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泉 課 長 補 佐           本日は、ご多忙のところ小牧小松寺土地区画整理審議会にご出席をい

ただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず最初に、お手元に配付した資料の確認をさせていただきたいと思

います。会議日程になってますＡ４でホチキスでとじてあります２枚、

次第と、その裏に予算の説明書と、また裏面に平成24年度事業予定と書

いてあるものと、Ａ３で１枚で今年度の工事予定箇所ということでカラ

ー刷りのものが１枚あるかと思います。それともう１枚、Ａ４で平成24

年度の区画整理課の職員配置名簿ということで、裏面は区画整理課の配

席表となっております。以上おそろいかと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 それでは、続きまして、この４月にございました人事異動により都市

建設部次長の園田が建設担当から都市整備担当へ異動してまいりました。

園田次長より一言ごあいさつさせていただきますので、よろしくお願い

します。 

園田次長   改めまして、こんにちは。大変お忙しい中、小松寺土地区画整理審議

会にご参集賜りまして、まことにありがとうございます。 

 今年度も４月１日付で定期異動がございまして、私も今紹介がありま

したように建設担当の次長から都市整備担当次長ということになりまし

た。以前は参事という形で都市整備担当の部長職があったわけですが、

組織改正となりました。私自身、９カ月間、区画整理事業の実務から離

れておりましたが、こうして改めて審議会委員の皆様にお世話になるこ

とになりますので、よろしくご指導のほどを賜りたいというふうに思っ

ております。また、区画整理課のほうも異動がございまして、後ほど課

長のほうから職員紹介をさせていただきます。 

 本日の審議会日程、議案事項はございませんが、報告事項という形で

平成24年度、今年度の事業計画の説明をさせていただきます。事業完了

に向けて事務局といたしましても鋭意努力してまいりたいというふうに

思っております。委員の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げたい

というふうに思っております。 

 冒頭のあいさつという形で、簡単ではございますが、以上あいさつと

させていただきます。よろしくお願いをいたします。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、区画整理課の異動につきまして渡邉課長から紹介させて

いただきます。 



渡邉課長   改めまして、皆さんこんにちは。本日は、大変お忙しい中、小牧小松

寺区画整理審議会にお集まりいただきまして、まことにご苦労さまです。

今年度も区画整理課長を務めさせていただきます渡邉でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お配りしておりますお手元の資料で、平成24年度職員配置

名簿をご参照いただきながら、職員紹介をさせていただきます。 

 このたびの４月の人事異動によりまして、補佐を初め９名の者が転出

いたしまして、８名が転入してまいりました。職員名に米印及び丸印が

ついていますのが転入者及び昇格・課内異動者でございます。 

 先ほどから司会をしておりますのが、鈴木補佐の後任で転入してまい

りました泉補佐でございます。 

泉 課 長 補 佐           泉です。よろしくお願いいたします。 

渡邉課長   それぞれの担当のほうですが、庶務係長は長谷川係長の後任で舩橋係

長でございます。 

舩橋係長   舩橋です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   係員としましては、杉山主査が課内昇格いたしました。また、稲山主

任の後任で転入してまいりました谷崎主事でございます。 

谷崎主事   谷崎です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   当担当地区の丹羽事業係長は引き続きお世話になりますので、よろし

くお願いいたします。 

丹羽係長   丹羽です。引き続きよろしくお願いします。 

渡邉課長   また、小牧南担当地区の高木事業係長も引き続きお世話になりますの

で、よろしくお願いいたします。 

高木係長   高木です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   係員としましては、酒井主査の後任で水野主査が転入してまいりまし

た。また、新規採用職員として園田技師補が入ってまいりました。 

 換地係長は竹田係長の後任で西島係長でございます。 

西島係長   西島です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   係員としましては、大嶋主査の後任で補償係から換地係へ課内異動し

てまいりました江口主事でございます。 

江口主事   江口です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   当担当地区の審議会事務担当の林主事は引き続きお世話になりますの

で、よろしくお願いいたします。 



林 主 事   林です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   補償係長は平手係長が引き続きお世話になりますので、よろしくお願

いいたします。 

平手係長   平手です。引き続きよろしくお願いいたします。 

渡邉課長   係員としましては、山本主査の後任で吉本主事が転入してまいりまし

た。また、新規採用職員として藤江主事補が入ってまいりました。 

 職員数としましては、課全体で１名減になりまして、正規職員26名、

再任用職員２名の合計28名となりました。今後、当地区を含めまして区

画整理４地区をこの職員で担当してまいりますので、これからもよろし

くご指導、ご鞭撻を賜りますことをお願い申し上げまして、職員紹介と

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

泉 課 長 補 佐           それでは、玉置会長からごあいさつをいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

玉置会長   玉置でございます。若葉の香りもさわやかな季節になってまいりまし

たが、皆様方には本日ご出席いただきまして、まことにありがとうござ

いました。 

 本日は、平成24年度の最初の審議会ということで、先ほど次長さんか

らもお話があったように、本年度の事業計画等について市側からご説明

がございます。また、先ほどご紹介もありましたような新しい陣容でこ

の事業の推進を図られることと存じております。当審議会においても、

その職務事項について適宜対応してまいりたいと存じます。 

 皆様方におかれましては、従来どおり、ご支援、ご協力をお願いいた

しまして、簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。 

泉 課 長 補 佐           ありがとうございました。 

 本日の出席委員は、綿久産業委員が数分おくれるということで、綿久

産業委員を含めまして13名であります。ちなみに、玉置義一委員と森川

勇治委員については欠席のご連絡をいただいておりますので、本日は欠

席となっております。したがいまして、規定によりまして本日の審議会

は成立いたしました。 

 それでは、会長が会務を総理することになっておりますので、会長、

よろしくお願いいたします。 

玉置会長   それでは、ただいまから尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理審

議会を開催いたします。本日の議事日程については、別紙でお手元に配



布しましたとおりであります。 

 日程第１、議事録署名者の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。選任の方法については、会長の指名により行いた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、会長において指名することに決しま

した。議事録署名者に、４番 玉置晴美委員、５番 横井伊十朗委員を

指名いたします。よろしくお願いします。 

 日程第２、報告事項に入ります。 

 平成24年度事業計画について、事務局に報告を求めます。 

泉 課 長 補 佐           それでは、お手元の資料の１ページのほうをごらんいただきたいと思

います。平成24年度事業計画についてご説明いたします。 

 まず、予算でありますが、歳入歳出合計それぞれ１億3,810万6,000円

となっており、対前年度比5,536万2,000円の増額となっております。 

 主な項目を申し上げますと、歳入では、２款県支出金で3,600万円、

一級河川薬師川の公共管理者負担金でございます。３款市費からの繰入

金は１億104万5,000円を計上したものであります。 

 一方、歳出では、１款総務費で1,244万5,000円、審議会費、人件費、

事務費などであります。２款事業費で7,459万8,000円、工事費、補償費

などであります。３款公債費で5,006万3,000円、これは区画整理事業の

ために発行した市債の元金及びその利子の償還であります。 

 １枚はねていただいて、裏面の２ページのほうをお願いします。平成

24年度事業予定であります。 

 １の工事としましては、道水路工事で920万円、道路整備１路線約30

メートルと道路維持工事などであります。その下段、造成等工事で100

万円、街区粗造成工事であります。その下段、交通安全施設設置工事で

100万円、反射鏡、道路照明設置工事などであります。なお、工事予定

箇所につきましては、後ほど図面で説明させていただきます。 

 ２の補償としましては、物件移転補償費で4,900万円、１件の物件補

償と工作物の補償を予定しております。 

 ３の委託としましては、測量設計委託で547万2,000円、仮換地計算及

びくい復元業務、道水路の分割設計などであります。その下段、物件調

査委託で200万円、工作物などの調査であります。その下段、除草浚渫



委託で100万円であります。 

 ４の負担金として、上水道布設負担金で130万円、その下段、ガス布

設負担金で100万円を予定しております。 

 最後になりましたが、５のその他として、修繕料180万円であり、こ

れは区画整理事業者が管理する区域内の道水路の緊急修繕費であります。 

 それでは次に、別紙の今年度の工事予定箇所について、事業係の丹羽

係長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

丹羽係長   それでは、私のほうから今年度の道水路工事について説明させていた

だきます。お手元の箇所図と同じものが前に映し出されております。 

 まず、23年度までに道路として完成した延長ですが、緑で塗られてい

る箇所です。昨年度までに１万3,566.5メートル、これは総計画延長の

約93.8％に当たります。赤色の箇所、図面の一番西側になりますが、区

画道６－10号路線の道路新設工事を30メートル予定しております。今年

度の予定工事箇所としては１カ所でありまして、こちらのほうを総延長

として足しますと、約94％の完成率ということになります。 

 また、維持管理工事など、ガス管及び上下水道の工事も合わせて行っ

ていきますので、よろしくお願いします。 

 以上で今年度の工事予定箇所の説明とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

玉置会長   報告は終わりました。ご質問などございませんか。 

横井(伊)委員 補償費で、ちょっと今聞き漏らしたかと思うんですが、再度お願いし

たいと思います。 

平手係長   今のお尋ねは補償費の予算の4,900万円の内訳でございますが、建物

等の補償が１件、そのほかは工作物で計上させていただいております。

建物は１件でございます。それ以外は工作物で計上しております。 

 以上です。 

横井(伊)委員 具体的に工作物というと、ここにあてがっているものは何ですか。 

渡邉課長   今年度の補償費の主なものにつきまして、今、平手係長から物件移転、

工作物という形で説明させていただきました。主なものにつきましては、

１番の６－10号線にかかります補償物件１件と、それからその道路にか

かります石積み等の工作物、それから車庫等の工作物の関係で予算を計

上しております。 

 以上でございます。 



横井(伊)委員 １番に集中しておるということですね。わかりました。 

玉置会長   ほかにございますか。 

玉置(晴)委員           今の事業予定の３番の委託の中で、測量設計と物件調査、両方で700

万円を超えてますが、これはどこですか。 

丹羽係長   今ご質問のありました委託の測量設計委託ですが、この測量設計委託

の中には、道水路の今回行う６－10号線の修正設計が１件含まれており

まして、そのほかとしましては、換地業務の中での測量委託費が含まれ

ておりますので、そちらは換地係長から説明させていただきます。 

西島係長   測量設計委託料についてということで、内訳としましては、仮換地計

算、換地設計、図書補正業務委託、従前地分筆図面調査補正委託、地区

内外の分筆業務委託、それから道水路の設計委託等となっております。 

 以上です。 

横井(伊)委員 ちょっと声が小さくて聞き取りにくいんです。広い部屋なので、マイ

クもないので、よくわからない。具体的に、この地図でいくとここです

と、ここの測量をするとか、そういうことをやっぱり具体的に教えてい

ただくと我々もわかるわけです。今質問した玉置さんもわからんと思う

んですよ。僕もわからない。物件調査についてもそうですよ。ここの物

件調査だと、この箇所であるということをもっとはっきり、玉置さんご

めんなさい、そういうふうに答えていただきたい。 

平手係長   物件調査の箇所でございますが、ただいま工事の図面でありました１

番の道路工事に支障となる工作物の単価の置きかえ作業や、味岡駅のほ

うへ通じる薬師橋の道路整備に支障となる工作物の調査費用を計上いた

しております。物件調査は以上でございます。 

玉置(晴)委員           要するに、今の説明ですと、薬師橋にかかわる場所の調査委託と。こ

れは25年度以降予定箇所の物件調査を今年度でやると、こういうことで

すか。 

平手係長   スクリーンのほうで説明をさせていただきます。 

 ここが味岡駅に通じる薬師橋になりますので、この薬師橋の東側部分、

ネズミ色の部分の工作物の調査費用と、今年度予定しております１番の

道路工事に支障となる物件を平成24年度の単価に置きかえる、そういう

作業の費用を計上させていただいております。 

玉置(晴)委員           そうすると、25年度の分も一緒にやるということですね。 

平手係長   薬師橋の東につきましては、物件移転が整えば速やかに調査のほうに



入りたいと考えておりますので、予算で計上いたしております。 

玉置会長   私からちょっとお尋ねしますが、薬師橋ですが、25年度以降というこ

とで、まだ何年度かということはわかりませんか。 

平手係長   薬師橋の工事はいつごろかということでございますが、岩崎地区にあ

ります物件の補償を進めておるところでございますが、まだ合意には至

っていない状況でございますので、補償の合意をいただいて、速やかに

その後、薬師橋の工事に入りたいというふうには考えております。 

 以上です。 

玉置会長   ということは、話し合いがつけば24年度中にもあるということですか。 

泉 課 長 補 佐           移転というか、工作物や何かがあって、一部補償をどける期間もあり

ますので、そこら辺を見ながら、当然、薬師橋の工事については、当初

の予算計上はされておらんわけですけど、早い時期にできればそういっ

た予算も補正予算ということで対応できればというふうに考えておりま

す。いずれにしましても、当地区はかなり終わってきておりますので、

事業進捗に向けて事務局としても鋭意努力していきたいというふうに考

えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

玉置会長   ほかにご発言はございませんか。 

横井(伊)委員 会長、まだご回答いただかないといかんところがあるんだけど、測量

設計はどうなりましたか。 

西島係長   先ほど申し上げました仮換地計算、くい復元及び換地設計図、図書補

正業務委託につきましては、仮換地の分割・変更に伴う計算の委託費で

ございまして、仮換地の杭復元等の委託になりますので、地区のどの箇

所というよりは、地区全体をカバーするということが一つと、地区内外

の分筆業務委託についてですけれど、こちらにつきましては前で説明さ

せていただきます。 

 地区内外の分筆業務委託につきましては、こちらの地区内外の分筆業

務になります。 

渡邉課長   ちょうどこちらは県道が出ておりまして、区域境がこういう形になっ

ておりまして、県道のばちがこういう形に今つくってあるそうなんです。

これを分筆しなくてはいけませんので、こちら側を県道、こちら側が市

の形になりますので、ここに分筆線を入れるために、ここは地区外です

ので、内外の測量ですね。境界立ち会いという形の測量になるかと思い

ますので、その分筆という形の測量委託料になります。 



横井(伊)委員 それはやってなかったわけですか。 

渡邉課長   そうです。ちょうど地区外がこういう形になりますので、道路として

は今こういう形でばちがあります。 

横井(伊)委員 測量をやってなかったというのは、ここを造成するときに何かやって

おくべき費用は残ってないんですか。 

渡邉課長   市の管理地になってますので、個人的な換地ではございませんので、

分筆作業はできます。 

横井(伊)委員 それは区画整理課の予算でやるわけですか。 

渡邉課長   そうです。 

横井(伊)委員 それを今やるというのは、ほかに理由がありますか。 

渡邉課長   今やるというのは、作業的に進められるという形になりましたので、

今年度予算をつけさせていただきました。 

横井(伊)委員 いわゆる県道の側にくっつけるための測量なのか、どういうふうに言

ったらいいのかわからんけど。 

渡邉課長   県のばちのところが県道敷になりますので、それの市道と県道敷の分

筆を予定しております。 

玉置会長   ほかにご発言はございますか。 

 なければ質疑を終了いたします。 

 それでは、日程第３、その他に入ります。その他に何かありましたら

お願いします。 

渡邉課長   事務局からは、その他のほうで特にございませんので、よろしくお願

いします。 

横井(伊)委員 質問とお願いがあります。 

 例の問題のところの東前公園の南側、ずっと何年間も灰色になってお

るんですが、旧の入鹿用水が残っておるというのは問題の箇所だけです

ね、ご存じのように。それで、もともと入鹿用水の堤防なのに、始まっ

て以来一度も草が刈られていないところがあるんです。例の境界との境

で堤防として年々残っておるはずなんだけど、何も遠慮することないん

だけど、草刈りをされてもいいと思うんだけど、冬場なんかはススキが

枯れちゃって、たばこでもぽんとほうり投げると非常に危ないんです。

あそこは一度も手を入れられた形跡がないんです。元屋敷に近いという

ことで、余りさわると神様が怒られるということで放置されてきたかな

と思うんだけど、あれはどう見ても入鹿用水の堤防であって、市のほう



で刈られても、相手方からどうして刈ったんだとおしかりを受ける場所

ではないので、堂々と刈っていただきたいと思うんですよ。いまだにぼ

うぼうなところがあるということ。それと、橋へ入る西側、元屋敷のほ

うへ向かって右側のところも、フジの木があって、あそこは結構人が通

るんですよ。私もしょっちゅう抜け道で通らせていただいておるんだけ

ど、私はいつも行って、はさみで、フェンスの際にフジが絡んでおるの

で、そういうところを切って通行される方に支障のないようにしておる

んですけど、今また新芽が出てきて伸びる時期なんですよね。その辺も

ちょっとご配慮願いたいなということと、もう一つ、堤防の南側につい

て、トラロープがかなり老朽化しておる。劣化しておって、もうぼつぼ

つ切れちゃってないところもあるし、大してお金もかからないので張り

かえていただきたいなということ。それから、例の花があるんですが、

今ぼつぼつ皆さんが手を入れられて花も咲き始めているんですが、将来

舗装されるところの場所ですね。あそこのくいも腐ってきておるんです

よ。この前も大分倒れておったんですけど、緑道の整備をされた庭師さ

んが腐ったくいを無理してたたいて、どうにか今のところ立っておる、

トラロープも張ってはあるんだけど、ぐちゃぐちゃなんです。そういう

箇所があるので、たまにはやっぱり見ていただきたい。 

 東前公園の予定の竹やぶを迂回していく例のバラス道がありますね。

ごみも数カ月ほかってあるし、それと、あの辺の境で、杭が打って、手

板が打ちつけてあるんだけど、この前の４月の突風で手板も腐っちゃっ

て、飛んでっちゃっておるんですよ。たまにはやっぱりあの辺のところ

も巡回していただいて、そのように手当てと手入れをしていただきたい

と思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

渡邉課長   横井委員、どうもご指摘ありがとうございます。現場を早速確認して

早急に対応するような形で担当で聞かさせていただきますので、また場

所等については横井委員のほうへお邪魔して確認をとらせていただいて

現場対応を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

玉置会長   そのほかございますか。 

森川(満)委員 今の意見によく似ておるんですけども、貯水池の関係なんですけども、

特に西友の南側にあります貯水池なんですけども、これは一番最初の基

本的な考えとして、大雨が降ったときに一時的に水をためると、それ以



外は乾水になっているということで、常態的には水はないはずだという

ことで、そういうことでつくられたと思うんですけども、今現在は、中

にヘドロがたまって、木も生えている状態だと。それで、ここ最近雨が

降ってないんですけども、今でも中に水がずっと全般にたまっておると、

それで蚊もいっぱい発生しておるということなんですけども、この貯水

池というのは、ずっと将来、掃除もされずにそのまま残されるものなの

か、あるいは区画整理の関係で何年に１回きれいに底をさらえるという

計画になっているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

丹羽係長   今ご指摘がありました調整池へ水がたまるという問題についてですが、

ずっと放置しておくという問題ではありませんで、やはり随時、上流か

ら水が流れてきてたまった状態の中で、土などが少しずつ累積していく

ということでありますので、累積した状態の中で、何年に一度という今

のところ決めはございませんが、状態に合わせて掃除等をしていく必要

があると考えております。一度どれぐらいたまっているかということも

見させていただいて、現場のほうを確認させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

森川(満)委員   あの貯水池を見てもらえば、いいということは絶対にない。ヘド

ロが積もって木が生えている状態だと。一回見にきてください。 

横 井 副 会 長           結局、今の段階では区画整理がそういうため池を管理するんでしょう

けど、将来的にはどこが管理されるんですか。そうすると、区としても、

余りにも汚いと、フェンスがありますので、我々ボランティアでやって

いても、中に掃除に入るわけにもいかないということで、どこへお願い

すべきなのか、緑地公園課なのか、その辺をちょっと教えていただきた

いなと思っております。 

丹羽係長   今のこ質問もあわせてですが、区画整理が動いている間は区画整理課

で管理する形になりますが、区画整理が終わった後という形でのご質問

ですが、調整池の管理は河川課に引き継がれることになっておりますの

で、お願いしたいと思います。また現地のほうも見て対応していきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

玉置会長   そのほかございますか。 

 ご発言もないようですので、これをもちまして本日の審議会は終了い

たします。お願いがありましたけれども、よろしく調査をお願いいたし

ます。 


