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泉 課 長 補 佐           委員の皆様お集まりですので、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、お手元に配布した資料の確認をさせていただきたいと思

います。 

 まず最初に、Ａ４のホチキスどめにした会議日程と書いてあるもので

すね。これの中身について確認させていただきたいと思います。 

 １枚はねていただきまして、中央下側に１ページと振ってありますが、

議案第84号、それから裏面、２ページのほうになりますが、別紙で保留

地予定地の所在及び面積を記したものですね。３ページ目、次に保留予

定地の案内図、１枚はねていただきまして、裏面になりますが、４ペー

ジに保留地予定地詳細図（１）、５ページですが、同じく保留地予定地

詳細図（２）、１枚はねていただきまして、６ページになりますが、議

案第85号、１枚はねていただきまして、７ページ、裏面になりますが、

別紙で保留予定地処分予定地の所在、面積及び処分先を付したもの、８

ページになりますが、保留予定地の案内図、その裏面、９ページになり

ますが、保留予定地の詳細図、次に10ページでありますが、保留地の公

開抽せんについてということで、裏面11ページまで、１から10まで記し

たものがあると思います。それから、12ページですが、保留予定地の案

内図、１枚はねていただきまして、今年度の予算、歳入歳出予算事項別

明細書を記したもの、その裏面になりますが、14ページに平成26年度の

事業予定が書いてあるもの、それから別紙で、Ａ４で、ちょっと小さい

ので申しわけないですが、今年度の工事の予定箇所図を記したもの、そ

れからもう１枚別で、平成26年度の職員配置名簿、その裏面には区画整

理課の配席表が記したものがあると思います。 

 それから、最後になりましたが、第６次小牧市総合計画新基本計画、

こちらのほうが、概要版になりますが、新たに作成したものがあります

ので、今後の参考にしていただければと思います。 

 以上が資料となっております。漏れ等はございませんでしょうか。よ

ろしいですか。 

 それでは、続きまして江口都市建設部長よりご挨拶を申し上げます。 

江口部長   それでは、改めまして皆様おはようございます。本日は、ご多忙の中

ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 



 当土地区画整理事業もおかげさまをもちまして、道路整備率で申し上

げますと、25年度末で進捗率95.6％となっております。今年度末には約

96.4％になる予定です。 

 事務局も事業終結に向かって精いっぱい努力してまいりますので、委

員の皆様にも一層のご理解とご協力のほどをお願い申し上げまして、簡

単ではございますが、挨拶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。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、この４月に行われました人事異動によりまして、都市整

備担当次長として課内から昇格しました渡辺次長よりご挨拶を申し上げ

ます。 

渡辺次長   皆さん、改めましておはようございます。このたび４月の人事異動に

よりまして、園田次長の後任として都市建設部都市整備担当次長の拝命

をいただきました渡辺でございます。昨年度までは区画整理課長として

大変お世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、区画整理課の異動につきまして、永井課長よりご紹介さ

せていただきたいというふうに思います。 

永井課長   皆様おはようございます。４月から課長を務めさせていただいており

ます永井でございます。 

 この４月の異動でございますけれども、お手元に配布させていただき

ました平成26年度職員配置名簿、こちらのほうをご確認いただきながら

ご説明申し上げたいと思います。 

 ３行目でございますけれども、現在、区画整理課の職員数は、正規職

員が25名、再任用職員が１名、臨時職員が１名の合計27名であります。

今回の異動によりまして、９名が転出し、８名が転入となりました。昨

年度からは１名減という状況でございます。この27名で、小松寺、文津、

岩崎山前、そして小牧南の４つの地区を行ってまいります。名簿の中で

少し黒く網かけをしてありますのが今回の異動の対象者でございます。 

 それでは、本日同席している者及び異動者につきまして紹介をさせて

いただきます。 

 まず、課長の私でございますけれども、都市政策課のほうから異動し

てまいりました。過去、平成15年度から18年度まで区画整理課に所属し

ておりました。前任の渡辺の後を引き継ぎまして一生懸命取り組みたい

と思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 



 続きまして、先ほどから進行を務めさせていただいております課長補

佐の泉でございます。 

泉 課 長 補 佐           泉です。今年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

永井課長   続きまして、庶務係でございます。庶務係長の舩橋です。 

舩橋係長   舩橋です。引き続きよろしくお願いします。 

永井課長   それから、主査の杉山につきましては、東北復興のため１年間、宮城

県七ヶ浜町に派遣されておりました。２年前は区画整理課に所属してお

りましたので、復帰という形での転入でございます。 

 続きまして、保留地担当の松本でございます。 

松本主査   松本です。よろしくお願いします。 

永井課長   続きまして、事業係でございます。事業係長の丹羽です。 

丹羽係長   丹羽です。引き続きよろしくお願いします。 

永井課長   それから、もう１人係長でありました高木が転出をいたしまして、後

任として庶務係からの課内異動で昇格してまいりました事業係長の酒井

でございます。 

酒井係長   酒井です。よろしくお願いします。 

永井課長   それから、転入者でございますが、主査の鈴木につきましては、３年

前区画整理課でございました。２年間愛知県へ派遣されていたところか

ら戻る形での転入でございます。 

 続きまして、換地係でございます。係長の西島が転出をいたしまして、

後任となりました係長の大澤でございます。 

大澤係長   大澤と申します。よろしくお願いいたします。 

永井課長   それから、地区担当をさせていただいております江口でございます。 

江口主事   江口です。よろしくお願いします。 

永井課長   続いて、転入となりました審議会担当の林でございます。 

林 主 事   林と申します。よろしくお願いします。 

永井課長   さらに、臨時職員といたしまして森が転入となっております。 

 続きまして、補償係でございます。補償係長の平手です。 

平手係長   平手です。よろしくお願いいたします。 

永井課長   それから、中村につきましては、主査昇格となっております。続いて、

志村と山﨑の２名につきましては、新規採用職員でございます。 

 以上、総勢27名で事業を進めてまいりますので、よろしくお願いを申

し上げます。 



 以上であります。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、玉置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。 

玉置会長   おはようございます。ちょっと風邪で声が出ないので申しわけないで

すが、１月21日に審議会がありまして、最後の案件でありました保留地

の問題も一応審議会として同意いたしまして、未着工地の問題というの

はなくなって、最終段階に入ってまいりました。今後とも、本審議会に

つきまして、皆様方のご協力、ご支援をお願いいたしまして、簡単でご

ざいますが、挨拶とさせていただきます。 

泉 課 長 補 佐           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   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、11番 伊藤弘司委員、13番 西尾俊治委員を指

名いたします。 

 日程第２、議案事項に入ります。 

 議案第84号及び議案第85号につきまして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】 

 日程第３、報告事項に入ります。保留地予定地の公開抽せんについて、

事務局に報告を求めます。【非公開】 

 続きまして、平成26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、小牧小松寺土地区画整理事業の平成26年度事業計画につい

てご説明いたします。資料の13ページをお開きください。13ページの歳

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２億6,742万1,000円

となっております。前年度より2,959万円の増額となっております。 

 主な項目を申し上げますと、上段の歳入では、２款県支出金で1,060

万円を計上し、内容につきましては、一級河川薬師川の公共管理者負担

金であります。続きまして３款、市費からの繰入金は２億5,575万9,000

円を計上したものであります。 

 一方、下段のほうの歳出では、１款総務費で1,098万5,000円で、これ

につきましては審議会費、人件費、事務費などであります。２款の事業

費で２億537万3,000円で、工事費や補償費などであります。３款の公債

費で5,006万3,000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。 

 続きまして、次ページ、14ページをお願いします。平成26年度の事業

予定であります。 

 まず、１の工事として、道水路工事費で１億7,400万円で、道路整備

２路線、109メートル、道路維持工事などであります。また、この費用

には一級河川薬師川のかけかえ工事も含まれておりますので、お願いい

たします。その下段で、造成等工事費で100万円、街区粗造成工事であ

ります。その下段で、交通安全施設設置工事費で100万円、反射鏡、道

路照明設置工事などであります。工事の詳細につきましては、後ほど工

事予定でもう少し詳しく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。 

 ２の補償といたしましては、物件移転補償費で800万円、それから工

作物の補償を予定いたしております。この補償につきましては、先ほど

ご説明申し上げました薬師川のかけかえ工事に伴う工作物の移転でござ

います。 

 続きまして、３の委託としては、測量設計委託料で900万円、内容に

つきましては、仮換地計算及び杭の復元業務、それから道水路の分割設

計業務、それから翌年度予定しております事業計画の変更の資料を作成

する業務であります。それから、その下段、物件調査委託料で200万円、

工作物等の調査であります。その下段で、除草浚渫委託料で100万円で

あります。 

 続きまして、４の負担金として、上水道布設負担金で500万円、これ

は工事の内容につきまして、管口径75ミリ、延長110メートルの上水道



布設の負担金でございます。その下段で、ガス布設負担金が120万円、

これにつきまして、管口径75ミリ、延長110メートルを予定しておりま

す。 

 ５のその他といたしまして、修繕料が180万円であります。区画整理

施行者が管理する区域内の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いて、事業係長の丹

羽係長から説明を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の予定をお話しさせてい

ただきたいと思います。前のほうで説明させていただきます。 

 お手元のほうにあります今年度事業の箇所図が前に映し出されており

ます。 

 前年度までに整備された道路延長といたしましては、１万3,827.5メ

ートルでありまして、整備率といたしまして95.6％であります。今年度

の110メートルを加えますと、整備率といたしまして、先ほど部長から

もお話がありましたように、96.4％の見込みであります。 

 それでは、１番のほうから説明させていただきます。当地区の西のほ

う、味岡駅の南側になりますが、１番といたしまして、薬師橋を含めま

す区画道９－５号路線を40メートル、整備の予定をしております。 

 続きまして、２番ですが、当地区東のほう、入鹿用水の北側になりま

す。こちらの区画道６－48号線、南側の造成工事を含めます６－48号路

線といたしまして、延長70メートルを工事として予定しております。 

 以上が今年度の予定箇所であります。工事中は皆さんにまたご迷惑を

おかけすると思いますが、交通安全等には十分留意いたしまして工事の

ほうを施工したいと思いますので、ご協力のほうをよろしくお願いした

いと思います。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

玉置会長   報告は終わりました。質疑に入ります。 

玉置委員   薬師橋の工事、これは橋の工事も入ってますか。 

丹羽係長   今、委員のほうからご質問がございました薬師橋の架け替えも入って

いるかということでございますが、薬師橋も含めまして、架け替えの工

事なります。 

玉置委員   そうすると、これは岩崎の区画整理との境になるわけですが、費用の

分担はどうなるわけですか。 



泉 課 長 補 佐           支払いにつきましては、薬師橋も含めまして、小松寺の区画整理の区

域内に入ります。したがいまして、架け替えの工事につきましては、小

松寺の特別会計の予算で対応してまいります。 

玉置委員   全部小松寺で負担するということですか。それともう一つ、この架け

替えに対して、駅へ行く仮通路はありますでしょうか、そういう予定は

お考えでしょうか。 

丹羽係長   以前、この工事のときにもお話をさせていただいておると思いますけ

ど、こちらの駅へ行く仮橋のご質問でございますが、一応仮橋の予定は、

今のところ、ない状況の中で工事を進めていきたいと思っております。

その中で、今整備されているところで、仮橋のほうも検討はしてござい

ますが、こちらのほうから来た場合の仮橋を設置しようと思いますと、

どうしても既存の整備されている道路からいきますと、まずここの堤防

道路につきましては当然工事のために通れる状況ではありませんので、

小学校のほう、もしくは北側へ回っていただくという形になりますが、

現在、北側へ行くと、堤防の裏側のところに行くような形になりますの

で、ここに仮橋の検討をいたしましたら、すぐこっちの北側に県道の橋

があるということと、南側におきましても、こちらから小学校の北側を

通ってこちら側へ来た場合に、こちらのほうに歩道橋があるという形か

ら、仮橋の考えはないという形で、そういう考えで工事のほうを施工さ

せていただ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   今の橋なんですけども、仮橋というのは、車が通る橋じゃなくて、駅

へ歩いていく人の橋をつくる必要性があるような気がするんですけども、

車は通れなくても仕方がないと思うんですけども、駅へ歩いていく人、

自転車の人が、結構ここらの人が多いもんですから、こういうのもつく

らないということですか。 

丹羽係長   今、委員のほうからご質問がございまして、歩行者に対するという形

なんですけども、こちらの堤防のほうが、歩行者の方がこちらから回っ

ていただくときには、既存の道路を通ってこちらの薬師川のほうへ行っ

ていただかなければいけないという事情がありまして、ちょうどこの交

差点から道路も、車の場合は通れますので、こちらに入る前から南へお

りていただいて回っていただくという形になりまして、歩行者の方はこ

こまで、中学校の北側へ行っていただくと、こちらで渡っていただいて

駅のほうへ回っていただくという形になります。また、北側についても、



北へ渡っていただいて、西側へ出る通路ですね、南側を通ってここに出

てくるということになりますので、少し遠回りにはなりますが、こっち

に現道の橋があるということで、歩行者の方も少し回っていただくとい

う形でお願いしたいと思いますので、ご理解のほうをよろしくお願いし

たいと思います。 

森川委員   ちょっと遠回りだということなんですけども、あれは100メートル以

上、回るにしても200メートル近くあるんですか、北のほうへ行けば。

北側の県道は200メートルぐらい多分離れておると思うんですけども、

そこまで回るという意味は、地図上では、図面を見る限りちょっとなん

ですけども、実際に駅へ行く人たちは、ちょっと回るだけということで、

歩く人たちがそれを納得するかということになると、ちょっと納得しな

いと思うんですけども。 

横 井 副 会 長           誰が納得しないんですか。駅へ行く人というと、遠いところだったら

真っすぐいけば、県道へ行く場合ということで、近所の方は遠回りにな

るけど、ほかの方はそれほど、そういう看板も出てくるはずだろうから、

だから、どの地域の方に対してのことを、我々の学校周辺の北側のうち

の方は遠回りかもしれないけど、遠方の方はそこへ来て回るわけじゃな

いから、どこを対象に言ってみえるのかわからないけど。 

森川委員   簡単に言うと、東田中のほう。 

横 井 副 会 長           それは、そのまま川を通って渡ればいいだろうと、どこでも橋がある

から。だから、小松寺のあなたの家の近くであれば遠回りになる、玉置

さんところのうちも遠回りになる。近所の方たちは遠回りになるけども、

遠方の方はその道でずっと、ちょっとは遠回りかもしれんけど、だから

対象がどこを考えてみえるのかわからないから聞いているだけで。我々

は確かに遠回り、我々の地区はね。だから、だれを対象にしているかを

言ってくれないと返答も困るんじゃないのと。だから、学校の裏の我々

の地区は遠回りになる。遠方より来る方は大きい道を通っても、こっち

へ抜けてきても、行けるわけ。じゃあうちまでおりてきて行かれるのか、

伊藤さんは。大道を通って行かれたら余り変わらんと違うのかと。です

から、中学校のあの辺の近所の方は確かに遠回りしますよと。だから、

我々の小松寺の対象者のために金をかけてつくっておく必要があるのか

と。 

森川委員   そういう考えでいけば、利用者というのは、あそこを通ったほうが便



利だということの理由ですね。 

横 井 副 会 長           ですから、そういうことであれば、費用とか、その辺のことなんです

けどね。 

丹羽係長   もう一度ご説明させていただきたいと思います。こちらが薬師橋、こ

ちらが味岡駅になりますが、こちらのほうの下部工というのが、かなり

大きな形で、先ほど委員のほうからありましたように、こちらのほうの

脇を通って、例えば仮橋をこういったところにつくれば一番最短ルート、

今と余り変わらないような交通利用が確保できるんですけども、対する

対岸のほうも同じような形でちょっと含めて、このようなエリアで工事

のほうをさせていただこうかなと。薬師川の堤防道路というものも通行

止めという形になります。この中で、こちらのほうに仮橋をつくれば、

そうすると、ここの道路がこういった形になるもんですから、こういっ

た直近のところで仮橋をつくった場合の利用形態というのは、やはりこ

の９メートル道路及び北から、もしくは東田中からの交通事情を考えた

場合、どうしてもこういった形に回っていただく、さらにこういうふう

にずっと回っていただかなくてはいけないと。北側についても、北へ上

がっていただいてまたおりてくるという形になります。ここについては、

委員からここから100メートル以上あるじゃないかというお話もござい

ましたが、ここが大体60メートルぐらいで、そうするとこういった形で

往復大体20メートルから30メートルぐらい遠回りをしていただくことに

なりますが、その辺は、副会長のほうからもお話がありましたように、

コスト的な話も含めまして、工事費の絡みで考えさせていただいて、こ

こについては仮橋をなしで今のところ考えておりますので、ご理解のほ

うをいただきたいと思います。 

玉置会長   この件について、通れない期間ですね。１年かかるのか、３カ月なの

か、１カ月なのか、その通行止めになる時間ですね。何か２回に分けて

やるという話もあるもんですから、この辺は施工時期とその期間ですね、

どのくらいかかるのか。１年はかからないと思うんですが、どのくらい

かかるんですか。 

丹羽係長   今、工事のお話がございましたが、今のところ、１渇水期で開通でき

るような形で努力をしてまいりたいと思います。以前の話では最大２渇

水期という話で、雨の余り降らない期間の２渇水期が最大かかりますよ

という形でお話のほうをさせていただいておりますが、悪天候等、工事



等に悪影響がない限り、１渇水期で通っていただけるような形で努力し

てまいりたいと思います。 

泉 課 長 補 佐           今、事業係長の丹羽のほうからご説明させていただいた話なんですが、

基本的には、台風が行ってからになりますので、11月から３月まで５カ

月ぐらい要するだろうと思います。若干前後時間がありますので、おお

むね半年ぐらいは通行止めになるだろうというふうに考えております。 

 それから、さっきの仮橋のことですが、前でご説明させていただくと、

近いところに、先ほど申し上げたとおりに薬師橋の周辺は、下部工、橋

台の足の基礎をつくるために、大きく掘ります。したがって、この堤防

道路については通行できないような状況、その影響区間になります。し

たがいまして、前後ちょっと離したところにつくろうとすると、例えば

南側だと建物が張りついているので、新たに歩行者専用の橋といえども

基礎をつくらなきゃいけないので、こういったところに建物があって制

限があるということで、新たに補償して建物を一たん動かしておいて仮

橋をつくって、また戻して撤去しても、また移転するというような話も

ありますので、そういったことも考えながら仮橋を検討したんですが、

あまり近くはないかもわかりませんが、南側に人道橋がありながら、北

側に県道の橋があるということで、多少ご不便をかけますが、仮橋なし

で施工していきたいというので、期間については先ほど申し上げたとお

り１渇水期で極力終わるように努力していきたいと。ただ、工事を行っ

ていく上で、掘ってみた状況でいろんな条件が出てきますので、必ず１

渇水期というふうには断言はできませんけど、事務局といたしましては、

最短の通行止めの期間で工事を施工していくように努力したいというふ

うに考えておりますので、ご不便をおかけしますが、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

玉置会長   何か説明とか、そういうことをされる予定はないんですか。 

泉 課 長 補 佐           長期間にわたって通行止めになるということで、混乱が生じないよう

に、なるべく早い段階で迂回路の設定とか、そういったものの回覧とか、

皆様にご周知をさせていただいて、いきなり通行止めになったと苦情を

受けないように、また学校ももちろんのことですが、いわゆる利用者の

方に、なるべく広い範囲で早く周知をさせていただきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 



横井委員   事業計画の中の道路新設工事の２番ですが、これは道水路だけだと普

通、これは広く色塗りされておるんですけど、普通の道水路の工事だっ

たら、道路も入っておれば理解できるんだけど、広く塗られた意味合い

は何があるのかということです。 

丹羽係長   今のご質問の中で、こちらの南側の２という形で広く塗られていると

いう形なんですが、この区画道48号ですね、ここをつくるに当たって、

これはこちらが下段で前年度工事をやりましたが、上段のほうでこの道

路をつくっていこうとしますと、やはりこの下部のほうの造成工事で段

差がありますので、上からも使用していただくためには、こちらの換地

のほうの造成工事も含めまして道路のほうをつくっていくという形で広

くなっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

横井委員   今の関係で、造成の図面がありますね。これはどういうふうになって

ますかね。ついでと言っては申しわけないんですけど。 

丹羽係長   造成の図面と言われますと、こちらとこちらの形の一体敷地になって

おりまして、利用形態からいたしますと、こちらが下段のほうと上段の

ほうという形になりますので、ここまで擁壁ができておりますので、例

えば高低差が解消されるような形で、真ん中のこのような形で擁壁が入

ってきます。 

横井委員   これは１筆ですか。 

丹羽係長   こちらが１筆、こちらが１筆という形です。 

玉置会長   １月21日の審議会で聞いた道路について、どのようになっていますか。 

泉 課 長 補 佐           １月の審議会のほうで道路計画の変更ということで、１人なかなか移

転について応じていただけない、会えないということはお話をさせてい

ただきました。これにつきましては、先程も私のほうから今年度の予算

の中でご説明させていただきましたが、事業計画の変更というものを予

定しております。以前にご説明させていただいたとおり、道路の計画変

更もします。したがいまして、今年度については、移転のほうをお願い

し、契約して、今新しい建物を建築中であります。その予定が今年度わ

かりますので、道路工事につきましては、平成27年度、来年度、移転が

完了してから道路のほうの進捗も同時に行っていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

玉置会長   ほかにございませんか。なければ質疑を終了いたします。 



 日程第４、その他に入ります。何かありましたらお願いします。 

横井委員   ここでお話しすることではないかもしれんけども、区域内で、私ども

の西のほうで、    という方が造成をしておられるんですが、最近、

埋め立てで、どんどん堤防から上がってきまして、大型ダンプが土を運

んでいるです。土曜日、日曜日もやっているんですけど、土曜日とか日

曜日は普通やらんのですよ。近隣に話が全然ないもんですから。かなり

やっておるんです。この間も聞いたんですが、まだまだ日が足らないと、

擁壁が関連してますよね。側溝の鉄板の養生も何もしないでやっておる

ので、ちょっとあれは問題じゃないかなと思いますので、一度、区域内

でもありますので、そういう現場を見ていただいて、お願いできたらあ

りがたいなということですが、ちょっと気がつきましたので、よろしく

善処をお願いいたします。 

丹羽係長   今言われているのは、民間の造成工事だと思いますが、一応現場のほ

うを確認させていただきまして、対処させていただきたいと思います。 

玉置会長   ご発言もないようでありますので、これをもって本日の審議会は終了

いたします。 

 


