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 小牧小松寺土地区画整理審議会議事録 

 

     平成２９年５月２３日        午前 10 時 00 分～午前 10 時 40 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 91 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 92 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91号、第92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 29 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 

         ４ その他 
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          玉置 晴美  永井  修  鵜飼 一彦  今枝 勇夫 

            西尾 俊治  伊藤 弘司  横井伊十郎    玉置 健次 

          横井 清二 

 

     欠席者  佐々木辰興 

 

      事務局  渡辺部長 梶田課長 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 森主任 林主事 



 

三原係長   それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 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。 

 なお、本日は牧野都市建設部次長が他の公務のため欠席させていただ

いております。 

 それでは、まず初めにお手元の資料のご確認をお願いいたします。 

 まず、ホチキスでとめたものですけれども、まず最初に審議会の日程

ということで書いてございます。めくっていただきまして、議案第 91

号についてですが、１ページ目、２ページ目、３ページ目、４ページ目、

５ページ目、６ページ目までになっております。続きまして、議案

第 92 号ですが、７ページ目、８ページ目、９ページ目、10 ページ

目、11 ページ目までになっております。続きまして、平成 29 年度事業

計画について、12 ページ目、13 ページ目となっております。続きまし

て、保留地公開抽せんについてが、14 ページ目、15 ページ目、16 ペー

ジ目となっております。 

 それから、Ａ４一枚で平成 29 年度の工事予定箇所となっております。

それから、Ａ４一枚で事業スケジュールとなっております。それから、

Ａ４両面一枚で平成 29 年度の職員配置名簿と配席図となっております。 

 資料は以上でございますが、もし不足の資料がありましたらお願いし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、渡辺都市建設部長から挨拶申し上げます。 

渡辺部長   皆さんおはようございます。本日は大変お忙しい中、当審議会にお集

まりいただきまして、まこと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変わっておりますので、後ほ

ど課長のほうから紹介させていただきます。昨年度に引き続きまして、

私も今年度もお世話になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、小牧小松寺土地区画整理事業も、委員の皆様や権利者の皆様方

のご理解とご協力をもちまして、道路整備につきましては全て完了いた

しております。今年度につきましては、２号調整池の粗造成工事を予定

しております。 

 今後、事務局といたしましては、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よろしく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。 

三原係長   続きまして、区画整理課の職員につきまして、梶田課長から紹介させ

ていただきます。 

梶田課長   皆様、改めましておはようございます。本日はお忙しい中お集まりい

ただき、ありがとうございます。 

 ４月の人事異動で河川課からまいりました梶田と申します。よろしく

お願いいたします。一生懸命取り組みたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、区画整理課職員の状況につきましてご説明させていただき

ます。お手元に配布させていただきました職員の配置名簿をお願いいた

します。 

 まず、３行目でございます。本年度の区画整理課職員の職員数は、正

規職員 21 名、再任用職員１名、臨時職員２名の合計 24 名であります。

４月１日付の異動によりまして、６名が転出し、５名が転入、課長補佐

職がなくなり、１名減となっております。 

 この 24 名で小松寺、文津、岩崎山前、小牧南の４地区を担当させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日の事務局の職員についてご紹介させていただきます。 

 初めに、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。 

梶田課長   続いて、保留地事務を担当しております松本です。 

松本主査   松本です。よろしくお願いします。 

梶田課長   事業係、係長の舩橋です。 

舩橋係長   舩橋です。よろしくお願いします。 

梶田課長   換地係、係長の馬庭です。 

馬庭係長   馬庭です。よろしくお願いします。 

梶田課長   同じく換地係の森です。 

森 主 任   森です。よろしくお願いします。 

梶田課長   同じく換地係の林です。 

林 主 事      林です。よろしくお願いします。 

梶田課長   最後に、本日進行を務めさせていただいております補償係、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。 



 

梶田課長   以上でございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

三原係長   続きまして、横井会長からご挨拶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   改めまして、おはようございます。忙しい中、審議会に出席をいただ

きまして、まことにありがとうございます。本審議会、今回で 91 回目

ということで、月日の流れというのが非常に感じられる次第であります。 

 さて、協働推進課のほうですか、６月初旬には地域住民の方に説明会

を催すと、それを経て、７月には関係各区長の確認、締結というような

段取りで業務推進のほうが進んでいくのではないかと、こう思っており

ます。したがって我々審議会も、あとどうでしょう、四、五回開催すれ

ばほぼ完了するんではなかろうかと、こう思っております。したがって、

審議会の皆様におかれましては、体に留意されて、あと四、五回の審議

会、開催されると思いますけど、皆さんがそろって出席していただけれ

ば幸いと思っております。 

 簡単ではありますけども、私の挨拶とさせていただきます。よろしく

お願いします。 

三原係長   ありがとうございました。 

 本日の出席委員は、13 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りますので、会長、よろし

くお願いいたします。 

横井会長   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

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、３番 鈴木昭二委員、４番 森川満男委員を指名

いたします。 

 日程第２、議案事項に入ります。議案第 91 号及び議案第 92 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 

横井会長   議案第 91 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 92 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。 

 次に、日程第３、報告事項に入ります。報告事項（１）から（２）に

ついて、一括して事務局より報告を求めます。 

梶田課長   それでは、報告事項（１）平成 29 年度事業計画についてご説明いた

します。 

 それでは、12 ページ、歳入歳出予算事項別明細書をごらんください。 

 まず、予算でありますが、歳入歳出合計それぞれ１億 5,857 万 9,000

円となっております。前年度に対し 5,242 万 2,000 円の増額となってお

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 700 万円、

３款市費からの繰入金は１億 5,057 万 6,000 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 1,246 万 5,000 円、審議会費、人件費、

事務費等であります。２款事業費で１億 2,771 万 7,000 円、換地処分に

向けた準備業務等であります。３款公債費で 1,739 万 7,000 円、区画整

理事業のために発行した市債の元金及び利子の償還であります。 

 続きまして、平成 29 年度事業予定であります。次ページ、13 ページ

をお願いいたします。 

 １の工事として、道水路工事費で 1,600 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 2,500 万円、主なものは２号調整池

でして、お手元の工事予定箇所図の赤色の部分で１番になります。名古

屋上水の南、薬師川の東側になります。この２号調整池の底版コンクリ

ートの打設工事であります。 

 事業予定に戻っていただきまして、その下段になりますが、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の補償としては、物件移転補償費で 2,300 万円、工作物補償などで

あります。 

 

 



 

 ３の委託としましては、測量設計委託料で 4,860 万円、換地計画事前

協議資料作成等業務、公共施設管理引継図書作成業務などであります。

その下段、物件調査委託料で 600 万円、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。 

 平成 29 年度事業計画についての報告は以上であります。 

杉山係長   それでは、２番の保留地予定地の公開抽せんについて報告させていた

だきますので、14 ページをお開き願います。 

 今年度も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をいたし

まして、８月 15 日受付開始、８月 28 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、15 ページの９番をお願いします。平

成 29 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

どの議案第 91 号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、16 ページに赤表記してございますので、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。 

横井会長   報告は終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

森川委員   １番の２号調整池の工事というのか、具体的にはどんなことをやるの

ですか。 

舩橋係長   今ご質問のありました２号調整池の粗造成工事についてでありますが、

今後の除草、浚渫や虫の駆除等の維持管理を考慮しまして、底部にコン

クリートを打設するものであります。 

 以上であります。 

森川委員   底にコンクリートを張るということですか。今はコンクリートじゃな

いですね。 

舩橋係長   コンクリートではありません。 

横井委員   汚泥を取り除くんですか。 

舩橋係長   今たまっている汚泥は取りまして、一定の深さにしましてコンクリー

トを打たさせていただきます。 

森川委員   今の貯水池が下がコンクリートじゃないと言われたけども、辻ノ内公



 

園の貯水池は最初から下はコンクリートでしたよね。それで、片方の貯

水池はコンクリートで、片方はコンクリートはしてないというのは、何

か最初からその違いというのはあったのですか。 

舩橋係長   予算上の都合があったとは思うんですが、今後、区画整理事業が完了

しますと、今度は河川課に移管するんですが、河川課と協議をしました

結果、これからの除草とか維持管理を考慮しまして、底版コンクリート

を打設してくださいという意見を頂きましたので、それに基づいて施工

させていただきます。 

森川委員   最初から、貯水池つくるんだったら、片方はコンクリートを張って、

片方はコンクリートを張られてない状態で貯水池はつくられたわけなん

ですけど、その違いというのは何かあったのですか。 

横井会長   時期の違いじゃないのか。あちらは早かったから。 

森川委員   予算の関係でそうなったのかもわからんし。 

横井会長   予算もあるだろうけれども、だから時期が５年や 10 年違ってきます

と当然、その工法の仕方も変わってくるのではないか。 

 だから、最初にやった工事、次に行った工事ということになれば、大

分年数の差があるんじゃないかと、想像ですけれども。工法の仕方も変

わってきたということじゃないんですかね。 

今枝委員   関連ですが、小松寺の調整池は、七ツ池なんかは打設してありますか。

ほかは全部やってありますか。 

舩橋係長   小松寺の調整池は３つありまして、この２号調整池以外のほかの２つ

は全部コンクリートを打設しております。 

今枝委員   結構、カモやら食用ガエルやらいっぱいおりまして。 

森川委員   ヘドロはそっちのほうが多いのではないか。 

横井会長   ほかはございませんか。よろしいですか。 

 なければ終了します。 

 次に、日程第４、その他に入ります。その他何かございますでしょう

か。 

馬庭係長   私のほうから、事業完了に向けました今後のスケジュールにつきまし

て報告させていただきますので、事業スケジュール表をＡ4 一枚でつけ

させていただいておりますので、あわせてごらんいただきたいと思いま

す。 

 現在、換地処分の準備としまして、画地の面積を確定させるための出



 

来形点検測量を行っております。 

 今後としましては、今月の 31 日に予定されております土地区画整理

評価員会において清算金の単価を決定し、９月頃にその単価及び換地計

画書の概要につきましてご説明させていただく予定であります。 

 その後、愛知県に対しまして、認可に向けた事前協議を行い、回答の

後には換地計画についての意見徴収を行うために審議会を開催し、来年

の３月ごろに換地計画の内容を公衆の縦覧に供します。 

 なお、この縦覧に合わせまして、換地の地積や清算金等に関しまして

住民説明会を開催したいと考えております。 

 30 年度になりますと、換地計画の認可後に換地処分通知ということ

で、新たな地番、地目、地積、清算金等を権利者の皆様に通知し、換地

処分の公告の後、土地の登記、本清算へと続いてまいります。 

 予定されているスケジュールといたしましては以上となります。 

 また、町名設定につきましても、先ほど横井会長からもありましたが、

既に市の広報や区の回覧等でもご案内させていただいております協働推

進課主催の住民説明会が５月 29 日から６月 11 日までの期間の中で計６

回にわたりまして開催される予定であります。 

 いずれにいたしましても、事業完了に向けまして事務局として精いっ

ぱい努力をしてまいりますので、今後とも審議会委員の皆様のご理解と

ご協力のほどを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、事業スケジュールの報告とさせていた

だきます。 

横井委員   29 年度の審議会の予定が入っているんですけど、９月と２月ですね。

審議会の予定が入っておりますけど、30 年度は審議会はないのですか。 

馬庭係長   予定としましては、29 年度は内容的に清算金の単価であったりとか

具体的なところが決まっておりまして、30 年度につきましては、事業

が終結していくということで、例えば竣工式典等々をするとか、実際の

換地処分を行うに当たってのスケジュールとか、そういったことも含め

て当然審議会も開催したいと思っておりますので、具体的になってまい

りましたらまた改めてご案内させていただきたいと思っております。 

横井委員   当然あるだろうと思って、なければいかんし。我々もいつ解放しても

らえるか。というのは、もう疲れてきたので、首長くして待っておりま

すので。もう来なくて結構ですよという日にちを示していただけたら気



 

が楽になりますので、よろしくお願いします。 

 それともう１点。遊歩道、「おしゃべり小径」の延長ですね。小松寺

から東のほうへつくっていただきましたが、歩道の脇に、植栽というほ

ど大したものじゃない、そんなこと言うと怒られますけど、植栽がある

のですが、最近雑草がむちゃくちゃ生えてきまして、わずか 20 センチ

ぐらいの幅のところに。通ってみると、汚いんですよね。あの辺のとこ

ろをひとつ雑草を、大した仕事ではないと思うんだけど、ちょっとあの

辺整備していただけたらありがたいなと思います。 

 それからもう１点は、ちょっと気づいたことなんですけども、道路の

白線等々ですね。今年度は別に支障ないんですけど、終盤に近づいてき

ましたら、各地区、古いところはかなりはげてきちゃっておるんですよ

ね。一時停止するとか、小松寺区内では大きな交通事故は発生してませ

んけど、最近、本庄から小松寺さんの道路、本庄方面からかなりスピー

ドを上げて走ってくる車がよく通りますので、出会い頭ということも起

きてはおりませんが、そういう危険区域もぼつぼつありますので、その

辺の整備をひとつ先でお願いできたらありがたいなということでござい

ます。 

 以上でございます。 

梶田課長   事業終盤に向けまして、一度今の「おしゃべり小径」の現場を見させ

ていただきます。あと区画線など、全てというわけではございませんが、

私たちも市の他部署へ移管するにあたり、そことも調整しながら補修の

方をかけさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

横井会長   ほかにはよろしいですか。 

 それでは、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

了させていただきます。ありがとうございました。 

 


