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様式第３号 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称  平成 25 年度第１回水戸市町名，町区画合理化審議会 

 

２ 開催日時  平成 25 年 11 月 12 日（火） 午後１時 30 分から 

午後２時 30 分まで 

 

３ 開催場所  本庁舎前議会臨時庁舎２階 第１委員会室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員    高橋 利政，大橋 利彦，大関 茂，鈴木 均，諸川 弘， 

         栁林 悟，金澤 圓示，大津 誠，田口 米蔵 

（２）執行機関  高橋 靖，三宅 正人，斎藤 真宏，小林 利明，白田 美由紀，

大谷 士農夫，潮田 修一，宮本 次男 

（３）その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）水戸市町名，町区画合理化審議会の設置経過について（公開） 

（２）水戸・勝田都市計画事業内原駅北土地区画整理事業の概要について（公開） 

（３）町名及び町区画について（公開） 

（４）町名，町区画合理化審議会のスケジュールについて（公開） 

（５）その他（公開） 

（６）現地視察 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。） ０人 

 

８ 会議資料の名称 

  平成 25 年度第１回水戸市町名，町区画合理化審議会次第 

 

９ 発言の内容 

 

執行機関  大変お待たせいたしました。 

ただいまから平成 25 年度第１回水戸市町名，町区画合理化審議会を開

催いたします。 
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皆様方には，御多忙のところ，御出席を賜り，まことにありがとうござ

います。 

それでは，お手元に配布してございます平成 25 年度第１回水戸市町名，

町区画合理化審議会次第に沿って進めさせていただきます。 

初めに，委嘱状の交付式を行います。 

お名前をお呼びしますので，市長の前までお進みください。高橋市長，

よろしくお願いいたします。 

 

（委嘱状交付） 

 

執行機関  ありがとうございました。以上をもちまして，委嘱状の交付式を終わら

せていただきます。 

続きまして，高橋市長より御挨拶をお願いしたいと存じます。よろしく

お願いいたします。 

 

市  長  （挨拶） 

 

執行機関  ありがとうございました。 

続きまして，委員紹介に移らせていただきます。 

本審議会は，委員総数 10 名でございますが，本日の出席者は９名でご

ざいます。欠席委員は  様で，御都合によりどうしても出席できないた

め，皆様方によろしくとのことでございますので，御了承をお願い申し上

げます。水戸市町名，町区画合理化審議会条例第６条第２項の規定により

まして，委員数の２分の１以上の出席ですので，定足数に達しております。 

それでは，委員の皆様方には，初めてお会いする方もいらっしゃると思

いますので，恐れ入りますが，審議会委員名簿の順に従って自己紹介をお

願いしたいと存じます。  委員から順にお願いいたします， 

 

（委員名簿順に委員自己紹介） 

 

執行機関  ありがとうございました。 

次に，事務局職員の自己紹介をさせていただきます。 

 

（事務局職員自己紹介） 

 

執行機関  次に，会議次第の５，会長及び副会長の選出についてでございますが，

水戸市町名，町区画合理化審議会条例第５条の規定によりまして，本審議

会に，委員の互選により会長及び副会長を置くこととされてますが，この
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点については，いかがお取り計らいしたらよろしいでしょうか。 

 

（「事務局一任」との声あり） 

 

執行機関  事務局一任の声がありましたので，会長につきましては，水戸市住みよ

いまちづくり推進協議会副会長であります  様にお願いしてはと考え

ております。副会長につきましては，学識経験者の中から，  様にお願

いしてはと考えております。以上が，会長，副会長の事務局の選任案でご

ざいますが，いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

執行機関  異議なしの声がございましたので，会長には  委員を，副会長には  

 委員を選出することにいたします。ありがとうございました。 

それでは，恐れ入りますが，  会長，  副会長は，会長席，副会長

席へお移りいただきます。 

それでは，恐れ入りますが，会長から就任の御挨拶をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

会  長  （挨拶） 

 

執行機関  ありがとうございました。 

次に，会議次第７の市民諮問第１号 町名，町区画合理化についての諮

問書交付に移らせていただきます。 

なお，諮問書につきましては，委員のお手元にあります会議次第の裏の

１ページに写しがございますので，御参照いただきたいと存じます。 

それでは，高橋市長から  会長へ，諮問書の交付をお願いいたします。 

 

（市長から会長へ諮問書交付） 

 

執行機関  ここで，高橋市長は，公務のため，退席させていただきます。 

 

（市長退席） 

 

執行機関  以上をもちまして，事務局の進行を終わりまして，これからは  会長

に進行をお願いすることとなりますので，よろしくお願いいたします。 

 

議  長  これからは，審議会条例第６条の規定により，会長が会議の議長となる
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とありますので，会議が円滑に進行できるよう，皆様の御協力を得ながら

進めてまいりたいと考えておりますので，よろしくお願い申し上げます。 

水戸市附属機関の会議の公開に関する規程に基づき，会議録署名人２名

を置くこととされておりますが，委員名簿順に従い，今回は  委員，  

 委員にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議  長  よろしくお願いいたします。 

それでは，会議次第に沿って進めてまいります。 

まず，（１）水戸市町名，町区画合理化審議会の設置経過について，事

務局から説明をお願いします。 

 

執行機関  会議次第の３ページをお開きください。 

１，水戸市町名，町区画合理化審議会設置経過について御説明いたしま

す。 

水戸・勝田都市計画事業内原駅北土地区画整理事業が平成 26 年度中に

完了することに伴い，同事業地権者から，平成 25 年７月 18日付けで町名

変更に関する要望書が提出されました。参考資料がありますが，その１番

に要望書がございますので，ご覧ください。要望書中，地権者名について

は個人情報ですので，削除してございます。要望書の内容としましては，

土地区画整理区域を内原１丁目，２丁目にしていただきたいという内容に

なっております。 

次第の３ページにお戻りください。 

今回，このような要望があったことから，市としましても，この地区の

具体的なまちづくりに町名変更が必要であると判断し，今回，町名，町区

画合理化審議会を設置し，水戸・勝田都市計画事業内原駅北土地区画整理

事業区域内の町名，町区画のあり方について，同審議会に諮問するもので

あります。 

 

議  長  ただいま事務局から，水戸市町名，町区画合理化審議会の設置経過につ

いて説明がありましたが，内容について御意見，御質問のある方は御発言

をお願いいたします。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議  長  何か御質問ございませんか。 

それでは，御質問もないようですので，次へ移らせていただきます。 
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続きまして，（２）水戸・勝田都市計画事業内原駅北土地区画整理事業

の概要について，事務局から説明をお願いいたします。 

 

執行機関  それでは，（２）水戸・勝田都市計画事業内原駅北土地区画整理事業の

概要について御説明いたします。お手元に配布してございます参考資料の

資料２をご覧ください。 

ページを返していただきますと，１の計画概要の一覧として，事業名称

から施行期間までありますが，その中の総事業費に若干の増を見込む変更

を予定しているものの，施行期間については，平成 26 年度をもって計画

どおり予定しております。 

２の設計の概要についてですが，事業の目的については，記載のとおり

でございます。 

次の土地利用計画については，次第の２ページの土地利用計画図があり

ますが，その図面のとおりでございます。 

また，恐れ入りますが，参考資料の２にお戻りください。 

人口計画といたしましては，昨年の推計で計画人口 630 人とありますが，

約半分の 300 人程度となっております。 

次に，公共施設計画では，道路や公園など，全て整備が終わっておりま

す。道路については，既に供用開始をしております。 

続いて，公益的施設計画では，内原地区の交番として，現在，駅前に交

番を置いております。 

その他，供給処理施設やその他に関しましては，この計画どおり，ほぼ

終了しております。 

また，次のページの減歩率につきましては，場所ごとにそれぞれ土地の

評価額が異なり，減歩率が違ってきますが，地区全体の平均減歩率につき

ましては，36.30％になっているということでございます。 

続きまして，３の施行前後の地積対照表につきましては，区画整理事業

の前と後では，公共施設や道路，宅地などがありますが，どのような割合

になったかを比較しているものです。 

４の資金計画では，事業費を年次計画で積み上げ，全体の事業費を表し

ております。 

最後に，これまでの主な経緯を記載しておりますので，詳しい説明は省

略させていただきます。 

以上でございます。 

 

議  長  ただいま事務局から，水戸・勝田都市計画事業内原駅北土地区画整理事

業の概要について説明がありましたが，内容について御意見，御質問のあ

る方は御発言をお願いいたします。何か御質問ございませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

 

議  長  それでは，御質問もないようですので，次へ移らせていただきます。 

続きまして，（３）町名及び町区画について，事務局から説明をお願い

いたします。 

 

執行機関  次第の４ページをお開きください。３，町名及び町区画について御説明

いたします。 

町名，町区画合理化についての法令はございませんが，住居表示に関す

る法律がございます。資料の４をお開きください。住居表示に関する抜粋

でございますが，第５条に町又は字の区域の合理化等というのがございま

して，これに基づき，町名，町区画合理化審議会条例を定めております。

このようなことから，町名，町区画合理化につきましては，住居表示整備

実施基準を準用しております。 

次第の４ページにお戻りください。 

住居表示整備実施基準に基づきまして町名合理化を行うわけですが，

（１）の町の境界につきましては，町の境界は，公道，河川，水路，鉄道

又は軌道の線路等，恒久的な施設又は著名な地物をもってこれに充てるも

のとするとなっております。 

（２）の丁目の数ですが，町名に丁目を付ける場合は，整然と配列し，

丁目の数はおおむね４，５丁目程度にとどめることとするとあります。 

（３）起点及び進路ですが，本市は，水戸駅を中心として，この点から

放射状に延びる方向に，右回りをもって順序良くするものとありますが，

この基準は四，五十年前に作られたものでありまして，合併等を考慮した

ものになっておりませんので，今回の町名合理化におきましては，この基

準は参考程度に考えていただければよろしいかと思います。 

（４）町名の選択でございますが，従来から伝えられている歴史的地名，

字名又は一般に周知されている通称等を参考として，その地域の状況を表

し得るものを次の項目によって選択するとあります。（ア）としまして，

町名は原則として現代仮名遣い及び常用漢字の範囲をもって定める。（イ）

としまして，町名は簡単明瞭で，語調が良く，好感が持て，優しく，親し

みのあるものを選ぶこと。（ウ）としまして，発音が難解なもの，長すぎ

るもの，煩わしいもの，市内において同名のもの等は採用せぬこととあり

ます。 

以上のような実施基準を参考にして，新たな町名，町区画について御審

議をお願いいたします。 

 

議  長  ただいま事務局から，町名及び町区画について説明がありましたが，内
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容について御意見，御質問のある方は御発言をお願いいたします。 

 

委  員  町名について，参考として聞くが，水戸市には飛び地といわれる所がい

くつかあるが，どのような基準でそうなったのか。 

 

執行機関  町名，町区画を行ったときに大きな道路などで区切って，なるべく飛び

地ができないようにしたが，大きな道路などから少し離れた所などが飛び

地として残ってしまったと思われます。 

 

委  員  そうすると，延々として残るのか。 

 

執行機関  新たな開発などが行われたときには，また新たな町名に組み込まれる形

になると思います。 

 

議  長  よろしいでしょうか。 

あと，何か他にございませんか。 

 

委  員  この要望書はどのような経緯で出たものなのか。 

 

執行機関  要望書につきましては，区画整理区域内の地権者から出てきたものです。

氏名については，個人情報ですので，載せておりません。 

 

委  員  何名から出たのか。 

 

執行機関  全員で 14名の方からです。 

 

議  長  あと，何かございませんか。 

それでは，ないようでございますので，次へ移らせていただきます。 

続きまして，（４）町名，町区画合理化審議会のスケジュールについて，

事務局から説明をお願いいたします。 

 

執行機関  次第の５ページをお開きください。４の町名，町区画合理化審議会等の

スケジュールについて御説明いたします。 

平成 25 年 11 月 12 日，本日でございますが，第１回水戸市町名，町区

画合理化審議会諮問でございます。 

それから，11 月中に第２回の審議会を考えております。日程について

は，後ほど調整をさせていただきたいと思います。 

それから，来年の１月になるんですが，第３回の審議会，答申になるん
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ですが，12 月中に本来開きたいところなんですが，12 月には定例市議会

がありまして，日程の調整がつかないものですから，１月に開催したいと

思っております。 

それで，答申を受けまして，平成 26 年６月に議案を提出し，それで，

平成 26年 10 月に換地処分をしたいと考えております。 

以上でございます。 

 

議  長  ただいま事務局から，町名，町区画合理化審議会等のスケジュールにつ

いて説明がありましたが，内容について御意見，御質問のある方は御発言

をお願いいたします。何か御質問ございませんか。 

それでは，御質問もないようですので，次に，その他で，委員の皆様，

何かございませんか。 

    

委  員  道路の払下げとか，いろんなことをやる場合は，地域の区長さんや近隣

の人たちと話し合って，同意を得てから要望書は出すものではないか。た

だ地権者から要望書が出たから審議会を立ち上げたのではないだろう。単

なるそれだけでは，誰でも町名の変更を要望できるようになってしまう。 

 

執行機関  要望書が出てきまして，それに基づきまして，水戸市としましても，四

つの町名がありますので，具体的なまちづくりをする上で，新しい町名を

つけたほうが良いのではという判断に立ちまして，審議会を立ち上げたわ

けでございます 

 

委  員  地権者から要望があったからだけではなく，何か基準があるわけだろう。 

 

執行機関  前回，藤が原地区の町名変更，その前が東前地区の町名変更をやりまし

たが，両方とも事業開発したところや地権者から要望書が出まして，要望

にお応えすることもありますが，水戸市としてどのように発展させようか

という立場に立ちまして，町名を新しくして作っていったほうが良いだろ

うという考えの下に，この度，審議会を開かせていただいたわけでござい

ます。 

 

議  長  よろしいでしょうか。 

あと，何か御質問ございますか。 

 

委  員  考えは分かりましたが，中原町なり杉崎町がありますが，それとは関係

なく進んできてしまったような気がする。 
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議  長  要望した一人として，議長ではなく，一地権者として述べさせていただ

きますが，36.7 ヘクタールの区画整理が完了したわけで，50 号とか県道

とか線路とかでちょうど囲まれており，そこに中原，杉崎，内原，三湯と

四つの大字が入っている。それぞれそのまま残したのではというより，新

しいまちづくりだから，新しい町名にしたほうが良いのではないかという

意見が多くあった。水戸市では，今まで常澄のほうも１丁目，２丁目，３

丁目としたように，新しく内原１丁目，２丁目何番地といえば，区画整理

をした中だなと分かり，郵便屋さんもよく分かり，せっかく区画整理した

のだから，新しい一つの名前にしようということで，そのような声が多か

った。 

 

委  員  理解はするが，どうして中原がなくなってしまうのか。地権者は分かっ

ても，我々は聞いていなかった。これから審議するのであろうが，何か置

き去りにされたような気がする。 

 

委  員  これまでに何回も審議をしている。それは知らないわけですね。 

 

委  員  初めてなので，分からなかった。 

 

委  員  私は最初から何回も出ているが，いろんな意見があって，また，担当課

のほうのアドバイスなどもあり，常澄などに倣い，１，２丁目をつけたほ

うが良いのではということとなった。ずいぶんいろんな意見は出ましたが，

大体そのような線でいいのではないかということで要望書が出た。 

 

委  員  それが分からなかった。それは地権者だけが出ていたのか。それは，地

権者は納得しているんですか。 

 

委  員  納得しています。 

 

委  員  地権者は納得しているんですね。それならいいです。経過が分からなか

った。 

 

委  員  36.7 ヘクタール，せっかく区画整理して，ちょうど道路と線路に囲ま

れているので，一つの町名が良いのではとなった。 

 

委  員  それはいいと思うが，イオンが中原でなくなるのか。 

 

委  員  この資料の中に本郷地区を入れたのと入れてないのがあるが，これにつ
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いて説明願いたい 

 

執行機関  資料の７のところに，Ａ案，Ｂ案として，区画整理区域内と，それから

区画整理区域に本郷地区を加えた鉄道に囲まれた部分がＢ案です。この案

につきましては，次回の第２回で審議していただく内容ですが，これから

現地視察に行きますので，そのときに参考に見てもらえればということで，

これを付けました。 

 

委  員  みんな気になっているようだが，これは次回ですか。 

 

執行機関  はい。Ａ案につきましては，要望書のとおり，区画整理区域内でござい

ます。Ｂ案につきましては，本郷地区を含めた，常磐線と大きな道路で区

切られた，その範囲内全部を加えたものでございます。こういった形で区

切りませんと，さきほどお話が出ましたように，飛び地とか，そういった

ようなものが出てくるおそれがありますので，なるべく大きな道路とか鉄

道などで区切るのが町名合理化の趣旨でございますので，このような案に

なりました。視察の際に本郷地区を入れたほうがいいかどうか，この資料

を参考にしていただきたいと思います。 

 

委  員  簡単な質問ですが，その際，本郷地区の番地は変わるのか。 

 

執行機関  町名が変わるだけで，番地は変わりません。 

 

委  員  これまでの旧町名の所と重複することはないのか。 

 

執行機関  それはありません。区画整理したほうは，内原１丁目１番地からという

ふうに順番に振っていきます。本郷地区は，これまでの地番をそのまま使

います。重複することはありません。その点は調べてあります。 

 

委  員  900番地までにはならないのか。 

 

執行機関  その点は調べてありまして，新しい地番は 900番地までなることはあり

ません。 

 

委  員  心配したのは，地番が重複したら困るなと思ったからです。 

 

執行機関  Ｂ案になれば，地元説明会を開きます。 
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委  員  ここで何もかも決めてしまっては問題になるから，地元に説明が必要で

はないか。 

 

執行機関  まずは審議会でＡ案，Ｂ案を審議していただいて，Ｂ案である程度考え

がまとまった段階で，区長さんのアドバイスを頂きながら，地元への説明

という形になります。 

 

議  長  次回はそのような案件を審議するということを御承知おき願います。 

他に何かございませんか。 

それでは，御質問もないようですので，以上で，本日の審議会の議事が

終了いたしました。 

ここで，次回の審議会の日程を調整いたします。委員の皆様には，お忙

しいこととは存じますが，11 月 21 日木曜日，午後１時 30 分からお願いし

たいと思います。会場は，内原庁舎の３階会議室を考えています。いかが

でしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは，（６）の現地視察へまいりたいと思います。 

玄関前にマイクロバスを用意してありますので，御足労願います。 

 

（現地視察後，閉会） 

 

議  長  第１回水戸市町名，町区画合理化審議会の日程が終了しましたので，現

地で閉会とさせていただきます。本日は，大変お疲れさまでした。 


