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 小牧岩崎山前土地区画整理審議会議事録 

 

     平成２３年４月２８日        午後２時00分～午後３時15分 

 

     本庁舎 第４会議室 

 

     議題  １ 議事録署名者の選任について 

         ２ 議案事項 

議案第89号 尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事

業における仮換地指定の変更について【非公

開】 

議案第90号 尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事

業における保留地予定地について 

         ３ 報告事項 

            （１）保留地予定地の公開抽せんについて 

            （２）平成23年度事業計画について 

         ４ その他 

 

     出席者  倉知 耕市  丹羽 鉄義  平手 滿昭 （株）ﾄｰｴﾈｯｸ 

          林  孝充  栗木 弘之  平手 釥二  小島 秀公 

            美濃輪 勲  石澤 忠信  舟橋世壯弘    平手  實 

            平手  昇 

 

     欠席者  鈴木 一成 

 

      事務局  長瀬参事 園田課長 服部課長補佐 渡辺副主幹 

          高木事業係長 丹羽事業係長 堀田庶務係長 竹田換地係長 

          小川補償係長 大嶋主査 稲山主任 大平主事 林主事 



服 部 課 長 補 佐           まず、審議会の開会に先立ちまして、先ごろ就任されました樋口副市

長が皆様にごあいさつ申し上げます。 

樋 口 副 市 長           改めまして、こんにちは。ご苦労さまでございます。 

 会の前で恐縮でございます。新聞報道等でもご存じのように、今月の

19日付で副市長を拝命賜りましたので、何かといろいろ過去、平成４年

から当地区につきましては始めさせていただいて、私、当初に換地係長

ということで、こちらの仮換地指定もさせていただいた経過がございま

すので、ちょっとこの場を、貴重な時間をお借りしまして、今までのお

礼と今後のますますのご協力ということで、ごあいさつしたいと思いま

すので、ひとつよろしくお願いします。 

 当地区につきましても、平成４年ぐらいだと思っておりますが、仮換

地指定させていただき、もう既に19年ですか、そういった長きにわたり

まして事業を進めております。これが早かったのか遅かったのかは別と

しまして、おおむね８割５分ぐらい、あとできていないところというと、

県道の東側が主にまだ残っておりますが、これにつきましては皆様方の

ご協力なしに進捗できないというような状況にもなっております。まこ

とに言い方は悪いんですが、どうしても難しいところが残るというのは、

こういう事業のもとになっておりますので、そこら辺、今後とも皆様方

のご理解、ご協力をいただかないとできないというのは重々承知してお

りますので、職員一同、一丸となった進めるつもりでおります。したが

いまして、ご協力のほうをひとつよろしくお願いしたいということで、

簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。 

 いろいろ今までありがとうございました、また今後ともひとつよろし

く、立場は変わりましたけどお願いしたいということで、お礼申し上げ

ますし、今後ともよろしくお願いいたします。 

服 部 課 長 補 佐           続きまして、長瀬都市建設部参事がごあいさつ申し上げます。 

長瀬参事   皆様こんにちは。あすからゴールデンウイークということで大変お忙

しい中お集まりいただきまして、ありがとうございました。 

 新年度が始まりましてもう１カ月になろうとしてますが、後で課長か

らも説明がありますが、４月の人事異動がありましたが、ここにつきま

しても、今回については係長以下の者が若干かわっただけで、多分今度

の７月に大規模な人事異動があると思います。今度、だれがかわるかわ

かりませんけども、ちょっと大きくかわるということは市長からも聞い



ておりますし、特に予算でございますが、４月から始まった予算につき

ましては、まずは骨格予算ということで最小限の予算を組んで、政策的

にはまた６月の補正予算で肉づけをしていくということでございます。 

 当岩崎山前の地区におきましては、前年度の当初比でいきますと62.5

％ということで、37.5％の減ということで今回予算は組んでおります。

しかしながら、私どもとしても、事業の進捗、これを最大限進めるとい

う使命もございますので、課長が中心になって財政当局と今折衝をして

おりますので、何とか６月の補正予算には前年並みにできるようにとい

うことで頑張っておりますので、また委員の皆様のお力添えをひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 今年度の事業の説明も後でございますので、またその辺のところでい

ろいろご質問があれば言っていただければよろしいと思いますが、私ど

もとしても一日も早く終わるように努力もしますので、また委員の皆様、

お力添えをひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

服 部 課 長 補 佐           ありがとうございました。 

 なお、副市長及び参事におかれましては、別の公務がございますので、

まことに恐縮ではございますが、ここで退席させていただきます。 

樋 口 副 市 長           今、参事からありました補正予算のほう、今、肉づけ予算を一生懸命

やっております。極力、おおむね前年度並みには行くように、私もそう

いったものにかかわっておりますので、頑張りたいと思っておりますの

で、ひとつよろしくお願いします。 

服 部 課 長 補 佐           それでは、ただいまから審議会を始めさせていただきます。 

 本日は、ご多忙のところ小牧岩崎山前土地区画整理審議会にご出席を

賜り、ありがとうございます。 

 まず、この４月の人事異動につきまして、園田課長からご紹介をして

いただきます。 

園田課長   それでは、お手元に配布をさせていただいておるかと思います。平成

23年度職員配置名簿というＡ４の１枚がございます。裏側には事務室の

職員配置表というものがありますが、お手元にありますでしょうか。職

員名簿と裏側に配置表というものがございます。 

 先ほど参事のほうからありましたように、この４月は係長以下の最小

限の異動と、特に部長職で空席になり、議会等の対応で最低限必要な部



長ということで３名の部長の昇格はございましたが、それ以外の異動に

ついては基本的に凍結という中で、我々区画整理課のほうも、いつもで

したら次長が参事と出席をさせていただくわけですが、次長席も今、空

席になっております。 

 それから、昨年までお世話になっておりました伊岐見主幹が異動とな

りました。それから、この審議会のほうの事務担当をさせていただいて

おりました長谷川主査、女性職員でございますが、異動になりまして、

市民税課のほうへ変わっていきました。２人転出をいたしまして、２人

転入という形で、31名は変わっておりませんが、この名簿の中で米印が

今回異動という形で転入になっております。丸印は昇格もしくは課内異

動という中で、米印の杉山主任でございますが、昨年まで愛知県のほう

へ出向しておりまして、今年度、区画整理課へ配属されたということで、

主には県の調整・補助事務と国庫補助担当をいたしております。また、

事業係、中段でございますが、林佳孝技師補、技術屋でございます。こ

としの新卒での採用ということでございますので、よろしくお願いをい

たしたいと思います。その下に米印、余語は再任用でございます。定年

退職を迎えまして、新たに市職員として再任用を受け、引き続き工事の

契約・届出関係の事務を担っていただきます。 

 また、丸印につきましては、内部昇格でして、庶務係の稲山につきま

しては主任昇格、事業係の酒井につきましても主任昇格、それから白木

につきましては、吏員としての昇格ということで、技師補から技師へと

いう昇格であります。それから、換地係の林でございます。今まで長谷

川の事務を内部異動で皆様方のお世話になる林でございます。きょう出

席しておりますので、ご紹介を申し上げます。これから審議会の調整で

すとか事務の関係、林がとり行いますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。それから、補償係の山本が主任昇格ということで、基本

的には大きく変わっておりません。 

 正規29名、再任用が２人ということで、合計31名でまた今年度も務め

させていただきたいというふうに思っております。 

 ７月にどのような大規模な異動があるのか、ちょっと私どもも想像が

つきませんが、機構改革も含めて行うということであります。市長のマ

ニフェストにもございましたように、市政戦略室というような一つの対

策室も新たに設置するということになろうかと思いますので、随分係長



以上の役職者が異動するかと思いますが、区画整理事業に支障とならな

いような、事務の継続性を維持できるように頑張っていきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

服 部 課 長 補 佐           それでは、平手会長からごあいさつをいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

平手会長   皆さんこんにちは。本日は本当にご多忙の中、当区画整理審議会にご

出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 先ほど副市長もおっしゃられましたけれども、当区画整理事業も平成

４年に始まってもう既に19年がたったということで、非常に皆様方の区

画整理事業への深いご理解とご協力に感謝いたします。ありがとうござ

います。 

 平成22年度までの工事の進捗率をちょっと区画整理課のほうに先日聞

きましたところ、道路ベースでは80.44％、事業費ベースでは85.90％と

なっておるというふうに聞いておりますが、何度もありますように、困

難な箇所がやっぱり残っていくというところで、ただ、ここ数年を見て

ますと、道路の進捗率がペースダウンしているというふうに思います。

事業予算との関係もあるかと思いますが、区画整理課の皆さん並びに地

区住民の協力を得まして今後も着実に工事を進めていただきたいという

ふうに思っております。 

 なお、昨年から、ご承知のように法人税、市民税の減収から、23年度

の小牧市の総予算も前年比では１％の減額というふうに広報等で知らさ

れております。区画整理事業につきましては特別会計予算となっている

ものの、今年度は特別会計予算で総額では前年比約30億円の減額となっ

ていると。当地区、岩崎山前区画整理事業予算は２億9,300万円となっ

ておりますが、これは前年度と比べると１億7,600万円の減額予算とい

うことで、昨年、今年度と続けて２年間、減額予算となっておりますが、

先ほど参事もおっしゃったように、６月に補正予算があるということで、

何とか前年並みといいますと、前年が約４億7,000万円ということです

から、１億7,600万円がオンされれば整備事業もある程度早く進むんじ

ゃないかというふうに思います。ことしで当区画整理事業も20年になり

ますから、地域の皆さんが平等で住みよいまちとするように、１年でも

早い区画整理の完成をお願いするものであります。 



 本日は23年度の事業計画の説明があります。引き続き区画整理課の皆

さんのご理解、ご協力を得まして、今年度事業が100％進行していきま

すようお願いいたしまして、会長あいさつといたします。よろしくお願

いいたします。 

服 部 課 長 補 佐           ありがとうございました。 

 本日の出席委員は13名であります。規定によりまして本日の審議会は

成立いたしました。 

 ここで、お手元の資料の確認をお願いいたします。まずＡ４ホチキス

どめの日程が１冊、それから別紙となっておりますカラー刷りの平成23

年度の工事一覧と箇所図でございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、会長が審議会の会務を総理することになりますので、会長、

よろしくお願いいたします。 

平手会長   それでは、ただいまから尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理

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、12番 石澤忠信委員、13番 舟橋世壯弘委員を

指名いたします。よろしくお願いします。 

 日程第２、議案事項に入ります。 

 議案第89号を議題といたします。事務局に提案理由の説明を求めます。 

【非公開】 

 続きまして、議案第90号を議題といたします。事務局に提案理由の説

明を求めます。 

堀田係長   それでは、審議会日程の６ページのほうをお開き願います。議案第90

号「尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業における保留地予

定地について」であります。別紙の土地を保留地予定地として定めたい

ので、土地区画整理法第96条第３項の規定により審議会の同意を求める

ものであります。平成23年４月28日。提出理由といたしましては、尾張

都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業の施行に必要なためであり



ます。 

 １枚はねていただきまして、７ページのほうをお願いいたします。別

紙でありますが、今回、保留地として定めようとする土地は２筆であり

ます。その所在及び面積でありますが、１番といたしまして、９街区１

－１画地、157.44平方メートル、２番といたしまして、25街区９画地、

210.66平方メートル、合計いたしますと368.1平方メートルであります。 

 場所につきましては、８ページの案内図のほうをごらんいただきたい

と思います。まず、№１、９街区１－１画地につきましては、岩崎山の

南に位置する保留地で、赤表記をしてございます。№２、25街区９画地

につきましては、都市計画道路江南池之内線の北、本田公園から少し西

のほうへ行ったところに位置する保留地であります。 

 １枚はねていただきまして、９ページをお開き願います。詳細図であ

ります。９街区１－１につきまして、赤で枠どりしてありますのが保留

地であります。北西の角地、面積、形状から宅地として十分利用可能な

保留地であります。 

 次に、10ページのほうをごらんください。№２、25街区９画地、先ほ

どと同様でありますが、赤で枠どりしてありますのが保留地であります。

９ページの詳細図と縮尺が違いますので小さく見えますが、210平米ご

ざいますので、こちらのほうが大きい保留地ということであります。間

口、奥行きともに約14メートルで、東側の６メートルの道路付の保留地

であります。 

 以上、２筆の保留地を定めようとするものでありますが、議案第90号

の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

平手会長   提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質問がある方はご発言を願います。 

 これはもともと保留地だったんですか。そうじゃなくて新たに保留地

としてですか。 

堀田係長   換地計画上は、もともと保留地として予定をしておったものでありま

すが、区画整理法上、保留地として正式に定める場合は審議会でご同意

をいただくということになっておりますので、今回議案として出させて

いただきました。 

平手会長   ２件の保留地指定ですが、よろしいでしょうか。ご質問はありません

か。 



 発言もないようですから、なければこれで質疑を終了いたします。 

 これより討論を省略し採決に入ります。 

 議案第90号については、原案のとおり同意することにご異議ございま

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、議案第90号「尾張都市計画事業小牧

岩崎山前土地区画整理事業における保留地予定地について」は、原案の

とおり同意されました。 

 続きまして、日程第３、報告事項に入ります。 

 保留地予定地の公開抽せんについて、事務局に報告を求めます。 

堀田係長   それでは、審議会日程11ページのほうをお開き願います。保留地の公

開抽せんについてであります。 

 昨年度は公開抽せんを行いませんでしたが、平成23年度、今年度は保

留地の公開抽せんを行ってまいりたいと考えております。 

 スケジュールといたしましては、表に記載してございますが、８月１

日号の広報にてＰＲをいたしまして、８月15日受付開始、８月29日締め

切り、８月30日に公開抽せんという予定であります。 

 １枚はねていただきまして、裏面、12ページのほうをお願いします。

公開抽せんの処分予定保留地は２筆であります。先ほど議案第90号でご

同意をいただきました保留地でありまして、８月になりましたらまた広

報、市のホームページ、またハウジングセンターの会場などでこの保留

地の処分につきましてＰＲを行っていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

 保留地の公開抽せんに係る報告は以上であります。 

平手会長   報告は以上で終わりました。ご質問などはございませんか。 

林 委 員   直接関連はありませんが、今まで保留地を処分してもらっているんだ

けど、売れ残っているというのはないですか。 

堀田係長   公開抽せんによる処分で売れ残ったものにつきましては、岩崎山前地

区については１件もございません。 

平手会長   その他ご質問はございませんか。よろしければ報告どおりということ

で終わらせていただきます。 

 続きまして、平成23年度事業計画について事務局に報告を求めます。 

服 部 課 長 補 佐           それでは、小牧岩崎山前土地区画整理事業の平成23年度事業計画につ



いて説明いたします。 

 今年度の当初予算につきましては、冒頭の長瀬参事のあいさつでもご

ざいましたとおり、継続している事業では経常費等に絞られた骨格予算

となっておりますので、何とぞご理解願いたいと思います。 

 それでは、13ページの歳入歳出予算事項別明細書をごらんください。 

 まず予算でございますが、平成23年度の歳入歳出予算は、２億9,382

万6,000円でございます。前年度比較で１億7,596万円余の減となってお

ります。 

 主な項目を申し上げますと、歳入につきましては、１款保留地処分金

2,300万円、公開抽せんで処分する予定でございます。３款国庫支出金

は2,105万円、４款県支出金は517万円余で、都計道名古屋犬山線の管理

負担金でございます。５款市からの繰入金２億3,786万円余で、ほかに

８款市債としまして540万円を計上するものであります。 

 歳出では、１款総務費1,305万円余で、審議会費、人件費、事務費等

でございます。２款事業費は２億3,608万円余で、工事費、補償費等で

ございます。３款公債費は4,368万円余となっております。 

 続きまして、平成23年度事業予定でございます。裏面の14ページをお

願いいたします。 

 １、工事としましては、道水路工事6,330万円、造成等工事2,000万円、

交通安全施設設置工事100万円でございます。なお、この工事予定箇所

等につきましては、後ほど図面で説明いたします。 

 ２、補償としましては、物件移転補償が6,520万円で、工作物補償費

を中心にしたものでございます。また、土地が使えないことによる損失

補償費が350万円計上されております。 

 ３、委託としましては、測量設計委託2,257万円余、これにつきまし

ては仮換地精算及びくいの復元事業、出来高確認等でございます。物件

調査委託につきましては1,000万円、それから除草浚渫委託500万円を計

上してございます。また、本年度からポンプ保守点検委託としまして30

万円を別途計上しております。 

 それから４、負担金としましては、上水道布設負担金2,300万円、ガ

ス布設負担金1,100万円、それからＮＴＴケーブル移設負担金が750万円

計上されております。 

 ５、その他としましては、修繕料等で371万円余でございます。 



 次に、別紙となっております本年度の工事予定箇所につきましては、

事業係の丹羽係長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

丹羽係長   それでは、私から今年度の工事について説明させていただきます。 

 まず、右下の凡例をごらんください。岩崎山前の区画整理事業箇所図

というものの右下に凡例がございます。緑色の箇所は昨年度までに工事

が完成した箇所でございます。赤色の箇所が昨年度から今年度23年度に

繰り越して工事を行っている箇所です。青色が今年度23年度、工事を予

定している箇所でございます。 

 道路として前年度までに完成した総延長ですが、１万2,147.2メート

ルということで、全体の80.4％に当たります。 

 それでは、赤色の繰越工事のほうから説明させていただきます。 

 右側中央、味岡駅の西側になりますが、こちらが区画道特４－５号路

線ということで、平井工務店さんによって５月末の予定で現在工事中で

あります。繰越工事についてはこの一つでございます。 

 続きまして、今年度23年度の工事予定について、番号順に説明させて

いただきます。 

 １番目は、図面中央少し上になりますが、区画道８－４号の路線であ

ります。40メートルの道路新設工事を予定しております。 

 続きまして、１番の左側の区画道６－12号路線、こちらも道路新設工

事を50メートル予定しております。 

 ３番目は、味岡駅西側、都市計画道路名古屋犬山線になりますが、こ

ちらの道路新設工事を140メートル予定しております。 

 ４番目は、名犬線の南西になります。区画道６－44号の路線でありま

す。道路新設工事を35メートル予定しております。 

 そして最後、５番目が、農協さんのすぐ西側の原川の南になりますが、

こちらの区画道５－１（２）号路線の道路新設工事を75メートル予定し

ております。 

 予定どおり完成いたしますと、繰越工事と合わせて道路整備の延長は

１万2,517.5メートルとなりまして、全部完成したときには、整備率に

直しますと、82.9％が完成することとなります。 

 また、これにあわせて上水道、下水道、ガス管及び電柱の移転工事も

あわせて施工していきますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で今年度の工事の説明とさせていただきます。 



平手会長   報告は以上で終わりますが、ご質問などはございませんでしょうか。 

園田課長   骨格予算といえども、今回の事業費２億3,600万円余でございますが、

主には今年度予定道路箇所については予算化させていただいた格好にな

っております。これは物件移転等ご協力をいただきましたお地元の地権

者の皆様に、やはり生活の機能回復であったり、建物を移転するにはラ

イフラインが当然必要な整備でございますので、ご移転をいただいた路

線については骨格の中にすべて入れさせていただいております。よって、

道路工事につきましては今年度の当初予算100％に近い予算でございま

すので、工事はほぼこれだというふうに思っていただいて結構でござい

ます。 

 ただ、骨格の中から外れましたのが、８街区のほう、岩崎山の造成工

事でございます。斜面を削りまして、宅地造成と道路築造の暫定高まで

粗造成をかけておりますが、この部分については一部この６月補正で要

望していく工事費になっております。この後、６月補正で新たに要望し、

おおむね認めていただけるであろうと、先ほど副市長の強いお言葉があ

りましたので、私どももちょっと安心したところでございますが、工事

費で2,800万円ほどと、22節の用地補償、移転補償費ですね。こちらの

ほうで9,000万円ほど要望しております。よって、前年並みと申しまし

ても、まだ4,800万円ほど前年並みまでは行きませんが、現状で来年度

施行予定のものについては、前年並みよりは5,000万円ほど少ないです

が、６月で要望し、つけていただく、こういうつもりでおりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、少し地区が違って恐縮なんですが、先ほど換地変更のご承認

をいただきました？？？？？？、？？？？？の本宅のほうの絡みで、９

メートル道路が小松寺と連動しておりまして、その間に薬師橋がござい

ます。薬師川にかかる橋があるわけですが、こちらのほうは先ほど補償

係長が申しましたように、補償のほうはおおむね継続して合意が図れそ

うな状況でございますので、６月補正で、小松寺の特会のほうになるわ

けですが、薬師橋のかけかえ工事のほうも要望していくということで計

画をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

平 手 副 会 長           ①は、岩崎山を突き抜けて裏へ抜けるんですね。この工事は相当大き

い切り通しになるんですか。これは墓地の裏へ抜けるんですよね。そう



すると相当、今見ると高い山になっとるけども、相当大きな切り通しに

ならんと向こう側に抜けれないけど、どんな計画になるんですか。 

丹羽係長   今お話をいただいたのは、こちらだと思いますが、今、部分的にこち

らの８街区のほうを造成させてもらってますが、これが抜けるという形

になりますと、やはりこの辺の造成を大々的に行っていかなければいけ

ないという形になります。 

平 手 副 会 長           ものすごく傾斜になるか、あるいは大きな切り通しになって抜けるの

かどうかと聞いてるの、計画は。 

丹羽係長   造成という形で、今の現状では大分切り下がったような形で道路は向

こうのほうに突き抜けていくような形になります。 

平 手 副 会 長           まだ相当切り込むんですね。天端はどのぐらいになるんですか。 

丹羽係長   造成段階になってからじゃないと、まだそこまでは。 

園田課長   副会長のご質問のところで、今ちょうど杲洞寺さんの墓地のある手前

のところで、高さ的には北側の昔の県住のところの道路とほぼ変わらな

い高さということで、ご心配のように、この造成をどうするかというこ

とについては、今ちょっと検討中です。補償費と工事費と、ちょっとそ

の辺の経済的な部分も検討しないと、まだその辺はコンサルに検討をさ

せている状況ですので、申しわけないんですが、どういう勾配にすると

いうのがお答えできません。 

平 手 副 会 長           そうだったら、２番のほうを急いだほうがいいから、これは話がつか

んのですか。 

園田課長   ２番のほうは、これは？？？？の南側のところでして、？？？？とも

交渉がおおむねできてまいりまして、？？？？のところから西へも準備

を進めております。よって、２番の引き続きの部分と、それからもう１

本北側に造成部分でできたところ、それから北側にもう１本区画道の整

備があるわけですが、その整備と、造成としては西側が残っております

ので、この部分を今年度要望していきますし、今の２番の続きについて

は、東側から１番が終わると、？？？？の西へ持ってくるという計画で

今進めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

美 濃 輪 委 員           味岡駅の東側、？？？？ところの土地が変更されて、いよいよ工事が

始まるかと思うんですが、薬師川にかかっている橋はいつごろかけかえ

になるんですか。 

渡 辺 副 主 幹           先ほど課長も申し上げましたとおり、６月補正で小松寺の区画整理の



予算で上げておりますので、もし補正がつけば今年度、渇水期になりま

すけど、工事を始めさせていただく予定でございます。 

美 濃 輪 委 員           ６月の補正で通れば今年中に建てかえをすると、こういう予定ですね。 

 それから、駅の名犬国道の東側の？？？？のところから北側という

か、？？？？のところが工事にかかられたようですが、あそこの工事の

進捗状況はどうなっておるんですか。？？？？のところの北側がちょっ

と道路がついておるんだけど、途中で大きい木があるからとまっておる

ようだけど、木を切っても、先がどうなっておるかということみたいで

すけど、あそこはどうなっておるんですか。 

小川係長   今、交渉中でありまして、まだ１カ所の交渉が成立してないものです

から、工事がまだ取りかかれないような状況です。交渉はさせていただ

いておるんですけど、なかなかご理解が得られないので、もうしばらく

あのあたりは工事ができないような状況であります。 

美 濃 輪 委 員           私が言いたいのは、もう20年たとうとしておるわけでしょ。それでも

ってまだ交渉ができてないということは、これはちょっと問題があると

思うんだけども、あそこ以外にまだ問題のところはあるんですか。あそ

こ以外でまだ工事がちょっと話し合いができてないので、あるいは補償

の問題がいろいろあるかと思いますが、それで話が進んでいないという

ところが今の場所以外に何カ所ぐらいあるんですか。もう90％来ておる

んだから、もうそろそろ解決しないかんのじゃないの。 

小川係長   昨年、図面を補償困難箇所ということでお渡しして、個人情報が載っ

ておるからということで回収させていただいた図面がすべてだと思って

おるんですが、その中で数カ所、昨年度も補償をすることができました。

今年度もあの中で、先ほど議案にも上がっておりました平手正二さんの

ほうのお話はつけていけるかと思うんですが、あとについては、まこと

に申しわけないんですけども、補償交渉中ということでお答えするしか

できないので、ことしも頑張って補償交渉をさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

美 濃 輪 委 員           もう一つ。味岡農協の北側、私どもの弘法堂も移築させていただいた

んですが、あの場所が、周辺の原川も含めて、県道のほうも含めて、ど

うもあそこが低いんじゃないかなという気がするんですが、あれがまた

何年かたったら工事し直さないかんのじゃないですか、低いんじゃない。

あれは問題ありそうだよ。 



小川係長   計画高については、お地元のほうで決めていただいて、あの高さとい

うことで施工していただいたので、それについて市のほうで高い低いと

いう話はできないと思うんですが、道路高に合わせた形の中で施工され

た高さですので、再度補償ということは考えておりません。 

美 濃 輪 委 員           もうちょっとわかるように言ってよ。あの高さが、一応相談して、あ

のぐらいの高さがということで決めたんですけども、どうも低いんじゃ

ないかと、現状そういう意見があるんですけども、将来的にそういう意

見が出ませんかということを聞いておるわけです。ということは、工事

をやり直さないかんのだよ。基礎工事上げんと、池みたいになるから。

それを心配しとるの。県道は高いでしょ。原川のほうも高い。それで弘

法堂の辺だけ低いんだわ、はっきり言うと。あそこへ集中豪雨出たら、

恐らく排水ができておらなかったら、あそこは池みたいになるよ。農協

さんとか、それから北側の２軒は、それから新聞屋さんもそうだけど、

基礎を上げておるから大丈夫でしょう。ところが、弘法堂の基礎はそん

なに上げてないから。そういうことが将来あり得るということだけは言

っておきます。 

園田課長   ご心配の部分はごもっともでございますが、基本的に今の排水施設を

整備いたしますと、計画上の50ミリ対応への雨水処理は浸水することな

く排水できるという整備をいたしておりますので、我々とすれば、計画

上確かに道路の地上高でいいますと、原川の堤防のほうが高いですし、

名犬線のほうが高いという物理的な部分の形状は理解しておりますが、

排水能力については、基本的に排水できると考えております。 

 ただ、私もそこで絶対と言えないのは、最近のゲリラ豪雨が、時間70

ミリとか80ミリ降られちゃうと計画水量を超えておりますので、そうい

ったときの雨水対策については、今後我々もゲリラ豪雨対策ということ

でいろいろ河川とも、国県もそういった対応についていろいろ考えてお

りますので、そういった緊急的な対応はせざるを得ないというふうに考

えておりますが、今ご心配の弘法堂がつかるからというお話の部分につ

いては、基本的にはないと私どもは信じておりますので、確かに排水能

力を超えた場合、地理的に低いところに水がたまるのはごく自然のこと

でございますので、ただ、そういった場合に損害が最小限になるような

対応、手だてはしていきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 



栗木委員   区画整理事業の箇所図の図面ですが、ここで22年度工事繰越箇所が赤

で表示されてますね。外周がずっと赤になっておるんですが、繰り越し

でも、例えば22年度から一月繰り越して終わるのもあるでしょうし、二

月、三月のものもあるでしょうが、例えば21年度から22年度に、さらに

また23年度と、こういうのもあるんじゃないかと思うんですけども、そ

の辺をちょっとわかる範囲で教えてほしいんですが。 

丹羽係長   基本的に21年度から22年度に繰り越した工事につきましては22年度中

に完了しておりますので、今年度、一つしかありませんが、特４－５の

路線が今度の５月末が工期ということで、こちらのほうは完了予定とな

っております。大きな工事の場合でありますと、何カ年にかかる場合が

ありますが、基本的に今のところ岩崎山前については、こういった整備

については１年以内の繰り越しの中で終わっております。 

平手会長   そのほかございませんか。 

 一つだけ。前年度予算が４億6,900万円ですが、これに対する使用率

というのは、残した分があるかないか。 

堀田係長   22年度の予算、３月補正を行ったところでありますので、資料をちょ

っと手元に持ってきておらないもんですから、もしお時間をいただけれ

ば、すぐに持ってまいりますので、後ほど回答させていただきます。 

平手会長   そのほかございませんか。 

 美濃輪委員が言われた？？？？から？？？？のところ、これが大変お

くれていると、片や19年前に新しくなった、片や今のままというのが非

常に、個々の件で難しいところがあるもんですから、区画整理の方もい

ろいろとやっていただいておりますが、私もちょっと個人的な意見まで

はわかりませんので、どういう形で難しいとか。 

美 濃 輪 委 員           原川の件ですが、原川は、私どもの東部の公会堂の横のところが一応

起点になるようですけれども、あそこからずっと下って小牧原の辺まで、

非常に原川が雑草とごみとでさんざんたるものなんですね。だから非常

に不衛生で、水の流れもよくないということもありますので、恐らく、

集中豪雨でもあれば、何か大きい被害でも出れば役所も動くのかもしれ

ませんが、今の状態で、もう少し雑草とごみを、ちょっと川をさらえる

ぐらいの清掃をしていただかないと、夏になると結構子供が遊ぶんです

よ。そうすると、ガラスとかいろいろ割れたものがあそこに入っておる

わけね。子供たちを見れば危ないからここでは遊んでいかんと言うんだ



けど、子供はすぐ横で見ておるわけにいかんから、夏になれば水の中で

遊ぶんです。だから、木津用水のほうは大分両側の堤防は雑草なんかは

とっていただいておりますけども、原川は、やっぱりあの状態で放置し

ておいたらいかんですよ。もう少し環境衛生面もきっちり考えて、工事

ができんからまだ先だと先延ばししておってはいかんと思いますよ。あ

そこの調整池も雑草をとってきれいにしていただいておりますけど、あ

れはいずれグラウンドにしていただけるというふうに思っておりますの

で、それはそれで期待しておりますが、原川はちょっと何とかしていた

だけませんか。 

丹羽係長   草刈り等については、一応発注しておりますが、何分予算が限られて

いることもありますので、お気づきの点がありましたらまたいただいて、

一応刈るようにはしておるんですけども、その中で最大限刈るようにし

たいと思います。 

 また、原川の今ご指摘がありました水の流れの管理については、一応

県河川ということもありまして、県のほうで基本的には管理をしていた

だくところもあるもんですから、その辺と調整をとって、浚渫でも少し

やっていただけないかということで、うちのほうと相談して、やってい

けるような方向でまた県のほうにお願いしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

平手会長   そのほかございませんか。 

 23年度の工事箇所、また早期にお願いしたいこととか、現実に何かお

願いしたいことがありましたら、こういう場しかなかなか出ないもんで

すからお願いしたいと思いますが、よろしいですか。 

 他に発言はないようですから、これで質疑を終了いたします。ありが

とうございました。 

 日程第４、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。事務局のほうから何かありますか。 

園田課長   今、先ほどの決算見込みの数字を取りに行っておりますので、しばら

くお待ちください。 

 全体的におおむね８割を超えてきた事業進捗であります。先ほど来ご

意見をいただいておりますが、なかなか移転交渉が進まない、また地区

の委員の皆様にはご協力をいただいて、足を運んでいただいた件もござ

います。しかし、なかなか合意がいただけないというのが現実でござい



ます。法治国家じゃないかと、法律で強制的にやる手法はあるだろうと、

必ずこれが出てくるわけですが、現状８割で、まだ十数件そういった困

難物件がある中で、強制的な法執行というのは感情論を生んで、その後

小牧市が行う公共事業になかなか賛同をいただけないという歴史的な事

実もあるもんですから、こういった区画整理事業におけるやはり事業執

行においても、なかなか強制執行というのが難しい。また、１件やるこ

とについて、単純な比較ではありますが、仮に普通の一戸建て2,000万

円の家をどかすとすれば、基本的に倍かかるということをご認識いただ

いておきたいと思います。直接施行ということでやると補償費のおおむ

ね倍かかります。それを全部やっていくんだったら、やっぱり交渉が少

し長引いたとしても、何とか任意交渉でご同意をいただいてご移転をい

ただくというのが、やがて将来、市の公共事業を担うものとしても、一

番いい方法だというふうに私どもは認識をいたしておりますので、何が

しか交渉の中で変化があれば、そこでご相談に乗っていただける事案も

ありますので、それを少しずつほどきながら何とか交渉の場に乗ってい

ただく努力をしていきたいと思っておりますので、また議員各位にはそ

の折にお願いをするやもしれませんが、何とかお力添えいただけるよう

にお願いをさせていただきます。すみませんが、よろしくお願いします。 

堀田係長   お待たせしました。平成22年度の予算の執行状況であります。 

 当初、資料にありますとおり４億6,979万2,000円の当初予算で平成22

年度スタートいたしまして、その後ですが、平成22年度中に補正予算を

組ませていただいておりまして、それによりまして、途中プラスマイナ

スございますが、差し引きしまして、1,311万円余補正額をプラスいた

しました。結果として４億8,290万円余の予算に対しまして、今４月28

日で、市の予算が５月31日までで出納閉鎖ということになりますので、

確定額ではございませんが、現段階では約４億2,470万円余の執行とい

うことで、率といたしますと約87％ということになっております。繰り

越しの分につきましては含んでおりませんので、よろしくお願いします。 

平手会長   6,000万円弱は繰り越さないわけですね。今４億2,400万円ぐらいです

から、４億8,000万円に対して。そういうことですね。補正予算入れて

４億8,000万円と言われて、現在４億2,400万円だから、6,000万円弱は

そのままと。 

園田課長   ただ、物件等、建物移転等で年度内完了ができない物件については、



繰り越しをお願いしております。その金額が、ちょっと私も今頭に入っ

ておりませんので数字で言うわけにいきませんが、不用額としては大き

な金額にはならないというふうにしておりますので、決算見込額での数

字でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

平手会長   前年からの交渉であれば、繰越予算としてある程度使えるということ

ですね。 

園田課長   そうです。繰り越しをして、残金を来年度へ持ち越すということです。

完了すれば残金を支払わなければいけませんので。 

平手会長   もちろんそうですね。当然、建物の撤去なんかは時間もかかりますか

ら。ありがとうございました。 

 そのほかございませんか。 

 それでは、ご発言もないようですので、これをもって本日の審議会は

終了といたします。どうもありがとうございました。 

 


