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 小牧小松寺土地区画整理審議会議事録 

 

     平成２７年５月７日          午後２時00分～午後２時45分 

 

     本庁舎６階 ６０１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87号 尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業

における保留地予定地について 

【非公開】 

議案第88号 尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業

における保留地予定地の処分について 

【非公開】 

         ⇒議案第87号及び88号については、審議の結果、事務局案の 

とおり同意されました。 

         ３ 報告事項 

           （１）平成27年度事業計画について 

         ４ その他 

 

     出席者  永井  修  鈴木 昭二  玉置 晴美  横井伊十朗 

          鵜飼 一彦  佐々木辰興  森川 満男  綿久産業(株) 

          玉置 勇夫  伊藤 弘司    西尾 俊治  横井 清二 

          玉置 健次 

 

     欠席者  玉置 義一  森川 勇治 

 

      事務局  渡辺部長 小林次長 永井課長 泉課長補佐 舩橋事業係長 

          杉山庶務係長 平手補償係長 大澤換地係長 松本主査 

          江口主事 森主事 



泉 課 長 補 佐            皆様、改めまして、こんにちは。ただ今から会のほうを開いていきた

いと思います。 

 本日は、ご多忙のところ尾張都市計画事業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。 

 まず初めに、お手元に配布いたしました資料の確認をさせていただき

たいと思います。 

 まず、Ａ４でホチキスどめした会議日程のほうを１枚めくっていただ

きますと、１ページ、議案第87号になっています。その裏面、２ページ

になりますが、保留地予定地の所在及び面積、それから３ページになり

ますが、保留地予定地案内図が示してあるもの、その裏面、４ページに

なりますが、保留地予定地詳細図、次、５ページですが、議案第88号、

その裏面、６ページになりますが、一番上のほうに１として保留地処分

予定地の所在、面積及び処分先と書いてあるもの、７ページになります

が、保留地予定地案内図、その裏面、８ページになりますが、保留地予

定地詳細図（１）、続いて９ページ、同じく保留地予定地詳細図（２）、

それから１枚めくっていただきまして、10ページになりますが、平成27

年度事業計画についてというもの、その裏面、最後に11ページが平成27

年度事業予定が示してあるものですね。 

 それから、別にＡ４横長になっておりますが、今年度の工事予定箇所

が示してあるものが１枚あると思います。 

 それから、もう１枚、縦書きになっていますが、平成27年度職員配置

名簿、その裏面には、区画整理の配置表が示してあるものが１枚です。 

 最後になりましたが、皆さんのお手元のほうに、小牧市で「こまきブ

ランドブック」というものをつくりましたので、参考としてお配りさせ

ていただいております。 

 足りなかったものはなかったでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、渡辺都市建設部長から挨拶を申し上げます。 

渡辺部長   改めまして、皆さんこんにちは。本日は、大変お忙しい中、当審議会

にご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 このたび４月の人事異動によりまして、江口部長の後任として都市建

設部都市整備担当部長を拝命しました渡辺でございます。昨年度は次長

として大変お世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。 



 この小松寺の区画整理事業も、権利者の皆様方のご理解とご協力をい

ただきまして、また後ほど今年度の事業計画を説明させていただきます

が、全て工事を終了しますと、道路整備率でいきますと100％、もう完

了という形でございます。事務局といたしましては、事業終結の換地処

分に向けて今後も精いっぱい努力してまいりますが、委員の皆様方にも

一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、簡単ではございますが、

私の挨拶とかえ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            続きまして、小林都市建設部次長より挨拶を申し上げます。 

小林次長   都市建設部都市整備担当次長の小林と言います。私は、この４月に都

市政策課から異動してまいりましたが、平成21年度には区画整理の課長

補佐として、それ以前は庶務係長として区画整理事業を担当しておりま

した。再び小松寺土地区画整理事業のほうを担当させていただきます。

どうかよろしくお願いいたします。 

泉 課 長 補 佐            続きまして、区画整理課の職員につきまして、永井課長から紹介させ

ていただきます。 

永井課長   課長の永井でございます。昨年度から引き続いて課長を務めさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、区画整理課の職員の状況につきまして、ご説明を申し上げ

ます。お手元の職員配置名簿と記載しました名簿をごらんいただきたい

と思います。 

 ３行目でございますけれども。今年度の区画整理課の職員数は、正規

職員が23名、再任用職員が２名、臨時職員が１名の合計26名でございま

す。４月１日付けの異動によりまして、区画整理課では３名が転出をい

たしまして、３名が転入となりました。職員総数の変更はございません

が、今年度は、庶務係を１名減らし、事業係を１名増とする変更をいた

しております。この26名で４つの区画整理事業、小松寺、小牧南、文津、

そして岩崎山前の４つの地区を担当してまいります。 

 続きまして、本日出席をさせていただいております事務局の職員につ

きまして紹介をさせていただきます。 

 先ほどから司会進行を務めさせていただいております課長補佐の泉で

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。 

永井課長   庶務係の係長、杉山でございます。 



杉山係長   杉山です。よろしくお願いします。 

永井課長   続いて、庶務係、保留地事務を担当いたしております松本でございま

す。 

松本主査   松本です。よろしくお願いします。 

永井課長   事業係、係長の舩橋です。 

舩橋係長   舩橋です。よろしくお願いします。 

永井課長   換地係、係長の大澤でございます。 

大澤係長   大澤です。よろしくお願いします。 

永井課長   同じく換地係でございますが、江口でございます。 

江口主事   江口です。よろしくお願いします。 

永井課長   同じく換地係でございますが、森でございます。 

森 主 事   森です。よろしくお願いします。 

永井課長   補償係でございます。係長の平手でございます。 

平手係長   平手です。よろしくお願いします。 

永井課長   以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、玉置会長のほうからご挨拶をいただきますので、よろし

くお願いいたします。 

玉置会長   皆さん、改めまして、こんにちは。お忙しいところ本審議会に出席し

ていただきまして、まことにありがとうございました。 

 当事業も、先ほど部長からお話がありましたように、最後の最後のと

ころが、ちょうど私のうちの３軒隣の薬師橋でございまして、去年着工

されてから、ほとんど毎日、３軒隣だもんですから、静かになると見に

行きまして、その進捗状況をずっと見ておったんですが、６月に開通と

いうことで、ほっとしておるところでございます。また、中学校のほう

も立派にできまして、私のうちの周辺は大分景観が変わってまいりまし

た。橋ができますと、自動車のスピードが上がるもんですから、私のと

ころは、あの交差点で現に２回事故が起きています。橋がああいうふう

になりますと、スピードが一層上がってくるようでして、心配しておる

ところでございます。余談はさておきまして、まだ３年あるそうでござ

いますので、皆様方のご支援、ご協力を得まして、円滑かつ充実した審

議会が運営されますよう最後にお願いいたしまして、私の挨拶とさせて

いただきます。本日はありがとうございました。 

泉 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。 

 それでは、会長が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。 

玉置会長   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、２番 鈴木昭二委員、４番 玉置晴美委員を指

名いたします。 

 日程第２、議案事項に入ります。 

 議案第87号及び議案第88号について２件は、関連がありますので一括

して議題といたします。事務局に提案理由の説明を求めます。 

「小牧市土地区画整理審議会議事運営要綱第９条」により非公開 

         内容：提案理由の説明～質疑応答～採決 

玉置会長   議案第87号「尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業における

保留地予定地について」及び議案第88号「尾張都市計画事業小牧小松寺

土地区画整理事業における保留地予定地の処分について」は、原案のと

おり同意されました。 

 次に、日程第３、報告事項に入ります。 

 平成27年度の事業計画について事務局の報告を求めます。 

泉 課 長 補 佐           それでは、平成27年度の事業計画について、ご説明させていただきま

す。 

 会議日程の10ページのほうをお願いいたします。10ページの歳入歳出

予算事項別明細書でございます。 

 まず、予算でありますが、歳入歳出合計それぞれ２億5,780万3,000円

となっており、対前年度比961万8,000円の減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款市費からの繰入金は２億

5,674万1,000円を計上したものであります。 



 一方、歳出のほうですが、１款総務費で1,150万3,000円で、内容につ

きましては、審議会費、人件費、事務費などであります。続きまして、

２款事業費で２億549万1,000円で、内容につきましては、工事費、補償

費等であります。その下段、３款公債費で3,980万9,000円で、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。 

 続きまして、次ページの裏面の11ページのほうをお願いいたします。

平成27年度事業予定であります。 

 １の工事としては、道水路工事費で1,760万円で、道路整備及び道路

維持工事等であります。その下段で、造成等工事費で１億2,000万円、

内容といたしましては、東前公園西側の街区粗造成工事等であります。

その下段で、交通安全施設設置工事費で100万円、内容につきましては、

反射鏡、道路照明設置工事等であります。 

 続きまして、２の補償としましては、物件移転補償費で500万円、こ

れは工作物補償を予定しております。 

 ３の委託としては、測量設計委託料で970万円で、仮換地計算及び杭

復元業務、道水路分割設計委託などであります。その下段で、物件調査

委託料で200万円、事業損失調査２戸と工作物等の調査を予定しており

ます。その下段で、除草浚渫委託料で200万円であります。 

 続きまして、４の負担金として、上水道布設負担金で4,400万円、そ

の下段、ガス布設負担金で100万円、これは道路工事にあわせましてラ

イフラインを整備するものであります。 

 ５のその他として、修繕料で180万円を計上し、内容といたしまして

は、区域内道水路の緊急維持修繕費であります。 

 それでは、次に別紙の本年度の工事予定箇所について、舩橋事業係長

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。 

舩橋係長   それでは、平成27年度の工事予定についてご説明させていただきます。

前のほうで説明させていただきます。お手元の箇所図をごらんください。

スクリーンにも同じものを写させていただいておりますので、よろしく

お願いします。 

 まず、図の色ですが、緑色が平成26年度までに完了しました箇所であ

ります。青色が平成26年度から平成27年度へ繰り越しをしました箇所で

あります。赤色が今年度に整備を予定する箇所であります。 

 それでは、平成26年度の繰越工事から説明させていただきます。 



 １路線ありまして、青色で１番とありますが、薬師橋の工事で、区画

道９－５号外の道路新設工事で、株式会社松原組が施工中であります。

開通予定でありますが、既にご通知を差し上げていると思いますが、６

月５日（金曜日）14時ごろを予定しております。 

 続きまして、平成27年度の工事についてご説明させていただきます。 

 赤色で表示してありますが、１番が先ほどの繰越工事で説明しました

薬師川の北側、ここの赤色の部分ですが、区画道４－４号外の道路新設

工事で、延長が約90メートルであります。 

 ２番が、小松寺団地の南側、東前公園予定地の西側になりますが、こ

の赤で塗られている箇所ですが、84街区の粗造成工事であります。 

 また、水道、ガス、下水道、電気、電話の各占用者の工事や道路・水

路等の維持工事も随時行っていきますので、よろしくお願いいたします。 

 平成26年度からの繰越工事と今年度工事により、地区内の道路整備が

完了する予定となっております。 

 地区の皆様には極力ご迷惑をかけないように注意をして進めてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で今年度の工事予定の説明を終わらせていただきます。 

玉置会長   報告は終わりました。ご意見、ご質問がございましたら。 

横井委員   今の粗造成の中のご説明いただいた２番の中ですけど、あれは非常に

斜面が急ですわね。あれはどのような設計なんですか。どういうふうに

されるんでしょうか。 

舩橋係長   今、委員のご質問は設計のお話ですが、まだ設計段階ということもあ

るんですが、今のところ、北側ののり面や擁壁を使って段差を吸収して、

下の南側をフラットにした造成を今考えております。どうしても高低差

がありますので、２段階ののり面に、上を斜面にして、そして擁壁で落

とすという予定です。 

横井委員   今、下側はコンクリの板で、杭でもって仮のような格好にしてあるん

だけど、あれはあくまでも仮の措置だね。 

舩橋係長   今は暫定的な措置です。 

横井委員   わかりました。以上です。 

玉置会長   ほかにございませんか。 

 １番の工事は、いつごろ終わる予定ですか。 

舩橋係長   現在これも設計中でありまして、予定としては、下半期から始める予



定で進めております。 

 以上です。 

玉置会長   そうすると、川の堤防の上は、何かされるんですか。 

舩橋係長   舗装を施工するで予定であります。それより北に上っていく堤防側で

すけど、同様に舗装を施工していく予定であります。 

玉置会長   ほかに発言はございませんか。 

横井委員   今の２番の続きですけど、それで何か宅地らしい造成ができますか。 

舩橋係長   施工箇所の一部に保留地と個人の宅地があります。したがって、のり

面と擁壁で高低差を解消しようと考えております。宅地は道路の高さと

ほぼ同じぐらいの高さにして造成するということになります。 

横井委員   そうすると大分土をとらないかんわけね。北側の擁壁、かなりしっか

りしたものができないと、道路と面一には持っていけないもんね。 

舩橋係長   道路高にぴったりとはいかないかもしれませんが、近い高さに造成す

る予定であります。 

横井委員   わかりました。ありがとうございました。 

玉置会長   ほかに発言はございませんか。 

 なければ終了いたします。 

 日程第４、その他に入ります。何かございますか。事務局からはない

ですか。委員の皆さん、その他で何か。 

横井委員   東前公園の予定地で、団地のほうから、ご存じだと思うんだけど、昔

から水が出てきておるんだね。東前公園の敷地内なので区画整理のほう

は関係ないと言えば関係ないんだけど、果たして今ご説明いただいた２

番の造成工事の中でも、その辺の山のほうからの清水が、あれは大丈夫

かなと。わかるような水がずっと昔から、最近半分造成されたのでよく

わかるんだけど、今までは湿地みたいで、いつも水があってぐじゅぐし

ゅしておって、山から水が出てきておるんですよ。あの辺のところはや

はり、東前公園の造成のときももちろんそうだけど、今回２番で造成さ

れるときについての水の対策、これはばっちりしていただかないといか

んと思うんですけど、水が流れてきているというところはご存じだね、

見てみえるよね、事務局さん。 

舩橋係長   今委員が言われましたこと、気をつけまして、排水の対策をしっかり

施工してやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

横井委員   ありがとうございました。 



玉置会長   そのほかございませんか。 

 ご発言もないようでございますので、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。 

 


