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 小牧小松寺土地区画整理審議会議事録 

 

     平成２３年８月１０日         午後２時00分～午後２時45分 

 

     本庁舎 第４会議室 

 

     議題  １ 議事録署名者の選任について 

         ２ 報告事項 

            （１）平成23年度事業計画について 

            （２）審議会委員の選挙の日程について 

         ３ その他 

 

     出席者  綿久産業㈱  玉置 義一  佐々木辰興  横井 清二 

          横井伊十朗  玉置 晴美  西尾 俊治  森川 勇治 

          玉置 健次  横井  功 

 

     欠席者  磯貝 宗治  余語 一男 

 

      事務局  長瀬参事 渡辺課長 鈴木課長補佐 高木事業係長 

          丹羽事業係長 長谷川庶務係長 竹田換地係長 

          平手補償係長 大嶋主査 林主事 



鈴 木 課 長 補 佐           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いた

だきまして、まことにありがとうございます。 

 それでは、初めに都市建設部参事長瀬よりごあいさつ申し上げます。 

長瀬参事   どうも皆様こんにちは。非常に日中の一番暑いときに、またお忙しい

ときにお集まりいただきまして、ありがとうございます。特に今、気温

が34度、35度となっておりますので、熱中症には十分気をつけていただ

いて、ご自愛いただきたいと思います。 

 ７月に人事異動もございました。後ほど課長からも職員の紹介があろ

うかと思いますが、私も７月からまたお世話になりますが、増田前次長

が３月末までおりましたが、次長をなくしたというのが現状でございま

す。私がここの中で仕切っていくということになりますので、お願いし

たいと思います。 

 また、予算でございますが、４月には骨格予算としてまずは経常経費

だけをつけていただいて、その後、６月に肉づけ予算としてやっと政策

的な予算をつけていただいたということで、特に小松寺におきましても

事業費として約１億円、主なものは薬師橋の工事でございます。その予

算をつけていただきましたので、今年度その工事に向けて頑張っていき

たいと思いますが、しかしながら若干問題もございます。そこもまた後

で担当のほうからお話をすると思いますが、すぐに工事に入れないとい

うのが現状となっておりますので、その辺のところもまたご理解いただ

きたいと思います。 

 この小松寺の審議会も、いよいよ来年の２月24日をもちまして５年の

任期が満了するということでございますので、その間いろいろありがと

うございました。また、選挙になったときも、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

 きょうのスケジュールでございますが、事業のところがございます。

私どもといたしましても、まだ難しい問題も残っておりますが、事業の

進捗に向けて精いっぱい努力いたしますので、審議会委員の皆様方のご

協力もよろしくお願いしたいと思います。 

 以上、簡単ではございますが、あいさつとかえさせていただきます。 

鈴 木 課 長 補 佐           続きまして、この７月にございました人事異動につきまして、渡辺課

長から紹介させていただきます。 

渡辺課長   改めまして、皆さんこんにちは。本日は、大変お忙しい中、また猛暑



で大変暑い中、小牧小松寺の区画整理審議会にご参集いただきまして、

まことにありがとうございます。このたびの７月の人事異動によりまし

て、園田課長の後任で区画整理課長を拝命いたしました渡辺でございま

す。どうぞ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平成23年度の職員名簿をご参照いただ

きながら説明させていただきます。 

 このたびの人事異動によりまして、課長を初め７名の者が転出しまし

た。そして５名が転入してまいりました。職員名に米印及び丸印がつい

ている者が転入者及び昇格、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服部補佐の後任で異動してきまし

た鈴木補佐でございます。 

鈴 木 課 長 補 佐           鈴木でございます。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、庶務係長が堀田係長の後任で長谷川係

長でございます。 

長 谷 川 係 長           長谷川と申します。よろしくお願いいたします。 

渡辺課長   係員としましては、舟橋主事の後任で岩田主事が転入してまいりまし

た。当担当地区の丹羽事業係長は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。よろしくお願いします。 

渡辺課長   小牧南地区担当の高木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   よろしくお願いします。 

渡辺課長   また、竹田換地係長につきまして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。 

竹田係長   竹田です。よろしくお願いします。 

渡辺課長   補償係長につきましては、小川係長の後任で平手係長でございます。 

平手係長   平手と申します。よろしくお願いします。 

渡辺課長   係員としましては、大平主事が換地係から補償係へ課内異動いたしま

した。また、生駒主事の後任で江口主事が転入してまいりました。補償

係のこの地区の担当としましては、山本主任と玉置主事でございます。 

 職員数としましては、課全体で管理職１名、一般職１名の２名減とな

りまして、正規職員27名、再任用職員２名の合計29名となりました。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、ご鞭撻のほど賜りますことをお願

い申し上げまして、紹介とさせていただきます。 

鈴 木 課 長 補 佐           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。きょうは大変、今お話のありましたように、

暑い中お出ましをいただきまして、まことにありがとうございました。

先ほどもちょっと申し上げましたが、きょうはそんなに難しい話ではな

いように聞いております。どうぞひとつお聞き漏らしのないように十分

お聞き取りを願いまして、一層のご支援、ご協力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。よろしくお願いいたします。 

鈴 木 課 長 補 佐           ありがとうございました。 

 本日の出席委員は10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。 

 ここで、前後しますが、お手元の資料のご確認をお願いいたします。

まず第81回尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業審議会日程と

いう４ページにわたりますホチキスどめのもの、それと平成23年度の工

事箇所及び位置図でございます。また、前後しますが、今ありました職

員の異動名簿でございます。以上でございますが、大丈夫でしょうか。 

 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   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、４番 玉置義一委員、５番 佐々木辰興委員を

指名いたします。 

 日程第２、報告事項に入ります。 

 平成23年度事業計画について、事務局に報告を求めます。 

鈴 木 課 長 補 佐           それでは、小牧小松寺土地区画整理事業の平成23年度事業計画につい



てご説明いたします。 

 冒頭の長瀬参事からのあいさつのとおり、今年度は、４月は継続費や

経常費などの骨格予算となっておりましたが、６月の議会において肉づ

けされた予算となりました。 

 それでは、１ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書

をごらんください。まず予算ですが、６月補正後の歳入歳出予算は、４

月当初予算から１億652万円増の１億8,926万4,000円です。 

 主な項目を申し上げますと、歳入は、２款繰入金、１億652万円増の

１億8,745万円余と市の一般会計からの繰入金が歳入の大部分を占める

現状となっております。 

 歳出では、１款総務費、２万円増の1,558万6,000円、増額２万円は無

縁仏官報記載料でございます。２款事業費は１億650万円増の１億2,261

万5,000円で、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、当初予算と同額となっております。 

 続きまして、平成23年度事業予定を説明いたします。２ページをお願

いいたします。 

 １、工事といたしまして、道水路工事は8,500万円増の8,800万円、薬

師橋のかけかえ工事を予定しております。造成等工事費が300万円、交

通安全施設設置工事が100万円、これは当初予算のとおりでございます。 

 ２、補償費としては、物件移転補償費、皆増の1,500万円、１件の工

作物補償費でございます。 

 ３、委託費としては、当初予算どおり、測量設計委託料350万円、物

件調査委託が200万円、除草浚渫委託で100万円でございます。 

 ４、負担金といたしまして、上水道布設負担金、皆増の250万円、ガ

ス布設負担金も同じく皆増の400万円でございます。薬師川改良に伴う

切り回し等の工事等でございます。 

 裏面、３ページをお願いいたします。その他は、修繕料他として261

万円余の当初予算どおりでございます。 

 なお、薬師川にかかる薬師橋改良工事につきましては、この後、事業

係長丹羽から説明させていただきます。 

 以上でございます。 

丹羽係長   それでは、私のほうから薬師橋の工事についてご説明をさせてもらい

ます。 



 ４月当初には予算がついておりませんでしたが、今回の６月補正によ

りまして、道路新設工事といたしまして薬師橋のかけかえ工事費がつい

ております。ちょうど味岡小学校の少し北側の橋になりますが、ただ、

発注のほうは、県のほうの調整、設計書等準備は整っておりますが、岩

崎側の橋の基礎のほうが岩崎区画の補償工事に影響しますので、その補

償工事の完了をまって発注のほうをかけていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 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。 

 発言はないようであります。なければ質疑を終了いたします。 

 続きまして、審議会委員の選挙日程について事務局に報告を求めます。 

竹田係長   では、お手元の資料の４ページ目をごらんいただきたいと思います。

尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理審議会委員選挙の日程につい

てでございます。 

 ただいまの現職委員の皆様の任期が平成24年２月24日までとなってお

りますので、次期の委員の方を選ぶ選挙となります。 

 まず、１としまして、委員の定数でありますが、15名となっておりま

して、その内訳であります。まず宅地の所有者が11名、借地権者が１名、

学識経験者が３名、合計15名ということになっております。 

 また、２番としまして、委員の任期としましては、５年であります。 

 次に、３番、選挙の日程でありますが、順番にいきますと、まず選挙

日程の公告を平成23年11月30日に予定しております。続きまして、年が

明けますが、選挙人名簿縦覧を年が明けまして平成24年１月４日から１

月17日の２週間の期間で行います。次に、委員定数の公告を平成24年１

月23日に予定します。その次の日から立候補受付期間となりまして、平

成24年１月24日から２月２日までの期間で受け付けをいたします。その

下になりますが、選挙期日は平成24年２月19日を予定いたします。以上、

選挙を通じまして委員が決まりましたら、その下でありますが、当選証

書付与式とあわせまして、一番下でありますが、第１回目の新しい委員

さんで審議会を、平成24年２月下旬になりますが、一応予定をしており

ます。 

 最後に、４番であります。委員の選出方法でありますが、立候補制を

とっております。 



 説明は以上です。よろしくお願いします。 

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。 

横井（伊）委員           いつものことで忘れちゃったんですけど、各区の区長さんへ具体的に、

こういうふうで時期が来ておりますのでというような、そういうお願い

をされると思うんですが、これはいつごろでしょうか。 

竹田係長   地元地区の議員さんとか区長さんに集まっていただきまして、候補者

の推薦等、調整のほうを行っております。時期は、予定で選挙日程の公

告が11月30日となっておりますので、大体10月下旬ぐらいにお声がけし

まして調整する予定でおります。 

 以上です。 

横井会長   ほかに発言はありませんか。 

 なければ質疑を終了いたします。 

 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。 

玉 置 副 会 長           薬師橋の工事が何か難しいというような参事のごあいさつもあったわ

けですが、どのようなことでしょうか。 

丹羽係長   先ほど少し県のほうの話をさせていただきましたが、ちょうど薬師橋

が岩崎区の駅側と、西のほうには歯医者さんがありますが、その両側で

橋の基礎等が入っておるんですが、前で説明させてもらいます。薬師橋

がこちらになりますが、こちらの岩崎駅の側、こちらのほうで少し補償

工事に基礎自身がかかってくるということもありまして、その補償の完

了をまってからの発注という形に今のところなっております。ですので、

当初は工事ができる予定でありましたが、ちょっと補償のほうがおくれ

ておりますので、発注が少しおくれている状況です。 

 工事の日程としましては、当初、今年度の渇水時期にということで予

定しておりましたが、その補償の状況で、公安許可をまって発注ができ

ますので、その辺はまた、小学校、中学校の通学路等もございますので、

お地元のほうと綿密な調整をとりながら発注のほうをかけていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

森川委員   そうしますと、資料の中で、工事延長・面積、それと施工業者という

のはまだ決定していないということでいいんでしょうか。 

丹羽係長   発注のほうはまだしていないという状況の中ですので、施工業者等も

まだ入札等の手続には入っておりません。ですので、工事延長・面積と



なってますが、薬師橋という橋ですので、延長のほうは書いてありませ

んが、施工業者のほうは、まだ発注を市のほうがかけてないということ

で、決定しておりません。 

渡辺課長   ちょっと補足いたしますと、薬師橋につきましては、通学路になって

おりますので、通学路の変更をまずさせていただきます。仮橋等という

話もありましたけど、仮橋をかける予定の用地も場所もございませんの

で、そのまま掘削をして下部工をつくって、下部工をつくっている間に

上部工の橋のけたを工場で製作し、それを下部工ができ次第すぐかけれ

るような、工期を短縮するような形で工事は行いたいと思っております

ので、仮橋についてはちょっと施工ができない状況になりますので、通

行される方については迂回をしていただくという形になります。迂回に

ついては、かなり前から迂回路を設定して皆さんに周知して、地元の方

にも回覧等を回していただくような形で区長さんにお願いしますので、

またそのときにはご協力をよろしくお願いいたします。 

横井会長   よろしゅうございますか。 

 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。 



上記の会議の模様を聴取しその相違なきことを証するため、ここに署名する。 
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