
 

 第９２回 

 

 小牧小松寺土地区画整理審議会議事録 

 

     平成２９年１０月１７日       午前 10 時 00 分～午前 11 時 20 分 

 

     本庁舎６階 ６０１会議室 

 

     議題  １ 議事録署名者の選任について 

         ２ 議案事項 

議案第 93 号 尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事

業における換地の特別な取扱いをする宅地の変

更について 

        【非公開】 

議案第 94 号 尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事

業における換地の特別な取扱いをする宅地の清

算金の免除について 

        【非公開】 

議案第 95 号 尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事

業における換地を定めない宅地について 

        【非公開】 

議案第 96 号 尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事

業における換地規則の改正について 

        【非公開】 

         ３ 報告事項 

           （１）事業計画の変更について 

           （２）評定指数１個当たり単価及び路線価の変更について 

           （３）今後のスケジュールについて 

         ４ その他 

 

 

 



 

     出席者  伊藤 征夫  鈴木 昭二  森川 満男    佐々木辰興 

          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  綿久産業(株) 

      事務局  渡辺部長 牧野次長 梶田課長 舩橋事業係長 杉山庶務係長 

          三原補償係長 馬庭換地係長 森主任 林主事 



 

三原係長   それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 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、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

 まず、ホチキスでとめた一番分厚いものですけれども、審議会の日程

ということで書いてございます。 

 めくっていただきまして、議案第 93 号についてですが、１ページ目、

２ページ目、３ページ目、４ページ目、５ページ目、６ページ目、７ペ

ージ目、８ページ目、９ページ目、10 ページ目、11 ページ目までにな

っております。続きまして、議案第 94 号ですが、12 ページ目、13 ペー

ジ目までになっております。続きまして、議案第 95 号ですが、14 ペー

ジ目、15 ページ目、16 ページ目、17 ページ目、18 ページ目、19 ペー

ジ目、20 ページ目となっております。続きまして、議案第 96 号です

が、21 ページ目、22 ページ目、23 ページ目となっております。 

 続きまして、報告事項（１）ですが、24 ページ目、25 ページ目、26

ページ目、27 ページ目、28 ページ目、29 ページ目となっております。

続きまして、報告事項（２）ですが、30 ページ目、31 ページ目、32 ペ

ージ目、33 ページ目、34 ページ目、35 ページ目までとなっております。

続きまして、報告事項（３）ですが、36 ページ目となっております。 

 それから、Ａ３図面、右上に資料１と書いてある資料ですが、１ペー

ジ目、２ページ目、３ページ目、４ページ目、５ページ目、６ページ目、

７ページ目、８ページ目、９ページ目までとなっております。 

 それから最後に、換地規則（改正案）として、１ページ目、２ページ

目、３ページ目、４ページ目、５ページ目、６ページ目、７ページ目、

８ページ目、９ページ目、10 ページ目、11 ページ目までとなっており

ます。 

 資料は以上でございますが、もし不足の資料がありましたらお願いし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、渡辺都市建設部長から挨拶申し上げます。 

渡辺部長   皆さんおはようございます。本日は大変お忙しい中、また足元が悪い

中、当審議会にご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 小松寺の土地区画整理事業も、権利者の皆様のご協力をいただきまし

て、道路整備事業につきましては完了しております。これも歴代の審議



 

会委員の皆様のご協力のたまものであると感謝をしております。 

 さて、今年の夏は、記録的なゲリラ豪雨によりまして、小松寺の区画

整理地内におきましても河川氾濫や冠水による浸水被害が発生いたしま

した。この対策といたしまして、現在進められております国営事業の新

木津用水の改修の進捗状況並びに薬師川の早期改修を県に働きかけてま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局といたしましては、浸水被害の軽減に向けまして少しでも改善

するとともに、来年度換地処分に向けまして今後も精いっぱい努力して

いくところでございますが、委員の皆様方にも一層のご協力とご理解を

賜りまして、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。今後ともよろしくお願いいたします。 

三原係長   続きまして、梶田区画整理課長より挨拶申し上げます。 

梶田課長   皆様おはようございます。本日はお忙しい中お集まりいただき、あり

がとうございます。 

 小松寺土地区画整理事業が完了間近まで来ることができましたのも、

皆様方のご理解とご協力のたまものであると感謝しております。 

 さて、完了間近となりました今年夏、７月、８月と二度にわたりまし

て記録的な集中豪雨に小牧市も襲われまして、小松寺土地区画整理事業

地内におきましても、河川氾濫や冠水によります浸水被害が発生したと

ころであります。 

 雨水の排水につきましては、過去の降雨をもとに排水路や調整池を整

備してまいりましたが、今回のような記録的な豪雨では冠水が発生して

しまう状況であります。 

 このような記録的な豪雨に対しては、なかなか対応できないような状

況ではありますが、いま一度、排水路などの調査を行い、浸水被害の軽

減に向けまして、少しでも改善してまいりたいと考えております。 

 また、部長のほうからも今お話がありましたが、現在国営であります

が、新木津用水の改修が始まっておりまして、平成 32 年度には味岡小

学校の薬師川との合流地点まで改修されると聞いております。この改修

によりまして、薬師川合流部での流下能力は現在の約 1.5 倍、川底が

約１メートル下がることから、河川氾濫による浸水被害の軽減が見込ま

れるところであります。 

 近年、多発傾向にあります豪雨、この対策につきましては、小松寺土



 

地区画整理事業完了後も、河川課、道路課など所管部署は変わりますが、

浸水被害軽減に向け取り組むとともに、区画整理で用地を生み出しまし

た薬師川の改修を県に働きかけるなど、引き続き取り組んでまいります

ので、ご理解よろしくお願いします。 

 簡単ではございますが、お願いし挨拶とさせていただきます。 

三原係長   続きまして、横井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   改めまして、おはようございます。まことに忙しい中、ご出席してい

ただきまして、ありがとうございます。 

 区画整理のほうもようやく、協働推進課による町名検討会というか、

これも終了しまして、いよいよ 12 月には、市議会ですか、本会議場に

おいて町名議決という運びになるようなことを聞いております。したが

いまして、来年度中には、町名、新番地等々が決まるのは秋口だと思っ

ておりますので、あと我々の仕事も数回あるかどうかと、こう思ってお

ります。 

 つきましては、きょうはボリューム豊かな資料が入っておりますので、

何とか早く終了できればと、こう思っておりますけども、皆さんのご協

力のもとスムーズに進行していきたいなと、こう思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

三原係長   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） 

 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 玉置晴美委員、７番 永井 修委員を指名

いたします。 

 次に、日程第２、議案事項に入ります。 

 議案第 93 号及び議案第 94 号について２件は、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。 

「小牧市土地区画整理審議会議事運営要綱第９条」により非公開 

         内容：提案理由の説明～質疑応答～採決 

横井会長   議案第 93 号「尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業におけ

る換地の特別な取扱いをする宅地の変更について」及び議案第 94 号

「尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業における換地の特別な

取扱いをする宅地の清算金の免除について」は、原案のとおり同意され

ました。 

 続いて、議案第 95 号を議題といたします。事務局に提案理由の説明

を求めます。 

「小牧市土地区画整理審議会議事運営要綱第９条」により非公開 

         内容：提案理由の説明～質疑応答～採決 

横井会長   議案第 95 号「尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業におけ

る換地を定めない宅地について」は、原案のとおり同意されました。 

 続きまして、議案第 96 号を議題といたします。事務局に提案理由の

説明を求めます。 

「小牧市土地区画整理審議会議事運営要綱第９条」により非公開 

         内容：提案理由の説明～質疑応答～採決 

横井会長   議案第 96 号「尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業におけ

る換地規則の改正について」は、原案のとおり同意されました。 

 続きまして、日程第３、報告事項に入ります。 

 報告事項（１）から（３）について一括して事務局の報告を求めます。 

杉山係長   それでは、（１）の「事業計画の変更について」報告をさせていただ

きますので、24 ページをお願いします。また、25 ページから 29 ページ

に詳細図を添付させていただいておりますので、あわせてごらんくださ

い。 

 当小松寺地区の事業計画につきましては、平成３年 10 月 25 日に最初

の事業計画決定を行いまして、今回ご報告させていただきます事業計画

の変更は第 10 回目ということになりますので、よろしくお願いいたし



 

ます。 

 それでは、１の主要変更事項について説明させていただきます。 

 変更内容は７つありまして、まず１番についてですが、位置図の№１

のところで、赤の着色がしてあるところになります。詳細図は 25 ペー

ジになります。内容については、薬師川堤防の歩道利用を踏まえ、利便

性を確保するため保留地を道路付帯地に変更するものであります。 

 次の２番のほうですが、位置図の№２のところで、緑色で着色してあ

るところになります。詳細図は 26 ページになります。内容については、

ごみステーションの機能を維持しつつ、緑地として管理していく方針と

したため、保留地を緑地に変更するものであります。 

 ３番につきましては、位置図の№３のところで、緑色で着色してある

ところで、詳細図は 27 ページになります。内容については、斜面地で

あり、北側の公園と一体で管理することが望ましいと判断し、保留地を

緑地に変更するものであります。 

 ４番につきましては、位置図の№４のところで、緑色で着色してある

ところになります。詳細図は 28 ページになります。内容については、

高低差があるため、市管理が妥当と判断し、保留地を緑地に変更するも

のであります。 

 ５番につきましては、位置図の№５のところで、青色で着色してある

ところになります。詳細図は 29 ページになります。内容については、

複数の宅地の雨水が既設側溝に流入しており、市管理が妥当と判断し、

保留地を水路敷に変更するものであります。 

 ６番につきましては、清算金の徴収交付期間を考慮し、事業施行期間

を平成３年度から平成 30 年度から平成３年度から平成 31 年度に１年延

伸するものであります。 

 ７番につきましては、過年度実績及び残事業費精査により総事業費

を 93 億円から１億 1,000 万円減額し、91 億 9,000 万円に変更するもの

であります。 

 それでは、２の今後のスケジュールについて説明をさせていただきま

す。 

 記載のとおりでありますが、９月ごろまで県との調整を行いまし

て、10 月１日号の広報に縦覧案内を掲載し、縦覧を 14 日間、区画整理

課にて行いました。そして、10 月 30 日までに意見書が提出された場合



 

は、県の都市計画審議会に諮りまして、県の認可を受け、すぐに決定公

告を行いたいと思っております。また、縦覧で意見書がもし提出されな

ければ、県の認可を受け、すぐに決定公告を行うというスケジュールを

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 事業計画の変更については、以上であります。 

馬庭係長   続きまして、報告事項（２）評定指数１個当たり単価及び路線価の変

更につきまして、ご説明させていただきます。恐れ入りますが、日程資

料の 30 ページをごらんください。 

 今年の５月 31 日及び９月 28 日の土地区画整理評価員会で同意により

決定されました内容について、ご報告させていただきます。 

 当評価員会におきましては、平成 30 年 10 月の換地処分後に予定して

おります本清算の実施に向けて、指数１個当たりの清算単価を定め、あ

わせて路線価の変更についても定めました。 

 それでは、内容についてご報告いたします。 

 １、清算金についてであります。 

 施行者が換地を定めるに当たっては、土地区画整理法第 89 条に規定

する「照応の原則」に基づき従前の宅地の位置や地積、利用状況等を総

合的に考慮して定めることとなっていますが、換地設計上の理由や工事

の出来形により、換地相互間に若干の不均衡が生じます。この不均衡の

是正については、法第 94 条に基づき金銭をもって清算することとなり、

これを清算金と言います。具体的には、土地の評価を、施行前後の路線

価による指数（個）で表示し、計算された各筆の評定指数に、指数１個

当たりの単価を乗じて金額に換算し、従前宅地の評定価額に基づく権利

価額と換地の評定価額との差について、徴収あるいは交付するものであ

ります。 

 ここで、四角で囲まれました清算金額のイメージの欄をごらんくださ

い。 

 路線価指数が 900 個の前面道路に面する標準的な宅地において、５平

方メートルの過渡しがある場合は、５平方メートル×900 個ということ

で 4,500 個が徴収指数となり、これに指数１個当たり単価を乗じた金額

が清算徴収金額となります。 

 続きまして、２、指数１個当たり単価についてであります。 

 従前の宅地及び換地の評定価額について、指数１個当たりの単価



 

を 36 円とするものであります。 

 本地区においては、平成 13 年から仮清算を実施しており、一部の方

を除き、仮清算が済んでいる状況です。したがって、一部の仮清算未実

施者、及び確定測量の結果、差額精算が発生した方を対象に、本清算を

実施するものであります。 

 よって、仮清算は事業終結を見据えて実施していることから、仮清算

時点の算定額が、当事業における清算単価と言えます。したがって、本

清算時の指数１個当たり単価は、仮清算と同額の 108 円とします。 

 ここで、換地清算が換地設計上の理由により生じたものであることを

考慮し、周辺の土地区画整理事業と同様に、算出した額の３分の１を清

算単価とすると、108 円の３分の１で 36 円となるため、従前の宅地及

び換地の評定価額は、評定指数１個当たり 36 円とするものであります。 

 続きまして、３、換地を定めない宅地の単価についてであります。 

 （１）土地区画整理法第 90 条の土地については、換地せず金銭によ

る清算を行うため、指数１個当たりの単価は 108 円とするものでありま

す。 

 なお、法第 90 条の土地とは、宅地の所有者の申し出または同意があ

った場合においては、換地計画において、その宅地の全部または一部に

ついて換地を定めないことができる土地のことであります。 

 31 ページをごらんください。 

 なお、小牧市が所有する土地のうち土地区画整理法第 90 条の規定に

よる土地については、地区全体における従前の宅地の評定価額に基づく

権利価額の総額と換地の評定価額の総額が同額となるよう清算交付額を

定めるものとします。 

 続きまして、（２）土地区画整理法第 91 条第４項の土地については、

換地せず金銭による清算を行うため、指数１個当たりの単価は 108 円と

するものであります。 

 なお、法第 91 条第４項の土地とは、地積が著しく小さいため地積を

ふやして換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換

地計画において換地を定めないことができる土地であります。 

 これは先ほどの諮問第 95 号でご同意いただいた土地が対象でありま

す。 

 続きまして、４、路線価の変更についてであります。 



 

 事業当初から、変更・追加等された区画道について、整理後の土地評

価を行うため、路線価を定めるものであります。 

 場所につきましては、資料の 32 ページから 35 ページの位置図でご確

認ください。 

 以上が、評価員会で同意により決定された内容であります。 

 続きまして、報告事項（３）事業完了に向けた今後のスケジュールに

つきまして、ご報告申し上げます。日程資料の 36 ページをごらんくだ

さい。 

 現在、平成 30 年 10 月の換地処分に向けて換地計画書を作成中であ

り、10 月末をめどに愛知県都市整備協会へ提出し、検収を受ける予定

になっております。 

 その後、愛知県に対して、認可に向けた事前協議を行います。回答の

後には、換地計画についての意見徴収を行うため、来年の１月ごろに審

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。 

 なお、この縦覧に合わせまして、換地の地目・地積や清算金等に関し

まして、個別の説明会を開催したいと考えております。 

 平成 30 年度になりますと、換地計画認可後の平成 30 年８月ごろに換

地処分通知ということで、新たな地番、地目、地積、清算金等を権利者

の皆様に通知し、10 月ごろの換地処分の公告の後、土地の登記、本清

算事務へと続いてまいります。なお、土地所有者への清算金通知書の発

送は、平成 31 年２月ごろを予定しております。 

 区画整理事業の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は、去る８月 28 日に町名等整理審議会

が開催され、町界・町名について審議され、事務局案のとおり答申され

ました。今後は、12 月の市議会へ提出される見込みであります。 

 いずれにしましても、事業完了に向けまして、事務局として精いっぱ

い努力してまいりますので、今後とも審議会委員の皆様のご理解とご協

力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、今後のスケジュールの報告とさせてい

ただきます。 

横井会長   報告は終わりました。ご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

今枝委員   31 ページの路線価の変更についてというところで、路線価の 780 と

か 1,010 というのは、これは個と考えていいですか。 



 

馬庭係長   こちらは、面積とかお金の単位ではなくて、指数です。土地を評価す

るに当たって、前面道路にそれぞれ指数という形で数字を付して、それ

に基づいて、それぞれの土地の評価を計算するためのもととなる指数と

いうことです。これに一般の方であれば 36 円を掛けて清算単価が算定

されるという流れになります。 

今枝委員   だから、それが 780 個と考えていいですか。これに 108 円を掛けると。 

馬庭係長   これは路線のほうに付された指数ですので、これに基づいて皆様方の

宅地の指数というのが別で算出されますので、それに 36 円を掛けると

いうことです。 

横井会長   ほかにございませんか。よろしいですか。 

 なければ終了いたします。 

 続きまして、日程第４、その他に入ります。その他、何かありました

ら。 

今枝委員   今まで区画整理、いろいろ我々の要望を聞いていただいて、小松寺は

非常にきれいになりましたけれども、始まってからかなりになって、冒

頭にもありましたように、ことし大雨が降りましたが、過去にも降った

経緯があります。ちょうど小松寺霊園の裏の犬山に接する道路ですね。

あそこのところが土砂がどんどん流れてきて、今度、来月の 12 日、区

長さんの声がけできたんですが、我々は、横井会長も入ってみえるんで

すが、ボランティアでちょっと草を刈ったり、土砂が落ちて、下へ草が

生えているわけですね。側溝も全然、泥が埋まっちゃって、水が道路を

流れて下のほうへ流れる。全然側溝の意味がないもんですから、草とか

その辺のやれるところは我々ボランティアと区の役員でちょっとやる予

定をしているんですが、側溝の埋まったのをまた清掃をお願いしたいと

思いますけども、また区長を通じて区画整理課のほうへお願いしたいと

思いますが、よろしくお願いします。 

 あともう１点ですが、ことしはよかったんですが、ちょうど  さん

の東側の擁壁があって、住宅が上へ建ってますね、高い。あそこから雨

が、ゲリラ豪雨が来ると、その壁のすき間から水がすごく飛び出すんで

すね。強度的には多分いいと思うんですが、あの辺の何といいますか、

つくった瑕疵責任、住んでいる人が直さないかんのか、その辺のことを

ちょっと教えていただきたいんです。水がすごく噴き出すもんですから。 

横井会長   抜け水というか。 



 

今枝委員   抜け水のところもあるんですが、縦の壁の継ぎ目もあるんですね。そ

の壁の継ぎ目から、継ぎ目が埋めてあったんですが、それがとれちゃっ

て、水が  さんの土地に排水が飛び出してくるんです。  さんとい

う人、おばあちゃんとときどき話するもんですから、今年はどうでした

かと言ったら、昼間はよかったが、夜はわからんですけどね。写真を撮

っておいてくれと頼んでおいたんですが、今年は気がつかなかったとい

うことで、過去には何回も噴き出して、その辺のところ、区画整理とは

関係ないんですが、どこへ交渉に行ったらいいかまた教えていただきた

いと思います。 

舩橋係長   場所のほうを確認させて下さい。 

今枝委員   まず１点目は、小松寺霊園の北。 

舩橋係長   土砂のほうですね。 

今枝委員   ドコモの鉄塔が建っているところ、あの付近です。 

舩橋係長   わかりました。ちょうど犬山との境ですね。 

今枝委員   もう一つは、そろばん塾がありますね。あの下なんですけども。 

舩橋係長   わかりました。一度現場のほうを確認させていただきますので、よろ

しくお願いします。 

森川委員   全般的なことをちょっと教えてほしいんだけど、きょうは清算金等の

ことで審議会を開かれたんですけども、清算金の免除ということできた

んですけども、この清算金というのは、払う人もあるということだね。

またそれが、これから払われるということですか。もう終わったことで

すか。 

馬庭係長   清算につきましては、平成 13 年から仮清算ということで、皆さんの

土地の権利に対して、仮換地との差で、過渡し、不足渡しという形で、

市に払っていただく場合と、市から清算金をお支払いする場合というこ

とで、この時点で約９割ぐらいの方については、清算金のやりとりとい

うのはもう済んでおります。今度また来年度、30 年度に本清算をする

んですけれども、そういった権利にかかわるところの清算が済んだ方に

関しては、今年度、現地全体測量をかけておりまして、皆様方の一つ一

つの画地の面積というのが測量によって最終的に確定しましたので、そ

の面積と仮清算された時の面積というのが、どうしても現地で多少杭が

動いていたりすると、面積が変わったりすることがありますので、その

差額に当たるような、そんなに大きな金額ではないと思うんですけども、



 

そういった金額を最終で清算させていただくというのが、大方の皆さん

の清算の流れということになります。 

森川委員   わかりました。これから変わってくるわけじゃないね。 

横井会長   仮換地で一応とりあえず清算して、だからあとは微々たるものですか

ね。よろしいですか。ほかにございますか。 

玉置晴美委員 先日やっぱり久保地区で、床下だとか浸水があったんですが、市とし

てその対応をどういうふうに考えておられるのか、お伺いしたいんです

が。 

梶田課長   特に７月の雨のときは、おっしゃられるように、小牧北部から犬山に

かけて、記録的な集中豪雨ということで、五条川が氾濫したり、また小

牧におきましても味岡市民センター周辺の道路冠水ということで、ニュ

ースになりました。なかなか実は、あのような薬師川、小牧では薬師川、

新木津用水の氾濫に関しましては、市独自で単独でやることは難しい状

態になっておりますが、現在、やっと今、下流になりますが、二重堀あ

たりから新木津用水の改修が進められております。こちらの事業進捗が

計画どおり進むように、市としましても国へ強く要望し、早く薬師川、

新木津用水の改修が進むようお願いしていきたいと考えております。特

に県も国に毎年、薬師川と新木津用水の供用区間は負担金を出している

と聞いておりますので、そちらも確実にやっていただけるようお願いし

たいと思っております。 

 残りの、味岡小学校から新木津用水と薬師川は分かれるわけですけど

も、薬師川に関しましては、現在まだ改修の計画が具体的にはない状態

です。新木津用水改修後、そちらの改修も、せっかく区画整理で薬師川

の拡幅断面で用地を出しておりますので、引き続き県にそちらの改修も

要望していきたいと考えております。 

玉置晴美委員 今の薬師川の改修について、県は何の返答もないですか。 

梶田課長   現在、県としては、新木津用水との供用区間において、その部分の財

源を、予算を確保するということで、単独区間においては具体的な年度

計画等はまだない状況なんですが、現在は新木津用水との供用区間のほ

うに全力を注ぐということで進めたいと聞いております。 

玉置晴美委員 あれも仮換地で薬師川の河川敷を相当拡幅するように提供してあるん

で、もう仮換地から何十年とたっておるわけで、それでまだ一向に具体

的な内容が示されないと、どうかと思います。もう本換地を迎えて、具



 

体的な内容もわからんと、それでしょっちゅう水入りを食うと、これで

は何のための河川敷提供だったかと、そんな意見も出ておりますので、

私自身も直接浸水になってますので、痛切に感じております。新木津の

薬師と運天の地点まで、改修できるのは何年ですか。 

梶田課長   今のところ、平成 32 年度ということで聞いております。ただ、この

辺がまた計画と実際がずれる場合もありますので、市としましても強く

その辺、計画どおり進めていただけるよう要望していきたいと思ってお

ります。 

 今まで、薬師川のほうですけども、味岡小学校から上流につきまして、

なかなか下流が整備できないと上流の部分が整備できないと、上からの

水だけをふやしてしまうと下の川があふれてしまうので、川は下流から

整備していくのが基本となっております。新木津用水が改修されますの

で、薬師川も整備ができる状態、下流の整備ができた状態になると思い

ますので、引き続き改修を進めていただけるよう要望していきたいと考

えております。 

玉置晴美委員 先ほどの説明で、二重堀の運天のところですね、改修が始まったとい

うことは、県のほうは、前にあそこは新川水系だと、東海豪雨の時点で

新川の堤防が切れたと、そのあたりでこちらの要望をその前から出して

いたんですが、県のほうは、新川が先だから辛抱せよと、その時点で、

水は上から下へ流れるんだと、県のほうは腰が非常に重かったという記

憶があるんですが、今現在、そうして改修が始まったということは、県

のほうは理解が進んだと考えてよろしゅうございますか。 

梶田課長   新川流域、東海豪雨で、新川ですが、下流で決壊したということがあ

りまして、県からそういう説明があったと思います。実は新川流域、２

つの大きな川の流域に分かれておりまして、五条川と新川という２つの

川に分かれます。今、薬師川に流れ込みます大山川に関しては、新川と

五条川と分かれた新川の流域になりまして、こちらにつきましては改修

が進んでおります。その枝線につきましても改修に取りかかることがで

きる状況にはなっております。しかしながら、五条川が、先日も犬山、

小牧北部で降った雨で広く冠水しました。こちらの改修がまだ進んでな

い状況があります。県としては、やれる状況ではあるんですけれども、

愛知県下全体で見ながら、より危険な河川から整備を進めるというよう

な話をよくお聞きしますが、小牧市としても、せっかく改修できる状況



 

になっておりますので、河川改修が進むように一つ一つ要望していきた

いと考えております。 

玉置晴美委員 折に触れ要望してほしいと思います。だめだと言われて腰が引けたん

ではだめなので、とにかく要望だけはしょっちゅうやってほしい。大体

この区画整理で、どうして水入り食うようになったかというと、大山川

へ流れておった分流の水をみんな薬師川へ落とすようにしたと、そうい

うところに欠陥があるんで、薬師の水位を下げることに重点を置いてほ

しい。あと、区画整理が本換地で完了したと、その後はどうなるわけで

すか。 

梶田課長   この後、区画整理事業が完了がいたしますと、道路、水路を初め、市

の所管部署のほうへ管理移管しまして、そちらのほうで引き続き管理す

るとともに、近年、記録的な豪雨が過去に比べて多く発生している状況

が小牧においても発生しつつあると思っております。浸水被害を皆無と

することはできないと思うんですが、少しでも被害軽減ができるように

市として取り組んでまいりたいと考えております。 

玉置晴美委員 本換地が済んで、そうすると個々に要望していくということになるわ

けですか、役所内の各部に。 

渡辺部長   本当に最近、記録的なゲリラ豪雨、この間降った雨も時間 100 ミリを

超えているような状況です。想定は時間 50 ミリという形での調整池を

整備しているんですけど、とにかく水は高いところから低いところへ流

れますので、先ほど課長も説明しておりますように、新木津用水ですね、

そちらをまず先に整備して河床を下げると、そうすると薬師川の流量

も 1.5 倍の流量が流れるようになりますので、ひとまずはそちらを県の

ほうが整備を先に進めていくと。当然、本換地が終わりましたら、区画

整理課の所管替えという形になりますので、当然、道路につきましては

道路課、河川・水路につきましては河川課のほうに移管をしていきます。

ただ、その移管は、そのまま移管しますよという形ではなくて、地元の

要望というものもきちんと、どういうところが課題が残っているかとい

うのもきちんと引き継ぎをして移管をするような形にしますので、その

辺は今度所管する河川、道路のほうという形になりますけど、決してそ

のまま流すわけではございませんので、きちんと引き継ぎをして所管替

えをしたいとに考えております。よろしくお願いします。 

玉置晴美委員 それからもう一つ、緑道の草刈りですけども、これは直接小牧市には



 

関係ないんですが、名古屋市の上水道の、ことしは草がすごかったんで

す。ついこの間、２人ばかり来て何とか片づけられたようですけれども、

それまでにはすごい草で、通るのもやっとだという場所もあったんで、

ああいう場合、どうしたらよろしいものか。 

梶田課長   こちらのほう、現在、区画整理でやっておりますので、私たちにご連

絡いただくか、もしくは区長さんを通して申請いただければ、名古屋上

水へ連絡し、やっていただくように要望したいと思いますので、また区

画整理が終わった後も、所管部署は変わりますが、同じような形で対応

していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

玉置晴美委員 そういう要望を区長のほうから出したか出さないかちょっと確認はし

てないんですが、要は、要望を出したら、その返事が欲しいわけです。

要望を出したというだけで、出したよで済まされたんでは、いつ草刈っ

てくれるんだと。ごく一部ですけども、緑道ののり面が崩れかけて、そ

の土砂が側溝へ入ってるところがあるんですよ。それは個人で片づけて

はいるんですけども、そうした場合に、要望したと、その返事が欲しい

わけです。 

梶田課長   また、工事申請、もしくはご連絡頂いた時に、今回のケースですと尾

張広域緑道になるわけですが、そちらへ連絡し、確実に現在の状況につ

いて連絡できるような形をとっていきたいと思います。 

 また、今おっしゃられるように、名古屋上水ですが、区画整理完了後

も引き続き、所管部署は変わりますが、その辺はしっかり引き継いで、

降雨時の前には土砂堆積状況などを確認するなどしてまいりたいと思い

ますので、ご理解願います。 

横井会長   ほかにございませんか。よろしいですね。 

 これをもって本日の審議会は終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 


