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泉 課 長 補 佐           本日は、ご多忙のところ小牧岩崎山前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、初めに昨年度まで都市建設部参事でありました長瀬が審議

会には出席させていただいておりましたが、この４月の人事異動により

上水道部へ異動になりました。今回から審議会には都市建設部長の江口

が出席させていただきます。では江口都市建設部長よりごあいさつ申し

上げます。 

江口部長   ただいま紹介を受けました都市建設部長の江口でございます。どうぞ

よろしくお願いします。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。 

 私、平成18年まで区画整理で仕事をさせていただいておりました。審

議会の皆様には何かとお世話になっておりました。また今年度からも引

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。 

 さて、当区画整理事業は、おかげさまをもちまして、事業費ベースで

申し上げますと、平成23年度末で進捗率約89.8％、今年度事業費ベース

で約93.5％になる状況であります。後ほど平成24年度事業の説明もあり

ますが、諸問題もあり工事未着手箇所になっているところにつきまして

は、関係者のご理解を得られるよう鋭意交渉を進めてまいりたいと思っ

ております。このようなことから委員の皆様にはいろいろな面でお骨折

りをいただくことがあると思いますが、よろしくお願い申し上げます。 

 事務局も事業終結に向かって精いっぱい努力をしておりますので、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、あいさつとさせていただきます。どうぞよろしく

お願いします。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、同じくこの４月にございました人事異動により都市建設

部次長の園田が建設担当から都市整備担当として異動してまいりました

ので、園田都市建設部次長よりあいさつを申し上げます。 

園田次長   改めまして、おはようございます。 

 ただいま紹介がありましたように、４月の人事異動で、組織改正とい

うこともありまして、私が建設担当から都市整備担当の次長という形で

また異動させていただきました。９カ月間区画整理事業からは次長とし

て離れておりますけども、また今年度より審議会委員の皆様にお世話に

なることになりましたので、よろしくお願いしたいと思います。 



 ９カ月間、短い間でしたので、そんなに記憶も飛んでいないとは思い

ますが、今後ともご指導賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、

あいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、区画整理課の異動につきましては、渡邉課長より紹介さ

せていただきます。 

渡邉課長   皆さん、改めまして、おはようございます。本日は、お忙しい中、小

牧岩崎山前土地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。今年度も区画整理課長を務めさせていただきます渡

邉でございます。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お手元の資料で、平成24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、補佐を初め９名が転出いた

しました。そして８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、鈴木補佐の後任で転入してまい

りました泉補佐でございます。 

泉 課 長 補 佐           泉です。よろしくお願いいたします。 

渡邉課長   それぞれの担当のほうですが、庶務係長は長谷川係長の後任で舩橋係

長でございます。 

舩橋係長   舩橋です。どうぞよろしくお願いします。 

渡邉課長   係員としましては、杉山主査が課内昇格しました。また、稲山主任の

後任で転入してまいりました谷崎主事でございます。 

谷崎主事   谷崎です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   当地区担当の事業係長、丹羽が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。 

渡邉課長   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。 

渡邉課長   係員としましては、酒井主任の後任で水野主査が転入してまいりまし

た。また、新規採用職員として園田技師補が入ってまいりました。換地

係長は竹田係長の後任で西島係長でございます。 

西島係長   西島と申します。よろしくお願いいたします。 



渡邉課長   係員としましては、大嶋主査の後任で補償係から換地係へ課内異動し

てまいりました江口主事でございます。 

江口主事   江口です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   当地区の審議会事務担当の林主事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。 

林 主 事   林です。よろしくお願いします。 

渡邉課長   補償係長は平手係長が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。どうぞよろしくお願いします。 

渡邉課長   係員としましては、山本主査の後任で吉本主事が転入してまいりまし

た。また、新規採用職員として藤江主事補が入ってまいりました。 

 職員数としましては、課全体で１名減になりまして、正規職員26名、

再任用職員２名の合計28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、ご鞭撻を賜りますことをお願い申し上げまして、職員の紹介

とさせていただきます。 

泉 課 長 補 佐           続きまして、平手 昇会長からごあいさつをいただきたいと思います

のて、よろしくお願いいたします。 

平手会長   皆さんおはようございます。本日は、本当にご多忙の中、当区画整理

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す。 

 ご承知のように当区画整理事業も、平成４年に始まり、もう既に20年

の長い年月が経過しております。皆様方には当区画整理事業への深いご

理解とご協力に感謝を申し上げます。 

 先ほど江口建設部長からもありましたように、平成23年度までの工事

の進捗率は事業費ベースで89.8％、今年度で93.5％ということで、大分

ゴールに近づいてきたというふうに見ております。平成23年度の予算に

対しましては、事業費実績ベースでは96.7％、1,800万円の繰越金が出

たというふうに聞いております。工事進行には困難な箇所もありますが、

着実に道路建設工事も進んでおります。事業予算との関係もあると思い

ますが、区画整理課の皆さん並びに地区住民の協力を得まして、今後工

事が着実に進んでいくよう望んでおります。 

 小牧市の財政につきましては、平成22年度から市税収入が３年連続減

収となっておりますのは皆さん方も広報でご存じだと思います。社会経



済情勢が依然として先行き不透明であることから、今後も厳しさは増し

てくるというふうに予想されます。区画整理事業につきましては特別会

計予算となっておりますので、今年度も特別会計は前年度比で全体では

５％増というふうになっております。当岩崎山前区画整理事業予算は、

本年度は４億6,400万円、後ほどまた説明があると思いますが、昨年の

６月補正予算が組まれてからでは3,900万円の増額となっております。

とはいえ、特別会計といえども、いつこういう経済情勢で減額をされる

ことがあるかもしれません。要は、いっときも早く工事を終えるという

ことであると思います。 

 先ほども言いましたように、当区画整理事業も20年やっております。

地域の皆さんが安全な住みよいまちづくりを期待しております。審議会

の皆様には区画整理事業に引き続きご尽力を賜り、区画整理が一年でも

早く完成いたしますことをお願い申し上げます。 

 本日は、平成24年度事業計画の説明があります。区画整理課のご理解

とご協力を得まして、本年度100％事業が進行していきますことをお願

い申し上げまして、会長あいさつといたします。よろしくお願いいたし

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。 

 ここで、お手元の資料の確認をお願いいたします。一番上にホチキス

どめで３枚綴ってあるのが、日程を含めた次第となっております。それ

からもう１枚が、Ａ４１枚で平成24年度工事予定箇所、道路新設工事１

から７と粗造成工事Ａと書いてあるものです。それともう１枚、Ａ３で

工事の箇所図が書いてあるものがございます。もう１枚は平成24年度の

区画整理課の職員配置名簿ということで、裏面は配置図になっておりま

す。以上、よろしいでしょうか。 

 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。 

平手会長   それでは、ただいまから尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理

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 平手滿昭委員、５番 鈴木一成委員を指

名いたします。 

 日程第２、報告事項に入ります。 

 平成24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、日程のところを１枚はねていただいて、下に１ページと打

ってあるものでございます。小牧岩崎山前土地区画整理事業の平成24年

度事業計画について、ご説明いたします。１ページの歳入歳出予算事項

明細書により説明させていただきます。 

 まず予算でありますが、歳入歳出予算合計それぞれ４億6,493万9,000

円となっており、対前年比１億7,111万3,000円の増額となっております。 

 主な項目を申し上げますと、歳入は、１款保留地処分金で200万円、

１筆38.40平方メートルを随意契約により処分する予定であります。続

きまして、３款国庫支出金で4,120万円、４款県支出金で1,800万円、こ

れは一級河川原川の公共施設管理者負担金であります。５款、市からの

繰入金は３億5,027万9,000円であり、８款市債として5,230万円を計上

したものであります。 

 一方、歳出では、１款総務費で1,562万円、審議会費、人件費、事務

費などであります。２款事業費で３億9,887万3,000円、工事費、補償費

などであります。３款公債費で4,944万6,000円、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、平成24年度事業予定であります。１枚めくっていただい

て、裏面の２ページをお願いいたします。 

 １の工事としては、道水路工事で9,670万円、道路整備７路線645メー

トル、排水路整備１路線90メートル、道路維持工事などであります。続

きまして、下段、造成等工事で5,000万円、街区粗造成工事であります。

その下段、交通安全施設設置工事で150万円、反射鏡、道路照明設置工

事などであります。なお、工事の予定箇所につきましては、後ほど図面

で説明いたします。 

 ２の補償としましては、物件移転補償費で１億3,450万円、６件の物



件移転補償費と工作物の補償を予定しております。損失補償で350万円、

約１万8,000平方メートル分において、従前地を明け渡していただきま

したが、仮換地が使えないことによる補償であります。 

 続きまして、３の委託費としましては、測量設計委託で3,256万円、

仮換地計算及び杭の復元業務、出来形確認測量、道水路の分割設計など

であります。その下段、物件調査委託で4,000万円、物件移転の調査４

件と再積算業務７件などであります。続きまして、その下段、除草浚渫

委託で600万円、その下段、ポンプ保守点検委託で30万円であります。 

 ４の負担金としまして、上水道布設負担金で2,000万円、その下段の

ガス布設負担金で1,000万円を予定しております。 

 ５のその他として、修繕料210万円を計上しております。区画整理事

業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、次に別紙の工事予定箇所について、事業係長の丹羽より説

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。 

 お手元に箇所図があると思いますが、右下の凡例を見ていただきます

と、緑色の箇所が平成23年度までに工事が完成した箇所です。これは都

市計画総延長１万5,101.1メートルのうち約82.5％が完成したことにな

ります。続いて、赤色の部分ですが、今年度の工事について、番号順に

説明させていただきたいと思います。 

 １番目は、図面上のほう、岩崎山の中央のあたりですが、区画道６－

１０号路線の道路新設工事を45メートル予定しております。 

 その東側、２番目ですが、区画道６－１１号外路線で道路新設工事を

100メートル予定しております。 

 ３番目は、そのすぐ南側、南西になります。くの字になったところで

すが、区画道６－１２号外の路線で道路新設工事を160メートル予定し

ております。 

 ４番目は、味岡市民センターの西側のすぐ南側になりますが、原川沿

いになりますが、区画道５－２号路線であります。道路新設工事を110

メートル予定しております。 

 ５番目は、農協の北側、区画道６－44号路線、道路新設工事を30メー

トル予定しております。 



 そして、６番目になりますが、農協の南西になります。これも原川沿

いになりますが、６－７６（１）号路線の道路新設工事を130メートル

予定しております。 

 ７番目は、一番南側になります。加藤機械さんのすぐ西側になります

が、これも原川沿いです。区画道６－７７（１）号路線の道路新設工事

を100メートル予定しております。 

 以上が道路新設工事でありまして、また、上のほうのＡというところ

なんですが、岩崎山の粗造成工事を約7,000立米ほど予定しております。 

 以上が今年度の工事予定でございます。予定どおり完成しますと、道

路路線延長は合計１万3,006.9メートルとなりまして、道路整備率に直

しますと約86.8％となります。 

 また、工事箇所については、予算、補償等の状況により変更する場合

がありますので、ご了承いただきたいと思います。 

 また、道路工事に合わせて上下水道、ガス管、電柱等を施工していき

ますので、またよろしくお願いします。 

 交通安全、地元対応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の説明とさせていただきます。 

平手会長   以上で報告は終わりました。ご質問等がございましたら、ご発言をお

願いしたいと思います。 

林 委 員   この図面を見させていただくと、先ほど来の説明の中で、平成23年度

までに82.5％、道路延長ではそういうふうになったということで、あと

残りは、この図面を見ると、非常に険しい岩崎山前の道路が主で、この

前も少しご質問をしたんですけれども、特に東のほうは、非常にいろい

ろ問題があるといいますか、いろいろ苦慮していただいておると思いま

すが、東のほうがほとんどネズミ色、いわゆる平成25年度以降の予定箇

所になっているんですが、これは補償絡みとかいろんな難しい問題があ

ろうかと思いますが、その後の状況として、ある程度めどが立ちつつあ

るのか、やはり非常に厳しいということなのか、ちょっとお聞きしたい

と思います。特に岩崎山前の傾斜地の関係は、今、設計とか、あるいは

地元関係者に対してどういう働きかけをされておるか、お聞きしたいと

思います。 

 以上です。 
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 もう１点、岩崎の県道名古屋犬山線の東側のところでございますが、

今年度１件、物件移転補償をさせていただく予定でおりますので、少し

ずつではございますが、進めさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

平手会長   そのほかご意見がありましたら、ご発言願います。 

 私から１件質問します。今年度、保留地はもう販売するところはあり

ませんか。すべて終わってますか。その辺をちょっとお聞きしたいと思

います。200万円の予算はありますけど、200万円では保留地販売じゃな

いと思いますが、この辺をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

舩橋係長   先ほど予算で説明を補佐のほうからさせていただきましたが、東罐興

業の西側の54街区の12画地外を処分する予定になっております。ご報告

させていただきたいと思います。 

平手会長   また後ほどこれは発表があるわけですね。 

渡邉課長   昨年度は公開抽せんを岩崎地区で２筆させていただきました。無事に

保留地の２筆は処分できましたけど、今年度につきましては、保留地の

処分につきまして、公開抽せんという形になりますと、道路ができてラ

イフラインが完備されて、土地利用ができるような形にならないと保留

地は処分できませんので、今回は随意契約の１筆だけで、公開抽せんと

いう形で処分できる土地はございませんので、ご報告させていただきま

す。 

 以上です。 

平手会長   そのほか、地域の方でこの辺がお聞きしたいとか、そういうことがあ

りましたら、ご発言願いたいと思いますが。 

美 濃 輪 委 員           今年中に味岡児童館は完成する見通しだと思いますが、あそこの一画

に、あの地域のごみ出し場を、児童館があそこにできてくる前から、ご

み出し場を農協のほうにお願いして場所を提供していただいておったん

ですが、児童館ができるに当たって、東の北側の一画にごみ出し場をお

願いしておるわけですが、これは児童館が完成と同時に設置していただ

けるというふうに思っておりますが、それでよろしいですか。 



丹羽係長   子育て支援課とは一応調整をとらさせていただいておりまして、児童

館の所管課になりますが、そちらのほうの完成時期とごみ置き場の使用

開始時期については、今のところ完成と同時に使えるということで区画

整理課のほうも把握しております。今現在ちょっと電柱が、ごみ置き場

に対してちょっと邪魔になるもんですから、そういう移転の事務を区画

整理課のほうでも進めておるところでございます。 

 以上です。 

平手会長   そのほかございませんか。 

 あと１点、私のほうからお聞きします。審議会ではこういう形で討議

しますが、地域住民から個人的に直接、区画整理課のほうに、この道路

とか、ここをどうしてくれというような要望は今現在ありますでしょう

か。その辺をちょっとお聞きしたいと思いますが。個人的なことは結構

ですが、道路とか施設について何か要望等がありましたら教えていただ

きたいと思います。出てなければ結構ですけど。 

丹羽係長   １件聞いておるのが、ちょうど名犬の一番南のあたり、トーモクさん

のほうから来る道路と名犬との交差点部分についての交通安全面で、こ

の間も住民の方から、どのくらいにでき上がるのかということで質問が

ありました。一応今年度、赤の⑥番の原川の左岸提になりますが、進め

ていきます。そうするとある程度準備が整っていくということになりま

すので、まだ今年度というわけにはいきませんが、近年のうちにここの

道路整備ができるのではないかということで、住民のほうからちょっと

お問い合わせがあったということで、ご報告させていただきます。 

平手会長   それは味岡口の交差点よりちょっと西になるのですか。交差点のこと

を言っておるのですか。 

丹羽係長   交差点の西がまだ未整備の部分がありますので、こちらの交通安全面

が非常に危険だということで、ご指摘のほうは受けておりますので、な

るたけ早いうちに整備できるような形で準備のほうは進めておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

倉知委員   進捗状況を見まして、先ほど林さんのほうからも指摘があったのです

が、私の久保区から見てますと、岩崎山の前だけ進捗率がよくなってい

るというふうに私から見ると思えるんですが、なぜ県道の東側が、特に

木津用水の南のところですね、ちょっと落差が大きいように思うんです

が、何かあるんですか。なかなか補償問題とかいろいろ難しいと思うん



ですけれども。 

渡邉課長   倉知委員のご指摘のとおり、本年度も岩崎山の前を中心に道路整備が

できるという形になっております。これにつきましては、いずれにしま

しても、岩崎山前も住宅密集地であります。県道から東につきましても

住宅密集地であります。地権者の皆さんのご協力を得て、合意をもとに

して補償物件等の移設等を行っております。岩崎山南につきましては、

補償の物件が毎年ないという状況でございます。東側につきましては、

区画整理事業に反対されている方もございまして、その換地の問題、そ

れから補償の問題、一気に補償問題を片づけるわけにいきませんので、

１件ずつという形での交渉になっておりますので、その辺は事務局とし

ても鋭意努力して交渉に当たっておりますので、その辺のところをご理

解のほどよろしくお願いします。 

平手会長   本当に一時も早く、やっぱり皆さん公平に区画整理が進むことを、た

しかに賛成してみえる方は、なかなか進まないからいら立ってみえると

は思いますけども、区画整理課のほうでいろいろと鋭意努力していただ

きたいと思います。 

 そのほかございませんか。 

美 濃 輪 委 員           １つだけお聞きしておきたいんですが、名犬線の味岡の信号機がある

ところですね、清流亭さんの前の信号なんですが、そこの北東ですね。

ここの道路状況が、移転の関係があるでしょうが、変則になっておりま

すが、ここの移転は今年中にできるのか、そこら辺の状況が、大体お決

まりかと思いますけども、どんなふうになってますか。 

平手係長   県道名古屋犬山線の東側の北の建物の補償の件でございますが、正直

言いますと、今具体的にいつというめどは現状では持っておりません。

相手方の都合によりまして補償を進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

美 濃 輪 委 員           そうすると、今年の平成24年度予定にないということですか、現時点

では。できないということですか。 

平手係長   現時点では予算等は持っていないという状況でございます。 

渡邉課長   美濃輪委員のご指摘のとおり、昨年度、ばちを含めまして北のほうの

道路整備を、県道ですね、進めたところでございます。ばちの部分につ

いての補償物件につきましては、ちょっと問題がございまして、確かに



平手係長が申しましたように今年度は予算をつけておりませんが、予算

をつけてないから補償の交渉は行わないということではございません。

相手の日程に合わせて、話がつけば、補正をつけてでも補償物件を移転

するような形での方向を考えておりますので、とにかく相手の補償の交

渉、また日程等の問題もございますので、それに合わせてうちのほうも

準備を進めておりますので、この辺のところをご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

平手会長   そのほかよろしいですか。 

 ほかに発言がなければ、これで質疑を終了といたします。 

 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。 

西島係長   それでは、お手元の資料３ページ目をごらんいただきますようお願い

します。尾張都市計画事業小牧岩崎山前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。 

 ただいまの審議会委員の皆様の任期が平成25年2月23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番としまして、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、委員の任期は平成25年2月24日～平成30年2月

23日までの５年間ございます。 

 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

期日の公告を平成24年11月中旬に予定しております。続きまして、選挙

人名簿の縦覧を平成24年12月中旬～平成24年12月下旬の２週間の期間で

行います。次に、委員定数の公告を平成25年１月下旬、立候補受付期間

を平成25年１月下旬の10日間とし、選挙期日は平成25年２月中旬を予定

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第１回目の新しい委員さん

で審議会を平成25年２月下旬になりますが、開催の予定をしております。 

 最後になりますが、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。 

 以上でございます。 

平手会長   日程第３の報告は終わりました。何かご発言がありましたらお願いい



たします。来年２月まで任期がありますが、その間にいろんな形で調整

をされると思います。よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 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

終了といたします。ご苦労さまでございました。 

 


