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伊岐見主幹  倉知委員は少しおくれて見えるようですので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

賜りまして、まことにありがとうございます。 

 それでは、初めに長瀬都市建設部参事よりごあいさつ申し上げます。 

長瀬参事   おはようございます。きょうはちょっと寒くなっておりますが、皆様

御多忙の中ご出席賜りまして、ありがとうございます。また、日ごろは

区画整理事業に格別なるご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 いよいよ新年度が始まっております。きょうは少し本年度予算につい

てお話をしたいと思いますが、一般会計予算、私どもの会計では491億

円余で、前年度比でいきますと1.2％の減でございます。特に市税につ

きましては、前年度比6.4％の減ということになっております。その中

でも、法人市民税でございます。これにつきましては、雇用情勢の悪化

やデフレの影響ということで、前年度比約33％の減と非常に大きく下が

っております。しかしながら、市といたしましては、財源の厳しい折で

はございますが、区画整理には積極的な予算を組んでおるということは

自負しております。一般会計と特別会計ございますが、この全会計では

1,028億円、前年度と比べますと7.5％の減ということで、非常に厳しい

状況ではございます。 

 この岩崎地区におきましての事業予算につきましては、また後ほどご

説明申し上げますが、事業費ベースの中の進捗率を申し上げますと、21

年度末では82.8％、今年度の予算、22年度の予算を終了しますと約87％

になっていくだろうという状況でございます。しかしながら、いろんな

問題がございます。工事未着手の箇所になっているところにつきまして

も、関係者の理解が得られるよう交渉は進めてまいりたいと思っており

ます。また、これを進めるに当たりましては、審議会委員の皆様方にい

ろいろお骨折りいただくことがあると思いますが、よろしくお願いした

いと思います。 

 最後になりますが、事務局も事業終結に向かって精いっぱい努力して

まいりますので、委員の皆様方にも一層のご理解とご協力のほどをお願

い申し上げまして、簡単ではございますが、あいさつとさせていただき

ます。 

伊岐見主幹  続きまして、この４月にございました人事異動につきまして、園田課

長から紹介させていただきたいと思います。 



園田課長   それでは、改めまして、おはようございます。今年度も区画整理課長

を務めさせていただきます。また皆様のご指導をいただきながら事業を

進めたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、お手元に配布させていただいております平成22年度職員配

置名簿、また裏側に、我々事務局の席次表、配置表でございます。つけ

させていただいておりますので、ご参考ながら見ておいていただきたい

と思います。 

 平成22年度は、小林課長補佐、１年間という短い形ではありましたが、

皆様方にお世話になりました。小林補佐も異動となりまして、区画整理

課、総勢７名が転出、転入という形になりました。全体の異動率、ご存

じのように26％、我々区画整理課も、31名のうち７名の異動ということ

で、22.6％の異動率になっております。 

 名簿の中で少し黒く網かけがしてあります。この網かけの者が転入し

てきた者でございます。この席に来ておる者につきましては、それぞれ

紹介をさせていただきたいと思います。また、その中で名前の頭に丸が

打ってある者は内部昇格をした者でございますので、よろしくお願いを

したいと思います。 

 まず、小林補佐の後任といたしまして、服部課長補佐が赴任しました

ので、よろしくお願いします。 

服部補佐   服部です。何分よろしくお願いいたします。 

園田課長   それから、事業係ですが、我々は今、区画整理を４地区やっておりま

すが、北外山、南外山を中心とした小牧南地区の事業係長を担当してお

りました落合の後任といたしまして、高木事業係長が転入しましたので、

よろしくお願いします。 

高木係長   高木です。よろしくお願いします。 

園田課長   それから、同じく事業係長といたしまして、昨年、渡辺副主幹が事業

係長兼務という形をとっておりましたが、内部昇格によりまして丹羽が

係長として担当いたしますので、よろしくお願いします。特に味岡地区、

当岩崎区画整理の担当事業係長になります。丹羽でございます。 

丹羽係長   丹羽です。よろしくお願いします。 

園田課長   それから、換地係で、竹田係長はそのまま継続という形ですが、当審

議会の運営事務を担当いたします。今年度、主査昇格ということで、長

谷川主査でございます。 



長谷川主査  長谷川です。よろしくお願いします。 

園田課長   それから、補償係長、庶務係長、昨年に引き続きまして、庶務係長が

堀田係長、補償係長が小川ということで、また皆様にお世話になります

ので、よろしくお願いをいたします。 

 区画整理課、またことし、再任用１人を含めまして、正規職員30名、

総勢31名という形で事業を進めてまいりますので、よろしくお願いをい

たします。 

 以上でございます。 

伊岐見主幹  それでは、続きまして平手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。 

平手会長   皆さんおはようございます。本日は、早朝より委員の皆様には、本当

に年度初めの忙しい中を当審議会にご出席賜りまして、まことにありが

とうございます。 

 当地区の事業も、平成４年から始まり、もう既に18年を経過しており

ます。先ほど進捗率のほうもありましたが、昨年度事業費ベースで82.8

％、道路進捗率も80％台というふうに聞いておりますが、あと少しがい

ろいろな困難な問題に直面して工事がおくれている箇所もあると聞いて

おりますが、引き続き委員の皆様、そして地区住民の皆様のご協力を得

まして、一日も早い環境整備ができますことを願うものであります。 

 先ほど本年度の事業予算もありましたけれども、本年度、22年度は政

権交代により補助金の見直しとか、景気低迷による法人市民税の大幅な

減収も予想されております。小牧市も税収不足が予想されるというふう

に聞いております。当地区の事業は、先ほど話がありましたが、特別会

計で資金の心配はしておりませんが、広報等によりますと、特別会計の

予算も全体では５％減となっておりまして、本年度当地区の事業予算は、

後から話があると思いますが、約４億7,000万、前年比では１億800万か

らの事業費が減収になっておりますが、いずれにしても、本年度の事業

計画、きょう説明があると思いますが、当地区の事業が、やっぱり予算

100％できるような工事進捗を引き続き区画整理課の皆様にお願いしま

して、当事業の推進が本年度もスムーズにいくように皆様のご協力をよ

ろしくお願いいたしまして、簡単ではございますが、会長のあいさつと

させていただきます。どうぞ本年度もよろしくお願いいたします。 

伊岐見主幹  ありがとうございました。 



 本日、鈴木一成委員、栗木弘之委員は欠席のご連絡をいただいており

ます。したがいまして、本日の出席委員は12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っておりますので、平手会

長よろしくお願いいたします。 

平手会長   それでは、ただいまから尾張北部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」との声あり） 

 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、10番 小島秀公委員、11番  美濃輪勲委員を指

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号についての２件を、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。 

【非公開】 

 以上で議案第87号及び議案第88号の説明とさせていただきます。 

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。質疑のあ

る方はご発言をお願いいたします。 

 発言がなければ質疑を終了いたしますが、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 これより討論を省略し採決に入ります。 

 議案第87号及び議案第88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」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第87号「尾張北部都市計画事業

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」及び議

案第88号「尾張北部都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業におけ

る保留地予定地の処分について」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。 



 平成22年度事業計画について、事務局より報告を求めます。 

服部補佐   それでは、小牧岩崎山前土地区画整理事業平成22年度事業計画につい

て説明いたします。次の９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22年度の歳入歳出予算は４億6,979

万2,000円、前年度比、マイナスになりますが、１億873万円余の減とな

っております。 

 その中で主な項目を申し上げますと、歳入、１款保留地処分金でござ

います。これにつきましては2,888万7,000円を見込んでおります。それ

から、３款国庫支出金は5,420万円、４款県支出金は67万5,000円、５款

繰入金、いわゆる市費でございますが、これにつきましては３億4,109

万3,000円、ほかに８款市債としまして4,360万円余を計上しております。 

 歳出では、１款総務費、1,414万9,000円で、これにつきましては、当

審議会費、それから人件費、事務費等でございます。２款事業費は４億

1,621万円で、これは工事費、補償費に当たるものでございます。それ

から、３款公債費は3,843万3,000円で、市債等の借金の返済に当たるも

のでございます。 

 続きまして、平成22年度事業予定でございます。10ページをごらんい

ただきたいと思います。１の工事としましては、道水路工事が予算額で

5,660万円、造成等工事が予算額で6,500万円、それから交通安全施設設

置工事が150万円でございます。なお、工事等の予定箇所につきまして

は、後ほど図面で説明いたしたいと思います。 

 ２の補償としましては、物件移転補償が予算額で１億9,400万円、４

件の物件補償と工作物補償等を予定しております。また、土地が使えな

いことによります損失補償は500万円を見込んでおります。 

 それから、３の委託としましては、測量設計が4,100万円、物件調査

が1,500万円で、それから除草浚渫としまして500万円を計上しておりま

す。除草浚渫としましては、内訳として、除草約２万平米、水路浚渫約

600平米を予定しております。 

 それから、４の負担金でございます。上水道布設負担金1,150万円、

ガス布設負担金1,750万円でございます。 

 それから、５、その他でございますが、これにつきましては修繕料他

としまして411万円。これにつきましては、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や資材購入費に当たるものでございます。 

 それから、別紙になっております工事予定箇所につきましては、引き

続き事業係の丹羽係長から説明をいたしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

丹羽係長   それでは、私から本年度の道水路工事について説明させていただきま

す。 

 審議会の資料とは別に名簿の後ろに今年度の21年度工事繰越箇所と22

年度工事予定箇所の一覧表がございます。その後ろに今年度繰り越しし

た工事箇所と22年度工事予定箇所の図面がございます。 

 まず、右下の凡例をごらんください。緑色の箇所は21年度までに工事

が完了した箇所です。赤色の箇所が21年度から22年度に繰り越しをして

工事を行っている箇所です。青色が今年度工事を予定している箇所でご

ざいます。また、灰色の部分、グレーの部分は23年度以降に工事を予定

している箇所でございます。 

 21年度までに道路として完成した総延長ですが、１万2,035.2メート

ル、これは計画総延長１万5,103.3メートルのうちの79.7％に当たりま

す。 

 それでは、赤色の箇所の繰越工事から説明させていただきます。 

 図面、赤色の１番の部分です。１件目は、名古屋犬山線になりますが、

歩道橋新設工事でございます。宮地工業の請負で、９月中旬ごろまでの

予定で工事を進めていきます。実際の既存の歩道橋の撤去工事のほうは

７月中旬ごろ、同じ箇所になりますが、新しい歩道橋を設置するのは８

月上旬ごろになりまして、９月の中旬ごろには終わる予定で進めていき

たいと思います。 

 ２件目、②番でございますが、６－41号外１路線になりますが、平井

工務店の請負で、７月中旬の予定で現在工事中であります。 

 ３件目は、③番になりますが、名古屋犬山線の歩道部の道路新設工事

を、地建工業の請負で、５月末の予定で現在工事中であります。 

 以上が21年度から22年度に繰り越した工事箇所になります。 

 続きまして、今年度、青色の部分を番号順に説明させていただきます。 

 １番目ですが、図面上のほうの１番の箇所ですが、６－11号の路線で

あります。道路新設工事を130メートル予定しております。 

 ２番目ですが、そのすぐ下の部分ですが、６－10号の路線であります。



道路新設工事を50メートル予定しております。 

 ３番目ですが、その上の箇所になりますが、８街区の粗造成工事を予

定しております。 

 ４番目に、これは味岡駅の近辺ですが、特道４－５号の道路新設工事

を30メートルほど予定しております。 

 次に、原川あたりになりますが、５番目、６番目になりますが、５番

目が６－47号の路線でありますが、道路新設工事を50メートル予定して

おります。そのすぐ下に６番があります。６－76号の路線で、道路新設

工事を50メートル予定しております。 

 ７番目ですが、ちょっと見にくいんですが、名古屋犬山線の歩道の道

路新設工事を100メートル予定しております。 

 以上が今年度の工事の予定でございます。予定どおり完成しますと、

繰越工事42メートルと合わせまして道路の整備率は１万2,387.2メート

ルとなります。道路整備率に直しますと約82％になります。 

 工事箇所及び延長箇所については、予算、補償等の状況により変更す

る場合がありますので、ご了承いただきたいと思います。 

 また、道路工事に合わせまして、上水道、下水道、ガス管及び電柱等

の移動工事もすべて施工していきますので、またよろしくお願いします。 

 このように今年度もさまざまな工事がございますが、交通安全、地元

対応にも十分配慮しながら進めていきたいと思いますので、協力のほう

をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で今年度の工事箇所の説明とさせていただきます。 

平手会長   以上で22年度の道路等の事業計画の説明は終わりました。いろんな質

問とか発言等ありましたら積極的にお願いしたいと思いますが、よろし

くお願いいたします。 

美濃輪委員  今説明の22年度工事予定箇所の№７ですけども、もうちょっと詳しく

説明してもらえないですか。これは名古屋犬山線のことですね。 

 味岡の駅から橋を渡って小学校のほうへ行く道路がありますね。これ

は途中で拡幅工事をせないかんことになっておると思うんですが、ここ

がですね、ちょうど味岡の駅から小学校のところの間が、７時から９時

の通行禁止区域になっておるんですが、非常に狭くて、小牧署もたまに

取り締まりをやっておるんですが、１回やると何十台と違反者が出るわ

けですが、時々やっていただいておりますが、この橋の拡幅工事とです



ね、ここが小学校の通学路になっておるんですね、ちょうど川の堤防筋

がですね。そういうことで、子供の接触事故が結構あるんですね。そう

いうこともありまして、ここの工事はなかなか進みませんか、どんな状

況ですか。 

 これは生活道路であるし、通学路でありますから、そこに橋があって、

その川っぷちをずっと上へ上がるんですね、通学路は。そこをずっと通

学路で上るんですが、そこに橋がありますね。そこがですね、通学路と

７－９の通行止めという関係もありまして、非常に危険な場所なんです

よ。それで、大きい事故は発生してませんが、細かい事故はしょっちゅ

う発生しておるので、死亡事故なんか発生すると困るんで、そういった

危険場所のあるところはですね、もう橋はほとんどできる状態になって

おるんではないかと思いますが、そこら辺の交渉状況はどういうふうに

なってますか。 

小川係長   今お聞きになられておるのは○○○○○○のお宅の件だと思いますが、

お亡くなりになって、まだ相続が終わってませんので、相続が終わり次

第、今年度、補償に当たらせていただきまして、何とか今年度中に補償

をさせていただくように考えております。橋につきましては、その補償

が終わった来年度を一応今のところ予定という形で考えております。 

美濃輪委員  一応話し合いは進んでおるわけですね。 

小川係長   相続人の方と話はさせていただいてますので、また後にもちょっと出

てくるかと思いますが、そういう形になっております。 

美濃輪委員  引き続き積極的にお願いします。 

平手会長   今年度の工事の中で、交通安全施設設置工事、予算150万円というの

は、どんな工事をやられ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   交通安全施設設置工事ですが、特に箇所という設定はございませんの

で、このエリアの中での交通安全に対する区画線等もしくはカーブミラ

ー等、そういった交通安全に関する事業予算として150万円を計上して

おります。 

平手会長   今年度、区域内に信号がつくところはありますか。 

丹羽係長   今年度は予定はありません。 

園田課長   先ほどの美濃輪委員のご質問で補償係長がお答えをさせていただきま

した薬師橋ですが、補償は今、小川係長が申し上げた段取りで進めてい

きたいと思っております。東側の薬師橋につきましては、地区が小松寺



地区に入っておりまして、若干まだ、○○○○○○○○と南側の２件、

これも少し補償絡みが出てまいります。なおかつ今、ご存じのように、

東海農政局が窓口で進めております新木津用水の改良事業、これが具体

的に今年度、事業認可というような話も聞いておりまして、ちょうどそ

の薬師橋があります薬師川の200メートルほど下流に木津用水と薬師川

の合流点があるわけですが、その用水路整備工事計画がもうほとんど間

近に実施されようという中で、薬師川の河川整備の縦断勾配にも若干影

響があるということで、今、県の河川課、それから農政サイドの東海農

政局、こちらと河川縦断等の調整が今されておるというふうに聞いてお

ります。よって、薬師橋のかけかえ工事につきましては、その状況によ

っては、来年度予定はしたいんですが、少しお時間をいただくことにな

ろうかなと今思っております。 

 いずれにしましても、美濃輪委員ご心配のように、やっぱり児童の安

全が第一でございますので、安全配慮につきましては小牧警察署とも十

分に協議を進めながら、道路築造にも入っていきたいというふうに思っ

ております。まずは、岩崎地区内で申しますと、先ほどの○○○の補償

物件を何とか今年度、相続のほうを受けていただいて、物件移転を先に

やらせていただき、岩崎地区内の９メートル道路については整備を進め

させていただきたいと思っております。ただ、橋の橋台部分の工事によ

る影響が両サイド、右岸、左岸、小松寺地区も含めて、あわせた調整を

しないと橋りょう工事ができませんので、その辺は十分に安全を確保し

ながら事業の計画をしていきたいと思っております。 

 ただ、ここまで来ましたので、２年も３年も先になるというふうには

考えておりません。遅くとも来年もしくは再来年には橋の工事にかかれ

るように努力したいと思っておりますが、ただ、河川計画との調整状況

を少し今年度は見させていただきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 以上であります。 

丹羽委員   ６－12ですが、半分、この間うち、北側に側溝が入りまして道路が広

くなりました。真ん中に電柱が２本ありまして、かなり危険だと思いま

すが、これはどういうふうにしてもらえるかなと思いまして。 

丹羽係長   今現在おっしゃられたとおり電柱がございますが、一応南側に今後移

動していく予定です。 



 ここに現在電柱がございますが、一番南側の道路計画に合わせまして、

そちらのほうに移動していく予定でございまして、それまでの間、危な

いとのご指摘がありましたので、応急措置としまして、トラ柵等で囲い

ながら、移転のほうを考えていきたいと思っております。 

丹羽委員   結構西から間違えて入ってきますので、うちの裏でとまって、回って

落としたりするんです。 

平手会長   それは今年度できますか、電柱の移動は。 

渡辺副主幹  電柱自体は、南側の道路につくる側溝ですね、その後同時に移転しま

すので、いましばらくはあのままの状態ですので、危険箇所はわかって

おりますので、十分安全対策、電柱にトラマークのカバーをしまして、

周りをトラ柵で囲うという形で対処していきますので、いましばらく電

柱の移転には時間がかかると思います。 

平手会長   夜は暗いですか。 

丹羽委員   夜はいいです。電気がついておりますので。 

美濃輪委員  歩道橋が今度、決定しておりますね。歩道橋を今までの場所より多少

南へ移動するというようなことらしいんですが、さっき申し上げた小学

校の例の薬師橋のところと、それから３号調整池ですね、ここの西と東

も通学路になっておるんですね。それで、去年、味岡小学校の校長先生

がかわって、ことしも教頭さんがかわったんですが、ここの通学路が非

常に危険性があって、通学路を見直したいと、こういう話があるんです

ね。それで、この歩道橋を利用するのは嫌だという父兄がどうも見える

らしいんですね。したがって、それは強制的に利用させたらいいんです

が、歩道橋でも、今あるのは小牧で一番古いようですが、この歩道橋な

らどんどん利用したいなというような最新式の歩道橋をつくっていただ

けるのか、どんなもんですか。どんな設計になってますか。 

 歩道橋をもう使わないという父兄が出てきておるんですよ。だから、

お金かけてやるのは大事ですが、利用できるような設計にしないと、お

年寄りも子供も喜んで、お年寄りなんかは絶対上がりませんね。お年寄

りも子供もみんな、この歩道橋は楽だなと言って喜んで使っていただけ

るような、そういう新しい歩道橋をつくらないと、金かけて形式的につ

くるだけでは意味がないですよ。そこら辺をよく研究してやってくださ

い。そういうことが大事なんですよ、今の時代は。 

丹羽係長   今ちょっと図面を用意しておりますので、しばらくお待ちいただきた



いと思いますが、前の図面で説明させていただきますと、今現在こちら

にかかっている歩道橋というのは、ちょうどこの赤で塗られたように真

っすぐ、こちらから上って、名犬線をまたいでこちらへおりるという格

好になっております。やはり上り階段のほうはちょっと急勾配なところ

もございまして、今回設置する歩道橋に関しましては、ちょうどこちら

の東側の西側のまち部分に、今はこのラインで上を渡ってますが、渡る

ラインとしましては少し南側へ下がった位置になりまして、角度的には

こういったバチを巻き込んだ形で上って渡って、またバチに沿っており

てくると、階段部等の段数は歩道橋等の基準にのっとってやっておりま

すので、今よりは上りやすくなって、結局こちらに移動するということ

は、上る段数がより多くなりますので、今現在のものよりは利用は大分

楽になるとは思います。 

 これが今現在の歩道橋です。それに関しまして、今度できる歩道橋と

いうのは、こういった形で、上り口に関しては余り変わらないんですが、

上っていって、このあたりで渡って、またこういうふうにおりる形で、

上る距離としましては少し延びますが、その分段数がふえて上りやすく

なるという形になります。 

 横断歩道も警察と協議しまして、少し外側になっておりますが、段数

的にしましては、今の基準にのっとってやりますと、こういった形の歩

道橋になりますので、段差の一段一段が段差的には低くなってくると思

います。 

美濃輪委員  父兄から話が出ておるのは、非常に使い勝手が悪いと、その割に危険

性があるということで、通学路にこの歩道橋は使わせたくないという意

見が現実に出ておるんですね。校長先生や教頭さんからも相談を受けて

おるんですが、なかなか父兄の皆さんの言われるとおりの要望は取り入

れられないかもしれませんが、こういう設計でいいのか悪いのか私はわ

かりませんが、要は使い勝手をいいようにしてくださいと、ただつくる

だけではいかんよと、こういうことです。 

ﾄｰｴﾈｯｸ委員  これでいきますと、南の西のほうから歩いてきた人が東へ渡るときは、

下の歩道はないですね。ということは、一回ぐるっと回り込んで歩道橋

を渡るという格好ですね。 

丹羽係長   上り口としてはほとんど変わっていないんですが、もともとやはり歩

道橋があるということで、こちらに横断歩道がないということからしま



すと、上り口はどうしても１カ所になります。 

ﾄｰｴﾈｯｸ委員  それだけ回って渡るということなら、余り使わないんじゃないかと思

うけど。 

美濃輪委員  歩道の設計というか、決定しておると思うんですが、やっぱり横断歩

道も小牧署のほうと相談して、こういう歩道橋ができると、そこで、ど

ういう標示あるいは道路標識がいいのか、これは一度、小牧署との相談

によって、少しでも使いやすくということになるかと思いますけども、

そこら辺は役所のほうも警察へ要望はしておいてもらわないかんわね。

もちろん私のほうもお願いに行きますけど、こういうふうで非常に親が

通学路に使うのを嫌がっておると。中学生はほとんど通りませんよ、小

学生の一部だけですよ。それではいかんのです。やっぱり小学生も中学

生も、お年寄りも使ってもらわないかん、本当はね。よろしくお願いし

ます。 

渡辺副主幹  歩道橋に関してですけど、名犬線が交通量が多いということで、警察

との協議の中で、横断歩道橋で渡らせるのが一番歩行者にとって安全と

いう見解は得ておりますので、やっぱり横断歩道を渡っていただくと、

右折の巻き込みとか、車の運転者のマナーにもよりますけど、やっぱり

歩行者の安全を確保するという意味においては歩道橋が一番だと思って

おりますので、警察との協議の中でもそのような意見をいただいており

ますので、このような形で進めさせていただきます。 

倉知委員   今の歩道橋で、今は東西だけですよね。それを南北という検討をされ

たことはありますか。今の利用状況からいけば、東西だけですから少な

いんですが、久保地区からの横断ということを考えた場合には、場所が

ないとかいろいろ諸条件はあるんでしょうけれども、東西だけじゃなく

て、何らかの形で南北を考える、検討してもらうことは、どんなもんで

しょうね。横断歩道で、東京都内で調査したところ、非常に陸橋は少な

くなっているということは言われておるんですけれども、片側だけです

ので、やっぱり利用状況は少ない。危険性という点ではやっぱり言われ

るように必要だとは思うんですが、今までそういう検討をされたことは

ありませんか。 

渡辺副主幹  ここの歩道橋につきましては、岩崎山の区画整理事業の区域内という

形で、現況のかかっている歩道橋につきましては、耐震補強もされてな

くて、昭和40年当時にできた歩道橋ですので、安全性も確保されていな



いという形で、今回、耐震機能のついた基準の、歩道の幅も２メートル

ですので歩行者のすれ違いも十分できるのと、階段の踏み台についても

少し下げて幅広くとってありますので、そういう形で区画整理事業内に

ついての歩道橋ですので、それは整備するんですけど、それ以外につき

ましては、用地的な問題もありますし、そのような形で区画整理課とし

て協議したことはございません。 

平手副会長  歩道にアプローチの部分がかかるでしょう。そうすると、上り口は大

分狭くならないですか。 

丹羽係長   既存の歩車道の分離の部分がちょうどこのラインに来ますので、こち

らから２メートルという形で、こちらに行かれる方はここの歩道を歩い

ていただく、渡る方はそのままここを渡る。もともとの県道が約２メー

トルぐらいの幅があります。そこに特道として区画整理の２メートルの

歩道がまた来ますので、トータルここは４メートルになります。それで、

上られる方はこちらの部分、回られる方はこちらの幅の部分、約３メー

トルぐらいあるんですが、こちらのほうを歩いていただくという形にな

ります。 

平手副会長  それとは関係ないんだけど、そこに歩道があると、西から来た自転車

が東へ抜けるにはどうしても北へ渡らないかんわね。そうすると、北側

の歩道が非常に雑にできているんだわ。旧のいわゆる縁石が頭出したり、

雨が降ると水たまりができたり、あの辺はこの際全部きちっと、図面で

いくと市民センターまでぐらい張り直してもらうといいと思うね。一遍

現地を見てもらうとよくわかるけど。 

渡辺副主幹  その区域につきましては、県道の区域になりまして、市の管轄ではご

ざいませんので、その要望があったという形で県のほうの維持管理課の

ほうに伝えておきますので、よろしくお願いします。 

平手会長   いずれも区画外ということで、いろいろと要望は要望で市のほうから

伝えてもらうということです。そのほかございませんか。 

舟橋委員   ３番なんですが、今道路やってますが、大分あいてますけど、公園と

かそんな予定か、何かありますか。今造成してますが、あそこは何か建

てられるのか、それとも保留地で売られるのか。 

丹羽係長   こちらのほうに関しては、ちょうど今、側溝工事がされております。

それよりもこちらのあいた部分ですが、今このラインが側溝を整備させ

ていただいております。ちょうどこの間があいてますが、こちらは各保



留地等、換地先となっておりますので、今後換地されていく予定であり

ます。 

平手会長   そのほかございませんか。本年度事業計画の中でいろいろと皆さん方、

地元で気がつかれたことが何かありましたら。よろしいでしょうか。 

美濃輪委員  原川の起点の工事ですけど、大分先になりそうですか。今度変更にな

りますね。杲洞寺の横のところから公会堂の北の隅に変更になるという

ふうに図面にはなっておりますけれども、原川だと県の関係ですか、大

分先になるようですか。 

渡辺副主幹  美濃輪委員が言われたのは、起点が変わるという形ですね。県道の南

側からの起点になるという話は聞いております。原川の河川整備につき

ましては県の整備になりまして、なかなか要望しても、県のほうに予算

がないという形で、下流のほうからの整備が先だと、上流の整備は少し

先になるという形は聞いておりますけど、それにもめげず、岩崎の区画

整理事業の早期完了を目指して、原川がネックになっておりますので、

要望等は引き続いてやっていくつもりでおりますので、よろしくお願い

します。 

美濃輪委員  起点だけ先に工事をやるわけにいかんかね。川は下からやるというこ

とらしいんですけど、あそこの起点だけ、大分西へ寄るんでしょ、現状

よりも。わかりました。 

平手(釥)委員           山を削ってもらったところですけど、あれはまだ削ると思うんだけど、

今削ったところがどんどん雨で崩れてくるですよね。削るなら早くやっ

て何とか措置してもらわんと、せっかく溝をつくってもらってもすぐ埋

まっちゃうと思うんだけど。 

丹羽係長   今ご指摘がありました岩崎山のところなんですが、今年度一応こちら

のほうを予定しておりまして、この部分については大方削れてくるとい

うことになります。予算の様子を見まして随時こちらのほうも進めてい

きたいと思いますので、ご指摘のとおり、その辺は日常管理の仮の側溝

等もつくってありますので、それの管理等を小まめにやりつつ事業のほ

うを順次進めていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

平手(釥)委員           今は余り雨降らんけども、大分削れてきておるわね。だから、ちょっ

と砂どめがつくってあるけど、すぐ埋まっちゃうと思うんだわ。 

丹羽係長   一応そういった集水桝も何カ所か予定させてもらってまして、その辺



の管理を日常的に行っていって、なるたけ下の方には土砂の流出がない

ような形で進めていきたいと思います。 

平手会長   ほかはよろしいでしょうか。 

 なければ、ここで質疑を終了いたします。 

 それでは、平成22年度事業計画についてはこれで終了いたします。 

 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。 

渡辺副主幹  前回、審議会で林委員からご提案がございました、現段階での問題が

あり未着工の路線を一覧表でお配りいたしました。全部で15路線ござい

ます。お配りしましたＡ４の図面等で順番に説明させていただきます。 

 まず、番号１番、６－２号、この路線になります。所有者としまして

は、岩崎山の共有名義になっておりまして、現在、岩崎山に３件の共有

名義の土地がございます。裁判を通じて相続人が確定したところでござ

います。今後それぞれの共有名義の分割を協議中でございます。 

 ２番目、３番目ですけれども、２番目の６－15号、３番目の８－１号、

関係者としましては、○○○○○でございます。意見書の提出が出てお

りました道路計画で、換地にご不満がございまして、今後とも粘り強く

交渉を進めていくところでございます。 

 ４番、６－25号、○○○○○でございます。こちらも亡くなられまし

た○○○○○○より意見書が提出されております。道路計画、換地計画

に不満があるということで、今後とも粘り強く交渉をしていきたいと思

っております。 

 ５番、６番、５番が６－44号、６番が６－48号、ちょうど交差点の道

路が取りつくあたりですけど、弘法堂と津島社のお倉等がございまして、

これにつきましては地元の保存会で調整協議中でございます。 

 ７番の５－１、８番、こちらの左岸提ですけど、６－76、９番の12－

２（２）、その南側の６－77の（３）、これにつきましては、２号調整池

の関係で、新しい原川になりますが、そこに樋管を取り出すという形で

県のほうに申請をするところでございますけど、尾張建設事務所と協議

中でございまして、それが整えば、かつての原川の河川へ持っていって

もいいということで、今、尾張建設事務所と協議中でございます。 

 11番、こちらの名犬線です。16－１の原川のところです。こちらにつ

きまして、この箇所ですけど、○○○○○、亡くなられました○○○○



○○から意見書が提出されております。こちらにつきましては、現在、

バチが３メートルで換地されておりますけど、それを広げるような形で

計画しておりまして、それに伴いまして換地とか補償の問題がありまし

て、事業計画の変更が必要となってまいります。 

 12番、木津用水沿いの４－12号のところでございます。現在、北側に

側溝がずっと入っておりますが、この境につきましては、４メートルを

整備しようと思いますと、木津用水の堤防敷を占用してつくらなくては

いけませんので、その木津用水改良区との占用に向けた協議をしている

ところでございます。 

 13番、こちらの路線になります。６－68号。関係者としましては、○

○○○○になります。こちらにつきましては、仮換地の変更等を今、検

討中でございます。 

 14番、15番になります。14番の路線は６－69、南北の６－70の路線で

ございます。関係者としましては、○○○○○でございます。道路計画、

換地計画に不満を持っておられて、そもそも区画整理事業に対して反対

ということでございます。今後とも粘り強く交渉を進めていきたいと思

っております。 

 以上、15路線上げさせていただきましたけど、まだ未施行の路線はご

ざいますが、これは年次計画に基づきまして順次事業を進めていく路線

でございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

平手会長   今、15の物件につきまして、いろいろと説明がありましたが、何かご

質問等あれば、この際承りますが。いろいろと調整、難航しているとこ

ろもあるようですが、引き続き区画整理課のほうにお願いをしまして、

早く解決していくようにお願いしたいと思いますが、何かございますで

しょうか。 

美濃輪委員  12番の４－12号、木津用水の堤防ですね。ここがですね、ちょうど○

○○○さんのところの横の道から３号調整池へ来る間にですね、ここも

やはり通学路なんですね。それで、○○○○さんのところまではいいん

ですが、そこの陸橋の下から調整池のところまでが低くなって、ちょっ

と雨が降ると池みたいになるんですよ。それで、子供がですね、今、子

供たちは大体運動靴履いて通学するもんですから、べたべたになるんで

すね。あそこは結構子供が通るんですね。したがって、最近雨が多いも



んですから、みんな足元が濡れておるということですので、あそこを一

回早急に、一部ちょっと埋めてもらったところはありますけど、池にな

っておるところを、ちょっと砂を入れてもらえないですか。あれは見て

いただければ、雨降りに行ってもらえばわかります。池になってますわ。

だから、木津用水へ水を流すわけにもいかんでしょうから、あれは埋め

て自然に流すということよりしようがないと思うんですが、そういうふ

うな手当てをしてください。お願いします。 

丹羽係長   今ご指摘のありました路線ですが、なかなか構造物等は作れないとい

うことがございまして、今ご提案のありました砂工事で対応できるとこ

ろに関しましては、基本的に砂等を入れまして、構造物等は勝手に作れ

ないところもありますので、今ご指摘のありましたような対応をしてい

きたいと思います。 

美濃輪委員  大きいダンプに２杯ぐらいでいいんじゃない。お願いします。 

平手会長   その他、未施行部分について何かご質問とかお聞きしたいことがあり

ましたら。いろいろと調整をこれからも先ほど言いましたようにやって

いただくということで、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 以上で未施行部分についての説明は終わります。 

 その他で事務局のほうで何かありますか。ありませんか。 

 ないようですから、これをもって本日の審議会は終了といたします。

どうもご苦労さまでした。 

 


