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倉庫の無届解体問題調査特別委員会記録倉庫の無届解体問題調査特別委員会記録倉庫の無届解体問題調査特別委員会記録倉庫の無届解体問題調査特別委員会記録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年２月１９日（火） １３：０３～１６：０１平成２５年２月１９日（火） １３：０３～１６：０１平成２５年２月１９日（火） １３：０３～１６：０１平成２５年２月１９日（火） １３：０３～１６：０１

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長

山下 力 副委員長山下 力 副委員長山下 力 副委員長山下 力 副委員長

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 ２名２名２名２名

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

証 人証 人証 人証 人 ３名３名３名３名

奈良県高田土木事務所 前所長 ●● ●●奈良県高田土木事務所 前所長 ●● ●●奈良県高田土木事務所 前所長 ●● ●●奈良県高田土木事務所 前所長 ●● ●●

奈良県高田土木事務所 前管理課長 ●● ●●奈良県高田土木事務所 前管理課長 ●● ●●奈良県高田土木事務所 前管理課長 ●● ●●奈良県高田土木事務所 前管理課長 ●● ●●

平野クレーン工業株式会社 総務部次長 ●● ●●平野クレーン工業株式会社 総務部次長 ●● ●●平野クレーン工業株式会社 総務部次長 ●● ●●平野クレーン工業株式会社 総務部次長 ●● ●●

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １６名１６名１６名１６名

議 事議 事議 事議 事

（１）提出記録について（１）提出記録について（１）提出記録について（１）提出記録について

（２）会議の運営について（２）会議の運営について（２）会議の運営について（２）会議の運営について

（３）証人尋問について（３）証人尋問について（３）証人尋問について（３）証人尋問について

（４）今後の調査の進め方について（４）今後の調査の進め方について（４）今後の調査の進め方について（４）今後の調査の進め方について

（５）その他（５）その他（５）その他（５）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまより倉庫の無届解体問題調査特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまより倉庫の無届解体問題調査特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまより倉庫の無届解体問題調査特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまより倉庫の無届解体問題調査特別委員会を開会いたし

ます。ます。ます。ます。

本日の欠席は岩田委員です。田中委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了本日の欠席は岩田委員です。田中委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了本日の欠席は岩田委員です。田中委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了本日の欠席は岩田委員です。田中委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了
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解願います。解願います。解願います。解願います。

また、本日の傍聴者は７名です。また、本日の傍聴者は７名です。また、本日の傍聴者は７名です。また、本日の傍聴者は７名です。

それでは、協議事項に入ります。それでは、協議事項に入ります。それでは、協議事項に入ります。それでは、協議事項に入ります。

本委員会に付託された倉庫の無届け解体問題に関する事項について調査を行います。本委員会に付託された倉庫の無届け解体問題に関する事項について調査を行います。本委員会に付託された倉庫の無届け解体問題に関する事項について調査を行います。本委員会に付託された倉庫の無届け解体問題に関する事項について調査を行います。

はじめに、提出記録についてですが、前回の委員会で記録の提出を求めました資料をおはじめに、提出記録についてですが、前回の委員会で記録の提出を求めました資料をおはじめに、提出記録についてですが、前回の委員会で記録の提出を求めました資料をおはじめに、提出記録についてですが、前回の委員会で記録の提出を求めました資料をお

手元に配付しております。お目通しいただきたいと思いますが、資料のうち資料番号２、手元に配付しております。お目通しいただきたいと思いますが、資料のうち資料番号２、手元に配付しております。お目通しいただきたいと思いますが、資料のうち資料番号２、手元に配付しております。お目通しいただきたいと思いますが、資料のうち資料番号２、

３については非開示情報が含まれております。前回資料と同様の取り扱いとなりますので、３については非開示情報が含まれております。前回資料と同様の取り扱いとなりますので、３については非開示情報が含まれております。前回資料と同様の取り扱いとなりますので、３については非開示情報が含まれております。前回資料と同様の取り扱いとなりますので、

ご留意くださるようお願い申し上げます。ご留意くださるようお願い申し上げます。ご留意くださるようお願い申し上げます。ご留意くださるようお願い申し上げます。

次に、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。撮影については報道機次に、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。撮影については報道機次に、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。撮影については報道機次に、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。撮影については報道機

関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員会で決定をしていただいており関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員会で決定をしていただいており関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員会で決定をしていただいており関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員会で決定をしていただいており

ますが、撮影方法は背後からの撮影とし、撮影時間は開会または再開からの証人の宣誓のますが、撮影方法は背後からの撮影とし、撮影時間は開会または再開からの証人の宣誓のますが、撮影方法は背後からの撮影とし、撮影時間は開会または再開からの証人の宣誓のますが、撮影方法は背後からの撮影とし、撮影時間は開会または再開からの証人の宣誓の

前までとしたいと思いますが、よろしいですか。前までとしたいと思いますが、よろしいですか。前までとしたいと思いますが、よろしいですか。前までとしたいと思いますが、よろしいですか。

（（（（「「「「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにし、報道機関の皆様方、よろしくご協力をお願いします。それでは、そのようにし、報道機関の皆様方、よろしくご協力をお願いします。それでは、そのようにし、報道機関の皆様方、よろしくご協力をお願いします。それでは、そのようにし、報道機関の皆様方、よろしくご協力をお願いします。

なお、録音についても人定尋問の際のプライバシーの問題もあることから、報道機関もなお、録音についても人定尋問の際のプライバシーの問題もあることから、報道機関もなお、録音についても人定尋問の際のプライバシーの問題もあることから、報道機関もなお、録音についても人定尋問の際のプライバシーの問題もあることから、報道機関も

含めまして許可しないことを第２回の委員会で決定しておりますのでよろしくお願い申し含めまして許可しないことを第２回の委員会で決定しておりますのでよろしくお願い申し含めまして許可しないことを第２回の委員会で決定しておりますのでよろしくお願い申し含めまして許可しないことを第２回の委員会で決定しておりますのでよろしくお願い申し

上げます。上げます。上げます。上げます。

本日は、本件について、高田土木事務所の当時の所長、同当時の管理課長、平野クレー本日は、本件について、高田土木事務所の当時の所長、同当時の管理課長、平野クレー本日は、本件について、高田土木事務所の当時の所長、同当時の管理課長、平野クレー本日は、本件について、高田土木事務所の当時の所長、同当時の管理課長、平野クレー

ン工業株式会社の代表者と同社担当者の以上４名より証言を求めることとしていますが、ン工業株式会社の代表者と同社担当者の以上４名より証言を求めることとしていますが、ン工業株式会社の代表者と同社担当者の以上４名より証言を求めることとしていますが、ン工業株式会社の代表者と同社担当者の以上４名より証言を求めることとしていますが、

平野クレーン工業株式会社の代表者から欠席する旨の届け出が出ております。欠席の理由平野クレーン工業株式会社の代表者から欠席する旨の届け出が出ております。欠席の理由平野クレーン工業株式会社の代表者から欠席する旨の届け出が出ております。欠席の理由平野クレーン工業株式会社の代表者から欠席する旨の届け出が出ております。欠席の理由

は、業務による出張のため不在となっております。地方自治法第１００条第９項において、は、業務による出張のため不在となっております。地方自治法第１００条第９項において、は、業務による出張のため不在となっております。地方自治法第１００条第９項において、は、業務による出張のため不在となっております。地方自治法第１００条第９項において、

正当な理由なく出頭を拒否した場合、議会は告発しなければならないとなっておりますが、正当な理由なく出頭を拒否した場合、議会は告発しなければならないとなっておりますが、正当な理由なく出頭を拒否した場合、議会は告発しなければならないとなっておりますが、正当な理由なく出頭を拒否した場合、議会は告発しなければならないとなっておりますが、

今回の欠席についてはやむを得ないものと考今回の欠席についてはやむを得ないものと考今回の欠席についてはやむを得ないものと考今回の欠席についてはやむを得ないものと考ええええられますので、正当な理由によるものとしられますので、正当な理由によるものとしられますので、正当な理由によるものとしられますので、正当な理由によるものとし

てててて判断判断判断判断してよろしいですか。してよろしいですか。してよろしいですか。してよろしいですか。

（（（（「「「「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、平野クレーン工業株式会社の代表者については、日をそれでは、平野クレーン工業株式会社の代表者については、日をそれでは、平野クレーン工業株式会社の代表者については、日をそれでは、平野クレーン工業株式会社の代表者については、日を改改改改めて証人尋問を行うめて証人尋問を行うめて証人尋問を行うめて証人尋問を行う

こととします。こととします。こととします。こととします。

証人に証人に証人に証人に対対対対しては、しては、しては、しては、最初最初最初最初に委員長から本委員会としてのに委員長から本委員会としてのに委員長から本委員会としてのに委員長から本委員会としての共共共共通事項を通事項を通事項を通事項を質質質質問します。これにつ問します。これにつ問します。これにつ問します。これにつ

いてお手元にいてお手元にいてお手元にいてお手元に共共共共通通通通質質質質問事項問事項問事項問事項案案案案を配付しておりますが、を配付しておりますが、を配付しておりますが、を配付しておりますが、何何何何かご意かご意かご意かご意見見見見ごごごござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。概略概略概略概略でででで

渡渡渡渡しておりますが、よろしいですか。よろしいですか、しておりますが、よろしいですか。よろしいですか、しておりますが、よろしいですか。よろしいですか、しておりますが、よろしいですか。よろしいですか、概略概略概略概略でででで質質質質問事項を問事項を問事項を問事項を書書書書いておりますいておりますいておりますいております
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けけけけどどどども、も、も、も、若干若干若干若干のののの詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容も含まれておりますけも含まれておりますけも含まれておりますけも含まれておりますけどどどども、も、も、も、主主主主にこの事項をにこの事項をにこの事項をにこの事項を質質質質問したいと思っ問したいと思っ問したいと思っ問したいと思っ

ています。ています。ています。ています。

委員会として、委員会として、委員会として、委員会として、共共共共通して通して通して通して質質質質問する事項は、ただいまの問する事項は、ただいまの問する事項は、ただいまの問する事項は、ただいまの案案案案でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。

しばらくしばらくしばらくしばらく休憩休憩休憩休憩をしたいと思います。再開はをしたいと思います。再開はをしたいと思います。再開はをしたいと思います。再開は午午午午後１時３０後１時３０後１時３０後１時３０分分分分。１時３０。１時３０。１時３０。１時３０分分分分からと証人尋問からと証人尋問からと証人尋問からと証人尋問

を通告しておりますのでを通告しておりますのでを通告しておりますのでを通告しておりますので……………………。。。。

（（（（「「「「ななななんんんんで今すで今すで今すで今すぐぐぐぐししししゃへんゃへんゃへんゃへんの」と呼ぶ者あり）の」と呼ぶ者あり）の」と呼ぶ者あり）の」と呼ぶ者あり）

１時１時１時１時半半半半と通告をと通告をと通告をと通告を相相相相手にしていますので。そして、その次の手にしていますので。そして、その次の手にしていますので。そして、その次の手にしていますので。そして、その次の質質質質問もまた２時４０問もまた２時４０問もまた２時４０問もまた２時４０分分分分に、平に、平に、平に、平

野クレーン工業株式会社にも言っておりますので、２回野クレーン工業株式会社にも言っておりますので、２回野クレーン工業株式会社にも言っておりますので、２回野クレーン工業株式会社にも言っておりますので、２回休憩休憩休憩休憩をとることになりますので、をとることになりますので、をとることになりますので、をとることになりますので、

よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

しばらくしばらくしばらくしばらく休憩休憩休憩休憩をいたしたいと思います。１時３０をいたしたいと思います。１時３０をいたしたいと思います。１時３０をいたしたいと思います。１時３０分分分分の開会といたします。の開会といたします。の開会といたします。の開会といたします。

（（（（「「「「ちちちちょょょょっとこれから合理っとこれから合理っとこれから合理っとこれから合理的的的的にな、にな、にな、にな、突然突然突然突然日を決める日を決める日を決める日を決めるわわわわけやから」と呼ぶ者あり）けやから」と呼ぶ者あり）けやから」と呼ぶ者あり）けやから」と呼ぶ者あり）

１３：０８１３：０８１３：０８１３：０８分 休憩分 休憩分 休憩分 休憩

１３：３１１３：３１１３：３１１３：３１分分分分 再開再開再開再開

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまから委員会を再開いたします。それでは、ただいまから委員会を再開いたします。それでは、ただいまから委員会を再開いたします。それでは、ただいまから委員会を再開いたします。

証人、高田土木事務所の当時の所長、同当時の管理課長の入室を証人、高田土木事務所の当時の所長、同当時の管理課長の入室を証人、高田土木事務所の当時の所長、同当時の管理課長の入室を証人、高田土木事務所の当時の所長、同当時の管理課長の入室を認認認認めます。めます。めます。めます。

（●●証人、●●証人（●●証人、●●証人（●●証人、●●証人（●●証人、●●証人着着着着席）席）席）席）

証人におかれましては、お証人におかれましては、お証人におかれましては、お証人におかれましては、お忙忙忙忙しい中にもかかしい中にもかかしい中にもかかしい中にもかかわわわわららららずずずず本委員会のためにご出席いただき、本委員会のためにご出席いただき、本委員会のためにご出席いただき、本委員会のためにご出席いただき、

まことにありがとうごまことにありがとうごまことにありがとうごまことにありがとうござざざざいます。本委員会を代表しています。本委員会を代表しています。本委員会を代表しています。本委員会を代表して厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼申し上げますとともに、調申し上げますとともに、調申し上げますとともに、調申し上げますとともに、調

査のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。査のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。査のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。査のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。

証言を求める前に、証人に申し上げます。証言を求める前に、証人に申し上げます。証言を求める前に、証人に申し上げます。証言を求める前に、証人に申し上げます。

証人尋問につきましては、地方自治法第１００条の証人尋問につきましては、地方自治法第１００条の証人尋問につきましては、地方自治法第１００条の証人尋問につきましては、地方自治法第１００条の規規規規定があり、またこれに定があり、またこれに定があり、またこれに定があり、またこれに基づ基づ基づ基づきききき民民民民事事事事

訴訟訴訟訴訟訴訟法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する規規規規定が定が定が定が準用準用準用準用されることになっております。これにより証人は、されることになっております。これにより証人は、されることになっております。これにより証人は、されることになっております。これにより証人は、

原則原則原則原則として証言を拒むことはできまとして証言を拒むことはできまとして証言を拒むことはできまとして証言を拒むことはできませんせんせんせんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことがが、次に申し上げる場合には、これを拒むことがが、次に申し上げる場合には、これを拒むことがが、次に申し上げる場合には、これを拒むことが

できることとなっております。できることとなっております。できることとなっております。できることとなっております。

すなすなすなすなわわわわち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親等内四親等内四親等内四親等内のののの血族血族血族血族、、、、三親等内三親等内三親等内三親等内のののの姻族姻族姻族姻族もしくはもしくはもしくはもしくは

証人とこれらの証人とこれらの証人とこれらの証人とこれらの親族親族親族親族関関関関係係係係にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後見見見見人または証人の後人または証人の後人または証人の後人または証人の後見見見見を受ける者のを受ける者のを受ける者のを受ける者の刑刑刑刑事上事上事上事上

のののの訴追訴追訴追訴追またはまたはまたはまたは処罰処罰処罰処罰をををを招招招招くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名誉誉誉誉をををを害害害害するするするするべべべべき事項にき事項にき事項にき事項に

関するとき、関するとき、関するとき、関するとき、及び医師及び医師及び医師及び医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、医薬品販売医薬品販売医薬品販売医薬品販売業者、業者、業者、業者、助産師助産師助産師助産師、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、弁弁弁弁理理理理士士士士、、、、
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弁護弁護弁護弁護人、人、人、人、公公公公証人、証人、証人、証人、宗教宗教宗教宗教、、、、祈祷祈祷祈祷祈祷もしくはもしくはもしくはもしくは祭祀祭祀祭祀祭祀のののの職職職職にある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらの職職職職にあった者にあった者にあった者にあった者

がががが職職職職務上務上務上務上知知知知った事った事った事った事実実実実であって、であって、であって、であって、黙秘黙秘黙秘黙秘するするするするべべべべきものについて尋問を受けるとき、きものについて尋問を受けるとき、きものについて尋問を受けるとき、きものについて尋問を受けるとき、及び技術及び技術及び技術及び技術まままま

たはたはたはたは職職職職業の業の業の業の秘密秘密秘密秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言をに関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言をに関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言をに関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を

拒むことができます。これらに拒むことができます。これらに拒むことができます。これらに拒むことができます。これらに該該該該当するときは、その旨お申し出をお願いいたします。そ当するときは、その旨お申し出をお願いいたします。そ当するときは、その旨お申し出をお願いいたします。そ当するときは、その旨お申し出をお願いいたします。そ

れ以れ以れ以れ以外外外外には証言を拒むことはできまには証言を拒むことはできまには証言を拒むことはできまには証言を拒むことはできませんせんせんせん。もしこれら正当な理由がなくて証言を拒。もしこれら正当な理由がなくて証言を拒。もしこれら正当な理由がなくて証言を拒。もしこれら正当な理由がなくて証言を拒んんんんだとだとだとだと

きは、６きは、６きは、６きは、６カカカカ月以下の月以下の月以下の月以下の禁錮禁錮禁錮禁錮または１０または１０または１０または１０万円万円万円万円以下の以下の以下の以下の罰金罰金罰金罰金にににに処せ処せ処せ処せられることになっております。られることになっております。られることになっております。られることになっております。

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をささらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をささらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をささらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせせせせなければならないことになっておりなければならないことになっておりなければならないことになっておりなければならないことになっており

ます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることになっておりまます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることになっておりまます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることになっておりまます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることになっておりま

す。す。す。す。

すなすなすなすなわわわわち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親等内四親等内四親等内四親等内のののの血族血族血族血族、、、、三親等内三親等内三親等内三親等内のののの姻族姻族姻族姻族もしくは証人ともしくは証人ともしくは証人ともしくは証人と

これらのこれらのこれらのこれらの親族親族親族親族関関関関係係係係にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後見見見見人または証人の後人または証人の後人または証人の後人または証人の後見見見見を受ける者にを受ける者にを受ける者にを受ける者に著著著著しいしいしいしい利害利害利害利害関関関関

係係係係がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外外外外には拒には拒には拒には拒

むことはできまむことはできまむことはできまむことはできませんせんせんせん。。。。

なお、宣誓を行った証人がなお、宣誓を行った証人がなお、宣誓を行った証人がなお、宣誓を行った証人が虚偽虚偽虚偽虚偽のののの陳述陳述陳述陳述をしたときは、３をしたときは、３をしたときは、３をしたときは、３カカカカ月以上５年以下の月以上５年以下の月以上５年以下の月以上５年以下の禁錮禁錮禁錮禁錮にににに処せ処せ処せ処せ

られることになっております。られることになっております。られることになっております。られることになっております。

一応一応一応一応以上のことをご以上のことをご以上のことをご以上のことをご承知承知承知承知になっておいていただきたいと思います。になっておいていただきたいと思います。になっておいていただきたいと思います。になっておいていただきたいと思います。

それでは、法それでは、法それでは、法それでは、法律律律律の定めによりまして、証人の宣誓を求めます。の定めによりまして、証人の宣誓を求めます。の定めによりまして、証人の宣誓を求めます。の定めによりまして、証人の宣誓を求めます。

報道関報道関報道関報道関係係係係者の皆さ者の皆さ者の皆さ者の皆さんんんんに申し上げますが、に申し上げますが、に申し上げますが、に申し上げますが、テテテテレレレレビカメビカメビカメビカメラ、ラ、ラ、ラ、写真写真写真写真撮影はここまでであります撮影はここまでであります撮影はここまでであります撮影はここまでであります

のでよろしくお願いいたします。のでよろしくお願いいたします。のでよろしくお願いいたします。のでよろしくお願いいたします。

それでは、それでは、それでは、それでは、全全全全員ご員ご員ご員ご起立起立起立起立願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご起立起立起立起立願います。願います。願います。願います。

（（（（全全全全員員員員起立起立起立起立））））

ままままずずずず、●●●●さ、●●●●さ、●●●●さ、●●●●さんんんん、宣誓、宣誓、宣誓、宣誓書書書書のののの朗読朗読朗読朗読をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 宣誓宣誓宣誓宣誓書書書書。良。良。良。良心心心心にににに従従従従ってってってって真実真実真実真実をををを述べ述べ述べ述べ、、、、何何何何事も事も事も事も隠隠隠隠ささささずずずず、また、また、また、また何何何何事もつけ事もつけ事もつけ事もつけ加え加え加え加えないないないない

ことを誓います。ことを誓います。ことを誓います。ことを誓います。

平成２５年２月１９日。証人、●●●●。平成２５年２月１９日。証人、●●●●。平成２５年２月１９日。証人、●●●●。平成２５年２月１９日。証人、●●●●。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、●●●●さ次に、●●●●さ次に、●●●●さ次に、●●●●さんんんん、宣誓、宣誓、宣誓、宣誓書書書書のののの朗読朗読朗読朗読をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 宣誓宣誓宣誓宣誓書書書書。良。良。良。良心心心心にににに従従従従ってってってって真実真実真実真実をををを述べ述べ述べ述べ、、、、何何何何事も事も事も事も隠隠隠隠ささささずずずず、また、また、また、また何何何何事もつけ事もつけ事もつけ事もつけ加え加え加え加えないないないない

ことを誓います。ことを誓います。ことを誓います。ことを誓います。

平成２５年２月１９日。証人、●●●●。平成２５年２月１９日。証人、●●●●。平成２５年２月１９日。証人、●●●●。平成２５年２月１９日。証人、●●●●。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。
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（（（（全全全全員員員員着着着着席）席）席）席）

証人は、それ証人は、それ証人は、それ証人は、それぞぞぞぞれ宣誓れ宣誓れ宣誓れ宣誓書書書書にににに署署署署名名名名捺印捺印捺印捺印願います。願います。願います。願います。

本日、証人として、●●●●さ本日、証人として、●●●●さ本日、証人として、●●●●さ本日、証人として、●●●●さんんんん、●●●●さ、●●●●さ、●●●●さ、●●●●さんんんんの出頭を求めておりますが、おの出頭を求めておりますが、おの出頭を求めておりますが、おの出頭を求めておりますが、お二二二二人同人同人同人同

席の上で証言を求めることにしたいと思いますが、よろしいですか。席の上で証言を求めることにしたいと思いますが、よろしいですか。席の上で証言を求めることにしたいと思いますが、よろしいですか。席の上で証言を求めることにしたいと思いますが、よろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにし、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げまそれでは、そのようにし、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げまそれでは、そのようにし、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げまそれでは、そのようにし、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げま

す。す。す。す。

証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた範囲範囲範囲範囲をををを超え超え超え超えないこと。また、ご発言の際には、そのないこと。また、ご発言の際には、そのないこと。また、ご発言の際には、そのないこと。また、ご発言の際には、その都度都度都度都度、委、委、委、委

員長の許可を得てなされるようお願いします。なお、こちらからの員長の許可を得てなされるようお願いします。なお、こちらからの員長の許可を得てなされるようお願いします。なお、こちらからの員長の許可を得てなされるようお願いします。なお、こちらからの質質質質問のときは問のときは問のときは問のときは着着着着席のま席のま席のま席のま

までまでまでまで結構結構結構結構ですが、おですが、おですが、おですが、お答え答え答え答えの際はの際はの際はの際は起立起立起立起立しての発言をお願いいたします。また、証人は委員にしての発言をお願いいたします。また、証人は委員にしての発言をお願いいたします。また、証人は委員にしての発言をお願いいたします。また、証人は委員に

対対対対してしてしてして質疑質疑質疑質疑をすることはできまをすることはできまをすることはできまをすることはできませんせんせんせんので、ご了ので、ご了ので、ご了ので、ご了承承承承願います。願います。願います。願います。

なお、委員なお、委員なお、委員なお、委員各位各位各位各位に申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関する重要重要重要重要な問題についな問題についな問題についな問題につい

て証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行をて証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行をて証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行をて証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行を妨妨妨妨げる言げる言げる言げる言動動動動のないようご協力のないようご協力のないようご協力のないようご協力

をお願いします。また、発言につきましては、証人の人をお願いします。また、発言につきましては、証人の人をお願いします。また、発言につきましては、証人の人をお願いします。また、発言につきましては、証人の人権権権権に留意されるように留意されるように留意されるように留意されるよう要望要望要望要望いたしまいたしまいたしまいたしま

す。す。す。す。

これより、証人から証言を求めます。これより、証人から証言を求めます。これより、証人から証言を求めます。これより、証人から証言を求めます。

最初最初最初最初に、委員長から所に、委員長から所に、委員長から所に、委員長から所要要要要の事項をお尋の事項をお尋の事項をお尋の事項をお尋ねねねねしてから、次にしてから、次にしてから、次にしてから、次に各各各各委員からご発言を願うことに委員からご発言を願うことに委員からご発言を願うことに委員からご発言を願うことに

いたします。いたします。いたします。いたします。

ままままずずずず、人定尋問を行います。、人定尋問を行います。、人定尋問を行います。、人定尋問を行います。

そちらからそちらからそちらからそちらから見見見見て、て、て、て、右側右側右側右側のあなたは●●●●さのあなたは●●●●さのあなたは●●●●さのあなたは●●●●さんんんんですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●証人、●●証人、●●証人、●●証人、住住住住所、所、所、所、職職職職業、業、業、業、生生生生年月日をお年月日をお年月日をお年月日をお述べ述べ述べ述べください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 住住住住所、●●●●●●●●●●●●●●。所、●●●●●●●●●●●●●●。所、●●●●●●●●●●●●●●。所、●●●●●●●●●●●●●●。職職職職業、奈良県土木部まち業、奈良県土木部まち業、奈良県土木部まち業、奈良県土木部まちづづづづくりくりくりくり推推推推進進進進

局公園緑局公園緑局公園緑局公園緑地課長。地課長。地課長。地課長。生生生生年月日、●●●●●●●●●●でご年月日、●●●●●●●●●●でご年月日、●●●●●●●●●●でご年月日、●●●●●●●●●●でござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、そちらから次に、そちらから次に、そちらから次に、そちらから見見見見て、て、て、て、左側左側左側左側のあなたは●●●●さのあなたは●●●●さのあなたは●●●●さのあなたは●●●●さんんんんですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●証人、●●証人、●●証人、●●証人、住住住住所、所、所、所、職職職職業、業、業、業、生生生生年月日をお年月日をお年月日をお年月日をお述べ述べ述べ述べください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●●●●●●●●●●。土木部道●●●●●●●●●●●。土木部道●●●●●●●●●●●。土木部道●●●●●●●●●●●。土木部道路路路路管理課課長管理課課長管理課課長管理課課長補佐補佐補佐補佐。●●●●●●●●●。●●●●●●●●●。●●●●●●●●●。●●●●●●●●●

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、倉庫の無届け解体について証言を求めるそれでは、倉庫の無届け解体について証言を求めるそれでは、倉庫の無届け解体について証言を求めるそれでは、倉庫の無届け解体について証言を求めるわわわわけでありますけれけでありますけれけでありますけれけでありますけれどどどど
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も、委員長であるも、委員長であるも、委員長であるも、委員長である私私私私からからからから最初最初最初最初に総に総に総に総括的括的括的括的にににに質質質質問を行います。問を行います。問を行います。問を行います。

ままままずずずず、●●証人さ、●●証人さ、●●証人さ、●●証人さんんんんからからからから質質質質問をさ問をさ問をさ問をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

あなたは、平成２３年４月から平成２４年３月までの間、高田土木事務所所長の地あなたは、平成２３年４月から平成２４年３月までの間、高田土木事務所所長の地あなたは、平成２３年４月から平成２４年３月までの間、高田土木事務所所長の地あなたは、平成２３年４月から平成２４年３月までの間、高田土木事務所所長の地位位位位にににに

ありましたありましたありましたありましたねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、そのとおりでごはい、そのとおりでごはい、そのとおりでごはい、そのとおりでござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、平成２３年５月１６日付で平野クレーン工業株式会社から申次に、平成２３年５月１６日付で平野クレーン工業株式会社から申次に、平成２３年５月１６日付で平野クレーン工業株式会社から申次に、平成２３年５月１６日付で平野クレーン工業株式会社から申請請請請のあのあのあのあ

った道った道った道った道路路路路工事工事工事工事施施施施工を所長として工を所長として工を所長として工を所長として承認承認承認承認しましたが、そのしましたが、そのしましたが、そのしましたが、その処処処処理を理を理を理を慎重慎重慎重慎重に行に行に行に行わわわわれておれば、このれておれば、このれておれば、このれておれば、この

無届けで行無届けで行無届けで行無届けで行わわわわれた解体工事の問題はれた解体工事の問題はれた解体工事の問題はれた解体工事の問題は防防防防げたのではないかと考げたのではないかと考げたのではないかと考げたのではないかと考ええええるところです。るところです。るところです。るところです。

そこでお尋そこでお尋そこでお尋そこでお尋ねねねねするのですが、このするのですが、このするのですが、このするのですが、この承認承認承認承認の際、１２項目の条件を付の際、１２項目の条件を付の際、１２項目の条件を付の際、１２項目の条件を付加加加加しています。しています。しています。しています。

委員の方委員の方委員の方委員の方 々々々々、８５、８５、８５、８５ペペペペーーーージジジジでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

その１番目に付その１番目に付その１番目に付その１番目に付加加加加した条件であるした条件であるした条件であるした条件である着着着着工届も工届も工届も工届も竣竣竣竣工届も提出されていま工届も提出されていま工届も提出されていま工届も提出されていませんせんせんせんでした。もちろでした。もちろでした。もちろでした。もちろんんんん

竣竣竣竣工工工工検検検検査もしていなかったと理解していいですか。査もしていなかったと理解していいですか。査もしていなかったと理解していいですか。査もしていなかったと理解していいですか。余余余余りにも無りにも無りにも無りにも無責任責任責任責任な行な行な行な行政政政政ではありまではありまではありまではありませんせんせんせん

か、いかがですか。か、いかがですか。か、いかがですか。か、いかがですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 私私私私が高田土木事務所所長として在が高田土木事務所所長として在が高田土木事務所所長として在が高田土木事務所所長として在職職職職したときに、その決したときに、その決したときに、その決したときに、その決裁裁裁裁をしました。をしました。をしました。をしました。

今、委員長から申されました１２項目でご今、委員長から申されました１２項目でご今、委員長から申されました１２項目でご今、委員長から申されました１２項目でござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、道も、道も、道も、道路路路路法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申請請請請のののの

許可条件として許可条件として許可条件として許可条件として添添添添付している付している付している付している内容内容内容内容のものだと思います。項目すのものだと思います。項目すのものだと思います。項目すのものだと思います。項目すべべべべて、て、て、て、私覚え私覚え私覚え私覚えておりまておりまておりまておりませんせんせんせん

けれけれけれけれどどどども、１つ目がも、１つ目がも、１つ目がも、１つ目が竣竣竣竣工届、工届、工届、工届、完完完完了届の提出、了届の提出、了届の提出、了届の提出、完完完完了時の了時の了時の了時の検検検検査、査、査、査、確認確認確認確認、それと道、それと道、それと道、それと道路使用路使用路使用路使用にににに係係係係るるるる

警察警察警察警察の許可を得ること、それと工事中のの許可を得ること、それと工事中のの許可を得ること、それと工事中のの許可を得ること、それと工事中の安全対策安全対策安全対策安全対策と、と、と、と、迂迂迂迂回回回回路路路路とかとかとかとか交交交交通通通通誘導誘導誘導誘導員の員の員の員の設置設置設置設置というというというという

ことが記ことが記ことが記ことが記載載載載されておったと思います。されておったと思います。されておったと思います。されておったと思います。

それで、当時のそれで、当時のそれで、当時のそれで、当時の認識認識認識認識でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、も、も、も、竣竣竣竣工届、工届、工届、工届、完完完完了届了届了届了届等々等々等々等々のののの確認確認確認確認につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

担当課であります管理課で事務担当課であります管理課で事務担当課であります管理課で事務担当課であります管理課で事務的的的的にににに処処処処理してくれていたという理してくれていたという理してくれていたという理してくれていたという認識認識認識認識でごでごでごでござざざざいました。いました。いました。いました。昨昨昨昨年年年年

度度度度になりましてになりましてになりましてになりまして竣竣竣竣工届、工届、工届、工届、完完完完了届了届了届了届等等等等が出ていないとが出ていないとが出ていないとが出ていないと聞聞聞聞きました。当時の所長といたしまして、きました。当時の所長といたしまして、きました。当時の所長といたしまして、きました。当時の所長といたしまして、

指導監督指導監督指導監督指導監督のののの徹底徹底徹底徹底ができていなかったということ、それと、ができていなかったということ、それと、ができていなかったということ、それと、ができていなかったということ、それと、私私私私自自自自身身身身のののの認識認識認識認識といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、状状状状

況況況況のののの確認確認確認確認の不の不の不の不十分十分十分十分ささささ等等等等はははは十分十分十分十分にあろうかと思います。そのことににあろうかと思います。そのことににあろうかと思います。そのことににあろうかと思います。そのことに対対対対しましてしましてしましてしまして深深深深くくくく反省反省反省反省してしてしてして

おります。おります。おります。おります。責任責任責任責任もももも感感感感じておるところでごじておるところでごじておるところでごじておるところでござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、平成２３年６月と７月に、県土木部次に、平成２３年６月と７月に、県土木部次に、平成２３年６月と７月に、県土木部次に、平成２３年６月と７月に、県土木部技術技術技術技術管理課と高田土木事務所の管理課と高田土木事務所の管理課と高田土木事務所の管理課と高田土木事務所の

担当者が株式会社山担当者が株式会社山担当者が株式会社山担当者が株式会社山崎産崎産崎産崎産業から無届け解体について事情聴取をし、所長としてその記録を業から無届け解体について事情聴取をし、所長としてその記録を業から無届け解体について事情聴取をし、所長としてその記録を業から無届け解体について事情聴取をし、所長としてその記録を

見見見見ておられますが、解体された３ておられますが、解体された３ておられますが、解体された３ておられますが、解体された３棟棟棟棟のののの建物建物建物建物の所の所の所の所有有有有者はだれと者はだれと者はだれと者はだれと認識認識認識認識されていたのでしされていたのでしされていたのでしされていたのでしょょょょうか、うか、うか、うか、

また、それはまた、それはまた、それはまた、それは何何何何にににに基づ基づ基づ基づいてそういてそういてそういてそう認識認識認識認識されたのでしされたのでしされたのでしされたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 高田土木事務所に在高田土木事務所に在高田土木事務所に在高田土木事務所に在職職職職中のときは、平野クレーン工業株式会社だと思ってお中のときは、平野クレーン工業株式会社だと思ってお中のときは、平野クレーン工業株式会社だと思ってお中のときは、平野クレーン工業株式会社だと思ってお



---- 7777 ----

りました。今はりました。今はりました。今はりました。今は違違違違う所う所う所う所有有有有者ということで、者ということで、者ということで、者ということで、済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、前の所、前の所、前の所、前の所有有有有者ということがそのとき者ということがそのとき者ということがそのとき者ということがそのとき

ははははわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんでした。申でした。申でした。申でした。申請書請書請書請書が平野クレーン工業株式会社ということで、そういう思いが平野クレーン工業株式会社ということで、そういう思いが平野クレーン工業株式会社ということで、そういう思いが平野クレーン工業株式会社ということで、そういう思い

込込込込みをしていたというようなみをしていたというようなみをしていたというようなみをしていたというような状況状況状況状況だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

それで、前の所それで、前の所それで、前の所それで、前の所有有有有者につきましては、者につきましては、者につきましては、者につきましては、昨昨昨昨年の年の年の年の建設建設建設建設委員会のときですけれ委員会のときですけれ委員会のときですけれ委員会のときですけれどどどども、そのときも、そのときも、そのときも、そのとき

にににに聞聞聞聞きました。きました。きました。きました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、高田土木事務所で取り扱う道次に、高田土木事務所で取り扱う道次に、高田土木事務所で取り扱う道次に、高田土木事務所で取り扱う道路路路路法第２４条申法第２４条申法第２４条申法第２４条申請請請請とととと建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法法法法

にににに基づ基づ基づ基づく解体の届け出件く解体の届け出件く解体の届け出件く解体の届け出件数数数数は年間は年間は年間は年間どどどどれくらいあるのですか、かなりれくらいあるのですか、かなりれくらいあるのですか、かなりれくらいあるのですか、かなり多多多多い件い件い件い件数数数数だと思いますだと思いますだと思いますだと思います

が、１が、１が、１が、１，，，，４００平方４００平方４００平方４００平方メメメメーーーートルトルトルトルをををを超え超え超え超える大きなる大きなる大きなる大きな建物建物建物建物の解体や、間口１４の解体や、間口１４の解体や、間口１４の解体や、間口１４メメメメーーーートルトルトルトルにもにもにもにも及及及及ぶ道ぶ道ぶ道ぶ道

路路路路法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申請請請請もそもそもそもそんんんんなになになになに数多数多数多数多くある工事ではないと思うのです。あなたが道くある工事ではないと思うのです。あなたが道くある工事ではないと思うのです。あなたが道くある工事ではないと思うのです。あなたが道路路路路法第法第法第法第

２４条申２４条申２４条申２４条申請請請請にににに添添添添付されていた付されていた付されていた付されていた位置図位置図位置図位置図ささささえ見え見え見え見ていたら、ていたら、ていたら、ていたら、必ず現必ず現必ず現必ず現場を場を場を場を精精精精査しなければというこ査しなければというこ査しなければというこ査しなければというこ

とになっていたのではありまとになっていたのではありまとになっていたのではありまとになっていたのではありませんせんせんせんか。あのか。あのか。あのか。あの敷敷敷敷地から出入り口をつくるためには、県の道地から出入り口をつくるためには、県の道地から出入り口をつくるためには、県の道地から出入り口をつくるためには、県の道路路路路

法第２４条に法第２４条に法第２４条に法第２４条に規規規規定する定する定する定する承認承認承認承認工事の取り扱い工事の取り扱い工事の取り扱い工事の取り扱い要綱要綱要綱要綱の第６条第２、の第６条第２、の第６条第２、の第６条第２、車両車両車両車両出入り口の出入り口の出入り口の出入り口の承認基準承認基準承認基準承認基準のののの

（７）で（７）で（７）で（７）で明明明明記されているとおり、記されているとおり、記されているとおり、記されているとおり、敷敷敷敷地地地地内内内内に倉庫または自に倉庫または自に倉庫または自に倉庫または自動車動車動車動車をををを保保保保管する場所が管する場所が管する場所が管する場所がどどどどのようにのようにのようにのように

確保確保確保確保されているかのされているかのされているかのされているかの点検点検点検点検がががが先先先先行す行す行す行すべべべべきだということにはならないでしきだということにはならないでしきだということにはならないでしきだということにはならないでしょょょょうか、ご所うか、ご所うか、ご所うか、ご所見見見見をををを伺伺伺伺

います。います。います。います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 道道道道路路路路法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申請請請請が上がってきたときに、決が上がってきたときに、決が上がってきたときに、決が上がってきたときに、決裁裁裁裁のののの段階段階段階段階でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれ

どどどども、も、も、も、書書書書類類類類をををを見見見見ました。平ました。平ました。平ました。平面面面面図図図図がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。写真写真写真写真がががが添添添添付されておりました。それで、付されておりました。それで、付されておりました。それで、付されておりました。それで、

初初初初めはちめはちめはちめはちょょょょっとっとっとっと壁壁壁壁かなと思ったのですけれかなと思ったのですけれかなと思ったのですけれかなと思ったのですけれどどどども、も、も、も、少少少少し高いということでし高いということでし高いということでし高いということで建物建物建物建物だとそのときだとそのときだとそのときだとそのとき

は思いました。そこのところを開口さは思いました。そこのところを開口さは思いました。そこのところを開口さは思いました。そこのところを開口させせせせるということですので、そのるということですので、そのるということですので、そのるということですので、その建物建物建物建物が取りが取りが取りが取り壊壊壊壊されるされるされるされる

というというというという認識認識認識認識はごはごはごはござざざざいました。いました。いました。いました。

それで、そのときのそれで、そのときのそれで、そのときのそれで、そのときの状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、も、も、も、確認確認確認確認業務というのは業務というのは業務というのは業務というのは写真写真写真写真でででで私私私私はしたとはしたとはしたとはしたと

いういういういう状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 今の今の今の今の質質質質問のところで、届け出件問のところで、届け出件問のところで、届け出件問のところで、届け出件数数数数は年間は年間は年間は年間どどどどれれれれぐぐぐぐらいあるのですかと、らいあるのですかと、らいあるのですかと、らいあるのですかと、位置位置位置位置

図図図図ささささえ見え見え見え見ていたら、ていたら、ていたら、ていたら、必ず現必ず現必ず現必ず現場を場を場を場を精精精精査をしなければならないということになったのではあり査をしなければならないということになったのではあり査をしなければならないということになったのではあり査をしなければならないということになったのではあり

まままませんせんせんせんかのかのかのかの質質質質問の２つ問の２つ問の２つ問の２つ抜抜抜抜けておりますので、けておりますので、けておりますので、けておりますので、答弁答弁答弁答弁をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 数数数数についてはについてはについてはについてはわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。。。。

それと、それと、それと、それと、図図図図面面面面をををを見見見見ておったらというところでごておったらというところでごておったらというところでごておったらというところでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、道も、道も、道も、道路路路路法第２４条のと法第２４条のと法第２４条のと法第２４条のと

きにきにきにきに確確確確かにかにかにかに図図図図面面面面はついておりました。道はついておりました。道はついておりました。道はついておりました。道路路路路のところに、そののところに、そののところに、そののところに、その建物建物建物建物があるということもそのがあるということもそのがあるということもそのがあるということもその

ときにときにときにときにわわわわかりました。以上です。かりました。以上です。かりました。以上です。かりました。以上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、あなたは県の次に、あなたは県の次に、あなたは県の次に、あなたは県の建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法無届け事法無届け事法無届け事法無届け事案案案案にににに係係係係る事務る事務る事務る事務処処処処理調査委員理調査委員理調査委員理調査委員
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会の事情聴取に会の事情聴取に会の事情聴取に会の事情聴取に答え答え答え答えて、開けるところがて、開けるところがて、開けるところがて、開けるところが建物建物建物建物のところにあるので、当のところにあるので、当のところにあるので、当のところにあるので、当然然然然解体されるものと解体されるものと解体されるものと解体されるものと

のののの認識認識認識認識があった、届け出は当があった、届け出は当があった、届け出は当があった、届け出は当然然然然されるものということでされるものということでされるものということでされるものということで何何何何も意も意も意も意識識識識していなかったとしていなかったとしていなかったとしていなかったと述べ述べ述べ述べてててて

います。しかし、県の調査委員会の聴取で管理います。しかし、県の調査委員会の聴取で管理います。しかし、県の調査委員会の聴取で管理います。しかし、県の調査委員会の聴取で管理係係係係長は、長は、長は、長は、民民民民地地地地内内内内ににににどどどどういうういうういうういう建物建物建物建物があるかとがあるかとがあるかとがあるかと

いうことはいうことはいうことはいうことは一一一一切切切切考考考考ええええていなかったとていなかったとていなかったとていなかったと述べ述べ述べ述べ、、、、承認承認承認承認事務の事務の事務の事務の起案起案起案起案をしたをしたをしたをした職職職職員は、員は、員は、員は、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル

法について当時は課が法について当時は課が法について当時は課が法について当時は課が違違違違うのでうのでうのでうので知知知知らなかった、また、上らなかった、また、上らなかった、また、上らなかった、また、上司司司司からもからもからもからも指指指指示は特になかったと示は特になかったと示は特になかったと示は特になかったと述述述述

べべべべています。無届け解体を許していくすき間があったとするならばています。無届け解体を許していくすき間があったとするならばています。無届け解体を許していくすき間があったとするならばています。無届け解体を許していくすき間があったとするならばどどどどこにこにこにこに責任責任責任責任があるのでがあるのでがあるのでがあるので

ししししょょょょうか、ご所うか、ご所うか、ご所うか、ご所見見見見をををを伺伺伺伺います。います。います。います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先先先先ほほほほどどどど申しましたように、申しましたように、申しましたように、申しましたように、写真写真写真写真でそこにでそこにでそこにでそこに建物建物建物建物があると、道があると、道があると、道があると、道路路路路法第２４条の法第２４条の法第２４条の法第２４条の歩歩歩歩

道の道の道の道の切切切切り下げり下げり下げり下げ分分分分がそこに当たっておりましたので、取りがそこに当たっておりましたので、取りがそこに当たっておりましたので、取りがそこに当たっておりましたので、取り壊壊壊壊しは行しは行しは行しは行わわわわれるとのれるとのれるとのれるとの認識認識認識認識はごはごはごはござざざざいいいい

ました。ただ、そのときのました。ただ、そのときのました。ただ、そのときのました。ただ、そのときの認識認識認識認識といたしましては、ああ、次にこの部といたしましては、ああ、次にこの部といたしましては、ああ、次にこの部といたしましては、ああ、次にこの部分分分分が取りが取りが取りが取り壊壊壊壊されるのされるのされるのされるの

だという思いで、その、だという思いで、その、だという思いで、その、だという思いで、その、リサリサリサリサイクイクイクイクルルルル法が出てくるとか、そこまでは意法が出てくるとか、そこまでは意法が出てくるとか、そこまでは意法が出てくるとか、そこまでは意識識識識はしてなかったとはしてなかったとはしてなかったとはしてなかったと

思うのですが、思うのですが、思うのですが、思うのですが、普普普普通に通に通に通に適適適適法になるというような法になるというような法になるというような法になるというような認識認識認識認識で思っておったというで思っておったというで思っておったというで思っておったという状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいまいまいまいま

す。特に道す。特に道す。特に道す。特に道路路路路法第２４条申法第２４条申法第２４条申法第２４条申請請請請も出ておったという中で、そのようなことを考も出ておったという中で、そのようなことを考も出ておったという中で、そのようなことを考も出ておったという中で、そのようなことを考ええええたのかと思たのかと思たのかと思たのかと思

いますが、いますが、いますが、いますが、違違違違法に取り法に取り法に取り法に取り壊壊壊壊されるということはされるということはされるということはされるということは全全全全く考く考く考く考ええええまままませんせんせんせんでした。そういうでした。そういうでした。そういうでした。そういう状況状況状況状況でごでごでごでござざざざ

いましたので、土木事務所いましたので、土木事務所いましたので、土木事務所いましたので、土木事務所内内内内で情報をで情報をで情報をで情報を共有共有共有共有して無届けをして無届けをして無届けをして無届けを防防防防止止止止するというようなするというようなするというようなするというような認識認識認識認識にはにはにはには至至至至

らなかったと、特に思いはらなかったと、特に思いはらなかったと、特に思いはらなかったと、特に思いは至至至至らなかったということでごらなかったということでごらなかったということでごらなかったということでござざざざいました。いました。いました。いました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、この際、●●さ次に、この際、●●さ次に、この際、●●さ次に、この際、●●さんんんんにお尋にお尋にお尋にお尋ねねねねします。します。します。します。

ここここここここ数数数数年間で年間で年間で年間でアスベスアスベスアスベスアスベストトトトによる中による中による中による中皮腫皮腫皮腫皮腫でででで死亡死亡死亡死亡する人が年間１する人が年間１する人が年間１する人が年間１，，，，３００人を３００人を３００人を３００人を突突突突破破破破し、またし、またし、またし、また

アスベスアスベスアスベスアスベストトトトの影の影の影の影響響響響がががが強強強強くくくく疑わ疑わ疑わ疑われるれるれるれる肺肺肺肺ががががんんんんのののの死亡死亡死亡死亡者はその２者はその２者はその２者はその２倍近倍近倍近倍近くになっています。このくになっています。このくになっています。このくになっています。この数数数数

字字字字は、は、は、は、ほぼほぼほぼほぼ交交交交通事通事通事通事故死故死故死故死と同じと同じと同じと同じぐぐぐぐらいのレらいのレらいのレらいのレベベベベルルルルです。ごです。ごです。ごです。ご存存存存じであったでしじであったでしじであったでしじであったでしょょょょうか。うか。うか。うか。

また、また、また、また、昨昨昨昨年１０月、年１０月、年１０月、年１０月、直直直直木木木木賞作家賞作家賞作家賞作家のののの藤藤藤藤本本本本義義義義一一一一ささささんんんんが中が中が中が中皮腫皮腫皮腫皮腫でででで亡亡亡亡くなっています。おくなっています。おくなっています。おくなっています。お父父父父様の様の様の様の

死死死死はははは阪神阪神阪神阪神大大大大震災震災震災震災と関と関と関と関係係係係があるとがあるとがあるとがあると確確確確信信信信しますと、かかりつけのしますと、かかりつけのしますと、かかりつけのしますと、かかりつけの医師医師医師医師からからからから聞聞聞聞かされたとかされたとかされたとかされたと娘娘娘娘ささささんんんん

がががが訴え訴え訴え訴えています。ています。ています。ています。西宮市西宮市西宮市西宮市にににに住住住住居居居居のあったのあったのあったのあった藤藤藤藤本さ本さ本さ本さんんんんはははは復興支援活復興支援活復興支援活復興支援活動動動動にににに熱熱熱熱心心心心に取りに取りに取りに取り組組組組まれ、まれ、まれ、まれ、震震震震

災児向災児向災児向災児向けのけのけのけの施設施設施設施設を運営されていたといいます。を運営されていたといいます。を運営されていたといいます。を運営されていたといいます。広陵町広陵町広陵町広陵町のこののこののこののこの現現現現場は場は場は場は小学校小学校小学校小学校の通の通の通の通学学学学路路路路であり、であり、であり、であり、

よりよりよりより慎重慎重慎重慎重なななな対応対応対応対応が求められたところです。が求められたところです。が求められたところです。が求められたところです。アスベスアスベスアスベスアスベストへトへトへトへのののの対応対応対応対応について、●●さについて、●●さについて、●●さについて、●●さんんんん、あな、あな、あな、あな

たのたのたのたの素直素直素直素直な思いをな思いをな思いをな思いを述べ述べ述べ述べてください。てください。てください。てください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 アスベスアスベスアスベスアスベストトトトによるによるによるによる死死死死者と者と者と者と肺肺肺肺ががががんんんんのののの死死死死者の者の者の者の数数数数がががが一一一一緒緒緒緒というのはというのはというのはというのは知知知知りまりまりまりませんせんせんせんでしでしでしでし

た。それと、た。それと、た。それと、た。それと、藤藤藤藤本本本本義義義義一一一一ささささんんんんが中が中が中が中皮腫皮腫皮腫皮腫でなくなられたというのはでなくなられたというのはでなくなられたというのはでなくなられたというのは聞聞聞聞いた記いた記いた記いた記憶憶憶憶がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

最最最最後の、通後の、通後の、通後の、通学学学学路路路路のののの近近近近くのくのくのくのアスベスアスベスアスベスアスベストトトトの解体というところでごの解体というところでごの解体というところでごの解体というところでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、森森森森川県会議員川県会議員川県会議員川県会議員

から土木事務所に、解体工事があってから土木事務所に、解体工事があってから土木事務所に、解体工事があってから土木事務所に、解体工事があって近近近近くのくのくのくの小学校小学校小学校小学校、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園のののの子子子子どどどどもがもがもがもが粉粉粉粉じじじじんんんんをををを吸吸吸吸ったと、ったと、ったと、ったと、
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アスベスアスベスアスベスアスベストトトトがががが心心心心配だというご連絡をいただきました。それを受けまして、当時の土木事務配だというご連絡をいただきました。それを受けまして、当時の土木事務配だというご連絡をいただきました。それを受けまして、当時の土木事務配だというご連絡をいただきました。それを受けまして、当時の土木事務

所の所の所の所の建建建建築築築築課が課が課が課が現現現現地地地地確認確認確認確認、また、また、また、また書書書書類類類類確認等確認等確認等確認等をした後、をした後、をした後、をした後、私私私私は報告を受けました。報告のは報告を受けました。報告のは報告を受けました。報告のは報告を受けました。報告の内容内容内容内容とととと

いうのは、無届け事いうのは、無届け事いうのは、無届け事いうのは、無届け事案案案案であったということ、であったということ、であったということ、であったということ、建物建物建物建物はははは既既既既にないと、それとにないと、それとにないと、それとにないと、それと石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトを手を手を手を手

でででで外外外外しておいておいたと、記しておいておいたと、記しておいておいたと、記しておいておいたと、記憶憶憶憶してるのはこの３つしてるのはこの３つしてるのはこの３つしてるのはこの３つぐぐぐぐらいでごらいでごらいでごらいでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、ただ、も、ただ、も、ただ、も、ただ、

アスベスアスベスアスベスアスベストトトトということがありましたので、非ということがありましたので、非ということがありましたので、非ということがありましたので、非常常常常にににに重要重要重要重要な問題だと思いました。な問題だと思いました。な問題だと思いました。な問題だと思いました。

それで、それで、それで、それで、対応対応対応対応方法については、本当に方法については、本当に方法については、本当に方法については、本当にどどどどうしていけばいいかというところもごうしていけばいいかというところもごうしていけばいいかというところもごうしていけばいいかというところもござざざざいましいましいましいまし

たので、たので、たので、たので、技術技術技術技術管理課、それと管理課、それと管理課、それと管理課、それと環境環境環境環境部部部部局局局局と連と連と連と連携携携携をををを図図図図りながら、本当にりながら、本当にりながら、本当にりながら、本当に適切適切適切適切にににに対応対応対応対応すすすすべべべべきだと、きだと、きだと、きだと、

そういう思いだったと思います。そういう思いだったと思います。そういう思いだったと思います。そういう思いだったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、平成２４年７月６日に、高田土木事務所はおくれば次に、平成２４年７月６日に、高田土木事務所はおくれば次に、平成２４年７月６日に、高田土木事務所はおくれば次に、平成２４年７月６日に、高田土木事務所はおくればせせせせながらながらながらながら竣竣竣竣工届工届工届工届

を受け取っておられますが、を受け取っておられますが、を受け取っておられますが、を受け取っておられますが、竣竣竣竣工工工工検検検検査をされたのでし査をされたのでし査をされたのでし査をされたのでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答え答え答え答えください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 その当時はその当時はその当時はその当時は現職現職現職現職でごでごでごでござざざざいまして、高田土木事務所に在いまして、高田土木事務所に在いまして、高田土木事務所に在いまして、高田土木事務所に在籍籍籍籍しておりましておりましておりましておりませんせんせんせんので、ので、ので、ので、

その手その手その手その手続続続続きはきはきはきはわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。ただ、。ただ、。ただ、。ただ、先先先先ほほほほどどどど申しましたように、後からそういうのが出てい申しましたように、後からそういうのが出てい申しましたように、後からそういうのが出てい申しましたように、後からそういうのが出てい

なかったということをなかったということをなかったということをなかったということを昨昨昨昨年年年年度聞度聞度聞度聞きましたので、それにつきましては、きましたので、それにつきましては、きましたので、それにつきましては、きましたので、それにつきましては、先先先先ほほほほどどどど申しましたよ申しましたよ申しましたよ申しましたよ

うに、うに、うに、うに、指導監督指導監督指導監督指導監督が本当にが本当にが本当にが本当に徹底徹底徹底徹底できていなかったということでできていなかったということでできていなかったということでできていなかったということで深深深深くくくく反省反省反省反省しているところでごしているところでごしているところでごしているところでご

ざざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 最最最最後に、倉庫の解体工事、あるいは後に、倉庫の解体工事、あるいは後に、倉庫の解体工事、あるいは後に、倉庫の解体工事、あるいは歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げ工事に関して、県やり下げ工事に関して、県やり下げ工事に関して、県やり下げ工事に関して、県や町町町町

行行行行政政政政のののの内内内内部の者、その部の者、その部の者、その部の者、そのＯＢＯＢＯＢＯＢ、、、、政政政政治治治治家家家家、そしてその他、そしてその他、そしてその他、そしてその他ほほほほかのだれかからかのだれかからかのだれかからかのだれかから何何何何らかのらかのらかのらかの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを

受けたことはありま受けたことはありま受けたことはありま受けたことはありませんせんせんせんか。か。か。か。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 道道道道路路路路法第２４条申法第２４条申法第２４条申法第２４条申請請請請並並並並びびびびにその解体のことで、にその解体のことで、にその解体のことで、にその解体のことで、一一一一切切切切ごごごござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、●●証人のそれでは、●●証人のそれでは、●●証人のそれでは、●●証人の質質質質問を問を問を問を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

皆様の委員からの皆様の委員からの皆様の委員からの皆様の委員からの補補補補足足足足質質質質問は、●●証人の後でお願いをいたしたいと思います。問は、●●証人の後でお願いをいたしたいと思います。問は、●●証人の後でお願いをいたしたいと思います。問は、●●証人の後でお願いをいたしたいと思います。

それでは、●●証人の証人尋問をそれでは、●●証人の証人尋問をそれでは、●●証人の証人尋問をそれでは、●●証人の証人尋問を始始始始めさめさめさめさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずずはじめに、平成２３年４月から平成２４年３月の時はじめに、平成２３年４月から平成２４年３月の時はじめに、平成２３年４月から平成２４年３月の時はじめに、平成２３年４月から平成２４年３月の時点点点点で、あなたは高田土木事務所で、あなたは高田土木事務所で、あなたは高田土木事務所で、あなたは高田土木事務所

の管理課長の地の管理課長の地の管理課長の地の管理課長の地位位位位にありましたにありましたにありましたにありましたねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、平成２３年４月２８日付で平野クレーン株式会社から高田土木事務次に、平成２３年４月２８日付で平野クレーン株式会社から高田土木事務次に、平成２３年４月２８日付で平野クレーン株式会社から高田土木事務次に、平成２３年４月２８日付で平野クレーン株式会社から高田土木事務

所あてに申所あてに申所あてに申所あてに申請請請請のあった道のあった道のあった道のあった道路路路路工事工事工事工事施施施施工工工工承認承認承認承認申申申申請請請請の取り扱い担当の取り扱い担当の取り扱い担当の取り扱い担当窓窓窓窓口は管理課であったと口は管理課であったと口は管理課であったと口は管理課であったと認識認識認識認識

してよろしいですか。してよろしいですか。してよろしいですか。してよろしいですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、当次に、当次に、当次に、当該該該該の申の申の申の申請書請書請書請書類類類類にににに添添添添付されていた平成２３年４月２５日付の申付されていた平成２３年４月２５日付の申付されていた平成２３年４月２５日付の申付されていた平成２３年４月２５日付の申請請請請者者者者
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についてのについてのについてのについての書書書書面面面面は記名もは記名もは記名もは記名も捺印捺印捺印捺印もありまもありまもありまもありませんせんせんせんが、だれのが、だれのが、だれのが、だれの責任責任責任責任において発行されたものですか、において発行されたものですか、において発行されたものですか、において発行されたものですか、

また、なまた、なまた、なまた、なぜぜぜぜ必要必要必要必要だったのでしだったのでしだったのでしだったのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今おっし今おっし今おっし今おっしゃゃゃゃった４月２５日のった４月２５日のった４月２５日のった４月２５日の書書書書類類類類については、当時としてについては、当時としてについては、当時としてについては、当時としてどんどんどんどんなものがついなものがついなものがついなものがつい

ていたという記ていたという記ていたという記ていたという記憶憶憶憶は、今というか、当時、定かではごは、今というか、当時、定かではごは、今というか、当時、定かではごは、今というか、当時、定かではござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 これはちなみに、８８これはちなみに、８８これはちなみに、８８これはちなみに、８８ペペペペーーーージジジジです。です。です。です。

次に、奈良土木事務所の次に、奈良土木事務所の次に、奈良土木事務所の次に、奈良土木事務所のホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジで、道で、道で、道で、道路路路路工事工事工事工事施施施施工工工工承認承認承認承認申申申申請請請請様式を様式を様式を様式をダウダウダウダウンンンンロロロローーーードドドドしししし

ました。ました。ました。ました。施施施施工工工工承認承認承認承認工事の場合、管理課道工事の場合、管理課道工事の場合、管理課道工事の場合、管理課道路路路路管理管理管理管理係係係係でででで原則原則原則原則事前協議を行っていただくとあり事前協議を行っていただくとあり事前協議を行っていただくとあり事前協議を行っていただくとあり

ます。高田土木事務所のます。高田土木事務所のます。高田土木事務所のます。高田土木事務所のホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジではその記ではその記ではその記ではその記述述述述はありまはありまはありまはありませんせんせんせんが、同様の取り扱いをさが、同様の取り扱いをさが、同様の取り扱いをさが、同様の取り扱いをさ

れているのではないでしれているのではないでしれているのではないでしれているのではないでしょょょょうか。当うか。当うか。当うか。当該該該該のののの案案案案件で事前協議、件で事前協議、件で事前協議、件で事前協議、相相相相談談談談はあったのでしはあったのでしはあったのでしはあったのでしょょょょうか、あうか、あうか、あうか、あ

ったとすれば、そのったとすれば、そのったとすれば、そのったとすれば、その内容内容内容内容を示してください。を示してください。を示してください。を示してください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 事前協議というのか、事前の事前協議というのか、事前の事前協議というのか、事前の事前協議というのか、事前の打打打打ち合ち合ち合ち合わせわせわせわせという、いきなりという、いきなりという、いきなりという、いきなり承認承認承認承認申申申申請書請書請書請書をををを持持持持っっっっ

てきてというのではなくて、やはり事前にこういうことでてきてというのではなくて、やはり事前にこういうことでてきてというのではなくて、やはり事前にこういうことでてきてというのではなくて、やはり事前にこういうことで相相相相談談談談ということは通ということは通ということは通ということは通常常常常あると思あると思あると思あると思

います。で、本件についてもいます。で、本件についてもいます。で、本件についてもいます。で、本件についても恐恐恐恐らくあったと思いますが、らくあったと思いますが、らくあったと思いますが、らくあったと思いますが、私私私私についてについてについてについてどどどどうこう、事前うこう、事前うこう、事前うこう、事前打打打打ちちちち

合合合合わせわせわせわせとかしたというのはごとかしたというのはごとかしたというのはごとかしたというのはござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●証人、その●●証人、その●●証人、その●●証人、その打打打打ち合ち合ち合ち合わせわせわせわせのののの窓窓窓窓口の口の口の口の実実実実際におられた担当者はだれですか、際におられた担当者はだれですか、際におられた担当者はだれですか、際におられた担当者はだれですか、

わわわわかりますか。かりますか。かりますか。かりますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 実実実実際には際には際には際には起案起案起案起案者でありますので、当時の●●者でありますので、当時の●●者でありますので、当時の●●者でありますので、当時の●●主主主主査が事前査が事前査が事前査が事前打打打打ち合ち合ち合ち合わせわせわせわせというのというのというのというの

か、そういうのをもったと思います。か、そういうのをもったと思います。か、そういうのをもったと思います。か、そういうのをもったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、県には道次に、県には道次に、県には道次に、県には道路路路路法第２４条に法第２４条に法第２４条に法第２４条に規規規規定する定する定する定する承認承認承認承認工事の取扱い工事の取扱い工事の取扱い工事の取扱い要要要要領領領領というものというものというものというもの

があることをがあることをがあることをがあることを最最最最近近近近知知知知りました。りました。りました。りました。

これ、これ、これ、これ、新新新新しいこの資料の１３７しいこの資料の１３７しいこの資料の１３７しいこの資料の１３７ペペペペーーーージジジジの（５）番です。そのの（５）番です。そのの（５）番です。そのの（５）番です。その要綱要綱要綱要綱の第６条第２、の第６条第２、の第６条第２、の第６条第２、車両車両車両車両出入出入出入出入

り口のり口のり口のり口の承認基準承認基準承認基準承認基準で、で、で、で、車両車両車両車両の出入り口のの出入り口のの出入り口のの出入り口の承認基準承認基準承認基準承認基準は、は、は、は、乗乗乗乗り入れり入れり入れり入れ幅幅幅幅はははは原則原則原則原則６６６６メメメメーーーートルトルトルトル以以以以内内内内とすとすとすとす

ること。ただし、大ること。ただし、大ること。ただし、大ること。ただし、大型型型型車両車両車両車両の出入りがの出入りがの出入りがの出入りが予測予測予測予測される場合で、上記のされる場合で、上記のされる場合で、上記のされる場合で、上記の基準基準基準基準によりによりによりにより難難難難いときは、いときは、いときは、いときは、

車両車両車両車両のののの軌跡軌跡軌跡軌跡図図図図により決定すること。別により決定すること。別により決定すること。別により決定すること。別図図図図第１第１第１第１Ａ型Ａ型Ａ型Ａ型については１２については１２については１２については１２メメメメーーーートルトルトルトル、別、別、別、別図図図図第１第１第１第１Ｂ型Ｂ型Ｂ型Ｂ型

については８については８については８については８メメメメーーーートルトルトルトルをををを限限限限度度度度とすること、とあります。当とすること、とあります。当とすること、とあります。当とすること、とあります。当該該該該のののの案案案案件では、この件では、この件では、この件では、この限限限限度度度度をををを超え超え超え超え

て１４て１４て１４て１４メメメメーーーートルトルトルトルがががが承認承認承認承認されています。そのされています。そのされています。そのされています。その経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて説説説説明明明明してください。してください。してください。してください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 当時の申当時の申当時の申当時の申請書請書請書請書についておりますについておりますについておりますについております車車車車のののの軌跡軌跡軌跡軌跡で１４で１４で１４で１４メメメメーーーートルトルトルトルというというというというふふふふうにうにうにうに判断判断判断判断しししし

たと思います。たと思います。たと思います。たと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次、また、同じ次、また、同じ次、また、同じ次、また、同じ承認基準承認基準承認基準承認基準の中にの中にの中にの中に、、、、（７）（７）（７）（７）民有民有民有民有地に地に地に地に車車車車庫、その他自庫、その他自庫、その他自庫、その他自動車動車動車動車のののの保保保保

管する場所がある管する場所がある管する場所がある管する場所がある箇箇箇箇所であること、とあります。管理課の担当者を所であること、とあります。管理課の担当者を所であること、とあります。管理課の担当者を所であること、とあります。管理課の担当者を現現現現場に出場に出場に出場に出向向向向かかかかせせせせてててて確認確認確認確認
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ささささせせせせたのですか。たのですか。たのですか。たのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 現現現現場に事前に行か場に事前に行か場に事前に行か場に事前に行かせせせせたという記たという記たという記たという記憶憶憶憶はごはごはごはござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ごごごござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、あなたは県の次に、あなたは県の次に、あなたは県の次に、あなたは県の建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法無届け事法無届け事法無届け事法無届け事案案案案にににに係係係係る事務る事務る事務る事務処処処処理調査委員理調査委員理調査委員理調査委員

会の尋問を受けた際、会の尋問を受けた際、会の尋問を受けた際、会の尋問を受けた際、壁壁壁壁がががが写真写真写真写真にににに写写写写っているのでっているのでっているのでっているので壁壁壁壁を取るものだというを取るものだというを取るものだというを取るものだという認識認識認識認識で決で決で決で決裁裁裁裁を回しを回しを回しを回し

たとたとたとたと述べ述べ述べ述べられていました。●●さられていました。●●さられていました。●●さられていました。●●さんんんん、あなたは申、あなたは申、あなたは申、あなたは申請書請書請書請書類類類類にににに添添添添付された付された付された付された位置図位置図位置図位置図をごらをごらをごらをごらんんんんになになになにな

らなかったのですか。らなかったのですか。らなかったのですか。らなかったのですか。切切切切り下げ申り下げ申り下げ申り下げ申請請請請されているされているされているされている歩歩歩歩道と道と道と道と約約約約１００１００１００１００メメメメーーーートルトルトルトルにににに及ん及ん及ん及んでででで隣接隣接隣接隣接してしてしてして

いる倉庫がいる倉庫がいる倉庫がいる倉庫が敷敷敷敷地地地地内内内内にありました、にありました、にありました、にありました、壁壁壁壁ではありまではありまではありまではありませんせんせんせん、な、な、な、なぜぜぜぜ見見見見間間間間違え違え違え違えたのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ままままずずずず、、、、写真写真写真写真をををを見見見見てててて壁壁壁壁があるということで、があるということで、があるということで、があるということで、位置図位置図位置図位置図についてについてについてについて確確確確かに県道のとこかに県道のとこかに県道のとこかに県道のとこ

ろだというろだというろだというろだというふふふふうにうにうにうに認識認識認識認識したと思います。したと思います。したと思います。したと思います。建物建物建物建物があるというがあるというがあるというがあるというふふふふうなのは当時、うなのは当時、うなのは当時、うなのは当時、認識認識認識認識、考、考、考、考ええええもももも

つかなかったと思います。つかなかったと思います。つかなかったと思います。つかなかったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次、当次、当次、当次、当該該該該申申申申請書請書請書請書の平野クレーン工業株式会社の担当者は、の平野クレーン工業株式会社の担当者は、の平野クレーン工業株式会社の担当者は、の平野クレーン工業株式会社の担当者は、森森森森田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建築空築空築空築空

間間間間設設設設計計計計、●●●●さ、●●●●さ、●●●●さ、●●●●さんんんんでしたでしたでしたでしたねねねね、●●さ、●●さ、●●さ、●●さんんんんは平成２３年５月１６日付で当は平成２３年５月１６日付で当は平成２３年５月１６日付で当は平成２３年５月１６日付で当該該該該の申の申の申の申請請請請がががが承認承認承認承認

されている際の別されている際の別されている際の別されている際の別紙紙紙紙条件である、これ、８５条件である、これ、８５条件である、これ、８５条件である、これ、８５ペペペペーーーージジジジですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、竣竣竣竣工のときは工事工のときは工事工のときは工事工のときは工事竣竣竣竣工届工届工届工届

を工事を工事を工事を工事写真等写真等写真等写真等をををを添添添添付し、その付し、その付し、その付し、その検検検検査を受けることという時査を受けることという時査を受けることという時査を受けることという時点点点点までまでまでまで責任責任責任責任をををを持持持持って担当されたのって担当されたのって担当されたのって担当されたの

ですか、もしそうでないとしたらだれがですか、もしそうでないとしたらだれがですか、もしそうでないとしたらだれがですか、もしそうでないとしたらだれが着着着着工届と工届と工届と工届と竣竣竣竣工届を担当し、工届を担当し、工届を担当し、工届を担当し、検検検検査の査の査の査の立立立立ち会いをしたち会いをしたち会いをしたち会いをした

のですか。のですか。のですか。のですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 森森森森田田田田設設設設計計計計ささささんんんんですか、その方が、そのですか、その方が、そのですか、その方が、そのですか、その方が、その竣竣竣竣工工工工検検検検査とかのところまで査とかのところまで査とかのところまで査とかのところまで責任責任責任責任をををを持持持持っっっっ

てというのはてというのはてというのはてというのはわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。。。。

着着着着手届、手届、手届、手届、竣竣竣竣工届について、だれが工届について、だれが工届について、だれが工届について、だれが責任責任責任責任というのもというのもというのもというのも私私私私ではではではではわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 このこのこのこの責任責任責任責任をををを持持持持たれたのは、だれかたれたのは、だれかたれたのは、だれかたれたのは、だれかわわわわかりますか。かりますか。かりますか。かりますか。

（（（（「「「「土木事務所」と呼ぶ者あり）土木事務所」と呼ぶ者あり）土木事務所」と呼ぶ者あり）土木事務所」と呼ぶ者あり）

土木事務所の方で土木事務所の方で土木事務所の方で土木事務所の方で着着着着工届と工届と工届と工届と竣竣竣竣工届を担当されたのは、その工届を担当されたのは、その工届を担当されたのは、その工届を担当されたのは、その検検検検査を受けることも、査を受けることも、査を受けることも、査を受けることも、着着着着工か工か工か工か

ら、ら、ら、ら、着着着着工、工、工、工、竣竣竣竣工届を担当し、工届を担当し、工届を担当し、工届を担当し、検検検検査の査の査の査の立立立立ち会いをしたのは、ち会いをしたのは、ち会いをしたのは、ち会いをしたのは、責任責任責任責任をををを持持持持っておられたのは、っておられたのは、っておられたのは、っておられたのは、複複複複

数数数数おられると思いますけれおられると思いますけれおられると思いますけれおられると思いますけれどどどどもだれでしもだれでしもだれでしもだれでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 この道この道この道この道路路路路法第２４条の取り扱いについては管理課の法第２４条の取り扱いについては管理課の法第２４条の取り扱いについては管理課の法第２４条の取り扱いについては管理課の仕仕仕仕事でご事でご事でご事でござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、

最最最最終終終終的的的的には管理課長でごには管理課長でごには管理課長でごには管理課長でござざざざいましたいましたいましたいました私私私私がががが責任責任責任責任あるということでごあるということでごあるということでごあるということでござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 平成２４年７月６日に、高田土木事務所はおくれば平成２４年７月６日に、高田土木事務所はおくれば平成２４年７月６日に、高田土木事務所はおくれば平成２４年７月６日に、高田土木事務所はおくればせせせせながらながらながらながら竣竣竣竣工届を受け工届を受け工届を受け工届を受け

取っておられますが、取っておられますが、取っておられますが、取っておられますが、竣竣竣竣工工工工検検検検査をされたのでし査をされたのでし査をされたのでし査をされたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。
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○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 １年おくれての１年おくれての１年おくれての１年おくれての分分分分でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、去去去去年の６月の年の６月の年の６月の年の６月の建設建設建設建設委員会のところで、こ委員会のところで、こ委員会のところで、こ委員会のところで、こ

の問題があるということをの問題があるということをの問題があるということをの問題があるということを私私私私、当、当、当、当職職職職でででで知知知知りまして、りまして、りまして、りまして、着着着着手届、手届、手届、手届、竣竣竣竣工届があるのかというのを工届があるのかというのを工届があるのかというのを工届があるのかというのを

今の高田土木事務所の方に今の高田土木事務所の方に今の高田土木事務所の方に今の高田土木事務所の方に確認確認確認確認したところ出ていないということがしたところ出ていないということがしたところ出ていないということがしたところ出ていないということがわわわわかりましたので、そかりましたので、そかりましたので、そかりましたので、そ

れを出していただくということで、れを出していただくということで、れを出していただくということで、れを出していただくということで、私私私私の方からの方からの方からの方から指指指指示しました。示しました。示しました。示しました。竣竣竣竣工工工工検検検検査をそのときされた査をそのときされた査をそのときされた査をそのときされた

かかかかどどどどうかというのは定かではごうかというのは定かではごうかというのは定かではごうかというのは定かではござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 もうもうもうもう一度聞一度聞一度聞一度聞きますが、いつのきますが、いつのきますが、いつのきますが、いつの建設建設建設建設委員会ですか。委員会ですか。委員会ですか。委員会ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 去去去去年の６月の年の６月の年の６月の年の６月の建設建設建設建設委員会に、この委員会に、この委員会に、この委員会に、この分分分分があるということをがあるということをがあるということをがあるということを私知私知私知私知りまして、そこりまして、そこりまして、そこりまして、そこ

でででで着着着着手届、手届、手届、手届、竣竣竣竣工届というのもち工届というのもち工届というのもち工届というのもちゃんゃんゃんゃんと出ているかと出ているかと出ているかと出ているかどどどどうかというのをうかというのをうかというのをうかというのを確認確認確認確認した次第でごした次第でごした次第でごした次第でござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 最最最最後に、倉庫の解体工事後に、倉庫の解体工事後に、倉庫の解体工事後に、倉庫の解体工事及び及び及び及び、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げ工事に関して、県り下げ工事に関して、県り下げ工事に関して、県り下げ工事に関して、県

やややや町町町町の行の行の行の行政側政側政側政側やそのやそのやそのやそのＯＢＯＢＯＢＯＢ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは政政政政治治治治家家家家やその他だれかからやその他だれかからやその他だれかからやその他だれかから何何何何らかのらかのらかのらかの働働働働きかけを受けたきかけを受けたきかけを受けたきかけを受けた

ことはありまことはありまことはありまことはありませんせんせんせんか。か。か。か。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、ごはい、ごはい、ごはい、ござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 以上で以上で以上で以上で私私私私のののの質質質質問を問を問を問を終終終終わわわわりますが、次に、りますが、次に、りますが、次に、りますが、次に、各各各各委員から委員から委員から委員から補補補補足足足足質質質質問がありました問がありました問がありました問がありました

らご発言を願います。らご発言を願います。らご発言を願います。らご発言を願います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 私私私私の方からお尋の方からお尋の方からお尋の方からお尋ねねねねします。します。します。します。

ままままずずずず、●●さ、●●さ、●●さ、●●さんんんん、お願いします。、お願いします。、お願いします。、お願いします。

あなたはあなたはあなたはあなたは位置図位置図位置図位置図をごらをごらをごらをごらんんんんになったと言になったと言になったと言になったと言わわわわれています。道れています。道れています。道れています。道路路路路申申申申請請請請のののの切切切切り下げの申り下げの申り下げの申り下げの申請請請請のときのときのときのとき

に、に、に、に、位置図位置図位置図位置図がががが添添添添付されていました。付されていました。付されていました。付されていました。位置図位置図位置図位置図、すな、すな、すな、すなわわわわち道ち道ち道ち道路路路路と１００と１００と１００と１００メメメメーーーートルトルトルトル近近近近くくくく隣接隣接隣接隣接するするするする

その場所に倉庫があった。その場所に倉庫があった。その場所に倉庫があった。その場所に倉庫があった。明明明明らかにらかにらかにらかに位置図位置図位置図位置図ででででわわわわかります。かります。かります。かります。位置図位置図位置図位置図の中に、ここを間口とりの中に、ここを間口とりの中に、ここを間口とりの中に、ここを間口とり

たい、ここから道たい、ここから道たい、ここから道たい、ここから道路路路路に出たいという場所もに出たいという場所もに出たいという場所もに出たいという場所も明明明明示されています。それさ示されています。それさ示されています。それさ示されています。それさえ見え見え見え見れば、この道れば、この道れば、この道れば、この道路路路路

のののの切切切切り下げ申り下げ申り下げ申り下げ申請請請請というのは、まというのは、まというのは、まというのは、まずずずずはははは敷敷敷敷地地地地内内内内のののの敷敷敷敷地が地が地が地がどどどどうううう変変変変わわわわっていくのか、っていくのか、っていくのか、っていくのか、どどどどうあるうあるうあるうあるべべべべきききき

なのかということがなのかということがなのかということがなのかということが先先先先行して、その条件によって道行して、その条件によって道行して、その条件によって道行して、その条件によって道路路路路のののの切切切切り下げがある、すなり下げがある、すなり下げがある、すなり下げがある、すなわわわわち中の解ち中の解ち中の解ち中の解

体体体体整備整備整備整備がががが先先先先行す行す行す行すべべべべきであって、道きであって、道きであって、道きであって、道路路路路のののの切切切切り下げ申り下げ申り下げ申り下げ申請請請請がががが先先先先行するものでないという行するものでないという行するものでないという行するものでないというぐぐぐぐらいらいらいらいわわわわ

からなかったですか、おからなかったですか、おからなかったですか、おからなかったですか、お答え答え答え答えください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今の今の今の今の点点点点でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、も、も、も、写真写真写真写真と、それと平と、それと平と、それと平と、それと平面面面面図図図図で県道で県道で県道で県道側側側側にににに建物建物建物建物があるがあるがあるがある

ということはということはということはということは認識認識認識認識いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。先先先先ほほほほどどどど申しましたように、そこの部申しましたように、そこの部申しましたように、そこの部申しましたように、そこの部分分分分のののの歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げり下げり下げり下げ

工事をすると、それと申工事をすると、それと申工事をすると、それと申工事をすると、それと申請車両請車両請車両請車両がクレーンがクレーンがクレーンがクレーン車等々車等々車等々車等々ということ、それと申ということ、それと申ということ、それと申ということ、それと申請請請請者が平野クレー者が平野クレー者が平野クレー者が平野クレー

ン工業株式会社であったということで、クレーンのン工業株式会社であったということで、クレーンのン工業株式会社であったということで、クレーンのン工業株式会社であったということで、クレーンの置置置置き場になるということで、そこの部き場になるということで、そこの部き場になるということで、そこの部き場になるということで、そこの部

分分分分の、当の、当の、当の、当然然然然壊壊壊壊さないと入れまさないと入れまさないと入れまさないと入れませんせんせんせんので、道ので、道ので、道ので、道路路路路法第２４条申法第２４条申法第２４条申法第２４条申請請請請だけではなく、その後に取りだけではなく、その後に取りだけではなく、その後に取りだけではなく、その後に取り
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壊壊壊壊しがあるしがあるしがあるしがあるんんんんだろうなという、そういうだろうなという、そういうだろうなという、そういうだろうなという、そういう認識認識認識認識でごでごでごでござざざざいました。いました。いました。いました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さ●●さ●●さ●●さんんんん、高田土木事務所には、高田土木事務所には、高田土木事務所には、高田土木事務所には建建建建築築築築ののののパパパパーーーートトトトと土木のと土木のと土木のと土木のパパパパーーーートトトトがごがごがごがござざざざいまいまいまいま

すすすすねねねね。道。道。道。道路路路路の方は土木のの方は土木のの方は土木のの方は土木のパパパパーーーートトトトで担うで担うで担うで担うわわわわけでありますけれけでありますけれけでありますけれけでありますけれどどどども、土木の関も、土木の関も、土木の関も、土木の関係係係係者は、あるい者は、あるい者は、あるい者は、あるい

はその事務を扱っているのは、管理課というのははその事務を扱っているのは、管理課というのははその事務を扱っているのは、管理課というのははその事務を扱っているのは、管理課というのは技術技術技術技術屋屋屋屋ではなしに、いではなしに、いではなしに、いではなしに、いわわわわゆゆゆゆる事務る事務る事務る事務屋屋屋屋が担が担が担が担

当している。そうすれば、今おっし当している。そうすれば、今おっし当している。そうすれば、今おっし当している。そうすれば、今おっしゃゃゃゃった●●さった●●さった●●さった●●さんんんんのようなのようなのようなのような認識認識認識認識をををを彼彼彼彼らがらがらがらが持持持持てない、てない、てない、てない、持持持持つつつつ

ことが非ことが非ことが非ことが非常常常常にににに困難困難困難困難であるということはであるということはであるということはであるということは私私私私らでもらでもらでもらでも想像想像想像想像できるのですけれできるのですけれできるのですけれできるのですけれどどどども、むしろ、これも、むしろ、これも、むしろ、これも、むしろ、これ

はははは一一一一方は方は方は方は建建建建築築築築課、課、課、課、一一一一方は管理課な方は管理課な方は管理課な方は管理課なんんんんだと、この２つをだと、この２つをだと、この２つをだと、この２つを結び結び結び結びつけるその発つけるその発つけるその発つけるその発想想想想を担うのは所長を担うのは所長を担うのは所長を担うのは所長

なり次長ではないでしなり次長ではないでしなり次長ではないでしなり次長ではないでしょょょょうか。だれかがするのではなしに、あなたがその時うか。だれかがするのではなしに、あなたがその時うか。だれかがするのではなしに、あなたがその時うか。だれかがするのではなしに、あなたがその時点点点点で当で当で当で当然然然然出る出る出る出る

だろうとだろうとだろうとだろうと気気気気づづづづいておったことを、いておったことを、いておったことを、いておったことを、どどどどうしてあなたなり次長なりがうしてあなたなり次長なりがうしてあなたなり次長なりがうしてあなたなり次長なりが点検点検点検点検できないのでしできないのでしできないのでしできないのでしょょょょうううう

か、それが不思議でなりまか、それが不思議でなりまか、それが不思議でなりまか、それが不思議でなりませんせんせんせん、、、、教え教え教え教えてください。てください。てください。てください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 道道道道路路路路法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申請請請請のときにのときにのときにのときに建物建物建物建物が解体されるということがが解体されるということがが解体されるということがが解体されるということがわわわわかったといかったといかったといかったとい

うことで、そのときは、うことで、そのときは、うことで、そのときは、うことで、そのときは、先先先先ほほほほどどどども申し上げましたけれも申し上げましたけれも申し上げましたけれも申し上げましたけれどどどども、次にこの部も、次にこの部も、次にこの部も、次にこの部分分分分が取りが取りが取りが取り壊壊壊壊されるされるされるされる

んんんんだろうというだろうというだろうというだろうというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに普普普普通に思ったということで、通に思ったということで、通に思ったということで、通に思ったということで、違違違違法で解体されるとか、そういうこ法で解体されるとか、そういうこ法で解体されるとか、そういうこ法で解体されるとか、そういうこ

とをとをとをとを全全全全く思いまく思いまく思いまく思いませんせんせんせんでしたので、その連でしたので、その連でしたので、その連でしたので、その連携携携携をしてそれををしてそれををしてそれををしてそれを防ぐ防ぐ防ぐ防ぐというようなというようなというようなというような感感感感じ、思いはじ、思いはじ、思いはじ、思いは全全全全

くなかったということでごくなかったということでごくなかったということでごくなかったということでござざざざいます。います。います。います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 過過過過日、平成２５年１月１８日に、奈良県通日、平成２５年１月１８日に、奈良県通日、平成２５年１月１８日に、奈良県通日、平成２５年１月１８日に、奈良県通学学学学路安全対策推路安全対策推路安全対策推路安全対策推進協議会が発進協議会が発進協議会が発進協議会が発

足足足足しています。しています。しています。しています。私私私私、この発、この発、この発、この発足足足足のののの知知知知ららららせせせせを担当者から受けて、を担当者から受けて、を担当者から受けて、を担当者から受けて、何何何何とととと白白白白 々々々々しいことをおっししいことをおっししいことをおっししいことをおっしゃゃゃゃ

ってるってるってるってるんんんんだろうと。だろうと。だろうと。だろうと。実実実実はこの無届け解体と道はこの無届け解体と道はこの無届け解体と道はこの無届け解体と道路路路路のののの整備整備整備整備を担当した業者が県の事情聴取の中を担当した業者が県の事情聴取の中を担当した業者が県の事情聴取の中を担当した業者が県の事情聴取の中

で、で、で、で、学校学校学校学校とのとのとのとの打打打打ち合ち合ち合ち合わせわせわせわせがががが全然全然全然全然なかったと。●●さなかったと。●●さなかったと。●●さなかったと。●●さんんんん、たぶ、たぶ、たぶ、たぶんんんんあなたが在あなたが在あなたが在あなたが在職職職職中、１２中、１２中、１２中、１２メメメメーーーー

トルトルトルトルをををを限限限限度度度度とするとするとするとする基準基準基準基準をこをこをこをこええええて、間口１４て、間口１４て、間口１４て、間口１４メメメメーーーートルトルトルトルの道の道の道の道路路路路切切切切り下げ申り下げ申り下げ申り下げ申請請請請というのは、これというのは、これというのは、これというのは、これ

１件しかなかったのではないですか、１件しかなかったのではないですか、１件しかなかったのではないですか、１件しかなかったのではないですか、どどどどうですか、うですか、うですか、うですか、覚え覚え覚え覚えありますか。ありますか。ありますか。ありますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 在在在在職職職職当時に、当時に、当時に、当時に、ほほほほか、同じか、同じか、同じか、同じ広広広広さのものがあったかさのものがあったかさのものがあったかさのものがあったかどどどどうかのはっきりした記うかのはっきりした記うかのはっきりした記うかのはっきりした記憶憶憶憶はははは

ないですけれないですけれないですけれないですけれどどどども、これだけだったように思います。も、これだけだったように思います。も、これだけだったように思います。も、これだけだったように思います。ほほほほかはちかはちかはちかはちょょょょっとっとっとっと覚え覚え覚え覚えておりまておりまておりまておりませんせんせんせん。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 もう１もう１もう１もう１点点点点、１、１、１、１，，，，４００平方４００平方４００平方４００平方メメメメーーーートルトルトルトルをををを超え超え超え超える大きなる大きなる大きなる大きな建物建物建物建物の解体というこの解体というこの解体というこの解体というこ

ともともともとも極極極極めてめてめてめて珍珍珍珍しいことではなかったでししいことではなかったでししいことではなかったでししいことではなかったでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 確確確確かにかにかにかにほほほほかにそのような事かにそのような事かにそのような事かにそのような事例例例例は、は、は、は、私私私私の記の記の記の記憶憶憶憶ではごではごではごではござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。かなり大。かなり大。かなり大。かなり大規規規規模模模模

な解体だったと思います。な解体だったと思います。な解体だったと思います。な解体だったと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さ●●さ●●さ●●さんんんん、、、、極極極極めて大きなめて大きなめて大きなめて大きな建物建物建物建物の解体と、そしての解体と、そしての解体と、そしての解体と、そして極極極極めてめてめてめて広広広広い間口のい間口のい間口のい間口の切切切切り下り下り下り下

げ申げ申げ申げ申請請請請について、について、について、について、実実実実は今、この場で証言していただいたように、高田土木事務所は申は今、この場で証言していただいたように、高田土木事務所は申は今、この場で証言していただいたように、高田土木事務所は申は今、この場で証言していただいたように、高田土木事務所は申請請請請がががが

出た出た出た出た段階段階段階段階でででで職職職職員のだれもが員のだれもが員のだれもが員のだれもが現現現現場場場場へへへへ足足足足を運を運を運を運んんんんでいない。これ、でいない。これ、でいない。これ、でいない。これ、確認確認確認確認できますできますできますできますねねねね、当時の所長、当時の所長、当時の所長、当時の所長
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として、として、として、として、どどどどうですか。うですか。うですか。うですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 道道道道路路路路法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申法第２４条の申請請請請をおろすときにをおろすときにをおろすときにをおろすときに現現現現場を場を場を場を確認確認確認確認していないというのは、県していないというのは、県していないというのは、県していないというのは、県

の調査委員会のときにの調査委員会のときにの調査委員会のときにの調査委員会のときに知知知知りました。それまでは出て行っていないと、特にこういう大きなりました。それまでは出て行っていないと、特にこういう大きなりました。それまでは出て行っていないと、特にこういう大きなりました。それまでは出て行っていないと、特にこういう大きな

現現現現場の場の場の場の確認確認確認確認もしていないということはもしていないということはもしていないということはもしていないということは全全全全く思っておりまく思っておりまく思っておりまく思っておりませんせんせんせんでした。でした。でした。でした。一一一一番番番番最初最初最初最初に申し上げに申し上げに申し上げに申し上げ

ましたように、１２項目ですか、その項目のましたように、１２項目ですか、その項目のましたように、１２項目ですか、その項目のましたように、１２項目ですか、その項目の確認等確認等確認等確認等につきましては担当課の管理課で事務につきましては担当課の管理課で事務につきましては担当課の管理課で事務につきましては担当課の管理課で事務

処処処処理をしていただいていると思っておりました。当理をしていただいていると思っておりました。当理をしていただいていると思っておりました。当理をしていただいていると思っておりました。当然然然然その中ではその中ではその中ではその中では現現現現場の場の場の場の確認等確認等確認等確認等に行ったとに行ったとに行ったとに行ったと

思思思思わわわわれる中で、そのことをれる中で、そのことをれる中で、そのことをれる中で、そのことを全全全全くしていなかったということでごくしていなかったということでごくしていなかったということでごくしていなかったということでござざざざいます。これは本当にいます。これは本当にいます。これは本当にいます。これは本当に指指指指

導監督導監督導監督導監督がががが徹底徹底徹底徹底できていなかったと思っております。できていなかったと思っております。できていなかったと思っております。できていなかったと思っております。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さ●●さ●●さ●●さんんんんにお尋にお尋にお尋にお尋ねねねねします。します。します。します。

届けが出たときに届けが出たときに届けが出たときに届けが出たときに書書書書類審類審類審類審査だけで査だけで査だけで査だけで現現現現場場場場へへへへだれも行ってない、これはあなたのだれも行ってない、これはあなたのだれも行ってない、これはあなたのだれも行ってない、これはあなたのササササイイイイドドドドでもでもでもでも

事事事事実実実実ですですですですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 この件につきまして、この件につきまして、この件につきまして、この件につきまして、現現現現場に行ったという場に行ったという場に行ったという場に行ったというふふふふうなことはないです。うなことはないです。うなことはないです。うなことはないです。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ずずずずばりお尋ばりお尋ばりお尋ばりお尋ねねねねするのですけれするのですけれするのですけれするのですけれどどどども、も、も、も、実実実実は６月のは６月のは６月のは６月の建設建設建設建設委員会で委員会で委員会で委員会で着着着着手届と手届と手届と手届と竣竣竣竣

工届について工届について工届について工届について確認確認確認確認求めたのは求めたのは求めたのは求めたのは私私私私です。です。です。です。実実実実は今時は今時は今時は今時点点点点でででで明明明明らかになっていることは、らかになっていることは、らかになっていることは、らかになっていることは、竣竣竣竣工届を工届を工届を工届を

あくる年、平成２３年にあなたのあくる年、平成２３年にあなたのあくる年、平成２３年にあなたのあくる年、平成２３年にあなたの指指指指示によって高田土木事務所が示によって高田土木事務所が示によって高田土木事務所が示によって高田土木事務所が動動動動いて１年おくれでいて１年おくれでいて１年おくれでいて１年おくれで着着着着手手手手

届、届、届、届、竣竣竣竣工届が出されています。工届が出されています。工届が出されています。工届が出されています。

（（（（「「「「２４年です」と呼ぶ者あり）２４年です」と呼ぶ者あり）２４年です」と呼ぶ者あり）２４年です」と呼ぶ者あり）

平成２４年に出されています。そしてこの平成２４年に出されています。そしてこの平成２４年に出されています。そしてこの平成２４年に出されています。そしてこの我我我我 々々々々がまとめている資料の中にもあります、がまとめている資料の中にもあります、がまとめている資料の中にもあります、がまとめている資料の中にもあります、

ただし、ただし、ただし、ただし、竣竣竣竣工届の受付工届の受付工届の受付工届の受付印印印印がないのです、がないのです、がないのです、がないのです、着着着着手届の受付手届の受付手届の受付手届の受付印印印印はあるのです。はあるのです。はあるのです。はあるのです。竣竣竣竣工届の受付工届の受付工届の受付工届の受付印印印印がががが

ないというのは、そういうないというのは、そういうないというのは、そういうないというのは、そういう任任任任務を担ってきた●●さ務を担ってきた●●さ務を担ってきた●●さ務を担ってきた●●さんんんんからからからから見見見見ててててどどどどういうことを意ういうことを意ういうことを意ういうことを意味味味味するのするのするのするの

ですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 恐恐恐恐らく同じ日に出されたということで、らく同じ日に出されたということで、らく同じ日に出されたということで、らく同じ日に出されたということで、着着着着手届の方には手届の方には手届の方には手届の方には印印印印をををを押押押押していますが、していますが、していますが、していますが、

次の方には次の方には次の方には次の方には印印印印をををを押押押押していないのではないかなと、これはしていないのではないかなと、これはしていないのではないかなと、これはしていないのではないかなと、これは推推推推測測測測ですけれですけれですけれですけれどどどども、思も、思も、思も、思わわわわれます。れます。れます。れます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さ●●さ●●さ●●さんんんん、、、、実実実実はははは私私私私らのらのらのらの見見見見方は、方は、方は、方は、検検検検査ができていないのではないかと思っ査ができていないのではないかと思っ査ができていないのではないかと思っ査ができていないのではないかと思っ

ているのですよ、ているのですよ、ているのですよ、ているのですよ、検検検検査ができていないから受付査ができていないから受付査ができていないから受付査ができていないから受付印印印印もももも押押押押していないのではないかというしていないのではないかというしていないのではないかというしていないのではないかというふふふふうううう

に思っています。これはおいおい、また別の証人に思っています。これはおいおい、また別の証人に思っています。これはおいおい、また別の証人に思っています。これはおいおい、また別の証人等々等々等々等々、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは参参参参考人の出考人の出考人の出考人の出廷廷廷廷を求めてを求めてを求めてを求めて明明明明

らかになってくると思うのですけれらかになってくると思うのですけれらかになってくると思うのですけれらかになってくると思うのですけれどどどども、も、も、も、実実実実際に際に際に際に竣竣竣竣工と当工と当工と当工と当初初初初のののの図図図図面面面面との間にとの間にとの間にとの間に違違違違いがいがいがいが明確明確明確明確にににに

あるということもあるということもあるということもあるということも我我我我 々々々々は発は発は発は発見見見見しています。そのしています。そのしています。そのしています。その辺辺辺辺のののの責任責任責任責任ははははどどどどこにあるのでしこにあるのでしこにあるのでしこにあるのでしょょょょう。う。う。う。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 竣竣竣竣工工工工検検検検査というのは、当査というのは、当査というのは、当査というのは、当然然然然今おっし今おっし今おっし今おっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、承認承認承認承認を出すときにつけてを出すときにつけてを出すときにつけてを出すときにつけて

おる条件ですので、当時のおる条件ですので、当時のおる条件ですので、当時のおる条件ですので、当時の私私私私が管理課の課長をしておりましたので、やはりそのが管理課の課長をしておりましたので、やはりそのが管理課の課長をしておりましたので、やはりそのが管理課の課長をしておりましたので、やはりその辺辺辺辺やれなやれなやれなやれな
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かったというのは、かったというのは、かったというのは、かったというのは、私私私私にもにもにもにも責任責任責任責任があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにごかにごかにごかにござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 いろいろな届け出の許いろいろな届け出の許いろいろな届け出の許いろいろな届け出の許認認認認可で届け出、可で届け出、可で届け出、可で届け出、竣竣竣竣工届とか出ているのですけ工届とか出ているのですけ工届とか出ているのですけ工届とか出ているのですけどどどども、総も、総も、総も、総

数数数数は、言は、言は、言は、言わわわわれなかったのですけれれなかったのですけれれなかったのですけれれなかったのですけれどどどども、今回出てきた資料の中であるも、今回出てきた資料の中であるも、今回出てきた資料の中であるも、今回出てきた資料の中である程程程程度度度度、道、道、道、道路路路路法第２４法第２４法第２４法第２４

条申条申条申条申請請請請でもこれだけのでもこれだけのでもこれだけのでもこれだけの数数数数があるということががあるということががあるということががあるということがわわわわかりました。そうなのですけかりました。そうなのですけかりました。そうなのですけかりました。そうなのですけどどどども、それのも、それのも、それのも、それの

一一一一つつつつ一一一一つの、つの、つの、つの、着着着着工届と工届と工届と工届と竣竣竣竣工届の工届の工届の工届の検検検検査っていうのは行査っていうのは行査っていうのは行査っていうのは行わわわわれているのかいないのか、この件だれているのかいないのか、この件だれているのかいないのか、この件だれているのかいないのか、この件だ

けが行けが行けが行けが行わわわわれていなかったのか、すれていなかったのか、すれていなかったのか、すれていなかったのか、すべべべべてやっていないのかっていうのをてやっていないのかっていうのをてやっていないのかっていうのをてやっていないのかっていうのを改改改改めて、前の調査委めて、前の調査委めて、前の調査委めて、前の調査委

員会の中でも、そういう員会の中でも、そういう員会の中でも、そういう員会の中でも、そういうずずずずっとっとっとっと追追追追っていくっていくっていくっていく台帳台帳台帳台帳がないとかっていう表がないとかっていう表がないとかっていう表がないとかっていう表現現現現でしたけれでしたけれでしたけれでしたけれどどどども、も、も、も、

課長としてそういうことが課長としてそういうことが課長としてそういうことが課長としてそういうことが起起起起きたことの中で、今のきたことの中で、今のきたことの中で、今のきたことの中で、今の実実実実態態態態をををを教え教え教え教えてください。てください。てください。てください。ほほほほととととんどんどんどんどやらやらやらやら

れていないのか、れていないのか、れていないのか、れていないのか、全全全全くやられていないのか、そのくやられていないのか、そのくやられていないのか、そのくやられていないのか、その辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを教え教え教え教えてください。てください。てください。てください。着着着着工届、工届、工届、工届、

竣竣竣竣工届、工届、工届、工届、竣竣竣竣工工工工検検検検査含めての査含めての査含めての査含めての話話話話。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 当時の当時の当時の当時の状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、着着着着手届、手届、手届、手届、竣竣竣竣工届というのは、出たもの、提出さ工届というのは、出たもの、提出さ工届というのは、出たもの、提出さ工届というのは、出たもの、提出さ

れたものについては管理課の課れたものについては管理課の課れたものについては管理課の課れたものについては管理課の課内内内内だけでの回だけでの回だけでの回だけでの回覧覧覧覧ということで出しておりまして、ということで出しておりまして、ということで出しておりまして、ということで出しておりまして、どどどどこが出こが出こが出こが出

ていないという、そこまでのていないという、そこまでのていないという、そこまでのていないという、そこまでのチェッチェッチェッチェックというのはできておりまクというのはできておりまクというのはできておりまクというのはできておりませんせんせんせんでした。でした。でした。でした。

竣竣竣竣工工工工検検検検査についても、査についても、査についても、査についても、恐恐恐恐らくらくらくらくほほほほととととんどんどんどんどできていなかったと思できていなかったと思できていなかったと思できていなかったと思わわわわれます。ここはれます。ここはれます。ここはれます。ここは私私私私がががが竣竣竣竣工工工工

検検検検査行ったとか、そういうのがないので査行ったとか、そういうのがないので査行ったとか、そういうのがないので査行ったとか、そういうのがないのでわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんが、が、が、が、恐恐恐恐らくそうだったと思います。らくそうだったと思います。らくそうだったと思います。らくそうだったと思います。

申し申し申し申しわわわわけないと思います。けないと思います。けないと思います。けないと思います。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 恐恐恐恐らくじらくじらくじらくじゃゃゃゃなしに、これすごく大事ななしに、これすごく大事ななしに、これすごく大事ななしに、これすごく大事な話話話話ななななんんんんで、そういうで、そういうで、そういうで、そういうふふふふうな手うな手うな手うな手続続続続をやるをやるをやるをやる

ももももんんんんだというだというだというだというふふふふうになってるのが、そこの管理体うになってるのが、そこの管理体うになってるのが、そこの管理体うになってるのが、そこの管理体制制制制も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、私私私私は行ってないは行ってないは行ってないは行ってないんんんんだけだけだけだけどどどども、も、も、も、

職職職職員が行ってた員が行ってた員が行ってた員が行ってたんんんんじじじじゃゃゃゃなしに、なしに、なしに、なしに、私私私私が管理が管理が管理が管理監督せ監督せ監督せ監督せなだめななだめななだめななだめなんんんんですやですやですやですやんんんんか。だからそこのとこか。だからそこのとこか。だからそこのとこか。だからそこのとこ

ろで、ろで、ろで、ろで、竣竣竣竣工工工工検検検検査もやってないち査もやってないち査もやってないち査もやってないちゅゅゅゅうことがやっうことがやっうことがやっうことがやっぱぱぱぱり事り事り事り事実実実実なのですか。なのですか。なのですか。なのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 職職職職員の員の員の員の予予予予定表とかそういったのでも、定表とかそういったのでも、定表とかそういったのでも、定表とかそういったのでも、明明明明示とかそういうのはある示とかそういうのはある示とかそういうのはある示とかそういうのはあるんんんんですけれですけれですけれですけれ

どどどど、き、き、き、きょょょょうううう竣竣竣竣工工工工検検検検査というようなのは査というようなのは査というようなのは査というようなのは見見見見た記た記た記た記憶憶憶憶がないので、がないので、がないので、がないので、恐恐恐恐らくできていないと思いまらくできていないと思いまらくできていないと思いまらくできていないと思いま

す。す。す。す。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

ほほほほかにごかにごかにごかにご質質質質問はご問はご問はご問はござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 所長さ所長さ所長さ所長さんんんんに１に１に１に１点点点点お尋お尋お尋お尋ねねねねいたします。いたします。いたします。いたします。

建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法による届け出法による届け出法による届け出法による届け出書書書書というものが平成２３年５月１６日付で提出されたとというものが平成２３年５月１６日付で提出されたとというものが平成２３年５月１６日付で提出されたとというものが平成２３年５月１６日付で提出されたと

いうことになっているのですけれいうことになっているのですけれいうことになっているのですけれいうことになっているのですけれどどどども、この前のも、この前のも、この前のも、この前の説説説説明明明明の中では、２回目の事情聴取のときの中では、２回目の事情聴取のときの中では、２回目の事情聴取のときの中では、２回目の事情聴取のとき

にこれが提出されたというにこれが提出されたというにこれが提出されたというにこれが提出されたというふふふふうな報告を受けているのですけれうな報告を受けているのですけれうな報告を受けているのですけれうな報告を受けているのですけれどどどども、も、も、も、実実実実際にこの際にこの際にこの際にこの建設リサ建設リサ建設リサ建設リサ
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イクイクイクイクルルルル法による届け出法による届け出法による届け出法による届け出書書書書というのが所長のところにというのが所長のところにというのが所長のところにというのが所長のところに渡渡渡渡ったのはいつのころのことなのかとったのはいつのころのことなのかとったのはいつのころのことなのかとったのはいつのころのことなのかと

いうことがもしいうことがもしいうことがもしいうことがもしわわわわかれば、かれば、かれば、かれば、教え教え教え教えていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 広陵町広陵町広陵町広陵町のそこの解体につきましては、のそこの解体につきましては、のそこの解体につきましては、のそこの解体につきましては、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法の届け出は出ており法の届け出は出ており法の届け出は出ており法の届け出は出ており

まままませんせんせんせん。。。。私私私私はははは見見見見ておりまておりまておりまておりませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 リサリサリサリサイクイクイクイクルルルル法については、次の担当者の法については、次の担当者の法については、次の担当者の法については、次の担当者の…………、はい。、はい。、はい。、はい。ほほほほかによろしいですか。かによろしいですか。かによろしいですか。かによろしいですか。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにごかにごかにごかにござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。

ないようですので、以上でないようですので、以上でないようですので、以上でないようですので、以上で両両両両証人に証人に証人に証人に対対対対するするするする質質質質問は問は問は問は終終終終了しました。了しました。了しました。了しました。

両両両両証人には、長時間ありがとうご証人には、長時間ありがとうご証人には、長時間ありがとうご証人には、長時間ありがとうござざざざいました。ごいました。ごいました。ごいました。ご退退退退席して席して席して席して結構結構結構結構でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。どどどどうもあうもあうもあうもあ

りがとうごりがとうごりがとうごりがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

（●●証人、●●証人（●●証人、●●証人（●●証人、●●証人（●●証人、●●証人退退退退席）席）席）席）

それでは、次、２時４５それでは、次、２時４５それでは、次、２時４５それでは、次、２時４５分分分分に証人を求めておりますので、しばらくに証人を求めておりますので、しばらくに証人を求めておりますので、しばらくに証人を求めておりますので、しばらく休憩休憩休憩休憩します。再開はします。再開はします。再開はします。再開は

午午午午後２時４５後２時４５後２時４５後２時４５分分分分といたします。といたします。といたします。といたします。

１４：１８１４：１８１４：１８１４：１８分 休憩分 休憩分 休憩分 休憩

１４：５９１４：５９１４：５９１４：５９分分分分 再開再開再開再開

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまから委員会を再開いたします。それでは、ただいまから委員会を再開いたします。それでは、ただいまから委員会を再開いたします。それでは、ただいまから委員会を再開いたします。

証人、平野クレーン工業株式会社の担当者の入室を証人、平野クレーン工業株式会社の担当者の入室を証人、平野クレーン工業株式会社の担当者の入室を証人、平野クレーン工業株式会社の担当者の入室を認認認認めます。めます。めます。めます。

（●●証人（●●証人（●●証人（●●証人着着着着席）席）席）席）

証人におかれましては、お証人におかれましては、お証人におかれましては、お証人におかれましては、お忙忙忙忙しい中にもかかしい中にもかかしい中にもかかしい中にもかかわわわわららららずずずず本委員会のためにご出席いただきま本委員会のためにご出席いただきま本委員会のためにご出席いただきま本委員会のためにご出席いただきま

して、まことにありがとうごして、まことにありがとうごして、まことにありがとうごして、まことにありがとうござざざざいます。本委員会を代表しています。本委員会を代表しています。本委員会を代表しています。本委員会を代表して厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼申し上げますととも申し上げますととも申し上げますととも申し上げますととも

に、調査のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。に、調査のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。に、調査のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。に、調査のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。

証言を求める前に、証人に申し上げます。証言を求める前に、証人に申し上げます。証言を求める前に、証人に申し上げます。証言を求める前に、証人に申し上げます。

証人の尋問につきましては、地方自治法第１００条の証人の尋問につきましては、地方自治法第１００条の証人の尋問につきましては、地方自治法第１００条の証人の尋問につきましては、地方自治法第１００条の規規規規定があり、またこれに定があり、またこれに定があり、またこれに定があり、またこれに基づ基づ基づ基づきききき民民民民

事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する規規規規定が定が定が定が準用準用準用準用されることになっております。これにより証人は、されることになっております。これにより証人は、されることになっております。これにより証人は、されることになっております。これにより証人は、

原則原則原則原則として証言を拒むことはできまとして証言を拒むことはできまとして証言を拒むことはできまとして証言を拒むことはできませんせんせんせんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことがが、次に申し上げる場合には、これを拒むことがが、次に申し上げる場合には、これを拒むことがが、次に申し上げる場合には、これを拒むことが

できることとなっております。できることとなっております。できることとなっております。できることとなっております。

すなすなすなすなわわわわち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親等内四親等内四親等内四親等内のののの血族血族血族血族、、、、三親等内三親等内三親等内三親等内のののの姻族姻族姻族姻族もしくはもしくはもしくはもしくは

証人とこれらと証人とこれらと証人とこれらと証人とこれらと親族親族親族親族関関関関係係係係にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後見見見見人または証人の後人または証人の後人または証人の後人または証人の後見見見見を受ける者のを受ける者のを受ける者のを受ける者の刑刑刑刑事上事上事上事上

のののの訴追訴追訴追訴追またはまたはまたはまたは処罰処罰処罰処罰をををを招招招招くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名誉誉誉誉をををを害害害害するするするするべべべべき事項にき事項にき事項にき事項に

関するとき、関するとき、関するとき、関するとき、及び医師及び医師及び医師及び医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、医薬品販売医薬品販売医薬品販売医薬品販売業者、業者、業者、業者、助産師助産師助産師助産師、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、弁弁弁弁理理理理士士士士、、、、
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弁護弁護弁護弁護人、人、人、人、公公公公証人、証人、証人、証人、宗教宗教宗教宗教、、、、祈祷祈祷祈祷祈祷もしくはもしくはもしくはもしくは祭祀祭祀祭祀祭祀のののの職職職職にある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらの職職職職にあった者にあった者にあった者にあった者

がががが職職職職務上務上務上務上知知知知った事った事った事った事実実実実であって、であって、であって、であって、黙秘黙秘黙秘黙秘するするするするべべべべきものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとき及び技術及び技術及び技術及び技術またまたまたまた

はははは職職職職業の業の業の業の秘密秘密秘密秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒

むことができます。これらにむことができます。これらにむことができます。これらにむことができます。これらに該該該該当するときは、その旨お申し出をお願いします。それ以当するときは、その旨お申し出をお願いします。それ以当するときは、その旨お申し出をお願いします。それ以当するときは、その旨お申し出をお願いします。それ以外外外外

には証言を拒むことはできまには証言を拒むことはできまには証言を拒むことはできまには証言を拒むことはできませんせんせんせん。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んんんんだときにだときにだときにだときに

は、６は、６は、６は、６カカカカ月以下の月以下の月以下の月以下の禁錮禁錮禁錮禁錮または１０または１０または１０または１０万円万円万円万円以下の以下の以下の以下の罰金罰金罰金罰金にににに処せ処せ処せ処せられることになっております。られることになっております。られることになっております。られることになっております。

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をささらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をささらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をささらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせせせせなければならないこととなっておりなければならないこととなっておりなければならないこととなっておりなければならないこととなっており

ます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることになっておりまます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることになっておりまます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることになっておりまます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることになっておりま

す。す。す。す。

すなすなすなすなわわわわち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親等内四親等内四親等内四親等内のののの血族血族血族血族、、、、三親等内三親等内三親等内三親等内のののの姻族姻族姻族姻族もしくは証人ともしくは証人ともしくは証人ともしくは証人と

これらのこれらのこれらのこれらの親族親族親族親族関関関関係係係係にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後見見見見人または証人の後人または証人の後人または証人の後人または証人の後見見見見を受ける者にを受ける者にを受ける者にを受ける者に著著著著しいしいしいしい利害利害利害利害関関関関

係係係係がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外外外外には拒には拒には拒には拒

むことはできまむことはできまむことはできまむことはできませんせんせんせん。。。。

なお、宣誓を行った証人がなお、宣誓を行った証人がなお、宣誓を行った証人がなお、宣誓を行った証人が虚偽虚偽虚偽虚偽のののの陳述陳述陳述陳述をしたときには、３をしたときには、３をしたときには、３をしたときには、３カカカカ月以上５年以下の月以上５年以下の月以上５年以下の月以上５年以下の禁錮禁錮禁錮禁錮にににに処処処処

せせせせられることになっております。られることになっております。られることになっております。られることになっております。

一応一応一応一応以上のことをご以上のことをご以上のことをご以上のことをご承知承知承知承知になっていただきたいと思います。になっていただきたいと思います。になっていただきたいと思います。になっていただきたいと思います。

それでは、法それでは、法それでは、法それでは、法律律律律の定めによりまして、証人の宣誓を求めます。の定めによりまして、証人の宣誓を求めます。の定めによりまして、証人の宣誓を求めます。の定めによりまして、証人の宣誓を求めます。

報道関報道関報道関報道関係係係係者の皆様に申し上げますが、者の皆様に申し上げますが、者の皆様に申し上げますが、者の皆様に申し上げますが、写真写真写真写真撮影はここまででありますのでよろしくお願撮影はここまででありますのでよろしくお願撮影はここまででありますのでよろしくお願撮影はここまででありますのでよろしくお願

いします。いします。いします。いします。

それでは、それでは、それでは、それでは、全全全全員ご員ご員ご員ご起立起立起立起立をお願いします。傍聴の方もお願いします。をお願いします。傍聴の方もお願いします。をお願いします。傍聴の方もお願いします。をお願いします。傍聴の方もお願いします。

（（（（全全全全員員員員起立起立起立起立））））

●●●●さ●●●●さ●●●●さ●●●●さんんんん、宣誓、宣誓、宣誓、宣誓書書書書のののの朗読朗読朗読朗読をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 おくれて申しおくれて申しおくれて申しおくれて申しわわわわけごけごけごけござざざざいまいまいまいませんせんせんせんでした。でした。でした。でした。

宣誓宣誓宣誓宣誓書書書書。良。良。良。良心心心心にににに従従従従ってってってって真実真実真実真実をををを述べ述べ述べ述べ、、、、何何何何事も事も事も事も隠隠隠隠ささささずずずず、また、また、また、また何何何何事もつけ事もつけ事もつけ事もつけ加え加え加え加えないことを誓いないことを誓いないことを誓いないことを誓い

ます。平成２５年２月１９日。証人、平野クレーン工業、●●●●。ます。平成２５年２月１９日。証人、平野クレーン工業、●●●●。ます。平成２５年２月１９日。証人、平野クレーン工業、●●●●。ます。平成２５年２月１９日。証人、平野クレーン工業、●●●●。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。

（（（（全全全全員員員員着着着着席）席）席）席）

それでは、証人は、宣誓それでは、証人は、宣誓それでは、証人は、宣誓それでは、証人は、宣誓書書書書にににに署署署署名名名名捺印捺印捺印捺印をお願いいたしたいと思います。をお願いいたしたいと思います。をお願いいたしたいと思います。をお願いいたしたいと思います。

それでは、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げます。それでは、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げます。それでは、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げます。それでは、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げます。

証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた範囲範囲範囲範囲をををを超え超え超え超えないこと。また、ご発言の際には、そのないこと。また、ご発言の際には、そのないこと。また、ご発言の際には、そのないこと。また、ご発言の際には、その都度都度都度都度、委、委、委、委
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員長の許可を得てなされるようお願いします。なお、こちらからの員長の許可を得てなされるようお願いします。なお、こちらからの員長の許可を得てなされるようお願いします。なお、こちらからの員長の許可を得てなされるようお願いします。なお、こちらからの質質質質問のときは問のときは問のときは問のときは着着着着席のま席のま席のま席のま

までまでまでまで結構結構結構結構ですが、おですが、おですが、おですが、お答え答え答え答えの際はの際はの際はの際は起立起立起立起立して発言を願います。また、証人は委員にして発言を願います。また、証人は委員にして発言を願います。また、証人は委員にして発言を願います。また、証人は委員に対対対対してしてしてして質疑質疑質疑質疑

をすることはできまをすることはできまをすることはできまをすることはできませんせんせんせんので、ご了ので、ご了ので、ご了ので、ご了承承承承願います。願います。願います。願います。

なお、委員なお、委員なお、委員なお、委員各位各位各位各位に申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関する重要重要重要重要な問題についな問題についな問題についな問題につい

て証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行をて証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行をて証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行をて証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行を妨妨妨妨げる言げる言げる言げる言動動動動のないようご協力のないようご協力のないようご協力のないようご協力

をお願いします。また、発言につきましては、証人の人をお願いします。また、発言につきましては、証人の人をお願いします。また、発言につきましては、証人の人をお願いします。また、発言につきましては、証人の人権権権権に留意されるように留意されるように留意されるように留意されるよう要望要望要望要望いたしまいたしまいたしまいたしま

す。す。す。す。

これより、証人から証言を求めます。これより、証人から証言を求めます。これより、証人から証言を求めます。これより、証人から証言を求めます。

最初最初最初最初に、委員長から所に、委員長から所に、委員長から所に、委員長から所要要要要の事項をお尋の事項をお尋の事項をお尋の事項をお尋ねねねねしてから、次にしてから、次にしてから、次にしてから、次に各各各各委員からご発言を願うことに委員からご発言を願うことに委員からご発言を願うことに委員からご発言を願うことに

いたします。いたします。いたします。いたします。

ままままずずずず、人定、人定、人定、人定質質質質問を行います。問を行います。問を行います。問を行います。

あなたは、●●●●さあなたは、●●●●さあなたは、●●●●さあなたは、●●●●さんんんんですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、●●●●です。はい、●●●●です。はい、●●●●です。はい、●●●●です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●証人、●●証人、●●証人、●●証人、住住住住所、所、所、所、職職職職業、業、業、業、生生生生年月日をお年月日をお年月日をお年月日をお述べ述べ述べ述べください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 住住住住所ですか。所ですか。所ですか。所ですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●●。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 職職職職業。業。業。業。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 職職職職業、会社員。平野クレーン工業株式会社、総務部次長です。業、会社員。平野クレーン工業株式会社、総務部次長です。業、会社員。平野クレーン工業株式会社、総務部次長です。業、会社員。平野クレーン工業株式会社、総務部次長です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 生生生生年月日。年月日。年月日。年月日。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●生生生生まれです。まれです。まれです。まれです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、倉庫の無届け解体について証言を求めるそれでは、倉庫の無届け解体について証言を求めるそれでは、倉庫の無届け解体について証言を求めるそれでは、倉庫の無届け解体について証言を求めるわわわわけでありますけれけでありますけれけでありますけれけでありますけれどどどど

も、委員長であるも、委員長であるも、委員長であるも、委員長である私私私私からからからから最初最初最初最初に総に総に総に総括的括的括的括的なななな質質質質問を行います。問を行います。問を行います。問を行います。

それでは、まそれでは、まそれでは、まそれでは、まずずずず１問目ですけれ１問目ですけれ１問目ですけれ１問目ですけれどどどども、ここも、ここも、ここも、ここ数数数数年間で年間で年間で年間でアスベスアスベスアスベスアスベストトトトによる中による中による中による中皮腫皮腫皮腫皮腫でででで死亡死亡死亡死亡するするするする

人が人が人が人が毎毎毎毎年１年１年１年１，，，，３００人を３００人を３００人を３００人を超え超え超え超えて、また、て、また、て、また、て、また、アスベスアスベスアスベスアスベストトトトの影の影の影の影響響響響がすごくがすごくがすごくがすごく疑わ疑わ疑わ疑われるれるれるれる肺肺肺肺ががががんんんんのののの死亡死亡死亡死亡

者はその２者はその２者はその２者はその２倍近倍近倍近倍近くになっています。このくになっています。このくになっています。このくになっています。この数数数数字字字字は、は、は、は、ほぼほぼほぼほぼ交交交交通事通事通事通事故死故死故死故死と同じくらいのレと同じくらいのレと同じくらいのレと同じくらいのレベベベベルルルルでででで

す。す。す。す。

また、また、また、また、昨昨昨昨年１０月、年１０月、年１０月、年１０月、直直直直木木木木賞作家賞作家賞作家賞作家のののの藤藤藤藤本本本本義義義義一一一一ささささんんんんが中が中が中が中皮腫皮腫皮腫皮腫でででで亡亡亡亡くなっています。おくなっています。おくなっています。おくなっています。お父父父父様の様の様の様の

死死死死はははは阪神阪神阪神阪神大大大大震災震災震災震災と関と関と関と関係係係係があるとがあるとがあるとがあると確確確確信信信信していますと、かかりつけのしていますと、かかりつけのしていますと、かかりつけのしていますと、かかりつけの医師医師医師医師からからからから聞聞聞聞かされたとかされたとかされたとかされたと娘娘娘娘

ささささんんんんがががが訴え訴え訴え訴えています。ています。ています。ています。西宮市西宮市西宮市西宮市にににに住住住住所があった所があった所があった所があった藤藤藤藤本さ本さ本さ本さんんんんはははは復興支援活復興支援活復興支援活復興支援活動動動動にににに熱熱熱熱心心心心に取りに取りに取りに取り組組組組まれ、まれ、まれ、まれ、
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震災児向震災児向震災児向震災児向けのけのけのけの施設施設施設施設を運営されていたということです。●●さを運営されていたということです。●●さを運営されていたということです。●●さを運営されていたということです。●●さんんんん、ご、ご、ご、ご存存存存じだったでしじだったでしじだったでしじだったでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ままままずずずず、、、、藤藤藤藤本さ本さ本さ本さんんんんの件はの件はの件はの件は私私私私ももももニュニュニュニューーーースススス等等等等でででで存存存存じております。ただ、そのじております。ただ、そのじております。ただ、そのじております。ただ、そのアスベアスベアスベアスベ

スススストトトトに関してのそのに関してのそのに関してのそのに関してのその死亡死亡死亡死亡者者者者数数数数とか、そのあたりのとか、そのあたりのとか、そのあたりのとか、そのあたりの数数数数字字字字につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、実実実実際に際に際に際に私私私私のののの身身身身の回の回の回の回

りでそういうことがないこともありますし、そういうりでそういうことがないこともありますし、そういうりでそういうことがないこともありますし、そういうりでそういうことがないこともありますし、そういうアスベスアスベスアスベスアスベストトトトに関連したことがなかっに関連したことがなかっに関連したことがなかっに関連したことがなかっ

たものですから、たものですから、たものですから、たものですから、詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは存存存存じておりまじておりまじておりまじておりませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、はい、はい、はい、結構結構結構結構です。です。です。です。

次に、平成２４年７月６日に、県が次に、平成２４年７月６日に、県が次に、平成２４年７月６日に、県が次に、平成２４年７月６日に、県が実施実施実施実施したしたしたした建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法法法法違反違反違反違反・・・・無届け解体工事に無届け解体工事に無届け解体工事に無届け解体工事に

ついてのついてのついてのついての貴貴貴貴社社社社へへへへの事情聴取がありました。●●代表の代理として●●さの事情聴取がありました。●●代表の代理として●●さの事情聴取がありました。●●代表の代理として●●さの事情聴取がありました。●●代表の代理として●●さんんんんがががが述べ述べ述べ述べておられておられておられておられ

たたたた諸諸諸諸点点点点に関連して、関に関連して、関に関連して、関に関連して、関係係係係者の間で者の間で者の間で者の間で話話話話がががが違違違違うううう諸諸諸諸点点点点についてについてについてについて等等等等、、、、改改改改めてめてめてめて確認確認確認確認したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

ままままずずずず１つ目、平成２４年７月６日、高田土木事務所で行１つ目、平成２４年７月６日、高田土木事務所で行１つ目、平成２４年７月６日、高田土木事務所で行１つ目、平成２４年７月６日、高田土木事務所で行わわわわれたれたれたれた広陵町百広陵町百広陵町百広陵町百済済済済におけるにおけるにおけるにおける建設建設建設建設

リサリサリサリサイクイクイクイクルルルル法の無届け解体工事についての県の事情聴取の法の無届け解体工事についての県の事情聴取の法の無届け解体工事についての県の事情聴取の法の無届け解体工事についての県の事情聴取の始始始始まる前に、代理人として出席まる前に、代理人として出席まる前に、代理人として出席まる前に、代理人として出席

された●●さされた●●さされた●●さされた●●さんんんんは次のようなことをは次のようなことをは次のようなことをは次のようなことを述べ述べ述べ述べておられます。ておられます。ておられます。ておられます。

本日の呼本日の呼本日の呼本日の呼びびびび出し、事情聴取のことですけれ出し、事情聴取のことですけれ出し、事情聴取のことですけれ出し、事情聴取のことですけれどどどども、平野クレーン工業株式会社としてはも、平野クレーン工業株式会社としてはも、平野クレーン工業株式会社としてはも、平野クレーン工業株式会社としては寝寝寝寝

耳耳耳耳にににに水水水水のののの話話話話だ、株式会社山だ、株式会社山だ、株式会社山だ、株式会社山崎産崎産崎産崎産業にそのことでクレー業にそのことでクレー業にそのことでクレー業にそのことでクレームムムムを言ったところ、すを言ったところ、すを言ったところ、すを言ったところ、すべべべべて株式会社て株式会社て株式会社て株式会社

山山山山崎産崎産崎産崎産業に業に業に業に責任責任責任責任があると言ってもらってがあると言ってもらってがあると言ってもらってがあると言ってもらって結構結構結構結構ですと発言されておりますが、この発言のですと発言されておりますが、この発言のですと発言されておりますが、この発言のですと発言されておりますが、この発言の趣趣趣趣

旨が旨が旨が旨がわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。。。。説説説説明明明明をしてください、お願いします。をしてください、お願いします。をしてください、お願いします。をしてください、お願いします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ままままずずずず、その、その、その、その建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法ということをま法ということをま法ということをま法ということをまず私どず私どず私どず私どもがもがもがもが知知知知らなかったというらなかったというらなかったというらなかったという

こともありますけれこともありますけれこともありますけれこともありますけれどどどども、その届け出、も、その届け出、も、その届け出、も、その届け出、私私私私が申し上げたが申し上げたが申し上げたが申し上げた趣趣趣趣旨としましては、解体を株式会旨としましては、解体を株式会旨としましては、解体を株式会旨としましては、解体を株式会

社山社山社山社山崎産崎産崎産崎産業に発業に発業に発業に発注注注注をしました。それについて、株式会社山をしました。それについて、株式会社山をしました。それについて、株式会社山をしました。それについて、株式会社山崎産崎産崎産崎産業としてはそういう解体工業としてはそういう解体工業としてはそういう解体工業としてはそういう解体工

事をなり事をなり事をなり事をなりわわわわいにしている関いにしている関いにしている関いにしている関係係係係もありますので、当もありますので、当もありますので、当もありますので、当然然然然そのあたりはそのあたりはそのあたりはそのあたりは知知知知っているということもっているということもっているということもっているということも

ありまして、１ありまして、１ありまして、１ありまして、１週週週週間前までにそういう事業間前までにそういう事業間前までにそういう事業間前までにそういう事業主主主主が届け出るということをなが届け出るということをなが届け出るということをなが届け出るということをなぜぜぜぜ言言言言わわわわなかったのなかったのなかったのなかったの

かということも含めて、そういうかということも含めて、そういうかということも含めて、そういうかということも含めて、そういう趣趣趣趣旨の発言をしたということでご旨の発言をしたということでご旨の発言をしたということでご旨の発言をしたということでござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、●●さ次に、●●さ次に、●●さ次に、●●さんんんんは、解体工事がは、解体工事がは、解体工事がは、解体工事が一括一括一括一括発発発発注注注注、、、、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げは別り下げは別り下げは別り下げは別途途途途工事であ工事であ工事であ工事であ

るとるとるとると述べ述べ述べ述べられております。しかし、他日の事情聴取で、株式会社山られております。しかし、他日の事情聴取で、株式会社山られております。しかし、他日の事情聴取で、株式会社山られております。しかし、他日の事情聴取で、株式会社山崎産崎産崎産崎産業の方はす業の方はす業の方はす業の方はすべべべべてててて一一一一

括括括括発発発発注注注注と言っておりました。と言っておりました。と言っておりました。と言っておりました。どどどどちらが正しいのですか。ちらが正しいのですか。ちらが正しいのですか。ちらが正しいのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 非非非非常常常常にににに難難難難しいものであるのですけれしいものであるのですけれしいものであるのですけれしいものであるのですけれどどどども、まも、まも、まも、まずずずずは解体工事を発は解体工事を発は解体工事を発は解体工事を発注注注注をいたしまをいたしまをいたしまをいたしま

した。それについて、した。それについて、した。それについて、した。それについて、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げについては本り下げについては本り下げについては本り下げについては本来来来来当当当当初初初初、別、別、別、別途途途途設設設設計計計計事務所さ事務所さ事務所さ事務所さんんんんにお願いにお願いにお願いにお願い

をしておりまして、をしておりまして、をしておりまして、をしておりまして、見見見見積積積積もりもそこからとっておりましたけれもりもそこからとっておりましたけれもりもそこからとっておりましたけれもりもそこからとっておりましたけれどどどども、解体が進む中で、そも、解体が進む中で、そも、解体が進む中で、そも、解体が進む中で、そ

の株式会社山の株式会社山の株式会社山の株式会社山崎産崎産崎産崎産業が業が業が業が一括一括一括一括でやった方がでやった方がでやった方がでやった方が全全全全体の工事体の工事体の工事体の工事金金金金額額額額がががが安安安安くなるということから、くなるということから、くなるということから、くなるということから、途途途途中中中中

でそれをでそれをでそれをでそれを追加追加追加追加をしてということになっております。ですから本をしてということになっております。ですから本をしてということになっております。ですから本をしてということになっております。ですから本来来来来、解体が進、解体が進、解体が進、解体が進んんんんでいる中ででいる中ででいる中ででいる中で
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は別であったというは別であったというは別であったというは別であったというふふふふうにうにうにうに認識認識認識認識をしております。をしております。をしております。をしております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げにり下げにり下げにり下げに係係係係る道る道る道る道路路路路法第２４条、証人申法第２４条、証人申法第２４条、証人申法第２４条、証人申請請請請は、は、は、は、森森森森田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建築築築築

空空空空間間間間設設設設計計計計、●●●●さ、●●●●さ、●●●●さ、●●●●さんんんんが担当者でありました。●●さが担当者でありました。●●さが担当者でありました。●●さが担当者でありました。●●さんんんんははははどどどどのののの段階段階段階段階まで担当されたのでまで担当されたのでまで担当されたのでまで担当されたので

すか。すか。すか。すか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 設設設設計計計計から申から申から申から申請請請請をしていただきました。それで、工事のをしていただきました。それで、工事のをしていただきました。それで、工事のをしていただきました。それで、工事の途途途途中で、当中で、当中で、当中で、当初わ初わ初わ初わからなからなからなからな

かった配管なかった配管なかった配管なかった配管などどどどが出てきたこともありましたので、そのときにはが出てきたこともありましたので、そのときにはが出てきたこともありましたので、そのときにはが出てきたこともありましたので、そのときには森森森森田田田田設設設設計計計計事務所さ事務所さ事務所さ事務所さんんんんにににに見見見見

ていただく、ていただく、ていただく、ていただく、助助助助言をいただく言をいただく言をいただく言をいただく等等等等のことがあったというのことがあったというのことがあったというのことがあったというふふふふうにうにうにうに認識認識認識認識をしておりますけれをしておりますけれをしておりますけれをしておりますけれどどどども、も、も、も、

それそれそれそれぐぐぐぐらいまでだったというらいまでだったというらいまでだったというらいまでだったというふふふふうに思っております。うに思っております。うに思っております。うに思っております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ということは、ということは、ということは、ということは、歩歩歩歩道の道の道の道の設設設設計計計計をされて申をされて申をされて申をされて申請請請請をされたのは●●さをされたのは●●さをされたのは●●さをされたのは●●さんんんんで、工事で、工事で、工事で、工事完完完完

了までを●●さ了までを●●さ了までを●●さ了までを●●さんんんんが担当されておられたのか、それとも工事のが担当されておられたのか、それとも工事のが担当されておられたのか、それとも工事のが担当されておられたのか、それとも工事の途途途途中でおりられたのか、中でおりられたのか、中でおりられたのか、中でおりられたのか、わわわわ

かりますか。かりますか。かりますか。かりますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん。その。その。その。その設設設設計計計計事務所さ事務所さ事務所さ事務所さんんんんの担当というのが、ちの担当というのが、ちの担当というのが、ちの担当というのが、ちょょょょっとっとっとっと済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、、、、

どどどどういう、意ういう、意ういう、意ういう、意味味味味合いがよく合いがよく合いがよく合いがよくわわわわからないのですけからないのですけからないのですけからないのですけどどどども、ただ、も、ただ、も、ただ、も、ただ、設設設設計計計計をしていただいて申をしていただいて申をしていただいて申をしていただいて申請請請請まままま

でしていただいていますので、そのでしていただいていますので、そのでしていただいていますので、そのでしていただいていますので、その途途途途中で中で中で中で何何何何かかかか予期予期予期予期せせせせぬぬぬぬことがあったときにはことがあったときにはことがあったときにはことがあったときには相相相相談談談談をするをするをするをする

というようなというようなというようなというようなぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの気持気持気持気持ちでして、工事自体にはちでして、工事自体にはちでして、工事自体にはちでして、工事自体には直接直接直接直接はかかはかかはかかはかかわわわわっておられなかったといっておられなかったといっておられなかったといっておられなかったとい

ううううふふふふうに思っております。ですから、担当としてはうに思っております。ですから、担当としてはうに思っております。ですから、担当としてはうに思っております。ですから、担当としては設設設設計計計計と申と申と申と申請請請請までなのかなというまでなのかなというまでなのかなというまでなのかなというふふふふうにうにうにうに

は思っております。は思っております。は思っております。は思っております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん。。。。設設設設計計計計の申の申の申の申請請請請をされて、そこからをされて、そこからをされて、そこからをされて、そこから着着着着手届を出されているか出さ手届を出されているか出さ手届を出されているか出さ手届を出されているか出さ

れていないのかっていうのまではれていないのかっていうのまではれていないのかっていうのまではれていないのかっていうのまではわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんか。工事をするのにか。工事をするのにか。工事をするのにか。工事をするのに着着着着手届っていうのが手届っていうのが手届っていうのが手届っていうのが必必必必

要要要要ですけれですけれですけれですけれどどどども、それを出されているか出されていないのかも、それを出されているか出されていないのかも、それを出されているか出されていないのかも、それを出されているか出されていないのかわわわわかりますか。かりますか。かりますか。かりますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 着着着着手届を出されているか手届を出されているか手届を出されているか手届を出されているかどどどどうか、うか、うか、うか、済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、、、、私認識私認識私認識私認識していましていましていましていませんせんせんせんけれけれけれけれどどどども、も、も、も、

終終終終わわわわってかなりしてからだったと思うのですけってかなりしてからだったと思うのですけってかなりしてからだったと思うのですけってかなりしてからだったと思うのですけどどどども、そのも、そのも、そのも、その完完完完了をしたときに届けを出すも了をしたときに届けを出すも了をしたときに届けを出すも了をしたときに届けを出すも

のなのなのなのなんんんんですかですかですかですかねねねね、それについて、それについて、それについて、それについて森森森森田田田田設設設設計計計計事務所さ事務所さ事務所さ事務所さんんんんからそういうのが出ていないというよからそういうのが出ていないというよからそういうのが出ていないというよからそういうのが出ていないというよ

うなうなうなうな趣趣趣趣旨のご連絡をいただきました旨のご連絡をいただきました旨のご連絡をいただきました旨のご連絡をいただきましたんんんんで、株式会社山で、株式会社山で、株式会社山で、株式会社山崎産崎産崎産崎産業に連絡を入れまして、そうい業に連絡を入れまして、そうい業に連絡を入れまして、そうい業に連絡を入れまして、そうい

うものを出さないといけないらしいのでうものを出さないといけないらしいのでうものを出さないといけないらしいのでうものを出さないといけないらしいので早急早急早急早急にににに対処対処対処対処してくれということがあったというしてくれということがあったというしてくれということがあったというしてくれということがあったというふふふふ

うに記うに記うに記うに記憶憶憶憶しております。１年ちしております。１年ちしております。１年ちしております。１年ちょょょょっと前だったと思います。っと前だったと思います。っと前だったと思います。っと前だったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ということは、平成２４年、ということは、平成２４年、ということは、平成２４年、ということは、平成２４年、去去去去年ですか。年ですか。年ですか。年ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ２４年だったという２４年だったという２４年だったという２４年だったというふふふふうに思います。うに思います。うに思います。うに思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、御御御御社は当社は当社は当社は当該該該該の土地との土地との土地との土地と建物建物建物建物をともにをともにをともにをともに購購購購入され、平成２３年５月１９日入され、平成２３年５月１９日入され、平成２３年５月１９日入され、平成２３年５月１９日

付で所付で所付で所付で所有権有権有権有権移転登移転登移転登移転登記をされていますが、いつこの土地記をされていますが、いつこの土地記をされていますが、いつこの土地記をされていますが、いつこの土地・・・・建物建物建物建物のののの売売売売買買買買をををを契約契約契約契約されて、されて、されて、されて、どどどどなたなたなたなた
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からからからから購購購購入されたのですか。また、その取入されたのですか。また、その取入されたのですか。また、その取入されたのですか。また、その取引引引引の中での中での中での中で仲介仲介仲介仲介業者はいたのでし業者はいたのでし業者はいたのでし業者はいたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、正、正、正、正確確確確な日にちというのはちな日にちというのはちな日にちというのはちな日にちというのはちょょょょっとっとっとっとわわわわからないのですけからないのですけからないのですけからないのですけどどどども、５も、５も、５も、５

月ごろだったと思います。月ごろだったと思います。月ごろだったと思います。月ごろだったと思います。購購購購入は平野クレーン工業株式会社、入は平野クレーン工業株式会社、入は平野クレーン工業株式会社、入は平野クレーン工業株式会社、売売売売りりりり主主主主ささささんんんんは●さは●さは●さは●さんんんんというというというという

方です方です方です方ですねねねね、●●●さ、●●●さ、●●●さ、●●●さんんんんです。それから、です。それから、です。それから、です。それから、仲介仲介仲介仲介業者さ業者さ業者さ業者さんんんんはははは乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムささささんんんんだったと記だったと記だったと記だったと記憶憶憶憶しておしておしておしてお

ります。ります。ります。ります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムささささんんんんというのは、というのは、というのは、というのは、広陵町広陵町広陵町広陵町のののの馬馬馬馬見見見見にあるにあるにあるにある乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムささささんんんんですかですかですかですかねねねね。。。。乾乾乾乾

不不不不動産動産動産動産とととと乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムというのがというのがというのがというのが広陵町広陵町広陵町広陵町にににに存存存存在しますけれ在しますけれ在しますけれ在しますけれどどどども、それはも、それはも、それはも、それはわわわわかりますか。かりますか。かりますか。かりますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 恐恐恐恐らくらくらくらく広陵町広陵町広陵町広陵町であったことはそうだったと思うのですけであったことはそうだったと思うのですけであったことはそうだったと思うのですけであったことはそうだったと思うのですけどどどども、も、も、も、馬馬馬馬見見見見ですか、ですか、ですか、ですか、

馬馬馬馬見見見見かかかかどどどどうかというのは、ちうかというのは、ちうかというのは、ちうかというのは、ちょょょょっと名っと名っと名っと名刺刺刺刺が今手元にごが今手元にごが今手元にごが今手元にござざざざいまいまいまいませんせんせんせんので、ので、ので、ので、済済済済みまみまみまみませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムというのは間というのは間というのは間というのは間違違違違いない。いない。いない。いない。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 間間間間違違違違いないと思います。いないと思います。いないと思います。いないと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

また、土地また、土地また、土地また、土地建物建物建物建物のののの売売売売買買買買については、については、については、については、宅宅宅宅地地地地建物建物建物建物取取取取引引引引業の定めに業の定めに業の定めに業の定めに従従従従って、当って、当って、当って、当該該該該土地土地土地土地建物建物建物建物のののの契契契契

約約約約を行うまでにを行うまでにを行うまでにを行うまでに重要重要重要重要事項の事項の事項の事項の説説説説明明明明がががが必要必要必要必要になりますが、になりますが、になりますが、になりますが、説説説説明明明明を受けられましたか、まを受けられましたか、まを受けられましたか、まを受けられましたか、まずずずず。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、手元に、手元に、手元に、手元に重要重要重要重要事項事項事項事項説説説説明書明書明書明書というものはありますけれというものはありますけれというものはありますけれというものはありますけれどどどども、も、も、も、説説説説明明明明をををを

受けたか受けたか受けたか受けたかどどどどうかってうかってうかってうかって聞聞聞聞かれると、ちかれると、ちかれると、ちかれると、ちょょょょっと記っと記っと記っと記憶憶憶憶しておりましておりましておりましておりませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 その際のその際のその際のその際の宅宅宅宅地地地地建物建物建物建物取取取取引引引引主任主任主任主任者はだれだったと記者はだれだったと記者はだれだったと記者はだれだったと記憶憶憶憶しておられますか。また、しておられますか。また、しておられますか。また、しておられますか。また、

石綿石綿石綿石綿のののの使用使用使用使用のののの有有有有無の調査の無の調査の無の調査の無の調査の存存存存否否否否及び及び及び及びアスベスアスベスアスベスアスベストトトトが含まれるであろうと告が含まれるであろうと告が含まれるであろうと告が含まれるであろうと告知知知知されましたか。されましたか。されましたか。されましたか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 主任主任主任主任者というのは、者というのは、者というのは、者というのは、恐恐恐恐らくらくらくらく乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムの社長さの社長さの社長さの社長さんんんんであったというであったというであったというであったというふふふふうに記うに記うに記うに記憶憶憶憶をををを

しております。ただ、そのしております。ただ、そのしております。ただ、そのしております。ただ、そのアスベスアスベスアスベスアスベストトトトについては、については、については、については、私私私私も含めて、当時も含めて、当時も含めて、当時も含めて、当時一一一一緒緒緒緒に担当しておりに担当しておりに担当しておりに担当しており

ましたましたましたました役役役役員も、員も、員も、員も、ほほほほかの者もかの者もかの者もかの者も説説説説明明明明を受けた記を受けた記を受けた記を受けた記憶憶憶憶はごはごはごはござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 さらにさらにさらにさらに建物建物建物建物に関して、このに関して、このに関して、このに関して、この物物物物件は件は件は件は市街化市街化市街化市街化調調調調整区域整区域整区域整区域であるため、であるため、であるため、であるため、市街化市街化市街化市街化調調調調整整整整

区域区域区域区域というのはというのはというのはというのは基基基基本本本本的的的的にににに建物建物建物建物がががが建建建建てられないという地てられないという地てられないという地てられないという地域域域域であります。そのときにであります。そのときにであります。そのときにであります。そのときに例例例例外的外的外的外的にににに

建建建建築築築築が可が可が可が可能能能能となる場合の法となる場合の法となる場合の法となる場合の法令令令令のののの内容内容内容内容や、や、や、や、建建建建築築築築確認確認確認確認申申申申請請請請とのとのとのとの整整整整合合合合性性性性についてのについてのについてのについての説説説説明明明明はありまはありまはありまはありま

したか。したか。したか。したか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 それについてのそれについてのそれについてのそれについての説説説説明明明明はなかったと思います。はなかったと思います。はなかったと思います。はなかったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 この件に関しまして、土地この件に関しまして、土地この件に関しまして、土地この件に関しまして、土地建物建物建物建物のののの契約契約契約契約書書書書並並並並びびびびにににに重要重要重要重要事項事項事項事項説説説説明書明書明書明書の提出をおの提出をおの提出をおの提出をお

願いしたいと思います。後日で願いしたいと思います。後日で願いしたいと思います。後日で願いしたいと思います。後日で結構結構結構結構でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

次ですけれ次ですけれ次ですけれ次ですけれどどどど、また、平野クレーン工業株式会社が、また、平野クレーン工業株式会社が、また、平野クレーン工業株式会社が、また、平野クレーン工業株式会社が確認確認確認確認している解体している解体している解体している解体建物建物建物建物はははは床面積床面積床面積床面積が１が１が１が１，，，，

４６６平方４６６平方４６６平方４６６平方メメメメーーーートルトルトルトルのののの鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨平平平平屋屋屋屋の倉庫１の倉庫１の倉庫１の倉庫１棟棟棟棟だけで、だけで、だけで、だけで、ほほほほかの２かの２かの２かの２棟棟棟棟については所については所については所については所有権有権有権有権移転移転移転移転までまでまでまで



---- 22222222 ----

にににに除却除却除却除却することになっていたとすることになっていたとすることになっていたとすることになっていたと述べ述べ述べ述べられました。このられました。このられました。このられました。この点点点点で、解体工事を受で、解体工事を受で、解体工事を受で、解体工事を受注注注注した株式会社した株式会社した株式会社した株式会社

山山山山崎産崎産崎産崎産業が業が業が業が御御御御社あてに発行した社あてに発行した社あてに発行した社あてに発行した見見見見積積積積書書書書や県の事情聴取では３や県の事情聴取では３や県の事情聴取では３や県の事情聴取では３棟棟棟棟だったとだったとだったとだったと答え答え答え答えておられますておられますておられますておられます

こととこととこととことと違違違違っています。本当のことをっています。本当のことをっています。本当のことをっています。本当のことを教え教え教え教えてください。てください。てください。てください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 解体は２解体は２解体は２解体は２棟棟棟棟だったと思うのですけだったと思うのですけだったと思うのですけだったと思うのですけどどどども、１も、１も、１も、１棟棟棟棟であるというのはであるというのはであるというのはであるというのは私私私私はそうはそうはそうはそう答え答え答え答え

たということになっているのですか。たということになっているのですか。たということになっているのですか。たということになっているのですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ２２２２棟棟棟棟とととと物置物置物置物置ですですですですねねねね、だったという、だったという、だったという、だったというふふふふうに記うに記うに記うに記憶憶憶憶しております。しております。しております。しております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ということは、その２ということは、その２ということは、その２ということは、その２棟及び棟及び棟及び棟及びもう１もう１もう１もう１棟棟棟棟のののの物置物置物置物置は、３は、３は、３は、３棟棟棟棟とも平野クレーン工とも平野クレーン工とも平野クレーン工とも平野クレーン工

業株式会社が業株式会社が業株式会社が業株式会社が建物建物建物建物を解体して発を解体して発を解体して発を解体して発注注注注されたということでよろしいですか。されたということでよろしいですか。されたということでよろしいですか。されたということでよろしいですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ええええええええ、そう、そう、そう、そう認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、口頭次に、口頭次に、口頭次に、口頭・・・・見見見見積積積積書書書書でのでのでのでの契約契約契約契約とのことですが、平成２３年５月２６日付のとのことですが、平成２３年５月２６日付のとのことですが、平成２３年５月２６日付のとのことですが、平成２３年５月２６日付の

見見見見積積積積書書書書がががが最最最最終終終終の合意、すなの合意、すなの合意、すなの合意、すなわわわわち口頭ち口頭ち口頭ち口頭契約契約契約契約日と理解して日と理解して日と理解して日と理解して差差差差しししし支支支支ええええありまありまありまありませんせんせんせんか。または、社か。または、社か。または、社か。または、社

長決長決長決長決裁裁裁裁としての６月中としての６月中としての６月中としての６月中旬旬旬旬、もしくは、もしくは、もしくは、もしくは注文注文注文注文書書書書を発行した平成２３年６月２０日なのでしを発行した平成２３年６月２０日なのでしを発行した平成２３年６月２０日なのでしを発行した平成２３年６月２０日なのでしょょょょうううう

か。か。か。か。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、それについても日にち、それについても日にち、それについても日にち、それについても日にち等等等等は手元には手元には手元には手元に何何何何も今も今も今も今持持持持っておりまっておりまっておりまっておりませんせんせんせんのでのでのでので

わわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 先先先先ほほほほどどどどの土地の土地の土地の土地売売売売買契約買契約買契約買契約書書書書もももも重要重要重要重要事項事項事項事項説説説説明書明書明書明書も提出していただきたいと思いも提出していただきたいと思いも提出していただきたいと思いも提出していただきたいと思い

ますけれますけれますけれますけれどどどども、今回のこの、さっきの解体工事の件について、これも、今回のこの、さっきの解体工事の件について、これも、今回のこの、さっきの解体工事の件について、これも、今回のこの、さっきの解体工事の件について、これ重要重要重要重要なことななことななことななことなんんんんで、後で、後で、後で、後

日また調日また調日また調日また調べべべべてお願いをしたいと思います。てお願いをしたいと思います。てお願いをしたいと思います。てお願いをしたいと思います。

（（（（「「「「契約契約契約契約日」と呼ぶ者あり）日」と呼ぶ者あり）日」と呼ぶ者あり）日」と呼ぶ者あり）

契約契約契約契約日を。日を。日を。日を。

次に、次に、次に、次に、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく事前く事前く事前く事前説説説説明明明明がががが一一一一切切切切なく、特定なく、特定なく、特定なく、特定建設建設建設建設資資資資材廃棄材廃棄材廃棄材廃棄物物物物の再資の再資の再資の再資源化源化源化源化

等等等等について報告もなかったということですが、この法は受について報告もなかったということですが、この法は受について報告もなかったということですが、この法は受について報告もなかったということですが、この法は受注注注注者より発者より発者より発者より発注注注注者の者の者の者の責任責任責任責任をををを重ん重ん重ん重んじじじじ

ています。国土ています。国土ています。国土ています。国土交交交交通大通大通大通大臣臣臣臣許可業者として許可業者として許可業者として許可業者としてどどどどのようにお考のようにお考のようにお考のようにお考ええええですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そういうそういうそういうそういうリサリサリサリサイクイクイクイクルルルル法、事業法、事業法、事業法、事業主主主主が１が１が１が１週週週週間前までに届け出をするということを間前までに届け出をするということを間前までに届け出をするということを間前までに届け出をするということを

知知知知らなかったということがまらなかったということがまらなかったということがまらなかったということがまず一ず一ず一ず一つありまして、それについて、本つありまして、それについて、本つありまして、それについて、本つありまして、それについて、本来来来来であれば株式会社山であれば株式会社山であれば株式会社山であれば株式会社山

崎産崎産崎産崎産業に業に業に業にどどどどうこう言う問題でもないのかもしれないうこう言う問題でもないのかもしれないうこう言う問題でもないのかもしれないうこう言う問題でもないのかもしれないんんんんですけですけですけですけどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう説説説説明明明明があってがあってがあってがあって

もよかったのではないかというのがもよかったのではないかというのがもよかったのではないかというのがもよかったのではないかというのが私ど私ど私ど私どものものものもの一一一一つのとらつのとらつのとらつのとらええええ方でご方でご方でご方でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、知知知知らなかっらなかっらなかっらなかっ

たこととはいたこととはいたこととはいたこととはいええええ、、、、実実実実際にはそういう届け出をしていま際にはそういう届け出をしていま際にはそういう届け出をしていま際にはそういう届け出をしていませんせんせんせんでしたので、それについてでしたので、それについてでしたので、それについてでしたので、それについて始末始末始末始末

書書書書を提出してを提出してを提出してを提出して注注注注意意意意書書書書を受け取りをしたということでごを受け取りをしたということでごを受け取りをしたということでごを受け取りをしたということでござざざざいます。います。います。います。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、ススススレーレーレーレートトトトががががアスベスアスベスアスベスアスベストトトト含含含含有有有有材材材材料、資料、資料、資料、資材材材材だとだとだとだと知知知知っていたとっていたとっていたとっていたと述べ述べ述べ述べられてられてられてられて

います。上います。上います。上います。上司司司司からからからから聞聞聞聞いたとのことですが、上いたとのことですが、上いたとのことですが、上いたとのことですが、上司司司司とはだれですか。また、その方は今回の工とはだれですか。また、その方は今回の工とはだれですか。また、その方は今回の工とはだれですか。また、その方は今回の工

事に関して事に関して事に関して事に関してどどどどのようなのようなのようなのような責任責任責任責任のののの立立立立場におられたのですか。場におられたのですか。場におられたのですか。場におられたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、、、、最初聞最初聞最初聞最初聞き取れまき取れまき取れまき取れませんせんせんせんでした。もうでした。もうでした。もうでした。もう一度一度一度一度お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ススススレーレーレーレートトトトははははアスベスアスベスアスベスアスベストトトトが入っている資が入っている資が入っている資が入っている資材材材材だとだとだとだと知知知知っていたとっていたとっていたとっていたと述べ述べ述べ述べられておりられておりられておりられており

ます。上ます。上ます。上ます。上司司司司からからからから聞聞聞聞いたということですけいたということですけいたということですけいたということですけどどどども、上も、上も、上も、上司司司司とはだれでしとはだれでしとはだれでしとはだれでしょょょょうかということです。うかということです。うかということです。うかということです。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 知知知知っていたっていうことはないと思うのですが、それをっていたっていうことはないと思うのですが、それをっていたっていうことはないと思うのですが、それをっていたっていうことはないと思うのですが、それを知知知知ったというのが、ったというのが、ったというのが、ったというのが、

実実実実際に高田土木事務所に呼ばれまして、そのあたりをお際に高田土木事務所に呼ばれまして、そのあたりをお際に高田土木事務所に呼ばれまして、そのあたりをお際に高田土木事務所に呼ばれまして、そのあたりをお話話話話ししたときにししたときにししたときにししたときに知知知知りましたので、りましたので、りましたので、りましたので、

それを上それを上それを上それを上司司司司に言ったら、年代にもよるけれに言ったら、年代にもよるけれに言ったら、年代にもよるけれに言ったら、年代にもよるけれどどどども、入っている場合もあるということは上も、入っている場合もあるということは上も、入っている場合もあるということは上も、入っている場合もあるということは上司司司司

からからからから聞聞聞聞いたということです。その上いたということです。その上いたということです。その上いたということです。その上司司司司というのは、解体をというのは、解体をというのは、解体をというのは、解体を一一一一緒緒緒緒に担当してました●というに担当してました●というに担当してました●というに担当してました●という

者でご者でご者でご者でござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そのそのそのその立立立立場は。場は。場は。場は。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 業務部長になります。業務部長になります。業務部長になります。業務部長になります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、平成２３年７月２０日に次に、平成２３年７月２０日に次に、平成２３年７月２０日に次に、平成２３年７月２０日に実施実施実施実施された株式会社山された株式会社山された株式会社山された株式会社山崎産崎産崎産崎産業に業に業に業に対対対対する県のする県のする県のする県の

事情聴取の際、株式会社山事情聴取の際、株式会社山事情聴取の際、株式会社山事情聴取の際、株式会社山崎産崎産崎産崎産業は業は業は業は建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく２３年５月１６日付の届けく２３年５月１６日付の届けく２３年５月１６日付の届けく２３年５月１６日付の届け

出出出出書書書書をををを持参持参持参持参し、し、し、し、実実実実は届け出るのをは届け出るのをは届け出るのをは届け出るのを忘忘忘忘れていましたとれていましたとれていましたとれていましたと弁明弁明弁明弁明しています。そのしています。そのしています。そのしています。その写写写写しを示します。しを示します。しを示します。しを示します。

これは１６これは１６これは１６これは１６ペペペペーーーージジジジにごにごにごにござざざざいます。示してください。このいます。示してください。このいます。示してください。このいます。示してください。この写写写写しですけれしですけれしですけれしですけれどどどども、この届け出も、この届け出も、この届け出も、この届け出書書書書、、、、

少少少少なくとも次の２なくとも次の２なくとも次の２なくとも次の２点点点点でででで覚え覚え覚え覚えがありますか。１、発がありますか。１、発がありますか。１、発がありますか。１、発注注注注者の者の者の者の氏氏氏氏名名名名欄欄欄欄、上から２行目か３行、発、上から２行目か３行、発、上から２行目か３行、発、上から２行目か３行、発

注注注注者または者または者または者または……………………。。。。

（（（（「「「「●●」と呼ぶ者あり）●●」と呼ぶ者あり）●●」と呼ぶ者あり）●●」と呼ぶ者あり）

●●●●だったかな、名前は。のところと、それと、もう●●●●だったかな、名前は。のところと、それと、もう●●●●だったかな、名前は。のところと、それと、もう●●●●だったかな、名前は。のところと、それと、もう一一一一つは、つは、つは、つは、ずずずずっと下の方っと下の方っと下の方っと下の方へへへへいっいっいっいっ

た３番のところに、元た３番のところに、元た３番のところに、元た３番のところに、元請請請請業者から法１２条第１項の業者から法１２条第１項の業者から法１２条第１項の業者から法１２条第１項の規規規規定により定により定により定により説説説説明明明明を受けた年月日、平成を受けた年月日、平成を受けた年月日、平成を受けた年月日、平成

２３年５月１６日で３番にご２３年５月１６日で３番にご２３年５月１６日で３番にご２３年５月１６日で３番にござざざざいますけいますけいますけいますけどどどども、これについても、これについても、これについても、これについて覚え覚え覚え覚えがありますか、このがありますか、このがありますか、このがありますか、この書書書書類類類類

と、この２と、この２と、この２と、この２点点点点の件。の件。の件。の件。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 これはこれはこれはこれは説説説説明明明明は受けておりまは受けておりまは受けておりまは受けておりませんせんせんせんし、これはあれじし、これはあれじし、これはあれじし、これはあれじゃゃゃゃないですか、後ないですか、後ないですか、後ないですか、後 々々々々提出し提出し提出し提出し

てくださいよというものでてくださいよというものでてくださいよというものでてくださいよというもので作作作作成したものだと成したものだと成したものだと成したものだと認識認識認識認識しております。問題がしております。問題がしております。問題がしております。問題が起起起起きてからのきてからのきてからのきてからの話話話話でででで

はないのですか、とはないのですか、とはないのですか、とはないのですか、と認識認識認識認識しておるのですけしておるのですけしておるのですけしておるのですけどどどども。も。も。も。済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、、、、質質質質問の意問の意問の意問の意味味味味が。が。が。が。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ままままずずずず、この届け出、この届け出、この届け出、この届け出書書書書はごはごはごはご存存存存じですか。じですか。じですか。じですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 出されたときは問題が出た後ですか。出されたときは問題が出た後ですか。出されたときは問題が出た後ですか。出されたときは問題が出た後ですか。
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○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 これはこれはこれはこれは私私私私、、、、済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく見見見見た記た記た記た記憶憶憶憶がないですけれがないですけれがないですけれがないですけれどどどども。も。も。も。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 このこのこのこの書書書書類類類類はははは見見見見たことがない。たことがない。たことがない。たことがない。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

実実実実は、これが平成２３年７月２０日に県の事情聴取の２回目のときに株式会社山は、これが平成２３年７月２０日に県の事情聴取の２回目のときに株式会社山は、これが平成２３年７月２０日に県の事情聴取の２回目のときに株式会社山は、これが平成２３年７月２０日に県の事情聴取の２回目のときに株式会社山崎産崎産崎産崎産業業業業

がががが持持持持ってこられたものなのですけってこられたものなのですけってこられたものなのですけってこられたものなのですけどどどども、も、も、も、全全全全くごくごくごくご存存存存じないということでよろしいですじないということでよろしいですじないということでよろしいですじないということでよろしいですねねねね、こ、こ、こ、こ

のののの書書書書面面面面については。については。については。については。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ないと思うのですけないと思うのですけないと思うのですけないと思うのですけどどどど。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

次に、平成２４年７月６日の次に、平成２４年７月６日の次に、平成２４年７月６日の次に、平成２４年７月６日の貴貴貴貴社に社に社に社に対対対対する県の事情聴取で●●さする県の事情聴取で●●さする県の事情聴取で●●さする県の事情聴取で●●さんんんんは、は、は、は、小学校小学校小学校小学校へへへへは５月は５月は５月は５月

中中中中旬旬旬旬ごろにごろにごろにごろに説説説説明明明明会を行った。通会を行った。通会を行った。通会を行った。通学学学学路路路路にににに対対対対するするするする説説説説明明明明で、で、で、で、ガガガガーーーードマドマドマドマン配ン配ン配ン配置等置等置等置等をををを説説説説明明明明したとしたとしたとしたと述べ述べ述べ述べ

られています。間られています。間られています。間られています。間違違違違いないでしいないでしいないでしいないでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 何何何何にににに対対対対する。する。する。する。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 小学校小学校小学校小学校。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、はい、はい、はい、説説説説明明明明に行きました。に行きました。に行きました。に行きました。ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡの方もの方もの方もの方も来来来来られていましてられていましてられていましてられていまして説説説説明明明明をしましたけをしましたけをしましたけをしましたけ

れれれれどどどども、も、も、も、ガガガガーーーードマドマドマドマンというのはンというのはンというのはンというのは何何何何にににに対対対対してしてしてして……………………。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 通通通通学学学学路路路路にににに対対対対するするするする説説説説明明明明で、で、で、で、ガガガガーーーードマドマドマドマン配ン配ン配ン配置等置等置等置等をををを説説説説明明明明したとしたとしたとしたと述べ述べ述べ述べています。ています。ています。ています。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 時間時間時間時間等等等等のののの説説説説明明明明をさをさをさをさせせせせていただいたのと、場合によってはていただいたのと、場合によってはていただいたのと、場合によってはていただいたのと、場合によってはガガガガーーーードマドマドマドマンというンというンというンという話話話話

もしたかもしれまもしたかもしれまもしたかもしれまもしたかもしれませんせんせんせんけれけれけれけれどどどども、も、も、も、置置置置くということはくということはくということはくということは恐恐恐恐らくらくらくらく…………

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それはいつごろですか。５月中それはいつごろですか。５月中それはいつごろですか。５月中それはいつごろですか。５月中旬旬旬旬ごろにごろにごろにごろに説説説説明明明明会を行ったと会を行ったと会を行ったと会を行ったと書書書書いてあります。いてあります。いてあります。いてあります。

平成２３年の５月中平成２３年の５月中平成２３年の５月中平成２３年の５月中旬頃旬頃旬頃旬頃にににに説説説説明明明明会を行ったと言会を行ったと言会を行ったと言会を行ったと言わわわわれておりますが、それでよろしいですか。れておりますが、それでよろしいですか。れておりますが、それでよろしいですか。れておりますが、それでよろしいですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そういう時そういう時そういう時そういう時分分分分だったと思います。だったと思います。だったと思います。だったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。次に、平成２４年７月１３日の県の株式会社山はい。次に、平成２４年７月１３日の県の株式会社山はい。次に、平成２４年７月１３日の県の株式会社山はい。次に、平成２４年７月１３日の県の株式会社山崎産崎産崎産崎産業に業に業に業に対対対対する事情する事情する事情する事情

聴取で、株式会社山聴取で、株式会社山聴取で、株式会社山聴取で、株式会社山崎産崎産崎産崎産業は発業は発業は発業は発注注注注者である平野クレーン工業株式会社より６月者である平野クレーン工業株式会社より６月者である平野クレーン工業株式会社より６月者である平野クレーン工業株式会社より６月末末末末までにまでにまでにまでに完完完完

了するようにと言了するようにと言了するようにと言了するようにと言わわわわれていたと発言していますが、なれていたと発言していますが、なれていたと発言していますが、なれていたと発言していますが、なぜぜぜぜそのそのそのその期限期限期限期限をををを切切切切ったのですか。ったのですか。ったのですか。ったのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 期限期限期限期限はははは恐恐恐恐らく、それまでらく、それまでらく、それまでらく、それまで借借借借りておりましたりておりましたりておりましたりておりました王寺町王寺町王寺町王寺町の方のの方のの方のの方のヤヤヤヤーーーードドドドを６月を６月を６月を６月末末末末日で日で日で日で

返還返還返還返還することが決まっておりましたので、することが決まっておりましたので、することが決まっておりましたので、することが決まっておりましたので、多分多分多分多分それに間に合うようにという意それに間に合うようにという意それに間に合うようにという意それに間に合うようにという意味味味味だったとだったとだったとだったと

思います。ただし、当思います。ただし、当思います。ただし、当思います。ただし、当初初初初もともとあった出入り口からもともとあった出入り口からもともとあった出入り口からもともとあった出入り口から若干若干若干若干の出入りができましたので、その出入りができましたので、その出入りができましたので、その出入りができましたので、そ

んんんんなになになになに必ず必ず必ず必ずというような意というような意というような意というような意味味味味合いで言ったのではないという合いで言ったのではないという合いで言ったのではないという合いで言ったのではないというふふふふうにうにうにうに認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 最最最最後に、倉庫の解体工事や後に、倉庫の解体工事や後に、倉庫の解体工事や後に、倉庫の解体工事や歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げ工事について、県やり下げ工事について、県やり下げ工事について、県やり下げ工事について、県や町町町町の行の行の行の行政側政側政側政側
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やそのやそのやそのやそのＯＢＯＢＯＢＯＢ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは政政政政治治治治家家家家、その他だれかに、その他だれかに、その他だれかに、その他だれかに何何何何かかかか働働働働きかけをされたことはありまきかけをされたことはありまきかけをされたことはありまきかけをされたことはありませんせんせんせんか。か。か。か。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、それはないとはい、それはないとはい、それはないとはい、それはないと確確確確信信信信しております。しております。しております。しております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 以上で以上で以上で以上で私私私私からのからのからのからの質質質質問は問は問は問は終終終終わわわわりますけりますけりますけりますけどどどども、も、も、も、先先先先ほほほほど答弁ど答弁ど答弁ど答弁がちがちがちがちょょょょっとあいまいっとあいまいっとあいまいっとあいまい

なななな点点点点がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいましたんんんんで、後日また、こちらの方から問い合で、後日また、こちらの方から問い合で、後日また、こちらの方から問い合で、後日また、こちらの方から問い合わせわせわせわせをさをさをさをさせせせせていただきますのていただきますのていただきますのていただきますの

でごでごでごでご返返返返事をいただきたいと思っております。事をいただきたいと思っております。事をいただきたいと思っております。事をいただきたいと思っております。

以上で以上で以上で以上で私私私私からのからのからのからの質質質質問を問を問を問を終終終終わわわわりますが、次に、りますが、次に、りますが、次に、りますが、次に、各各各各委員から委員から委員から委員から補補補補足足足足質質質質問がありましたらご発言問がありましたらご発言問がありましたらご発言問がありましたらご発言

を願います。を願います。を願います。を願います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 私私私私の方からの方からの方からの方から数点数点数点数点お尋お尋お尋お尋ねねねねします。します。します。します。

先先先先ほほほほどどどどススススレーレーレーレートトトトのことでのことでのことでのことで知知知知っておったかっておったかっておったかっておったかどどどどうかということを再うかということを再うかということを再うかということを再度度度度問問問問わせわせわせわせていただいたとていただいたとていただいたとていただいたと

きに、この無届け解体の件で高田土木事務所きに、この無届け解体の件で高田土木事務所きに、この無届け解体の件で高田土木事務所きに、この無届け解体の件で高田土木事務所へへへへ呼ばれてそのときに呼ばれてそのときに呼ばれてそのときに呼ばれてそのときに聞聞聞聞いたのだと、それはいたのだと、それはいたのだと、それはいたのだと、それは

いつごろですか。いつごろですか。いつごろですか。いつごろですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、長くこの問題をやっておりまして、いつごろかというのが本当、長くこの問題をやっておりまして、いつごろかというのが本当、長くこの問題をやっておりまして、いつごろかというのが本当、長くこの問題をやっておりまして、いつごろかというのが本当

ににににわわわわからないのですけれからないのですけれからないのですけれからないのですけれどどどども、高田土木事務所の方に問い合も、高田土木事務所の方に問い合も、高田土木事務所の方に問い合も、高田土木事務所の方に問い合わせわせわせわせいただきましたら届け出いただきましたら届け出いただきましたら届け出いただきましたら届け出

がないですよっていうおがないですよっていうおがないですよっていうおがないですよっていうお話話話話があったときに、そのがあったときに、そのがあったときに、そのがあったときに、その話話話話をををを聞聞聞聞いたといういたといういたといういたというふふふふうに記うに記うに記うに記憶憶憶憶しておりましておりましておりましておりま

す。す。す。す。済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、ち、ち、ち、ちょょょょっと日にちについてはっと日にちについてはっと日にちについてはっと日にちについては詳詳詳詳しくは。しくは。しくは。しくは。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 少少少少なくとも平成２３年でごなくとも平成２３年でごなくとも平成２３年でごなくとも平成２３年でござざざざいますいますいますいますねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、だったと思います。はい、だったと思います。はい、だったと思います。はい、だったと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ２つ目。次に、２つ目。次に、２つ目。次に、２つ目。次に、先先先先ほほほほど書ど書ど書ど書類類類類をををを見見見見てもらいました。届け出てもらいました。届け出てもらいました。届け出てもらいました。届け出書書書書なるもの。なるもの。なるもの。なるもの。実実実実

際には届けは出されていないのです。これを出そうと思って際には届けは出されていないのです。これを出そうと思って際には届けは出されていないのです。これを出そうと思って際には届けは出されていないのです。これを出そうと思って忘忘忘忘れておったのだということれておったのだということれておったのだということれておったのだということ

で、株式会社山で、株式会社山で、株式会社山で、株式会社山崎産崎産崎産崎産業から２回目の事情聴取のときに業から２回目の事情聴取のときに業から２回目の事情聴取のときに業から２回目の事情聴取のときに持持持持ちちちち込込込込まれたまれたまれたまれた文文文文書書書書です。その中で特です。その中で特です。その中で特です。その中で特

にににに見見見見ていただきたかったのは、代表の●●さていただきたかったのは、代表の●●さていただきたかったのは、代表の●●さていただきたかったのは、代表の●●さんんんんのお名前のところにのお名前のところにのお名前のところにのお名前のところに三三三三文文文文判判判判みたいなのがみたいなのがみたいなのがみたいなのが押押押押

してあったですしてあったですしてあったですしてあったですねねねね、、、、ほほほほかのかのかのかの文文文文書書書書、平野クレーン工業株式会社がこの、平野クレーン工業株式会社がこの、平野クレーン工業株式会社がこの、平野クレーン工業株式会社がこの案案案案件に関して出されて件に関して出されて件に関して出されて件に関して出されて

いるいるいるいる文文文文書書書書の中では、これは法人ですから、平野クレーン工業株式会社、そこの会社のの中では、これは法人ですから、平野クレーン工業株式会社、そこの会社のの中では、これは法人ですから、平野クレーン工業株式会社、そこの会社のの中では、これは法人ですから、平野クレーン工業株式会社、そこの会社の印印印印をををを

押押押押して代表●●となっているのですけして代表●●となっているのですけして代表●●となっているのですけして代表●●となっているのですけどどどども、これだけも、これだけも、これだけも、これだけ三三三三文文文文判判判判、●●、●●、●●、●●個個個個人でなっているので人でなっているので人でなっているので人でなっているので

すけれすけれすけれすけれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう覚え覚え覚え覚えはありますか。はありますか。はありますか。はありますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ごごごござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。その。その。その。その三三三三文文文文判判判判をををを押押押押すということは、すということは、すということは、すということは、私私私私からすると社長にないしからすると社長にないしからすると社長にないしからすると社長にないし

ょょょょでということになってしまいますので、そういうことはあり得までということになってしまいますので、そういうことはあり得までということになってしまいますので、そういうことはあり得までということになってしまいますので、そういうことはあり得ませんせんせんせんので記ので記ので記ので記憶憶憶憶にごにごにごにござざざざいいいい

まままませんせんせんせん。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 同時に、同時に、同時に、同時に、先先先先ほほほほど見ど見ど見ど見てもらいました、てもらいました、てもらいました、てもらいました、要要要要するにこれまでのするにこれまでのするにこれまでのするにこれまでの質質質質問の中で、あ問の中で、あ問の中で、あ問の中で、あ

なたはなたはなたはなたは繰繰繰繰りりりり返返返返し、株式会社山し、株式会社山し、株式会社山し、株式会社山崎産崎産崎産崎産業から業から業から業からリサリサリサリサイクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく工事の１く工事の１く工事の１く工事の１週週週週間前までの届け間前までの届け間前までの届け間前までの届け
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出なるものについて出なるものについて出なるものについて出なるものについて説説説説明明明明を受けたことがないとおっしを受けたことがないとおっしを受けたことがないとおっしを受けたことがないとおっしゃゃゃゃっていましたよっていましたよっていましたよっていましたよねねねね。そういうこと。そういうこと。そういうこと。そういうこと

からいうと、平成２３年５月１６日に、同時に、からいうと、平成２３年５月１６日に、同時に、からいうと、平成２３年５月１６日に、同時に、からいうと、平成２３年５月１６日に、同時に、要要要要するに元するに元するに元するに元請請請請の株式会社山の株式会社山の株式会社山の株式会社山崎産崎産崎産崎産業が発業が発業が発業が発注注注注

者の平野クレーン工業株式会社さ者の平野クレーン工業株式会社さ者の平野クレーン工業株式会社さ者の平野クレーン工業株式会社さんんんんにににに説説説説明明明明をした日にちとしてをした日にちとしてをした日にちとしてをした日にちとして書書書書かれている５月１６日にかれている５月１６日にかれている５月１６日にかれている５月１６日に

もももも覚え覚え覚え覚えがないがないがないがないわわわわけですけですけですけですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、はい、はい、はい、覚え覚え覚え覚えはないのと、株式会社山はないのと、株式会社山はないのと、株式会社山はないのと、株式会社山崎産崎産崎産崎産業からは届け出をしなかった、業からは届け出をしなかった、業からは届け出をしなかった、業からは届け出をしなかった、私ど私ど私ど私ど

もにもにもにもに説説説説明明明明をしなかった理由としては、あれはをしなかった理由としては、あれはをしなかった理由としては、あれはをしなかった理由としては、あれは一一一一部部部部壁壁壁壁をををを残残残残してますので解体ではないというしてますので解体ではないというしてますので解体ではないというしてますので解体ではないという

認識認識認識認識を株式会社山を株式会社山を株式会社山を株式会社山崎産崎産崎産崎産業の方でしていたからだという業の方でしていたからだという業の方でしていたからだという業の方でしていたからだという説説説説明明明明をををを私ど私ど私ど私どもは受けました。もは受けました。もは受けました。もは受けました。リリリリフォフォフォフォ

ーーーームムムムっていうのですか、っていうのですか、っていうのですか、っていうのですか、壁壁壁壁をそのままをそのままをそのままをそのまま一一一一部部部部残残残残しまして、入り口もつくってということですしまして、入り口もつくってということですしまして、入り口もつくってということですしまして、入り口もつくってということです

ので、ので、ので、ので、リリリリフォフォフォフォーーーームムムムだというだというだというだという認識認識認識認識でででで私ど私ど私ど私どもの届け出をしないといけないということをもの届け出をしないといけないということをもの届け出をしないといけないということをもの届け出をしないといけないということを説説説説明明明明しししし

なかったというなかったというなかったというなかったというふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 今証言をいただいたところは、それは非今証言をいただいたところは、それは非今証言をいただいたところは、それは非今証言をいただいたところは、それは非常常常常にににに重要重要重要重要なところで、じなところで、じなところで、じなところで、じゃゃゃゃあ、あ、あ、あ、

役役役役所から届け出が出ていないですよと、本所から届け出が出ていないですよと、本所から届け出が出ていないですよと、本所から届け出が出ていないですよと、本来来来来届け出を出す届け出を出す届け出を出す届け出を出すべべべべきききき主主主主体は平野クレーン工業株体は平野クレーン工業株体は平野クレーン工業株体は平野クレーン工業株

式会社でご式会社でご式会社でご式会社でござざざざいますから、平野クレーン工業株式会社に高田土木事務所から連絡があっていますから、平野クレーン工業株式会社に高田土木事務所から連絡があっていますから、平野クレーン工業株式会社に高田土木事務所から連絡があっていますから、平野クレーン工業株式会社に高田土木事務所から連絡があって

出ていないということを出ていないということを出ていないということを出ていないということを知知知知った、あるいは、それは出さなければならないことであるとった、あるいは、それは出さなければならないことであるとった、あるいは、それは出さなければならないことであるとった、あるいは、それは出さなければならないことであると知知知知

った、その時った、その時った、その時った、その時点点点点まで株式会社山まで株式会社山まで株式会社山まで株式会社山崎産崎産崎産崎産業がおっし業がおっし業がおっし業がおっしゃゃゃゃっておったようなっておったようなっておったようなっておったような修繕修繕修繕修繕、、、、リサリサリサリサイクイクイクイクルルルルだとだとだとだと

いういういういう認識認識認識認識でおられたでおられたでおられたでおられたわわわわけですけですけですけですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いや、いや、いや、いや、私ど私ど私ど私どもがそういうもがそういうもがそういうもがそういう認識認識認識認識でおったのではなくて、解体を担当した株式会でおったのではなくて、解体を担当した株式会でおったのではなくて、解体を担当した株式会でおったのではなくて、解体を担当した株式会

社山社山社山社山崎産崎産崎産崎産業に業に業に業に説説説説明明明明を求めたところ、そういうを求めたところ、そういうを求めたところ、そういうを求めたところ、そういう返返返返答答答答があったと、回があったと、回があったと、回があったと、回答答答答があったということでがあったということでがあったということでがあったということで

ごごごござざざざいます。当います。当います。当います。当初初初初、、、、私ど私ど私ど私どもはもはもはもは最初最初最初最初から株式会社山から株式会社山から株式会社山から株式会社山崎産崎産崎産崎産業に業に業に業に対対対対しては、しては、しては、しては、私私私私らはそういう法らはそういう法らはそういう法らはそういう法律律律律

があることも、特に１があることも、特に１があることも、特に１があることも、特に１週週週週間前に事業間前に事業間前に事業間前に事業主主主主が届け出を出すということに関して無が届け出を出すということに関して無が届け出を出すということに関して無が届け出を出すということに関して無知知知知がありましがありましがありましがありまし

たので、そのたので、そのたので、そのたので、その説説説説明明明明をををを何何何何でしなかったのかということを事あるごとに求めていたのですけでしなかったのかということを事あるごとに求めていたのですけでしなかったのかということを事あるごとに求めていたのですけでしなかったのかということを事あるごとに求めていたのですけどどどど

も、それにも、それにも、それにも、それに対対対対しての回しての回しての回しての回答答答答が、いや、そのが、いや、そのが、いや、そのが、いや、そのリサリサリサリサイクイクイクイクルルルル法はあったのですけ法はあったのですけ法はあったのですけ法はあったのですけどどどども、解体ではなも、解体ではなも、解体ではなも、解体ではな

くくくくリリリリフォフォフォフォーーーームムムムだというだというだというだという認識認識認識認識でおったのででおったのででおったのででおったので説説説説明明明明をしなかったのですというようなをしなかったのですというようなをしなかったのですというようなをしなかったのですというような返返返返答答答答をいたをいたをいたをいた

だいております。非だいております。非だいております。非だいております。非公公公公式な式な式な式なんんんんでででで確認確認確認確認してもらうしかないと思いますが、そういうしてもらうしかないと思いますが、そういうしてもらうしかないと思いますが、そういうしてもらうしかないと思いますが、そういう返返返返答答答答でしでしでしでし

た。た。た。た。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。それは今もっています。それは今もっています。それは今もっています。それは今もって変変変変わわわわらないらないらないらないわわわわけですけですけですけですねねねね、株式会、株式会、株式会、株式会

社山社山社山社山崎産崎産崎産崎産業から平野クレーン工業株式会社に業から平野クレーン工業株式会社に業から平野クレーン工業株式会社に業から平野クレーン工業株式会社に対対対対するこの解体にかかするこの解体にかかするこの解体にかかするこの解体にかかわわわわる無届けの問題につる無届けの問題につる無届けの問題につる無届けの問題につ

いてのいてのいてのいての見見見見解は今もって解は今もって解は今もって解は今もって変変変変わわわわっていないのですっていないのですっていないのですっていないのですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そのそのそのその説説説説明明明明を受けたときには、株式会社山を受けたときには、株式会社山を受けたときには、株式会社山を受けたときには、株式会社山崎産崎産崎産崎産業も当業も当業も当業も当初初初初ははははリリリリフォフォフォフォーーーームムムムのつもりのつもりのつもりのつもり

だったので届け出のだったので届け出のだったので届け出のだったので届け出の説説説説明明明明をしなかったのですけをしなかったのですけをしなかったのですけをしなかったのですけどどどども、高田土木事務所からも、高田土木事務所からも、高田土木事務所からも、高田土木事務所から指導指導指導指導を受けて、を受けて、を受けて、を受けて、
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いや、これはもう解体なのですよということを言いや、これはもう解体なのですよということを言いや、これはもう解体なのですよということを言いや、これはもう解体なのですよということを言わわわわれましたということで、これは届け出れましたということで、これは届け出れましたということで、これは届け出れましたということで、これは届け出

をしないといけないのだということを株式会社山をしないといけないのだということを株式会社山をしないといけないのだということを株式会社山をしないといけないのだということを株式会社山崎産崎産崎産崎産業から業から業から業から聞聞聞聞いております。それで、いております。それで、いております。それで、いております。それで、私私私私

どどどどもももももももも知知知知らなかったこととはいらなかったこととはいらなかったこととはいらなかったこととはいええええ、そういうことに、そういうことに、そういうことに、そういうことに違反違反違反違反をしてるということですので、をしてるということですので、をしてるということですので、をしてるということですので、始始始始

末末末末書書書書ですかですかですかですかねねねね、て、て、て、てんんんんまつまつまつまつ書書書書を提出したということでごを提出したということでごを提出したということでごを提出したということでござざざざいます。います。います。います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。

次、次、次、次、済済済済みまみまみまみませんせんせんせん。委員の皆さ。委員の皆さ。委員の皆さ。委員の皆さんんんん、２２、２２、２２、２２ペペペペーーーージジジジをををを見見見見ていただきたいていただきたいていただきたいていただきたいんんんんですけですけですけですけどどどども、その平も、その平も、その平も、その平

成２４年７月６日の事情聴取の中で●●さ成２４年７月６日の事情聴取の中で●●さ成２４年７月６日の事情聴取の中で●●さ成２４年７月６日の事情聴取の中で●●さんんんんは、今後のことを考は、今後のことを考は、今後のことを考は、今後のことを考ええええて解体工事についてはて解体工事についてはて解体工事についてはて解体工事については

地元業者に発地元業者に発地元業者に発地元業者に発注注注注を考を考を考を考ええええた、株式会社山た、株式会社山た、株式会社山た、株式会社山崎産崎産崎産崎産業については業については業については業については乾乾乾乾議員からの議員からの議員からの議員からの紹介紹介紹介紹介であり、であり、であり、であり、信信信信用用用用しししし

ていたとていたとていたとていたと述べ述べ述べ述べておられます。この際の地元業者やておられます。この際の地元業者やておられます。この際の地元業者やておられます。この際の地元業者や乾乾乾乾県議という名前をお出しになって、や県議という名前をお出しになって、や県議という名前をお出しになって、や県議という名前をお出しになって、や

はりこの解体の発はりこの解体の発はりこの解体の発はりこの解体の発注注注注についてについてについてについて何何何何をををを期待期待期待期待なさっていたのですか。地元業者や、あるいはなさっていたのですか。地元業者や、あるいはなさっていたのですか。地元業者や、あるいはなさっていたのですか。地元業者や、あるいは乾乾乾乾県県県県

議会議員に議会議員に議会議員に議会議員に何何何何をををを期待期待期待期待されていたのですか。されていたのですか。されていたのですか。されていたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いいいいええええ、、、、期待期待期待期待ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、紹介紹介紹介紹介、議員の、議員の、議員の、議員の先生先生先生先生がごがごがごがご紹介紹介紹介紹介くださるような業者さくださるような業者さくださるような業者さくださるような業者さんんんん

ですので、そういう届け出関ですので、そういう届け出関ですので、そういう届け出関ですので、そういう届け出関係係係係もちもちもちもちゃんゃんゃんゃんとしっかりした、しっかりなさるところだというとしっかりした、しっかりなさるところだというとしっかりした、しっかりなさるところだというとしっかりした、しっかりなさるところだという

ふふふふうにうにうにうに信信信信用用用用していたという意していたという意していたという意していたという意味味味味のことでごのことでごのことでごのことでござざざざいます。います。います。います。

地元業者というのは、特に株式会社山地元業者というのは、特に株式会社山地元業者というのは、特に株式会社山地元業者というのは、特に株式会社山崎産崎産崎産崎産業さ業さ業さ業さんんんんも地元業者だとも地元業者だとも地元業者だとも地元業者だと僕僕僕僕はははは認識認識認識認識していますのしていますのしていますのしていますの

で、そういう発言がで、そういう発言がで、そういう発言がで、そういう発言が僕僕僕僕からあったのであれば、からあったのであれば、からあったのであれば、からあったのであれば、私私私私自自自自身身身身ももももどどどどういうういうういうういう趣趣趣趣旨なのかなっていうの旨なのかなっていうの旨なのかなっていうの旨なのかなっていうの

はよくはよくはよくはよくわわわわからないのですけからないのですけからないのですけからないのですけどどどども、地元さも、地元さも、地元さも、地元さんんんんの方がの方がの方がの方が勝勝勝勝手が手が手が手がわわわわかるといいますか、そういうこかるといいますか、そういうこかるといいますか、そういうこかるといいますか、そういうこ

となのかなというとなのかなというとなのかなというとなのかなというふふふふうに、ただ、その発言を、うに、ただ、その発言を、うに、ただ、その発言を、うに、ただ、その発言を、済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、したことを、したことを、したことを、したことを余余余余りりりり覚え覚え覚え覚えておりまておりまておりまておりま

せんせんせんせん。ただ、。ただ、。ただ、。ただ、確確確確かにかにかにかに乾乾乾乾議員に議員に議員に議員に紹介紹介紹介紹介してもらった業者なしてもらった業者なしてもらった業者なしてもらった業者なんんんんでででで信信信信用用用用してましたということにつしてましたということにつしてましたということにつしてましたということにつ

いては、いては、いては、いては、私私私私が発言したことははっきりが発言したことははっきりが発言したことははっきりが発言したことははっきり覚え覚え覚え覚えております。ております。ております。ております。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。以上です。います。以上です。います。以上です。います。以上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにごかにごかにごかにござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 委員の方、２１委員の方、２１委員の方、２１委員の方、２１ペペペペーーーージジジジですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、注文注文注文注文書書書書がががが欲欲欲欲しいと言しいと言しいと言しいと言わわわわれてれてれてれて注文注文注文注文書書書書を発を発を発を発

行したという行したという行したという行したというふふふふうに言うに言うに言うに言わわわわれています。株式会社山れています。株式会社山れています。株式会社山れています。株式会社山崎産崎産崎産崎産業の方は業の方は業の方は業の方は注文注文注文注文書書書書をををを欲欲欲欲しいということしいということしいということしいということ

で、それを６月２０日に発行したのだというで、それを６月２０日に発行したのだというで、それを６月２０日に発行したのだというで、それを６月２０日に発行したのだというふふふふうに言うに言うに言うに言わわわわれてます。今回、口頭れてます。今回、口頭れてます。今回、口頭れてます。今回、口頭契約契約契約契約でででで文文文文書書書書

にににに書書書書いたいたいたいた契約契約契約契約書書書書がないのですよがないのですよがないのですよがないのですよねねねね。そういうことで、。そういうことで、。そういうことで、。そういうことで、見見見見積積積積書書書書とかっていうことの中に、本とかっていうことの中に、本とかっていうことの中に、本とかっていうことの中に、本

来契約来契約来契約来契約の中での中での中での中で書書書書かなあかかなあかかなあかかなあかんんんん項目がないので、項目がないので、項目がないので、項目がないので、注文注文注文注文書書書書の中での中での中での中でどどどどういうことがういうことがういうことがういうことが書書書書かれているのかれているのかれているのかれているの

かということがかということがかということがかということが知知知知りたいです。ということで、りたいです。ということで、りたいです。ということで、りたいです。ということで、改改改改めてめてめてめて注文注文注文注文書書書書のののの写写写写しを出していただけますしを出していただけますしを出していただけますしを出していただけます

かということです。かということです。かということです。かということです。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 注文注文注文注文書書書書ですか。ですか。ですか。ですか。
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○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 はい。はい。はい。はい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 それに関しては、それ以それに関しては、それ以それに関しては、それ以それに関しては、それ以外外外外にも株式会社山にも株式会社山にも株式会社山にも株式会社山崎産崎産崎産崎産業さ業さ業さ業さんんんんとととと何度何度何度何度かのやりとりをかのやりとりをかのやりとりをかのやりとりを

していますけれしていますけれしていますけれしていますけれどどどども、正式なも、正式なも、正式なも、正式な注文注文注文注文書書書書っていうのはうちからそういうのもごっていうのはうちからそういうのもごっていうのはうちからそういうのもごっていうのはうちからそういうのもござざざざいまいまいまいませんせんせんせんので、ので、ので、ので、

見見見見積積積積書書書書の、たしか上をの、たしか上をの、たしか上をの、たしか上を見見見見積積積積書書書書ををををペペペペンでンでンでンで消消消消してしてしてして注文注文注文注文書書書書ってってってって書書書書いていていていてファファファファククククススススをををを送送送送り、いただいり、いただいり、いただいり、いただい

ているているているている見見見見積積積積もりをそういうもりをそういうもりをそういうもりをそういうふふふふうにうにうにうに書書書書きかきかきかきかええええてててて送送送送ったのじったのじったのじったのじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに認識認識認識認識しておしておしておしてお

ります。ですからります。ですからります。ですからります。ですから私ど私ど私ど私ども、決まったも、決まったも、決まったも、決まった注文注文注文注文書書書書というのをというのをというのをというのを持持持持っておりまっておりまっておりまっておりませんせんせんせんし、し、し、し、注文注文注文注文書書書書というというというという

ものがものがものがものがどどどどういうういうういうういう内容内容内容内容をををを書書書書くものなのかっていうのも正くものなのかっていうのも正くものなのかっていうのも正くものなのかっていうのも正直直直直余余余余りりりりわわわわからないので、からないので、からないので、からないので、多分多分多分多分、株式、株式、株式、株式

会社山会社山会社山会社山崎産崎産崎産崎産業がもし業がもし業がもし業がもし注文注文注文注文書書書書をもらっているということであれば、をもらっているということであれば、をもらっているということであれば、をもらっているということであれば、見見見見積積積積書書書書ををををタタタタイイイイトルトルトルトルをををを変変変変ええええ

てててて送送送送りりりり返返返返したものじしたものじしたものじしたものじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうに思っております。うに思っております。うに思っております。うに思っております。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 僕僕僕僕は平野クレーン工業株式会社の●●さは平野クレーン工業株式会社の●●さは平野クレーン工業株式会社の●●さは平野クレーン工業株式会社の●●さんんんんのことを事情聴取した、そのまとのことを事情聴取した、そのまとのことを事情聴取した、そのまとのことを事情聴取した、そのまと

めたのをめたのをめたのをめたのを見見見見ながら言っているのです。●●さながら言っているのです。●●さながら言っているのです。●●さながら言っているのです。●●さんんんんが、県の担当者が言ってることにが、県の担当者が言ってることにが、県の担当者が言ってることにが、県の担当者が言ってることに答え答え答え答えてのてのてのての

話話話話で、２１で、２１で、２１で、２１ペペペペーーーージジジジのところで、工事のところで、工事のところで、工事のところで、工事請請請請負負負負契約契約契約契約書書書書はなく、口頭はなく、口頭はなく、口頭はなく、口頭見見見見積積積積書書書書でのでのでのでの契約契約契約契約である、である、である、である、現現現現場場場場

で協議をしながらで協議をしながらで協議をしながらで協議をしながら細細細細部を決定していった、後で部を決定していった、後で部を決定していった、後で部を決定していった、後で注文注文注文注文書書書書がががが欲欲欲欲しいと言しいと言しいと言しいと言わわわわれてれてれてれて注文注文注文注文書書書書を発行しを発行しを発行しを発行し

た、その日付は平成２３年６月２０日ですとなっているのです。た、その日付は平成２３年６月２０日ですとなっているのです。た、その日付は平成２３年６月２０日ですとなっているのです。た、その日付は平成２３年６月２０日ですとなっているのです。

今回の特今回の特今回の特今回の特徴徴徴徴は、は、は、は、注注注注意意意意処分処分処分処分も受けた中で、も受けた中で、も受けた中で、も受けた中で、文文文文書書書書でででで契約契約契約契約をしていないということも理由のをしていないということも理由のをしていないということも理由のをしていないということも理由の一一一一

つなつなつなつなんんんんですよですよですよですよねねねね。その中に、きちっと。その中に、きちっと。その中に、きちっと。その中に、きちっと書書書書かなあかかなあかかなあかかなあかんんんんことがことがことがことが書書書書かれていないっていうのが今かれていないっていうのが今かれていないっていうのが今かれていないっていうのが今

回の回の回の回の百百百百条委員会の大きな特条委員会の大きな特条委員会の大きな特条委員会の大きな特徴徴徴徴ななななんんんんです。です。です。です。どどどどこかにそういうこかにそういうこかにそういうこかにそういう書書書書かなければならないことがかなければならないことがかなければならないことがかなければならないことが書書書書

いてあるのかいてあるのかいてあるのかいてあるのかどどどどうなのかということを調うなのかということを調うなのかということを調うなのかということを調べべべべたいというたいというたいというたいというふふふふうに思っているので、うに思っているので、うに思っているので、うに思っているので、注文注文注文注文書書書書の提の提の提の提

示をお願いしたいということなのです。示をお願いしたいということなのです。示をお願いしたいということなのです。示をお願いしたいということなのです。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先先先先ほほほほど私ど私ど私ど私が言いましたとおり、が言いましたとおり、が言いましたとおり、が言いましたとおり、恐恐恐恐らくそのらくそのらくそのらくその注文注文注文注文書書書書というのはいただいているというのはいただいているというのはいただいているというのはいただいている

見見見見積積積積書書書書ののののタタタタイイイイトルトルトルトルをををを棒線棒線棒線棒線でででで消消消消して発して発して発して発注注注注書書書書みたいなみたいなみたいなみたいな形形形形でででで送送送送りりりり返返返返しているものだとしているものだとしているものだとしているものだと認識認識認識認識しておしておしておしてお

るのですけるのですけるのですけるのですけどどどども、も、も、も、恐恐恐恐らくそれはらくそれはらくそれはらくそれは戻戻戻戻りましたらあると思いますので、株式会社山りましたらあると思いますので、株式会社山りましたらあると思いますので、株式会社山りましたらあると思いますので、株式会社山崎産崎産崎産崎産業がも業がも業がも業がも

し当社からし当社からし当社からし当社から注文注文注文注文書書書書を受けたのであれば、を受けたのであれば、を受けたのであれば、を受けたのであれば、多分多分多分多分そういうものじそういうものじそういうものじそういうものじゃゃゃゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうに、こうに、こうに、こうに、こ

ちらもちらもちらもちらも確認確認確認確認をしてみたいというをしてみたいというをしてみたいというをしてみたいというふふふふうに思っております。うに思っております。うに思っております。うに思っております。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 もうもうもうもう一一一一つ、この無届けのことを県の方から届けていまつ、この無届けのことを県の方から届けていまつ、この無届けのことを県の方から届けていまつ、この無届けのことを県の方から届けていませんせんせんせんよというよというよというよという話話話話をををを聞聞聞聞いいいい

たのは、今までの、たのは、今までの、たのは、今までの、たのは、今までの、先先先先ほほほほどどどどのののの説説説説明明明明では、平成２３年のいつごろだったのかなというのをもでは、平成２３年のいつごろだったのかなというのをもでは、平成２３年のいつごろだったのかなというのをもでは、平成２３年のいつごろだったのかなというのをも

うううう一度一度一度一度おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていただけまっていただけまっていただけまっていただけませんせんせんせんか。か。か。か。何何何何回も事あるごとに回も事あるごとに回も事あるごとに回も事あるごとに何何何何ででででリリリリフォフォフォフォーーーームムムムななななんんんんや、や、や、や、改改改改修修修修

ななななんんんんだというだというだというだというふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いたといういたといういたといういたというふふふふうに言うに言うに言うに言わわわわれてますので、それはいつごろであったのかれてますので、それはいつごろであったのかれてますので、それはいつごろであったのかれてますので、それはいつごろであったのか

なというなというなというなというふふふふうに思って、もううに思って、もううに思って、もううに思って、もう一度確認一度確認一度確認一度確認したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 リリリリフォフォフォフォーーーームムムムだと思って当社にだと思って当社にだと思って当社にだと思って当社に説説説説明明明明をしなかったのだというのは、ここをしなかったのだというのは、ここをしなかったのだというのは、ここをしなかったのだというのは、ここ最最最最近近近近のののの



---- 22229999 ----

話話話話でごでごでごでござざざざいます。ただ、無届け、それは出さないといけないということを高田土木事務所います。ただ、無届け、それは出さないといけないということを高田土木事務所います。ただ、無届け、それは出さないといけないということを高田土木事務所います。ただ、無届け、それは出さないといけないということを高田土木事務所

の方からの方からの方からの方から注注注注意を受けたのは、平成２３年中だったと思うのですけ意を受けたのは、平成２３年中だったと思うのですけ意を受けたのは、平成２３年中だったと思うのですけ意を受けたのは、平成２３年中だったと思うのですけどどどども、も、も、も、済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、それ、それ、それ、それ

は高田土木事務所の方には高田土木事務所の方には高田土木事務所の方には高田土木事務所の方に確認確認確認確認をするをするをするをするわわわわけにはいかないのでしけにはいかないのでしけにはいかないのでしけにはいかないのでしょょょょうか。ちうか。ちうか。ちうか。ちょょょょっとっとっとっと私私私私、時間の、時間の、時間の、時間の

あれがよく記あれがよく記あれがよく記あれがよく記憶憶憶憶がないです。がないです。がないです。がないです。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 以上です。以上です。以上です。以上です。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 今の高柳委員のお今の高柳委員のお今の高柳委員のお今の高柳委員のお話話話話をををを聞聞聞聞いていて思ったことでありますが、この株式会社山いていて思ったことでありますが、この株式会社山いていて思ったことでありますが、この株式会社山いていて思ったことでありますが、この株式会社山

崎産崎産崎産崎産業にい業にい業にい業にいわわわわゆゆゆゆるるるる見見見見積積積積書書書書が出て、それをが出て、それをが出て、それをが出て、それを注文注文注文注文書書書書にににに変変変変ええええたというおたというおたというおたというお話話話話でしたが、非でしたが、非でしたが、非でしたが、非常常常常にににに簡単簡単簡単簡単

なななな契約契約契約契約だなというだなというだなというだなというふふふふうに思うのですうに思うのですうに思うのですうに思うのですねねねね。通。通。通。通常常常常企企企企業である以上は、そういうような業である以上は、そういうような業である以上は、そういうような業である以上は、そういうような外外外外注注注注をすをすをすをす

るときにはるときにはるときにはるときには必ず必ず必ず必ず合合合合見見見見積積積積りをとるとか入りをとるとか入りをとるとか入りをとるとか入札形札形札形札形式をとるとか、その式をとるとか、その式をとるとか、その式をとるとか、その値値値値段段段段のののの妥妥妥妥当当当当性性性性とかそういうとかそういうとかそういうとかそういう

ものは当ものは当ものは当ものは当然然然然考考考考ええええるるるるべべべべきであって、きであって、きであって、きであって、普普普普通そういう通そういう通そういう通そういうふふふふうにすると思うのですが、そういうことうにすると思うのですが、そういうことうにすると思うのですが、そういうことうにすると思うのですが、そういうこと

はなさらなかったのでしはなさらなかったのでしはなさらなかったのでしはなさらなかったのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 その解体のその解体のその解体のその解体の金金金金額額額額全全全全体では、合体では、合体では、合体では、合見見見見積積積積りとかそういったものをとったりとかそういったものをとったりとかそういったものをとったりとかそういったものをとったわわわわけでもなけでもなけでもなけでもな

いのですけいのですけいのですけいのですけどどどども、出てきたも、出てきたも、出てきたも、出てきた金金金金額額額額から大体もしかしたらこれから大体もしかしたらこれから大体もしかしたらこれから大体もしかしたらこれぐぐぐぐらいらいらいらい引引引引けるのじけるのじけるのじけるのじゃゃゃゃないか、まないか、まないか、まないか、ま

けてもらけてもらけてもらけてもらええええるのじるのじるのじるのじゃゃゃゃないかということはぶつけてみて、それをないかということはぶつけてみて、それをないかということはぶつけてみて、それをないかということはぶつけてみて、それを反応反応反応反応をををを見見見見ながらながらながらながら値値値値段段段段を決めを決めを決めを決め

るというようなことでごるというようなことでごるというようなことでごるというようなことでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、実実実実際にその際にその際にその際にその細細細細かい項目をかい項目をかい項目をかい項目を見見見見ても、当社でそれをても、当社でそれをても、当社でそれをても、当社でそれをわわわわかかかか

る者はいまる者はいまる者はいまる者はいませんせんせんせんので、そういうので、そういうので、そういうので、そういう見見見見積積積積書書書書のののの細細細細かいところまではかいところまではかいところまではかいところまでは見見見見ていないということです。ていないということです。ていないということです。ていないということです。

全全全全体の解体の体の解体の体の解体の体の解体の規規規規模模模模をこれをこれをこれをこれぐぐぐぐらいかなということでらいかなということでらいかなということでらいかなということで想像想像想像想像して、して、して、して、値値値値段段段段、、、、値値値値ごろをかけたというごろをかけたというごろをかけたというごろをかけたという

程程程程度度度度のことでごのことでごのことでごのことでござざざざいます。います。います。います。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 平野クレーン工業株式会社さ平野クレーン工業株式会社さ平野クレーン工業株式会社さ平野クレーン工業株式会社さんんんんもいもいもいもいわわわわゆゆゆゆるそういうるそういうるそういうるそういう仕仕仕仕事をされていて、おた事をされていて、おた事をされていて、おた事をされていて、おた

くがそうでしくがそうでしくがそうでしくがそうでしょょょょ、、、、注文注文注文注文され、あるいはされ、あるいはされ、あるいはされ、あるいは指指指指名されるというようなときには、名されるというようなときには、名されるというようなときには、名されるというようなときには、相相相相当やっ当やっ当やっ当やっぱぱぱぱりりりりゼゼゼゼ

ネコネコネコネコンにしてもンにしてもンにしてもンにしても何何何何にしてもですよ、にしてもですよ、にしてもですよ、にしてもですよ、厳厳厳厳しくしくしくしく値値値値段段段段的的的的にもいろいろな行にもいろいろな行にもいろいろな行にもいろいろな行政政政政の、の、の、の、何何何何というのかな、というのかな、というのかな、というのかな、

資資資資格格格格とかというのは当とかというのは当とかというのは当とかというのは当然然然然調査しながら調査しながら調査しながら調査しながら相相相相当当当当詰詰詰詰められると思うのですめられると思うのですめられると思うのですめられると思うのですねねねね。それが非。それが非。それが非。それが非常常常常にににに軽微軽微軽微軽微

にされているという、通にされているという、通にされているという、通にされているという、通常常常常その業その業その業その業界界界界では本当に考では本当に考では本当に考では本当に考ええええられないような、そういう中でられないような、そういう中でられないような、そういう中でられないような、そういう中で僕僕僕僕は進は進は進は進

められてしまったのじめられてしまったのじめられてしまったのじめられてしまったのじゃゃゃゃないかなという、そういうないかなという、そういうないかなという、そういうないかなという、そういう疑疑疑疑問を問を問を問を持持持持つのですが、つのですが、つのですが、つのですが、実実実実際その際その際その際その値値値値交交交交渉渉渉渉

についてもについてもについてもについてもどどどどれれれれほほほほどどどどのののの値値値値交交交交渉渉渉渉をされたのか、もうをされたのか、もうをされたのか、もうをされたのか、もう一一一一発決発決発決発決裁裁裁裁みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じですよじですよじですよじですよねねねね、今のお、今のお、今のお、今のお

話話話話聞聞聞聞いていたらいていたらいていたらいていたらねねねね。これはもう社長がみ。これはもう社長がみ。これはもう社長がみ。これはもう社長がみずずずずからそういうからそういうからそういうからそういうふふふふうにごうにごうにごうにご判断判断判断判断されて、これでいいされて、これでいいされて、これでいいされて、これでいい

やと、やと、やと、やと、例例例例ええええばそのばそのばそのばその森森森森田田田田設設設設計計計計事務所です事務所です事務所です事務所ですねねねね、そこも入っている、そこも入っている、そこも入っている、そこも入っているわわわわけですし、そういうところけですし、そういうところけですし、そういうところけですし、そういうところ

の管理の管理の管理の管理監督監督監督監督とかそういうものはなかったのかとかそういうものはなかったのかとかそういうものはなかったのかとかそういうものはなかったのかどどどどうか、そのうか、そのうか、そのうか、その辺辺辺辺のいきさつをもうちのいきさつをもうちのいきさつをもうちのいきさつをもうちょょょょっとっとっとっと僕僕僕僕

はははは詳詳詳詳しくしくしくしく知知知知りたいなというりたいなというりたいなというりたいなという気気気気がするのですが、がするのですが、がするのですが、がするのですが、どどどどうでしうでしうでしうでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 解体についても、解体についても、解体についても、解体についても、森森森森田田田田設設設設計計計計事務所さ事務所さ事務所さ事務所さんんんんの方にはごの方にはごの方にはごの方にはご相相相相談談談談といいますか、そのとといいますか、そのとといいますか、そのとといいますか、そのと
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きそのときできそのときできそのときできそのときで簡単簡単簡単簡単なごなごなごなご相相相相談談談談はしていたと思うのですけれはしていたと思うのですけれはしていたと思うのですけれはしていたと思うのですけれどどどども、も、も、も、実実実実際に特に際に特に際に特に際に特に森森森森田田田田設設設設計計計計事務所事務所事務所事務所

ささささんんんんの方にはの方にはの方にはの方には歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げの方ですり下げの方ですり下げの方ですり下げの方ですねねねね、そちらの方で大、そちらの方で大、そちらの方で大、そちらの方で大分分分分ごごごご尽尽尽尽力をいただいていました力をいただいていました力をいただいていました力をいただいていました

ので、あので、あので、あので、あんんんんまりそれ以上のことをこちらから申し上げたことはなかったと思います。まりそれ以上のことをこちらから申し上げたことはなかったと思います。まりそれ以上のことをこちらから申し上げたことはなかったと思います。まりそれ以上のことをこちらから申し上げたことはなかったと思います。

それと、それと、それと、それと、確確確確かにかにかにかに私ど私ど私ど私どももクレーンといってもももクレーンといってもももクレーンといってもももクレーンといっても建設建設建設建設業ですので、委員おっし業ですので、委員おっし業ですので、委員おっし業ですので、委員おっしゃゃゃゃられたみたられたみたられたみたられたみた

いに、ちいに、ちいに、ちいに、ちょょょょっとやり方がっとやり方がっとやり方がっとやり方が安安安安易易易易ではないかということはではないかということはではないかということはではないかということは確確確確かにそうかなというかにそうかなというかにそうかなというかにそうかなという気気気気はするのではするのではするのではするので

すけれすけれすけれすけれどどどども、も、も、も、実実実実際にはやり方としては７際にはやり方としては７際にはやり方としては７際にはやり方としては７掛掛掛掛けとか６けとか６けとか６けとか６掛掛掛掛けとかいうけとかいうけとかいうけとかいう形形形形でででで一一一一たたたたんんんんぶつけまして、ぶつけまして、ぶつけまして、ぶつけまして、

それについて、いや、それは無理ですと、いや、じそれについて、いや、それは無理ですと、いや、じそれについて、いや、それは無理ですと、いや、じそれについて、いや、それは無理ですと、いや、じゃゃゃゃあこれにしてくれという、そういうあこれにしてくれという、そういうあこれにしてくれという、そういうあこれにしてくれという、そういう

やりとりでそのやりとりでそのやりとりでそのやりとりでその都度都度都度都度、、、、私ど私ど私ど私どもは社長の方に、これもは社長の方に、これもは社長の方に、これもは社長の方に、これぐぐぐぐらいでしたららいでしたららいでしたららいでしたら何何何何とかやってもらとかやってもらとかやってもらとかやってもらええええそうそうそうそう

ですというようなですというようなですというようなですというような打打打打ち合ち合ち合ち合わせわせわせわせをしながらやっていましたので、よそさをしながらやっていましたので、よそさをしながらやっていましたので、よそさをしながらやっていましたので、よそさんんんんは合は合は合は合見見見見積積積積りなりなりなりなんんんんかかかか

をとってやるのがをとってやるのがをとってやるのがをとってやるのが普普普普通なのかもしれないのですけ通なのかもしれないのですけ通なのかもしれないのですけ通なのかもしれないのですけどどどども、当も、当も、当も、当初初初初はははは最最最最終終終終的的的的にににに頼頼頼頼むところ、おむところ、おむところ、おむところ、お断断断断

りりりりせせせせなあかなあかなあかなあかんんんんところもありますので、なかなか今まで自ところもありますので、なかなか今まで自ところもありますので、なかなか今まで自ところもありますので、なかなか今まで自分分分分のところでそういう中ののところでそういう中ののところでそういう中ののところでそういう中のココココンクンクンクンク

リリリリーーーートトトトをやったりとかいろいろなをやったりとかいろいろなをやったりとかいろいろなをやったりとかいろいろな補補補補修修修修をしたりとかするときに、あをしたりとかするときに、あをしたりとかするときに、あをしたりとかするときに、あんんんんまり合まり合まり合まり合見見見見積積積積りを、りを、りを、りを、全全全全

くとらないくとらないくとらないくとらないわわわわけじけじけじけじゃゃゃゃないのですけれないのですけれないのですけれないのですけれどどどども、そういうやり方を今までもしてきまも、そういうやり方を今までもしてきまも、そういうやり方を今までもしてきまも、そういうやり方を今までもしてきませんせんせんせんでしたでしたでしたでした

ので、そう言ので、そう言ので、そう言ので、そう言わわわわれてれてれてれて指指指指摘摘摘摘されると、されると、されると、されると、確確確確かにちかにちかにちかにちょょょょっと会社としてはっと会社としてはっと会社としてはっと会社としては甘甘甘甘いといういといういといういという気気気気はしますけはしますけはしますけはしますけ

れれれれどどどども、そういうことでごも、そういうことでごも、そういうことでごも、そういうことでござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 はい、もうそれはい、もうそれはい、もうそれはい、もうそれぐぐぐぐらいにしときます。らいにしときます。らいにしときます。らいにしときます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかに。かに。かに。かに。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん。。。。確認確認確認確認も含めておも含めておも含めておも含めてお聞聞聞聞きしたいと思いますが、きしたいと思いますが、きしたいと思いますが、きしたいと思いますが、先先先先ほほほほどどどど委員長の方か委員長の方か委員長の方か委員長の方か

ら総ら総ら総ら総括的括的括的括的にににに小学校小学校小学校小学校へへへへの通の通の通の通学学学学路路路路の工事にの工事にの工事にの工事に係係係係るるるる説説説説明明明明に５月中に５月中に５月中に５月中旬旬旬旬に行かれたという証言がごに行かれたという証言がごに行かれたという証言がごに行かれたという証言がござざざざいいいい

ましたけれましたけれましたけれましたけれどどどども、このときまでに、そのも、このときまでに、そのも、このときまでに、そのも、このときまでに、そのアスベスアスベスアスベスアスベストトトトというというというという存存存存在というものが本当に在というものが本当に在というものが本当に在というものが本当に知知知知らならならならな

かったのかかったのかかったのかかったのかどどどどうかっていうことをうかっていうことをうかっていうことをうかっていうことを確認確認確認確認したいのと、もうしたいのと、もうしたいのと、もうしたいのと、もう一一一一つは、あと、つは、あと、つは、あと、つは、あと、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

おおおお隣隣隣隣の大きなおうちがごの大きなおうちがごの大きなおうちがごの大きなおうちがござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、ごも、ごも、ごも、ご近近近近所の方所の方所の方所の方々へ々へ々へ々へのののの説説説説明明明明はされたのかはされたのかはされたのかはされたのかどどどどうか、うか、うか、うか、

されたのであればされたのであればされたのであればされたのであればどどどどういうういうういうういう内容内容内容内容のののの説説説説明明明明をされたのかということををされたのかということををされたのかということををされたのかということを聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ままままずずずず、、、、私私私私、、、、小学校小学校小学校小学校の方にの方にの方にの方にＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡの方をの方をの方をの方を集集集集められましてめられましてめられましてめられまして説説説説明明明明に行ったのが、正に行ったのが、正に行ったのが、正に行ったのが、正

直直直直その解体のことについておその解体のことについておその解体のことについておその解体のことについてお話話話話ししたかししたかししたかししたかどどどどうかっていうのがっていうよりは、当社のうかっていうのがっていうよりは、当社のうかっていうのがっていうよりは、当社のうかっていうのがっていうよりは、当社の車両車両車両車両

がががが相相相相当大きな長いものになりますので、それの当大きな長いものになりますので、それの当大きな長いものになりますので、それの当大きな長いものになりますので、それの朝朝朝朝の出入りとか、そのあたりを、ちの出入りとか、そのあたりを、ちの出入りとか、そのあたりを、ちの出入りとか、そのあたりを、ちゃんゃんゃんゃんとととと

ミミミミラーをつけますということとか、回ラーをつけますということとか、回ラーをつけますということとか、回ラーをつけますということとか、回転転転転灯灯灯灯をつけてをつけてをつけてをつけて車両車両車両車両の出入りをの出入りをの出入りをの出入りを促促促促しますとかいうことしますとかいうことしますとかいうことしますとかいうこと

ですですですですねねねね、それと、通、それと、通、それと、通、それと、通学学学学にかかる時間にかかる時間にかかる時間にかかる時間帯帯帯帯のののの車両車両車両車両の出入りをの出入りをの出入りをの出入りを極極極極力いたしま力いたしま力いたしま力いたしませんせんせんせんとか、そういっとか、そういっとか、そういっとか、そういっ

たことがたことがたことがたことがメメメメインのインのインのインの趣趣趣趣旨でご旨でご旨でご旨でござざざざいまして、あともう１人いまして、あともう１人いまして、あともう１人いまして、あともう１人説説説説明明明明にににに一一一一緒緒緒緒に行った者がいますのでに行った者がいますのでに行った者がいますのでに行った者がいますので
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確認確認確認確認しますけれしますけれしますけれしますけれどどどども、解体のも、解体のも、解体のも、解体の話話話話とかそのあたり、当とかそのあたり、当とかそのあたり、当とかそのあたり、当然然然然アスベスアスベスアスベスアスベストトトトについてはについてはについてはについては私私私私、そのとき、そのとき、そのとき、そのとき

はははは全全全全くくくく知知知知りまりまりまりませんせんせんせんので、それをので、それをので、それをので、それを説説説説明明明明したっていうことはごしたっていうことはごしたっていうことはごしたっていうことはござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。解体についての。解体についての。解体についての。解体についての説説説説

明明明明をしたかをしたかをしたかをしたかどどどどうかも、もう１人の方にうかも、もう１人の方にうかも、もう１人の方にうかも、もう１人の方に確認確認確認確認すればすればすればすればわわわわかると思うのですけかると思うのですけかると思うのですけかると思うのですけどどどども、ちも、ちも、ちも、ちょょょょっとっとっとっと私私私私

は、は、は、は、主主主主に出入りの、それとかに出入りの、それとかに出入りの、それとかに出入りの、それとか騒騒騒騒音の問題をお音の問題をお音の問題をお音の問題をお話話話話ししたというししたというししたというししたというふふふふうに記うに記うに記うに記憶憶憶憶しております。しております。しております。しております。

（（（（「「「「そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに説説説説明明明明に行かれたのか、自治会、に行かれたのか、自治会、に行かれたのか、自治会、に行かれたのか、自治会、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園とか」と呼ぶ者あり）とか」と呼ぶ者あり）とか」と呼ぶ者あり）とか」と呼ぶ者あり）

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いや、いや、いや、いや、小学校小学校小学校小学校に、に、に、に、校校校校長長長長先生先生先生先生ととととＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡの方と。の方と。の方と。の方と。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ななななぜ小学校ぜ小学校ぜ小学校ぜ小学校だけ行かれただけ行かれただけ行かれただけ行かれたんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、特に、、特に、、特に、、特に、落落落落ちちちち度度度度といといといといええええばばばば落落落落ちちちち度度度度ですが、ですが、ですが、ですが、全然全然全然全然気気気気が回らなかったとが回らなかったとが回らなかったとが回らなかったと

いいますか、たしかそのいいますか、たしかそのいいますか、たしかそのいいますか、たしかその小学校小学校小学校小学校がすがすがすがすぐぐぐぐ近近近近くなので、その通くなので、その通くなので、その通くなので、その通学学学学もありますので、ちもありますので、ちもありますので、ちもありますので、ちょょょょっとっとっとっと小小小小

学校学校学校学校にあいさつには行っといた方がいいというのは社にあいさつには行っといた方がいいというのは社にあいさつには行っといた方がいいというのは社にあいさつには行っといた方がいいというのは社内的内的内的内的に出たおに出たおに出たおに出たお話話話話でして、そのとおりでして、そのとおりでして、そのとおりでして、そのとおり

にしてしまったということで、そのにしてしまったということで、そのにしてしまったということで、そのにしてしまったということで、その周周周周りのりのりのりの近隣近隣近隣近隣の方のところにごの方のところにごの方のところにごの方のところにご説説説説明明明明、ごあいさつとか、、ごあいさつとか、、ごあいさつとか、、ごあいさつとか、

幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園ですか、そちらの方はたしかですか、そちらの方はたしかですか、そちらの方はたしかですか、そちらの方はたしかひひひひっついておられたので、っついておられたので、っついておられたので、っついておられたので、校校校校長長長長先生先生先生先生がおられたのでがおられたのでがおられたのでがおられたので一一一一

緒緒緒緒なのかなというなのかなというなのかなというなのかなという感覚感覚感覚感覚もももも持持持持っていたことは否めないかなというっていたことは否めないかなというっていたことは否めないかなというっていたことは否めないかなというふふふふうに思っております。うに思っております。うに思っております。うに思っております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、今の、今の、今の、今の点点点点についてですけについてですけについてですけについてですけどどどども、も、も、も、町町町町教教教教委、委、委、委、町町町町のののの教教教教育育育育委員会からは委員会からは委員会からは委員会からは

説説説説明明明明に行った日は６月１０日と言に行った日は６月１０日と言に行った日は６月１０日と言に行った日は６月１０日と言わわわわれております。それでよろしいですか、れております。それでよろしいですか、れております。それでよろしいですか、れております。それでよろしいですか、どどどどうですか、うですか、うですか、うですか、

再再再再確認確認確認確認します。その今のします。その今のします。その今のします。その今の小学校小学校小学校小学校にににに説説説説明明明明に行った日は、に行った日は、に行った日は、に行った日は、広陵町広陵町広陵町広陵町のののの教教教教育育育育委員会から６月１０日委員会から６月１０日委員会から６月１０日委員会から６月１０日

に行ったという報告をされておられますけれに行ったという報告をされておられますけれに行ったという報告をされておられますけれに行ったという報告をされておられますけれどどどども。も。も。も。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そういうことでしたら間そういうことでしたら間そういうことでしたら間そういうことでしたら間違違違違いないと思います。こちらの方で正いないと思います。こちらの方で正いないと思います。こちらの方で正いないと思います。こちらの方で正確確確確な日にちをな日にちをな日にちをな日にちを

把握把握把握把握しておりましておりましておりましておりませんせんせんせんので、記ので、記ので、記ので、記憶憶憶憶しておりましておりましておりましておりませんせんせんせん。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにごかにごかにごかにござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 先先先先ほほほほどどどどのののの小学校小学校小学校小学校でのでのでのでの説説説説明明明明会のいきさつなのですけれ会のいきさつなのですけれ会のいきさつなのですけれ会のいきさつなのですけれどどどども、これは平野クレーも、これは平野クレーも、これは平野クレーも、これは平野クレー

ン工業株式会社さン工業株式会社さン工業株式会社さン工業株式会社さんんんんの方からの方からの方からの方から小学校小学校小学校小学校にあいさつに行ったのか、それともにあいさつに行ったのか、それともにあいさつに行ったのか、それともにあいさつに行ったのか、それとも小学校小学校小学校小学校の方からの方からの方からの方から説説説説

明明明明にににに来来来来てくださいと言てくださいと言てくださいと言てくださいと言わわわわれてれてれてれて促促促促されて行ったのか、されて行ったのか、されて行ったのか、されて行ったのか、どどどどちらだったですか。ちらだったですか。ちらだったですか。ちらだったですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 確確確確かにそういうかにそういうかにそういうかにそういう説説説説明明明明にににに来来来来てくださいっていうようなことがてくださいっていうようなことがてくださいっていうようなことがてくださいっていうようなことが保護保護保護保護者さ者さ者さ者さんんんんからあからあからあからあ

ったというったというったというったというふふふふうに記うに記うに記うに記憶憶憶憶しているのですけれしているのですけれしているのですけれしているのですけれどどどども、も、も、も、確確確確かにその時かにその時かにその時かにその時点点点点ではではではでは近近近近くにくにくにくに小学校小学校小学校小学校もありもありもありもあり

ますし、ますし、ますし、ますし、朝朝朝朝通通通通学学学学している方もしている方もしている方もしている方も見見見見ていますので行かなあかていますので行かなあかていますので行かなあかていますので行かなあかんんんんなというようなことは社なというようなことは社なというようなことは社なというようなことは社内内内内でもでもでもでも

話話話話してましたので、ちしてましたので、ちしてましたので、ちしてましたので、ちょょょょっと記っと記っと記っと記憶憶憶憶がごっちがごっちがごっちがごっちゃゃゃゃになってますけれになってますけれになってますけれになってますけれどどどども、も、も、も、確確確確かにそういうのはかにそういうのはかにそういうのはかにそういうのは

保護保護保護保護者さ者さ者さ者さんんんんからあったというからあったというからあったというからあったというふふふふうに記うに記うに記うに記憶憶憶憶しております。しております。しております。しております。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 そのそのそのその保護保護保護保護者の方からのお者の方からのお者の方からのお者の方からのお話話話話というのは、そのクレーンのというのは、そのクレーンのというのは、そのクレーンのというのは、そのクレーンの車両車両車両車両の出入りのことの出入りのことの出入りのことの出入りのこと

だったのか、そのだったのか、そのだったのか、そのだったのか、そのアスベスアスベスアスベスアスベストトトトの問題も今回上がっていますけれの問題も今回上がっていますけれの問題も今回上がっていますけれの問題も今回上がっていますけれどどどども、も、も、も、主主主主ににににどどどどのようなのようなのようなのような趣趣趣趣旨旨旨旨
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で平野クレーン工業株式会社さで平野クレーン工業株式会社さで平野クレーン工業株式会社さで平野クレーン工業株式会社さんんんんにににに小学校小学校小学校小学校でででで説説説説明明明明してしてしてしてほほほほしいというしいというしいというしいという依頼依頼依頼依頼があったのか、そがあったのか、そがあったのか、そがあったのか、そ

のことについておのことについておのことについておのことについてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 アスベスアスベスアスベスアスベストトトトについてはについてはについてはについては何何何何のあれもご意のあれもご意のあれもご意のあれもご意見見見見もごもごもごもござざざざいまいまいまいませんせんせんせんでしたし、こちらかでしたし、こちらかでしたし、こちらかでしたし、こちらか

らもらもらもらも説説説説明明明明をしてはいないと思います。をしてはいないと思います。をしてはいないと思います。をしてはいないと思います。主主主主に出入りとに出入りとに出入りとに出入りと騒騒騒騒音だったという音だったという音だったという音だったというふふふふうに記うに記うに記うに記憶憶憶憶しておりしておりしておりしており

ます。ます。ます。ます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、その、その、その、その保護保護保護保護者からの意者からの意者からの意者からの意見見見見があったというのは、があったというのは、があったというのは、があったというのは、直接直接直接直接ありましたありましたありましたありました

か、それともか、それともか、それともか、それとも小学校小学校小学校小学校をををを経経経経由して、由して、由して、由して、教教教教育育育育委員会を委員会を委員会を委員会を経経経経由して。由して。由して。由して。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 私私私私、、、、現現現現地に地に地に地に常常常常駐駐駐駐しておりましておりましておりましておりませんせんせんせんのでのでのでので直接直接直接直接じじじじゃゃゃゃないのですけれないのですけれないのですけれないのですけれどどどども、も、も、も、朝朝朝朝行き行き行き行き来来来来

しておられるときに、しておられるときに、しておられるときに、しておられるときに、立立立立ちちちち話話話話っていうっていうっていうっていうわわわわけでもないのですけけでもないのですけけでもないのですけけでもないのですけどどどども、も、も、も、何何何何かそういうかそういうかそういうかそういう話話話話があっがあっがあっがあっ

たというたというたというたというふふふふうに記うに記うに記うに記憶憶憶憶をしております。別の者がそういうをしております。別の者がそういうをしております。別の者がそういうをしております。別の者がそういうふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いたということですいたということですいたということですいたということですねねねね。。。。

教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会……………………。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、小学校小学校小学校小学校からからからから要請要請要請要請されたとか、されたとか、されたとか、されたとか、ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡからからからから直接直接直接直接要請要請要請要請されたとか、されたとか、されたとか、されたとか、

説説説説明明明明会開けということはない会開けということはない会開けということはない会開けということはないわわわわけですけですけですけですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いや、あったと思います。あったかな、いや、あったと思います。あったかな、いや、あったと思います。あったかな、いや、あったと思います。あったかな、済済済済みまみまみまみませんせんせんせん、ち、ち、ち、ちょょょょっとそれもっとそれもっとそれもっとそれも確認確認確認確認しししし

て。て。て。て。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにごかにごかにごかにござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。

今回の今回の今回の今回の質質質質問に問に問に問に対対対対しまして、以前に調査委員会でしまして、以前に調査委員会でしまして、以前に調査委員会でしまして、以前に調査委員会で答弁答弁答弁答弁されたされたされたされた内容内容内容内容とととと食食食食いいいい違違違違っているところっているところっているところっているところ

がががが数点数点数点数点ごごごござざざざいますので、さっきの問題も含めまして、もういますので、さっきの問題も含めまして、もういますので、さっきの問題も含めまして、もういますので、さっきの問題も含めまして、もう一一一一遍遍遍遍整整整整理をして理をして理をして理をして文文文文書書書書でお尋でお尋でお尋でお尋ねねねねをををを

したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。

そして、提出を求められましたこの土地のそして、提出を求められましたこの土地のそして、提出を求められましたこの土地のそして、提出を求められましたこの土地の売売売売買契約買契約買契約買契約書及び重要書及び重要書及び重要書及び重要事項事項事項事項説説説説明書明書明書明書、そして、そして、そして、そして並並並並びびびび

にににに注文注文注文注文書書書書に関するものに関して提出をお願いしたいと思いますが。に関するものに関して提出をお願いしたいと思いますが。に関するものに関して提出をお願いしたいと思いますが。に関するものに関して提出をお願いしたいと思いますが。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今のはこれに今のはこれに今のはこれに今のはこれに書書書書いてもよろしいのでしいてもよろしいのでしいてもよろしいのでしいてもよろしいのでしょょょょうか、それともうか、それともうか、それともうか、それとも書書書書類類類類、こういうもの、こういうもの、こういうもの、こういうもの

を提出してくださいというを提出してくださいというを提出してくださいというを提出してくださいという書書書書類類類類をいただけるをいただけるをいただけるをいただけるんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 後日またお後日またお後日またお後日またお知知知知ららららせせせせいたしますいたしますいたしますいたします。。。。（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）契約契約契約契約人の人の人の人の確確確確定は土地定は土地定は土地定は土地売売売売

買契約買契約買契約買契約書書書書ででででわわわわかるのでかるのでかるのでかるので。。。。（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）

工事の工事の工事の工事の契約契約契約契約書書書書というのはあれですというのはあれですというのはあれですというのはあれですねねねね、、、、注文注文注文注文書書書書の日でよろしいのですか、の日でよろしいのですか、の日でよろしいのですか、の日でよろしいのですか、契約契約契約契約書書書書と別にごと別にごと別にごと別にご

ざざざざいますか。いますか。いますか。いますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ごごごござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。解体工事ですか。。解体工事ですか。。解体工事ですか。。解体工事ですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ごごごござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そうであれば、そうであれば、そうであれば、そうであれば、見見見見積積積積書書書書をををを消消消消したしたしたした注文注文注文注文書書書書があればお願いしたいと思います。があればお願いしたいと思います。があればお願いしたいと思います。があればお願いしたいと思います。

それは５１４それは５１４それは５１４それは５１４万万万万２２２２，，，，８００８００８００８００円全円全円全円全部の部の部の部の金金金金額額額額でお願いしたいと思いますけれでお願いしたいと思いますけれでお願いしたいと思いますけれでお願いしたいと思いますけれどどどど、よろしいです、よろしいです、よろしいです、よろしいです

か。か。か。か。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、それではい、それではい、それではい、それで結構結構結構結構です。です。です。です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 今回２９０今回２９０今回２９０今回２９０何万円何万円何万円何万円のののの見見見見積積積積もりしか手に入っておりまもりしか手に入っておりまもりしか手に入っておりまもりしか手に入っておりませんせんせんせんので、すので、すので、すので、すべべべべての５ての５ての５ての５

１４１４１４１４万万万万２２２２，，，，８００８００８００８００円円円円のののの金金金金額額額額のを。というのは、のを。というのは、のを。というのは、のを。というのは、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げは、この２９０り下げは、この２９０り下げは、この２９０り下げは、この２９０何万円何万円何万円何万円のとのとのとのと

ころには入っておりまころには入っておりまころには入っておりまころには入っておりませんせんせんせんので、それとか報告ので、それとか報告ので、それとか報告ので、それとか報告書書書書の中には、平野クレーン工業株式会社さの中には、平野クレーン工業株式会社さの中には、平野クレーン工業株式会社さの中には、平野クレーン工業株式会社さ

んんんんから正式な報告から正式な報告から正式な報告から正式な報告書書書書の中でも解体工事には工事の名の中でも解体工事には工事の名の中でも解体工事には工事の名の中でも解体工事には工事の名称称称称が入ってますけが入ってますけが入ってますけが入ってますけどどどども、も、も、も、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下り下り下り下

げには入ってないのです。けれげには入ってないのです。けれげには入ってないのです。けれげには入ってないのです。けれどどどど、株式会社山、株式会社山、株式会社山、株式会社山崎産崎産崎産崎産業には解体工事業には解体工事業には解体工事業には解体工事及び及び及び及び歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げとり下げとり下げとり下げと

かってなっておりますので、またかってなっておりますので、またかってなっておりますので、またかってなっておりますので、また整整整整理して理して理して理して文文文文書書書書でおでおでおでお知知知知ららららせせせせしますので、よろしくお願い申しますので、よろしくお願い申しますので、よろしくお願い申しますので、よろしくお願い申

し上げます。し上げます。し上げます。し上げます。

それでは、それでは、それでは、それでは、何何何何かごかごかごかござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

ないようでしたら、以上で証人にないようでしたら、以上で証人にないようでしたら、以上で証人にないようでしたら、以上で証人に対対対対するするするする質質質質問は問は問は問は終終終終了いたしました。了いたしました。了いたしました。了いたしました。

証人には、長時間ありがとうご証人には、長時間ありがとうご証人には、長時間ありがとうご証人には、長時間ありがとうござざざざいました。ごいました。ごいました。ごいました。ご退退退退席していただいて席していただいて席していただいて席していただいて結構結構結構結構でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

どどどどうもありがとうごうもありがとうごうもありがとうごうもありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

（●●証人（●●証人（●●証人（●●証人退退退退席）席）席）席）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、今後の調査の進め方についてですけれ次に、今後の調査の進め方についてですけれ次に、今後の調査の進め方についてですけれ次に、今後の調査の進め方についてですけれどどどども、次回の証人も、次回の証人も、次回の証人も、次回の証人へへへへの事情聴の事情聴の事情聴の事情聴

取について、次の取について、次の取について、次の取について、次の点点点点についてごについてごについてごについてご検検検検討討討討いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

ままままずずずず、、、、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく届け出事項のく届け出事項のく届け出事項のく届け出事項の説説説説明明明明義義義義務者であり、かつ、解体務者であり、かつ、解体務者であり、かつ、解体務者であり、かつ、解体作作作作業を業を業を業を請請請請

けけけけ負負負負った株式会社山った株式会社山った株式会社山った株式会社山崎産崎産崎産崎産業の代表者と同社業の代表者と同社業の代表者と同社業の代表者と同社監監監監理理理理技術技術技術技術者を、そして次に、者を、そして次に、者を、そして次に、者を、そして次に、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法法法法

にににに基づ基づ基づ基づく届け出の提出く届け出の提出く届け出の提出く届け出の提出窓窓窓窓口である高田土木事務所の口である高田土木事務所の口である高田土木事務所の口である高田土木事務所の建建建建築築築築課長を証人として本委員会に出頭課長を証人として本委員会に出頭課長を証人として本委員会に出頭課長を証人として本委員会に出頭

を求めることがを求めることがを求めることがを求めることが適適適適当と考当と考当と考当と考ええええますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしょょょょうか、よろしいですか。うか、よろしいですか。うか、よろしいですか。うか、よろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

また、証言を求める事項については、ただいまから資料をお配りいたしますので、お目また、証言を求める事項については、ただいまから資料をお配りいたしますので、お目また、証言を求める事項については、ただいまから資料をお配りいたしますので、お目また、証言を求める事項については、ただいまから資料をお配りいたしますので、お目

通し願います。通し願います。通し願います。通し願います。

それでは、出頭を求める証人と証言を求める事項についてご意それでは、出頭を求める証人と証言を求める事項についてご意それでは、出頭を求める証人と証言を求める事項についてご意それでは、出頭を求める証人と証言を求める事項についてご意見見見見をお願いしたいと思いをお願いしたいと思いをお願いしたいと思いをお願いしたいと思い

ますけれますけれますけれますけれどどどども、ご意も、ご意も、ご意も、ご意見見見見、これでご、これでご、これでご、これでござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。

なければ、なければ、なければ、なければ、先先先先ほほほほどどどど申し上げました方を証人として出頭を求めることとし、また、証言を申し上げました方を証人として出頭を求めることとし、また、証言を申し上げました方を証人として出頭を求めることとし、また、証言を申し上げました方を証人として出頭を求めることとし、また、証言を
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求める事項については、お手元に配付しましたとおりと、求める事項については、お手元に配付しましたとおりと、求める事項については、お手元に配付しましたとおりと、求める事項については、お手元に配付しましたとおりと、先先先先ほほほほどどどどの事項をの事項をの事項をの事項を追加追加追加追加することですることですることですることで

よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、議長に証人出頭それでは、議長に証人出頭それでは、議長に証人出頭それでは、議長に証人出頭要要要要求求求求書書書書を提出さを提出さを提出さを提出させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

なお、次回の証人なお、次回の証人なお、次回の証人なお、次回の証人へへへへの事情聴取におきましても、はじめに委員長から取りまとめての事情聴取におきましても、はじめに委員長から取りまとめての事情聴取におきましても、はじめに委員長から取りまとめての事情聴取におきましても、はじめに委員長から取りまとめて質質質質問問問問

し、その後、し、その後、し、その後、し、その後、各各各各委員から委員から委員から委員から補補補補足足足足質質質質問を行っていただくことといたします。問を行っていただくことといたします。問を行っていただくことといたします。問を行っていただくことといたします。

また、証人また、証人また、証人また、証人へへへへのののの質質質質問時間ですが、それ問時間ですが、それ問時間ですが、それ問時間ですが、それぞぞぞぞれ１時間れ１時間れ１時間れ１時間程程程程度度度度、委員の、委員の、委員の、委員の補補補補足足足足時間は１人５時間は１人５時間は１人５時間は１人５分分分分程程程程度度度度

で行いますが、よろしいですか。で行いますが、よろしいですか。で行いますが、よろしいですか。で行いますが、よろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。

次に、証言の際の次に、証言の際の次に、証言の際の次に、証言の際のメメメメモモモモ、資料を、資料を、資料を、資料を見見見見ながらの証言についても、ながらの証言についても、ながらの証言についても、ながらの証言についても、原則原則原則原則として許可しないこととして許可しないこととして許可しないこととして許可しないこと

といたしますが、よろしいですか。といたしますが、よろしいですか。といたしますが、よろしいですか。といたしますが、よろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。

なお、なお、なお、なお、弁護士等弁護士等弁護士等弁護士等のののの補佐補佐補佐補佐人の同席については、当日お人の同席については、当日お人の同席については、当日お人の同席については、当日お諮諮諮諮りすることといたします。りすることといたします。りすることといたします。りすることといたします。

その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。何何何何かごかごかごかござざざざいまいまいまいませんせんせんせんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

なければ、次回の開なければ、次回の開なければ、次回の開なければ、次回の開催催催催ですけれですけれですけれですけれどどどども、まも、まも、まも、まずずずず、本日の証人尋問の、本日の証人尋問の、本日の証人尋問の、本日の証人尋問の整整整整理のため、２月定理のため、２月定理のため、２月定理のため、２月定例例例例会会会会

中の３月２１日中の３月２１日中の３月２１日中の３月２１日午午午午前１０時から開前１０時から開前１０時から開前１０時から開催催催催したいと思います。また、本日決定していただきまししたいと思います。また、本日決定していただきまししたいと思います。また、本日決定していただきまししたいと思います。また、本日決定していただきまし

た証人尋問を３月下た証人尋問を３月下た証人尋問を３月下た証人尋問を３月下旬旬旬旬から４月上から４月上から４月上から４月上旬旬旬旬をををを予予予予定しますが、証人の定しますが、証人の定しますが、証人の定しますが、証人の都都都都合もありますので、調合もありますので、調合もありますので、調合もありますので、調整整整整次次次次

第にお第にお第にお第にお知知知知ららららせせせせすることであすることであすることであすることであわせわせわせわせてよろしいでしてよろしいでしてよろしいでしてよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「時間をもっと時間をもっと時間をもっと時間をもっと凝縮凝縮凝縮凝縮してしてしてして早早早早くしてください。長くしてください。長くしてください。長くしてください。長 々々々々とな」と呼ぶ者あり）とな」と呼ぶ者あり）とな」と呼ぶ者あり）とな」と呼ぶ者あり）

証人の証人の証人の証人の都都都都合もあります。今回もなかなか合もあります。今回もなかなか合もあります。今回もなかなか合もあります。今回もなかなか返返返返答答答答がががが遅遅遅遅いということもごいということもごいということもごいということもござざざざいましたので、議いましたので、議いましたので、議いましたので、議

会中もあり、議会の定会中もあり、議会の定会中もあり、議会の定会中もあり、議会の定例例例例中に１回中に１回中に１回中に１回整整整整理をして理をして理をして理をして……………………

（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）

証人尋問を３月下証人尋問を３月下証人尋問を３月下証人尋問を３月下旬旬旬旬から４月上から４月上から４月上から４月上旬旬旬旬にしたいと思います。よろしいですか。にしたいと思います。よろしいですか。にしたいと思います。よろしいですか。にしたいと思います。よろしいですか。

（（（（「「「「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）

その後また、議会その後また、議会その後また、議会その後また、議会閉閉閉閉会後になりますので、また進会後になりますので、また進会後になりますので、また進会後になりますので、また進んんんんでやりたいと思っております。よろでやりたいと思っております。よろでやりたいと思っております。よろでやりたいと思っております。よろ

しいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにします。それでは、そのようにします。それでは、そのようにします。それでは、そのようにします。
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これで本日の委員会をこれで本日の委員会をこれで本日の委員会をこれで本日の委員会を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。


