
 

第８９回 

小牧小松寺土地区画整理審議会議事録 

 

平成２８年４月２５日       午後２時００分～午後３時３５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89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90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89号及び90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２８年度事業計画について 

（２）保留地予定地の公開抽せんについて 

（３）保留地譲渡の取扱基準の改正について 

（４）小牧小松寺土地区画整理審議会委員選挙について 

（５）町名設定について 

４ その他 

 

出席者  永井  修  鈴木 昭二  横井伊十郎  鵜飼 一彦 

 森川 満男  綿久産業㈱  森川 勇治  横井 清二 

 玉置 健次 

 

欠席者  玉置 義一  玉置 晴美  佐々木辰興  玉置 勇夫 

 伊藤 弘司  西尾 俊治 



 

事務局  渡辺部長 牧野次長 永井課長 松浦課長補佐  

 舩橋事業係長 杉山庶務係長 三原補償係長 馬庭換地係長 

 松本主査 森主事 林主事 



 

松浦課長補佐  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たいと思います。 

まず、ホチキスどめの１冊と２枚資料がありますが、まず、ホチ

キスどめのほうをご確認いただきたいと思います。 

まず、１枚目に本日の次第でございます。１ページ目が89号の議

案になっております。２ページ目が、その所在と面積になっており

ます。３ページ目がそれぞれの案内図、めくっていただきまして、

４ページ、５ページ、６ページ、７ページ、８ページ目までが詳細

図になっております。次の９ページですけれども、90号の議題にな

っております。次のページが所在と面積になっております。次の11

ページが、その案内図、12ページ、13ページがその詳細図になって

おります。14ページ目が事業計画についてであります。15ページ目

が事業予定になっております。16ページと17ページ目が保留地の公

開抽せんについてであります。18ページ目が、その案内図になって

おります。さらにめくっていただきますと、第28条に定める譲渡の

取扱基準ということでなっております。20ページ目が審議会の委員

の選挙の予定についてであります。21ページ目が町名設定のスケジ

ュールになっております。 

続きまして、２枚の別紙ですけれども、事業の箇所図と、もう１

枚が職員の配置名簿と配置表になっております。 

資料については以上ですけれども、よろしいでしょうか。 

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、ご多忙の中、当審議 

会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

新年度を迎えまして、区画整理課の職員もかわっておりますが、

後ほど課長から紹介させていただきますが、私も昨年度に引き続き

今年度もお世話になりますので、よろしくお願いいたします。 

小牧小松寺の土地区画整理事業の委員の皆様や権利者の皆様方

のご理解とご協力をいただきまして、平成３年の事業認可から２４

年の長い月日を隔てましたが、道路整備につきましては、昨年度全

て完了いたしました。今年度につきましては、前年度から引き続き



 

行っております造成工事と、みどり公園課のほうで整備いたします

東前公園も今年度予定をしているところでございます。 

今後、事務局といたしましても、平成３０年度の換地処分に向け

まして、精いっぱい努力していくところでございますが、委員の皆

様方の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。 

松浦課長補佐  続きまして、牧野都市建設部次長から挨拶を申し上げます。 

牧野次長   小林次長の後任として、この４月から都市整備担当次長の牧野 

と申します。よろしくお願いします。私は、昨年度は同じ都市建設

部の道路とか河川のほうを担当させていただいておりました。こと

しから区画整理のほうを担当させていただくことになりました。精

いっぱい務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

松浦課長補佐  区画整理課の職員につきましては、永井課長から紹介をさせてい

ただきます。 

永井課長   引き続き区画整理課長を務めさせていただきます永井と申し 

ます。よろしくお願い申し上げます。 

それでは、お手元に配付をさせていただきました職員配置名簿を

ごらんいただきたいと思います。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。 

３行目でございます。今年度の区画整理課の職員数は、正規職員

22名、再任用職員１名、臨時職員２名の合計25名であります。昨年

度と比較をいたしまして１名減となっております。この25名で４地

区を担当させていただいております。 

ことし４月１日の異動の状況でありますが、８名が転出をして、

７名が転入となっております。係長以上の職員といたしましては課

長補佐、換地係長、補償係長が異動となっております。 

続きまして、本日ここに出席の事務局の職員につきまして紹介を

させていただきたいと思います。 

先ほどから進行を務めさせていただいております課長補佐の松

浦でございます。 

松浦課長補佐   松浦です。よろしくお願いいたします。 

永井課長   庶務係、係長の杉山でございます。 



 

杉山係長   杉山です。よろしくお願いします。 

永井課長   同じく庶務係の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   続きまして、事業係、係長の舩橋でございます。 

舩橋係長   舩橋です。よろしくお願いします。 

永井課長   続いて、換地係、係長の馬庭でございます。 

馬庭係長   馬庭です。よろしくお願いします。 

永井課長   同じく、換地係の森でございます。 

森 主 事   森です。よろしくお願いします。 

永井課長   同じく、換地係の林でございます。 

林 主 事   林です。よろしくお願いします。 

永井課長   続きまして補償係でございますが、補償係長の三原で 

ございます。 

三原係長   三原です。よろしくお願いします。 

永井課長   以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

松浦課長補佐   続きまして、玉置会長からご挨拶をいただきます。よろしく 

お願いいたします。 

玉置会長   玉置でございます。本日はお忙しいところご出席いただき 

まして、まことにありがとうございました。 

先ほど、部長さんもおっしゃっておりましたが、大体工事のほう

は終了いたしまして、本登記に向けてやっていくという話でござい

ますが、ちょうど私ども、このメンバーで審議会が発足してから４

年２カ月経過いたしまして、最後まで残っておりました難しい２件

の案件が、１件は小牧市の日ごろの努力によりまして、地主の了解

が得られたと、理解が得られたと、１件はどうにもならないので、

計画変更していったということでございますが、今後の審議会の業

務の内容といいますか、仕事の内容というのは、きょうの報告事項

にもありますように、（１）、（２）、（４）、（５）で小牧市の

ほうから説明があると思いますが、今後ともこの審議会の運営に関

して、皆様方のご支援、ご協力をお願いいたしまして、私の挨拶と

いたします。ありがとうございました。 

松浦課長補佐  ありがとうございました。 



 

本日の出席委員は、９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、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

でお手元に配付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） 

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、５番 横井伊十郎委員、６番 鵜飼一彦

委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

続きまして、日程第２、議案事項に入ります。 

議案第89号及び議案第90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。事務局の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 89 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 90 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。 

日程第３、報告事項に入ります。 

報告事項１から５について、一括して事務局の報告を求めます。 

松浦課長補佐   １番目、小牧市土地区画整理事業の平成２８年度事業計画につ

いて、ご説明申し上げます。 

14ページの算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、歳入歳出合計それぞれ１億615万

7,000円となっております。前年度に対して１億5,164万6,000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１款保留地処分金で3,200

万円、３款市費からの繰入金は7,315万4,000円を計上したものであ

ります。 

一方、歳出では、１款総務費で1,862万8,000円、審議会費、人件

費、事務費及び審議会委員選挙費等であります。 

２款事業費で5,889万5,000円、換地処分に向けた準備業務等であ

ります。３款公費費で2,763万4,000円、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、２８年度事業予定であります。次のページ、15ペー

ジをお願いいたします。 

１の工事費としては、道水路工事費で1,000万円、道路維持工事

などであります。その下段、造成等工事費で500万円、街区造成工

事などであります。その下段、交通安全施設設置工事費で150万円、

反射鏡、道路照明設置工事などであります。 

２の補償費としては、物件移転補償費で100万円、不測の事態に

対応する工作物の補償費であります。 

３の委託費としては、測量設計委託料で3,480万円、換地処分準

備業務、仮換地計算及び杭復元業務などであります。その下段、物

件調査委託料で100万円、不測の事態に対応するための工作物など

の調査であります。その下段、除草、浚渫委託料で200万円であり

ます。 

４のその他として、修繕料180万円で、区域内道水路の緊急維持

修繕費であります。 

続きまして、別紙、本年度の工事予定箇所につきまして、事業係

長の舩橋よりご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

舩橋係長  それでは、平成２８年度の工事について、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、よろしくお願します。 

まず、図の色ですが、緑色が平成２７年度までに完了しました箇

所であります。道路整備としましては、全て完了しております。次

に、青色が平成２７年度から平成２８年度へ繰り越しをしました箇

所であります。 



 

１カ所ありまして、１番とありますが、小松寺団地の南側、東前

公園予定地の西側になりますが、84街地の緑地整備工事で株式会社

ノムラが現在施工中であります。８月２９日の完了予定であります。 

なお、東前公園につきましては、みどり公園課の発注になります

が、平成２８年度の秋ごろから整備する予定であります。また、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。地区の皆様には、極力ご迷惑をおかけしないよう注意

をして進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

以上で、今年度の工事予定の説明を終わります。 

杉山係長   それでは、（２）の保留地予定地の公開抽せんについて、ご報告

させていただきますので、16ページをお開き願います。 

今年度、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、８月１日号の広報にてＰＲい

たしまして、８月１２日受付開始、８月２６日締め切り、８月２９

日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、17ページの９番をお願いします。 

平成２８年度公開抽せん処分予定保留地は、新規の売り出し物件

で、先ほどの議案で説明させていただいたものであります。場所に

つきまして、18ページに赤表記してございますので、ご確認のほど

よろしくお願いいたします。 

保留地の公開抽せんについての報告は以上であります。 

続きまして、（３）の保留地譲渡の取扱基準の改正について報告

させていただきますので、１枚はねていただきまして、19ページを

お願いします。 

小牧市土地区画整理事業施行規則第28条に定める譲渡の取扱基

準において、網掛け部分を平成２８年４月１日から追加しました。 

理由につきましては、事業期間の延伸で区画整理の完了時期が変

更になり、いつまでも保留地を譲渡することができず、影響を受け

ている買受人の方がみえたり、まだ事業終盤に差しかかっている地

区の未処分保留地については、販売促進を図る必要があることから

改正を行ったものです。 

なお、（６）に記載の「仮換地課税に移行した地区」とは、現在、

小松寺地区及び岩崎山前地区であります。 



 

保留地譲渡の取扱基準の改正についての報告は以上であります。 

馬庭係長   私から、報告事項（４）小牧小松寺土地区画整理審議会委員 

選挙につきまして、ご報告をさせていただきます。恐れ入りますが、

お手元の資料の20ページ、「尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画

整理審議会委員選挙の予定について」と書かれた資料をごらんくだ

さい。 

現審議会委員の皆様の委員任期が来年、平成２９年２月24日まで

となっておりますので、次期審議会委員の選挙を資料のとおり行う

予定としております。 

１の委員の定数でございますが、15名となっております。内訳と

いたしましては、土地所有者から11名、借地権者から１名、学識経

験者が３名となっております。学識経験者の３名につきましては市

長が選任することとなっておりますので、そのほかの12名につきま

して選挙を行うこととなります。 

２の委員の任期でございますが、条例におきまして任期は５年と

なっておりますので、平成２９年２月２５日から平成３４年２月２

４日までとなります。ただし、後ほどご説明させていただきますが、

平成３０年度に区画整理事業の換地処分を予定しておりますので、

次期審議会委員の方の実質の任期は、そのころまでとなる見込みで

あります。 

次に、３の選挙日程でございますが、あくまで現時点での時期の

目安としてごらんいただければと思いますが、主な項目を資料に記

載させていただいております。 

平成２８年１１月下旬の選挙期日の公告に始まり、選挙人名簿の

縦覧、委員定数の公告を経て、平成２９年１月下旬から２月上旬に

かけまして立候補者の受付を行います。立候補者が定員を超えた場

合には、２月下旬の選挙期日におきまして選挙を行い、当選人が決

定することとなります。その後、当選証書及び選任証書付与式とあ

わせまして、新しい委員の方々での第１回目の審議会を、２月下旬

に予定しております。 

４の委員の選出方法でございますが、土地区画整理法施行令等の

規定により、立候補または推薦となっております。 



 

審議会委員選挙につきましての報告は以上となりますが、先ほど

お話をさせていただきました換地処分の今後の予定などにつきま

して、ご説明をさせていただきます。 

本地区におきましては、今年度の事業計画についてのご報告でも

ございましたが、今年度の中ごろまでに緑地整備工事が完了し、維

持的な工事や公園事業など他事業で行う工事を除き、道路整備等の

工事がおおむね完了する予定となっております。 

こうしたことから、平成３０年度に土地区画整理法第103条に基

づく換地処分公告を予定しております。この換地処分公告後すぐに、

土地区画整理登記を行い、現在の仮換地の形で法務局に登記される

ものであり、清算金の徴収・交付事務は引き続き行っていくことと

なりますが、実質土地区画整理事業の完了と申し上げられるもので

あります。 

この換地処分に向け、今年度「換地処分準備業務委託」を発注し、

換地処分に必要となる基礎的資料を作成いたします。また、進捗具

合や状況に応じては地元説明を行うことも考えております。 

換地処分を迎えるに当たりましては、審議会委員の皆様には、こ

れまで以上に議案の審議など、お力添えをいただくことがございま

すので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

以上、簡単ではございますが、審議会委員選挙についての報告と

させていただきます。 

引き続き、報告事項（５）町名設定について、ご報告させていた

だきます。恐れ入りますが、資料の21ページをお願いします。 

町名設定につきましては、平成３０年度の区画整理事業完了にあ

わせまして、区画整理区域内はもとより、さつき台や味岡中学校の

東側など、区画整理事業に含まれない区域や、場合によっては小松

寺団地も含めまして行う可能性があり、市の協働推進課が所管して

事務を進めております。 

既に、本年２月から関係区長様に対しまして説明が始まっており

ますが、区画整理審議会委員の皆様に対しましては、御報告が遅く

なってしまったことをおわび申し上げますとともに、改めて今回の

審議会にてご説明をさせていただきます。 



 

今回お配りの資料は、２月に区長様に対して配付をさせていただ

きましたものと同じものでございます 

平成２８年度につきましては、関係する区の区長・副区長様にお

集まりをいただき、検討会を予定しております。その後、町名設定

の範囲や新町名などを決定し、平成２９年度に住民説明会を予定す

る運びとなっております。詳しい説明等は省略させていただきます

が、３カ年をかけて進めていくこととなります。 

今後は、審議会委員の皆様に対しましても、審議会開催の折に情

報提供をしてまいりたいと考えております。 

以上、簡単ではございますが、町名設定についての報告とさせて

いただきます。 

玉置会長    報告は終わりました。ご意見、ご質問をお願いいたします。 

横井委員   事業は２８年度の単独としてはないということで、２７年度の 

繰り越し事業の箇所を２８年度にやられるだけであって、２８年度

単独としては、工事はもうないということですか。 

舩橋係長   今、委員が言われましたとおり、新規の工事としては緑地整備 

工事１本だけです。後は、道路をつくってから時間がたっておりま

すので、随時道水路の補修工事を、本年度と来年度にかけてやらせ

ていただく予定であります。 

横井委員   わかりました。区画整理課としての専権事項としては、もうな 

い。あと公園の整備等々、区画整理外の部署で推進をしていただけ

るということですから、今後はっきり言うと、工事としてはもうな

い。一直線に本換地に進んでいくんだと、こういう理解でよろしい

でしょうか。 

舩橋係長   新規の工事としては、一本だけでございます。よろしくお願い 

します。 

横井委員   それから次ですけれども、今職員の方の説明をいただきました。

換地係長の馬庭さんとおっしゃるんですか。本換地に向けての、る

る言葉で事務局のご説明をいただいたわけですけれども、我々は聞

いているだけで、「うん、そうか」ということなんですけれども、

そういうものをやはりチャートとして、一部添付していただけたら

ありがたかったのではないかと思います。それが２つ目。 

馬庭係長   事業の完了に向けての流れというか。 



 

横井委員   今後の２８年度からずっと、本換地に向けての、るる説明がござ

いましたよね。その言葉の中でも、そういうものが我々でも、ある

程度把握しておくという流れのものが、１枚添付されていたほうが

いいではないかということです。わかるように。口で言っても忘れ

ますし、そういうものとして、こういうふうで今後いくんだなとい

うことで。町名の設定についての流れがありますけれども、区画整

理課としても、今後本換地に向けて、こういうものは簡単なもので

いいんですけれども、つけていただきたかったなと思います。 

馬庭係長   そういった換地処分に向けての流れですね。そういった事務手 

続等も含めて、説明だけだと難しい部分もあると思いますので、ま

た折を見て、そういったスケジュール等を資料でつくってお示しさ

せていただくようにしていきたいと思います。 

横井委員   ありがとうございます。それから、会長いいですか。 

次に町名設定についてですけれども、これは区画整理課の担当外

ということで、お聞きしているところによりますと、協働推進課の

ほうでまとめるんだということを、私は初めて知りました。これは

事務局から、そういうことで教えていただいたんではなくて、今日

出席の皆さん方について、経験されている町名の方があるかもしれ

ませんけれども、久保とか小牧市内の中央の方は委員にいませんけ

れども、過去にはそういうことがあったということは承知していま

すけれども、どこの担当ということについては、全く我々は素人で

したから、知らなかったんです。もう既に２７年度の２月に関係区

長を集めて、これについて説明があったという事実を、本当に最近

知ったわけでございます。 

この引き金と申しますと、事務局の方々につきましてはご存じだ

と思うんですけれども、本日ご欠席の玉置晴美さんのほうから電話

がありまして、「こんなふうで進んでいるようですけれども、横井

さん知ってみえましたか」ということで、２７年度の区長からも、

そんな話の報告がありましたというようなことで電話が実はあっ

たんですけれども、「いや、そんなのは全然知りません」、「そう

ですか」ということで、玉置晴美さんのほうでは、地権者のほうか

ら、こういう話があるんだけどということで、初めて聞いたという

ようなお話が実はあったわけです。それで、うちのほうについても、



 

２８年度の区長に、２８年度からの区長の申し送り事項の中に、本

件の町名変更についての書類が残っていないかということで尋ね

たら、ありますということで、コピーして持ってきてくれたわけで、

ああそうかと。やはり玉置晴美さんがおっしゃったとおりなんだな

ということで、我々はどこで町名変更をやられてもいいんです。こ

の小松寺地区の、いよいよ二十数年たって、事業も完了してきて、

いよいよ終盤を迎えたということは、大変喜ばしいことで、いいん

です。どこでやられても結構なんですが、やはり、そんなことを審

議会委員の人が知らないのということを、実はおっしゃったという

ことで、電話もかかってきましたし、全く玉置晴美さんと私は全く

同意見でして、ここにお見えになる山田さん初め玉置晴美さん、私、

当初からの人間は３人しかいないわけですが、我々の大先輩でもあ

るし、いろいろご指導いただいた玉置晴美さんですから、全く私も

同意見ですよということで、今日はご都合が悪く欠席でございます

が、ぜひ行けたらそういうことを言いたかったということで、おっ

しゃってはおられました。 

何を私は言いたいかというと、そういうことをやられたというこ

とや、また、やられる計画があるというようなことを、ある程度、

予備知識として持っていたら、玉置さんの立場でしたら、委員も知

らなかったのかと。いわゆる、そういう話を聞いているよと。こう

やって進捗していくんだということで答えられたということなん

でけれども、全く私も同意見で、協働推進課のほうで進めるんだと

いうことは職員さんの中では当たり前のことかもしれませんけれ

ども、我々はそういうことは素人ですから、そんなふうに進んでい

るのかということで、前もって、そういうことのお示しがなかった

というのが非常に残念だなということです。別にいいづらするとか、

そういうことではないんですね。そういうものは知識として持って

おくということが、地権者からいろいろと長年協力をいただいた

方々の意見としても、回答もできる立場にあったのではないかなと

いうのが非常に残念だということでございます。 

私も話が長くなりますけれども、過去は一言居士でならしてきま

したので、随分昔から山田さんからも、いろいろと、「まあ、まあ」

ということでご指導を受けた立場にありますので、最後になります



 

けれども、ますます完了が近いということを大変喜ばしいことだと

いうふうに思っております。 

よその課の動きをここで話すのは、全く区画整理とは関係があり

ませんので、そのことをどうこうということは言いません。区長か

らも21日の６時半から味岡市民センターで新の区長、関係区長を集

めて、ありますということも聞いております。それがどういうふう

に進んでいくかは、我々は見守っていくわけでございます。先ほど

もちょっと、係長のほうからも「事前に話をしなかったのは残念だ

った」ということをおっしゃっていただけたので、その一言で結構

だと思いますけれどもね。それに関連して、今後の進捗についても、

やはり事務局と一体で、我々も協力していくという体制で本日も来

たわけですから、念頭に置いて今後推進をしていただきたいという

ことでございます。 

今日は、玉置さんからもいろいろとご意見を伺っておりますが、

玉置さんの弁、私も弁も全く一緒ですので、玉置さんにかわって発

言するのではなくて、私の個人の意見として申し上げておきたいと

いうふうに思っております。 

会長、以上でございます。 

永井課長   ただいま横井委員のほうから温かいお言葉といいますか、叱咤 

激励等をするようなお言葉をちょうだいいたしました。このたびの

町名設定の事務につきまして、委員の皆様にはご心配をおかけする

ような事態となりましたことを、改めておわびを申し上げたいと思

います。特に審議会委員の皆様方におかれましては、長年にわたり

区画整理事業でご尽力をいただいていたということでございまし

て、やっと平成３０年度の完了が見えてきたということで、この締

めくくりの段階ということになりまして、粗相があってはいけませ

んので、私どもも気を引き締めて、これからの事務を進めてまいり

たいというふうに考えております。 

町名設定等につきまして、お気づきの点がございましたら、私ど

もの区画整理課の職員へ伝えていただけますならば、私どものほう

からも協働推進課に対しまして、いただいたお言葉等を伝えてまい

りたいというふうに考えておりますので、今後ともご指導、ご鞭撻

をいただきますようによろしくお願い申し上げます。 



 

以上です。 

横井委員   ありがとうございました。 

森川委員   今、横井さんのほうから質問があったんですけれども、私も２７

年度に小松寺の区長をやっておりまして、ことしの２７年度２月、

先々月、町名変更の打ち合わせがあるということで、最初の説明会

ということで、関係する区長が市民センターに集まりまして、話を

伺ったわけですけれども、そこの中の主催者が協働推進課だったと

いうことで、そのときに初めて「えっ、これは区画整理課ではない

の」と、「なぜ協働推進課がやるの」ということで疑問に思ったわ

けですけれども、そのときに突然、２７年度の区長をずっと４月か

らやってきていても、区画整理のことについては何ら関与していな

かったということで、一番最後の２月になって町名変更だけが出て

きたと。しかも、それが協働推進課だと。普段は協働推進課から、

いろいろ、これやってください、あれやってくださいということを

言われていたんですけれど、突然、区画整備課ではなくて、協働推

進課からそんな話が出てきて、そのときに「あれ、どうしてこんな

最後の部分だけ区長が関与していくのかな」という気がして、その

ときに最初でしたから、２８年度以降、こうして進めていきたいと

いう話があったときに、当時のどこかの区長のほうから、「もうこ

れは区長だけでは大変だから、副区長も一緒に１人でも多く聞いて

もらったほうがいいではないか」ということで、そういう意見があ

って、今年の４月から新しい区長と副区長が、先回あったんですけ

れども。そんな感じはちょっとしました。土壇場になって区長も絡

んできたと。 

横井委員   森川さんのご意見に口を挟んで申しわけないですけれども、僕

だけではないんですよ。委員の方もやはり、特に森川さんの場合は

２７年度の区長というお立場にあって、「あれ、これは区画整理で

はないのか」と、「区画整理課は全然関係ないのかな」というのは、

本当に偽りない気持ちだと思うんですよ。だからその前に、町名変

更のときにはこういうふうにいくんですよというのを、何遍もくど

いように言いますが、さっき僕の言ったように、予備知識として委

員の中にも浸透をしておいてほしかったということなんです。それ

が残念だったと。そこに玉置さんの意見が全く同感なんですよ。 



 

まあ、内訳話をしますと、電話がかかってきまして、一応溜飲を

下げましたということで、笑顔で笑って電話してくださったので、

「ああ、先輩よかったですね」と、「今度２５日のときにも、私、

横井の意見として、僕も言いたいことがありますから、きちんと言

ってきますから、先輩ご安心してください」ということで電話を切

ったようなわけです。玉置さんは「横井さん、頼むよ」と言ってお

られましたので、「久しぶりに議事録をにぎやかせてきますわ」と

いうことで、今日はお邪魔したわけでございます。 

以上でございます。 

綿久産業㈱委員  先ほど、課長からのお話だと、何かあったらねという話でね、

簡単に言うと。情報をもらわないと、何かあったら言いようがない。

課長の挨拶では、何があったらと言えという、情報をこれからどう

いうふうに伝えますかということをやるのか。そっちでやってもら

うので関係ないですよと言われるのか。どういうふうなということ

のお話が一切ない。だから、それは別に役所としては、係でやって

もらうから、区画整理は、これからは連絡しませんというなら、そ

れならそれで決めてもらってもいいけど、情報をくれということな

ら、情報をこちらにまず流してもらって、意見を吸い上げるという

ことなのか、どういうふうなことか知らないが、課長のお話を聞い

ていたら、何かあったら言いなさいよと。こちらからは情報を流し

ませんよというご返答でした。それは部長、どうされますか。言う

ことをきちんと明確にしてください。そうでないと、横井さんたち

も納得しないと思うので、これは課長の権限ではできませんから、

部長として言ってください。 

渡辺部長   先ほど課長が申しましたのは、うちのほうの協働推進課から情 

報を得て、横のつながりをしっかりと持って、区画整理課として審

議会の委員の皆様に情報を与えて、こちらから情報提供をして、そ

れから意見吸い上げるという形で言ったつもりだと思うんですけ

れども、そのような形でとられなかったということは、言葉足らず

だなと思っております。私は今部長として、横とのつながりを責任

持って情報を共有しながら、委員の皆様には、そのような形で町名

変更については情報を流しながら、意見を吸い上げていきたいなと

いうふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。 



 

横井副会長    私も、今日初めてお聞きしまして、非常に驚いております。 

いろいろ区画整理の中の事業についての案内は、その都度いただい

ていたんですけれども、この町名に関して一切の情報を得ずに、今

日来たわけです。そういうことで驚きと、なぜそこへ審議委員会が

参加していないのかなと。じゃあ、今まで何をやってきたんだろう

というような気持ちが非常にありまして、いろいろおっしゃいます

けれども、資料の中の形が、もっと我々に伝わってくるように、審

議委員会にね。やっていただかないと、何のための審議委員会かな

と思ったりして、たまたま私がこういう役を引き受けさせていただ

くときに、今後、ＯＢの方が町名、番地、いろいろこういうやっぱ

り昔からいる人間が小松寺でもどこから始めるのがいいとかいっ

て、引き継ぎされたんですよ。そこまでは私はなかなか言えないか

もしれないけれども、先輩諸兄が区画整理をしながら、どういう名

前にしたらいいのか、どこから一丁目を始めるとか、いろいろＯＢ

の方も心配されて、自分はもうおりるから、おまえらが今度はそう

いうことを真剣に考えて、市とけんかしてでも町名を残すところは

残さなければいけないというような叱咤激励をされて、この役を受

けさせてもらったんですけれども。それが我々も、なんら報告をい

ただかなくても結構なんですけれども、区画整理の方々が町名を決

めるものだと、皆さんおっしゃるとおり考えていたのが、聞いたこ

ともないような協働推進課という名前が突然と出てきまして、そこ

がまた区の正・副区長を呼んで、そこに審議委員会が誰もいないと

いうのは、それでいいのかなと。組織をどういう形で進めていくの

がいいのか。これはいろいろ問題があると思いますけれども。今ま

で携わってきた人間が誰も出ていなくて、何も知らない人が町名を

決めると言われたって、思いがあるのか、ないのかもわからないと

いうような、非常に今日聞いていて私は寂しく感じました。 

であれば、工事も終わったから、一切もうこれでいいんではない

のかと。一番重要なことが残っていると思っているから、今まで辛

抱してやってきたわけですけれども。そんなことであれば、やる意

味があるのかなというのが、今日、そういうお話を聞いて全て初耳

だったものですから、非常に自分自身情けない気持ちのほうが大き

かったです。 



 

以上です。 

玉置会長   この問題につきましては、私も玉置晴美委員から、横井さんにお

っしゃった同じ内容を聞いたんです。私も３５年役人をやってきま

して、事務分掌というのは、役人というのは固く考えるものです。

町名設定は、当審議会の審議事項ではないので。意見を言ったり、

同意したりする事項ではないけれど、今の横井さんではないけれど

も寂しいな、そう思ったわけなんです。従来から公園の関係とか、

他課の業務であっても、公園課が来て説明してくれましたね。だか

ら、よく公園課の職務の事項であっても、事前にある程度わかって

いたものです。部長さんがおっしゃったように、これからは情報を

提供してもらって、区画整理審議会としての意見を言うということ

にしましょう。 

横井副会長   一住民として、説明会があれば聞くということになってしま 

う。 

玉置会長   小松寺区としては、２８年度の副区長に本審議会の鈴木委員がな

られ２９年度の一番難しい時期に区長になられるので、いろいろ情

報は知らせてもらえると思います。小松寺に関係の無い町名が出て

きたら大きな問題になると思います。 

横井委員   会長も同じ意見、森川さんも同じ意見、副会長の横井さんも 

全く皆同じ意見だということは、非常に玉置さんも喜んでおられる

と思いますよ。議事録を多分見られると思うので。今まで我々が経

験していないだけで、協働推進課、そんな課があったかと。そこで

やるんだということで、ずっと調べてみると、久保新町とか、・・・、

あの辺とかそれから小牧の駅周辺、中央、あの辺も過去そういうこ

とでやっているんですね。協働推進課でやっているんですか。 

渡辺部長   そうですね。昔は生活課というところがありましたけれども。 

横井委員   そこは区画整理ではなくて、町内整備か何か。 

渡辺部長   大体、区画整理が全て、ここで言うと北屋敷が２０年度完了し

まして、そのときに地番設定、町名変更はさせてもらっておりま

すけれども。 

横井委員   そういうことでやっていたということは知っていますが、区画

整理が完了してきたから、今回そこから町名変更が出るというの

は、初めてではないんだね。 



 

渡辺部長   初めてではないです。 

横井委員   常普請あたりも昔ありましたものね。 

渡辺部長   はい。そうです。久保新町も。 

横井委員   ずっとありましたね。我々が知らなかっただけだった。我々は

認識が足らなかったということだね。 

横井副会長   ですから、そういうことも含めて、そういうふうに始まってい

くよと。ですから、何かあれば意見を言ってくださいよというこ

とを言っていただかないと。 

横井委員   そこがポイントだというのを、さっきから言っているんです 

よ。それを、おととしかなんかに、「あと、本換地まで何年かか

りますか」と言ったきに、「二、三年ぐらいかかりますね」とい

うようなことをお聞きしたことがあるんです。去年、おととしだ

ったかな。そのときに、そういう流れを言っていただくと議事録

にも残ったろうし、記録として残っていたので、手元に書類がな

くても「そのときにお話ししましたよ」と言えば、「ああ、そう

だったですか」と。議事録をひもとくことができますので、そう

いうときに言っていただくよかったと思うんですけどね。まこと

に地権者の方には、「聞いておりません」ということで、今副会

長が言われたような情けないような話になってきていたわけです。

本音の話ですよ、これは。今日はいっぱい話をさせていただきま

した。 

永井課長   ただいま皆様方からお叱りのお言葉を頂戴したと思っておりま

す。今、残念だったというお言葉が、私どもにとっては一番重い

言葉だなというふうに考えております。いずれにしましても、皆

様方への情報提供が足りなかったということで反省をいたしてお

ります。今後につきましては、先ほど、ちょっと言葉足らずだっ

たところもありますけれども、まずは、この２月に情報提供をせ

ずに進んでしまったということでございますので、これから私ど

もでしっかりと皆様方に情報提供をさせていただいて、少しでも

円滑に事業が終了できますように、また改めてお知らせを申し上

げたいというふうに考えておりますので、ひとつよろしくお願い

したいと思います。 



 

それから今回、協働推進課のほうで町名設定ということでござ

いますけれども、今回から初めてということではなくて、先ほど

から話が出ておりますように、前は生活課のほうで所管をしてお

りましたけれども、町名設定については、21ページの資料のとこ

ろをごらんいただきたいと思うんですけれども、下半分の表のと

ころに、平成２９年度の８月に町名等整理審議会と書いてござい

ます。これについては、町名設定のほうで審議会が招集をされる

予定、また委員の任命がされるというようなことになっておりま

して、それらの所管が協働推進課ということでございまして、こ

れは過去から、ずっとそのようなやり方でやってきたということ

でございます。 

それから区画整理の区域内で新たな地番がつくというのは、こ

れは必須でありますけれども、先ほど係長のほうから説明させて

いただいたとおり、さつき台については、恐らくこれは入れてい

かざるを得ないだろうということ。それから場合によっては小松

寺団地も町名設定の範囲に入ってくるのではないかということ。

それからもう１カ所、味岡中学校東側の一画も区画整理には入っ

ておりませんけれども、そのあたりも町名設定をする必要がある

だろうということで、区画整理の範囲を少し超えたところが対象

となるということで、区画整理課では所管していないということ

で、縦割りで大変申しわけないんですけれども、そういった実情

となっております。 

新しい町名が何になるかということにつきましては、大変地元

の皆様としても大きな問題でありますので、特に今この地区は大

字小松寺、それから大字久保一色、後は文津となっているところ

もありますので、区長さんに対しても、５つぐらいの区が入って

くるというような状況でございますので、特に、例えば、小松寺

何丁目となるとしても、今、久保一色や文津の方々に対しては、

大変大きな組みかえとなりますので、これからそのような点も含

めまして、皆様に対しては、かなり大きな問題でありますので、

私どもといたしましても、できる限りの情報提供に努めてまいり

たいというふうに考えておりますので、今後ともよろしくお願い

申し上げます。 



 

横井委員   今、永井課長に説明していただいたんですけれども、協働推進

課でやっているから、区画整理は意見とかそういうものを言えな

いんだということがあるかどうかわかりませんが、一応やはり横

の連絡というのをきちんととっていただいて、専決事項ではない

ので、課が違いますから。別の課でそれなりの責任を持ってやっ

てみえるからあれですけれども、その辺の横の連絡というものを

密にしていただいて、我々が心配しているところはどういうこと

なのかと、気にしているところはどこなんだというところを頭に

置いて、横のつながりを持っていただきたいなと。単刀直入に言

いますと、小松寺については行政区はいろいろ乱れておるんです

ね。小松寺一区画だけではないんですよ。久保もあれば、岩崎も

あれば、文津もあるということで、大字小松寺何番地と、大字と

いうのがなくなって、何か新しい町名になるということで、その

町名の中で、区の中でも、何丁目の中でも行政区が入り乱れると。

２つになるところもあるし、３つになるところもあるということ

が発生してくると思うんですね。そういうことも考えられるので

はないかと、僕らは素人ですが。 

例えば、いい例で言いますと、小牧中央へいきますと、今日も

実はぶちあけ話をしますと、前職員であった方に、たまに喫茶店

で会うんです。「実は、こういう審議会があるんですよ」と言っ

て。「町名変更をすると言ってきました」、「そこまでいったの

か」と、彼も非常に感無量の話をしてみえたんですが。そういう

話を聞いて質問したんですけれども、彼もいろいろと同級会の中

で、区画整理のＯＢの方なものですから教えてもらったんですが、

二重掘も中央も行政区が分かれているよということをおっしゃっ

ていたので、そんな細かく分けることができないので、そういう

ものなのかなということで、「よく勉強になりました」と言って、

彼とお話ししておりましたけれども。 

そういうことで横の連絡をとってやっていただきたいなという

ことで、非常に口数が多くて申しわけありません。以上でござい

ますが、その他で、またちょっとありますのでお願いします。 

玉置会長   そういうことで、当方としても横の連絡を持って、情報を知ら

せていただくと。意見を言う機会もあるではないかと思います。 



 

日程第４のその他に入ります。 

その他、何かございますか。 

横井委員   これを見ますと、審議会も、あと何回もないと。きょうで89回

ですから、91回か92回ぐらいでもう終わりという見通しですね。

いかがですか。 

永井課長   回数につきましては、今ちょっと何回になるかということの見

通しは立ちませんけれども、確かに現地のほうの工事は終了いた

しておりますけれども、これから審議会の委員の皆様方には、換

地処分に向けての手続きというものが、これから大きなものがあ

りますので、その事務に向けてご了解をいただいたり、ご同意を

いただいたりする必要がありますので、また、その都度お集まり

をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

横井委員   30年には、もう終わるんだということは、はっきり言えないと

いうわけね。30年で一応めどはつくんでしょう。 

永井課長   今、平成30年度の換地処分に向けまして最大限の努力をいたし

ているところでございますので、今現時点で全て大丈夫かという

段階には、まだ至っておりませんけれども、私ども30年度の換地

処分に向けて、最大限の努力をさせていただきたいと思っており

ます。 

横井委員    はい。わかりました。了解です。 

次に２つ目、今回、欠席者が大変多くいらっしゃるようです 

けれども、それぞれ事情があるのでやむを得ないんですが、今回、

通知が余裕がなかったのではないかなというふうに私は感じま

したが、事務局のほうとしてはいかがでしょうか。最低２週間以

上はいただかないとどうかなという。通知が１０日ほどで切羽詰

まっていたなというのが１つ。 

それともう一つ、私が感じたことは、欠席の場合は連絡をして

くださいという書面でしたね。これはもうちょっと、その辺のと

ころは、今まで88回やってきて、こういう連絡をいただいたのは

初めてです。言っておきます。委員から欠席しますと、こういう

連絡をしたのは山田さんはご存じだと思うんですが、初めてです

よ。これ。 



 

綿久産業㈱委員  横井さん、電話で確認もされたんでしょう。 

横井委員   いや、いや、その前に。今回は欠席が非常に多いので出席して

いただけますかという確認だったんですね。これじゃなくて、通

知をいただいたときに欠席される場合は電話にてご連絡いただけ

ますようにお願いいたしますというのは、これは88回やっていて

初めてですよ。もうちょっと市民に対して気配りぐらいしたらど

うなんですか。これ。 

綿久産業㈱委員  ちょっと短かったね。 

横井委員    通知が短いのと、書面。何だ、これはと。歴史が物語って 

いる、今までの歴史が。もう少し市民に対して、そういう細かい

気配りをしてほしいよね。私がその他で言いたいのは、この３点、

以上です。後はありません。 

永井課長   重ねて至らない点があったということで、改めまして重ねてお

わびを申し上げたいと思います。今後につきましては、こうした

ことのないように気をつけてまいりたいというふうに思います。

大変失礼をいたしました。 

横井委員   ほかの委員会のほうにも、ひとつ徹底してください。 

森川委員   町名変更の関係で、６月中に町名設定の範囲を決めます。来年

の１月に新しい町名を決めますということで、おおむねというこ

とが注意事項であるわけですけれども、この関係は区長に任せる

ということですか。町名のどこからどこまで、例えば、小松寺と

いう仮に町名を使ったら、文津の地域まで小松寺というふうに含

んでしまうところもあるだろうし、文津という町名で小松寺の地

域まで含んでしまうというところもあるんですけれども、その判

断を各区長にこの１月とか６月ごろまでに任せるということです

か。それはものすごく難しいと思うんだけど。区画整理としては、

協働推進課に対して、そのことを任せるということですか。 

永井課長   今現在ですけれども、町名設定に対しまして、どの区域でどう

いう名前にするかというのは、まだ確定をいたしていないと思い

ますので、今回この区画整理の審議会で、森川委員の言われたよ

うなご心配があるということは、私ども協働推進課に対して伝え

られますので、こういう意見が出たということは、また伝えてい

きますが、それが区長様だけで決めていっていいのかどうかにつ



 

きましては、まだわかりませんので、その点につきましても協働

推進課のほうに伝えたいと思います。 

森川委員   というのは、鈴木昭二さん、小松寺の副区長で、２９年の区長

をやってもらうわけですけれども、私が頼みにいったときに、こ

の区画整理に絡む町名変更ということを一切説明せずに頼んでき

ています。それを今になって、鈴木さんがこれを決断しなければ

いけないということになってくると、町名の問題だとか、範囲の

問題だとか、そういうことは全然説明もせずに、とりあえず副区

長を受けてもらったんですけれども。そういう大きな問題が、も

し区長が判断して決めるということになってくると、区長として

も大変ではないかなと。ましてやこの町名の決定だとか範囲の決

定は、全区民が納得するはずがないと思うんです。誰かが反対す

る。賛成もあるし、反対もあると。その責任を区長にぶつけられ

ると、ときの区長は大変だなと思うんですけれども、そこら辺、

協働推進課とうまく調整してもらうと、区としてもありがたいの

ではないかなと。 

横井委員   森川さん、痛切に感じたのは、この文面でもそうですよ。区長

が持ち帰って、町内とか自分の区に対して、こういうふうな説明

をしなさいというのは全然ないから。恐らく関係区長、副区長を

集めて、ある程度のたたき台があって、これでよろしいでしょう

かと、ある程度ディスカッションをして、そういうことで次のス

テップへ進むのではないでしょうか。そのために最後の歯どめと

して、町名等整理審議会委員に答申する。ここなんですよね。審

議会委員というのは、議員さんとか、そういう連中でしょう。 

森川委員   いや、わからない。 

横井委員    私はわかりませんけれども、ご存じですか、事務局の方。どん

な方が諮問とか答申の審議会委員は。その中から区画整理の委員

が首を突っ込むということは聞いたことがない。上のほうでやら

れてしまうということですわ。住民に説明があるなんていったと

きには、決まってから説明があるのか。その時分に、があがあ言

っても、何を言っているんだ、もう決まったではないかとなる。

だからその前のディスカッションというのは全くない。省略され

ているわけだ。全部区長や副区長に責任を負わせるということな



 

んだ。大変ですよ、これは。その中で地権者では全くない人で、

区画整理と全く関係ない方が出てきている方もあるわけだから。

その人たちが町名変更したって、それはバックからどんな意見が

出るか、大変ですよ、これは。最後にきて嫌な思いをしたくない

からね。先ほど、本当に副会長さんがおっしゃったけれども、区

画整理も少しは関係するかと思ったけど、全然関係しないのでび

っくりしましたとおっしゃったけれども、私もびっくりしました。 

とにかく本当は協働推進課が来て、ある程度時間をつくっても

らって、こういうふうですというようなことを、区画整理課内の

事務局さん、職員さんにお話ししても、職務権限が違うからだめ

だということですよ、森川さん。私はそう思います。 

申し上げます。つなぎます。回答はこうでした。ああ、やっぱ

りそうかということで、結局、区長が大変ご苦労されるというこ

とは目に見えています、これは。 

森川委員   今までの区画整理で、過去同じような、こういう形でやってこ

られたということなんですけれども、こういう問題というのは起

きなかったんですか。一番最後だけに、町名変更だけを区長に任

せていたと。区画整理の審議委員会もみんな関係ない、この区の

ほうに最後の部分だけ、ぽんと移行されたというのが、ほかの地

域でもあったということですけれども、そういう問題は起きなか

ったんですか。 

渡辺部長   私が経験している中では、起きていません。北屋敷の審議会の

中でも、そういう話は最終的には出なかったです。 

森川委員   話もなかったということですか。 

横井委員   スムーズにいったということだね。我々の取り越し苦労かもし

れないけどね。 

森川委員   そこら辺は、ほかのほうに区が絡んでいなければいいけどね。 

横井委員   そう、そう。一本ならいいんだ。 

森川委員   文津みたいに区が、岩崎も絡む、久保も絡む、小松寺団地も絡

むということになってくると、どこかで町名、今、横井さんが住

んでみえるところは、もしかしたら小松寺になるかもしれないで

すね。 



 

横井委員   ありますね。文津は今区画整理をやっているじゃないですか。

行政区は行政区で区画整理をやっているんですよ。だから、その

辺の兼ね合いが、僕はちょっと心配でというと生意気けれども、

変なふうにならないかなということなんですよ。行政区までもダ

ブるとぐちゃぐちゃになってしまうので、行政区は完全に固定で

すわ。だけど頭に小松寺何丁目とかぶせられるかもしれません。

行政区は文津だけど、何で小松寺をかぶせられるかなと、誰でも

思うんじゃないですか。よく小松寺は久保が一部入るとかあるか

もしれませんよ。そうでしょう。人情としてはそうなるがね。大

字が消えるから、長い目で見れば、それでいいかと解釈するかど

うかですけど。我々にもルールがあるそうですから。それに沿っ

てやられるみたいですけどね、私が情報収集した範囲では。 

玉置会長   地権者が小松寺ではない方が、大分お見えになるということで

すね。 

横井委員   そうですよ。それはそうですよ。区域があるんだもの。 

玉置会長   区長・副区長だけというのは難しいですね。区画整理課に区画

整理審議会として言うだけでも言って、所管事項ではないもので

すから。ですから、伝えてもらってということしかないと思いま

すけれども。 

横井副会長    せっかくの資料が、いつできたか知りませんけれども、やは 

りこれができるまでに案内をいただけましたら、去年の４月ぐら

いにこれが来ていてもいいのではないかと。まだ終わっていない

けれども、３０年でこういうことまでいくよということになれば、

当然。また、所轄がどこかということも、反対に皆さん経験者の

方はわかってくると思うので。 

森川委員   21ページの資料をこれは入れてはいけないよね。この区画整理

の委員会と関係なかったら。 

横井副会長   これを見て、こんな状況になっているんだ。これはもう説明会

があったんだと。私は今気がついたのが、１年前にこれをいただ

いていれば、本当にそれだけはつくづく、所轄はどこであっても

構いません。審議委員が聞いていれば、皆さん納得しないかもし

れないけど、そういう市のやり方だとおっしゃれば、もう何事も

出てこないと思うんです。後から聞くものですから、なんだとい



 

うように思うので。これがあれば、もっと早くスケジュール的な

ことを言っていただけましたらよかったなと。口頭では言っても

らったとは思うんだけど、書面ではなかったと思うので。その辺

がですね。３０年ぐらいには終わるという話は、どこかで聞いた

ような感じもありましたので。そういう中でね。 

横井委員   だから、決定してから説明に入るということなんだよ。 

だから事前に検討会で検討をすると。住民に加えて検討するとい

うことが１つもないんですよ。上から目線ですよ、これは。ちゃ

んとこういうふうに決めたんだと。その場でがたがた言ってもも

う始まらないということです。そういう住民に対しての納得でき

ないというのは、そこなんですよ。区画整理課の職員さんに、そ

んなことを言っても失礼な話かもしれませんけれども、本来なら

ば協働推進課が１人誰か来ていて、これのスケジュールをやって

ほしかったな。ここに入れられるだったら。区画整理課の専権事

項ではないんだから。これを説明する以上は、ただここを見てく

ださいと、説明するだけで終わっているんじゃないですか。本当

に審議会に対して誠意を持って説明するんだったら、協働推進課

の課長が本日来ていなければいけない。それで初めて将来設計ス

ケジュールというのが出てくるわけ。何で区画整理課が説明しな

ければいけないのか。自分のところの専権事項ではないんだ。そ

こが言いたいんだよ。もとを正せば。 

永井課長   町名設定につきまして、日程の第３の報告事項として挙げさせ

ていただいたところではありますけれども、全く今日の審議会で

町名設定について触れないというわけにもまいりませんので、２

月のときと、区長様にお渡しをした資料と同じものということで

ご報告したいということで、報告事項に入れさせていただきまし

た。 

ただ、先ほどからご指摘をいただいておりますように、情報提

供が無かったということで、皆様方からお叱りの言葉を頂戴いた

しましたので、今後につきましては、できる限り情報提供をさせ

ていただくんですけれども、先ほど、森川委員のほうからも区長

様だけで、これを決めるというのは確かに大変なことだと思いま

すので、ただ、どなたかに取りまとめをしていただかないといけ



 

ないということもありますので、その辺も含めて、区長様にお願

いをしたということであろうというように思いますけれども、ど

ちらにしても、今この審議会の委員の皆様であると同時に、地域

住民の方々でもありますので、皆様方がこういったことを心配さ

れておみえになりますよということは、私のほうからしっかりと

協働推進課に対してお伝えさせていただきたいと思いますので、

何とぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

以上であります。 

横井委員   森川さん、昨年度のときに、これ１枚は、協働推進課の資料で

しょう。区画整理課の資料ではないよね。 

森川委員   協働推進課から、このように進める予定ですと。今回はという

ことで２月のときに、４月からこういう形で進めますよと。 

横井委員   このデータ資料は、協働推進課なんだね。 

森川委員   その辺はわからないけれども、区画整理の人も１人か２人は見

えていた。こちらもそれに参加していて、町名変更というのは協

働推進課が担当するんだと。何でそんなふうになるのかなとは思

ったんだけど。 

横井委員   わかりました。 

玉置会長   そういうことで、本日は区画整理課としてできることは、ひと

つお願いしたいと思います。 

それでは、これをもちまして、本日の審議会は終了いたします。 

 


