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舩橋係長   それでは、委員の皆様お集まりですので、審議会を開きたいと思いま

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、お手元の資料の確認をお願いします。 

 まず最初に、Ａ４のホチキスどめにしました「第87回尾張都市計画事

業小牧小松寺土地区画整理審議会日程」と書いてあるものですが、まず

表紙がありまして、その後に１ページから４ページまでありますので、

ご確認ください。 

 次に、Ａ４一枚で右肩に資料１と書いてあるもの、次に、Ａ３一枚で

右肩に資料２とあります「尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事

業 事業計画変更（第９回）について」と書いてあるものがあります。

最後に、Ａ３一枚で右肩に資料３とあります「尾張都市計画事業小牧小

松寺土地区画整理事業 箇所図」と書いてあるものです。 

 以上が本日の資料となっております。不足しているものはないでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

 それでは、都市建設部長の江口よりご挨拶を申し上げます。 

江口部長   委員の皆様、どうもご苦労さまでございます。 

 本日は、ご多忙の折、本土地区画整理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。平成26年度も残すところあとわずかと

なりましたが、今年度の事業につきましては、これまで順調に進んでい

るところでございます。これも委員各位のご理解とご協力のたまもので

あり、厚く感謝申し上げます。 

 さて、本日の案件でございますが、議案事項といたしましては「仮換

地指定について」、報告事項といたしまして「第９回事業計画変更につ

いて」、そして、その他といたしまして今年度の工事の進捗状況等の報

告を予定しております。 

 本地区の土地区画整理事業も、いよいよ終盤に差しかかってきたとこ

ろでございますので、私どもも事業の終結に向けまして努力してまいり

ます。 

 委員の皆様方におかれましても一層のお力添えをお願い申し上げまし

て、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

舩橋係長   続きまして、玉置会長からご挨拶をいただきますので、よろしくお願



いします。 

玉置会長   ご苦労さまでございます。本日は、ご多忙のところ本審議会にご出席

いただきまして、まことにありがとうございます。 

 今も資料を見ておりますと、経緯というところで、平成５年に仮換地

指定とか、審査請求が平成５年８月とか、私がまだ委員になっていない

ときのことなんですが、非常に難しい問題があったということでありま

す。今、部長のお話にもありましたが、最後に残っておりますことが解

決いたしまして、盛んに工事が行われるところでございます。 

 今後ともこの審議会の円滑な運営に対しまして皆様のご協力を切にお

願いいたしまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

舩橋係長   ありがとうございました。 

 本日の出席委員は、10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となりますので、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。これにご異議ありませんか。 

（「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、14番 横井清二委員、１番 永井 修委員を指

名いたします。 

 日程第２、議案事項に入ります。議案第86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。 

       「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86号「尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業の仮換地

指定について」は、原案のとおり同意されました。 

 次に、日程３、報告事項に入ります。 



 事業計画変更について、事務局に報告を求めます。 

舩橋係長   それでは、事業計画の変更についてご報告をさせていただきます。お

手元に配布しました右肩に資料２とあります「尾張都市計画事業小牧小

松寺土地区画整理事業 事業計画変更（第９回）について」と書かれて

おります資料をごらんいただきたいと思います。また、前のスクリーン

のほうに詳細図を写させていただいておりますので、あわせてごらんく

ださい。 

 当小松寺地区の事業計画につきましては、平成３年10月25日に最初の

事業計画決定を行いまして、今回ご報告させていただきます事業計画の

変更は第９回目ということで、事業終結を迎えるに当たっての事務手続

の一つとなっておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、１の主要変更事項について説明させていただきます。 

 変更内容は７つありまして、まず１番についてですが、右側の位置図

のNo.1のところで赤の着色がしてあるところですが、入鹿用水敷の整備

内容に合わせ特殊道路を廃止し、整備箇所を緑地として位置づけるもの

であります。なお、特殊道路の機能は緑地内に確保しております。 

 次の２番のほうですが、位置図のNo.2のところで水色で着色してある

ところですが、換地設計協議等により、区画道路６－23号の位置を変更

するものであります。これにつきましては、平成26年１月21日第85回審

議会にて同意をいただいております。 

 ３番につきましては、位置図のNo.3で緑の着色がしてあるところです

が、地区外宅地との高低差を処理するため、のり面等の緩衝帯として緑

地を位置づけるものであります。 

 続きまして、４番につきましては、位置図のNo.4で青の着色がしてあ

るところですが、地区内の排水を円滑に処理するため、水路を位置づけ

るものであります。 

 次に、５番につきましては、位置図のNo.5のところで黄色で枠どりし

てあるところですが、現状の土地利用状況を踏まえ、墓地を位置づける

ものであります。 

 次に、６番につきましては、過年度実績及び残事業費精査により総事

業費が90億円から93億円に３億円増額となるものです。主な理由としま

しては、区画道路整備費及び整地費の増額になります。 

 最後になりますが、７番につきましては、事業進捗を考慮し、事業施



行期間を平成３年度から平成27年度を平成３年度から平成30年度に３カ

年延伸するものであります。主な理由としましては、建物補償に不測の

日数を要したためになります。 

 それでは、２の今後のスケジュールについて説明させていただきます。

記載のとおりではありますが、県との調整が終了しますと、早ければ５

月の広報に縦覧の案内を掲載いたしまして、縦覧を14日間、区画整理課

にて行います。そこでもし意見書が出た場合は、県の都市計画審議会に

諮りまして、県の認可を受け、すぐに決定公告を行いたいと考えており

ます。また、縦覧で意見書がもし提出されなければ、県の認可を受け、

すぐに決定公告を行うというスケジュールを考えておりますので、よろ

しくお願いします。 

 事業計画の変更については以上であります。よろしくお願いします。 

玉置会長   何かご質問がありましたら。ご発言はございませんか。 

 なければ質疑を終了いたします。 

 次に、日程第４、その他に入ります。何かありましたらご発言を願い

ます。 

丹羽係長   それでは、お手元の資料の３番をごらんください。 

 平成26年度工事といたしましては、２カ所、大きな工事をしておりま

す。 

 まず初めに、図面の左下①番でございますが、道路新設工事、区画道

９－５号ということで、薬師橋のかけかえの工事を行っております。施

工業者は株式会社松原組でありまして、一応工期のほうは３月27日まで

となっておりますが、所定の手続を踏みまして、５月末ごろには橋を開

通させたいということで工事を進めております。今の現状といたしまし

ては、味岡駅側の右岸の橋台ができ上がりまして、今現在、左岸の橋台

が完成間近という形になっております。この後、護岸工事、また橋の仮

設工事、取りつけの道路の工事を経まして、最後、５月末ごろには開通

をしたいと思っております。 

 続きまして、右側、②番のところでございますが、道路新設工事で、

区画道６－48号の路線であります。こちらは株式会社ノムラの施工で工

事を行っておりまして、この②番のすぐ下に今の６－48号の道路が走っ

ておりますが、こちらの舗装が残っておるのみとなっております。予定

としましては、３月27日までの工期となっておりますので、こちらにお



きましては年度内の完了という形となっております。 

 以上が今年度の工事の進捗状況でございます。よろしくお願いします。 

横 井 副 会 長           そうすると、27年度以降というところは、薬師橋の東側の道路が１点

だけ残っているということで、あと何かほかにありましたか。 

丹羽係長   今ご質問がありました、あと小松寺の残工事がどれほどあるかという

ことにつきまして、まず１番の薬師橋近隣の道路のほうが少し残ってい

ます。前で説明いたします。 

 今現在、この付近の薬師橋の工事をやっております。続きまして、来

年度の予定としまして、残っているところとして、こちらのグレーで残

っている部分、こちらの工事が残っています。また、２番の区画道のほ

うですが、こちらの工事は、区画道といたしましては完成してきますが、

先ほど緑地で指定していたところがこのあたりになりますが、ここの造

成工事が一部残っております。また、その横にあります公園、こちらの

工事が残っています。大きな工事といたしましてはこのような形になる

と思います。 

横井委員   小松寺もほぼ終わりに近づいてきたと、部長からもお話がありました

ように、27年度の計画をお示しいただいたんですが、また４月以降に、

27年度の審議会が開かれますよね。また28年度というのもふくめて、計

画というのが出てくると思いますが、北前の公園も供用が、来年度から

工事に入る予定でしたかね。公園のほうは担当が違うかもしれませんが。 

丹羽係長   公園の工事のほうは一応、公園課のほうで工事をやっております。 

横井委員   それはいいです。そうなってきますと、28年、29年、残工事もなくな

ってくるということなんですが、次のステップについては、もちろん進

めていかれると思うんですけど、いわゆる本換地に向けての準備という

のはどのように進められておりますでしょうか。本換地までは２年か３

年かかるというようなことも伺っておりますが。 

大澤係長   換地処分の予定ということで、今考えていることを報告させていただ

きますと、工事が全て終わりますと、いわゆる出来形確認測量、確定測

量をこれまで随時やらさせていただいているところがありますが、まだ

やってない部分の測量が全て終わって、いわゆるコンクリート杭、確定

杭を入れる作業を28年度にやることになります。それとあわせて、地区

全体の最新の登記簿、従前地の登記簿を調べるなど、基礎的な資料の作

成を28年度に行っていきたいと思います。29年度になりますと、今度は



換地計画を、県のほうに認可をいただくことになりますが、そういった

資料の作成、28年度に調べた基礎資料をもとに、換地計画の認可申請の

ための申請図書を作成していくということになります。事前に県との協

議のほうを進めていき、平成30年度には換地計画の県の認可を受けまし

て、いよいよ換地処分の通知の発送でありますとか換地処分公告、登記

の手続、あと本清算の事務を行う予定をしており、平成30年度には換地

処分を迎えられる予定で今のところは考えているところでございます。 

 以上でございます。 

横井委員   そうすると、完了していくのは、ほぼ見通しとして30年ということで

いいんでしょうか。全ての事業がこれで小松寺は終わるんだという目途

というのは、審議会をやらなくなる時期は。 

大澤係長   30年度になりますので、31年3月31日までの間で換地処分を迎えれば、

審議会のほうもそれ以降はありません。ただ、それに至るまでには換地

計画等がございますので、審議会委員の皆様にはお世話になるかと思い

ます。 

玉置委員   町名変更はどのあたりに入りますか。 

大澤係長   町名変更につきましては、区画整理をやったところについては、土地

の形も換地でかわってきておりますので、換地処分公告と同日で、少な

くとも地番、必要に応じて町名ということになりますが、変更がかかっ

てまいります。区画整理外のところにつきましては、町名地番変更の担

当の課がございますが、そちらのほうでまだ検討をしておるところでご

ざいますので、区画整理の外についてどうなっていくかというのはまだ

検討途中でありますが、区画整理内の部分については換地処分公告と同

日に町名地番変更ということを行っていくことになります。 

 以上であります。 

森川委員   少し教えてほしいんですけども、先ほど入鹿用水の話が出ておったん

ですけども、入鹿用水の下側、南側というのは、ところによって４メー

トルぐらいの、用水との間に道路らしき空き地があるところがあるんで

すけども、例えば   さんの後ろ側は、   さんの家と入鹿用水の

間には３メートルか４メートルの細長い空き地がありますが、そこや、

また小松寺会館から入鹿用水へ行ったところの   さんのところにも

裏側に４メートルぐらいずっと道路らしきものがあるんですけども、そ

ういうところは将来どういうふうになるんですか、教えてほしいんです



けども。 

大澤係長   こちらについては入鹿用水土地改良区の換地になってます。 

森川委員   それは入鹿用水が管理しているということですか。 

大澤係長   こちらについては、先ほど申し上げました平成15年、23年度に行った

仮換地指定のときに指定をさせていただいている部分になります。 

森川委員   入鹿用水の土地なわけですね。 

大澤係長   一番当初は、いわゆるこの水路、擁壁部分という今の管があるところ

を当初指定をしておりまして、その後こういった部分を換地をしており

ます。 

森川委員   ここに道がありますよね。道路の西側に、50センチか１メートル、ず

っと空き地がありますよね。   さんのところに道がありますよね。

道があって、この隅っこをずっと50センチか１メートル、土地があいて

ますよね。ここは道路なんですけども、ここにすき間がありますよね、

ずっと。これは神社にぶつかりますけど。ここら辺、50センチから１メ

ートル、ずっと道路の横。 

 ここに   さんといううちがあるんですけども、その人も同じよう

に、うちの前を市が買い取ってくれと言ったけども、50センチか60セン

チ。そんなもの嫌だよということで、そのまま放ってあるということら

しいんだけど。道路からここのうちの境界までブロックがやってあるん

ですけども、そこまでは道路じゃなくて、道路とブロックとの間に50セ

ンチか60センチ、この道路沿いずっとすき間があるというか、空き地が

あるんですけども、どうなりますかね。 

 区画整理が終わると、多分その残ったままずっと、道路でもない、隣

の   さんなら   さんの土地でもない、土地がずっとこの道路沿

いの西側に残ると思うんですけども、 

大澤係長   現場について、わからないところがありますので、申しわけないんで

すけども、換地図でいきますと、そこに細く、誰の土地かわからないと

いうような筆はないものですから、あくまで道路とお隣の民地の部分と

いうことになりますので、一度現地の状況を見て、どちらつかずのよう

な認識をされてみえるところがあるかもしれません。間に細い筆は特に

ございませんので、一度現場のほうは見させていただきたいと思います。 

江口部長   道路の外は民地です。買ってくれということを言われた話が気になり

ますが、細地として残るということはないはずです。現地にそれが残っ



ているとするならば、道路は仮換地計画どおりつくってありますので、

それで残るとすれば、民地のほうが控えられておるという解釈になりま

す。その解釈になりますと、先ほど言われた買い取ってくれという言葉

が気になりますので、過去の経緯だけ一度、その細べりで残っておる場

所を確認させてください。 

森川委員   そういうことを言われたので、これはどういう土地か聞きたくて。 

江口部長   私どもは、その道路付きの方の所有地と考えております。 

森川委員   それで気になったのは、そういうところもあるし、まだほかにも余っ

ておるような土地が、切れっ端みたいなところがありますよね。例えば、

文津との交差点、喫茶サトーがありますよね。花壇をやられておるんで

すけども、将来的にどうなりますか。 

永井課長   今ご指摘のありました喫茶ふみつの北側の三画地のところだと思いま

す。そこにつきましては、道路という扱いに事業計画上はなっておりま

す。 

森川委員   道路として管理する土地になるわけですか。 

永井課長   そういうことになります。 

玉置会長   現地を見てもらうということでいいですね。 

森川委員   いいですよ。私はそれがどうなるのかと思って聞いただけですから。 

永井課長   今、個別にご質問をいただいた点につきましては、また改めまして、

ほかにもあるかと思いますので、また相談させていただきながら、調査

しながら対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

玉置会長   ほかにご発言はございませんか。 

玉置晴美委員  Ｖマートの北側のコンビニの薬師川との、これは保留地ですね。現在

駐車場になっておるんです。どういう形で駐車場になったかが聞きたい。

ここの事業所の駐車場になっておる。前はこっちのほうに駐車場があっ

たんだけど、歩いていくので、隣が保留地であいておったから、ここへ

という話で、市のほうに対してどういう形でこれが駐車場になったか知

りたいと思いまして。 

舩橋係長   前のほうで説明します。 

 ここのことを言われておると思うんですけど、ここは今年度の８月の

公開抽せんに出させていただき、結局この方が買われたということです。

売買で取得されたということです。 



玉置晴美委員  売買の形ですか、わかりました。あれが保留地であって、急に駐車場

になったのでお聞きしたいと思って。 

渡辺次長   去年の８月に公開抽せんで申し込みがありまして、それで販売された

ということです。 

玉置会長   ほかにご発言ございますか。 

 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。 

 


