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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４月１５日（月） １３：０３～１６：０７平成２５年４月１５日（月） １３：０３～１６：０７平成２５年４月１５日（月） １３：０３～１６：０７平成２５年４月１５日（月） １３：０３～１６：０７

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

証 人証 人証 人証 人 ４名４名４名４名

有限会社乾ホーム 取締役 ●●●有限会社乾ホーム 取締役 ●●●有限会社乾ホーム 取締役 ●●●有限会社乾ホーム 取締役 ●●●

株式会社山崎産業 代表取締役 ●●●●株式会社山崎産業 代表取締役 ●●●●株式会社山崎産業 代表取締役 ●●●●株式会社山崎産業 代表取締役 ●●●●

株式会社山崎産業 監理技術者 ●●●●株式会社山崎産業 監理技術者 ●●●●株式会社山崎産業 監理技術者 ●●●●株式会社山崎産業 監理技術者 ●●●●

高田土木事務所 前建築課長 ●●●高田土木事務所 前建築課長 ●●●高田土木事務所 前建築課長 ●●●高田土木事務所 前建築課長 ●●●

参 考 人参 考 人参 考 人参 考 人 １名１名１名１名

森田昌司空間建築設計 ●●●●森田昌司空間建築設計 ●●●●森田昌司空間建築設計 ●●●●森田昌司空間建築設計 ●●●●

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 ２２名２２名２２名２２名

議 事議 事議 事議 事

（１）文書調査照会について（１）文書調査照会について（１）文書調査照会について（１）文書調査照会について

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

（３）参考人聴取について（３）参考人聴取について（３）参考人聴取について（３）参考人聴取について

（４）証人尋問について（４）証人尋問について（４）証人尋問について（４）証人尋問について

（５）今後の調査の進め方について（５）今後の調査の進め方について（５）今後の調査の進め方について（５）今後の調査の進め方について
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（６）その他（６）その他（６）その他（６）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。します。します。します。

本日の、傍聴者は、現在１６名です。本日の、傍聴者は、現在１６名です。本日の、傍聴者は、現在１６名です。本日の、傍聴者は、現在１６名です。

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

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

はじめに、文書調査照会についてですが、前回の委員会で●●証人の証言にかかる事実はじめに、文書調査照会についてですが、前回の委員会で●●証人の証言にかかる事実はじめに、文書調査照会についてですが、前回の委員会で●●証人の証言にかかる事実はじめに、文書調査照会についてですが、前回の委員会で●●証人の証言にかかる事実

確認として、高田土木事務所に文書で照会しましたところ、お手元に配付しております資確認として、高田土木事務所に文書で照会しましたところ、お手元に配付しております資確認として、高田土木事務所に文書で照会しましたところ、お手元に配付しております資確認として、高田土木事務所に文書で照会しましたところ、お手元に配付しております資

料１のとおり、回答がまいっておりますので、お目通しいただきたいと思います。料１のとおり、回答がまいっておりますので、お目通しいただきたいと思います。料１のとおり、回答がまいっておりますので、お目通しいただきたいと思います。料１のとおり、回答がまいっておりますので、お目通しいただきたいと思います。

次に、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。次に、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。次に、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。次に、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。

まず、補佐人についてですが、委員会条例、会議規則等に規定がございませんが、国会にまず、補佐人についてですが、委員会条例、会議規則等に規定がございませんが、国会にまず、補佐人についてですが、委員会条例、会議規則等に規定がございませんが、国会にまず、補佐人についてですが、委員会条例、会議規則等に規定がございませんが、国会に

おいて議員証言法により補佐人の出席が認められていることから、委員会における証言をおいて議員証言法により補佐人の出席が認められていることから、委員会における証言をおいて議員証言法により補佐人の出席が認められていることから、委員会における証言をおいて議員証言法により補佐人の出席が認められていることから、委員会における証言を

十分かつ正確なものとするため、当委員会においては、補佐人をお手元に配布しておりま十分かつ正確なものとするため、当委員会においては、補佐人をお手元に配布しておりま十分かつ正確なものとするため、当委員会においては、補佐人をお手元に配布しておりま十分かつ正確なものとするため、当委員会においては、補佐人をお手元に配布しておりま

す資料２のとおり、補佐人は１名、席を証人の後方席とすることや、証人が求めたときのす資料２のとおり、補佐人は１名、席を証人の後方席とすることや、証人が求めたときのす資料２のとおり、補佐人は１名、席を証人の後方席とすることや、証人が求めたときのす資料２のとおり、補佐人は１名、席を証人の後方席とすることや、証人が求めたときの

み、委員長の許可を得て発言ができることなどとし、証人から補佐人の申し出があった場み、委員長の許可を得て発言ができることなどとし、証人から補佐人の申し出があった場み、委員長の許可を得て発言ができることなどとし、証人から補佐人の申し出があった場み、委員長の許可を得て発言ができることなどとし、証人から補佐人の申し出があった場

合、認めることとしてよろしいですか。合、認めることとしてよろしいですか。合、認めることとしてよろしいですか。合、認めることとしてよろしいですか。

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

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

次に、撮影については、報道機関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員次に、撮影については、報道機関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員次に、撮影については、報道機関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員次に、撮影については、報道機関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員

会で決定をしていただいておりますが、撮影方法は前回の証人尋問と同様に、背後からの会で決定をしていただいておりますが、撮影方法は前回の証人尋問と同様に、背後からの会で決定をしていただいておりますが、撮影方法は前回の証人尋問と同様に、背後からの会で決定をしていただいておりますが、撮影方法は前回の証人尋問と同様に、背後からの

撮影とし、撮影時間は開会または再開から証人の宣誓の前までとしたいと思いますが、よ撮影とし、撮影時間は開会または再開から証人の宣誓の前までとしたいと思いますが、よ撮影とし、撮影時間は開会または再開から証人の宣誓の前までとしたいと思いますが、よ撮影とし、撮影時間は開会または再開から証人の宣誓の前までとしたいと思いますが、よ

ろしいですか。ろしいですか。ろしいですか。ろしいですか。

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

それでは、そのようにし、報道機関のみなさま、よろしくご協力をお願いいたします。それでは、そのようにし、報道機関のみなさま、よろしくご協力をお願いいたします。それでは、そのようにし、報道機関のみなさま、よろしくご協力をお願いいたします。それでは、そのようにし、報道機関のみなさま、よろしくご協力をお願いいたします。

なお、録音についても、人定質問の際のプライバシーの問題もあることから、報道機関なお、録音についても、人定質問の際のプライバシーの問題もあることから、報道機関なお、録音についても、人定質問の際のプライバシーの問題もあることから、報道機関なお、録音についても、人定質問の際のプライバシーの問題もあることから、報道機関

も含めまして許可しないことを同じく第２回の委員会で決定しておりますので、よろしくも含めまして許可しないことを同じく第２回の委員会で決定しておりますので、よろしくも含めまして許可しないことを同じく第２回の委員会で決定しておりますので、よろしくも含めまして許可しないことを同じく第２回の委員会で決定しておりますので、よろしく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

次に、参考人聴取についてですが、参考人の入室を認めます。次に、参考人聴取についてですが、参考人の入室を認めます。次に、参考人聴取についてですが、参考人の入室を認めます。次に、参考人聴取についてですが、参考人の入室を認めます。

（●●参考人着席）（●●参考人着席）（●●参考人着席）（●●参考人着席）
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○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、本日は、本件について、参考人として、森田昌司建築空間設計それでは、本日は、本件について、参考人として、森田昌司建築空間設計それでは、本日は、本件について、参考人として、森田昌司建築空間設計それでは、本日は、本件について、参考人として、森田昌司建築空間設計

代表の●●●●さんの出席をいただいております。代表の●●●●さんの出席をいただいております。代表の●●●●さんの出席をいただいております。代表の●●●●さんの出席をいただいております。

●●●●さんにおかれましては、お忙しい中にもかか●●●●さんにおかれましては、お忙しい中にもかか●●●●さんにおかれましては、お忙しい中にもかか●●●●さんにおかれましては、お忙しい中にもかかわわわわらず本委員会のためにご出席いらず本委員会のためにご出席いらず本委員会のためにご出席いらず本委員会のためにご出席い

ただき、ただき、ただき、ただき、誠誠誠誠にありがとうございます。にありがとうございます。にありがとうございます。にありがとうございます。

本委員会を代表して本委員会を代表して本委員会を代表して本委員会を代表して厚厚厚厚くおくおくおくお礼礼礼礼申しあ申しあ申しあ申しあげげげげますとともに、調査のためにご協力くださいますますとともに、調査のためにご協力くださいますますとともに、調査のためにご協力くださいますますとともに、調査のためにご協力くださいます

ようよろしくお願いいたします。ようよろしくお願いいたします。ようよろしくお願いいたします。ようよろしくお願いいたします。

それでは、それでは、それでは、それでは、広陵町百済広陵町百済広陵町百済広陵町百済１６４３１６４３１６４３１６４３－－－－１１１１番地番地番地番地のののの歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げげげげ道道道道路工路工路工路工事事事事施工施工施工施工にかかる設計にかかる設計にかかる設計にかかる設計並び並び並び並び

に高田土木事務所に高田土木事務所に高田土木事務所に高田土木事務所へへへへの同の同の同の同工工工工事事事事施工承施工承施工承施工承認申認申認申認申請請請請にかかにかかにかかにかかわわわわりまして、りまして、りまして、りまして、私私私私からいくつかおからいくつかおからいくつかおからいくつかお聞聞聞聞きさせきさせきさせきさせ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まず第１まず第１まず第１まず第１番番番番目に、あなたは、平成２３年４月２目に、あなたは、平成２３年４月２目に、あなたは、平成２３年４月２目に、あなたは、平成２３年４月２８８８８日に高田土木事務所で日に高田土木事務所で日に高田土木事務所で日に高田土木事務所で受受受受付された道付された道付された道付された道路路路路

工工工工事事事事施工承施工承施工承施工承認申認申認申認申請請請請書に関書に関書に関書に関わわわわって申って申って申って申請請請請者平者平者平者平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社代表取締役●●業株式会社代表取締役●●業株式会社代表取締役●●業株式会社代表取締役●●氏氏氏氏の代理の代理の代理の代理

として申として申として申として申請請請請事務を事務を事務を事務を担担担担当されましたか。当されましたか。当されましたか。当されましたか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、この申次に、この申次に、この申次に、この申請請請請事務の事務の事務の事務の担担担担当は当は当は当は誰誰誰誰からのからのからのからの要請要請要請要請でででで引引引引きききき受受受受けられたのですか。けられたのですか。けられたのですか。けられたのですか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 ●●さん。●●さん。●●さん。●●さん。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●さん●●さん●●さん●●さん…………

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 はい。はい。はい。はい。座座座座ったままでいいのですか。ったままでいいのですか。ったままでいいのですか。ったままでいいのですか。立立立立って答って答って答って答ええええるのですか。るのですか。るのですか。るのですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。３はい。３はい。３はい。３番番番番目に、道目に、道目に、道目に、道路路路路法第２４条に規定する法第２４条に規定する法第２４条に規定する法第２４条に規定する承承承承認認認認工工工工事にかかる書事にかかる書事にかかる書事にかかる書類類類類は、あは、あは、あは、あ

なたがなたがなたがなたが準備準備準備準備されたのでしされたのでしされたのでしされたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ４４４４番番番番目に、これは資料の目に、これは資料の目に、これは資料の目に、これは資料の８８ペ８８ペ８８ペ８８ペーーーージジジジに記に記に記に記載載載載されています。いま、書されています。いま、書されています。いま、書されています。いま、書類類類類をおをおをおをお

示示示示しいたしますが、この申しいたしますが、この申しいたしますが、この申しいたしますが、この申請請請請書に書に書に書に添え添え添え添えられてられてられてられて提提提提出されている申出されている申出されている申出されている申請請請請者については、者については、者については、者については、誰誰誰誰からからからから要要要要

求されたものですか。求されたものですか。求されたものですか。求されたものですか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 これは、高田土木事務所ですこれは、高田土木事務所ですこれは、高田土木事務所ですこれは、高田土木事務所ですねねねね。土。土。土。土地地地地の所有者と申の所有者と申の所有者と申の所有者と申請請請請者が者が者が者が違違違違うので。うので。うので。うので。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 高田土木事務所から高田土木事務所から高田土木事務所から高田土木事務所から…………

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 そうです。そうです。そうです。そうです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次、５次、５次、５次、５番番番番目ですが、目ですが、目ですが、目ですが、過過過過日、２月１日、２月１日、２月１日、２月１９９９９日、当委員会で証人としておいでいた日、当委員会で証人としておいでいた日、当委員会で証人としておいでいた日、当委員会で証人としておいでいた

だいた平だいた平だいた平だいた平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の●●●●さんは、業株式会社の●●●●さんは、業株式会社の●●●●さんは、業株式会社の●●●●さんは、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下り下り下り下げ工げ工げ工げ工事に関して、当事に関して、当事に関して、当事に関して、当初初初初

分からなかった配分からなかった配分からなかった配分からなかった配管管管管が出てきたので、が出てきたので、が出てきたので、が出てきたので、助助助助言をいただいたと発言しておられましたが、間言をいただいたと発言しておられましたが、間言をいただいたと発言しておられましたが、間言をいただいたと発言しておられましたが、間違違違違
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いないでしいないでしいないでしいないでしょょょょうか。うか。うか。うか。

また、それはどのようなもので、どのようにまた、それはどのようなもので、どのようにまた、それはどのようなもので、どのようにまた、それはどのようなもので、どのように助助助助言されたのでし言されたのでし言されたのでし言されたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 まちがいないです。ただ、まちがいないです。ただ、まちがいないです。ただ、まちがいないです。ただ、助助助助言をしたのは高田土木事務所です。言をしたのは高田土木事務所です。言をしたのは高田土木事務所です。言をしたのは高田土木事務所です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ええええっとっとっとっと…………

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 もうもうもうもう少少少少しししし詳詳詳詳しく言いまししく言いまししく言いまししく言いましょょょょうか。うか。うか。うか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げげげげの下にもともと道の下にもともと道の下にもともと道の下にもともと道路側溝路側溝路側溝路側溝があって、道があって、道があって、道があって、道路側溝路側溝路側溝路側溝の中の配の中の配の中の配の中の配管管管管は本は本は本は本

来来来来まっすまっすまっすまっすぐ走ぐ走ぐ走ぐ走っているっているっているっているべべべべきもののところに、下きもののところに、下きもののところに、下きもののところに、下水水水水があったのです、下があったのです、下があったのです、下があったのです、下水マン水マン水マン水マンホーホーホーホールルルルが。よが。よが。よが。よ

くくくく見見見見たら、下たら、下たら、下たら、下水マン水マン水マン水マンホーホーホーホールルルルがあそこにいっがあそこにいっがあそこにいっがあそこにいっぱぱぱぱいある。その下いある。その下いある。その下いある。その下水マン水マン水マン水マンホーホーホーホールルルルのために道のために道のために道のために道路側路側路側路側

溝溝溝溝配配配配管管管管がががが迂迂迂迂回してあったのです。そこを回してあったのです。そこを回してあったのです。そこを回してあったのです。そこを迂迂迂迂回した配回した配回した配回した配管管管管がががが切切切切り下り下り下り下げげげげのところに出てきたのでのところに出てきたのでのところに出てきたのでのところに出てきたので

す。す。す。す。処処処処理方法をどうしたらいいかという理方法をどうしたらいいかという理方法をどうしたらいいかという理方法をどうしたらいいかという話話話話で、それはこちらで決められないので高田土木で、それはこちらで決められないので高田土木で、それはこちらで決められないので高田土木で、それはこちらで決められないので高田土木

事務所の事務所の事務所の事務所の管管管管理課に理課に理課に理課に連絡連絡連絡連絡させてもらって、現場をさせてもらって、現場をさせてもらって、現場をさせてもらって、現場を見見見見ていただいたのです。ていただいたのです。ていただいたのです。ていただいたのです。

指示指示指示指示をしたのは、高田土木事務所。をしたのは、高田土木事務所。をしたのは、高田土木事務所。をしたのは、高田土木事務所。指示内容指示内容指示内容指示内容にににに応応応応じてもう１回じてもう１回じてもう１回じてもう１回図面提図面提図面提図面提出を言出を言出を言出を言わわわわれたので、れたので、れたので、れたので、

図面図面図面図面はははは提提提提出しました。出しました。出しました。出しました。

○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。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 それは高田土木事務所にあると思いますけれど。それは高田土木事務所にあると思いますけれど。それは高田土木事務所にあると思いますけれど。それは高田土木事務所にあると思いますけれど。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 道道道道路路路路のののの側溝側溝側溝側溝の下のの下のの下のの下の暗渠暗渠暗渠暗渠のののの排水パ排水パ排水パ排水パイプがイプがイプがイプが迂迂迂迂回されていたということです回されていたということです回されていたということです回されていたということですねねねね。。。。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 迂迂迂迂回されていたというか回されていたというか回されていたというか回されていたというか…………

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 迂迂迂迂回されていた中に回されていた中に回されていた中に回されていた中にマンマンマンマンホーホーホーホールルルルがあったのでがあったのでがあったのでがあったので…………

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 マンマンマンマンホーホーホーホールルルルがためにがためにがためにがために迂迂迂迂回していたと回していたと回していたと回していたと…………

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 あ、あ、あ、あ、マンマンマンマンホーホーホーホールルルルがためにがためにがためにがために迂迂迂迂回していた回していた回していた回していた…………

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 そのそのそのその迂迂迂迂回している配回している配回している配回している配管管管管が今が今が今が今度度度度のののの工工工工事に事に事に事に対対対対して、そのままやっていいかどうして、そのままやっていいかどうして、そのままやっていいかどうして、そのままやっていいかどう

かを、確認しないといけないのでかを、確認しないといけないのでかを、確認しないといけないのでかを、確認しないといけないので…………

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、分かりました。はい、分かりました。はい、分かりました。はい、分かりました。

次、次、次、次、最最最最後ですけれども、この申後ですけれども、この申後ですけれども、この申後ですけれども、この申請請請請は、平成２３年５月１６日には、平成２３年５月１６日には、平成２３年５月１６日には、平成２３年５月１６日に承承承承認されました。その認されました。その認されました。その認されました。その承承承承

認書をお認書をお認書をお認書をお示示示示しいたしますが、これはしいたしますが、これはしいたしますが、これはしいたしますが、これは８８８８４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、８８８８５５５５ペペペペーーーージジジジにににに載載載載っています。っています。っています。っています。

その際、付その際、付その際、付その際、付加加加加された１２項目の条件のうち、された１２項目の条件のうち、された１２項目の条件のうち、された１２項目の条件のうち、工工工工事着手届と事着手届と事着手届と事着手届と工工工工事事事事竣工竣工竣工竣工届はあなたが届はあなたが届はあなたが届はあなたが担担担担当さ当さ当さ当さ

れたのでしれたのでしれたのでしれたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 これはこれはこれはこれは違違違違います。います。います。います。工工工工事事事事承承承承認申認申認申認申請請請請書で申書で申書で申書で申請請請請はさせていただいて、認可はいたはさせていただいて、認可はいたはさせていただいて、認可はいたはさせていただいて、認可はいた

だいたのですけれど、そののちはだいたのですけれど、そののちはだいたのですけれど、そののちはだいたのですけれど、そののちは全部全部全部全部平平平平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社でされるということで、業株式会社でされるということで、業株式会社でされるということで、業株式会社でされるということで、
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ぼぼぼぼくの手からはくの手からはくの手からはくの手からは離離離離れました。れました。れました。れました。工工工工事業者にもきちんと事業者にもきちんと事業者にもきちんと事業者にもきちんと説明説明説明説明をしようかと言ったのですけれどをしようかと言ったのですけれどをしようかと言ったのですけれどをしようかと言ったのですけれど

も、も、も、も、説明説明説明説明もいらないというもいらないというもいらないというもいらないという話話話話で、だから、そのあとは関で、だから、そのあとは関で、だから、そのあとは関で、だから、そのあとは関わわわわっていないのですけれども、っていないのですけれども、っていないのですけれども、っていないのですけれども、障障障障

害物害物害物害物がでてきた時だけ、どないかならないかというので、がでてきた時だけ、どないかならないかというので、がでてきた時だけ、どないかならないかというので、がでてきた時だけ、どないかならないかというので、連絡連絡連絡連絡があったのですがあったのですがあったのですがあったのですわわわわ。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ということはということはということはということは…………

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 いや、本いや、本いや、本いや、本来来来来、その後、、その後、、その後、、その後、工工工工事業者さんがこれを事業者さんがこれを事業者さんがこれを事業者さんがこれを全部全部全部全部すすすすべべべべきききき話話話話だと思いますだと思いますだと思いますだと思いますわわわわ。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ということは、申ということは、申ということは、申ということは、申請請請請書を出されて、申書を出されて、申書を出されて、申書を出されて、申請承請承請承請承認まではされたけれども、その認まではされたけれども、その認まではされたけれども、その認まではされたけれども、その

後は平後は平後は平後は平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社に、業株式会社に、業株式会社に、業株式会社に、依頼依頼依頼依頼されていたからそこでやめたということですされていたからそこでやめたということですされていたからそこでやめたということですされていたからそこでやめたということですねねねね。。。。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 もっといもっといもっといもっといえばえばえばえば、本、本、本、本来工来工来工来工事業者が決まって、事業者が決まって、事業者が決まって、事業者が決まって、工工工工事業者さんが、こういう事業者さんが、こういう事業者さんが、こういう事業者さんが、こういう承承承承認認認認

申申申申請請請請書を出す書を出す書を出す書を出すべべべべきところ、平きところ、平きところ、平きところ、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社が、どこかを業株式会社が、どこかを業株式会社が、どこかを業株式会社が、どこかを借借借借りてはったんですよ、りてはったんですよ、りてはったんですよ、りてはったんですよ、

そこにそこにそこにそこに引引引引っっっっ越越越越す日がす日がす日がす日が迫迫迫迫っていたと。っていたと。っていたと。っていたと。迫迫迫迫っていた中で、業者が決まらなけれっていた中で、業者が決まらなけれっていた中で、業者が決まらなけれっていた中で、業者が決まらなければばばば申申申申請請請請は出せなは出せなは出せなは出せな

いですよいですよいですよいですよねねねね、それで、、それで、、それで、、それで、先先先先に、もともとに、もともとに、もともとに、もともとぼぼぼぼくくくく知知知知り合いなので、社長とずいぶんり合いなので、社長とずいぶんり合いなので、社長とずいぶんり合いなので、社長とずいぶん知知知知り合いなのり合いなのり合いなのり合いなの

で、で、で、で、広陵町広陵町広陵町広陵町なので、なので、なので、なので、先先先先行してこれ、行してこれ、行してこれ、行してこれ、承承承承認をしてくれないかということで、やった認をしてくれないかということで、やった認をしてくれないかということで、やった認をしてくれないかということで、やったわわわわけですけですけですけです

わわわわ。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 以上以上以上以上でででで私私私私からの質問はからの質問はからの質問はからの質問は終わ終わ終わ終わりますけども、特に委員からおりますけども、特に委員からおりますけども、特に委員からおりますけども、特に委員からお聞聞聞聞きしたいこときしたいこときしたいこときしたいこと

がありましたらご発言を願いたいと思います。がありましたらご発言を願いたいと思います。がありましたらご発言を願いたいと思います。がありましたらご発言を願いたいと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さんにお尋●●さんにお尋●●さんにお尋●●さんにお尋ねねねねします。あなたがします。あなたがします。あなたがします。あなたが準備準備準備準備された申された申された申された申請請請請書書書書類類類類の中にの中にの中にの中に歩歩歩歩道道道道切切切切りりりり

下下下下げげげげにににに係係係係る計る計る計る計画画画画平平平平面図面図面図面図があります。その計があります。その計があります。その計があります。その計画図面画図面画図面画図面にはにはにはには集水集水集水集水ますが３ますが３ますが３ますが３カカカカ所あることになって所あることになって所あることになって所あることになって

いるいるいるいるわわわわけでありますが、しかし、けでありますが、しかし、けでありますが、しかし、けでありますが、しかし、写真写真写真写真をおをおをおをお見見見見せします。現せします。現せします。現せします。現況況況況のののの写真写真写真写真です。ところが、です。ところが、です。ところが、です。ところが、真真真真んんんん

中にある中にある中にある中にあるべべべべきききき集水集水集水集水ますがございません。これは、当ますがございません。これは、当ますがございません。これは、当ますがございません。これは、当初初初初●●さんが設計なさったところと●●さんが設計なさったところと●●さんが設計なさったところと●●さんが設計なさったところと違違違違

っているっているっているっているわわわわけでありますけれども、けでありますけれども、けでありますけれども、けでありますけれども、素素素素人の人の人の人の我々我々我々我々がそう認がそう認がそう認がそう認識識識識していいですか。していいですか。していいですか。していいですか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 当当当当初初初初申申申申請請請請して認可いただいた分とはして認可いただいた分とはして認可いただいた分とはして認可いただいた分とは違違違違っています。ただ、っています。ただ、っています。ただ、っています。ただ、歩歩歩歩道のところに道のところに道のところに道のところに

当当当当初初初初１４１４１４１４メメメメーーーートルトルトルトルのののの幅幅幅幅でとらせていただいたのです。１４でとらせていただいたのです。１４でとらせていただいたのです。１４でとらせていただいたのです。１４メメメメーーーートルトルトルトルがあるのでがあるのでがあるのでがあるので真真真真ん中に１ん中に１ん中に１ん中に１

個ぐ個ぐ個ぐ個ぐらいつけようかというようならいつけようかというようならいつけようかというようならいつけようかというような話話話話でして、ただ、ここのこのでして、ただ、ここのこのでして、ただ、ここのこのでして、ただ、ここのこの排水排水排水排水については、今現在、については、今現在、については、今現在、については、今現在、

水水水水がががが流流流流れていないところなんです。れていないところなんです。れていないところなんです。れていないところなんです。水水水水がががが流流流流れていないのでれていないのでれていないのでれていないので暗渠暗渠暗渠暗渠にしてしまおうかというのにしてしまおうかというのにしてしまおうかというのにしてしまおうかというの

も、これは高田土木事務所のも、これは高田土木事務所のも、これは高田土木事務所のも、これは高田土木事務所の打打打打ち合ち合ち合ち合わわわわせですせですせですせですわわわわ。後に現場の方で１４。後に現場の方で１４。後に現場の方で１４。後に現場の方で１４メメメメーーーートルトルトルトル、実は１２、実は１２、実は１２、実は１２

メメメメーーーートルトルトルトルにしてはります、にしてはります、にしてはります、にしてはります、幅幅幅幅をををを狭狭狭狭めています、１２めています、１２めています、１２めています、１２メメメメーーーートルトルトルトルに。に。に。に。わわわわかります、当かります、当かります、当かります、当初初初初は１４は１４は１４は１４

メメメメーーーートルトルトルトルで許可をとったのですけれど、言うてもで許可をとったのですけれど、言うてもで許可をとったのですけれど、言うてもで許可をとったのですけれど、言うても要要要要らんかったらなるらんかったらなるらんかったらなるらんかったらなるべべべべくくくく狭狭狭狭くしてくしてくしてくしてねねねねといといといとい

うううう話話話話をしていまして、現場でをしていまして、現場でをしていまして、現場でをしていまして、現場で工工工工事される中で事される中で事される中で事される中で幅幅幅幅を１２を１２を１２を１２メメメメーーーートルトルトルトルにににに縮縮縮縮めてはります。そこで、めてはります。そこで、めてはります。そこで、めてはります。そこで、

もうもうもうもう暗渠暗渠暗渠暗渠はははは要要要要らんやろということでらんやろということでらんやろということでらんやろということで暗渠暗渠暗渠暗渠を取ったみたいなのですけれども、そのを取ったみたいなのですけれども、そのを取ったみたいなのですけれども、そのを取ったみたいなのですけれども、その暗渠暗渠暗渠暗渠を取を取を取を取

ってってってって幅幅幅幅を１２を１２を１２を１２メメメメーーーートルトルトルトルにして、しかも今のバイにして、しかも今のバイにして、しかも今のバイにして、しかも今のバイパスパスパスパスをつくるというをつくるというをつくるというをつくるという図面図面図面図面は高田土木事務所は高田土木事務所は高田土木事務所は高田土木事務所
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にににに提提提提出しています。だから、出しています。だから、出しています。だから、出しています。だから、勝勝勝勝手にやったというイ手にやったというイ手にやったというイ手にやったというイメメメメーーーージジジジもないのですもないのですもないのですもないのですねねねね、そのときには、そのときには、そのときには、そのときには

図面図面図面図面を出していますので。を出していますので。を出していますので。を出していますので。わわわわかります。かります。かります。かります。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 我々先我々先我々先我々先日、高田土木事務所のこの日、高田土木事務所のこの日、高田土木事務所のこの日、高田土木事務所のこの切切切切り下り下り下り下げげげげにににに係係係係るるるる担担担担当課長にお当課長にお当課長にお当課長にお聞聞聞聞きしまきしまきしまきしま

した。そのときは１４した。そのときは１４した。そのときは１４した。そのときは１４メメメメーーーートルトルトルトルで認可した、それで認可した、それで認可した、それで認可した、それ以上以上以上以上のことはのことはのことはのことは何何何何らららら聞聞聞聞けなかったけなかったけなかったけなかったわわわわけであけであけであけであ

りますけれども、りますけれども、りますけれども、りますけれども、結果結果結果結果として１２として１２として１２として１２メメメメーーーートルトルトルトルにににに縮小縮小縮小縮小したということですか。したということですか。したということですか。したということですか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 結果結果結果結果として１２として１２として１２として１２メメメメーーーートルトルトルトルにににに縮小縮小縮小縮小、大体、大体、大体、大体普普普普通でいくと１２通でいくと１２通でいくと１２通でいくと１２メメメメーーーートルぐトルぐトルぐトルぐらいがらいがらいがらいが

最最最最大なのですよ。ただ、大なのですよ。ただ、大なのですよ。ただ、大なのですよ。ただ、非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな車車車車の出入りですから、の出入りですから、の出入りですから、の出入りですから、車車車車のののの軌跡軌跡軌跡軌跡等を平等を平等を平等を平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工

業株式会社からいただきまして、それでいくと１４業株式会社からいただきまして、それでいくと１４業株式会社からいただきまして、それでいくと１４業株式会社からいただきまして、それでいくと１４メメメメーーーートルぐトルぐトルぐトルぐらいらいらいらい必要必要必要必要やというので認可やというので認可やというので認可やというので認可

は取ったのですけれども、なるは取ったのですけれども、なるは取ったのですけれども、なるは取ったのですけれども、なるべべべべくでもくでもくでもくでも余余余余りりりり広広広広くしないでくしないでくしないでくしないで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話話話話だけしていただけしていただけしていただけしていた

のですよ。現場の方で１２のですよ。現場の方で１２のですよ。現場の方で１２のですよ。現場の方で１２メメメメーーーートルトルトルトルにされて、ちにされて、ちにされて、ちにされて、ちょょょょうどこれうどこれうどこれうどこれ真真真真ん中にん中にん中にん中に写写写写っているこのっているこのっているこのっているこのマンマンマンマン

ホーホーホーホールルルル、、、、わわわわかりますかかりますかかりますかかりますかねねねね。ここのバイ。ここのバイ。ここのバイ。ここのバイパスパスパスパスを高田土木事務所のを高田土木事務所のを高田土木事務所のを高田土木事務所の指示指示指示指示でつけて、中の会所をでつけて、中の会所をでつけて、中の会所をでつけて、中の会所を

取ってという取ってという取ってという取ってという図面図面図面図面は高田土木事務所には高田土木事務所には高田土木事務所には高田土木事務所に僕僕僕僕の方から出しています。だから、今の方から出しています。だから、今の方から出しています。だから、今の方から出しています。だから、今向向向向こうに、高こうに、高こうに、高こうに、高

田土木事務所がどういう田土木事務所がどういう田土木事務所がどういう田土木事務所がどういうふふふふうにうにうにうに処処処処理されたかというのは理されたかというのは理されたかというのは理されたかというのはわわわわからないですけれど、からないですけれど、からないですけれど、からないですけれど、普普普普通でい通でい通でい通でい

うたらうたらうたらうたら変更変更変更変更になると思うのですけど。になると思うのですけど。になると思うのですけど。になると思うのですけど。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 済済済済みません、下みません、下みません、下みません、下水水水水のあるのあるのあるのある暗渠暗渠暗渠暗渠じじじじゃゃゃゃなくって、そのなくって、そのなくって、そのなくって、その……………………。。。。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 わわわわかっています、こっちでしかっています、こっちでしかっています、こっちでしかっています、こっちでしょょょょ。こっちの会所、。こっちの会所、。こっちの会所、。こっちの会所、幅幅幅幅が１４が１４が１４が１４メメメメーーーートルトルトルトルを１２を１２を１２を１２

メメメメーーーートルトルトルトルになったので取ったというのを現場からになったので取ったというのを現場からになったので取ったというのを現場からになったので取ったというのを現場から聞聞聞聞きました。そのようにきました。そのようにきました。そのようにきました。そのように図面図面図面図面は書いて、は書いて、は書いて、は書いて、

高田土木事務所に高田土木事務所に高田土木事務所に高田土木事務所に僕僕僕僕は出しました。だから、今のは出しました。だから、今のは出しました。だから、今のは出しました。だから、今の最終最終最終最終出ている出ている出ている出ている図面図面図面図面と現場は合うていますと現場は合うていますと現場は合うていますと現場は合うています

よ。よ。よ。よ。

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

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 最終最終最終最終というのは、当というのは、当というのは、当というのは、当初初初初申申申申請請請請のののの段階段階段階段階で出したのとで出したのとで出したのとで出したのと違違違違うううう図面図面図面図面が今、高田土木が今、高田土木が今、高田土木が今、高田土木

事務所にあるはずだということです事務所にあるはずだということです事務所にあるはずだということです事務所にあるはずだということですねねねね。。。。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 担担担担当者の方にはお当者の方にはお当者の方にはお当者の方にはお渡渡渡渡ししました。そのときに、実はししました。そのときに、実はししました。そのときに、実はししました。そのときに、実は写真写真写真写真もと言もと言もと言もと言わわわわれたのでれたのでれたのでれたので

すよ。これは実は平すよ。これは実は平すよ。これは実は平すよ。これは実は平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社に業株式会社に業株式会社に業株式会社に写真写真写真写真を出さなあかんを出さなあかんを出さなあかんを出さなあかんねねねねんというおんというおんというおんというお話話話話ししてししてししてしして

いたのですけれど、それはいたのですけれど、それはいたのですけれど、それはいたのですけれど、それは多多多多分出してはら分出してはら分出してはら分出してはらへへへへんとは思いますけど。んとは思いますけど。んとは思いますけど。んとは思いますけど。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それは後のそれは後のそれは後のそれは後の話話話話をををを先先先先にににに聞聞聞聞いてしまったいてしまったいてしまったいてしまったわわわわけでありますけれども、この申けでありますけれども、この申けでありますけれども、この申けでありますけれども、この申請請請請

のののの段階段階段階段階で●●さん、通で●●さん、通で●●さん、通で●●さん、通常常常常こうした申こうした申こうした申こうした申請請請請については、当については、当については、当については、当該該該該の高田土木事務所のの高田土木事務所のの高田土木事務所のの高田土木事務所の担担担担当者と事前当者と事前当者と事前当者と事前

のののの打打打打ち合ち合ち合ち合わわわわせというのはかなりせというのはかなりせというのはかなりせというのはかなり綿密綿密綿密綿密にやられると思うんですにやられると思うんですにやられると思うんですにやられると思うんですねねねね、そういうことはございま、そういうことはございま、そういうことはございま、そういうことはございま

したか。したか。したか。したか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 そうですそうですそうですそうですねねねね、通、通、通、通常常常常のののの切切切切り下り下り下り下げげげげにににに比べ比べ比べ比べますと大規ますと大規ますと大規ますと大規模模模模でありますし、しかもでありますし、しかもでありますし、しかもでありますし、しかも普普普普
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通でしたら、今ある現通でしたら、今ある現通でしたら、今ある現通でしたら、今ある現況況況況のののの側溝側溝側溝側溝は大体そのままは大体そのままは大体そのままは大体そのまま置置置置いておくか、いておくか、いておくか、いておくか、グレグレグレグレーーーーチングチングチングチングにするか、開にするか、開にするか、開にするか、開

渠渠渠渠ですけれども、今回はですけれども、今回はですけれども、今回はですけれども、今回は非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな車車車車の出入りで、の出入りで、の出入りで、の出入りで、普普普普通にやっていたら通にやっていたら通にやっていたら通にやっていたらトトトトララララックックックックが回るが回るが回るが回る

ときにそのときにそのときにそのときにその側溝側溝側溝側溝をつぶしてしまうのですよをつぶしてしまうのですよをつぶしてしまうのですよをつぶしてしまうのですよねねねね、回るときに。、回るときに。、回るときに。、回るときに。普普普普通の通の通の通のグレグレグレグレーーーーチングチングチングチングやったらやったらやったらやったら

切切切切ってしまうし、そういうってしまうし、そういうってしまうし、そういうってしまうし、そういう面面面面でででで綿密綿密綿密綿密かどうかはかどうかはかどうかはかどうかはわわわわかりませんけれど、かりませんけれど、かりませんけれど、かりませんけれど、何何何何回も協議はさせて回も協議はさせて回も協議はさせて回も協議はさせて

いただきました。現場も事前にいただきました。現場も事前にいただきました。現場も事前にいただきました。現場も事前に見見見見ていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 現場を高田土木事務所と現場を高田土木事務所と現場を高田土木事務所と現場を高田土木事務所と一緒一緒一緒一緒にににに見見見見たというところたというところたというところたというところ……………………。。。。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 一緒一緒一緒一緒ではありません。ではありません。ではありません。ではありません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ああ、そうですか。そうしたら、その道ああ、そうですか。そうしたら、その道ああ、そうですか。そうしたら、その道ああ、そうですか。そうしたら、その道路切路切路切路切り下り下り下り下げげげげ申申申申請請請請がいがいがいがいわゆわゆわゆわゆるるるる敷地敷地敷地敷地

内内内内の建の建の建の建物物物物の解体との解体との解体との解体と連動連動連動連動するものであると、するものであると、するものであると、するものであると、むむむむしろ解体がしろ解体がしろ解体がしろ解体が先先先先にににに立立立立って、それにって、それにって、それにって、それに基づ基づ基づ基づいていていていて切切切切りりりり

下下下下げげげげ申申申申請請請請があるものだという認があるものだという認があるものだという認があるものだという認識識識識は、当時●●さんと、そしては、当時●●さんと、そしては、当時●●さんと、そしては、当時●●さんと、そして打打打打ち合ち合ち合ち合わわわわせしているせしているせしているせしている相相相相手の手の手の手の

高田土木事務所の高田土木事務所の高田土木事務所の高田土木事務所の担担担担当者との間ではあったのですか、そういう合当者との間ではあったのですか、そういう合当者との間ではあったのですか、そういう合当者との間ではあったのですか、そういう合意意意意が。が。が。が。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 合合合合意意意意といいますか、当といいますか、当といいますか、当といいますか、当然然然然ここから入るここから入るここから入るここから入るわわわわけですから、建けですから、建けですから、建けですから、建物物物物解体はあるとい解体はあるとい解体はあるとい解体はあるとい

う認う認う認う認識識識識は当は当は当は当然然然然ありました。高田土木事務所のありました。高田土木事務所のありました。高田土木事務所のありました。高田土木事務所の担担担担当者にあったかどうかは、まああったと思当者にあったかどうかは、まああったと思当者にあったかどうかは、まああったと思当者にあったかどうかは、まああったと思

います。けれど、そこまではいます。けれど、そこまではいます。けれど、そこまではいます。けれど、そこまではわわわわからないですけれど。建からないですけれど。建からないですけれど。建からないですけれど。建物物物物があったら入れませんのでがあったら入れませんのでがあったら入れませんのでがあったら入れませんのでねねねね。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さんにお尋●●さんにお尋●●さんにお尋●●さんにお尋ねねねねするするするするわわわわけでございますけれども、けでございますけれども、けでございますけれども、けでございますけれども、先ほ先ほ先ほ先ほど１４ど１４ど１４ど１４メメメメーーーートルトルトルトル

を１２を１２を１２を１２メメメメーーーートルトルトルトルにしたとおっしにしたとおっしにしたとおっしにしたとおっしゃゃゃゃったのですけれども、当ったのですけれども、当ったのですけれども、当ったのですけれども、当然然然然ですですですですねねねね、申、申、申、申請請請請の前に高田土木の前に高田土木の前に高田土木の前に高田土木

事務所の事務所の事務所の事務所の内内内内規によると、通規によると、通規によると、通規によると、通常常常常６６６６メメメメーーーートルトルトルトルでででで最最最最大１２大１２大１２大１２メメメメーーーートルトルトルトルであったということについてであったということについてであったということについてであったということについて

は、●●さんは、●●さんは、●●さんは、●●さん自身わ自身わ自身わ自身わかっておったのですか。かっておったのですか。かっておったのですか。かっておったのですか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 普普普普通６通６通６通６メメメメーーーートルトルトルトルということもないと思います。通ということもないと思います。通ということもないと思います。通ということもないと思います。通常住宅地常住宅地常住宅地常住宅地やったら４やったら４やったら４やったら４メメメメーーーー

トルトルトルトルです。です。です。です。最最最最大１２大１２大１２大１２メメメメーーーートルトルトルトルというのも、これもというのも、これもというのも、これもというのも、これも周周周周りのりのりのりのロケロケロケロケーシーシーシーションョンョンョンによってによってによってによって環境環境環境環境がががが変わ変わ変わ変わ

れれれればばばば１２１２１２１２メメメメーーーートルトルトルトルということも、これもないです、もっとということも、これもないです、もっとということも、これもないです、もっとということも、これもないです、もっと広広広広いところもいところもいところもいところも何ぼ何ぼ何ぼ何ぼでもあります。でもあります。でもあります。でもあります。

それは前の前の条件と、言うたら行きそれは前の前の条件と、言うたら行きそれは前の前の条件と、言うたら行きそれは前の前の条件と、言うたら行き来来来来するするするする車車車車の条件と、の条件と、の条件と、の条件と、要要要要するにそこでするにそこでするにそこでするにそこで何何何何回も回も回も回も切切切切りりりり返返返返しししし

て出ないと入れないようなて出ないと入れないようなて出ないと入れないようなて出ないと入れないような危険危険危険危険なことはできないので、なことはできないので、なことはできないので、なことはできないので、状況状況状況状況によって認可はされます。によって認可はされます。によって認可はされます。によって認可はされます。最最最最

大１２大１２大１２大１２メメメメーーーートルトルトルトルというのは、というのは、というのは、というのは、恐恐恐恐らくその開発からくその開発からくその開発からくその開発か何何何何かで、例かで、例かで、例かで、例えば住宅地えば住宅地えば住宅地えば住宅地とか、そういうときとか、そういうときとか、そういうときとか、そういうとき

の１２の１２の１２の１２メメメメーーーートルトルトルトルですかですかですかですかねねねね。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 実は、道実は、道実は、道実は、道路切路切路切路切り下り下り下り下げげげげにかかにかかにかかにかかわわわわる道る道る道る道路路路路法第２４条関法第２４条関法第２４条関法第２４条関係係係係の、の、の、の、奈良県奈良県奈良県奈良県土木土木土木土木部部部部でででで

作作作作成した成した成した成した内内内内規があるのですよ。その中に、国の規があるのですよ。その中に、国の規があるのですよ。その中に、国の規があるのですよ。その中に、国の基準基準基準基準では通では通では通では通常常常常４４４４メメメメーーーートルトルトルトル、、、、最最最最大１２大１２大１２大１２メメメメーーーートトトト

ルルルル、ごめんなさい、、ごめんなさい、、ごめんなさい、、ごめんなさい、最最最最大大大大８メ８メ８メ８メーーーートルトルトルトルかな、となっているのですけれども、かな、となっているのですけれども、かな、となっているのですけれども、かな、となっているのですけれども、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの内内内内規で規で規で規で

はですはですはですはですねねねね、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県がみずからつくったがみずからつくったがみずからつくったがみずからつくった内内内内規では通規では通規では通規では通常常常常６６６６メメメメーーーートルトルトルトル、４、４、４、４メメメメーーーートルトルトルトルのところを６のところを６のところを６のところを６

メメメメーーーートルトルトルトルにし、にし、にし、にし、８メ８メ８メ８メーーーートルトルトルトルのところを１２のところを１２のところを１２のところを１２メメメメーーーートルトルトルトルまでとっているのです。ですから、１までとっているのです。ですから、１までとっているのです。ですから、１までとっているのです。ですから、１
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２２２２メメメメーーーートル以上トル以上トル以上トル以上になったときにやはり、なになったときにやはり、なになったときにやはり、なになったときにやはり、なぜぜぜぜそんなことをそんなことをそんなことをそんなことを聞聞聞聞いたかと申しますと、いたかと申しますと、いたかと申しますと、いたかと申しますと、担担担担当し当し当し当し

たたたた係係係係員、員、員、員、主主主主査ですけれども、その人も含めて高田土木事務所のこの査ですけれども、その人も含めて高田土木事務所のこの査ですけれども、その人も含めて高田土木事務所のこの査ですけれども、その人も含めて高田土木事務所のこの切切切切り下り下り下り下げげげげにかかにかかにかかにかかわわわわるるるる担担担担

当当当当部局部局部局部局が、だれが、だれが、だれが、だれ一一一一人として現場人として現場人として現場人として現場へへへへ行っていないのです行っていないのです行っていないのです行っていないのですねねねね。そういう、。そういう、。そういう、。そういう、全部全部全部全部調調調調べべべべたのです、たのです、たのです、たのです、

現場現場現場現場へへへへ行っていないというのですけども、それについてどうですか。行っていないというのですけども、それについてどうですか。行っていないというのですけども、それについてどうですか。行っていないというのですけども、それについてどうですか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 いや、いや、いや、いや、少少少少なくともなくともなくともなくともマンマンマンマンホーホーホーホールルルルのののの迂迂迂迂回回回回パパパパイプが出たときにはイプが出たときにはイプが出たときにはイプが出たときには来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいて

いますし、そのときはいますし、そのときはいますし、そのときはいますし、そのときは一緒一緒一緒一緒に行っています。そこでに行っています。そこでに行っています。そこでに行っています。そこで指示指示指示指示をいただかないと、これはをいただかないと、これはをいただかないと、これはをいただかないと、これは勝勝勝勝手に手に手に手に

できないのでごできないのでごできないのでごできないのでご指示指示指示指示も願っていますので、当時どなたかが、２人も願っていますので、当時どなたかが、２人も願っていますので、当時どなたかが、２人も願っていますので、当時どなたかが、２人ほほほほどどどど来来来来られたと思いますられたと思いますられたと思いますられたと思います

よ。それは申よ。それは申よ。それは申よ。それは申請請請請後の後の後の後の話話話話、、、、工工工工事中の事中の事中の事中の話話話話ですですですですねねねね。申。申。申。申請請請請時は行きはった、時は行きはった、時は行きはった、時は行きはった、一緒一緒一緒一緒には行っていないには行っていないには行っていないには行っていない

のでのでのでのでわわわわかりませんけれど、通かりませんけれど、通かりませんけれど、通かりませんけれど、通常見常見常見常見に行くもんやとに行くもんやとに行くもんやとに行くもんやと僕僕僕僕は思っていたので。は思っていたので。は思っていたので。は思っていたので。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いいいいええええ、それは今後の、それは今後の、それは今後の、それは今後の対策対策対策対策で、高田土木事務所とので、高田土木事務所とので、高田土木事務所とので、高田土木事務所との対応対応対応対応でででで重要重要重要重要なななな観点観点観点観点でごでごでごでご

ざいますので、あざいますので、あざいますので、あざいますので、あええええておておておてお聞聞聞聞きしました。実際のきしました。実際のきしました。実際のきしました。実際の話話話話、、、、承承承承認申認申認申認申請請請請を出してを出してを出してを出して承承承承認された、それま認された、それま認された、それま認された、それま

でに高田土木事務所の関でに高田土木事務所の関でに高田土木事務所の関でに高田土木事務所の関係係係係者は現場者は現場者は現場者は現場へへへへ行っていないのです。ですから、当行っていないのです。ですから、当行っていないのです。ですから、当行っていないのです。ですから、当然然然然解体の届けは解体の届けは解体の届けは解体の届けは

出るものだと思っていましたと、土木出るものだと思っていましたと、土木出るものだと思っていましたと、土木出るものだと思っていましたと、土木部部部部関関関関係係係係の人たちはそう言うの人たちはそう言うの人たちはそう言うの人たちはそう言うわわわわけですけれども、しかけですけれども、しかけですけれども、しかけですけれども、しか

し現場し現場し現場し現場へへへへ行った人がいない行った人がいない行った人がいない行った人がいないわわわわけですけですけですけですねねねね、申、申、申、申請請請請をををを承承承承認するまでの間に。認するまでの間に。認するまでの間に。認するまでの間に。要要要要するに、あとするに、あとするに、あとするに、あと一一一一つつつつ

最最最最後にお後にお後にお後にお聞聞聞聞きしますけれども、きしますけれども、きしますけれども、きしますけれども、工工工工事事事事途途途途中であの土中であの土中であの土中であの土管管管管が出たが出たが出たが出た云々云々云々云々で現場で現場で現場で現場へへへへ行かれたと、その行かれたと、その行かれたと、その行かれたと、その

ときもうときもうときもうときもう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すはすはすはすべべべべて解体されていましたですて解体されていましたですて解体されていましたですて解体されていましたですねねねね。。。。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 すすすすべべべべてかどうかはてかどうかはてかどうかはてかどうかはわわわわかりませんけれど、このかりませんけれど、このかりませんけれど、このかりませんけれど、この周周周周りは解体されたはずです。りは解体されたはずです。りは解体されたはずです。りは解体されたはずです。

でないとでないとでないとでないと非常非常非常非常にににに工工工工事がしにくかった、解体されていたと思います、のような事がしにくかった、解体されていたと思います、のような事がしにくかった、解体されていたと思います、のような事がしにくかった、解体されていたと思います、のような気気気気がしますがしますがしますがしますねねねね。。。。

はっきりはっきりはっきりはっきり覚え覚え覚え覚えていないけれど、ていないけれど、ていないけれど、ていないけれど、何何何何もなかったようなもなかったようなもなかったようなもなかったような気気気気がします。がします。がします。がします。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 工程工程工程工程表から表から表から表から見見見見て、もう解体されておった、解体をて、もう解体されておった、解体をて、もう解体されておった、解体をて、もう解体されておった、解体を必要必要必要必要とするその建とするその建とするその建とするその建物物物物はははは

すすすすべべべべて解体した後だったというて解体した後だったというて解体した後だったというて解体した後だったというふふふふうに思います。うに思います。うに思います。うに思います。

先ほ先ほ先ほ先ほどどどど最最最最後と言うて、あと後と言うて、あと後と言うて、あと後と言うて、あと一一一一つ、ごめんなさい、つ、ごめんなさい、つ、ごめんなさい、つ、ごめんなさい、聞聞聞聞かせてください。通かせてください。通かせてください。通かせてください。通常常常常、設計された、設計された、設計された、設計された

らららら少少少少なくともなくともなくともなくとも施工施工施工施工の監理までなさるのが通の監理までなさるのが通の監理までなさるのが通の監理までなさるのが通常常常常のののの形形形形だと思うのですけども、なだと思うのですけども、なだと思うのですけども、なだと思うのですけども、なぜぜぜぜか監理がなか監理がなか監理がなか監理がな

されていない。さらにされていない。さらにされていない。さらにされていない。さらに先先先先日の事日の事日の事日の事情情情情聴取の中で、平聴取の中で、平聴取の中で、平聴取の中で、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の関業株式会社の関業株式会社の関業株式会社の関係係係係者は解体者は解体者は解体者は解体

工工工工事を進めながら、おかしな事を進めながら、おかしな事を進めながら、おかしな事を進めながら、おかしな話話話話だけれど、だけれど、だけれど、だけれど、契約契約契約契約が正式にが正式にが正式にが正式に結ば結ば結ば結ばれたとはいれたとはいれたとはいれたとはいええええないないないない段階段階段階段階で、もで、もで、もで、も

うううう工工工工事に着手しながら解体を事に着手しながら解体を事に着手しながら解体を事に着手しながら解体を始始始始めているめているめているめているわわわわけでございますけれども、これは後のけでございますけれども、これは後のけでございますけれども、これは後のけでございますけれども、これは後の審審審審査で査で査で査で詰詰詰詰

めていこうと思っているのですけれども、しかし、その解体のめていこうと思っているのですけれども、しかし、その解体のめていこうと思っているのですけれども、しかし、その解体のめていこうと思っているのですけれども、しかし、その解体の工工工工事の事の事の事の途途途途中で中で中で中で値交渉値交渉値交渉値交渉を株式を株式を株式を株式

会社山崎産業としている中で、株式会社山崎産業の方から平会社山崎産業としている中で、株式会社山崎産業の方から平会社山崎産業としている中で、株式会社山崎産業の方から平会社山崎産業としている中で、株式会社山崎産業の方から平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社に道業株式会社に道業株式会社に道業株式会社に道

路工路工路工路工事も事も事も事も一一一一体にすれ体にすれ体にすれ体にすれば全ば全ば全ば全体の体の体の体の工工工工事事事事請負額請負額請負額請負額がががが安安安安くなると言くなると言くなると言くなると言わわわわれたので、れたので、れたので、れたので、要要要要するに解体するに解体するに解体するに解体工工工工事は事は事は事は

始始始始まっておったけれども、そのまっておったけれども、そのまっておったけれども、そのまっておったけれども、その段階段階段階段階で株式会社山崎産業と道で株式会社山崎産業と道で株式会社山崎産業と道で株式会社山崎産業と道路路路路のののの工工工工事の事の事の事の契約契約契約契約をしたと、そをしたと、そをしたと、そをしたと、そ
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ういうことをごういうことをごういうことをごういうことをご存存存存じですか。じですか。じですか。じですか。

○●●参考人○●●参考人○●●参考人○●●参考人 工工工工事に関しては事に関しては事に関しては事に関してはほほほほとんどとんどとんどとんどタッチタッチタッチタッチしていないのであれですけども、解体していないのであれですけども、解体していないのであれですけども、解体していないのであれですけども、解体工工工工事事事事

がががが先先先先に決まったと思います。に決まったと思います。に決まったと思います。に決まったと思います。歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下り下り下り下げげげげに関しては、に関しては、に関しては、に関しては、私私私私、、、、広陵町広陵町広陵町広陵町なので、なので、なので、なので、近隣近隣近隣近隣でちでちでちでちゃゃゃゃ

んとんとんとんと施工施工施工施工できる業者を、今がどうかできる業者を、今がどうかできる業者を、今がどうかできる業者を、今がどうか知知知知りません、ちりません、ちりません、ちりません、ちゃゃゃゃんとできる業者をんとできる業者をんとできる業者をんとできる業者を紹介紹介紹介紹介しまししまししまししましょょょょうみうみうみうみ

たいなたいなたいなたいな話話話話でででで見積見積見積見積もりをお出ししたもりをお出ししたもりをお出ししたもりをお出しした覚え覚え覚え覚えがあります。そのがあります。そのがあります。そのがあります。その段階段階段階段階ではまだ株式会社山崎産業さではまだ株式会社山崎産業さではまだ株式会社山崎産業さではまだ株式会社山崎産業さ

んですか、とは決まっていなかったんだと思います。今、おっしんですか、とは決まっていなかったんだと思います。今、おっしんですか、とは決まっていなかったんだと思います。今、おっしんですか、とは決まっていなかったんだと思います。今、おっしゃゃゃゃっている、どういういっている、どういういっている、どういういっている、どういうい

きさつかきさつかきさつかきさつか知知知知らないけれど、株式会社山崎産業にらないけれど、株式会社山崎産業にらないけれど、株式会社山崎産業にらないけれど、株式会社山崎産業に途途途途中で決まってと思います。これは間中で決まってと思います。これは間中で決まってと思います。これは間中で決まってと思います。これは間違違違違いいいい

ないと思います。ないと思います。ないと思います。ないと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。

ないようですので、これで参考人聴取をないようですので、これで参考人聴取をないようですので、これで参考人聴取をないようですので、これで参考人聴取を終了終了終了終了いたします。いたします。いたします。いたします。

参考人には、長時間ご協力いただきましてありがとうございました。ご参考人には、長時間ご協力いただきましてありがとうございました。ご参考人には、長時間ご協力いただきましてありがとうございました。ご参考人には、長時間ご協力いただきましてありがとうございました。ご退退退退席していただ席していただ席していただ席していただ

いていていていて結構結構結構結構でございます。どうもありがとうございました。でございます。どうもありがとうございました。でございます。どうもありがとうございました。でございます。どうもありがとうございました。

（●●参考人（●●参考人（●●参考人（●●参考人退退退退席）席）席）席）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 つつつつぎぎぎぎに、本日は、本件について、有限会社乾ホーム代表者、株式会社山崎に、本日は、本件について、有限会社乾ホーム代表者、株式会社山崎に、本日は、本件について、有限会社乾ホーム代表者、株式会社山崎に、本日は、本件について、有限会社乾ホーム代表者、株式会社山崎

産業の代表者と同社監理技術者、高田土木事務所の当時の建築課長の、産業の代表者と同社監理技術者、高田土木事務所の当時の建築課長の、産業の代表者と同社監理技術者、高田土木事務所の当時の建築課長の、産業の代表者と同社監理技術者、高田土木事務所の当時の建築課長の、以上以上以上以上４名より証言４名より証言４名より証言４名より証言

を求めることといたします。を求めることといたします。を求めることといたします。を求めることといたします。

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

これについて、お手元にこれについて、お手元にこれについて、お手元にこれについて、お手元に共共共共通質問事項通質問事項通質問事項通質問事項案案案案を配付しておりますが、を配付しておりますが、を配付しておりますが、を配付しておりますが、何何何何か、ごか、ごか、ごか、ご意見意見意見意見はございまはございまはございまはございま

せんか。せんか。せんか。せんか。

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

なけれなけれなけれなければばばば、委員会として、、委員会として、、委員会として、、委員会として、共共共共通して質問する事項は、ただ今の通して質問する事項は、ただ今の通して質問する事項は、ただ今の通して質問する事項は、ただ今の案案案案のとおりで、よろしいでのとおりで、よろしいでのとおりで、よろしいでのとおりで、よろしいで

すか。すか。すか。すか。

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

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

次に、補佐人についてですが、本日の証人、有限会社乾ホーム代表者から補佐人の申し出次に、補佐人についてですが、本日の証人、有限会社乾ホーム代表者から補佐人の申し出次に、補佐人についてですが、本日の証人、有限会社乾ホーム代表者から補佐人の申し出次に、補佐人についてですが、本日の証人、有限会社乾ホーム代表者から補佐人の申し出

がありました。がありました。がありました。がありました。

補佐人は、補佐人は、補佐人は、補佐人は、弁護士弁護士弁護士弁護士のののの坂坂坂坂木木木木寿和寿和寿和寿和さんです。さんです。さんです。さんです。

先ほ先ほ先ほ先ほど、ご決定いただきましたとおり、証人に補佐人を認めることとしますので、よろしど、ご決定いただきましたとおり、証人に補佐人を認めることとしますので、よろしど、ご決定いただきましたとおり、証人に補佐人を認めることとしますので、よろしど、ご決定いただきましたとおり、証人に補佐人を認めることとしますので、よろし

くお願いします。くお願いします。くお願いします。くお願いします。
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それでは、証人、有限会社乾ホーム代表者と補佐人の入室を認めます。それでは、証人、有限会社乾ホーム代表者と補佐人の入室を認めます。それでは、証人、有限会社乾ホーム代表者と補佐人の入室を認めます。それでは、証人、有限会社乾ホーム代表者と補佐人の入室を認めます。

（●証人着席）（●証人着席）（●証人着席）（●証人着席）

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

まことにありがとうございます。本委員会を代表してまことにありがとうございます。本委員会を代表してまことにありがとうございます。本委員会を代表してまことにありがとうございます。本委員会を代表して厚厚厚厚くおくおくおくお礼礼礼礼申しあ申しあ申しあ申しあげげげげますとともに、調ますとともに、調ますとともに、調ますとともに、調

査のためにご協力くださいますようお願いいたします。査のためにご協力くださいますようお願いいたします。査のためにご協力くださいますようお願いいたします。査のためにご協力くださいますようお願いいたします。

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

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

事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が準用準用準用準用されることになっております。されることになっております。されることになっております。されることになっております。

これにより証人は、これにより証人は、これにより証人は、これにより証人は、原原原原則として証言を則として証言を則として証言を則として証言を拒む拒む拒む拒むことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申し上げ上げ上げ上げる場合にる場合にる場合にる場合に

は、これをは、これをは、これをは、これを拒む拒む拒む拒むことができることとなっております。ことができることとなっております。ことができることとなっております。ことができることとなっております。

すなすなすなすなわわわわち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親四親四親四親等等等等内内内内のののの血族血族血族血族、、、、三三三三親親親親等等等等内内内内のののの姻族姻族姻族姻族もしくはもしくはもしくはもしくは

証人とこれらとの証人とこれらとの証人とこれらとの証人とこれらとの親親親親族族族族関関関関係係係係にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後見見見見人または証人の後人または証人の後人または証人の後人または証人の後見見見見をををを受受受受ける者のける者のける者のける者の刑刑刑刑事事事事

上上上上のののの訴訴訴訴追追追追またはまたはまたはまたは処処処処罰罰罰罰をををを招招招招くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名誉誉誉誉をををを害害害害すすすすべべべべき事項にき事項にき事項にき事項に

関するとき、関するとき、関するとき、関するとき、及及及及びびびび医師医師医師医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、医薬品販売医薬品販売医薬品販売医薬品販売業者、業者、業者、業者、助助助助産産産産師師師師、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、弁弁弁弁理理理理士士士士、、、、

弁護弁護弁護弁護人、人、人、人、公公公公証人、証人、証人、証人、宗教宗教宗教宗教、、、、祈祷祈祷祈祷祈祷もしくはもしくはもしくはもしくは祭祀祭祀祭祀祭祀のののの職職職職にある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらの職職職職にあった者にあった者にあった者にあった者

がそのがそのがそのがその職職職職務務務務上知上知上知上知った事実であって、った事実であって、った事実であって、った事実であって、黙秘黙秘黙秘黙秘すすすすべべべべきものについて尋問をきものについて尋問をきものについて尋問をきものについて尋問を受受受受けるとき、けるとき、けるとき、けるとき、及及及及びびびび技術技術技術技術

またはまたはまたはまたは職職職職業の業の業の業の秘秘秘秘密密密密に関する事項について尋問をに関する事項について尋問をに関する事項について尋問をに関する事項について尋問を受受受受けるとき。けるとき。けるとき。けるとき。

以上以上以上以上の場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言を拒む拒む拒む拒むことができます。これらにことができます。これらにことができます。これらにことができます。これらに該該該該当する時は、その当する時は、その当する時は、その当する時は、その旨旨旨旨おおおお

申し出を願います。申し出を願います。申し出を願います。申し出を願います。

それそれそれそれ以以以以外外外外には証言をには証言をには証言をには証言を拒む拒む拒む拒む事はできません。もしこれらの正当な理事はできません。もしこれらの正当な理事はできません。もしこれらの正当な理事はできません。もしこれらの正当な理由由由由がなくて証言をがなくて証言をがなくて証言をがなくて証言を拒拒拒拒んんんん

だときは、６だときは、６だときは、６だときは、６ヵヵヵヵ月月月月以以以以下の下の下の下の禁錮禁錮禁錮禁錮または１０または１０または１０または１０万円万円万円万円以以以以下の下の下の下の罰金罰金罰金罰金にににに処処処処せられることになっておりませられることになっておりませられることになっておりませられることになっておりま

す。す。す。す。

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

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

す。す。す。す。

すなすなすなすなわわわわち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親四親四親四親等等等等内内内内のののの血族血族血族血族、、、、三三三三親親親親等等等等内内内内のののの姻族姻族姻族姻族もしくは証人ともしくは証人ともしくは証人ともしくは証人と

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

係係係係がある事項について尋問をがある事項について尋問をがある事項について尋問をがある事項について尋問を受受受受けるときには、宣誓をけるときには、宣誓をけるときには、宣誓をけるときには、宣誓を拒む拒む拒む拒むことができます。ことができます。ことができます。ことができます。

それそれそれそれ以以以以外外外外にはにはにはには拒む拒む拒む拒む事はできません。なお、宣誓を行った証人が事はできません。なお、宣誓を行った証人が事はできません。なお、宣誓を行った証人が事はできません。なお、宣誓を行った証人が虚偽虚偽虚偽虚偽のののの陳述陳述陳述陳述をしたときは、をしたときは、をしたときは、をしたときは、

３３３３ヵヵヵヵ月月月月以上以上以上以上５年５年５年５年以以以以下の下の下の下の禁錮禁錮禁錮禁錮にににに処処処処せられることになっております。せられることになっております。せられることになっております。せられることになっております。
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また、補佐人についてですが、補佐人は発言をすることはできませんが、また、補佐人についてですが、補佐人は発言をすることはできませんが、また、補佐人についてですが、補佐人は発言をすることはできませんが、また、補佐人についてですが、補佐人は発言をすることはできませんが、メメメメモモモモを取るこを取るこを取るこを取るこ

とは許されます。とは許されます。とは許されます。とは許されます。

補佐人は、証人が委員長の許可を得て補佐人は、証人が委員長の許可を得て補佐人は、証人が委員長の許可を得て補佐人は、証人が委員長の許可を得て助助助助言を求めた場合は、言を求めた場合は、言を求めた場合は、言を求めた場合は、助助助助言をすることができます言をすることができます言をすることができます言をすることができます

が、が、が、が、自自自自分の方から証人に分の方から証人に分の方から証人に分の方から証人に対対対対してしてしてして助助助助言することはできないことになっております。言することはできないことになっております。言することはできないことになっております。言することはできないことになっております。

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

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

報道関報道関報道関報道関係係係係のののの皆皆皆皆さんに申しさんに申しさんに申しさんに申し上げ上げ上げ上げますが、ますが、ますが、ますが、テテテテレレレレビビビビカメカメカメカメラ、ラ、ラ、ラ、写真写真写真写真撮影はここまででありますので、撮影はここまででありますので、撮影はここまででありますので、撮影はここまででありますので、

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

全全全全員ご員ご員ご員ご起起起起立立立立願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご起起起起立立立立願います。願います。願います。願います。

（（（（全全全全員員員員起起起起立立立立））））

それでは、●●●さん、宣誓書のそれでは、●●●さん、宣誓書のそれでは、●●●さん、宣誓書のそれでは、●●●さん、宣誓書の朗読朗読朗読朗読を願います。を願います。を願います。を願います。

○●証人○●証人○●証人○●証人 宣誓書。宣誓書。宣誓書。宣誓書。良良良良心心心心にににに従従従従ってってってって真真真真実を実を実を実を述述述述べべべべ、、、、何何何何事も事も事も事も隠隠隠隠さず、またさず、またさず、またさず、また何何何何事もつけ事もつけ事もつけ事もつけ加え加え加え加えないこないこないこないこ

とを誓います。とを誓います。とを誓います。とを誓います。

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

（（（（全全全全員着席）員着席）員着席）員着席）

証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に署署署署名名名名捺印捺印捺印捺印をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

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

言を求められた言を求められた言を求められた言を求められた範囲範囲範囲範囲をををを超超超超ええええないこと。ないこと。ないこと。ないこと。

また、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、その都都都都度度度度、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。

なお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままで結構結構結構結構ですが、お答ですが、お答ですが、お答ですが、お答ええええの際はの際はの際はの際は起起起起立立立立して発言して発言して発言して発言

を願います。また、証人は委員にを願います。また、証人は委員にを願います。また、証人は委員にを願います。また、証人は委員に対対対対して質して質して質して質疑疑疑疑をすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ご了承了承了承了承願いま願いま願いま願いま

す。す。す。す。

なお、委員なお、委員なお、委員なお、委員各位各位各位各位に申しに申しに申しに申し上げ上げ上げ上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関する重要重要重要重要な問題についてな問題についてな問題についてな問題について

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

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人権権権権にににに留留留留意意意意されるようされるようされるようされるよう要要要要望望望望いたします。いたします。いたします。いたします。

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

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

いたします。いたします。いたします。いたします。

まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。
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あなたは、●●●さんですか。あなたは、●●●さんですか。あなたは、●●●さんですか。あなたは、●●●さんですか。

○●証人○●証人○●証人○●証人 はい。はい。はい。はい。

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

○●証人○●証人○●証人○●証人 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。職職職職業は業は業は業は自自自自営業です。営業です。営業です。営業です。生生生生年月日、年月日、年月日、年月日、

●●●●●●●●●●です。●●●●●●●●●●です。●●●●●●●●●●です。●●●●●●●●●●です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるわわわわけでありますけれけでありますけれけでありますけれけでありますけれ

ども、委員長であるども、委員長であるども、委員長であるども、委員長である私私私私からからからから最初最初最初最初にににに総括的総括的総括的総括的に質問を行います。に質問を行います。に質問を行います。に質問を行います。

まず、まず、まず、まず、一一一一つ目に平つ目に平つ目に平つ目に平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社よりあなたが業株式会社よりあなたが業株式会社よりあなたが業株式会社よりあなたが仲仲仲仲介介介介された土された土された土された土地地地地建建建建物物物物のののの売買売買売買売買にかにかにかにか

かるかるかるかる契約契約契約契約書の書の書の書の写写写写しがしがしがしが提提提提出されています。出されています。出されています。出されています。

あなたは、平成２３年４月１あなたは、平成２３年４月１あなたは、平成２３年４月１あなたは、平成２３年４月１９９９９日付けで、日付けで、日付けで、日付けで、北葛城郡北葛城郡北葛城郡北葛城郡広陵町百済広陵町百済広陵町百済広陵町百済１６４３１６４３１６４３１６４３番番番番１１１１ほほほほか４か４か４か４筆筆筆筆のののの

土土土土地地地地及及及及びびびびそれらにそれらにそれらにそれらに存存存存する建する建する建する建物物物物のののの売買売買売買売買に関して、●●●に関して、●●●に関して、●●●に関して、●●●氏氏氏氏と平と平と平と平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社との業株式会社との業株式会社との業株式会社との

売買売買売買売買契約契約契約契約のののの仲仲仲仲介介介介をされていますが、そのをされていますが、そのをされていますが、そのをされていますが、その契約契約契約契約書に書に書に書に基づ基づ基づ基づく土く土く土く土地地地地建建建建物物物物売買売買売買売買重要重要重要重要事項事項事項事項説明説明説明説明書には、書には、書には、書には、

アアアアススススベベベベストストストスト使使使使用用用用調査の調査の調査の調査の内容内容内容内容に関する事項について、調査の有無が無しとなっていますが、に関する事項について、調査の有無が無しとなっていますが、に関する事項について、調査の有無が無しとなっていますが、に関する事項について、調査の有無が無しとなっていますが、

次の文言がその無しの下に記次の文言がその無しの下に記次の文言がその無しの下に記次の文言がその無しの下に記載載載載されています。されています。されています。されています。

すなすなすなすなわわわわち、本ち、本ち、本ち、本物物物物件には件には件には件には石石石石綿綿綿綿含有建含有建含有建含有建材材材材またはまたはまたはまたは吹吹吹吹きつけきつけきつけきつけ石石石石綿綿綿綿等が等が等が等が使使使使用用用用されている可されている可されている可されている可能性能性能性能性があがあがあがあ

ります。ります。ります。ります。売売売売りりりり主主主主においてにおいてにおいてにおいて専門専門専門専門業者による調査は行っていませんので、その業者による調査は行っていませんので、その業者による調査は行っていませんので、その業者による調査は行っていませんので、その使使使使用用用用の有無につの有無につの有無につの有無につ

いてはいてはいてはいては不不不不明明明明とのことです。本とのことです。本とのことです。本とのことです。本物物物物件に件に件に件に上上上上記建記建記建記建材材材材等が等が等が等が使使使使用用用用されていた場合、されていた場合、されていた場合、されていた場合、将将将将来来来来的的的的なななな増改増改増改増改築築築築工工工工

事または事または事または事またはリフォリフォリフォリフォームームームーム工工工工事事事事及及及及びびびび建建建建物物物物解体解体解体解体工工工工事などの際に、これらの事などの際に、これらの事などの際に、これらの事などの際に、これらの石石石石綿綿綿綿をををを飛散飛散飛散飛散させないようさせないようさせないようさせないよう

石石石石綿障害綿障害綿障害綿障害予防予防予防予防規則等の関規則等の関規則等の関規則等の関係係係係法法法法令令令令等にのっとり等にのっとり等にのっとり等にのっとり専門専門専門専門業者による業者による業者による業者による適適適適切切切切なななな工工工工事事事事・・・・施工管施工管施工管施工管理理理理及及及及びびびび産産産産

業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの処処処処理が理が理が理が必要必要必要必要となります。したがって、そのとなります。したがって、そのとなります。したがって、そのとなります。したがって、その処処処処理に理に理に理に係係係係るるるる費費費費用用用用が発が発が発が発生生生生するため、通するため、通するため、通するため、通

常常常常のののの施工施工施工施工費費費費にににに比べ過比べ過比べ過比べ過大となる可大となる可大となる可大となる可能性能性能性能性が有ります、と記が有ります、と記が有ります、と記が有ります、と記載載載載されていますが、これを平されていますが、これを平されていますが、これを平されていますが、これを平野クレ野クレ野クレ野クレ

ーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社に事前に業株式会社に事前に業株式会社に事前に業株式会社に事前に説明説明説明説明されたのでしされたのでしされたのでしされたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●証人○●証人○●証人○●証人 通通通通常常常常、、、、宅宅宅宅建業法では建業法では建業法では建業法ではアアアアススススベベベベストストストストについては、調査をしたかしていないかをすれについては、調査をしたかしていないかをすれについては、調査をしたかしていないかをすれについては、調査をしたかしていないかをすれ

ばばばば足足足足りるというりるというりるというりるというふふふふうにうにうにうに県県県県のののの宅宅宅宅建建建建係係係係からもからもからもからも指指指指導導導導をををを受受受受けておりますので、そのようにはけておりますので、そのようにはけておりますので、そのようにはけておりますので、そのようには説明説明説明説明しししし

ていると思います。ただ、今、委員長おっしていると思います。ただ、今、委員長おっしていると思います。ただ、今、委員長おっしていると思います。ただ、今、委員長おっしゃゃゃゃられた文られた文られた文られた文面面面面については記については記については記については記載載載載はしてありましはしてありましはしてありましはしてありまし

たが、そのようなたが、そのようなたが、そのようなたが、そのような説明説明説明説明はしていないと思います。調査をしておりませんというはしていないと思います。調査をしておりませんというはしていないと思います。調査をしておりませんというはしていないと思います。調査をしておりませんという説明説明説明説明をしてをしてをしてをして

いると思います。いると思います。いると思います。いると思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 売買売買売買売買契約契約契約契約書の書の書の書の最最最最後の後の後の後のペペペペーーーージジジジのののの備備備備考考考考欄欄欄欄に、に、に、に、不不不不動動動動産表産表産表産表示示示示欄欄欄欄の建の建の建の建物物物物④④④④番番番番、、、、種種種種類類類類

作作作作業所、１７５業所、１７５業所、１７５業所、１７５．．．．３６３６３６３６㎡及㎡及㎡及㎡及びびびび符号符号符号符号１１１１番物置番物置番物置番物置、２１、２１、２１、２１．．．．５６５６５６５６㎡㎡㎡㎡は現は現は現は現存存存存しませんので決しませんので決しませんので決しませんので決済済済済時まで時まで時まで時まで

に、に、に、に、滅失登滅失登滅失登滅失登記いたしますと記記いたしますと記記いたしますと記記いたしますと記載載載載されています。この建されています。この建されています。この建されています。この建物物物物のののの登登登登記記記記簿簿簿簿では、いずれの建では、いずれの建では、いずれの建では、いずれの建物物物物も平も平も平も平
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成２３年４月１成２３年４月１成２３年４月１成２３年４月１８８８８日取り日取り日取り日取り壊壊壊壊ししたことを、平成２３年４月２１日にししたことを、平成２３年４月２１日にししたことを、平成２３年４月２１日にししたことを、平成２３年４月２１日に登登登登記されています。こ記されています。こ記されています。こ記されています。こ

のことについては、●証人は確認されておられますか。のことについては、●証人は確認されておられますか。のことについては、●証人は確認されておられますか。のことについては、●証人は確認されておられますか。

○●証人○●証人○●証人○●証人 それは、現それは、現それは、現それは、現状状状状というか、１というか、１というか、１というか、１８８８８日に取り日に取り日に取り日に取り壊壊壊壊しとなっているのですが、しとなっているのですが、しとなっているのですが、しとなっているのですが、既既既既に乾に乾に乾に乾県県県県議議議議

会議員が取得したときにはその建会議員が取得したときにはその建会議員が取得したときにはその建会議員が取得したときにはその建物物物物は無く、そこ、は無く、そこ、は無く、そこ、は無く、そこ、賃貸賃貸賃貸賃貸しておりました、当時しておりました、当時しておりました、当時しておりました、当時村村村村本建設が本建設が本建設が本建設が

賃貸賃貸賃貸賃貸していたと思うのですが、その方たちにも問合せししていたと思うのですが、その方たちにも問合せししていたと思うのですが、その方たちにも問合せししていたと思うのですが、その方たちにも問合せし…………ちがうちがうちがうちがうわわわわ。その方たちも、いつ。その方たちも、いつ。その方たちも、いつ。その方たちも、いつ

解体したかは定かではなかったので、１解体したかは定かではなかったので、１解体したかは定かではなかったので、１解体したかは定かではなかったので、１８８８８日取り日取り日取り日取り壊壊壊壊しで法務しで法務しで法務しで法務局局局局に届け出をしました。に届け出をしました。に届け出をしました。に届け出をしました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 このこのこのこの売買売買売買売買契約契約契約契約書において、書において、書において、書において、売買売買売買売買のののの対対対対象象象象となる建となる建となる建となる建物物物物５５５５棟棟棟棟が表が表が表が表示示示示されていますされていますされていますされています

が、これでが、これでが、これでが、これで全全全全てだったのでしてだったのでしてだったのでしてだったのでしょょょょうか。 解体うか。 解体うか。 解体うか。 解体工工工工事を事を事を事を請請請請けけけけ負負負負った株式会社山崎産業のった株式会社山崎産業のった株式会社山崎産業のった株式会社山崎産業の見積見積見積見積書書書書

によると、無届けで解体された３によると、無届けで解体された３によると、無届けで解体された３によると、無届けで解体された３棟棟棟棟のうちの１のうちの１のうちの１のうちの１棟棟棟棟で、１で、１で、１で、１９９９９３３３３．．．．２平方２平方２平方２平方メメメメーーーートルトルトルトルの建の建の建の建物物物物があがあがあがあ

ったはずですが、ったはずですが、ったはずですが、ったはずですが、契約契約契約契約書に記書に記書に記書に記載載載載されていないのはなされていないのはなされていないのはなされていないのはなぜぜぜぜでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●証人○●証人○●証人○●証人 ええええっ、ちっ、ちっ、ちっ、ちょょょょっとっとっとっと待待待待ってください。ってください。ってください。ってください。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 先ほ先ほ先ほ先ほど言ったど言ったど言ったど言った登登登登記されている建記されている建記されている建記されている建物物物物ではなくて、今回取りではなくて、今回取りではなくて、今回取りではなくて、今回取り壊壊壊壊された３された３された３された３棟棟棟棟のうのうのうのう

ち、大きい１ち、大きい１ち、大きい１ち、大きい１棟棟棟棟と前の１と前の１と前の１と前の１棟棟棟棟と、もうと、もうと、もうと、もう一一一一つの１つの１つの１つの１棟棟棟棟、というのが１、というのが１、というのが１、というのが１９９９９３３３３．．．．２平方２平方２平方２平方メメメメーーーートルトルトルトルの建の建の建の建

物物物物があったはずです。これは１があったはずです。これは１があったはずです。これは１があったはずです。これは１９９９９００００ペペペペーーーージジジジ、ち、ち、ち、ちょょょょっと資料を。っと資料を。っと資料を。っと資料を。

○●証人○●証人○●証人○●証人 ちちちちょょょょっと資料がっと資料がっと資料がっと資料が私私私私ないので、ないので、ないので、ないので、地積地積地積地積測量測量測量測量図図図図かかかか何何何何か、建か、建か、建か、建物図面物図面物図面物図面かありましたらかありましたらかありましたらかありましたら…………。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、これ、これ。はい、これ、これ。はい、これ、これ。はい、これ、これ。

○●証人○●証人○●証人○●証人 これは、これは、これは、これは、登登登登記されていたのですか記されていたのですか記されていたのですか記されていたのですかねねねね。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いてなかったです。いてなかったです。いてなかったです。いてなかったです。

○●証人○●証人○●証人○●証人 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…………

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 登登登登記されていないです。だから、現記されていないです。だから、現記されていないです。だから、現記されていないです。だから、現存存存存に建に建に建に建物物物物があって、取りがあって、取りがあって、取りがあって、取り壊壊壊壊しをされてしをされてしをされてしをされて

おられます。おられます。おられます。おられます。

○●証人○●証人○●証人○●証人 これはおそらく、これはおそらく、これはおそらく、これはおそらく、横横横横のののの壁壁壁壁が無かったので建が無かったので建が無かったので建が無かったので建物物物物とみなされていなかったのではなとみなされていなかったのではなとみなされていなかったのではなとみなされていなかったのではな

いですかいですかいですかいですかねねねね。ち。ち。ち。ちょょょょっとっとっとっと僕僕僕僕もあれですが。もあれですが。もあれですが。もあれですが。柱柱柱柱だけがあったような記だけがあったような記だけがあったような記だけがあったような記憶憶憶憶がありますけれども。がありますけれども。がありますけれども。がありますけれども。

建建建建物物物物としてとしてとしてとして売買売買売買売買していないのかもしれない。していないのかもしれない。していないのかもしれない。していないのかもしれない。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 屋根屋根屋根屋根はありましたかはありましたかはありましたかはありましたかねねねね。。。。

○●証人○●証人○●証人○●証人 屋根屋根屋根屋根はありましたですかはありましたですかはありましたですかはありましたですかねねねね、あったと思います。、あったと思います。、あったと思います。、あったと思います。

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

それでは次に、それでは次に、それでは次に、それでは次に、先ほ先ほ先ほ先ほどの今のどの今のどの今のどの今の柱柱柱柱の認の認の認の認識識識識されていなかったという、されていなかったという、されていなかったという、されていなかったという、仮仮仮仮に、に、に、に、契約契約契約契約書に表書に表書に表書に表示示示示ささささ

れていない建れていない建れていない建れていない建物物物物があったとしても、その所有者はがあったとしても、その所有者はがあったとしても、その所有者はがあったとしても、その所有者は買買買買主主主主である平である平である平である平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の業株式会社の業株式会社の業株式会社の

所有と、所有所有と、所有所有と、所有所有と、所有権移転権移転権移転権移転されたと考されたと考されたと考されたと考ええええてよろしいですか。てよろしいですか。てよろしいですか。てよろしいですか。
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この所有者はだれであったと、この所有者はだれであったと、この所有者はだれであったと、この所有者はだれであったと、不不不不動動動動産取産取産取産取引引引引の中で認の中で認の中で認の中で認識識識識されていたのでしされていたのでしされていたのでしされていたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●証人○●証人○●証人○●証人 この建この建この建この建物物物物ですか。ですか。ですか。ですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●証人○●証人○●証人○●証人 登登登登記もされていないのですけれども、通記もされていないのですけれども、通記もされていないのですけれども、通記もされていないのですけれども、通常常常常、、、、カカカカーーーーポポポポーーーートトトトとかでしたら、とかでしたら、とかでしたら、とかでしたら、普普普普通の通の通の通の

家家家家でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、カカカカーーーーポポポポーーーートトトトとかでしたら、そのまま所有とかでしたら、そのまま所有とかでしたら、そのまま所有とかでしたら、そのまま所有権移転権移転権移転権移転してしまいますので、してしまいますので、してしまいますので、してしまいますので、カカカカーーーーポポポポ

ーーーートトトトだけだけだけだけ残残残残すということはないので、所有すということはないので、所有すということはないので、所有すということはないので、所有権権権権はははは移移移移っていると思いますっていると思いますっていると思いますっていると思いますわわわわ。。。。

○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、わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

○●証人○●証人○●証人○●証人 ちちちちょょょょっとそのっとそのっとそのっとその辺辺辺辺わわわわからないですけれども。からないですけれども。からないですけれども。からないですけれども。

○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最最最最後に、この後に、この後に、この後に、この売買売買売買売買に関して、に関して、に関して、に関して、県県県県やややや町町町町の行の行の行の行政政政政側側側側やそのやそのやそのやそのＯＢＯＢＯＢＯＢ、あるい、あるい、あるい、あるい

はははは政政政政治治治治家家家家やその他、やその他、やその他、やその他、誰誰誰誰かに、かに、かに、かに、何何何何らかのらかのらかのらかの働働働働きかけをしたことはありませんか。きかけをしたことはありませんか。きかけをしたことはありませんか。きかけをしたことはありませんか。

○●証人○●証人○●証人○●証人 それは、ないです。それは、ないです。それは、ないです。それは、ないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 以上以上以上以上でででで私私私私からの質問はからの質問はからの質問はからの質問は終わ終わ終わ終わりますが、次に、りますが、次に、りますが、次に、りますが、次に、各各各各委員から補委員から補委員から補委員から補足足足足の質問がありの質問がありの質問がありの質問があり

ましたらご発言を願いたいと思います。ましたらご発言を願いたいと思います。ましたらご発言を願いたいと思います。ましたらご発言を願いたいと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 今、委員長の方から今、委員長の方から今、委員長の方から今、委員長の方から総総総総合合合合的的的的に質問させていただいたことと関に質問させていただいたことと関に質問させていただいたことと関に質問させていただいたことと関連連連連するするするするわわわわけけけけ

でありますけれども、でありますけれども、でありますけれども、でありますけれども、不不不不動動動動産産産産売買売買売買売買契約契約契約契約書の２書の２書の２書の２ペペペペーーーージジジジにあります５つのにあります５つのにあります５つのにあります５つの物物物物件の中で、今委員件の中で、今委員件の中で、今委員件の中で、今委員

長が申しましたように、長が申しましたように、長が申しましたように、長が申しましたように、④④④④のその建のその建のその建のその建物物物物は、このは、このは、このは、この売買売買売買売買がががが契約契約契約契約がされた４月１がされた４月１がされた４月１がされた４月１９９９９日には現日には現日には現日には現存存存存しししし

ませんでした。それは今、●証人がお認めになったとおりでございます。ませんでした。それは今、●証人がお認めになったとおりでございます。ませんでした。それは今、●証人がお認めになったとおりでございます。ませんでした。それは今、●証人がお認めになったとおりでございます。

逆逆逆逆に、株式会社山崎産業が無届け解体をしたということで、今さまざまなに、株式会社山崎産業が無届け解体をしたということで、今さまざまなに、株式会社山崎産業が無届け解体をしたということで、今さまざまなに、株式会社山崎産業が無届け解体をしたということで、今さまざまな角角角角度度度度からからからから審審審審査査査査

しているしているしているしているわわわわけでありますけれども、その解体した３けでありますけれども、その解体した３けでありますけれども、その解体した３けでありますけれども、その解体した３棟棟棟棟のうちの２のうちの２のうちの２のうちの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、実際、実際、実際、実際

には１には１には１には１９９９９２２２２．．．．３平方３平方３平方３平方メメメメーーーートルトルトルトルございますけれども、その建ございますけれども、その建ございますけれども、その建ございますけれども、その建物物物物は、今、証人はは、今、証人はは、今、証人はは、今、証人は壁壁壁壁がなかったがなかったがなかったがなかった

と。確かになかったようでありますけれども、と。確かになかったようでありますけれども、と。確かになかったようでありますけれども、と。確かになかったようでありますけれども、鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨でででで組組組組みみみみ立立立立てられ、てられ、てられ、てられ、屋根屋根屋根屋根がちがちがちがちゃゃゃゃんとありんとありんとありんとあり

ですですですですねねねね、しかも、しかも、しかも、しかも屋根屋根屋根屋根にはにはにはには石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトトがががが使使使使用用用用されておりました。そのことについて、やはされておりました。そのことについて、やはされておりました。そのことについて、やはされておりました。そのことについて、やは

り現り現り現り現存存存存する建する建する建する建物物物物でのでのでのでの売買売買売買売買が当たり前だと思うのですが当たり前だと思うのですが当たり前だと思うのですが当たり前だと思うのですねねねね。もし。もし。もし。もし登登登登記されていなかったら、記されていなかったら、記されていなかったら、記されていなかったら、何何何何

らかの方法でらかの方法でらかの方法でらかの方法で逆逆逆逆にににに購購購購入された人が入された人が入された人が入された人が登登登登記す記す記す記すべべべべきであるし、あるいはきであるし、あるいはきであるし、あるいはきであるし、あるいは売売売売るるるる側側側側もそのもそのもそのもその登登登登記して記して記して記して売売売売

るというるというるというるというふふふふうな取うな取うな取うな取引引引引をするをするをするをするべべべべきだったと思うのですけれども、これ、この無届け解体をきだったと思うのですけれども、これ、この無届け解体をきだったと思うのですけれども、これ、この無届け解体をきだったと思うのですけれども、これ、この無届け解体を審審審審

査している査している査している査している途途途途中で、実はお手元に中で、実はお手元に中で、実はお手元に中で、実はお手元に示示示示しております、建てたりしております、建てたりしております、建てたりしております、建てたり壊壊壊壊したり、さまざまにしたり、さまざまにしたり、さまざまにしたり、さまざまに変変変変化化化化しししし

ているているているているわわわわけです。その中で実際に解体されたのは１、２、３の建けです。その中で実際に解体されたのは１、２、３の建けです。その中で実際に解体されたのは１、２、３の建けです。その中で実際に解体されたのは１、２、３の建物物物物です、です、です、です、示示示示している。している。している。している。赤赤赤赤

でででで示示示示しているところは、実はその当時、もうしているところは、実はその当時、もうしているところは、実はその当時、もうしているところは、実はその当時、もう既既既既にににに登登登登記に記に記に記に残残残残っているんだけれども、っているんだけれども、っているんだけれども、っているんだけれども、物物物物がながながながな

かったと、こういうことで、かったと、こういうことで、かったと、こういうことで、かったと、こういうことで、我々我々我々我々当当当当初初初初そのそのそのその②②②②の解体した２つ目に大きな建の解体した２つ目に大きな建の解体した２つ目に大きな建の解体した２つ目に大きな建物物物物が、その４月が、その４月が、その４月が、その４月

１１１１８８８８日に解体したとして日に解体したとして日に解体したとして日に解体したとして登登登登記記記記抹消抹消抹消抹消にされているその書にされているその書にされているその書にされているその書類類類類がございましたので、これをがございましたので、これをがございましたので、これをがございましたので、これを我々我々我々我々
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が当が当が当が当初初初初、、、、逆逆逆逆にとらにとらにとらにとらええええておりました。これは別ておりました。これは別ておりました。これは別ておりました。これは別途途途途３３３３棟棟棟棟を株式会社山崎産業が解体したのではを株式会社山崎産業が解体したのではを株式会社山崎産業が解体したのではを株式会社山崎産業が解体したのでは

なしに、別なしに、別なしに、別なしに、別途途途途１１１１棟棟棟棟だけは４月１だけは４月１だけは４月１だけは４月１８８８８日に解体されたのだなと。なら日に解体されたのだなと。なら日に解体されたのだなと。なら日に解体されたのだなと。ならばばばば、これも届け出がなか、これも届け出がなか、これも届け出がなか、これも届け出がなか

ったら無届け解体になるなと。こういうことで当ったら無届け解体になるなと。こういうことで当ったら無届け解体になるなと。こういうことで当ったら無届け解体になるなと。こういうことで当該該該該の土木の土木の土木の土木部部部部の技術の技術の技術の技術管管管管理課に問題理課に問題理課に問題理課に問題提提提提起起起起しましましましま

した。土木した。土木した。土木した。土木部部部部技術技術技術技術管管管管理課が調査したところ、実は理課が調査したところ、実は理課が調査したところ、実は理課が調査したところ、実は②②②②にににに示示示示している建している建している建している建物物物物ではなしに、これはではなしに、これはではなしに、これはではなしに、これは

既既既既にににに消滅消滅消滅消滅している建している建している建している建物物物物で、で、で、で、登登登登記が記が記が記が残残残残っているだけだと、こういうことをっているだけだと、こういうことをっているだけだと、こういうことをっているだけだと、こういうことを立立立立証してまいりま証してまいりま証してまいりま証してまいりま

した。ですから、した。ですから、した。ですから、した。ですから、私私私私たちはこの２つの建たちはこの２つの建たちはこの２つの建たちはこの２つの建物物物物は別は別は別は別 々々々々の建の建の建の建物物物物であるということを認であるということを認であるということを認であるということを認識識識識しているしているしているしている

わわわわけでありますけれども、けでありますけれども、けでありますけれども、けでありますけれども、多多多多分です分です分です分ですねねねね、有限会社乾ホームの、有限会社乾ホームの、有限会社乾ホームの、有限会社乾ホームのササササイイイイドドドドでもこの２つを取りでもこの２つを取りでもこの２つを取りでもこの２つを取り違違違違

ええええられておったのではないかと、られておったのではないかと、られておったのではないかと、られておったのではないかと、我々我々我々我々が当が当が当が当初初初初取り取り取り取り違え違え違え違えていたようにていたようにていたようにていたようにねねねね。ですから、５つ建。ですから、５つ建。ですから、５つ建。ですから、５つ建

物物物物がある、がある、がある、がある、登登登登記５つあると、それがごろ合記５つあると、それがごろ合記５つあると、それがごろ合記５つあると、それがごろ合わわわわせのようにあっただけのせのようにあっただけのせのようにあっただけのせのようにあっただけの話話話話で、大いなるで、大いなるで、大いなるで、大いなる勘勘勘勘違違違違

いではなかったかといういではなかったかといういではなかったかといういではなかったかというふふふふうに思ううに思ううに思ううに思うわわわわけでありますけれども、●さんのごけでありますけれども、●さんのごけでありますけれども、●さんのごけでありますけれども、●さんのご見見見見解はどうです解はどうです解はどうです解はどうです

か。か。か。か。

○●証人○●証人○●証人○●証人 そのようなことはございません。調査そのようなことはございません。調査そのようなことはございません。調査そのようなことはございません。調査士士士士とともにとともにとともにとともに一緒一緒一緒一緒にににに見見見見ておりますので、間ておりますので、間ておりますので、間ておりますので、間

違違違違いはございません。いはございません。いはございません。いはございません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 じじじじゃゃゃゃあ、調査あ、調査あ、調査あ、調査士士士士がこのがこのがこのがこの登登登登記を記を記を記を消滅消滅消滅消滅するのに４月１するのに４月１するのに４月１するのに４月１８８８８日、日、日、日、契約契約契約契約の前の日にの前の日にの前の日にの前の日に

解体したという届け出を法務解体したという届け出を法務解体したという届け出を法務解体したという届け出を法務局局局局になさる、その際に、解体したときに業者が解体した証になさる、その際に、解体したときに業者が解体した証になさる、その際に、解体したときに業者が解体した証になさる、その際に、解体したときに業者が解体した証明明明明

をつけているをつけているをつけているをつけているわわわわけですけですけですけですねねねね、そうでないと、そうでないと、そうでないと、そうでないと登登登登記記記記抹消抹消抹消抹消できません。そのことを含めてごできません。そのことを含めてごできません。そのことを含めてごできません。そのことを含めてご存存存存じだじだじだじだ

ったのですか。ったのですか。ったのですか。ったのですか。

○●証人○●証人○●証人○●証人 登登登登記記記記抹消抹消抹消抹消……………………。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相相相相談談談談していいですか。していいですか。していいですか。していいですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●証人○●証人○●証人○●証人 そのそのそのその辺辺辺辺はちはちはちはちょょょょっと調査っと調査っと調査っと調査士士士士さんにお願いしているので、ちさんにお願いしているので、ちさんにお願いしているので、ちさんにお願いしているので、ちょょょょっと今、現時っと今、現時っと今、現時っと今、現時点点点点ではではではでは

わわわわからないですからないですからないですからないですねねねね。。。。何何何何の書の書の書の書類類類類もももも僕僕僕僕の手元に今ないので、調査しないとの手元に今ないので、調査しないとの手元に今ないので、調査しないとの手元に今ないので、調査しないとわわわわかりません。かりません。かりません。かりません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そうしたら●さん、調査そうしたら●さん、調査そうしたら●さん、調査そうしたら●さん、調査士士士士とごとごとごとご相相相相談談談談いただいて、その報いただいて、その報いただいて、その報いただいて、その報告告告告をををを県県県県にににに上げ上げ上げ上げてててて

いただけますか。いただけますか。いただけますか。いただけますか。

○●証人○●証人○●証人○●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにかにかにかに何何何何かございませんか。かございませんか。かございませんか。かございませんか。

なけれなけれなけれなければばばば、これで証人に、これで証人に、これで証人に、これで証人に対対対対する質問はする質問はする質問はする質問は終了終了終了終了いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

証人には、お忙しい中大証人には、お忙しい中大証人には、お忙しい中大証人には、お忙しい中大変変変変ありがとうございました。ごありがとうございました。ごありがとうございました。ごありがとうございました。ご退退退退席していただいて席していただいて席していただいて席していただいて結構結構結構結構でござでござでござでござ

います。どうもありがとうございました。います。どうもありがとうございました。います。どうもありがとうございました。います。どうもありがとうございました。

（●証人（●証人（●証人（●証人退退退退席）席）席）席）

それでは、まず、補佐人についてですが、本日の証人、株式会社山崎産業代表者それでは、まず、補佐人についてですが、本日の証人、株式会社山崎産業代表者それでは、まず、補佐人についてですが、本日の証人、株式会社山崎産業代表者それでは、まず、補佐人についてですが、本日の証人、株式会社山崎産業代表者及及及及びびびび監監監監
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理技術者から補佐人の申し出がありました。理技術者から補佐人の申し出がありました。理技術者から補佐人の申し出がありました。理技術者から補佐人の申し出がありました。

補佐人は、補佐人は、補佐人は、補佐人は、先ほ先ほ先ほ先ほどのどのどのどの弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、坂坂坂坂木木木木寿和寿和寿和寿和さんです。さんです。さんです。さんです。

それでは、それでは、それでは、それでは、両両両両証人に補佐人を認めることとします。証人に補佐人を認めることとします。証人に補佐人を認めることとします。証人に補佐人を認めることとします。

なお、補佐人の席は、証人の後方席となっておりますが、●●証人のなお、補佐人の席は、証人の後方席となっておりますが、●●証人のなお、補佐人の席は、証人の後方席となっておりますが、●●証人のなお、補佐人の席は、証人の後方席となっておりますが、●●証人の身身身身体体体体的的的的な関な関な関な関係係係係で、で、で、で、

両両両両証人の間に設けて、よろしいですか。証人の間に設けて、よろしいですか。証人の間に設けて、よろしいですか。証人の間に設けて、よろしいですか。

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

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

証人、株式会社山崎産業代表者、同社監理技術者と補佐人の入室を認めます。証人、株式会社山崎産業代表者、同社監理技術者と補佐人の入室を認めます。証人、株式会社山崎産業代表者、同社監理技術者と補佐人の入室を認めます。証人、株式会社山崎産業代表者、同社監理技術者と補佐人の入室を認めます。

（●●証人、●●証人着席）（●●証人、●●証人着席）（●●証人、●●証人着席）（●●証人、●●証人着席）

それでは、証人におかれましては、お忙しい中にもかかそれでは、証人におかれましては、お忙しい中にもかかそれでは、証人におかれましては、お忙しい中にもかかそれでは、証人におかれましては、お忙しい中にもかかわわわわらず本委員会のためにご出席らず本委員会のためにご出席らず本委員会のためにご出席らず本委員会のためにご出席

いただき、いただき、いただき、いただき、誠誠誠誠にありがとうございます。本委員会を代表してにありがとうございます。本委員会を代表してにありがとうございます。本委員会を代表してにありがとうございます。本委員会を代表して厚厚厚厚くおくおくおくお礼礼礼礼申し申し申し申し上げ上げ上げ上げますとともますとともますとともますととも

に、調査のためにご協力くださいますようお願いいたします。に、調査のためにご協力くださいますようお願いいたします。に、調査のためにご協力くださいますようお願いいたします。に、調査のためにご協力くださいますようお願いいたします。

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

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

事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が準用準用準用準用されることになっております。されることになっております。されることになっております。されることになっております。

これにより証人は、これにより証人は、これにより証人は、これにより証人は、原原原原則として証言を則として証言を則として証言を則として証言を拒む拒む拒む拒むことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申し上げ上げ上げ上げる場合にる場合にる場合にる場合に

は、これをは、これをは、これをは、これを拒む拒む拒む拒むことができることとなっております。ことができることとなっております。ことができることとなっております。ことができることとなっております。

すなすなすなすなわわわわち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親四親四親四親等等等等内内内内のののの血族血族血族血族、、、、三三三三親親親親等等等等内内内内のののの姻族姻族姻族姻族もしくはもしくはもしくはもしくは

証人とこれらとの証人とこれらとの証人とこれらとの証人とこれらとの親親親親族族族族関関関関係係係係にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後見見見見人または証人の後人または証人の後人または証人の後人または証人の後見見見見をををを受受受受ける者のける者のける者のける者の刑刑刑刑事事事事

上上上上のののの訴訴訴訴追追追追またはまたはまたはまたは処処処処罰罰罰罰をををを招招招招くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名くおそれのある事項、またはこれらの者の名誉誉誉誉をををを害害害害すすすすべべべべき事項にき事項にき事項にき事項に

関するとき、関するとき、関するとき、関するとき、及及及及びびびび医師医師医師医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、医薬品販売医薬品販売医薬品販売医薬品販売業者、業者、業者、業者、助助助助産産産産師師師師、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、弁弁弁弁理理理理士士士士、、、、

弁護弁護弁護弁護人、人、人、人、公公公公証人、証人、証人、証人、宗教宗教宗教宗教、、、、祈祷祈祷祈祷祈祷もしくはもしくはもしくはもしくは祭祀祭祀祭祀祭祀のののの職職職職にある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらの職職職職にあった者にあった者にあった者にあった者

がそのがそのがそのがその職職職職務務務務上知上知上知上知った事実であって、った事実であって、った事実であって、った事実であって、黙秘黙秘黙秘黙秘すすすすべべべべきものについて尋問をきものについて尋問をきものについて尋問をきものについて尋問を受受受受けるときけるときけるときけるとき及及及及びびびび技術ま技術ま技術ま技術ま

たはたはたはたは職職職職業の業の業の業の秘秘秘秘密密密密に関する事項について尋問をに関する事項について尋問をに関する事項について尋問をに関する事項について尋問を受受受受けるとき。けるとき。けるとき。けるとき。

以上以上以上以上の場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言を拒む拒む拒む拒むことができます。これらにことができます。これらにことができます。これらにことができます。これらに該該該該当するときは、その当するときは、その当するときは、その当するときは、その旨旨旨旨

お申し出を願います。お申し出を願います。お申し出を願います。お申し出を願います。

それそれそれそれ以以以以外外外外には証言をには証言をには証言をには証言を拒む拒む拒む拒むことはできません。もしこれらの正当な理ことはできません。もしこれらの正当な理ことはできません。もしこれらの正当な理ことはできません。もしこれらの正当な理由由由由がなくて証言をがなくて証言をがなくて証言をがなくて証言を拒拒拒拒

んだときは、６んだときは、６んだときは、６んだときは、６カカカカ月月月月以以以以下の下の下の下の禁錮禁錮禁錮禁錮または１０または１０または１０または１０万円万円万円万円以以以以下の下の下の下の罰金罰金罰金罰金にににに処処処処せられることになっておりせられることになっておりせられることになっておりせられることになっており

ます。ます。ます。ます。

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなけれさらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなけれさらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなけれさらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければばばばならないことになっておりならないことになっておりならないことになっておりならないことになっており
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ます。この宣誓につきましても、次の場合はこれをます。この宣誓につきましても、次の場合はこれをます。この宣誓につきましても、次の場合はこれをます。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒む拒む拒む拒むことができることになっておりまことができることになっておりまことができることになっておりまことができることになっておりま

す。す。す。す。

すなすなすなすなわわわわち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親四親四親四親等等等等内内内内のののの血族血族血族血族、、、、三三三三親親親親等等等等内内内内のののの姻族姻族姻族姻族もしくは証人ともしくは証人ともしくは証人ともしくは証人と

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

係係係係がある事項について尋問をがある事項について尋問をがある事項について尋問をがある事項について尋問を受受受受けるときには、宣誓をけるときには、宣誓をけるときには、宣誓をけるときには、宣誓を拒む拒む拒む拒むことができます。ことができます。ことができます。ことができます。

それそれそれそれ以以以以外外外外にはにはにはには拒む拒む拒む拒むことはできません。ことはできません。ことはできません。ことはできません。

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

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

また、補佐人についてですが、補佐人は発言をすることはできませんが、また、補佐人についてですが、補佐人は発言をすることはできませんが、また、補佐人についてですが、補佐人は発言をすることはできませんが、また、補佐人についてですが、補佐人は発言をすることはできませんが、メメメメモモモモをとるこをとるこをとるこをとるこ

とは許されます。とは許されます。とは許されます。とは許されます。

補佐人は、証人が委員長の許可を得て補佐人は、証人が委員長の許可を得て補佐人は、証人が委員長の許可を得て補佐人は、証人が委員長の許可を得て助助助助言を求めた場合は言を求めた場合は言を求めた場合は言を求めた場合は助助助助言をすることができますが、言をすることができますが、言をすることができますが、言をすることができますが、

自自自自分の方から証人に分の方から証人に分の方から証人に分の方から証人に対対対対してしてしてして助助助助言することはできないことになっております。言することはできないことになっております。言することはできないことになっております。言することはできないことになっております。

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

それでは、法それでは、法それでは、法それでは、法律律律律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。報道関の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。報道関の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。報道関の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。報道関係係係係のののの皆皆皆皆ささささ

んに申しんに申しんに申しんに申し上げ上げ上げ上げますが、ますが、ますが、ますが、テテテテレレレレビビビビカメカメカメカメラ、ラ、ラ、ラ、写真写真写真写真撮影はここまででありますので、よろしくお願撮影はここまででありますので、よろしくお願撮影はここまででありますので、よろしくお願撮影はここまででありますので、よろしくお願

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

●●さんは、そのままで●●さんは、そのままで●●さんは、そのままで●●さんは、そのままで結構結構結構結構ですので、ですので、ですので、ですので、ほほほほかの方、かの方、かの方、かの方、全全全全員ご員ご員ご員ご起起起起立立立立願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご

起起起起立立立立願います。願います。願います。願います。

（（（（全全全全員員員員起起起起立立立立））））

まず、●●●●さん、そのままで宣誓書のまず、●●●●さん、そのままで宣誓書のまず、●●●●さん、そのままで宣誓書のまず、●●●●さん、そのままで宣誓書の朗読朗読朗読朗読を願います。を願います。を願います。を願います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 宣誓書。宣誓書。宣誓書。宣誓書。良良良良心心心心にににに従従従従って、って、って、って、真真真真実を実を実を実を述述述述べべべべ、、、、何何何何事も事も事も事も隠隠隠隠さず、また、さず、また、さず、また、さず、また、何何何何事もつけ事もつけ事もつけ事もつけ加え加え加え加え

ないことを誓います。●●●●。ないことを誓います。●●●●。ないことを誓います。●●●●。ないことを誓います。●●●●。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、●●●●さん、宣誓書の次に、●●●●さん、宣誓書の次に、●●●●さん、宣誓書の次に、●●●●さん、宣誓書の朗読朗読朗読朗読を願います。を願います。を願います。を願います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 宣誓書。宣誓書。宣誓書。宣誓書。良良良良心心心心にににに従従従従って、って、って、って、真真真真実を実を実を実を述述述述べべべべ、、、、何何何何事も事も事も事も隠隠隠隠さず、また、さず、また、さず、また、さず、また、何何何何事もつけ事もつけ事もつけ事もつけ加え加え加え加え

ないことを誓います。●●●●。ないことを誓います。●●●●。ないことを誓います。●●●●。ないことを誓います。●●●●。

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

（（（（全全全全員着席）員着席）員着席）員着席）

証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に署署署署名名名名捺印捺印捺印捺印願います。なお、●●証人については、願います。なお、●●証人については、願います。なお、●●証人については、願います。なお、●●証人については、身身身身体体体体的的的的な関な関な関な関係係係係によりによりによりにより

宣誓書に宣誓書に宣誓書に宣誓書に署署署署名することができませんので、書記にこの名することができませんので、書記にこの名することができませんので、書記にこの名することができませんので、書記にこの旨旨旨旨記記記記載載載載させることといたします。させることといたします。させることといたします。させることといたします。

どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。

本日、証人として、●●●●さん、●●●●さんの出本日、証人として、●●●●さん、●●●●さんの出本日、証人として、●●●●さん、●●●●さんの出本日、証人として、●●●●さん、●●●●さんの出頭頭頭頭を求めておりますが、おを求めておりますが、おを求めておりますが、おを求めておりますが、お二二二二人同人同人同人同

席の席の席の席の上上上上で証言を求めることにしたいと思いますが、よろしいですか。で証言を求めることにしたいと思いますが、よろしいですか。で証言を求めることにしたいと思いますが、よろしいですか。で証言を求めることにしたいと思いますが、よろしいですか。
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（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

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

す。す。す。す。

証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた証言は、証言を求められた範囲範囲範囲範囲をををを超超超超ええええないこと。ないこと。ないこと。ないこと。

また、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、その都都都都度度度度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします委員長の許可を得てなされるようお願いいたします委員長の許可を得てなされるようお願いいたします委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。。。。

なお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままで結構結構結構結構ですが、お答ですが、お答ですが、お答ですが、お答ええええの際はの際はの際はの際は起起起起立立立立して発言して発言して発言して発言

を願います。なお、●●証人におかれましては、着席のままでを願います。なお、●●証人におかれましては、着席のままでを願います。なお、●●証人におかれましては、着席のままでを願います。なお、●●証人におかれましては、着席のままで結構結構結構結構です。です。です。です。

また、証人は委員にまた、証人は委員にまた、証人は委員にまた、証人は委員に対対対対して質して質して質して質疑疑疑疑をすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ご了承了承了承了承願います。願います。願います。願います。

なお、委員なお、委員なお、委員なお、委員各位各位各位各位に申しに申しに申しに申し上げ上げ上げ上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関する重要重要重要重要な問題についてな問題についてな問題についてな問題について

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

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人権権権権にににに留留留留意意意意されるようされるようされるようされるよう要要要要望望望望いたします。いたします。いたします。いたします。

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

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

いたします。いたします。いたします。いたします。

まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。

補佐人の補佐人の補佐人の補佐人の右右右右隣隣隣隣のあなたは、●●●●さんですか。のあなたは、●●●●さんですか。のあなたは、●●●●さんですか。のあなたは、●●●●さんですか。

返返返返事をお願いします。事をお願いします。事をお願いします。事をお願いします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

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

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 株式会社山崎産業、●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●株式会社山崎産業、●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●株式会社山崎産業、●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●株式会社山崎産業、●●●●。●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●

●●●●●。●●●●●。●●●●●。●●●●●。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 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姿勢姿勢姿勢姿勢くずさせてもらってもよろしいですか。ちくずさせてもらってもよろしいですか。ちくずさせてもらってもよろしいですか。ちくずさせてもらってもよろしいですか。ちょょょょっと体調っと体調っと体調っと体調

不不不不良良良良なので。なので。なので。なので。

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

次に、補佐人の次に、補佐人の次に、補佐人の次に、補佐人の左左左左隣隣隣隣のあなたは、●●●●さんですか。のあなたは、●●●●さんですか。のあなたは、●●●●さんですか。のあなたは、●●●●さんですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●証人、●●証人、●●証人、●●証人、住住住住所、所、所、所、職職職職業、業、業、業、生生生生年月日をお年月日をお年月日をお年月日をお述述述述べべべべください。ください。ください。ください。起起起起立立立立でお願いします。でお願いします。でお願いします。でお願いします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 株式会社山崎産業、技術監理人、●●●●。●●●●●●●●●●●●。●株式会社山崎産業、技術監理人、●●●●。●●●●●●●●●●●●。●株式会社山崎産業、技術監理人、●●●●。●●●●●●●●●●●●。●株式会社山崎産業、技術監理人、●●●●。●●●●●●●●●●●●。●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●生生生生まれ。まれ。まれ。まれ。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるわわわわけでありますけれけでありますけれけでありますけれけでありますけれ

ども、委員長であるども、委員長であるども、委員長であるども、委員長である私私私私からからからから最初最初最初最初にににに総括的総括的総括的総括的に質問を行います。に質問を行います。に質問を行います。に質問を行います。

まず、はじめに、ここまず、はじめに、ここまず、はじめに、ここまず、はじめに、ここ数数数数年間で、年間で、年間で、年間で、アアアアススススベベベベストストストストによる中による中による中による中皮腫皮腫皮腫皮腫でででで死亡死亡死亡死亡する人がする人がする人がする人が毎毎毎毎年１３００年１３００年１３００年１３００

人を人を人を人を超超超超ええええ、また、、また、、また、、また、アアアアススススベベベベストストストストの影の影の影の影響響響響がががが強強強強くくくく疑疑疑疑わわわわれるれるれるれる肺肺肺肺がんのがんのがんのがんの死亡死亡死亡死亡者は、その２者は、その２者は、その２者は、その２倍倍倍倍近近近近くになくになくになくにな

っています。このっています。このっています。このっています。この数字数字数字数字ははははほぼほぼほぼほぼ、、、、交交交交通事通事通事通事故死故死故死故死と同じと同じと同じと同じ位位位位ののののレレレレベベベベルルルルです。です。です。です。

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

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

さんがさんがさんがさんが訴え訴え訴え訴えています。ています。ています。ています。西宮市西宮市西宮市西宮市にににに住住住住所があった所があった所があった所があった藤藤藤藤本さんは、本さんは、本さんは、本さんは、復興支援活復興支援活復興支援活復興支援活動動動動にににに熱心熱心熱心熱心にとりくまにとりくまにとりくまにとりくま

れ、れ、れ、れ、震災遺児震災遺児震災遺児震災遺児向向向向けのけのけのけの施施施施設を運営されていたということです。設を運営されていたということです。設を運営されていたということです。設を運営されていたということです。

●●さん、ご●●さん、ご●●さん、ご●●さん、ご存知存知存知存知だったでしだったでしだったでしだったでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いいいいいいいいええええ。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 さて、この委員会には、今さて、この委員会には、今さて、この委員会には、今さて、この委員会には、今般般般般の無届け解体の無届け解体の無届け解体の無届け解体工工工工事に関して、土木事に関して、土木事に関して、土木事に関して、土木部部部部や高田土や高田土や高田土や高田土

木事務所が行った関木事務所が行った関木事務所が行った関木事務所が行った関係係係係者者者者へへへへの事の事の事の事情情情情聴取の報聴取の報聴取の報聴取の報告告告告書やその際書やその際書やその際書やその際提提提提出された出された出された出された見積見積見積見積書等の資料が書等の資料が書等の資料が書等の資料が提提提提出出出出

されています。そのなかで、平成２４年７月１３日の第４回事されています。そのなかで、平成２４年７月１３日の第４回事されています。そのなかで、平成２４年７月１３日の第４回事されています。そのなかで、平成２４年７月１３日の第４回事情情情情聴取で株式会社山崎産業聴取で株式会社山崎産業聴取で株式会社山崎産業聴取で株式会社山崎産業

からからからから提提提提出された解体出された解体出された解体出された解体工工工工事に事に事に事に係係係係るるるる工程工程工程工程表がありますが、これは、いつ、表がありますが、これは、いつ、表がありますが、これは、いつ、表がありますが、これは、いつ、誰誰誰誰がががが作作作作成されたので成されたので成されたので成されたので

ししししょょょょうか。●●さんいかがでしうか。●●さんいかがでしうか。●●さんいかがでしうか。●●さんいかがでしょょょょうか。●●さんいかがでしうか。●●さんいかがでしうか。●●さんいかがでしうか。●●さんいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 記記記記憶憶憶憶にございません。にございません。にございません。にございません。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ちちちちょょょょっとっとっとっと僕僕僕僕も記も記も記も記憶憶憶憶が定かではないのですが、着手前の計が定かではないのですが、着手前の計が定かではないのですが、着手前の計が定かではないのですが、着手前の計画画画画のやつかなと思っのやつかなと思っのやつかなと思っのやつかなと思っ

たりもするのですが、はっきりとはたりもするのですが、はっきりとはたりもするのですが、はっきりとはたりもするのですが、はっきりとは覚え覚え覚え覚えていません。ていません。ていません。ていません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ちちちちょょょょっとっとっとっと工程工程工程工程表を表を表を表を見見見見せます。せます。せます。せます。

これはいつこれはいつこれはいつこれはいつ誰誰誰誰がががが作作作作成されたのでし成されたのでし成されたのでし成されたのでしょょょょうか、●●さん、うか、●●さん、うか、●●さん、うか、●●さん、わわわわかりますか。かりますか。かりますか。かりますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 これは、これは、これは、これは、私私私私がががが作作作作成した分です成した分です成した分です成した分ですねねねね。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いつですか。いつかいつですか。いつかいつですか。いつかいつですか。いつかわわわわかりますか。かりますか。かりますか。かりますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いつと言いつと言いつと言いつと言わわわわれるとれるとれるとれると…………着手前としか、ち着手前としか、ち着手前としか、ち着手前としか、ちょょょょっと分からないですけれども。っと分からないですけれども。っと分からないですけれども。っと分からないですけれども。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●代表は、同じく第４回事●●代表は、同じく第４回事●●代表は、同じく第４回事●●代表は、同じく第４回事情情情情聴取で、口聴取で、口聴取で、口聴取で、口頭頭頭頭契約契約契約契約にににに至至至至るるるる経緯経緯経緯経緯をめをめをめをめぐぐぐぐってってってって重重重重

要要要要なななな三三三三つのつのつのつの供述供述供述供述をしておられます。をしておられます。をしておられます。をしておられます。

①①①① 平成２３年４月平成２３年４月平成２３年４月平成２３年４月末頃末頃末頃末頃からからからから契約内容契約内容契約内容契約内容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工ン工ン工ン工業株式会社と協議を開業株式会社と協議を開業株式会社と協議を開業株式会社と協議を開始始始始。。。。

②②②② 平平平平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社と業株式会社と業株式会社と業株式会社と工工工工事事事事範囲範囲範囲範囲をををを詰詰詰詰めていく中で、めていく中で、めていく中で、めていく中で、工工工工事の解体の届け出が事の解体の届け出が事の解体の届け出が事の解体の届け出が必必必必

要要要要と思った。と思った。と思った。と思った。



---- 22220000 ----

③③③③ 契約内容契約内容契約内容契約内容は平成２３年５月２６日付けのは平成２３年５月２６日付けのは平成２３年５月２６日付けのは平成２３年５月２６日付けの見積見積見積見積書のとおりである。書のとおりである。書のとおりである。書のとおりである。

これらのこれらのこれらのこれらの供述供述供述供述に間に間に間に間違違違違いがありませんか。いがありませんか。いがありませんか。いがありませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 もうもうもうもう一度一度一度一度１１１１番番番番から。から。から。から。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 １１１１番番番番、平成２３年４月、平成２３年４月、平成２３年４月、平成２３年４月末頃末頃末頃末頃からからからから契約内容契約内容契約内容契約内容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工ン工ン工ン工業株式会業株式会業株式会業株式会

社との協議を開社との協議を開社との協議を開社との協議を開始始始始した。した。した。した。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 やったやったやったやった覚え覚え覚え覚えはないですはないですはないですはないですねねねね。。。。直接直接直接直接はないです。はないです。はないです。はないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 あ、あ、あ、あ、契約内容契約内容契約内容契約内容について、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工ン工ン工ン工業株式会社と協議を開業株式会社と協議を開業株式会社と協議を開業株式会社と協議を開始始始始したことしたことしたことしたこと

はないのですはないのですはないのですはないのですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、記はい、記はい、記はい、記憶憶憶憶にございません。にございません。にございません。にございません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 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工ン工ン工ン工業株式会社と業株式会社と業株式会社と業株式会社と工工工工事事事事範囲範囲範囲範囲をををを詰詰詰詰めていく中で、めていく中で、めていく中で、めていく中で、工工工工事の解事の解事の解事の解

体の届け出が体の届け出が体の届け出が体の届け出が必要必要必要必要と思った。と思った。と思った。と思った。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 その時は、あのその時は、あのその時は、あのその時は、あの－－－－、どういうのかな、、どういうのかな、、どういうのかな、、どういうのかな、リフォリフォリフォリフォームというームというームというームという形形形形で出そうか、出そで出そうか、出そで出そうか、出そで出そうか、出そ

うまいかとうまいかとうまいかとうまいかと迷迷迷迷っていた時っていた時っていた時っていた時期期期期やったと思います。やったと思います。やったと思います。やったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、それから３はい、それから３はい、それから３はい、それから３番番番番目が、目が、目が、目が、契約内容契約内容契約内容契約内容は平成２３年５月２６日付けのは平成２３年５月２６日付けのは平成２３年５月２６日付けのは平成２３年５月２６日付けの見積見積見積見積書書書書

のとおりである。のとおりである。のとおりである。のとおりである。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そのとおりです。そのとおりです。そのとおりです。そのとおりです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 分かりました。次に、口分かりました。次に、口分かりました。次に、口分かりました。次に、口頭頭頭頭契約契約契約契約にににに至至至至るるるる三三三三つのつのつのつの流流流流れにれにれにれに沿沿沿沿って質問をします。って質問をします。って質問をします。って質問をします。

●●代表にお●●代表にお●●代表にお●●代表にお聞聞聞聞きします。あなたが、平成２４年７月１３日の第４回事きします。あなたが、平成２４年７月１３日の第４回事きします。あなたが、平成２４年７月１３日の第４回事きします。あなたが、平成２４年７月１３日の第４回事情情情情聴取の際に、聴取の際に、聴取の際に、聴取の際に、

当当当当初初初初はははは改修改修改修改修と思い、届け出のと思い、届け出のと思い、届け出のと思い、届け出の対対対対象象象象にににに該該該該当しないと思っていたが、平当しないと思っていたが、平当しないと思っていたが、平当しないと思っていたが、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会業株式会業株式会業株式会

社と社と社と社と工工工工事事事事範囲範囲範囲範囲を決めていく中で、届け出がを決めていく中で、届け出がを決めていく中で、届け出がを決めていく中で、届け出が必要必要必要必要と思ったとと思ったとと思ったとと思ったと述述述述べべべべられていました。これは、られていました。これは、られていました。これは、られていました。これは、

いついついついつ頃頃頃頃のことですか。のことですか。のことですか。のことですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 それ、言うたら、調書にあるとおりだと思うのです。それ、言うたら、調書にあるとおりだと思うのです。それ、言うたら、調書にあるとおりだと思うのです。それ、言うたら、調書にあるとおりだと思うのです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、協議の次に、協議の次に、協議の次に、協議の最終結最終結最終結最終結論論論論が、平成２３年５月２６日のが、平成２３年５月２６日のが、平成２３年５月２６日のが、平成２３年５月２６日の見積見積見積見積書であるとするな書であるとするな書であるとするな書であるとするな

ららららばばばば、その、その、その、その見積見積見積見積書にある書にある書にある書にある旧村旧村旧村旧村本建設株式会社倉庫本建設株式会社倉庫本建設株式会社倉庫本建設株式会社倉庫改修改修改修改修工工工工事という名事という名事という名事という名称称称称ををどう理解すれををどう理解すれををどう理解すれををどう理解すればばばば

よいのでしよいのでしよいのでしよいのでしょょょょうか。すでに平成２３年５月２３日からのうか。すでに平成２３年５月２３日からのうか。すでに平成２３年５月２３日からのうか。すでに平成２３年５月２３日からの改修改修改修改修工工工工事が事が事が事が始始始始まっていたのです。まっていたのです。まっていたのです。まっていたのです。

やはりやはりやはりやはり改修改修改修改修工工工工事として着手していたと考事として着手していたと考事として着手していたと考事として着手していたと考ええええてててて良良良良いですか。いですか。いですか。いですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 平成２３年６月２７日の第１回事平成２３年６月２７日の第１回事平成２３年６月２７日の第１回事平成２３年６月２７日の第１回事情情情情聴取で、●●さんは解体ではなく聴取で、●●さんは解体ではなく聴取で、●●さんは解体ではなく聴取で、●●さんは解体ではなく修繕修繕修繕修繕

だと間だと間だと間だと間違違違違った解った解った解った解釈釈釈釈をしていた。今になって、をしていた。今になって、をしていた。今になって、をしていた。今になって、県県県県にににに相相相相談談談談すれすれすれすればばばばよかったと思いますとよかったと思いますとよかったと思いますとよかったと思いますと述述述述べべべべらららら

れていました。ところが、次の平成２３年７月２０日の第２回事れていました。ところが、次の平成２３年７月２０日の第２回事れていました。ところが、次の平成２３年７月２０日の第２回事れていました。ところが、次の平成２３年７月２０日の第２回事情情情情聴取の際には、届出書聴取の際には、届出書聴取の際には、届出書聴取の際には、届出書
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なるものをなるものをなるものをなるものを持持持持参し、社長が参し、社長が参し、社長が参し、社長がリサリサリサリサイイイイクルクルクルクル届けを届けを届けを届けを作作作作成し、成し、成し、成し、私私私私がががが提提提提出するのを出するのを出するのを出するのを忘忘忘忘れていたとれていたとれていたとれていたと供述供述供述供述

を大きくを大きくを大きくを大きく変え変え変え変えられました。なられました。なられました。なられました。なぜ変更ぜ変更ぜ変更ぜ変更されたのでしされたのでしされたのでしされたのでしょょょょうか。どなたかとうか。どなたかとうか。どなたかとうか。どなたかと相相相相談談談談されたのでしされたのでしされたのでしされたのでしょょょょ

うか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 あのー、今の文章で、あのー、今の文章で、あのー、今の文章で、あのー、今の文章で、修繕修繕修繕修繕ということが出るのですけれど、ということが出るのですけれど、ということが出るのですけれど、ということが出るのですけれど、修繕修繕修繕修繕ではなくではなくではなくではなく改改改改

修修修修というというというという説明説明説明説明したと思うのです。したと思うのです。したと思うのです。したと思うのです。私私私私がががが忘忘忘忘れていたじれていたじれていたじれていたじゃゃゃゃなしに、１回目の時に、なしに、１回目の時に、なしに、１回目の時に、なしに、１回目の時に、修繕修繕修繕修繕工工工工事と事と事と事と

いうことで、建いうことで、建いうことで、建いうことで、建物物物物のののの天天天天井井井井部部部部分を取っ分を取っ分を取っ分を取っぱぱぱぱらうのであれらうのであれらうのであれらうのであればばばば、それは解体ではないかという、それは解体ではないかという、それは解体ではないかという、それは解体ではないかという指指指指導導導導

もももも受受受受けまして、そうしたらけまして、そうしたらけまして、そうしたらけまして、そうしたら僕僕僕僕の認の認の認の認識識識識不足不足不足不足でしたということで、会社でしたということで、会社でしたということで、会社でしたということで、会社へへへへ帰帰帰帰ってってってって相相相相談談談談したとこしたとこしたとこしたとこ

ろ、出すのを社長がろ、出すのを社長がろ、出すのを社長がろ、出すのを社長が先ほ先ほ先ほ先ほど言っていたように、どちらか分からなかったけれども、ど言っていたように、どちらか分からなかったけれども、ど言っていたように、どちらか分からなかったけれども、ど言っていたように、どちらか分からなかったけれども、一応一応一応一応ああああ

ったとったとったとったと用用用用紙紙紙紙が、それを後から出したということですが、それを後から出したということですが、それを後から出したということですが、それを後から出したということですねねねね。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、●●さんにお次に、●●さんにお次に、●●さんにお次に、●●さんにお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

平成２３年７月２０日の第２回事平成２３年７月２０日の第２回事平成２３年７月２０日の第２回事平成２３年７月２０日の第２回事情情情情聴取の際、聴取の際、聴取の際、聴取の際、県県県県から建設から建設から建設から建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく届け出のく届け出のく届け出のく届け出の

ことをたずことをたずことをたずことをたずねねねねられて、こう答られて、こう答られて、こう答られて、こう答ええええていました。ていました。ていました。ていました。

１１１１番番番番、、、、施主施主施主施主が届け出をするのが通が届け出をするのが通が届け出をするのが通が届け出をするのが通常常常常である。２である。２である。２である。２番番番番、解体業者は届け出の代行業はできない。、解体業者は届け出の代行業はできない。、解体業者は届け出の代行業はできない。、解体業者は届け出の代行業はできない。

３３３３番番番番、ただ、、ただ、、ただ、、ただ、施主施主施主施主の代理での代理での代理での代理で提提提提出することはある。出することはある。出することはある。出することはある。

とするならとするならとするならとするならばばばば、●●さん。あなたが、●●さん。あなたが、●●さん。あなたが、●●さん。あなたが提提提提出するのを出するのを出するのを出するのを忘忘忘忘れたとされている今回のいきさつは、れたとされている今回のいきさつは、れたとされている今回のいきさつは、れたとされている今回のいきさつは、

施主施主施主施主の代理での代理での代理での代理で提提提提出されようとしていたのですか。出されようとしていたのですか。出されようとしていたのですか。出されようとしていたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 すみません、もうすみません、もうすみません、もうすみません、もう一度一度一度一度お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 第２回事第２回事第２回事第２回事情情情情聴取の際に答聴取の際に答聴取の際に答聴取の際に答ええええておられます。１ておられます。１ておられます。１ておられます。１番番番番は、は、は、は、施主施主施主施主が届け出をするのが届け出をするのが届け出をするのが届け出をするの

が通が通が通が通常常常常である。２である。２である。２である。２番番番番、解体業者は届け出の代行業はできない、３、解体業者は届け出の代行業はできない、３、解体業者は届け出の代行業はできない、３、解体業者は届け出の代行業はできない、３番番番番、ただ、、ただ、、ただ、、ただ、施主施主施主施主の代理での代理での代理での代理で

提提提提出することはあると答出することはあると答出することはあると答出することはあると答ええええておられます。ておられます。ておられます。ておられます。

とするならとするならとするならとするならばばばば、●●さん。あなたが、●●さん。あなたが、●●さん。あなたが、●●さん。あなたが提提提提出するのを出するのを出するのを出するのを忘忘忘忘れたとされている今回のいきさつは、れたとされている今回のいきさつは、れたとされている今回のいきさつは、れたとされている今回のいきさつは、

施主施主施主施主の代理での代理での代理での代理で提提提提出されようとしていたのですか。出されようとしていたのですか。出されようとしていたのですか。出されようとしていたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 施主施主施主施主の代理、ま、３の代理、ま、３の代理、ま、３の代理、ま、３番番番番にあたると思うのですけれど。にあたると思うのですけれど。にあたると思うのですけれど。にあたると思うのですけれど。

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

●●さん、●●さん、ご●●さん、●●さん、ご●●さん、●●さん、ご●●さん、●●さん、ご両両両両人におたず人におたず人におたず人におたずねねねねします。します。します。します。

今、資料をお今、資料をお今、資料をお今、資料をお示示示示しします。これは、資料１６しします。これは、資料１６しします。これは、資料１６しします。これは、資料１６ペペペペーーーージジジジです。です。です。です。

今、資料をお今、資料をお今、資料をお今、資料をお示示示示ししましたけれども、この書ししましたけれども、この書ししましたけれども、この書ししましたけれども、この書類類類類は、あなたがたがは、あなたがたがは、あなたがたがは、あなたがたが提提提提出を出を出を出を忘忘忘忘れたとれたとれたとれたと述述述述べべべべてててて

いる解体にいる解体にいる解体にいる解体に係係係係る届出書です。る届出書です。る届出書です。る届出書です。

過過過過日、２月１日、２月１日、２月１日、２月１９９９９日の当委員会で、証人として出日の当委員会で、証人として出日の当委員会で、証人として出日の当委員会で、証人として出頭頭頭頭された平された平された平された平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の●●業株式会社の●●業株式会社の●●業株式会社の●●

氏氏氏氏は、１、発は、１、発は、１、発は、１、発注注注注者の者の者の者の欄欄欄欄。●●さん、２、。●●さん、２、。●●さん、２、。●●さん、２、対対対対象象象象建設建設建設建設工工工工事の元事の元事の元事の元請請請請業者から法第１２条第１項の業者から法第１２条第１項の業者から法第１２条第１項の業者から法第１２条第１項の
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規定による規定による規定による規定による説明説明説明説明をををを受受受受けた年月日、平成２３年５月１６日について、けた年月日、平成２３年５月１６日について、けた年月日、平成２３年５月１６日について、けた年月日、平成２３年５月１６日について、覚え覚え覚え覚えがないとがないとがないとがないと否否否否定され定され定され定され

ました。ました。ました。ました。

この届出書は、発この届出書は、発この届出書は、発この届出書は、発注注注注者の者の者の者の承承承承諾諾諾諾のもとでのもとでのもとでのもとで作作作作成されていない文書ですか。成されていない文書ですか。成されていない文書ですか。成されていない文書ですか。

●●さん、いかがですか、●●さん、いかがですか。●●さん、いかがですか、●●さん、いかがですか。●●さん、いかがですか、●●さん、いかがですか。●●さん、いかがですか、●●さん、いかがですか。

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

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ええええ、、、、承承承承諾諾諾諾をををを…………

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 承承承承諾諾諾諾入れています。入れています。入れています。入れています。

（（（（「「「「え…え…え…え…」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 承承承承諾諾諾諾をををを…………

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 承承承承諾諾諾諾を入れて、を入れて、を入れて、を入れて、印鑑印鑑印鑑印鑑をををを押押押押しています。しています。しています。しています。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 承承承承諾諾諾諾を入れて、を入れて、を入れて、を入れて、印鑑印鑑印鑑印鑑をいただいている。をいただいている。をいただいている。をいただいている。

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

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●さん、それでよろしいですか。●●さん、それでよろしいですか。●●さん、それでよろしいですか。●●さん、それでよろしいですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そうです。そうです。そうです。そうです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次、この届出書は、いつ、次、この届出書は、いつ、次、この届出書は、いつ、次、この届出書は、いつ、誰誰誰誰がががが作作作作成し、また、成し、また、成し、また、成し、また、誰誰誰誰がががが提提提提出することになって出することになって出することになって出することになって

いたのでしいたのでしいたのでしいたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 提提提提出をするのは、出をするのは、出をするのは、出をするのは、誰誰誰誰も決めていなかったです。も決めていなかったです。も決めていなかったです。も決めていなかったです。作作作作ったのはったのはったのはったのは部部部部長長長長以以以以外外外外の者だとの者だとの者だとの者だと

思います。●●思います。●●思います。●●思います。●●以以以以外外外外。●●は。●●は。●●は。●●は作作作作っていないです。っていないです。っていないです。っていないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 誰誰誰誰がががが作作作作成したというのは。成したというのは。成したというのは。成したというのは。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 その当時は、うちのその当時は、うちのその当時は、うちのその当時は、うちの専専専専務か事務員か、そこらはっきりは務か事務員か、そこらはっきりは務か事務員か、そこらはっきりは務か事務員か、そこらはっきりは覚え覚え覚え覚えていません。ていません。ていません。ていません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、また、●●次に、また、●●次に、また、●●次に、また、●●氏氏氏氏は、は、は、は、私私私私ども平ども平ども平ども平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の関業株式会社の関業株式会社の関業株式会社の関係係係係者が、無者が、無者が、無者が、無

届届届届云々云々云々云々をををを知知知知ったのは平成２４年７月６日の事ったのは平成２４年７月６日の事ったのは平成２４年７月６日の事ったのは平成２４年７月６日の事情情情情聴取に聴取に聴取に聴取に係係係係る高田土木事務所からの呼る高田土木事務所からの呼る高田土木事務所からの呼る高田土木事務所からの呼びびびび出し出し出し出し

をををを受受受受けた時であるとけた時であるとけた時であるとけた時であると述述述述べべべべ、正、正、正、正直直直直、建設、建設、建設、建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法を法を法を法を知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった私私私私たちに、解体をたちに、解体をたちに、解体をたちに、解体を専専専専らららら

の業とする株式会社山崎産業が、着の業とする株式会社山崎産業が、着の業とする株式会社山崎産業が、着の業とする株式会社山崎産業が、着工一工一工一工一週週週週間前の届け出の間前の届け出の間前の届け出の間前の届け出の義義義義務等について、な務等について、な務等について、な務等について、なぜぜぜぜ言ってく言ってく言ってく言ってく

れなかったのかと事あるごと問いただしたとのれなかったのかと事あるごと問いただしたとのれなかったのかと事あるごと問いただしたとのれなかったのかと事あるごと問いただしたとの経緯経緯経緯経緯のののの説明説明説明説明がありました。その際の株式会がありました。その際の株式会がありました。その際の株式会がありました。その際の株式会

社山崎産業の社山崎産業の社山崎産業の社山崎産業の弁明弁明弁明弁明はははは一部一部一部一部、、、、壁壁壁壁をををを残残残残しているので解体ではない。しているので解体ではない。しているので解体ではない。しているので解体ではない。リフォリフォリフォリフォームであると認ームであると認ームであると認ームであると認識識識識しししし

ていたというものでありました。間ていたというものでありました。間ていたというものでありました。間ていたというものでありました。間違違違違いないでしいないでしいないでしいないでしょょょょうか。うか。うか。うか。

●●さん、いかがですか、●●さん、いかがですか。●●さん、いかがですか、●●さん、いかがですか。●●さん、いかがですか、●●さん、いかがですか。●●さん、いかがですか、●●さん、いかがですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。



---- 22223333 ----

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次、５次、５次、５次、５番番番番、●●代表にお、●●代表にお、●●代表にお、●●代表にお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。御御御御社は、解体業を社は、解体業を社は、解体業を社は、解体業を主主主主たるたるたるたる仕仕仕仕事と宣事と宣事と宣事と宣伝伝伝伝

にににに努努努努めてこられた建設業者であります。めてこられた建設業者であります。めてこられた建設業者であります。めてこられた建設業者であります。旧村旧村旧村旧村本建設倉庫の解体をめ本建設倉庫の解体をめ本建設倉庫の解体をめ本建設倉庫の解体をめぐぐぐぐって、解体の届出書って、解体の届出書って、解体の届出書って、解体の届出書

のののの提提提提出を出を出を出を忘忘忘忘れたとのれたとのれたとのれたとの御御御御社の社の社の社の弁明弁明弁明弁明のののの真真真真偽偽偽偽を問うことをを問うことをを問うことをを問うことを一一一一端端端端、、、、据据据据え置え置え置え置くとしても、他の法にくとしても、他の法にくとしても、他の法にくとしても、他の法に基基基基

づづづづく手く手く手く手続続続続きはきはきはきは忘忘忘忘れたでは許されないと思いますが、次の事項についてお答れたでは許されないと思いますが、次の事項についてお答れたでは許されないと思いますが、次の事項についてお答れたでは許されないと思いますが、次の事項についてお答ええええください。参ください。参ください。参ください。参

考までに法考までに法考までに法考までに法令令令令等の条文の等の条文の等の条文の等の条文の抜粋抜粋抜粋抜粋をおをおをおをお示示示示しします。しします。しします。しします。

１１１１番番番番目、建設目、建設目、建設目、建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法第１０条第１項に法第１０条第１項に法第１０条第１項に法第１０条第１項に係係係係る届け出等のる届け出等のる届け出等のる届け出等の提提提提出を出を出を出を忘忘忘忘れたとされてきまれたとされてきまれたとされてきまれたとされてきま

した。ならした。ならした。ならした。ならばばばば、法第１２条第１項で、、法第１２条第１項で、、法第１２条第１項で、、法第１２条第１項で、受受受受注注注注者が発者が発者が発者が発注注注注者に第１０条第１項、第１者に第１０条第１項、第１者に第１０条第１項、第１者に第１０条第１項、第１号号号号から５から５から５から５号号号号

までにまでにまでにまでに掲掲掲掲げげげげる事項について書る事項について書る事項について書る事項について書面面面面をををを交交交交付して付して付して付して説明説明説明説明することがすることがすることがすることが義義義義務付けられています。書務付けられています。書務付けられています。書務付けられています。書面面面面をををを

交交交交付されましたか。付されましたか。付されましたか。付されましたか。説明説明説明説明をされましたか。をされましたか。をされましたか。をされましたか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 していないです。していないです。していないです。していないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 どちらもどちらもどちらもどちらも…………。書。書。書。書類類類類もももも交交交交付されていないし、付されていないし、付されていないし、付されていないし、説明説明説明説明もされていないということもされていないということもされていないということもされていないということ

ですですですですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、建設次に、建設次に、建設次に、建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法第１３条第１項で、法第１３条第１項で、法第１３条第１項で、法第１３条第１項で、請負契約請負契約請負契約請負契約の当事者は、建設業の当事者は、建設業の当事者は、建設業の当事者は、建設業

法第１法第１法第１法第１９９９９条第１項に定めるものの条第１項に定めるものの条第１項に定めるものの条第１項に定めるもののほほほほか、分別解体等の方法、解体か、分別解体等の方法、解体か、分別解体等の方法、解体か、分別解体等の方法、解体工工工工事に事に事に事に要要要要するするするする費費費費用用用用その他その他その他その他

のののの主主主主務務務務省令省令省令省令で定める事項を書で定める事項を書で定める事項を書で定める事項を書面面面面に記に記に記に記載載載載し、し、し、し、署署署署名名名名又又又又は記名は記名は記名は記名押印押印押印押印をしてをしてをしてをして相相相相互互互互にににに交交交交付しなけれ付しなけれ付しなけれ付しなければばばば

ならないとなっています。この件で、株式会社山崎産業と平ならないとなっています。この件で、株式会社山崎産業と平ならないとなっています。この件で、株式会社山崎産業と平ならないとなっています。この件で、株式会社山崎産業と平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の間業株式会社の間業株式会社の間業株式会社の間

で、所定の事項を書で、所定の事項を書で、所定の事項を書で、所定の事項を書面面面面に記に記に記に記載載載載しましたか。さらに、しましたか。さらに、しましたか。さらに、しましたか。さらに、署署署署名名名名又又又又は記名は記名は記名は記名押印押印押印押印をしてをしてをしてをして相相相相互互互互にににに交交交交付し付し付し付し

ましたか。ましたか。ましたか。ましたか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今のところ、記今のところ、記今のところ、記今のところ、記憶憶憶憶にございません。にございません。にございません。にございません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、法第１次に、法第１次に、法第１次に、法第１８８８８条第１項に条第１項に条第１項に条第１項に示示示示しているところによれしているところによれしているところによれしているところによればばばば、当、当、当、当該工該工該工該工事に事に事に事に係係係係る特る特る特る特

定建設資定建設資定建設資定建設資材廃棄材廃棄材廃棄材廃棄物物物物の再資の再資の再資の再資源化源化源化源化等が等が等が等が完完完完了了了了したとき、元したとき、元したとき、元したとき、元請請請請業者は発業者は発業者は発業者は発注注注注者に書者に書者に書者に書面面面面で報で報で報で報告告告告することすることすることすること

になっています。これについて、報になっています。これについて、報になっています。これについて、報になっています。これについて、報告告告告されましたか。また、それらの実されましたか。また、それらの実されましたか。また、それらの実されましたか。また、それらの実施状況施状況施状況施状況に関する記に関する記に関する記に関する記

録を録を録を録を作作作作成し、成し、成し、成し、保保保保存存存存されていますか。されていますか。されていますか。されていますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 記記記記憶憶憶憶にございません。にございません。にございません。にございません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、石石石石綿綿綿綿則第３条第１項の規定により４０年間の則第３条第１項の規定により４０年間の則第３条第１項の規定により４０年間の則第３条第１項の規定により４０年間の保保保保存存存存を求められているを求められているを求められているを求められている

事前調査の事前調査の事前調査の事前調査の結果結果結果結果を記録してを記録してを記録してを記録して残残残残していますか。していますか。していますか。していますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 調査は調査は調査は調査は…………ないです。ないです。ないです。ないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、建築次に、建築次に、建築次に、建築基準基準基準基準法第１５条第１項に法第１５条第１項に法第１５条第１項に法第１５条第１項に基づ基づ基づ基づく建築く建築く建築く建築物物物物のののの除去除去除去除去届を届を届を届を提提提提出していま出していま出していま出していま

すか。すか。すか。すか。
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○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 していないと思います。していないと思います。していないと思います。していないと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、作作作作業者業者業者業者へへへへのののの注注注注意意意意喚喚喚喚起起起起とととと近隣へ近隣へ近隣へ近隣へのののの告告告告知知知知のため、建設のため、建設のため、建設のため、建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法第３法第３法第３法第３

３条の３条の３条の３条の示示示示すところによる営業所すところによる営業所すところによる営業所すところによる営業所及及及及び工び工び工び工事現場ごとに事現場ごとに事現場ごとに事現場ごとに公公公公衆衆衆衆のののの見見見見やすい所に、やすい所に、やすい所に、やすい所に、商商商商号・号・号・号・名名名名称称称称、、、、又又又又

はははは氏氏氏氏名、名、名、名、登登登登録録録録番番番番号号号号等を記等を記等を記等を記載載載載したしたしたした標標標標識識識識をををを掲掲掲掲げげげげましたか。また、ましたか。また、ましたか。また、ましたか。また、写真写真写真写真等、その証等、その証等、その証等、その証拠拠拠拠はありますはありますはありますはあります

か。か。か。か。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 なかったと思います。なかったと思います。なかったと思います。なかったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、見積見積見積見積書に書に書に書に石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトト等の等の等の等の処処処処理理理理費費費費やややや石石石石綿ば綿ば綿ば綿ばくくくく露露露露防防防防止止止止のためののためののためののための仮仮仮仮設シ設シ設シ設シ

ーーーートトトト等の等の等の等の費費費費用用用用のののの積積積積算算算算がありませんが、がありませんが、がありませんが、がありませんが、何何何何故故故故ですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 必要必要必要必要無いと思ったから。無いと思ったから。無いと思ったから。無いと思ったから。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトトを手を手を手を手ばばばばらし解体したと報らし解体したと報らし解体したと報らし解体したと報告告告告されています。されています。されています。されています。作作作作業員は業員は業員は業員は防防防防

じんじんじんじんマスクマスクマスクマスクやややや防防防防護護護護衣衣衣衣等を着等を着等を着等を着用用用用していたのでししていたのでししていたのでししていたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 やっていたと思います。やっていたと思います。やっていたと思います。やっていたと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、アアアアススススベベベベストストストストの解体にの解体にの解体にの解体に従従従従事する事する事する事する作作作作業員に業員に業員に業員に少少少少なくとも月１回のなくとも月１回のなくとも月１回のなくとも月１回の健康診断健康診断健康診断健康診断

がががが義義義義務付けられています。実行されていますか。４０年間務付けられています。実行されていますか。４０年間務付けられています。実行されていますか。４０年間務付けられています。実行されていますか。４０年間保保保保管管管管がががが義義義義務付けられているその務付けられているその務付けられているその務付けられているその

記録は記録は記録は記録は保保保保存存存存されていますか。されていますか。されていますか。されていますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 今回の解体今回の解体今回の解体今回の解体工工工工事で事で事で事で管管管管理理理理責任責任責任責任者の者の者の者の選任選任選任選任を行いました。それはを行いました。それはを行いました。それはを行いました。それは誰誰誰誰ですか。書ですか。書ですか。書ですか。書

面面面面でででで残残残残っていますか。っていますか。っていますか。っていますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 記記記記憶憶憶憶にございません。にございません。にございません。にございません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 え…え…え…え…、今回の解体、今回の解体、今回の解体、今回の解体工工工工事で事で事で事で管管管管理理理理責任責任責任責任者の者の者の者の選任選任選任選任を行いましたが、それはを行いましたが、それはを行いましたが、それはを行いましたが、それは誰誰誰誰ですですですです

かというのも、記かというのも、記かというのも、記かというのも、記憶憶憶憶にないですか。にないですか。にないですか。にないですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ないですないですないですないですねねねね。。。。

○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。

次に、●●さん。あなたの会社は、建設次に、●●さん。あなたの会社は、建設次に、●●さん。あなたの会社は、建設次に、●●さん。あなたの会社は、建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法第１０条、第１３条第１項に法第１０条、第１３条第１項に法第１０条、第１３条第１項に法第１０条、第１３条第１項に基づ基づ基づ基づ

く書く書く書く書面面面面や法第１や法第１や法第１や法第１８８８８条に条に条に条に基づ基づ基づ基づく報く報く報く報告告告告の書の書の書の書面面面面化化化化や記録のや記録のや記録のや記録の作作作作成成成成・保・保・保・保管管管管がなされていないようですがなされていないようですがなされていないようですがなされていないようです

が、このようなが、このようなが、このようなが、このような状状状状態態態態のままで、これまで解体業をのままで、これまで解体業をのままで、これまで解体業をのままで、これまで解体業を続続続続けてこられたのですか。そのような規けてこられたのですか。そのような規けてこられたのですか。そのような規けてこられたのですか。そのような規

定があることを定があることを定があることを定があることを知知知知らなかったとか通らなかったとか通らなかったとか通らなかったとか通常常常常、、、、民民民民間間間間レレレレベベベベルルルルでは行では行では行では行わわわわない等ない等ない等ない等 々々々々のののの供述供述供述供述は、国やは、国やは、国やは、国や県県県県かかかか

ら許認可をら許認可をら許認可をら許認可を受受受受けている業者としていかがなものでしけている業者としていかがなものでしけている業者としていかがなものでしけている業者としていかがなものでしょょょょうか。どうお考うか。どうお考うか。どうお考うか。どうお考ええええでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 施工施工施工施工方法はそのた方法はそのた方法はそのた方法はそのたびびびび異異異異なる場合があります。なる場合があります。なる場合があります。なる場合があります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。次に、●●さんにおはい。次に、●●さんにおはい。次に、●●さんにおはい。次に、●●さんにお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。



---- 22225555 ----

あなたは、平成２３年７月２０日の第２回事あなたは、平成２３年７月２０日の第２回事あなたは、平成２３年７月２０日の第２回事あなたは、平成２３年７月２０日の第２回事情情情情聴取の際、聴取の際、聴取の際、聴取の際、工工工工事中、事中、事中、事中、仮仮仮仮設、シー設、シー設、シー設、シートトトト囲囲囲囲いですいですいですいです

ねねねね、な、な、な、なぜぜぜぜ行行行行わわわわなかったのかというなかったのかというなかったのかというなかったのかという県県県県の質問にの質問にの質問にの質問に対対対対して、あなたは他の解体現場では行っていして、あなたは他の解体現場では行っていして、あなたは他の解体現場では行っていして、あなたは他の解体現場では行ってい

るが、今回は道るが、今回は道るが、今回は道るが、今回は道路路路路との間にとの間にとの間にとの間に私私私私有有有有地地地地がががが少少少少しあったため、行しあったため、行しあったため、行しあったため、行わわわわなかったとなかったとなかったとなかったと述述述述べべべべていました。現ていました。現ていました。現ていました。現

地地地地のののの地図地図地図地図をおをおをおをお示示示示ししますが、ししますが、ししますが、ししますが、私私私私有有有有地地地地はどこにあったのですか。はどこにあったのですか。はどこにあったのですか。はどこにあったのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 あの、あの、あの、あの、私私私私有有有有地…地…地…地…ま、ま、ま、ま、広広広広いいいい私私私私有有有有地地地地がありますけれど、あのー、がありますけれど、あのー、がありますけれど、あのー、がありますけれど、あのー、私私私私有有有有地地地地があったがあったがあったがあった

からという、今の言からという、今の言からという、今の言からという、今の言葉葉葉葉、ち、ち、ち、ちょょょょっとっとっとっと僕僕僕僕ももももわわわわからないですけれど、そう言った記からないですけれど、そう言った記からないですけれど、そう言った記からないですけれど、そう言った記憶憶憶憶がないのでがないのでがないのでがないので

すけれど。なすけれど。なすけれど。なすけれど。なぜ…ぜ…ぜ…ぜ…、いや、、いや、、いや、、いや、僕僕僕僕はそれは言った記はそれは言った記はそれは言った記はそれは言った記憶憶憶憶がないですがないですがないですがないですねねねね。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そうしたら、なそうしたら、なそうしたら、なそうしたら、なぜぜぜぜ仮仮仮仮設、シー設、シー設、シー設、シートトトト囲囲囲囲いを行いを行いを行いを行わわわわなかったのかということについなかったのかということについなかったのかということについなかったのかということについ

てはどうお考てはどうお考てはどうお考てはどうお考ええええでしすか。でしすか。でしすか。でしすか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 成成成成型板型板型板型板のままでのままでのままでのままでビビビビススススでみんな取りでみんな取りでみんな取りでみんな取り外外外外して、して、して、して、割割割割らずに、らずに、らずに、らずに、レレレレベベベベルルルル３の３の３の３の石石石石綿綿綿綿含有建含有建含有建含有建

材材材材をををを扱扱扱扱ううううママママニュニュニュニュアアアアルルルルにも書いてある通りに、それににも書いてある通りに、それににも書いてある通りに、それににも書いてある通りに、それに基づ基づ基づ基づいて成いて成いて成いて成型板型板型板型板のままのままのままのまま外外外外すので。なおすので。なおすので。なおすので。なお

かつ、かつ、かつ、かつ、９９９９時時時時以以以以降降降降でないとでないとでないとでないと歩歩歩歩道に道に道に道に面面面面するところはするなというするところはするなというするところはするなというするところはするなという指示指示指示指示を出しましたけれども。を出しましたけれども。を出しましたけれども。を出しましたけれども。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●さんにお●●さんにお●●さんにお●●さんにお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

あなたは、平成２４年７月１３日のあなたは、平成２４年７月１３日のあなたは、平成２４年７月１３日のあなたは、平成２４年７月１３日の県県県県の事の事の事の事情情情情聴取の際、建設聴取の際、建設聴取の際、建設聴取の際、建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル、、、、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下り下り下り下げげげげ

等の書等の書等の書等の書類類類類手手手手続続続続き等もき等もき等もき等も一一一一括括括括してしてしてして引引引引きききき受受受受けたとけたとけたとけたと述述述述べべべべています。ています。ています。ています。歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げげげげの書の書の書の書類類類類手手手手続続続続きは、きは、きは、きは、

森田昌司建築空間設計事務所が森田昌司建築空間設計事務所が森田昌司建築空間設計事務所が森田昌司建築空間設計事務所が担担担担当されたのではないでし当されたのではないでし当されたのではないでし当されたのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そこら、そこら、そこら、そこら、わわわわかりません。かりません。かりません。かりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 わわわわからないからないからないからない…………

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、倉庫の解体次に、倉庫の解体次に、倉庫の解体次に、倉庫の解体工工工工事でも、また、事でも、また、事でも、また、事でも、また、歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げ工げ工げ工げ工事でも株式会社山崎産事でも株式会社山崎産事でも株式会社山崎産事でも株式会社山崎産

業として通業として通業として通業として通学学学学するするするする児児児児童童童童・生・生・生・生徒徒徒徒のののの安全安全安全安全をめをめをめをめぐぐぐぐってってってって広陵広陵広陵広陵東東東東小小小小学校学校学校学校・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とととと打打打打ち合ち合ち合ち合わわわわせをしませをしませをしませをしま

したか。どちらか。したか。どちらか。したか。どちらか。したか。どちらか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 弊弊弊弊社はしていないです。社はしていないです。社はしていないです。社はしていないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 してしてしてして…………

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 していないです。していないです。していないです。していないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 過過過過日の当委員会で、平日の当委員会で、平日の当委員会で、平日の当委員会で、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の●●業株式会社の●●業株式会社の●●業株式会社の●●氏氏氏氏は、発は、発は、発は、発注注注注に関に関に関に関わわわわっっっっ

て次のようにて次のようにて次のようにて次のように述述述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。

１１１１番番番番、まず、解体、まず、解体、まず、解体、まず、解体工工工工事の発事の発事の発事の発注注注注をした。をした。をした。をした。

２２２２番番番番、、、、歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げ工げ工げ工げ工事は別事は別事は別事は別途途途途、設計事務所に設計と書、設計事務所に設計と書、設計事務所に設計と書、設計事務所に設計と書類類類類手手手手続続続続きをお願いし、きをお願いし、きをお願いし、きをお願いし、見積見積見積見積りもりもりもりも

そこからとった。そこからとった。そこからとった。そこからとった。



---- 22226666 ----

３３３３番番番番、 解体がすす、 解体がすす、 解体がすす、 解体がすすむむむむ中で、株式会社山崎産業から中で、株式会社山崎産業から中で、株式会社山崎産業から中で、株式会社山崎産業から歩歩歩歩道も道も道も道も一一一一括括括括でやった方がでやった方がでやった方がでやった方が全全全全体の体の体の体の工工工工事事事事

金金金金額額額額がががが安安安安くなるとのくなるとのくなるとのくなるとの提提提提起起起起があり、があり、があり、があり、途途途途中から中から中から中から歩歩歩歩道道道道工工工工事も事も事も事も追追追追加加加加した。した。した。した。

ななななぜぜぜぜ、、、、一一一一括括括括するとするとするとすると安安安安くなるのでしくなるのでしくなるのでしくなるのでしょょょょうか。また、うか。また、うか。また、うか。また、歩歩歩歩道道道道工工工工事を事を事を事を追追追追加受加受加受加受注注注注したのはいつでししたのはいつでししたのはいつでししたのはいつでし

ょょょょうか。２うか。２うか。２うか。２点点点点お願いします。どちらか。お願いします。どちらか。お願いします。どちらか。お願いします。どちらか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 解体解体解体解体工工工工事が決まって、それからし事が決まって、それからし事が決まって、それからし事が決まって、それからしばばばばらくしてから、らくしてから、らくしてから、らくしてから、歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げ工げ工げ工げ工事も、土事も、土事も、土事も、土

木木木木作作作作業もされるのであれ業もされるのであれ業もされるのであれ業もされるのであればばばばできますかということで資料をいただき、それをできますかということで資料をいただき、それをできますかということで資料をいただき、それをできますかということで資料をいただき、それを請請請請けました。けました。けました。けました。

ななななぜ安ぜ安ぜ安ぜ安くなるかということは、くなるかということは、くなるかということは、くなるかということは、重重重重機の機の機の機の搬搬搬搬入入入入搬搬搬搬出など出など出など出など経費経費経費経費分がち分がち分がち分がちょょょょっとっとっとっと安安安安くなるくなるくなるくなる程度程度程度程度で、で、で、で、安安安安

くなるのではないかというくなるのではないかというくなるのではないかというくなるのではないかという判断判断判断判断で言いました。で言いました。で言いました。で言いました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そのそのそのその歩歩歩歩道道道道追追追追加加加加発発発発注注注注をををを受受受受注注注注したのは、いつしたのは、いつしたのは、いつしたのは、いつ頃頃頃頃でしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 それはそれはそれはそれは…………ちちちちょょょょっと、記っと、記っと、記っと、記憶憶憶憶にないですにないですにないですにないですねねねね。。。。

○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、最最最最後に、この後に、この後に、この後に、この売買売買売買売買に関して、に関して、に関して、に関して、県県県県やややや町町町町の行の行の行の行政政政政側側側側やそのやそのやそのやそのＯＢＯＢＯＢＯＢ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

政政政政治治治治家家家家やその他、やその他、やその他、やその他、誰誰誰誰かに、かに、かに、かに、何何何何らかのらかのらかのらかの働働働働きかけをしたことはありませんか。きかけをしたことはありませんか。きかけをしたことはありませんか。きかけをしたことはありませんか。両両両両名にお名にお名にお名にお聞聞聞聞きしきしきしきし

ます。ます。ます。ます。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 一切一切一切一切ございません。ございません。ございません。ございません。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ないです。ないです。ないです。ないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 以上以上以上以上でででで私私私私からの質問はからの質問はからの質問はからの質問は終わ終わ終わ終わりますが、次に、りますが、次に、りますが、次に、りますが、次に、各各各各委員から補委員から補委員から補委員から補足足足足質問がありま質問がありま質問がありま質問がありま

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

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 私私私私の方からの方からの方からの方から数数数数点点点点質問したいと思います。質問したいと思います。質問したいと思います。質問したいと思います。

宣誓にありましたように、おっし宣誓にありましたように、おっし宣誓にありましたように、おっし宣誓にありましたように、おっしゃゃゃゃったことが正しいのか間ったことが正しいのか間ったことが正しいのか間ったことが正しいのか間違違違違っているのか、うそか本っているのか、うそか本っているのか、うそか本っているのか、うそか本

当かは、この委員会にとっては大当かは、この委員会にとっては大当かは、この委員会にとっては大当かは、この委員会にとっては大変重要変重要変重要変重要なことになります。なことになります。なことになります。なことになります。慎慎慎慎重重重重かつ正かつ正かつ正かつ正直直直直にお答にお答にお答にお答ええええ願いた願いた願いた願いた

いと思うのですけれども、いと思うのですけれども、いと思うのですけれども、いと思うのですけれども、先ほ先ほ先ほ先ほど委員長の質問の中で、この●●さんの証言が、ど委員長の質問の中で、この●●さんの証言が、ど委員長の質問の中で、この●●さんの証言が、ど委員長の質問の中で、この●●さんの証言が、県県県県の事の事の事の事情情情情

聴取における証言が、１回目の証言で、聴取における証言が、１回目の証言で、聴取における証言が、１回目の証言で、聴取における証言が、１回目の証言で、要要要要するにするにするにするに修繕修繕修繕修繕だと思った、そしてだと思った、そしてだと思った、そしてだと思った、そして県県県県のののの説明説明説明説明をををを受受受受けけけけ

ながら、やはりながら、やはりながら、やはりながら、やはり修繕修繕修繕修繕というのはとらというのはとらというのはとらというのはとらえ違え違え違え違いだったといだったといだったといだったと感感感感じたということで１回目の証言をさじたということで１回目の証言をさじたということで１回目の証言をさじたということで１回目の証言をさ

れています。２回目のれています。２回目のれています。２回目のれています。２回目の冒冒冒冒頭頭頭頭に、前回に、前回に、前回に、前回修繕修繕修繕修繕だと思ったと言ったけれども、実際には届出書がだと思ったと言ったけれども、実際には届出書がだと思ったと言ったけれども、実際には届出書がだと思ったと言ったけれども、実際には届出書が

書いてあったのだと、出すのを書いてあったのだと、出すのを書いてあったのだと、出すのを書いてあったのだと、出すのを忘忘忘忘れておったのだと、こう証言をれておったのだと、こう証言をれておったのだと、こう証言をれておったのだと、こう証言を変え変え変え変えられているられているられているられているわわわわけです、けです、けです、けです、

陳述陳述陳述陳述をををを変え変え変え変えられているられているられているられているわわわわけです。それをめけです。それをめけです。それをめけです。それをめぐぐぐぐってってってって先ほ先ほ先ほ先ほど委員長の質問はありました。ど委員長の質問はありました。ど委員長の質問はありました。ど委員長の質問はありました。

●●さんからも●●さんからも●●さんからも●●さんからも明明明明確にあった確にあった確にあった確にあったわわわわけでありますけれども、けでありますけれども、けでありますけれども、けでありますけれども、要要要要するに、この届出書は行するに、この届出書は行するに、この届出書は行するに、この届出書は行政政政政のののの

指指指指導導導導をををを受受受受けてから書いたのだと。しかも、●●さんのきけてから書いたのだと。しかも、●●さんのきけてから書いたのだと。しかも、●●さんのきけてから書いたのだと。しかも、●●さんのきょょょょうの証言では、それは●●さんうの証言では、それは●●さんうの証言では、それは●●さんうの証言では、それは●●さん

がお書きになったがお書きになったがお書きになったがお書きになったわわわわけでもなく、●●さんがお書きになったけでもなく、●●さんがお書きになったけでもなく、●●さんがお書きになったけでもなく、●●さんがお書きになったわわわわけでもない、事務員かけでもない、事務員かけでもない、事務員かけでもない、事務員かほほほほかかかか

のだれかが書いたんだろうというのだれかが書いたんだろうというのだれかが書いたんだろうというのだれかが書いたんだろうという話話話話ですけども、それでいいのですか。●●さんにおですけども、それでいいのですか。●●さんにおですけども、それでいいのですか。●●さんにおですけども、それでいいのですか。●●さんにお聞聞聞聞きききき
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します。します。します。します。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、それでいいのですけれども、社長がはい、それでいいのですけれども、社長がはい、それでいいのですけれども、社長がはい、それでいいのですけれども、社長が先ほ先ほ先ほ先ほど言っていた、そのど言っていた、そのど言っていた、そのど言っていた、その…………出そう出そう出そう出そう

か出さないか、手元にはか出さないか、手元にはか出さないか、手元にはか出さないか、手元には捺印捺印捺印捺印していないものがあって、この今回のことが出てからしていないものがあって、この今回のことが出てからしていないものがあって、この今回のことが出てからしていないものがあって、この今回のことが出てから捺印捺印捺印捺印をををを

了了了了解もらって、おくれながらでも、もう出したというのが事実なのですけれども、解もらって、おくれながらでも、もう出したというのが事実なのですけれども、解もらって、おくれながらでも、もう出したというのが事実なのですけれども、解もらって、おくれながらでも、もう出したというのが事実なのですけれども、先ほ先ほ先ほ先ほどどどど

もももも修繕修繕修繕修繕っていう言っていう言っていう言っていう言葉葉葉葉もあるのですけど、もあるのですけど、もあるのですけど、もあるのですけど、修繕修繕修繕修繕という言という言という言という言葉葉葉葉はははは使使使使っていないので、っていないので、っていないので、っていないので、修繕修繕修繕修繕というというというという

たらもうたらもうたらもうたらもう修修修修理の理の理の理の一環一環一環一環になるかなと思うんで、になるかなと思うんで、になるかなと思うんで、になるかなと思うんで、改修改修改修改修というというというという説明説明説明説明をををを僕僕僕僕は高田土木事務所でしては高田土木事務所でしては高田土木事務所でしては高田土木事務所でして

いたと思うのですけれども、いたと思うのですけれども、いたと思うのですけれども、いたと思うのですけれども、済済済済みません。みません。みません。みません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そのそのそのその辺辺辺辺の、正確なの、正確なの、正確なの、正確な修修修修理か理か理か理か改修改修改修改修かかかか修繕修繕修繕修繕かというのは、とらまかというのは、とらまかというのは、とらまかというのは、とらまええええ方として大方として大方として大方として大

してしてしてして違わ違わ違わ違わないと思うのです。問題は、今、●●さんが証言いただいたことも、ないと思うのです。問題は、今、●●さんが証言いただいたことも、ないと思うのです。問題は、今、●●さんが証言いただいたことも、ないと思うのです。問題は、今、●●さんが証言いただいたことも、先ほ先ほ先ほ先ほど社長ど社長ど社長ど社長

ががががぽぽぽぽつっと言つっと言つっと言つっと言わわわわれたこととちれたこととちれたこととちれたこととちょょょょいといといといと矛盾矛盾矛盾矛盾するのですするのですするのですするのですねねねね。。。。要要要要するに、だれがお書きになったするに、だれがお書きになったするに、だれがお書きになったするに、だれがお書きになった

のですかいうたら、のですかいうたら、のですかいうたら、のですかいうたら、私私私私は書いていない、で、●●も書いていないと、事務員かだれかが書は書いていない、で、●●も書いていないと、事務員かだれかが書は書いていない、で、●●も書いていないと、事務員かだれかが書は書いていない、で、●●も書いていないと、事務員かだれかが書

いたのだろうと、この届出書ですよ。にもかかいたのだろうと、この届出書ですよ。にもかかいたのだろうと、この届出書ですよ。にもかかいたのだろうと、この届出書ですよ。にもかかわわわわらず、あなたは届出書はもう書かれておらず、あなたは届出書はもう書かれておらず、あなたは届出書はもう書かれておらず、あなたは届出書はもう書かれてお

ったのだと、ったのだと、ったのだと、ったのだと、捺印捺印捺印捺印のところだけなかって、で、のところだけなかって、で、のところだけなかって、で、のところだけなかって、で、捺印捺印捺印捺印のことを、のことを、のことを、のことを、要要要要するに平するに平するに平するに平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業業業業

株式会社の関株式会社の関株式会社の関株式会社の関係係係係者に確認して者に確認して者に確認して者に確認して捺印捺印捺印捺印してもらったと、こうおっししてもらったと、こうおっししてもらったと、こうおっししてもらったと、こうおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたねねねね。。。。先先先先日の平日の平日の平日の平野野野野

クレクレクレクレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の●●さんの証言によれ業株式会社の●●さんの証言によれ業株式会社の●●さんの証言によれ業株式会社の●●さんの証言によればばばば、その届出書なるものは、その届出書なるものは、その届出書なるものは、その届出書なるものは見見見見たこともないたこともないたこともないたこともない

とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃったのです。これ、どちらがうそをついておられるのか、ったのです。これ、どちらがうそをついておられるのか、ったのです。これ、どちらがうそをついておられるのか、ったのです。これ、どちらがうそをついておられるのか、重要重要重要重要な問題なのではな問題なのではな問題なのではな問題なのでは

っきりさせたいっきりさせたいっきりさせたいっきりさせたいわわわわけですけれども、しかも、この届出書の中の３けですけれども、しかも、この届出書の中の３けですけれども、しかも、この届出書の中の３けですけれども、しかも、この届出書の中の３番番番番ですですですですねねねね、、、、対対対対象象象象建設建設建設建設工工工工事事事事

の元の元の元の元請請請請業者から法第１３条第１項の規定による業者から法第１３条第１項の規定による業者から法第１３条第１項の規定による業者から法第１３条第１項の規定による説明説明説明説明をををを受受受受けた年月日を記する、そのけた年月日を記する、そのけた年月日を記する、そのけた年月日を記する、その欄欄欄欄に、に、に、に、

この届出書の日にちと同じく平成２３年５月１６日って書いてあるこの届出書の日にちと同じく平成２３年５月１６日って書いてあるこの届出書の日にちと同じく平成２３年５月１６日って書いてあるこの届出書の日にちと同じく平成２３年５月１６日って書いてあるわわわわけですよ。１６日にけですよ。１６日にけですよ。１６日にけですよ。１６日に

株式会社山崎産業から平株式会社山崎産業から平株式会社山崎産業から平株式会社山崎産業から平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の業株式会社の業株式会社の業株式会社の側側側側にににに説明説明説明説明がありましたかとがありましたかとがありましたかとがありましたかと聞聞聞聞いたら、いたら、いたら、いたら、

覚え覚え覚え覚えもないともないともないともないと否否否否定された。なら定された。なら定された。なら定された。ならばばばばですよ、あなた方はですよ、あなた方はですよ、あなた方はですよ、あなた方は見見見見せた、せた、せた、せた、説明説明説明説明した、した、した、した、印鑑印鑑印鑑印鑑をもらったをもらったをもらったをもらった

と。実際には法人ですから、法人のと。実際には法人ですから、法人のと。実際には法人ですから、法人のと。実際には法人ですから、法人の印印印印がががが必要必要必要必要なのですけども、この届出書には法人のなのですけども、この届出書には法人のなのですけども、この届出書には法人のなのですけども、この届出書には法人の印印印印はははは

ありません。こういうありません。こういうありません。こういうありません。こういう形形形形で、で、で、で、私私私私どもは会社で、いどもは会社で、いどもは会社で、いどもは会社で、いわゆわゆわゆわゆるるるる俗俗俗俗に言うに言うに言うに言う三三三三文文文文判判判判をををを使使使使って書って書って書って書類類類類を会を会を会を会

社の書社の書社の書社の書類類類類とすることはありませんとはっきり●●さんはおっしとすることはありませんとはっきり●●さんはおっしとすることはありませんとはっきり●●さんはおっしとすることはありませんとはっきり●●さんはおっしゃゃゃゃっておったのです。どちっておったのです。どちっておったのです。どちっておったのです。どち

らですか、これははっきりさせていただきたいと思います。らですか、これははっきりさせていただきたいと思います。らですか、これははっきりさせていただきたいと思います。らですか、これははっきりさせていただきたいと思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 副委員長、それ副委員長、それ副委員長、それ副委員長、それ承承承承諾諾諾諾もらって、うちはもらって、うちはもらって、うちはもらって、うちは押押押押してしてしてして持持持持っていかせたのです、っていかせたのです、っていかせたのです、っていかせたのです、三三三三文文文文判判判判

は。は。は。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 済済済済みません、発言のときは委員長の許可を得てから。みません、発言のときは委員長の許可を得てから。みません、発言のときは委員長の許可を得てから。みません、発言のときは委員長の許可を得てから。

●●さん、許可をもらったって、だれから、だれがだれからもらったのですか。●●さん、許可をもらったって、だれから、だれがだれからもらったのですか。●●さん、許可をもらったって、だれから、だれがだれからもらったのですか。●●さん、許可をもらったって、だれから、だれがだれからもらったのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●に●●に●●に●●に頼頼頼頼んでんでんでんで了了了了解もろうてから、解もろうてから、解もろうてから、解もろうてから、判判判判ここここ押押押押してしてしてして提提提提出しといてくれいうて出しといてくれいうて出しといてくれいうて出しといてくれいうて持持持持ってってってって
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いかせました。いかせました。いかせました。いかせました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そうしたら、この届出書そうしたら、この届出書そうしたら、この届出書そうしたら、この届出書……………………。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 用用用用紙紙紙紙はははは見見見見せてないです。せてないです。せてないです。せてないです。

（（（（「「「「はははは。。。。」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）

このこのこのこの用用用用紙紙紙紙はははは見見見見せてません。届けが出てないから届けを出すせてません。届けが出てないから届けを出すせてません。届けが出てないから届けを出すせてません。届けが出てないから届けを出す必要必要必要必要があるんで、があるんで、があるんで、があるんで、三三三三文文文文判判判判をををを了了了了解解解解

もろうてもろうてもろうてもろうて押押押押しといて出してくれいうて、しといて出してくれいうて、しといて出してくれいうて、しといて出してくれいうて、了了了了解もろうてますんで。解もろうてますんで。解もろうてますんで。解もろうてますんで。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それは社長が。それは社長が。それは社長が。それは社長が。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●に●●に●●に●●に指示指示指示指示しました。しました。しました。しました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さんに●●さんに●●さんに●●さんに指示指示指示指示した。●●さんはだれから。した。●●さんはだれから。した。●●さんはだれから。した。●●さんはだれから。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 社長の方から社長の方から社長の方から社長の方から担担担担当である平当である平当である平当である平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社さんの●●さんに、今回業株式会社さんの●●さんに、今回業株式会社さんの●●さんに、今回業株式会社さんの●●さんに、今回

届けを出てなかったということで、届けを出てなかったということで、届けを出てなかったということで、届けを出てなかったということで、自自自自分は分は分は分はリフォリフォリフォリフォームやと思うてたんで出してなかったんームやと思うてたんで出してなかったんームやと思うてたんで出してなかったんームやと思うてたんで出してなかったん

で、ちで、ちで、ちで、ちょょょょっとっとっとっと判判判判この方をこの方をこの方をこの方を押押押押させてもうてさせてもうてさせてもうてさせてもうて提提提提出はさせていただきますということで、出はさせていただきますということで、出はさせていただきますということで、出はさせていただきますということで、一応一応一応一応口口口口

頭頭頭頭ではではではでは説明説明説明説明をしました、をしました、をしました、をしました、用用用用紙紙紙紙はははは見見見見せてないんですけども。せてないんですけども。せてないんですけども。せてないんですけども。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それはいつのことですか。それはいつのことですか。それはいつのことですか。それはいつのことですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いつのことというといつのことというといつのことというといつのことというと明明明明確な日にちは確な日にちは確な日にちは確な日にちはわわわわからないんですけども、第１回、高田からないんですけども、第１回、高田からないんですけども、第１回、高田からないんですけども、第１回、高田

土木事務所土木事務所土木事務所土木事務所へへへへ呼呼呼呼びびびび出しがあった後には間出しがあった後には間出しがあった後には間出しがあった後には間違違違違いはありません。いはありません。いはありません。いはありません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 要要要要するに、解体がするに、解体がするに、解体がするに、解体が終わ終わ終わ終わり、無届けだという問題り、無届けだという問題り、無届けだという問題り、無届けだという問題提提提提起起起起があって、そして事があって、そして事があって、そして事があって、そして事

情情情情聴取にかか聴取にかか聴取にかか聴取にかかわわわわって高田土木事務所から株式会社山崎産業にって高田土木事務所から株式会社山崎産業にって高田土木事務所から株式会社山崎産業にって高田土木事務所から株式会社山崎産業に連絡連絡連絡連絡があった。そして１回目、があった。そして１回目、があった。そして１回目、があった。そして１回目、

●●さん、あなたが行かれた。あなたが行かれて、ああ、●●さん、あなたが行かれた。あなたが行かれて、ああ、●●さん、あなたが行かれた。あなたが行かれて、ああ、●●さん、あなたが行かれた。あなたが行かれて、ああ、改修改修改修改修だと思ってたんだけども、だと思ってたんだけども、だと思ってたんだけども、だと思ってたんだけども、

それはそれはそれはそれは結果結果結果結果としてとしてとしてとして自自自自分たちの分たちの分たちの分たちの勘勘勘勘違違違違いだと。こうして、１いだと。こうして、１いだと。こうして、１いだと。こうして、１カカカカ月後にあった２回目の月後にあった２回目の月後にあった２回目の月後にあった２回目の県県県県の事の事の事の事情情情情

聴取の際にこの届出書を聴取の際にこの届出書を聴取の際にこの届出書を聴取の際にこの届出書を持持持持っていかれた。すなっていかれた。すなっていかれた。すなっていかれた。すなわわわわち、ち、ち、ち、了了了了解を得たというのは、解を得たというのは、解を得たというのは、解を得たというのは、要要要要するにこするにこするにこするにこ

ういう届出書を出さなきういう届出書を出さなきういう届出書を出さなきういう届出書を出さなきゃゃゃゃならなくなりましたということで、１回目の事ならなくなりましたということで、１回目の事ならなくなりましたということで、１回目の事ならなくなりましたということで、１回目の事情情情情聴取と２回目聴取と２回目聴取と２回目聴取と２回目

の事の事の事の事情情情情聴取の間に●●さんに●●さんから聴取の間に●●さんに●●さんから聴取の間に●●さんに●●さんから聴取の間に●●さんに●●さんから連絡連絡連絡連絡したということしたということしたということしたということねねねね。その届出書なるものは。その届出書なるものは。その届出書なるものは。その届出書なるものは

どういうものかもどういうものかもどういうものかもどういうものかも見見見見せないで、届出書を出しますよというせないで、届出書を出しますよというせないで、届出書を出しますよというせないで、届出書を出しますよという形形形形でこの書でこの書でこの書でこの書類類類類をををを了了了了解得たとして解得たとして解得たとして解得たとして

土木事務所に土木事務所に土木事務所に土木事務所に持持持持っていったということですか。っていったということですか。っていったということですか。っていったということですか。

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

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 確認しておきます。確認しておきます。確認しておきます。確認しておきます。少少少少なくとも、●●社長がなくとも、●●社長がなくとも、●●社長がなくとも、●●社長が先ほ先ほ先ほ先ほどもおっしどもおっしどもおっしどもおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました

けれども、けれども、けれども、けれども、途途途途中で届け出が中で届け出が中で届け出が中で届け出が要要要要るのかな、どうかなというるのかな、どうかなというるのかな、どうかなというるのかな、どうかなという迷迷迷迷いはあったと。しかし、５月２いはあったと。しかし、５月２いはあったと。しかし、５月２いはあったと。しかし、５月２

３日に着３日に着３日に着３日に着工工工工して、着して、着して、着して、着工工工工したのは、その時したのは、その時したのは、その時したのは、その時点点点点ではではではでは改修改修改修改修、、、、修繕修繕修繕修繕というようなことで着というようなことで着というようなことで着というようなことで着工工工工していしていしていしてい

るのではございませんか。るのではございませんか。るのではございませんか。るのではございませんか。
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○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 着着着着工工工工は着は着は着は着工工工工しているのですけれども、どういったらいいのでししているのですけれども、どういったらいいのでししているのですけれども、どういったらいいのでししているのですけれども、どういったらいいのでしょょょょうかうかうかうかねねねね、ち、ち、ち、ち

ょょょょっとっとっとっと済済済済みません、もうみません、もうみません、もうみません、もう一度一度一度一度お願いできますか。お願いできますか。お願いできますか。お願いできますか。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 着着着着工工工工は着は着は着は着工工工工としてしているのですが、こういうとしてしているのですが、こういうとしてしているのですが、こういうとしてしているのですが、こういう形形形形で尋で尋で尋で尋ねねねねます。あなた方ます。あなた方ます。あなた方ます。あなた方

が５月２６日付で平が５月２６日付で平が５月２６日付で平が５月２６日付で平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社に業株式会社に業株式会社に業株式会社に対対対対してしてしてして見積見積見積見積書を出されています書を出されています書を出されています書を出されていますねねねね、解体、解体、解体、解体工工工工

事の事の事の事の見積見積見積見積書です。その書です。その書です。その書です。その見積見積見積見積書に書かれている書に書かれている書に書かれている書に書かれている工工工工事名は事名は事名は事名は旧村旧村旧村旧村本建設株式会社倉庫本建設株式会社倉庫本建設株式会社倉庫本建設株式会社倉庫改修改修改修改修工工工工事と事と事と事と

書いてあるのです、書いてあるのです、書いてあるのです、書いてあるのです、工工工工事名。これは事名。これは事名。これは事名。これは少少少少なくとも５月２６日に書かれた書なくとも５月２６日に書かれた書なくとも５月２６日に書かれた書なくとも５月２６日に書かれた書類類類類です、正式な書です、正式な書です、正式な書です、正式な書

類類類類ですよ。しかし、現実にですよ。しかし、現実にですよ。しかし、現実にですよ。しかし、現実に工程工程工程工程表に表に表に表に従従従従って５月２３日に着って５月２３日に着って５月２３日に着って５月２３日に着工工工工されているされているされているされているわわわわけです。いいでけです。いいでけです。いいでけです。いいで

すか、５月２６日付のすか、５月２６日付のすか、５月２６日付のすか、５月２６日付の見積見積見積見積書、社長によると、それが書、社長によると、それが書、社長によると、それが書、社長によると、それが最終最終最終最終のののの値交渉値交渉値交渉値交渉のののの結結結結論論論論、もっと言、もっと言、もっと言、もっと言えばえばえばえば

●●さん、正式に言●●さん、正式に言●●さん、正式に言●●さん、正式に言えばえばえばえば５月２６日が５月２６日が５月２６日が５月２６日が契約契約契約契約日なのです。お日なのです。お日なのです。お日なのです。お宅宅宅宅はですはですはですはですねねねね、●●さんにお、●●さんにお、●●さんにお、●●さんにお聞聞聞聞きききき

します、します、します、します、値交渉値交渉値交渉値交渉が決まらない間にが決まらない間にが決まらない間にが決まらない間に工工工工事事事事契約契約契約契約って成りって成りって成りって成り立立立立つのですか。つのですか。つのですか。つのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 うん、口うん、口うん、口うん、口約約約約束束束束でやる場合もあります。でやる場合もあります。でやる場合もあります。でやる場合もあります。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 だから、正式にですよ、口だから、正式にですよ、口だから、正式にですよ、口だから、正式にですよ、口約約約約束束束束にしろ、今回のようなにしろ、今回のようなにしろ、今回のようなにしろ、今回のような簡単簡単簡単簡単なななな見積見積見積見積書を書を書を書を交交交交

わわわわすにしろですすにしろですすにしろですすにしろですねねねね、それはどうでもいいのですけれども、、それはどうでもいいのですけれども、、それはどうでもいいのですけれども、、それはどうでもいいのですけれども、要要要要するに、こういうするに、こういうするに、こういうするに、こういうトトトトララララブブブブルルルルがががが

会社と会社との間で会社と会社との間で会社と会社との間で会社と会社との間で起起起起こった場合にもですよ、こった場合にもですよ、こった場合にもですよ、こった場合にもですよ、契約契約契約契約というものが文書でというものが文書でというものが文書でというものが文書で交わ交わ交わ交わされ、それをされ、それをされ、それをされ、それを

何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形で証するものがなけれで証するものがなけれで証するものがなけれで証するものがなければ主ば主ば主ば主張張張張できないのではないですか。できないのではないですか。できないのではないですか。できないのではないですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そうですか。はい、そうですか。はい、そうですか。はい、そうですか。はい、わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 今今今今わわわわかってもらってもかってもらってもかってもらってもかってもらっても困困困困るのですけれども。ですから、るのですけれども。ですから、るのですけれども。ですから、るのですけれども。ですから、要要要要するに着するに着するに着するに着工工工工しししし

た５月２３日の時た５月２３日の時た５月２３日の時た５月２３日の時点点点点で、はっきりとあなた方はで、はっきりとあなた方はで、はっきりとあなた方はで、はっきりとあなた方は改修改修改修改修工工工工事として着手されている、そういう事として着手されている、そういう事として着手されている、そういう事として着手されている、そういう

解体解体解体解体工工工工事ではなしに事ではなしに事ではなしに事ではなしに改修改修改修改修工工工工事として着手されているというのは事実ではございませんか、事として着手されているというのは事実ではございませんか、事として着手されているというのは事実ではございませんか、事として着手されているというのは事実ではございませんか、

●●さん。●●さん。●●さん。●●さん。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 日にちのことまで言日にちのことまで言日にちのことまで言日にちのことまで言わわわわれると、実際本当にもうれると、実際本当にもうれると、実際本当にもうれると、実際本当にもう全然全然全然全然記記記記憶憶憶憶がないので、資料にがないので、資料にがないので、資料にがないので、資料に

基づ基づ基づ基づいておっしいておっしいておっしいておっしゃゃゃゃってることは事実かなと思うのですけど、ってることは事実かなと思うのですけど、ってることは事実かなと思うのですけど、ってることは事実かなと思うのですけど、工程工程工程工程表に関してこういう日表に関してこういう日表に関してこういう日表に関してこういう日程程程程

引引引引っっっっ張張張張っていますけど、っていますけど、っていますけど、っていますけど、一応一応一応一応目目目目安安安安としてのとしてのとしてのとしての予予予予定定定定工程工程工程工程として、として、として、として、予予予予定とは書いてないのですけ定とは書いてないのですけ定とは書いてないのですけ定とは書いてないのですけ

れど、れど、れど、れど、民民民民間でも間でも間でも間でも多々多々多々多々あるように、あるように、あるように、あるように、一応一応一応一応この日この日この日この日数数数数でこれだけの間でかかるだろうというでこれだけの間でかかるだろうというでこれだけの間でかかるだろうというでこれだけの間でかかるだろうという相相相相手手手手

にににに対対対対する目する目する目する目安安安安としての参考としてちとしての参考としてちとしての参考としてちとしての参考としてちょょょょっと書いているのがっと書いているのがっと書いているのがっと書いているのが民民民民間では間では間では間では多々多々多々多々あるので、この資あるので、この資あるので、この資あるので、この資

料に料に料に料に基づ基づ基づ基づいてちいてちいてちいてちょょょょっとどうこう言っとどうこう言っとどうこう言っとどうこう言わわわわれると、れると、れると、れると、僕僕僕僕ももう２年もたっているので、日にちももう２年もたっているので、日にちももう２年もたっているので、日にちももう２年もたっているので、日にち的的的的にににに

はちはちはちはちょょょょっとっとっとっとわわわわからないので、からないので、からないので、からないので、済済済済みません。みません。みません。みません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そういうことを言そういうことを言そういうことを言そういうことを言わわわわれたられたられたられたら困困困困るのですよ。あなたの会社はでするのですよ。あなたの会社はでするのですよ。あなたの会社はでするのですよ。あなたの会社はですねねねね、社長、、社長、、社長、、社長、

株式会社なのですよ、株式会社なのですよ、株式会社なのですよ、株式会社なのですよ、ねねねね、、、、県県県県のののの知知知知事の認可を事の認可を事の認可を事の認可を受受受受けた建設業者なのですけた建設業者なのですけた建設業者なのですけた建設業者なのですねねねね、あるいは特別に、あるいは特別に、あるいは特別に、あるいは特別に

解体業の許可も、あっ、解体業の許可は建設業とったら解体業の許可も、あっ、解体業の許可は建設業とったら解体業の許可も、あっ、解体業の許可は建設業とったら解体業の許可も、あっ、解体業の許可は建設業とったら要要要要りませんりませんりませんりませんねねねね。いずれにしても、。いずれにしても、。いずれにしても、。いずれにしても、
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法に法に法に法に基づ基づ基づ基づくくくく仕仕仕仕事をなさるのです、事をなさるのです、事をなさるのです、事をなさるのです、公公公公共共共共事業もなさるのですよ。なのに、事業もなさるのですよ。なのに、事業もなさるのですよ。なのに、事業もなさるのですよ。なのに、自自自自分とこが出した分とこが出した分とこが出した分とこが出した

見積見積見積見積書の日にち、書の日にち、書の日にち、書の日にち、自自自自分とこが発行した、分とこが発行した、分とこが発行した、分とこが発行した、ねねねね、役所の、役所の、役所の、役所の要要要要求に求に求に求に応応応応じて出したじて出したじて出したじて出した工程工程工程工程表等表等表等表等 々々々々にににに基づ基づ基づ基づ

いて質問していることに答いて質問していることに答いて質問していることに答いて質問していることに答ええええられないというのはおかしいでしられないというのはおかしいでしられないというのはおかしいでしられないというのはおかしいでしょょょょうがな、うがな、うがな、うがな、覚え覚え覚え覚えていないっていないっていないっていないっ

て。日にちはいつどうのこうのって言っていない、そういうて。日にちはいつどうのこうのって言っていない、そういうて。日にちはいつどうのこうのって言っていない、そういうて。日にちはいつどうのこうのって言っていない、そういう工工工工期期期期のののの切切切切り方。り方。り方。り方。工程工程工程工程表では５表では５表では５表では５

月２３日が着月２３日が着月２３日が着月２３日が着工工工工日になっています日になっています日になっています日になっていますねねねね、その１、その１、その１、その１週週週週間前、５月１６日にこの届出書を出した、間前、５月１６日にこの届出書を出した、間前、５月１６日にこの届出書を出した、間前、５月１６日にこの届出書を出した、

出すつもりだったのだとこうおっし出すつもりだったのだとこうおっし出すつもりだったのだとこうおっし出すつもりだったのだとこうおっしゃゃゃゃっていたから、それはうそでしっていたから、それはうそでしっていたから、それはうそでしっていたから、それはうそでしょょょょと言うている。そと言うている。そと言うている。そと言うている。そ

の当時は出すつもりはなかったでしの当時は出すつもりはなかったでしの当時は出すつもりはなかったでしの当時は出すつもりはなかったでしょょょょう、出すつもりもないし、出していないしと。現にう、出すつもりもないし、出していないしと。現にう、出すつもりもないし、出していないしと。現にう、出すつもりもないし、出していないしと。現に

社長は４回目の社長は４回目の社長は４回目の社長は４回目の県県県県の事の事の事の事情情情情聴取で、社長みずからがですよ、いろいろな聴取で、社長みずからがですよ、いろいろな聴取で、社長みずからがですよ、いろいろな聴取で、社長みずからがですよ、いろいろな値交渉値交渉値交渉値交渉をしてきたけをしてきたけをしてきたけをしてきたけ

れども、５月２６日、れども、５月２６日、れども、５月２６日、れども、５月２６日、見積見積見積見積もりを出したその日がもりを出したその日がもりを出したその日がもりを出したその日が最終最終最終最終のののの値値値値決めのときだと、決めのときだと、決めのときだと、決めのときだと、契約契約契約契約の成の成の成の成立立立立とととと

考考考考ええええてくれていいですとてくれていいですとてくれていいですとてくれていいですと県県県県の事の事の事の事情情情情聴取にそう答聴取にそう答聴取にそう答聴取にそう答ええええてられている、それにてられている、それにてられている、それにてられている、それに基づ基づ基づ基づいて質問していて質問していて質問していて質問して

るのです。ですから、あなた方はるのです。ですから、あなた方はるのです。ですから、あなた方はるのです。ですから、あなた方は工工工工事名もそうです、この届出書は後でつくられた。届出事名もそうです、この届出書は後でつくられた。届出事名もそうです、この届出書は後でつくられた。届出事名もそうです、この届出書は後でつくられた。届出

書、こういう書、こういう書、こういう書、こういう気気気気持持持持ちがあったんだというあかしのために後でつくられた文書です。もっとちがあったんだというあかしのために後でつくられた文書です。もっとちがあったんだというあかしのために後でつくられた文書です。もっとちがあったんだというあかしのために後でつくられた文書です。もっと

言言言言えばえばえばえば、役所の、役所の、役所の、役所の指指指指導導導導のもとにつくられた文書ですのもとにつくられた文書ですのもとにつくられた文書ですのもとにつくられた文書ですねねねねと言うていると言うていると言うていると言うているわわわわけです。どうですか、けです。どうですか、けです。どうですか、けです。どうですか、

●●さん。●●さん。●●さん。●●さん。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 役所の役所の役所の役所の指指指指導導導導にににに基づ基づ基づ基づいてというよりかは、いてというよりかは、いてというよりかは、いてというよりかは、捺印捺印捺印捺印される前に社長のところにあっされる前に社長のところにあっされる前に社長のところにあっされる前に社長のところにあっ

たというのは、たというのは、たというのは、たというのは、僕僕僕僕はははは先ほ先ほ先ほ先ほどから言っているように、１回目の事どから言っているように、１回目の事どから言っているように、１回目の事どから言っているように、１回目の事情情情情聴取の後に社長に聴取の後に社長に聴取の後に社長に聴取の後に社長に連絡連絡連絡連絡しししし

たときに、ここにあってんけどもということをおたときに、ここにあってんけどもということをおたときに、ここにあってんけどもということをおたときに、ここにあってんけどもということをお聞聞聞聞きしましたので、だからそういう言きしましたので、だからそういう言きしましたので、だからそういう言きしましたので、だからそういう言葉葉葉葉

になりました。になりました。になりました。になりました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ですから、後ですから、後ですから、後ですから、後先先先先の問題はっきりさせますけれども、あなた方が発の問題はっきりさせますけれども、あなた方が発の問題はっきりさせますけれども、あなた方が発の問題はっきりさせますけれども、あなた方が発注注注注者で者で者で者で

ある平ある平ある平ある平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社に業株式会社に業株式会社に業株式会社に説明説明説明説明をなさったのはですをなさったのはですをなさったのはですをなさったのはですねねねね、あなた方、株式会社山崎産、あなた方、株式会社山崎産、あなた方、株式会社山崎産、あなた方、株式会社山崎産

業が高田土木事務所業が高田土木事務所業が高田土木事務所業が高田土木事務所及及及及び県び県び県び県の第１回目の事の第１回目の事の第１回目の事の第１回目の事情情情情聴取を聴取を聴取を聴取を終わ終わ終わ終わって、１って、１って、１って、１カカカカ月後の２回目の事月後の２回目の事月後の２回目の事月後の２回目の事情情情情聴聴聴聴

取までの間にこの届出書の取までの間にこの届出書の取までの間にこの届出書の取までの間にこの届出書の作作作作業をしたというのでし業をしたというのでし業をしたというのでし業をしたというのでしょょょょ。。。。要要要要するに、出すするに、出すするに、出すするに、出す用意用意用意用意はなかった、はなかった、はなかった、はなかった、

その証その証その証その証拠拠拠拠をををを一一一一つ言いますつ言いますつ言いますつ言いますねねねね。。。。

この届出書では、この届出書では、この届出書では、この届出書では、工工工工事名、今事名、今事名、今事名、今度度度度はこうなります、はこうなります、はこうなります、はこうなります、旧村旧村旧村旧村本建設株式会社本建設株式会社本建設株式会社本建設株式会社仮仮仮仮設倉庫解体設倉庫解体設倉庫解体設倉庫解体工工工工事事事事

になるんです。になるんです。になるんです。になるんです。仮仮仮仮設倉庫っていうのは、設倉庫っていうのは、設倉庫っていうのは、設倉庫っていうのは、ほほほほかにかにかにかにほほほほとんどとんどとんどとんど使使使使わわわわれておりません。おれておりません。おれておりません。おれておりません。お宅宅宅宅もももも旧村旧村旧村旧村

本建設倉庫本建設倉庫本建設倉庫本建設倉庫改修改修改修改修工工工工事と事と事と事と工程工程工程工程表にも出ていますし、表にも出ていますし、表にも出ていますし、表にも出ていますし、見積見積見積見積書にもそう出ています。なのに、こ書にもそう出ています。なのに、こ書にもそう出ています。なのに、こ書にもそう出ています。なのに、こ

の届出書になるとの届出書になるとの届出書になるとの届出書になると仮仮仮仮設倉庫になる、設倉庫になる、設倉庫になる、設倉庫になる、仮仮仮仮設倉庫に、これ設倉庫に、これ設倉庫に、これ設倉庫に、これ気づ気づ気づ気づいてました。いてました。いてました。いてました。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 委員長、今、確認させてもらいましたけれど、ここまで目は通していなかっ委員長、今、確認させてもらいましたけれど、ここまで目は通していなかっ委員長、今、確認させてもらいましたけれど、ここまで目は通していなかっ委員長、今、確認させてもらいましたけれど、ここまで目は通していなかっ

たです。今、言たです。今、言たです。今、言たです。今、言わわわわれたれたれたれた指指指指摘摘摘摘受受受受けてけてけてけてわわわわかりました。日付の方もそうやと思います。かりました。日付の方もそうやと思います。かりました。日付の方もそうやと思います。かりました。日付の方もそうやと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それで、それで、それで、それで、要要要要するにあなた方は届け出を出すつもりだったのだけれども、するにあなた方は届け出を出すつもりだったのだけれども、するにあなた方は届け出を出すつもりだったのだけれども、するにあなた方は届け出を出すつもりだったのだけれども、
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届け出を出し届け出を出し届け出を出し届け出を出し忘忘忘忘れたのだっていうのはうそで、れたのだっていうのはうそで、れたのだっていうのはうそで、れたのだっていうのはうそで、少少少少なくとも着なくとも着なくとも着なくとも着工工工工したその日も含めてしたその日も含めてしたその日も含めてしたその日も含めて改修改修改修改修工工工工

事として事として事として事として仕仕仕仕事を進めておったと、こういうことに●●さん、なるのではないでし事を進めておったと、こういうことに●●さん、なるのではないでし事を進めておったと、こういうことに●●さん、なるのではないでし事を進めておったと、こういうことに●●さん、なるのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ならないと思います。ならないと思います。ならないと思います。ならないと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 どうしてですか。どうしてですか。どうしてですか。どうしてですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 うそついていないからです。日付とこの確認させてもらったところ、はっきうそついていないからです。日付とこの確認させてもらったところ、はっきうそついていないからです。日付とこの確認させてもらったところ、はっきうそついていないからです。日付とこの確認させてもらったところ、はっき

りりりり覚え覚え覚え覚えていないので、５月１６日いうのも今、ていないので、５月１６日いうのも今、ていないので、５月１６日いうのも今、ていないので、５月１６日いうのも今、気づ気づ気づ気づいただけですので。いただけですので。いただけですので。いただけですので。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いや、だから５月１６日というのは５月２３日いや、だから５月１６日というのは５月２３日いや、だから５月１６日というのは５月２３日いや、だから５月１６日というのは５月２３日……………………。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 作作作作成成成成ミミミミススススだと思います、だと思います、だと思います、だと思います、僕僕僕僕にしたら。にしたら。にしたら。にしたら。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 どういうどういうどういうどういうミミミミススススですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 日付の。日付の。日付の。日付の。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 どれどれどれどれぐぐぐぐらいやったらいいのですか。らいやったらいいのですか。らいやったらいいのですか。らいやったらいいのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いや、その当時のこといや、その当時のこといや、その当時のこといや、その当時のこと覚え覚え覚え覚えていないので、こんな日付になっとるとは、今、ていないので、こんな日付になっとるとは、今、ていないので、こんな日付になっとるとは、今、ていないので、こんな日付になっとるとは、今、

気づ気づ気づ気づきました。きました。きました。きました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さん、これはこれなりに合理●●さん、これはこれなりに合理●●さん、これはこれなりに合理●●さん、これはこれなりに合理性性性性あるのですよ、２３日が着あるのですよ、２３日が着あるのですよ、２３日が着あるのですよ、２３日が着工工工工日でご日でご日でご日でご

ざいますから。届出書は着ざいますから。届出書は着ざいますから。届出書は着ざいますから。届出書は着工工工工日の１日の１日の１日の１週週週週間前に出しなさいとこうなっているのですから、２間前に出しなさいとこうなっているのですから、２間前に出しなさいとこうなっているのですから、２間前に出しなさいとこうなっているのですから、２

３日の１３日の１３日の１３日の１週週週週間前は１６日、合理間前は１６日、合理間前は１６日、合理間前は１６日、合理的的的的に合に合に合に合わわわわせてあるのですよ、ちせてあるのですよ、ちせてあるのですよ、ちせてあるのですよ、ちゃゃゃゃんと。２３日からんと。２３日からんと。２３日からんと。２３日から始始始始まるまるまるまる

工程工程工程工程表もです表もです表もです表もですねねねね、、、、一番最一番最一番最一番最後は●●さん、はっきりしていますな、６月３０日までに後は●●さん、はっきりしていますな、６月３０日までに後は●●さん、はっきりしていますな、６月３０日までに後は●●さん、はっきりしていますな、６月３０日までに仕仕仕仕事を事を事を事を

上げ上げ上げ上げたいと、これは平たいと、これは平たいと、これは平たいと、これは平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の願いですから。業株式会社の願いですから。業株式会社の願いですから。業株式会社の願いですから。王寺王寺王寺王寺にににに借借借借りているところりているところりているところりているところ

を６月３０日に出を６月３０日に出を６月３０日に出を６月３０日に出払払払払わわわわなけりなけりなけりなけりゃゃゃゃならんという事ならんという事ならんという事ならんという事情情情情をををを聞聞聞聞いて、後ろは６月３０日と決まっていて、後ろは６月３０日と決まっていて、後ろは６月３０日と決まっていて、後ろは６月３０日と決まって

いるのですよ、それで５月２３日からのいるのですよ、それで５月２３日からのいるのですよ、それで５月２３日からのいるのですよ、それで５月２３日からの工程工程工程工程表をお表をお表をお表をお組組組組みになった。みになった。みになった。みになった。ほぼ工程ほぼ工程ほぼ工程ほぼ工程表どおりに進表どおりに進表どおりに進表どおりに進

んだ、解体んだ、解体んだ、解体んだ、解体工工工工事は、あるいは道事は、あるいは道事は、あるいは道事は、あるいは道路路路路のののの切切切切り下り下り下り下げ工げ工げ工げ工事も事も事も事も工程工程工程工程表よりも表よりも表よりも表よりも早早早早くくくく仕仕仕仕上上上上がっていることがっていることがっていることがっていること

も、も、も、も、我々我々我々我々も確認しています。も確認しています。も確認しています。も確認しています。

しかし、着しかし、着しかし、着しかし、着工工工工ははははほぼほぼほぼほぼ間間間間違違違違いなしにそのようないなしにそのようないなしにそのようないなしにそのような形形形形で進んでいる。６月６日か７日にで進んでいる。６月６日か７日にで進んでいる。６月６日か７日にで進んでいる。６月６日か７日に広陵町広陵町広陵町広陵町

教教教教育育育育委員会に、通委員会に、通委員会に、通委員会に、通学学学学路路路路のののの横横横横で解体で解体で解体で解体工工工工事しているのにという通報が入りました。事しているのにという通報が入りました。事しているのにという通報が入りました。事しているのにという通報が入りました。広陵町広陵町広陵町広陵町教教教教育育育育

委員会、現場委員会、現場委員会、現場委員会、現場へへへへ行きました、もう行きました、もう行きました、もう行きました、もう既既既既に解体に解体に解体に解体工工工工事は事は事は事は終わ終わ終わ終わっていました。っていました。っていました。っていました。工程工程工程工程表表表表見見見見たら、大体たら、大体たら、大体たら、大体

やっやっやっやっぱ終わぱ終わぱ終わぱ終わっているのですっているのですっているのですっているのですねねねね、、、、工程工程工程工程表どおり表どおり表どおり表どおり工工工工事進んでいるのですよ事進んでいるのですよ事進んでいるのですよ事進んでいるのですよねねねね。。。。工程工程工程工程表どおりき表どおりき表どおりき表どおりき

っちり１のものはこのとおりに進っちり１のものはこのとおりに進っちり１のものはこのとおりに進っちり１のものはこのとおりに進むむむむか、２のものは進か、２のものは進か、２のものは進か、２のものは進むむむむかとかじかとかじかとかじかとかじゃゃゃゃなしに、２３日ごろになしに、２３日ごろになしに、２３日ごろになしに、２３日ごろに

開開開開始始始始してですよ、５月いっしてですよ、５月いっしてですよ、５月いっしてですよ、５月いっぱぱぱぱいで大体解体がいで大体解体がいで大体解体がいで大体解体が終わ終わ終わ終わっている。そういうっている。そういうっている。そういうっている。そういう工程工程工程工程どおりに進んでどおりに進んでどおりに進んでどおりに進んで

いるし、このいるし、このいるし、このいるし、この工程工程工程工程表は正しかろうと思うのですよ、その表は正しかろうと思うのですよ、その表は正しかろうと思うのですよ、その表は正しかろうと思うのですよ、その工程工程工程工程表に表に表に表に改修改修改修改修工工工工事って書いてある事って書いてある事って書いてある事って書いてある

のですからのですからのですからのですからねねねね。さらに。さらに。さらに。さらに見積見積見積見積書、５月２６日にお出しになった、書、５月２６日にお出しになった、書、５月２６日にお出しになった、書、５月２６日にお出しになった、多多多多分社長が事分社長が事分社長が事分社長が事情情情情聴取の中で聴取の中で聴取の中で聴取の中で
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述述述述べべべべられているように、られているように、られているように、られているように、値段値段値段値段をををを最終最終最終最終的的的的に確定した、５月２６日付で出したに確定した、５月２６日付で出したに確定した、５月２６日付で出したに確定した、５月２６日付で出した見積見積見積見積書にも書にも書にも書にも改修改修改修改修

工工工工事って書いてあるのです。ですから、２３日に着事って書いてあるのです。ですから、２３日に着事って書いてあるのです。ですから、２３日に着事って書いてあるのです。ですから、２３日に着工工工工したしたしたした工工工工事は事は事は事は改修改修改修改修工工工工事として着事として着事として着事として着工工工工したしたしたした

のでしのでしのでしのでしょょょょうがなと言っているのです。なのに、うがなと言っているのです。なのに、うがなと言っているのです。なのに、うがなと言っているのです。なのに、我々我々我々我々はうそついていないと●●社長、おっはうそついていないと●●社長、おっはうそついていないと●●社長、おっはうそついていないと●●社長、おっ

ししししゃゃゃゃるるるるわわわわけです、大うそじけです、大うそじけです、大うそじけです、大うそじゃゃゃゃないですか、もうそういうことおっしないですか、もうそういうことおっしないですか、もうそういうことおっしないですか、もうそういうことおっしゃゃゃゃったら大うそになるったら大うそになるったら大うそになるったら大うそになる

じじじじゃゃゃゃないですかな。ないですかな。ないですかな。ないですかな。何何何何をもってあなたはをもってあなたはをもってあなたはをもってあなたは私私私私のののの主主主主張張張張をををを覆覆覆覆しますか。しますか。しますか。しますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いや、いや、いや、いや、何何何何もございません。もございません。もございません。もございません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ですから、資料にですから、資料にですから、資料にですから、資料に基づ基づ基づ基づいておいておいておいてお聞聞聞聞きしているのでございまして、あと１きしているのでございまして、あと１きしているのでございまして、あと１きしているのでございまして、あと１点点点点、、、、

私私私私の方からおの方からおの方からおの方からお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

工程工程工程工程表にありますように、この表にありますように、この表にありますように、この表にありますように、この一連一連一連一連の解体の解体の解体の解体工工工工事とそして事とそして事とそして事とそして歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げ工げ工げ工げ工事はです事はです事はです事はですねねねね、ま、ま、ま、ま

ずずずず最初最初最初最初に解体に解体に解体に解体工工工工事があって、事があって、事があって、事があって、敷地内敷地内敷地内敷地内のののの整整整整備備備備が進が進が進が進むむむむ、その後にやはり、その後にやはり、その後にやはり、その後にやはり歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げ工げ工げ工げ工事だと、事だと、事だと、事だと、

こういうこういうこういうこういう工工工工事の事の事の事の段段段段取りについて、取りについて、取りについて、取りについて、私私私私はははは工程工程工程工程表どおりだと思っていますし、●●さんどうで表どおりだと思っていますし、●●さんどうで表どおりだと思っていますし、●●さんどうで表どおりだと思っていますし、●●さんどうで

すか、あなた現場すか、あなた現場すか、あなた現場すか、あなた現場預預預預かっている人間としてですかっている人間としてですかっている人間としてですかっている人間としてですねねねね、その、その、その、その順序順序順序順序に事が進に事が進に事が進に事が進むべむべむべむべきだし、実際にきだし、実際にきだし、実際にきだし、実際に

進んだということで認進んだということで認進んだということで認進んだということで認識識識識してよろしいか。してよろしいか。してよろしいか。してよろしいか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 まあ、それでいいと思います。まあ、それでいいと思います。まあ、それでいいと思います。まあ、それでいいと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ならならならならばねばねばねばね、、、、先ほ先ほ先ほ先ほど森田昌司建築空間設計代表にお出まし願いまして、おど森田昌司建築空間設計代表にお出まし願いまして、おど森田昌司建築空間設計代表にお出まし願いまして、おど森田昌司建築空間設計代表にお出まし願いまして、お

聞聞聞聞きしました。●●さんところは、きしました。●●さんところは、きしました。●●さんところは、きしました。●●さんところは、歩歩歩歩道道道道切切切切り下り下り下り下げげげげをめをめをめをめぐぐぐぐって、高田土木事務所と３月ごろって、高田土木事務所と３月ごろって、高田土木事務所と３月ごろって、高田土木事務所と３月ごろ

からからからから窓窓窓窓口と口と口と口と折衝折衝折衝折衝なさっています。そして、くしくも５月１６日、この届け出の日ですよ、なさっています。そして、くしくも５月１６日、この届け出の日ですよ、なさっています。そして、くしくも５月１６日、この届け出の日ですよ、なさっています。そして、くしくも５月１６日、この届け出の日ですよ、

にににに切切切切り下り下り下り下げ承げ承げ承げ承認申認申認申認申請請請請が認められてが認められてが認められてが認められて承承承承認されました、５月１６日に認されました、５月１６日に認されました、５月１６日に認されました、５月１６日に承承承承認されているのですよ。認されているのですよ。認されているのですよ。認されているのですよ。

工工工工事の事の事の事の段段段段取りからい取りからい取りからい取りからいえばえばえばえば、じ、じ、じ、じゃゃゃゃあ解体の届け出を出すとするならあ解体の届け出を出すとするならあ解体の届け出を出すとするならあ解体の届け出を出すとするならばばばば、もっと、もっと、もっと、もっと早早早早く、この道く、この道く、この道く、この道

路切路切路切路切り下り下り下り下げげげげの申の申の申の申請請請請よりもよりもよりもよりも早早早早くくくく段段段段取りされるのが当たり前じ取りされるのが当たり前じ取りされるのが当たり前じ取りされるのが当たり前じゃゃゃゃないですか。なのに、５月１ないですか。なのに、５月１ないですか。なのに、５月１ないですか。なのに、５月１

６日やそこらでですよ、まだ届けを出すか出さないかと、そんな６日やそこらでですよ、まだ届けを出すか出さないかと、そんな６日やそこらでですよ、まだ届けを出すか出さないかと、そんな６日やそこらでですよ、まだ届けを出すか出さないかと、そんな話話話話が通が通が通が通用用用用すると思いますすると思いますすると思いますすると思います

か。後でか。後でか。後でか。後で工工工工事がするはずの事がするはずの事がするはずの事がするはずの切切切切り下り下り下り下げげげげがががが既既既既に５月１６日にに５月１６日にに５月１６日にに５月１６日に承承承承認されている認されている認されている認されているわわわわけです。３月けです。３月けです。３月けです。３月末末末末

からからからから折衝折衝折衝折衝し、４月２し、４月２し、４月２し、４月２８８８８日に申日に申日に申日に申請請請請書が出され、５月１６日には書が出され、５月１６日には書が出され、５月１６日には書が出され、５月１６日には承承承承認されている認されている認されている認されているわわわわけですけですけですけですねねねね。。。。

なのに、なのに、なのに、なのに、先先先先に進に進に進に進むべむべむべむべき解体のき解体のき解体のき解体の工工工工事の届け出が５月１６日とは、これいかにと。事の届け出が５月１６日とは、これいかにと。事の届け出が５月１６日とは、これいかにと。事の届け出が５月１６日とは、これいかにと。先ほ先ほ先ほ先ほど確認ど確認ど確認ど確認

したしたしたした話話話話と前後大きくと前後大きくと前後大きくと前後大きく異異異異なるのとなるのとなるのとなるのと違違違違いますか、いますか、いますか、いますか、段段段段取りとして。取りとして。取りとして。取りとして。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 申申申申請請請請に関しても、に関しても、に関しても、に関しても、全然私全然私全然私全然私、、、、弊弊弊弊社とも社とも社とも社とも何何何何ももも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話話話話。とりあ。とりあ。とりあ。とりあええええずずずず最初最初最初最初のののの

話話話話は現は現は現は現地地地地で解体で解体で解体で解体工工工工事の事の事の事の説明説明説明説明をををを受受受受けて、それのけて、それのけて、それのけて、それの見積見積見積見積もりを出してから、それから後の土木もりを出してから、それから後の土木もりを出してから、それから後の土木もりを出してから、それから後の土木工工工工

事の申事の申事の申事の申請用請用請用請用紙紙紙紙もここまでできてあるから、ここまであれもここまでできてあるから、ここまであれもここまでできてあるから、ここまであれもここまでできてあるから、ここまであればばばば御御御御社でできますかという社でできますかという社でできますかという社でできますかという弊弊弊弊社社社社へへへへ

の問いかけがあったので、それでできますというの問いかけがあったので、それでできますというの問いかけがあったので、それでできますというの問いかけがあったので、それでできますというぐぐぐぐあいに言ったので、それをあいに言ったので、それをあいに言ったので、それをあいに言ったので、それを受受受受けました。けました。けました。けました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そしたら、そしたら、そしたら、そしたら、繰繰繰繰りりりり返返返返しになります。では、株式会社山崎産業が平しになります。では、株式会社山崎産業が平しになります。では、株式会社山崎産業が平しになります。では、株式会社山崎産業が平野クレ野クレ野クレ野クレーーーー
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ン工ン工ン工ン工業株式会社から解体にかか業株式会社から解体にかか業株式会社から解体にかか業株式会社から解体にかかわわわわるるるる仕仕仕仕事についてお事についてお事についてお事についてお話話話話になったのは、会ったのは、になったのは、会ったのは、になったのは、会ったのは、になったのは、会ったのは、何何何何月月月月何何何何

日ごろなのですか。日ごろなのですか。日ごろなのですか。日ごろなのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 日にちまでは、日にちまでは、日にちまでは、日にちまでは、ほほほほんま正んま正んま正んま正直直直直わわわわかりません。着手前でというのは間かりません。着手前でというのは間かりません。着手前でというのは間かりません。着手前でというのは間違違違違いのないいのないいのないいのない

というのは、というのは、というのは、というのは、何何何何らうそはついておりませんので。らうそはついておりませんので。らうそはついておりませんので。らうそはついておりませんので。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 もうもうもうもう少少少少しまじめに答しまじめに答しまじめに答しまじめに答ええええていただきたい。おていただきたい。おていただきたい。おていただきたい。お話話話話があったのは着手前であるがあったのは着手前であるがあったのは着手前であるがあったのは着手前である

ことは確かだって、そんなこと答ことは確かだって、そんなこと答ことは確かだって、そんなこと答ことは確かだって、そんなこと答弁弁弁弁になりますか、あなた。着手前にになりますか、あなた。着手前にになりますか、あなた。着手前にになりますか、あなた。着手前に話話話話さなけれさなけれさなけれさなければばばば着手で着手で着手で着手で

きないじきないじきないじきないじゃゃゃゃないですか。ないですか。ないですか。ないですか。余余余余りにもりにもりにもりにも我々我々我々我々をををを愚弄愚弄愚弄愚弄するような答するような答するような答するような答弁弁弁弁しないでくださいよ。まじめしないでくださいよ。まじめしないでくださいよ。まじめしないでくださいよ。まじめ

にににに我々我々我々我々も資料をも資料をも資料をも資料を集集集集め、あなた方がやった、め、あなた方がやった、め、あなた方がやった、め、あなた方がやった、見見見見もしないもしないもしないもしない聞聞聞聞きもしない事きもしない事きもしない事きもしない事柄柄柄柄について、おかしについて、おかしについて、おかしについて、おかし

いということで正しているいということで正しているいということで正しているいということで正しているわわわわけですから、もうけですから、もうけですから、もうけですから、もう少少少少しししし誠意誠意誠意誠意をををを持持持持ってお答ってお答ってお答ってお答ええええいただきたいと思いただきたいと思いただきたいと思いただきたいと思

います。いつごろ株式会社山崎産業にこの解体のおいます。いつごろ株式会社山崎産業にこの解体のおいます。いつごろ株式会社山崎産業にこの解体のおいます。いつごろ株式会社山崎産業にこの解体のお仕仕仕仕事があったのですか、問い合事があったのですか、問い合事があったのですか、問い合事があったのですか、問い合わわわわせがせがせがせが

あったのですか。あったのですか。あったのですか。あったのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 補佐人と補佐人と補佐人と補佐人と相相相相談談談談させてもらいます。させてもらいます。させてもらいます。させてもらいます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みません、本当にもう２年みません、本当にもう２年みません、本当にもう２年みません、本当にもう２年ほほほほどたっていますので、ちどたっていますので、ちどたっていますので、ちどたっていますので、ちょょょょっとはっきりとしっとはっきりとしっとはっきりとしっとはっきりとし

た日にちは、た日にちは、た日にちは、た日にちは、済済済済みません、もうみません、もうみません、もうみません、もうほほほほんまんまんまんまええええええええかかかかげげげげんなことも言んなことも言んなことも言んなことも言ええええないので、記ないので、記ないので、記ないので、記憶憶憶憶にちにちにちにちょょょょっとっとっとっと

ございません。ございません。ございません。ございません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 思い出していただかなくてもいいのです。事実、文書になっている事思い出していただかなくてもいいのです。事実、文書になっている事思い出していただかなくてもいいのです。事実、文書になっている事思い出していただかなくてもいいのです。事実、文書になっている事柄柄柄柄

について再について再について再について再度度度度確認します。５月２６日に確認します。５月２６日に確認します。５月２６日に確認します。５月２６日に見積見積見積見積もりを出したという書もりを出したという書もりを出したという書もりを出したという書類類類類はははは知知知知っていますっていますっていますっていますねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、はい、はい、はい、見積見積見積見積もりの資料、ここにないですけれど、そう書いてあれもりの資料、ここにないですけれど、そう書いてあれもりの資料、ここにないですけれど、そう書いてあれもりの資料、ここにないですけれど、そう書いてあればばばばもう間もう間もう間もう間違違違違

いないです、いないです、いないです、いないです、見積見積見積見積もりの日付どおりであれもりの日付どおりであれもりの日付どおりであれもりの日付どおりであればばばば。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 工程工程工程工程表、表、表、表、先ほ先ほ先ほ先ほどお尋どお尋どお尋どお尋ねねねねしたら、したら、したら、したら、要要要要するに５月２３日着するに５月２３日着するに５月２３日着するに５月２３日着工工工工でした、でした、でした、でした、工程工程工程工程表表表表

からからからから見見見見れれれればばばばですですですですねねねね。５月２３日。５月２３日。５月２３日。５月２３日以以以以前であると、これは当たり前の前であると、これは当たり前の前であると、これは当たり前の前であると、これは当たり前の話話話話ですですですですわねわねわねわね。しかし、５。しかし、５。しかし、５。しかし、５

月２３日着月２３日着月２３日着月２３日着工工工工のののの工程工程工程工程表をつくるにはです表をつくるにはです表をつくるにはです表をつくるにはですねねねね、やはり解体、やはり解体、やはり解体、やはり解体工工工工事の日にちとですよ、こちらの事の日にちとですよ、こちらの事の日にちとですよ、こちらの事の日にちとですよ、こちらの

道道道道路路路路をををを切切切切り下り下り下り下げげげげ、、、、歩歩歩歩道を道を道を道を切切切切り下り下り下り下げげげげのののの仕仕仕仕事の事の事の事の段段段段取りも含めて考取りも含めて考取りも含めて考取りも含めて考ええええなけれなけれなけれなければばばばならないから、ならないから、ならないから、ならないから、少少少少

なくとも１なくとも１なくとも１なくとも１週週週週間間間間以上以上以上以上前に前に前に前に工程工程工程工程表はつくられたと表はつくられたと表はつくられたと表はつくられたと見見見見ていいですか。ていいですか。ていいですか。ていいですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 見積見積見積見積書を、どの書を、どの書を、どの書を、どの見積見積見積見積書か書か書か書か自自自自分でもち分でもち分でもち分でもちょょょょっと今っと今っと今っと今わわわわからないのですけれども、からないのですけれども、からないのですけれども、からないのですけれども、先先先先

ほほほほどから言っていますように、解体のどから言っていますように、解体のどから言っていますように、解体のどから言っていますように、解体の見積見積見積見積もりだけで出したもりだけで出したもりだけで出したもりだけで出した見積見積見積見積もりと、合もりと、合もりと、合もりと、合切切切切でもう合でもう合でもう合でもう合わわわわ

せて出したときのせて出したときのせて出したときのせて出したときの見積見積見積見積もりの日にちのずれはあると思いますので、もりの日にちのずれはあると思いますので、もりの日にちのずれはあると思いますので、もりの日にちのずれはあると思いますので、済済済済みません。みません。みません。みません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それは２通りあるのを、それは２通りあるのを、それは２通りあるのを、それは２通りあるのを、我々我々我々我々もその資料をもその資料をもその資料をもその資料を持持持持っています。とりあっています。とりあっています。とりあっています。とりあええええず解ず解ず解ず解

体の体の体の体の見積見積見積見積もりです。５月２６日付で平もりです。５月２６日付で平もりです。５月２６日付で平もりです。５月２６日付で平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社業株式会社業株式会社業株式会社へへへへ出しているのです。で、出しているのです。で、出しているのです。で、出しているのです。で、
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５月２６日というのは、５月２６日というのは、５月２６日というのは、５月２６日というのは、繰繰繰繰りりりり返返返返しますけれども、２３日からしますけれども、２３日からしますけれども、２３日からしますけれども、２３日から仕仕仕仕事しているのですから、も事しているのですから、も事しているのですから、も事しているのですから、も

う着う着う着う着工工工工しているのです。そしたら、しているのです。そしたら、しているのです。そしたら、しているのです。そしたら、少少少少なくともなくともなくともなくとも工程工程工程工程表はその表はその表はその表はその直直直直前という前という前という前というわわわわけにはいかないけにはいかないけにはいかないけにはいかない

でしでしでしでしょょょょう、いろいろう、いろいろう、いろいろう、いろいろ仕仕仕仕事の事の事の事の段段段段取りあるのですから、取りあるのですから、取りあるのですから、取りあるのですから、少少少少なくとも１なくとも１なくとも１なくとも１週週週週間前には間前には間前には間前には工程工程工程工程表はでき表はでき表はでき表はでき

ているとているとているとていると見見見見ていいのではありませんか、通ていいのではありませんか、通ていいのではありませんか、通ていいのではありませんか、通常常常常。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 １日前に書けと言１日前に書けと言１日前に書けと言１日前に書けと言わわわわれたら書けないことはないので、目れたら書けないことはないので、目れたら書けないことはないので、目れたら書けないことはないので、目安安安安としてとしてとしてとして一応一応一応一応書いて書いて書いて書いて

いますので、いますので、いますので、いますので、相相相相手さんの手さんの手さんの手さんの段段段段取り取り取り取り云々云々云々云々のこともありますし、のこともありますし、のこともありますし、のこともありますし、一応相一応相一応相一応相手さんの手さんの手さんの手さんの工工工工事の進行、事の進行、事の進行、事の進行、予予予予

定どおりにいっているかいうのを目定どおりにいっているかいうのを目定どおりにいっているかいうのを目定どおりにいっているかいうのを目安安安安として書いてますので。として書いてますので。として書いてますので。として書いてますので。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さん、ち●●さん、ち●●さん、ち●●さん、ちょょょょっとまじめに考っとまじめに考っとまじめに考っとまじめに考ええええましましましましょょょょうよ。うよ。うよ。うよ。我々我々我々我々もももも一一一一生生生生懸命懸命懸命懸命資料を資料を資料を資料を探探探探

してですしてですしてですしてですねねねね、、、、積積積積みみみみ立立立立ててきたのですよ。１日前でも書けるなどと言ててきたのですよ。１日前でも書けるなどと言ててきたのですよ。１日前でも書けるなどと言ててきたのですよ。１日前でも書けるなどと言わわわわないでください、ないでください、ないでください、ないでください、仕仕仕仕

事にならないじ事にならないじ事にならないじ事にならないじゃゃゃゃないですかな、ないですかな、ないですかな、ないですかな、職職職職人も含めて、人も含めて、人も含めて、人も含めて、ねねねね、そんな、そんな、そんな、そんな工程工程工程工程表つくりますか。ですか表つくりますか。ですか表つくりますか。ですか表つくりますか。ですか

ら、ら、ら、ら、私私私私はははは少少少少なくとも１なくとも１なくとも１なくとも１週週週週間前までにはつくるものでし間前までにはつくるものでし間前までにはつくるものでし間前までにはつくるものでしょょょょうと。うと。うと。うと。

角角角角度変え度変え度変え度変えます。１ます。１ます。１ます。１，，，，４４０平方４４０平方４４０平方４４０平方メメメメーーーートルトルトルトルになんなんとする建になんなんとする建になんなんとする建になんなんとする建物物物物の解体したの解体したの解体したの解体した覚え覚え覚え覚えありますありますありますあります

か、あなた。か、あなた。か、あなた。か、あなた。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いや、ありません。いや、ありません。いや、ありません。いや、ありません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 でしでしでしでしょょょょう。高田土木事務所の当時の所長もですう。高田土木事務所の当時の所長もですう。高田土木事務所の当時の所長もですう。高田土木事務所の当時の所長もですねねねね、１、１、１、１，，，，４４０平方４４０平方４４０平方４４０平方メメメメーーーー

トルほトルほトルほトルほどの建どの建どの建どの建物物物物の解体を、の解体を、の解体を、の解体を、私私私私が在が在が在が在任任任任中、中、中、中、受受受受け付けたことないと言うているのです。さらに、け付けたことないと言うているのです。さらに、け付けたことないと言うているのです。さらに、け付けたことないと言うているのです。さらに、

あの間口、あの間口、あの間口、あの間口、私私私私は１４は１４は１４は１４メメメメーーーートルトルトルトルと認と認と認と認識識識識しておりました。きしておりました。きしておりました。きしておりました。きょょょょうの証言で１２うの証言で１２うの証言で１２うの証言で１２メメメメーーーートルトルトルトルにににに縮縮縮縮めめめめ

たようですけれども、それたようですけれども、それたようですけれども、それたようですけれども、それぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの広広広広い間口のい間口のい間口のい間口の切切切切り下り下り下り下げ工げ工げ工げ工事も事も事も事も極極極極めてめてめてめて珍珍珍珍しい大しい大しい大しい大型型型型のののの工工工工事で事で事で事で

すと高田土木事務所は言っておりました。当すと高田土木事務所は言っておりました。当すと高田土木事務所は言っておりました。当すと高田土木事務所は言っておりました。当然然然然そのそのそのその仕仕仕仕事を事を事を事を受受受受けるけるけるける側側側側もですよ、やはりあしもですよ、やはりあしもですよ、やはりあしもですよ、やはりあし

たからたからたからたから始始始始めるというて１日前でめるというて１日前でめるというて１日前でめるというて１日前で見積見積見積見積もりできますっていうもりできますっていうもりできますっていうもりできますっていう話話話話、、、、違違違違うでしうでしうでしうでしょょょょうがな。そこらうがな。そこらうがな。そこらうがな。そこら

も含めて２３日着も含めて２３日着も含めて２３日着も含めて２３日着工工工工、、、、ねねねね、２３日が２４日になったか、２３日が２４日になったか、２３日が２４日になったか、２３日が２４日になったかわわわわからん、そんなことはどうでもいからん、そんなことはどうでもいからん、そんなことはどうでもいからん、そんなことはどうでもい

いんですよ、２３日着いんですよ、２３日着いんですよ、２３日着いんですよ、２３日着工工工工というというというという工程工程工程工程表をつくったのは１表をつくったのは１表をつくったのは１表をつくったのは１週週週週間前ですか、１０日前ですか、間前ですか、１０日前ですか、間前ですか、１０日前ですか、間前ですか、１０日前ですか、

１月前ですかという１月前ですかという１月前ですかという１月前ですかという聞聞聞聞き方をしているのですから、あなたもまじめに事を思い出してくだき方をしているのですから、あなたもまじめに事を思い出してくだき方をしているのですから、あなたもまじめに事を思い出してくだき方をしているのですから、あなたもまじめに事を思い出してくだ

さいよ。さいよ。さいよ。さいよ。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みません、記みません、記みません、記みません、記憶憶憶憶もちもちもちもちょょょょっと定かではないのですけれども、記っと定かではないのですけれども、記っと定かではないのですけれども、記っと定かではないのですけれども、記憶憶憶憶どおりにちどおりにちどおりにちどおりにち

ょょょょっと言っただけで、はっきりとはちっと言っただけで、はっきりとはちっと言っただけで、はっきりとはちっと言っただけで、はっきりとはちょょょょっとよく思い出せないのです。っとよく思い出せないのです。っとよく思い出せないのです。っとよく思い出せないのです。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 非常非常非常非常にににに心心心心証を証を証を証を悪悪悪悪くしています、あなた方のくしています、あなた方のくしています、あなた方のくしています、あなた方の態態態態度度度度は。は。は。は。要要要要するにするにするにするに真真真真実を実を実を実を明明明明らららら

かにしようというかにしようというかにしようというかにしようという姿勢姿勢姿勢姿勢がない。きがない。きがない。きがない。きょょょょう、どういうう、どういうう、どういうう、どういう形形形形で証人にで証人にで証人にで証人に来来来来ていただいているのか、あていただいているのか、あていただいているのか、あていただいているのか、あ

るいは宣誓をるいは宣誓をるいは宣誓をるいは宣誓を何何何何のためにしてもらっているのか、それじのためにしてもらっているのか、それじのためにしてもらっているのか、それじのためにしてもらっているのか、それじゃゃゃゃさっさっさっさっぱぱぱぱりりりりわわわわかりません。かりません。かりません。かりません。何何何何のたのたのたのた

めにあなた方、その場におめにあなた方、その場におめにあなた方、その場におめにあなた方、その場にお座座座座りいただいているのかもりいただいているのかもりいただいているのかもりいただいているのかもわわわわからないからないからないからないわわわわけでございまして、けでございまして、けでございまして、けでございまして、要要要要
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するにするにするにするに心心心心証としては証としては証としては証としては極極極極めてめてめてめて悪悪悪悪いということを申しいということを申しいということを申しいということを申し上げ上げ上げ上げておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにだれかございませんか。かにだれかございませんか。かにだれかございませんか。かにだれかございませんか。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 ●●代表にお願いします。●●代表にお願いします。●●代表にお願いします。●●代表にお願いします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 県県県県の方からですの方からですの方からですの方からですねねねね、文書、文書、文書、文書注注注注意意意意をををを受受受受けていますけていますけていますけていますねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はいはいはいはい……………………

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 文書文書文書文書注注注注意意意意。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 受受受受けてもうています。けてもうています。けてもうています。けてもうています。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 ３３３３点点点点ににににわわわわたってなっていますけれども、どういうたってなっていますけれども、どういうたってなっていますけれども、どういうたってなっていますけれども、どういう注注注注意意意意だったのでしだったのでしだったのでしだったのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 覚え覚え覚え覚えていません。ていません。ていません。ていません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●さん、●●さん、●●さん、●●さん、覚え覚え覚え覚えていないのですか。ていないのですか。ていないのですか。ていないのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 書書書書類類類類はもらいましたけど、はもらいましたけど、はもらいましたけど、はもらいましたけど、内容内容内容内容まで今、記まで今、記まで今、記まで今、記憶憶憶憶にございません。にございません。にございません。にございません。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 ●●さん、同じ質問です。●●さん、同じ質問です。●●さん、同じ質問です。●●さん、同じ質問です。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 僕僕僕僕も書も書も書も書類類類類はいただいていますけども、はいただいていますけども、はいただいていますけども、はいただいていますけども、内容内容内容内容まではちまではちまではちまではちょょょょっと記っと記っと記っと記憶憶憶憶に、に、に、に、済済済済みませみませみませみませ

ん。ん。ん。ん。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 ええええええええっとですっとですっとですっとですねねねね、委員長がまとめて質問していただいた、委員長がまとめて質問していただいた、委員長がまとめて質問していただいた、委員長がまとめて質問していただいた流流流流れの中でですれの中でですれの中でですれの中でですねねねね、、、、

今回は無届け事今回は無届け事今回は無届け事今回は無届け事案案案案ということで、そこのところをなということで、そこのところをなということで、そこのところをなということで、そこのところをなぜぜぜぜそういう無届けになったのかというそういう無届けになったのかというそういう無届けになったのかというそういう無届けになったのかという

ことをことをことをことを掘掘掘掘り下り下り下り下げげげげていく。で、事ていく。で、事ていく。で、事ていく。で、事情情情情聴取の中で、いや、出すのを聴取の中で、いや、出すのを聴取の中で、いや、出すのを聴取の中で、いや、出すのを忘忘忘忘れていたのだとかっていれていたのだとかっていれていたのだとかっていれていたのだとかってい

うくだりもありました。それだけじうくだりもありました。それだけじうくだりもありました。それだけじうくだりもありました。それだけじゃゃゃゃなしに、なしに、なしに、なしに、単単単単にににに忘忘忘忘れていたのをれていたのをれていたのをれていたのをほほほほかのところでもかのところでもかのところでもかのところでも聞聞聞聞いいいい

ていこうということで、委員長は建設ていこうということで、委員長は建設ていこうということで、委員長は建設ていこうということで、委員長は建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法の届け出法の届け出法の届け出法の届け出以以以以外外外外のところでどこまできちのところでどこまできちのところでどこまできちのところでどこまできち

っとされていたのかということっとされていたのかということっとされていたのかということっとされていたのかということ聞聞聞聞きました。で、きました。で、きました。で、きました。で、注注注注意処意処意処意処分は３分は３分は３分は３点点点点ありました、届け出の問ありました、届け出の問ありました、届け出の問ありました、届け出の問

題、題、題、題、契約契約契約契約の問題、報の問題、報の問題、報の問題、報告告告告書の問題ですよ書の問題ですよ書の問題ですよ書の問題ですよねねねね。で、。で、。で、。で、一番最初一番最初一番最初一番最初の問題での問題での問題での問題でねねねね、記、記、記、記憶憶憶憶にございませんにございませんにございませんにございません

と●●さんがおっしと●●さんがおっしと●●さんがおっしと●●さんがおっしゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。請負契約請負契約請負契約請負契約の当事者はの当事者はの当事者はの当事者は互互互互いにですいにですいにですいにですねねねね、、、、署署署署名、名、名、名、押捺押捺押捺押捺して文書して文書して文書して文書

をををを持持持持たなあかんということと、その文書の中に書くたなあかんということと、その文書の中に書くたなあかんということと、その文書の中に書くたなあかんということと、その文書の中に書くべべべべき事項があります。そのことは、き事項があります。そのことは、き事項があります。そのことは、き事項があります。そのことは、注注注注

意処意処意処意処分を分を分を分を受受受受けたら、例けたら、例けたら、例けたら、例えばえばえばえば会社の中で今後そういうことをしないようにしようということ会社の中で今後そういうことをしないようにしようということ会社の中で今後そういうことをしないようにしようということ会社の中で今後そういうことをしないようにしようということ

でででで話話話話になったと思うのですよになったと思うのですよになったと思うのですよになったと思うのですよねねねね、そういうことはやりましたですか。それが１、そういうことはやりましたですか。それが１、そういうことはやりましたですか。それが１、そういうことはやりましたですか。それが１点点点点と、もうと、もうと、もうと、もう

一一一一つは、法１つは、法１つは、法１つは、法１８８８８条、建条、建条、建条、建物物物物を解体してを解体してを解体してを解体してアアアアススススベベベベストストストストが出てきました、そのことをきっちりとが出てきました、そのことをきっちりとが出てきました、そのことをきっちりとが出てきました、そのことをきっちりと処処処処

理しましたっていうことを発理しましたっていうことを発理しましたっていうことを発理しましたっていうことを発注注注注者に報者に報者に報者に報告告告告しなけれしなけれしなけれしなければばばばだめなのですよだめなのですよだめなのですよだめなのですよねねねね、そのことも●●さ、そのことも●●さ、そのことも●●さ、そのことも●●さ

んは、んは、んは、んは、先ほ先ほ先ほ先ほど記ど記ど記ど記憶憶憶憶にございませんって言いました。にございませんって言いました。にございませんって言いました。にございませんって言いました。私私私私ははははねねねね、今回ここの委員会は、、今回ここの委員会は、、今回ここの委員会は、、今回ここの委員会は、県県県県のそのそのそのそ

ういういろいろなういういろいろなういういろいろなういういろいろな仕仕仕仕事がどういう事がどういう事がどういう事がどういうふふふふうに有うに有うに有うに有効効効効的的的的にきっちりとされているのかっていうことにきっちりとされているのかっていうことにきっちりとされているのかっていうことにきっちりとされているのかっていうこと
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も含めてやっも含めてやっも含めてやっも含めてやっぱぱぱぱりりりり詰詰詰詰めていかなけれめていかなけれめていかなけれめていかなければばばばいけないと思うているのですけれども、法いけないと思うているのですけれども、法いけないと思うているのですけれども、法いけないと思うているのですけれども、法律律律律にないにないにないにない

県県県県のののの裁裁裁裁量量量量で、文書で業者にで、文書で業者にで、文書で業者にで、文書で業者に痛痛痛痛くもかくもかくもかくもかゆゆゆゆくもない文書くもない文書くもない文書くもない文書処処処処分をしたということで分をしたということで分をしたということで分をしたということで僕僕僕僕は思うていは思うていは思うていは思うてい

るのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、県県県県はすごくはすごくはすごくはすごく効効効効果果果果があるのだと言うているのですよがあるのだと言うているのですよがあるのだと言うているのですよがあるのだと言うているのですよねねねね。どういう。どういう。どういう。どういう効効効効果果果果がががが

あったのかいうことで、今、あったのかいうことで、今、あったのかいうことで、今、あったのかいうことで、今、聞聞聞聞いているのですよ。ということで、いているのですよ。ということで、いているのですよ。ということで、いているのですよ。ということで、改改改改めてですめてですめてですめてですねねねね、法の第、法の第、法の第、法の第

１１１１８８８８条の問題と１３条の条の問題と１３条の条の問題と１３条の条の問題と１３条の契約契約契約契約の問題について、●●さんと●●さんにお答の問題について、●●さんと●●さんにお答の問題について、●●さんと●●さんにお答の問題について、●●さんと●●さんにお答ええええいただきたいいただきたいいただきたいいただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 １１１１８８８８条は、それ１条は、それ１条は、それ１条は、それ１９９９９条条条条…………。あ、１。あ、１。あ、１。あ、１８８８８条か。条か。条か。条か。請負契約請負契約請負契約請負契約書は、会社書は、会社書は、会社書は、会社へへへへ帰帰帰帰ってってってって見見見見なななな

いとちいとちいとちいとちょょょょっとっとっとっとわわわわかりません。かりません。かりません。かりません。僕僕僕僕、、、、対面対面対面対面でやっていないので。でやっていないので。でやっていないので。でやっていないので。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 契約契約契約契約書はないということで書はないということで書はないということで書はないということで処処処処分されているのですよ、分されているのですよ、分されているのですよ、分されているのですよ、注注注注意処意処意処意処分を分を分を分を受受受受けているけているけているけている

のですよ、●●さんは今回。で、解体のですよ、●●さんは今回。で、解体のですよ、●●さんは今回。で、解体のですよ、●●さんは今回。で、解体工工工工事に事に事に事に伴伴伴伴っては、っては、っては、っては、何何何何ていうのかな、解体ていうのかな、解体ていうのかな、解体ていうのかな、解体工工工工事に事に事に事に要要要要すすすす

るるるる費費費費用用用用とか分別解体の方法とかいろいろなことをとか分別解体の方法とかいろいろなことをとか分別解体の方法とかいろいろなことをとか分別解体の方法とかいろいろなことを互互互互いに確認していに確認していに確認していに確認して契約契約契約契約して、して、して、して、金金金金額額額額幾幾幾幾らかっらかっらかっらかっ

ていうのを決めて、で、ていうのを決めて、で、ていうのを決めて、で、ていうのを決めて、で、請負請負請負請負はははは契約契約契約契約が成が成が成が成立立立立するっていう、そういうするっていう、そういうするっていう、そういうするっていう、そういうふふふふうに建設うに建設うに建設うに建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル

法もなっているし、もう法もなっているし、もう法もなっているし、もう法もなっているし、もう一一一一つの建設業法ですか、それでもなっているのですよ。それをつの建設業法ですか、それでもなっているのですよ。それをつの建設業法ですか、それでもなっているのですよ。それをつの建設業法ですか、それでもなっているのですよ。それを守守守守

らなかったっていうことで、今回、無届けだけではなしにそのことでもらなかったっていうことで、今回、無届けだけではなしにそのことでもらなかったっていうことで、今回、無届けだけではなしにそのことでもらなかったっていうことで、今回、無届けだけではなしにそのことでも処処処処分されているの分されているの分されているの分されているの

ですよ、●●さんですよ、●●さんですよ、●●さんですよ、●●さんわわわわかっていますよかっていますよかっていますよかっていますよねねねね。で、そういうことを●●さんはどういう。で、そういうことを●●さんはどういう。で、そういうことを●●さんはどういう。で、そういうことを●●さんはどういうふふふふうに認うに認うに認うに認

識識識識してますか。してますか。してますか。してますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今回、平今回、平今回、平今回、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社さんところでそれの行業株式会社さんところでそれの行業株式会社さんところでそれの行業株式会社さんところでそれの行政的政的政的政的にににに各各各各課の人がい課の人がい課の人がい課の人がい

ろんなろんなろんなろんな環境環境環境環境またまたまたまた廃棄廃棄廃棄廃棄物対策物対策物対策物対策課からもいろいろ事課からもいろいろ事課からもいろいろ事課からもいろいろ事細細細細かくかくかくかく指指指指導導導導をををを受受受受けまして、それにまたけまして、それにまたけまして、それにまたけまして、それにまた伴伴伴伴い、い、い、い、

他の他の他の他の工工工工事に関する方事に関する方事に関する方事に関する方向向向向性性性性もそういうもそういうもそういうもそういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに修修修修正して、会社の方で正して、会社の方で正して、会社の方で正して、会社の方で動動動動いています。いています。いています。いています。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 僕僕僕僕は無届けのことは無届けのことは無届けのことは無届けのこと以以以以外外外外ににににねねねね、、、、石石石石綿綿綿綿則っていうのか、則っていうのか、則っていうのか、則っていうのか、石石石石綿綿綿綿に関するに関するに関するに関する厚厚厚厚生生生生労労労労働省働省働省働省

の方の法の方の法の方の法の方の法律律律律とか、建設、とか、建設、とか、建設、とか、建設、石石石石綿綿綿綿にかかにかかにかかにかかわわわわることをきちんとやっているかどうかということをることをきちんとやっているかどうかということをることをきちんとやっているかどうかということをることをきちんとやっているかどうかということを

委員長がまとめて委員長がまとめて委員長がまとめて委員長がまとめて聞聞聞聞いていただきました。で、そんな中で、いていただきました。で、そんな中で、いていただきました。で、そんな中で、いていただきました。で、そんな中で、ほほほほかもあるのですよかもあるのですよかもあるのですよかもあるのですよねねねね、ち、ち、ち、ちょょょょ

っとっとっとっとメメメメモモモモしてきているのですけれども、してきているのですけれども、してきているのですけれども、してきているのですけれども、仮仮仮仮設設設設テテテテントントントントが、が、が、が、足足足足場を場を場を場を組組組組んでんでんでんで仮仮仮仮設の設の設の設の話話話話がありましがありましがありましがありまし

たですたですたですたですねねねね、質問の中に。で、そういうのは、質問の中に。で、そういうのは、質問の中に。で、そういうのは、質問の中に。で、そういうのは必要必要必要必要がないと思ったから、今回はがないと思ったから、今回はがないと思ったから、今回はがないと思ったから、今回は見積見積見積見積もりの中もりの中もりの中もりの中

に入れてないというに入れてないというに入れてないというに入れてないというふふふふうに言うたのですけども、うに言うたのですけども、うに言うたのですけども、うに言うたのですけども、僕僕僕僕は回答にはなっていないと思うのですは回答にはなっていないと思うのですは回答にはなっていないと思うのですは回答にはなっていないと思うのです

よよよよねねねね。。。。石石石石綿綿綿綿則の中で則の中で則の中で則の中で養養養養生生生生シーシーシーシートトトトはしないとあかんとなっているのですよはしないとあかんとなっているのですよはしないとあかんとなっているのですよはしないとあかんとなっているのですよねねねね、、、、レレレレベベベベルルルル３でも。３でも。３でも。３でも。

で、そういうこととか、で、そういうこととか、で、そういうこととか、で、そういうこととか、防防防防じんじんじんじんマスクマスクマスクマスクとかそういうのはしていたと思うっていうのではなとかそういうのはしていたと思うっていうのではなとかそういうのはしていたと思うっていうのではなとかそういうのはしていたと思うっていうのではな

くて、やはりくて、やはりくて、やはりくて、やはり一一一一つつつつ一一一一つつつつ工工工工事を事を事を事を請請請請けけけけ負負負負ったときにはったときにはったときにはったときには写真写真写真写真を撮って、そのことを、このを撮って、そのことを、このを撮って、そのことを、このを撮って、そのことを、この工工工工事で事で事で事で

こういうことをしていたっていう報こういうことをしていたっていう報こういうことをしていたっていう報こういうことをしていたっていう報告告告告がががが欲欲欲欲しいのですよ。ただやっていたと、しいのですよ。ただやっていたと、しいのですよ。ただやっていたと、しいのですよ。ただやっていたと、マスクマスクマスクマスクはしはしはしはし

ていたと思うだけではていたと思うだけではていたと思うだけではていたと思うだけではねねねね。で、。で、。で、。で、僕僕僕僕らは１回目から４回目の事らは１回目から４回目の事らは１回目から４回目の事らは１回目から４回目の事情情情情聴取の中でもずっと言うて聴取の中でもずっと言うて聴取の中でもずっと言うて聴取の中でもずっと言うて
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いたのは、それを証いたのは、それを証いたのは、それを証いたのは、それを証明明明明するするするする写真写真写真写真とか実証するものがとか実証するものがとか実証するものがとか実証するものが欲欲欲欲しいって言うていたのですけれども、しいって言うていたのですけれども、しいって言うていたのですけれども、しいって言うていたのですけれども、

一一一一つも出されていないのですよ。この場所で、●●さんはやっていたと思うというつも出されていないのですよ。この場所で、●●さんはやっていたと思うというつも出されていないのですよ。この場所で、●●さんはやっていたと思うというつも出されていないのですよ。この場所で、●●さんはやっていたと思うというふふふふうにうにうにうに

答答答答弁弁弁弁しています。そんなことはしています。そんなことはしています。そんなことはしています。そんなことは僕僕僕僕はははは信信信信用用用用できないし、やはりやっていたと思うのだったらできないし、やはりやっていたと思うのだったらできないし、やはりやっていたと思うのだったらできないし、やはりやっていたと思うのだったら

写真写真写真写真を出してを出してを出してを出してほほほほしいと思います。しいと思います。しいと思います。しいと思います。

で、もうで、もうで、もうで、もう一一一一つは、解体つは、解体つは、解体つは、解体工工工工事の事の事の事の管管管管理理理理責任責任責任責任者はだれですかっていう者はだれですかっていう者はだれですかっていう者はだれですかっていうふふふふうに質問したと思うのうに質問したと思うのうに質問したと思うのうに質問したと思うの

です。そうしたら、記です。そうしたら、記です。そうしたら、記です。そうしたら、記憶憶憶憶にございませんっていうにございませんっていうにございませんっていうにございませんっていうふふふふうになるのですけども、●●さんとこうになるのですけども、●●さんとこうになるのですけども、●●さんとこうになるのですけども、●●さんとこ

ろでろでろでろで管管管管理理理理責任責任責任責任者になる資者になる資者になる資者になる資格格格格のある人ってだれですか、のある人ってだれですか、のある人ってだれですか、のある人ってだれですか、複複複複数数数数何何何何人もいてるのですか。で、そ人もいてるのですか。で、そ人もいてるのですか。で、そ人もいてるのですか。で、そ

れは今回のときにはやはり書れは今回のときにはやはり書れは今回のときにはやはり書れは今回のときにはやはり書類類類類でででで残残残残しておかなあかんと思うのですよしておかなあかんと思うのですよしておかなあかんと思うのですよしておかなあかんと思うのですよねねねね。で、それは答。で、それは答。で、それは答。で、それは答弁弁弁弁

ではいともではいともではいともではいとも簡単簡単簡単簡単に記に記に記に記憶憶憶憶にございませんっていう言い方をすることは、やはりにございませんっていう言い方をすることは、やはりにございませんっていう言い方をすることは、やはりにございませんっていう言い方をすることは、やはり誠意誠意誠意誠意がないっがないっがないっがないっ

ていうていうていうていうふふふふうにうにうにうに僕僕僕僕は思います。もうは思います。もうは思います。もうは思います。もう一度一度一度一度そこのところで、●●さんのところでそこのところで、●●さんのところでそこのところで、●●さんのところでそこのところで、●●さんのところで管管管管理理理理責任責任責任責任者に者に者に者に

なるなるなるなるべべべべく資く資く資く資格格格格のある人がのある人がのある人がのある人が何何何何人いてて、本当に人いてて、本当に人いてて、本当に人いてて、本当に複複複複数数数数たくさんいてるので、今回の解体たくさんいてるので、今回の解体たくさんいてるので、今回の解体たくさんいてるので、今回の解体工工工工事で事で事で事で

だれがなったのかだれがなったのかだれがなったのかだれがなったのかわわわわからないというのやったらまだからないというのやったらまだからないというのやったらまだからないというのやったらまだわわわわかりますけども、１名か２名やってかりますけども、１名か２名やってかりますけども、１名か２名やってかりますけども、１名か２名やって

わわわわからないというからないというからないというからないという話話話話はないと思うのではないと思うのではないと思うのではないと思うのでねねねね、その答、その答、その答、その答弁弁弁弁はいただけないなと思って、もうはいただけないなと思って、もうはいただけないなと思って、もうはいただけないなと思って、もう一一一一遍遍遍遍、、、、

委員長の質問に委員長の質問に委員長の質問に委員長の質問に深深深深めてめてめてめて聞聞聞聞かせていただきたいというかせていただきたいというかせていただきたいというかせていただきたいというふふふふうに思います。うに思います。うに思います。うに思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みません、今回のみません、今回のみません、今回のみません、今回の管管管管理理理理責任責任責任責任者は者は者は者は私私私私になってます。それで、社になってます。それで、社になってます。それで、社になってます。それで、社内内内内的的的的にににに管管管管理理理理責責責責

任任任任者はまだ、まあ解体者はまだ、まあ解体者はまだ、まあ解体者はまだ、まあ解体経経経経験験験験者は者は者は者は豊富豊富豊富豊富ななななベテベテベテベテラララランンンンの人間もの人間もの人間もの人間も複複複複数数数数いてますので、いてますので、いてますので、いてますので、立立立立てる場合もてる場合もてる場合もてる場合も

あります。で、あとは、あります。で、あとは、あります。で、あとは、あります。で、あとは、アアアアススススベベベベストストストスト含有建含有建含有建含有建材材材材をををを除去除去除去除去するに当たって、するに当たって、するに当たって、するに当たって、作作作作業員の業員の業員の業員の健康健康健康健康障害障害障害障害をををを

守守守守るために、るために、るために、るために、防防防防じんじんじんじんマスクマスクマスクマスク、めが、めが、めが、めがねねねね等など等など等など等など使使使使用用用用するいうのも、それもさせていました。するいうのも、それもさせていました。するいうのも、それもさせていました。するいうのも、それもさせていました。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 日日日日常常常常的的的的にそういう解体にそういう解体にそういう解体にそういう解体工工工工事するようなときには事するようなときには事するようなときには事するようなときにはマスクマスクマスクマスクっていうのはしているっていうのはしているっていうのはしているっていうのはしている

のだったら、のだったら、のだったら、のだったら、写真写真写真写真とかあるでしとかあるでしとかあるでしとかあるでしょょょょ。それは。それは。それは。それはほほほほかのところでやっているのだったら、こういかのところでやっているのだったら、こういかのところでやっているのだったら、こういかのところでやっているのだったら、こうい

うううう形形形形でやっているとかっていうでやっているとかっていうでやっているとかっていうでやっているとかっていう写真写真写真写真ををををねねねね、やはり、やはり、やはり、やはり県県県県にあにあにあにあげげげげるるるるべべべべきだっていうきだっていうきだっていうきだっていうふふふふうに思いまうに思いまうに思いまうに思いま

す。そんな資料をください。す。そんな資料をください。す。そんな資料をください。す。そんな資料をください。

で、じで、じで、じで、じゃゃゃゃああああ続続続続けて。で、もうけて。で、もうけて。で、もうけて。で、もう一一一一つは、やはり●●さん、記つは、やはり●●さん、記つは、やはり●●さん、記つは、やはり●●さん、記憶憶憶憶にないっていう今の委員長にないっていう今の委員長にないっていう今の委員長にないっていう今の委員長

にににに対対対対する答する答する答する答弁弁弁弁っていうのですか、答っていうのですか、答っていうのですか、答っていうのですか、答ええええは、は、は、は、僕僕僕僕はだめだと思いますよ。それははだめだと思いますよ。それははだめだと思いますよ。それははだめだと思いますよ。それは逆逆逆逆にですにですにですにですねねねね、、、、

こんな大きな、こんな大きな、こんな大きな、こんな大きな、何何何何ていうんですか、無届けのことでこういう事ていうんですか、無届けのことでこういう事ていうんですか、無届けのことでこういう事ていうんですか、無届けのことでこういう事態態態態になっているのですからになっているのですからになっているのですからになっているのですから

ねねねね、、、、わわわわからなかったらからなかったらからなかったらからなかったら白白白白井さんにどうかとかっていう井さんにどうかとかっていう井さんにどうかとかっていう井さんにどうかとかっていう話話話話をををを聞聞聞聞きながら、きながら、きながら、きながら、一一一一つつつつ一一一一つつつつ丁寧丁寧丁寧丁寧に答に答に答に答

ええええててててほほほほしいなというしいなというしいなというしいなというふふふふうに思います。うに思います。うに思います。うに思います。

で、もうで、もうで、もうで、もう一一一一つですつですつですつですねねねね、、、、改改改改めてもうめてもうめてもうめてもう一度最初一度最初一度最初一度最初にににに戻戻戻戻るのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、県県県県から３から３から３から３点点点点ににににわわわわたったったったっ

て文書て文書て文書て文書注注注注意処意処意処意処分を分を分を分を受受受受けました。そのことに関して、記けました。そのことに関して、記けました。そのことに関して、記けました。そのことに関して、記憶憶憶憶にございませんって言うたのかな、にございませんって言うたのかな、にございませんって言うたのかな、にございませんって言うたのかな、

●●さんが。記●●さんが。記●●さんが。記●●さんが。記憶憶憶憶にございませんっていうのを２回おっしにございませんっていうのを２回おっしにございませんっていうのを２回おっしにございませんっていうのを２回おっしゃゃゃゃいました。で、いました。で、いました。で、いました。で、私私私私はははは一番最初一番最初一番最初一番最初、、、、
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●●さんがやはりこの場所で委員長の質問に答●●さんがやはりこの場所で委員長の質問に答●●さんがやはりこの場所で委員長の質問に答●●さんがやはりこの場所で委員長の質問に答ええええる前にる前にる前にる前にねねねね、言う、言う、言う、言うべべべべき会社としてのき会社としてのき会社としてのき会社としての姿勢姿勢姿勢姿勢がががが

あると思うのですよあると思うのですよあると思うのですよあると思うのですよねねねね。こういう事。こういう事。こういう事。こういう事態態態態になってしまって、きになってしまって、きになってしまって、きになってしまって、きょょょょうここにうここにうここにうここに来来来来ているているているている皆皆皆皆さん方さん方さん方さん方

にやはり会社としてのにやはり会社としてのにやはり会社としてのにやはり会社としてのわびわびわびわびを言うを言うを言うを言うべべべべきだっていうきだっていうきだっていうきだっていうふふふふうにうにうにうに僕僕僕僕は思うたのですけども、それもは思うたのですけども、それもは思うたのですけども、それもは思うたのですけども、それも

なくて、もうなくて、もうなくて、もうなくて、もう淡淡淡淡 々々々々と答と答と答と答ええええられている。で、そういうことの中でられている。で、そういうことの中でられている。で、そういうことの中でられている。で、そういうことの中で一番一番一番一番肝肝肝肝心心心心なななな県県県県がもう間がもう間がもう間がもう間違違違違いいいい

なしに、なしに、なしに、なしに、何何何何ていうのですか、ていうのですか、ていうのですか、ていうのですか、県県県県のののの裁裁裁裁量量量量でないでないでないでない処処処処分を特別につくってもうて実分を特別につくってもうて実分を特別につくってもうて実分を特別につくってもうて実損損損損のないのないのないのない処処処処分分分分

してもらっているのに、そこのところのしてもらっているのに、そこのところのしてもらっているのに、そこのところのしてもらっているのに、そこのところの意意意意味味味味をををを何何何何かかかか吐吐吐吐きききき違違違違いして、記いして、記いして、記いして、記憶憶憶憶にございませんっにございませんっにございませんっにございませんっ

ていうていうていうていうふふふふうなことを言ってしまうことに関して、すごくうなことを言ってしまうことに関して、すごくうなことを言ってしまうことに関して、すごくうなことを言ってしまうことに関して、すごく僕僕僕僕はははは疑疑疑疑問に思うているのですけれ問に思うているのですけれ問に思うているのですけれ問に思うているのですけれ

ども、そこのところに関してども、そこのところに関してども、そこのところに関してども、そこのところに関して何何何何か言うことございませんか。か言うことございませんか。か言うことございませんか。か言うことございませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 委員長、委員長、委員長、委員長、相相相相談談談談させてもらってよろしいですか。させてもらってよろしいですか。させてもらってよろしいですか。させてもらってよろしいですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 委員長、よろしいですか。委員長、よろしいですか。委員長、よろしいですか。委員長、よろしいですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 このこのこのこの処処処処分について、分について、分について、分について、知知知知らないとか言ったらないとか言ったらないとか言ったらないとか言った覚え覚え覚え覚えはははは全然全然全然全然ございませんので、ございませんので、ございませんので、ございませんので、処処処処分分分分

についていうについていうについていうについていう話話話話、、、、勘勘勘勘違違違違いしていますので、いしていますので、いしていますので、いしていますので、私私私私。。。。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 委員長が質問したのは、委員長が質問したのは、委員長が質問したのは、委員長が質問したのは、注注注注意処意処意処意処分の３分の３分の３分の３点点点点目のことに関して、どういう目のことに関して、どういう目のことに関して、どういう目のことに関して、どういう契約契約契約契約のののの

こととかこととかこととかこととかねねねね、そういうことを、そういうことを、そういうことを、そういうことを聞聞聞聞いたと思うのですよいたと思うのですよいたと思うのですよいたと思うのですよねねねね。で、そのことは理解できなかった。で、そのことは理解できなかった。で、そのことは理解できなかった。で、そのことは理解できなかった

ときは理解できないというときは理解できないというときは理解できないというときは理解できないというふふふふうにうにうにうに返返返返したらいいのを、記したらいいのを、記したらいいのを、記したらいいのを、記憶憶憶憶にないっていうにないっていうにないっていうにないっていうふふふふうに答うに答うに答うに答ええええていていていてい

ることがることがることがることがねねねね、、、、誠誠誠誠実な答実な答実な答実な答ええええ方になっていないのですよっていうことを方になっていないのですよっていうことを方になっていないのですよっていうことを方になっていないのですよっていうことを僕僕僕僕、、、、伝伝伝伝ええええているのです。ているのです。ているのです。ているのです。

そういうことなので、そういうことなので、そういうことなので、そういうことなので、僕僕僕僕のののの心心心心証は、証は、証は、証は、県県県県がががが注注注注意処意処意処意処分していることに関して、分していることに関して、分していることに関して、分していることに関して、改改改改めてこのことめてこのことめてこのことめてこのこと

をどう思いますかっていう質問に関して、いや記をどう思いますかっていう質問に関して、いや記をどう思いますかっていう質問に関して、いや記をどう思いますかっていう質問に関して、いや記憶憶憶憶にございませんっていう答にございませんっていう答にございませんっていう答にございませんっていう答ええええ方ってい方ってい方ってい方ってい

うのは、それはいかがなものかなっていうことで言うただけで、うのは、それはいかがなものかなっていうことで言うただけで、うのは、それはいかがなものかなっていうことで言うただけで、うのは、それはいかがなものかなっていうことで言うただけで、僕僕僕僕の質問じの質問じの質問じの質問じゃゃゃゃありませんありませんありませんありません

ので、はい、ので、はい、ので、はい、ので、はい、心心心心証を証を証を証を悪悪悪悪くしてますよっていうことのくしてますよっていうことのくしてますよっていうことのくしてますよっていうことの意見意見意見意見を言うときます。を言うときます。を言うときます。を言うときます。以上以上以上以上です。です。です。です。

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

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 もう手もう手もう手もう手短短短短に質問させていただきます。に質問させていただきます。に質問させていただきます。に質問させていただきます。

先先先先日、平日、平日、平日、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の業株式会社の業株式会社の業株式会社の総総総総務務務務部部部部次長がここに次長がここに次長がここに次長がここに来来来来られまして、で、平成２４年られまして、で、平成２４年られまして、で、平成２４年られまして、で、平成２４年

７月６日に平７月６日に平７月６日に平７月６日に平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社の代理人に業株式会社の代理人に業株式会社の代理人に業株式会社の代理人に対対対対して行して行して行して行わわわわれたれたれたれた県県県県の事の事の事の事情情情情聴取と関聴取と関聴取と関聴取と関係係係係者者者者へへへへ

の事の事の事の事情情情情聴取ということで、呼聴取ということで、呼聴取ということで、呼聴取ということで、呼びびびび出されたということですけれども、平出されたということですけれども、平出されたということですけれども、平出されたということですけれども、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式業株式業株式業株式

会社からおっし会社からおっし会社からおっし会社からおっしゃゃゃゃっていることは、本日の呼っていることは、本日の呼っていることは、本日の呼っていることは、本日の呼びびびび出しは、平出しは、平出しは、平出しは、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社として業株式会社として業株式会社として業株式会社として

はははは寝耳寝耳寝耳寝耳にににに水水水水だと。株式会社山崎産業にそのことでだと。株式会社山崎産業にそのことでだと。株式会社山崎産業にそのことでだと。株式会社山崎産業にそのことでクレクレクレクレームを言ったところ、すームを言ったところ、すームを言ったところ、すームを言ったところ、すべべべべて株式会て株式会て株式会て株式会

社山崎産業に社山崎産業に社山崎産業に社山崎産業に責任責任責任責任があると言ってもらってがあると言ってもらってがあると言ってもらってがあると言ってもらって結構結構結構結構ですと言ですと言ですと言ですと言わわわわれていると、このようにおっしれていると、このようにおっしれていると、このようにおっしれていると、このようにおっし
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ゃゃゃゃっているのですけれども、このようにすっているのですけれども、このようにすっているのですけれども、このようにすっているのですけれども、このようにすべべべべて株式会社山崎産業にて株式会社山崎産業にて株式会社山崎産業にて株式会社山崎産業に責任責任責任責任があると言ってもがあると言ってもがあると言ってもがあると言っても

らってらってらってらって結構結構結構結構だとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃったのはったのはったのはったのは一一一一体どなたなのかっていうことについて、まず１体どなたなのかっていうことについて、まず１体どなたなのかっていうことについて、まず１体どなたなのかっていうことについて、まず１点点点点おおおお伺伺伺伺

いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 多多多多分分分分自自自自分かなと思うんですけども、ち分かなと思うんですけども、ち分かなと思うんですけども、ち分かなと思うんですけども、ちょょょょっとどういうっとどういうっとどういうっとどういう意意意意味味味味ですかと言ですかと言ですかと言ですかと言わわわわれたれたれたれた

ら、ちら、ちら、ちら、ちょょょょっと今すっと今すっと今すっと今すぐぐぐぐにちにちにちにちょょょょっと、っと、っと、っと、済済済済みません。みません。みません。みません。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 はい、本当にこのやりとりがはい、本当にこのやりとりがはい、本当にこのやりとりがはい、本当にこのやりとりが余余余余りにもそのりにもそのりにもそのりにもその客客客客観観観観的的的的な事実にな事実にな事実にな事実に基づ基づ基づ基づいておりませいておりませいておりませいておりませ

んので、もしそのようにおっしんので、もしそのようにおっしんので、もしそのようにおっしんので、もしそのようにおっしゃゃゃゃっているのであれっているのであれっているのであれっているのであればばばば、本当にこの中、本当にこの中、本当にこの中、本当にこの中身身身身が、が、が、が、全全全全くかみ合っくかみ合っくかみ合っくかみ合っ

てございませんので、このことのてございませんので、このことのてございませんので、このことのてございませんので、このことの意意意意味味味味をもうをもうをもうをもう少少少少しししし深深深深くくくく受受受受けとめていただきたいと思います。けとめていただきたいと思います。けとめていただきたいと思います。けとめていただきたいと思います。

２２２２点点点点目は、６月１０日に目は、６月１０日に目は、６月１０日に目は、６月１０日に広陵広陵広陵広陵東東東東小小小小学校学校学校学校で平で平で平で平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社と業株式会社と業株式会社と業株式会社と教教教教育育育育委員会、それ委員会、それ委員会、それ委員会、それ

からからからから広陵広陵広陵広陵東東東東小小小小学校学校学校学校と、今回のと、今回のと、今回のと、今回の工工工工事についてお事についてお事についてお事についてお話話話話がされておりまして、大がされておりまして、大がされておりまして、大がされておりまして、大型型型型クレクレクレクレーーーーンンンンのののの車車車車両両両両

基地基地基地基地としてとしてとしてとして使使使使用用用用するということで、３するということで、３するということで、３するということで、３点点点点おおおお話話話話がございました。そのうちの１がございました。そのうちの１がございました。そのうちの１がございました。そのうちの１点点点点が、６月１が、６月１が、６月１が、６月１

１日から２０日まで、この出入り口の１日から２０日まで、この出入り口の１日から２０日まで、この出入り口の１日から２０日まで、この出入り口の工工工工事等を開事等を開事等を開事等を開始始始始すると、こういうすると、こういうすると、こういうすると、こういう話話話話が行が行が行が行わわわわれているのれているのれているのれているの

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、先ほ先ほ先ほ先ほどどどど学校学校学校学校との間でのとの間でのとの間でのとの間での話話話話、協議はされていないということでしたけれども、、協議はされていないということでしたけれども、、協議はされていないということでしたけれども、、協議はされていないということでしたけれども、

平平平平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社を通じて、業株式会社を通じて、業株式会社を通じて、業株式会社を通じて、学校学校学校学校でこういう実はでこういう実はでこういう実はでこういう実は話話話話し合いがあるのだということし合いがあるのだということし合いがあるのだということし合いがあるのだということ

について、について、について、について、何何何何かかかか相相相相談談談談はははは受受受受けてなかったですか。けてなかったですか。けてなかったですか。けてなかったですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 わわわわかりますかかりますかかりますかかりますかねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 相相相相談談談談というというというという相相相相談談談談はははは多多多多分なかったかなと思うのですけども、まあ分なかったかなと思うのですけども、まあ分なかったかなと思うのですけども、まあ分なかったかなと思うのですけども、まあ学校学校学校学校側側側側の方はの方はの方はの方は

またまたまたまた頼頼頼頼みますよということも言うたような言みますよということも言うたような言みますよということも言うたような言みますよということも言うたような言わわわわんような記んような記んような記んような記憶憶憶憶です。です。です。です。済済済済みません。みません。みません。みません。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 このときのこのときのこのときのこのときの相相相相談談談談のののの内容内容内容内容というのは、というのは、というのは、というのは、児児児児童童童童のののの登登登登下下下下校校校校のののの８８８８時３０分から時３０分から時３０分から時３０分から工工工工事を事を事を事を始始始始

めるとか、まためるとか、まためるとか、まためるとか、また工工工工事中は事中は事中は事中はガガガガーーーードドドドマンマンマンマンを配を配を配を配置置置置するというのは、これは株式会社山崎産業からするというのは、これは株式会社山崎産業からするというのは、これは株式会社山崎産業からするというのは、これは株式会社山崎産業から

こういうこういうこういうこういう話話話話がなけれがなけれがなけれがなければばばば平平平平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社からこのような業株式会社からこのような業株式会社からこのような業株式会社からこのような話話話話は出てこないかと思うは出てこないかと思うは出てこないかと思うは出てこないかと思う

のですけれども、いかがですか。のですけれども、いかがですか。のですけれども、いかがですか。のですけれども、いかがですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 平平平平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社からです業株式会社からです業株式会社からです業株式会社からですねねねね、まあ、まあ、まあ、まあ登登登登下下下下校校校校の時間の時間の時間の時間外外外外で、うちので、うちので、うちので、うちのガガガガーーーー

ドドドドマンマンマンマンじじじじゃゃゃゃなしにうちのなしにうちのなしにうちのなしにうちの見見見見張張張張り、り、り、り、警警警警備備備備というのかというのかというのかというのかねねねね、、、、見見見見張張張張りりりり番番番番を１人つけてやったというを１人つけてやったというを１人つけてやったというを１人つけてやったという

ことで、まあことで、まあことで、まあことで、まあガガガガーーーードドドドマンマンマンマンががががわわわわりでさせてはいただきましたけれど。りでさせてはいただきましたけれど。りでさせてはいただきましたけれど。りでさせてはいただきましたけれど。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 この後、この後、この後、この後、父父父父兄兄兄兄にににに対対対対してのしてのしてのしての説明説明説明説明会というのがその日の会というのがその日の会というのがその日の会というのがその日の昼昼昼昼から行から行から行から行わわわわれているのでれているのでれているのでれているので

すけれども、今回このすけれども、今回このすけれども、今回このすけれども、今回この工工工工事に関してのいろいろなご事に関してのいろいろなご事に関してのいろいろなご事に関してのいろいろなご意見意見意見意見、、、、父父父父兄兄兄兄から出されているのですけから出されているのですけから出されているのですけから出されているのですけ

れども、その中でれども、その中でれども、その中でれども、その中で一切一切一切一切そのそのそのそのアアアアススススベベベベストストストストの問題についてはの問題についてはの問題についてはの問題については触触触触れられていないということです。れられていないということです。れられていないということです。れられていないということです。

で、で、で、で、先ほ先ほ先ほ先ほどのおどのおどのおどのお話話話話の中で、の中で、の中で、の中で、直接直接直接直接学校学校学校学校とはやりとりはしていないということではございますとはやりとりはしていないということではございますとはやりとりはしていないということではございますとはやりとりはしていないということではございます

けれども、平けれども、平けれども、平けれども、平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会社を通じて、本業株式会社を通じて、本業株式会社を通じて、本業株式会社を通じて、本来来来来であれであれであれであればばばばこのこのこのこの学校学校学校学校にににに対対対対してしてしてしてアアアアススススベベベベスススス
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トトトトを含有しているものを解体するのだということを、を含有しているものを解体するのだということを、を含有しているものを解体するのだということを、を含有しているものを解体するのだということを、小小小小学校学校学校学校にそのことをこうにそのことをこうにそのことをこうにそのことをこう伝伝伝伝ええええるようるようるようるよう

な手な手な手な手段段段段をををを私私私私はとるはとるはとるはとるべべべべきではなかったのかと思いますけれども、きではなかったのかと思いますけれども、きではなかったのかと思いますけれども、きではなかったのかと思いますけれども、先ほ先ほ先ほ先ほどおっしどおっしどおっしどおっしゃゃゃゃっいたようっいたようっいたようっいたよう

に、そこにに、そこにに、そこにに、そこに工工工工事を事を事を事を担担担担当する現場の人たちは当する現場の人たちは当する現場の人たちは当する現場の人たちは防防防防護マスク護マスク護マスク護マスクをつけるとか、そういうをつけるとか、そういうをつけるとか、そういうをつけるとか、そういう対応対応対応対応をしてをしてをしてをして

るということであれるということであれるということであれるということであればばばば、、、、近隣近隣近隣近隣のののの小小小小学校学校学校学校にににに対対対対してもしかるしてもしかるしてもしかるしてもしかるべべべべきこのきこのきこのきこの対応対応対応対応っていうのを、あるっていうのを、あるっていうのを、あるっていうのを、ある

いはこのいはこのいはこのいはこの注注注注意意意意というのをというのをというのをというのを促促促促すすすすべべべべきではなかったのかと思いますけれども、そのきではなかったのかと思いますけれども、そのきではなかったのかと思いますけれども、そのきではなかったのかと思いますけれども、その点点点点はいかがはいかがはいかがはいかが

ですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 近隣へ近隣へ近隣へ近隣へのおのおのおのお知知知知らせ、報らせ、報らせ、報らせ、報告告告告をするというのを、をするというのを、をするというのを、をするというのを、義義義義務務務務化化化化なっているのになっているのになっているのになっているのに対対対対して、して、して、して、

非常非常非常非常に申しに申しに申しに申しわわわわけないと思います。けないと思います。けないと思います。けないと思います。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 行行行行わわわわれていなかったということでございますので、そういうことだったのだれていなかったということでございますので、そういうことだったのだれていなかったということでございますので、そういうことだったのだれていなかったということでございますので、そういうことだったのだ

ということでということでということでということで受受受受けとめさせていただきます。けとめさせていただきます。けとめさせていただきます。けとめさせていただきます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。

なけれなけれなけれなければばばば、、、、以上以上以上以上で証人にで証人にで証人にで証人に対対対対する質問はする質問はする質問はする質問は終了終了終了終了いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

証人には長時間ありがとうございました。ご証人には長時間ありがとうございました。ご証人には長時間ありがとうございました。ご証人には長時間ありがとうございました。ご退退退退席していただいて席していただいて席していただいて席していただいて結構結構結構結構でございます。どでございます。どでございます。どでございます。ど

うもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。

なお、この時間をなお、この時間をなお、この時間をなお、この時間を利利利利用用用用しまして、１０分だけしまして、１０分だけしまして、１０分だけしまして、１０分だけ休憩休憩休憩休憩をとりたいと思います。をとりたいと思います。をとりたいと思います。をとりたいと思います。

（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）

いや、今いや、今いや、今いや、今退退退退席される時間だけ、５分席される時間だけ、５分席される時間だけ、５分席される時間だけ、５分ほほほほど、５分だけど、５分だけど、５分だけど、５分だけトトトトイイイイレレレレ休憩休憩休憩休憩を。そのあいだにを。そのあいだにを。そのあいだにを。そのあいだに…………

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 委員長、よろしいですか。委員長、よろしいですか。委員長、よろしいですか。委員長、よろしいですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、もうはい、もうはい、もうはい、もう退退退退席してください。席してください。席してください。席してください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今日は今日は今日は今日は誠誠誠誠に申しに申しに申しに申し訳訳訳訳ございませんでした。お時間とっていただきありがとうごございませんでした。お時間とっていただきありがとうごございませんでした。お時間とっていただきありがとうごございませんでした。お時間とっていただきありがとうご

ざいました。ざいました。ざいました。ざいました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 はい、ごはい、ごはい、ごはい、ご苦労苦労苦労苦労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、５分間だけそれでは、５分間だけそれでは、５分間だけそれでは、５分間だけ休憩休憩休憩休憩にします。そのあいだににします。そのあいだににします。そのあいだににします。そのあいだに用意用意用意用意をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

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

１５：２４分１５：２４分１５：２４分１５：２４分 休憩休憩休憩休憩

１５：２７分 再開１５：２７分 再開１５：２７分 再開１５：２７分 再開

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、再開します。それでは、再開します。それでは、再開します。それでは、再開します。

証人、高田土木事務所の当時の建築課長の入室を認めます。証人、高田土木事務所の当時の建築課長の入室を認めます。証人、高田土木事務所の当時の建築課長の入室を認めます。証人、高田土木事務所の当時の建築課長の入室を認めます。

（●●証人着席）（●●証人着席）（●●証人着席）（●●証人着席）

証人におかれましては、お忙しい中にもかか証人におかれましては、お忙しい中にもかか証人におかれましては、お忙しい中にもかか証人におかれましては、お忙しい中にもかかわわわわらず本委員会のためにご出席いただき、らず本委員会のためにご出席いただき、らず本委員会のためにご出席いただき、らず本委員会のためにご出席いただき、
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誠誠誠誠にありがとうございます。本委員会を代表してにありがとうございます。本委員会を代表してにありがとうございます。本委員会を代表してにありがとうございます。本委員会を代表して厚厚厚厚くおくおくおくお礼礼礼礼申し申し申し申し上げ上げ上げ上げますとともに、調査のますとともに、調査のますとともに、調査のますとともに、調査の

ためにご協力くださいますようお願いいたします。ためにご協力くださいますようお願いいたします。ためにご協力くださいますようお願いいたします。ためにご協力くださいますようお願いいたします。

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

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

事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が法の証人尋問に関する規定が準用準用準用準用されることになっております。されることになっております。されることになっております。されることになっております。

これにより証人はこれにより証人はこれにより証人はこれにより証人は原原原原則として証言を則として証言を則として証言を則として証言を拒む拒む拒む拒むことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申しことはできませんが、次に申し上げ上げ上げ上げる場合には、る場合には、る場合には、る場合には、

これをこれをこれをこれを拒む拒む拒む拒むことができることとなっております。ことができることとなっております。ことができることとなっております。ことができることとなっております。

すなすなすなすなわわわわち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配ち、証言が証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親四親四親四親等等等等内内内内のののの血族血族血族血族、、、、三三三三親親親親等等等等内内内内のののの姻族姻族姻族姻族もしくはもしくはもしくはもしくは

証人とこれらとの証人とこれらとの証人とこれらとの証人とこれらとの親親親親族族族族関関関関係係係係にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後にあった者、証人の後見見見見人または証人の後人または証人の後人または証人の後人または証人の後見見見見をををを受受受受ける者のける者のける者のける者の刑刑刑刑事事事事

上上上上のののの訴訴訴訴追追追追またはまたはまたはまたは処処処処罰罰罰罰をををを招招招招くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名誉誉誉誉をををを害害害害すすすすべべべべき事項に関き事項に関き事項に関き事項に関

するとき、するとき、するとき、するとき、及及及及びびびび医師医師医師医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、医薬品販売医薬品販売医薬品販売医薬品販売業者、業者、業者、業者、助助助助産産産産師師師師、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、弁弁弁弁理理理理士士士士、、、、弁弁弁弁

護護護護人、人、人、人、公公公公証人、証人、証人、証人、宗教宗教宗教宗教、、、、祈祷祈祷祈祷祈祷もしくはもしくはもしくはもしくは祭祀祭祀祭祀祭祀のののの職職職職にある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらのにある者、もしくはこれらの職職職職にあった者がにあった者がにあった者がにあった者が

そのそのそのその職職職職務務務務上知上知上知上知った事実であって、った事実であって、った事実であって、った事実であって、黙秘黙秘黙秘黙秘すすすすべべべべきものについて尋問をきものについて尋問をきものについて尋問をきものについて尋問を受受受受けるときけるときけるときけるとき及及及及びびびび技術また技術また技術また技術また

はははは職職職職業の業の業の業の秘秘秘秘密密密密に関する事項について尋問をに関する事項について尋問をに関する事項について尋問をに関する事項について尋問を受受受受けるとき。けるとき。けるとき。けるとき。

以上以上以上以上の場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言をの場合には、証人は証言を拒む拒む拒む拒むことができます。これらにことができます。これらにことができます。これらにことができます。これらに該該該該当するときは、その当するときは、その当するときは、その当するときは、その旨旨旨旨

お申し出を願います。お申し出を願います。お申し出を願います。お申し出を願います。

それそれそれそれ以以以以外外外外には証言をには証言をには証言をには証言を拒む拒む拒む拒むことはできません。もしこれらの正当な理ことはできません。もしこれらの正当な理ことはできません。もしこれらの正当な理ことはできません。もしこれらの正当な理由由由由がなくて証言をがなくて証言をがなくて証言をがなくて証言を拒拒拒拒

んだときは、６んだときは、６んだときは、６んだときは、６カカカカ月月月月以以以以下の下の下の下の禁錮禁錮禁錮禁錮または１０または１０または１０または１０万円万円万円万円以以以以下の下の下の下の罰金罰金罰金罰金にににに処処処処せられることになっておりせられることになっておりせられることになっておりせられることになっており

ます。ます。ます。ます。

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

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

す。す。す。す。

すなすなすなすなわわわわち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配ち、証人または証人の配偶偶偶偶者、者、者、者、四親四親四親四親等等等等内内内内のののの血族血族血族血族、、、、三三三三親親親親等等等等内内内内のののの姻族姻族姻族姻族もしくは証人ともしくは証人ともしくは証人ともしくは証人と

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

係係係係がある事項について尋問をがある事項について尋問をがある事項について尋問をがある事項について尋問を受受受受けるときには、宣誓をけるときには、宣誓をけるときには、宣誓をけるときには、宣誓を拒む拒む拒む拒むことができます。ことができます。ことができます。ことができます。

それそれそれそれ以以以以外外外外にはにはにはには拒む拒む拒む拒むことはできません。ことはできません。ことはできません。ことはできません。

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

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

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

それでは、法それでは、法それでは、法それでは、法律律律律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。報道関の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。報道関の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。報道関の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。報道関係係係係のののの皆皆皆皆ささささ
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まに申しまに申しまに申しまに申し上げ上げ上げ上げますが、ますが、ますが、ますが、テテテテレレレレビビビビカメカメカメカメラ、ラ、ラ、ラ、写真写真写真写真撮影はここまででありますので、よろしくお願撮影はここまででありますので、よろしくお願撮影はここまででありますので、よろしくお願撮影はここまででありますので、よろしくお願

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

全全全全員ご員ご員ご員ご起起起起立立立立願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご願います。傍聴の方もご起起起起立立立立願います。願います。願います。願います。

（（（（全全全全員員員員起起起起立立立立））））

●●●さん、宣誓書の●●●さん、宣誓書の●●●さん、宣誓書の●●●さん、宣誓書の朗読朗読朗読朗読を願います。を願います。を願います。を願います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 良良良良心心心心にににに従従従従ってってってって真真真真実を実を実を実を述述述述べべべべ、、、、何何何何事も事も事も事も隠隠隠隠さず、またさず、またさず、またさず、また何何何何事もつけ事もつけ事もつけ事もつけ加え加え加え加えないことを誓ないことを誓ないことを誓ないことを誓

います。います。います。います。

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

（（（（全全全全員着席）員着席）員着席）員着席）

証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に証人は、宣誓書に署署署署名名名名捺印捺印捺印捺印願います。願います。願います。願います。

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

言を求められた言を求められた言を求められた言を求められた範囲範囲範囲範囲をををを超超超超ええええないこと。ないこと。ないこと。ないこと。

また、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、そのまた、ご発言の際には、その都都都都度度度度、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。

なお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままでなお、こちらからの質問のときは着席のままで結構結構結構結構ですが、お答ですが、お答ですが、お答ですが、お答ええええの際はの際はの際はの際は起起起起立立立立して発言して発言して発言して発言

を願います。また、証人は委員にを願います。また、証人は委員にを願います。また、証人は委員にを願います。また、証人は委員に対対対対して質して質して質して質疑疑疑疑をすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ごをすることはできませんので、ご了承了承了承了承願いま願いま願いま願いま

す。す。す。す。

なお、委員なお、委員なお、委員なお、委員各位各位各位各位に申しに申しに申しに申し上げ上げ上げ上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関するます。本日は、倉庫の無届解体に関する重要重要重要重要な問題についてな問題についてな問題についてな問題について

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

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人また、発言につきましては、証人の人権権権権にににに留留留留意意意意されるようされるようされるようされるよう要要要要望望望望いたします。いたします。いたします。いたします。

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

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

いたします。いたします。いたします。いたします。

まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。まず、人定質問を行います。

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

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、そのとおりです。はい、そのとおりです。はい、そのとおりです。はい、そのとおりです。

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

○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●●●●○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●●●●○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●●●●○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●でございます。、●●●でございます。、●●●でございます。、●●●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 生生生生年月日。年月日。年月日。年月日。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●生生生生まれ。●●まれ。●●まれ。●●まれ。●●才才才才でございます。でございます。でございます。でございます。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるわわわわけでありますけれけでありますけれけでありますけれけでありますけれ

ども、委員長であるども、委員長であるども、委員長であるども、委員長である私私私私からからからから最初最初最初最初にににに総括的総括的総括的総括的に質問を行います。に質問を行います。に質問を行います。に質問を行います。

まず、１まず、１まず、１まず、１点点点点目。●●さん、あなたは、平成２３年６月１７日、目。●●さん、あなたは、平成２３年６月１７日、目。●●さん、あなたは、平成２３年６月１７日、目。●●さん、あなたは、平成２３年６月１７日、広陵町百済広陵町百済広陵町百済広陵町百済で倉庫解体ので倉庫解体ので倉庫解体ので倉庫解体の

情情情情報があって、届け出の報があって、届け出の報があって、届け出の報があって、届け出の台帳台帳台帳台帳を調を調を調を調べべべべたたたた結果結果結果結果、無届が、無届が、無届が、無届が判判判判明明明明し、すし、すし、すし、すぐぐぐぐに現場に現場に現場に現場へへへへ行ったが、行ったが、行ったが、行ったが、南南南南面面面面

のののの壁壁壁壁がががが残残残残っているだけで他のところは解体っているだけで他のところは解体っているだけで他のところは解体っているだけで他のところは解体済済済済みであり、みであり、みであり、みであり、県県県県道道道道切切切切り下り下り下り下げげげげの現場にいた人からの現場にいた人からの現場にいた人からの現場にいた人から

聞聞聞聞いて、株式会社山崎産業の●●さんにいて、株式会社山崎産業の●●さんにいて、株式会社山崎産業の●●さんにいて、株式会社山崎産業の●●さんに電電電電話話話話を入れ、次のを入れ、次のを入れ、次のを入れ、次の内容内容内容内容をををを聞聞聞聞き出したとき出したとき出したとき出したと話話話話しておらしておらしておらしておら

れます。そのれます。そのれます。そのれます。その内容内容内容内容とは、２とは、２とは、２とは、２週週週週間前に解体間前に解体間前に解体間前に解体工工工工事を事を事を事を完完完完了了了了した。した。した。した。リサリサリサリサイイイイクルクルクルクルの届けを出したかとの届けを出したかとの届けを出したかとの届けを出したかと

聞聞聞聞いたら、いたら、いたら、いたら、残残残残すすすす部部部部分があるので分があるので分があるので分があるのでリフォリフォリフォリフォームのームのームのームの類類類類かなということで届け出はしていない。かなということで届け出はしていない。かなということで届け出はしていない。かなということで届け出はしていない。スススス

レレレレーーーートトトトは解体しては解体しては解体しては解体して外外外外して、今はして、今はして、今はして、今は保保保保管管管管している。とのことであったようですが、このしている。とのことであったようですが、このしている。とのことであったようですが、このしている。とのことであったようですが、この内容内容内容内容にににに

間間間間違違違違いありませんか。いありませんか。いありませんか。いありませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 間間間間違違違違いございません。いございません。いございません。いございません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、●●さん。今、確認したあなたと株式会社山崎産業の●●さんとの次に、●●さん。今、確認したあなたと株式会社山崎産業の●●さんとの次に、●●さん。今、確認したあなたと株式会社山崎産業の●●さんとの次に、●●さん。今、確認したあなたと株式会社山崎産業の●●さんとの

電電電電話話話話でのやりとりででのやりとりででのやりとりででのやりとりで不不不不思議なことがあります。建設思議なことがあります。建設思議なことがあります。建設思議なことがあります。建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法第１０条で、法第１０条で、法第１０条で、法第１０条で、工工工工事に着手事に着手事に着手事に着手

する７日前までに届け出ることが求められているのは発する７日前までに届け出ることが求められているのは発する７日前までに届け出ることが求められているのは発する７日前までに届け出ることが求められているのは発注注注注者ではありませんか。な者ではありませんか。な者ではありませんか。な者ではありませんか。なぜぜぜぜ、、、、工工工工

事の事の事の事の受受受受注注注注者である株式会社山崎産業の関者である株式会社山崎産業の関者である株式会社山崎産業の関者である株式会社山崎産業の関係係係係者に届け出者に届け出者に届け出者に届け出云々云々云々云々をををを聞聞聞聞くのですか。くのですか。くのですか。くのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 工工工工事の事の事の事の内容内容内容内容のことでございましたので、解体業者にのことでございましたので、解体業者にのことでございましたので、解体業者にのことでございましたので、解体業者に聞聞聞聞く考く考く考く考ええええでございました。でございました。でございました。でございました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 旧村旧村旧村旧村本建設の倉庫の解体の発本建設の倉庫の解体の発本建設の倉庫の解体の発本建設の倉庫の解体の発注注注注者が者が者が者が誰誰誰誰であるかを特定したのはいつですか。であるかを特定したのはいつですか。であるかを特定したのはいつですか。であるかを特定したのはいつですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 第１回第１回第１回第１回受受受受注注注注者の事者の事者の事者の事情情情情聴取を、６月２７日だったと思うのですが、その時に行聴取を、６月２７日だったと思うのですが、その時に行聴取を、６月２７日だったと思うのですが、その時に行聴取を、６月２７日だったと思うのですが、その時に行

いました。その時でございます。いました。その時でございます。いました。その時でございます。いました。その時でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 株式会社山崎産業がはずして株式会社山崎産業がはずして株式会社山崎産業がはずして株式会社山崎産業がはずして保保保保管管管管しているとしているとしているとしていると述述述述べべべべたたたた石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトトにかかるにかかるにかかるにかかる

写真写真写真写真は撮影されていないようですが、は撮影されていないようですが、は撮影されていないようですが、は撮影されていないようですが、県県県県の●●技術の●●技術の●●技術の●●技術管管管管理課課長補佐、当時の、理課課長補佐、当時の、理課課長補佐、当時の、理課課長補佐、当時の、保保保保管管管管されてされてされてされて

いるいるいるいる石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトトのののの写真写真写真写真を撮るようにとを撮るようにとを撮るようにとを撮るようにと指示指示指示指示があったのではなかったでしがあったのではなかったでしがあったのではなかったでしがあったのではなかったでしょょょょうか。なうか。なうか。なうか。なぜ指ぜ指ぜ指ぜ指

示示示示にににに従従従従わわわわなかったのですか。なかったのですか。なかったのですか。なかったのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 私私私私は、そのは、そのは、そのは、その指示指示指示指示ということのということのということのということの覚え覚え覚え覚えがございません。がございません。がございません。がございません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、次に、平成２３年７月２０日の株式会社山崎産業はい、次に、平成２３年７月２０日の株式会社山崎産業はい、次に、平成２３年７月２０日の株式会社山崎産業はい、次に、平成２３年７月２０日の株式会社山崎産業へへへへの第２回目の事の第２回目の事の第２回目の事の第２回目の事

情情情情聴取にあなたは出席していません。その際、聴取にあなたは出席していません。その際、聴取にあなたは出席していません。その際、聴取にあなたは出席していません。その際、提提提提出された解体に出された解体に出された解体に出された解体に係係係係る届出書をおる届出書をおる届出書をおる届出書をお示示示示ししまししまししまししま

すが、この届出書をあなたはごすが、この届出書をあなたはごすが、この届出書をあなたはごすが、この届出書をあなたはご存存存存じでしじでしじでしじでしょょょょうか。もし、ごうか。もし、ごうか。もし、ごうか。もし、ご存存存存じであるなら、じであるなら、じであるなら、じであるなら、知知知知ったのはいったのはいったのはいったのはい

つですか。つですか。つですか。つですか。

また、この届け出が着また、この届け出が着また、この届け出が着また、この届け出が着工工工工７日前の平成２３年５月１６日に出されていたら、７日前の平成２３年５月１６日に出されていたら、７日前の平成２３年５月１６日に出されていたら、７日前の平成２３年５月１６日に出されていたら、受受受受理してい理してい理してい理してい

ましたか。その３ましたか。その３ましたか。その３ましたか。その３点点点点お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。
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○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 私私私私は、委員長と同じように第２回は出席していなかったものですから、第２は、委員長と同じように第２回は出席していなかったものですから、第２は、委員長と同じように第２回は出席していなかったものですから、第２は、委員長と同じように第２回は出席していなかったものですから、第２

回の事回の事回の事回の事情情情情聴取の議事録が回ってきた時に、たぶんこれがついていたと思うので、その時で聴取の議事録が回ってきた時に、たぶんこれがついていたと思うので、その時で聴取の議事録が回ってきた時に、たぶんこれがついていたと思うので、その時で聴取の議事録が回ってきた時に、たぶんこれがついていたと思うので、その時で

ございました。ございました。ございました。ございました。

それとあの、届出書が、もしそれとあの、届出書が、もしそれとあの、届出書が、もしそれとあの、届出書が、もし工工工工事１事１事１事１週週週週間前に届けられていたらどうかというご質問です間前に届けられていたらどうかというご質問です間前に届けられていたらどうかというご質問です間前に届けられていたらどうかというご質問です

が、届け出は、土木事務所のが、届け出は、土木事務所のが、届け出は、土木事務所のが、届け出は、土木事務所の受受受受付で課の人間が付で課の人間が付で課の人間が付で課の人間が受受受受け付けてくれているのですけれども、こけ付けてくれているのですけれども、こけ付けてくれているのですけれども、こけ付けてくれているのですけれども、こ

ういうものが出された場合については、１ういうものが出された場合については、１ういうものが出された場合については、１ういうものが出された場合については、１週週週週間前であれ間前であれ間前であれ間前であればばばば、、、、受受受受け付けておったと思います。け付けておったと思います。け付けておったと思います。け付けておったと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、今回の無届解体にかかる次に、今回の無届解体にかかる次に、今回の無届解体にかかる次に、今回の無届解体にかかる県県県県の取りの取りの取りの取り組組組組みが、平成２３年７月２０日のみが、平成２３年７月２０日のみが、平成２３年７月２０日のみが、平成２３年７月２０日の

株式会社山崎産業株式会社山崎産業株式会社山崎産業株式会社山崎産業へへへへの第２回事の第２回事の第２回事の第２回事情情情情聴取を聴取を聴取を聴取を最最最最後に長後に長後に長後に長期期期期間間間間ストッストッストッストップしました。プしました。プしました。プしました。何何何何がががが原原原原因因因因とととと捉捉捉捉ええええ

ていますか。ていますか。ていますか。ていますか。わわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲でよろしいです。でよろしいです。でよろしいです。でよろしいです。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 第１回事第１回事第１回事第１回事情情情情聴取を行うに当たりました時から、聴取を行うに当たりました時から、聴取を行うに当たりました時から、聴取を行うに当たりました時から、県県県県庁庁庁庁の技術の技術の技術の技術管管管管理課から理課から理課から理課から受受受受注注注注者者者者

を呼を呼を呼を呼びびびび出す出す出す出す起起起起案案案案とか、呼とか、呼とか、呼とか、呼びびびび出す日にちとか、そういう出す日にちとか、そういう出す日にちとか、そういう出す日にちとか、そういう指示指示指示指示がございまして、その時がございまして、その時がございまして、その時がございまして、その時点点点点からからからから

県県県県庁庁庁庁の技術の技術の技術の技術管管管管理課の理課の理課の理課の主主主主導導導導の下にの下にの下にの下に動動動動いていたということもありまして、その後、第２回も事いていたということもありまして、その後、第２回も事いていたということもありまして、その後、第２回も事いていたということもありまして、その後、第２回も事

情情情情聴取をやったのですけれども、それも、聴取をやったのですけれども、それも、聴取をやったのですけれども、それも、聴取をやったのですけれども、それも、県県県県庁庁庁庁のののの指指指指導導導導の下にやったという事実がございまの下にやったという事実がございまの下にやったという事実がございまの下にやったという事実がございま

す。そういうことで、す。そういうことで、す。そういうことで、す。そういうことで、県県県県庁庁庁庁のののの指示指示指示指示をををを待待待待っていたということがっていたということがっていたということがっていたということが真真真真実です。実です。実です。実です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、最最最最後に、この事後に、この事後に、この事後に、この事案案案案に関して、に関して、に関して、に関して、県県県県やややや町町町町の行の行の行の行政政政政側側側側やそのやそのやそのやそのＯＢＯＢＯＢＯＢ、ある、ある、ある、ある

いはいはいはいは政政政政治治治治家家家家やその他、やその他、やその他、やその他、誰誰誰誰かから、かから、かから、かから、何何何何らかのらかのらかのらかの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを受受受受けたことはございませんか。けたことはございませんか。けたことはございませんか。けたことはございませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 何何何何もございません。もございません。もございません。もございません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 以上以上以上以上でででで私私私私からの質問はからの質問はからの質問はからの質問は終わ終わ終わ終わりますけれども、次に、りますけれども、次に、りますけれども、次に、りますけれども、次に、各各各各委員から補委員から補委員から補委員から補足足足足質問が質問が質問が質問が

ありましたらご発言を願いたいと思います。ありましたらご発言を願いたいと思います。ありましたらご発言を願いたいと思います。ありましたらご発言を願いたいと思います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 私私私私からからからから数数数数点点点点、●●さんにお、●●さんにお、●●さんにお、●●さんにお聞聞聞聞きします。あなたが高田土木事務所の建築きします。あなたが高田土木事務所の建築きします。あなたが高田土木事務所の建築きします。あなたが高田土木事務所の建築

課長に在課長に在課長に在課長に在任任任任中、今回の１中、今回の１中、今回の１中、今回の１，，，，４００平方４００平方４００平方４００平方メメメメーーーートルトルトルトルになんなんとする大きな建になんなんとする大きな建になんなんとする大きな建になんなんとする大きな建物物物物の解体があっの解体があっの解体があっの解体があっ

た記た記た記た記憶憶憶憶ががががほほほほかにありますか。かにありますか。かにありますか。かにありますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 経経経経験験験験ございません。ございません。ございません。ございません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 次に、あなたは平成２３年６月１７日、通報を次に、あなたは平成２３年６月１７日、通報を次に、あなたは平成２３年６月１７日、通報を次に、あなたは平成２３年６月１７日、通報を受受受受けてですけてですけてですけてですねねねね、、、、庁庁庁庁内内内内のののの台台台台

帳帳帳帳を調を調を調を調べべべべたところ、届け出がなかった。だから、現場たところ、届け出がなかった。だから、現場たところ、届け出がなかった。だから、現場たところ、届け出がなかった。だから、現場へへへへはせ参じて、はせ参じて、はせ参じて、はせ参じて、先ほ先ほ先ほ先ほど委員長がど委員長がど委員長がど委員長が述述述述べべべべ

たようなたようなたようなたような内容内容内容内容の確認を●●さんとの間で行ったとおっしの確認を●●さんとの間で行ったとおっしの確認を●●さんとの間で行ったとおっしの確認を●●さんとの間で行ったとおっしゃゃゃゃいました。で、そのとき、たしいました。で、そのとき、たしいました。で、そのとき、たしいました。で、そのとき、たし

かあなたは解体現場から、かあなたは解体現場から、かあなたは解体現場から、かあなたは解体現場から、要要要要するにするにするにするに広陵町百済広陵町百済広陵町百済広陵町百済の当の当の当の当該該該該の場所から●●さんのの場所から●●さんのの場所から●●さんのの場所から●●さんの携帯携帯携帯携帯にににに電電電電話話話話ささささ

れたのですれたのですれたのですれたのですねねねね。。。。携帯携帯携帯携帯番番番番号号号号をごをごをごをご存存存存じだったのですじだったのですじだったのですじだったのですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 それは事務所それは事務所それは事務所それは事務所へへへへ帰帰帰帰ってきてから、土木事務所のってきてから、土木事務所のってきてから、土木事務所のってきてから、土木事務所の電電電電話話話話で、現場でで、現場でで、現場でで、現場で聞聞聞聞いていていていて帰帰帰帰ったったったった

携帯電携帯電携帯電携帯電話話話話にににに電電電電話話話話を入れたというのがを入れたというのがを入れたというのがを入れたというのが真真真真実でございます。実でございます。実でございます。実でございます。



---- 44445555 ----

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 では、あなたは当では、あなたは当では、あなたは当では、あなたは当該該該該の解体の解体の解体の解体済済済済みの現場にみの現場にみの現場にみの現場に足足足足をををを踏踏踏踏み入れていないみ入れていないみ入れていないみ入れていないわわわわけですけですけですけです

ねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 うちの調うちの調うちの調うちの調整整整整員と２人で行ったのですけれども、その前までは行ったのですけ員と２人で行ったのですけれども、その前までは行ったのですけ員と２人で行ったのですけれども、その前までは行ったのですけ員と２人で行ったのですけれども、その前までは行ったのですけ

ど、ど、ど、ど、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下り下り下り下げげげげのののの工工工工事をしていたところからは、事をしていたところからは、事をしていたところからは、事をしていたところからは、ほほほほのかに中はのかに中はのかに中はのかに中は見え見え見え見えたのですけれど、たのですけれど、たのですけれど、たのですけれど、

中中中中へへへへ踏踏踏踏み入れるということは行っておりません。み入れるということは行っておりません。み入れるということは行っておりません。み入れるということは行っておりません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 県県県県のののの担担担担当した技術当した技術当した技術当した技術管管管管理課の課長理課の課長理課の課長理課の課長及及及及びびびび課長補佐も現場課長補佐も現場課長補佐も現場課長補佐も現場へへへへ足足足足を運んでないのを運んでないのを運んでないのを運んでないの

です。それは、です。それは、です。それは、です。それは、要要要要するに現するに現するに現するに現地地地地調査と調査と調査と調査と称称称称して１年後に解体現場して１年後に解体現場して１年後に解体現場して１年後に解体現場へへへへ足足足足をををを踏踏踏踏み入れましたけれどみ入れましたけれどみ入れましたけれどみ入れましたけれど

も、あなたも含めて解体現場にも、あなたも含めて解体現場にも、あなたも含めて解体現場にも、あなたも含めて解体現場に足足足足をををを踏踏踏踏み入れていない。どうしてそういうことになるのでみ入れていない。どうしてそういうことになるのでみ入れていない。どうしてそういうことになるのでみ入れていない。どうしてそういうことになるので

すか、無届け解体。すか、無届け解体。すか、無届け解体。すか、無届け解体。多多多多分、あなたが着分、あなたが着分、あなたが着分、あなたが着任任任任してしてしてして初初初初めての無届け解体事めての無届け解体事めての無届け解体事めての無届け解体事案案案案ではなかったのですではなかったのですではなかったのですではなかったのです

か。なか。なか。なか。なぜぜぜぜ現場に現場に現場に現場に足足足足をををを踏踏踏踏み入れようとしなかったのですか。み入れようとしなかったのですか。み入れようとしなかったのですか。み入れようとしなかったのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 確かに確かに確かに確かに初初初初めての無届け解体のめての無届け解体のめての無届け解体のめての無届け解体の経経経経験験験験でございました。それと、なでございました。それと、なでございました。それと、なでございました。それと、なぜぜぜぜ現場に現場に現場に現場に立立立立ちちちち

入らなかったかということはです入らなかったかということはです入らなかったかということはです入らなかったかということはですねねねね、、、、多多多多分、現場に分、現場に分、現場に分、現場に最初最初最初最初にににに駆駆駆駆けつけたときに、２けつけたときに、２けつけたときに、２けつけたときに、２週週週週間前に間前に間前に間前に

もうもうもうもう既既既既にににに終わ終わ終わ終わっているよというっているよというっているよというっているよという話話話話がございまして、で、がございまして、で、がございまして、で、がございまして、で、帰帰帰帰ってきてから解体のってきてから解体のってきてから解体のってきてから解体の担担担担当者に当者に当者に当者に電電電電

話話話話でででで聞聞聞聞いたところ、そのとおり２いたところ、そのとおり２いたところ、そのとおり２いたところ、そのとおり２週週週週間前に間前に間前に間前に終わ終わ終わ終わっていますということは言っていましたのっていますということは言っていましたのっていますということは言っていましたのっていますということは言っていましたの

で、まあ現場の中では解体ということがもうで、まあ現場の中では解体ということがもうで、まあ現場の中では解体ということがもうで、まあ現場の中では解体ということがもう既既既既にににに終わ終わ終わ終わってるものだということで、現場のってるものだということで、現場のってるものだということで、現場のってるものだということで、現場の

中を中を中を中を見見見見るということは思いつかなかったというか、考るということは思いつかなかったというか、考るということは思いつかなかったというか、考るということは思いつかなかったというか、考ええええませんでした。ませんでした。ませんでした。ませんでした。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 で、あなたは事務所で、あなたは事務所で、あなたは事務所で、あなたは事務所へへへへ戻戻戻戻ってから●●さんにってから●●さんにってから●●さんにってから●●さんに電電電電話話話話入れたと、こうおっし入れたと、こうおっし入れたと、こうおっし入れたと、こうおっし

ゃゃゃゃいました。そしたらおいました。そしたらおいました。そしたらおいました。そしたらお聞聞聞聞きします、●●さんはあなたときします、●●さんはあなたときします、●●さんはあなたときします、●●さんはあなたと以以以以前から前から前から前から顔顔顔顔見知見知見知見知りであったですりであったですりであったですりであったです

か。か。か。か。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 全全全全くくくく存存存存じておりません。じておりません。じておりません。じておりません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ならならならならばばばば、その、その、その、その電電電電話話話話のやりとりでのやりとりでのやりとりでのやりとりで石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトトをををを保保保保管管管管していると、これはしていると、これはしていると、これはしていると、これは

聞聞聞聞いたのでしいたのでしいたのでしいたのでしょょょょう。どこにう。どこにう。どこにう。どこに保保保保管管管管しておったか、しておったか、しておったか、しておったか、ねねねね、そのことについて、な、そのことについて、な、そのことについて、な、そのことについて、なぜぜぜぜあなたはあなたはあなたはあなたは聞聞聞聞かかかか

ないのですか。ないのですか。ないのですか。ないのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 電電電電話話話話でででで聞聞聞聞いたとき、いたとき、いたとき、いたとき、石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトトは今も別の場所では今も別の場所では今も別の場所では今も別の場所で保保保保管管管管しているというようしているというようしているというようしているというよう

なことを言なことを言なことを言なことを言わわわわれたようなれたようなれたようなれたような気気気気がするのですけども、それがするのですけども、それがするのですけども、それがするのですけども、それ以上以上以上以上追及追及追及追及はしておりません。はしておりません。はしておりません。はしておりません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 最最最最も大事な、あるいは、も大事な、あるいは、も大事な、あるいは、も大事な、あるいは、逆逆逆逆に言に言に言に言えばえばえばえば、、、、唯唯唯唯一一一一のののの具具具具体体体体的的的的な証な証な証な証拠拠拠拠なのですなのですなのですなのですねねねね。。。。

そのそのそのそのほほほほかかかか何何何何の証の証の証の証拠拠拠拠もない、もない、もない、もない、残残残残ってないのですよ、ってないのですよ、ってないのですよ、ってないのですよ、鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨のののの果果果果てまで、てまで、てまで、てまで、ねねねね。その。その。その。その石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトト

を、あなたはを、あなたはを、あなたはを、あなたは担担担担当の課長でし当の課長でし当の課長でし当の課長でしょょょょう、そのう、そのう、そのう、その石石石石綿スレ綿スレ綿スレ綿スレーーーートトトトがどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの量量量量で、どこでで、どこでで、どこでで、どこで保保保保管管管管しししし

ているのだと、当ているのだと、当ているのだと、当ているのだと、当然然然然、、、、担担担担当課長であれ当課長であれ当課長であれ当課長であればばばばそこに思いをめそこに思いをめそこに思いをめそこに思いをめぐぐぐぐらせて当らせて当らせて当らせて当然然然然だと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれ

ども、なども、なども、なども、なぜぜぜぜそこに思いがめそこに思いがめそこに思いがめそこに思いがめぐぐぐぐらないのですか。らないのですか。らないのですか。らないのですか。



---- 44446666 ----

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 私私私私どもが所どもが所どもが所どもが所管管管管している建設している建設している建設している建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法は、もうご法は、もうご法は、もうご法は、もうご存存存存じのように、３資じのように、３資じのように、３資じのように、３資材材材材とととと

いいますか、木いいますか、木いいますか、木いいますか、木材材材材、、、、ココココンクンクンクンクリリリリーーーートトトト、、、、アアアアススススフフフファァァァルトルトルトルト・・・・ココココンクンクンクンクリリリリーーーートトトトという３資という３資という３資という３資材材材材の分別解体の分別解体の分別解体の分別解体

をして、それをまあ再資をして、それをまあ再資をして、それをまあ再資をして、それをまあ再資源化源化源化源化しようというのが目しようというのが目しようというのが目しようというのが目的的的的でございますが、そのでございますが、そのでございますが、そのでございますが、そのスレスレスレスレーーーートトトトというというというという

ところまでですところまでですところまでですところまでですねねねね、、、、私私私私どもが、どういうんですか、所どもが、どういうんですか、所どもが、どういうんですか、所どもが、どういうんですか、所管管管管いうたらおかしいのですけれども、いうたらおかしいのですけれども、いうたらおかしいのですけれども、いうたらおかしいのですけれども、

そういうところまで思いがそういうところまで思いがそういうところまで思いがそういうところまで思いが至至至至らなかったというのが事実でございます。らなかったというのが事実でございます。らなかったというのが事実でございます。らなかったというのが事実でございます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そのそのそのその辺辺辺辺に今に今に今に今私私私私たちがたちがたちがたちが最最最最もももも重重重重視視視視している問題している問題している問題している問題点点点点がががが潜潜潜潜んでいるのだと思いまんでいるのだと思いまんでいるのだと思いまんでいるのだと思いま

すよ。すよ。すよ。すよ。

で、次におで、次におで、次におで、次にお聞聞聞聞きしますが、このにせの届出書、きしますが、このにせの届出書、きしますが、このにせの届出書、きしますが、このにせの届出書、私私私私ああああええええて言います、こんな届出書を出そて言います、こんな届出書を出そて言います、こんな届出書を出そて言います、こんな届出書を出そ

うと思っててんと、届け出するのをうと思っててんと、届け出するのをうと思っててんと、届け出するのをうと思っててんと、届け出するのを忘忘忘忘れててんと。しかもですよ、このれててんと。しかもですよ、このれててんと。しかもですよ、このれててんと。しかもですよ、この判判判判をををを押押押押して出してして出してして出してして出して

おきますよと言ったのは、あなた方がやった第１回目の事おきますよと言ったのは、あなた方がやった第１回目の事おきますよと言ったのは、あなた方がやった第１回目の事おきますよと言ったのは、あなた方がやった第１回目の事情情情情聴取と第２回目の事聴取と第２回目の事聴取と第２回目の事聴取と第２回目の事情情情情聴取の聴取の聴取の聴取の

間ですよ、その間につくったのです。間ですよ、その間につくったのです。間ですよ、その間につくったのです。間ですよ、その間につくったのです。多多多多分、分、分、分、私私私私は土木事務所からごは土木事務所からごは土木事務所からごは土木事務所からご指指指指導導導導があって出てきたがあって出てきたがあって出てきたがあって出てきた

のだと思いますけれども、まずおのだと思いますけれども、まずおのだと思いますけれども、まずおのだと思いますけれども、まずお聞聞聞聞きします、ごきします、ごきします、ごきします、ご指指指指導導導導されたのですか。されたのですか。されたのですか。されたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そういうことはありません。そういうことはありません。そういうことはありません。そういうことはありません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 土木事務所というのは土木事務所というのは土木事務所というのは土木事務所というのは奥深奥深奥深奥深いんで、今の事務所にいんで、今の事務所にいんで、今の事務所にいんで、今の事務所に勤勤勤勤務している人たちは務している人たちは務している人たちは務している人たちは

しなかったかもしれないけれども、かつてしなかったかもしれないけれども、かつてしなかったかもしれないけれども、かつてしなかったかもしれないけれども、かつて勤勤勤勤務しておった人、あるいは務しておった人、あるいは務しておった人、あるいは務しておった人、あるいは先先先先輩輩輩輩方方方方 々々々々、こうい、こうい、こうい、こうい

うことになったら大うことになったら大うことになったら大うことになったら大変親切変親切変親切変親切な方がな方がな方がな方が多多多多いので、いので、いので、いので、アドアドアドアドバイバイバイバイススススなさったのだろうと思います。で、なさったのだろうと思います。で、なさったのだろうと思います。で、なさったのだろうと思います。で、

これはまたおいおい次の機会の証人尋問でもこれはまたおいおい次の機会の証人尋問でもこれはまたおいおい次の機会の証人尋問でもこれはまたおいおい次の機会の証人尋問でも明明明明らかにしますけれども。らかにしますけれども。らかにしますけれども。らかにしますけれども。

まず、まず、まず、まず、先ほ先ほ先ほ先ほどあなたはこれが届けられておったらどあなたはこれが届けられておったらどあなたはこれが届けられておったらどあなたはこれが届けられておったら受受受受け付けたと、こうおっしけ付けたと、こうおっしけ付けたと、こうおっしけ付けたと、こうおっしゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。

実は実は実は実はねねねね、株式会社山崎産業の平成２２年、平成２３年、株式会社山崎産業の平成２２年、平成２３年、株式会社山崎産業の平成２２年、平成２３年、株式会社山崎産業の平成２２年、平成２３年度度度度の解体届け出はそれの解体届け出はそれの解体届け出はそれの解体届け出はそれぞぞぞぞれ１６件、れ１６件、れ１６件、れ１６件、

２３件。平成２２年に１６件、平成２３年２３件。平成２２年に１６件、平成２３年２３件。平成２２年に１６件、平成２３年２３件。平成２２年に１６件、平成２３年度度度度に２３件届け出してある、これは高田土木事に２３件届け出してある、これは高田土木事に２３件届け出してある、これは高田土木事に２３件届け出してある、これは高田土木事

務所の分です。その務所の分です。その務所の分です。その務所の分です。そのほほほほとんどすとんどすとんどすとんどすべべべべてで、届け出の代理人は株式会社山崎産業の関てで、届け出の代理人は株式会社山崎産業の関てで、届け出の代理人は株式会社山崎産業の関てで、届け出の代理人は株式会社山崎産業の関係係係係者が届者が届者が届者が届

け出しているのです、け出しているのです、け出しているのです、け出しているのです、ねねねね。この届出書も●●さんの名前でしようとしているのです。この届出書も●●さんの名前でしようとしているのです。この届出書も●●さんの名前でしようとしているのです。この届出書も●●さんの名前でしようとしているのですねねねね。●。●。●。●

●さん●さん●さん●さん自覚自覚自覚自覚なかったのですよ、なかったのですよ、なかったのですよ、なかったのですよ、先ほ先ほ先ほ先ほどどどど聞聞聞聞いたら。ないいたら。ないいたら。ないいたら。ないほほほほどにどにどにどに常常常常態態態態化化化化しているのですしているのですしているのですしているのですねねねね。株。株。株。株

式会社山崎産業は届出書の代行はできるのですか。式会社山崎産業は届出書の代行はできるのですか。式会社山崎産業は届出書の代行はできるのですか。式会社山崎産業は届出書の代行はできるのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そういうこと、ちそういうこと、ちそういうこと、ちそういうこと、ちょょょょっとっとっとっと詳詳詳詳しくございません。しくございません。しくございません。しくございません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 当当当当該受該受該受該受け付けるけ付けるけ付けるけ付ける部部部部署署署署の課長がの課長がの課長がの課長が詳詳詳詳しくないなどと言ってもらってはしくないなどと言ってもらってはしくないなどと言ってもらってはしくないなどと言ってもらっては困困困困るでるでるでるで

すがな、すがな、すがな、すがな、ねえねえねえねえ。この平成２２年。この平成２２年。この平成２２年。この平成２２年度度度度、平成２３年、平成２３年、平成２３年、平成２３年度度度度合計３０合計３０合計３０合計３０数数数数件のです件のです件のです件のですねねねね、４０件になんな、４０件になんな、４０件になんな、４０件になんな

んとするこの解体の届け出は、んとするこの解体の届け出は、んとするこの解体の届け出は、んとするこの解体の届け出は、ほほほほとんど同じとんど同じとんど同じとんど同じパタパタパタパターーーーンンンンでございます。じでございます。じでございます。じでございます。じゃゃゃゃあ、これはごあ、これはごあ、これはごあ、これはご存存存存

じですじですじですじですねねねね、法人は法人の、法人は法人の、法人は法人の、法人は法人の印鑑印鑑印鑑印鑑がなけりがなけりがなけりがなけりゃゃゃゃだめだっていうのはごだめだっていうのはごだめだっていうのはごだめだっていうのはご存存存存じですか。じですか。じですか。じですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 私私私私は、平成２３年４月にですは、平成２３年４月にですは、平成２３年４月にですは、平成２３年４月にですねねねね、高田土木事務所、高田土木事務所、高田土木事務所、高田土木事務所へへへへ赴任赴任赴任赴任してしてしてして来来来来たたたたわわわわけなんでけなんでけなんでけなんで
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すけれども、このすけれども、このすけれども、このすけれども、この何何何何ていうんですかていうんですかていうんですかていうんですかねねねね、●●さんの名前でそれまで届け出てたということ、●●さんの名前でそれまで届け出てたということ、●●さんの名前でそれまで届け出てたということ、●●さんの名前でそれまで届け出てたということ

が、後で調が、後で調が、後で調が、後で調べべべべて１件か２件かあったて１件か２件かあったて１件か２件かあったて１件か２件かあったぐぐぐぐらいのことでですらいのことでですらいのことでですらいのことでですねねねね、それまでは本当に、それまでは本当に、それまでは本当に、それまでは本当に詳詳詳詳しくござしくござしくござしくござ

いませんでした。いませんでした。いませんでした。いませんでした。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いいいいええええ、これまで建設委員会等でこの問題について取り、これまで建設委員会等でこの問題について取り、これまで建設委員会等でこの問題について取り、これまで建設委員会等でこの問題について取り組組組組んできましたんできましたんできましたんできました私私私私

が、が、が、が、県県県県を通じて高田土木事務所でを通じて高田土木事務所でを通じて高田土木事務所でを通じて高田土木事務所で受受受受け付けた株式会社山崎産業にかかけ付けた株式会社山崎産業にかかけ付けた株式会社山崎産業にかかけ付けた株式会社山崎産業にかかわわわわる、いる、いる、いる、いわゆわゆわゆわゆる届出る届出る届出る届出

書の書の書の書の写写写写しをすしをすしをすしをすべべべべてててて持持持持っております。っております。っております。っております。９９９９割割割割９９９９分が株式会社山崎産業が代理人として届け出て分が株式会社山崎産業が代理人として届け出て分が株式会社山崎産業が代理人として届け出て分が株式会社山崎産業が代理人として届け出て

いるのですけれども、もういるのですけれども、もういるのですけれども、もういるのですけれども、もう一一一一つおつおつおつお聞聞聞聞きします、もうきします、もうきします、もうきします、もう一一一一つ。つ。つ。つ。

私私私私の認の認の認の認識識識識では、では、では、では、受受受受注注注注者である株式会社山崎産業は届け出業務はできない、代行業はでき者である株式会社山崎産業は届け出業務はできない、代行業はでき者である株式会社山崎産業は届け出業務はできない、代行業はでき者である株式会社山崎産業は届け出業務はできない、代行業はでき

ない、なのにしている。その場合、じない、なのにしている。その場合、じない、なのにしている。その場合、じない、なのにしている。その場合、じゃゃゃゃあ代理はできないか、代理はできます、その際にあ代理はできないか、代理はできます、その際にあ代理はできないか、代理はできます、その際にあ代理はできないか、代理はできます、その際に

委委委委任任任任状状状状がががが要要要要るのです。そのするのです。そのするのです。そのするのです。そのすべべべべてで委てで委てで委てで委任任任任状状状状を取っていますを取っていますを取っていますを取っていますねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ちちちちょょょょっとっとっとっと詳詳詳詳しくないというのが事実でございます。しくないというのが事実でございます。しくないというのが事実でございます。しくないというのが事実でございます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 委委委委任任任任状状状状がががが要要要要るということをごるということをごるということをごるということをご存存存存じだったですか。じだったですか。じだったですか。じだったですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 このこのこのこのリサリサリサリサイイイイクルクルクルクル届けについては、委届けについては、委届けについては、委届けについては、委任任任任状状状状がががが要要要要るということはるということはるということはるということは存存存存じておりませじておりませじておりませじておりませ

んでした。んでした。んでした。んでした。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 法法法法律律律律つくっても条例つくっても、あなた方にとってざるなんですつくっても条例つくっても、あなた方にとってざるなんですつくっても条例つくっても、あなた方にとってざるなんですつくっても条例つくっても、あなた方にとってざるなんですねねねね、ざ、ざ、ざ、ざ

るでるでるでるで水水水水すくうようなものですよ。すくうようなものですよ。すくうようなものですよ。すくうようなものですよ。窓窓窓窓口業務の建築課長がそんな口業務の建築課長がそんな口業務の建築課長がそんな口業務の建築課長がそんな状状状状態態態態ではですではですではですではですねねねね、、、、何何何何をか言をか言をか言をか言

わわわわんやですんやですんやですんやですねねねね。この届出書は。この届出書は。この届出書は。この届出書は多多多多分、分、分、分、僕僕僕僕はあなたが言ったように、届けられたらはあなたが言ったように、届けられたらはあなたが言ったように、届けられたらはあなたが言ったように、届けられたら受受受受け付けてけ付けてけ付けてけ付けて

いたと思います、あなたの認いたと思います、あなたの認いたと思います、あなたの認いたと思います、あなたの認識識識識と同じく。そして、高田土木事務所と同じく。そして、高田土木事務所と同じく。そして、高田土木事務所と同じく。そして、高田土木事務所へへへへ確認してください、確認してください、確認してください、確認してください、

一切一切一切一切委委委委任任任任状状状状はないと思います。法人の届けに、いはないと思います。法人の届けに、いはないと思います。法人の届けに、いはないと思います。法人の届けに、いわゆわゆわゆわゆるるるる三三三三文文文文判判判判１１１１個個個個で届けられたで届けられたで届けられたで届けられた案案案案件も件も件も件も何何何何

件かございます件かございます件かございます件かございますねねねね。そしたらです。そしたらです。そしたらです。そしたらですねねねね、発、発、発、発注注注注者者者者責任責任責任責任というというというという責任責任責任責任はですよ、はですよ、はですよ、はですよ、全全全全くないがしろにくないがしろにくないがしろにくないがしろに

されているされているされているされているわわわわけですけですけですけですねねねね。。。。

あなた建設あなた建設あなた建設あなた建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法に法に法に法に詳詳詳詳しくないと言いましたけれども、そもそも建設しくないと言いましたけれども、そもそも建設しくないと言いましたけれども、そもそも建設しくないと言いましたけれども、そもそも建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル

法、法、法、法、釈釈釈釈迦迦迦迦にににに説説説説法かと思って言法かと思って言法かと思って言法かと思って言わわわわなかったけれども、これは、なかったけれども、これは、なかったけれども、これは、なかったけれども、これは、要要要要するにするにするにするに阪神阪神阪神阪神大大大大震災震災震災震災のときものときものときものときも

そうでした、そうでした、そうでした、そうでした、要要要要するにするにするにするに倒倒倒倒壊壊壊壊した建した建した建した建物物物物ををををミミミミンチンチンチンチででででぐわぐわぐわぐわっと解体して、それを山っと解体して、それを山っと解体して、それを山っと解体して、それを山林林林林やですやですやですやですねねねね、、、、

河河河河川川川川敷敷敷敷やあるいは平やあるいは平やあるいは平やあるいは平野部野部野部野部の空きの空きの空きの空き地地地地にですにですにですにですねねねね、、、、固固固固めてめてめてめて捨捨捨捨てて大てて大てて大てて大変変変変社会社会社会社会的的的的な問題になりました。な問題になりました。な問題になりました。な問題になりました。

資資資資源源源源再再再再利利利利用用用用という法という法という法という法律律律律をつくって、分別解体してをつくって、分別解体してをつくって、分別解体してをつくって、分別解体して利利利利用用用用できるものは再できるものは再できるものは再できるものは再利利利利用用用用していこうといしていこうといしていこうといしていこうとい

うううう形形形形でこの法でこの法でこの法でこの法律律律律が調うた。そして、平成１７年前後にですが調うた。そして、平成１７年前後にですが調うた。そして、平成１７年前後にですが調うた。そして、平成１７年前後にですねねねね、この、この、この、このアアアアススススベベベベストストストストの問題が大の問題が大の問題が大の問題が大

きな社会問題として取りきな社会問題として取りきな社会問題として取りきな社会問題として取り上げ上げ上げ上げられるようなってですよ、られるようなってですよ、られるようなってですよ、られるようなってですよ、不不不不動動動動産の取産の取産の取産の取引引引引でもでもでもでも重要重要重要重要事項の中に事項の中に事項の中に事項の中に

アアアアススススベベベベストストストストあるやなしやのあるやなしやのあるやなしやのあるやなしやの点点点点検検検検をしなきをしなきをしなきをしなきゃゃゃゃならないと、こうまで言ならないと、こうまで言ならないと、こうまで言ならないと、こうまで言わわわわれてきて、建設れてきて、建設れてきて、建設れてきて、建設リサリサリサリサ

イイイイクルクルクルクル法分別解体の中に法分別解体の中に法分別解体の中に法分別解体の中にアアアアススススベベベベストストストストをををを載載載載せたのです。せたのです。せたのです。せたのです。アアアアススススベベベベストストストストの問題を後からのせて、の問題を後からのせて、の問題を後からのせて、の問題を後からのせて、
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あなたの認あなたの認あなたの認あなたの認識識識識にあるように、にあるように、にあるように、にあるように、極極極極めてめてめてめてアアアアススススベベベベストストストスト問題が問題が問題が問題が軽視軽視軽視軽視されている、ないに等しいされている、ないに等しいされている、ないに等しいされている、ないに等しい扱扱扱扱いいいい

をををを受受受受けているのです、けているのです、けているのです、けているのです、奈良県奈良県奈良県奈良県ででででねねねね。あなたの答。あなたの答。あなたの答。あなたの答弁弁弁弁をををを聞聞聞聞いていたら、いていたら、いていたら、いていたら、全全全全くそのとおりでござくそのとおりでござくそのとおりでござくそのとおりでござ

いますいますいますいますねねねね。。。。要要要要するに、こういうするに、こういうするに、こういうするに、こういう状況状況状況状況で、で、で、で、状状状状態態態態で、で、で、で、窓窓窓窓口で口で口で口で点点点点検検検検すらできない、発すらできない、発すらできない、発すらできない、発注注注注者者者者責任責任責任責任でででで

ししししょょょょ、、、、私私私私、、、、先ほ先ほ先ほ先ほどからずっと株式会社山崎産業に事どからずっと株式会社山崎産業に事どからずっと株式会社山崎産業に事どからずっと株式会社山崎産業に事情聞情聞情聞情聞いてましたけれども、株式会社山いてましたけれども、株式会社山いてましたけれども、株式会社山いてましたけれども、株式会社山

崎産業の崎産業の崎産業の崎産業の見積見積見積見積書には書には書には書にはねねねね、、、、アアアアススススベベベベストストストストのののの処処処処理にかか理にかか理にかか理にかかわわわわるるるる経費経費経費経費、分別回、分別回、分別回、分別回収収収収のののの処処処処理にかか理にかか理にかか理にかかわわわわるるるる経経経経

費費費費、、、、一切見積一切見積一切見積一切見積もられていませんもられていませんもられていませんもられていませんねねねね。そんなことについて、だから、それも含めて。そんなことについて、だから、それも含めて。そんなことについて、だから、それも含めて。そんなことについて、だから、それも含めて自自自自分はの分はの分はの分はの

みみみみ込込込込むむむむいういういういう形形形形でででで仕仕仕仕事をとってくる、そんな事をとってくる、そんな事をとってくる、そんな事をとってくる、そんな状状状状態態態態がががが横横横横行しているのですよ。行しているのですよ。行しているのですよ。行しているのですよ。

また、別の解体業者はまた、別の解体業者はまた、別の解体業者はまた、別の解体業者はねねねね、ありもしない建、ありもしない建、ありもしない建、ありもしない建物物物物を解体したというを解体したというを解体したというを解体したという形形形形で法務で法務で法務で法務局局局局に届け出してに届け出してに届け出してに届け出して

いるのですよ。かつて、いつの日か解体されているのですよ。かつて、いつの日か解体されているのですよ。かつて、いつの日か解体されているのですよ。かつて、いつの日か解体されて登登登登記がそのままになっているその記がそのままになっているその記がそのままになっているその記がそのままになっているその登登登登記を記を記を記を消消消消

すために、あろうことか、この事すために、あろうことか、この事すために、あろうことか、この事すために、あろうことか、この事態態態態がががが起起起起こっている４月１こっている４月１こっている４月１こっている４月１８８８８日に解体したのだと、これ法日に解体したのだと、これ法日に解体したのだと、これ法日に解体したのだと、これ法

務務務務省省省省のののの登登登登記記記記簿簿簿簿にににに残残残残っているっているっているっているわわわわけで、高田土木事務所にけで、高田土木事務所にけで、高田土木事務所にけで、高田土木事務所に聞聞聞聞いたら、もちろんそんな解体届けいたら、もちろんそんな解体届けいたら、もちろんそんな解体届けいたら、もちろんそんな解体届け

は出ていない。は出ていない。は出ていない。は出ていない。ねえねえねえねえ、大、大、大、大変変変変ですよ、これ。そういう事ですよ、これ。そういう事ですよ、これ。そういう事ですよ、これ。そういう事態態態態も含めましてですも含めましてですも含めましてですも含めましてですねねねね、どうも解体、どうも解体、どうも解体、どうも解体

にかかにかかにかかにかかわわわわる行る行る行る行政政政政がずさんであることのすきをがずさんであることのすきをがずさんであることのすきをがずさんであることのすきを突突突突かれて、こういうかれて、こういうかれて、こういうかれて、こういう不不不不法な、無法なです法な、無法なです法な、無法なです法な、無法なですねねねね、、、、

事事事事態態態態が発が発が発が発生生生生しているのですけれども、それらについてしているのですけれども、それらについてしているのですけれども、それらについてしているのですけれども、それらについて責任感責任感責任感責任感じませんか。じませんか。じませんか。じませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 勉勉勉勉強不足強不足強不足強不足というか、認というか、認というか、認というか、認識識識識不足不足不足不足ということについてはということについてはということについてはということについては反反反反省省省省しております。しております。しております。しております。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 このこのこのこの百百百百条委員会が条委員会が条委員会が条委員会が収束収束収束収束されてされてされてされて以以以以降降降降の建設委員会等の建設委員会等の建設委員会等の建設委員会等 々々々々でもまたさらにでもまたさらにでもまたさらにでもまたさらに深深深深くくくく

追及追及追及追及しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないと思うならないと思うならないと思うならないと思うわわわわけですけれども、けですけれども、けですけれども、けですけれども、少少少少なくともきなくともきなくともきなくともきょょょょうのうのうのうの宿宿宿宿題として題として題として題としてねねねね、平、平、平、平

成２３年４月１成２３年４月１成２３年４月１成２３年４月１８８８８日に解体し、平成２３年４月２１日に日に解体し、平成２３年４月２１日に日に解体し、平成２３年４月２１日に日に解体し、平成２３年４月２１日に登登登登記記記記抹消抹消抹消抹消されている建されている建されている建されている建物物物物がこのがこのがこのがこの敷敷敷敷

地内地内地内地内にあったのですよ。それはどういうことでにあったのですよ。それはどういうことでにあったのですよ。それはどういうことでにあったのですよ。それはどういうことで登登登登録録録録抹消抹消抹消抹消されたのか、そのされたのか、そのされたのか、そのされたのか、その経経経経過過過過についてでについてでについてでについてで

すすすすねねねね、あなたの方から当委員会に、あなたの方から当委員会に、あなたの方から当委員会に、あなたの方から当委員会に早速早速早速早速に報に報に報に報告告告告してくれますか。してくれますか。してくれますか。してくれますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 現在、現在、現在、現在、私私私私、、、、郡郡郡郡山土木事務所の建築課に山土木事務所の建築課に山土木事務所の建築課に山土木事務所の建築課に勤勤勤勤務しておりますので、また高田土木務しておりますので、また高田土木務しておりますので、また高田土木務しておりますので、また高田土木

事務所に事務所に事務所に事務所に引引引引きききき継継継継いだ者にこのいだ者にこのいだ者にこのいだ者にこの管内管内管内管内のことについてはのことについてはのことについてはのことについては聞聞聞聞いてですいてですいてですいてですねねねね、やっていこうと、そう、やっていこうと、そう、やっていこうと、そう、やっていこうと、そう

いういういういうふふふふうに思っております。うに思っております。うに思っております。うに思っております。

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

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 簡単簡単簡単簡単に、届け出のに、届け出のに、届け出のに、届け出の話話話話です。山下副委員長はにせの届け出って言うたのですけです。山下副委員長はにせの届け出って言うたのですけです。山下副委員長はにせの届け出って言うたのですけです。山下副委員長はにせの届け出って言うたのですけ

れども、その届け出が出されたときに、その届け出をれども、その届け出が出されたときに、その届け出をれども、その届け出が出されたときに、その届け出をれども、その届け出が出されたときに、その届け出を検検検検証したかっていうのか、届け出が証したかっていうのか、届け出が証したかっていうのか、届け出が証したかっていうのか、届け出が

正しいかどうかというのを正しいかどうかというのを正しいかどうかというのを正しいかどうかというのを部部部部署署署署でででで検討検討検討検討しましたか。しましたか。しましたか。しましたか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 届け出はまあ１届け出はまあ１届け出はまあ１届け出はまあ１週週週週間前に出すものでございますので、もう第２回の事間前に出すものでございますので、もう第２回の事間前に出すものでございますので、もう第２回の事間前に出すものでございますので、もう第２回の事情情情情聴取、聴取、聴取、聴取、
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私私私私はまあこのときは出席していなかったのですが、第２回事はまあこのときは出席していなかったのですが、第２回事はまあこのときは出席していなかったのですが、第２回事はまあこのときは出席していなかったのですが、第２回事情情情情聴取のときにこれの聴取のときにこれの聴取のときにこれの聴取のときにこれの写写写写しをしをしをしを

まあまあまあまあ置置置置いていていていて帰帰帰帰ったということだったのですったということだったのですったということだったのですったということだったのですねねねね。で、それ。で、それ。で、それ。で、それ以以以以降降降降についてはについてはについてはについては詳詳詳詳しいしいしいしい検検検検証という証という証という証という

のはのはのはのは多多多多分していないです。分していないです。分していないです。分していないです。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 これがこれがこれがこれが先ほ先ほ先ほ先ほどの答どの答どの答どの答弁弁弁弁っていうのですか、では、１っていうのですか、では、１っていうのですか、では、１っていうのですか、では、１週週週週間前であれ間前であれ間前であれ間前であれば受ば受ば受ば受け付けたけ付けたけ付けたけ付けた

っていうっていうっていうっていうふふふふうにおっしうにおっしうにおっしうにおっしゃゃゃゃっています。で、今回はいろいろなこういきさつの中で、これがっています。で、今回はいろいろなこういきさつの中で、これがっています。で、今回はいろいろなこういきさつの中で、これがっています。で、今回はいろいろなこういきさつの中で、これが

２回目の事２回目の事２回目の事２回目の事情情情情聴取のときに出てきた書聴取のときに出てきた書聴取のときに出てきた書聴取のときに出てきた書類類類類ででででねねねね、で、実際、この届け出が今も行、で、実際、この届け出が今も行、で、実際、この届け出が今も行、で、実際、この届け出が今も行わわわわれているれているれているれている

のですよのですよのですよのですよねねねね、実際こういう、実際こういう、実際こういう、実際こういう形形形形式で。そうしたら、式で。そうしたら、式で。そうしたら、式で。そうしたら、受受受受け入れられるっていうけ入れられるっていうけ入れられるっていうけ入れられるっていうふふふふうに答うに答うに答うに答弁弁弁弁した。した。した。した。

で、だけども、２回目のそういう事で、だけども、２回目のそういう事で、だけども、２回目のそういう事で、だけども、２回目のそういう事情情情情聴取のときに出してきた、本聴取のときに出してきた、本聴取のときに出してきた、本聴取のときに出してきた、本来来来来届けると言っている届けると言っている届けると言っている届けると言っている

届け出の中届け出の中届け出の中届け出の中身身身身ががががねねねね、、、、僕僕僕僕がががが見見見見てもうそを書いている、それが、書てもうそを書いている、それが、書てもうそを書いている、それが、書てもうそを書いている、それが、書類類類類をををを見見見見れれれればばばば即即即即わわわわかるのですかるのですかるのですかるのです

よ。で、よ。で、よ。で、よ。で、先ほ先ほ先ほ先ほど山下副委員長が言ったのは、株式会社は法人のど山下副委員長が言ったのは、株式会社は法人のど山下副委員長が言ったのは、株式会社は法人のど山下副委員長が言ったのは、株式会社は法人の印鑑印鑑印鑑印鑑をををを押押押押さなあかん。せやさなあかん。せやさなあかん。せやさなあかん。せや

けども、今まで高田土木事務所は法人のけども、今まで高田土木事務所は法人のけども、今まで高田土木事務所は法人のけども、今まで高田土木事務所は法人の印鑑印鑑印鑑印鑑でなくてもでなくてもでなくてもでなくても受受受受け付けていた。あるいは、け付けていた。あるいは、け付けていた。あるいは、け付けていた。あるいは、判判判判のののの

ないのもないのもないのもないのも受受受受け付けていたっていうのも、け付けていたっていうのも、け付けていたっていうのも、け付けていたっていうのも、僕知僕知僕知僕知っています。それはまあっています。それはまあっています。それはまあっています。それはまあ置置置置いときましいときましいときましいときましょょょょう。う。う。う。

で、その次に、この書で、その次に、この書で、その次に、この書で、その次に、この書類類類類で言っていったら、１の３ので言っていったら、１の３ので言っていったら、１の３ので言っていったら、１の３の対対対対象象象象工工工工事の事の事の事の面積面積面積面積の合計ってなっての合計ってなっての合計ってなっての合計ってなって

いるのですよいるのですよいるのですよいるのですよねねねね、これ３、これ３、これ３、これ３棟足棟足棟足棟足したしたしたした面積面積面積面積なのですよなのですよなのですよなのですよねねねね、１、１、１、１，，，，６００平方６００平方６００平方６００平方メメメメーーーートルトルトルトル、１、１、１、１，，，，６６６６６６６６

７平方７平方７平方７平方メメメメーーーートルトルトルトル。で、それが次の。で、それが次の。で、それが次の。で、それが次のペペペペーーーージジジジに資料１、別表１でに資料１、別表１でに資料１、別表１でに資料１、別表１で見見見見たら、４０年前の建たら、４０年前の建たら、４０年前の建たら、４０年前の建物物物物で１で１で１で１

棟棟棟棟を解体するっていうを解体するっていうを解体するっていうを解体するっていうふふふふうにうにうにうに適適適適当に書いてあるのですよ当に書いてあるのですよ当に書いてあるのですよ当に書いてあるのですよねねねね、これ３、これ３、これ３、これ３棟棟棟棟ですよですよですよですよねねねね。で、その。で、その。で、その。で、その

下の下の下の下のねねねね、、、、敷地境敷地境敷地境敷地境界界界界とのとのとのとの最最最最短短短短のののの距距距距離離離離１０１０１０１０メメメメーーーートルトルトルトル。１０。１０。１０。１０メメメメーーーートルトルトルトルってここ平ってここ平ってここ平ってここ平然然然然と書いていると書いていると書いていると書いている

のですよのですよのですよのですよねねねね。あれは１。あれは１。あれは１。あれは１メメメメーーーートルトルトルトルありますか、ないのに１０ありますか、ないのに１０ありますか、ないのに１０ありますか、ないのに１０メメメメーーーートルトルトルトルと書いてあるのですよと書いてあるのですよと書いてあるのですよと書いてあるのですよ

ねねねね。で、こういうことも、そして建。で、こういうことも、そして建。で、こういうことも、そして建。で、こういうことも、そして建物物物物のののの種種種種類類類類、これ分別解体の方法、建、これ分別解体の方法、建、これ分別解体の方法、建、これ分別解体の方法、建物物物物のごとに分別解のごとに分別解のごとに分別解のごとに分別解

体の方法が体の方法が体の方法が体の方法が違違違違うのですよ。課長さんは現場でそんなんうのですよ。課長さんは現場でそんなんうのですよ。課長さんは現場でそんなんうのですよ。課長さんは現場でそんなん一一一一つもやってないから、この書つもやってないから、この書つもやってないから、この書つもやってないから、この書類類類類のののの

多多多多分、分、分、分、見見見見方も方も方も方もわわわわからないやろなって思いながらも言うているのですけれどからないやろなって思いながらも言うているのですけれどからないやろなって思いながらも言うているのですけれどからないやろなって思いながらも言うているのですけれどねねねね。３つ建。３つ建。３つ建。３つ建物物物物がががが

あって、解体のあって、解体のあって、解体のあって、解体の仕仕仕仕方ちがうのですよ、方ちがうのですよ、方ちがうのですよ、方ちがうのですよ、違違違違うけど書うけど書うけど書うけど書類類類類が１が１が１が１個個個個なんですよっていうようななんですよっていうようななんですよっていうようななんですよっていうような話話話話を、を、を、を、

今回この場所は今回この場所は今回この場所は今回この場所はねねねね、、、、県県県県の事務のの事務のの事務のの事務の流流流流れとかれとかれとかれとか県県県県がやるがやるがやるがやるべべべべきことがなきことがなきことがなきことがなぜぜぜぜこうなったのかというここうなったのかというここうなったのかというここうなったのかというこ

とを問うているのですよとを問うているのですよとを問うているのですよとを問うているのですよねねねね、そういう、そういう、そういう、そういう意意意意味味味味では、では、では、では、向向向向かい合ってかい合ってかい合ってかい合ってほほほほしいんです。この書しいんです。この書しいんです。この書しいんです。この書類類類類でででで

県県県県のののの職職職職員が本当に日員が本当に日員が本当に日員が本当に日 々々々々やっているやっているやっているやっている仕仕仕仕事があ事があ事があ事があほほほほらして、らして、らして、らして、何何何何の実の実の実の実効効効効性性性性もない書もない書もない書もない書類集類集類集類集めてるのやめてるのやめてるのやめてるのや

ったら、やりたくなくなるのですよったら、やりたくなくなるのですよったら、やりたくなくなるのですよったら、やりたくなくなるのですよねねねね、実、実、実、実効効効効性性性性のないののないののないののないの集集集集めていて、めていて、めていて、めていて、フフフファァァァイイイイルルルルにとじていにとじていにとじていにとじてい

るのやったら。実るのやったら。実るのやったら。実るのやったら。実効効効効性性性性のあるような申のあるような申のあるような申のあるような申請請請請書書書書類類類類にににに変え変え変え変えなあかんでしなあかんでしなあかんでしなあかんでしょょょょう、そういうことう、そういうことう、そういうことう、そういうこと内部内部内部内部

でででで話話話話ししたことあるんですか。ししたことあるんですか。ししたことあるんですか。ししたことあるんですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そういうそういうそういうそういう話話話話は技術は技術は技術は技術管管管管理課の方と理課の方と理課の方と理課の方と詰詰詰詰めていったということは、今まではちめていったということは、今まではちめていったということは、今まではちめていったということは、今まではちょょょょっっっっ

とございません。とございません。とございません。とございません。
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○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 何何何何や、や、や、や、僕僕僕僕がががが多多多多分その分その分その分その窓窓窓窓口の口の口の口の担担担担当していたら当していたら当していたら当していたらねねねね、、、、全全全全くくくく上上上上の方も課長も認の方も課長も認の方も課長も認の方も課長も認識識識識もなもなもなもな

い、そやけどもい、そやけどもい、そやけどもい、そやけどもフフフファァァァイイイイルルルルにとじよって言にとじよって言にとじよって言にとじよって言わわわわれるれるれるれる職職職職員のこと思うたら、たまらんと思うので員のこと思うたら、たまらんと思うので員のこと思うたら、たまらんと思うので員のこと思うたら、たまらんと思うので

すよすよすよすよねねねね。で、ここに呼。で、ここに呼。で、ここに呼。で、ここに呼びびびび出されても、出されても、出されても、出されても、私私私私まだ認まだ認まだ認まだ認識識識識甘甘甘甘いのですというのやったらいのですというのやったらいのですというのやったらいのですというのやったら勉勉勉勉強強強強したらしたらしたらしたら

ええええええええですやんかってですやんかってですやんかってですやんかって僕僕僕僕は思いながらは思いながらは思いながらは思いながらねねねね、そのための、そのための、そのための、そのための百百百百条委員会ですんで条委員会ですんで条委員会ですんで条委員会ですんで厳厳厳厳しく言しく言しく言しく言わわわわせてもせてもせてもせても

うてるんですけども、こういうことが、うてるんですけども、こういうことが、うてるんですけども、こういうことが、うてるんですけども、こういうことが、百百百百条委員会が議会でやっているにもかか条委員会が議会でやっているにもかか条委員会が議会でやっているにもかか条委員会が議会でやっているにもかかわわわわらず、らず、らず、らず、

行行行行政政政政のののの見見見見直直直直しをしをしをしをねねねね、現場でやっていないということは、、現場でやっていないということは、、現場でやっていないということは、、現場でやっていないということは、僕僕僕僕はもう本当にはもう本当にはもう本当にはもう本当に腑腑腑腑にににに落落落落ちません。ちません。ちません。ちません。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 １１１１点点点点だけ。だけ。だけ。だけ。先ほ先ほ先ほ先ほどからさまざまな委員からのおどからさまざまな委員からのおどからさまざまな委員からのおどからさまざまな委員からのお話話話話もございましたが、まあもございましたが、まあもございましたが、まあもございましたが、まあ非非非非

常常常常にににに県民県民県民県民のののの立立立立場からすれ場からすれ場からすれ場からすればばばば、、、、非常非常非常非常にににに不不不不安安安安をををを募募募募りまくるようなりまくるようなりまくるようなりまくるような話話話話でございまして、まあ本当でございまして、まあ本当でございまして、まあ本当でございまして、まあ本当

にこれでにこれでにこれでにこれで県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの安安安安心心心心というものがどこにというものがどこにというものがどこにというものがどこに担担担担保保保保されてるのかなという思いをしてされてるのかなという思いをしてされてるのかなという思いをしてされてるのかなという思いをして聞聞聞聞

いてございました。当いてございました。当いてございました。当いてございました。当該該該該の課長としてですの課長としてですの課長としてですの課長としてですねねねね、まあ再発、まあ再発、まあ再発、まあ再発防防防防止止止止を含めていろいろお考を含めていろいろお考を含めていろいろお考を含めていろいろお考ええええなっなっなっなっ

たと思います。たと思います。たと思います。たと思います。責任責任責任責任があるとおっしがあるとおっしがあるとおっしがあるとおっしゃゃゃゃるのであれるのであれるのであれるのであればばばば、まあどのようなことを今お考、まあどのようなことを今お考、まあどのようなことを今お考、まあどのようなことを今お考ええええになになになにな

っているのか、ちっているのか、ちっているのか、ちっているのか、ちょょょょっとおっとおっとおっとお述述述述べべべべいただけませんでしいただけませんでしいただけませんでしいただけませんでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今回、今回、今回、今回、県県県県議会議員から議会議員から議会議員から議会議員から情情情情報が入りまして、報が入りまして、報が入りまして、報が入りまして、即即即即、、、、小小小小学校学校学校学校のののの近近近近くにあるというこくにあるというこくにあるというこくにあるというこ

とでとでとでとで粉粉粉粉じんをじんをじんをじんを吸吸吸吸ったというったというったというったという話話話話もございました、そういうことで、ああ、これは大もございました、そういうことで、ああ、これは大もございました、そういうことで、ああ、これは大もございました、そういうことで、ああ、これは大変変変変だといだといだといだとい

うことで、うことで、うことで、うことで、私私私私みずからですみずからですみずからですみずからですねねねね、現場、現場、現場、現場へへへへ急急急急行した次第でございます。で、まず現場行した次第でございます。で、まず現場行した次第でございます。で、まず現場行した次第でございます。で、まず現場へへへへ急急急急行し行し行し行し

たのですが、もうたのですが、もうたのですが、もうたのですが、もうほほほほとんどとんどとんどとんど何何何何もなかったもなかったもなかったもなかった状状状状態態態態で、で、で、で、何何何何もできないということでもできないということでもできないということでもできないということで帰帰帰帰ってきましってきましってきましってきまし

たが、今の大国委員からのご質問の答たが、今の大国委員からのご質問の答たが、今の大国委員からのご質問の答たが、今の大国委員からのご質問の答ええええになるかどうかになるかどうかになるかどうかになるかどうかわわわわかりませんけれども、やはりかりませんけれども、やはりかりませんけれども、やはりかりませんけれども、やはりアアアア

ススススベベベベストストストスト含有というようなことがあれ含有というようなことがあれ含有というようなことがあれ含有というようなことがあればばばばですですですですねねねね、、、、景景景景観観観観・・・・環境局環境局環境局環境局、また技術、また技術、また技術、また技術管管管管理課の、理課の、理課の、理課の、私私私私どどどど

ものものものもの部局一部局一部局一部局一体となって、体となって、体となって、体となって、連連連連携携携携をををを図図図図ってですってですってですってですねねねね、これはもう取り、これはもう取り、これはもう取り、これはもう取り組組組組んでいかなけれんでいかなけれんでいかなけれんでいかなければばばばならなならなならなならな

いことじいことじいことじいことじゃゃゃゃないかなということをないかなということをないかなということをないかなということを改改改改めて認めて認めて認めて認識識識識させてもらった次第でございます。させてもらった次第でございます。させてもらった次第でございます。させてもらった次第でございます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 やっやっやっやっぱぱぱぱりそこが行りそこが行りそこが行りそこが行動動動動できなかったということは、やっできなかったということは、やっできなかったということは、やっできなかったということは、やっぱぱぱぱりりりり心心心心の中での中での中での中で自自自自分の分の分の分の仕仕仕仕

事の事の事の事の範囲範囲範囲範囲というものをお決めになって、そして、まあ事務というものをお決めになって、そして、まあ事務というものをお決めになって、そして、まあ事務というものをお決めになって、そして、まあ事務的的的的にすにすにすにすべべべべてのことがてのことがてのことがてのことが終わ終わ終わ終われれれればばばば、、、、

整整整整えばえばえばえばそれでそれでそれでそれで終わ終わ終わ終わるだろうというようなことだったのかもしれません。まあ、もうるだろうというようなことだったのかもしれません。まあ、もうるだろうというようなことだったのかもしれません。まあ、もうるだろうというようなことだったのかもしれません。まあ、もう少少少少しやしやしやしや

はりはりはりはり皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの何何何何とかせなならんと、もう後からとかせなならんと、もう後からとかせなならんと、もう後からとかせなならんと、もう後からわわわわかったということであるならかったということであるならかったということであるならかったということであるならばばばば、、、、余余余余計に計に計に計に

もっともっともっともっと動動動動くことがあったのではないかともくことがあったのではないかともくことがあったのではないかともくことがあったのではないかとも感感感感じますし、本当にじますし、本当にじますし、本当にじますし、本当に将将将将来来来来のののの子子子子どもたちのことをどもたちのことをどもたちのことをどもたちのことを

考考考考ええええると、ると、ると、ると、アアアアススススベベベベストストストストの問題についてももうの問題についてももうの問題についてももうの問題についてももう少少少少しししし真真真真剣剣剣剣に取りに取りに取りに取り組組組組むべむべむべむべきことがあるのではなきことがあるのではなきことがあるのではなきことがあるのではな

いかと、このようにいかと、このようにいかと、このようにいかと、このように先ほ先ほ先ほ先ほどから答どから答どから答どから答弁弁弁弁をををを聞聞聞聞いていて思います。だから、本当にそういったいていて思います。だから、本当にそういったいていて思います。だから、本当にそういったいていて思います。だから、本当にそういった意意意意

味味味味で、で、で、で、私私私私は、は、は、は、意見意見意見意見として、ちとして、ちとして、ちとして、ちょょょょっとっとっとっと余余余余りにも無りにも無りにも無りにも無責任責任責任責任がががが多過ぎ多過ぎ多過ぎ多過ぎるということを申しるということを申しるということを申しるということを申し上げ上げ上げ上げてててて終終終終
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わわわわりたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。かにございませんか。

ないようですので、ないようですので、ないようですので、ないようですので、以上以上以上以上で証人にで証人にで証人にで証人に対対対対する質問はする質問はする質問はする質問は終了終了終了終了いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

証人には長時間ありがとうございました。ご証人には長時間ありがとうございました。ご証人には長時間ありがとうございました。ご証人には長時間ありがとうございました。ご退退退退席していただいて席していただいて席していただいて席していただいて結構結構結構結構でございます。どでございます。どでございます。どでございます。ど

うもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。

（●●証人（●●証人（●●証人（●●証人退退退退席）席）席）席）

次に、今後の調査の進め方についてですが、次回の証人次に、今後の調査の進め方についてですが、次回の証人次に、今後の調査の進め方についてですが、次回の証人次に、今後の調査の進め方についてですが、次回の証人へへへへの事の事の事の事情情情情聴取について、次の聴取について、次の聴取について、次の聴取について、次の点点点点

について、ごについて、ごについて、ごについて、ご検討検討検討検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、建設まず、建設まず、建設まず、建設リサリサリサリサイイイイクルクルクルクル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく届け出のく届け出のく届け出のく届け出の提提提提出出出出先先先先窓窓窓窓口である高田土木事務所の口である高田土木事務所の口である高田土木事務所の口である高田土木事務所の主管主管主管主管課で課で課で課で

ある土木ある土木ある土木ある土木部部部部技術技術技術技術管管管管理課の当時の課長と、同じく理課の当時の課長と、同じく理課の当時の課長と、同じく理課の当時の課長と、同じく担担担担当の課長補佐を、当の課長補佐を、当の課長補佐を、当の課長補佐を、並び並び並び並びにににに県県県県くらしくらしくらしくらし創造創造創造創造部部部部

景景景景観観観観・・・・環境局環境局環境局環境局のののの環境環境環境環境政政政政策策策策課の当時の課長を証人として、本委員会に出課の当時の課長を証人として、本委員会に出課の当時の課長を証人として、本委員会に出課の当時の課長を証人として、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

当と考当と考当と考当と考ええええますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

また、証言を求める事項については、ただいまから資料をお配りいたしますので、お目また、証言を求める事項については、ただいまから資料をお配りいたしますので、お目また、証言を求める事項については、ただいまから資料をお配りいたしますので、お目また、証言を求める事項については、ただいまから資料をお配りいたしますので、お目

通しを願います。通しを願います。通しを願います。通しを願います。

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、ごを求める証人と証言を求める事項について、ごを求める証人と証言を求める事項について、ごを求める証人と証言を求める事項について、ご意見意見意見意見をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

ございませんか。ございませんか。ございませんか。ございませんか。

なけれなけれなけれなければばばば、このようにさせていただきたいと思いますが、いかがでし、このようにさせていただきたいと思いますが、いかがでし、このようにさせていただきたいと思いますが、いかがでし、このようにさせていただきたいと思いますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「結構結構結構結構です」と呼ぶ者あり）です」と呼ぶ者あり）です」と呼ぶ者あり）です」と呼ぶ者あり）

それでは、それでは、それでは、それでは、先ほ先ほ先ほ先ほど申しど申しど申しど申し上げ上げ上げ上げました方を証人として出ました方を証人として出ました方を証人として出ました方を証人として出頭頭頭頭を求めることとし、また、証言をを求めることとし、また、証言をを求めることとし、また、証言をを求めることとし、また、証言を

求める事項については、お手元に配布しましたとおりとすることにします。求める事項については、お手元に配布しましたとおりとすることにします。求める事項については、お手元に配布しましたとおりとすることにします。求める事項については、お手元に配布しましたとおりとすることにします。

それでは、議長に証人出それでは、議長に証人出それでは、議長に証人出それでは、議長に証人出頭頭頭頭要要要要求書を求書を求書を求書を提提提提出させていただくこととします。出させていただくこととします。出させていただくこととします。出させていただくこととします。

なお、次回の証人なお、次回の証人なお、次回の証人なお、次回の証人へへへへの事の事の事の事情情情情聴取におきましても、はじめに委員長からまとめて質問し、聴取におきましても、はじめに委員長からまとめて質問し、聴取におきましても、はじめに委員長からまとめて質問し、聴取におきましても、はじめに委員長からまとめて質問し、

その後、その後、その後、その後、各各各各委員から補委員から補委員から補委員から補足足足足質問を行っていただくことといたします。質問を行っていただくことといたします。質問を行っていただくことといたします。質問を行っていただくことといたします。

また、証人また、証人また、証人また、証人へへへへの質問時間ですが、１時間の質問時間ですが、１時間の質問時間ですが、１時間の質問時間ですが、１時間程度程度程度程度、委員の補、委員の補、委員の補、委員の補足足足足質問は１人５分質問は１人５分質問は１人５分質問は１人５分程度程度程度程度で行いまで行いまで行いまで行いま

すが、よろしいですか。すが、よろしいですか。すが、よろしいですか。すが、よろしいですか。

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

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

次に、証言の際の次に、証言の際の次に、証言の際の次に、証言の際のメメメメモ・モ・モ・モ・資料を資料を資料を資料を見見見見ながらの証言についても、ながらの証言についても、ながらの証言についても、ながらの証言についても、原原原原則として許可しないこと則として許可しないこと則として許可しないこと則として許可しないこと

といたしますが、よろしいですか。といたしますが、よろしいですか。といたしますが、よろしいですか。といたしますが、よろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）
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それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。

なお、なお、なお、なお、弁護士弁護士弁護士弁護士等の補佐人の同席については、当日、お等の補佐人の同席については、当日、お等の補佐人の同席については、当日、お等の補佐人の同席については、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。

また、２月１また、２月１また、２月１また、２月１９９９９日開日開日開日開催催催催の委員会での証人尋問をの委員会での証人尋問をの委員会での証人尋問をの委員会での証人尋問を欠欠欠欠席されました平席されました平席されました平席されました平野クレ野クレ野クレ野クレーーーーン工ン工ン工ン工業株式会業株式会業株式会業株式会

社の代表者については、事前に社の代表者については、事前に社の代表者については、事前に社の代表者については、事前に打打打打診診診診をしましたところ、本日、国際をしましたところ、本日、国際をしましたところ、本日、国際をしましたところ、本日、国際見見見見本本本本市市市市の関の関の関の関係係係係でででで不不不不在と在と在と在と

のののの連絡連絡連絡連絡をををを受受受受けておりますので、次回委員会に再けておりますので、次回委員会に再けておりますので、次回委員会に再けておりますので、次回委員会に再度度度度、出席、出席、出席、出席要要要要求をいたしたいと思いますので、求をいたしたいと思いますので、求をいたしたいと思いますので、求をいたしたいと思いますので、

ごごごご了承了承了承了承願います。願います。願います。願います。

その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。

その他、その他、その他、その他、何何何何かございませんか。かございませんか。かございませんか。かございませんか。

なけれなけれなけれなければばばば、次回の開、次回の開、次回の開、次回の開催催催催ですけれども、本日決定していただきました証人尋問を４月２５ですけれども、本日決定していただきました証人尋問を４月２５ですけれども、本日決定していただきました証人尋問を４月２５ですけれども、本日決定していただきました証人尋問を４月２５

日、日、日、日、又又又又は２６日とし、証人のは２６日とし、証人のは２６日とし、証人のは２６日とし、証人の都都都都合もありますので、調合もありますので、調合もありますので、調合もありますので、調整整整整次第にお次第にお次第にお次第にお知知知知らせすることで、よろらせすることで、よろらせすることで、よろらせすることで、よろ

しいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 もっと長い目にもっと長い目にもっと長い目にもっと長い目にスケジスケジスケジスケジュュュューーーールルルルを、おを、おを、おを、お互互互互いが日いが日いが日いが日程程程程いっいっいっいっぱぱぱぱいあるから。１０日いあるから。１０日いあるから。１０日いあるから。１０日先先先先

なら、日なら、日なら、日なら、日程程程程がおがおがおがお互互互互いに入っていると思うから。４月はあまりにもいに入っていると思うから。４月はあまりにもいに入っていると思うから。４月はあまりにもいに入っていると思うから。４月はあまりにも早早早早すすすすぎぎぎぎますので。ますので。ますので。ますので。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、分かりました。また、そのようにはい、分かりました。また、そのようにはい、分かりました。また、そのようにはい、分かりました。また、そのように検討検討検討検討いたします。いたします。いたします。いたします。

それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。

それでは、これで、本日の委員会をそれでは、これで、本日の委員会をそれでは、これで、本日の委員会をそれでは、これで、本日の委員会を終わ終わ終わ終わります。長い間ありがとうございました。ります。長い間ありがとうございました。ります。長い間ありがとうございました。ります。長い間ありがとうございました。


