
 

第９０回 
小牧小松寺土地区画整理審議会議事録 

 
平成２９年２月２７日       午後４時００分～午後４時３５分 

 
本庁舎６階 ６０１会議室 

 
議題  １ 正副会長の選出について 

２ 議席の順位の決定について 
３ 議事録署名者の選任について 
４ 土地区画整理審議会の役割について 
５ その他 

 

出席者  伊藤 征夫  佐々木辰興  鈴木 昭二  森川 満男 

 綿久産業㈱   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  なし 
 
事務局  渡辺部長 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 
 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、お手元の資料の確認をお願いしたいと思います。 

まず、ホッチキスどめのものですが、本日の日程が書いたもので

     ございます。めくっていただきまして、１ページ目が土地区画審整

     備議会の役割と書いたものです。 

続きまして、２ページ目から４ページ、これが区画整理審議会の

議事運営要綱であります。そのあと、５ページ目でありますが、非

公開の案件について、書いたものであります。 

続きまして、審議会委員の名簿であります。それから、今後の事

業のスケジュールの予定が書いたものがございます。別冊１枚のも

のです。それから、区画整理課の職員の配置表になります。 

資料は、よろしいでしょうか。 

続きまして、区画整理課の職員につきましては、最後に見ていた

だきました職員の配置名簿でご確認をいただきたいと思います。 

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   皆さん、改めましてこんにちは。 

本日は、大変お忙しい中、先ほどの付与式に引続き、本審議会に

御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

この審議会も、今期で２６年目に入りまして、今回新たな２名の

委員を迎えることになりました。より一層、充実したものになれば

と思っております。小松寺の区画整理事業につきましては、平成３

年の１０月２４日に事業認可を受けまして、平成４年２月２４日に

第１期目の審議会が設置されました。それ以降、仮換地指定や９度

の事業計画の変更を経まして、道路整備につきましては、先ほど副

市長からもございましたが、１００％完了をしております。 

あと、公園等の整備につきましても、今年度にすべて完了いたす

予定でございます。これも歴代の審議会の委員の皆様方や、地元の

区域の方々のご協力の賜物であると深く感謝しております。 

事務局といたしましては、換地処分を進めまして、平成３０年度

の事業完了に向けまして、今後も一層努力していくところでござい



 

ます。委員の皆様方にも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  本日の出席委員は、１４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。 

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。 

議事運営につきましては、会長あるいは、副会長にお願すること

になりますが、現在、会長、副会長が空席であります。そのため、

仮議長を事務局から指名させていただき、議事運営をお願いしたい

と考えております。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ありがとうございます。 

それでは、仮議長を玉置晴美委員にお願いたします。よろしく 

お願いいたします。 

玉置仮議長  ただいまご指名をいただきましたので、仮議長を務めさせて 

いただきます。皆様のご協力をお願いいたします。 

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、正副会長の選出についてを議題といたします。いろい 

ろな選出方法があるとは思いますが、事務局で腹案がありましたら 

発表してください。 

永井課長  腹案といたしましては、３名の選考委員さんを選出し、ご協議を

お願いしたいと、ご提案を申し上げます。 

以上です。 

玉置仮議長  それでは、事務局から選考委員の案を発表していただいてはと 

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

永井課長   事務局でということでありますので、選考委員の案を発表さ 

せていただきます。 

選考委員に横井伊十郎委員、西尾俊治委員、綿久産業株式会社委 

員、以上３名の方にお願いをし、ご協議を賜りたいと思います。 



 

以上であります。 

玉置仮議長  事務局より、横井伊十郎委員、西尾俊治委員、綿久産業株式会社 

委員にお願いいたしたいということですが、これにご異議ございま 

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

玉置仮議長  選考委員の方は、別室が用意してあるそうですので、そちらで 

お願いいたします。選考委員が別室で協議の間、暫時休憩といたし

ます。 

 

(休憩) 

 

玉置仮議長  選考委員の協議が終わったようでありますので会議を再開しま 

す。それでは、選考委員を代表して、横井伊十郎委員に発表をお願

いします。 

横井委員  協議の結果をご報告申し上げます。会長に横井清二委員、副会長

に玉置健次委員をお願いしたいと思います。 

玉置仮議長  ただいま報告がありましたように、会長に横井清二委員、副会長

に玉置健次委員とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

それでは、御異議なしと認め、小牧小松寺土地区画整理審議会の 

会長に横井清二委員、副会長に玉置健次委員と決定しました。 

ここで、会長が決まりましたので、仮議長の職を解かせていただ 

きます。ご協力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。 

それでは、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  横井でございます。私のような若輩者がこのような大役を仰せつ 

かりまして、非常に身の引き締まる思いで今いっぱいでございます。

委員の皆様方にいろいろ協力をお願いして、会がスムーズに運営で

きますように努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

先ほども、副市長から審議会は平成４年２月に発足したというこ 



 

とを聞いておりまして、今年は２６年目ということで、長年にわた

    り審議会の諸先輩がいろいろ頑張ってやっていただきまして、よう 

やく完了の運びとなろうと思っておりまして、非常にありがたいと 

思っております。 

なかなか、慣れぬ席なものですから、非常に運営には至らない点 

が多々出てくるとは思いますけれども、皆様の協力をお願いし、支 

援していただきまして、会長という職を全うできればと思っており 

ます。 

以上で、簡単ではありますけども、挨拶とかえさせていただきま 

す。よろしくお願いします。 

松浦課長補佐  ありがとうございました。 

続いて、副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。 

玉置副会長  玉置でございます。ご指名でございましたので、精いっぱいやら

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  ありがとうございました。それでは、規定により会長が会務を総

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  では、日程第２、議席の順位の決定についてを議題とします。事

務局に説明を求めます。 

馬庭換地係長   それでは、事務局から議席の順位の決定方法について、ご説明を 

させていただきます。ただいま決定いたしました会長副会長につき 

ましては、会長の議席番号を１４番とさせていただき、副会長の議

席番号を１３番とさせていただきます。 

次に、そのほかの委員の皆様の議席番号につきましては、今から

１番から１２番まで番号が書かれた抽選の番号札をお持ちしますの

で、順に引いていただき、議席番号を決めさせていただきます。 

なお、引く順番につきましては、ただいま５０音順にてご着席いた 

だいておりますので、その順にてお願いいたします。 

 

(番号くじ引き) 

 

それでは、抽選の結果をご報告いたします。 



 

１番、伊藤征夫委員。２番、佐々木辰興委員。３番、鈴木昭二委 

員。４番、森川満男委員。５番、綿久産業株式会社委員。６番玉置 

晴美委員。７番、永井修委員。８番、鵜飼一彦委員。９番、今枝勇 

夫委員。１０番、西尾俊治委員。１１番、伊藤弘司委員。１２番、 

横井伊十郎委員。１３番、玉置健次委員。１４番、横井清二委員。 

以上であります。 

横井会長   ただいま、事務局より議席の順位につきまして、報告がありまし 

たが、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、議席の順位につきましては、報 

告通り決定しました。 

続きまして、日程第３、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、１番伊藤征夫委員、２番佐々木辰興委員を指名 

いたします。 

次に、日程第４、土地区画整理審議会の役割についてに入ります。 

事務局に説明を求めます。 

馬庭換地係長   今回、新任の委員の方もお見えになりますので、土地区画整理審 

議会の役割につきまして、改めてご説明させていただきます。 

恐れ入りますが、審議会日程資料の１ページをごらんください。 

１の土地区画整理審議会とはについてでございますが、土地区画 

整理審議会とは、市が土地区画整備事業を施行する場合におきまし

て、土地区画整理法に基づき設置されるものであり、その委員は、

施行地区内の地権者を代表し、施行者である市が仮換地指定など、

権利者に対し重大な利害関係がある処分を行う場合におきまして、

意見を事業に反映させることなどが主な役割となっております。 

次に、２の土地区画整理審議会の権限についてでございますが、 



 

 審議会の権限につきましては、換地計画、仮換地指定及び減価補償

金の交付に関する事項について、法に定める権限を行うと土地区画

整理法第５６条第３項に規定されております。具体的には、大別い

たしまして、審議会の意見を聴かなければならない事項と審議会の

同意を得なければならない事項とがあり、資料には小牧小松寺地区

における審議内容の主なものを記載させていただいております。 

(ア)の審議会の意見を聴かなければならない事項でございますが、

①から③につきましては、換地計画に関する事項になりまして、縦

覧に供すべき換地計画の作成や変更、また縦覧に供した換地計画に

ついて権利者から提出された意見書の審査にあたり、ご審議をいた

だくものであります。 

④につきましては、仮換地の指定や変更を行うにあたり、ご審議

をいただくものであります。 

⑤につきましては、保留地予定地を公開抽選によらず、随意契約 

で処分する場合におきまして、ご審議をいただくものであります。 

続きまして、(イ)の審議会の同意を得なければならない事項でご 

ざいますが、①につきましては、保留地の処分価格などについて諮

問をする評価員を選任するにあたりまして、ご審議をいただくもの

であります。 

②につきましては、土地区画整理法に定められる、学校や墓地な

どの土地につきまして、その位置や地積等に特別な考慮を払い、換

地を定める場合におきまして、ご審議をいただくものであります。 

③につきましては、保留地予定地を定めようとする場合におきま 

して、ご審議をいただくものであります。 

続きまして、３のその他といたしまして、審議会の議事運営に関 

する要綱を、お手元の資料の２ページから４ページにつけさせてい 

ただいております。 

２ページから３ページをごらんください。その中で、３ページの 

中段、やや下の第９条をごらんください。ここには、会議の公開に 

ついて規定がされております。会議は原則公開となりますが、この  

基準に該当する場合につきましては、非公開となります。具体的な

非公開の案件につきましては、平成１５年度に開催されました第６



 

２回審議会におきまして、非公開の案件として、決定した内容を資

料の５ページにお示ししておりますので、ほかの内容とともにご確

認いただければと思います。 

以上、簡単ではございますが、土地区画整理審議会の役割につい

ての説明とさせていただきます。 

横井会長  ありがとうございました。 

説明は終わりました。この件に関して、何か質問はございますか。 

なければ終了させていただきます。 

今枝委員  ちょっと質問いいですか。 

横井会長  どうぞ。 

今枝委員  審議委員１５名と書いてあるんですが、名前が１４名しか載って

ないんですが。 

馬庭換地係長  今回、任期２月までということで、現職の方を含めて、新しい審

議会委員の候補者の方をどういうふうにしていこうという話で進ん

でいったんですけれども、その中で割合としまして、小松寺区、文

津区、久保区、岩崎東区とあるんですけども、こちらの区ごとの権

利者の割合で委員さんの定数を定めているんですけれども、今回、

岩崎東区のほうは、お一方辞退されまして、岩崎東区のほうから区

長さんのほうにもちょっとお話を持って行って、どなたか推薦をと

いうところでお話をさせていただいたんですけれども、区のほうと

して候補者として推薦できる人が、残念ながらいなかったという結

果になりましたので、ここの岩崎東区の枠だけ欠員という形で、今

回１４名とさせていただいております。 

以上です。 

今枝委員  了解しました。 

横井会長  ほかに、質問ありませんか。なければ終了いたします。 

続きまして、日程第５、その他に入ります。事務局から何かあり 

ましたら、よろしくお願いいたします。 

馬庭換地係長  私から、事業完了に向けた今後のスケジュールにつきまして、ご 

     報告させていただきたいと思います。 

なお、別添に資料として、スケジュール表を後ろつけさせていた 

だいておりますので、あわせてごらんいただければと思います。 



 

現在、換地処分の準備業務として、土地登記簿及び権利者等の 

再調査や換地明細書と清算金明細書の作成を行っております。 

今後としましては、スケジュール表にもありますように、平成 

２９年度に愛知県に対して、認可に向けた事前協議を行います。事 

前協議の回答後には、換地計画についての意見聴取を行うため、区 

画整理審議会を開催し、その後換地計画の内容を公衆の縦覧に供し 

ます。 

平成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、清算金等を権利者の皆様に通知し、

     換地処分の公告のあと、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、いろいろとご心配をおかけして 

まいりましたが、昨年の７月からは、当区画整理審議会の前会長、 

副会長に検討会へご参加いただき、話し合いが行われてまいりまし 

た。主管課である協働推進課からは、今後、検討会で決定した町界、 

町名に基づき、ことしの５月、６月ごろに住民説明会を行う予定と 

いうことで、連絡を受けております。今後も当審議会を代表して、

     横井会長、玉置副会長へご意見を伺う機会もあるかと思いますので 

、引き続きよろしくお願いいたします。 

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。 

横井会長  ありがとうございました。 

その他、委員の方から何かありましたら、ご発言お願いいたしま 

す。 

森川委員  今日の委員会とは別個の案件ですが、車道と歩道の間のコンクリ

ートが、住宅ができたときに駐車場の邪魔になるということで、ハ

ンマーでたたき割ったままになっている。ああいうのは、多分素人

では割れないと思うんだけれど、業者が割ってそのままになってい

る。はがし取ったところは凸凹になっているし、それからまた割っ

てあるところは、ハンマーでたたいたままになっている。この件は

区画整理課の担当ですか。まだ新しいうちの前の道路ですが。 



 

舩橋事業係長  今の乗入口のことですが、私も現場は把握しておりまして、乗り 

入れ口の補修につきましては、昨年から、早期に対応していただく

よう、本人のほうには指導させていただいております。その結果と

して、近いうちに補修していただくということで、回答をいただい

ておりますので、すみませんが、少しお待ちいただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

森川委員  そうですか。わかりました。 

横井会長  ほかにございませんか。よろしいですか。 

それでは、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、終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


