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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３月２１日（木） １０：０５～１１：２６平成２５年３月２１日（木） １０：０５～１１：２６平成２５年３月２１日（木） １０：０５～１１：２６平成２５年３月２１日（木） １０：０５～１１：２６

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 １０名１０名１０名１０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

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 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

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 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 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 なしなしなしなし

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ７名７名７名７名

議 事議 事議 事議 事

（１）提出記録等について（１）提出記録等について（１）提出記録等について（１）提出記録等について

（２）関係者への事情聴取について（２）関係者への事情聴取について（２）関係者への事情聴取について（２）関係者への事情聴取について

① 前回の証人尋問のまとめについて① 前回の証人尋問のまとめについて① 前回の証人尋問のまとめについて① 前回の証人尋問のまとめについて

② 次回の証人及び参考人の招致について② 次回の証人及び参考人の招致について② 次回の証人及び参考人の招致について② 次回の証人及び参考人の招致について

（３）今後の調査の進め方について（３）今後の調査の進め方について（３）今後の調査の進め方について（３）今後の調査の進め方について

（４）その他（４）その他（４）その他（４）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。

本日の傍聴者は、３名です。本日の傍聴者は、３名です。本日の傍聴者は、３名です。本日の傍聴者は、３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。

はじめに、提出記録等についてですが、前回の委員会で記録提出を求めました資料と前はじめに、提出記録等についてですが、前回の委員会で記録提出を求めました資料と前はじめに、提出記録等についてですが、前回の委員会で記録提出を求めました資料と前はじめに、提出記録等についてですが、前回の委員会で記録提出を求めました資料と前
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回の委員会での証言の概要をお手元に配付しておりますので、お目通しいただきたいと思回の委員会での証言の概要をお手元に配付しておりますので、お目通しいただきたいと思回の委員会での証言の概要をお手元に配付しておりますので、お目通しいただきたいと思回の委員会での証言の概要をお手元に配付しておりますので、お目通しいただきたいと思

います。います。います。います。

なお、この資料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なお、この資料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なお、この資料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なお、この資料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。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。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。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。

次に、関係者への事情聴取についてですが、まず、前回の証人尋問のまとめといたしま次に、関係者への事情聴取についてですが、まず、前回の証人尋問のまとめといたしま次に、関係者への事情聴取についてですが、まず、前回の証人尋問のまとめといたしま次に、関係者への事情聴取についてですが、まず、前回の証人尋問のまとめといたしま

して、副委員長から報告していただきます。して、副委員長から報告していただきます。して、副委員長から報告していただきます。して、副委員長から報告していただきます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 証言の概要について、ざっとご紹介いたします。証言の概要について、ざっとご紹介いたします。証言の概要について、ざっとご紹介いたします。証言の概要について、ざっとご紹介いたします。

まず、元高田土木事務所長の●●証人については、歩道の切り下げ工事の承認を、管理まず、元高田土木事務所長の●●証人については、歩道の切り下げ工事の承認を、管理まず、元高田土木事務所長の●●証人については、歩道の切り下げ工事の承認を、管理まず、元高田土木事務所長の●●証人については、歩道の切り下げ工事の承認を、管理

課が事務的に進めていることについては認識していた。しかし、昨年度になって、彼が転課が事務的に進めていることについては認識していた。しかし、昨年度になって、彼が転課が事務的に進めていることについては認識していた。しかし、昨年度になって、彼が転課が事務的に進めていることについては認識していた。しかし、昨年度になって、彼が転

勤した後、県議会の建設委員会で、実は平成２４年度になっても竣工届が出ていないこと勤した後、県議会の建設委員会で、実は平成２４年度になっても竣工届が出ていないこと勤した後、県議会の建設委員会で、実は平成２４年度になっても竣工届が出ていないこと勤した後、県議会の建設委員会で、実は平成２４年度になっても竣工届が出ていないこと

を聞いたと。指導徹底していなかったことについて、責任を感じるということがございまを聞いたと。指導徹底していなかったことについて、責任を感じるということがございまを聞いたと。指導徹底していなかったことについて、責任を感じるということがございまを聞いたと。指導徹底していなかったことについて、責任を感じるということがございま

した。これは、●●証人です。した。これは、●●証人です。した。これは、●●証人です。した。これは、●●証人です。

それから、担当の管理課長であった●●証人は、この歩道切り下げについて、担当者がそれから、担当の管理課長であった●●証人は、この歩道切り下げについて、担当者がそれから、担当の管理課長であった●●証人は、この歩道切り下げについて、担当者がそれから、担当の管理課長であった●●証人は、この歩道切り下げについて、担当者が

申請代理者と事前協議したかというと、確認できない、したと思うというふうな供述でご申請代理者と事前協議したかというと、確認できない、したと思うというふうな供述でご申請代理者と事前協議したかというと、確認できない、したと思うというふうな供述でご申請代理者と事前協議したかというと、確認できない、したと思うというふうな供述でご

ざいました。ざいました。ざいました。ざいました。

それから、県の道路法第２４条に規定する承認工事の取扱い要領第６条、２の車両出入それから、県の道路法第２４条に規定する承認工事の取扱い要領第６条、２の車両出入それから、県の道路法第２４条に規定する承認工事の取扱い要領第６条、２の車両出入それから、県の道路法第２４条に規定する承認工事の取扱い要領第６条、２の車両出入

口の承認基準に係る点検・確認については、当時の●●所長の証言で、図面は見たと思う口の承認基準に係る点検・確認については、当時の●●所長の証言で、図面は見たと思う口の承認基準に係る点検・確認については、当時の●●所長の証言で、図面は見たと思う口の承認基準に係る点検・確認については、当時の●●所長の証言で、図面は見たと思う

と。１４メートルというのは、自分たちが確認している要領では１２メートルが限度であと。１４メートルというのは、自分たちが確認している要領では１２メートルが限度であと。１４メートルというのは、自分たちが確認している要領では１２メートルが限度であと。１４メートルというのは、自分たちが確認している要領では１２メートルが限度であ

ったのが、限度を超えた１４メートルということで、次長と担当の●●管理課長が打ち合ったのが、限度を超えた１４メートルということで、次長と担当の●●管理課長が打ち合ったのが、限度を超えた１４メートルということで、次長と担当の●●管理課長が打ち合ったのが、限度を超えた１４メートルということで、次長と担当の●●管理課長が打ち合

わせをしているのを、隣の部屋で聞いた覚えはある。それ以上には自分は関与をしていなわせをしているのを、隣の部屋で聞いた覚えはある。それ以上には自分は関与をしていなわせをしているのを、隣の部屋で聞いた覚えはある。それ以上には自分は関与をしていなわせをしているのを、隣の部屋で聞いた覚えはある。それ以上には自分は関与をしていな

かったと。道路法第２４条の道路の申請だかったと。道路法第２４条の道路の申請だかったと。道路法第２４条の道路の申請だかったと。道路法第２４条の道路の申請だけけけけでなく、そのでなく、そのでなく、そのでなく、その敷地内敷地内敷地内敷地内の建の建の建の建物物物物は当は当は当は当然然然然取り取り取り取り壊壊壊壊しさしさしさしさ

れるだれるだれるだれるだろろろろうとは思っていた。そのうとは思っていた。そのうとは思っていた。そのうとは思っていた。その際際際際、届、届、届、届けけけけ出が出るのは当出が出るのは当出が出るのは当出が出るのは当然然然然に出てくるだに出てくるだに出てくるだに出てくるだろろろろうと認識してうと認識してうと認識してうと認識して

いたというのが●●元所長の証言でございました。いずれにしても、ちいたというのが●●元所長の証言でございました。いずれにしても、ちいたというのが●●元所長の証言でございました。いずれにしても、ちいたというのが●●元所長の証言でございました。いずれにしても、ちょょょょっとっとっとっとひひひひっかかるっかかるっかかるっかかる

とことことこところろろろがあったがあったがあったがあったけけけけれれれれどどどども、自分はも、自分はも、自分はも、自分は詳細詳細詳細詳細に検に検に検に検討討討討に入っていなかった、こういう証言でございに入っていなかった、こういう証言でございに入っていなかった、こういう証言でございに入っていなかった、こういう証言でござい

ました。ました。ました。ました。

●●証人についても、担当の課長であります●●証人についても、担当の課長であります●●証人についても、担当の課長であります●●証人についても、担当の課長でありますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、どどどどううううややややらこの申請事務についてらこの申請事務についてらこの申請事務についてらこの申請事務について

は担当したは担当したは担当したは担当した主主主主事に任せっきりで、事に任せっきりで、事に任せっきりで、事に任せっきりで、例例例例ええええばばばば、、、、現場現場現場現場へ、だれへ、だれへ、だれへ、だれ一一一一人人人人職職職職員を員を員を員を派遣派遣派遣派遣していない。要領していない。要領していない。要領していない。要領

にある１２メートルを超える１４メートルの道路歩道切り下げの工事にもかかわらず、にある１２メートルを超える１４メートルの道路歩道切り下げの工事にもかかわらず、にある１２メートルを超える１４メートルの道路歩道切り下げの工事にもかかわらず、にある１２メートルを超える１４メートルの道路歩道切り下げの工事にもかかわらず、現現現現

場場場場にだれにだれにだれにだれ一一一一人として人として人として人として職職職職員を員を員を員を派遣派遣派遣派遣していないと。さらに、していないと。さらに、していないと。さらに、していないと。さらに、着着着着工届、竣工届については確認し工届、竣工届については確認し工届、竣工届については確認し工届、竣工届については確認し

ていなかった。ですから、ていなかった。ですから、ていなかった。ですから、ていなかった。ですから、先ほど先ほど先ほど先ほどちちちちょょょょっと言いましたっと言いましたっと言いましたっと言いましたけけけけれれれれどどどども、●●証人は、今、県の道も、●●証人は、今、県の道も、●●証人は、今、県の道も、●●証人は、今、県の道
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路管理課に課長路管理課に課長路管理課に課長路管理課に課長補佐補佐補佐補佐としてとしてとしてとして赴赴赴赴任しているわ任しているわ任しているわ任しているわけけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、その際際際際に、県議会建設委員会に、県議会建設委員会に、県議会建設委員会に、県議会建設委員会

でででで私私私私の方から提の方から提の方から提の方から提案案案案したときにしたときにしたときにしたときに驚驚驚驚いて、高田土木事務所の担当者にいて、高田土木事務所の担当者にいて、高田土木事務所の担当者にいて、高田土木事務所の担当者に連絡連絡連絡連絡を入れたと。平成２を入れたと。平成２を入れたと。平成２を入れたと。平成２

３年度の事３年度の事３年度の事３年度の事業業業業であるにもかかわらず、そのとき、平成２３年度にであるにもかかわらず、そのとき、平成２３年度にであるにもかかわらず、そのとき、平成２３年度にであるにもかかわらず、そのとき、平成２３年度に着着着着工届も竣工届も出てい工届も竣工届も出てい工届も竣工届も出てい工届も竣工届も出てい

なかったなかったなかったなかった案件案件案件案件について、おくれについて、おくれについて、おくれについて、おくればばばばせながら、平成２４年度になっていますせながら、平成２４年度になっていますせながら、平成２４年度になっていますせながら、平成２４年度になっていますけけけけれれれれどどどども、出すも、出すも、出すも、出す

準準準準備備備備をしてくれと、関係者にをしてくれと、関係者にをしてくれと、関係者にをしてくれと、関係者に連絡連絡連絡連絡を入れるようにという指示を●●証人がしたということを入れるようにという指示を●●証人がしたということを入れるようにという指示を●●証人がしたということを入れるようにという指示を●●証人がしたということ

をはじめて聞かされました。をはじめて聞かされました。をはじめて聞かされました。をはじめて聞かされました。

さらに、そのさらに、そのさらに、そのさらに、その際際際際、平成２３年度の事、平成２３年度の事、平成２３年度の事、平成２３年度の事業業業業にかかわらず、平成２４年度になって平にかかわらず、平成２４年度になって平にかかわらず、平成２４年度になって平にかかわらず、平成２４年度になって平野クレ野クレ野クレ野クレーーーー

ンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社からからからから着着着着手届、竣工届が出たわ手届、竣工届が出たわ手届、竣工届が出たわ手届、竣工届が出たわけけけけであります。とりわであります。とりわであります。とりわであります。とりわけけけけ竣工届が出た竣工届が出た竣工届が出た竣工届が出た際際際際に検に検に検に検

査を査を査を査を行行行行うと、こういうことが、要領の中にはっきりと記されているわうと、こういうことが、要領の中にはっきりと記されているわうと、こういうことが、要領の中にはっきりと記されているわうと、こういうことが、要領の中にはっきりと記されているわけけけけでありますでありますでありますでありますけけけけれれれれどどどど

も、せっかく指示しながら、その竣工届が出されたときに、検査をしたのかも、せっかく指示しながら、その竣工届が出されたときに、検査をしたのかも、せっかく指示しながら、その竣工届が出されたときに、検査をしたのかも、せっかく指示しながら、その竣工届が出されたときに、検査をしたのかどどどどうか確認でうか確認でうか確認でうか確認で

きていないというきていないというきていないというきていないという状態状態状態状態でございました。いずれにしても、当でございました。いずれにしても、当でございました。いずれにしても、当でございました。いずれにしても、当然業然業然業然業者に出すように要求して者に出すように要求して者に出すように要求して者に出すように要求して

いるいるいるいる書類書類書類書類が出ていない。出ていないことについての責任感が、元所長にも元管理課長にもが出ていない。出ていないことについての責任感が、元所長にも元管理課長にもが出ていない。出ていないことについての責任感が、元所長にも元管理課長にもが出ていない。出ていないことについての責任感が、元所長にも元管理課長にも

いささかもなかったというのが非いささかもなかったというのが非いささかもなかったというのが非いささかもなかったというのが非常常常常にににに残念残念残念残念な証言でございました。な証言でございました。な証言でございました。な証言でございました。

とりわとりわとりわとりわけけけけ、無届解体を、無届解体を、無届解体を、無届解体を許許許許すにすにすにすに至至至至った高田土木事務所った高田土木事務所った高田土木事務所った高田土木事務所側側側側にある、それらのにある、それらのにある、それらのにある、それらの至至至至ったったったった原因原因原因原因につにつにつにつ

いては、●●元所長は、建設いては、●●元所長は、建設いては、●●元所長は、建設いては、●●元所長は、建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法まで認識していなかったし、ル法まで認識していなかったし、ル法まで認識していなかったし、ル法まで認識していなかったし、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されされされ

るとは思っていなかったので、高田土木事務所るとは思っていなかったので、高田土木事務所るとは思っていなかったので、高田土木事務所るとは思っていなかったので、高田土木事務所内内内内でででで防止防止防止防止する意思する意思する意思する意思疎疎疎疎通まで通まで通まで通まで至至至至らなかった。らなかった。らなかった。らなかった。

当当当当然然然然出てくるだ出てくるだ出てくるだ出てくるだろろろろうという前提のもとで、だから協議しなかったのだと、あるいは、協議うという前提のもとで、だから協議しなかったのだと、あるいは、協議うという前提のもとで、だから協議しなかったのだと、あるいは、協議うという前提のもとで、だから協議しなかったのだと、あるいは、協議

にかにかにかにかけけけけなかったのだということで、もうとにかく自分たちでつくった基準とかなかったのだということで、もうとにかく自分たちでつくった基準とかなかったのだということで、もうとにかく自分たちでつくった基準とかなかったのだということで、もうとにかく自分たちでつくった基準とか内内内内規とか、規とか、規とか、規とか、

そそそそんんんんなものなものなものなものみんみんみんみんなななな越越越越えて、点検もされずに今回の事えて、点検もされずに今回の事えて、点検もされずに今回の事えて、点検もされずに今回の事態態態態がががが流流流流れていったということについて、れていったということについて、れていったということについて、れていったということについて、

●●証人が証言しておりました。●●証人が証言しておりました。●●証人が証言しておりました。●●証人が証言しておりました。

アスベスアスベスアスベスアスベストへのトへのトへのトへの対応対応対応対応については、については、については、については、森森森森川県議会議員から聞いて、当時の建川県議会議員から聞いて、当時の建川県議会議員から聞いて、当時の建川県議会議員から聞いて、当時の建築築築築課で確認した課で確認した課で確認した課で確認した

と報告をと報告をと報告をと報告を受け受け受け受けたと。たと。たと。たと。内容内容内容内容は無届は無届は無届は無届けけけけ事事事事案案案案であり、２つ目には、建であり、２つ目には、建であり、２つ目には、建であり、２つ目には、建物物物物はははは既既既既に取りに取りに取りに取り壊壊壊壊されているされているされているされている

こと、３つ目には、こと、３つ目には、こと、３つ目には、こと、３つ目には、石綿スレ石綿スレ石綿スレ石綿スレートは手ートは手ートは手ートは手外外外外しされていることだったと記しされていることだったと記しされていることだったと記しされていることだったと記憶憶憶憶していると。していると。していると。していると。アスアスアスアス

ベスベスベスベストということで、非トということで、非トということで、非トということで、非常常常常にににに重重重重要な問題と思った。だから、要な問題と思った。だから、要な問題と思った。だから、要な問題と思った。だから、技術技術技術技術管理課、管理課、管理課、管理課、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局とととと

連携連携連携連携し、し、し、し、適適適適切に切に切に切に対応対応対応対応すすすすべべべべきだと思ったと言うきだと思ったと言うきだと思ったと言うきだと思ったと言うけけけけれれれれどどどども、問題提も、問題提も、問題提も、問題提起起起起してからしてからしてからしてから慌慌慌慌てるだてるだてるだてるだけけけけで、で、で、で、

何何何何をしていいかわからない。本をしていいかわからない。本をしていいかわからない。本をしていいかわからない。本庁庁庁庁のののの技術技術技術技術管理課に管理課に管理課に管理課に主主主主要な取り要な取り要な取り要な取り組み組み組み組みををををゆゆゆゆだだだだねねねねて、て、て、て、現場現場現場現場のののの知知知知事事事事

の代理の代理の代理の代理業業業業務を委任されている高田土木事務所長として、務を委任されている高田土木事務所長として、務を委任されている高田土木事務所長として、務を委任されている高田土木事務所長として、主主主主体的に事の体的に事の体的に事の体的に事の整整整整理に当たらなかっ理に当たらなかっ理に当たらなかっ理に当たらなかっ

たということがたということがたということがたということが明明明明らかになっています。らかになっています。らかになっています。らかになっています。

また、平また、平また、平また、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社のののの現場現場現場現場担当者の●●さ担当者の●●さ担当者の●●さ担当者の●●さんんんんが証人に出てくれました。建が証人に出てくれました。建が証人に出てくれました。建が証人に出てくれました。建

設設設設リサイクリサイクリサイクリサイクル法による届ル法による届ル法による届ル法による届けけけけ出の出の出の出の必必必必要要要要性性性性についての認識については、についての認識については、についての認識については、についての認識については、全全全全くくくく知知知知らなかった。まらなかった。まらなかった。まらなかった。ま
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た、事た、事た、事た、事業主業主業主業主が届が届が届が届けけけけ出る出る出る出るべべべべきこともきこともきこともきことも知知知知らなかった。らなかった。らなかった。らなかった。株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業からからからから説明説明説明説明を聞いた覚えを聞いた覚えを聞いた覚えを聞いた覚え

がない。要するに、届がない。要するに、届がない。要するに、届がない。要するに、届けけけけ出が出が出が出が発注発注発注発注者の責任である。者の責任である。者の責任である。者の責任である。むむむむししししろろろろ、この建設、この建設、この建設、この建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法は、ル法は、ル法は、ル法は、発発発発

注注注注者責任が者責任が者責任が者責任が受注受注受注受注者責任よりも者責任よりも者責任よりも者責任よりも重重重重くしつらえられていること等の法の基本的な問題について、くしつらえられていること等の法の基本的な問題について、くしつらえられていること等の法の基本的な問題について、くしつらえられていること等の法の基本的な問題について、

解体解体解体解体専門業専門業専門業専門業者の者の者の者の株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業からはからはからはからは一一一一切の切の切の切の説明説明説明説明がなかったということをがなかったということをがなかったということをがなかったということを繰繰繰繰りりりり返返返返し述し述し述し述べべべべ

ておられました。ておられました。ておられました。ておられました。

２つ目は、解体工事と歩道切り下げ工事の２つ目は、解体工事と歩道切り下げ工事の２つ目は、解体工事と歩道切り下げ工事の２つ目は、解体工事と歩道切り下げ工事の発注発注発注発注については、これまで県の調については、これまで県の調については、これまで県の調については、これまで県の調べべべべの中ではの中ではの中ではの中では

あいまいだったわあいまいだったわあいまいだったわあいまいだったわけけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、一一一一歩進歩進歩進歩進んんんんだ証言がございました。だ証言がございました。だ証言がございました。だ証言がございました。発注発注発注発注した当した当した当した当初初初初、解体、解体、解体、解体

工事の工事の工事の工事の発注発注発注発注を平を平を平を平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社はははは株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業にににに発注発注発注発注したと。その解体工事したと。その解体工事したと。その解体工事したと。その解体工事

のののの最最最最中に、中に、中に、中に、途途途途中で中で中で中で株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業から、道路切り下げの土木工事も含めてから、道路切り下げの土木工事も含めてから、道路切り下げの土木工事も含めてから、道路切り下げの土木工事も含めて一括一括一括一括の方がの方がの方がの方が安安安安

くなりますよというような問題提くなりますよというような問題提くなりますよというような問題提くなりますよというような問題提起起起起があったので、があったので、があったので、があったので、途途途途中から中から中から中から株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業に道路の工に道路の工に道路の工に道路の工

事も事も事も事も追加発注追加発注追加発注追加発注したと、こういう供述がございました。道路のいわしたと、こういう供述がございました。道路のいわしたと、こういう供述がございました。道路のいわしたと、こういう供述がございました。道路のいわゆゆゆゆる道路法第２４条申請る道路法第２４条申請る道路法第２４条申請る道路法第２４条申請

については、については、については、については、一級一級一級一級建建建建築士築士築士築士の方に届の方に届の方に届の方に届けけけけ出の出の出の出の業業業業務と、さらに道路の切り下げ工事の図面の務と、さらに道路の切り下げ工事の図面の務と、さらに道路の切り下げ工事の図面の務と、さらに道路の切り下げ工事の図面の作作作作成成成成

をををを依頼依頼依頼依頼しておったということもしておったということもしておったということもしておったということも明明明明らかになっています。らかになっています。らかになっています。らかになっています。

次に、その設次に、その設次に、その設次に、その設計計計計事務所との関係については、設事務所との関係については、設事務所との関係については、設事務所との関係については、設計計計計から申請までで、当から申請までで、当から申請までで、当から申請までで、当初初初初わからなかったわからなかったわからなかったわからなかった

配管が出てきたので、工事配管が出てきたので、工事配管が出てきたので、工事配管が出てきたので、工事途途途途中で中で中で中で助助助助言をもらったが、それくらいまでと認識していると。言をもらったが、それくらいまでと認識していると。言をもらったが、それくらいまでと認識していると。言をもらったが、それくらいまでと認識していると。

要するに、設要するに、設要するに、設要するに、設計計計計から申請まで。だから、から申請まで。だから、から申請まで。だから、から申請まで。だから、先ほど先ほど先ほど先ほど申しました申しました申しました申しました着着着着工届工届工届工届やややや竣工届については、竣工届については、竣工届については、竣工届については、森森森森

田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建築空間築空間築空間築空間設設設設計計計計は関与してないと平は関与してないと平は関与してないと平は関与してないと平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社は認識してるということは認識してるということは認識してるということは認識してるということ

でございました。でございました。でございました。でございました。

それで、歩道切り下げ工事のそれで、歩道切り下げ工事のそれで、歩道切り下げ工事のそれで、歩道切り下げ工事の着着着着手届について、平手届について、平手届について、平手届について、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社は、設は、設は、設は、設計計計計事務事務事務事務

所から所から所から所から未未未未提出との提出との提出との提出との連絡連絡連絡連絡があり、があり、があり、があり、株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業にににに対処対処対処対処するよう求めたと。平成２４年のするよう求めたと。平成２４年のするよう求めたと。平成２４年のするよう求めたと。平成２４年の

ことであったと。要するに、県議会で問題になりまして、あるいはことであったと。要するに、県議会で問題になりまして、あるいはことであったと。要するに、県議会で問題になりまして、あるいはことであったと。要するに、県議会で問題になりまして、あるいはマスコミマスコミマスコミマスコミ報道がされる報道がされる報道がされる報道がされる

ような事ような事ような事ような事態態態態になってから、高田土木事務所からその申請者、要するに、道路切り下げの申になってから、高田土木事務所からその申請者、要するに、道路切り下げの申になってから、高田土木事務所からその申請者、要するに、道路切り下げの申になってから、高田土木事務所からその申請者、要するに、道路切り下げの申

請請請請業業業業務を務を務を務をややややっておったっておったっておったっておった森森森森田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建築空間築空間築空間築空間設設設設計計計計にににに連絡連絡連絡連絡があって、それでがあって、それでがあって、それでがあって、それで森森森森田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建築空間築空間築空間築空間設設設設

計計計計から平から平から平から平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社にこうこうこういうことですよと、無届にこうこうこういうことですよと、無届にこうこうこういうことですよと、無届にこうこうこういうことですよと、無届けけけけであったようであったようであったようであったよう

ですですですですねねねねというようなというようなというようなというような連絡連絡連絡連絡があって、はじめてがあって、はじめてがあって、はじめてがあって、はじめて知知知知ったと。要するに、平ったと。要するに、平ったと。要するに、平ったと。要するに、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式

会会会会社社社社は平成２３年度に問題提は平成２３年度に問題提は平成２３年度に問題提は平成２３年度に問題提起起起起しとるわしとるわしとるわしとるわけけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、平成２３年度には、無届も、平成２３年度には、無届も、平成２３年度には、無届も、平成２３年度には、無届けけけけであであであであ

った事実もった事実もった事実もった事実も知知知知らされていなかった。平成２４年度になって、県が報告らされていなかった。平成２４年度になって、県が報告らされていなかった。平成２４年度になって、県が報告らされていなかった。平成２４年度になって、県が報告書書書書に基に基に基に基づづづづく事情聴取く事情聴取く事情聴取く事情聴取

をすると、これは法的にをすると、これは法的にをすると、これは法的にをすると、これは法的に権権権権限を限を限を限を持持持持つものでございますつものでございますつものでございますつものでございますけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、その連絡連絡連絡連絡のために平のために平のために平のために平野ク野ク野ク野ク

レレレレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社にににに連絡連絡連絡連絡して、はじめて届して、はじめて届して、はじめて届して、はじめて届けけけけ出る出る出る出るべべべべき届き届き届き届けけけけ出が提出されていなかったと出が提出されていなかったと出が提出されていなかったと出が提出されていなかったと

いうことがわかったという証言でございました。いうことがわかったという証言でございました。いうことがわかったという証言でございました。いうことがわかったという証言でございました。
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それから、土それから、土それから、土それから、土地地地地・建・建・建・建物物物物のののの購購購購入に関して、入に関して、入に関して、入に関して、重重重重要事項要事項要事項要事項説明書説明書説明書説明書のののの説明説明説明説明をををを受け受け受け受けたかたかたかたかどどどどうかといううかといううかといううかという

質質質質問をしましたが、担当の●●問をしましたが、担当の●●問をしましたが、担当の●●問をしましたが、担当の●●氏氏氏氏は記は記は記は記憶憶憶憶がない。がない。がない。がない。アスベスアスベスアスベスアスベストについては、当時のトについては、当時のトについては、当時のトについては、当時の役役役役員も員も員も員も社社社社

員も員も員も員も説明説明説明説明をををを受け受け受け受けていないと、こういう証言でございました。これが大ていないと、こういう証言でございました。これが大ていないと、こういう証言でございました。これが大ていないと、こういう証言でございました。これが大変不動産変不動産変不動産変不動産取取取取引引引引についについについについ

てはてはてはては重重重重要な問題でございますので、次の要な問題でございますので、次の要な問題でございますので、次の要な問題でございますので、次の機機機機会に担当者を証言に会に担当者を証言に会に担当者を証言に会に担当者を証言に来来来来ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、再再再再度度度度

ここをここをここをここを詰詰詰詰めていかなめていかなめていかなめていかなけけけけれれれればばばばならないと思っています。ならないと思っています。ならないと思っています。ならないと思っています。

解体工事の解体工事の解体工事の解体工事の発注発注発注発注については、２については、２については、２については、２棟棟棟棟とととと物置物置物置物置１１１１棟棟棟棟の３の３の３の３棟棟棟棟だったということ。だったということ。だったということ。だったということ。株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産崎産崎産崎産

業業業業の見の見の見の見積書積書積書積書、、、、ペンペンペンペンでででで消消消消して、して、して、して、注文書注文書注文書注文書としてとしてとしてとしてファクスファクスファクスファクスしたと認識しておると。要するに、したと認識しておると。要するに、したと認識しておると。要するに、したと認識しておると。要するに、契契契契

約書み約書み約書み約書みたいです。通たいです。通たいです。通たいです。通常常常常、工事、工事、工事、工事発注発注発注発注したときに、あしたときに、あしたときに、あしたときに、あんんんんたとこたとこたとこたとこどどどどれれれれぐぐぐぐらいの見らいの見らいの見らいの見積積積積もりもりもりもりややややというというというという

形形形形でででで話話話話し合い、あるいは合見し合い、あるいは合見し合い、あるいは合見し合い、あるいは合見積積積積り、り、り、り、競争競争競争競争入入入入札札札札、さまざまな実、さまざまな実、さまざまな実、さまざまな実態態態態があるわがあるわがあるわがあるわけけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

ここで口ここで口ここで口ここで口頭頭頭頭でででで話話話話し合いをしながらということですし合いをしながらということですし合いをしながらということですし合いをしながらということですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、最終最終最終最終的には見的には見的には見的には見積書積書積書積書を、を、を、を、株式株式株式株式会会会会

社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業がとにかくがとにかくがとにかくがとにかく注文書ぐ注文書ぐ注文書ぐ注文書ぐらいはらいはらいはらいは欲欲欲欲しいと言ったので、しいと言ったので、しいと言ったので、しいと言ったので、株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業がががが書書書書いてきいてきいてきいてき

た、いわた、いわた、いわた、いわゆゆゆゆるるるる最終最終最終最終の見の見の見の見積書積書積書積書、それに、見、それに、見、それに、見、それに、見積書積書積書積書というとこというとこというとこというところろろろににににペンペンペンペンでででで消消消消して、それをそのして、それをそのして、それをそのして、それをその注注注注

文書文書文書文書とととと書書書書きかえてきかえてきかえてきかえてファクスファクスファクスファクスでででで送送送送ったというったというったというったという答弁答弁答弁答弁でございました。でございました。でございました。でございました。

次に、次に、次に、次に、着着着着工の届工の届工の届工の届けけけけ出出出出書書書書のののの存在存在存在存在について、について、について、について、株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業２回目の事情聴取の２回目の事情聴取の２回目の事情聴取の２回目の事情聴取の際際際際に、実に、実に、実に、実

は、１回目に供述いたしましたは、１回目に供述いたしましたは、１回目に供述いたしましたは、１回目に供述いたしました内容内容内容内容、すなわち解体と思わなかった、、すなわち解体と思わなかった、、すなわち解体と思わなかった、、すなわち解体と思わなかった、一一一一部の部の部の部の壁壁壁壁をををを残残残残すのですのですのですので

リフォリフォリフォリフォーーーームムムムだと思った、だと思った、だと思った、だと思った、改修改修改修改修工事だと思っておったので届工事だと思っておったので届工事だと思っておったので届工事だと思っておったので届けけけけ出しなかったというのが１回出しなかったというのが１回出しなかったというのが１回出しなかったというのが１回

目の事情聴取での回目の事情聴取での回目の事情聴取での回目の事情聴取での回答答答答だったのですだったのですだったのですだったのですけけけけれれれれどどどども、２回目に、この届も、２回目に、この届も、２回目に、この届も、２回目に、この届け書け書け書け書なるものをなるものをなるものをなるものを持持持持って、って、って、って、

実はこの届実はこの届実はこの届実はこの届け書け書け書け書をををを書書書書いておったのですいておったのですいておったのですいておったのですけけけけれれれれどどどども、うちのも、うちのも、うちのも、うちの社社社社長が長が長が長が書書書書いておって、いておって、いておって、いておって、私私私私、すなわ、すなわ、すなわ、すなわ

ち、ああ、ごめち、ああ、ごめち、ああ、ごめち、ああ、ごめんんんんなさい、これはなさい、これはなさい、これはなさい、これは株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業の方ですの方ですの方ですの方ですけけけけれれれれどどどども、それを届も、それを届も、それを届も、それを届けけけけ出るの出るの出るの出るの

をををを忘忘忘忘れておったのですよと、れておったのですよと、れておったのですよと、れておったのですよと、堪忍堪忍堪忍堪忍してくださいというしてくださいというしてくださいというしてくださいという形形形形で、要するに、届で、要するに、届で、要するに、届で、要するに、届けけけけ出がなかった出がなかった出がなかった出がなかった

説明説明説明説明について、１回目から２回目にかについて、１回目から２回目にかについて、１回目から２回目にかについて、１回目から２回目にかけけけけてててて変変変変わったのです、わったのです、わったのです、わったのです、変更変更変更変更したわしたわしたわしたわけけけけです。それらのです。それらのです。それらのです。それらの

ことについての事ことについての事ことについての事ことについての事柄柄柄柄について、今まで合見について、今まで合見について、今まで合見について、今まで合見積積積積りをとってりをとってりをとってりをとって決決決決めることはめることはめることはめることは余余余余りなかった、ごめりなかった、ごめりなかった、ごめりなかった、ごめ

んんんんなさい、あ、これは見なさい、あ、これは見なさい、あ、これは見なさい、あ、これは見積積積積もりのこと。もりのこと。もりのこと。もりのこと。説明説明説明説明はははは受け受け受け受けていないと、ていないと、ていないと、ていないと、一一一一切切切切書類書類書類書類は見たことはなは見たことはなは見たことはなは見たことはな

い、代い、代い、代い、代表表表表者名で者名で者名で者名で三文判三文判三文判三文判をををを押押押押すことはない。要するに、届すことはない。要するに、届すことはない。要するに、届すことはない。要するに、届けけけけ出出出出書書書書にににに発注発注発注発注者の平者の平者の平者の平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工

業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社のののの社社社社長の名前と長の名前と長の名前と長の名前と社社社社長のその長のその長のその長のその三文判三文判三文判三文判がががが押押押押されています。通されています。通されています。通されています。通常常常常、、、、株式株式株式株式会会会会社社社社でございでございでございでござい

ますから、ますから、ますから、ますから、株式株式株式株式会会会会社社社社、法人の、法人の、法人の、法人の場場場場合は法人の合は法人の合は法人の合は法人の判判判判をををを押押押押さなさなさなさなけけけけれれれればばばばならないとこならないとこならないとこならないところろろろへへへへ三文判三文判三文判三文判をををを押押押押

してあると。これに覚えがありますかと平してあると。これに覚えがありますかと平してあると。これに覚えがありますかと平してあると。これに覚えがありますかと平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社の●●の●●の●●の●●氏氏氏氏に聞いたら、に聞いたら、に聞いたら、に聞いたら、

こういうこういうこういうこういう書類書類書類書類の出し方はしませの出し方はしませの出し方はしませの出し方はしませんんんんと、しませと、しませと、しませと、しませんんんん。。。。社社社社長長長長個個個個人の名前を人の名前を人の名前を人の名前を書書書書いて、会いて、会いて、会いて、会社社社社のののの判判判判ではではではでは

なしに、なしに、なしに、なしに、個個個個人の人の人の人の何何何何かかかか三文判三文判三文判三文判であれであれであれであれ何何何何であれ、そであれ、そであれ、そであれ、そんんんんなななな判判判判のののの押押押押し方はしませし方はしませし方はしませし方はしませんんんんと。そして、こと。そして、こと。そして、こと。そして、こ

の届の届の届の届けけけけ出出出出書書書書については見たこともないと。要するに、この届については見たこともないと。要するに、この届については見たこともないと。要するに、この届については見たこともないと。要するに、この届けけけけ出出出出書書書書には、平成２３年５月には、平成２３年５月には、平成２３年５月には、平成２３年５月
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１６日に届１６日に届１６日に届１６日に届けけけけ出た、その届出た、その届出た、その届出た、その届けけけけ出た日に、要するに、出た日に、要するに、出た日に、要するに、出た日に、要するに、受注受注受注受注者として、者として、者として、者として、株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業がががが発発発発

注注注注者の平者の平者の平者の平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社に、この解体工事のに、この解体工事のに、この解体工事のに、この解体工事のややややり方について、り方について、り方について、り方について、石綿スレ石綿スレ石綿スレ石綿スレートはートはートはートはどどどど

ういうういうういうういう処処処処理の理の理の理の仕仕仕仕方します、あとの資方します、あとの資方します、あとの資方します、あとの資材材材材の分別解体について、そのの分別解体について、そのの分別解体について、そのの分別解体について、その処処処処理について理について理について理についてどどどどういうういうういうういう形形形形

にします、それらの事にします、それらの事にします、それらの事にします、それらの事柄柄柄柄についてについてについてについて説明説明説明説明するするするする義義義義務があるわ務があるわ務があるわ務があるわけけけけですですですですねねねね、、、、受注受注受注受注者は。しかし、そ者は。しかし、そ者は。しかし、そ者は。しかし、そ

のののの受注受注受注受注者が者が者が者が発注発注発注発注者にする者にする者にする者にする説明説明説明説明をしたとをしたとをしたとをしたと書書書書いてあるのです、５月１６日にいてあるのです、５月１６日にいてあるのです、５月１６日にいてあるのです、５月１６日に行行行行ったと記ったと記ったと記ったと記載載載載されされされされ

ていることについても、平ていることについても、平ていることについても、平ていることについても、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社の●●証人は、その●●証人は、その●●証人は、その●●証人は、そんんんんなななな説明説明説明説明はははは受け受け受け受けた覚た覚た覚た覚

えがないと。要するに、この届えがないと。要するに、この届えがないと。要するに、この届えがないと。要するに、この届けけけけ出出出出書書書書は平は平は平は平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社が出したことになってが出したことになってが出したことになってが出したことになって

いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、平も、平も、平も、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社がががが一一一一切切切切知知知知らないことでございます、こういうらないことでございます、こういうらないことでございます、こういうらないことでございます、こういう

証言がございました。これは、今後に大証言がございました。これは、今後に大証言がございました。これは、今後に大証言がございました。これは、今後に大変重変重変重変重要な証言だったと思います。要な証言だったと思います。要な証言だったと思います。要な証言だったと思います。

スレスレスレスレートにートにートにートにアスベスアスベスアスベスアスベストがトがトがトが存在存在存在存在することについてすることについてすることについてすることについて知知知知っていましたかと聞いたことにっていましたかと聞いたことにっていましたかと聞いたことにっていましたかと聞いたことに対対対対してしてしてして

は、高田土木事務所での事情聴取のときには、高田土木事務所での事情聴取のときには、高田土木事務所での事情聴取のときには、高田土木事務所での事情聴取のときに知知知知った。いつごった。いつごった。いつごった。いつごろろろろかわからない、それは、事情かわからない、それは、事情かわからない、それは、事情かわからない、それは、事情

聴取というのは、聴取というのは、聴取というのは、聴取というのは、明明明明くる年の平成２４年７月、くる年の平成２４年７月、くる年の平成２４年７月、くる年の平成２４年７月、多多多多分１３日だったと思います分１３日だったと思います分１３日だったと思います分１３日だったと思いますけけけけれれれれどどどども、３も、３も、３も、３

回目の事情聴取を平回目の事情聴取を平回目の事情聴取を平回目の事情聴取を平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社に県がに県がに県がに県が行行行行った、この事情聴取ではじめてった、この事情聴取ではじめてった、この事情聴取ではじめてった、この事情聴取ではじめて知知知知っっっっ

たということでございます。たということでございます。たということでございます。たということでございます。スレスレスレスレートにートにートにートにアスベスアスベスアスベスアスベストが含まれていることについては、トが含まれていることについては、トが含まれていることについては、トが含まれていることについては、一般一般一般一般

的な事的な事的な事的な事柄柄柄柄については解体担当の事については解体担当の事については解体担当の事については解体担当の事業業業業部長から●●部長から●●部長から●●部長から●●氏氏氏氏は聞いたことがあると、聞いているこは聞いたことがあると、聞いているこは聞いたことがあると、聞いているこは聞いたことがあると、聞いているこ

とだと証言しました。とだと証言しました。とだと証言しました。とだと証言しました。

それから、それから、それから、それから、小学校小学校小学校小学校へのへのへのへの説明説明説明説明について、実は、当について、実は、当について、実は、当について、実は、当初初初初５月１０日と言っておられたわ５月１０日と言っておられたわ５月１０日と言っておられたわ５月１０日と言っておられたわけけけけですですですです

けけけけれれれれどどどども、６月１０日にも、６月１０日にも、６月１０日にも、６月１０日に説明説明説明説明をををを受け受け受け受けたということが、たということが、たということが、たということが、町教育町教育町教育町教育委員会から県委員会から県委員会から県委員会から県教育教育教育教育委員会に委員会に委員会に委員会に連連連連

絡絡絡絡がございましたので、がございましたので、がございましたので、がございましたので、多多多多分６月と、そうおっし分６月と、そうおっし分６月と、そうおっし分６月と、そうおっしゃゃゃゃるのなら、６月だったでしるのなら、６月だったでしるのなら、６月だったでしるのなら、６月だったでしょょょょうと。そうと。そうと。そうと。そ

のときに、のときに、のときに、のときに、ミラミラミラミラーーーーやややや回転回転回転回転燈燈燈燈の設の設の設の設置置置置とか通とか通とか通とか通学学学学時は時は時は時は極極極極力出入りをしないことにしたいという力出入りをしないことにしたいという力出入りをしないことにしたいという力出入りをしないことにしたいという説説説説

明明明明があったようでございます。があったようでございます。があったようでございます。があったようでございます。ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡのののの役役役役員も参員も参員も参員も参加加加加しておられたと思いますしておられたと思いますしておられたと思いますしておられたと思いますけけけけれれれれどどどど、これ、これ、これ、これ

は工事中には工事中には工事中には工事中に行行行行う、いわう、いわう、いわう、いわゆゆゆゆるるるる飛散防止飛散防止飛散防止飛散防止の、あるいはの、あるいはの、あるいはの、あるいは危険防止危険防止危険防止危険防止のののの対策対策対策対策ではなしに、１４メートではなしに、１４メートではなしに、１４メートではなしに、１４メート

ルの歩道切り下げ、要するに、大きなルの歩道切り下げ、要するに、大きなルの歩道切り下げ、要するに、大きなルの歩道切り下げ、要するに、大きな重機重機重機重機が出入りする、歩道をが出入りする、歩道をが出入りする、歩道をが出入りする、歩道を渡渡渡渡って出入りすることにって出入りすることにって出入りすることにって出入りすることに

ついてのついてのついてのついてのＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ、、、、学校学校学校学校のののの危機危機危機危機感、それに基感、それに基感、それに基感、それに基づづづづく平く平く平く平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社のののの説明説明説明説明であったであったであったであった

ようでございます。ですから、工事にかかわってのようでございます。ですから、工事にかかわってのようでございます。ですから、工事にかかわってのようでございます。ですから、工事にかかわっての説明説明説明説明はははは一一一一切なかったと。これは、次回切なかったと。これは、次回切なかったと。これは、次回切なかったと。これは、次回

のののの株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業の関係者の証言でも確かめようと思っています。の関係者の証言でも確かめようと思っています。の関係者の証言でも確かめようと思っています。の関係者の証言でも確かめようと思っています。

それから、いずれの証人も、だれかからそれから、いずれの証人も、だれかからそれから、いずれの証人も、だれかからそれから、いずれの証人も、だれかから頼頼頼頼まれた覚えはない、こういうことでございままれた覚えはない、こういうことでございままれた覚えはない、こういうことでございままれた覚えはない、こういうことでございま

した。した。した。した。

概概概概括括括括して言えして言えして言えして言えばばばば、高田土木事務所の関係者は、事、高田土木事務所の関係者は、事、高田土木事務所の関係者は、事、高田土木事務所の関係者は、事案案案案にににに対対対対する意識が非する意識が非する意識が非する意識が非常常常常にににに薄薄薄薄く、く、く、く、全般全般全般全般にににに

管理管理管理管理職職職職の指導、の指導、の指導、の指導、監督監督監督監督がががが不十不十不十不十分であったと。要するに、土木と２分であったと。要するに、土木と２分であったと。要するに、土木と２分であったと。要するに、土木と２階階階階の建の建の建の建築築築築が、これをつなが、これをつなが、これをつなが、これをつなぐぐぐぐ、、、、
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一緒一緒一緒一緒に考えていく、そういうに考えていく、そういうに考えていく、そういうに考えていく、そういうシステムシステムシステムシステムは、管理は、管理は、管理は、管理職職職職、所長、所長、所長、所長やややや次長等次長等次長等次長等 々々々々、あるいは課長がしっ、あるいは課長がしっ、あるいは課長がしっ、あるいは課長がしっ

かりしなかりしなかりしなかりしなけけけけりりりりゃゃゃゃだめなのですだめなのですだめなのですだめなのですけけけけれれれれどどどども、それらのも、それらのも、それらのも、それらの連絡連絡連絡連絡がががが全全全全くなかった。くなかった。くなかった。くなかった。着着着着手届、竣工届、手届、竣工届、手届、竣工届、手届、竣工届、

現場現場現場現場の確認がの確認がの確認がの確認が一一一一切できていないのです。これについては、切できていないのです。これについては、切できていないのです。これについては、切できていないのです。これについては、改改改改めて県下すめて県下すめて県下すめて県下すべべべべての土木事務所ての土木事務所ての土木事務所ての土木事務所

で、平成２３年度で、平成２３年度で、平成２３年度で、平成２３年度内内内内に、平成２２年度、平成２３年度の２年に、平成２２年度、平成２３年度の２年に、平成２２年度、平成２３年度の２年に、平成２２年度、平成２３年度の２年間間間間、、、、どどどどういうういうういうういう状況状況状況状況であったのであったのであったのであったの

かの調査をかの調査をかの調査をかの調査を依頼依頼依頼依頼し、し、し、し、一一一一つの報告が参っておりますので、いずれ委員のつの報告が参っておりますので、いずれ委員のつの報告が参っておりますので、いずれ委員のつの報告が参っておりますので、いずれ委員の皆皆皆皆ささささんんんんのとこのとこのとこのところろろろに届に届に届に届

けけけけたいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。

平平平平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社につきましては、建設につきましては、建設につきましては、建設につきましては、建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法をル法をル法をル法を知知知知らなかったと思われらなかったと思われらなかったと思われらなかったと思われ

る、この証言を通してそう思わざるをる、この証言を通してそう思わざるをる、この証言を通してそう思わざるをる、この証言を通してそう思わざるを得得得得ない。ない。ない。ない。アスベスアスベスアスベスアスベストにトにトにトに対対対対する認識もなく、する認識もなく、する認識もなく、する認識もなく、業業業業者任せ者任せ者任せ者任せ

だったと思われます。土だったと思われます。土だったと思われます。土だったと思われます。土地地地地建建建建物売買契約書物売買契約書物売買契約書物売買契約書と解体した建と解体した建と解体した建と解体した建物物物物の関係がの関係がの関係がの関係が不明不明不明不明確。あるいは、解確。あるいは、解確。あるいは、解確。あるいは、解

体工事の体工事の体工事の体工事の注文書注文書注文書注文書等が等が等が等が明明明明確ではなく、他の関係者等からの証言等を確認する確ではなく、他の関係者等からの証言等を確認する確ではなく、他の関係者等からの証言等を確認する確ではなく、他の関係者等からの証言等を確認する必必必必要があると思要があると思要があると思要があると思

っています。特に、きっています。特に、きっています。特に、きっています。特に、きょょょょうううう皆皆皆皆ささささんんんんのお手元に、提出を求めた記録がございます。実のお手元に、提出を求めた記録がございます。実のお手元に、提出を求めた記録がございます。実のお手元に、提出を求めた記録がございます。実際際際際に、に、に、に、

この土この土この土この土地売買地売買地売買地売買にかかわって、土にかかわって、土にかかわって、土にかかわって、土地地地地と建と建と建と建物物物物、建、建、建、建物物物物５５５５棟棟棟棟がががが売買売買売買売買のののの対象対象対象対象になったとされているわになったとされているわになったとされているわになったとされているわ

けけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、実も、実も、実も、実際際際際になかった建になかった建になかった建になかった建物物物物、、、、登登登登記上あるのだ記上あるのだ記上あるのだ記上あるのだけけけけれれれれどどどども、も、も、も、現現現現実にはなかった、そ実にはなかった、そ実にはなかった、そ実にはなかった、そ

の建の建の建の建物物物物は、そのままは、そのままは、そのままは、そのまま売売売売りりりり買買買買いのいのいのいの対象対象対象対象になっています。になっています。になっています。になっています。

しかも、この無届解体で、３しかも、この無届解体で、３しかも、この無届解体で、３しかも、この無届解体で、３棟棟棟棟の建の建の建の建物物物物をつをつをつをつぶぶぶぶしています。とりわしています。とりわしています。とりわしています。とりわけけけけ、届、届、届、届けけけけ出が出が出が出が必必必必要な１要な１要な１要な１，，，，

４６０平方メートルの大きな建４６０平方メートルの大きな建４６０平方メートルの大きな建４６０平方メートルの大きな建物物物物と、その次に１と、その次に１と、その次に１と、その次に１９９９９０平方メートルの倉庫もあるわ０平方メートルの倉庫もあるわ０平方メートルの倉庫もあるわ０平方メートルの倉庫もあるわけけけけですですですです

けけけけれれれれどどどども、これが実は、この２も、これが実は、この２も、これが実は、この２も、これが実は、この２番番番番目の、その１目の、その１目の、その１目の、その１９９９９０平方メートルの倉庫が、実は、この０平方メートルの倉庫が、実は、この０平方メートルの倉庫が、実は、この０平方メートルの倉庫が、実は、この契契契契

約書約書約書約書の中に記の中に記の中に記の中に記載載載載されていませされていませされていませされていませんんんん。これはな。これはな。これはな。これはなぜぜぜぜかというと、かというと、かというと、かというと、登登登登記されていなかった。記されていなかった。記されていなかった。記されていなかった。登登登登記さ記さ記さ記さ

れていなかったもの、実れていなかったもの、実れていなかったもの、実れていなかったもの、実際際際際には解体されておるわには解体されておるわには解体されておるわには解体されておるわけけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、では解体した建も、では解体した建も、では解体した建も、では解体した建物物物物はだはだはだはだ

れの建れの建れの建れの建物物物物だったのか、ここのとこだったのか、ここのとこだったのか、ここのとこだったのか、ここのところろろろもももも明明明明確にしないと、届確にしないと、届確にしないと、届確にしないと、届けけけけ出出出出書ど書ど書ど書どうのこうのと言っておうのこうのと言っておうのこうのと言っておうのこうのと言ってお

りますりますりますりますけけけけれれれれどどどども、要するに、３も、要するに、３も、要するに、３も、要するに、３棟棟棟棟を無届を無届を無届を無届けけけけで解体したと言いますで解体したと言いますで解体したと言いますで解体したと言いますけけけけれれれれどどどども、その３も、その３も、その３も、その３棟棟棟棟のののの持持持持

ちちちち主主主主はだれだったのか、このはだれだったのか、このはだれだったのか、このはだれだったのか、この辺辺辺辺のののの精精精精査も査も査も査も必必必必要なのかなというふうに思っています。要なのかなというふうに思っています。要なのかなというふうに思っています。要なのかなというふうに思っています。

以上が大体の、以上が大体の、以上が大体の、以上が大体の、先先先先日の証言の概要のまとめでございます。日の証言の概要のまとめでございます。日の証言の概要のまとめでございます。日の証言の概要のまとめでございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまの報告について、それでは、ただいまの報告について、それでは、ただいまの報告について、それでは、ただいまの報告について、何何何何かご意見がございましたらごかご意見がございましたらごかご意見がございましたらごかご意見がございましたらご発発発発言言言言

願いたいと思いますが、願いたいと思いますが、願いたいと思いますが、願いたいと思いますが、何何何何かございませかございませかございませかございませんんんんか。ございませか。ございませか。ございませか。ございませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、なそれでは、なそれでは、なそれでは、なけけけけれれれればばばば次に、次回の証人及び参考人の招致についてです次に、次回の証人及び参考人の招致についてです次に、次回の証人及び参考人の招致についてです次に、次回の証人及び参考人の招致についてですけけけけれれれれどどどども、前回のも、前回のも、前回のも、前回の

委員会で次回の証人を委員会で次回の証人を委員会で次回の証人を委員会で次回の証人を決決決決定していただいておりますが、ただいまの副委員長の定していただいておりますが、ただいまの副委員長の定していただいておりますが、ただいまの副委員長の定していただいておりますが、ただいまの副委員長の説明説明説明説明をををを受け受け受け受け

まして、次の点にご検まして、次の点にご検まして、次の点にご検まして、次の点にご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。

まず、平まず、平まず、平まず、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社の土の土の土の土地売買地売買地売買地売買のののの契約契約契約契約のののの仲仲仲仲介を介を介を介を行行行行いましたいましたいましたいました有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーー
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ムムムム代代代代表表表表者を証人として、本委員会に出者を証人として、本委員会に出者を証人として、本委員会に出者を証人として、本委員会に出頭頭頭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えますが、いかがでし当と考えますが、いかがでし当と考えますが、いかがでし当と考えますが、いかがでしょょょょ

うか。うか。うか。うか。

また、証言を求める事項につきましては、ただいまから資料をお配りいたしますので、また、証言を求める事項につきましては、ただいまから資料をお配りいたしますので、また、証言を求める事項につきましては、ただいまから資料をお配りいたしますので、また、証言を求める事項につきましては、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。お目通し願います。お目通し願います。お目通し願います。

それでは、出それでは、出それでは、出それでは、出頭頭頭頭を求める証人と証言を求める事項について、ご意見をお願いしたいと思を求める証人と証言を求める事項について、ご意見をお願いしたいと思を求める証人と証言を求める事項について、ご意見をお願いしたいと思を求める証人と証言を求める事項について、ご意見をお願いしたいと思

いますが、いますが、いますが、いますが、何何何何かございませかございませかございませかございませんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 民民民民民民民民の取の取の取の取引引引引までこの委員会で、調査までこの委員会で、調査までこの委員会で、調査までこの委員会で、調査権権権権限があるのか限があるのか限があるのか限があるのかどどどどうか、これが１つ目、うか、これが１つ目、うか、これが１つ目、うか、これが１つ目、

聞きたいと思います。聞きたいと思います。聞きたいと思います。聞きたいと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムの代の代の代の代表表表表者の証言です者の証言です者の証言です者の証言ですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、重重重重要事項要事項要事項要事項説明書説明書説明書説明書それからそれからそれからそれから

売買契約書売買契約書売買契約書売買契約書を求めました。を求めました。を求めました。を求めました。先ほど先ほど先ほど先ほど山下副委員長が言われました。山下副委員長が言われました。山下副委員長が言われました。山下副委員長が言われました。アスベスアスベスアスベスアスベストの調査はしてトの調査はしてトの調査はしてトの調査はして

いないということでいないということでいないということでいないということで重重重重要事項要事項要事項要事項説明書説明書説明書説明書にににに書書書書いていますいていますいていますいていますけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、そのアスベスアスベスアスベスアスベストが入っていトが入っていトが入っていトが入ってい

るかるかるかるかどどどどうか認識していたかうか認識していたかうか認識していたかうか認識していたかどどどどうかと。そしてもううかと。そしてもううかと。そしてもううかと。そしてもう一一一一つは、つは、つは、つは、売買売買売買売買をををを仲仲仲仲介した建介した建介した建介した建物物物物のうち、無のうち、無のうち、無のうち、無

届届届届けけけけで解体された建で解体された建で解体された建で解体された建物物物物とととと一一一一致しているか致しているか致しているか致しているか明明明明確ではないため、特定する確ではないため、特定する確ではないため、特定する確ではないため、特定する必必必必要があります。と要があります。と要があります。と要があります。と

いうのは、いうのは、いうのは、いうのは、一番一番一番一番大事なのは、その建大事なのは、その建大事なのは、その建大事なのは、その建物物物物がががが売買契約書売買契約書売買契約書売買契約書の中にの中にの中にの中に登登登登記上なかったので、入ってお記上なかったので、入ってお記上なかったので、入ってお記上なかったので、入ってお

りませりませりませりませんんんん。それが入っているか。それが入っているか。それが入っているか。それが入っているかどどどどうかだうかだうかだうかだけけけけを聞きたいと思います。を聞きたいと思います。を聞きたいと思います。を聞きたいと思います。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 私私私私が聞きたいのは、この調査委員会の目的、が聞きたいのは、この調査委員会の目的、が聞きたいのは、この調査委員会の目的、が聞きたいのは、この調査委員会の目的、ねねねねらいはらいはらいはらいは何何何何なのかちなのかちなのかちなのかちゅゅゅゅうことはうことはうことはうことは

もうもうもうもう既既既既に確認しているわに確認しているわに確認しているわに確認しているわけやけやけやけや。。。。民民民民とととと民民民民との取との取との取との取引引引引まで、調査のまで、調査のまで、調査のまで、調査の権権権権能能能能があるのか。今委員長ががあるのか。今委員長ががあるのか。今委員長ががあるのか。今委員長が

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったったったった内容内容内容内容にかかわっては、にかかわっては、にかかわっては、にかかわっては、登登登登記していないものが記していないものが記していないものが記していないものが壊壊壊壊された、こういうことに関わされた、こういうことに関わされた、こういうことに関わされた、こういうことに関わ

って調って調って調って調べべべべるるるる必必必必要があると。しかし、要があると。しかし、要があると。しかし、要があると。しかし、世世世世間間間間にもたくさにもたくさにもたくさにもたくさんんんん無届無届無届無届けけけけ建建建建築築築築ですか、まあですか、まあですか、まあですか、まあねねねね、無届、無届、無届、無届けけけけ

建建建建築築築築、、、、不不不不法建法建法建法建築築築築、、、、登登登登記していない建記していない建記していない建記していない建築物築物築物築物はたくさはたくさはたくさはたくさんんんん、それは、それは、それは、それは数数数数え切れないえ切れないえ切れないえ切れないほどほどほどほどある。それある。それある。それある。それ

らまでいらまでいらまでいらまでいろろろろいいいいろろろろ言及していったら、それこそ言及していったら、それこそ言及していったら、それこそ言及していったら、それこそ行行行行政政政政は務まるのかは務まるのかは務まるのかは務まるのかどどどどうなのか、そこまで、手うなのか、そこまで、手うなのか、そこまで、手うなのか、そこまで、手

をまわせるのかをまわせるのかをまわせるのかをまわせるのかどどどどうなのか。問題は、とにかくこれを中うなのか。問題は、とにかくこれを中うなのか。問題は、とにかくこれを中うなのか。問題は、とにかくこれを中心心心心として、こういうものについてとして、こういうものについてとして、こういうものについてとして、こういうものについて

取取取取引引引引しまししまししまししましょょょょうと、うと、うと、うと、民民民民とととと民民民民との取との取との取との取引み引み引み引みたいなものは大体つかたいなものは大体つかたいなものは大体つかたいなものは大体つかみみみみでででで処処処処理される理される理される理されるケケケケーーーーススススが、が、が、が、多多多多

いのではないかと、こういうように思うわいのではないかと、こういうように思うわいのではないかと、こういうように思うわいのではないかと、こういうように思うわけやけやけやけや。だから、。だから、。だから、。だから、民民民民とととと民民民民との取との取との取との取引引引引の問題まで、この問題まで、この問題まで、この問題まで、こ

れをれをれをれを百百百百条委員会で扱っていたら、条委員会で扱っていたら、条委員会で扱っていたら、条委員会で扱っていたら、一一一一体この委員会の体この委員会の体この委員会の体この委員会の権権権権能能能能ははははどどどどこまであるのか、そのこまであるのか、そのこまであるのか、そのこまであるのか、その権権権権能能能能のののの

問題です。それを問題です。それを問題です。それを問題です。それを知知知知りたいわりたいわりたいわりたいわけけけけ。。。。民民民民とととと民民民民との取との取との取との取引引引引の問題までの問題までの問題までの問題まで追追追追及できるのか及できるのか及できるのか及できるのかどどどどうなのか、うなのか、うなのか、うなのか、

委員長。それ委員長。それ委員長。それ委員長。それ一一一一遍遍遍遍知知知知りたい。りたい。りたい。りたい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いえ、いえ、いえ、いえ、追追追追及ではないのです。及ではないのです。及ではないのです。及ではないのです。一番重一番重一番重一番重要な問題は、今回調査する建要な問題は、今回調査する建要な問題は、今回調査する建要な問題は、今回調査する建物物物物が３が３が３が３棟棟棟棟

あって、その１あって、その１あって、その１あって、その１棟棟棟棟、当、当、当、当初初初初の平の平の平の平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社の●●証人は、事情聴取の中で、１の●●証人は、事情聴取の中で、１の●●証人は、事情聴取の中で、１の●●証人は、事情聴取の中で、１

棟棟棟棟しか解体をしていないよとしか解体をしていないよとしか解体をしていないよとしか解体をしていないよと……………………。。。。



---- 9999 ----

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 いいいいやややや、だから、だから、だから、だから……………………。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そそそそややややから、その建から、その建から、その建から、その建物物物物の、言うたら、だれが所の、言うたら、だれが所の、言うたら、だれが所の、言うたら、だれが所有有有有者なのかと特定しないまま、者なのかと特定しないまま、者なのかと特定しないまま、者なのかと特定しないまま、

今調査を今調査を今調査を今調査をややややっておりますので。っておりますので。っておりますので。っておりますので。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 解体をした人がだれかということでし解体をした人がだれかということでし解体をした人がだれかということでし解体をした人がだれかということでしょょょょ。。。。

○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。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 その解体をした人たちに、すその解体をした人たちに、すその解体をした人たちに、すその解体をした人たちに、すべべべべてを聞かないかてを聞かないかてを聞かないかてを聞かないかんんんんわ。もともとわ。もともとわ。もともとわ。もともと譲譲譲譲った人に責った人に責った人に責った人に責

任はあらへ任はあらへ任はあらへ任はあらへんんんん。。。。何何何何の事情聴取をするのか、の事情聴取をするのか、の事情聴取をするのか、の事情聴取をするのか、民民民民とととと民民民民との取との取との取との取引引引引まで、調査をするまで、調査をするまで、調査をするまで、調査をする権権権権能能能能があるのがあるのがあるのがあるの

かということを、聞いているわかということを、聞いているわかということを、聞いているわかということを、聞いているわけやけやけやけや、おれは。、おれは。、おれは。、おれは。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ややややっっっっぱぱぱぱり、その当り、その当り、その当り、その当該該該該、、、、発注発注発注発注者がだれかと者がだれかと者がだれかと者がだれかと……………………。。。。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 いいいいやややや、おれは、おれは、おれは、おれは権権権権能能能能を聞いとるわを聞いとるわを聞いとるわを聞いとるわけやけやけやけや。。。。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 いいですか。いいですか。いいですか。いいですか。先ほど先ほど先ほど先ほどの山下副委員長のの山下副委員長のの山下副委員長のの山下副委員長の説明説明説明説明の中で、の中で、の中で、の中で、登登登登記のされていない建記のされていない建記のされていない建記のされていない建物物物物

が１つある。建が１つある。建が１つある。建が１つある。建物物物物がないのに、あたかもあるようにしてがないのに、あたかもあるようにしてがないのに、あたかもあるようにしてがないのに、あたかもあるようにして売売売売っている。つかっている。つかっている。つかっている。つかみみみみでででで処処処処理をする理をする理をする理をする

話話話話は、今までの中では、今までの中では、今までの中では、今までの中で往往往往 々々々々にしてあると、にしてあると、にしてあると、にしてあると、僕僕僕僕もその通りだと思うのですもその通りだと思うのですもその通りだと思うのですもその通りだと思うのですけけけけれれれれどどどども、今回も、今回も、今回も、今回有有有有限限限限

会会会会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムささささんんんんをををを呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶというのは、というのは、というのは、というのは、どどどどういったらええのかな、つかういったらええのかな、つかういったらええのかな、つかういったらええのかな、つかみみみみでででで処処処処理したことの理したことの理したことの理したことの

あと、あと、あと、あと、行行行行政政政政ががががどどどどういうふうなかかわりをしたらいいのかという、そういうことで、そういういうふうなかかわりをしたらいいのかという、そういうことで、そういういうふうなかかわりをしたらいいのかという、そういうことで、そういういうふうなかかわりをしたらいいのかという、そういうことで、そうい

う意う意う意う意味味味味で県で県で県で県業業業業務のことを務のことを務のことを務のことを論論論論議していくことなのだと、議していくことなのだと、議していくことなのだと、議していくことなのだと、強強強強く思っています。く思っています。く思っています。く思っています。

もうもうもうもう一一一一つは、無つは、無つは、無つは、無登登登登記の建記の建記の建記の建物物物物がががが最終最終最終最終的にだれのものであったのか、的にだれのものであったのか、的にだれのものであったのか、的にだれのものであったのか、売買売買売買売買のときにのときにのときにのときに処処処処理され理され理され理され

ていない。ていない。ていない。ていない。一番最初一番最初一番最初一番最初のののの有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事から●さ事から●さ事から●さ事から●さんんんんにににに行行行行って、●さって、●さって、●さって、●さんんんんから平から平から平から平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工

業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社にににに行行行行くくくくけけけけれれれれどどどども、も、も、も、登登登登記のされていない建記のされていない建記のされていない建記のされていない建物物物物が、だれが今、が、だれが今、が、だれが今、が、だれが今、登登登登記、その時点で、記、その時点で、記、その時点で、記、その時点で、

解体した当時、だれが解体した当時、だれが解体した当時、だれが解体した当時、だれが持持持持っていたのかということをこの委員会ではっきりしとかっていたのかということをこの委員会ではっきりしとかっていたのかということをこの委員会ではっきりしとかっていたのかということをこの委員会ではっきりしとかんんんんと、無と、無と、無と、無

届届届届けけけけのののの話話話話が進が進が進が進んんんんでいでいでいでいけけけけへへへへんんんん。。。。行行行行政政政政ががががどどどどこから、所こから、所こから、所こから、所有有有有者が解体届を出さなあか者が解体届を出さなあか者が解体届を出さなあか者が解体届を出さなあかんんんんというのだというのだというのだというのだ

ったら、所ったら、所ったら、所ったら、所有有有有者はだれな者はだれな者はだれな者はだれなんんんんだということを特定せなあかだということを特定せなあかだということを特定せなあかだということを特定せなあかんんんんということで、ということで、ということで、ということで、民民民民民民民民のののの売買売買売買売買がえがえがえがえ

えかえかえかえか悪悪悪悪いかといういかといういかといういかという話話話話をををを論論論論議するのではなしに、所議するのではなしに、所議するのではなしに、所議するのではなしに、所有有有有者がだれかという者がだれかという者がだれかという者がだれかという話話話話を特定するためにを特定するためにを特定するためにを特定するために

はははは必必必必要ではないかと思います。要ではないかと思います。要ではないかと思います。要ではないかと思います。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 わしはあくまでも基本的なことを聞いとるわわしはあくまでも基本的なことを聞いとるわわしはあくまでも基本的なことを聞いとるわわしはあくまでも基本的なことを聞いとるわけやけやけやけや。だれからだれの問題につ。だれからだれの問題につ。だれからだれの問題につ。だれからだれの問題につ

いて言うといて言うといて言うといて言うとんんんんのとちがうのとちがうのとちがうのとちがうねんねんねんねん。この委員会の。この委員会の。この委員会の。この委員会の権権権権能能能能は、は、は、は、民民民民とととと民民民民との取との取との取との取引引引引まで調査ができるのまで調査ができるのまで調査ができるのまで調査ができるの

かかかかどどどどうなのか。そのうなのか。そのうなのか。そのうなのか。その権権権権能能能能の問題、それを聞いとるわの問題、それを聞いとるわの問題、それを聞いとるわの問題、それを聞いとるわけけけけ。。。。

一般一般一般一般論論論論としては、としては、としては、としては、冒冒冒冒頭頭頭頭に言うたように、解体を中に言うたように、解体を中に言うたように、解体を中に言うたように、解体を中心心心心とするこのとするこのとするこのとするこの一一一一体を体を体を体を売買売買売買売買をすると。をすると。をすると。をすると。契契契契

約約約約については、については、については、については、民民民民とととと民民民民との取との取との取との取引引引引のののの契約契約契約契約というのはそというのはそというのはそというのはそんんんんなもなもなもなもんやんやんやんや、ざっく、ざっく、ざっく、ざっくばばばばららららんんんんなものなものなものなものややややとととと

思うよ。そこら、だれの思うよ。そこら、だれの思うよ。そこら、だれの思うよ。そこら、だれの持持持持ちちちち物や物や物や物やっていったらっていったらっていったらっていったら買買買買うた人のうた人のうた人のうた人の持持持持ちちちち物や物や物や物や。。。。



---- 11110000 ----

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いいいいやややや、それを確認するために、所、それを確認するために、所、それを確認するために、所、それを確認するために、所有有有有者がだれであるか、者がだれであるか、者がだれであるか、者がだれであるか、発注発注発注発注者がだれであ者がだれであ者がだれであ者がだれであ

るかというのを建設るかというのを建設るかというのを建設るかというのを建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法で問われていますので、それだル法で問われていますので、それだル法で問われていますので、それだル法で問われていますので、それだけけけけを確認したいだを確認したいだを確認したいだを確認したいだけけけけです。です。です。です。

別に別に別に別に民民民民とととと民民民民ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、仲仲仲仲介した人が、その所介した人が、その所介した人が、その所介した人が、その所有有有有者が者が者が者が発注発注発注発注者がだれであるかというのを求者がだれであるかというのを求者がだれであるかというのを求者がだれであるかというのを求

めるだめるだめるだめるだけけけけのののの権権権権限です。限です。限です。限です。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 だから、解体をした人に尋だから、解体をした人に尋だから、解体をした人に尋だから、解体をした人に尋ねねねねりりりりゃゃゃゃええことじええことじええことじええことじゃゃゃゃないの。ないの。ないの。ないの。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 川口委員、理解してもらいたいのは、建設川口委員、理解してもらいたいのは、建設川口委員、理解してもらいたいのは、建設川口委員、理解してもらいたいのは、建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法というのは、届ル法というのは、届ル法というのは、届ル法というのは、届

けけけけ出の出の出の出の義義義義務は、務は、務は、務は、繰繰繰繰りりりり返返返返し言っていますし言っていますし言っていますし言っていますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、発注発注発注発注者にあるのです。解体した者にあるのです。解体した者にあるのです。解体した者にあるのです。解体した受注受注受注受注者に者に者に者に

あるのではないのです、あるのではないのです、あるのではないのです、あるのではないのです、発注発注発注発注者に責任があるのです。者に責任があるのです。者に責任があるのです。者に責任があるのです。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 だから、だから、だから、だから、発注発注発注発注者に聞き者に聞き者に聞き者に聞きゃゃゃゃあええっちあええっちあええっちあええっちゅゅゅゅううううんやんやんやんや、わしは。、わしは。、わしは。、わしは。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いいいいややややいいいいやややや、だから、だから、だから、だから発注発注発注発注者が、その建者が、その建者が、その建者が、その建物物物物の中に、取の中に、取の中に、取の中に、取引引引引のときに、今、のときに、今、のときに、今、のときに、今、アスアスアスアス

ベスベスベスベストの問題が大トの問題が大トの問題が大トの問題が大変変変変大きな大きな大きな大きな社社社社会問題になっています。ですから、この会問題になっています。ですから、この会問題になっています。ですから、この会問題になっています。ですから、この不動産不動産不動産不動産の取の取の取の取引引引引にににに際際際際しししし

ても、ても、ても、ても、重重重重要事項というものの中に要事項というものの中に要事項というものの中に要事項というものの中にアスベスアスベスアスベスアスベストの問題もトの問題もトの問題もトの問題もややややるるるるべべべべきききき……………………。。。。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 それはわかっとる。それはわかっとる。それはわかっとる。それはわかっとる。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それはおわかりだと思うのです。ですから、その問題について、いわそれはおわかりだと思うのです。ですから、その問題について、いわそれはおわかりだと思うのです。ですから、その問題について、いわそれはおわかりだと思うのです。ですから、その問題について、いわゆゆゆゆ

るるるるＡＡＡＡささささんんんんからからからからＢＢＢＢささささんんんんにににに物物物物はははは移移移移っているわっているわっているわっているわけけけけですですですですねねねね、その、その、その、その際際際際に、に、に、に、発注発注発注発注者の責任である、要す者の責任である、要す者の責任である、要す者の責任である、要す

るに、平るに、平るに、平るに、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社がががが購購購購入なさったその建入なさったその建入なさったその建入なさったその建物物物物について、について、について、について、購購購購入する入する入する入する際際際際に、前のに、前のに、前のに、前の

保有保有保有保有者から、この建者から、この建者から、この建者から、この建物物物物の中にはの中にはの中にはの中にはアスベスアスベスアスベスアスベストが含まれていますよという、そういうトが含まれていますよという、そういうトが含まれていますよという、そういうトが含まれていますよという、そういう説明説明説明説明をををを受受受受

けけけけたのかたのかたのかたのかどどどどうか。前の証言の証人に出てもらいました平うか。前の証言の証人に出てもらいました平うか。前の証言の証人に出てもらいました平うか。前の証言の証人に出てもらいました平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社の●●さの●●さの●●さの●●さ

んんんんは、そは、そは、そは、そんんんんなななな説明説明説明説明、、、、受け受け受け受けたことがないと。ですから、たことがないと。ですから、たことがないと。ですから、たことがないと。ですから、売売売売ったったったった側側側側、あっせ、あっせ、あっせ、あっせんんんんした人に、そのした人に、そのした人に、そのした人に、その

辺辺辺辺の事情を聞くのは当の事情を聞くのは当の事情を聞くのは当の事情を聞くのは当然然然然だと。だと。だと。だと。

でないと、平でないと、平でないと、平でないと、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社が、が、が、が、アスベスアスベスアスベスアスベストが含まれていることをトが含まれていることをトが含まれていることをトが含まれていることを十十十十二二二二分に分に分に分に説説説説

明明明明をををを受け受け受け受けながら、この解体にながら、この解体にながら、この解体にながら、この解体に際際際際して、して、して、して、アスベスアスベスアスベスアスベストに係る届トに係る届トに係る届トに係る届けけけけ出も出も出も出も何何何何もしていないとしたら、もしていないとしたら、もしていないとしたら、もしていないとしたら、

これはさらに問題です。それを見これはさらに問題です。それを見これはさらに問題です。それを見これはさらに問題です。それを見逃逃逃逃しているしているしているしている行行行行政政政政ののののシステムシステムシステムシステムがあるとしたら、問題です。があるとしたら、問題です。があるとしたら、問題です。があるとしたら、問題です。

ですから、そういうですから、そういうですから、そういうですから、そういう審審審審査、査、査、査、民民民民民民民民の取の取の取の取引引引引の中にそのの中にそのの中にそのの中にその重重重重要事項の要事項の要事項の要事項の引引引引きききき継ぎ継ぎ継ぎ継ぎががががどどどどうなされたってうなされたってうなされたってうなされたって

いうのをいうのをいうのをいうのを精精精精査することが査することが査することが査することが極極極極めて大事だと思うめて大事だと思うめて大事だと思うめて大事だと思うんんんんですですですですけけけけれれれれどどどども、いかがですか。も、いかがですか。も、いかがですか。も、いかがですか。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 よよよよろろろろしいか。今のしいか。今のしいか。今のしいか。今の話話話話を聞いていて、大体、を聞いていて、大体、を聞いていて、大体、を聞いていて、大体、民民民民の取の取の取の取引引引引といったら、ここにといったら、ここにといったら、ここにといったら、ここに載載載載っっっっ

ている建ている建ている建ている建物物物物が５つあるのか６つあるのか、ま、５つが５つあるのか６つあるのか、ま、５つが５つあるのか６つあるのか、ま、５つが５つあるのか６つあるのか、ま、５つ書書書書いてあると。そいてあると。そいてあると。そいてあると。そやけやけやけやけれれれれどどどど、これは、これは、これは、これは民民民民

の取の取の取の取引引引引でででで一括一括一括一括でででで売売売売って、って、って、って、例例例例ええええばばばば、、、、有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事から●に事から●に事から●に事から●に売売売売ったときにも、これと同じったときにも、これと同じったときにも、これと同じったときにも、これと同じ

ような取ような取ような取ような取引引引引ををををややややった。とこった。とこった。とこった。ところろろろが、言うたら、が、言うたら、が、言うたら、が、言うたら、一一一一つは、建てつは、建てつは、建てつは、建て増増増増しをしをしをしを勝勝勝勝手にしてあって、これ手にしてあって、これ手にしてあって、これ手にしてあって、これ

はははは有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事が事が事が事が村村村村本建設に本建設に本建設に本建設に貸貸貸貸していたわしていたわしていたわしていたわけやけけやけけやけけやけれれれれどどどど、、、、村村村村本建設が倉庫本建設が倉庫本建設が倉庫本建設が倉庫ややややいいいいろろろろいいいいろろろろ建建建建
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てててててててて登登登登記をした中で、この５つ以記をした中で、この５つ以記をした中で、この５つ以記をした中で、この５つ以外外外外に、今言うているのは、に、今言うているのは、に、今言うているのは、に、今言うているのは、登登登登記をしていないと。してい記をしていないと。してい記をしていないと。してい記をしていないと。してい

ないないないないややややつは、建てつは、建てつは、建てつは、建て増増増増しをしをしをしを勝勝勝勝手に手に手に手に村村村村本建設が当時しよった。それは本建設が当時しよった。それは本建設が当時しよった。それは本建設が当時しよった。それは有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事も事も事も事も知知知知らららら

んんんんと。これは、わしのと。これは、わしのと。これは、わしのと。これは、わしの想像想像想像想像です。です。です。です。恐恐恐恐らくそうらくそうらくそうらくそうややややったと。それで、今度、ったと。それで、今度、ったと。それで、今度、ったと。それで、今度、一括一括一括一括にして●ににして●ににして●ににして●に売売売売

る。そのときには、る。そのときには、る。そのときには、る。そのときには、登登登登記記記記書書書書にににに載載載載っているっているっているっているけけけけれれれれどどどど、そこに付、そこに付、そこに付、そこに付随随随随しているものもしているものもしているものもしているものも一括一括一括一括してしてしてして売売売売っっっっ

ているというのはているというのはているというのはているというのは普普普普通の通の通の通のパタパタパタパターーーーンやンやンやンやと思います。そしたら、と思います。そしたら、と思います。そしたら、と思います。そしたら、発注発注発注発注者に建設者に建設者に建設者に建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法のル法のル法のル法の

責任があるというのは、責任があるというのは、責任があるというのは、責任があるというのは、発注発注発注発注者は平者は平者は平者は平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社とちがうのか。もうそれではとちがうのか。もうそれではとちがうのか。もうそれではとちがうのか。もうそれでは

っきりしているのとちがうのか。それがっきりしているのとちがうのか。それがっきりしているのとちがうのか。それがっきりしているのとちがうのか。それがどどどどこの所この所この所この所在や在や在や在やと、と、と、と、普普普普通、通、通、通、有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事自事自事自事自身身身身はははは

村村村村本建設に本建設に本建設に本建設に貸貸貸貸していたのしていたのしていたのしていたのややややで。で。で。で。村村村村本建設が本建設が本建設が本建設が皆皆皆皆建てていて、建てていて、建てていて、建てていて、登登登登記はしている記はしている記はしている記はしているけけけけれれれれどどどど、１つつ、１つつ、１つつ、１つつ

いでに建ていでに建ていでに建ていでに建て増増増増ししたとしししたとしししたとしししたとしょょょょう、それはしたかう、それはしたかう、それはしたかう、それはしたかどどどどうかうかうかうか知知知知らないらないらないらないけけけけれれれれどどどど、、、、登登登登記していないとい記していないとい記していないとい記していないとい

うことはそういうことうことはそういうことうことはそういうことうことはそういうことやろやろやろやろ。そ。そ。そ。そやけやけやけやけれれれれどどどど、、、、有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事も事も事も事も知知知知ららららんんんんと、●にと、●にと、●にと、●に売売売売るわといるわといるわといるわとい

うたときに、そういううたときに、そういううたときに、そういううたときに、そういう形形形形でででで売売売売った。それで、平った。それで、平った。それで、平った。それで、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社はもうはもうはもうはもう一括一括一括一括でででで買買買買うううう

たたたたんんんんか、か、か、か、登登登登記上の記上の記上の記上のややややつだつだつだつだけ書け書け書け書いてあるいてあるいてあるいてあるけけけけれれれれどどどど、この建て、この建て、この建て、この建て増増増増ししたというのもその中に入っししたというのもその中に入っししたというのもその中に入っししたというのもその中に入っ

ている、おている、おている、おている、お互互互互いにそういうような取いにそういうような取いにそういうような取いにそういうような取引や引や引や引やと、おれは思うのと、おれは思うのと、おれは思うのと、おれは思うのやけやけやけやけれれれれどどどど。。。。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 そもそもこのそもそもこのそもそもこのそもそもこの百百百百条委員会、条委員会、条委員会、条委員会、我我我我 々々々々の目的は、そういうの目的は、そういうの目的は、そういうの目的は、そういう不不不不審審審審なとこなとこなとこなところろろろ、わからな、わからな、わからな、わからな

いとこいとこいとこいところろろろをつまびらかにするということが大きな目的です。をつまびらかにするということが大きな目的です。をつまびらかにするということが大きな目的です。をつまびらかにするということが大きな目的です。

今、岩田委員から今、岩田委員から今、岩田委員から今、岩田委員から発発発発言がありましたが、す言がありましたが、す言がありましたが、す言がありましたが、すべべべべてててて想像想像想像想像のののの世界世界世界世界であって、であって、であって、であって、想像想像想像想像のののの世界世界世界世界でこれでこれでこれでこれ

は議事を進めるは議事を進めるは議事を進めるは議事を進めるべべべべきでは、ないと思います。すきでは、ないと思います。すきでは、ないと思います。すきでは、ないと思います。すべべべべては証人の方に出ていただいて、はっきては証人の方に出ていただいて、はっきては証人の方に出ていただいて、はっきては証人の方に出ていただいて、はっき

りとそのりとそのりとそのりとその辺辺辺辺の事実を確認する、それがの事実を確認する、それがの事実を確認する、それがの事実を確認する、それが我我我我 々々々々の目的であるはずですから、の目的であるはずですから、の目的であるはずですから、の目的であるはずですから、必必必必要とあることな要とあることな要とあることな要とあることな

ららららばばばば、出、出、出、出席席席席を求めるを求めるを求めるを求めるべべべべきだと思います。きだと思います。きだと思います。きだと思います。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 ちちちちょょょょっとっとっとっと済済済済みみみみませませませませんんんん。。。。僕僕僕僕は自分、は自分、は自分、は自分、相相相相手がいないから言う手がいないから言う手がいないから言う手がいないから言うけけけけれれれれどどどど、、、、普普普普通、通、通、通、一般一般一般一般

論論論論をまあ言うているわをまあ言うているわをまあ言うているわをまあ言うているわけやけやけやけや。そこで今、。そこで今、。そこで今、。そこで今、一般一般一般一般論論論論で言うているわで言うているわで言うているわで言うているわけけけけだ。ここで今、川口委員だ。ここで今、川口委員だ。ここで今、川口委員だ。ここで今、川口委員

がががが一番先一番先一番先一番先に言われたとおり、このに言われたとおり、このに言われたとおり、このに言われたとおり、この百百百百条委員会、今浅川委員が言う、条委員会、今浅川委員が言う、条委員会、今浅川委員が言う、条委員会、今浅川委員が言う、追追追追及する、及する、及する、及する、明明明明らかにすらかにすらかにすらかにす

る、それはようわかるる、それはようわかるる、それはようわかるる、それはようわかるけけけけれれれれどどどど、、、、先ほど先ほど先ほど先ほど、、、、一番一番一番一番大事なのは、この今、大事なのは、この今、大事なのは、この今、大事なのは、この今、民民民民の取の取の取の取引引引引、これのこと、これのこと、これのこと、これのこと

までをここへまでをここへまでをここへまでをここへ呼べ呼べ呼べ呼べるるるる権権権権能能能能があるのかがあるのかがあるのかがあるのかどどどどうかということを・・・・。うかということを・・・・。うかということを・・・・。うかということを・・・・。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 それは法的にそれは法的にそれは法的にそれは法的にどどどどうなっているの。うなっているの。うなっているの。うなっているの。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 それをまず、さっきから聞いているそれをまず、さっきから聞いているそれをまず、さっきから聞いているそれをまず、さっきから聞いているけけけけれれれれどどどど、委員長も、法的にこうですよと、委員長も、法的にこうですよと、委員長も、法的にこうですよと、委員長も、法的にこうですよと

いういういういう答答答答え、自分言うていない。それを聞いているのとちがうのか。こっちの言うのも、こえ、自分言うていない。それを聞いているのとちがうのか。こっちの言うのも、こえ、自分言うていない。それを聞いているのとちがうのか。こっちの言うのも、こえ、自分言うていない。それを聞いているのとちがうのか。こっちの言うのも、こ

れで合うているとしたら、そっちをはっきりとしたらいいのれで合うているとしたら、そっちをはっきりとしたらいいのれで合うているとしたら、そっちをはっきりとしたらいいのれで合うているとしたら、そっちをはっきりとしたらいいのやややや。こ。こ。こ。こんんんんなに言うのなに言うのなに言うのなに言うのややややったら、ったら、ったら、ったら、

こっちはっきりしたらいいのこっちはっきりしたらいいのこっちはっきりしたらいいのこっちはっきりしたらいいのややややない。ない。ない。ない。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 調査はで調査はで調査はで調査はでけけけけへへへへんんんんのかなのかなのかなのかな……………………。。。。
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○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 自分が言うているのが合っていれ自分が言うているのが合っていれ自分が言うているのが合っていれ自分が言うているのが合っていればばばば、こっちをはっきりしたらいいの、こっちをはっきりしたらいいの、こっちをはっきりしたらいいの、こっちをはっきりしたらいいのやややや、ち、ち、ち、ち

がうことがうことがうことがうことばばばばっかり言うているのっかり言うているのっかり言うているのっかり言うているのややややない。ない。ない。ない。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 警察警察警察警察庁庁庁庁ではないのではないのではないのではないのややややで、ここは。で、ここは。で、ここは。で、ここは。

○吉田書記○吉田書記○吉田書記○吉田書記 民民民民とととと民民民民の関係のの関係のの関係のの関係の契約契約契約契約がありますがありますがありますがありますけけけけれれれれどどどども、この委員会にかかわって事実確認も、この委員会にかかわって事実確認も、この委員会にかかわって事実確認も、この委員会にかかわって事実確認

がががが必必必必要であるということであれ要であるということであれ要であるということであれ要であるということであればばばば、そのことに限ってお、そのことに限ってお、そのことに限ってお、そのことに限ってお話話話話を聞くことはできるというふうを聞くことはできるというふうを聞くことはできるというふうを聞くことはできるというふう

になっています。になっています。になっています。になっています。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 いいいいやややや、それ、それ、それ、それややややったら、それで委員長。ったら、それで委員長。ったら、それで委員長。ったら、それで委員長。

○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。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今ここが言うたとおりのことを、今ここが言うたとおりのことを、今ここが言うたとおりのことを、今ここが言うたとおりのことを、ほんほんほんほんならはじめから言うたらいいならはじめから言うたらいいならはじめから言うたらいいならはじめから言うたらいいけけけけれれれれどどどど、、、、

さっきのはさっきのはさっきのはさっきのは何何何何かかかか知知知知らないらないらないらないけけけけれれれれどどどど、ちがう方、ちがう方、ちがう方、ちがう方向向向向のののの説明ば説明ば説明ば説明ばっかりで、はじめ聞かはったのは、っかりで、はじめ聞かはったのは、っかりで、はじめ聞かはったのは、っかりで、はじめ聞かはったのは、

それそれそれそれややややわ。わ。わ。わ。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 できるだできるだできるだできるだけけけけ、証人を、証人を、証人を、証人を呼ん呼ん呼ん呼んだだだだ場場場場合には、そういう合には、そういう合には、そういう合には、そういう民民民民間間間間にかかわってのにかかわってのにかかわってのにかかわっての守秘守秘守秘守秘義義義義

務等ございますので、務等ございますので、務等ございますので、務等ございますので、注注注注意をして意をして意をして意をして質質質質問なり、当日の問なり、当日の問なり、当日の問なり、当日の質質質質問要項を問要項を問要項を問要項を作作作作りたいとは思いますが。りたいとは思いますが。りたいとは思いますが。りたいとは思いますが。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 質質質質問って、おまえの方問って、おまえの方問って、おまえの方問って、おまえの方やややや。。。。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 だから、だから、だから、だから、一連一連一連一連のののの流流流流れ、れ、れ、れ、僕僕僕僕もさかのもさかのもさかのもさかのぼぼぼぼってはわからないのですってはわからないのですってはわからないのですってはわからないのですけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、その

前任者が前任者が前任者が前任者が有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムがあっせがあっせがあっせがあっせんんんんしたしたしたした売買契約売買契約売買契約売買契約は、平は、平は、平は、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社と●さと●さと●さと●さ

んんんんという。それから、その前は、そしたらという。それから、その前は、そしたらという。それから、その前は、そしたらという。それから、その前は、そしたら有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事さ事さ事さ事さんんんんから●さから●さから●さから●さんんんんにににに売買売買売買売買したあしたあしたあしたあ

っせっせっせっせんんんん者と言われるのですよ者と言われるのですよ者と言われるのですよ者と言われるのですよねねねね。もともとは、今聞いたら、。もともとは、今聞いたら、。もともとは、今聞いたら、。もともとは、今聞いたら、村村村村本建設が建てているという本建設が建てているという本建設が建てているという本建設が建てているという

ことになってくると、これはそこまでずっとさかのことになってくると、これはそこまでずっとさかのことになってくると、これはそこまでずっとさかのことになってくると、これはそこまでずっとさかのぼぼぼぼって調査をしていくって調査をしていくって調査をしていくって調査をしていくべべべべきなのですか。きなのですか。きなのですか。きなのですか。

例例例例ええええばばばば、その建、その建、その建、その建物物物物が、そのが、そのが、そのが、その有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事のときに建てていたら、事のときに建てていたら、事のときに建てていたら、事のときに建てていたら、有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムがががが

あっせあっせあっせあっせんんんんするときに、また前任者の●●●さするときに、また前任者の●●●さするときに、また前任者の●●●さするときに、また前任者の●●●さんんんんが建てていたものであれが建てていたものであれが建てていたものであれが建てていたものであればばばば、それはそれで、それはそれで、それはそれで、それはそれで

いいのですいいのですいいのですいいのですけけけけれれれれどどどども、その前のも、その前のも、その前のも、その前の有有有有限会限会限会限会社社社社金城商金城商金城商金城商事さ事さ事さ事さんんんんも建てていない。建てているのは、も建てていない。建てているのは、も建てていない。建てているのは、も建てていない。建てているのは、

村村村村本建設本建設本建設本建設やややや。だから、そこまでこれはさかの。だから、そこまでこれはさかの。だから、そこまでこれはさかの。だから、そこまでこれはさかのぼぼぼぼらないと、らないと、らないと、らないと、僕僕僕僕はいはいはいはいけけけけないのではないかと思ないのではないかと思ないのではないかと思ないのではないかと思

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 山本委員の意見です山本委員の意見です山本委員の意見です山本委員の意見ですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、我我我我 々々々々は、は、は、は、先ほど先ほど先ほど先ほどから言うているように、から言うているように、から言うているように、から言うているように、

アスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの有有有有無について問うだ無について問うだ無について問うだ無について問うだけけけけでありまして、今、平でありまして、今、平でありまして、今、平でありまして、今、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社が、自が、自が、自が、自

分が分が分が分が購購購購入する入する入する入する予予予予定の建定の建定の建定の建物物物物について、無届について、無届について、無届について、無届けけけけで解体したのではないかというで解体したのではないかというで解体したのではないかというで解体したのではないかという審審審審査をしている査をしている査をしている査をしている

のです。その中に、のです。その中に、のです。その中に、のです。その中に、少少少少なくともなくともなくともなくとも石綿スレ石綿スレ石綿スレ石綿スレートが含まれているということがートが含まれているということがートが含まれているということがートが含まれているということが明明明明らかになってらかになってらかになってらかになって

いるわいるわいるわいるわけけけけです、それだです、それだです、それだです、それだけけけけはははは明明明明らかになっている。だから、そのらかになっている。だから、そのらかになっている。だから、そのらかになっている。だから、その石綿スレ石綿スレ石綿スレ石綿スレートのあったことートのあったことートのあったことートのあったこと

について、平について、平について、平について、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社がががが知知知知っておったのかっておったのかっておったのかっておったのかどどどどうか。うか。うか。うか。
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○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 それは、それは、それは、それは、知知知知らなかった。らなかった。らなかった。らなかった。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いいいいややややいいいいやややや、だから、さきの証言の中で、だから、さきの証言の中で、だから、さきの証言の中で、だから、さきの証言の中で知知知知らなかったと言っているのですらなかったと言っているのですらなかったと言っているのですらなかったと言っているのです

ねねねね。そうしたら、その建。そうしたら、その建。そうしたら、その建。そうしたら、その建物物物物、土、土、土、土地地地地の取の取の取の取引引引引について、について、について、について、重重重重要事項要事項要事項要事項説明説明説明説明の中で、の中で、の中で、の中で、少少少少なくとも、なくとも、なくとも、なくとも、アアアア

スベススベススベススベストにかかわる問題については入れることになっている。きトにかかわる問題については入れることになっている。きトにかかわる問題については入れることになっている。きトにかかわる問題については入れることになっている。きょょょょう出しましたう出しましたう出しましたう出しました契約書契約書契約書契約書のののの

中にもそのことが中にもそのことが中にもそのことが中にもそのことが明明明明記されています、記されています、記されています、記されています、触触触触れられています。ですから、平れられています。ですから、平れられています。ですから、平れられています。ですから、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株業株業株業株

式式式式会会会会社社社社がががが説明説明説明説明をををを受け受け受け受けていないということについて、このあっせていないということについて、このあっせていないということについて、このあっせていないということについて、このあっせんんんんをしたをしたをしたをした業業業業者から、者から、者から、者から、説明説明説明説明しししし

たかたかたかたかどどどどうか、こういう証言もとるのは、平等なうか、こういう証言もとるのは、平等なうか、こういう証言もとるのは、平等なうか、こういう証言もとるのは、平等な立立立立場場場場から当から当から当から当然然然然だと。ですから、事は、平だと。ですから、事は、平だと。ですから、事は、平だと。ですから、事は、平野野野野

クレクレクレクレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社がががが説明説明説明説明をををを受け受け受け受けておって、なおかつ無ておって、なおかつ無ておって、なおかつ無ておって、なおかつ無視視視視して解体した、これはして解体した、これはして解体した、これはして解体した、これは悪悪悪悪質質質質でででで

す。す。す。す。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 僕僕僕僕が聞いているのは、ちが聞いているのは、ちが聞いているのは、ちが聞いているのは、ちょょょょっとっとっとっと違違違違うのですよ。うのですよ。うのですよ。うのですよ。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いいいいやややや、だから、そういうことで、だれが建てて、だから、そういうことで、だれが建てて、だから、そういうことで、だれが建てて、だから、そういうことで、だれが建ててどどどどうしたのかと、これはうしたのかと、これはうしたのかと、これはうしたのかと、これは

別別別別途途途途、、、、最終最終最終最終的に資料を出します的に資料を出します的に資料を出します的に資料を出しますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、旧旧旧旧のののの村村村村本建設です本建設です本建設です本建設ですねねねね、、、、一一一一回回回回倒倒倒倒産産産産していますから、していますから、していますから、していますから、

出出出出直直直直しの今のしの今のしの今のしの今の村村村村本建設、本建設、本建設、本建設、旧旧旧旧のののの村村村村本建設の所本建設の所本建設の所本建設の所有有有有のときに、おおよそ建のときに、おおよそ建のときに、おおよそ建のときに、おおよそ建築築築築基準法に基準法に基準法に基準法に違違違違反反反反した建した建した建した建

てかえ等てかえ等てかえ等てかえ等 々々々々のものが、あの１のものが、あの１のものが、あの１のものが、あの１万万万万平方メートルの中で平方メートルの中で平方メートルの中で平方メートルの中で繰繰繰繰りりりり返返返返しありました。それが、今、県しありました。それが、今、県しありました。それが、今、県しありました。それが、今、県

の担当者がの担当者がの担当者がの担当者がどどどどういうういうういうういう整整整整理をするのかと問題提理をするのかと問題提理をするのかと問題提理をするのかと問題提起起起起をしていますから、まだ問題、をしていますから、まだ問題、をしていますから、まだ問題、をしていますから、まだ問題、整整整整理の理の理の理の仕仕仕仕方、方、方、方、

県の方で定かになっていないようです県の方で定かになっていないようです県の方で定かになっていないようです県の方で定かになっていないようですけけけけれれれれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう変変変変遷遷遷遷もあるし、この委員会でそもあるし、この委員会でそもあるし、この委員会でそもあるし、この委員会でそ

のようなことをのようなことをのようなことをのようなことを追追追追うていくのではなしに、うていくのではなしに、うていくのではなしに、うていくのではなしに、アスベスアスベスアスベスアスベストのことについて、このトのことについて、このトのことについて、このトのことについて、この際際際際平平平平野クレ野クレ野クレ野クレーーーー

ンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社から証言をもらったので、そのから証言をもらったので、そのから証言をもらったので、そのから証言をもらったので、その不動産不動産不動産不動産取取取取引引引引のときにのときにのときにのときに説明説明説明説明があるはずですかがあるはずですかがあるはずですかがあるはずですか

ら、あったのから、あったのから、あったのから、あったのかどどどどうかうかうかうか有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムの方から聞くのはの方から聞くのはの方から聞くのはの方から聞くのはむむむむししししろろろろ当当当当然然然然であり、であり、であり、であり、公公公公平だと思平だと思平だと思平だと思

うのです。うのです。うのです。うのです。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 僕僕僕僕が言っているのは、そのが言っているのは、そのが言っているのは、そのが言っているのは、その有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムを証人を証人を証人を証人喚喚喚喚問、証人に問、証人に問、証人に問、証人に呼ぶべ呼ぶべ呼ぶべ呼ぶべきできできできで

はないとは言っていないですよ。それははないとは言っていないですよ。それははないとは言っていないですよ。それははないとは言っていないですよ。それは必必必必要に要に要に要に応応応応じてじてじてじて呼ん呼ん呼ん呼んでも、それはでも、それはでも、それはでも、それは仕仕仕仕方がないだ方がないだ方がないだ方がないだろろろろう。う。う。う。

しかし、言うているのは、しかし、言うているのは、しかし、言うているのは、しかし、言うているのは、発注発注発注発注者が者が者が者がアスベスアスベスアスベスアスベストの届トの届トの届トの届けけけけ出を出さなくてはい出を出さなくてはい出を出さなくてはい出を出さなくてはいけけけけない。平ない。平ない。平ない。平野ク野ク野ク野ク

レレレレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社ではないと、今のではないと、今のではないと、今のではないと、今のぐぐぐぐあいだったら聞いてないから、あいだったら聞いてないから、あいだったら聞いてないから、あいだったら聞いてないから、私私私私の責任ではないの責任ではないの責任ではないの責任ではない

という。だから、前のという。だから、前のという。だから、前のという。だから、前の持持持持ちちちち主主主主の責任かの責任かの責任かの責任かどどどどうかということにうかということにうかということにうかということにポポポポインインインイントがまたトがまたトがまたトがまた移移移移っていくといっていくといっていくといっていくとい

う。う。う。う。説明説明説明説明があるかがあるかがあるかがあるかどどどどうか、それは証人さうか、それは証人さうか、それは証人さうか、それは証人さんんんんのののの有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムささささんんんんの、の、の、の、何何何何とか証言によりとか証言によりとか証言によりとか証言により

ますますますますやろけやろけやろけやろけれれれれどどどど。また、それでなかったらさかの。また、それでなかったらさかの。また、それでなかったらさかの。また、それでなかったらさかのぼぼぼぼって、だれがって、だれがって、だれがって、だれが発注発注発注発注者になるのかという者になるのかという者になるのかという者になるのかという

たら、ただ、もう前、今のたら、ただ、もう前、今のたら、ただ、もう前、今のたら、ただ、もう前、今の売買売買売買売買だだだだけけけけのものがのものがのものがのものが発注発注発注発注者の者の者の者のどどどどちらかということだちらかということだちらかということだちらかということだけけけけを今度は調を今度は調を今度は調を今度は調

べべべべていく、それでていく、それでていく、それでていく、それで終終終終わるのですか。わるのですか。わるのですか。わるのですか。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それでいいと思うのですよ。それでいいと思うのですよ。それでいいと思うのですよ。それでいいと思うのですよ。我我我我 々々々々が今、あの建が今、あの建が今、あの建が今、あの建物物物物の無届の無届の無届の無届けけけけ解体にかかわ解体にかかわ解体にかかわ解体にかかわ
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っての問題をっての問題をっての問題をっての問題を審審審審査していますから、それ以前に査していますから、それ以前に査していますから、それ以前に査していますから、それ以前にどどどどういうういうういうういう動動動動きがあった、きがあった、きがあった、きがあった、どどどどういうようなういうようなういうようなういうような流流流流

れなのかと、そもそもがれなのかと、そもそもがれなのかと、そもそもがれなのかと、そもそもがどどどどこにこにこにこに原因原因原因原因があるの、これをがあるの、これをがあるの、これをがあるの、これを精精精精査する査する査する査する場場場場ではないと、ではないと、ではないと、ではないと、少少少少なくとも、なくとも、なくとも、なくとも、

そう思っています。そう思っています。そう思っています。そう思っています。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 先ほど先ほど先ほど先ほどの議の議の議の議論論論論の中で、そのの中で、そのの中で、そのの中で、そのアスベスアスベスアスベスアスベストが今回無届トが今回無届トが今回無届トが今回無届けけけけ解体された解体された解体された解体された原因原因原因原因ががががどどどどこにこにこにこに

あるのかということをあるのかということをあるのかということをあるのかということを追追追追及すれ及すれ及すれ及すればばばば、もし、もし、もし、もし有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムささささんんんんが、その前任からが、その前任からが、その前任からが、その前任から重重重重要事項要事項要事項要事項

をををを引引引引きききき継継継継いでいないということであれいでいないということであれいでいないということであれいでいないということであればばばば、そこにさかの、そこにさかの、そこにさかの、そこにさかのぼぼぼぼっていくということは、っていくということは、っていくということは、っていくということは、十十十十分こ分こ分こ分こ

れは、れは、れは、れは、物物物物事の本事の本事の本事の本質質質質をををを追追追追及するとなれ及するとなれ及するとなれ及するとなればばばば、そこに、そこに、そこに、そこに行行行行きききき着着着着くのは自くのは自くのは自くのは自然然然然のののの流流流流れになるのではないれになるのではないれになるのではないれになるのではない

かと。●さかと。●さかと。●さかと。●さんんんんがそこで聞いていなかったということで、それががそこで聞いていなかったということで、それががそこで聞いていなかったということで、それががそこで聞いていなかったということで、それが終終終終わるとなったら、ではわるとなったら、ではわるとなったら、ではわるとなったら、では結結結結

局局局局この問題はこの問題はこの問題はこの問題はどどどどうなるのかということがわからなくなりますし、うなるのかということがわからなくなりますし、うなるのかということがわからなくなりますし、うなるのかということがわからなくなりますし、先ほど先ほど先ほど先ほどの山本委員のようの山本委員のようの山本委員のようの山本委員のよう

にににに追追追追及すれ及すれ及すれ及すればばばば、そこに、そこに、そこに、そこに行行行行きききき着着着着くのではないかとは思うのですくのではないかとは思うのですくのではないかとは思うのですくのではないかとは思うのですけけけけれれれれどどどども、その点はも、その点はも、その点はも、その点はどどどどうなのうなのうなのうなの

でしでしでしでしょょょょうか。もううか。もううか。もううか。もう引引引引きききき継継継継いでいないということがわかれいでいないということがわかれいでいないということがわかれいでいないということがわかればばばば、それで、それで、それで、それで終終終終わるわるわるわる話話話話ですか、これですか、これですか、これですか、これ

は。は。は。は。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 目的は、建設目的は、建設目的は、建設目的は、建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法のル法のル法のル法の発注発注発注発注者がだれであるかというのを求めたいの者がだれであるかというのを求めたいの者がだれであるかというのを求めたいの者がだれであるかというのを求めたいの

で、まずは、そので、まずは、そので、まずは、そので、まずは、その発注発注発注発注者の確定をしたいので者の確定をしたいので者の確定をしたいので者の確定をしたいので呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶわわわわけけけけでありまして、その前にでありまして、その前にでありまして、その前にでありまして、その前に説明説明説明説明をををを受け受け受け受け

たかたかたかたかどどどどうかというのは、そこまでいうかというのは、そこまでいうかというのは、そこまでいうかというのは、そこまでいけけけけるのかというのは、今の時点では証言をもらっているのかというのは、今の時点では証言をもらっているのかというのは、今の時点では証言をもらっているのかというのは、今の時点では証言をもらってい

なかったら、ちなかったら、ちなかったら、ちなかったら、ちょょょょっとわからへっとわからへっとわからへっとわからへんんんんのですが。のですが。のですが。のですが。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 では、では、では、では、知知知知らないままらないままらないままらないまま発注発注発注発注者者者者ややややったらったらったらったらどどどどうなるの。うなるの。うなるの。うなるの。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 委員長、ち委員長、ち委員長、ち委員長、ちょょょょっとっとっとっと一一一一つずつ。今、太田委員の言うたことにつずつ。今、太田委員の言うたことにつずつ。今、太田委員の言うたことにつずつ。今、太田委員の言うたことに答答答答えなさいよ。そえなさいよ。そえなさいよ。そえなさいよ。そ

こでとまるのかこでとまるのかこでとまるのかこでとまるのかどどどどうかと、その通り。あなた、うかと、その通り。あなた、うかと、その通り。あなた、うかと、その通り。あなた、何何何何かかかか知知知知らないらないらないらないけけけけれれれれどどどど、そ、そ、そ、そんんんんなななな説明説明説明説明は要らなは要らなは要らなは要らな

いがな。いがな。いがな。いがな。質質質質問しはった、その問しはった、その問しはった、その問しはった、その答答答答えを言うたらええのえを言うたらええのえを言うたらええのえを言うたらええのやややや。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 太田委員のお尋太田委員のお尋太田委員のお尋太田委員のお尋ねねねねですですですですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、今度、今度、今度、今度有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムにににに来来来来ていただていただていただていただ

いて、いて、いて、いて、私私私私たちはたちはたちはたちは説明説明説明説明しましたと言うしましたと言うしましたと言うしましたと言う場場場場合、あるいは合、あるいは合、あるいは合、あるいは説明説明説明説明しませしませしませしませんんんんでしたと、前からもでしたと、前からもでしたと、前からもでしたと、前からも説明説明説明説明

はははは受け受け受け受けていませていませていませていませんんんんでした。これは、でした。これは、でした。これは、でした。これは、我我我我 々々々々がががが審審審審査を目的にしている、無届査を目的にしている、無届査を目的にしている、無届査を目的にしている、無届けけけけ解体、あるいは解体、あるいは解体、あるいは解体、あるいは

アスベスアスベスアスベスアスベストの問題とトの問題とトの問題とトの問題と質質質質がががが違違違違います。それはいます。それはいます。それはいます。それは不動産業不動産業不動産業不動産業者として求められているものの者として求められているものの者として求められているものの者として求められているものの質質質質の問の問の問の問

題でございますから、それは別の題でございますから、それは別の題でございますから、それは別の題でございますから、それは別の場場場場所で所で所で所で論論論論議になっても、それはそれで議になっても、それはそれで議になっても、それはそれで議になっても、それはそれで仕仕仕仕方がない方がない方がない方がないけけけけれれれれどどどど

も、当委員会としては、そこをも、当委員会としては、そこをも、当委員会としては、そこをも、当委員会としては、そこをどどどどこからが、もともとのとここからが、もともとのとここからが、もともとのとここからが、もともとのところろろろ、それをさかの、それをさかの、それをさかの、それをさかのぼぼぼぼることにることにることにることに

ついて、この委員会は、このような無ついて、この委員会は、このような無ついて、この委員会は、このような無ついて、この委員会は、このような無謀謀謀謀な無届な無届な無届な無届けけけけ解体が解体が解体が解体がどどどどうしてうしてうしてうして起起起起きたのかということにきたのかということにきたのかということにきたのかということに

関して関関して関関して関関して関心心心心があるだがあるだがあるだがあるだけけけけで、だれがそもそもこので、だれがそもそもこので、だれがそもそもこので、だれがそもそもこの原因原因原因原因をつくったのだというとこをつくったのだというとこをつくったのだというとこをつくったのだというところろろろへへへへ審審審審査の査の査の査の

目的を目的を目的を目的を持持持持っていく、そういうとこっていく、そういうとこっていく、そういうとこっていく、そういうところろろろではない。あるいは、だれがではない。あるいは、だれがではない。あるいは、だれがではない。あるいは、だれが犯犯犯犯人なのだと、こ人なのだと、こ人なのだと、こ人なのだと、こんんんんなこなこなこなこ

とでとでとでとで審審審審査する査する査する査する場場場場所ではないわ所ではないわ所ではないわ所ではないわけけけけですですですですねねねね。ですから、。ですから、。ですから、。ですから、客客客客観観観観的に、この平的に、この平的に、この平的に、この平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式
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会会会会社社社社がががが説明説明説明説明をををを受け受け受け受けていないと言った問題について、ていないと言った問題について、ていないと言った問題について、ていないと言った問題について、説明説明説明説明したのかしたのかしたのかしたのかどどどどうか確認する、それだうか確認する、それだうか確認する、それだうか確認する、それだ

けけけけのことなのです、のことなのです、のことなのです、のことなのです、一一一一つは。つは。つは。つは。

あとあとあとあと一一一一つは、要するに、３つは、要するに、３つは、要するに、３つは、要するに、３棟棟棟棟解体したというのに、２解体したというのに、２解体したというのに、２解体したというのに、２番番番番目に大きな建目に大きな建目に大きな建目に大きな建物物物物は、実はは、実はは、実はは、実は登登登登記に記に記に記に

なかった。しかも、このなかった。しかも、このなかった。しかも、このなかった。しかも、この売売売売りりりり買買買買いのいのいのいの対象対象対象対象になっていなかった。これらについて、この解体になっていなかった。これらについて、この解体になっていなかった。これらについて、この解体になっていなかった。これらについて、この解体

にかかわってはにかかわってはにかかわってはにかかわってはどどどどういうういうういうういう位位位位置づけ置づけ置づけ置づけでででで我我我我 々々々々は理解したらいいのかということで、は理解したらいいのかということで、は理解したらいいのかということで、は理解したらいいのかということで、ややややはりあっはりあっはりあっはりあっ

せせせせんんんんしたしたしたした有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムの担当者に聞きまして、さらにの担当者に聞きまして、さらにの担当者に聞きまして、さらにの担当者に聞きまして、さらに私私私私たちの理解をたちの理解をたちの理解をたちの理解を深深深深めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい

と。これは理解のと。これは理解のと。これは理解のと。これは理解の範囲範囲範囲範囲です、です、です、です、何何何何がいいのかがいいのかがいいのかがいいのか悪悪悪悪いかといういかといういかといういかという話話話話ではないと思います。ではないと思います。ではないと思います。ではないと思います。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 想想想想定問定問定問定問答答答答は、もうしたくないのは、もうしたくないのは、もうしたくないのは、もうしたくないのやけやけやけやけれれれれどどどど、、、、権権権権能能能能の問題はありますの問題はありますの問題はありますの問題はありますねねねね。ただ、。ただ、。ただ、。ただ、

無届無届無届無届けけけけという問題を基本にという問題を基本にという問題を基本にという問題を基本に置置置置きながら、きながら、きながら、きながら、審審審審査は査は査は査はややややっっっっぱぱぱぱりりりり厳密厳密厳密厳密にににに奥深奥深奥深奥深くなされましたら。だくなされましたら。だくなされましたら。だくなされましたら。だ

から、そのいわから、そのいわから、そのいわから、そのいわばばばば建設建設建設建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法の問題も言われているル法の問題も言われているル法の問題も言われているル法の問題も言われているけけけけれれれれどどどど、平、平、平、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式

会会会会社社社社がすがすがすがすべべべべて責任をて責任をて責任をて責任を持持持持ってってってって物物物物事を事を事を事を処処処処理しな理しな理しな理しなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないということだないということだないということだないということだけけけけ、これははっき、これははっき、これははっき、これははっき

りしていると思う。りしていると思う。りしていると思う。りしていると思う。

というのは、というのは、というのは、というのは、物物物物をををを買買買買うでしうでしうでしうでしょょょょ、よし、よし、よし、よしんばんばんばんばだまされてだまされてだまされてだまされて買買買買うたとしてもうたとしてもうたとしてもうたとしてもねねねね、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりだまさりだまさりだまさりだまさ

れたもれたもれたもれたもんんんんが責任をが責任をが責任をが責任を持持持持たにたにたにたにゃゃゃゃいかいかいかいかんんんんわわわわけけけけだ、だまされたものが。しかも、だ、だまされたものが。しかも、だ、だまされたものが。しかも、だ、だまされたものが。しかも、売売売売りりりり主側主側主側主側は解体すは解体すは解体すは解体す

るるるるややややらそのままらそのままらそのままらそのまま使使使使ううううややややら、わからへら、わからへら、わからへら、わからへんやんやんやんやないかと、こういう問題も出てくるわないかと、こういう問題も出てくるわないかと、こういう問題も出てくるわないかと、こういう問題も出てくるわけけけけ。。。。想想想想定問定問定問定問

答答答答をしないと言いながら、そをしないと言いながら、そをしないと言いながら、そをしないと言いながら、そんんんんなこと言うたらだめだなこと言うたらだめだなこと言うたらだめだなこと言うたらだめだけけけけれれれれどねどねどねどね。。。。

いずれにしたって、平いずれにしたって、平いずれにしたって、平いずれにしたって、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社がががが我我我我 々々々々に、に、に、に、果果果果たしてたしてたしてたしてほんほんほんほんまのこと言うたまのこと言うたまのこと言うたまのこと言うた

んんんんかかかかどどどどうなのかということのうなのかということのうなのかということのうなのかということの疑疑疑疑いもまた、いもまた、いもまた、いもまた、持持持持たざるをたざるをたざるをたざるを得ん得ん得ん得んと。しかし、それまでと。しかし、それまでと。しかし、それまでと。しかし、それまで突突突突っっっっ込込込込めめめめ

るのかるのかるのかるのかどどどどうなのかうなのかうなのかうなのかややややがな、そこまでがな、そこまでがな、そこまでがな、そこまでねねねね。問題は、解体をするについて届。問題は、解体をするについて届。問題は、解体をするについて届。問題は、解体をするについて届けけけけ出をしなかった出をしなかった出をしなかった出をしなかった

ということからということからということからということから我我我我 々々々々がこの問題を取り上げているわがこの問題を取り上げているわがこの問題を取り上げているわがこの問題を取り上げているわけやけやけやけやから、そのことにから、そのことにから、そのことにから、そのことに注注注注意をせ意をせ意をせ意をせんんんんことことことこと

にはにはにはにはねねねね。。。。

だから、ちだから、ちだから、ちだから、ちょょょょっとはっとはっとはっとはみみみみ出た出た出た出た論論論論議に事を進めようといっているのではないかと。議に事を進めようといっているのではないかと。議に事を進めようといっているのではないかと。議に事を進めようといっているのではないかと。民民民民のとこのとこのとこのとこ

ろろろろまでまでまでまで行行行行ったら、大ったら、大ったら、大ったら、大変変変変なとこなとこなとこなところろろろまで、それこそまで、それこそまで、それこそまで、それこそ果果果果てしなくなりますよ、これは。わし、てしなくなりますよ、これは。わし、てしなくなりますよ、これは。わし、てしなくなりますよ、これは。わし、権権権権

能能能能の問題、これだから事務の問題、これだから事務の問題、これだから事務の問題、これだから事務局局局局だって、委員会がそうおだって、委員会がそうおだって、委員会がそうおだって、委員会がそうお決決決決めになったと、これはいいかげめになったと、これはいいかげめになったと、これはいいかげめになったと、これはいいかげんんんん

なことを言うたらいかなことを言うたらいかなことを言うたらいかなことを言うたらいかんんんんよ、委員会で、よ、委員会で、よ、委員会で、よ、委員会で、多多多多数数数数決決決決ででででほんほんほんほんならならならなら物物物物事を進めるのかと、こういう事を進めるのかと、こういう事を進めるのかと、こういう事を進めるのかと、こういう

ことになりますよ。法ことになりますよ。法ことになりますよ。法ことになりますよ。法律律律律というのはというのはというのはというのは多多多多数数数数決決決決でででで判判判判断断断断すすすすべべべべきではないですよ、しかも、基準ときではないですよ、しかも、基準ときではないですよ、しかも、基準ときではないですよ、しかも、基準と

いうのがあるわいうのがあるわいうのがあるわいうのがあるわけやけやけやけやから、ここまでから、ここまでから、ここまでから、ここまで踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんだらだめだと、だらだめだと、だらだめだと、だらだめだと、踏踏踏踏みみみみ込込込込みみみみませませませませんんんんよということよということよということよということ

があるはずがあるはずがあるはずがあるはずやねんやねんやねんやねん。。。。権権権権能能能能の問題、しっかりと確かめての問題、しっかりと確かめての問題、しっかりと確かめての問題、しっかりと確かめてややややってください、この委員会がってください、この委員会がってください、この委員会がってください、この委員会が逆逆逆逆にににに

訴訴訴訴えられるようなことになったら、大えられるようなことになったら、大えられるようなことになったら、大えられるようなことになったら、大変変変変なことなことなことなことややややと思う。と思う。と思う。と思う。

○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何何何何かございませかございませかございませかございませんんんんか。か。か。か。
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○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 もうもうもうもう一一一一つだつだつだつだけけけけ、ち、ち、ち、ちょょょょっとっとっとっと主主主主な点だな点だな点だな点だけけけけ。だから、その無届。だから、その無届。だから、その無届。だから、その無届けけけけのののの何何何何ていうの、そていうの、そていうの、そていうの、そ

のののの原因原因原因原因をををを追追追追及するというのも、これが及するというのも、これが及するというのも、これが及するというのも、これが百百百百条委員会の目的、今言われたとおり条委員会の目的、今言われたとおり条委員会の目的、今言われたとおり条委員会の目的、今言われたとおりややややと思うのでと思うのでと思うのでと思うので

す。す。す。す。

もうもうもうもう一一一一つ、そもそも、もしつ、そもそも、もしつ、そもそも、もしつ、そもそも、もし子子子子どどどどもたちにもたちにもたちにもたちにアスベスアスベスアスベスアスベストトトト被害被害被害被害があると、この建があると、この建があると、この建があると、この建物物物物によってによってによってによってアアアア

スベススベススベススベストトトト被害被害被害被害でででで健康健康健康健康をををを害害害害することがすることがすることがすることが心心心心配で調査が配で調査が配で調査が配で調査が始始始始まったということがあるわまったということがあるわまったということがあるわまったということがあるわけけけけですから、ですから、ですから、ですから、

そのそのそのその持持持持ちちちち主主主主が代が代が代が代々アスベス々アスベス々アスベス々アスベストの建トの建トの建トの建物物物物だったかということも調だったかということも調だったかということも調だったかということも調べべべべるのもるのもるのもるのも一一一一つになってくると、つになってくると、つになってくると、つになってくると、

ずっとさかのずっとさかのずっとさかのずっとさかのぼぼぼぼっていかなくてはいっていかなくてはいっていかなくてはいっていかなくてはいけけけけないのではないかな。ないのではないかな。ないのではないかな。ないのではないかな。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それは、それは、それは、それは、アスベスアスベスアスベスアスベストの問題というのは、トの問題というのは、トの問題というのは、トの問題というのは、アスベスアスベスアスベスアスベストが、トが、トが、トが、使使使使われた時われた時われた時われた時期期期期はははは

かなり長いのです。ですから、かなり長いのです。ですから、かなり長いのです。ですから、かなり長いのです。ですから、老朽化老朽化老朽化老朽化をした建をした建をした建をした建物物物物の中にはの中にはの中にはの中には相相相相当当当当使使使使われているわわれているわわれているわわれているわけけけけですから、ですから、ですから、ですから、

この建設この建設この建設この建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法にル法にル法にル法に乗乗乗乗せてせてせてせてアスベスアスベスアスベスアスベストの点検をするようになったのは、トの点検をするようになったのは、トの点検をするようになったのは、トの点検をするようになったのは、ややややはりできるはりできるはりできるはりできる

だだだだけ綿け綿け綿け綿密密密密にこの点検にこの点検にこの点検にこの点検作業作業作業作業をををを行行行行わないと、わないと、わないと、わないと、何何何何か、か、か、か、どどどどこかの議会でこかの議会でこかの議会でこかの議会で町町町町長が長が長が長が答弁答弁答弁答弁にににに立立立立って、って、って、って、一一一一切切切切

被害被害被害被害がなかったのだから、がなかったのだから、がなかったのだから、がなかったのだから、何何何何でもないでもないでもないでもないややややないかと、こないかと、こないかと、こないかと、こんんんんなななな答弁答弁答弁答弁をををを町町町町長がしているようです。長がしているようです。長がしているようです。長がしているようです。

アスベスアスベスアスベスアスベストの問題については、１０年後、２０年後、トの問題については、１０年後、２０年後、トの問題については、１０年後、２０年後、トの問題については、１０年後、２０年後、場場場場合によっては４０年後に中合によっては４０年後に中合によっては４０年後に中合によっては４０年後に中皮腫皮腫皮腫皮腫とととと

いういういういう病病病病状状状状でででで発発発発病病病病するというのはもうするというのはもうするというのはもうするというのはもう明明明明らかになっているし、今日では、年らかになっているし、今日では、年らかになっているし、今日では、年らかになっているし、今日では、年間間間間１１１１，，，，３００人３００人３００人３００人

を超える人たちが中を超える人たちが中を超える人たちが中を超える人たちが中皮腫皮腫皮腫皮腫でででで亡亡亡亡くなっているし、あるいは、くなっているし、あるいは、くなっているし、あるいは、くなっているし、あるいは、明明明明らかにらかにらかにらかにアスベスアスベスアスベスアスベストをトをトをトを原因原因原因原因とすとすとすとす

るるるる肺肺肺肺ががががんんんんでででで死去死去死去死去なさっている。そのなさっている。そのなさっている。そのなさっている。その数数数数というのは、１というのは、１というのは、１というのは、１，，，，３００人の３００人の３００人の３００人の倍倍倍倍ややややと、おおよそ４と、おおよそ４と、おおよそ４と、おおよそ４，，，，

０００人０００人０００人０００人近近近近い人たちがい人たちがい人たちがい人たちがアスベスアスベスアスベスアスベストでトでトでトで亡亡亡亡くなっている。しかも、くなっている。しかも、くなっている。しかも、くなっている。しかも、阪神阪神阪神阪神・・・・淡淡淡淡路大路大路大路大震災震災震災震災からからからから間間間間もももも

なく２０年たってきます。このときのなく２０年たってきます。このときのなく２０年たってきます。このときのなく２０年たってきます。このときの災害災害災害災害のののの被害被害被害被害も、も、も、も、死亡死亡死亡死亡というというというという形形形形でででで現現現現実のものになって実のものになって実のものになって実のものになって

くる。だから、このくる。だから、このくる。だから、このくる。だから、このアスベスアスベスアスベスアスベストの問題について、解体の問題についてトの問題について、解体の問題についてトの問題について、解体の問題についてトの問題について、解体の問題について細細細細心心心心のののの注注注注意を意を意を意を払払払払ううううべべべべ

ききききややややと言うているのに、県のと言うているのに、県のと言うているのに、県のと言うているのに、県の対応対応対応対応はこういうはこういうはこういうはこういう状態や状態や状態や状態やということで、今回、あえてということで、今回、あえてということで、今回、あえてということで、今回、あえて百百百百条委員条委員条委員条委員

会を設定して会を設定して会を設定して会を設定して追追追追及する、及する、及する、及する、どどどどこにこにこにこに奈良奈良奈良奈良県県県県行行行行政政政政ののののアスベスアスベスアスベスアスベストにかかわるトにかかわるトにかかわるトにかかわる欠陥欠陥欠陥欠陥があるのかというがあるのかというがあるのかというがあるのかという

追追追追及をしたいということが目的ですから、今、証人申請しているような及をしたいということが目的ですから、今、証人申請しているような及をしたいということが目的ですから、今、証人申請しているような及をしたいということが目的ですから、今、証人申請しているような形形形形で、証人に出てで、証人に出てで、証人に出てで、証人に出て

いただきまして、いただきまして、いただきまして、いただきまして、率直率直率直率直なとこなとこなとこなところろろろをををを答弁答弁答弁答弁していただく。していただく。していただく。していただく。

それで、このそれで、このそれで、このそれで、この百百百百条委員会で条委員会で条委員会で条委員会で虚偽虚偽虚偽虚偽の証言した人はの証言した人はの証言した人はの証言した人は罰罰罰罰せられるのですせられるのですせられるのですせられるのですねねねね、そういうきつい、そういうきつい、そういうきつい、そういうきつい制制制制

約約約約のもとでの証言をお願いするわのもとでの証言をお願いするわのもとでの証言をお願いするわのもとでの証言をお願いするわけけけけですから、ですから、ですから、ですから、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取り扱いについても、の取り扱いについても、の取り扱いについても、の取り扱いについても、我我我我 々々々々

もももも慎慎慎慎重重重重にしなきにしなきにしなきにしなきゃゃゃゃならならならならんんんんし、し、し、し、ややややはりはりはりはり厳密厳密厳密厳密な、かつ、事に限ってのな、かつ、事に限ってのな、かつ、事に限ってのな、かつ、事に限っての質質質質問にせ問にせ問にせ問にせんんんんと、おまえらと、おまえらと、おまえらと、おまえら

何何何何ぼぼぼぼで取で取で取で取引引引引してしてしてして何何何何ぼぼぼぼでででで買買買買うてと、そうてと、そうてと、そうてと、そんんんんなことまで関係ありませなことまで関係ありませなことまで関係ありませなことまで関係ありませんんんんから、そういうから、そういうから、そういうから、そういう質質質質問はな問はな問はな問はな

いようにしていこうと思うのです。もし出たら、委員長、副委員長のいようにしていこうと思うのです。もし出たら、委員長、副委員長のいようにしていこうと思うのです。もし出たら、委員長、副委員長のいようにしていこうと思うのです。もし出たら、委員長、副委員長の段段段段階階階階でとめさせていでとめさせていでとめさせていでとめさせてい

ただく。ただく。ただく。ただく。

山本委員、山本委員、山本委員、山本委員、念念念念のために、きのために、きのために、きのために、きょょょょうううう新新新新たに証たに証たに証たに証拠拠拠拠として提出してもらいました、１として提出してもらいました、１として提出してもらいました、１として提出してもらいました、１９９９９５５５５ペペペペーーーージジジジ
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見てください。これは見てください。これは見てください。これは見てください。これは重重重重要事項証要事項証要事項証要事項証明書明書明書明書ででででアスベスアスベスアスベスアスベストに関する事項というのが、これはトに関する事項というのが、これはトに関する事項というのが、これはトに関する事項というのが、これは書書書書くくくく

ようになっているわようになっているわようになっているわようになっているわけけけけですよ。このですよ。このですよ。このですよ。この文書文書文書文書の中には、の中には、の中には、の中には、アスベスアスベスアスベスアスベスト、ト、ト、ト、石綿石綿石綿石綿使用使用使用使用調査の調査の調査の調査の有有有有無と無と無と無と内内内内

容容容容ということにつきまして、ある、なしのとこということにつきまして、ある、なしのとこということにつきまして、ある、なしのとこということにつきまして、ある、なしのところろろろで、なしの方についていますわで、なしの方についていますわで、なしの方についていますわで、なしの方についていますわねねねね。。。。

（（（（「「「「なっていますわなっていますわなっていますわなっていますわね」ね」ね」ね」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ただし、なしの方をただし、なしの方をただし、なしの方をただし、なしの方を書書書書いても、いても、いても、いても、ややややっっっっぱぱぱぱりあるりあるりあるりある可能可能可能可能性性性性が高いから、調査するが高いから、調査するが高いから、調査するが高いから、調査する必必必必要があると要があると要があると要があると

いうふうなとこいうふうなとこいうふうなとこいうふうなところろろろもにおわせてるわもにおわせてるわもにおわせてるわもにおわせてるわけけけけです。です。です。です。

ですから、この取ですから、この取ですから、この取ですから、この取引引引引にににに際際際際してしてしてしてどどどどういうういうういうういう伝達伝達伝達伝達をなさったのか聞くことについては、今後のをなさったのか聞くことについては、今後のをなさったのか聞くことについては、今後のをなさったのか聞くことについては、今後の

古古古古い建い建い建い建物物物物の解体にかかわって、の解体にかかわって、の解体にかかわって、の解体にかかわって、アスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの被害被害被害被害をををを防止防止防止防止する上で大する上で大する上で大する上で大変重変重変重変重要な要な要な要な審審審審査でないか査でないか査でないか査でないか

と思うのです。と思うのです。と思うのです。と思うのです。念念念念のため、ご参のため、ご参のため、ご参のため、ご参照照照照ください。ください。ください。ください。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 これは、あるとなったら大これは、あるとなったら大これは、あるとなったら大これは、あるとなったら大変変変変問題ですわ問題ですわ問題ですわ問題ですわねねねね、当、当、当、当然ね然ね然ね然ね。あるにもかかわらず、。あるにもかかわらず、。あるにもかかわらず、。あるにもかかわらず、

そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを説明説明説明説明もしないままもしないままもしないままもしないまま売買売買売買売買をしている、また、建をしている、また、建をしている、また、建をしている、また、建物物物物を無届を無届を無届を無届けけけけででででややややっているといっているといっているといっているとい

う。ということは、ない中でそのう。ということは、ない中でそのう。ということは、ない中でそのう。ということは、ない中でその可能可能可能可能性性性性もあるというような、におわせていると今おっしもあるというような、におわせていると今おっしもあるというような、におわせていると今おっしもあるというような、におわせていると今おっし

ゃゃゃゃったのですったのですったのですったのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、僕僕僕僕が聞きたいのは、もしもこのが聞きたいのは、もしもこのが聞きたいのは、もしもこのが聞きたいのは、もしもこの持持持持ちちちち主主主主が、が、が、が、発注発注発注発注者が者が者が者がみんみんみんみんななななアスベアスベアスベアスベ

スススストの認識がなかったということになると、問題点は、そうしたらトの認識がなかったということになると、問題点は、そうしたらトの認識がなかったということになると、問題点は、そうしたらトの認識がなかったということになると、問題点は、そうしたらアスベスアスベスアスベスアスベストによる無届トによる無届トによる無届トによる無届

けけけけ解体という問題が、解体という問題が、解体という問題が、解体という問題が、アスベスアスベスアスベスアスベストはトはトはトは発注発注発注発注者が者が者が者が知知知知らないとなったら、無届らないとなったら、無届らないとなったら、無届らないとなったら、無届けけけけ解体の届解体の届解体の届解体の届けけけけ出を出を出を出を

しなかったと、建しなかったと、建しなかったと、建しなかったと、建物物物物の無届の無届の無届の無届けけけけで解体をしたということの問題になるのですかで解体をしたということの問題になるのですかで解体をしたということの問題になるのですかで解体をしたということの問題になるのですかねねねね、だれも、だれも、だれも、だれもアアアア

スベススベススベススベストはトはトはトは知知知知らなかったら。らなかったら。らなかったら。らなかったら。

いいいいややややいいいいやややや、●●さ、●●さ、●●さ、●●さんんんんもももも知知知知らない、それから平らない、それから平らない、それから平らない、それから平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社もももも知知知知らない、前任らない、前任らない、前任らない、前任

者の●●●さ者の●●●さ者の●●●さ者の●●●さんんんんもももも知知知知らないと、らないと、らないと、らないと、アスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの存在存在存在存在をですよ。となったら、その問題点は無をですよ。となったら、その問題点は無をですよ。となったら、その問題点は無をですよ。となったら、その問題点は無

届届届届けけけけ解体をしたということになるのか、解体をしたということになるのか、解体をしたということになるのか、解体をしたということになるのか、どどどどうなのですか。うなのですか。うなのですか。うなのですか。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 実実実実際ど際ど際ど際どういうういうういうういう結果結果結果結果になになになになろろろろうとも、うとも、うとも、うとも、例例例例ええええばばばば、あくまで、あくまで、あくまで、あくまで想像想像想像想像のののの世界世界世界世界で今言われたで今言われたで今言われたで今言われた

と思うのですが、それならそれで、大と思うのですが、それならそれで、大と思うのですが、それならそれで、大と思うのですが、それならそれで、大変変変変それは問題ですよ。それは問題ですよ。それは問題ですよ。それは問題ですよ。どどどどうしてうしてうしてうしてアスベスアスベスアスベスアスベストはトはトはトは何何何何もももも発発発発

覚せずままに、この覚せずままに、この覚せずままに、この覚せずままに、この世世世世の中そういうの中そういうの中そういうの中そういうシステムシステムシステムシステムの中での中での中での中で動動動動いているとするならいているとするならいているとするならいているとするならばばばば、大、大、大、大変変変変な事な事な事な事態態態態

だと思う。ならだと思う。ならだと思う。ならだと思う。ならばばばば、それを、それを、それを、それをどどどどうしようというのがうしようというのがうしようというのがうしようというのが我我我我 々々々々政治家政治家政治家政治家の務めであって、とにかく、の務めであって、とにかく、の務めであって、とにかく、の務めであって、とにかく、

こういう事こういう事こういう事こういう事件件件件がががが起起起起こったということをつまびらかにする、そうでないと、このこったということをつまびらかにする、そうでないと、このこったということをつまびらかにする、そうでないと、このこったということをつまびらかにする、そうでないと、この対策対策対策対策は打ては打ては打ては打て

ないということですよ。ないということですよ。ないということですよ。ないということですよ。

だから、だから、だから、だから、我我我我 々々々々政治家政治家政治家政治家としては、これをとしては、これをとしては、これをとしては、これをどどどどういうとこういうとこういうとこういうところろろろにににに原因原因原因原因があったのか、これをこのがあったのか、これをこのがあったのか、これをこのがあったのか、これをこの

百百百百条委員会で条委員会で条委員会で条委員会で明明明明らかにする、あくまでそういうことが目的だと思うのです。それによってらかにする、あくまでそういうことが目的だと思うのです。それによってらかにする、あくまでそういうことが目的だと思うのです。それによってらかにする、あくまでそういうことが目的だと思うのです。それによって

我我我我 々々々々政治家政治家政治家政治家は、ではは、ではは、ではは、ではどどどどういうういうういうういう対策対策対策対策を打とうかと、これはを打とうかと、これはを打とうかと、これはを打とうかと、これは我我我我 々々々々がこれからがこれからがこれからがこれから決決決決めることですよ、めることですよ、めることですよ、めることですよ、

それにつなげるための委員会だと思うので、あくまでそれにつなげるための委員会だと思うので、あくまでそれにつなげるための委員会だと思うので、あくまでそれにつなげるための委員会だと思うので、あくまで想像想像想像想像でああだこうだではなくて、そでああだこうだではなくて、そでああだこうだではなくて、そでああだこうだではなくて、そ
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れれれれぞぞぞぞれのこれの事れのこれの事れのこれの事れのこれの事件件件件にかかわった人たちに証人で出ていただいて、それにかかわった人たちに証人で出ていただいて、それにかかわった人たちに証人で出ていただいて、それにかかわった人たちに証人で出ていただいて、それぞぞぞぞれれれれ質質質質問して、そ問して、そ問して、そ問して、そ

れでれでれでれで答答答答えを聞くということはえを聞くということはえを聞くということはえを聞くということは重重重重要なことではありませ要なことではありませ要なことではありませ要なことではありませんんんんか。なか。なか。なか。なぜぜぜぜそれを、そのそれを、そのそれを、そのそれを、その何何何何ていうの、ていうの、ていうの、ていうの、

どどどどういう意ういう意ういう意ういう意味味味味でででで僕僕僕僕、言われたかわからない、言われたかわからない、言われたかわからない、言われたかわからないけけけけれれれれどねどねどねどね、な、な、な、なぜぜぜぜ聞かないのですか。聞かないのですか。聞かないのですか。聞かないのですか。僕僕僕僕、聞かな、聞かな、聞かな、聞かな

い方がい方がい方がい方が不不不不思議思議思議思議ややややと思うのですが、と思うのですが、と思うのですが、と思うのですが、どどどどうですか。うですか。うですか。うですか。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 だから、今、次だから、今、次だから、今、次だから、今、次 々々々々というような、次はというような、次はというような、次はというような、次は有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムだとかいうことですだとかいうことですだとかいうことですだとかいうことです

けけけけれれれれどどどども、今後の、後も、今後の、後も、今後の、後も、今後の、後ほどほどほどほど今後の証人今後の証人今後の証人今後の証人喚喚喚喚問の問の問の問の相相相相手を手を手を手を決決決決めていかはると思うめていかはると思うめていかはると思うめていかはると思うんんんんですですですですけけけけれれれれどどどど、、、、

もうそれだったら、だれとだれにもうそれだったら、だれとだれにもうそれだったら、だれとだれにもうそれだったら、だれとだれに質質質質問していかなくてはい問していかなくてはい問していかなくてはい問していかなくてはいけけけけないのかということを、ないのかということを、ないのかということを、ないのかということを、ややややっっっっ

ぱぱぱぱり１人ずつしていかないといり１人ずつしていかないといり１人ずつしていかないといり１人ずつしていかないといけけけけないのですか。次回はこの人しかあかないのですか。次回はこの人しかあかないのですか。次回はこの人しかあかないのですか。次回はこの人しかあかんんんん、次、次、次、次 々々々々と。と。と。と。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 次回、次回、次回、次回、有有有有限会限会限会限会社社社社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だだだけけけけではなしに、いわではなしに、いわではなしに、いわではなしに、いわゆゆゆゆる道路切り下げ申る道路切り下げ申る道路切り下げ申る道路切り下げ申

請をなさった設請をなさった設請をなさった設請をなさった設計計計計事務所にも事務所にも事務所にも事務所にも来来来来ていただきます。さらに、次回の証人申請は、ていただきます。さらに、次回の証人申請は、ていただきます。さらに、次回の証人申請は、ていただきます。さらに、次回の証人申請は、最最最最もメーもメーもメーもメーンンンン

になる、この解体の工事をしたになる、この解体の工事をしたになる、この解体の工事をしたになる、この解体の工事をした株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業のののの社社社社長と担当長と担当長と担当長と担当技術技術技術技術者を出者を出者を出者を出席席席席してもらいましてもらいましてもらいましてもらいま

す。ここがいわす。ここがいわす。ここがいわす。ここがいわゆゆゆゆるこの証人申請のるこの証人申請のるこの証人申請のるこの証人申請のハハハハイライイライイライイライトになると、こう言っていいと思います。で、トになると、こう言っていいと思います。で、トになると、こう言っていいと思います。で、トになると、こう言っていいと思います。で、

今今今今……………………。。。。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 次回はこの人だ次回はこの人だ次回はこの人だ次回はこの人だけけけけになるの。になるの。になるの。になるの。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 違違違違う、う、う、う、違違違違う、う、う、う、違違違違う。う。う。う。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 ああ、まだこれから言わはああ、まだこれから言わはああ、まだこれから言わはああ、まだこれから言わはんんんんの。の。の。の。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 これからこれからこれからこれから皆皆皆皆に確認しますから。に確認しますから。に確認しますから。に確認しますから。ほんほんほんほんで、で、で、で、株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業はははは少少少少なくとも、なくとも、なくとも、なくとも、

受注受注受注受注してしてしてして現場現場現場現場に入って、建に入って、建に入って、建に入って、建物物物物の中にの中にの中にの中に石綿スレ石綿スレ石綿スレ石綿スレートがあることを、長い解体のートがあることを、長い解体のートがあることを、長い解体のートがあることを、長い解体の経験経験経験経験ですですですですぐぐぐぐわわわわ

かったと、県の事情聴取の中で述かったと、県の事情聴取の中で述かったと、県の事情聴取の中で述かったと、県の事情聴取の中で述べべべべておられますし、４トておられますし、４トておられますし、４トておられますし、４トンンンン車２車２車２車２台台台台分の分の分の分の石綿石綿石綿石綿をををを処処処処理してい理してい理してい理してい

るのです。ですから、これは大るのです。ですから、これは大るのです。ですから、これは大るのです。ですから、これは大変変変変、この届、この届、この届、この届けけけけ出がなされたかなされないか、な出がなされたかなされないか、な出がなされたかなされないか、な出がなされたかなされないか、なぜぜぜぜしなかっしなかっしなかっしなかっ

たのかのたのかのたのかのたのかの精精精精査というのは大査というのは大査というのは大査というのは大変重変重変重変重要な、今後要な、今後要な、今後要な、今後奈良奈良奈良奈良県の解体県の解体県の解体県の解体業業業業務を務を務を務を監監監監視視視視する上でする上でする上でする上で重重重重要な要な要な要なポポポポインインインイン

トになると思いますので、トになると思いますので、トになると思いますので、トになると思いますので、どどどどうかようかようかようかよろろろろしくご協力願いたいと思います。しくご協力願いたいと思います。しくご協力願いたいと思います。しくご協力願いたいと思います。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 ちちちちょょょょっとっとっとっと済済済済みみみみませませませませんんんん。ち。ち。ち。ちょょょょっと委員長にもうっと委員長にもうっと委員長にもうっと委員長にもう一一一一遍遍遍遍確認だ確認だ確認だ確認だけけけけさせてさせてさせてさせてほほほほしいのでしいのでしいのでしいので

す。す。す。す。何何何何、この、この、この、この有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムですか、この人をですか、この人をですか、この人をですか、この人を呼ん呼ん呼ん呼んで聞かれるで聞かれるで聞かれるで聞かれるポポポポインインインイントというのは、トというのは、トというのは、トというのは、明明明明

確にもう確にもう確にもう確にもう一一一一度度度度教教教教えてくれますか。えてくれますか。えてくれますか。えてくれますか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 主主主主に２点ございますに２点ございますに２点ございますに２点ございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、重重重重要事項要事項要事項要事項説明書説明書説明書説明書をををを先ほど先ほど先ほど先ほど１１１１９９９９５５５５ペペペペーーーージジジジでででで…………

…………。。。。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 明明明明確に言って。確に言って。確に言って。確に言って。

○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。石綿石綿石綿石綿のののの使用使用使用使用の調査のの調査のの調査のの調査の有有有有無、調査をしているか無、調査をしているか無、調査をしているか無、調査をし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重重重重要要要要

事項事項事項事項説明書説明書説明書説明書でででで説明説明説明説明をしておられますをしておられますをしておられますをしておられますけけけけれれれれどどどども、それで調査はしていないということを言わも、それで調査はしていないということを言わも、それで調査はしていないということを言わも、それで調査はしていないということを言わ
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れておりますので、その認識があったかれておりますので、その認識があったかれておりますので、その認識があったかれておりますので、その認識があったかどどどどうか、今まで聞いていたかうか、今まで聞いていたかうか、今まで聞いていたかうか、今まで聞いていたかどどどどうかということをうかということをうかということをうかということを

聞きたいのが１点。聞きたいのが１点。聞きたいのが１点。聞きたいのが１点。

それから、もう１点に関しては、それから、もう１点に関しては、それから、もう１点に関しては、それから、もう１点に関しては、売売売売却却却却した、今のした、今のした、今のした、今の敷地内敷地内敷地内敷地内の無の無の無の無登登登登記の建記の建記の建記の建物物物物について、このについて、このについて、このについて、この

所所所所有有有有者がだれなのか、者がだれなのか、者がだれなのか、者がだれなのか、発注発注発注発注者がだれであるのか、所者がだれであるのか、所者がだれであるのか、所者がだれであるのか、所有有有有権権権権移移移移転されたのか転されたのか転されたのか転されたのかどどどどうか、うか、うか、うか、売買売買売買売買取取取取引引引引

の中に入っているかの中に入っているかの中に入っているかの中に入っているかどどどどうかを聞きたいのが、その２点です。うかを聞きたいのが、その２点です。うかを聞きたいのが、その２点です。うかを聞きたいのが、その２点です。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 先ほど先ほど先ほど先ほど副委員長が言われましたように、副委員長が言われましたように、副委員長が言われましたように、副委員長が言われましたように、株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業の会の会の会の会社や社や社や社や、それか、それか、それか、それか

ら平ら平ら平ら平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社の、またこれの、またこれの、またこれの、またこれ……………………。。。。

（（（（「「「「社社社社長長長長」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

社社社社長ですか、その長ですか、その長ですか、その長ですか、その辺辺辺辺は当は当は当は当然然然然この委員会としても、この委員会としても、この委員会としても、この委員会としても、初初初初めからそういうように思いますめからそういうように思いますめからそういうように思いますめからそういうように思いますけけけけれれれれ

どどどど、今の、今の、今の、今の有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムム、ただ、ただ、ただ、ただ一般一般一般一般論論論論で言うように、だれでもで言うように、だれでもで言うように、だれでもで言うように、だれでも呼ん呼ん呼ん呼んだら、だら、だら、だら、明明明明確にすると確にすると確にすると確にすると

いういういういうけけけけれれれれどどどど、、、、不動産不動産不動産不動産屋、いわ屋、いわ屋、いわ屋、いわゆゆゆゆるこれ、取るこれ、取るこれ、取るこれ、取引引引引するのするのするのするの不動産不動産不動産不動産取取取取引業引業引業引業が中へ入らないかが中へ入らないかが中へ入らないかが中へ入らないかんんんんから、から、から、から、

普普普普通しますわな。それはまあ●さ通しますわな。それはまあ●さ通しますわな。それはまあ●さ通しますわな。それはまあ●さんんんんがががが頼ん頼ん頼ん頼んだので、だので、だので、だので、ほんほんほんほんで●という名前になったのか、たで●という名前になったのか、たで●という名前になったのか、たで●という名前になったのか、た

またま、平またま、平またま、平またま、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社ささささんんんんがががが頼ん頼ん頼ん頼んだ取だ取だ取だ取引業引業引業引業者か、しらない者か、しらない者か、しらない者か、しらないけけけけれれれれどどどど。。。。普普普普通、取通、取通、取通、取

引引引引するのに、うちらでもたまに、するのに、うちらでもたまに、するのに、うちらでもたまに、するのに、うちらでもたまに、少少少少ない土ない土ない土ない土地地地地をををを買買買買うのでも、いつも言うているうのでも、いつも言うているうのでも、いつも言うているうのでも、いつも言うている不動産不動産不動産不動産屋に屋に屋に屋に

行行行行こうかというような。あこうかというような。あこうかというような。あこうかというような。あんんんんたたたたんんんんとこ言いまっか、うち言おうかって、とこ言いまっか、うち言おうかって、とこ言いまっか、うち言おうかって、とこ言いまっか、うち言おうかって、どどどどっちかが言うとっちかが言うとっちかが言うとっちかが言うと

思います。思います。思います。思います。

そそそそんんんんなときになときになときになときにねねねね、その、その、その、そのアスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの有有有有無とか、そ無とか、そ無とか、そ無とか、そんんんんななななんんんんは。は。は。は。例例例例ええええばばばば、、、、一般一般一般一般論論論論ですよ、ですよ、ですよ、ですよ、不不不不

動産動産動産動産屋、そ屋、そ屋、そ屋、そんんんんなななな……………………。。。。（（（（発発発発言する者あり）言する者あり）言する者あり）言する者あり）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 違違違違う、う、う、う、違違違違う。う。う。う。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 そそそそんんんんなのおかしい。なのおかしい。なのおかしい。なのおかしい。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今言うているのは今言うているのは今言うているのは今言うているのはねねねね。。。。（（（（発発発発言する者あり）い言する者あり）い言する者あり）い言する者あり）いやややや、おれは、おれは、おれは、おれは……………………。。。。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 それはおかしいよ。それはおかしいよ。それはおかしいよ。それはおかしいよ。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 大事という大事という大事という大事というけけけけれれれれどどどど、、、、普普普普通、取通、取通、取通、取引業引業引業引業者というたら、その者というたら、その者というたら、その者というたら、その不動産不動産不動産不動産屋というのが取屋というのが取屋というのが取屋というのが取

引主引主引主引主任。それと、任。それと、任。それと、任。それと、普普普普通、わしら通、わしら通、わしら通、わしらややややったら、うちいつもったら、うちいつもったら、うちいつもったら、うちいつも使使使使うているとこうているとこうているとこうているところろろろ、うちのを、うちのを、うちのを、うちのを使使使使うかうかうかうか

と言うたりと、と言うたりと、と言うたりと、と言うたりと、相相相相手方がうちのを手方がうちのを手方がうちのを手方がうちのを使使使使うてくださいと言うたりして取うてくださいと言うたりして取うてくださいと言うたりして取うてくださいと言うたりして取引引引引、ただするだ、ただするだ、ただするだ、ただするだけけけけのののの話話話話

やけやけやけやけれれれれどどどど、まあ、うちらの、まあ、うちらの、まあ、うちらの、まあ、うちらの場場場場合は。それを、その合は。それを、その合は。それを、その合は。それを、そのアスベスアスベスアスベスアスベストが入っているとかトが入っているとかトが入っているとかトが入っているとかどどどどうかっちうかっちうかっちうかっち

ゅゅゅゅうのは、おれはちうのは、おれはちうのは、おれはちうのは、おれはちょょょょっと。っと。っと。っと。一般一般一般一般論論論論では、では、では、では、呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶののののややややったらったらったらったら呼ん呼ん呼ん呼んでもいいのでもいいのでもいいのでもいいのやけやけやけやけれれれれどどどど、おれ、おれ、おれ、おれ

にしたらにしたらにしたらにしたら……………………

（（（（「「「「ととととんんんんでもないでもないでもないでもない話や」話や」話や」話や」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

いいいいやややや、あ、あ、あ、あんんんんたはとたはとたはとたはとんんんんでもない、うちらのでもない、うちらのでもない、うちらのでもない、うちらの場場場場合、そ合、そ合、そ合、そんんんんなとこなとこなとこなところろろろまでまでまでまで普普普普通通通通不動産不動産不動産不動産屋、屋、屋、屋、何何何何か聞か聞か聞か聞
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くかなと、調くかなと、調くかなと、調くかなと、調べべべべたりするかな。たりするかな。たりするかな。たりするかな。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 いいですか。いいですか。いいですか。いいですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いいいいややややちちちちょょょょっと。っと。っと。っと。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 いいいいやややや、おれが言う、おれが言う、おれが言う、おれが言うねんねんねんねん、おまえ聞いと、おまえ聞いと、おまえ聞いと、おまえ聞いとけけけけよ。よ。よ。よ。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年９９９９月２月２月２月２９９９９日に、日に、日に、日に、アスベスアスベスアスベスアスベストにトにトにトに対対対対するするするする宅宅宅宅建建建建業業業業務の務の務の務の改改改改正がありまし正がありまし正がありまし正がありまし

て、て、て、て、重重重重要事項要事項要事項要事項説明書説明書説明書説明書の中で、の中で、の中で、の中で、必必必必ずずずずアスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの使用使用使用使用調査をしているか調査をしているか調査をしているか調査をしているかどどどどうかというのを聞うかというのを聞うかというのを聞うかというのを聞

かなあかかなあかかなあかかなあかんんんんというのが法というのが法というのが法というのが法律律律律でででで追加追加追加追加になったので、になったので、になったので、になったので、必必必必ずこれはずこれはずこれはずこれは説明説明説明説明しなしなしなしなけけけけれれれればばばば、告、告、告、告知義知義知義知義務務務務違違違違

反反反反とか、いとか、いとか、いとか、いろんろんろんろんなそういう法なそういう法なそういう法なそういう法令令令令でございますので、今の取でございますので、今の取でございますので、今の取でございますので、今の取引業引業引業引業務の中では、務の中では、務の中では、務の中では、必必必必ずこのずこのずこのずこの説明説明説明説明

はしていますので。はしていますので。はしていますので。はしていますので。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 大大大大半半半半が、そが、そが、そが、そんんんんなものはもう無なものはもう無なものはもう無なものはもう無視視視視しているわな。しているわな。しているわな。しているわな。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今の今の今の今の話や話や話や話やないないないないけけけけれれれれどねどねどねどね、こないだもあの、こないだもあの、こないだもあの、こないだもあの説明説明説明説明にににに来来来来はったな、３はったな、３はったな、３はったな、３件ほど件ほど件ほど件ほど今回、今回、今回、今回、

吉吉吉吉野野野野とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろで建設で建設で建設で建設リサイクリサイクリサイクリサイクル法にル法にル法にル法に違違違違反反反反があったと。それもがあったと。それもがあったと。それもがあったと。それも普普普普通通通通一般一般一般一般の人が解体にの人が解体にの人が解体にの人が解体に頼頼頼頼

んんんんだだだだ話話話話で。それで、で。それで、で。それで、で。それで、発注発注発注発注者に責任があると、届者に責任があると、届者に責任があると、届者に責任があると、届けけけけ出出出出義義義義務があると。そ務があると。そ務があると。そ務があると。そやけやけやけやけれれれれどどどど、、、、一般社一般社一般社一般社会会会会

だとそれは法だとそれは法だとそれは法だとそれは法律律律律違違違違反反反反ということで、実ということで、実ということで、実ということで、実際みん際みん際みん際みんなななな普普普普通の人、そ通の人、そ通の人、そ通の人、そんんんんなことわかっているのかなことわかっているのかなことわかっているのかなことわかっているのかどどどど

うか、このうか、このうか、このうか、この間説明間説明間説明間説明のときに言うていたように。のときに言うていたように。のときに言うていたように。のときに言うていたように。

それと、おれは今それと、おれは今それと、おれは今それと、おれは今不動産不動産不動産不動産をををを商商商商売売売売にしているさかい、当にしているさかい、当にしているさかい、当にしているさかい、当然然然然法法法法律律律律違違違違反反反反ややややと、と、と、と、みんみんみんみんなよっていなよっていなよっていなよってい

ううううけけけけれれれれどねどねどねどね、おれから言うと、この、おれから言うと、この、おれから言うと、この、おれから言うと、この間間間間のののの吉吉吉吉野野野野のののの話話話話だって、だって、だって、だって、一般一般一般一般住民住民住民住民みみみみたいな、解体してくたいな、解体してくたいな、解体してくたいな、解体してく

れと解体をれと解体をれと解体をれと解体を頼ん頼ん頼ん頼んで、それで、これがで、それで、これがで、それで、これがで、それで、これが何何何何でわかってでわかってでわかってでわかってんんんんのって。指のって。指のって。指のって。指摘摘摘摘されて、わかってきたとされて、わかってきたとされて、わかってきたとされて、わかってきたと

いういういういう話やけ話やけ話やけ話やけれれれれどどどど、これは、これは、これは、これは一般一般一般一般住民住民住民住民にすると、にすると、にすると、にすると、みんみんみんみんな自分らな自分らな自分らな自分ら家家家家つつつつぶぶぶぶすのに、すのに、すのに、すのに、発注発注発注発注して、して、して、して、発注発注発注発注

者に届者に届者に届者に届けけけけ出の出の出の出の義義義義務があるというのが、務があるというのが、務があるというのが、務があるというのが、案外知案外知案外知案外知っている人がおるのかな。っている人がおるのかな。っている人がおるのかな。っている人がおるのかな。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 それは、確かにそれは、確かにそれは、確かにそれは、確かに周周周周知知知知できていないとこできていないとこできていないとこできていないところろろろもたくさもたくさもたくさもたくさんんんんあると思いますよ、実あると思いますよ、実あると思いますよ、実あると思いますよ、実際際際際、、、、

現現現現実実実実ねねねね。なら。なら。なら。ならばばばば、それが問題、それが問題、それが問題、それが問題ややややったということではないですか。ではったということではないですか。ではったということではないですか。ではったということではないですか。ではどどどどうしよう、うしよう、うしよう、うしよう、周周周周知知知知がががが

足足足足ららららんんんんで、これがで、これがで、これがで、これが我我我我 々々々々政治政治政治政治の務めの務めの務めの務めややややないですか。だから、そこをはっきりとしましないですか。だから、そこをはっきりとしましないですか。だから、そこをはっきりとしましないですか。だから、そこをはっきりとしましょょょょといといといとい

うだうだうだうだけけけけのののの話話話話ですよ。だから、ですよ。だから、ですよ。だから、ですよ。だから、一般一般一般一般論論論論で、では今の問題点はで、では今の問題点はで、では今の問題点はで、では今の問題点は……………………。。。。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 おれが言うているのは、ちおれが言うているのは、ちおれが言うているのは、ちおれが言うているのは、ちょょょょっとっとっとっと待待待待って、って、って、って、呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶのものものものも何何何何するのもかまへするのもかまへするのもかまへするのもかまへんけんけんけんけれれれれ

どどどど、、、、普普普普通の通の通の通の一般一般一般一般はこうとちがうかということを聞いているだはこうとちがうかということを聞いているだはこうとちがうかということを聞いているだはこうとちがうかということを聞いているだけけけけで、で、で、で、呼ん呼ん呼ん呼んだらあかだらあかだらあかだらあかんんんんともいともいともいともい

いとも言っているいとも言っているいとも言っているいとも言っている話や話や話や話やないかないかないかないか。。。。（（（（発発発発言する者あり）だから、言っているように、もう言する者あり）だから、言っているように、もう言する者あり）だから、言っているように、もう言する者あり）だから、言っているように、もう有有有有限限限限

会会会会社社社社金城商金城商金城商金城商事の事の事の事の話話話話も、聞いている。はっきり言うて、も、聞いている。はっきり言うて、も、聞いている。はっきり言うて、も、聞いている。はっきり言うて、使使使使うているうているうているうている業業業業者者者者やややや。。。。村村村村本建設のとき本建設のとき本建設のとき本建設のとき

のののの話話話話も聞いている。だから、さっき山本委員が言うし、そこまでも聞いている。だから、さっき山本委員が言うし、そこまでも聞いている。だから、さっき山本委員が言うし、そこまでも聞いている。だから、さっき山本委員が言うし、そこまで行行行行かかかかんんんんならならならならんんんんのかという。のかという。のかという。のかという。

追加追加追加追加の建ての建ての建ての建て増増増増ししたししたししたしした話話話話ななななんんんんか、か、か、か、みんみんみんみんなななな一括一括一括一括でしてもわからへでしてもわからへでしてもわからへでしてもわからへんんんん。そ。そ。そ。そんんんんな届な届な届な届けけけけのののの義義義義務は、務は、務は、務は、どどどど
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こ、だれに責任あるこ、だれに責任あるこ、だれに責任あるこ、だれに責任あるんんんん。そ。そ。そ。そんんんんなのなのなのなの恐恐恐恐らくらくらくらく買買買買うた平うた平うた平うた平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社や社や社や社や、さっきも言、さっきも言、さっきも言、さっきも言

われたように。われたように。われたように。われたように。何何何何ぼぼぼぼ考えても平考えても平考えても平考えても平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社や社や社や社や。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いいいいややややいいいいやややや、平、平、平、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社の責任をの責任をの責任をの責任を追追追追及しているのですよ、及しているのですよ、及しているのですよ、及しているのですよ、

追追追追及するのですよ。するときに、平及するのですよ。するときに、平及するのですよ。するときに、平及するのですよ。するときに、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社はだれからも聞いていない。はだれからも聞いていない。はだれからも聞いていない。はだれからも聞いていない。

もっと言えもっと言えもっと言えもっと言えばばばば、今度証人に出てくれる、今度証人に出てくれる、今度証人に出てくれる、今度証人に出てくれる株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業から、当から、当から、当から、当然然然然聞かされる聞かされる聞かされる聞かされるべべべべき調査のき調査のき調査のき調査の

内容内容内容内容も、解体のも、解体のも、解体のも、解体の何何何何たるかも含めてのたるかも含めてのたるかも含めてのたるかも含めての説明説明説明説明も聞いていないという。そうしたら、も聞いていないという。そうしたら、も聞いていないという。そうしたら、も聞いていないという。そうしたら、株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山

崎産業崎産業崎産業崎産業にも責任があるな。そして、にも責任があるな。そして、にも責任があるな。そして、にも責任があるな。そして、行行行行政政政政が前の道路の切り下げ工事を申請していると、こが前の道路の切り下げ工事を申請していると、こが前の道路の切り下げ工事を申請していると、こが前の道路の切り下げ工事を申請していると、こ

れが中の解体工事とれが中の解体工事とれが中の解体工事とれが中の解体工事と一一一一体であるというのを、そういう体であるというのを、そういう体であるというのを、そういう体であるというのを、そういう想像想像想像想像力は、当力は、当力は、当力は、当然然然然土木事務所の関係者土木事務所の関係者土木事務所の関係者土木事務所の関係者

であると、あるであると、あるであると、あるであると、あるべべべべきなのです。そのことも含めてきなのです。そのことも含めてきなのです。そのことも含めてきなのです。そのことも含めて全全全全部部部部ゆゆゆゆるるるるゆゆゆゆるになっているから、こるになっているから、こるになっているから、こるになっているから、こんんんんなななな

状態状態状態状態ではではではではアスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの対応対応対応対応できませできませできませできませんんんんぞぞぞぞということについてのということについてのということについてのということについての啓啓啓啓発発発発を、あるいはを、あるいはを、あるいはを、あるいは警警警警告をこ告をこ告をこ告をこ

の委員会のの委員会のの委員会のの委員会の筋筋筋筋道として出せれ道として出せれ道として出せれ道として出せればばばばなというのがこの委員会のなというのがこの委員会のなというのがこの委員会のなというのがこの委員会のねねねねらいでございますから、らいでございますから、らいでございますから、らいでございますから、どどどどうううう

か証言、証人、それらについてはご協力願いたいというのがか証言、証人、それらについてはご協力願いたいというのがか証言、証人、それらについてはご協力願いたいというのがか証言、証人、それらについてはご協力願いたいというのが私私私私たちの思いでございます。たちの思いでございます。たちの思いでございます。たちの思いでございます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 繰繰繰繰りりりり返返返返し同じことし同じことし同じことし同じことばばばばかりを言いたくないですかりを言いたくないですかりを言いたくないですかりを言いたくないですけけけけれれれれどどどど、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭この委員会この委員会この委員会この委員会発発発発足足足足にににに

当たって、当たって、当たって、当たって、私私私私もこの委員会設もこの委員会設もこの委員会設もこの委員会設置置置置にかかわって意見を述にかかわって意見を述にかかわって意見を述にかかわって意見を述べべべべさせてもらった。つまり、副させてもらった。つまり、副させてもらった。つまり、副させてもらった。つまり、副知知知知事事事事

を中を中を中を中心心心心として、として、として、として、行行行行政政政政責任を責任を責任を責任を改改改改めて検証すると、こういうことでめて検証すると、こういうことでめて検証すると、こういうことでめて検証すると、こういうことで努努努努力もされた。その力もされた。その力もされた。その力もされた。その結果結果結果結果にににに

ついては、この委員会はその調査ついては、この委員会はその調査ついては、この委員会はその調査ついては、この委員会はその調査内容内容内容内容をををを尊尊尊尊重重重重して、これにかかると、このようになるので、して、これにかかると、このようになるので、して、これにかかると、このようになるので、して、これにかかると、このようになるので、

アスベスアスベスアスベスアスベストにかかわってのトにかかわってのトにかかわってのトにかかわっての対応対応対応対応について、もちについて、もちについて、もちについて、もちろんアスベスろんアスベスろんアスベスろんアスベストだトだトだトだけけけけではありませではありませではありませではありませんけんけんけんけれれれれどどどど

もですもですもですもですねねねね、、、、対応対応対応対応について、について、について、について、行行行行政政政政側側側側がもっと規がもっと規がもっと規がもっと規則則則則なりなりなりなりママママニュニュニュニュアアアアルなり、そういうものについルなり、そういうものについルなり、そういうものについルなり、そういうものについ

ての徹底のての徹底のての徹底のての徹底の不備不備不備不備は認めると、そのことについてのは認めると、そのことについてのは認めると、そのことについてのは認めると、そのことについての諸諸諸諸対策対策対策対策ををををややややっっっっぱぱぱぱり建てり建てり建てり建て直直直直さないといさないといさないといさないといけけけけなななな

いという意いという意いという意いという意味味味味の提の提の提の提起起起起をされているわをされているわをされているわをされているわけけけけ。。。。

だから、今、だから、今、だから、今、だから、今、アスベスアスベスアスベスアスベストにかかわっての、いわトにかかわっての、いわトにかかわっての、いわトにかかわっての、いわばばばば譲譲譲譲渡渡渡渡にににに連連連連なってのこのなってのこのなってのこのなってのこの説明説明説明説明があったのがあったのがあったのがあったの

かなかったのかということについては、かなかったのかということについては、かなかったのかということについては、かなかったのかということについては、既既既既にににに一般一般一般一般論論論論的にもう的にもう的にもう的にもう明明明明らかにされているし、今後らかにされているし、今後らかにされているし、今後らかにされているし、今後

ともともともとも行行行行政政政政責任はさらに責任はさらに責任はさらに責任はさらに追追追追及をされな及をされな及をされな及をされなけけけけれれれればばばばならないし、また県議会の担当の委員会においならないし、また県議会の担当の委員会においならないし、また県議会の担当の委員会においならないし、また県議会の担当の委員会におい

ても、これらはさらにいても、これらはさらにいても、これらはさらにいても、これらはさらにいろろろろいいいいろろろろ協議をし、あるいはまた提協議をし、あるいはまた提協議をし、あるいはまた提協議をし、あるいはまた提案案案案をしていかにをしていかにをしていかにをしていかにゃゃゃゃならならならならんんんん。そう。そう。そう。そう

いう課題がいう課題がいう課題がいう課題が残ろ残ろ残ろ残ろうとは、思いますうとは、思いますうとは、思いますうとは、思いますけけけけれれれれどどどども、このも、このも、このも、この百百百百条委員会で、証人を条委員会で、証人を条委員会で、証人を条委員会で、証人を呼ん呼ん呼ん呼んでということでということでということでということ

にかかわって、にかかわって、にかかわって、にかかわって、民民民民民民民民にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる対象対象対象対象者は、この委員会にお者は、この委員会にお者は、この委員会にお者は、この委員会にお呼呼呼呼びするということについてはびするということについてはびするということについてはびするということについては

いかがなもいかがなもいかがなもいかがなもんんんんかということで、かということで、かということで、かということで、反反反反対対対対の意見を述の意見を述の意見を述の意見を述べべべべておきます。以上。ておきます。以上。ておきます。以上。ておきます。以上。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 いいですか。いいですか。いいですか。いいですか。民民民民民民民民というというというという一般一般一般一般のののの話話話話ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、アスベスアスベスアスベスアスベストのそのトのそのトのそのトのその公害公害公害公害の問題の問題の問題の問題

というのはもう本当に大きな問題になってきているということで、というのはもう本当に大きな問題になってきているということで、というのはもう本当に大きな問題になってきているということで、というのはもう本当に大きな問題になってきているということで、先ほど先ほど先ほど先ほど委員長が委員長が委員長が委員長が説明説明説明説明しししし

たとおり、たとおり、たとおり、たとおり、宅宅宅宅建取建取建取建取引引引引の中でもの中でもの中でもの中でも重重重重要事項要事項要事項要事項説明説明説明説明の中にの中にの中にの中にアスベスアスベスアスベスアスベストの調査トの調査トの調査トの調査有有有有無があるか無があるか無があるか無があるかどどどどうかとうかとうかとうかと
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いうことを、この建いうことを、この建いうことを、この建いうことを、この建物物物物のののの……………………。。。。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 おれは、おれは、おれは、おれは、隠隠隠隠せって言うてへせって言うてへせって言うてへせって言うてへんんんん。。。。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 各各各各そういうそういうそういうそういう業業業業種種種種ががががどどどどういうういうういうういう努努努努力をしていったのかというのを力をしていったのかというのを力をしていったのかというのを力をしていったのかというのを一一一一つつつつ一一一一つつつつチェッチェッチェッチェッ

ククククをしていく、聞かせていただく。今回の出をしていく、聞かせていただく。今回の出をしていく、聞かせていただく。今回の出をしていく、聞かせていただく。今回の出来来来来事の中で事の中で事の中で事の中でどどどどういうことをしていただいたのういうことをしていただいたのういうことをしていただいたのういうことをしていただいたの

かというのを聞かせてもらうということもすごく大事なことかというのを聞かせてもらうということもすごく大事なことかというのを聞かせてもらうということもすごく大事なことかというのを聞かせてもらうということもすごく大事なことややややと思っています。と思っています。と思っています。と思っています。

そういう意そういう意そういう意そういう意味味味味では、では、では、では、極極極極めてこれから建めてこれから建めてこれから建めてこれから建物物物物が建って４０年代、４０年が建って４０年代、４０年が建って４０年代、４０年が建って４０年代、４０年ほどほどほどほど建った建建った建建った建建った建物物物物が、が、が、が、

建建建建物物物物ごとごとごとごと売買売買売買売買されて解体されていくされて解体されていくされて解体されていくされて解体されていく過程過程過程過程の中で、の中で、の中で、の中で、アスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの有有有有無ということが、無ということが、無ということが、無ということが、僕僕僕僕らのらのらのらの

社社社社会の中できちっと意識されるような、そういうことの会の中できちっと意識されるような、そういうことの会の中できちっと意識されるような、そういうことの会の中できちっと意識されるような、そういうことの公公公公開というのがされたということ開というのがされたということ開というのがされたということ開というのがされたということ

を、今回の出を、今回の出を、今回の出を、今回の出来来来来事の中でも事の中でも事の中でも事の中でも追追追追体体体体験験験験していくしていくしていくしていく必必必必要はあるのではないかということで、要はあるのではないかということで、要はあるのではないかということで、要はあるのではないかということで、有有有有限会限会限会限会

社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムのことをお願いしていただきたいと思います。のことをお願いしていただきたいと思います。のことをお願いしていただきたいと思います。のことをお願いしていただきたいと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかに意見ございませかに意見ございませかに意見ございませかに意見ございませんんんんか。か。か。か。

ちちちちょょょょっとっとっとっと賛否賛否賛否賛否両両両両論論論論ございますございますございますございますけけけけれれれれどどどども、これ以上議も、これ以上議も、これ以上議も、これ以上議論論論論しても進まないかなと思っておりしても進まないかなと思っておりしても進まないかなと思っておりしても進まないかなと思っており

ますし、ますし、ますし、ますし、決決決決をとらせていただいてもよをとらせていただいてもよをとらせていただいてもよをとらせていただいてもよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ただし、ただし、ただし、ただし、先ほど先ほど先ほど先ほど言いました、その２点についての言いました、その２点についての言いました、その２点についての言いました、その２点についての質質質質問をしたいと思っております問をしたいと思っております問をしたいと思っております問をしたいと思っておりますけけけけれれれれどどどど

も、そのも、そのも、そのも、その範囲範囲範囲範囲内内内内でででで呼呼呼呼びたい。びたい。びたい。びたい。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 質質質質問項目というのは、これのこと問項目というのは、これのこと問項目というのは、これのこと問項目というのは、これのことややややな。な。な。な。

○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。有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムム代代代代表表表表者の証人を出者の証人を出者の証人を出者の証人を出頭頭頭頭することを求めることについすることを求めることについすることを求めることについすることを求めることについ

ておておておてお諮諮諮諮りしたいと思いますが、それでよりしたいと思いますが、それでよりしたいと思いますが、それでよりしたいと思いますが、それでよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それではそれではそれではそれでは……………………。。。。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 それではって、それではって、それではって、それではって、私私私私、、、、反反反反対対対対しているしているしているしているんやんやんやんや。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いいいいややややいいいいやややや、、、、採採採採決決決決をとりあえずとりますをとりあえずとりますをとりあえずとりますをとりあえずとりますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、採採採採決決決決させてもさせてもさせてもさせてもろろろろてよてよてよてよろろろろしししし

いですかっていうふうになりました。いですかっていうふうになりました。いですかっていうふうになりました。いですかっていうふうになりました。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 いいいいやややや、、、、ほんほんほんほんで、だから、だれとだれとだれという、で、だから、だれとだれとだれという、で、だから、だれとだれとだれという、で、だから、だれとだれとだれという、一一一一つつつつ一一一一つはかつはかつはかつはかんんんんのかのかのかのかねねねね、、、、

一括一括一括一括してしてしてして諮諮諮諮っておられるっておられるっておられるっておられるんんんんか、それもはっきりして。か、それもはっきりして。か、それもはっきりして。か、それもはっきりして。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 まず、まず、まず、まず、有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムささささんんんんを証人としてを証人としてを証人としてを証人として……………………。。。。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 順順順順番違番違番違番違うとるのとちがううとるのとちがううとるのとちがううとるのとちがうんんんん、、、、順順順順番番番番。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 順順順順番番番番まで言わまで言わまで言わまで言わんんんんといてください。といてください。といてください。といてください。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 一一一一つつつつ一一一一つこなしたいので、お願いします。つこなしたいので、お願いします。つこなしたいので、お願いします。つこなしたいので、お願いします。
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○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 意図的意図的意図的意図的ややややわ、大体。わ、大体。わ、大体。わ、大体。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、有有有有限会限会限会限会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムム代代代代表表表表者を証人として出者を証人として出者を証人として出者を証人として出頭頭頭頭を求めることにを求めることにを求めることにを求めることに賛賛賛賛成成成成

の方のの方のの方のの方の起起起起立立立立を求めます。を求めます。を求めます。を求めます。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立立立立））））

それでは、それでは、それでは、それでは、賛賛賛賛成成成成多多多多数数数数となりましたので、議長に証人出となりましたので、議長に証人出となりましたので、議長に証人出となりましたので、議長に証人出頭頭頭頭要求要求要求要求書書書書を提出させていただきまを提出させていただきまを提出させていただきまを提出させていただきま

す。す。す。す。

次に、平次に、平次に、平次に、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社から歩道切り下げの工事を請から歩道切り下げの工事を請から歩道切り下げの工事を請から歩道切り下げの工事を請けけけけ負負負負いましたいましたいましたいました森森森森田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建

築空間築空間築空間築空間設設設設計計計計の●●●●の●●●●の●●●●の●●●●氏氏氏氏を参考人として、本委員会に出を参考人として、本委員会に出を参考人として、本委員会に出を参考人として、本委員会に出席席席席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えます当と考えます当と考えます当と考えます

が、いかがでしが、いかがでしが、いかがでしが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

また、意見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、意見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、意見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、意見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、出それでは、出それでは、出それでは、出席席席席を求める参考人と意見を求める事項についてのご意見をお願いしたいとを求める参考人と意見を求める事項についてのご意見をお願いしたいとを求める参考人と意見を求める事項についてのご意見をお願いしたいとを求める参考人と意見を求める事項についてのご意見をお願いしたいと

思います。思います。思います。思います。何何何何かございませかございませかございませかございませんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「１人１人１人１人」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

はい、１人です。はい、１人です。はい、１人です。はい、１人です。

では、ご意見、では、ご意見、では、ご意見、では、ご意見、先先先先にございませにございませにございませにございませんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

これは、これは、これは、これは、施施施施工管理までされた、設工管理までされた、設工管理までされた、設工管理までされた、設計計計計から申請までされたという証言になっておりますから申請までされたという証言になっておりますから申請までされたという証言になっておりますから申請までされたという証言になっておりますけけけけ

れれれれどどどども、そこを確認したいためにも、そこを確認したいためにも、そこを確認したいためにも、そこを確認したいために呼呼呼呼びたいと思っております。平びたいと思っております。平びたいと思っております。平びたいと思っております。平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社

の●●証人の証言が正しいかの●●証人の証言が正しいかの●●証人の証言が正しいかの●●証人の証言が正しいかどどどどうかを確認したいと思っておりますので。意見ございませうかを確認したいと思っておりますので。意見ございませうかを確認したいと思っておりますので。意見ございませうかを確認したいと思っておりますので。意見ございませ

んんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「お願いしますお願いしますお願いしますお願いします」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、これについては、出それでは、これについては、出それでは、これについては、出それでは、これについては、出席席席席を求める参考人としてを求める参考人としてを求める参考人としてを求める参考人として森森森森田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建築空間築空間築空間築空間設設設設計計計計の●●●の●●●の●●●の●●●

●●●●氏氏氏氏を出を出を出を出席席席席を求めることとし、また、意見を求める事項については、お手元に配付しましを求めることとし、また、意見を求める事項については、お手元に配付しましを求めることとし、また、意見を求める事項については、お手元に配付しましを求めることとし、また、意見を求める事項については、お手元に配付しまし

たとおりとすることでよたとおりとすることでよたとおりとすることでよたとおりとすることでよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、議長に参考人の委員会出それでは、議長に参考人の委員会出それでは、議長に参考人の委員会出それでは、議長に参考人の委員会出席席席席要求要求要求要求書書書書を提出させていただきます。を提出させていただきます。を提出させていただきます。を提出させていただきます。

次に、前回の●●証人の証言に係る事実確認として、高田土木事務所管理課に次に、前回の●●証人の証言に係る事実確認として、高田土木事務所管理課に次に、前回の●●証人の証言に係る事実確認として、高田土木事務所管理課に次に、前回の●●証人の証言に係る事実確認として、高田土木事務所管理課に文書文書文書文書によによによによ

るるるる照照照照会を会を会を会を行行行行ってよってよってよってよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、議長にそれでは、議長にそれでは、議長にそれでは、議長に文書文書文書文書照照照照会要求会要求会要求会要求書書書書を提出させていただきます。を提出させていただきます。を提出させていただきます。を提出させていただきます。
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次に、今後の調査の進め方についてです次に、今後の調査の進め方についてです次に、今後の調査の進め方についてです次に、今後の調査の進め方についてですけけけけれれれれどどどども、次回は、前回の委員会でも、次回は、前回の委員会でも、次回は、前回の委員会でも、次回は、前回の委員会で決決決決定いただ定いただ定いただ定いただ

きましたきましたきましたきました株式株式株式株式会会会会社社社社山山山山崎産業崎産業崎産業崎産業の代の代の代の代表表表表者及び担当者、高田土木事務所建者及び担当者、高田土木事務所建者及び担当者、高田土木事務所建者及び担当者、高田土木事務所建築築築築課長と、前回課長と、前回課長と、前回課長と、前回欠席欠席欠席欠席ささささ

れました平れました平れました平れました平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーンンンン工工工工業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社代代代代表表表表者、そして、者、そして、者、そして、者、そして、先ほど決先ほど決先ほど決先ほど決定していただきました定していただきました定していただきました定していただきました有有有有限限限限

会会会会社社社社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムの代の代の代の代表表表表者の証人尋問と、●●参考人からの意見聴取を者の証人尋問と、●●参考人からの意見聴取を者の証人尋問と、●●参考人からの意見聴取を者の証人尋問と、●●参考人からの意見聴取を行行行行います。います。います。います。

なお、次回証人の事情聴取につきましても、なお、次回証人の事情聴取につきましても、なお、次回証人の事情聴取につきましても、なお、次回証人の事情聴取につきましても、初初初初めに委員長からまとめてめに委員長からまとめてめに委員長からまとめてめに委員長からまとめて質質質質問し、その後、問し、その後、問し、その後、問し、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問を問を問を行行行行っていただくことといたします。っていただくことといたします。っていただくことといたします。っていただくことといたします。

また、証人へのまた、証人へのまた、証人へのまた、証人への質質質質問時問時問時問時間間間間ですが、それですが、それですが、それですが、それぞぞぞぞれ１時れ１時れ１時れ１時間間間間程程程程度、委員の度、委員の度、委員の度、委員の補補補補足足足足質質質質問時問時問時問時間間間間は１人５分は１人５分は１人５分は１人５分

程程程程度で度で度で度で行行行行いますが、よいますが、よいますが、よいますが、よろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）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、証言の次に、証言の次に、証言の次に、証言の際際際際のメのメのメのメモモモモ、資料を見ながらの証言については、今回も、資料を見ながらの証言については、今回も、資料を見ながらの証言については、今回も、資料を見ながらの証言については、今回も許許許許可可可可しないこととししないこととししないこととししないこととし

ます。よます。よます。よます。よろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）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、弁弁弁弁護護護護士士士士等の等の等の等の補佐補佐補佐補佐人の同人の同人の同人の同席席席席については、当日おについては、当日おについては、当日おについては、当日お諮諮諮諮りすることとします。りすることとします。りすることとします。りすることとします。

それでは、その他の事項に入ります。その他、それでは、その他の事項に入ります。その他、それでは、その他の事項に入ります。その他、それでは、その他の事項に入ります。その他、何何何何かございませかございませかございませかございませんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

一応一応一応一応、今後の進め方についてです、今後の進め方についてです、今後の進め方についてです、今後の進め方についてですけけけけれれれれどどどども、次回の証人尋問を４月１５日または１６日も、次回の証人尋問を４月１５日または１６日も、次回の証人尋問を４月１５日または１６日も、次回の証人尋問を４月１５日または１６日

に調に調に調に調整整整整させていただきたいと思います。そして、４月下させていただきたいと思います。そして、４月下させていただきたいと思います。そして、４月下させていただきたいと思います。そして、４月下旬旬旬旬にもうにもうにもうにもう一一一一度委員会を開きまして、度委員会を開きまして、度委員会を開きまして、度委員会を開きまして、

理事者を中理事者を中理事者を中理事者を中心心心心とした証人の聴取もとした証人の聴取もとした証人の聴取もとした証人の聴取も行行行行いたいと考えておりますので、４月に２回、委員会をいたいと考えておりますので、４月に２回、委員会をいたいと考えておりますので、４月に２回、委員会をいたいと考えておりますので、４月に２回、委員会を

開きたいということで開きたいということで開きたいということで開きたいということで予予予予定をしております。５月の定をしております。５月の定をしております。５月の定をしております。５月の連連連連休休休休明け明け明け明けには大体まとめが出るかなとには大体まとめが出るかなとには大体まとめが出るかなとには大体まとめが出るかなと

いうふうないうふうないうふうないうふうな予予予予定をさせていただいております定をさせていただいております定をさせていただいております定をさせていただいておりますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、何何何何かご意見ございましたらおっしかご意見ございましたらおっしかご意見ございましたらおっしかご意見ございましたらおっし

ゃゃゃゃってください。できるだってください。できるだってください。できるだってください。できるだけけけけ早早早早くしたいと思っておりますし、次回の証人尋問も前回のよくしたいと思っておりますし、次回の証人尋問も前回のよくしたいと思っておりますし、次回の証人尋問も前回のよくしたいと思っておりますし、次回の証人尋問も前回のよ

うにうにうにうに続続続続けけけけて、て、て、て、休憩休憩休憩休憩ができるだができるだができるだができるだけけけけ少少少少ないようにさせていただきたいと思いますが、ないようにさせていただきたいと思いますが、ないようにさせていただきたいと思いますが、ないようにさせていただきたいと思いますが、何何何何かご意かご意かご意かご意

見ございませ見ございませ見ございませ見ございませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「１５日だ１５日だ１５日だ１５日だねねねね」」」」「「「「１５か１６で調１５か１６で調１５か１６で調１５か１６で調整」整」整」整」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、次回の開それでは、次回の開それでは、次回の開それでは、次回の開催催催催ですですですですけけけけれれれれどどどども、証人のも、証人のも、証人のも、証人の都都都都合もありますので、４月１合もありますので、４月１合もありますので、４月１合もありますので、４月１

５日月５日月５日月５日月曜曜曜曜日、または１６日日、または１６日日、または１６日日、または１６日火曜火曜火曜火曜日で調日で調日で調日で調整整整整させていただきまして、させていただきまして、させていただきまして、させていただきまして、決決決決まり次第おまり次第おまり次第おまり次第お知知知知らせするらせするらせするらせする

ことでよことでよことでよことでよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「はい、いいと思いますはい、いいと思いますはい、いいと思いますはい、いいと思います」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

はい。なお、証人尋問、参考人によっては４月下はい。なお、証人尋問、参考人によっては４月下はい。なお、証人尋問、参考人によっては４月下はい。なお、証人尋問、参考人によっては４月下旬旬旬旬の方で、の方で、の方で、の方で、一応一応一応一応委員会を、理事者を中委員会を、理事者を中委員会を、理事者を中委員会を、理事者を中
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心心心心として開として開として開として開催催催催したいと思っておりますので。したいと思っておりますので。したいと思っておりますので。したいと思っておりますので。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 またそれは、次回協議させていただきます。またそれは、次回協議させていただきます。またそれは、次回協議させていただきます。またそれは、次回協議させていただきます。

ほほほほかにございませかにございませかにございませかにございませんんんんか。か。か。か。

ななななけけけけれれれればばばば、次回の証人尋問も、次回の証人尋問も、次回の証人尋問も、次回の証人尋問も決決決決まり次第おまり次第おまり次第おまり次第お知知知知らせすることで、本日の委員会をらせすることで、本日の委員会をらせすることで、本日の委員会をらせすることで、本日の委員会を終終終終わりたわりたわりたわりた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。


