（諮問）になりますが、四街道市

　　　　　長より、四街道市住居表示審議会長へ、四街道市住居表示審議会条例第２条の規

　　　　　定により諮問いたします。　

　　　　　諮問理由としましては、字の区域及び名称を変更し、併せて住居表示を実施した

　　　　　いので、地方自治法第２６０条第１項の規定により市議会の議決を経るために

　　　　　あらかじめ諮問するものであります。市議会の議決は、来年、平成２８年３月を

　　　　　予定しております。

　　　　　内容については、市の区域内における字の区域及び名称の変更について、本市内

　　　　　の別図１に示す字の区域及び名称を別図２に示すとおり変更するものです。
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　　　　　別図１に示す字の区域及び名称は、今回予定しております住居表示を実施する

　　　　　予定区域の実施区域界とその区域内の現在の物井、長岡、栗山の大字界を示して

　　　　　おります。

　　　　　別図２に示されている区域及び名称は、新町名・町界の市で考えております案

　　　　　でございます。実施区域界の中の町名は「もねの里」、町界につきましては「一丁

　　　　　目と四丁目から六丁目」の区域で進める方向で市案として考えております。

　　　　　住民説明会では、地区名称の「もねの里」、地区割りの「一丁目と四丁目から六丁

　　　　　目」についてのご意見は無く、住居表示の実施について、地元の皆様からは早く

　　　　　行って欲しいとのことでした。当日出席できなかった皆様へ資料などを配布し

　　　　　てご理解いただけるよう手続きしたい考えております。諮問の説明については

　　　　　以上です。

荻津会長：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。 

宮原委員：六丁目に工業団地が隣接していますが、工業団地の中の住居表示はないんでし

　　　　　ょうけど、将来的には六丁目に入る方向なのでしょうかそのままなのでしょう

　　　　　か。

事 務 局：今は工業団地で住居では使われていないので、今のところもねの里に含まれる

　　　　　かというと含まれないと考えております。今後、仮に住居区域になった場合など

　　　　　で、地区の方から住居表示して欲しいということとなれば、住居表示することか

　　　　　可能であります。市内でも住居表示できるところが指定しています。工業団地は

　　　　　指定区域なので、住民が住まれて要望があれば、この審議会を開いて実施できま

　　　　　す。

荻津会長：せっかく審議会を開いていますので、大変恐縮ですが、一言ご意見を順番にいた

　　　　　だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

定田委員：警察の立場としては住居表示が実施されれば現場へいち速くかけつけられます

　　　　　ので、わかりやすくなればと考えています。

藤代委員：法務局としてはこちらのとおりで結構だと思います。具体的な街区のつけ方や

　　　　　パンフレットの概要については、区画整理の換地処分が終わらないと所在とか
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　　　　　地番、面積が確定できませんので、換地処分の登記が終わってから、所有者に対

　　　　　してＵＲが換地処分通知を出すと思いますので、その前に住所の変更は、法務局

　　　　　でも換地処分の申請から１～２ヶ月処理にかかりますので、申請がでれば受付

　　　　　はしますが、換地処分の通知後に住所の変更手続きをしていただいたほうがよ

　　　　　ろしいかと思いますので、ＵＲを含めて打合せさせていただけたらと思います。

栗田委員：住民の総意であれば問題ないと思います。お願いとしては住民以外にも出来る

　　　　　だけ混乱のないよう周知をお願いします。

関　委員：郵便局としては、住居表示が実施されれば配達において有効ですのでよろしく

　　　　　お願いいたします。もねの里二丁目、三丁目については、旧番地で届くことは少

　　　　　なくなりました。ただし、年賀状は旧番地のものがまだあります。パソコンで作

　　　　　成しなかなか確認しないことがあろうかと思います。返却することはありませ

　　　　　んが、連絡していただければ効率よく配達できますのでお願いいたします。どの

　　　　　くらいの期間、旧住所で配達できるかについては、明確な規定はありませんが、

　　　　　概ね５年程度は配達できるかと思います。一方的に返却することはありません

　　　　　が、配達の時に新住所の手続きをお願いしています。あとは、新旧対照表があれ

　　　　　ば配達は分かるかと思います。

宮原委員：来年に７月に参議院選挙が予定されています。発令が１０月ということであれ

　　　　　ば特に問題はありません。投票所も南小学校になろうかと思います。

土田委員：ここに住まわれている住民の方々がほぼ了解ということなので、この諮問につ

　　　　　いては問題ないと考えます。

荻原委員：物井在住ですが、この内容で問題ないです。

　　　　　ただひとつ確認したいんですが、物井駅がもねの里駅に変わるのではないかと

　　　　　いうことを言う人がいるんですが、このあたりどうなんでしょうか。

事 務 局：駅名が変わるのではないかというご質問ですが、そのような話しは何もありま

　　　　　せん。あくまでも住居表示の話しだけです。

荻津会長：ＪＲの管轄ですね。

事 務 局：そうなります。
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楠岡委員：今住んでいる方が問題ないということであれば問題ありませんが、これまで、住

　　　　　居表示手続き後に、今住んでいない人から問題が発生したことが過去にありま

　　　　　すか。

事 務 局：実施協議後に住んだ方からのご意見、特にありません。

井岡委員：住居表示については問題ありません。なお、私は長岡ですが、２０数件が住んで

　　　　　ます。もともと長岡の古村は高速のＪＲよりでいままでも自治活動では一区と

　　　　　二区となっていますが、交流が少なかったので、どのような考えか分からないの

　　　　　で、周知をお願いします。

　　　　　物井駅前にでも、もねの里になった経緯の看板でも設置していただければと思

　　　　　います。

荻津会長：ありがとうございました。長岡の一部の方に十分コンタクトを取っていただき

　　　　　たいということともねの里の経緯の看板を設置してほしいということです。貴

　　　　　重なご意見ありがとうございました。

栗原委員：今回の名称変更の大部分が物井です。町名変更は問題はありませんが、自治会の

　　　　　運営面で、もともと物井という住所で、四丁目に自治会がないので物井区の自治

　　　　　会への加入の受け入れがあります。そういうことがでてきていますので、市役所

　　　　　で調整をお願いします。

宮田委員：文化財審議委員ですが、もねの里という名称は検討委員会の報告書を読ませて

　　　　　いただいて分かりましたが、文化財審議委員の中でもなんでもねの里かという

　　　　　ことが聞かれます。説明を聞けばなるほどと分かるんですが。四街道の地名の中

　　　　　でも独特ですね。基本的に住民の方々が賛成なので賛成です。

増田副会長：皆さんのご意見聴きまして、特に、警察署、郵便局が一番関わりがあろうかと

　　　　　思います。私自身意見ありませんのでこれでよろしいかと思います

荻津会長：大変恐縮でしたが、皆さん貴重なご意見ありがとうございました。

　　　　　ご意見を生かしながら進めていただけたらと思います。

　　　　　ただいま皆さんからいただきましたご意見をまとめさせていただきまして、市

　　　　　長から諮問された内容につきましては、「諮問のとおり実施することにご異議な
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　　　　　し」ということで確認してよろしいでしょうか。 

・・・異議なしの声・・・

荻津会長：ご異議がないようでありましたら、市長への答申につきましては、委員の皆様

　　　　　に改めてお集まりいただくのは大変ではないかと考えられますし、期日も切迫

　　　　　しているということのようですので、特に異議がないということでしたら会長

　　　　　に一任いただければ幸いですが如何でしょうか。 

・・・異議なしの声・・・

荻津会長：それでは私の方で答申案を作らせていただき、市長へ答申させていただきます。

　　　　　その際、委員の皆様方には、答申の写しを送付させていただきますので、ご確認

　　　　　いただければと思います。

　　　　　以上で議題(２)の住居表示実施に伴う町名町界の変更についての（諮問）を終

　　　　　了いたします。 

荻津会長：次に次第６のその他に入りますが、委員の皆様から何かございますか。 

・・・なし・・・

荻津会長：ないようですので、事務局からは何かありますか。 

事 務 局：今後の予定につきまして、簡単ではございますがご報告させて頂きます。

　　　　　先ほど答申につきましては、会長にご一任いただきましたので、会長とご相談さ

　　　　　せていただきながら、市長への答申の手続きを進めさせていただきます。

　　　　　答申をいただきましたら、公示いたします。

　　　　　この公示は、住居表示に関する法律第５条の２に基づく公示でございまして、住

　　　　　民の皆様からの意見を広く聴く機会を設けるという趣旨で行われます。

　　　　　公示場所につきましては、市役所玄関前の掲示板に掲示いたします。 意見の申

　　　　　し出の方法になりますが、公示された案に係る字の区域内に住所を有する者で

　　　　　市議会の議員及び市長の選挙権を有するものは、この案に異議があるときは、公

　　　　　示の日から３０日を経過する日までに、その５０人以上の連署をもって理由を

　　　　　附して、この案に対する変更の請求をすることができるとしております。変更の

　　　　　請求をしようとする者は、その請求の内容及び理由を記載し、署名し印をおした
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　　　　　文書によりその請求をするものとする。ここで意見がなければ、来年３月定例市

　　　　　議会に議案の提出を行います。

　　　　　意見が出た場合は、再度、住居表示審議会を開いてご意見をいただくこととなり

　　　　　ますので、その時はよろしくお願いいたします。

　　　　　順調に進めば、来年の８月～９月中には、住居表示実施区域の皆様に新しい住所

　　　　　の決定の通知書と住所変更の具体的な手続きを記載したパンフレットを作成し、

　　　　　お送りしたいと考えています。

　　　　　又、変更手続きに関する説明会につきましては、今後、自治会の役員の皆様と相

　　　　　談させていただき、必要であれば開催したいと考えております。

　　　　　これらの手続きを経まして、住居表示の実施は、来年の１０月頃を予定しており

　　　　　ます。

　　　　　すべて順調に進めば、今回の案件についての住居表示審議会は、本日が最後にな

　　　　　ろうか思います。

　　　　　今後の予定をご報告させて頂きました。

　　　　　以上になります。 

荻津会長：ありがとうございました。皆様から質問はありませんか。

荻津会長：それでは私の方からよろしいでしょうか。公示場所の件ですが市役所前の掲示

　　　　　板は見やすい場所ですが、市役所を利用されない方もおります。もし可能であれ

　　　　　ば市ホームページや掲示板などで周知していただければ、後々見ることがなか

　　　　　ったということが無いかと思いますのでその辺いかがでしょうか。

事 務 局：たしかに市役所掲示板ですと市役所に来ませんと見ることが出来ませんので、

　　　　　会長のお話しの方法等を考えさせていただきます。 

荻津会長：ありがとうございました。よろしくお願いします。このあと公示されたときに意

　　　　　見があるかもしれませんし、市議会で議案の提案がされた時に市議さんから質

　　　　　問や意見が出されるかもしれませんし、そのときには皆さんにお集まりいただ

　　　　　きご検討いただくことになります。順調に手続きが進めば来年１０月頃に新し

　　　　　い表示になろうかと思います。ありがとうございました。本日の会議で予定され

　　　　　た議題についてはすべて終了いたしました。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。

　　　　　また委員の皆様におかれましても、ご協力を頂きましてありがとうございまし
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　　　　　た。

　　　　　以上をもちまして平成２７年度第２回四街道市住居表示審議会会議を終了させ

　　　　　ていただきます。どうもありがとうございました。 
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