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議会リポート

北上尾駅が 昭和六十
三年十二月十七日に開
業に伴い、周辺の都市
基盤整備の機運も盛り
上がり、平成十年五月
には上平公園、上尾市
民球場が開設、平成十
二年十一月にはＰＡＰ
Ａショッピング・アベ
ニューがオープンし、
徐々に暮らしやすい地

【問い】

にお住まいの皆さんが
協力しながら完成して
行くものです。
今回、上平 地区がど
のようして発展してき
たのか、土地区画整理
事業の経過を引用して、
質問しました。

上平地区は
片田舎ではありません
上平第三特定
土地区画整理の
経過及び効果
図書館移転に関連し
て議会の度に「何故、
へんぴな上平に図書館
本館を建設するのか」
との発言が止まりませ
ん。
つい、半世紀前（昭
和三十年代）までは、
上尾市全域が田園風景
が連続する農業中心の
地域でした。
上尾駅周辺が上尾市
の中心であるとの主張
に違和感があります。
都市基盤整備は、長
い時間を掛けて、地域

域に変貌してまいりま
した。
このような地域の移
り変わりと、区画整理
事業によって、北上尾
駅の乗降者数は、平成
元年と平成二十六年を
比較すると、二・六倍
となっているとのデー
タもあります。
一概に「都市基盤整
備」と言っても地域の
皆さんを始め、多くの
皆様の協力支援が必要
であり、言葉では言い
表せないご苦労もある
と思います。
上平第三特定土地区
画整理事業も完成の運
びとなりましたことか
ら、そのご苦労の一端
をご紹介下さい。

【答え】

上平第三地 区のまち
づくりにつきましては、
昭和五十二年五月の地
元説明会に始まり、三
十五回に及ぶ説明会や
打ち合わせ会、アンケー
ト調査、区画整理だよ

り発行、権利者個別訪
問など、地元での地道
な合意形成の過程を経
て、昭和六十一年年四
月に検討委員会が発足
いたしました。
その後、九回の検討
委員会が実施され、昭
和六十三年七月に発起
人会が発足、具体的な
事業の説明会、関係機
関との調整、協議、同
意書の取りまとめを経
て、平成元年十月に上
平第三特定土地区画整
理組合の設立総会が開
催されました。
そして、本年に至る
までのの十八年間に、
組合の総会は六回、総
代会は六十二回、理事
会は三百六十五回を数
え、初代理事長、故・
須田義雄様をはじめ、
関係され五十四名にの
ぼります。
事業計画では、土地
の減歩率は二十四・九
二パーセントとなり、
百四十四戸の家屋移転
を実施し、事業期間は

二十八年間に渡 ったこ
とから、組合役 員の皆
様、総代の皆様 、組合
員の皆様、そし て地域
住民の皆様のご 負担、
ご苦労は、いか ばかり
だったかと、改 めて推
察するところで ござい
ます。
その甲斐あっ て、四
か所の公園が新設され、
道路は、北上尾 駅前か
ら地区を東西に 横断す
る幅員十二メー トルの
緑丘南線、南北 に縦断
する幅員十二メ ートル
の西門前久保線、九メー
トルの西門前緑 丘線、
芝川を暗渠にし て、そ
の上に幅員十五 メート
ルの街路を造りました。
そして、車の スムー
ズなすれ違いができる、
幅員六メートル の区画
街路が、地区内 を縦横
に配置され、道 路面積
としては、 二万六、○
四九平方メートルから、
八万五、○二五平方メー
トルに拡充されました。
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北上尾駅から一キロメー
トルの、徒歩圏に位置
しながら、事業開始当
時はまだ、四～五メー
トルの道路が、数本通っ
ているに過ぎず、地区
内の道路面積は、全体
の六・六パーセントと
非常に少ない状況でご
ざいましたが、区画整
理事業により、道路面
積の割合は三・三倍に
増加し、二十一・八パー
セントとなりました。
このことにより、住環
境はもとより、災害に
強く、安心安全な町へ
と、飛躍的に向上した
ところでございます。
事業はいつも順風満
帆というわけにはいか
ず、バブル崩壊の影響
を受け、借入金が二十
三億四千六百万円となっ
た時期もございました。
しかし、組合一丸となっ
て、面積二万四、五一
一平方メートルの保留
地を売却し、三十三億
七千八百万円の資金を

生み出すことで、借入
金を返済することがで
き、事業完成への道筋
が開けました。
地区の町名につきま
しては、組合のみなら
ず、地域、行政との話
し合いを重ねた結果、
「上平中央」という町
名案とし、上尾市議会
でご承認いただいたと
ころでございます。
なお、現在の進捗率
は、九十九・六パーセ
ントであり、本年十月
には、組合解散の予定
となっております。
いよいよ終盤を迎え
た、上平第三特定土地
区画整理事業でござい
ますが、北上尾駅から
一キロメートルという
利便性の良さや、住環
境の整備により、地区
の人口は、平成元年に
は一、三四五人でござ
いましたが、平成二十
六年には二、七一二人
と、約二倍に増加して
おります。

上尾市全体の人口に
ついて、平成元年と平
成二十六年を比較しま
すと、約一・二倍でご
ざいますので、いかに、
この地区の人口が急増
しているかが分かりま
す。
これは、上尾市シティー
セールス戦略のひとつ
としている「子育て世
代の若い家族を上尾に
呼び込む」という取り
組みへの、目に見えた
成果であり、上平第三
特定土地区画整理事業
の完了は、上平地区だ
けでなく今後の上尾市
の発展に、大きく寄与
していくものであると
考えております。

◎ 図書館本館の建設用
地の選定は「島村市長
が上平に在住している
から」との理由で決定
した訳ではありません。
現本館跡地や上尾駅
西口駐車場等も検討し
ましたが、立地条件等、

総合 的に判断をして上
平地 区に決定した経緯
があります。
新 図書館の建設予定
地は 、現在の図書館本
館か ら、二キロメート
ルの距離にあります。
こ の二キロメートル
が遠 いとの主張は、建
設見 直しの理由には、
ならないと考えます。
上 平地区に転居され
た皆 さんにお話を伺う
と「 便利で暮らしやす
く、 人の温かさを感じ
る地 域」との感想を寄
せら れる方が多い様に
感じています。
地 域全体が頑張って
いる からこのような意
見が 生まれてくると信
じています。

私 は、上平地域発展
に全力を尽くします。
こ れからも、深山た
かし の議会活動にご理
解と ご協力をお願いし
ます。

市政へのご要望・ご意見を、Ｅ－Ｍａｉｌでも受け付けています。fukayama-sov@jcom.home.ne.jpまでお気軽に！

