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伊岐見主幹  皆さんこんにちは。本日は、ご多忙のところ小牧小松寺土地区画整理

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   どうも皆様ご苦労さまでございます。委員の皆様方におかれましては、

年度初めということで大変にご多忙の中ご出席賜りまして、まことにあ

りがとうございます。また、日ごろ区画整理事業に対しては格別なご理

解をいただいておりますので、またお礼を申し上げます。 

 いよいよ新年度が始まりまして、少し市の22年度予算を申し上げます

と、一般会計では491億円余で前年度比1.2％の減でございます。特に市

税では前年度比6.4％の減で、特に法人市民税、これにつきましては、

今の雇用情勢の悪化、デフレの影響で前年度比約33％の減となっており

ます。一般会計と特別会計がございますが、全会計では1,028億円余で

ございまして、前年度比7.5％の減ということで、非常に厳しい予算と

なっております。 

 こちらの地区につきましては、また後で説明のほうは申し上げますけ

ど、事業費ベースで申し上げますと、21年度末は93.5％で、22年度予算

を執行した場合が95％、まだ５％が残るわけでございますが、しかし、

この問題につきましては今、未着手がございます。これについては、関

係者の理解が得られますよう、さらなる交渉を進めていきたいと思って

おります。また、進めるに当たりまして、委員皆様方のご協力が必要と

いうことを思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後になりますけど、事務局もあと５％の事業終結に向かって精いっ

ぱい努力してまいります。委員の皆様方にも一層のご理解とご協力のほ

どをよろしくお願いしたいと思います。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ます。 

園田課長   皆様、改めまして、こんにちは。平成22年度も職員の定期異動がござ

いまして、我々区画整理課も７名の転出、転入という形になりました。

31名で今、区画整理をやっております。そういう中で、職員の配置名簿

というのがお手元にあるかと思いますが、先ほど参事のごあいさつにあ

りましたように、４特会、４事業、４地区、区画整理課31名でやってい

きますので、よろしくお願いしたいと思います。 



 その配置名簿を見ていただきまして、少し黒く網かけがしてあるのが

今回の異動対象者でございます。また、裏面に課内の配置図をつけてお

りますので、ご参照いただきたいと思いますが、昨年まで課長補佐でお

りました小林が転出をいたしまして、服部が課長補佐ということで転入

いたしましたので、よろしくお願いをいたします。 

服部補佐   服部でございます。何分よろしくお願いいたします。 

園田課長   それから、庶務係長は前任に引き続き堀田が担当いたしますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 事業係ですが、係長として高木係長が、落合係長が前任でおりました

が、その後任ということで、この地区とは別に、北外山、南外山、桜井、

大山といった地区の小牧南の担当をします高木事業係長でございます。 

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、丹羽が内部昇格という形で事業係長で担任をいたします。

渡辺副主幹が兼務で昨年はやっておりましたが、今年度からは事業担当

係長ということで丹羽が当地区の工事等を担当いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

丹羽係長   丹羽でございます。よろしくお願いします。 

園田課長   それから、換地係長は昨年から引き続き竹田が担任いたします。よろ

しくお願いしたいと思います。それで、内部昇格もありまして、当審議

会等の事務運営について、長谷川主査が担当することになりましたので、

ご紹介をしたいと思います。 

長谷川主査  長谷川です。よろしくお願いいたします。 

園田課長   唯一女性で頑張っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、補償係長は小川が昨年から引き続きまた今年度も担当係長

ということで、よろしくお願いをしたいと思います。 

 網かけで７名、転出、転入という形で、新たに服部補佐以下７名の者

が今年度、区画整理をそれぞれ担当するという形になりましたので、よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

 一番下に、亀谷という新人でございます。区画整理課も新人のフレッ

シュな力が入ってきておりますので、また時折皆様方にご指導賜るかと

思いますが、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上、31名でまた今年度も区画整理事業を進めてまいりたいと思って

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。 



 以上でございます。 

伊岐見主幹  それでは、続きまして横井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。 

横井会長   どうも皆様こんにちは。何かとご多忙の中ご参集いただきまして、ま

ことにありがとうございました。 

 ただいまお話のありましたように、事務局が少し人事の異動もあった

ようでありますし、引き続き残務の事業を鋭意進めていただくことにな

っております。それぞれまたご説明もあろうかと思いますが、どうぞ最

後までよろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げて、ごあいさつ

といたします。ありがとうございました。 

伊岐見主幹  ありがとうございました。 

 本日、磯貝宗治委員、綿久産業（株）委員、佐々木輝文委員、余語一

男委員、西尾俊治委員、森川勇治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８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。 

横井会長   それでは、ただいまから尾張北部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 横井伊十朗委員、11番 玉置晴美委員を

指名いたします。 

 日程第２、報告事項に入ります。平成22年度事業計画について、事務

局に報告を求めます。 

服部補佐   それでは、小牧小松寺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。 

 まず、１ページの歳入歳出予算事項別明細書をごらん願いたいと思い

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１億1,



576万5,000円で、前年度比、7,367万7,000円、約39％の減となっており

ます。 

 主な項目を申し上げますと、歳入は、２款繰入金、１億1,377万円余

でございます。予算のうち、市の一般会計からの繰入金が歳入の大部分

を占めるという形になっております。 

 歳出でございますが、１款総務費、1,389万2,000円、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。それから、

２款事業費は5,081万円、これは工事費、補償費等でございます。３款

公債費は5,006万3,000円で、これは前年とほぼ同額となっております。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、平成22年度事業予定につ

きましてご説明いたします。 

 １、工事としましては、道水路工事が予算額で500万円、造成等工事

が2,000万円、それから交通安全施設設置工事が100万円となっておりま

す。なお、本年度の工事予定箇所等の詳細につきましては、後ほど図面

でご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 ２、補償は、物件移転補償費が600万円でございます。 

 ３、委託としましては、測量設計委託、1,280万円、これは換地に係

る業務委託、それから道水路の設計等に係るものでございます。それか

ら物件調査委託としまして100万円。それから除草浚渫委託、これにつ

きましては200万円を予算計上しております。これは事業地内の除草を

約１万平米、それから水路浚渫等を行うものでございます。 

 ４、その他としましては、修繕料他として約300万円余でございます。

これにつきましては、事業施行者が管理する区域内の道水路の緊急維持

修繕費、それから道路等の整備資材の購入費となっております。 

 以上のとおり、本年度の予算につきましては、かなり収縮したものと

なっておりますが、まだ数件の補償困難物件並びに未解決事項等もあり

まして、園田課長が申し上げましたように、一丸となって解決すべく奔

走しておりますので、委員の皆様におかれましては、ご理解と一層のご

協力をお願い申し上げます。 

 それでは、工事施工箇所につきましては事業係の丹羽係長から説明し

ますので、よろしくお願いします。 

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。 



 前にも図面がございますが、右下の凡例をまずごらんください。緑色

の箇所は21年度までに工事が完成した箇所です。青色は今年度工事を予

定している箇所です。赤色は昨年度からの繰り越し工事となってます。

灰色の部分については23年度以降工事を予定している箇所でございます。 

 平成21年度までに道路として完成した延長ですが、１万3,566.5メー

トルであります。これは、計画総延長の１万4,465.5メートルのうちの9

3.8％になっております。 

 それでは、赤色の繰越工事のほうから説明させていただきます。72街

区、75街区の粗造成工事でありまして、寿建設の請負で、７月末の予定

で現在工事中であります。 

 今年度の予定につきましては、青色で示した２街区緑地の粗造成工事

を予定しております。 

 以上が今年度の工事の予定でございます。 

 工事箇所については、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。 

 以上で今年度の工事の説明とさせていただきます。 

園田課長   今それぞれ、ことしの予算、見ていただきましたとおり、逆にいうと

１番の○○○○○の東側の緑地の整備しか予算計上がされておりません。

ほとんど６割近く昨年の予算から減額という形になっております。 

 今年度、予算を作成するに当たりまして、内部的にいろいろと、要は

財布元の財政課と調整をさせていただきました。委員皆さんご周知のよ

うに、交渉困難箇所における残事業、基本は補償の話に尽きるわけです

が、財政課との調整の中で、やっぱり当初のごあいさつでありましたよ

うに税収が非常に大きく落ち込んでいると、そういう見込みの中で、こ

う言ってはご無礼ですが、できる見込みが立っている状態ならば予算計

上も必要であろうと、現状まだ交渉中でどうだと言われたときに、来年

できますとなかなか断言しにくかった事情もございまして、何とか今年

度、話をつけて、できれば翌年度に必ず予算をつけると。ただ、補償の

お話がついたときには、何とか年度内の補正予算対応もお願いできない

かということの調整は財務当局と私ども事業課でやっておりますので、

何とか補正対応について財布元も協議には乗っていただける状態で新年

度予算を作成させていただきました。よって、何とか補償のほうのお話

がうまくいきそうであれば、補正も踏まえた形での対応も考えていきた



いというふうに思っておりますので、当初の予算につきましては、事業

費について窓あけ的な予算計上となっておりますことを重ねてご説明さ

せていただいて、ご理解をいただいておきたいと思っております。 

 以上です。 

横井会長   報告は終わりました。ご質問などございませんか。 

玉置(晴)委員           ○○○○のところの工事が23年度以降ということになってますが、こ

れは手が入らないわけですか。経過はどうなってますか。 

園田課長   今ご指摘の薬師橋の部分ですね。先般もちょっとお話をさせていただ

きましたけども、隣接する地区ではありますが、味岡駅から東へ当地区

へ接続されます薬師橋を、当地区の区域内にあって、事業計画上、橋の

かけかえがございます。橋は、ご存じのように両側の下部工、橋台をつ

くるに当たって、支障物件となるものは同時にやはり解決しないといけ

ないということで、要は西側の岩崎山前区画整理事業地内にあった物件

が非常に交渉困難であったわけですが、これにつきましては何とか今年

度お話をさせていただいて、今の補償物件のお話を今年度中に片づけた

いと思っております。それの話がつきますと、橋りょうの設計、工事と

いうことで、基本的には来年度、もしくは24年度には橋りょうの工事に

入っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

玉置(晴)委員           ○○○のところの墓地の東側ですが、さきの審議会の時点で、ここへ

配水管を埋めるのは難しいと、だから迂回させる計画があるんだという

話をお聞きしましたが、これは原案のままで行くのか、まだそういう迂

回させる計画があるのか、その内容はどうなってますか。 

丹羽係長   水道部との調整をとらせてもらいました結果、今年度、１番で予定さ

せてもらっている緑地なんですが、緑地という形での整備でありまして、

水道管のほうは設置しない方向で整備してまいります。維持管理上、そ

ういった問題も含めまして、反対側の北側の団地のほうには迂回ルート

ということで今、計画としては、山のほうを西側からぐるっと回ってい

くような形で迂回していく整備で計画しておりますので、１番の当初の

整備としましては、緑地の整備のみを行う予定になっております。 

 以上です。 

玉置(晴)委員           要するに、水道管は別に迂回させて、緑地としての整備を今年度やる

と、こういうことですね。 



丹羽係長   はい、そうです。 

横井(伊)委員           物件移転補償ということで600万円ばかり予算が入っておりますけれ

ど、これは具体的に図の中で、どの辺だということを示していただきた

いと思います。非常に金額的にも少ないなと思っておるんですが、お願

いいたします。 

小川係長   今回600万上げさせていただいておるんですが、昨年度予算をつくる

段階で、まだこの１番の工事をやるに当たりまして、○○○○○の補償

がありました。そちらの分につきましては21年度に先にやらせていただ

いたので、この600万円については特別どこという場所はございません。 

 以上です。 

園田課長   もう少し説明させていただきますと、10月に新年度予算を作成するわ

けです。１月には予算のおおむね市長の査定で決定がされていくわけで

す。最終的には３月議会で予算の議会承認を得るわけですが、１月の市

長査定の段階においてはまだ、翌年、要は今年度、○○○○○の緑地に

かかわる部分の補償をするということで予定をさせていただいておりま

した。急遽、年度末に○○○○○のほうのご了解を得られたもんですか

ら、当該現年度においても、まだ決算見込みで最終どのぐらい補正で落

とすかという調整段階だったもんですから、○○○○○のご了解が得ら

れるなら、補償物件の予算については21年度予算で執行するという形の

調整ができたもんですから、21年度補正で減額する中から補償費をその

まま21年度予算で執行させてもらった。新年度予算については600万円

のままついてきたという状況でございますので、今年度、横井委員のお

っしゃるように、どこかという箇所図に該当するものはございませんが、

窓あけ的に600万はついておりますので、地区内全体の中で、大きくは

４カ所の困難物件を解決するのが我々の役目でございますが、不足につ

いては補正を考えてでも今年度、補償物件で話がついたところについて

は、財政課と調整したいと思っております。よって、当初予算の600万

円についてはそういった経過がございまして、ちょうど年度のそういっ

た決算見込み、また新年度予算の決定の狭間での執行になりましたので、

よろしくお願いします。 

横井(伊)委員           ゼロというわけにはいかんで一時入れておこうと、こういうことです

ね。わかりました。 

玉置(晴)委員           墓地の先ほどの緑地のところですが、水道管を迂回させる計画でいる



ということであれば、一応これは説明に来てほしい、地元へ。最初から

ここへ水道管が入ると、みんなそう思っておる。だから、それを計画が

変わるということになれば、これはやっぱり、私が説明するという自信

は全然ない。だから、役所のほうから説明に来ていただきたい。これを

要望しておきます。 

園田課長   玉置委員のお話、私どもも計画が、いろいろこれはいきさつのあった

ことですので、一度また玉置委員とも調整させていただきながら、会長

にもお話をしながら、ご相談をさせていただきたいと思っております。

今、緑地整備を今年度予定させていただくわけですが、隣接地の方のご

理解を賜って工事着手という形になろうかと思います。水道管につきま

しては、やはり水道部のほうの意向で、緑地のままであって道路整備と

いう形じゃなければ、維持管理上非常に困難になるということから、今

回迂回の案が出てきましたので、そういった点も踏まえて一度ご地元の

ほうに、経過等も踏まえながらやっぱり説明に上がったほうがいいかな

というふうに思っておりますので、またその辺は調整をさせていただき

たいと思います。 

 迂回の時期ということになりますと、まだ水道管自体も耐用年数があ

りまして、区画整理の最終年度ぐらいに、できるだけ償却をしたいと水

道部のほうから申し出がありましたので、できるだけ事業の終わりの見

込みが立った段階で切り回しをするというふうに考えております。 

玉置(晴)委員           これは余談になるかもしれんけど、この出口の人の文句はなかったで

すか。 

園田課長   いろいろ調整をさせていただきます。 

玉置(晴)委員           何とか話はついたんですか。 

園田課長   それを今やっております。渡辺副主幹が精いっぱい、昼を食べる時間

もおつき合いをしながらやっておりますので、よろしくお願いします。 

横井会長   私もちょっと質問するわけだけど、水道をこっちへずっと回すという

ところ、非常に狭いところなんだわな、西のところ。道路工事をやるな

んていったら全然車は通れんようになる、あそこへ入れるといったら。

車１台しか通れない、恐らく。すれ違いが困難ぐらいなところだから。

こっちよりも長いんだわな。よそのことだから我々はわからんけど、こ

の①としてある下の道路は市道にならんの。それはどうして市道になら

んの、買収するとか何とかで。勾配がいかんでどうやらということをず



っと以前に聞いたことがあるけど、勾配があると言ったって、これより

きつい勾配の道路は幾らでもあるので、これを道路に買収すれば、そこ

へ入っておるでしょう、水道管。わざわざずっと回す必要ないんじゃな

いの、金かけて。それで私は不思議に思うんだわ。それがいかんという

のは、おっさまがいかんと言わっせるのか、墓地の敷地だでいかんのか、

○○が反対されるのか、なぜいかんの。 

園田課長   基本的に区画整理事業で宅地基盤整備をする中で、やっぱり公共物で

あります水道管が個人換地内に入っている、これは絶対まずい話であり

まして、当然、公共物は公共用地、行政財産の中へ入れるというのが大

前提でございます。よって、道路整備をする中で、その公共用地に公物

でありますものはすべて入れかえると、また、土地に係るいろんな問題

についても区画整理によって整理をしていくということでございますの

で、まず○○○○○の個人地、お寺でありますけども、宅地内に公共用

物、水道管が存置されるということは、これは出すというのが大前提で

ありますので、外へ出します。下のちょっと狭い道の部分といいますの

は、地区外との隣接関係から、将来的にこれは拡幅をしないというもの

ではないと思います。これはそういった事情の中で、道路行政の中で拡

幅ということであれば、拡幅事業も将来検討されることだろうというふ

うに思っております。ですから、今回、西へ現道の中へ入れて回すこと

について、将来的な維持管理、確かに調整が短ければ工事量が短いわけ

ですが、工事費も少なくて済むということなんですが、基本的に維持管

理を含めた、また現在張りついている西側の方たちも給水を受けており

ます。その給水管も現状いっぱいいっぱいの管ですので、当然、切り回

しをする中で大きい管に切りかえていくということも含めて整備をする

というふうに聞いておりますので、西側へ回して、なおかつ田県東団地

の、西から名犬線を渡って一方通行になっている圧、それをバイパス管

としての効果を持って水道管を整備するということですので、かかる経

費以上に効果があるということで理解をしておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

横井会長   説明するときに困難なことになるわな、この西側の人は、恐らく。 

玉置(晴)委員           ①と書いてある下のこれは、もともと共有名義だったんだわ。それを

ついこの間、○○○名義に変えちゃったんだわ。 

横井会長   だから、○○○から今の現状の道路を買えばいいだろう、市が。○○



○はどう思ってみえるかしらんけど、お寺の役員もどう思ってみえるか

しらんけど、もう今さら道路をつぶすわけにもいかん、通れんわけにい

かん、うちを建てるわけにもいかんでしょう。 

増田次長   今のお寺さんのところにある水道管につきましては、いわゆる小松寺

土地区画整理事業が発足する当時から一つの議題の中にあったというふ

うに思っております。いわゆる一つの民地の中に水道管が入っている、

それをどう解消するかということで、区画整理事業の中で、最初のころ

は保留地というような格好で、道路部分ですね、そこを予定していた。

だけど現実は、そこは保留地ではなくて、道路をつくるという意味では

なくて、緑地として整備をしましょうという最終的な方針に変わりまし

た。そういった維持管理ができるような形で緑地が整備ができればいい

んだけれど、現実はできないということで、結果的には西側へ切り回し

をするという形に今の段階は落ち着いたという経過があるというふうに

思っております。いわゆる事業の発足当時から、この水道管については、

民地から公道のほうへ移しかえるという方針で動いてきたものというふ

うに理解をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

横井会長   わかったようなわからんようなことだ。私はそう思う。 

横井(伊)委員           会長が言われるのは、青線で結ぶべきだということですよね。 

横井会長   そうじゃなしに、①というところに道路ができておるがね。これを買

収すればいいんじゃないの。別途買収すれば全部済んじゃうがね。今こ

ちらの西の人がどうこうという話だが、ここは水道を引いとるもんだで、

現状。水が出んということはないはずだわ。 

園田課長   これは現状、道路として使われておったところですけども、区画整理

区域内でございますので、土地の買収というような手法は、区画整理事

業が終わってから道路事業でまた新たにそういう事業計画が立てば、そ

ういったお話にもなろうかと思いますが、基本的には区画整理において

仮換地をした民地でございますので、この道路という形を、例えば土地

利用の関係で○○○○○のほうから撤去したいというようなお話である

ならば、それは我々の補償工事で撤去するなり整備するなりというよう

な形のものを、水道管については外へ出すから、現状参道としてご利用

なさるのであれば、そのままの土地利用でご利用くださいというような

状況で来たところございますので、土地利用の関係から、墓地への参道

としてはご利用になるようでございますが、それを道路としてまた新た



に土地利用の関係上、買収をというようなお話が区画整理後にあれば、

また新たな問題として解決していくことかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

玉置(義)委員           去年の審議会のときにもお尋ねをしたけども、あれからちょうど半年

たって新しい年度になったで、これは今年度の22年度で、難しい箇所は

そのときには４カ所もあって、どうなっておるということをお聞きした

けども、補償の問題を鋭意努力しとると、こういう言葉であったけども、

今ここへ来て図面を見ると、一向に全然変わっておらんというのが現況

であるわけで、また22年度にも予定をしておらんと、こういうお言葉で、

予算もないし、補償費も少ないし、補償の問題も難しいで幸いかと言わ

れれば幸いかもしれんけども、その後、半年になるけども、今の交渉と

いうのは遅々としてまだ進まんのか、どんな情勢で今現在あるかという

ことをちょっとお聞きしたいし、また、ことしの初めのときには、薬師

橋は岩崎山前地区のほうの関係ではあるけども、肝心の人が亡くなられ

たでもう順調にいくじゃないかというような言葉も聞いておって、橋も

立派に差し当たりできるわと、こんなように期待をしておったけども、

今お聞きすると、まだ23年になるという話を聞いて、がっくりしておる

のが現況ですが、それもなかなか人に対しての交渉だで、残ったのは難

しいものばかりということは理解しておるけども、どの程度に交渉とい

うのは進んでおるですか。全然一歩も進まん今の現況ですか。 

小川係長   まず、岩崎との間にある薬師橋の件ですが、岩崎の地権者の方がお亡

くなりになりまして、相続が今まだ決まっていないような状況です。今

年度、22年度中には決めていただいて、補償を受けていただくような話

になっております。その後に薬師橋の工事等になってくると思っており

ます。 

 あと数件あるんですが、まだ相続が決まってない方も見えますし、１

人の方は入院されてお話ができない方もいらっしゃいます。補償係のほ

うとしては、何とか今年度やれるように努力をしていくつもりをしてお

りますので、予算はついておりませんが、今までどおり補償交渉を続け

ていきたいと思っております。 

 ○○○○さんは入院中で、今お話ができないような状況です。○○○

○につきましては、自宅を結構お伺いして連絡等を入れておるんですが、

なかなか本人さんとは会えないような状況がいまだ続いております。○



○○○○については、お亡くなりになってから、遺産相続の関係でまだ

お話ができないような状況であります。 

 以上です。 

渡辺副主幹  あと１件、○○○○○○なんですけど、私が責任持って当たっている

わけでございまして、最終的に、○○○○○○の宅地について、真ん中

で２段に造成し、北側の土地については３筆に分ける、２筆に分けると

いう案を示してあります。北側の道路の縦断を下げろという話でしたの

で、最終的にどこまで下げられるかという形で、最終案を図面として送

ってあります。図面を送っただけではいけませんので、たびたび会って

説明をしたいという形で電話を入れておる状況ですけど、なかなか過去

の話を持ち出されて会ってもらえないのと、途中で電話を切られるとい

う状況ですので、本年度も粘り強く、電話交渉とか、手紙を送ったり、

続けていきますので、ご理解いただきたいと思います。 

園田課長   先ほどの薬師橋の件ですが、実は○○○○○○がお亡くなりになって、

今年度、相続を含めて補償のお話をさせていただいてます。これは他地

区の問題ですが、ちょっと道路の事業計画の変更も同様にあわせてやり

たい箇所がございまして、その辺の事務手続等を踏まえて、なおかつ今、

薬師橋の河川協議、これはご存じの方もあろうかと思いますが、今、犬

山のほうから、これは東海農政局が主体になって、新木津用水整備をや

ってきております。その用水整備が排水と同時に計画をされてまして、

以前の木曽川導水路事業が凍結・廃止という中で、東海農政局としては

新たな事業として、新木津用水計画を今実施に移しておりまして、この

地区の事業認可も、昨年までの情報ですと、22年度に事業認可を取って、

23年から26年ぐらいで整備を完了したいというようなお話がありました。

ただ、ご存じのように、政権交代後の仕分け作業で、いろいろと事業費

の見直し等が国のほうでもされております。農林サイドも国交省と同様

に経費の見直し、仕分けがされているようで、その新木津用水の用排水

路整備工事が今年度どんな形でされるのかの情報集めを今しておりまし

て、ちょっと私どもも歯切れの悪い答弁をしたわけですが、薬師川の計

画箇所、河川改修計画の縦断と新木津の用排水の縦断計画、この辺の整

合を今、県が河川課を含めてやっている状況でございまして、その辺の

見きわめをしないと河川断面が、縦断が変わるということになりますと、

我々の築造は、現状暫定の河川断面ですので、将来の50ミリ対応の河川



断面が、縦断が変わると構造物そのものの構造が変わるわけです。です

から、その辺を今、情報を見きわめているという状況だもんですから、

本当は○○○○の物件が今年度、話ができれば、同時に詳細設計、河川

協議をするという運びで考えておったわけですが、どうもその事業認可

の部分がまだ明確にこちらへ伝わってきておりませんので、県を窓口に、

東海農政局の事業計画の情報ですとか、そういったことをちょっと今、

具体的な情報集めに入っているという状況でございますので、できる限

り薬師橋の改修については、計画変更がなければそのまま河川協議を進

めていって、早い時期に実施に移したいと思っております。当地区のほ

うは、○○○○と南側の２件の補償がまだ橋の工事にあわせて今とめて

ありますので、橋がやれるとなれば同時に補償の話を持っていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

横井(伊)委員           以前にも補償の、るる役所で骨折っていただいて、やっていただける

ことはわかっておるんですけど、前にも進捗を一遍明らかにしてくださ

いということで出していただいたことがあるんですよね。あれはやっぱ

り困難な箇所であることはわかっておるわけですよね。そうでなかった

らすいすい行っておるんですけど、そういうのはやっぱり時系列で出し

ていただくと、たまにはね。今、○○○○から、その辺のところが見え

ないというご意見も出てきておりますので、ぜひそういうことで、役所

はこういうふうに当事者と、地権者と話しておるんだと、大分努力して

おってくれるけど、全然変わってないなというのは、やっぱり明らかに

していただければいいんではないかなということで、たまにはそういう

のを出してください。お願いいたします。 

 以上です。 

園田課長   以前、一覧表のような形で現状経過というようなものをお出ししたこ

とがありますので、個人情報で余り難しい部分についてはお話しできな

い部分もあろうかと思いますが、できる限り状況報告ができるようにさ

せていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

横井会長   他に発言はありませんか。 

 ご発言もないようですので、平成22年度事業計画については終了いた

します。 



 日程第３、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。ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 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。大変どうもご苦労さまでございました。 

 


