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「オアシスの森づくり」事業説明会の議事概要

東山公園 (藤巻・山香地区)

1.開 催概要

日時  :令和 2年 10月 24日 (土 )午後 2時～午後 3時 35分

場所  :名 東区 西山水処理センター

参加者 :53名

2.説 明内容の概要

(1)都市計画公園「東山公園」について

・昭和 22年 に都市計画決定。平成 30年 3月 第 2次整備プログラムにおい

て、藤巻・山香地区については 「借地対応区域」 と「削除検討区域」 とな

りま した。

・「借地対応区域内」については、2038年度以降を予定 している事業着手

(用 地買収)ま での間、樹林地等を対象 とした使用貸借による 「オアシス

の森づ くり事業」を実施 します。

(2)オ アシスの森づ くり事業の概要について
。土地所有者の方々のご協力 を得て樹林地等をお借 りし、樹林地等の保護育

成を行い、魅力ある森 を市民の憩いの場 として提供す る事業です。

・契約は無償による 「使用貸借契約」であり、土地所有者の優遇措置 として

は 「固定資産税・都市計画税の減免」や 「緑の保全奨励金 (年 30円 /m2)」

があります。

・借地対応区域内の宅地などは、借地対象外のため継続 して住み続けること

ができます。

・オアシスの森の整備にあたっては、市民の方々とともに 「オアシスの森づ

くり検討会」を実施 し、その計画をもとに名古屋市で整備 を実施 します。

※東山公園におけるオアシスの森づ くり事業のスケジュールについては、資

料 3を ご参照 ください。
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3.主 な質疑内容について

【オアシスの森づ くり事業全般について】

巨固 使用貸借契約を結んだ樹林地について、名古屋市で樹木等管理 してもら

えるのか ?

匝∃ 名古屋市で管理 します。また、オアシスの森づ くり事業は市民の方々 と

一緒に森を育てていきたいと考えておりますので、ご協力をお願いいた

します。

巨固 使用貸借黎約を結んだ樹林地について、例えば、道路沿いの木が倒れて

歩行者などに被害 を与えた場合、補償などは名古屋市のほうで対応 して

くれるのか ?

匝ヨ 名古屋市で借地 した土地について、倒木などの事故が発生 した場合は名

古屋市で責任 を持つて対処 します。

巨固 オアシスの森づ くり事業の区域 とい うのは、借地対応区域 の中の どのあ

た りになるのか ?

匝∃ オアシスの森づ くり事業の区域については、借地 した土地 と名古屋市の

土地を併せた区域 とな ります。

巨固 オアシスの森 づ くり事業 の区域 が分か るのはいつ頃なのか ?

匝∃ 現在のスケジュールでは、1～ 2年かけて借地契約を進 めていきたい と

考えてお り、借地の範囲がおおむね把握できた段階で区域を設定 します。

ただ、借地の時期については個別の事情 もあるか と思いますので、区域

設定 した後について も事情 に併せて区域 を拡大す るな ど検討 してい く

予定です。

巨固 畑地や果樹 園な どの土地は借地の対象なのか ?

匝∃ 基本的に、オアシスの森づ くり事業での借地は樹林地等を対象 としてい

ます。果樹園や畑地などは現場状況によって判断が異なると想定 されま

すので、一度現地を確認 し検討 します。

巨固 借地対応区域内に住んでいる人はどういつた扱いとなるのか ?

匝固 お住まいの方についてはそのまま継続 してお住み頂けます。お住まいの

土地を名古屋市が借地することはありません。
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巨固 借地対応区域め中で、オアシスの森づくりをするために、樹林地等が借
地の対象 ということは、借地対応区域内にあっても1借地 しない土地があ

るということか ?

匝固 その通 りです。例えば、現在お住まいの土地 (宅地)や私道などは借地

の対象外 とな ります。

巨固 新池は借地の対象 となるのか ?

匝□池については借地の対象外となります。

巨固 新池 には植 園苛 の水 も入 つてお り、西山団地全 体 の水
:が

新池に よって保

たれているという倶1面 もある。また、希少なメダカや植物など生物多様

性の点でも価値があるので、そういつた価値なども併せて検討 していた

だきたい。

匝ヨ オアシスの森づ くり事業は樹林地の保全を目的 としているため、池につ

いては借地の対象外 とな ります .

巨固 泄,こ
ついて、樹林地 というのは池のどのあた りまでを指すのか ?例 えば

池から何メー トルまでなどの基準はあるのか ?

匝ヨ現地を確認し、検討します。

巨固 新池について、借地対応 区域 内だが、借地の対象 ではないと説明があつ

た。では、将来的に新池は東山公園 としては認め られないということ

か ?

匝固 引き続き都市計画公園の範囲内ですので、2038年度以降に都市計画公園

事業に着手 します。

巨固 借地対象の土地をすべて借 りられたとして、オアシスの森づ くり事業に

充てられる予算はあるのか ?

匝∃ 整備 に着手す るのは 3～ 4年後を想定 してお ります。借地の範囲がおお

むね把握できた段階で、森づくり検討会にて市民の皆様 と共に計画し、

それに基づいて予算を確保 し、整備を進めていく予定です。
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置付けられてお り、この構想 を前提 としてオアシスの森づ くり事業 も実

施 していきます。
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オアシスの森づくり

をつくつていきます。

事業は市民の皆様と一緒に森づくり検討会で計画

匝ヨ 東山の森づくり基本構想の中で、藤巻・山香地区は「いのちの森」と位

匝∃ オアシスの森づ くり事業は、樹林地等を借地 して名古屋市で整備・管理

しながら、市民の皆様と森を育てていく事業となります。

住環境の課題については、オアシスの森づくり事業だけで解決できる

ものではなく、今後も自治会との勉強会なども踏まえ個別に丁寧に時間

をかけていく必要があると感じております。

匝翌 11月 末頃に借地候補となる土地の所有者さま宛てにアンケー トを藤巻・

山香地区一斉に送ります。ご回答いただいた方々がら順番に、個別に職

員から借地のお願いをし、ご同意いただけましたら早ければ年明け頃か

ら契約を進めていく予定です。

【使用貸借契約について】
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巨固 使用貸借契約
:の

際、名古屋市で測量や境界確定の作業は してもらえるの

か ?

匝∃ 名古屋市では測量 しません。境界が不明な場合は、契約前に名古屋市職

員 と土地所有者の方で現地にて管理境界を確認 します。

巨固 固定資産税等 の負担が非常 に大 きい。少 しで も早 く負担 を軽減 したい。

契約手続きについて少 しでも早い対応 をお願い したい。

匝∃ 準備が整った方か ら順次、早ければ年明け頃から契約手続 きを進めてい

きます。

巨固
:使用貸借契約 した場合、契約の時期によって固定資産税等の扱 tヽ は変わ

るのか ?

匝∃ 基本 的に、契約後 に納付期 限が来 るものが減免 にな ります。ただ、契約

時期によつて異な りますので、詳細については職員か ら個別にご説明 し

ます。

巨固 現在、減免される固定資産税・都市計画税よりも高い金額で別の法人に

貸 している。名古屋市 と契約する場合その分の差額は、補償 されるの

か ?

匝ヨ 基本的に、他の方に貸 している場合は名古屋市でお借 りできません。オ

アシスの森づ くり事業は、あくまで所有者の方々のご協力のもと樹林地

等を借地する事業であ り、強制的に実施するものではあ りません。

巨固 使用貸借契約中に、土地の所有権を移転する場合は市 と協議 をするとあ

るが、第三者への移転ではな く使用貸借を継続 したまま親族間で贈与す

る場合は移転にあたるのか ?

匝璽 一般的には、一度使用貸借契約を解除 し新たな方 と契約 を結ぶ こととな

ります。ただ し、いろいろなパターンがありますので、個別にご相談 く

ださい。

巨固 現在地 目が「山林」の土地を所有 しているが、名古屋市 と使用貸借契約

した際に地 目が「公園」に変わるのか ?そ れによって、相続税が高 くな

る可能性はあるのか ?

匝∃ 使用貸借契約を締結す ることで地 目が変わることはあ りません。よって、

相続税が高 くなる可能性 もあ りません。
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巨固 相続税評価額に関 して、都市計画公園緑地内の土地の取 り扱 tヽ を税務署

と交渉 いただきたい。

匝ヨ 相続税等、非常に大きな負担 となっているか とお伺い しました。ご意見

については関係部署へお伝 えします。

巨固  「無償での使用貸借」という説明であつたが、相続税における路線価の

評価に影響するのか ?

匝ヨ 相続税路線価に関する考え方には影響 しません。

巨固 使用貸借黎約 を結 んだ土地 に対する制限 について、詳細 を伺 いたい。

匝∃ 名古屋市がオアシスの森 として借地 した場合、名古屋市で整備や維持管

理をします。所有者の方が行 う建築物や工作物の建設や、土地の造成な

どの行為は禁止 とな ります。

巨固 使用貸借契約 を結 んだ土地で、例 えば子供のキャンプであった り自分の

車 を乗 り入れ た りすることはできるのか ?

匝∃ 私的な利用は禁止 とな ります。

【用地買収について】

巨固 2038年度以降に用地買収 が始 まるのか ?

匝∃ 2038年度以降に都市計画公園事業に着手する際は、順次用地を取得 し

ます。それまでの間、樹林地等についてはオアシスの森づ くり事業 とし

て借地 し、市民の憩いの場 としてい く予定です。

巨亘]2038年度以降に事業着手 ということは、2038年度にす ぐ着手するとは

限 らな いと理解 してよいか ?

匝∃ 現時点では 2038年度以降着手の予定です。

例えば借地を拒否 した場合、土地を買つてもらえるのか ?

用地の取得については 2038年度以降となります。 |

先行取得の制度はあるのか ?

現在、先行取得については、第 2次整備プログラムで lo年以内 (2027

年まで)に事業着手する地区で実施 しています。 したがつて、東 山公園

(藤巻・ 山香地区)については、先行取得の対象外です。

囲
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一般的に、私道で明らかに公の利用ができるような部分については固定

資産税は課税されないと聞いております。ただ、特定の人しか使用でき

ないような道路などは、ケースバイケースと聞いております。

匝到 削除検討区域内の名古屋市所有の土地については、有効活用ができない

かなど検討 していきたい と考えてお ります。

【その他】


