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服 部 課 長 補 佐           予定より少々早い時間になっておりますが、皆様おそろいでございま

すので、始めたいと思います。 

 本日は、ご多忙のところご参集いただき、ありがとうございます。 

 それでは、審議会の前に、先ごろ就任しました樋口副市長がごあいさ

つ申し上げますので、よろしくお願いします。 

樋 口 副 市 長           改めまして、おはようございます。 

 今ご紹介がありましたように、先月の19日、きょう19日でございます。

１カ月の誕生日でございます。そういった関係で、もう１カ月過ぎたか

なという感覚でおります。右往左往しております。 

 こちらの小松寺審議会につきましては、平成５年に仮換地指定させて

いただいて、はや18年、もうすぐ20年になろうという事業でございます。

こちらにつきましては、私が換地係長のときにこの事業が発足しまして、

毎日のように夜遅くまで仕事をやったような気がいたしております。そ

ういった関係で、一番思い入れの深い地区でございます。ここまで来た、

皆様方もご存じのように、ほんのわずかの箇所を残して、既にもう皆様

方、権利者の皆様も、現状で大分、やってよかったなと思ってみえるこ

とを期待しております。今後につきましては、一刻も早く換地処分をや

り、竣工式をやり、新しい町名設定をし、皆様方がよかったというふう

に思っていただけるように進めていきたいというふうに思っております。 

 予算につきましても、我々としては予算のほうでのバックアップを重

々させていただきます。しかしながら、多々の問題につきましては、ご

地元の権利者の皆様方、それから審議会委員の皆様方のお力がどうして

も必要であります。したがいまして、今後につきましても、余り目標を

立てると、またうそばかり言っておると言われますが、せめて20年を迎

えるときには問題も解決しておるというようなことを一つの目標として、

事務局にもこの間うち指示してまいった次第でございます。 

 何分にも長い期間の事業であります。初めからお見えの委員さんもご

ざいますが、こういった関係、難しい面が多々あるとは思いますが、審

議会委員の皆様のお力をお借りしながら、最後の最後の締めでございま

すので、完結に向けて進んでまいりたいと思っておりますので、今後と

もひとつ、あと残りわずかでございます。皆様方のお力を賜りたいとい

うふうに思っております。 

 以上であいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 



服 部 課 長 補 佐           なお、副市長につきましては、別に公務がございますので、まことに

恐縮でございますが、ここで退席いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、長瀬都市建設部参事からごあいさつ申し上げます。 

長瀬参事   皆様おはようございます。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。 

 今、副市長からお話もありましたが、今、22年度末で進捗率では93.8

％ということでございます。100％までもう少しでございますが、なか

なかやはり一部の方のご理解が得られないということで今、事業はとま

っておりますが、私ども粘り強く交渉はしていきますが、一つには法的

な整理ができないかということも一部には考えております。やはりいち

早く事業を終結するために、時間を費やすというのも非常に無駄なとこ

ろがありますので、事務局としては、いち早く終結するように日々努力

をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 また、４月１日に人事異動がございましたが、きょう顔ぶれを見てい

ただきましても、ほとんど変わっておりません。前の増田次長が定年退

職でやめたということで、その補充もないという形で今来ております。

しかしながら、今度７月には本格的な人事異動を行うということは、い

ろいろ今考えておりますので、また変わった折には審議会のほうを開い

て職員紹介などもしたいと思いますし、あわせまして今の予算、これに

つきましても、４月の予算は骨格予算ということで前年比28.5％減の8,

274万4,000円、これも後ほど説明があると思いますが、まずは必要な予

算だけを組み入れて骨格としたと、事業費予算としては６月の補正予算

で行うということでございますが、小松寺につきましても、補償費の部

分につきましては、交渉はしていきますので、お話がある程度進捗する

ようなことがあれば、すぐ補正予算でも対応していくということは思っ

ております。 

 今申し上げましたように、私ども精いっぱい努力いたしますが、委員

の皆様方には一層のご理解とご協力をお願いしたいと思います。 

 簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。 

服 部 課 長 補 佐           次に、この４月にございました人事異動につきまして、園田課長から

紹介いたします。 

園田課長   それでは、お手元に別紙で23年度の職員配置名簿というものを配布さ



せていただいております。裏側には当課の職員配置図がつけてあります。 

 それでは、先ほど参事からもお話がありましたが、最低限の異動とい

う中で、伊岐見主幹、昨年までお世話になっておりましたが、異動とな

りました。２名転出をいたしまして、２名が転入という形の中で、１人

新規採用が配属されましたので、紹介をしたいと思っております。 

 配置名簿の中で、名前の頭に丸印と米印をつけさせていただいており

ます。転入者と内部での課内異動もしくは昇格という形で報告をさせて

いただきたいと思います。 

 基本的には昨年と総勢31名は変わっておりません。事業係におりまし

た再任用で余語幸子、女性職員でありますが、定年退職後も再任用とし

て区画整理課で配属をされました。よって、再任用が２名という形にな

りますが、総勢31名でまた今年度も進めさせていただきます。 

 そこで、庶務係で米印のつきました杉山就任でございますが、昨年度

まで愛知県に出向しておりまして、今年度から区画整理課の職員という

ことで、県の調整、国庫補助事務、事業計画について担任をしていただ

きます。よろしくお願いしたいと思います。また、事業係の林佳孝、技

師補でございますが、土木技師でございます。今年度新規採用というこ

とになっておりますので、よろしくお願いします。 

 それから、換地係で丸印、課内異動でございます。昨年まで審議会委

員の皆様にはお世話になりました長谷川、女子職員、主査でございます

が、今年度、伊岐見主幹と同様に異動になりまして、その後任で当委員

会の事務を担当します林でございます。委員会に出席しておりますので、

林でございます。よろしくお願いします。 

 それと庶務係の主任、事業係の酒井主任、それから補償係の山本主任

はいずれも主任昇格ということで、よろしくお願いをしたいと思います。 

 今年度も31名、区画整理事業を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           続きまして、当審議会の横井会長からごあいさつをいただきますので、

よろしくお願いいたします。 

横井会長   皆さんおはようございます。大変お忙しい中お繰り合わせをいただき

まして、まことにありがとうございました。 

 久しぶりの会合になりましたが、極めて重要な案件はお手元へ配られ



ておるとおりでございます。よろしくひとつご審議をいただきますよう

お願いを申し上げて、ごあいさつといたします。ありがとうございまし

た。 

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８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したいと思います。本日につき

ましては、Ａ４ホチキスどめの審議会日程が配布されております。かが

みとページが１ページから６ページまでとなっております。よろしいで

しょうか。 

 なお、今回の審議会のご案内につきまして、ご案内の中の議題の欄で

ございますが、平成23年度事業計画というところが誤って22年となって

おりましたこと、これにつきましては事務局としておわび申し上げます。 

 それでは、会長が審議会の会務を総理することになっておりますので、

横井会長、よろしくお願いいたします。 

横井会長   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、12番 西尾俊治委員、２番  綿久産業株式会社

委員を指名いたします。 

 日程第２、議案審議に入ります。 

 議案第82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】 

 日程第３、報告事項に入ります。 

 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、平成23年度事業計画について説明申し上げます。日程の５

ページの歳入歳出予算事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

 まず予算でございますが、平成23年度当初予算は前年比3,302万円余



の減となっております8,274万4,000円でございます。これにつきまして

は、長瀬参事が冒頭のごあいさつの中でも申し上げましたとおり、新年

度の当初予算は主に経常費等に絞り込んだ骨格予算となっておりますの

で、ご理解を願いたいと思います。 

 主な項目を申し上げますと、歳入は、２款繰入金8,093万8,000円とな

っております。市の一般会計からの繰入金が歳入の大部分を占める形と

なっております。 

 歳出では、総務費1,556万6,000円、これにつきましては審議会費、人

件費、事務費でございます。また、これには来年の２月24日で任期満了

となっております当審議会の審議会委員選挙費を計上した関係から、前

年比で167万4,000円ほどの増額となっております。２款事業費は1,611

万5,000円で、これは工事費、補償費等でございます。３款公債費は5,0

06万3,000円で、これにつきましては前年度同額の計上となっておりま

す。 

 続きまして、平成23年度事業予定を説明いたします。裏面の６ページ

をごらんいただきたいと思います。 

 １、工事としましては、道水路工事が300万円、造成等工事が300万円、

交通安全施設設置工事は100万円という形になっております。 

 ２、委託としましては、測量設計委託350万円、物件調査委託が200万

円、除草浚渫委託が100万円、こういう形で計上されております。 

 ３、その他につきましては、修繕料他となっております。261万5,000

円でございます。これは区画整理事業者が管理します区域内の道水路の

緊急修繕維持工事費の関係、並びに道路等の整備資材の購入費でござい

ます。 

 平成23年度事業計画につきましては以上でございます。 

渡 辺 副 主 幹           ただいま補佐が説明しましたとおり、今年度の工事予算につきまして

は、骨格予算となっておりまして、維持補修等の予算しかついておりま

せん。しかし、６月補正に向けて、薬師川にかかる薬師橋のかけかえ工

事、それに伴いまして、歯医者の南側の９－５号線の道路整備につきま

して、補正予算を計上しております。今度の６月議会でご承認いただけ

れば、９月末から来年の３月に向けての工期で工事を施工する予定でご

ざいます。工事の進捗状況によっては若干繰り越しになるかもわかりま

せんが、安全第一に万全の体制をとりまして進めていきますので、どう



ぞよろしくお願いいたします。 

 きょうはお見えになっておりませんが、横井委員から平成22年度に完

了しました久保寺東の緑地工事につきまして事前にご質問がございます

た。この工事につきましては、保全緑地として暫定的に整備を行ったも

のでございます。 

 以上です。 

横井会長   報告は終わりました。ご質問などございませんか。 

  委員   今の薬師橋の補強工事ですが、９月30日から３月31日の予定というこ

とですか。 

渡 辺 副 主 幹           補正予算が認められれば、そのような形で工事を進めたいと思ってお

ります。 

横井会長   ほかにございませんか。 

 なければ質疑を終了いたします。 

 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いた

します。 

園田課長   その他という中で、先ほど事業予定の中で、横井伊十郎委員から質問

がありました。緑地の保全緑地として整備をさせていただきました。そ

のことについて、当初計画から随分内容が違う、また、こういった整備

についてはというような内容のご質問でした。これについては、昨年22

年度の予算説明の折に、当初からの時系列、委員の皆様方はご承知おき

いただいておると思います。緑道整備であったり、水道管の移設管路用

地のような形での保留地を、そういった緑地に計画変更させていただき

ました。しかしながら、そうした計画もなかなか関係者との調整の中で

非常に困難な状態が続きまして、何とか昨年度、関係者のご理解、ご同

意をいただけた。そういう中で現在の暫定整備、暫定と言うと語弊があ

るかもわかりませんが、もともとの計画からは変更になっておりますが、

ああした保全緑地としての整備というのが現状においては最良の方法と

いう形の中で、ご理解を賜ってきたというふうに小牧市としては理解を

しております。 

 ただ、区画整理という本来の事業目的は、宅地の利用増進、また公共

施設の整備というものが大きな目的でございます。今回においても、隣

接する仮換地であります久保寺さんの宅地の配置での宅地利用といいま

すか、換地をお渡しするという大前提もございますので、今回、当初の



計画から少しずつ時系列の中で時間とともに変化をしておりますが、現

状やむを得ずこうした整備、また当委員会にもお願い、ご理解を賜りな

がら進めてきた事業でございますので、何とぞ現状における整備につい

ては、我々としても最大限努力をした結果だというふうに、何とか皆様

方のご理解をいただきながら、事業の早期の終結、こちらのほうに誠意

努力をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくご理解

を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

横井会長   そのほか何かございませんか。 

玉置(義)委員           僕の発言は大体決まっておるけども、ずっと未解決で、個人の３件だ

と思うけども、いまだに昔のままになっておる件については、今年度の

予定というのは、去年は予定の発表があったと思うけども、まだことし

も今のところ進展はないか、どんな状態であるかちょっとお聞きしたい

と思います。 

園田課長   玉置委員、本当にありがとうございます。いろいろとご心配をおかけ

しております。参事の先ほど予算のお話もありましたように、お話がつ

けば補正予算を組んででもやっていきたいというふうに思っております。 

 現状、４名、補償困難物件が残っておるわけですが、ご存じの方もお

ありかと思いますが、薬師川沿いの物件で伊藤ﾄｼｺさんの物件がござい

ました。伊藤ﾄｼｺさんが３月に他界されまして、お亡くなりになったと

いうことで、その法定相続人の方との交渉を今準備しております。また

その中で、ご兄弟でありました土地の所有者でありますｸﾗﾁﾊﾙﾋｺさんと

以前からお話をしておったんですが、不幸なことにﾊﾙﾋｺさん自身も追っ

た形で亡くなられました。今その奥様とお話をしたいということで、喪

明けの今月には一度お話に上がりたいというのが現状でございます。 

 それから、タイコウマンションにつきましては、おおむね判決が出て

結審はしたようですが、まだ相続における協議がまだついていないと。

先月、確認をしましたところ、話がつくまでちょっと待ってくれという

のが現状でございます。 

 庄村氏については、なかなか会えないというのが現状でございます。

特に玉置委員にもご迷惑をおかけしている物件でございます。何とか法

定相続人であるお姉さんに再度協力をいただくといいますか、相続人の

一人でございますので、法的な部分も含めて対応ができないか、その辺



も相談を今しているところでございます。 

 もう１件、入鹿沿いにつきましては、今、宅地造成の調整の中で、ま

だ結論をいただけません。どうしても高低差の問題解決が焦点になって

おりまして、その部分の解決ができないとなかなか補償の話に入ってい

けないというのが現状でございます。 

 今年度も交渉を継続しながら、少しでも、１件でも解決したいという

ふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

玉置(義)委員           さっき副市長さんのあいさつの中で、２年かそこらで完成を見たいと、

ひとつ協力を云々というあいさつがあったと思いますが、その後の話で

法的に訴えてもというような言葉もちょっと聞いたような覚えがあるけ

ども、そういうようなことは、もうここまで来て、十年一日で全然進歩

が、１件は亡くなられた云々という話で説明を今受けたけども、残る３

件、難しい人もある。そういう人に対して法的というようなことは、僕

も大分前のときに言ったが、そういうことは今のところ考えておらんと

いう回答があったと思うけども、それから大分月日もたつし、このまま

だと、２年だろうが５年だろうが、変わらんような気がしないでもない

けども、重ねてお尋ねするのは、しびれを切らして法的にも訴えようか

というような考えはありますか、お聞きしたいと思います。 

園田課長   これはやはり、ここまで事業が停滞といいますか、最終の段階でとま

っておるというのは事実でありますので、これは法的な執行根拠として、

やはりそういったものが積み重なっていないとなかなか難しい部分がご

ざいます。地権者の方に大変ご協力をいただいてご迷惑をおかけしてお

るという現状もその法的な根拠になってきますので、おっしゃるように、

このまま５年、10年という形になっていっては、これは法的なものの実

効性がなくなりますので、これは実施に移せるように研究して、検討し

た内容だと、少し我々としても最終段階でないとなかなかやりにくいな

というのは、公益性でありますとか、全体の不利益、こうしたものがや

っぱりある程度証明されないと、なかなか難しい部分もあるということ

であります。それから、経費的な部分だけでいいますと、おおむね現状、

見込み事業費の1.5倍から２倍、経費は、直接施行という法的な言葉で

すが、要は単独買収事業でいいますと強制執行ですね。強制執行をやろ

うとすると、おおむね今の事業の1.5倍から２倍かかるということもあ



りまして、我々としても慎重に取り扱っていきたいというのが今の研究

状況でございます。 

 以上でございます。 

横井会長   ほかにございませんか。 

 なければ質疑を終了いたしますが、よろしゅうございますか。 

 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いたし

ます。ご苦労さまでございました。 

 


