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泉 課 長 補 佐           ただいまから会議を開いていきたいと思います。 

 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。 

 まず初めに、沖本副市長よりごあいさつを申し上げます。 

沖 本 副 市 長           皆様こんにちは。副市長の沖本でございます。本日は大変お忙しい中、

当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。 

 当区画整理事業も、権利者の皆様のご理解とご協力をいただきまして、

平成３年10月25日に事業認可を受けまして、平成24年度の事業進捗率は

道路整備率で94％を完成いたしております。また平成25年度では95.59

％が完成する予定となっております。 

 市といたしましても、他に３カ所で事業を行っております。当事業に

つきましても、一日も早く完了するよう努力をしてまいりたいと考えて

おります。どうか審議会委員の皆様の一層のご高配、お力添えをいただ

きますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

本日はありがとうございます。 

泉 課 長 補 佐           沖本副市長につきましては、他の公務と重なっておりますので、まこ

とに申しわけありませんが、ここで退席をさせていただきます。 

 続きまして、平成25年度の事務局の紹介をさせていただきます。 

 江口都市建設部長は今年度も引き続きお世話になります。 

江口部長   おはようございます。都市建設部長の江口と申します。またことしも

１年よろしくお願いします。 

泉 課 長 補 佐           園田都市建設部次長についても今年度引き続きお世話になります。 

園田次長   園田です。また引き続きよろしくお願いいたします。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、平成25年度の区画整理課の職員について、渡辺課長から

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。大変本日はお忙しい中、小

牧小松寺土地区画整理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。今年度も区画整理課長を務めさせていただきます渡

辺です。本年も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で平成25年度職員配置名

簿をご参照いただきながら職員紹介をさせていただきます。 

 このたびの４月の人事異動によりまして、６名の者が転出しまして、

６名の者が転入してまいりました。職員名に米印及び丸印がついており



ますのが転入者及び昇格・課内異動者でございます。 

 先ほどから司会をしておりますのが泉補佐でございます。 

泉 課 長 補 佐           泉です。引き続き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、まず庶務係です。庶務係長の舩橋係長

は今年度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。 

舩橋係長   舩橋です。よろしくお願いします。 

渡辺課長   係員としましては、谷崎主事の後任として転入してまいりました松本

主査でございます。 

松本主査   松本です。よろしくお願いします。 

渡辺課長   また、杉山主査の後任で、宮城県気仙沼市に１年間震災復興支援で派

遣されておりました酒井主査が転入してまいりました。 

 次に、事業係ですが、当地区担当の丹羽事業係長は今年度も引き続き

お世話になりますので、よろしくお願いいたします。 

丹羽係長   丹羽です。引き続きよろしくお願いします。 

渡辺課長   また、小牧南地区担当の高木事業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   高木です。よろしくお願いします。 

渡辺課長   係員としましては、白木技師の後任として新規採用職員の粟村技師補

が入ってまいりました。また、林技師が内部昇格いたしました。 

 次に、換地係ですが、換地係長の西島係長は今年度も引き続きお世話

になりますので、よろしくお願いいたします。 

西島係長   西島です。引き続きよろしくお願いいたします。 

渡辺課長   係員としましては、山中主事の後任として谷崎主事が庶務係から換地

係へ課内移動してまいりました。また、当地区の換地・登記事務担当の

江口主事は今年度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。 

江口主事   江口です。よろしくお願いします。 

渡辺課長   また、審議会担当事務の林主事も今年度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。 

林 主 事   林です。よろしくお願いします。 

渡辺課長   また、臨時職員として星野さんが入ってまいりました。 

 次に、補償係ですが、補償係長は平手係長が今年度も引き続きお世話

になりますので、よろしくお願いいたします。 



平手係長   平手です。よろしくお願いします。 

渡辺課長   係員としましては、前田主査の後任として亀谷主事が転入してまいり

ました。また、北川主事の後任として新規採用職員の丹羽主事補が入っ

てまいりました。また、中村主任が内部昇格いたしました。 

 職員数としましては、課全体で正規職員26名、再任用職員１名、臨時

職員１名の合計28名でございます。今後、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、これからもよろしくご指

導、ご鞭撻のほどお願い申し上げまして、職員紹介とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

泉 課 長 補 佐           それでは、次に玉置会長からごあいさつをいただきたいと思いますの

で、会長、よろしくお願いいたします。 

玉置会長   玉置でございます。きょうはちょっと風邪ぎみで声が悪いんですが、

よろしくお願いいたします。 

 本日は、ご多忙のところ本審議会にご出席賜りまして、まことにあり

がとうございました。小松寺の土地区画整理事業も、先ほど沖本副市長

さんのごあいさつにもありましたとおり、もう最終段階に入っているわ

けでございますが、まだ残された難しい問題も若干残っておるという状

況でございます。小牧市さんの一層のご努力によりまして、これが解決

されまして終了することを切に期待しておるところでございます。 

 今後とも皆様方の温かいご支援、ご協力をお願いいたしまして、簡単

ではございますが、私のあいさつとさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

泉 課 長 補 佐           ありがとうございました。 

 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、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きましては、別紙でお手元

に配布しましたとおりでございます。 

 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、６番 鵜飼一彦委員、７番 佐々木辰興委員を

指名いたします。 

 次に、日程第２、報告事項に入ります。 

 平成25年度事業計画について、事務局に報告を求めます。 

泉 課 長 補 佐           それでは、会議日程を１枚はねていただいて、１ページをごらんくだ

さい。平成25年度事業計画についてご説明いたします。 

 まず、予算でありますが、歳入歳出合計それぞれ２億3,783万1,000円

となっており、対前年度比9,972万5,000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、２款市費からの繰入金は２億

3,677万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1,150万7,000円、これは審議会費、人

件費、事務費などであります。２款事業費で１億7,526万円で、工事費、

補償費などであります。その下段、３款公債費で5,006万4,000円で、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。 

 ２ページ、裏面をお開きください。平成25年度の事業予定であります。 

 １の工事としては、道水路工事費で6,610万円で、道路整備３路線、

延長約235メートルと道路維持工事などであります。その下段、造成等

工事費で400万円、これは街区粗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100万円、これは反射鏡、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8,300万円、２件の物件移転補

償と工作物の補償を予定しております。 

 ３の委託としましては、測量設計委託料で373万9,000円で、仮換地計

算及びくい復元業務、道水路分割設計などであります。その下段、物件

調査委託料で100万円、物件の再算定業務２件と工作物等の調査であり

ます。その下段、除草浚渫委託料で100万円であります。 

 ４の負担金としては、上水道布設負担金で1,100万円、口径75ミリ～1

50ミリ、延長にしまして235メートルを予定しております。その下段、

ガス布設負担金で130万円、口径75ミリのものを延長約185メートル予定

しております。 

 最後になりましたが、５のその他として、修繕料180万円であり、区



画整理事業者が管理する区域内道水路の緊急維持修繕費であります。 

 それでは次に、別紙の今年度の工事予定箇所につきまして、事業係長

の丹羽から説明させていただきますので、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の道水路工事について説明させていた

だきます。前で説明させていただきます。お手元の工事箇所図と同じも

のが前に映っております。 

 まず、右下の凡例において、緑の箇所が平成24年度までに工事が完了

した箇所でございます。青で表記されたものが平成25年度の工事予定箇

所でございます。 

 それでは、番号順に説明させていただきます。 

 まず、１番ですが、図面下側のほうになります。入鹿用水さんのちょ

うど下段になります。区画道６－44号の路線といたしまして、道路新設

工事を110メートル予定しております。 

 ２番については、その上段でございます。入鹿用水のすぐ北側でござ

います。こちらが区画道６－45号の路線といたしまして、道路新設工事

を45メートル予定しております。 

 ３番目が、そのすぐ左下になります。ちょうど県道のところになりま

すが、区画道８－７号外という路線を、道路新設工事として80メートル

予定しております。 

 以上３カ所が今年度の工事予定箇所となります。その他、先ほど補佐

のほうからも説明がありましたように、付随して、ライフラインといた

しまして、水道工事及びガス管工事、電柱の設置工事などを行ってまい

りたいと思います。 

 交通安全等には十分注意して、地元対策には十分配慮させていただく

所存でありますので、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。 

玉置会長   報告は終わりました。ご質問などございませんか。 

横井委員   これは入札等はまだだと思うんですけど、入札と工事の着工ですね、

これは大体いつごろになりますでしょうか。 

丹羽係長   １番、２番については、ちょうど入鹿用水さんの近接する工事となり

ますので、工事といたしましては、その用水があけたころですので、渇

水期となりまして、大体10月ごろからの施工となる予定でございます。

また、左下の下段については、一部県道にかかる部分がございまして、



そちらの手続きを踏んでからの工事となりますので、今のところ夏から

秋ぐらいからの着手かなという形で予定しております。よろしくお願い

します。 

横井委員   あれはパイプが入っておるんじゃないの、入鹿用水は。それをいじる

ことはないので、これから農業用水が流れてくるんですけど、それとこ

の工事とは直接関係ないと思うんだけど、関連がありますか。 

丹羽係長   一応入鹿用水さんのほうと今後協議していくことになると思いますが、

かなり近接した工事になりますので、用水管のほうはできているんです

が、それに近接して擁壁等をやっていくということになりまして、安全

のことも考慮しまして、通水期が終わって水が一度とまってからという

形で、安全を考慮してやる予定になっております。 

玉置会長   ほかにございませんか。 

 それでは、私から一つお伺いしたいんですが、ちょうど私のうちが薬

師橋のすぐ近くですので、いつごろ薬師橋の工事があるんだろうかとよ

く質問を受けるんですが、言える範囲で結構でございますので、お願い

したいと思います。 

泉 課 長 補 佐           薬師橋の工事でございますが、現在のところ、ちょうど岩崎の区画整

理事業との境になっておりまして、岩崎側に補償物件がございまして、

今年度移転をお願いするということで、既に補償契約の締結をいたしま

した。今年度、影響する部分についてご移転をお願いして、平成26年度

から薬師橋の工事に着手していきたいと考えております。 

 ただ、薬師川につきましては、県管理河川でございますので、河川協

議の結果、渇水期であります11月から３月が基本的に工事期間となりま

す。したがいまして、平成26年度につきましては、橋をかける橋台、支

える部分の基礎をつくりまして、平成27年度に上部工、いわゆる橋げた

をかける工事を行いますので、平成27年度、すなわち28年の３月までに

は完成したいというふうに考えております。 

 以上であります。 

玉置会長   ほかにございませんか。 

 ほかにご発言もないようですので、平成25年度事業計画については終

了いたします。 

 次に、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。 



綿 久 産 業 委 員           橋のことはよくわかりましたけど、橋から北の土手については、どう

いうふうに着工されるのか、ネズミ色で書いてありますが。 

泉 課 長 補 佐           これが橋の部分ですが、こちら側のことを言ってみえると思うんです

が、実は、補償交渉も現在行っていますが、１軒の方がなかなか交渉に

も応じていただけない。行ってるんですが、実際のところを言いますと、

お会いできない状況で、中に見えても、声かけをさせていただいても出

てこないような状況ですので、その方の親族の方にもご協力を願ってい

るんですが、なかなかお会いできないような状況であります。しかしな

がら、事業終結に向かって何とかこの区画整理事業を早期に終わらせな

きゃいけないということで、現在、この移転物件をどのように扱うのか

ということを課内で検討しております。一つは、強制収用ということで

執行することも可能かどうかということを考えてますし、もう一つは、

現在、区画道６メートルがここで接道しておりますが、この補償物件を

動かさずに、道路の再配置等を考えて、事業計画の変更も含めて検討し

ている段階であります。なるべく早い段階で決めていかなければいけな

いと考えておりますので、今後、方向性が決まりましたら、審議会にお

諮りさせていただいて、何とか早期に終われるような形で進めていきた

いというふうに考えております。 

 以上であります。 

玉置会長   そのほかご発言はございませんか。 

横井委員   その他のその他で一言。事務局も大変ご苦労されました箇所でしたね、

今ご説明いただいたのはね。先ほども綿久さんと私的な話を真向かいで

お話ししておったんですけど、もう古いのは３人ですねと、審議会立ち

上げて。そのときからの懸案の場所でございました。小松寺というと、

どこが問題というと、ここだということで広く知れ渡っておると。私も

近隣に住まわせていただいてまして、非常に今まで事務局も苦労に苦労

を重ねて、やっと判こをいただいたということで、本当によかったなと

いうことで、事務局のご苦労を多とするということで、厚くご奮闘ぶり

を感謝申し上げて、私個人といたしましても、よかったなと、万々歳だ

なと、なお一層の今後、完成に向けてご努力をいただきたいというふう

に思っております。私のつたない言葉ですが、事務局に対する敬意、感

謝でございます。ありがとうございました。 

森川委員   調整池のことでちょっと教えていただきたいんですけども、うちの裏



の調整池なんですけども、去年ヘドロがたまっていて、きれいにしても

らったんですけども、あの貯水池というのは、いろんなところを見てお

るんですけども、基本的に構造上ヘドロがたまるような構造になってい

るんじゃないかなと。極端なことを言いますと、味岡駅の南側の貯水池、

木津用水に面したところ、あそこも外から見るとすごくヘドロがいっぱ

いたまっております。そうかと思うと、岩崎にコメダのすぐ近くに大き

な貯水池があるんですけども、あそこは１年おきぐらいにきれいに掃除

しているというか、工事が入ってます。うちの裏も去年掃除してもらっ

て、見ておると、晴れた日が続いていても水がずっと残っているという

ことで、一たん汚れた水が入って、少なくなったときにすぐ抜ければほ

とんど残らないと思うんですけども、それがずっと水がたまっていると。

どうしてかというと、多分あれは水平だと思うんですよ。だから水が残

って、幾ら晴れが続いても水が残って、最後にぐちゃぐちゃの状態で続

いているということで、これは区画整理事業が終わっても毎年繰り返す

というか、掃除するまではどんどん汚れがたまっていくと思うんですよ。

そこでボウフラが発生してどんどんうちのほうへ行くと。それで、うち

のほうは蚊に対して、たくさん飛んでいるなということで我慢しておる

だけですけども、どうも聞く話によると、コメダの近くの貯水池は、付

近の人が文句言うということだから、１年おきぐらいにきちっと掃除す

るというか、やっているということで、この貯水池が、うちのほうから

苦情がもし出るようになったら、これは毎年同じ繰り返しということで、

水がたまらないような方法というのを考えていかないと、これから何年

も何年も先に毎年毎年苦情が出るというか、そういうことになるんじゃ

ないかなということで、よくよく見てみると、どうも構造上水がたまる

ようになっているということで、どこの貯水池でも同じつくりになって

いるもんですから、みんな区画整理でつくった貯水池が全部ヘドロのた

まり場のような形になっている。そういう状況にあるもんですから、貯

水池のつくり方そのものもちょっと考えないといけないんじゃないかと。

要は、あそこの貯水池というのは、たくさん水が出たら一時ためて、水

が引いたらすぐ流れるということなんですけども、そういうふうにはな

っていない、常時残っていると。晴れが続いても乾燥しないもんですか

ら下にずっとたまっていくと。だから、これから苦情が出てくるんじゃ

ないかなという気がするもんですから、そのつくりというのは、そうい



うふうにはつくってないんですか、貯水池というのは。 

丹羽係長   まず、委員のご自宅の付近の調整池ですが、底にコンクリートが打っ

てあると思いますが、ちょうど水がたまる部分というのは、もともとの

構造が、まず底打ちをしていない構造というか、底を打ってしまうと浮

力の関係で、一部土のままの状態の部分が何カ所かあります。それは圧

を逃がすという形で、どうしても底に水が少したまってしまうという現

象が起こってしまうということで、一度そういった形が解消できる方法

を検討させていただきます。また、他の調整池についても、今後そうい

った苦情等を受ける可能性はありますので、どういった形が一番いいの

かということでちょっと検討していきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

森川委員   それを申し上げたのは、たまたま裏にも貯水池があるんですけども、

裏だけじゃなしに、よその貯水池を見ても、いわゆる区画整理でやった

貯水池が、そういう汚い泥がたまっている状態になっているもんですか

ら、それでつくった意味がちょっとあれじゃないのと。理想とは外れた

ような、いわゆるどろどろのヘドロのたまり場になっているもんですか

ら、それをちょっと一遍考えると。市のほうとしても、つくり方という

のをちょっと考えてみないといけないんじゃないかなと思ったもんです

から、申し上げただけです。 

玉置会長   それでは、市のほうでひとつよろしく検討をお願いします。 

 ほかにご発言はございませんか。 

 ご発言もないようでございますので、これをもちまして本日の審議会

は終了させていただきます。ご苦労さまでございました。 

 


