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 小牧岩崎山前土地区画整理審議会議事録 

 

     平成２３年８月１１日        午前10時00分～午前10時45分 

 

     本庁舎 第４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91号 尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事

業における仮換地指定の変更について(非公開) 

議案第92号 尾張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（非公開） 

議案第93号 尾張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（非公

開） 

         ３ 報告事項 

            （１）平成23年度事業計画について 

         ４ その他 

 

     出席者  倉知 耕市  丹羽 鉄義  平手 滿昭  鈴木 一成 

         （株）ﾄｰｴﾈｯｸ    林  孝充  平手 釥二  栗木 弘之 

          小島 秀公    美濃輪 勲  石澤 忠信  舟橋世壯弘 

            平手  實    平手  昇 

 

      事務局  長瀬参事 渡辺課長 鈴木課長補佐 高木事業係長 

          丹羽事業係長 長谷川庶務係長 竹田換地係長 

          平手補償係長 担当 



鈴 木 課 長 補 佐           本日は、ご多忙のところ小牧岩崎山前区画整理審議会にご出席をいた

だきまして、ありがとうございます。 

 それでは、初めに都市建設部参事長瀬よりあいさつを申し上げます。 

長瀬参事   皆様おはようございます。非常に暑い中、また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。今日もまた多分、１時ごろに

は35度か36度ぐらいになるというようなことをニュースでやっておりま

したが、熱中症には気をつけていただいて、ご自愛いただきたいと思い

ます。 

 市長もかわりまして半年になりましたし、６月の補正予算で肉づけ予

算ということで、いよいよ政策的な予算を組んでいただきました。岩崎

山前にいたしましても１億3,000万円余の事業費、特に補償費でござい

ますが、組んでこれたということもございますので、事業の進捗も図っ

ていけるのかなということは思っております。 

 また、７月には人事異動がありまして、これは異例でございますが、

７月の人事異動ということで、私ども次長職が以前ございましたが、次

長職がなくなったということでございます。また、課長以下も異動がか

なりありましたので、その報告などはまた後で課長がいたしますが、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 本日の議題でございますが、仮換地指定の変更と、それから保留地予

定地と予定地の処分という３件が議案にございますので、慎重にご審議

いただきたいと思います。 

 簡単ではございますが、あいさつとかえさせていただきます。 

鈴 木 課 長 補 佐           続きまして、この７月にございました人事異動につきまして、区画整

理課長渡辺から紹介させていただきたいと思います。 

渡辺課長   改めまして、皆さんおはようございます。本日は大変お忙しい中、小

牧岩崎山前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。このたびの７月の人事異動によりまして、園田課長

の後任で区画整理課長を拝命いたしました渡辺でございます。今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お配りしておりますお手元の資料の平成23年度職員配置名

簿をご参照いただきながら紹介させていただきます。 

 このたびの人事異動によりまして、課長を初め７名の者が転出いたし

ました。そして５名の者が転入してまいりました。職員名に米印、丸印



がついておりますのが転入者及び昇格、課内異動者でございます。 

 先ほどから司会しておりますのが服部補佐の後任で異動してきました

鈴木補佐でございます。 

鈴 木 課 長 補 佐           鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 

渡辺課長   それぞれの担当のほうですが、庶務係長は堀田係長の後任で長谷川係

長でございます。 

長 谷 川 係 長           長谷川です。よろしくお願いします。 

渡辺課長   係員としましては、舟橋主事の後任で岩田主事が転入してまいりまし

た。事業係のほうですが、当担当地区の丹羽事業係長は引き続きお世話

になりますので、よろしくお願いいたします。 

丹羽係長   また引き続きよろしくお願いします。 

渡辺課長   小牧南地区担当の高木係長も引き続きお世話になりますので、よろし

くお願いいたします。 

高木係長   よろしくお願いします。 

渡辺課長   また、竹田換地係長につきましても引き続きお世話になりますので、

よろしくお願いいたします。 

竹田係長   よろしくお願いします。 

渡辺課長   補償係長につきましては、小川係長の後任で平手係長でございます。 

平手係長   平手と申します。よろしくお願いいたします。 

渡辺課長   係員としましては、大平主事が換地係から補償係へ課内異動いたしま

した。また、生駒主事の後任で江口主事が転入してまいりました。補償

係のこの地区の担当でございますが、中村主事と転入してまいりました

江口主事が担当しますので、よろしくお願いいたします。 

 職員数としましては、課全体で管理職１名、一般職１名の２名減とな

りまして、正規職員27名、再任用職員２名の合計29名でございます。今

後は当地区を含めまして区画整理４地区をこの職員で担当してまいりま

すので、これからもご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

紹介とさせていただきます。 

鈴 木 課 長 補 佐           続きまして、平手昇会長からごあいさつをいただきたいと思います。

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。本当に大変暑くなりまして、特に今週は

35度、36度と大変暑い日が続きます。先ほど参事からも言われましたが、

熱中症の搬送者も結構多いということですから、ひとつ水分等を十分と



っていただいて気をつけていただきたいと思います。 

 本当に今日はそういう中で、大変皆様方、朝早くからご多忙の中、当

区画整理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。

また、市の区画整理課の皆様には、当区画整理事業につきましては日ご

ろより大変ご理解とご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 さきの本年４月の審議会で平成23年度事業計画が発表されまして、工

事もそのように進んでおりますが、先ほど参事からおっしゃったように、

山下市長にかわって、６月に平成23年度事業予算の見直しがありまして、

補正予算が組まれたということで、広報にも載っております。その中で、

特別会計に区画整理事業の追加予算の承認がありまして、当地区の追加

予算も、後で説明がありますが、１億3,100万円というふうになってお

ります。また、その説明も後でさせていただきますから、省略させてい

ただきます。 

 昨年までの工事の進捗率は事業費ベースで85.9％というふうに聞いて

おりますが、今回の追加予算により工事の進捗も高まってまいります。

本年度も、とにかく追加工事予算も含めて100％の消化ができることを

ぜひお願いしたいし、また区画整理課の皆さんにも進捗をよろしくお願

いします。 

 そういう形で、当地区の整理事業も今年で20年目に入っております。

相当まちの様子、概容も変わってきましたが、特に安全・安心なまちづ

くりを目指して区画整理事業が円滑に進められ、一日も早く完成するこ

とを願っております。 

 本日は、こういう事業を進めていく上で仮換地や保留地の変更も出て

まいります。追加予算の事業計画も含めてご審議いただき、議事の進行

にご協力をお願いいたしまして、会長あいさつ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。 

鈴 木 課 長 補 佐           ありがとうございました。 

 本日の出席委員は14名でございます。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、お手元の資料のご確認をお願いいたします。第67回尾張都市

計画事業小牧岩崎山前土地区画整理審議会日程という15ページのホチキ

スどめ及び平成23年度工事箇所の表と位置図、前後しましたが、区画整



理課職員の配置名簿でございます。よろしかったでしょうか。 

 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。 

平手会長   ただいまから尾張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 倉知耕市委員、３番 丹羽鉄義委員を指

名いたします。よろしくお願いします。 

 日程第２、議案事項に入ります。 

 議案第91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） 

 続きまして、議案第92号及び議案第93号についての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。（非公開） 

 続きまして、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。 

鈴 木 課 長 補 佐           続きまして、小牧岩崎山前土地区画整理事業の平成23年度事業計画に

ついて説明させていただきます。 

 冒頭、長瀬参事からのあいさつの中でも申し上げましたとおり、６月

議会におきまして肉づけされた予算となりました。 

 それでは、13ページをお願いいたします。歳入歳出補正予算事項別明

細書をごらんください。まず予算ですが、６月補正後の歳入歳出予算は、

４月当初予算から１億3,162万8,000円増の４億2,545万4,000円です。 

 主な項目を申し上げますと、歳入では、１款保留地処分金は当初予算

どおり2,300万円、２筆368.10平米を公開抽選する予定でございます。

３款国庫支出金は3,875万円増の5,980万円、４款県支出金は517万円余

で、当初予算どおりでございます。都市計画道路名古屋犬山線の管理負

担金でございます。５款市費からの繰入金は7,397万8,000円増の３億1,



184万2,000円であります。８款市債といたしまして、1,890万円増の2,4

30万円を計上するものでございます。 

 歳出では、１款総務費は当初予算どおり1,305万円余でございます。

審議会費、人件費等でございます。２款事業費は１億3,162万8,000円増

の３億6,771万5,000円で、工事費、補償費等でございます。３款公債費

は当初予算どおり4,368万円余となっております。区画整理事業のため

に発行しました市債の元金と償還利子でございます。 

 続きまして、平成23年度事業予定でございます。次のページ、14ペー

ジをお願いいたします。 

 １、工事費としては、道水路工事費、870万円増の7,200万円、道路整

備６路線405メートル、排水路整備１路線20メートル、道路維持工事等

でございます。造成等工事費、2,000万円増の4,000万円です。区画粗造

成工事等でございます。交通安全施設設置工事費は100万円で当初予算

どおりでございます。反射鏡、道路照明灯の設置工事でございます。な

お、工事予定箇所につきましては、後ほど図面等でご説明させていただ

きます。 

 ２、補償費としては、物件移転補償費、8,980万円増の１億5,500万円、

４件の物件補償費と工作物補償費を予定しております。ほかに土地が使

えないことによる損失補償費、約２万3,000平方メートル分、350万円は

当初予算どおりでございます。 

 ３、委託費として、測量設計委託、512万円余の増で2,770万円、仮換

地計算及びくい復元工事等でございます。物件調査委託、500万円増の1,

500万円、移転物件調査５件、再積算業務８件等でございます。除草浚

渫委託500万円及びポンプ保守点検委託30万円は当初予算どおりでござ

います。 

 裏面、15ページをお願いいたします。４、負担金として、上水道布設

負担金、200万円増の2,500万円、口径50ミリ～400ミリ、約540メートル、

ガス布設負担金、100万円増の1,200万円、口径50ミリ～200ミリ、約600

メートル、ＮＴＴケーブル移設負担金750万円は当初予算どおりでござ

います。工事延長は約600メートルでございます。これらは工期に合わ

せて行うものでございます。 

 ５、その他として、修繕料他、371万円余で、当初予算どおりでとな

っております。 



 次に、別紙の今年度工事予定箇所につきましては、事業係の丹羽から

ご説明させてもらいますので、よろしくお願いいたします。 

丹羽係長   それでは、私のほうから今年度における事業箇所の予定を説明させて

もらいます。 

 お手元にある資料の中の箇所図のほうをごらんいただきまして、その

中で赤色で印をしてある箇所が前年度からの繰越工事でございます。濃

い青色で塗りつぶしてある番号の箇所については今年度23年度の工事予

定箇所でございます。なお、６月補正によりまして追加工事箇所が１カ

所ふえておりますので、そちらのほうは黄色で塗りつぶしてある箇所で

ございます。 

 それでは、前年度からの繰越工事のほうから説明させていただきます。

図面右側真ん中あたりの西側にあたりますが、道路新設工事で区画道特

４－５号外２、延長は37メートル、施工業者は平井工務店ということで、

こちらのほうは５月末をもって工事は完了しております。 

 続きまして、今年度23年度の工事予定箇所を番号順に説明させていた

だきます。 

 まず、１番は、図面真ん中あたりになりますが、岩崎山の南になりま

すが、道路新設工事、区画道８－４号ということで、工事延長40メート

ルの道路新設工事を予定しております。こちらのほうは補償物件に絡ん

で工事を発注していきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、その１番の西側になりますが、道路新設工事、区画道６

－12号、50メートルでございますが、こちらのほうは８月17日に入札予

定でございます。工期としましては、８月末ごろから大体12月の頭を工

期として工事のほうを進めていきたいと思います。 

 続きまして、３番ですが、道路新設工事、都計道名古屋犬山線という

ことで、図面真ん中の右側になりますが、都計道名古屋犬山線の道路新

設工事を140メートル予定しております。こちらのほうは施工業者が可

児建設ということで、８月16日から３月の頭で工事のほうを進めていき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、その３番の左下になりますが、４番、道路新設工事、区

画道６－44号外１ですが、35メートルを予定しておりますが、こちらの

ほうは施工業者が平井工務店ということで、７月頭からの工期で、９月

末をめどに工事のほうを進めていきたいと思いますので、よろしくお願



いします。 

 その４番のまた左下になりますが、原川沿いになりますが、道路新設

工事ということで、区画道５－１（２）号路線、75メートルを予定して

おりまして、こちらのほうは今、原川の愛知県のほうと工事の調整を進

めております。工期といたしましては、大体10月末ごろからの予定で工

事のほうを行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、６月補正によりまして23年度工事追加箇所といたしまし

て、黄色の１番ということで、青の４番と５番に挟まれた箇所ですが、

道路新設工事といたしまして、区画道６－44号、35メートルを９月末ご

ろからの工期で発注していきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 工事箇所については以上でございますが、この工事箇所に伴いまして、

ガス、水道、下水道などの関連工事のほうも同時に行ってまいります。

また、各街路における粗造成工事、側溝新設工事なども行っていきます

ので、よろしくお願いします。 

 また、工事について、近隣の住民の方には大変ご迷惑をおかけします

けれども、交通安全には十分注意して施工していきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

平手会長   報告は終わりました。ご質問などありましたら挙手してお願いいたし

ます。 

 平成23年度事業予定の中で、２番の補償の損失補償で２万3,000平米

で350万円ぐらいの予算がありますが、これはどんな補償ですか。 

平手係長   資料の14ページの平成23年度事業予定の中の２番の補償の中の２つ目

の項目損失補償で350万円の内容ということでございますが、従前地も

仮換地も使えない場合に、その損失を補償するということで予算を計上

しております。単価としては１平米当たり195円で１万7,948平米分であ

ります。 

 以上です。 

平手会長   もう一つ上の補償物件移転補償ですが、補正が8,980万円ということ

ですが、これは今年度可能な中でこういう予算が入ったわけですか。 

平手係長   資料14ページの先ほどご説明した損失補償の項目の上の物件移転補償

でございますが、物件移転補償としては４件と、工作物等の積算となっ



ております。当然、４件とも予算執行できるように交渉等を精力的に行

ってまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

平手会長   冒頭にも言いましたけど、せっかく予算をたくさんいただいておりま

すから、100％使用してなるべく工事が順調に進むようにお願いしたい

と思います。 

平 手 副 会 長           23年度工事予定の３番、都計道名古屋犬山線、図面で見ると、あとち

ょっとやると全部つながるように思うんですが、これは来年ですか。 

丹羽係長   名古屋犬山線ということで140メートル、一番北側が少しまだ残って

おりますが、こちらのほうはまだ補償物件の絡みが残ってますので、そ

ちらの補償が済み次第、工事となります。 

平手会長   そのほか、事業予定またはこれにかかわるものでも結構ですが、何か

ありましたらお願いしたいと思います。 

林 委 員   補償の関係もいろいろあるわけですが、ちょうど皆さん方もご案内の

ように、東のほうのところがなかなか区画道が進んでないということで

して、そして、先ほどの保留地の入れかえだとか、あるいはそういうこ

とによって、ここの付近の補償がスムーズに行って完了されるというふ

うに思いますので、特に東側の南部分ですね、そういう仮換地の変更と

いうこともやむを得ぬと思います、進捗によっては。したがいまして、

いろいろ交渉をしていただいて、こちらのほうにも区画整理が進んでき

ているなという権利者の気持ちも高めていただくように、お願いが特に

したいと思います。 

 以上です。 

平手会長   ありがとうございます。ということで、よろしくお願いします。 

丹羽委員   工事の造成工事等工事というのは、岩崎山を削る費用ですか。 

丹羽係長   お手元の資料の中の14ページの１番、工事の中の造成等工事4,000万

円でございますが、今ご指摘があった4,000万円の工事の内訳のうち、

大半が岩崎山の造成工事になってますので、今大体２番のちょうど上の

道路までができ上がって、その北側が少し平地になってますが、さらに

奥へ造成をかけいいきたいと思ってます。ただ、山がかなり急な部分も

ありまして、土量的には大体9,000立米ぐらい今年度は出せる予定です

が、２番の左寄りでありますが、大体このあたりを予定しております。 

平手会長   当然あのあたりは排水等を、結構雨が降ると、それは十分踏まえてや

っていただくということで。 



丹羽委員   それと土砂の運搬とね。それをちょっと気をつけてもらって。 

平手会長   土砂はどこかへ持ち去るんでしょ。 

丹羽係長   土砂の運搬なんですが、今回、小牧岩倉さんのほうに3,000立米ぐら

いは流用していただくような形になってまして、残りは残土という形で

処分するという格好になっております。 

平手会長   そのほか、関連することでも結構ですが、せっかくこうやって委員会

で集まっていただきましたので、ご意見があればご発言願いたいと思い

ます。 

美 濃 輪 委 員           ちょっと道路の未整備部分の非常に通学路で危険な場所がありますの

で、これがどうなっているかちょっと聞きたいんですが、場所は、味岡

口の西へ行ったところに原川がありますね、その原川の付近ですね。こ

こは通学路になっておるんですよ。それで、狭い道路になっているんで

すね、ここの歩行者用の道路が。これはどうなっておるんですか。前に

も一遍言ったことがあると思うんだけど、全然何もやってない。現場を

見るとわかるけど、あれはああいう状態で放置しておいたらいかんわ、

狭くてね。 

丹羽係長   今おっしゃられたところは、ちょうどこのあたりのことだと思います

が。 

美 濃 輪 委 員           原川があるでしょ。そこら辺が本当に細い道になっておるんです。ち

ょっと柵がやってあるけども、非常に危険な状態です。だから、この夏

休み期間中ぐらいにちょっと補修でもしておいていただくと助かるんじ

ゃないかなと。通学路をずっと全体に見てみますと、やっぱりそこは余

りよくないんです、はっきり言って。あんたたちも見たらわかると思う

よ。味岡口から？？？？のほうへ行くでしょ、その原川の上の辺が、橋

の上の辺ですね。そこら辺が未整備で非常に危ないです。事故がたまた

ま起きてないからいいんだけども、あんたたちは事故が起きないことに

は動かないので、それではいかんの、本当は。だから夏休み中にちょっ

と補修してやってください。 

丹羽係長   一度、危ない箇所については、確認させていただきたいと思います。 

 それで、未整備ということの内容のご説明なんですが、今まで原川の

放流ということで、２号調整池の放流ということで、それを昨年度、県

のほうと調整を進めてきまして、ある程度の回答をいただきました。こ

こ全体がまだ残っている状況と、新しい川というのがちょっと混在して



いる状況にありまして、それによってここの県道につなぐ道路が、歩道

なんかも少しおくれているような状況でありますが、一応ある程度めど

がたってきましたので、その中で、旧の原川の撤去、この辺の整備を次

年度以降に進めていきたいという形で今計画をしております。 

美 濃 輪 委 員           当然、未整備だから、それはわかりますけど、原川が関係しておるか

らやっぱりおくれておると思うんだけども、今私が言う通学路になって

おる部分だけ、東から西へ行く原川の上の辺は、一回現場見たらわかる

けど、本当に危ないよ。だから、そういう工事の進捗がどうのこうのよ

りも、早急に補修してもらわないかん。 

丹羽係長   危ないところは早急に補修していきたいと思います。 

渡辺課長   美濃輪委員のご指摘のとおり、確かに砂利道で舗装をかけてないもん

ですから、危険な状態になっていることは確かです。ですから、現場を

一度確認させていただきまして、美濃輪委員にも立ち会っていただきま

して一遍確認しながら、補修方法、対処方法を決めて実施していきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

平手会長   ほかにご質問等、ご発言はありませんでしょうか。 

 ないようですから、なければ、これで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。事務局のほうはよろしいですか。 

 その他はないようですから、これをもって本日の審議会は終了いたし

ます。どうもご苦労さまでした。 

 


