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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２５日（木） １５：０２～１８：１４平成２５年４月２５日（木） １５：０２～１８：１４平成２５年４月２５日（木） １５：０２～１８：１４平成２５年４月２５日（木） １５：０２～１８：１４

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 ９名９名９名９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

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 １名１名１名１名

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

証 人証 人証 人証 人 ３名３名３名３名

前技術管理課長補佐 ●● ●●前技術管理課長補佐 ●● ●●前技術管理課長補佐 ●● ●●前技術管理課長補佐 ●● ●●

前環境政策課長 ●● ●●前環境政策課長 ●● ●●前環境政策課長 ●● ●●前環境政策課長 ●● ●●

前技術管理課長 ●● ●●前技術管理課長 ●● ●●前技術管理課長 ●● ●●前技術管理課長 ●● ●●

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）会議の運営について（１）会議の運営について（１）会議の運営について（１）会議の運営について

（２）証人尋問について（２）証人尋問について（２）証人尋問について（２）証人尋問について

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

（４）その他（４）その他（４）その他（４）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

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

ます。ます。ます。ます。

本日の欠席は、岩田委員です。大国委員は遅れるとの連絡を受けておりますので、ご了本日の欠席は、岩田委員です。大国委員は遅れるとの連絡を受けておりますので、ご了本日の欠席は、岩田委員です。大国委員は遅れるとの連絡を受けておりますので、ご了本日の欠席は、岩田委員です。大国委員は遅れるとの連絡を受けておりますので、ご了
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解願います。解願います。解願います。解願います。

また、本日の傍聴者は、１９名です。また、本日の傍聴者は、１９名です。また、本日の傍聴者は、１９名です。また、本日の傍聴者は、１９名です。

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

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

まず、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、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、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、会議の運営についてですが、本日、証人尋問を行います。

撮影については、報道機関のみとし、記者席からの撮影とすることを第２回の委員会で決撮影については、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、撮影方法はこれまでの証人尋問と同様に、背後からの撮定をしていただいておりますが、撮影方法はこれまでの証人尋問と同様に、背後からの撮定をしていただいておりますが、撮影方法はこれまでの証人尋問と同様に、背後からの撮定をしていただいておりますが、撮影方法はこれまでの証人尋問と同様に、背後からの撮

影とし、撮影時間は開会又は再開から証人の宣誓の前までとしたいと思いますが、よろし影とし、撮影時間は開会又は再開から証人の宣誓の前までとしたいと思いますが、よろし影とし、撮影時間は開会又は再開から証人の宣誓の前までとしたいと思いますが、よろし影とし、撮影時間は開会又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。いですか。いですか。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、報道機関の皆様、よろしくご協力をお願いします。それでは、そのようにし、報道機関の皆様、よろしくご協力をお願いします。それでは、そのようにし、報道機関の皆様、よろしくご協力をお願いします。それでは、そのようにし、報道機関の皆様、よろしくご協力をお願いします。

なお、録音についても、人定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。くお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。

証人尋問についてですが、本日は、当時の県土木部技術管理課の課長、同課課長補佐、証人尋問についてですが、本日は、当時の県土木部技術管理課の課長、同課課長補佐、証人尋問についてですが、本日は、当時の県土木部技術管理課の課長、同課課長補佐、証人尋問についてですが、本日は、当時の県土木部技術管理課の課長、同課課長補佐、

そして、当時の県くらし創造部景観・環境局環境政策課の課長と、２月１９日の委員会をそして、当時の県くらし創造部景観・環境局環境政策課の課長と、２月１９日の委員会をそして、当時の県くらし創造部景観・環境局環境政策課の課長と、２月１９日の委員会をそして、当時の県くらし創造部景観・環境局環境政策課の課長と、２月１９日の委員会を

欠席されました平野クレーン工業株式会社の代表者、４名の出席を求めておりますが、平欠席されました平野クレーン工業株式会社の代表者、４名の出席を求めておりますが、平欠席されました平野クレーン工業株式会社の代表者、４名の出席を求めておりますが、平欠席されました平野クレーン工業株式会社の代表者、４名の出席を求めておりますが、平

野クレーン工業株式会社の代表者については、本日も出席いただいておりません。欠席す野クレーン工業株式会社の代表者については、本日も出席いただいておりません。欠席す野クレーン工業株式会社の代表者については、本日も出席いただいておりません。欠席す野クレーン工業株式会社の代表者については、本日も出席いただいておりません。欠席す

る旨の届け出は出ておりませんが、４月１５日から３０日まで海外出張しており、不在とる旨の届け出は出ておりませんが、４月１５日から３０日まで海外出張しており、不在とる旨の届け出は出ておりませんが、４月１５日から３０日まで海外出張しており、不在とる旨の届け出は出ておりませんが、４月１５日から３０日まで海外出張しており、不在と

の連絡は受けております。の連絡は受けております。の連絡は受けております。の連絡は受けております。

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

こととします。こととします。こととします。こととします。

それでは、証人尋問を行います。それでは、証人尋問を行います。それでは、証人尋問を行います。それでは、証人尋問を行います。

証人に対しては、最初に委員長から本委員会としての共通事項を質問します。これにつ証人に対しては、最初に委員長から本委員会としての共通事項を質問します。これにつ証人に対しては、最初に委員長から本委員会としての共通事項を質問します。これにつ証人に対しては、最初に委員長から本委員会としての共通事項を質問します。これにつ

いては、お手元に共通質問事項（案）を配付しておりますが、何か、ご意見はございませいては、お手元に共通質問事項（案）を配付しておりますが、何か、ご意見はございませいては、お手元に共通質問事項（案）を配付しておりますが、何か、ご意見はございませいては、お手元に共通質問事項（案）を配付しておりますが、何か、ご意見はございませ

んか。んか。んか。んか。

なければ、委員会として、共通して質問する事項は、ただいまの案のとおりで、よろしいなければ、委員会として、共通して質問する事項は、ただいまの案のとおりで、よろしいなければ、委員会として、共通して質問する事項は、ただいまの案のとおりで、よろしいなければ、委員会として、共通して質問する事項は、ただいまの案のとおりで、よろしい

ですか。ですか。ですか。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。
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それでは証人、当時の県土木部技術管理課課長補佐の入室を認めます。それでは証人、当時の県土木部技術管理課課長補佐の入室を認めます。それでは証人、当時の県土木部技術管理課課長補佐の入室を認めます。それでは証人、当時の県土木部技術管理課課長補佐の入室を認めます。

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

誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、調査の誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、調査の誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、調査の誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、調査の

ためにご協力くださいますようお願いいたします。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上げます。証言を求める前に証人に申し上げます。証言を求める前に証人に申し上げます。証言を求める前に証人に申し上げます。

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

事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する規規規規定が定が定が定が準用準用準用準用されることになされることになされることになされることになっっっっております。ております。ております。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、原則原則原則原則として証言をとして証言をとして証言をとして証言を拒む拒む拒む拒むことはできませんが、ことはできませんが、ことはできませんが、ことはできませんが、次次次次に申し上げるに申し上げるに申し上げるに申し上げる場合場合場合場合にににに

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ことができることとなことができることとなことができることとなっっっっております。ております。ております。ております。

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

証人とこれらと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族親族親族親族関関関関係係係係にあにあにあにあっっっった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑刑刑刑事事事事

上の上の上の上の訴追訴追訴追訴追またはまたはまたはまたは処罰処罰処罰処罰をををを招招招招くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名誉誉誉誉をををを害害害害す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、及び医師及び医師及び医師及び医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、医薬品販売医薬品販売医薬品販売医薬品販売業者、業者、業者、業者、助産師助産師助産師助産師、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、弁弁弁弁理理理理士士士士、、、、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にあにあにあっっっった者がた者がた者がた者が

そのそのそのその職務職務職務職務上上上上知っ知っ知っ知った事た事た事た事実実実実であであであであっっっって、て、て、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受けるとききものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとき及び及び及び及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密秘密秘密秘密に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。

以以以以上の上の上の上の場合場合場合場合には、証人は証言をには、証人は証言をには、証人は証言をには、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、その旨当するときは、その旨当するときは、その旨当するときは、その旨

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には証言を外には証言を外には証言を外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、んだときは、んだときは、んだときは、６カ６カ６カ６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１０万円以万円以万円以万円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せられることになせられることになせられることになっっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

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

ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、次次次次のののの場合場合場合場合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になことができることになことができることになことができることになっっっっておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

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

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

係係係係がある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、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には外には外には外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、宣誓を行なお、宣誓を行なお、宣誓を行なお、宣誓を行っっっった証人がた証人がた証人が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以以以上５年上５年上５年上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
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られることになられることになられることになられることになっっっっております。ております。ております。ております。

以以以以上のことをご上のことをご上のことをご上のことをご承知承知承知承知になになになになっっっっておいていただきたいと思います。ておいていただきたいと思います。ておいていただきたいと思います。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。報道関係係係係の皆さの皆さの皆さの皆さ

んに申し上げますが、んに申し上げますが、んに申し上げますが、んに申し上げますが、写真写真写真写真撮影はここまででありますので、よろしくお願いいたします。撮影はここまででありますので、よろしくお願いいたします。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。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。

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

（（（（全全全全員員員員起立起立起立起立））））

●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓書書書書ののの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 良心良心良心良心にににに従っ従っ従っ従ってててて真実真実真実真実をををを述べ述べ述べ述べ、何事も、何事も、何事も、何事も隠隠隠隠さず、また何事もつけさず、また何事もつけさず、また何事もつけさず、また何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。平成２５年４月２５日 証人 ●●●●。います。平成２５年４月２５日 証人 ●●●●。います。平成２５年４月２５日 証人 ●●●●。います。平成２５年４月２５日 証人 ●●●●。

○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、宣誓証人は、宣誓証人は、宣誓証人は、宣誓書書書書にににに署署署署名名名名捺印捺印捺印捺印お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

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

言を求められた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え超え超え超えないこと。ないこと。ないこと。ないこと。

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

なお、こなお、こなお、こなお、こちちちちらからの質問のときは着席のままでらからの質問のときは着席のままでらからの質問のときは着席のままで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、おですが、おですが、おですが、お答え答え答え答えの際はの際はの際はの際は起立起立起立起立してしてしてして発発発発言言言言

を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質疑疑疑疑をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了承承承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上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するに申し上げます。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る言げる言げる言げ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、また、また、また、発発発発言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人権権権権にににに留留留留意されるよう意されるよう意されるよう意されるよう要望要望要望要望いたします。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。

最初に、委員長から最初に、委員長から最初に、委員長から最初に、委員長から所要所要所要所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、してから、してから、してから、次次次次にににに各各各各委員からご委員からご委員からご委員からご発発発発言を願うことに言を願うことに言を願うことに言を願うことに

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。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、住所住所住所住所、、、、職職職職業、業、業、業、生生生生年月日をお年月日をお年月日をお年月日をお述べ述べ述べ述べください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●●●。生生生生年月日は、●●●●●●●●●、年月日は、●●●●●●●●●、年月日は、●●●●●●●●●、年月日は、●●●●●●●●●、現現現現在の在の在の在の職職職職業は、業は、業は、業は、
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奈良奈良奈良奈良県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅管理事管理事管理事管理事務所務所務所務所、、、、施設施設施設施設管理の課長をしております。管理の課長をしております。管理の課長をしております。管理の課長をしております。

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

どどどども、委員長であるも、委員長であるも、委員長であるも、委員長である私私私私から最初にから最初にから最初にから最初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。

まず初めに、１つまず初めに、１つまず初めに、１つまず初めに、１つ目目目目の質問をします。の質問をします。の質問をします。の質問をします。

まず、ここまず、ここまず、ここまず、ここ数数数数年間で、年間で、年間で、年間で、アスベストアスベストアスベストアスベ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１年１年１年１，，，，３００人を３００人を３００人を３００人を超え超え超え超え、、、、

また、また、また、また、アスベストアスベストアスベストアスベ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れるわれるわれるわ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３者はその３者はその３者はその３倍倍倍倍になになになになっっっっています。このています。このています。このています。この

数字数字数字数字ははははほぼ交ほぼ交ほぼ交ほぼ交通事通事通事通事故死故死故死故死と同じと同じと同じと同じぐぐぐぐらいのレらいのレらいのレらいのレベルベルベルベルです。ところで、です。ところで、です。ところで、です。ところで、先先先先日、大日、大日、大日、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法の改法の改法の改法の改

正が正が正が正が閣閣閣閣議決定されました。解体工事の議決定されました。解体工事の議決定されました。解体工事の議決定されました。解体工事のアスベスト飛散防止アスベスト飛散防止アスベスト飛散防止アスベスト飛散防止にににに向向向向けて、大けて、大けて、大けて、大幅幅幅幅なななな規制強化規制強化規制強化規制強化がががが図図図図

られています。られています。られています。られています。建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法と同じく法と同じく法と同じく法と同じく発注発注発注発注者者者者責任責任責任責任がががが重重重重くなりました。今くなりました。今くなりました。今くなりました。今次次次次のののの我我我我が県にが県にが県にが県に

おける無届解体事案をおける無届解体事案をおける無届解体事案をおける無届解体事案を踏踏踏踏ままままええええてててて感想感想感想感想をををを述べ述べ述べ述べてください。てください。てください。てください。

平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年６６６６月２０月２０月２０月２０……………………（（（（発発発発言する者あり）言する者あり）言する者あり）言する者あり）えっえっえっえっ、１、１、１、１番番番番だな、これが。だな、これが。だな、これが。だな、これが。

それでは、もとにそれでは、もとにそれでは、もとにそれでは、もとに戻戻戻戻ります。ります。ります。ります。我我我我が県における無届解体事案をが県における無届解体事案をが県における無届解体事案をが県における無届解体事案を踏踏踏踏ままままええええて、まずて、まずて、まずて、まず感想感想感想感想をををを述べ述べ述べ述べ

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。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは承知承知承知承知しておりませんけれしておりませんけれしておりませんけれしておりませんけれどどどども、も、も、も、新聞新聞新聞新聞報道報道報道報道等等等等でででで発注発注発注発注者者者者責任責任責任責任がががが明確明確明確明確にさにさにさにさ

れたこと、それと、行政れたこと、それと、行政れたこと、それと、行政れたこと、それと、行政側側側側におけるにおけるにおけるにおける立ち立ち立ち立ち入り入り入り入り権限権限権限権限がががが拡拡拡拡大されたことが大されたことが大されたことが大されたことが主主主主な改正と認な改正と認な改正と認な改正と認識識識識してしてしてして

おります。おります。おります。おります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、次次次次に、に、に、に、一一一一つずつ質問をさせていただきます。つずつ質問をさせていただきます。つずつ質問をさせていただきます。つずつ質問をさせていただきます。

平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年６６６６月２月２月２月２７７７７日、第１回事日、第１回事日、第１回事日、第１回事情情情情聴聴聴聴取取取取、平成２３年、平成２３年、平成２３年、平成２３年７７７７月２０日、第２回事月２０日、第２回事月２０日、第２回事月２０日、第２回事情情情情聴聴聴聴取取取取が株が株が株が株

式会社山式会社山式会社山式会社山崎産崎産崎産崎産業業業業監監監監理技術者、●●●●理技術者、●●●●理技術者、●●●●理技術者、●●●●氏氏氏氏をををを相相相相手に手に手に手に実施実施実施実施されました。まず１されました。まず１されました。まず１されました。まず１点目点目点目点目、おのおの、おのおの、おのおの、おのおの

何を何を何を何を明明明明らかにしようとしてらかにしようとしてらかにしようとしてらかにしようとして設設設設定され、何を定され、何を定され、何を定され、何を明明明明らかにされたのですか、まずおらかにされたのですか、まずおらかにされたのですか、まずおらかにされたのですか、まずお答え答え答え答えください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 １回１回１回１回目目目目、２回、２回、２回、２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取につきましては、解体工事のにつきましては、解体工事のにつきましては、解体工事のにつきましては、解体工事の実態実態実態実態をををを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする

ために、受ために、受ために、受ために、受注注注注者に対して事者に対して事者に対して事者に対して事情情情情聴聴聴聴取取取取を行いました。そのを行いました。そのを行いました。そのを行いました。その結果結果結果結果、、、、判明判明判明判明したことは、したことは、したことは、したことは、発注発注発注発注者は平者は平者は平者は平

野クレーン工業株式会社、それと受野クレーン工業株式会社、それと受野クレーン工業株式会社、それと受野クレーン工業株式会社、それと受注注注注者は株式会社山者は株式会社山者は株式会社山者は株式会社山崎産崎産崎産崎産業、それと解体された業、それと解体された業、それと解体された業、それと解体された建築物建築物建築物建築物にににに

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨造で平造で平造で平造で平家建家建家建家建ての倉庫、ての倉庫、ての倉庫、ての倉庫、合計合計合計合計３３３３棟棟棟棟、、、、全全全全体の体の体の体の面積面積面積面積は１は１は１は１，６，６，６，６００平方００平方００平方００平方メメメメーーーートトトト

ルルルル、それと倉庫には、それと倉庫には、それと倉庫には、それと倉庫には石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトがががが使用使用使用使用され、され、され、され、石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトは解体に当たは解体に当たは解体に当たは解体に当たっっっって手ばらし、て手ばらし、て手ばらし、て手ばらし、

手によ手によ手によ手によっっっってすてすてすてすべべべべて解体されたということを記て解体されたということを記て解体されたということを記て解体されたということを記憶憶憶憶しております。しております。しております。しております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 １１１１，６，６，６，６００平方００平方００平方００平方メメメメーーーートルトルトルトルと言われましたと言われましたと言われましたと言われましたねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、３はい、３はい、３はい、３棟合棟合棟合棟合わせてわせてわせてわせて……………………。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ３３３３棟合棟合棟合棟合わせて。わせて。わせて。わせて。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、はい、はい、はい、約約約約１１１１，６，６，６，６００平方００平方００平方００平方メメメメーーーートルトルトルトル。。。。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。

次次次次に、第１回事に、第１回事に、第１回事に、第１回事情情情情聴聴聴聴取取取取で、で、で、で、発注発注発注発注者との者との者との者との契約契約契約契約日はいつですかというあなたの問いかけに、日はいつですかというあなたの問いかけに、日はいつですかというあなたの問いかけに、日はいつですかというあなたの問いかけに、

●●●●●●●●氏氏氏氏は、５月１９日と不は、５月１９日と不は、５月１９日と不は、５月１９日と不動産動産動産動産のののの所有権移転所有権移転所有権移転所有権移転の日にの日にの日にの日にちちちちをををを答え答え答え答え、着工日と、着工日と、着工日と、着工日と完完完完了日については了日については了日については了日については

●●●●●●●●氏氏氏氏がががが作作作作成した工成した工成した工成した工程程程程表では５月２３日着工、表では５月２３日着工、表では５月２３日着工、表では５月２３日着工、６６６６月１１日月１１日月１１日月１１日完完完完了とな了とな了とな了となっっっっているにもかかわらているにもかかわらているにもかかわらているにもかかわら

ず、１ず、１ず、１ず、１カカカカ月の月の月の月の期期期期間での間での間での間での計画計画計画計画でででで６６６６月初月初月初月初旬旬旬旬として着工して、２として着工して、２として着工して、２として着工して、２週週週週間で間で間で間で完完完完了したと了したと了したと了したと応応応応じました。じました。じました。じました。

これらは不正これらは不正これらは不正これらは不正確確確確なななな供述供述供述供述ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうか。第１回、第２回の事うか。第１回、第２回の事うか。第１回、第２回の事うか。第１回、第２回の事情情情情聴聴聴聴取取取取を通して、●●を通して、●●を通して、●●を通して、●●氏氏氏氏

の回の回の回の回答答答答に関する●●さんのに関する●●さんのに関する●●さんのに関する●●さんの所所所所見をお見をお見をお見をお伺伺伺伺いいたしたいと思います。いいたしたいと思います。いいたしたいと思います。いいたしたいと思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 受受受受注注注注者の者の者の者の発発発発言、言、言、言、どどどどのようなのようなのようなのような考え考え考え考えで、このようにで、このようにで、このようにで、このように至っ至っ至っ至ったかということについてたかということについてたかということについてたかということについて

はわかりません。はわかりません。はわかりません。はわかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、次次次次に、に、に、に、アスベストアスベストアスベストアスベスト含含含含有建材有建材有建材有建材のののの有有有有無の調査を行いましたかとのあ無の調査を行いましたかとのあ無の調査を行いましたかとのあ無の調査を行いましたかとのあ

なたの問いに、●●なたの問いに、●●なたの問いに、●●なたの問いに、●●氏氏氏氏は、事前調査は行は、事前調査は行は、事前調査は行は、事前調査は行っっっっていません、見ていません、見ていません、見ていません、見積積積積もりのもりのもりのもりの段階段階段階段階で、で、で、で、目視目視目視目視によりによりによりにより古古古古

い年代のい年代のい年代のい年代の建物建物建物建物からして、レからして、レからして、レからして、レベルベルベルベル３の３の３の３の非飛散性非飛散性非飛散性非飛散性のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いといといといと考え考え考え考えていますとていますとていますとていますと答え答え答え答えています。ています。ています。ています。

実実実実はこのときの●●はこのときの●●はこのときの●●はこのときの●●氏氏氏氏のののの判断判断判断判断がががが唯一唯一唯一唯一のののの情情情情報として最後まで報として最後まで報として最後まで報として最後まで貫貫貫貫かれてきたのであります。●かれてきたのであります。●かれてきたのであります。●かれてきたのであります。●

●さん、●さん、●さん、●さん、目視目視目視目視でもでもでもでも構構構構いませんが、その記録をいませんが、その記録をいませんが、その記録をいませんが、その記録を残残残残しているかしているかしているかしているかどどどどうかの問いかけがうかの問いかけがうかの問いかけがうかの問いかけが必要必要必要必要だだだだっっっったたたた

のではないかと思いますが、いかがでしのではないかと思いますが、いかがでしのではないかと思いますが、いかがでしのではないかと思いますが、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 事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、相相相相手方には解体に手方には解体に手方には解体に手方には解体に係係係係るるるる資料資料資料資料、あら、あら、あら、あらゆゆゆゆるるるる資料資料資料資料をををを提提提提出し出し出し出し

なさいということはなさいということはなさいということはなさいということは指示指示指示指示はいたしました。しかしながら、事前調査を行はいたしました。しかしながら、事前調査を行はいたしました。しかしながら、事前調査を行はいたしました。しかしながら、事前調査を行っっっった記録のた記録のた記録のた記録の提提提提出に出に出に出に

ついてまでついてまでついてまでついてまでちょっちょっちょっちょっとととと発発発発言をしておりません。言をしておりません。言をしておりません。言をしておりません。気づ気づ気づ気づかなかかなかかなかかなかっっっった、というところです。た、というところです。た、というところです。た、というところです。

○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、次次次次に、に、に、に、石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトの解体後のの解体後のの解体後のの解体後の保保保保管管管管状況状況状況状況を問われて、●●を問われて、●●を問われて、●●を問われて、●●氏氏氏氏は、は、は、は、

解体工事解体工事解体工事解体工事直直直直後は後は後は後は現場現場現場現場にににに積積積積み上げておき、み上げておき、み上げておき、み上げておき、６６６６月１８日に月１８日に月１８日に月１８日に御御御御所所所所市市市市の株式会社、これ正の株式会社、これ正の株式会社、これ正の株式会社、これ正光光光光というというというという

のですかのですかのですかのですかねねねね、正、正、正、正光光光光に運に運に運に運びびびび、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分したとしたとしたとしたと答え答え答え答えていました。たしか、第１回事ていました。たしか、第１回事ていました。たしか、第１回事ていました。たしか、第１回事情情情情聴聴聴聴取取取取

後に高田土木事後に高田土木事後に高田土木事後に高田土木事務所務所務所務所の●●課長がの●●課長がの●●課長がの●●課長が広陵町広陵町広陵町広陵町をををを訪訪訪訪問し、工事問し、工事問し、工事問し、工事途途途途中に中に中に中に町役町役町役町役場場場場の人がの人がの人がの人が現場現場現場現場にににに来来来来たとたとたとたと

のののの従従従従業員の報業員の報業員の報業員の報告告告告について、そのについて、そのについて、そのについて、その経緯経緯経緯経緯をををを聞聞聞聞きに行きに行きに行きに行っっっっています。通ています。通ています。通ています。通学路学路学路学路で解体しているで解体しているで解体しているで解体している現場現場現場現場がががが

あるとのあるとのあるとのあるとの情情情情報があり、報があり、報があり、報があり、町町町町のののの教教教教育育育育委員会の局長と委員会の局長と委員会の局長と委員会の局長と広陵町広陵町広陵町広陵町のののの都都都都市整備市整備市整備市整備部長が部長が部長が部長が現場現場現場現場に行に行に行に行っっっったが、たが、たが、たが、

現場現場現場現場ではではではではほほほほとんとんとんとんどどどど解体は解体は解体は解体は終終終終わわわわっっっっていたとのことでした。ていたとのことでした。ていたとのことでした。ていたとのことでした。

あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、６６６６月１月１月１月１７７７７日に高田土木事日に高田土木事日に高田土木事日に高田土木事務所務所務所務所の●●課長から、無届け解体のの●●課長から、無届け解体のの●●課長から、無届け解体のの●●課長から、無届け解体の発発発発覚覚覚覚の報の報の報の報告告告告を受を受を受を受

けてけてけてけて写真写真写真写真を撮を撮を撮を撮っっっっておくようにとておくようにとておくようにとておくようにと指示指示指示指示したと言したと言したと言したと言っっっっていましたが、ていましたが、ていましたが、ていましたが、先先先先日の証人尋問で●●課長日の証人尋問で●●課長日の証人尋問で●●課長日の証人尋問で●●課長

は、そんなは、そんなは、そんなは、そんな指示指示指示指示は受けたは受けたは受けたは受けた覚覚覚覚ええええがありませんと言がありませんと言がありませんと言がありませんと言っっっっています。これについてています。これについてています。これについてています。これについて説説説説明明明明願います。願います。願います。願います。

また、また、また、また、６６６６月８日に月８日に月８日に月８日に広陵町広陵町広陵町広陵町及び及び及び及び広陵町広陵町広陵町広陵町教教教教育育育育委員会が委員会が委員会が委員会が現場現場現場現場に行に行に行に行っっっったとき、たとき、たとき、たとき、既既既既に解体はに解体はに解体はに解体は終終終終わわわわっっっってててて

いました。それならば、解体されたいました。それならば、解体されたいました。それならば、解体されたいました。それならば、解体された石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトはははは６６６６月８日から１月８日から１月８日から１月８日から１７７７７日まで、日まで、日まで、日まで、どどどどこに、こに、こに、こに、どどどど
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のようなのようなのようなのような状況状況状況状況でででで保保保保管されていたのでし管されていたのでし管されていたのでし管されていたのでしょょょょうか、うか、うか、うか、追追追追跡跡跡跡されましたか、お尋されましたか、お尋されましたか、お尋されましたか、お尋ねねねねします。します。します。します。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 まず、１まず、１まず、１まず、１点目点目点目点目の高田土木事の高田土木事の高田土木事の高田土木事務所務所務所務所のののの建築建築建築建築課長に対して、課長に対して、課長に対して、課長に対して、現現現現地調査を地調査を地調査を地調査を指示指示指示指示したかしたかしたかしたか

否否否否かにつきまして、かにつきまして、かにつきまして、かにつきまして、私私私私の記の記の記の記憶憶憶憶では、では、では、では、電話電話電話電話によりによりによりにより現現現現地調査を地調査を地調査を地調査を指示指示指示指示したと記したと記したと記したと記憶憶憶憶しております。しております。しております。しております。

２２２２点目点目点目点目のののの石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトの解体後、の解体後、の解体後、の解体後、保保保保管に管に管に管に係係係係るるるる追追追追跡跡跡跡調査を行調査を行調査を行調査を行っっっったかたかたかたか否否否否かということですけかということですけかということですけかということですけ

れれれれどどどども、行も、行も、行も、行っっっっておりません。ておりません。ておりません。ておりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次、第１回事、第１回事、第１回事、第１回事情情情情聴聴聴聴取取取取のののの終終終終わりに、●●さん、あなた方は株式会社山わりに、●●さん、あなた方は株式会社山わりに、●●さん、あなた方は株式会社山わりに、●●さん、あなた方は株式会社山

崎産崎産崎産崎産業に対して業に対して業に対して業に対して図面図面図面図面、証、証、証、証拠拠拠拠写真写真写真写真、、、、発注発注発注発注者者者者へへへへの報の報の報の報告告告告書書書書、手ばらししたことのわかる、手ばらししたことのわかる、手ばらししたことのわかる、手ばらししたことのわかる写真等写真等写真等写真等のののの

資料資料資料資料、解体工事の、解体工事の、解体工事の、解体工事の状況状況状況状況がわかるがわかるがわかるがわかる資料資料資料資料等等等等をををを要要要要求しました。第２回求しました。第２回求しました。第２回求しました。第２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取までに何がまでに何がまでに何がまでに何が提提提提

出されましたか、お出されましたか、お出されましたか、お出されましたか、お答え答え答え答え願います。願います。願います。願います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 何も何も何も何も提提提提出されませんでした。出されませんでした。出されませんでした。出されませんでした。

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

次次次次に、平成２３年に、平成２３年に、平成２３年に、平成２３年７７７７月の第２回事月の第２回事月の第２回事月の第２回事情情情情聴聴聴聴取取取取で、あなたは見で、あなたは見で、あなたは見で、あなたは見積積積積もりにもりにもりにもりにリサリサリサリサイクイクイクイクルルルル法の届け出法の届け出法の届け出法の届け出

のののの料料料料金金金金がががが載載載載っっっっていないが、みないのかと質問されています。ていないが、みないのかと質問されています。ていないが、みないのかと質問されています。ていないが、みないのかと質問されています。どどどどういう意ういう意ういう意ういう意図図図図で質問されたので質問されたので質問されたので質問されたの

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 一一一一体の体の体の体の請負請負請負請負工事ということでありましたので質問をしました。工事ということでありましたので質問をしました。工事ということでありましたので質問をしました。工事ということでありましたので質問をしました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、無届け解体のに、無届け解体のに、無届け解体のに、無届け解体の審審審審査をめ査をめ査をめ査をめぐぐぐぐる事る事る事る事実実実実関関関関係係係係のかのかのかのかぎぎぎぎをををを握握握握るるるる物物物物証である届出証である届出証である届出証である届出書書書書

についてのについてのについてのについての検検検検証が証が証が証が全全全全くありません。くありません。くありません。くありません。過過過過日の当委員会に出席した高田土木事日の当委員会に出席した高田土木事日の当委員会に出席した高田土木事日の当委員会に出席した高田土木事務所務所務所務所の当時のの当時のの当時のの当時の建建建建

築築築築課長は、当課長は、当課長は、当課長は、当該該該該の届出の届出の届出の届出書書書書がががが期期期期日日日日どどどどおりにおりにおりにおりに提提提提出されていたら受理していたと思いますと出されていたら受理していたと思いますと出されていたら受理していたと思いますと出されていたら受理していたと思いますと述べ述べ述べ述べ

ていました。ていました。ていました。ていました。

そこで、●●さんにおそこで、●●さんにおそこで、●●さんにおそこで、●●さんにお聞聞聞聞きします。法人がきします。法人がきします。法人がきします。法人が発注発注発注発注者であるのに、法人者であるのに、法人者であるのに、法人者であるのに、法人印印印印がががが捺印捺印捺印捺印されなくてされなくてされなくてされなくて

ももももオオオオーーーーケケケケーでしーでしーでしーでしょょょょうか。この届出うか。この届出うか。この届出うか。この届出書書書書というのは見せてあげてもいいですというのは見せてあげてもいいですというのは見せてあげてもいいですというのは見せてあげてもいいですねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 一一一一般般般般的的的的には、には、には、には、一一一一般般般般的的的的な届け出につきましては、法人であるな届け出につきましては、法人であるな届け出につきましては、法人であるな届け出につきましては、法人である場合場合場合場合におきましてにおきましてにおきましてにおきまして

は、法人名、代表者名、それと法人の代表者は、法人名、代表者名、それと法人の代表者は、法人名、代表者名、それと法人の代表者は、法人名、代表者名、それと法人の代表者印印印印がががが押押押押されるものと認されるものと認されるものと認されるものと認識識識識はしております。しはしております。しはしております。しはしております。し

かし、この届出かし、この届出かし、この届出かし、この届出書書書書につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、現現現現在です在です在です在ですねねねね、、、、マニュマニュマニュマニュアルアルアルアルを県土を県土を県土を県土マネジマネジマネジマネジメメメメンンンントトトト部の方で見部の方で見部の方で見部の方で見

直直直直しが行われておりまして、しが行われておりまして、しが行われておりまして、しが行われておりまして、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく届出く届出く届出く届出書書書書のののの押押押押印印印印についても、その中についても、その中についても、その中についても、その中

でででで規規規規定されるものと思定されるものと思定されるものと思定されるものと思っっっっております。ております。ております。ております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、に、に、に、発注発注発注発注者である法人からの委者である法人からの委者である法人からの委者である法人からの委任任任任状状状状なしに受なしに受なしに受なしに受注注注注者の社員が代理で届出者の社員が代理で届出者の社員が代理で届出者の社員が代理で届出書書書書

をををを提提提提出できるのでし出できるのでし出できるのでし出できるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法の届け出につきましては、委法の届け出につきましては、委法の届け出につきましては、委法の届け出につきましては、委任任任任状状状状までをまでをまでをまでを詳詳詳詳しく認しく認しく認しく認識識識識をしてをしてをしてをして

おりません。おりません。おりません。おりません。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年７７７７月１３日の第４回事月１３日の第４回事月１３日の第４回事月１３日の第４回事情情情情聴聴聴聴取取取取で、株式会社山で、株式会社山で、株式会社山で、株式会社山崎産崎産崎産崎産

業の●●社長は、当初は業の●●社長は、当初は業の●●社長は、当初は業の●●社長は、当初は壁壁壁壁をををを残残残残すから改すから改すから改すから改修修修修と思と思と思と思っっっっていた。しかし、平野クレーン工業株式ていた。しかし、平野クレーン工業株式ていた。しかし、平野クレーン工業株式ていた。しかし、平野クレーン工業株式

会社との工事の会社との工事の会社との工事の会社との工事の範囲範囲範囲範囲をををを詰詰詰詰めていく中で、届け出がめていく中で、届け出がめていく中で、届け出がめていく中で、届け出が必要必要必要必要かなと思かなと思かなと思かなと思ええええてきたとてきたとてきたとてきたと述べ述べ述べ述べていました。ていました。ていました。ていました。

また、また、また、また、契約契約契約契約日を問われて、日を問われて、日を問われて、日を問われて、契約契約契約契約はははは交交交交わしていない、何わしていない、何わしていない、何わしていない、何度度度度かのかのかのかの内内内内容容容容協議の後、最協議の後、最協議の後、最協議の後、最終終終終が平成２が平成２が平成２が平成２

３年５月２３年５月２３年５月２３年５月２６６６６日付の見日付の見日付の見日付の見積書積書積書積書のののの内内内内容容容容とととと答え答え答え答えています。これら事ています。これら事ています。これら事ています。これら事情情情情聴聴聴聴取取取取のののの経緯経緯経緯経緯をををを踏踏踏踏ままままええええて、●て、●て、●て、●

●さんに●さんに●さんに●さんに次次次次の見解をおの見解をおの見解をおの見解をお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

その１ですけその１ですけその１ですけその１ですけどどどども、平成２３年５月１も、平成２３年５月１も、平成２３年５月１も、平成２３年５月１６６６６日付の届出日付の届出日付の届出日付の届出書書書書には、２には、２には、２には、２番番番番の元の元の元の元請請請請業者業者業者業者欄欄欄欄に株式会に株式会に株式会に株式会

社山社山社山社山崎産崎産崎産崎産業業業業云々云々云々云々と記されています。平野クレーン工業株式会社と株式会社山と記されています。平野クレーン工業株式会社と株式会社山と記されています。平野クレーン工業株式会社と株式会社山と記されています。平野クレーン工業株式会社と株式会社山崎産崎産崎産崎産業との業との業との業との実実実実

質上の質上の質上の質上の契約契約契約契約のののの確確確確定が平成２３年５月２定が平成２３年５月２定が平成２３年５月２定が平成２３年５月２６６６６日、これは見日、これは見日、これは見日、これは見積書作積書作積書作積書作成日でありますけれ成日でありますけれ成日でありますけれ成日でありますけれどどどど、とす、とす、とす、とす

るならば、平成２３年５月１るならば、平成２３年５月１るならば、平成２３年５月１るならば、平成２３年５月１６６６６日時日時日時日時点点点点で元で元で元で元請請請請業者は決定していないことになるのではない業者は決定していないことになるのではない業者は決定していないことになるのではない業者は決定していないことになるのではない

のでしのでしのでしのでしょょょょうか、まずおうか、まずおうか、まずおうか、まずお答え答え答え答えください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 発注発注発注発注者である平野クレーン工業株式会社と受者である平野クレーン工業株式会社と受者である平野クレーン工業株式会社と受者である平野クレーン工業株式会社と受注注注注者である株式会社山者である株式会社山者である株式会社山者である株式会社山崎産崎産崎産崎産業の業の業の業の

間において、届出間において、届出間において、届出間において、届出書書書書に関してに関してに関してに関してどどどどのようなのようなのようなのような話話話話しししし合合合合いが行われたかということはわかりません。いが行われたかということはわかりません。いが行われたかということはわかりません。いが行われたかということはわかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。それでははい。それでははい。それでははい。それでは次次次次、平成２３年５月１、平成２３年５月１、平成２３年５月１、平成２３年５月１６６６６日付で日付で日付で日付で提提提提出を出を出を出を予予予予定していた届出定していた届出定していた届出定していた届出書書書書

の工事名が、の工事名が、の工事名が、の工事名が、旧村旧村旧村旧村本本本本建設建設建設建設株式会社株式会社株式会社株式会社仮仮仮仮設設設設倉庫解体工事とな倉庫解体工事とな倉庫解体工事とな倉庫解体工事となっっっっていて、ていて、ていて、ていて、一一一一方、５月２方、５月２方、５月２方、５月２６６６６日付の日付の日付の日付の

見見見見積書積書積書積書の工事名は、の工事名は、の工事名は、の工事名は、旧村旧村旧村旧村本本本本建設建設建設建設株式会社倉庫改株式会社倉庫改株式会社倉庫改株式会社倉庫改修修修修工事と記されているのです。改工事と記されているのです。改工事と記されているのです。改工事と記されているのです。改修修修修なのでなのでなのでなので

届け出は届け出は届け出は届け出は必要必要必要必要ないと思いないと思いないと思いないと思い込込込込んでいたときの日にんでいたときの日にんでいたときの日にんでいたときの日にちちちちと、と、と、と、ややややはり解体で届け出がはり解体で届け出がはり解体で届け出がはり解体で届け出が要要要要るという、るという、るという、るという、

考え考え考え考え直直直直したとする日付が後したとする日付が後したとする日付が後したとする日付が後先先先先になになになになっっっっていることは不思議とは思いませんでしていることは不思議とは思いませんでしていることは不思議とは思いませんでしていることは不思議とは思いませんでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答答答答

ええええ願います。願います。願います。願います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほどと同様の回と同様の回と同様の回と同様の回答答答答で申しわけないですけれで申しわけないですけれで申しわけないですけれで申しわけないですけれどどどども、も、も、も、発注発注発注発注者、受者、受者、受者、受注注注注者間で者間で者間で者間でどどどどのののの

ようなようなようなような話話話話しししし合合合合いが行われたかということはわかりません。いが行われたかということはわかりません。いが行われたかということはわかりません。いが行われたかということはわかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、に、に、に、過過過過日、平成２５年２月１９日の当委員会の日、平成２５年２月１９日の当委員会の日、平成２５年２月１９日の当委員会の日、平成２５年２月１９日の当委員会の審審審審査に証人として査に証人として査に証人として査に証人として

出出出出頭頭頭頭いただいた平野クレーン工業株式会社の●●いただいた平野クレーン工業株式会社の●●いただいた平野クレーン工業株式会社の●●いただいた平野クレーン工業株式会社の●●氏氏氏氏は、は、は、は、発注発注発注発注者として者として者として者として示示示示された届出された届出された届出された届出書書書書なるなるなるなる

もの、今ごらんになもの、今ごらんになもの、今ごらんになもの、今ごらんになっっっっているものですけれているものですけれているものですけれているものですけれどどどども、それに関しても、それに関しても、それに関しても、それに関して一一一一切切切切かかわかかわかかわかかわっっっったことがないたことがないたことがないたことがない

とととと断断断断言して、言して、言して、言して、次次次次の３の３の３の３点点点点の事の事の事の事実実実実を証言されました。を証言されました。を証言されました。を証言されました。

１つ１つ１つ１つ目目目目、届出、届出、届出、届出書書書書の社長名の後にの社長名の後にの社長名の後にの社長名の後に私的私的私的私的なななな印印印印鑑鑑鑑鑑をををを押押押押印印印印したしたしたした覚覚覚覚ええええはない。２はない。２はない。２はない。２番目番目番目番目、届出、届出、届出、届出書書書書で平で平で平で平

野クレーン工業株式会社が、平成２３年５月１野クレーン工業株式会社が、平成２３年５月１野クレーン工業株式会社が、平成２３年５月１野クレーン工業株式会社が、平成２３年５月１６６６６日付、株式会社山日付、株式会社山日付、株式会社山日付、株式会社山崎産崎産崎産崎産業から業から業から業からリサリサリサリサイクイクイクイクルルルル

法第１２条第１項に法第１２条第１項に法第１２条第１項に法第１２条第１項に基づ基づ基づ基づくくくく説説説説明明明明を受けたことになを受けたことになを受けたことになを受けたことになっっっっているが、その事ているが、その事ているが、その事ているが、その事実実実実はない。３はない。３はない。３はない。３番目番目番目番目、、、、

建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づいて、今いて、今いて、今いて、今次次次次の倉庫解体についての届け出の倉庫解体についての届け出の倉庫解体についての届け出の倉庫解体についての届け出責任責任責任責任がががが我我我我が社にあるとが社にあるとが社にあるとが社にあると知知知知

らされたのは、平成２４年らされたのは、平成２４年らされたのは、平成２４年らされたのは、平成２４年７７７７月月月月６６６６日付の事日付の事日付の事日付の事情情情情聴聴聴聴取取取取と報と報と報と報告告告告書書書書提提提提出の案出の案出の案出の案内内内内が高田土木事が高田土木事が高田土木事が高田土木事務所務所務所務所かかかか
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らあらあらあらあっっっったときが初めてである。株式会社山たときが初めてである。株式会社山たときが初めてである。株式会社山たときが初めてである。株式会社山崎産崎産崎産崎産業からは、改業からは、改業からは、改業からは、改修修修修工事であるから工事であるから工事であるから工事であるから一括一括一括一括してしてしてして引引引引

き受けますということだけのき受けますということだけのき受けますということだけのき受けますということだけの説説説説明明明明でありました。でありました。でありました。でありました。

以以以以上３上３上３上３点点点点の事の事の事の事実実実実について、について、について、について、所所所所見をお見をお見をお見をお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 発注発注発注発注者の代理の●●者の代理の●●者の代理の●●者の代理の●●氏氏氏氏、、、、発注発注発注発注者が者が者が者がどどどどのようなのようなのようなのような考え考え考え考えでこのようなでこのようなでこのようなでこのような発発発発言をしたか言をしたか言をしたか言をしたか

はわかりません。はわかりません。はわかりません。はわかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、第２回に、第２回に、第２回に、第２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取の際、工事中、なの際、工事中、なの際、工事中、なの際、工事中、なぜ仮ぜ仮ぜ仮ぜ仮設設設設シーシーシーシートトトトを行わなを行わなを行わなを行わな

かかかかっっっったのかという県の質問に、●●たのかという県の質問に、●●たのかという県の質問に、●●たのかという県の質問に、●●氏氏氏氏はこうはこうはこうはこう答え答え答え答えていました。ていました。ていました。ていました。ほほほほかの解体かの解体かの解体かの解体現場現場現場現場では行では行では行では行っっっってててて

いるが、通いるが、通いるが、通いるが、通路路路路との間にとの間にとの間にとの間に私有私有私有私有地（地（地（地（空空空空き地）があき地）があき地）があき地）があっっっったため行わなかたため行わなかたため行わなかたため行わなかっっっった。影た。影た。影た。影響響響響がががが少少少少ないとないとないとないと私私私私がががが

判断判断判断判断したというものです。そして記録にもあります。しかし、平成２５年４月１５日の当したというものです。そして記録にもあります。しかし、平成２５年４月１５日の当したというものです。そして記録にもあります。しかし、平成２５年４月１５日の当したというものです。そして記録にもあります。しかし、平成２５年４月１５日の当

委員会の委員会の委員会の委員会の審審審審査に証人として証言を求められたとき、査に証人として証言を求められたとき、査に証人として証言を求められたとき、査に証人として証言を求められたとき、私私私私がそういうことを言いましたか、がそういうことを言いましたか、がそういうことを言いましたか、がそういうことを言いましたか、覚覚覚覚

ええええがありませんとがありませんとがありませんとがありませんと答え答え答え答えられました。当られました。当られました。当られました。当然然然然、当時の事、当時の事、当時の事、当時の事情情情情聴聴聴聴取取取取に間に間に間に間違違違違いはないでしいはないでしいはないでしいはないでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お

尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取記録に間記録に間記録に間記録に間違違違違いがないと思います。いがないと思います。いがないと思います。いがないと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、届出に、届出に、届出に、届出書書書書なるものになるものになるものになるものに添添添添付され付され付され付され提提提提出された出された出された出された分分分分別解体別解体別解体別解体等等等等のののの計画等計画等計画等計画等にににに

明明明明らかな間らかな間らかな間らかな間違違違違いがあると思われます。まず、解体するいがあると思われます。まず、解体するいがあると思われます。まず、解体するいがあると思われます。まず、解体する棟数棟数棟数棟数は３は３は３は３棟棟棟棟なのに１なのに１なのに１なのに１棟棟棟棟と記入されてと記入されてと記入されてと記入されて

います。います。います。います。周辺状況周辺状況周辺状況周辺状況のののの欄欄欄欄では、では、では、では、敷敷敷敷地境地境地境地境界界界界との最との最との最との最短距離短距離短距離短距離が１０が１０が１０が１０メメメメーーーートルトルトルトルと記入されていますが、と記入されていますが、と記入されていますが、と記入されていますが、

実実実実際は道際は道際は道際は道路路路路とととと隣接隣接隣接隣接しています。しています。しています。しています。有害物有害物有害物有害物質の質の質の質の欄欄欄欄ではではではではススススレーレーレーレートトトトと記入して、工事着手前にと記入して、工事着手前にと記入して、工事着手前にと記入して、工事着手前に実施実施実施実施

するするするする措置措置措置措置のののの内内内内容容容容のののの欄欄欄欄になしと記になしと記になしと記になしと記載載載載されていますが、されていますが、されていますが、されていますが、どどどどういう意ういう意ういう意ういう意味味味味でしでしでしでしょょょょうか。さきの質問うか。さきの質問うか。さきの質問うか。さきの質問

におけるにおけるにおけるにおける私有私有私有私有地地地地云々云々云々云々も含めて、事も含めて、事も含めて、事も含めて、事情情情情聴聴聴聴取取取取とは、ただおとは、ただおとは、ただおとは、ただお聞聞聞聞きききき置置置置きということだけでなく、間きということだけでなく、間きということだけでなく、間きということだけでなく、間

違違違違いいいいやややや偽偽偽偽りとかりとかりとかりとか誤誤誤誤りをりをりをりを確確確確認することの方が大認することの方が大認することの方が大認することの方が大切切切切ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうか、うか、うか、うか、どどどどうううう考え考え考え考えておられまておられまておられまておられま

すか。すか。すか。すか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 私有私有私有私有地があ地があ地があ地があっっっったということにつきましては、たということにつきましては、たということにつきましては、たということにつきましては、先ほど先ほど先ほど先ほども申しましたとおり、事も申しましたとおり、事も申しましたとおり、事も申しましたとおり、事

情情情情聴聴聴聴取取取取記録のとおりと認記録のとおりと認記録のとおりと認記録のとおりと認識識識識しております。しております。しております。しております。分分分分別解体別解体別解体別解体等等等等のののの計画計画計画計画は、事は、事は、事は、事情情情情聴聴聴聴取取取取においてにおいてにおいてにおいて相相相相手方手方手方手方

がががが提提提提出してきた出してきた出してきた出してきた資料資料資料資料です。そこまでです。そこまでです。そこまでです。そこまで詳詳詳詳細細細細なななな審審審審査はしておりません。査はしておりません。査はしておりません。査はしておりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。同じく届出はい。同じく届出はい。同じく届出はい。同じく届出書書書書にににに添添添添付され付され付され付され提提提提出された出された出された出された図面図面図面図面に、解体の対に、解体の対に、解体の対に、解体の対象象象象であであであであっっっった２た２た２た２

００平方００平方００平方００平方メメメメーーーートルトルトルトル近近近近くのくのくのくの建物建物建物建物関関関関係係係係が手が手が手が手書書書書きで記され、きで記され、きで記され、きで記され、寸寸寸寸法も記法も記法も記法も記載載載載されておりません。おおされておりません。おおされておりません。おおされておりません。おお

よそよそよそよそ役役役役所所所所に届けでるに届けでるに届けでるに届けでる書面書面書面書面ではないと思われますが、ではないと思われますが、ではないと思われますが、ではないと思われますが、どどどどうおうおうおうお考え考え考え考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 これは受これは受これは受これは受注注注注者に対して、解体に者に対して、解体に者に対して、解体に者に対して、解体に係係係係るるるる資料資料資料資料をををを要要要要求したときに、求したときに、求したときに、求したときに、相相相相手手手手側側側側がががが略略略略平平平平面面面面

図図図図としてとしてとしてとして提提提提出されたものであります。出されたものであります。出されたものであります。出されたものであります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、県の事に、県の事に、県の事に、県の事務処務処務処務処理調査報理調査報理調査報理調査報告告告告書書書書で、●●さんは、届け出は２で、●●さんは、届け出は２で、●●さんは、届け出は２で、●●さんは、届け出は２枚枚枚枚のののの書書書書類類類類をををを書書書書
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くだけであるのに、なくだけであるのに、なくだけであるのに、なくだけであるのに、なぜぜぜぜそれができていなかそれができていなかそれができていなかそれができていなかっっっったのか、また、解体業者であればたのか、また、解体業者であればたのか、また、解体業者であればたのか、また、解体業者であれば多多多多数数数数の届の届の届の届

け出を出しているのでよくわかけ出を出しているのでよくわかけ出を出しているのでよくわかけ出を出しているのでよくわかっっっっているはずとているはずとているはずとているはずと述べ述べ述べ述べられています。届出られています。届出られています。届出られています。届出書作書作書作書作成までに、事成までに、事成までに、事成までに、事

前調査、前調査、前調査、前調査、建築建築建築建築廃廃廃廃材材材材のののの適適適適正正正正処処処処理、事前理、事前理、事前理、事前説説説説明明明明や請負や請負や請負や請負契約書契約書契約書契約書のののの相相相相互互互互交交交交付が付が付が付が必要必要必要必要です。です。です。です。発注発注発注発注者者者者や低や低や低や低

価格価格価格価格のののの契約契約契約契約やややや工工工工期期期期のののの短縮短縮短縮短縮等等等等を受を受を受を受注注注注者に求めることによ者に求めることによ者に求めることによ者に求めることによっっっって、て、て、て、アスベストアスベストアスベストアスベストのののの飛散防止等飛散防止等飛散防止等飛散防止等のののの適適適適

正な正な正な正な分分分分別解体別解体別解体別解体計画計画計画計画がつくれないということが無届けのがつくれないということが無届けのがつくれないということが無届けのがつくれないということが無届けの原原原原因因因因になになになになっっっっているように思われますているように思われますているように思われますているように思われます

が、が、が、が、どどどどうおうおうおうお考え考え考え考えておられるのでしておられるのでしておられるのでしておられるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 早早早早くとかいう、そういう理くとかいう、そういう理くとかいう、そういう理くとかいう、そういう理由由由由が無届け理が無届け理が無届け理が無届け理由由由由になになになになっっっっているのかているのかているのかているのかどどどどうかというこうかというこうかというこうかというこ

とはわかりません。とはわかりません。とはわかりません。とはわかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、県はに、県はに、県はに、県は建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法第４２条の定めによ法第４２条の定めによ法第４２条の定めによ法第４２条の定めによっっっって、今て、今て、今て、今次次次次の無届け解体の無届け解体の無届け解体の無届け解体

の事案にかかわる報の事案にかかわる報の事案にかかわる報の事案にかかわる報告告告告をををを発注発注発注発注者、平野クレーン工業株式会社者、平野クレーン工業株式会社者、平野クレーン工業株式会社者、平野クレーン工業株式会社及び及び及び及び受受受受注注注注者、株式会社山者、株式会社山者、株式会社山者、株式会社山崎産崎産崎産崎産

業に求め、報業に求め、報業に求め、報業に求め、報告告告告にににに基づ基づ基づ基づく事く事く事く事情情情情聴聴聴聴取取取取を行を行を行を行っっっったところであります。そのたところであります。そのたところであります。そのたところであります。その経緯経緯経緯経緯とととと内内内内容容容容について質について質について質について質

問をします。問をします。問をします。問をします。

まず、１つまず、１つまず、１つまず、１つ目目目目ですけれですけれですけれですけれどどどども、平野クレーン工業株式会社は、も、平野クレーン工業株式会社は、も、平野クレーン工業株式会社は、も、平野クレーン工業株式会社は、一貫一貫一貫一貫してしてしてして建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法法法法

でいうところのでいうところのでいうところのでいうところの発注発注発注発注者の者の者の者の発注発注発注発注者者者者責任責任責任責任としての自としての自としての自としての自覚覚覚覚がないと思われますし、そのがないと思われますし、そのがないと思われますし、そのがないと思われますし、その責任責任責任責任のののの重重重重ささささ

も理解されていないのではないかと思われます。この大も理解されていないのではないかと思われます。この大も理解されていないのではないかと思われます。この大も理解されていないのではないかと思われます。この大切切切切なななな視点視点視点視点にかんがみて、県の対にかんがみて、県の対にかんがみて、県の対にかんがみて、県の対応応応応

がないにがないにがないにがないに等等等等しいのはしいのはしいのはしいのはどどどどう思われますでしう思われますでしう思われますでしう思われますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 仮仮仮仮に平野クレーン工業株式会社が無届けとなに平野クレーン工業株式会社が無届けとなに平野クレーン工業株式会社が無届けとなに平野クレーン工業株式会社が無届けとなっっっったことについてたことについてたことについてたことについて責任責任責任責任をををを感感感感じてじてじてじて

いないのであれば、大いないのであれば、大いないのであれば、大いないのであれば、大変遺憾変遺憾変遺憾変遺憾だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年７７７７月月月月６６６６日、第３回事日、第３回事日、第３回事日、第３回事情情情情聴聴聴聴取取取取のののの冒頭冒頭冒頭冒頭、平野クレーン工業株、平野クレーン工業株、平野クレーン工業株、平野クレーン工業株

式会社の●●代理人が、まず事式会社の●●代理人が、まず事式会社の●●代理人が、まず事式会社の●●代理人が、まず事情情情情聴聴聴聴取取取取の前に言の前に言の前に言の前に言っっっっておきたいことがある。本日の呼ておきたいことがある。本日の呼ておきたいことがある。本日の呼ておきたいことがある。本日の呼びびびび出し、出し、出し、出し、

事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取は、平野クレーン工業株式会社としてはは、平野クレーン工業株式会社としてはは、平野クレーン工業株式会社としてはは、平野クレーン工業株式会社としては寝耳寝耳寝耳寝耳にににに水水水水のののの話話話話だ。株式会社山だ。株式会社山だ。株式会社山だ。株式会社山崎産崎産崎産崎産業にそ業にそ業にそ業にそ

のことでクレーのことでクレーのことでクレーのことでクレームムムムを言を言を言を言っっっったところ、すたところ、すたところ、すたところ、すべべべべては株式会社山ては株式会社山ては株式会社山ては株式会社山崎産崎産崎産崎産業に業に業に業に責任責任責任責任があると言があると言があると言があると言っっっってもらてもらてもらてもら

っっっってててて結構結構結構結構ですと言われていると記録されています。ですと言われていると記録されています。ですと言われていると記録されています。ですと言われていると記録されています。リサリサリサリサイクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づき求めるもので、き求めるもので、き求めるもので、き求めるもので、

報報報報告告告告しないとしないとしないとしないと罰則罰則罰則罰則があるといがあるといがあるといがあるといっっっったたたた以以以以外に外に外に外にほほほほかにかにかにかにややややりとりはなかりとりはなかりとりはなかりとりはなかっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そういうそういうそういうそういう罰則罰則罰則罰則にににに係係係係るるるるややややりとりということで理解をしますが、記録に記した事りとりということで理解をしますが、記録に記した事りとりということで理解をしますが、記録に記した事りとりということで理解をしますが、記録に記した事

項項項項以以以以外は外は外は外は詳詳詳詳細細細細にはにはにはには覚覚覚覚ええええておりません。ておりません。ておりません。ておりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、平野クレーン工業株式会社の報に、平野クレーン工業株式会社の報に、平野クレーン工業株式会社の報に、平野クレーン工業株式会社の報告告告告書書書書そのものにそのものにそのものにそのものに具具具具体体体体性性性性がなく、がなく、がなく、がなく、

工事工事工事工事概概概概要要要要も平成２３年５月２も平成２３年５月２も平成２３年５月２も平成２３年５月２６６６６日付、見日付、見日付、見日付、見積書積書積書積書のののの追追追追認に認に認に認に終始終始終始終始していたのではないでししていたのではないでししていたのではないでししていたのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。

ななななぜぜぜぜ無届けにな無届けにな無届けにな無届けになっっっった理た理た理た理由由由由については、無届けになについては、無届けになについては、無届けになについては、無届けになっっっっていることについて、いつていることについて、いつていることについて、いつていることについて、いつ知っ知っ知っ知ったかたかたかたか確確確確

認したいとの県の問いかけに、今回の報認したいとの県の問いかけに、今回の報認したいとの県の問いかけに、今回の報認したいとの県の問いかけに、今回の報告告告告書書書書のののの提提提提出出出出指示指示指示指示を受けて初めてを受けて初めてを受けて初めてを受けて初めて知っ知っ知っ知ったと●●さんたと●●さんたと●●さんたと●●さん
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は言は言は言は言っっっっていましたが、これについて●●さんのていましたが、これについて●●さんのていましたが、これについて●●さんのていましたが、これについて●●さんの所所所所見をお見をお見をお見をお答え答え答え答えください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 どどどどのようなのようなのようなのような考え考え考え考えでででで発発発発言したかはわかりません。言したかはわかりません。言したかはわかりません。言したかはわかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、法第１２条１項にに、法第１２条１項にに、法第１２条１項にに、法第１２条１項に基づ基づ基づ基づく対く対く対く対象象象象工事の届け出に関する工事の届け出に関する工事の届け出に関する工事の届け出に関する説説説説明明明明も、も、も、も、

法第１３条、法第１３条、法第１３条、法第１３条、請負請負請負請負契約契約契約契約にににに係係係係るるるる書面書面書面書面の記の記の記の記載載載載事項についても、法第１８条によるところの再事項についても、法第１８条によるところの再事項についても、法第１８条によるところの再事項についても、法第１８条によるところの再資資資資

源源源源化化化化終終終終了報了報了報了報告告告告書書書書ななななどどどどについても報についても報についても報についても報告告告告がないというがないというがないというがないという内内内内容容容容になになになになっっっっています。口ています。口ています。口ています。口頭頭頭頭契約契約契約契約でよりでよりでよりでより安安安安

くくくく発注発注発注発注することに関することに関することに関することに関心心心心をををを持持持持っっっっている業者は、平野クレーン工業株式会社だけではないと思ている業者は、平野クレーン工業株式会社だけではないと思ている業者は、平野クレーン工業株式会社だけではないと思ている業者は、平野クレーン工業株式会社だけではないと思

われます。再われます。再われます。再われます。再資源資源資源資源化化化化ややややアスベスト処アスベスト処アスベスト処アスベスト処理に理に理に理に要要要要するするするする費費費費用用用用を受を受を受を受注注注注者が見者が見者が見者が見積積積積もりにもりにもりにもりに積積積積算算算算することをすることをすることをすることを

法で定めていることの法で定めていることの法で定めていることの法で定めていることの重要性重要性重要性重要性について、事について、事について、事について、事情情情情聴聴聴聴取等取等取等取等を通じてを通じてを通じてを通じて指摘指摘指摘指摘していかなければならなしていかなければならなしていかなければならなしていかなければならな

いのではないでしいのではないでしいのではないでしいのではないでしょょょょうか。また、県は平野クレーン工業株式会社の社長にうか。また、県は平野クレーン工業株式会社の社長にうか。また、県は平野クレーン工業株式会社の社長にうか。また、県は平野クレーン工業株式会社の社長に直接直接直接直接、事、事、事、事情情情情聴聴聴聴取取取取

ができていません。当ができていません。当ができていません。当ができていません。当然然然然、、、、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法の法の法の法の重要性重要性重要性重要性についての認についての認についての認についての認識識識識を問わなければならを問わなければならを問わなければならを問わなければなら

ないのでしないのでしないのでしないのでしょょょょう。国土う。国土う。国土う。国土交交交交通通通通省省省省の認可を受けているの認可を受けているの認可を受けているの認可を受けている建設建設建設建設業者として、届け出業者として、届け出業者として、届け出業者として、届け出やややや契約契約契約契約のののの基基基基本本本本的的的的

な手な手な手な手続続続続すら無すら無すら無すら無視視視視するするするする態度態度態度態度は許されるものではないと思われますが、これらについて●●さは許されるものではないと思われますが、これらについて●●さは許されるものではないと思われますが、これらについて●●さは許されるものではないと思われますが、これらについて●●さ

んのんのんのんの所所所所見をお見をお見をお見を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 平野クレーン工業株式会社は、事平野クレーン工業株式会社は、事平野クレーン工業株式会社は、事平野クレーン工業株式会社は、事情情情情聴聴聴聴取取取取におきまして、届け出を認におきまして、届け出を認におきまして、届け出を認におきまして、届け出を認識識識識していしていしていしてい

なかなかなかなかっっっったというたというたというたという発発発発言をしております。言をしております。言をしております。言をしております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年７７７７月１３日に月１３日に月１３日に月１３日に実施実施実施実施された株式会社山された株式会社山された株式会社山された株式会社山崎産崎産崎産崎産業の●●社長に業の●●社長に業の●●社長に業の●●社長に

対する事対する事対する事対する事情情情情聴聴聴聴取取取取は、は、は、は、評価評価評価評価にににに値値値値しないしないしないしない内内内内容容容容のののの羅列羅列羅列羅列にすにすにすにすぎぎぎぎないものではなかないものではなかないものではなかないものではなかっっっったでしたでしたでしたでしょょょょうか。うか。うか。うか。

報報報報告告告告書書書書で工事着工の時で工事着工の時で工事着工の時で工事着工の時期期期期のののの箇箇箇箇所所所所に、平成２５年５月と記してあるのみだけで、正に、平成２５年５月と記してあるのみだけで、正に、平成２５年５月と記してあるのみだけで、正に、平成２５年５月と記してあるのみだけで、正確確確確な月日な月日な月日な月日

の記の記の記の記載載載載になになになになっっっっていないことも含めて、誠意あるものになていないことも含めて、誠意あるものになていないことも含めて、誠意あるものになていないことも含めて、誠意あるものになっっっっていません。とりわけ報ていません。とりわけ報ていません。とりわけ報ていません。とりわけ報告告告告書書書書と、と、と、と、

提提提提出を出を出を出を忘忘忘忘れたと平成２３年れたと平成２３年れたと平成２３年れたと平成２３年７７７７月２０日に月２０日に月２０日に月２０日に持持持持ちちちち込込込込んだ届出んだ届出んだ届出んだ届出書書書書が同が同が同が同列列列列に事に事に事に事情情情情聴聴聴聴取取取取の対の対の対の対象象象象になになになになっっっっ

ていることも不思議に思われます。ばたばたしているうていることも不思議に思われます。ばたばたしているうていることも不思議に思われます。ばたばたしているうていることも不思議に思われます。ばたばたしているうちちちちに届け出をに届け出をに届け出をに届け出を忘忘忘忘れた、それから無れた、それから無れた、それから無れた、それから無

届けに届けに届けに届けに気づ気づ気づ気づかなかかなかかなかかなかっっっった、た、た、た、提提提提出したつもりであ出したつもりであ出したつもりであ出したつもりであっっっったので、たので、たので、たので、指摘指摘指摘指摘があるまでがあるまでがあるまでがあるまで気づ気づ気づ気づかなかかなかかなかかなかっっっったなたなたなたな

どどどどとととと述べ述べ述べ述べ、当、当、当、当該該該該の届出の届出の届出の届出書書書書については、●●については、●●については、●●については、●●氏氏氏氏は平成２３年は平成２３年は平成２３年は平成２３年７７７７月２０日の事月２０日の事月２０日の事月２０日の事情情情情聴聴聴聴取取取取で、社長で、社長で、社長で、社長

はははは作作作作成していたが成していたが成していたが成していたが私私私私がががが提提提提出を出を出を出を忘忘忘忘れた。また、社長は平成２４年れた。また、社長は平成２４年れた。また、社長は平成２４年れた。また、社長は平成２４年７７７７月１３日の事月１３日の事月１３日の事月１３日の事情情情情聴聴聴聴取取取取で、で、で、で、

着工着工着工着工予予予予定の１定の１定の１定の１週週週週間前、平成２３年５月１間前、平成２３年５月１間前、平成２３年５月１間前、平成２３年５月１６６６６日日日日以以以以前に株式会社山前に株式会社山前に株式会社山前に株式会社山崎産崎産崎産崎産業で業で業で業で作作作作成。それから、成。それから、成。それから、成。それから、

去去去去る４月１５日のる４月１５日のる４月１５日のる４月１５日の百百百百条委員会で、社長は事条委員会で、社長は事条委員会で、社長は事条委員会で、社長は事務務務務員か員か員か員かほほほほかのだれかがかのだれかがかのだれかがかのだれかが作作作作成した成した成した成した等等等等 々々々々、その、その、その、その場限場限場限場限

りと思われるりと思われるりと思われるりと思われる発発発発言に言に言に言に終始終始終始終始してきました。してきました。してきました。してきました。

本年２月１９日の本年２月１９日の本年２月１９日の本年２月１９日の百百百百条委員会で、平野クレーン工業株式会社の●●条委員会で、平野クレーン工業株式会社の●●条委員会で、平野クレーン工業株式会社の●●条委員会で、平野クレーン工業株式会社の●●氏氏氏氏は、平成２４年は、平成２４年は、平成２４年は、平成２４年７７７７

月月月月６６６６日の事日の事日の事日の事情情情情聴聴聴聴取取取取のののの供述供述供述供述と同じく、平成２４年と同じく、平成２４年と同じく、平成２４年と同じく、平成２４年７７７７月月月月６６６６日の事日の事日の事日の事情情情情聴聴聴聴取取取取の案の案の案の案内内内内を高田土木事を高田土木事を高田土木事を高田土木事務務務務

所所所所から受けるまで届け出についてはから受けるまで届け出についてはから受けるまで届け出についてはから受けるまで届け出については知知知知らなからなからなからなかっっっったとたとたとたと述べ述べ述べ述べています。株式会社山ています。株式会社山ています。株式会社山ています。株式会社山崎産崎産崎産崎産業の届業の届業の届業の届
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け出を出しけ出を出しけ出を出しけ出を出し忘忘忘忘れたとの言れたとの言れたとの言れたとの言動動動動について、第４回事について、第４回事について、第４回事について、第４回事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで検討検討検討検討されていますが、されていますが、されていますが、されていますが、検討検討検討検討をををを加え加え加え加え

るるるるべべべべき対き対き対き対象象象象であであであであっっっったとたとたとたと考え考え考え考えておられますでしておられますでしておられますでしておられますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 株式会社山株式会社山株式会社山株式会社山崎産崎産崎産崎産業が届け出を業が届け出を業が届け出を業が届け出を忘忘忘忘れたというれたというれたというれたという発発発発言を事言を事言を事言を事情情情情聴聴聴聴取取取取でしております。でしております。でしております。でしております。

それそれそれそれ以以以以上のことはわかりません。上のことはわかりません。上のことはわかりません。上のことはわかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、株式会社山に、株式会社山に、株式会社山に、株式会社山崎産崎産崎産崎産業について、これまでの調査で業について、これまでの調査で業について、これまでの調査で業について、これまでの調査で次次次次のことがわのことがわのことがわのことがわ

かかかかっっっっています。ています。ています。ています。

つまり、１つつまり、１つつまり、１つつまり、１つ目目目目は、は、は、は、発注発注発注発注者に者に者に者に建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく報く報く報く報告や説告や説告や説告や説明明明明をしていなかをしていなかをしていなかをしていなかっっっった。た。た。た。

２２２２番目番目番目番目には、見には、見には、見には、見積書積書積書積書に記に記に記に記載載載載されたされたされたされた経費経費経費経費は、は、は、は、分分分分別解体に別解体に別解体に別解体に係係係係るるるる経費や経費や経費や経費やアスベスト等アスベスト等アスベスト等アスベスト等のののの処処処処理理理理費費費費がががが

計計計計上されていない。３上されていない。３上されていない。３上されていない。３番目番目番目番目は、は、は、は、発注発注発注発注者と受者と受者と受者と受注注注注者にともに認める者にともに認める者にともに認める者にともに認める唯一唯一唯一唯一おおおお互互互互いにいにいにいに確確確確認し認し認し認し合っ合っ合っ合ってててて

いるいるいるいる文文文文書書書書は、平成２３年５月２は、平成２３年５月２は、平成２３年５月２は、平成２３年５月２６６６６日付の見日付の見日付の見日付の見積書積書積書積書である。その見である。その見である。その見である。その見積書積書積書積書の工事名のの工事名のの工事名のの工事名の欄欄欄欄にににに旧村旧村旧村旧村本本本本

建設建設建設建設株式会社倉庫改株式会社倉庫改株式会社倉庫改株式会社倉庫改修修修修工事と記されている。また、解体の工事と記されている。また、解体の工事と記されている。また、解体の工事と記されている。また、解体の値値値値交交交交渉渉渉渉は、最は、最は、最は、最終終終終的的的的にににに相相相相互互互互でででで合合合合意意意意

され、平成２３年５月２され、平成２３年５月２され、平成２３年５月２され、平成２３年５月２６６６６日の見日の見日の見日の見積書積書積書積書としてまとめられた時としてまとめられた時としてまとめられた時としてまとめられた時点点点点で、工で、工で、工で、工程程程程表に表に表に表に明明明明らかなようらかなようらかなようらかなよう

に、解体工事は着手されていたのである。５に、解体工事は着手されていたのである。５に、解体工事は着手されていたのである。５に、解体工事は着手されていたのである。５番目番目番目番目に、解体に、解体に、解体に、解体現場現場現場現場に届け出シーに届け出シーに届け出シーに届け出シール等ル等ル等ル等標標標標識識識識をををを掲掲掲掲

げていなかげていなかげていなかげていなかっっっった。た。た。た。６番目６番目６番目６番目、解体、解体、解体、解体現場現場現場現場にににに防護防護防護防護シーシーシーシートトトトをををを用用用用意しなか意しなか意しなか意しなかっっっった。た。た。た。７番目７番目７番目７番目、解体、解体、解体、解体現場現場現場現場ごごごご

とのとのとのとの監監監監理技術者の理技術者の理技術者の理技術者の選選選選任任任任をしたといいながらをしたといいながらをしたといいながらをしたといいながら書面書面書面書面記記記記載載載載していない。８していない。８していない。８していない。８番目番目番目番目、、、、現場現場現場現場のののの図面図面図面図面、、、、作作作作

業中の業中の業中の業中の写真写真写真写真、記録、記録、記録、記録等等等等 々々々々のののの一一一一切切切切の証の証の証の証拠拠拠拠をををを提提提提出できていない。株式会社山出できていない。株式会社山出できていない。株式会社山出できていない。株式会社山崎産崎産崎産崎産業は、当業は、当業は、当業は、当該該該該の解の解の解の解

体工事を体工事を体工事を体工事を終始恣終始恣終始恣終始恣意意意意的的的的に無届けでに無届けでに無届けでに無届けでややややりりりり過過過過ごしたということでしかごしたということでしかごしたということでしかごしたということでしか一一一一連の連の連の連の経緯経緯経緯経緯のつじつまがのつじつまがのつじつまがのつじつまが合合合合

わないように思いますけれわないように思いますけれわないように思いますけれわないように思いますけれどどどども、も、も、も、どどどどう思われますでしう思われますでしう思われますでしう思われますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 株式会社山株式会社山株式会社山株式会社山崎産崎産崎産崎産業が意業が意業が意業が意図的図的図的図的になしたかになしたかになしたかになしたかどどどどうかということについてはわかりまうかということについてはわかりまうかということについてはわかりまうかということについてはわかりま

せん。せん。せん。せん。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年７７７７月１９日、おくればせながら、県は解体月１９日、おくればせながら、県は解体月１９日、おくればせながら、県は解体月１９日、おくればせながら、県は解体現場現場現場現場のののの立立立立入入入入検検検検

査を査を査を査を実施実施実施実施しました。しかし、しました。しかし、しました。しかし、しました。しかし、次次次次の時の時の時の時点点点点で不可解なことがで不可解なことがで不可解なことがで不可解なことが少少少少なくありません、おなくありません、おなくありません、おなくありません、お答え答え答え答え願いた願いた願いた願いた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

まず１つまず１つまず１つまず１つ目目目目は、平成２４年は、平成２４年は、平成２４年は、平成２４年７７７７月月月月６６６６日の事日の事日の事日の事情情情情聴聴聴聴取取取取のののの経緯経緯経緯経緯を見ても、●●を見ても、●●を見ても、●●を見ても、●●氏氏氏氏は解体は解体は解体は解体現場現場現場現場につにつにつにつ

いてはいてはいてはいてはほほほほとんとんとんとんど知ど知ど知ど知らなからなからなからなかっっっったということがたということがたということがたということが明明明明らかであらかであらかであらかであっっっったと思われます。にもかかわらず、たと思われます。にもかかわらず、たと思われます。にもかかわらず、たと思われます。にもかかわらず、

ななななぜぜぜぜ解体解体解体解体現場現場現場現場のののの責任責任責任責任者として、者として、者として、者として、発注側発注側発注側発注側の平野クレーン工業株式会社の●●の平野クレーン工業株式会社の●●の平野クレーン工業株式会社の●●の平野クレーン工業株式会社の●●氏氏氏氏をををを立ち立ち立ち立ち会わせ会わせ会わせ会わせ

て、受て、受て、受て、受注注注注者者者者側側側側の株式会社山の株式会社山の株式会社山の株式会社山崎産崎産崎産崎産業の●●業の●●業の●●業の●●氏氏氏氏をををを立ち立ち立ち立ち会わせなか会わせなか会わせなか会わせなかっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答え答え答え答え願願願願

います。います。います。います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 立立立立入入入入検検検検査は無届けに関連して、査は無届けに関連して、査は無届けに関連して、査は無届けに関連して、発注発注発注発注者に対して者に対して者に対して者に対して現現現現地の地の地の地の立立立立入調査を行入調査を行入調査を行入調査を行っっっったとこたとこたとこたとこ

ろでありまして、受ろでありまして、受ろでありまして、受ろでありまして、受注注注注者の者の者の者の立ち立ち立ち立ち会いは求めておりません。会いは求めておりません。会いは求めておりません。会いは求めておりません。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、解体に、解体に、解体に、解体現場現場現場現場のののの立立立立入入入入検検検検査をする査をする査をする査をする目的目的目的目的は２つあります。は２つあります。は２つあります。は２つあります。分分分分別解体の別解体の別解体の別解体の検検検検証と証と証と証と

アスベストアスベストアスベストアスベストのののの確確確確認です。レ認です。レ認です。レ認です。レベルベルベルベル３の３の３の３の石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトのみという解体業者ののみという解体業者ののみという解体業者ののみという解体業者の情情情情報報報報以以以以外、何外、何外、何外、何一一一一つつつつ

としてとしてとしてとしてアスベストアスベストアスベストアスベストのののの物物物物証がありません。通証がありません。通証がありません。通証がありません。通常常常常、解体の届出、解体の届出、解体の届出、解体の届出書書書書がががが提提提提出された土木事出された土木事出された土木事出された土木事務所務所務所務所は、は、は、は、

その届出その届出その届出その届出書書書書の中での中での中での中でアスベストアスベストアスベストアスベストのののの存存存存在を記在を記在を記在を記述述述述しているしているしているしている場合場合場合場合、景観・環境、景観・環境、景観・環境、景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターに連絡ーに連絡ーに連絡ーに連絡

することになすることになすることになすることになっっっっていたのではないでしていたのではないでしていたのではないでしていたのではないでしょょょょうか。そもそも景観・環境うか。そもそも景観・環境うか。そもそも景観・環境うか。そもそも景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターは、土木ーは、土木ーは、土木ーは、土木

事事事事務所務所務所務所からからからから建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法の法の法の法の立ち立ち立ち立ち入り入り入り入り権限権限権限権限を事を事を事を事務務務務委委委委任任任任されていたはずだと思われます。されていたはずだと思われます。されていたはずだと思われます。されていたはずだと思われます。

ななななぜぜぜぜ環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課やややや景観景観景観景観保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターのーのーのーの立ち立ち立ち立ち会いを求めなか会いを求めなか会いを求めなか会いを求めなかっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほども申しましたとおり、無届け事案に関連しましても申しましたとおり、無届け事案に関連しましても申しましたとおり、無届け事案に関連しましても申しましたとおり、無届け事案に関連しまして発注発注発注発注者に対して者に対して者に対して者に対して現現現現地地地地

においてにおいてにおいてにおいて立立立立入調査をしたと。その入調査をしたと。その入調査をしたと。その入調査をしたと。その立立立立入調査は、無届けとな入調査は、無届けとな入調査は、無届けとな入調査は、無届けとなっっっった解体た解体た解体た解体建築物建築物建築物建築物をより正をより正をより正をより正確確確確にににに具具具具

体体体体的的的的にににに把握把握把握把握する調査でありました。環境部局にはする調査でありました。環境部局にはする調査でありました。環境部局にはする調査でありました。環境部局には合合合合同による同による同による同による立立立立入調査を行入調査を行入調査を行入調査を行っっっっておりません。ておりません。ておりません。ておりません。

ただし、ただし、ただし、ただし、立立立立入調査入調査入調査入調査結果結果結果結果につきましてはすにつきましてはすにつきましてはすにつきましてはすべべべべてててて情情情情報報報報提提提提供供供供をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、解体に、解体に、解体に、解体現場現場現場現場にににに立立立立入入入入検検検検査をし、査をし、査をし、査をし、測量測量測量測量等等等等をしても、をしても、をしても、をしても、新新新新たな証たな証たな証たな証拠拠拠拠が見つかが見つかが見つかが見つかっっっっ

たわけではないと思われます。４回にたわけではないと思われます。４回にたわけではないと思われます。４回にたわけではないと思われます。４回に及及及及んだんだんだんだ発注発注発注発注者と受者と受者と受者と受注注注注者の事者の事者の事者の事情情情情聴聴聴聴取取取取はははは具具具具体体体体性性性性に欠けるに欠けるに欠けるに欠ける

事事事事柄柄柄柄です。なのに、なです。なのに、なです。なのに、なです。なのに、なぜぜぜぜ営業営業営業営業所所所所ややややその他営業に関その他営業に関その他営業に関その他営業に関係係係係あるあるあるある場所場所場所場所にににに立ち立ち立ち立ち入り、入り、入り、入り、帳簿帳簿帳簿帳簿、、、、書書書書類類類類、そ、そ、そ、そ

の他のの他のの他のの他の物物物物件件件件のののの検検検検査をしなか査をしなか査をしなか査をしなかっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 これもこれもこれもこれもちょっちょっちょっちょっと同様の回と同様の回と同様の回と同様の回答答答答になるのですけれになるのですけれになるのですけれになるのですけれどどどども、無届け事案におけるも、無届け事案におけるも、無届け事案におけるも、無届け事案における発注発注発注発注

者者者者へへへへのののの現現現現地地地地立立立立入調査いうことで入調査いうことで入調査いうことで入調査いうことで立立立立入入入入検検検検査を行いました。そこまでの意査を行いました。そこまでの意査を行いました。そこまでの意査を行いました。そこまでの意識識識識はなかはなかはなかはなかっっっったと思いたと思いたと思いたと思い

ます。ます。ます。ます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、県の事に、県の事に、県の事に、県の事務処務処務処務処理調査報理調査報理調査報理調査報告告告告書書書書の記の記の記の記述述述述にににに基づ基づ基づ基づいて、●●さんにおいて、●●さんにおいて、●●さんにおいて、●●さんにお聞聞聞聞きしまきしまきしまきしま

す。す。す。す。

発注発注発注発注者者者者へへへへの事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取に関してに関してに関してに関してどどどどうううう考え考え考え考えたのかと問われて、あなたは、受たのかと問われて、あなたは、受たのかと問われて、あなたは、受たのかと問われて、あなたは、受注注注注者は第１回者は第１回者は第１回者は第１回目目目目

ははははリリリリフォフォフォフォーーーームムムムだと思い、２回だと思い、２回だと思い、２回だと思い、２回目目目目はははは忘忘忘忘れたと言れたと言れたと言れたと言っっっった。２回た。２回た。２回た。２回目目目目には口には口には口には口裏裏裏裏合合合合わせをしたのだと思わせをしたのだと思わせをしたのだと思わせをしたのだと思

っっっった、何の証た、何の証た、何の証た、何の証拠拠拠拠もなかもなかもなかもなかっっっった。そしてまた、受た。そしてまた、受た。そしてまた、受た。そしてまた、受注注注注者にこういう証言をされて、者にこういう証言をされて、者にこういう証言をされて、者にこういう証言をされて、発注発注発注発注者に者に者に者にどどどどうううう

いう事いう事いう事いう事情情情情聴聴聴聴取取取取をするかについてをするかについてをするかについてをするかについて考え考え考え考えていたが、時ていたが、時ていたが、時ていたが、時期期期期をををを逃逃逃逃してしましてしましてしましてしまっっっったとたとたとたと述べ述べ述べ述べられています。られています。られています。られています。

今も同じ思いでし今も同じ思いでし今も同じ思いでし今も同じ思いでしょょょょうか。また、何の証うか。また、何の証うか。また、何の証うか。また、何の証拠拠拠拠もなかもなかもなかもなかっっっったと言たと言たと言たと言っっっっていますが、証ていますが、証ていますが、証ていますが、証拠拠拠拠をををを集集集集めようめようめようめよう

とするとするとするとする積積積積極極極極的的的的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢がなかがなかがなかがなかっっっったように思われます。たように思われます。たように思われます。たように思われます。契約書契約書契約書契約書のののの作作作作成と成と成と成と相相相相互互互互交交交交付付付付や分や分や分や分別解体別解体別解体別解体計計計計

画画画画のののの立立立立案な案な案な案などどどど、、、、必要必要必要必要な手な手な手な手続続続続等等等等をををを厳厳厳厳しくしくしくしくチェッチェッチェッチェックできていなかクできていなかクできていなかクできていなかっっっったのではないでしたのではないでしたのではないでしたのではないでしょょょょうか、うか、うか、うか、

お尋お尋お尋お尋ねねねねします。します。します。します。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取当時におきましては、口当時におきましては、口当時におきましては、口当時におきましては、口裏裏裏裏をををを合合合合わせたのじわせたのじわせたのじわせたのじゃゃゃゃないかということは思ないかということは思ないかということは思ないかということは思

いました。いました。いました。いました。現現現現時時時時点点点点ではわかりません。ではわかりません。ではわかりません。ではわかりません。積積積積極極極極的的的的なななな資料資料資料資料のののの収集収集収集収集等等等等を行われなかを行われなかを行われなかを行われなかっっっったのじたのじたのじたのじゃゃゃゃないないないない
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かと、かと、かと、かと、結果的結果的結果的結果的にそれはできませんでした。にそれはできませんでした。にそれはできませんでした。にそれはできませんでした。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、受に、受に、受に、受注注注注者は者は者は者は把握把握把握把握した、様した、様した、様した、様子子子子を見ようと今後、受を見ようと今後、受を見ようと今後、受を見ようと今後、受注注注注者が届け出る届け出者が届け出る届け出者が届け出る届け出者が届け出る届け出

をををを厳厳厳厳重重重重ににににチェッチェッチェッチェックをクをクをクをややややりたいと、あなたは●●技術管理課長に言われていますりたいと、あなたは●●技術管理課長に言われていますりたいと、あなたは●●技術管理課長に言われていますりたいと、あなたは●●技術管理課長に言われていますねねねね。。。。厳厳厳厳重重重重チチチチ

ェッェッェッェックのクのクのクの内内内内容容容容をををを明明明明らかにしてください、おらかにしてください、おらかにしてください、おらかにしてください、お答え答え答え答え願います。願います。願います。願います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 届出届出届出届出窓窓窓窓口における口における口における口における厳厳厳厳重重重重な、な、な、な、厳厳厳厳正な正な正な正な書書書書類類類類ののののチェッチェッチェッチェックククク及び現及び現及び現及び現地地地地パパパパトトトトロロロローーーールルルルのののの強化強化強化強化

をしようとをしようとをしようとをしようと考え考え考え考えました。ました。ました。ました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、第２回に、第２回に、第２回に、第２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取で無届けの理で無届けの理で無届けの理で無届けの理由由由由説説説説明明明明をををを翻翻翻翻し、届出し、届出し、届出し、届出書書書書なるものをなるものをなるものをなるものを

提提提提出してきましたが、この行出してきましたが、この行出してきましたが、この行出してきましたが、この行為為為為は県のは県のは県のは県の側側側側がががが示唆示唆示唆示唆したことではありませんしたことではありませんしたことではありませんしたことではありませんねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、ありません。はい、ありません。はい、ありません。はい、ありません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、第１回、第２回事に、第１回、第２回事に、第１回、第２回事に、第１回、第２回事情情情情聴聴聴聴取取取取までに、県はまでに、県はまでに、県はまでに、県は現場確現場確現場確現場確認をしていませ認をしていませ認をしていませ認をしていませ

ん。事ん。事ん。事ん。事務処務処務処務処理の手理の手理の手理の手引引引引では補では補では補では補足足足足調査として、調査として、調査として、調査として、建築計画建築計画建築計画建築計画概概概概要書要書要書要書や登や登や登や登記記記記簿謄簿謄簿謄簿謄本を入手すると本を入手すると本を入手すると本を入手すると書書書書かかかか

れていますが、これはいつ入手されましたでしれていますが、これはいつ入手されましたでしれていますが、これはいつ入手されましたでしれていますが、これはいつ入手されましたでしょょょょうか。また、無届けのうか。また、無届けのうか。また、無届けのうか。また、無届けの場合場合場合場合、行政、行政、行政、行政庁庁庁庁のののの担担担担

当者が当者が当者が当者が必要必要必要必要と認めると認めると認めると認める場合場合場合場合、、、、立立立立入入入入検検検検査ができるとも査ができるとも査ができるとも査ができるとも書書書書かれています。なかれています。なかれています。なかれています。なぜぜぜぜ第１回、第２回の第１回、第２回の第１回、第２回の第１回、第２回の

事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取までに工事までに工事までに工事までに工事現場現場現場現場やややや営業営業営業営業所所所所ななななどどどどにににに立立立立入入入入検検検検査をし、査をし、査をし、査をし、帳簿や帳簿や帳簿や帳簿や書書書書類類類類をををを検検検検査対査対査対査対象象象象にしなかにしなかにしなかにしなかっっっっ

たのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答え答え答え答え願います。願います。願います。願います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 結果結果結果結果としまして、としまして、としまして、としまして、発注発注発注発注者に対する事者に対する事者に対する事者に対する事情情情情聴聴聴聴取取取取、、、、立立立立入入入入検検検検査が遅くな査が遅くな査が遅くな査が遅くなっっっったというこたというこたというこたというこ

とは認とは認とは認とは認識識識識しております。それと、しております。それと、しております。それと、しております。それと、謄謄謄謄本、本、本、本、登登登登記記記記簿簿簿簿事項証事項証事項証事項証明書明書明書明書をいつ入手したかということでをいつ入手したかということでをいつ入手したかということでをいつ入手したかということで

すけれすけれすけれすけれどどどども、正も、正も、正も、正確確確確にはにはにはにはちょっちょっちょっちょっとととと覚覚覚覚ええええてないのですけれてないのですけれてないのですけれてないのですけれどどどども、平成２４年のも、平成２４年のも、平成２４年のも、平成２４年の夏夏夏夏ごろであごろであごろであごろであっっっったたたた

と思います。と思います。と思います。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 次次次次に、に、に、に、建築建築建築建築関関関関係係係係のののの違反違反違反違反行政に長らく行政に長らく行政に長らく行政に長らく携携携携わわわわっっっってこられた●●さん、てこられた●●さん、てこられた●●さん、てこられた●●さん、答え答え答え答えてくてくてくてく

ださいますようお願いします。ださいますようお願いします。ださいますようお願いします。ださいますようお願いします。

まず、まず、まず、まず、単単単単に無届けでに無届けでに無届けでに無届けで告告告告発発発発した事した事した事した事例例例例はないとして、平野クレーン工業株式会社の無届けはないとして、平野クレーン工業株式会社の無届けはないとして、平野クレーン工業株式会社の無届けはないとして、平野クレーン工業株式会社の無届け違違違違

反反反反をををを軽軽軽軽いいいい処処処処分分分分で見で見で見で見逃逃逃逃すことこそ、すことこそ、すことこそ、すことこそ、直直直直罰規罰規罰規罰規定と定と定と定と両両両両罰規罰規罰規罰規定をあ定をあ定をあ定をあええええてててて組組組組みみみみ込込込込んだんだんだんだ建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル

法の法の法の法の実実実実効効効効性性性性をををを形骸形骸形骸形骸化化化化させることにはならないでしさせることにはならないでしさせることにはならないでしさせることにはならないでしょょょょうか、うか、うか、うか、どどどどうおうおうおうお考え考え考え考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 無届けのみをも無届けのみをも無届けのみをも無届けのみをもっっっってててて告告告告発発発発したしたしたした全全全全国事国事国事国事例例例例は調査のは調査のは調査のは調査の結果結果結果結果ありませんでした。当ありませんでした。当ありませんでした。当ありませんでした。当然然然然

ながら、ながら、ながら、ながら、繰繰繰繰りりりり返返返返し同様なし同様なし同様なし同様な違反違反違反違反行行行行為為為為にににに至至至至るるるる場合場合場合場合にあにあにあにあっっっっては、今回のては、今回のては、今回のては、今回の注注注注意意意意処処処処分分分分をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた処処処処分分分分

をををを検討検討検討検討することになると思います。することになると思います。することになると思います。することになると思います。形骸形骸形骸形骸化化化化にはならないとにはならないとにはならないとにはならないと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、平野クレーン工業株式会社、●●社長は、に、平野クレーン工業株式会社、●●社長は、に、平野クレーン工業株式会社、●●社長は、に、平野クレーン工業株式会社、●●社長は、我我我我が県で初めての無届けが県で初めての無届けが県で初めての無届けが県で初めての無届け

解体の解体の解体の解体の発注発注発注発注者でありながら、当委員会の出席者でありながら、当委員会の出席者でありながら、当委員会の出席者でありながら、当委員会の出席要要要要請請請請にににに応応応応じていません。国土じていません。国土じていません。国土じていません。国土交交交交通通通通省省省省の認可をの認可をの認可をの認可を

得得得得ているているているている建設建設建設建設業者として、社会業者として、社会業者として、社会業者として、社会的責任的責任的責任的責任の自の自の自の自覚覚覚覚に欠けると言わざるをに欠けると言わざるをに欠けると言わざるをに欠けると言わざるを得得得得ないと思いますが、ないと思いますが、ないと思いますが、ないと思いますが、
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これについてこれについてこれについてこれについてどどどどのように思われますでしのように思われますでしのように思われますでしのように思われますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 平野クレーン工業株式会社が平野クレーン工業株式会社が平野クレーン工業株式会社が平野クレーン工業株式会社がどどどどういう理ういう理ういう理ういう理由由由由で出席しないかはわかりません。で出席しないかはわかりません。で出席しないかはわかりません。で出席しないかはわかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。次次次次に、に、に、に、結果結果結果結果としてとしてとしてとしてアスベストアスベストアスベストアスベストはレはレはレはレベルベルベルベル３の３の３の３の石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトしかしかしかしか立立立立証で証で証で証で

きていません。しかしながら、きていません。しかしながら、きていません。しかしながら、きていません。しかしながら、石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトはははは推推推推定８定８定８定８，，，，００００００００００００キログキログキログキログララララムムムムをををを排排排排出されてお出されてお出されてお出されてお

ります。ります。ります。ります。防防防防じんシーじんシーじんシーじんシートトトトがががが設設設設置置置置されず、されず、されず、されず、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マママススススクククク等等等等を着を着を着を着装装装装していた記録もしていた記録もしていた記録もしていた記録も残残残残ささささ

れていません。れていません。れていません。れていません。

広陵東小学校や幼稚園広陵東小学校や幼稚園広陵東小学校や幼稚園広陵東小学校や幼稚園に通うに通うに通うに通う子子子子どどどどもらもらもらもらやややや作作作作業員の業員の業員の業員の健康健康健康健康にとにとにとにとっっっって、て、て、て、心心心心配される配される配される配される状況状況状況状況がつくがつくがつくがつく

られると思われますが、中られると思われますが、中られると思われますが、中られると思われますが、中皮腫皮腫皮腫皮腫ははははアスベスト以アスベスト以アスベスト以アスベスト以外の外の外の外の要要要要因因因因でかかるでかかるでかかるでかかる病病病病気気気気でありません。そのでありません。そのでありません。そのでありません。その

発発発発病病病病にににに係係係係るるるるメカメカメカメカニズムニズムニズムニズムがすがすがすがすべべべべてててて明明明明らかではなく、らかではなく、らかではなく、らかではなく、潜伏潜伏潜伏潜伏期期期期間も２０年から間も２０年から間も２０年から間も２０年から６６６６０年とま０年とま０年とま０年とまちちちちままままちちちち

です。です。です。です。製製製製造中造中造中造中止止止止の決の決の決の決断断断断がおくれたがおくれたがおくれたがおくれた我我我我が国では、が国では、が国では、が国では、経済経済経済経済発発発発展展展展にににに比例比例比例比例して大して大して大して大量量量量にににに使使使使われてきましわれてきましわれてきましわれてきまし

た。た。た。た。阪神阪神阪神阪神・・・・淡路淡路淡路淡路大大大大震災震災震災震災以以以以降降降降、、、、古古古古いいいい建築物建築物建築物建築物の解体を通しての解体を通しての解体を通しての解体を通して被被被被害害害害者が者が者が者が激増激増激増激増しております。しております。しております。しております。アスアスアスアス

ベストベストベストベストのののの災災災災いからいからいからいから身身身身をををを守守守守ろうとするとき、まず、解体工事のろうとするとき、まず、解体工事のろうとするとき、まず、解体工事のろうとするとき、まず、解体工事の細細細細心心心心のののの気気気気配りが求められてい配りが求められてい配りが求められてい配りが求められてい

るのです。るのです。るのです。るのです。生生生生命命命命にににに係係係係る国る国る国る国民的民的民的民的課題だと言課題だと言課題だと言課題だと言っっっっても決して言いても決して言いても決して言いても決して言い過ぎ過ぎ過ぎ過ぎではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうと思われうと思われうと思われうと思われ

ますが、ますが、ますが、ますが、どどどどうううう考え考え考え考えていますか。ていますか。ていますか。ていますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 解体における解体における解体における解体におけるアスベストアスベストアスベストアスベストのののの取取取取りりりり扱扱扱扱いは、よりいは、よりいは、よりいは、より慎慎慎慎重重重重に行うに行うに行うに行うべべべべきときときときと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、さきの委員会で株式会社山に、さきの委員会で株式会社山に、さきの委員会で株式会社山に、さきの委員会で株式会社山崎産崎産崎産崎産業の●●さんは、業の●●さんは、業の●●さんは、業の●●さんは、注注注注意意意意処処処処分分分分ををををどどどどう受う受う受う受

けとめておられますかとけとめておられますかとけとめておられますかとけとめておられますかと私私私私の質問に、記の質問に、記の質問に、記の質問に、記憶憶憶憶にございません、かなり月日がたにございません、かなり月日がたにございません、かなり月日がたにございません、かなり月日がたっっっってしまいまてしまいまてしまいまてしまいま

したからとしたからとしたからとしたからと答え答え答え答えています。ています。ています。ています。文文文文書書書書によるによるによるによる注注注注意意意意処処処処分分分分はははは彼彼彼彼らにとらにとらにとらにとっっっってはてはてはては効効効効きききき目目目目なしというなしというなしというなしというほほほほかなかなかなかな

いと思われますが、いと思われますが、いと思われますが、いと思われますが、どどどどのようにのようにのようにのように考え考え考え考えられますでしられますでしられますでしられますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そのようにそのようにそのようにそのように答え答え答え答えているということであればですているということであればですているということであればですているということであればですねねねね、大、大、大、大変遺憾変遺憾変遺憾変遺憾と思います。と思います。と思います。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。それでは最後に、この事案に関して、県はい。それでは最後に、この事案に関して、県はい。それでは最後に、この事案に関して、県はい。それでは最後に、この事案に関して、県や町や町や町や町の行政の行政の行政の行政側側側側やややや、これらの、これらの、これらの、これらの

ＯＢＯＢＯＢＯＢあるいは政治あるいは政治あるいは政治あるいは政治家家家家ややややその他、だれかから何らかのその他、だれかから何らかのその他、だれかから何らかのその他、だれかから何らかの働働働働きかけを受けたことはありませんできかけを受けたことはありませんできかけを受けたことはありませんできかけを受けたことはありませんで

ししししょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ありません。ありません。ありません。ありません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。以以以以上で上で上で上で私私私私からの質問をからの質問をからの質問をからの質問を終終終終わりますが、わりますが、わりますが、わりますが、次次次次に、に、に、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

ありましたらごありましたらごありましたらごありましたらご発発発発言を願います。言を願います。言を願います。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 具具具具体体体体的的的的な質問に対して、まことにな質問に対して、まことにな質問に対して、まことにな質問に対して、まことに抽象抽象抽象抽象的的的的なななな答弁答弁答弁答弁にににに終始終始終始終始しているのではなしているのではなしているのではなしているのではな

いかと思います。再いかと思います。再いかと思います。再いかと思います。再度度度度お尋お尋お尋お尋ねねねねします。します。します。します。

先ほど先ほど先ほど先ほど委委委委任任任任状状状状がががが要要要要るのではないかと、いわるのではないかと、いわるのではないかと、いわるのではないかと、いわゆゆゆゆる後出しじる後出しじる後出しじる後出しじゃゃゃゃんけんみたいなものでんけんみたいなものでんけんみたいなものでんけんみたいなものでねねねね。最。最。最。最
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初は初は初は初はリリリリフォフォフォフォーーーームムムムだ、改だ、改だ、改だ、改修修修修だと思だと思だと思だと思っっっっておておておておっっっったと、１回たと、１回たと、１回たと、１回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで答え答え答え答えてるわけですてるわけですてるわけですてるわけですねねねね。。。。

２回２回２回２回目目目目、１、１、１、１カカカカ月後の２回月後の２回月後の２回月後の２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取でですよ、そうじでですよ、そうじでですよ、そうじでですよ、そうじゃゃゃゃなくて、届出なくて、届出なくて、届出なくて、届出書書書書をををを書書書書いてあいてあいてあいてあっっっった、た、た、た、

つくつくつくつくっっっってあてあてあてあっっっったのだけれたのだけれたのだけれたのだけれどどどども出しも出しも出しも出し忘忘忘忘れたのれたのれたのれたのややややと、こうと、こうと、こうと、こうややややっっっって届出て届出て届出て届出書書書書なるものをなるものをなるものをなるものを持持持持っっっってきたてきたてきたてきた

と。１年間、この問題についての県のと。１年間、この問題についての県のと。１年間、この問題についての県のと。１年間、この問題についての県の取取取取りりりり組組組組みがみがみがみがストストストストッッッップしました。そのときだと思いまプしました。そのときだと思いまプしました。そのときだと思いまプしました。そのときだと思いま

すけれすけれすけれすけれどどどども、あなたは●●技術管理課長に対して、しばらく様も、あなたは●●技術管理課長に対して、しばらく様も、あなたは●●技術管理課長に対して、しばらく様も、あなたは●●技術管理課長に対して、しばらく様子子子子を見るとともに、を見るとともに、を見るとともに、を見るとともに、発注発注発注発注者者者者

の今後の今後の今後の今後提提提提出される届出出される届出出される届出出される届出書書書書のののの厳厳厳厳重重重重チェッチェッチェッチェックを行いたい、クを行いたい、クを行いたい、クを行いたい、先ほど先ほど先ほど先ほどもももも聞聞聞聞きましたけれきましたけれきましたけれきましたけれどどどども、あなも、あなも、あなも、あな

たが●●技術管理課長に言たが●●技術管理課長に言たが●●技術管理課長に言たが●●技術管理課長に言っっっっておられるわけですけれておられるわけですけれておられるわけですけれておられるわけですけれどどどども、これはいつも、これはいつも、これはいつも、これはいつ聞聞聞聞かれたのですか。かれたのですか。かれたのですか。かれたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 厳厳厳厳重重重重ににににチェッチェッチェッチェックをするということは、今後クをするということは、今後クをするということは、今後クをするということは、今後提提提提出される届出出される届出出される届出出される届出書書書書、それと、それと、それと、それと先ほど先ほど先ほど先ほど

もももも述べ述べ述べ述べましたが、ましたが、ましたが、ましたが、現現現現地における地における地における地におけるパパパパトトトトロロロローーーールルルルをををを強化強化強化強化したいということです。したいということです。したいということです。したいということです。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 聞聞聞聞いていることだけでいていることだけでいていることだけでいていることだけで結構結構結構結構です。●●技術管理課長にあなたがおです。●●技術管理課長にあなたがおです。●●技術管理課長にあなたがおです。●●技術管理課長にあなたがおっっっっししししゃゃゃゃ

っっっった、今後た、今後た、今後た、今後提提提提出される届出出される届出出される届出出される届出書書書書をををを厳厳厳厳重重重重ににににチェッチェッチェッチェックしていくと、いつ言われたのですか。第１クしていくと、いつ言われたのですか。第１クしていくと、いつ言われたのですか。第１クしていくと、いつ言われたのですか。第１

回回回回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取の後か、あるいは第２回の後か、あるいは第２回の後か、あるいは第２回の後か、あるいは第２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取の後か、いつですか。の後か、いつですか。の後か、いつですか。の後か、いつですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 詳詳詳詳細細細細な日時はな日時はな日時はな日時は覚覚覚覚ええええておりません。ておりません。ておりません。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 思い出してください、そこが大思い出してください、そこが大思い出してください、そこが大思い出してください、そこが大変変変変大事なところなのですよ。あなたは大事なところなのですよ。あなたは大事なところなのですよ。あなたは大事なところなのですよ。あなたは取取取取

りりりり組組組組みをその言みをその言みをその言みをその言葉葉葉葉以以以以降降降降に１年間に１年間に１年間に１年間放置放置放置放置しているのですよ、しているのですよ、しているのですよ、しているのですよ、ねえねえねえねえ。そして、届け出、後から出。そして、届け出、後から出。そして、届け出、後から出。そして、届け出、後から出

てくる届出てくる届出てくる届出てくる届出書書書書というというというという限限限限りにおいては、りにおいては、りにおいては、りにおいては、私私私私は第２回は第２回は第２回は第２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取のときに、前言をのときに、前言をのときに、前言をのときに、前言を翻翻翻翻して、して、して、して、

リリリリフォフォフォフォーーーームムムムということをということをということをということを翻翻翻翻して、いして、いして、いして、いややややいいいいやややや、届け出を、届け出を、届け出を、届け出を実実実実はははは忘忘忘忘れていたのですよれていたのですよれていたのですよれていたのですよっっっってててて持持持持っっっってててて

きた、その届出きた、その届出きた、その届出きた、その届出書書書書をおをおをおをおっっっっししししゃゃゃゃっっっっているのですか。ているのですか。ているのですか。ているのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 いいいいええええ、そうではありません。この無届け事案に、そうではありません。この無届け事案に、そうではありません。この無届け事案に、そうではありません。この無届け事案に係係係係る届出る届出る届出る届出書書書書ではなくて、今後、ではなくて、今後、ではなくて、今後、ではなくて、今後、

他で届けられる届出他で届けられる届出他で届けられる届出他で届けられる届出書書書書という意という意という意という意味味味味でございます。でございます。でございます。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 何をお何をお何をお何をおっっっっししししゃゃゃゃっっっっているのですか。今、その１ているのですか。今、その１ているのですか。今、その１ているのですか。今、その１，６，６，６，６００平方００平方００平方００平方メメメメーーーートルトルトルトルになになになにな

んなんとする倉庫を解体した、そのんなんとする倉庫を解体した、そのんなんとする倉庫を解体した、そのんなんとする倉庫を解体した、その審審審審査しているのです。その査しているのです。その査しているのです。その査しているのです。その審審審審査をめ査をめ査をめ査をめぐっぐっぐっぐって、あなたはて、あなたはて、あなたはて、あなたは

ですよ、●●技術管理課長に、今後出てくるであろう届出ですよ、●●技術管理課長に、今後出てくるであろう届出ですよ、●●技術管理課長に、今後出てくるであろう届出ですよ、●●技術管理課長に、今後出てくるであろう届出書書書書をををを厳厳厳厳重重重重ににににチェッチェッチェッチェックして何がわクして何がわクして何がわクして何がわ

かるのですか、何をかるのですか、何をかるのですか、何をかるのですか、何を知知知知ろうとしたのですか。ろうとしたのですか。ろうとしたのですか。ろうとしたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今後今後今後今後厳厳厳厳重重重重ににににチェッチェッチェッチェックするという、今後クするという、今後クするという、今後クするという、今後提提提提出される届出出される届出出される届出出される届出書書書書というのは、当というのは、当というのは、当というのは、当該該該該違違違違

反反反反事案、無届け事案にな事案、無届け事案にな事案、無届け事案にな事案、無届け事案になっっっった届出た届出た届出た届出書書書書ではなくて、平野クレーン工業株式会社が他のではなくて、平野クレーン工業株式会社が他のではなくて、平野クレーン工業株式会社が他のではなくて、平野クレーン工業株式会社が他の建築物建築物建築物建築物

をををを仮仮仮仮に届け出るに届け出るに届け出るに届け出る場合場合場合場合のことをのことをのことをのことを想想想想定しておりました。定しておりました。定しておりました。定しておりました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そんなことで、そんなことで、そんなことで、そんなことで、要要要要するに１するに１するに１するに１カカカカ年間年間年間年間ほっほっほっほったらかしにしたのですか。たらかしにしたのですか。たらかしにしたのですか。たらかしにしたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほども申しましたが、も申しましたが、も申しましたが、も申しましたが、結果的結果的結果的結果的にににに発注発注発注発注者に対する事者に対する事者に対する事者に対する事情情情情聴聴聴聴取取取取、それと、それと、それと、それと発注発注発注発注者に者に者に者に

対する対する対する対する処処処処分分分分、遅くな、遅くな、遅くな、遅くなっっっったことについてはたことについてはたことについてはたことについては十分十分十分十分認認認認識識識識し、し、し、し、反省反省反省反省をしております。をしております。をしております。をしております。
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○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いいいいやややや、遅くな、遅くな、遅くな、遅くなっっっったことも含めて、調査してないのではないかというたことも含めて、調査してないのではないかというたことも含めて、調査してないのではないかというたことも含めて、調査してないのではないかという疑疑疑疑いいいい

をををを持持持持っっっってててて聞聞聞聞いているのですよ、いているのですよ、いているのですよ、いているのですよ、ねえねえねえねえ。。。。厳厳厳厳重重重重ににににチェッチェッチェッチェックするというたらですよ、２回クするというたらですよ、２回クするというたらですよ、２回クするというたらですよ、２回目目目目の事の事の事の事

情情情情聴聴聴聴取取取取に、１回に、１回に、１回に、１回目目目目の言の言の言の言葉葉葉葉ををををひひひひっっっっくりくりくりくり返返返返して、して、して、して、ねえねえねえねえ、、、、リリリリフォフォフォフォーーーームムムムだという言だという言だという言だという言葉葉葉葉ををををひひひひっっっっくりくりくりくり返返返返

して、届け出はこうして、届け出はこうして、届け出はこうして、届け出はこうややややっっっってててて準準準準備備備備してたのだけれしてたのだけれしてたのだけれしてたのだけれどどどども、届け出るのをも、届け出るのをも、届け出るのをも、届け出るのを忘忘忘忘れただけなのだといれただけなのだといれただけなのだといれただけなのだとい

っっっって、て、て、て、所要所要所要所要のののの書書書書類類類類をををを添添添添付しながら付しながら付しながら付しながら持持持持っっっってきた。その届出てきた。その届出てきた。その届出てきた。その届出書書書書なるものをなるものをなるものをなるものを直直直直ちちちちにににに検討検討検討検討するのがするのがするのがするのが

当たり前の当たり前の当たり前の当たり前の作作作作業じ業じ業じ業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、なぜやぜやぜやぜやらなからなからなからなかっっっったのですか。たのですか。たのですか。たのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 持持持持っっっってきた届出てきた届出てきた届出てきた届出書書書書をををを厳厳厳厳重重重重ににににチェッチェッチェッチェックをしていないというのは事クをしていないというのは事クをしていないというのは事クをしていないというのは事実実実実です。です。です。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 ななななぜチェッぜチェッぜチェッぜチェックしなかクしなかクしなかクしなかっっっったのですか。たのですか。たのですか。たのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取において、において、において、において、忘忘忘忘れたとしてれたとしてれたとしてれたとして提提提提出された出された出された出された資料資料資料資料ということで、そこまでのということで、そこまでのということで、そこまでのということで、そこまでの

意意意意識識識識はございませんでした。はございませんでした。はございませんでした。はございませんでした。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そこまでの意そこまでの意そこまでの意そこまでの意識っ識っ識っ識って何ですかな。て何ですかな。て何ですかな。て何ですかな。要要要要するに、その届出するに、その届出するに、その届出するに、その届出書書書書をあなたはをあなたはをあなたはをあなたは全全全全くくくく

評価評価評価評価しない、無しない、無しない、無しない、無視視視視したということでいいのですか。したということでいいのですか。したということでいいのですか。したということでいいのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 無無無無視視視視したということではなくて、届出したということではなくて、届出したということではなくて、届出したということではなくて、届出書書書書のののの提提提提出を出を出を出を忘忘忘忘れたということで、受れたということで、受れたということで、受れたということで、受注注注注

者から者から者から者から提提提提出された出された出された出された資料資料資料資料ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 だから何回も言うでしだから何回も言うでしだから何回も言うでしだから何回も言うでしょょょょう、１回う、１回う、１回う、１回目目目目と言と言と言と言葉葉葉葉がががが変変変変わわわわっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょう、う、う、う、ねえねえねえねえ、、、、

その言その言その言その言葉葉葉葉がががが変変変変わわわわっっっったらたらたらたら変変変変わわわわっっっったことについてたことについてたことについてたことについて検検検検証せなあかんでし証せなあかんでし証せなあかんでし証せなあかんでしょょょょうがな。なうがな。なうがな。なうがな。なぜぜぜぜ無届けな無届けな無届けな無届けな

のかということを最大のかということを最大のかということを最大のかということを最大限限限限焦焦焦焦点点点点にして調にして調にして調にして調べべべべなきなきなきなきゃゃゃゃだめでしだめでしだめでしだめでしょょょょうがな。うがな。うがな。うがな。どどどどうして、わざわざうして、わざわざうして、わざわざうして、わざわざ持持持持

っっっってきて受理したのでしてきて受理したのでしてきて受理したのでしてきて受理したのでしょょょょう。さらにもう。さらにもう。さらにもう。さらにもっっっっと言います、１年おくれで、そのことについてと言います、１年おくれで、そのことについてと言います、１年おくれで、そのことについてと言います、１年おくれで、そのことについて

４回４回４回４回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取でくでくでくでくどどどどくくくくどどどどとあなたとあなたとあなたとあなた聞聞聞聞いているじいているじいているじいているじゃゃゃゃないですかな。１年後にないですかな。１年後にないですかな。１年後にないですかな。１年後に聞聞聞聞くのだくのだくのだくのだっっっっ

たら、たら、たら、たら、直直直直ちちちちにににに聞聞聞聞いてですよ、証いてですよ、証いてですよ、証いてですよ、証拠拠拠拠のののの提提提提出を求め、それがうそだ出を求め、それがうそだ出を求め、それがうそだ出を求め、それがうそだっっっったらうそだということでたらうそだということでたらうそだということでたらうそだということで

判断判断判断判断しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃだめじだめじだめじだめじゃゃゃゃないですがな、そうじないですがな、そうじないですがな、そうじないですがな、そう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。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 その２回その２回その２回その２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取当時、当時、当時、当時、提提提提出された証出された証出された証出された証拠拠拠拠として受理はしました。そこで、として受理はしました。そこで、として受理はしました。そこで、として受理はしました。そこで、

先ほど先ほど先ほど先ほども申しましたとおり、そこまでの意も申しましたとおり、そこまでの意も申しましたとおり、そこまでの意も申しましたとおり、そこまでの意識識識識はございませんでした。はございませんでした。はございませんでした。はございませんでした。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 困困困困るのですな、あなたがこの事るのですな、あなたがこの事るのですな、あなたがこの事るのですな、あなたがこの事態態態態のののの処処処処理について理について理について理について全全全全部部部部仕切仕切仕切仕切っっっったのですよ、たのですよ、たのですよ、たのですよ、

ねえねえねえねえ。●●技術管理課長は。●●技術管理課長は。●●技術管理課長は。●●技術管理課長は専門専門専門専門は土木で、は土木で、は土木で、は土木で、要要要要するに●●技術管理課長のもとにおするに●●技術管理課長のもとにおするに●●技術管理課長のもとにおするに●●技術管理課長のもとにおっっっったあなたあなたあなたあな

たがたがたがたが建築建築建築建築の問題、の問題、の問題、の問題、ねえねえねえねえ。県の副。県の副。県の副。県の副知知知知事を委員長とする事事を委員長とする事事を委員長とする事事を委員長とする事務処務処務処務処理調査特別委員会の報理調査特別委員会の報理調査特別委員会の報理調査特別委員会の報告告告告を見てを見てを見てを見て

もですよ、●●技術管理課長はもですよ、●●技術管理課長はもですよ、●●技術管理課長はもですよ、●●技術管理課長は建築建築建築建築について、あるいはこういう不について、あるいはこういう不について、あるいはこういう不について、あるいはこういう不祥祥祥祥事の事の事の事の処処処処分分分分の問題につの問題につの問題につの問題につ

いて、長年いて、長年いて、長年いて、長年経験経験経験経験のある●●課長補佐の意見をのある●●課長補佐の意見をのある●●課長補佐の意見をのある●●課長補佐の意見を重視重視重視重視したということをしたということをしたということをしたということを強強強強調しているじ調しているじ調しているじ調しているじゃゃゃゃないないないない

ですかな。ですかな。ですかな。ですかな。全全全全部部部部頼頼頼頼りにしておりにしておりにしておりにしておっっっったあなたがですよ、出されてきたにせの届出たあなたがですよ、出されてきたにせの届出たあなたがですよ、出されてきたにせの届出たあなたがですよ、出されてきたにせの届出書書書書を、を、を、を、私私私私はそはそはそはそ

う思う思う思う思っっっっていますけれていますけれていますけれていますけれどどどども、その届出も、その届出も、その届出も、その届出書書書書のあのあのあのあややややしい部しい部しい部しい部分分分分について、不について、不について、不について、不確確確確かな部かな部かな部かな部分分分分について、について、について、について、
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ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと詰詰詰詰めていかなきめていかなきめていかなきめていかなきゃゃゃゃならないでしならないでしならないでしならないでしょょょょうがな。それを１年もうがな。それを１年もうがな。それを１年もうがな。それを１年もほっほっほっほったらかしにしておたらかしにしておたらかしにしておたらかしにしておっっっっ

て、て、て、て、違違違違うところから証うところから証うところから証うところから証拠拠拠拠が出てくるかもわからが出てくるかもわからが出てくるかもわからが出てくるかもわからへへへへんと、そんなでたらめな調査ありませんんと、そんなでたらめな調査ありませんんと、そんなでたらめな調査ありませんんと、そんなでたらめな調査ありません

が。が。が。が。要要要要するにあなたのするにあなたのするにあなたのするにあなたの怠慢怠慢怠慢怠慢ですか。ですか。ですか。ですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 提提提提出された届出出された届出出された届出出された届出書書書書をををを詳詳詳詳細細細細にににに検検検検証するという、そこまでの意証するという、そこまでの意証するという、そこまでの意証するという、そこまでの意識識識識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で

した。した。した。した。結果結果結果結果として、として、として、として、発注発注発注発注者者者者へへへへの事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取、、、、立立立立入入入入検検検検査、査、査、査、処処処処分分分分が遅くなが遅くなが遅くなが遅くなっっっったことについてはたことについてはたことについてはたことについては反反反反

省省省省をしております。をしております。をしております。をしております。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 先ほど先ほど先ほど先ほどのののの具具具具体体体体的的的的な質問の中でも、な質問の中でも、な質問の中でも、な質問の中でも、ねえねえねえねえ、２回、２回、２回、２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取にににに持持持持っっっってきたてきたてきたてきた

届出届出届出届出書書書書の中には、工事名がですよ、の中には、工事名がですよ、の中には、工事名がですよ、の中には、工事名がですよ、旧村旧村旧村旧村本本本本建設建設建設建設株式会社株式会社株式会社株式会社仮仮仮仮設設設設倉庫解体工事倉庫解体工事倉庫解体工事倉庫解体工事っっっってなてなてなてなっっっっているているているている

わけです、わけです、わけです、わけです、ねえねえねえねえ。この。この。この。この提提提提出出出出期限期限期限期限のののの期期期期日が５月１５日なのです、いいですか、５月１５日日が５月１５日なのです、いいですか、５月１５日日が５月１５日なのです、いいですか、５月１５日日が５月１５日なのです、いいですか、５月１５日ねねねね。。。。

（（（（発発発発言する者あり）言する者あり）言する者あり）言する者あり）えっえっえっえっ、５月１、５月１、５月１、５月１６６６６日日日日ねねねね。。。。発注発注発注発注者も受者も受者も受者も受注注注注者もともに認めている見者もともに認めている見者もともに認めている見者もともに認めている見積書積書積書積書、こ、こ、こ、こ

れが正式な、もう最れが正式な、もう最れが正式な、もう最れが正式な、もう最終終終終的的的的なななな値値値値交交交交渉渉渉渉をしてきて、をしてきて、をしてきて、をしてきて、契約契約契約契約文文文文書書書書と思と思と思と思っっっってもらてもらてもらてもらっっっってもいいという、てもいいという、てもいいという、てもいいという、

その見その見その見その見積書積書積書積書の日付は平成２３年５月２の日付は平成２３年５月２の日付は平成２３年５月２の日付は平成２３年５月２６６６６日なのです日なのです日なのです日なのですねねねね。その２。その２。その２。その２６６６６日の見日の見日の見日の見積書積書積書積書には、には、には、には、旧村旧村旧村旧村本本本本

建設建設建設建設株式会社倉庫改株式会社倉庫改株式会社倉庫改株式会社倉庫改修修修修工事工事工事工事っっっってててて書書書書いてある。後から日付が遅い方に改いてある。後から日付が遅い方に改いてある。後から日付が遅い方に改いてある。後から日付が遅い方に改修修修修とととと書書書書いて、日付のいて、日付のいて、日付のいて、日付の

早早早早い方にですい方にですい方にですい方にですねねねね、解体、解体、解体、解体っっっってててて書書書書いてある。そうしたら、株式会社山いてある。そうしたら、株式会社山いてある。そうしたら、株式会社山いてある。そうしたら、株式会社山崎産崎産崎産崎産業が言うてきた業が言うてきた業が言うてきた業が言うてきた発注発注発注発注

者と者と者と者と値値値値交交交交渉渉渉渉をしながら進めてきたと、あるいはそう進める中で、ああ、をしながら進めてきたと、あるいはそう進める中で、ああ、をしながら進めてきたと、あるいはそう進める中で、ああ、をしながら進めてきたと、あるいはそう進める中で、ああ、リリリリフォフォフォフォーーーームムムムだと思だと思だと思だと思

っっっっていたのだけれていたのだけれていたのだけれていたのだけれどどどども、これは届け出しなけりも、これは届け出しなけりも、これは届け出しなけりも、これは届け出しなけりゃゃゃゃならない案ならない案ならない案ならない案件件件件ではないかと思うようになではないかと思うようになではないかと思うようになではないかと思うようにな

っっっって、届出て、届出て、届出て、届出書書書書をつくをつくをつくをつくっっっったというのですよ。そうしたら、たというのですよ。そうしたら、たというのですよ。そうしたら、たというのですよ。そうしたら、逆逆逆逆でなければならないですな、でなければならないですな、でなければならないですな、でなければならないですな、逆逆逆逆

で。日にで。日にで。日にで。日にちちちちがががが早早早早い方がい方がい方がい方が修修修修理で、遅いようにな理で、遅いようにな理で、遅いようにな理で、遅いようになっっっって解体の届けだということにならなきて解体の届けだということにならなきて解体の届けだということにならなきて解体の届けだということにならなきゃゃゃゃなななな

らないのにらないのにらないのにらないのに反反反反対にな対にな対にな対になっっっっているわけです。こういうているわけです。こういうているわけです。こういうているわけです。こういう検検検検証をしながら、●●さん、この届出証をしながら、●●さん、この届出証をしながら、●●さん、この届出証をしながら、●●さん、この届出書書書書

が本当にいうところの出そうと思が本当にいうところの出そうと思が本当にいうところの出そうと思が本当にいうところの出そうと思っっっって出して出して出して出し忘忘忘忘れたものであるかれたものであるかれたものであるかれたものであるかどどどどうか、はうか、はうか、はうか、はっっっっきりするのじきりするのじきりするのじきりするのじ

ゃゃゃゃないですかな、そんなないですかな、そんなないですかな、そんなないですかな、そんな検検検検証もしなか証もしなか証もしなか証もしなかっっっった。た。た。た。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 届出届出届出届出書書書書ののののチェッチェッチェッチェックにつきましては、クにつきましては、クにつきましては、クにつきましては、先ほど先ほど先ほど先ほど申しましたとおりです。工事名申しましたとおりです。工事名申しましたとおりです。工事名申しましたとおりです。工事名称称称称

につきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これは発注発注発注発注者、受者、受者、受者、受注注注注者の間で決められることなのでわかりません。者の間で決められることなのでわかりません。者の間で決められることなのでわかりません。者の間で決められることなのでわかりません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そうしたらそうしたらそうしたらそうしたらねねねね、これはもう、これはもう、これはもう、これはもう聞聞聞聞かんとこと思うたけれかんとこと思うたけれかんとこと思うたけれかんとこと思うたけれどどどどもももも聞聞聞聞きますわ。あきますわ。あきますわ。あきますわ。あ

なたが解体した後のなたが解体した後のなたが解体した後のなたが解体した後の検検検検査しましたです査しましたです査しましたです査しましたですねねねね。それは平成２４年にな。それは平成２４年にな。それは平成２４年にな。それは平成２４年になっっっってからです、てからです、てからです、てからです、ねえねえねえねえ。。。。両両両両

方の報方の報方の報方の報告告告告書書書書を出させて、を出させて、を出させて、を出させて、発注発注発注発注者にも受者にも受者にも受者にも受注注注注者にも報者にも報者にも報者にも報告告告告書書書書を出させて、それにを出させて、それにを出させて、それにを出させて、それに基づ基づ基づ基づく事く事く事く事情情情情聴聴聴聴取取取取

した後ですした後ですした後ですした後ですねねねね、、、、現現現現地地地地へへへへあなたがあなたがあなたがあなたが乗乗乗乗りりりり込込込込んで、んで、んで、んで、どどどどんなんなんなんな建物建物建物建物ややややっっっったのかというたのかというたのかというたのかという検検検検証をなさいま証をなさいま証をなさいま証をなさいま

したしたしたしたねねねね。そのときに、こういう何を出していなさるんですよ。その解体の報。そのときに、こういう何を出していなさるんですよ。その解体の報。そのときに、こういう何を出していなさるんですよ。その解体の報。そのときに、こういう何を出していなさるんですよ。その解体の報告告告告書書書書、、、、多分多分多分多分、、、、

あなたが、こういうことです。あなたが、こういうことです。あなたが、こういうことです。あなたが、こういうことです。建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクル現ル現ル現ル現地地地地検検検検査査査査書書書書というのをあなたの名前でつくというのをあなたの名前でつくというのをあなたの名前でつくというのをあなたの名前でつく

られていますられていますられていますられていますねねねね、、、、覚覚覚覚ええええありますか。ありますか。ありますか。ありますか。
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○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 作作作作成しました。成しました。成しました。成しました。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 その工事名のその工事名のその工事名のその工事名の欄欄欄欄に、に、に、に、先ほど先ほど先ほど先ほど言言言言っっっったと同じように、たと同じように、たと同じように、たと同じように、旧村旧村旧村旧村本本本本建設建設建設建設株式会社株式会社株式会社株式会社仮仮仮仮

設設設設倉庫解体工事とな倉庫解体工事とな倉庫解体工事とな倉庫解体工事となっっっっている。さきの届出ている。さきの届出ている。さきの届出ている。さきの届出書書書書と同じ工事名になと同じ工事名になと同じ工事名になと同じ工事名になっっっっているわけです。それているわけです。それているわけです。それているわけです。それ以以以以

外に外に外に外に仮仮仮仮設設設設倉庫という倉庫という倉庫という倉庫という字字字字をををを使っ使っ使っ使っているところはないのですよ、●●さん。だからているところはないのですよ、●●さん。だからているところはないのですよ、●●さん。だからているところはないのですよ、●●さん。だから私私私私は、これは、これは、これは、これ

はははは役役役役所サ所サ所サ所サイイイイドドドドからこの届出からこの届出からこの届出からこの届出書書書書を出しなさいと、を出しなさいと、を出しなさいと、を出しなさいと、罪罪罪罪一等一等一等一等減減減減じてじてじてじて注注注注意意意意処処処処分分分分にできるという、あにできるという、あにできるという、あにできるという、あ

なたのなたのなたのなたの頭頭頭頭の中での中での中での中で処処処処分分分分のことがのことがのことがのことが先先先先走走走走っっっって、株式会社山て、株式会社山て、株式会社山て、株式会社山崎産崎産崎産崎産業の関業の関業の関業の関係係係係者に、あなたの者に、あなたの者に、あなたの者に、あなたの周辺周辺周辺周辺からからからから

情情情情報を入れて、も報を入れて、も報を入れて、も報を入れて、もっっっっと言と言と言と言やややや、、、、作作作作成して成して成して成して持持持持ちちちち込込込込んだんだんだんだ話話話話ではないですか。こんなではないですか。こんなではないですか。こんなではないですか。こんな偶偶偶偶然然然然のののの一一一一致致致致でででで

きないでしきないでしきないでしきないでしょょょょう。う。う。う。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 現現現現地地地地検検検検査査査査書書書書に記入しました工事名は、平野クレーン工業株式会社に記入しました工事名は、平野クレーン工業株式会社に記入しました工事名は、平野クレーン工業株式会社に記入しました工事名は、平野クレーン工業株式会社立ち立ち立ち立ち会い者会い者会い者会い者

における平野クレーン工業株式会社からにおける平野クレーン工業株式会社からにおける平野クレーン工業株式会社からにおける平野クレーン工業株式会社から聞聞聞聞いていていていて書書書書いたと記いたと記いたと記いたと記憶憶憶憶しております。それはしております。それはしております。それはしております。それは提提提提出を出を出を出を

忘忘忘忘れた届出れた届出れた届出れた届出書書書書と同様の工事名かとと同様の工事名かとと同様の工事名かとと同様の工事名かと聞聞聞聞いたいたいたいた覚覚覚覚ええええはあります。はあります。はあります。はあります。私私私私がその届出がその届出がその届出がその届出書書書書にかかわにかかわにかかわにかかわっっっったとたとたとたと

いうことはいうことはいうことはいうことは一一一一切切切切ございません。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 いいいいやややや、だから、、だから、、だから、、だから、偶偶偶偶然然然然のののの一一一一致致致致であであであであっっっっててててほほほほしいとしいとしいとしいと私私私私も思うていますけれも思うていますけれも思うていますけれも思うていますけれどどどども、も、も、も、

仮仮仮仮設設設設倉庫なるところの倉庫なるところの倉庫なるところの倉庫なるところの使使使使い方はですい方はですい方はですい方はですねねねね、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと珍珍珍珍しいのですよ。この事案の関しいのですよ。この事案の関しいのですよ。この事案の関しいのですよ。この事案の関係係係係の中で、の中で、の中で、の中で、

そういう言そういう言そういう言そういう言葉葉葉葉があの工事名にがあの工事名にがあの工事名にがあの工事名に使使使使われるわれるわれるわれるっっっっていうのは２ていうのは２ていうのは２ていうのは２カ所カ所カ所カ所しかないから、しかないから、しかないから、しかないから、偶偶偶偶然然然然のののの一一一一致致致致かな、かな、かな、かな、

ああああややややしいな、しいな、しいな、しいな、偶偶偶偶然然然然のののの一一一一致致致致にしてはおかしいなというにしてはおかしいなというにしてはおかしいなというにしてはおかしいなというふふふふうにうにうにうに私ど私ど私ど私どもは思うています。もは思うています。もは思うています。もは思うています。

それからそれからそれからそれからねねねね、委、委、委、委任任任任状状状状のののの件件件件、、、、聞聞聞聞きましたですきましたですきましたですきましたですねねねね。。。。我我我我 々々々々のののの資料資料資料資料としていただいております。としていただいております。としていただいております。としていただいております。

いわいわいわいわゆゆゆゆる平成２２年、平成２３年る平成２２年、平成２３年る平成２２年、平成２３年る平成２２年、平成２３年度度度度に株式会社山に株式会社山に株式会社山に株式会社山崎産崎産崎産崎産業が解体工事を受業が解体工事を受業が解体工事を受業が解体工事を受注注注注したしたしたした全全全全案案案案件件件件、、、、ねねねね

ええええ、１００、１００、１００、１００件近件近件近件近くに上ります。これは、ごめんなさい、くに上ります。これは、ごめんなさい、くに上ります。これは、ごめんなさい、くに上ります。これは、ごめんなさい、桜桜桜桜井土木事井土木事井土木事井土木事務所務所務所務所はははは一一一一部あります、部あります、部あります、部あります、

郡郡郡郡山土木事山土木事山土木事山土木事務所務所務所務所がががが一一一一部あります、部あります、部あります、部あります、ほほほほとんとんとんとんどどどどが高田土木事が高田土木事が高田土木事が高田土木事務所務所務所務所管管管管内内内内ですですですですねねねね。そこです。そこです。そこです。そこですべべべべてがてがてがてが

ですですですですねねねね、届け出は、届け出は、届け出は、届け出は発注発注発注発注者自者自者自者自身身身身ではなしに、株式会社山ではなしに、株式会社山ではなしに、株式会社山ではなしに、株式会社山崎産崎産崎産崎産業の関業の関業の関業の関係係係係者、とりわけ●●さん者、とりわけ●●さん者、とりわけ●●さん者、とりわけ●●さん

の名前をの名前をの名前をの名前を書書書書いて届け出しているのですよ。いて届け出しているのですよ。いて届け出しているのですよ。いて届け出しているのですよ。発注発注発注発注者者者者責任責任責任責任といいながらといいながらといいながらといいながらねねねね、●●さんの名前で、●●さんの名前で、●●さんの名前で、●●さんの名前で

届け出しているのです。それを土木事届け出しているのです。それを土木事届け出しているのです。それを土木事届け出しているのです。それを土木事務所務所務所務所はははは全全全全部受け部受け部受け部受け取っ取っ取っ取っているのですているのですているのですているのですねねねね。通。通。通。通常常常常、これら、これら、これら、これら

ののののマニュマニュマニュマニュアルアルアルアルをいろいろ見てみてもですをいろいろ見てみてもですをいろいろ見てみてもですをいろいろ見てみてもですねねねね、、、、発発発発行人行人行人行人やややや代理人、ごめんなさい、代理人代行代理人、ごめんなさい、代理人代行代理人、ごめんなさい、代理人代行代理人、ごめんなさい、代理人代行

者、これはですよ、者、これはですよ、者、これはですよ、者、これはですよ、一一一一級級級級建築士建築士建築士建築士または行政または行政または行政または行政書士書士書士書士のののの場合場合場合場合は、委は、委は、委は、委任任任任状状状状なしでなしでなしでなしで役役役役所所所所に届けることに届けることに届けることに届けること

ができると、こうができると、こうができると、こうができると、こうマニュマニュマニュマニュアルアルアルアルにににに書書書書いてあります。それいてあります。それいてあります。それいてあります。それ以以以以外の人は委外の人は委外の人は委外の人は委任任任任状状状状がががが必要必要必要必要である、である、である、である、発発発発

注注注注者の委者の委者の委者の委任任任任状状状状がががが必要必要必要必要。委。委。委。委任任任任状状状状のついた届け出が出て、初めてのついた届け出が出て、初めてのついた届け出が出て、初めてのついた届け出が出て、初めて発注発注発注発注者者者者責任責任責任責任ををををどどどどこまでもこまでもこまでもこまでも負負負負うううう

ことができるのですよ、ことができるのですよ、ことができるのですよ、ことができるのですよ、違違違違いますか。株式会社山いますか。株式会社山いますか。株式会社山いますか。株式会社山崎産崎産崎産崎産業が受業が受業が受業が受注注注注した、いわした、いわした、いわした、いわゆゆゆゆる解体業、９る解体業、９る解体業、９る解体業、９

割割割割９９９９分分分分、株式会社山、株式会社山、株式会社山、株式会社山崎産崎産崎産崎産業が届けているのですよ、委業が届けているのですよ、委業が届けているのですよ、委業が届けているのですよ、委任任任任状状状状なしに。そのシなしに。そのシなしに。そのシなしに。そのシスススステテテテムムムムがががが横横横横行し行し行し行し

ているのは、ているのは、ているのは、ているのは、恐恐恐恐らくらくらくらく奈良奈良奈良奈良県だけでし県だけでし県だけでし県だけでしょょょょう。あなたがう。あなたがう。あなたがう。あなたが先ほど先ほど先ほど先ほどこのこのこのこのマニュマニュマニュマニュアルアルアルアルをををを新新新新しくつくるしくつくるしくつくるしくつくる
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ことについて、このことについて、このことについて、このことについて、この点点点点についてもについてもについてもについても検討検討検討検討しているとおしているとおしているとおしているとおっっっっししししゃゃゃゃいました。この無届けをいました。この無届けをいました。この無届けをいました。この無届けを誘誘誘誘発発発発すすすす

る大きなる大きなる大きなる大きな原原原原因因因因のののの一一一一つがここにあるのですつがここにあるのですつがここにあるのですつがここにあるのですねねねね。そんな行政手。そんな行政手。そんな行政手。そんな行政手続続続続が、本当にまかり通が、本当にまかり通が、本当にまかり通が、本当にまかり通っっっってきたてきたてきたてきた

現実現実現実現実について、あなた、について、あなた、について、あなた、について、あなた、どどどどう思いますか。う思いますか。う思いますか。う思いますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほどと同様の回と同様の回と同様の回と同様の回答答答答で申しわけないんですけで申しわけないんですけで申しわけないんですけで申しわけないんですけどどどども、委も、委も、委も、委任任任任状状状状につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

それをそれをそれをそれを詳詳詳詳しく認しく認しく認しく認識識識識しておりませんでした。このたしておりませんでした。このたしておりませんでした。このたしておりませんでした。このたびびびび無届け無届け無届け無届け等等等等の事案を受けまして、の事案を受けまして、の事案を受けまして、の事案を受けまして、全全全全体体体体的的的的

ななななマニュマニュマニュマニュアルアルアルアルの見の見の見の見直直直直しが県土しが県土しが県土しが県土マネジマネジマネジマネジメメメメンンンントトトト部において、今、進行中と部において、今、進行中と部において、今、進行中と部において、今、進行中と聞聞聞聞いております。そいております。そいております。そいております。そ

の中において、正の中において、正の中において、正の中において、正確確確確にににに規規規規定されるものと定されるものと定されるものと定されるものと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さん、あなた方は●●さん、あなた方は●●さん、あなた方は●●さん、あなた方はねねねね、自、自、自、自分分分分たたたたちちちちでつくでつくでつくでつくっっっった、いわた、いわた、いわた、いわゆゆゆゆる行政手る行政手る行政手る行政手続続続続にもにもにもにも

大きな大きな大きな大きな穴穴穴穴を自を自を自を自分分分分らであけているのですらであけているのですらであけているのですらであけているのですねねねね。あなたは。あなたは。あなたは。あなたは先ほど先ほど先ほど先ほど株式会社山株式会社山株式会社山株式会社山崎産崎産崎産崎産業の●●さんに業の●●さんに業の●●さんに業の●●さんに

対する質問の中で、見対する質問の中で、見対する質問の中で、見対する質問の中で、見積積積積もりですな、いわもりですな、いわもりですな、いわもりですな、いわゆゆゆゆる届け出の代行しているわけです、代理してる届け出の代行しているわけです、代理してる届け出の代行しているわけです、代理してる届け出の代行しているわけです、代理して

いるわけです。それが見いるわけです。それが見いるわけです。それが見いるわけです。それが見積積積積もりに入もりに入もりに入もりに入っっっっていないていないていないていないねえっねえっねえっねえって問うているのです。それで、そのて問うているのです。それで、そのて問うているのです。それで、そのて問うているのです。それで、その

問いで、問いで、問いで、問いで、一発一発一発一発で●●さんはあなたをなめたと思いますよ、この人、何にもで●●さんはあなたをなめたと思いますよ、この人、何にもで●●さんはあなたをなめたと思いますよ、この人、何にもで●●さんはあなたをなめたと思いますよ、この人、何にも知知知知らないのらないのらないのらないのややややなななな

と。とうとうとと。とうとうとと。とうとうとと。とうとうと彼彼彼彼が言が言が言が言っっっってたじてたじてたじてたじゃゃゃゃないですかな、受ないですかな、受ないですかな、受ないですかな、受注注注注者は代行はできない、代行業はでき者は代行はできない、代行業はでき者は代行はできない、代行業はでき者は代行はできない、代行業はでき

ない。ない。ない。ない。要要要要するにおするにおするにおするにお金金金金をもらをもらをもらをもらっっっってそういうてそういうてそういうてそういう仕仕仕仕事はできないとい事はできないとい事はできないとい事はできないといっっっって、とうとうとて、とうとうとて、とうとうとて、とうとうと述べ述べ述べ述べているているているている

じじじじゃゃゃゃないですかな、あなたの質問のときに。それはそういう意ないですかな、あなたの質問のときに。それはそういう意ないですかな、あなたの質問のときに。それはそういう意ないですかな、あなたの質問のときに。それはそういう意味味味味なのですよ、あなた、何なのですよ、あなた、何なのですよ、あなた、何なのですよ、あなた、何

にもにもにもにも知知知知らないのらないのらないのらないのねねねねと、と、と、と、恥恥恥恥ずかしくないですか。ずかしくないですか。ずかしくないですか。ずかしくないですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 これもこれもこれもこれも先ほど答え先ほど答え先ほど答え先ほど答えさせていただきましたとおり、その当時の事させていただきましたとおり、その当時の事させていただきましたとおり、その当時の事させていただきましたとおり、その当時の事情情情情聴聴聴聴取取取取においにおいにおいにおい

て、そのようなて、そのようなて、そのようなて、そのような発発発発言をしたと、言をしたと、言をしたと、言をしたと、余余余余り意り意り意り意識識識識せずにせずにせずにせずに発発発発言したということです。言したということです。言したということです。言したということです。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そこでですな、そこでですな、そこでですな、そこでですな、要要要要するにするにするにするに処処処処分分分分の問題で、あなたは、の問題で、あなたは、の問題で、あなたは、の問題で、あなたは、ねえねえねえねえ、、、、全全全全国調査され国調査され国調査され国調査され

たのをたのをたのをたのを知っ知っ知っ知っていますよ。ていますよ。ていますよ。ていますよ。役役役役所っ所っ所っ所っていうのはすていうのはすていうのはすていうのはすぐぐぐぐにしんにしんにしんにしんどどどどいいいい仕仕仕仕事にな事にな事にな事になっっっったらたらたらたら全全全全国調査して国調査して国調査して国調査してねねねね、、、、

アアアアンンンンケケケケーーーートトトトをとをとをとをとっっっって、それでて、それでて、それでて、それで右右右右へへへへ倣倣倣倣ええええするのですするのですするのですするのですねねねね。この。この。この。この建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法ができて法ができて法ができて法ができて余余余余りりりり

日に日に日に日にちちちちがたがたがたがたっっっっておりません。無届けで解体しとておりません。無届けで解体しとておりません。無届けで解体しとておりません。無届けで解体しとっっっって、て、て、て、途途途途中で見つかる中で見つかる中で見つかる中で見つかるっっっっていうのはたくさていうのはたくさていうのはたくさていうのはたくさ

んあるのですよ。んあるのですよ。んあるのですよ。んあるのですよ。途途途途中で見つけられた中で見つけられた中で見つけられた中で見つけられた場合場合場合場合はですよ、その解体業はですよ、その解体業はですよ、その解体業はですよ、その解体業務務務務が間が間が間が間違違違違いなくいなくいなくいなくややややられてられてられてられて

いるかいるかいるかいるかどどどどうかをうかをうかをうかを検検検検証しながら行政証しながら行政証しながら行政証しながら行政指指指指導導導導を入れていくという、あるいは入れてきたというこを入れていくという、あるいは入れてきたというこを入れていくという、あるいは入れてきたというこを入れていくという、あるいは入れてきたというこ

れまでのれまでのれまでのれまでの姿勢姿勢姿勢姿勢は、それはそれで正しいと思います、は、それはそれで正しいと思います、は、それはそれで正しいと思います、は、それはそれで正しいと思います、私私私私も。しかしも。しかしも。しかしも。しかしねねねね、今回のは、今回のは、今回のは、今回のは丸丸丸丸 々々々々無届け無届け無届け無届け

で、最初から最後まで行政をだましたのじで、最初から最後まで行政をだましたのじで、最初から最後まで行政をだましたのじで、最初から最後まで行政をだましたのじゃゃゃゃないですかな。行政はだまされたのですよ、ないですかな。行政はだまされたのですよ、ないですかな。行政はだまされたのですよ、ないですかな。行政はだまされたのですよ、

ねえねえねえねえ。そうした事。そうした事。そうした事。そうした事態態態態について、について、について、について、全全全全国に国に国に国に例例例例がないのがないのがないのがないのややややと、こうおと、こうおと、こうおと、こうおっっっっししししゃゃゃゃる。しかし、法る。しかし、法る。しかし、法る。しかし、法律律律律がががが

求めているのは、あ求めているのは、あ求めているのは、あ求めているのは、あええええてててて発注発注発注発注者に者に者に者に責任責任責任責任をををを負負負負わせて、わせて、わせて、わせて、直直直直罰罰罰罰、無届けは、無届けは、無届けは、無届けはどどどどれだけのれだけのれだけのれだけの罰則罰則罰則罰則というというというという

の、これもう無条の、これもう無条の、これもう無条の、これもう無条件件件件で無届けに対してはで無届けに対してはで無届けに対してはで無届けに対しては告告告告発発発発というというというという措置措置措置措置をとると、これがあの法をとると、これがあの法をとると、これがあの法をとると、これがあの法律律律律でいうでいうでいうでいう

ところのところのところのところの常常常常識識識識なのですよ、求めるなのですよ、求めるなのですよ、求めるなのですよ、求める核核核核心心心心なのですよ。なのですよ。なのですよ。なのですよ。例例例例ええええばばばば駐車駐車駐車駐車違反違反違反違反します。します。します。します。駐車駐車駐車駐車違反違反違反違反してしてしてして
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我我我我 々々々々はははは罰金罰金罰金罰金納納納納めますめますめますめますねねねね、あれも、あれも、あれも、あれも直直直直罰主罰主罰主罰主義義義義です。そういうたです。そういうたです。そういうたです。そういうたぐぐぐぐい、い、い、い、要要要要するに解体をつつがなするに解体をつつがなするに解体をつつがなするに解体をつつがな

く行く行く行く行っっっっていくために、こういう、あていくために、こういう、あていくために、こういう、あていくために、こういう、あええええて法て法て法て法律律律律をつくらなきをつくらなきをつくらなきをつくらなきゃゃゃゃならないならないならないならない実態実態実態実態が高が高が高が高度度度度経済経済経済経済成長成長成長成長

以以以以降降降降、、、、我我我我が国の社会にが国の社会にが国の社会にが国の社会に起起起起ここここっっっった。そのことについて、そこにた。そのことについて、そこにた。そのことについて、そこにた。そのことについて、そこにアスベストアスベストアスベストアスベストの問題ものせながの問題ものせながの問題ものせながの問題ものせなが

ららららややややっっっったのですたのですたのですたのですねねねね。その。その。その。その経緯経緯経緯経緯、ご、ご、ご、ご存存存存じじじじややややと思うのですよ。と思うのですよ。と思うのですよ。と思うのですよ。

あなたは、このあなたは、このあなたは、このあなたは、この告告告告発ど発ど発ど発どうのこうのというときにですよ、法のうのこうのというときにですよ、法のうのこうのというときにですよ、法のうのこうのというときにですよ、法の実実実実効効効効性性性性がががが担保担保担保担保できるのかできるのかできるのかできるのかどどどど

うか、あるいはそのうか、あるいはそのうか、あるいはそのうか、あるいはその告告告告発発発発が法定が法定が法定が法定論争論争論争論争でででで維維維維持持持持できるのかできるのかできるのかできるのかどどどどうかうかうかうかっっっって、しおらしい、わかて、しおらしい、わかて、しおらしい、わかて、しおらしい、わかっっっったたたた

ようなことをおようなことをおようなことをおようなことをおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておりましたけれておりましたけれておりましたけれておりましたけれどどどども、も、も、も、私私私私らがらがらがらが一番心一番心一番心一番心配するのは、委配するのは、委配するのは、委配するのは、委任任任任状状状状なしで、なしで、なしで、なしで、

だれがだれがだれがだれが持持持持っっっっていていていていっっっっても受け付けるような、そんな手ても受け付けるような、そんな手ても受け付けるような、そんな手ても受け付けるような、そんな手抜抜抜抜きのシきのシきのシきのシスススステテテテムムムム、、、、ねえねえねえねえ、、、、現実現実現実現実ををををちちちちゃゃゃゃんんんん

と見ようとしない、もう事と見ようとしない、もう事と見ようとしない、もう事と見ようとしない、もう事態態態態がががが起起起起ここここっっっって、て、て、て、アスベストアスベストアスベストアスベストがががが幸幸幸幸いにもいにもいにもいにも漏漏漏漏れていないというれていないというれていないというれていないというふふふふうううう

な前な前な前な前提提提提のもとでですよ、のもとでですよ、のもとでですよ、のもとでですよ、措置措置措置措置を行政を行政を行政を行政措置措置措置措置、すなわ、すなわ、すなわ、すなわちちちち告告告告発発発発をををを注注注注意意意意処処処処分分分分ななななどどどどでででで処処処処理しようとす理しようとす理しようとす理しようとす

ることがることがることがることが先先先先行していくのです行していくのです行していくのです行していくのですねねねね。あなた、この問題で。あなた、この問題で。あなた、この問題で。あなた、この問題でアスベストアスベストアスベストアスベストと中と中と中と中皮腫皮腫皮腫皮腫の問題、の問題、の問題、の問題、勉勉勉勉強強強強しししし

ましたか。中ましたか。中ましたか。中ましたか。中皮腫皮腫皮腫皮腫ででででどどどどののののぐぐぐぐらいらいらいらい亡亡亡亡くなくなくなくなっっっっているか。それにているか。それにているか。それにているか。それに照照照照らして、らして、らして、らして、アスベストアスベストアスベストアスベストに対するに対するに対するに対する

危危危危機機機機感感感感をををを持持持持ちちちちましたか。ましたか。ましたか。ましたか。

今、今、今、今、広陵東小学校広陵東小学校広陵東小学校広陵東小学校のののの子子子子どどどどもたもたもたもたちちちち、、、、吸吸吸吸っっっったかたかたかたか吸吸吸吸わないか、だれもわかりません。だれもわわないか、だれもわかりません。だれもわわないか、だれもわかりません。だれもわわないか、だれもわかりません。だれもわ

からないけれからないけれからないけれからないけれどどどども、も、も、も、ひひひひょっょっょっょっとしてとしてとしてとして吸吸吸吸っっっったかもわからない。今、中たかもわからない。今、中たかもわからない。今、中たかもわからない。今、中皮腫皮腫皮腫皮腫のののの患患患患者者者者っっっっていうのは、ていうのは、ていうのは、ていうのは、

どどどどこで自こで自こで自こで自分分分分ががががアスベストアスベストアスベストアスベストをををを吸吸吸吸いいいい込込込込んだのか、んだのか、んだのか、んだのか、ほほほほとんとんとんとんどどどどのののの場合場合場合場合わからないという人たわからないという人たわからないという人たわからないという人たちちちちがががが多多多多

いのですよ。いのですよ。いのですよ。いのですよ。私私私私のののの友友友友人のように、中人のように、中人のように、中人のように、中学校学校学校学校出てからす出てからす出てからす出てからすぐぐぐぐ王寺王寺王寺王寺町町町町ののののアスベストアスベストアスベストアスベスト工工工工場場場場にににに勤勤勤勤めて、めて、めて、めて、

健康健康健康健康優優優優良良良良児児児児だだだだっっっったたたた彼彼彼彼が５０が５０が５０が５０才才才才前後で前後で前後で前後で亡亡亡亡くなくなくなくなっっっっています。そういう人たています。そういう人たています。そういう人たています。そういう人たちちちちは、もうは、もうは、もうは、もう直直直直にににに吸吸吸吸うううう

て、もう４０代から、おれはもう長て、もう４０代から、おれはもう長て、もう４０代から、おれはもう長て、もう４０代から、おれはもう長生生生生きでききでききでききできへへへへんと、あこでいろんなもんんと、あこでいろんなもんんと、あこでいろんなもんんと、あこでいろんなもん吸吸吸吸うてきたからうてきたからうてきたからうてきたから

できできできできへへへへんんんんねねねねと、こういうと、こういうと、こういうと、こういうふふふふうに言うとりましたよ。しかし、その人のうに言うとりましたよ。しかし、その人のうに言うとりましたよ。しかし、その人のうに言うとりましたよ。しかし、その人の奥奥奥奥さんとか、その人さんとか、その人さんとか、その人さんとか、その人

のののの衣衣衣衣装装装装をををを洗濯洗濯洗濯洗濯した人とか、あるいはした人とか、あるいはした人とか、あるいはした人とか、あるいは周辺周辺周辺周辺にににに住住住住んでおんでおんでおんでおっっっって、て、て、て、偶偶偶偶然然然然、、、、吸吸吸吸いいいい込込込込んだ人たんだ人たんだ人たんだ人たちちちち、その、その、その、その

人た人た人た人たちちちちが２０年たが２０年たが２０年たが２０年たっっっって、３０年たて、３０年たて、３０年たて、３０年たっっっって、いて、いて、いて、いやややや、、、、６６６６０年た０年た０年た０年たっっっってから中てから中てから中てから中皮腫皮腫皮腫皮腫をををを発発発発症症症症する、する、する、する、どどどどここここ

でででで吸吸吸吸っっっったかわからない。たかわからない。たかわからない。たかわからない。藤藤藤藤本本本本義義義義一一一一さんもそうですよ、さんもそうですよ、さんもそうですよ、さんもそうですよ、どどどどこでこでこでこで吸吸吸吸っっっったかわからない。ただ、たかわからない。ただ、たかわからない。ただ、たかわからない。ただ、

阪神阪神阪神阪神・・・・淡路淡路淡路淡路大大大大震災震災震災震災のときにのときにのときにのときにボボボボランランランランティティティティアアアア活活活活動動動動しまくしまくしまくしまくっっっって、あのもうもうとて、あのもうもうとて、あのもうもうとて、あのもうもうと立っ立っ立っ立っているているているている煙煙煙煙のののの

中で中で中で中でややややっっっっぱぱぱぱりりりり援援援援助助助助活活活活動動動動をしているのですをしているのですをしているのですをしているのですねねねね。ですから、そういう意。ですから、そういう意。ですから、そういう意。ですから、そういう意味味味味では、では、では、では、吸吸吸吸っっっったかもしたかもしたかもしたかもし

れないとしたら、れないとしたら、れないとしたら、れないとしたら、どどどどういうういうういうういう責任責任責任責任とれます。とれます。とれます。とれます。

ですから、そういうことについて、ですから、そういうことについて、ですから、そういうことについて、ですから、そういうことについて、傷傷傷傷ついたわけではない、ついたわけではない、ついたわけではない、ついたわけではない、目目目目に見に見に見に見ええええててててどどどどういうういうういうういう被被被被害害害害にににに

遭遭遭遭っっっったか、そういうことがないたか、そういうことがないたか、そういうことがないたか、そういうことがない場合場合場合場合にですよ、あなた自にですよ、あなた自にですよ、あなた自にですよ、あなた自身身身身言言言言っっっっていたでしていたでしていたでしていたでしょょょょう、１００う、１００う、１００う、１００メメメメ

ーーーートルトルトルトルもなんなんとする通もなんなんとする通もなんなんとする通もなんなんとする通学路や学路や学路や学路やのに、のに、のに、のに、現現現現地から解体についての地から解体についての地から解体についての地から解体についての情情情情報が入報が入報が入報が入っっっってこなかてこなかてこなかてこなかっっっった、た、た、た、

どどどどうしてだろうと不思議に思うしてだろうと不思議に思うしてだろうと不思議に思うしてだろうと不思議に思っっっったたたたっっっって言て言て言て言っっっったでしたでしたでしたでしょょょょう。そういうところの問題について、う。そういうところの問題について、う。そういうところの問題について、う。そういうところの問題について、
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あなた、あなた、あなた、あなた、どどどどうしてうしてうしてうして真っ真っ真っ真っ正正正正面面面面からからからから究究究究明明明明しようとしないのですかな。あなた、しようとしないのですかな。あなた、しようとしないのですかな。あなた、しようとしないのですかな。あなた、アスベストアスベストアスベストアスベストにつにつにつにつ

いてのいてのいてのいての知っ知っ知っ知ってるてるてるてる知知知知見、さわり言見、さわり言見、さわり言見、さわり言っっっってくださいよ。てくださいよ。てくださいよ。てくださいよ。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 まず、まず、まず、まず、ちょっちょっちょっちょっとととと知知知知見ということですけれ見ということですけれ見ということですけれ見ということですけれどどどども、も、も、も、余余余余りりりり詳詳詳詳しくありません。本しくありません。本しくありません。本しくありません。本病病病病

気気気気は、委員がおは、委員がおは、委員がおは、委員がおっっっっししししゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、仮仮仮仮にににに現現現現在在在在吸吸吸吸っっっったとしたら、たとしたら、たとしたら、たとしたら、約約約約２０年後にしか２０年後にしか２０年後にしか２０年後にしか発発発発症症症症しないしないしないしない

というというというという恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい病病病病気気気気であるということであるということであるということであるということぐぐぐぐらいのことです。らいのことです。らいのことです。らいのことです。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 少少少少なくとも、あなた方がしたなくとも、あなた方がしたなくとも、あなた方がしたなくとも、あなた方がした処処処処分分分分に対して、委員長、に対して、委員長、に対して、委員長、に対して、委員長、先ほど先ほど先ほど先ほど最後にお最後にお最後にお最後におっっっっ

ししししゃゃゃゃっっっったように、株式会社山たように、株式会社山たように、株式会社山たように、株式会社山崎産崎産崎産崎産業の関業の関業の関業の関係係係係者、記者、記者、記者、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っっっってててて答え答え答え答えてくれたのでてくれたのでてくれたのでてくれたので

す、その席で。す、その席で。す、その席で。す、その席で。随随随随分分分分時間た時間た時間た時間たっっっっているからているからているからているから忘忘忘忘れましたれましたれましたれましたっっっってててて答え答え答え答えてくれたのですよ。なあ、あてくれたのですよ。なあ、あてくれたのですよ。なあ、あてくれたのですよ。なあ、あ

なた方のなた方のなた方のなた方の処処処処分分分分、そんなものなのですよ、、そんなものなのですよ、、そんなものなのですよ、、そんなものなのですよ、ねえねえねえねえ。それについて。それについて。それについて。それについてどどどどう思います。う思います。う思います。う思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 これもまた同様のことで申しわけないのですけれこれもまた同様のことで申しわけないのですけれこれもまた同様のことで申しわけないのですけれこれもまた同様のことで申しわけないのですけれどどどども、同様のも、同様のも、同様のも、同様の違反違反違反違反行行行行為為為為をををを繰繰繰繰

りりりり返返返返すすすす場合場合場合場合については、今回のについては、今回のについては、今回のについては、今回の注注注注意意意意処処処処分分分分をををを踏踏踏踏ままままええええてててて検討検討検討検討することになると思います。することになると思います。することになると思います。することになると思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほほほほかにございませんか。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 ちょっちょっちょっちょっと言いたいことがあるんですけと言いたいことがあるんですけと言いたいことがあるんですけと言いたいことがあるんですけどどどどもももも……………………。。。。

（（（（「「「「言いたいことじ言いたいことじ言いたいことじ言いたいことじゃゃゃゃなくて尋なくて尋なくて尋なくて尋ねねねねたいことたいことたいことたいことややややろが」と呼ぶ者あり）ろが」と呼ぶ者あり）ろが」と呼ぶ者あり）ろが」と呼ぶ者あり）

はいはいはいはい。。。。（（（（発発発発言する者あり）県のです言する者あり）県のです言する者あり）県のです言する者あり）県のですねねねね、事、事、事、事務処務処務処務処理調査特別委員会のまとめの中で理調査特別委員会のまとめの中で理調査特別委員会のまとめの中で理調査特別委員会のまとめの中で感感感感じたじたじたじた、、、、

疑疑疑疑問に思問に思問に思問に思っっっったこと、まずたこと、まずたこと、まずたこと、まず聞聞聞聞かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。

解体業者である受解体業者である受解体業者である受解体業者である受注注注注者が、無届けで解体したことについて者が、無届けで解体したことについて者が、無届けで解体したことについて者が、無届けで解体したことについてどどどどう思うかう思うかう思うかう思うかっっっっていう問いをしていう問いをしていう問いをしていう問いをし

ているのですよているのですよているのですよているのですよねねねね。●●さんは、届け出は２。●●さんは、届け出は２。●●さんは、届け出は２。●●さんは、届け出は２枚枚枚枚のののの書書書書類類類類をををを書書書書くだけであるのに、なくだけであるのに、なくだけであるのに、なくだけであるのに、なぜぜぜぜそれがそれがそれがそれが

できなかできなかできなかできなかっっっったのか、解体業者であればたのか、解体業者であればたのか、解体業者であればたのか、解体業者であれば多多多多数数数数の届け出をしているので、届け出についてはよの届け出をしているので、届け出についてはよの届け出をしているので、届け出についてはよの届け出をしているので、届け出についてはよ

くわかくわかくわかくわかっっっっている、ている、ている、ている、先ほど先ほど先ほど先ほど委員長の質問のところも委員長の質問のところも委員長の質問のところも委員長の質問のところも私私私私、、、、聞聞聞聞いていて、まずいていて、まずいていて、まずいていて、まず伝伝伝伝わわわわっっっってこないのてこないのてこないのてこないの

ですよですよですよですよねねねね。。。。伝伝伝伝わわわわっっっってこないというか、すてこないというか、すてこないというか、すてこないというか、すっっっっとこない。委員長が質問していたことにとこない。委員長が質問していたことにとこない。委員長が質問していたことにとこない。委員長が質問していたことに答え答え答え答えてててて

いないと思います。いないと思います。いないと思います。いないと思います。

届け出の届け出の届け出の届け出の書書書書類類類類は２は２は２は２枚枚枚枚だけでだけでだけでだけで済済済済むっむっむっむっていうていうていうていうふふふふうに言うているのですように言うているのですように言うているのですように言うているのですよねねねね。その。その。その。その感感感感覚覚覚覚ををををねねねね、、、、

もうもうもうもう一度一度一度一度ここでおここでおここでおここでおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 調査委員会の調査の時調査委員会の調査の時調査委員会の調査の時調査委員会の調査の時点点点点におきましては、２におきましては、２におきましては、２におきましては、２枚枚枚枚の届け出がなの届け出がなの届け出がなの届け出がなぜぜぜぜ出てこなか出てこなか出てこなか出てこなかっっっっ

たかという、そういう思いでおりました。届け出が出なかたかという、そういう思いでおりました。届け出が出なかたかという、そういう思いでおりました。届け出が出なかたかという、そういう思いでおりました。届け出が出なかっっっったことについてはわかりませたことについてはわかりませたことについてはわかりませたことについてはわかりませ

ん。ん。ん。ん。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 あのですあのですあのですあのですねねねね、届け出、届け出、届け出、届け出っっっっていうのは２ていうのは２ていうのは２ていうのは２枚枚枚枚のののの書書書書類類類類だけではないのですよだけではないのですよだけではないのですよだけではないのですよねねねね。。。。奈良奈良奈良奈良

県の県の県の県の場合場合場合場合は２は２は２は２枚枚枚枚でででで済済済済むむむむのかのかのかのか知知知知りませんけれりませんけれりませんけれりませんけれどどどども、も、も、も、ほほほほかの県は５かの県は５かの県は５かの県は５枚枚枚枚もももも６６６６枚枚枚枚もももも添添添添付付付付書書書書類類類類がつくがつくがつくがつく

のですよ。２のですよ。２のですよ。２のですよ。２枚枚枚枚というのは、このというのは、このというのは、このというのは、この点点点点にとにとにとにとっっっってはすごく不てはすごく不てはすごく不てはすごく不完全完全完全完全だだだだっっっっていうていうていうていうふふふふうに思うていまうに思うていまうに思うていまうに思うていま
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すけれすけれすけれすけれどどどども、２も、２も、２も、２枚枚枚枚の中にもの中にもの中にもの中にも凝凝凝凝縮縮縮縮された中された中された中された中身身身身があるのです。というのは、があるのです。というのは、があるのです。というのは、があるのです。というのは、契約書契約書契約書契約書はははは文文文文書書書書でででで交交交交

わしたわしたわしたわした契約書契約書契約書契約書がががが欲欲欲欲しいのですよ。しいのですよ。しいのですよ。しいのですよ。契約契約契約契約もないのに受もないのに受もないのに受もないのに受注注注注者の者の者の者の欄欄欄欄にににに書書書書けないのですよ。届け出けないのですよ。届け出けないのですよ。届け出けないのですよ。届け出

を出すということは、受を出すということは、受を出すということは、受を出すということは、受注注注注者が者が者が者が確確確確定するということなのですよ。今、山下副委員長が言う定するということなのですよ。今、山下副委員長が言う定するということなのですよ。今、山下副委員長が言う定するということなのですよ。今、山下副委員長が言う

ているように、５月２ているように、５月２ているように、５月２ているように、５月２６６６６日に見日に見日に見日に見積積積積もり、正式なもり、正式なもり、正式なもり、正式な文文文文書書書書じじじじゃゃゃゃない口ない口ない口ない口頭頭頭頭のののの契約契約契約契約ができたができたができたができたっっっっというというというという

のは５月２のは５月２のは５月２のは５月２６６６６日なのですよ。届け出が出たのは５月１日なのですよ。届け出が出たのは５月１日なのですよ。届け出が出たのは５月１日なのですよ。届け出が出たのは５月１６６６６日なのですよ、出そうとしていた日なのですよ、出そうとしていた日なのですよ、出そうとしていた日なのですよ、出そうとしていた

のが。で５月２３日に工事に入のが。で５月２３日に工事に入のが。で５月２３日に工事に入のが。で５月２３日に工事に入っっっっているているているているっっっっていうていうていうていうふふふふうに言われているのですよ。うに言われているのですよ。うに言われているのですよ。うに言われているのですよ。

●●さんは、着工日も●●さんは、着工日も●●さんは、着工日も●●さんは、着工日も確確確確定していないのですよ、１回から４回までの間で。着工日を定していないのですよ、１回から４回までの間で。着工日を定していないのですよ、１回から４回までの間で。着工日を定していないのですよ、１回から４回までの間で。着工日を確確確確

定しない定しない定しない定しないねねねね、事、事、事、事情情情情聴聴聴聴取っ取っ取っ取ってあるのかなてあるのかなてあるのかなてあるのかなっっっっていうことをずていうことをずていうことをずていうことをずっっっっとととと考え考え考え考えていました。ていました。ていました。ていました。どどどどのののの聞聞聞聞かれかれかれかれ

ている人も着工日を言うていないのです。ている人も着工日を言うていないのです。ている人も着工日を言うていないのです。ている人も着工日を言うていないのです。向向向向こうは、受こうは、受こうは、受こうは、受注注注注者も者も者も者も発注発注発注発注者もごまかしているの者もごまかしているの者もごまかしているの者もごまかしているの

かなかなかなかなっっっって思うて、ずて思うて、ずて思うて、ずて思うて、ずっっっっとととと読読読読んだのですけれんだのですけれんだのですけれんだのですけれどどどども、も、も、も、聞聞聞聞くくくく側側側側もももも聞聞聞聞いていないのですよいていないのですよいていないのですよいていないのですよねねねね。とい。とい。とい。とい

うことで、うことで、うことで、うことで、横横横横道それていますけれ道それていますけれ道それていますけれ道それていますけれどどどども２も２も２も２枚枚枚枚じじじじゃゃゃゃないのですよ。もないのですよ。もないのですよ。もないのですよ。もっっっっと言うたら、と言うたら、と言うたら、と言うたら、請負請負請負請負契約契約契約契約

書書書書の中にいろんなことの中にいろんなことの中にいろんなことの中にいろんなこと書書書書かなあかんのですかなあかんのですかなあかんのですかなあかんのですねねねね。その。その。その。その産産産産業業業業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物の見の見の見の見積積積積もりとかもりとかもりとかもりとか量量量量とか、そとか、そとか、そとか、そ

ういうことをういうことをういうことをういうことを文文文文書化書化書化書化したしたしたした形形形形でででで契約契約契約契約をををを結結結結んで、初めて届出んで、初めて届出んで、初めて届出んで、初めて届出書書書書のののの欄欄欄欄に受に受に受に受注注注注者の名前が者の名前が者の名前が者の名前が書書書書けるのけるのけるのけるの

ですよ。ですよ。ですよ。ですよ。簡簡簡簡単単単単なななな形形形形、た、た、た、たっっっった２た２た２た２枚枚枚枚じじじじゃゃゃゃないのですよ。ないのですよ。ないのですよ。ないのですよ。書書書書くまでにすごくくまでにすごくくまでにすごくくまでにすごく作作作作業が業が業が業が必要必要必要必要だだだだっっっっていていていてい

うことなのですよ。それをうことなのですよ。それをうことなのですよ。それをうことなのですよ。それを僕僕僕僕はははは答え答え答え答えているそのているそのているそのているその姿勢姿勢姿勢姿勢ががががねねねね、、、、伝伝伝伝わわわわっっっってこなかてこなかてこなかてこなかっっっったです、これたです、これたです、これたです、これ

読読読読ませていただいて。ませていただいて。ませていただいて。ませていただいて。

そのそのそのその次次次次です。そのです。そのです。そのです。その次次次次の同じ質問のところで、３の同じ質問のところで、３の同じ質問のところで、３の同じ質問のところで、３点目点目点目点目のことで●●さんのことで●●さんのことで●●さんのことで●●さん答え答え答え答えています。１ています。１ています。１ています。１

００００００００メメメメーーーートルトルトルトルの解体工事が道にの解体工事が道にの解体工事が道にの解体工事が道に隣接隣接隣接隣接しているしているしているしている建物建物建物建物ががががねねねね、３、３、３、３週週週週間も間も間も間も発発発発見されなか見されなか見されなか見されなかっっっった、しかた、しかた、しかた、しか

も通も通も通も通学路学路学路学路である、である、である、である、ちょっちょっちょっちょっとととと離離離離れていてもれていてもれていてもれていても横横横横がががが住宅住宅住宅住宅地、地、地、地、普普普普通なら通なら通なら通なら多多多多数数数数の通報があるところだの通報があるところだの通報があるところだの通報があるところだ

が、が、が、が、町や近町や近町や近町や近所所所所からもそれがからもそれがからもそれがからもそれが全全全全くなかくなかくなかくなかっっっったたたたっっっっていうていうていうていうふふふふうに県の調うに県の調うに県の調うに県の調書書書書で●●さんで●●さんで●●さんで●●さん答え答え答え答えているのているのているのているの

です。これです。これです。これです。これどどどどういうつもりで言うているのかな、ういうつもりで言うているのかな、ういうつもりで言うているのかな、ういうつもりで言うているのかな、私私私私はすごく大事なこと言うてるはすごく大事なこと言うてるはすごく大事なこと言うてるはすごく大事なこと言うてるっっっっていうていうていうていう

ふふふふうに思うたので、もううに思うたので、もううに思うたので、もううに思うたので、もう一一一一遍遍遍遍、この、この、この、この場所場所場所場所でででで聞聞聞聞かせてください。かせてください。かせてください。かせてください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほども申しましたとおり、調査委員会の調査の時も申しましたとおり、調査委員会の調査の時も申しましたとおり、調査委員会の調査の時も申しましたとおり、調査委員会の調査の時点点点点においては、その事においては、その事においては、その事においては、その事実実実実

ですですですですねねねね、１００、１００、１００、１００メメメメーーーートルトルトルトルにわたるにわたるにわたるにわたる建築物建築物建築物建築物の解体工事に関するそういう通報の解体工事に関するそういう通報の解体工事に関するそういう通報の解体工事に関するそういう通報等等等等がなかがなかがなかがなかっっっったとたとたとたと

いう思いをいう思いをいう思いをいう思いを述べ述べ述べ述べております。ております。ております。ております。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 この間の委員長とか山下副委員長に対するこの間の委員長とか山下副委員長に対するこの間の委員長とか山下副委員長に対するこの間の委員長とか山下副委員長に対する答え答え答え答え方も含めて方も含めて方も含めて方も含めてねねねね、今のことも含、今のことも含、今のことも含、今のことも含

めてめてめてめて感感感感じたことは、最初の届け出は２じたことは、最初の届け出は２じたことは、最初の届け出は２じたことは、最初の届け出は２枚枚枚枚のののの書書書書類類類類ででででええええええええんんんんややややっっっっていうそのていうそのていうそのていうその感感感感じ方じ方じ方じ方ねねねね、それも、それも、それも、それも

県の調県の調県の調県の調書書書書にそういうことをにそういうことをにそういうことをにそういうことを答え答え答え答えているそのているそのているそのているその姿勢姿勢姿勢姿勢ががががねねねね、、、、百百百百条委員会で問題にな条委員会で問題にな条委員会で問題にな条委員会で問題になっっっっているのはているのはているのはているのは

アスベストアスベストアスベストアスベストのことなのですけのことなのですけのことなのですけのことなのですけどどどども、地元では問題なも、地元では問題なも、地元では問題なも、地元では問題なっっっってないてないてないてないややややんかとかんかとかんかとかんかとかねねねね、、、、住民住民住民住民がががが気気気気にしにしにしにし

てないのに、何でてないのに、何でてないのに、何でてないのに、何でアスベストアスベストアスベストアスベストの問題、ここでの問題、ここでの問題、ここでの問題、ここで取取取取り上げるのり上げるのり上げるのり上げるのややややとかとかとかとかねねねね、大げさに、大げさに、大げさに、大げさに騒騒騒騒いでるのいでるのいでるのいでるの
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がががが悪悪悪悪いんいんいんいんややややっっっっていうていうていうていうふふふふうなうなうなうな形形形形ののののふふふふうにとれるのですよ、そういうこと、そのことをそのまうにとれるのですよ、そういうこと、そのことをそのまうにとれるのですよ、そういうこと、そのことをそのまうにとれるのですよ、そういうこと、そのことをそのま

ま、そのときに言うたのだま、そのときに言うたのだま、そのときに言うたのだま、そのときに言うたのだっっっっていうていうていうていうふふふふうに、そういうつもりではないですように、そういうつもりではないですように、そういうつもりではないですように、そういうつもりではないですよねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 そのようなそのようなそのようなそのような考え考え考え考えはははは毛毛毛毛頭頭頭頭ございません。ございません。ございません。ございません。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 通通通通学路学路学路学路でででで横横横横にににに住宅住宅住宅住宅地があ地があ地があ地があっっっって、て、て、て、住民住民住民住民がががが知知知知らされていないのだと、らされていないのだと、らされていないのだと、らされていないのだと、住民住民住民住民がそれがそれがそれがそれ

にににに全全全全くくくく気づ気づ気づ気づいていないのいていないのいていないのいていないのややややっっっっていうことを県の調ていうことを県の調ていうことを県の調ていうことを県の調書書書書で言うたときに、それをずで言うたときに、それをずで言うたときに、それをずで言うたときに、それをずっっっっと調と調と調と調べべべべてててて

きた●●さんとしたら、もきた●●さんとしたら、もきた●●さんとしたら、もきた●●さんとしたら、もっっっっと何をすと何をすと何をすと何をすべべべべききききややややっっっったというたというたというたというふふふふうに思いますか。うに思いますか。うに思いますか。うに思いますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 これもこれもこれもこれも先ほど先ほど先ほど先ほど申しましたとおり、申しましたとおり、申しましたとおり、申しましたとおり、発注発注発注発注者者者者へへへへの事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取、、、、現現現現地地地地へへへへのののの立立立立入入入入検検検検査、査、査、査、

これが遅くなこれが遅くなこれが遅くなこれが遅くなっっっったことについてはたことについてはたことについてはたことについては十分十分十分十分認認認認識識識識をし、をし、をし、をし、反省反省反省反省をしております。をしております。をしております。をしております。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 次次次次にですにですにですにですねねねね、平野クレーン工業株式会社は、この３月４日に同じ、平野クレーン工業株式会社は、この３月４日に同じ、平野クレーン工業株式会社は、この３月４日に同じ、平野クレーン工業株式会社は、この３月４日に同じ敷敷敷敷地で解体地で解体地で解体地で解体

届を出して届を出して届を出して届を出して建物建物建物建物を１つ解体しました。そのときは、もうこの事を１つ解体しました。そのときは、もうこの事を１つ解体しました。そのときは、もうこの事を１つ解体しました。そのときは、もうこの事件件件件が、事案がが、事案がが、事案がが、事案が起起起起きているのきているのきているのきているの

で、で、で、で、ガガガガイイイイドドドドラインにラインにラインにラインに沿沿沿沿っっっってきてきてきてきちっちっちっちっと解体してくれているものと解体してくれているものと解体してくれているものと解体してくれているものややややというというというというふふふふうに思うています。うに思うています。うに思うています。うに思うています。

例例例例ええええばばばば近隣近隣近隣近隣住民住民住民住民や小学校や小学校や小学校や小学校にににに説説説説明明明明を３月４日、５日にこうを３月４日、５日にこうを３月４日、５日にこうを３月４日、５日にこうややややっっっっているのですよているのですよているのですよているのですよねねねね、４日に届、４日に届、４日に届、４日に届

けを出して。そんで、解体けを出して。そんで、解体けを出して。そんで、解体けを出して。そんで、解体作作作作業は、通業は、通業は、通業は、通学学学学時間時間時間時間帯帯帯帯をををを避避避避けて９時けて９時けて９時けて９時以以以以降降降降にするにするにするにするっっっっていうことを届ていうことを届ていうことを届ていうことを届

け出のけ出のけ出のけ出の書書書書類類類類の中にの中にの中にの中に書書書書いているのですよいているのですよいているのですよいているのですよねねねね。また、。また、。また、。また、建築物建築物建築物建築物のののの除除除除去去去去届も３月の届も３月の届も３月の届も３月の６６６６日に日に日に日にややややっっっっていていていてい

ます。届け出シーます。届け出シーます。届け出シーます。届け出シールルルルとかとかとかとか建設建設建設建設業者の解体業者、業者の解体業者、業者の解体業者、業者の解体業者、建設建設建設建設業者の業者の業者の業者の標標標標識識識識、これも張り出しています、これも張り出しています、これも張り出しています、これも張り出しています

ねねねね、今、今、今、今度度度度は。は。は。は。防防防防じんシーじんシーじんシーじんシートトトト、、、、囲囲囲囲いですいですいですいですねねねね、、、、囲囲囲囲いとか、いとか、いとか、いとか、湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化でででで作作作作業を業を業を業をややややっっっっています。ています。ています。ています。作作作作業業業業

員を員を員を員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マママススススクをつけさせていますよというクをつけさせていますよというクをつけさせていますよというクをつけさせていますよというふふふふうなことを県をずうなことを県をずうなことを県をずうなことを県をずっっっっとおうて、とおうて、とおうて、とおうて、

そんな報そんな報そんな報そんな報告告告告書書書書をもらをもらをもらをもらっっっっています。ということで、ています。ということで、ています。ということで、ています。ということで、例例例例ええええば今までの１回から４回までの事ば今までの１回から４回までの事ば今までの１回から４回までの事ば今までの１回から４回までの事情情情情

聴聴聴聴取取取取の中で、●●さんはの中で、●●さんはの中で、●●さんはの中で、●●さんは周辺周辺周辺周辺住民住民住民住民へへへへのののの健康健康健康健康の問題、の問題、の問題、の問題、働働働働く人のく人のく人のく人の安安安安全全全全とかというところを問題とかというところを問題とかというところを問題とかというところを問題

にしていない。していても、にしていない。していても、にしていない。していても、にしていない。していても、例例例例ええええばばばば防護防護防護防護シーシーシーシートトトトをををを設設設設置置置置していますかしていますかしていますかしていますかっっっって言うたら、していて言うたら、していて言うたら、していて言うたら、してい

ない理ない理ない理ない理由由由由、、、、簡簡簡簡単単単単にににに答え答え答え答えていることに関してていることに関してていることに関してていることに関して食食食食い下がい下がい下がい下がっっっっていないのですよていないのですよていないのですよていないのですよねねねね。また、。また、。また、。また、湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化

をしていますかをしていますかをしていますかをしていますかっっっっていう質問で、しているというていう質問で、しているというていう質問で、しているというていう質問で、しているというふふふふうに口は、●●さんの質問にはうに口は、●●さんの質問にはうに口は、●●さんの質問にはうに口は、●●さんの質問には答え答え答え答えてててて

いるけれいるけれいるけれいるけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その裏裏裏裏をとる、そういう何というのですか、をとる、そういう何というのですか、をとる、そういう何というのですか、をとる、そういう何というのですか、指指指指導導導導、、、、写真写真写真写真のののの要要要要求はしていな求はしていな求はしていな求はしていな

いのですよいのですよいのですよいのですよねねねね。そういうことからい。そういうことからい。そういうことからい。そういうことからいええええば、なば、なば、なば、なぜぜぜぜそういうそういうそういうそういうふふふふうな質問をしなかうな質問をしなかうな質問をしなかうな質問をしなかっっっったのですか。たのですか。たのですか。たのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 第１回第１回第１回第１回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取におきまして、工事におきまして、工事におきまして、工事におきまして、工事写真写真写真写真、関、関、関、関係書係書係書係書類類類類等等等等のののの資料資料資料資料のののの要要要要求はい求はい求はい求はい

たしました。そのたしました。そのたしました。そのたしました。その結果結果結果結果、出てきたものが、ここにあります２回、出てきたものが、ここにあります２回、出てきたものが、ここにあります２回、出てきたものが、ここにあります２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで簡易簡易簡易簡易な平な平な平な平面面面面

図図図図、それと届け出を、それと届け出を、それと届け出を、それと届け出を忘忘忘忘れた届出れた届出れた届出れた届出書書書書でした。工事でした。工事でした。工事でした。工事写真写真写真写真はははは提提提提出されませんでした。出されませんでした。出されませんでした。出されませんでした。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 そうなのですよそうなのですよそうなのですよそうなのですよねねねね。出てきた。出てきた。出てきた。出てきた書書書書類類類類というのはというのはというのはというのはほほほほとんとんとんとんどどどどないのですよないのですよないのですよないのですよねねねね、、、、資料資料資料資料

とか。出てきた届出とか。出てきた届出とか。出てきた届出とか。出てきた届出書書書書は、は、は、は、僕僕僕僕の見るの見るの見るの見る限限限限り、り、り、り、多多多多くが事くが事くが事くが事実実実実じじじじゃゃゃゃないことをないことをないことをないことを書書書書いています。それいています。それいています。それいています。それ

のののの検検検検証もしていないのですよ証もしていないのですよ証もしていないのですよ証もしていないのですよねねねね。。。。
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そういう中でそういう中でそういう中でそういう中でねねねね、●●さんはこういうことを言うているのですよ。解体の、●●さんはこういうことを言うているのですよ。解体の、●●さんはこういうことを言うているのですよ。解体の、●●さんはこういうことを言うているのですよ。解体の実態実態実態実態が不が不が不が不適切適切適切適切

というものでもないというものでもないというものでもないというものでもないっっっっていうていうていうていうふふふふうに言うて、ここですように言うて、ここですように言うて、ここですように言うて、ここですよねねねね、今からでも、今からでも、今からでも、今からでも告告告告発発発発することが可することが可することが可することが可

能能能能かかかかっっっっていうていうていうていう設設設設問の中で、解体の問の中で、解体の問の中で、解体の問の中で、解体の実態実態実態実態が不が不が不が不適切適切適切適切というものではないというものではないというものではないというものではないっっっっていうていうていうていうふふふふうに言いうに言いうに言いうに言い切切切切

っっっっているのですよているのですよているのですよているのですよねねねね。。。。僕僕僕僕は１回は１回は１回は１回目目目目のときにのときにのときにのときに資料請資料請資料請資料請求をした求をした求をした求をしたっっっっていうことはていうことはていうことはていうことは読読読読んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。

そそそそややややけれけれけれけれどどどども言いも言いも言いも言いっっっっ放放放放しなのですよ。言しなのですよ。言しなのですよ。言しなのですよ。言っっっって、そのて、そのて、そのて、その資料資料資料資料が何で出てこないのかが何で出てこないのかが何で出てこないのかが何で出てこないのかっっっっていうていうていうていう裏裏裏裏

を、を、を、を、裏裏裏裏っっっっていうのか、ていうのか、ていうのか、ていうのか、一一一一つもつもつもつも追追追追うていうていうていうていっっっっていないのですよていないのですよていないのですよていないのですよねねねね、、、、伝伝伝伝わるように。わるように。わるように。わるように。

私私私私は、この間、このは、この間、このは、この間、このは、この間、この広陵町広陵町広陵町広陵町の解体のことに関して、ずの解体のことに関して、ずの解体のことに関して、ずの解体のことに関して、ずっっっっと●●さんと事と●●さんと事と●●さんと事と●●さんと事情情情情聴聴聴聴取取取取ををををややややっっっってててて

いるということいるということいるということいるということ知知知知らないで、いろんならないで、いろんならないで、いろんならないで、いろんな資料資料資料資料を出してくださいを出してくださいを出してくださいを出してくださいっっっっていうて、出してください、ていうて、出してください、ていうて、出してください、ていうて、出してください、

出してください出してください出してください出してくださいっっっって言うてきたのですけて言うてきたのですけて言うてきたのですけて言うてきたのですけどどどども、そういうことと同時も、そういうことと同時も、そういうことと同時も、そういうことと同時並並並並行で進んでいたので行で進んでいたので行で進んでいたので行で進んでいたので

す。そういうことが事す。そういうことが事す。そういうことが事す。そういうことが事情情情情聴聴聴聴取取取取の中での中での中での中でねねねね、、、、生生生生かされてないかされてないかされてないかされてないっっっっていうことに関しては、ていうことに関しては、ていうことに関しては、ていうことに関しては、非非非非常常常常にににに

残残残残念念念念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どどども、１回から４回までにも、１回から４回までにも、１回から４回までにも、１回から４回までに周辺周辺周辺周辺住民住民住民住民のそういうことののそういうことののそういうことののそういうことの安安安安全全全全に関すに関すに関すに関す

る質問、る質問、る質問、る質問、働働働働いている人がいている人がいている人がいている人がどどどどういうういうういうういう状況状況状況状況でででで働働働働いていたのかということのいていたのかということのいていたのかということのいていたのかということの裏裏裏裏をとるような質問をとるような質問をとるような質問をとるような質問

もしない中でもしない中でもしない中でもしない中でねねねね、解体の、解体の、解体の、解体の実態実態実態実態が不が不が不が不適切適切適切適切でないということをでないということをでないということをでないということを根根根根拠拠拠拠にしてにしてにしてにしてねねねね、、、、一一一一定の定の定の定の判断判断判断判断を下を下を下を下

すということに関して、すということに関して、すということに関して、すということに関して、非非非非常常常常にににに疑疑疑疑問に思う、問に思う、問に思う、問に思う、私私私私のののの考え考え考え考え方に関して何かあれば言うてくださ方に関して何かあれば言うてくださ方に関して何かあれば言うてくださ方に関して何かあれば言うてくださ

い。い。い。い。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトは手で外されて、は手で外されて、は手で外されて、は手で外されて、破砕破砕破砕破砕されずにされずにされずにされずに原原原原形形形形

をををを残残残残したままでしたままでしたままでしたままで処処処処分分分分されたということがされたということがされたということがされたということが確確確確認されております。認されております。認されております。認されております。

（（（（「「「「どどどどこでこでこでこで確確確確認されてんの、そんなん認されてんの、そんなん認されてんの、そんなん認されてんの、そんなん確確確確認されて認されて認されて認されてへへへへんんんんややややろ」と呼ぶ者あり）ろ」と呼ぶ者あり）ろ」と呼ぶ者あり）ろ」と呼ぶ者あり）

それとそれとそれとそれと作作作作業員の業員の業員の業員のママママススススク着ク着ク着ク着用用用用にににに係係係係る質問はないということですけれる質問はないということですけれる質問はないということですけれる質問はないということですけれどどどども、そこまでの質問も、そこまでの質問も、そこまでの質問も、そこまでの質問

はしていなかはしていなかはしていなかはしていなかっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 ●●さんは●●さんは●●さんは●●さんはねねねね、、、、告告告告発発発発のののの基準基準基準基準を決めるときにを決めるときにを決めるときにを決めるときに一番一番一番一番最初に最初に最初に最初に答え答え答え答えているのは、県ているのは、県ているのは、県ているのは、県民民民民

のののの安安安安全全全全、、、、生生生生命命命命の影の影の影の影響響響響だだだだっっっ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答え答え答え答えて、そのて、そのて、そのて、その次次次次に法のに法のに法のに法の実実実実効効効効性性性性云々云々云々云々という、そういうという、そういうという、そういうという、そういう

専門専門専門専門的的的的なななな話話話話も含めても含めても含めても含めてねねねね、、、、要要要要するに無届けによするに無届けによするに無届けによするに無届けによっっっって、すて、すて、すて、すべべべべての法をての法をての法をての法を崩崩崩崩してしまうしてしまうしてしまうしてしまう場合場合場合場合とかとかとかとか

云々云々云々云々というというというというふふふふうに言うに言うに言うに言っっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどどどど、、、、一番一番一番一番最初に県最初に県最初に県最初に県民民民民のののの安安安安全全全全、、、、生生生生命命命命の影の影の影の影響響響響というというというというふふふふ

うにうにうにうに答え答え答え答えているときに、何でその質問がているときに、何でその質問がているときに、何でその質問がているときに、何でその質問がねねねね、質問というんか、、質問というんか、、質問というんか、、質問というんか、発注発注発注発注者なり受者なり受者なり受者なり受注注注注者に問わな者に問わな者に問わな者に問わな

くて、解体のくて、解体のくて、解体のくて、解体の実態実態実態実態が不が不が不が不適切適切適切適切でないというでないというでないというでないというふふふふうに行き着いたのかうに行き着いたのかうに行き着いたのかうに行き着いたのかっっっっていうことが、もうていうことが、もうていうことが、もうていうことが、もう少少少少しししし

違違違違っっっったたたた側面側面側面側面でででで答え答え答え答えることができたら、してることができたら、してることができたら、してることができたら、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。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 質問ですか。質問ですか。質問ですか。質問ですか。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 はい、質問です。はい、質問です。はい、質問です。はい、質問です。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 当時の事当時の事当時の事当時の事情情情情聴聴聴聴取取取取を行を行を行を行っっっったたたた私私私私の記の記の記の記憶憶憶憶においては、解体ににおいては、解体ににおいては、解体ににおいては、解体に携携携携わわわわっっっったたたた作作作作業員の業員の業員の業員の安安安安全全全全
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性性性性に関するに関するに関するに関する防護防護防護防護ママママススススクククク等等等等については、については、については、については、先ほど先ほど先ほど先ほどもおもおもおもお答え答え答え答えしたとおり記したとおり記したとおり記したとおり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 今今今今度度度度はははは違違違違っっっったたたた形形形形で、また質問させてもらいます。で、また質問させてもらいます。で、また質問させてもらいます。で、また質問させてもらいます。

昨昨昨昨年の１０月の決年の１０月の決年の１０月の決年の１０月の決算審算審算審算審査特別委員会で、山下副委員長が通査特別委員会で、山下副委員長が通査特別委員会で、山下副委員長が通査特別委員会で、山下副委員長が通学路学路学路学路のののの安安安安全全全全について質問しまについて質問しまについて質問しまについて質問しま

した。この事案に関連して。通した。この事案に関連して。通した。この事案に関連して。通した。この事案に関連して。通学途学途学途学途中に中に中に中に子子子子どどどどもにごみが入もにごみが入もにごみが入もにごみが入っっっったたたたっっっっていうことからていうことからていうことからていうことから始始始始ままままっっっってててて

おるのです。山下副委員長は、おるのです。山下副委員長は、おるのです。山下副委員長は、おるのです。山下副委員長は、広陵町百済広陵町百済広陵町百済広陵町百済で大で大で大で大規規規規模模模模な倉庫の無届け解体が行われた。業者な倉庫の無届け解体が行われた。業者な倉庫の無届け解体が行われた。業者な倉庫の無届け解体が行われた。業者

のののの説説説説明明明明では、地元のでは、地元のでは、地元のでは、地元の小学校へ小学校へ小学校へ小学校へ解体がす解体がす解体がす解体がすべべべべててててほぼほぼほぼほぼ終終終終わわわわっっっったたたた段階段階段階段階、、、、６６６６月１０日に行われた、地月１０日に行われた、地月１０日に行われた、地月１０日に行われた、地

元の元の元の元の説説説説明明明明は、地元は、地元は、地元は、地元小学校小学校小学校小学校のののの説説説説明明明明に行に行に行に行っっっって、て、て、て、６６６６月１０日に行われた。通月１０日に行われた。通月１０日に行われた。通月１０日に行われた。通学路学路学路学路は１００は１００は１００は１００メメメメーーーートトトト

ルルルル隣接隣接隣接隣接していると、それで、していると、それで、していると、それで、していると、それで、子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちの通の通の通の通学路学路学路学路ががががアスベストアスベストアスベストアスベストのののの危険危険危険危険にさらされて、土木にさらされて、土木にさらされて、土木にさらされて、土木

環境行政が何もすることができなか環境行政が何もすることができなか環境行政が何もすることができなか環境行政が何もすることができなかっっっったと、同時にたと、同時にたと、同時にたと、同時に教教教教育育育育行政も通行政も通行政も通行政も通学路学路学路学路のののの安安安安全全全全にかかわにかかわにかかわにかかわっっっってててて

対策がとれなか対策がとれなか対策がとれなか対策がとれなかっっっったのかと、問題たのかと、問題たのかと、問題たのかと、問題視視視視すらできていないのかすらできていないのかすらできていないのかすらできていないのかっっっっていう、そんな質問したのでていう、そんな質問したのでていう、そんな質問したのでていう、そんな質問したので

すよ。すよ。すよ。すよ。

県県県県教教教教育育育育委員会からは、５月の解体工事については、地方委員会からは、５月の解体工事については、地方委員会からは、５月の解体工事については、地方委員会からは、５月の解体工事については、地方教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会や学校や学校や学校や学校には報には報には報には報告や告や告や告や相相相相

談談談談はなかはなかはなかはなかっっっった、特にた、特にた、特にた、特に学校学校学校学校は解体工事のは解体工事のは解体工事のは解体工事の状況状況状況状況について、について、について、について、全全全全くくくく知知知知らなからなからなからなかっっっったし、たし、たし、たし、気づ気づ気づ気づかなかかなかかなかかなかっっっっ

た、５月の工事はた、５月の工事はた、５月の工事はた、５月の工事は知知知知らなからなからなからなかっっっったと。たと。たと。たと。６６６６月１０日に平野クレーン工業株式会社が月１０日に平野クレーン工業株式会社が月１０日に平野クレーン工業株式会社が月１０日に平野クレーン工業株式会社が小学校小学校小学校小学校に出に出に出に出

向向向向いて、道いて、道いて、道いて、道路路路路のののの切切切切り下げのり下げのり下げのり下げの件件件件で、で、で、で、学校学校学校学校及び及び及び及びＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡとととと話話話話しししし合っ合っ合っ合ったとのたとのたとのたとの答弁答弁答弁答弁がががが返返返返っっっってきているてきているてきているてきている

のです。のです。のです。のです。

先先先先日の日の日の日の百百百百条委員会で平野クレーン工業株式会社の●●さんは、条委員会で平野クレーン工業株式会社の●●さんは、条委員会で平野クレーン工業株式会社の●●さんは、条委員会で平野クレーン工業株式会社の●●さんは、学校へ学校へ学校へ学校へのののの歩歩歩歩道道道道切切切切り下げのり下げのり下げのり下げの

説説説説明明明明ははははややややっっっったと、そたと、そたと、そたと、そややややけれけれけれけれどどどども、も、も、も、アスベストアスベストアスベストアスベストのことにはのことにはのことにはのことには一一一一切切切切触触触触れていないというのをここれていないというのをここれていないというのをここれていないというのをここ

で証言しました。で証言しました。で証言しました。で証言しました。ほぼほぼほぼほぼ解体が解体が解体が解体が終終終終わわわわっっっったたたた６６６６月１０日、月１０日、月１０日、月１０日、話話話話しししし合合合合い、これ、だれがあい、これ、だれがあい、これ、だれがあい、これ、だれがあっっっっせんしたせんしたせんしたせんした

のか、だれがのか、だれがのか、だれがのか、だれが小学校小学校小学校小学校でででで切切切切り下げのり下げのり下げのり下げの話話話話しししし合合合合い、い、い、い、説説説説明明明明会を会を会を会を持持持持っっっったのかというたのかというたのかというたのかという話話話話をををを気気気気にならなかにならなかにならなかにならなか

っっっったのですか、たのですか、たのですか、たのですか、６６６６月１０日。あなた、事月１０日。あなた、事月１０日。あなた、事月１０日。あなた、事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどどどども、第３回のとも、第３回のとも、第３回のとも、第３回のと

き●●さんにき●●さんにき●●さんにき●●さんに聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどどどども、も、も、も、説説説説明明明明会を会を会を会を持持持持っっっったたたたっっっって言うているのですよ。そのて言うているのですよ。そのて言うているのですよ。そのて言うているのですよ。その

説説説説明明明明は５月２３日には５月２３日には５月２３日には５月２３日に持持持持っっっった、５月中た、５月中た、５月中た、５月中旬旬旬旬にににに持持持持っっっったたたたっっっってててて書書書書いてあるのです。それだいてあるのです。それだいてあるのです。それだいてあるのです。それだっっっったら、たら、たら、たら、僕僕僕僕

ら、そのら、そのら、そのら、その説説説説明明明明を見たらを見たらを見たらを見たらねねねね、、、、アスベストアスベストアスベストアスベストの事前のの事前のの事前のの事前の説説説説明明明明をしているというをしているというをしているというをしているというふふふふうに思うのですうに思うのですうに思うのですうに思うのですねねねね。。。。

だけれだけれだけれだけれどどどども、山下副委員長の質問だも、山下副委員長の質問だも、山下副委員長の質問だも、山下副委員長の質問だっっっったら、それはたら、それはたら、それはたら、それは６６６６月１０日に月１０日に月１０日に月１０日に説説説説明明明明に行に行に行に行っっっっておるのですておるのですておるのですておるのです

よ、平野クレーン工業株式会社が。よ、平野クレーン工業株式会社が。よ、平野クレーン工業株式会社が。よ、平野クレーン工業株式会社が。実態実態実態実態は何は何は何は何ややややいうたら、いうたら、いうたら、いうたら、アスベストアスベストアスベストアスベストのののの説説説説明明明明じじじじゃゃゃゃなしに、なしに、なしに、なしに、

歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げのり下げのり下げのり下げの説説説説明明明明に行に行に行に行っっっっておるのですよ。今、県はておるのですよ。今、県はておるのですよ。今、県はておるのですよ。今、県は子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちのののの交交交交通通通通安安安安全全全全、そのこと、そのこと、そのこと、そのこと

に関してに関してに関してに関して注目注目注目注目してるということはわかるのしてるということはわかるのしてるということはわかるのしてるということはわかるのややややけれけれけれけれどどどども、何でも、何でも、何でも、何で歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げには平野クレり下げには平野クレり下げには平野クレり下げには平野クレ

ーン工業株式会社が行くけれーン工業株式会社が行くけれーン工業株式会社が行くけれーン工業株式会社が行くけれどどどども、も、も、も、アスベストアスベストアスベストアスベストのことはだれも問題にしなかのことはだれも問題にしなかのことはだれも問題にしなかのことはだれも問題にしなかっっっったのかといたのかといたのかといたのかとい

うことがすごくうことがすごくうことがすごくうことがすごく疑疑疑疑問になるのですよ。問になるのですよ。問になるのですよ。問になるのですよ。
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そこで、何で、だれがそこで、何で、だれがそこで、何で、だれがそこで、何で、だれが小学校小学校小学校小学校にににに説説説説明明明明したらしたらしたらしたらええええええええよ、よ、よ、よ、説説説説明明明明にににに来来来来ててててほほほほしいしいしいしいっっっって言い出したのて言い出したのて言い出したのて言い出したの

かかかかっっっっていうのを県ていうのを県ていうのを県ていうのを県教教教教育育育育委員会に委員会に委員会に委員会に聞聞聞聞いたのですよ。そうしたら、このいたのですよ。そうしたら、このいたのですよ。そうしたら、このいたのですよ。そうしたら、この話話話話しししし合合合合いをいをいをいを提提提提案したの案したの案したの案したの

は、は、は、は、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げのり下げのり下げのり下げの情情情情報を報を報を報を得得得得たたたた広陵町広陵町広陵町広陵町のののの教教教教育育育育委員会が、それ委員会が、それ委員会が、それ委員会が、それややややっっっったらたらたらたら切切切切り下げのり下げのり下げのり下げの説説説説明明明明しししし

てもらわなあかんてもらわなあかんてもらわなあかんてもらわなあかんややややんかんかんかんかっっっっていうて、平野クレーン工業株式会社を呼んだのですよ。それていうて、平野クレーン工業株式会社を呼んだのですよ。それていうて、平野クレーン工業株式会社を呼んだのですよ。それていうて、平野クレーン工業株式会社を呼んだのですよ。それ

ででででＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡもももも来来来来て、そのて、そのて、そのて、その説説説説明明明明をををを６６６６月１０日にしたのですよ。月１０日にしたのですよ。月１０日にしたのですよ。月１０日にしたのですよ。６６６６月８日には、第１回月８日には、第１回月８日には、第１回月８日には、第１回目目目目の事の事の事の事情情情情

聴聴聴聴取取取取のののの裏裏裏裏の付録についているのです。の付録についているのです。の付録についているのです。の付録についているのです。６６６６月８日には、委員長の質問にもあ月８日には、委員長の質問にもあ月８日には、委員長の質問にもあ月８日には、委員長の質問にもあっっっったと思うのでたと思うのでたと思うのでたと思うので

すけれすけれすけれすけれどどどども、も、も、も、広陵町広陵町広陵町広陵町のののの教教教教育育育育委員会の局長、そして委員会の局長、そして委員会の局長、そして委員会の局長、そして都都都都市整備市整備市整備市整備部の部長が部の部長が部の部長が部の部長が現場現場現場現場に行に行に行に行っっっって、て、て、て、現場現場現場現場

でででで確確確確認しているのです。そ認しているのです。そ認しているのです。そ認しているのです。そややややのに、のに、のに、のに、６６６６月８日ですよ、月８日ですよ、月８日ですよ、月８日ですよ、６６６６月１０日月１０日月１０日月１０日違違違違いますよ、８日に行いますよ、８日に行いますよ、８日に行いますよ、８日に行っっっっ

ているのにているのにているのにているのに６６６６月１０日は月１０日は月１０日は月１０日は歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げのり下げのり下げのり下げの学校学校学校学校のののの説説説説明明明明なのですよ。何でそういうことがなのですよ。何でそういうことがなのですよ。何でそういうことがなのですよ。何でそういうことが起起起起

きたんかということを事きたんかということを事きたんかということを事きたんかということを事情情情情聴聴聴聴取取取取するときには、するときには、するときには、するときには、私私私私はそういうはそういうはそういうはそういう感性感性感性感性でででで臨臨臨臨んでんでんでんでほほほほしいのですよ。しいのですよ。しいのですよ。しいのですよ。

何で、そういう何で、そういう何で、そういう何で、そういう視点視点視点視点で調査をしようとしなかで調査をしようとしなかで調査をしようとしなかで調査をしようとしなかっっっったのか、できなかたのか、できなかたのか、できなかたのか、できなかっっっったのか。たのか。たのか。たのか。例例例例ええええば５月中ば５月中ば５月中ば５月中

旬旬旬旬にににに学校学校学校学校にににに説説説説明明明明に行きましたに行きましたに行きましたに行きましたっっっって、●●さんが事て、●●さんが事て、●●さんが事て、●●さんが事情情情情聴聴聴聴取取取取で言うとします、そうしたら、で言うとします、そうしたら、で言うとします、そうしたら、で言うとします、そうしたら、どどどど

んなことをんなことをんなことをんなことを説説説説明明明明したのですかしたのですかしたのですかしたのですかっっっってててて聞聞聞聞いたらよかいたらよかいたらよかいたらよかっっっったのですよ。今たのですよ。今たのですよ。今たのですよ。今度度度度は、●●さんは、それは、●●さんは、それは、●●さんは、それは、●●さんは、それ

はははは歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げです、り下げです、り下げです、り下げです、アスベストアスベストアスベストアスベストのののの説説説説明明明明はしていませんと言うたら、それはおかしいとはしていませんと言うたら、それはおかしいとはしていませんと言うたら、それはおかしいとはしていませんと言うたら、それはおかしいと

言言言言ええええますますますますややややろ。そういうろ。そういうろ。そういうろ。そういうふふふふうな事うな事うな事うな事情情情情聴聴聴聴取取取取になになになになっっっっていないということが、今回のこのていないということが、今回のこのていないということが、今回のこのていないということが、今回のこのややややりとりとりとりと

りの中で見りの中で見りの中で見りの中で見ええええてきたのですよ。それ、言うてることわかりますか、何か今の言うてることてきたのですよ。それ、言うてることわかりますか、何か今の言うてることてきたのですよ。それ、言うてることわかりますか、何か今の言うてることてきたのですよ。それ、言うてることわかりますか、何か今の言うてること

でででで感想感想感想感想を言うてください。を言うてください。を言うてください。を言うてください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 発注発注発注発注者が者が者が者が学校学校学校学校の方にの方にの方にの方に説説説説明明明明をしたということは、事をしたということは、事をしたということは、事をしたということは、事情情情情聴聴聴聴取取取取記録にあるとおりで、記録にあるとおりで、記録にあるとおりで、記録にあるとおりで、

今お今お今お今お述べ述べ述べ述べのような観のような観のような観のような観点点点点はなかはなかはなかはなかっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 簡潔簡潔簡潔簡潔に、お願いします。に、お願いします。に、お願いします。に、お願いします。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 はい。すごくはい。すごくはい。すごくはい。すごくねねねね、、、、子子子子どどどどものこととか、県ものこととか、県ものこととか、県ものこととか、県民民民民のののの健康健康健康健康のことをのことをのことをのことを告告告告発発発発のののの基準基準基準基準の第１の第１の第１の第１

番目番目番目番目に言うているのに、そのことに関して質問をしていないのですよ、事に言うているのに、そのことに関して質問をしていないのですよ、事に言うているのに、そのことに関して質問をしていないのですよ、事に言うているのに、そのことに関して質問をしていないのですよ、事情情情情聴聴聴聴取取取取の中で。の中で。の中で。の中で。

それと同時にですそれと同時にですそれと同時にですそれと同時にですねねねね、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり僕僕僕僕らもらもらもらも押押押押ささささええええなあかんことは、なあかんことは、なあかんことは、なあかんことは、広陵町広陵町広陵町広陵町教教教教育育育育委員会、委員会、委員会、委員会、都都都都市整市整市整市整

備備備備部長さん、部長さん、部長さん、部長さん、６６６６月８日に月８日に月８日に月８日に現場現場現場現場に行に行に行に行っっっったらたらたらたらほほほほとんとんとんとんどどどど解体されていた。１００解体されていた。１００解体されていた。１００解体されていた。１００メメメメーーーートルトルトルトル近近近近く道く道く道く道

路路路路が通が通が通が通学路学路学路学路とととと隣接隣接隣接隣接しているということはつかんでいるのですよしているということはつかんでいるのですよしているということはつかんでいるのですよしているということはつかんでいるのですよねねねね。そういう事。そういう事。そういう事。そういう事実実実実がありながありながありながありな

がら、がら、がら、がら、学校学校学校学校でのでのでのでの説説説説明明明明会では道会では道会では道会では道路路路路のののの切切切切り下げしかり下げしかり下げしかり下げしか論論論論議できないという、今の議できないという、今の議できないという、今の議できないという、今の置置置置かれているかれているかれているかれているアアアア

スベストスベストスベストスベストに関して、そういうに関して、そういうに関して、そういうに関して、そういう情情情情報しか、大体、県だけじ報しか、大体、県だけじ報しか、大体、県だけじ報しか、大体、県だけじゃゃゃゃなくなくなくなく全全全全体にその体にその体にその体にその情情情情報が不報が不報が不報が不足足足足してしてしてして

いるのですよ。そういうことをいるのですよ。そういうことをいるのですよ。そういうことをいるのですよ。そういうことをややややはり事はり事はり事はり事情情情情聴聴聴聴取取取取の中でわかるようにすることが、の中でわかるようにすることが、の中でわかるようにすることが、の中でわかるようにすることが、一一一一つの今つの今つの今つの今

回の事案を回の事案を回の事案を回の事案を深深深深めていくことだと思いませんか。めていくことだと思いませんか。めていくことだと思いませんか。めていくことだと思いませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほども申しましたとおり、も申しましたとおり、も申しましたとおり、も申しましたとおり、歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げにり下げにり下げにり下げに係係係係るそういうるそういうるそういうるそういう説説説説明明明明会会会会等等等等のことのことのことのこと



---- 22228888 ----

についてまで観についてまで観についてまで観についてまで観点点点点はございませんでした。はございませんでした。はございませんでした。はございませんでした。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 もうもうもうもう一度一度一度一度だけ。だけ。だけ。だけ。歩歩歩歩道の道の道の道の切切切切り下げのり下げのり下げのり下げの説説説説明明明明会の観会の観会の観会の観点点点点じじじじゃゃゃゃないのですよ。５月の中ないのですよ。５月の中ないのですよ。５月の中ないのですよ。５月の中

旬旬旬旬にににに学校学校学校学校でででで説説説説明明明明会をした会をした会をした会をしたっっっっていうたら、ていうたら、ていうたら、ていうたら、僕僕僕僕ですら、これはですら、これはですら、これはですら、これはアスベストアスベストアスベストアスベストのののの説説説説明明明明ややややと思うのでと思うのでと思うのでと思うので

すよ。そのときにすよ。そのときにすよ。そのときにすよ。そのときに聞聞聞聞いたらいたらいたらいたらねねねね、そうしたら、、そうしたら、、そうしたら、、そうしたら、違違違違っっっった、それはた、それはた、それはた、それは６６６６月月月月ややややっっっっていうていうていうていうふふふふうに言うのうに言うのうに言うのうに言うの

ですよ。間ですよ。間ですよ。間ですよ。間違違違違っっっった事た事た事た事情情情情聴聴聴聴取取取取の記の記の記の記述述述述はははは訂訂訂訂正できるのですよ。そういう事正できるのですよ。そういう事正できるのですよ。そういう事正できるのですよ。そういう事情情情情聴聴聴聴取取取取がががが幾幾幾幾つもあるつもあるつもあるつもある

のとのとのとのと違違違違いますかいますかいますかいますかっっっって、この中に。て、この中に。て、この中に。て、この中に。聞聞聞聞きききき直直直直したらしたらしたらしたら訂訂訂訂正せなあかん中正せなあかん中正せなあかん中正せなあかん中身身身身があるのとがあるのとがあるのとがあるのと違違違違いますかいますかいますかいますか

という、そういう質問でという、そういう質問でという、そういう質問でという、そういう質問で終終終終わわわわっっっっておきます。ておきます。ておきます。ておきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 ちょっちょっちょっちょっとだけ。とだけ。とだけ。とだけ。先ほど先ほど先ほど先ほどののののややややりとりの中で、まず、このりとりの中で、まず、このりとりの中で、まず、このりとりの中で、まず、この百百百百条委員会というのは、条委員会というのは、条委員会というのは、条委員会というのは、

この事この事この事この事実実実実関関関関係係係係をををを明明明明らかにするということと同時に、らかにするということと同時に、らかにするということと同時に、らかにするということと同時に、ややややっっっっぱぱぱぱりこうした問題をこれからりこうした問題をこれからりこうした問題をこれからりこうした問題をこれから二二二二度度度度

とととと起起起起こさないということを、本当にこさないということを、本当にこさないということを、本当にこさないということを、本当に教教教教訓訓訓訓に何をしていくのかということが大事なことだとに何をしていくのかということが大事なことだとに何をしていくのかということが大事なことだとに何をしていくのかということが大事なことだと

思うのですけれ思うのですけれ思うのですけれ思うのですけれどどどども、この間の今のも、この間の今のも、この間の今のも、この間の今のややややりとりをおりとりをおりとりをおりとりをお聞聞聞聞きしていますと、きしていますと、きしていますと、きしていますと、果果果果たしてこれからこたしてこれからこたしてこれからこたしてこれからこ

ういう無届けの事案か出てきたときに、本当にういう無届けの事案か出てきたときに、本当にういう無届けの事案か出てきたときに、本当にういう無届けの事案か出てきたときに、本当に防止防止防止防止できるのかできるのかできるのかできるのかどどどどうかという、うかという、うかという、うかという、ちょっちょっちょっちょっと不と不と不と不

安安安安ががががぬぬぬぬぐえぐえぐえぐえないとこがないとこがないとこがないとこが私私私私の正の正の正の正直直直直な思いです。な思いです。な思いです。な思いです。

先ほど先ほど先ほど先ほど、この委員会の調査の中で、●●さんから、今回その通報を受けたときに、事の、この委員会の調査の中で、●●さんから、今回その通報を受けたときに、事の、この委員会の調査の中で、●●さんから、今回その通報を受けたときに、事の、この委員会の調査の中で、●●さんから、今回その通報を受けたときに、事の

重重重重大大大大性性性性と事と事と事と事情情情情聴聴聴聴取取取取をして証言ををして証言ををして証言ををして証言を翻翻翻翻しているということがしているということがしているということがしているということが悪悪悪悪質だと思質だと思質だと思質だと思っっっった、これをた、これをた、これをた、これを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし

言われているのですけれ言われているのですけれ言われているのですけれ言われているのですけれどどどども、ところが、そのも、ところが、そのも、ところが、そのも、ところが、その告告告告発発発発するとなると、するとなると、するとなると、するとなると、処処処処分分分分基準基準基準基準がないのが今がないのが今がないのが今がないのが今

のののの現現現現状状状状で、それをで、それをで、それをで、それを考え考え考え考えると大ると大ると大ると大変困変困変困変困難難難難だと思うと。今、本当にだと思うと。今、本当にだと思うと。今、本当にだと思うと。今、本当に現実現実現実現実にににに置置置置かれているかれているかれているかれている現現現現状状状状と、と、と、と、

果果果果たして、じたして、じたして、じたして、じゃゃゃゃあ、それに対して何か県としてあ、それに対して何か県としてあ、それに対して何か県としてあ、それに対して何か県として指指指指導導導導が、が、が、が、処処処処分分分分ができるのかというと、それができるのかというと、それができるのかというと、それができるのかというと、それ

はもう手が出せないと。ここははもう手が出せないと。ここははもう手が出せないと。ここははもう手が出せないと。ここは変変変変ええええられないのかと、られないのかと、られないのかと、られないのかと、私私私私はそれはすごいもはそれはすごいもはそれはすごいもはそれはすごいもどどどどかしいかしいかしいかしい気気気気持持持持ちちちち

で今おで今おで今おで今お聞聞聞聞きしていて、そういう思いでいきしていて、そういう思いでいきしていて、そういう思いでいきしていて、そういう思いでいっっっっぱぱぱぱいだいだいだいだっっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その点点点点について、について、について、について、

●●さんの思いといいますか、これ何を●●さんの思いといいますか、これ何を●●さんの思いといいますか、これ何を●●さんの思いといいますか、これ何を教教教教訓訓訓訓にせなあかんのかということがにせなあかんのかということがにせなあかんのかということがにせなあかんのかということが全全全全然然然然見見見見ええええてこてこてこてこ

ないのですけれないのですけれないのですけれないのですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その点点点点についておについておについておについて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。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法の法の法の法の違反違反違反違反事案に対しては、事案に対しては、事案に対しては、事案に対しては、ややややはり関はり関はり関はり関係係係係する法する法する法する法令令令令が部局間にわが部局間にわが部局間にわが部局間にわ

たること、それと土木事たること、それと土木事たること、それと土木事たること、それと土木事務所務所務所務所がががが実務実務実務実務ををををややややっっっっていること、そういう、国にも関ていること、そういう、国にも関ていること、そういう、国にも関ていること、そういう、国にも関係係係係法法法法令令令令があるがあるがあるがある

こと、解体工事は解体からこと、解体工事は解体からこと、解体工事は解体からこと、解体工事は解体から処処処処分分分分までまでまでまで一一一一連の行連の行連の行連の行為為為為がががが伴伴伴伴うということをかんがみますと、うということをかんがみますと、うということをかんがみますと、うということをかんがみますと、ややややはははは

りりりり違反違反違反違反事案が事案が事案が事案が起起起起ここここっっっったたたた場合場合場合場合については、関については、関については、関については、関係係係係部局との連部局との連部局との連部局との連携携携携と土木事と土木事と土木事と土木事務所務所務所務所とのとのとのとのススススムムムムーーーーズズズズなななな情情情情

報報報報交交交交換換換換、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じて国とも連じて国とも連じて国とも連じて国とも連携携携携をしていくということは大をしていくということは大をしていくということは大をしていくということは大変変変変重要重要重要重要ややややとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 この関この関この関この関係係係係部局との連部局との連部局との連部局との連携携携携ということの不ということの不ということの不ということの不足足足足については、もうこの中でもいろいについては、もうこの中でもいろいについては、もうこの中でもいろいについては、もうこの中でもいろい

ろろろろ述べ述べ述べ述べられております。られております。られております。られております。例例例例ええええばばばばアスベストアスベストアスベストアスベストの問題でも、最初、●●さんはの問題でも、最初、●●さんはの問題でも、最初、●●さんはの問題でも、最初、●●さんはアスベストアスベストアスベストアスベストをををを心心心心

配、配、配、配、近近近近くにくにくにくに小学校や幼稚園小学校や幼稚園小学校や幼稚園小学校や幼稚園があがあがあがあっっっってててて粉粉粉粉じんをじんをじんをじんを吸吸吸吸っっっったと、たと、たと、たと、アスベストアスベストアスベストアスベストではないかとではないかとではないかとではないかと心心心心配して配して配して配して
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いるといういるといういるといういるという聞聞聞聞きききき取取取取りをおりをおりをおりをお聞聞聞聞きしまして、そのことを関きしまして、そのことを関きしまして、そのことを関きしまして、そのことを関係係係係課に、課に、課に、課に、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物対策課と環境政策課対策課と環境政策課対策課と環境政策課対策課と環境政策課

に連絡をして、に連絡をして、に連絡をして、に連絡をして、ペペペペーーーーパパパパーをーをーをーを持持持持っっっっていていていていっっっって、ところがて、ところがて、ところがて、ところが具具具具体体体体的的的的ににににどどどどうしようかと、この対うしようかと、この対うしようかと、この対うしようかと、この対応応応応をををを

どどどどうするかという協議までは進まなかうするかという協議までは進まなかうするかという協議までは進まなかうするかという協議までは進まなかっっっったと、たと、たと、たと、アスベストアスベストアスベストアスベストの問題は、もうここでの問題は、もうここでの問題は、もうここでの問題は、もうここで恐恐恐恐らくらくらくらく終終終終

わわわわっっっってしまてしまてしまてしまっっっっていると思うのですけれていると思うのですけれていると思うのですけれていると思うのですけれどどどども。今は部も。今は部も。今は部も。今は部署署署署はははは違違違違いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、技術管理課でも、技術管理課でも、技術管理課でも、技術管理課で

こういう問題がこういう問題がこういう問題がこういう問題が起起起起ここここっっっって、これから関て、これから関て、これから関て、これから関係係係係部局との連部局との連部局との連部局との連携携携携とか、こうした問題がとか、こうした問題がとか、こうした問題がとか、こうした問題が起起起起ここここっっっったときたときたときたとき

ににににどどどどういう対ういう対ういう対ういう対応応応応をせよということをもとの部をせよということをもとの部をせよということをもとの部をせよということをもとの部署署署署にににに残残残残していらしていらしていらしていらっっっっししししゃゃゃゃっっっったのか、そのたのか、そのたのか、そのたのか、その点点点点につにつにつにつ

いては、何をいては、何をいては、何をいては、何を残残残残したのかということについておしたのかということについておしたのかということについておしたのかということについて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。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 この無届け事案に関しましては、調査委員会の報この無届け事案に関しましては、調査委員会の報この無届け事案に関しましては、調査委員会の報この無届け事案に関しましては、調査委員会の報告告告告をををを踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、現現現現在、在、在、在、

県土県土県土県土マネジマネジマネジマネジメメメメンンンントトトト部におきまして、部におきまして、部におきまして、部におきまして、要要要要領領領領の改正、の改正、の改正、の改正、マニュマニュマニュマニュアルアルアルアルのののの作作作作成成成成等等等等 々々々々が行われることとが行われることとが行われることとが行われることと

思思思思っっっっております。これらによております。これらによております。これらによております。これらによっっっって、それて、それて、それて、それぞぞぞぞれの連れの連れの連れの連携携携携、、、、具具具具体体体体的的的的なななな動動動動きについてきについてきについてきについて規規規規定されるも定されるも定されるも定されるも

のとのとのとのと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 質問は質問は質問は質問は以以以以上でございますけれ上でございますけれ上でございますけれ上でございますけれどどどども、も、も、も、ややややはりこれははりこれははりこれははりこれはマニュマニュマニュマニュアルアルアルアルだけではだけではだけではだけでは私私私私は解は解は解は解

決できないと。決できないと。決できないと。決できないと。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり先ほど先ほど先ほど先ほどののののややややりとりでありますけれりとりでありますけれりとりでありますけれりとりでありますけれどどどども、県も、県も、県も、県民民民民のののの命命命命をををを守守守守るという、るという、るという、るという、

本当にその思いをし本当にその思いをし本当にその思いをし本当にその思いをしっっっっかりかりかりかり持持持持っっっって、このて、このて、このて、このマニュマニュマニュマニュアルアルアルアルにににに魂魂魂魂を入れなければ、これはを入れなければ、これはを入れなければ、これはを入れなければ、これは実実実実効効効効性性性性ああああ

るものにはならないと思いますけれるものにはならないと思いますけれるものにはならないと思いますけれるものにはならないと思いますけれどどどども、今のこのも、今のこのも、今のこのも、今のこのややややりとりの中では、りとりの中では、りとりの中では、りとりの中では、私私私私はははは非非非非常常常常に不に不に不に不安安安安がががが

残残残残るというるというるというるという印印印印象象象象をををを持持持持っっっったことだけたことだけたことだけたことだけ発発発発言しておきます。言しておきます。言しておきます。言しておきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

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

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 もうもうもうもうほほほほかになかかになかかになかかになかっっっったらですたらですたらですたらですねねねね、証人尋問でです、証人尋問でです、証人尋問でです、証人尋問でですねねねね、あなた、質問に対し、あなた、質問に対し、あなた、質問に対し、あなた、質問に対し

てててて真っ真っ真っ真っ正正正正面面面面からからからから答え答え答え答え切切切切れていない、このれていない、このれていない、このれていない、この状状状状態態態態をそのままをそのままをそのままをそのまま放置放置放置放置するわけにいきませんから、するわけにいきませんから、するわけにいきませんから、するわけにいきませんから、

再再再再度度度度あなたを証人尋問しなきあなたを証人尋問しなきあなたを証人尋問しなきあなたを証人尋問しなき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態態態態だとだとだとだと私私私私は認は認は認は認識識識識するのです。するのです。するのです。するのです。

そこでですそこでですそこでですそこでですねねねね、委員長、き、委員長、き、委員長、き、委員長、きょょょょうのうのうのうの答弁答弁答弁答弁をををを踏踏踏踏ままままええええてですよ、あなたがてですよ、あなたがてですよ、あなたがてですよ、あなたが文文文文書書書書できできできできょょょょう問われう問われう問われう問われ

たことについてたことについてたことについてたことについて整整整整理して、委員会に理して、委員会に理して、委員会に理して、委員会に提提提提出していただく、その上で、再出していただく、その上で、再出していただく、その上で、再出していただく、その上で、再度度度度あなたに対する証あなたに対する証あなたに対する証あなたに対する証

人尋問をするか人尋問をするか人尋問をするか人尋問をするかどどどどうかの決定をしたいと思います。うかの決定をしたいと思います。うかの決定をしたいと思います。うかの決定をしたいと思います。

それと、あと２それと、あと２それと、あと２それと、あと２点点点点、、、、具具具具体体体体的的的的なななな話話話話でででで聞聞聞聞かしておいてください。かしておいてください。かしておいてください。かしておいてください。

あなたは、通あなたは、通あなたは、通あなたは、通常常常常シーシーシーシートトトトはするのだけれはするのだけれはするのだけれはするのだけれどどどども、間にも、間にも、間にも、間に私有私有私有私有地があ地があ地があ地があっっっってできなかてできなかてできなかてできなかっっっったのだと、たのだと、たのだと、たのだと、

こういうことがいわこういうことがいわこういうことがいわこういうことがいわゆゆゆゆる事る事る事る事情情情情聴聴聴聴取取取取の記録の中にの記録の中にの記録の中にの記録の中に明明明明記されています。それを記されています。それを記されています。それを記されています。それを私私私私たたたたちちちちは株式会は株式会は株式会は株式会

社山社山社山社山崎産崎産崎産崎産業の●●業の●●業の●●業の●●氏氏氏氏にににに過過過過日日日日聞聞聞聞きました、この証人尋問の中で。そうしたらきました、この証人尋問の中で。そうしたらきました、この証人尋問の中で。そうしたらきました、この証人尋問の中で。そうしたら彼彼彼彼は、そんなこは、そんなこは、そんなこは、そんなこ

と言と言と言と言っっっったたたた覚覚覚覚ええええはないというので、そのはないというので、そのはないというので、そのはないというので、そのテテテテープープープープ起起起起こしをお願いしたい。それから、それに関こしをお願いしたい。それから、それに関こしをお願いしたい。それから、それに関こしをお願いしたい。それから、それに関

して、あのして、あのして、あのして、あの突突突突っっっっ込込込込みができないということは、●●さん、あなたがみができないということは、●●さん、あなたがみができないということは、●●さん、あなたがみができないということは、●●さん、あなたが実実実実際に際に際に際に次次次次の年にです、の年にです、の年にです、の年にです、

平成２４年の平成２４年の平成２４年の平成２４年の現場現場現場現場へへへへの調査にの調査にの調査にの調査に踏踏踏踏みみみみ込込込込むむむむまで、あなたはまで、あなたはまで、あなたはまで、あなたは現場現場現場現場ががががどどどどうなうなうなうなっっっっているかているかているかているかっっっってててて知知知知らならならならな
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かかかかっっっったですたですたですたですねねねね。そのことについて何してください。。そのことについて何してください。。そのことについて何してください。。そのことについて何してください。

それとあと１それとあと１それとあと１それとあと１点点点点、、、、具具具具体体体体的的的的なななな話話話話ではですではですではですではですねねねね、、、、先ほどス先ほどス先ほどス先ほどスレーレーレーレートトトトの問題が出ました。あなたがの問題が出ました。あなたがの問題が出ました。あなたがの問題が出ました。あなたが

ススススレーレーレーレートトトトははははほぼ原ほぼ原ほぼ原ほぼ原形形形形のままにのままにのままにのままに処処処処理された、こうお理された、こうお理された、こうお理された、こうおっっっっししししゃゃゃゃっっっったけれたけれたけれたけれどどどど、、、、どどどどこでこでこでこで確確確確認したので認したので認したので認したので

すか、すか、すか、すか、ねえねえねえねえ。８。８。８。８トトトトンにもンにもンにもンにも及及及及ぶぶぶぶススススレーレーレーレートトトトがですよ、がですよ、がですよ、がですよ、一一一一枚枚枚枚一一一一枚枚枚枚調査されたのですか。何のため調査されたのですか。何のため調査されたのですか。何のため調査されたのですか。何のため

にシーにシーにシーにシートトトトをしなさいという行政をしなさいという行政をしなさいという行政をしなさいという行政指指指指導導導導をするのですかな。それは、あなたがをするのですかな。それは、あなたがをするのですかな。それは、あなたがをするのですかな。それは、あなたがどどどどこかでこかでこかでこかでちちちちゃゃゃゃんんんん

とととと確確確確認しましたよとお認しましたよとお認しましたよとお認しましたよとおっっっっししししゃゃゃゃるのならるのならるのならるのなら教え教え教え教えてください。事てください。事てください。事てください。事情情情情聴聴聴聴取取取取の記録の中に、の記録の中に、の記録の中に、の記録の中に、どどどどこにもこにもこにもこにも

ないですから、そこのとこがないですから、そこのとこがないですから、そこのとこがないですから、そこのとこが非非非非常常常常に大事なことでに大事なことでに大事なことでに大事なことで教え教え教え教えてください。そういうことで、委員てください。そういうことで、委員てください。そういうことで、委員てください。そういうことで、委員

長。長。長。長。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、はい、はい、はい、書書書書類類類類ですですですですねねねね。。。。

ただいまの質問について、後日、またただいまの質問について、後日、またただいまの質問について、後日、またただいまの質問について、後日、また……………………。。。。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 いいいいやややや、質問、、質問、、質問、、質問、ススススレーレーレーレートトトトのののの状状状状態態態態。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、それなら、はい、それなら、はい、それなら、はい、それなら、ススススレーレーレーレートトトトだけだけだけだけねねねね。。。。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みません。事みません。事みません。事みません。事情情情情聴聴聴聴取取取取ののののテテテテープープープープ起起起起こしということでおこしということでおこしということでおこしということでおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただきまていただきまていただきまていただきま

したけれしたけれしたけれしたけれどどどども、これはも、これはも、これはも、これは先ほど先ほど先ほど先ほどごごごご答弁答弁答弁答弁させていただいたとおり、録音はしておりません。させていただいたとおり、録音はしておりません。させていただいたとおり、録音はしておりません。させていただいたとおり、録音はしておりません。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 していない。していない。していない。していない。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい、事はい、事はい、事はい、事情情情情聴聴聴聴取取取取の録音はしていません。の録音はしていません。の録音はしていません。の録音はしていません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ススススレーレーレーレートトトトのののの置置置置きききき場所っ場所っ場所っ場所っていうのはていうのはていうのはていうのはどどどどこですか。こですか。こですか。こですか。

（（（（「「「「ススススレーレーレーレートトトト」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 ススススレーレーレーレートトトトのののの置置置置きききき場所確場所確場所確場所確認というのは。認というのは。認というのは。認というのは。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ススススレーレーレーレートトトトのののの置置置置きききき場所場所場所場所、、、、私私私私は、おは、おは、おは、お述べ述べ述べ述べのとおり、この時のとおり、この時のとおり、この時のとおり、この時期期期期にはにはにはには現現現現地には行地には行地には行地には行っっっってててて

おりません。おりません。おりません。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 現現現現地は地は地は地は知知知知らないらないらないらないねねねね。。。。

○●●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 その他、また不その他、また不その他、また不その他、また不明明明明なななな点点点点について、後日、について、後日、について、後日、について、後日、書面書面書面書面にてにてにてにて提提提提出いただくこととし、出いただくこととし、出いただくこととし、出いただくこととし、

再再再再度度度度の証人尋問については、また後日協議したいと思いますので、まずはの証人尋問については、また後日協議したいと思いますので、まずはの証人尋問については、また後日協議したいと思いますので、まずはの証人尋問については、また後日協議したいと思いますので、まずは書面書面書面書面にてにてにてにて提提提提出を出を出を出を

できるだけお願いしたいと思います。できるだけお願いしたいと思います。できるだけお願いしたいと思います。できるだけお願いしたいと思います。

ほほほほかに質問ございませんか。かに質問ございませんか。かに質問ございませんか。かに質問ございませんか。

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、以以以以上で証人に対する質問は上で証人に対する質問は上で証人に対する質問は上で証人に対する質問は終終終終了いたしました。了いたしました。了いたしました。了いたしました。

証人には、お忙しいところありがとうございました。ご証人には、お忙しいところありがとうございました。ご証人には、お忙しいところありがとうございました。ご証人には、お忙しいところ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す。です。です。です。

どどど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。
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（●●証人（●●証人（●●証人（●●証人退退退退席）席）席）席）

次次次次の証人、当時の県くらし創造部景観・環境局環境政策課の課長の入室を認めます。の証人、当時の県くらし創造部景観・環境局環境政策課の課長の入室を認めます。の証人、当時の県くらし創造部景観・環境局環境政策課の課長の入室を認めます。の証人、当時の県くらし創造部景観・環境局環境政策課の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わらず本委員会のためにご出席いただき、証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席いただき、証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席いただき、証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席いただき、

誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、調査の誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、調査の誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、調査の誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、調査の

ためにご協力くださいますようお願いいたします。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上げます。証言を求める前に証人に申し上げます。証言を求める前に証人に申し上げます。証言を求める前に証人に申し上げます。

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

事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する規規規規定が定が定が定が準用準用準用準用されることになされることになされることになされることになっっっっております。ております。ております。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、原則原則原則原則として証言をとして証言をとして証言をとして証言を拒む拒む拒む拒むことはできませんが、ことはできませんが、ことはできませんが、ことはできませんが、次次次次に申し上げるに申し上げるに申し上げるに申し上げる場合場合場合場合にににに

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ことができることとなことができることとなことができることとなっっっっております。ております。ております。ております。

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

証人とこれらと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族親族親族親族関関関関係係係係にあにあにあにあっっっった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑刑刑刑事事事事

上の上の上の上の訴追訴追訴追訴追またはまたはまたはまたは処罰処罰処罰処罰をををを招招招招くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名誉誉誉誉をををを害害害害す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、及び医師及び医師及び医師及び医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、医薬品販売医薬品販売医薬品販売医薬品販売業者、業者、業者、業者、助産師助産師助産師助産師、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、弁弁弁弁理理理理士士士士、、、、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にあにあにあっっっった者がた者がた者がた者が

そのそのそのその職務職務職務職務上上上上知っ知っ知っ知った事た事た事た事実実実実であであであであっっっって、て、て、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受けるとききものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとき及び及び及び及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密秘密秘密秘密に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。

以以以以上の上の上の上の場合場合場合場合には、証人は証言をには、証人は証言をには、証人は証言をには、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

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

それそれそれそれ以以以以外には証言を外には証言を外には証言を外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、んだときは、んだときは、んだときは、６カ６カ６カ６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１０万円以万円以万円以万円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せられることになせられることになせられることになっっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

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

ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、次次次次のののの場合場合場合場合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になことができることになことができることになことができることになっっっっておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

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

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

係係係係がある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、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には外には外には外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。
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なお、宣誓を行なお、宣誓を行なお、宣誓を行なお、宣誓を行っっっった証人がた証人がた証人が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以以以上５年上５年上５年上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

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

以以以以上のことをご上のことをご上のことをご上のことをご承知承知承知承知になになになになっっっっておいていただきたいと思います。ておいていただきたいと思います。ておいていただきたいと思います。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。報道関係係係係の皆さの皆さの皆さの皆さ

んに申し上げますが、んに申し上げますが、んに申し上げますが、んに申し上げますが、写真写真写真写真撮影はここまででありますので、よろしくお願いいたします。撮影はここまででありますので、よろしくお願いいたします。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。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。

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

（（（（全全全全員員員員起立起立起立起立））））

●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓書書書書ののの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 宣誓宣誓宣誓宣誓書書書書。。。。良心良心良心良心にににに従っ従っ従っ従ってててて真実真実真実真実をををを述べ述べ述べ述べ、何事も、何事も、何事も、何事も隠隠隠隠さず、また何事もつけさず、また何事もつけさず、また何事もつけさず、また何事もつけ加え加え加え加えないないないない

ことを誓います。平成２５年４月２５日。●●●●。ことを誓います。平成２５年４月２５日。●●●●。ことを誓います。平成２５年４月２５日。●●●●。ことを誓います。平成２５年４月２５日。●●●●。

○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。

証人は、宣誓証人は、宣誓証人は、宣誓証人は、宣誓書書書書にににに署署署署名名名名捺印捺印捺印捺印願います。願います。願います。願います。

（（（（「「「「委員長委員長委員長委員長風邪風邪風邪風邪ひひひひいてんのか」と呼ぶ者あり）いてんのか」と呼ぶ者あり）いてんのか」と呼ぶ者あり）いてんのか」と呼ぶ者あり）

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

言を求められた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え超え超え超えないこと。ないこと。ないこと。ないこと。

また、ごまた、ごまた、ごまた、ご発発発発言の際には、その言の際には、その言の際には、その言の際には、その都度都度都度都度、委員長の許可を、委員長の許可を、委員長の許可を、委員長の許可を得得得得てなされるようお願いいたしますてなされるようお願いいたしますてなされるようお願いいたしますてなされるようお願いいたします

なお、こなお、こなお、こなお、こちちちちらからの質問のときは着席のままでらからの質問のときは着席のままでらからの質問のときは着席のままで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、おですが、おですが、おですが、お答え答え答え答えの際はの際はの際はの際は起立起立起立起立してしてしてして発発発発言言言言

を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質疑疑疑疑をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了承承承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上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届解体に関するに申し上げます。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る言げる言げる言げ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、また、また、また、発発発発言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人権権権権にににに留留留留意されるよう意されるよう意されるよう意されるよう要望要望要望要望いたします。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。

最初に、委員長から最初に、委員長から最初に、委員長から最初に、委員長から所要所要所要所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、してから、してから、してから、次次次次にににに各各各各委員からご委員からご委員からご委員からご発発発発言を願うことに言を願うことに言を願うことに言を願うことに

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。●●●●です。はい。●●●●です。はい。●●●●です。はい。●●●●です。

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



---- 33333333 ----

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●。●●●●。●●●●●●●●●●●●●。●●●●。●●●●●●●●●●●●●。●●●●。●●●●●●●●●●●●●。●●●●。職職職職業は無業は無業は無業は無職職職職です。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わけでありますけれそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるわけでありますけれそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるわけでありますけれそれでは、倉庫の無届解体問題について証言を求めるわけでありますけれ

どどどども、委員長であるも、委員長であるも、委員長であるも、委員長である私私私私から最初にから最初にから最初にから最初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。

それでは１問それでは１問それでは１問それでは１問目目目目です。環境政策課がです。環境政策課がです。環境政策課がです。環境政策課が所所所所管している大管している大管している大管している大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法では届け出が法では届け出が法では届け出が法では届け出が提提提提出され出され出され出され

ていないていないていないていない建築物建築物建築物建築物の解体に対しては、県がの解体に対しては、県がの解体に対しては、県がの解体に対しては、県が石綿飛散石綿飛散石綿飛散石綿飛散のおそれがあるとのおそれがあるとのおそれがあるとのおそれがあると判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合やややや、、、、近隣近隣近隣近隣

住民住民住民住民の通報の通報の通報の通報等等等等があがあがあがあっっっったたたた場合場合場合場合においても、大においても、大においても、大においても、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法による法による法による法による立立立立入入入入権限権限権限権限がなく、がなく、がなく、がなく、作作作作業業業業基準基準基準基準

のののの遵遵遵遵守守守守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難難難難しいという問題がありました。しいという問題がありました。しいという問題がありました。しいという問題がありました。

このため、このため、このため、このため、都都都都道道道道府府府府県県県県等等等等のののの立立立立入入入入検検検検査査査査権限権限権限権限の対の対の対の対象象象象をををを拡拡拡拡大す大す大す大すべべべべきであると、この間、国きであると、この間、国きであると、この間、国きであると、この間、国へへへへ自治自治自治自治

体から法改正の体から法改正の体から法改正の体から法改正の要望要望要望要望をををを重ね重ね重ね重ね、、、、先先先先日、大日、大日、大日、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法の改正が届け出の無い法の改正が届け出の無い法の改正が届け出の無い法の改正が届け出の無い場合場合場合場合でもでもでもでも立立立立入入入入検検検検

査ができるよう査ができるよう査ができるよう査ができるよう閣閣閣閣議決定されたことはご議決定されたことはご議決定されたことはご議決定されたことはご存存存存じと思います。これについてじと思います。これについてじと思います。これについてじと思います。これについてどどどどう思われますか。う思われますか。う思われますか。う思われますか。

今回の無届け解体と関連今回の無届け解体と関連今回の無届け解体と関連今回の無届け解体と関連づづづづけての思いをけての思いをけての思いをけての思いを述べ述べ述べ述べて下さい。て下さい。て下さい。て下さい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 今の法改正の問題ですが、今の法改正の問題ですが、今の法改正の問題ですが、今の法改正の問題ですが、我我我我 々々々々の環境政策をの環境政策をの環境政策をの環境政策を所所所所管している管している管している管している立場立場立場立場のものとしまのものとしまのものとしまのものとしま

して、特にレして、特にレして、特にレして、特にレベルベルベルベル３に３に３に３に分類分類分類分類されるされるされるされるススススレーレーレーレートトトトに関して、特にに関して、特にに関して、特にに関して、特に立立立立入入入入権限権限権限権限がないとかいうがないとかいうがないとかいうがないとかいうふふふふうなうなうなうな

こともございました。いろいろこともございました。いろいろこともございました。いろいろこともございました。いろいろ制約制約制約制約があるなかで、はががあるなかで、はががあるなかで、はががあるなかで、はがゆゆゆゆさというさというさというさというふふふふうなうなうなうな感感感感じもじもじもじも持持持持っっっっておておておてお

っっっったところですけれたところですけれたところですけれたところですけれどどどども、このたも、このたも、このたも、このたびびびび法改正がなされまして、法改正がなされまして、法改正がなされまして、法改正がなされまして、権限権限権限権限のののの拡拡拡拡大とかいう大とかいう大とかいう大とかいうふふふふうなこうなこうなこうなこ

とがとがとがとが閣閣閣閣議決定されたという議決定されたという議決定されたという議決定されたというふふふふうなことをおうなことをおうなことをおうなことをお聞聞聞聞きしておりますが、大きしておりますが、大きしておりますが、大きしておりますが、大変変変変解体に関して、解体に関して、解体に関して、解体に関して、指指指指導導導導

なりなりなりなり監監監監督督督督をしていくをしていくをしていくをしていく立場立場立場立場からしますと、法のからしますと、法のからしますと、法のからしますと、法の裏裏裏裏付けができまして、付けができまして、付けができまして、付けができまして、心強心強心強心強いといいますか、いといいますか、いといいますか、いといいますか、

頼頼頼頼もしい思いをもしい思いをもしい思いをもしい思いを感感感感じているところでございます。じているところでございます。じているところでございます。じているところでございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ちょっちょっちょっちょっと副委員長とと副委員長とと副委員長とと副委員長と変変変変わります。わります。わります。わります。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 はい、委員長はい、委員長はい、委員長はい、委員長変変変変わります。わります。わります。わります。

２２２２番番番番、、、、奈良奈良奈良奈良県では、景観・環境県では、景観・環境県では、景観・環境県では、景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターは、ーは、ーは、ーは、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法の法の法の法の立立立立入入入入権限権限権限権限を事を事を事を事務務務務委委委委

任任任任されているから、大されているから、大されているから、大されているから、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法の法の法の法の立立立立入入入入権限権限権限権限が無くても、それにが無くても、それにが無くても、それにが無くても、それに基づ基づ基づ基づいていていていて現場確現場確現場確現場確認認認認やややや立立立立

入入入入検検検検査をすることができるという、環境政策課査をすることができるという、環境政策課査をすることができるという、環境政策課査をすることができるという、環境政策課やややや景観・環境局景観・環境局景観・環境局景観・環境局内内内内での共通認での共通認での共通認での共通認識識識識がありましがありましがありましがありまし

たか。共通認たか。共通認たか。共通認たか。共通認識識識識をををを深深深深めるためにめるためにめるためにめるためにどどどどんなんなんなんな取取取取りりりり組組組組みがあみがあみがあみがあっっっったのですか、おたのですか、おたのですか、おたのですか、お答え答え答え答えください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ええええー、ー、ー、ー、立立立立入入入入権権権権のことかなと思うわけですが、こののことかなと思うわけですが、こののことかなと思うわけですが、こののことかなと思うわけですが、この立立立立入入入入権権権権、ま、、ま、、ま、、ま、先ほどちょっ先ほどちょっ先ほどちょっ先ほどちょっ

とおとおとおとお話話話話ししましたとおり、レししましたとおり、レししましたとおり、レししましたとおり、レベルベルベルベル３にかかる３にかかる３にかかる３にかかる分分分分については、については、については、については、立立立立入りの入りの入りの入りの権限権限権限権限がないわけでごがないわけでごがないわけでごがないわけでご

ざいますが、他の、なんていいますか、事ざいますが、他の、なんていいますか、事ざいますが、他の、なんていいますか、事ざいますが、他の、なんていいますか、事象象象象といいますか、そういうもので景観・環境といいますか、そういうもので景観・環境といいますか、そういうもので景観・環境といいますか、そういうもので景観・環境保保保保

全全全全セセセセンンンンタタタターにーにーにーに立立立立入入入入権限権限権限権限が事が事が事が事務務務務委委委委任任任任されているもの、されているもの、されているもの、されているもの、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物の関の関の関の関係係係係とかいろいろなのがござとかいろいろなのがござとかいろいろなのがござとかいろいろなのがござ

います。そういうことで、いろいろないます。そういうことで、いろいろないます。そういうことで、いろいろないます。そういうことで、いろいろな形形形形で、同行して、で、同行して、で、同行して、で、同行して、例例例例ええええばばばば廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物のののの立立立立入りに同行して入りに同行して入りに同行して入りに同行して

ススススレーレーレーレートトトト、大、大、大、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法の関法の関法の関法の関係係係係を調査するというを調査するというを調査するというを調査するというふふふふうな手法は技術うな手法は技術うな手法は技術うな手法は技術的的的的にといいますか、にといいますか、にといいますか、にといいますか、
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可可可可能能能能であであであであっっっったという認たという認たという認たという認識識識識はもはもはもはもっっっっております。ております。ております。ております。以以以以上でよろしいでし上でよろしいでし上でよろしいでし上でよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 次次次次の質問にうつります。県の事の質問にうつります。県の事の質問にうつります。県の事の質問にうつります。県の事務処務処務処務処理調査委員会の報理調査委員会の報理調査委員会の報理調査委員会の報告告告告でも、大でも、大でも、大でも、大気汚染気汚染気汚染気汚染

防止防止防止防止法の届け出の対法の届け出の対法の届け出の対法の届け出の対象象象象外の外の外の外の場合場合場合場合については、そのについては、そのについては、そのについては、その是是是是非非非非は別として、大は別として、大は別として、大は別として、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法上法上法上法上立立立立入入入入

調査の調査の調査の調査の権限権限権限権限もももも与与与与ええええられていないものの、土木部られていないものの、土木部られていないものの、土木部られていないものの、土木部及び及び及び及び景観・環境局が連景観・環境局が連景観・環境局が連景観・環境局が連携携携携をををを図図図図り、り、り、り、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサ

イクイクイクイクルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づき何らかの対き何らかの対き何らかの対き何らかの対応応応応をすることは可をすることは可をすることは可をすることは可能能能能であであであであっっっった、とた、とた、とた、と述べ述べ述べ述べられていますが、無届られていますが、無届られていますが、無届られていますが、無届

で１５００平方で１５００平方で１５００平方で１５００平方メメメメーーーートルトルトルトル近近近近い大きない大きない大きない大きな建物建物建物建物の解体が行われたということは、何か問題が含まの解体が行われたということは、何か問題が含まの解体が行われたということは、何か問題が含まの解体が行われたということは、何か問題が含ま

れているのではないかと、環境政策課は景観・環境れているのではないかと、環境政策課は景観・環境れているのではないかと、環境政策課は景観・環境れているのではないかと、環境政策課は景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタター、土木部と連ー、土木部と連ー、土木部と連ー、土木部と連携携携携して、して、して、して、どどどど

のようなのようなのようなのような建物建物建物建物が解体されたのかを正が解体されたのかを正が解体されたのかを正が解体されたのかを正確確確確につかにつかにつかにつかむむむむために、無届解体工事で手はずしされたために、無届解体工事で手はずしされたために、無届解体工事で手はずしされたために、無届解体工事で手はずしされたスススス

レーレーレーレートトトトがまだがまだがまだがまだ現場現場現場現場にににに保保保保管されているという、解体して間のない時管されているという、解体して間のない時管されているという、解体して間のない時管されているという、解体して間のない時期期期期に、そのに、そのに、そのに、その建物建物建物建物のののの規規規規模模模模、、、、

使用実態使用実態使用実態使用実態、、、、適適適適正な正な正な正な分分分分別解体別解体別解体別解体やややや建設建設建設建設資資資資材材材材廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物のののの処処処処理理理理過過過過程程程程ななななどどどど把握把握把握把握するするするする現現現現地地地地確確確確認をおこな認をおこな認をおこな認をおこなっっっっ

ていません、ていません、ていません、ていません、どどどどうしてでしうしてでしうしてでしうしてでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほどの質問とよくの質問とよくの質問とよくの質問とよく似似似似たたたた感感感感じがするわけですが、土木部と協じがするわけですが、土木部と協じがするわけですが、土木部と協じがするわけですが、土木部と協働働働働しながらといしながらといしながらといしながらとい

う部う部う部う部分分分分では、技術では、技術では、技術では、技術的的的的な問題でできるとは認な問題でできるとは認な問題でできるとは認な問題でできるとは認識識識識をしていますが、当時、最初に技術管理課かをしていますが、当時、最初に技術管理課かをしていますが、当時、最初に技術管理課かをしていますが、当時、最初に技術管理課か

らららら情情情情報をいただいた、平成２３年報をいただいた、平成２３年報をいただいた、平成２３年報をいただいた、平成２３年６６６６月ですか、その当時いただいた月ですか、その当時いただいた月ですか、その当時いただいた月ですか、その当時いただいた情情情情報は、報は、報は、報は、広陵町広陵町広陵町広陵町で倉庫で倉庫で倉庫で倉庫

が解体されておが解体されておが解体されておが解体されておっっっって、それにはて、それにはて、それにはて、それにはススススレーレーレーレートトトトがががが使使使使われておわれておわれておわれておっっっったと。たと。たと。たと。近近近近くにくにくにくに学校学校学校学校があがあがあがあっっっって、て、て、て、子子子子どどどど

もさんがもさんがもさんがもさんがほほほほこりをこりをこりをこりを吸吸吸吸っっっったと言たと言たと言たと言っっっっているとかいうているとかいうているとかいうているとかいう話話話話がありまして、それで、その工事は２がありまして、それで、その工事は２がありまして、それで、その工事は２がありまして、それで、その工事は２週週週週

間間間間ほどほどほどほど前に前に前に前に終終終終わわわわっっっっているというているというているというているというふふふふうなこともうなこともうなこともうなことも聞聞聞聞いておりました。ただ、今とないておりました。ただ、今とないておりました。ただ、今とないておりました。ただ、今となっっっってみますてみますてみますてみます

と、その時に、もうと、その時に、もうと、その時に、もうと、その時に、もう少少少少しししし十分十分十分十分、その、その、その、その規規規規模模模模とかをとかをとかをとかを聞聞聞聞いておけばよかいておけばよかいておけばよかいておけばよかっっっったのかもしれませんが、たのかもしれませんが、たのかもしれませんが、たのかもしれませんが、

そのそのそのその規規規規模模模模とかそいういうとかそいういうとかそいういうとかそいういうふふふふうなことはうなことはうなことはうなことは聞聞聞聞いておりませんで、そういう事いておりませんで、そういう事いておりませんで、そういう事いておりませんで、そういう事実実実実がある中で、そがある中で、そがある中で、そがある中で、そ

ういうういうういうういうアスベストアスベストアスベストアスベストについては、何か問題がないかとかいうについては、何か問題がないかとかいうについては、何か問題がないかとかいうについては、何か問題がないかとかいうふふふふうな、そういううな、そういううな、そういううな、そういう照照照照会会会会的的的的なななな情情情情報報報報

提提提提供供供供でございまして、当方としましては、その時には、でございまして、当方としましては、その時には、でございまして、当方としましては、その時には、でございまして、当方としましては、その時には、アスベストアスベストアスベストアスベストは、あ、は、あ、は、あ、は、あ、アスベストアスベストアスベストアスベストじじじじ

ゃゃゃゃない、すみません、ない、すみません、ない、すみません、ない、すみません、ススススレーレーレーレートトトト板板板板は手はずしで解体されているというは手はずしで解体されているというは手はずしで解体されているというは手はずしで解体されているというふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを聞聞聞聞いていていていて

いましたので、手はずしで解体されているということであれば、いましたので、手はずしで解体されているということであれば、いましたので、手はずしで解体されているということであれば、いましたので、手はずしで解体されているということであれば、ススススレーレーレーレートトトト板板板板ですが、それですが、それですが、それですが、それ

は問題ないですよというは問題ないですよというは問題ないですよというは問題ないですよという答え答え答え答えをしてをしてをしてをして終終終終わわわわっっっっておておておておっっっったところでございます。その後、何かあたところでございます。その後、何かあたところでございます。その後、何かあたところでございます。その後、何かあ

ればまた連絡をいただきたいということで、それでればまた連絡をいただきたいということで、それでればまた連絡をいただきたいということで、それでればまた連絡をいただきたいということで、それで終終終終わわわわっっっっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、具具具具体体体体的的的的に、に、に、に、規規規規模模模模

なり大きさ、なり大きさ、なり大きさ、なり大きさ、量量量量とかですとかですとかですとかですねねねね、そういうのは、、そういうのは、、そういうのは、、そういうのは、翌翌翌翌年の年の年の年の６６６６月議会で月議会で月議会で月議会で取取取取り上げられて、改めて技り上げられて、改めて技り上げられて、改めて技り上げられて、改めて技

術管理課からお術管理課からお術管理課からお術管理課からお聞聞聞聞きを何回かしているうきを何回かしているうきを何回かしているうきを何回かしているうちちちちに、に、に、に、情情情情報共報共報共報共有有有有も含めて、会議をも含めて、会議をも含めて、会議をも含めて、会議を持持持持たしている中たしている中たしている中たしている中

で、で、で、で、面積面積面積面積とかとかとかとか量量量量とかいうとかいうとかいうとかいう話話話話をををを具具具具体体体体的的的的にににに知っ知っ知っ知ってきたてきたてきたてきた次次次次第でございまして、当時はそういう第でございまして、当時はそういう第でございまして、当時はそういう第でございまして、当時はそういう状状状状

況況況況で、そこまでので、そこまでので、そこまでので、そこまでの規規規規模模模模のことは、認のことは、認のことは、認のことは、認識識識識はしておりませんでした。はしておりませんでした。はしておりませんでした。はしておりませんでした。以以以以上です。上です。上です。上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、レに、レに、レに、レベルベルベルベル３の３の３の３のススススレーレーレーレートトトトを手ばらしでを手ばらしでを手ばらしでを手ばらしで作作作作業したという解体業者が業したという解体業者が業したという解体業者が業したという解体業者が述べ述べ述べ述べてててて
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いるいるいるいる内内内内容容容容を、本当にレを、本当にレを、本当にレを、本当にレベルベルベルベル３だけなのか、手ばらしをしたとの３だけなのか、手ばらしをしたとの３だけなのか、手ばらしをしたとの３だけなのか、手ばらしをしたとの確確確確認をとれていないのにレ認をとれていないのにレ認をとれていないのにレ認をとれていないのにレ

ベルベルベルベル３の３の３の３のススススレーレーレーレートトトトを手ばらしでのを手ばらしでのを手ばらしでのを手ばらしでの作作作作業という業という業という業というメメメメモモモモが、技術管理課からが、技術管理課からが、技術管理課からが、技術管理課から情情情情報報報報提提提提供供供供されていまされていまされていまされていま

したが、したが、したが、したが、実実実実際の解体の際の解体の際の解体の際の解体の現場現場現場現場は通は通は通は通学路学路学路学路にににに面面面面しているのにしているのにしているのにしているのに防護防護防護防護シーシーシーシートトトトなしで解体され、なしで解体され、なしで解体され、なしで解体され、石綿ス石綿ス石綿ス石綿ス

レーレーレーレートトトトのののの総総総総量量量量は８０００は８０００は８０００は８０００キログキログキログキログララララムムムムと大と大と大と大変変変変大大大大規規規規模模模模な解体工事でした。な解体工事でした。な解体工事でした。な解体工事でした。

また、また、また、また、建物建物建物建物は何回か改は何回か改は何回か改は何回か改修修修修をををを重ね重ね重ね重ねてきた大きなてきた大きなてきた大きなてきた大きな建設建設建設建設会社の倉庫で、会社の倉庫で、会社の倉庫で、会社の倉庫で、電電電電気気気気溶溶溶溶接や接や接や接やアアアアセチセチセチセチレンレンレンレン

ガガガガス作ス作ス作ス作業な業な業な業などどどどのののの耐火耐火耐火耐火改改改改修修修修をしているをしているをしているをしている建物建物建物建物とととと考え考え考え考えると、ると、ると、ると、現場現場現場現場の解体時のの解体時のの解体時のの解体時のほほほほこりこりこりこりや周辺や周辺や周辺や周辺通通通通学路学路学路学路

の土の土の土の土壌壌壌壌に含まれているに含まれているに含まれているに含まれている石綿石綿石綿石綿のののの検検検検査をすることで査をすることで査をすることで査をすることで石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトに含まれるに含まれるに含まれるに含まれる石綿石綿石綿石綿ややややそのそのそのその種種種種類類類類以以以以

外の外の外の外の石綿石綿石綿石綿が高が高が高が高濃濃濃濃度度度度でででで検検検検出されるかもしれません。無届け解体ということで出されるかもしれません。無届け解体ということで出されるかもしれません。無届け解体ということで出されるかもしれません。無届け解体ということで周辺周辺周辺周辺住民住民住民住民の不の不の不の不安安安安

にこたにこたにこたにこたええええることもることもることもることも必要必要必要必要があがあがあがあっっっったのではないのですか、解体たのではないのですか、解体たのではないのですか、解体たのではないのですか、解体直直直直後の後の後の後の立立立立入入入入検検検検査を査を査を査を考え考え考え考えられませられませられませられませ

んでしたでしんでしたでしんでしたでしんでしたでしょょょょうか。おたずうか。おたずうか。おたずうか。おたずねねねねします。します。します。します。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほどもおもおもおもお答え答え答え答えしたしたしたした内内内内容容容容とだぶるかもしれませんが、当初おとだぶるかもしれませんが、当初おとだぶるかもしれませんが、当初おとだぶるかもしれませんが、当初お聞聞聞聞きしたときにきしたときにきしたときにきしたときに

は、は、は、は、先ほど述べ先ほど述べ先ほど述べ先ほど述べましたように、ましたように、ましたように、ましたように、ススススレーレーレーレートトトト葺葺葺葺きのきのきのきの建物建物建物建物でというでというでというでという話話話話でございました。それはあでございました。それはあでございました。それはあでございました。それはあ

くまでも、土木事くまでも、土木事くまでも、土木事くまでも、土木事務所務所務所務所がががが現現現現地で調査といいますか、事地で調査といいますか、事地で調査といいますか、事地で調査といいますか、事情情情情聴聴聴聴取取取取といいますか、されたといいますか、されたといいますか、されたといいますか、された結果結果結果結果とととと

してしてしてして聞聞聞聞いておりました。ということで、その時にいておりました。ということで、その時にいておりました。ということで、その時にいておりました。ということで、その時に慎慎慎慎重重重重さがたりないと言われれば、そうかさがたりないと言われれば、そうかさがたりないと言われれば、そうかさがたりないと言われれば、そうか

もしれませんが、もしれませんが、もしれませんが、もしれませんが、我我我我 々々々々としましては、土木部で調査をしていただいたとしましては、土木部で調査をしていただいたとしましては、土木部で調査をしていただいたとしましては、土木部で調査をしていただいた内内内内容容容容ということで、ということで、ということで、ということで、

それを、なんていいますか、うそを言それを、なんていいますか、うそを言それを、なんていいますか、うそを言それを、なんていいますか、うそを言っっっっているというているというているというているという話話話話ではなくて、その調査のではなくて、その調査のではなくて、その調査のではなくて、その調査の結果結果結果結果としとしとしとし

てててて判断判断判断判断してきたものでございます。その後、してきたものでございます。その後、してきたものでございます。その後、してきたものでございます。その後、先ほど先ほど先ほど先ほど言いましたように、言いましたように、言いましたように、言いましたように、翌翌翌翌年の年の年の年の６６６６月に月に月に月に情情情情報報報報

提提提提供供供供なり、技術管理課とうなり、技術管理課とうなり、技術管理課とうなり、技術管理課とうちちちちとととと廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物対策課と３課でいろいろな対策課と３課でいろいろな対策課と３課でいろいろな対策課と３課でいろいろな情情情情報共報共報共報共有有有有をしている中で、をしている中で、をしている中で、をしている中で、

規規規規模模模模もももも知っ知っ知っ知ったということで、あと、何か、たということで、あと、何か、たということで、あと、何か、たということで、あと、何か、ススススレーレーレーレートトトト板板板板以以以以外に、もし外に、もし外に、もし外に、もしアスベストアスベストアスベストアスベストがががが使使使使われてわれてわれてわれて

おる可おる可おる可おる可能能能能性性性性がないのかというがないのかというがないのかというがないのかというふふふふうなことも思いまして、１つは思いましたのは、うなことも思いまして、１つは思いましたのは、うなことも思いまして、１つは思いましたのは、うなことも思いまして、１つは思いましたのは、建築確建築確建築確建築確認認認認

とかいう関とかいう関とかいう関とかいう関係係係係で、で、で、で、建築建築建築建築課の方にそういう課の方にそういう課の方にそういう課の方にそういう図面図面図面図面とか、とか、とか、とか、参参参参考考考考になるものがないかということで、になるものがないかということで、になるものがないかということで、になるものがないかということで、

そこそこそこそこへへへへもももも聞聞聞聞きに行きました。また、きに行きました。また、きに行きました。また、きに行きました。また、面積面積面積面積が大きいという倉庫ということですので、が大きいという倉庫ということですので、が大きいという倉庫ということですので、が大きいという倉庫ということですので、耐火耐火耐火耐火構構構構

造というのですか造というのですか造というのですか造というのですかねねねね、そういう関、そういう関、そういう関、そういう関係係係係で、で、で、で、消消消消防署防署防署防署にも何かにも何かにも何かにも何か図面図面図面図面なりなりなりなり参参参参考考考考資料資料資料資料がないかというがないかというがないかというがないかという

ことも思いまして、ことも思いまして、ことも思いまして、ことも思いまして、香芝香芝香芝香芝広陵広陵広陵広陵消消消消防防防防組組組組合合合合本部の方本部の方本部の方本部の方へへへへも行も行も行も行っっっったわけでございますが、そこでもたわけでございますが、そこでもたわけでございますが、そこでもたわけでございますが、そこでも

そういうそういうそういうそういう図面図面図面図面なりなりなりなり書書書書類類類類は見つけることはできませんでした。遅まきながらと言われれば、は見つけることはできませんでした。遅まきながらと言われれば、は見つけることはできませんでした。遅まきながらと言われれば、は見つけることはできませんでした。遅まきながらと言われれば、

言い言い言い言い訳訳訳訳のしようもないのですが、１年たのしようもないのですが、１年たのしようもないのですが、１年たのしようもないのですが、１年たっっっってからではございますが、そういうてからではございますが、そういうてからではございますが、そういうてからではございますが、そういうふふふふうなことうなことうなことうなこと

をしてきたところでございます。それと、地元の方では、大をしてきたところでございます。それと、地元の方では、大をしてきたところでございます。それと、地元の方では、大をしてきたところでございます。それと、地元の方では、大変変変変、このこと、解体の、このこと、解体の、このこと、解体の、このこと、解体の話話話話で、で、で、で、

アスベストアスベストアスベストアスベストについて大について大について大について大変変変変心心心心配をされているという配をされているという配をされているという配をされているというふふふふうなことが、うなことが、うなことが、うなことが、聞聞聞聞ここここええええてまいりまして、てまいりまして、てまいりまして、てまいりまして、

８月２５日だ８月２５日だ８月２５日だ８月２５日だっっっったと思いますが、工たと思いますが、工たと思いますが、工たと思いますが、工場場場場周辺周辺周辺周辺３３３３カ所カ所カ所カ所ででででアスベストアスベストアスベストアスベストのののの濃濃濃濃度度度度調査をいたしました。調査をいたしました。調査をいたしました。調査をいたしました。

ただ、これは、１年ただ、これは、１年ただ、これは、１年ただ、これは、１年経経経経っっっっておりますので、本当にそれがておりますので、本当にそれがておりますので、本当にそれがておりますので、本当にそれが有用有用有用有用なのかという思いは、自なのかという思いは、自なのかという思いは、自なのかという思いは、自分分分分でででで
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も思も思も思も思っっっっておておておておっっっったところですが、地元が大たところですが、地元が大たところですが、地元が大たところですが、地元が大変変変変不不不不安安安安をををを抱抱抱抱いているということもありますので、いているということもありますので、いているということもありますので、いているということもありますので、

念念念念のためにそういう調査もしたところでございます。のためにそういう調査もしたところでございます。のためにそういう調査もしたところでございます。のためにそういう調査もしたところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 最後に、この事案に関して、県最後に、この事案に関して、県最後に、この事案に関して、県最後に、この事案に関して、県や町や町や町や町の行政の行政の行政の行政側側側側ややややそのそのそのそのＯＢＯＢＯＢＯＢ、あるいは政治、あるいは政治、あるいは政治、あるいは政治家家家家

ややややその他、その他、その他、その他、誰誰誰誰かから、何らかのかから、何らかのかから、何らかのかから、何らかの働働働働きかけを受けたことはありませんか。きかけを受けたことはありませんか。きかけを受けたことはありませんか。きかけを受けたことはありませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 働働働働きかけという意きかけという意きかけという意きかけという意味味味味合合合合いがもういがもういがもういがもう一一一一つよくつよくつよくつよく分分分分かりませんが、かりませんが、かりませんが、かりませんが、俗俗俗俗にいうにいうにいうにいう圧圧圧圧力とか力とか力とか力とか

いうおいうおいうおいうお話話話話でしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 圧圧圧圧力ではありません。力ではありません。力ではありません。力ではありません。働働働働きかけです。きかけです。きかけです。きかけです。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 働働働働きかけですか。きかけですか。きかけですか。きかけですか。

（（（（「「「「口ききです、口きき」と呼ぶ者あり）口ききです、口きき」と呼ぶ者あり）口ききです、口きき」と呼ぶ者あり）口ききです、口きき」と呼ぶ者あり）

あ、口あ、口あ、口あ、口…………。そういうことは。そういうことは。そういうことは。そういうことは一一一一切切切切ございません。ございません。ございません。ございません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 以以以以上で上で上で上で私私私私からの質問をからの質問をからの質問をからの質問を終終終終わりますが、わりますが、わりますが、わりますが、次次次次に、に、に、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

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

できるだけ時間できるだけ時間できるだけ時間できるだけ時間超超超超過過過過しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、幾幾幾幾分分分分程度程度程度程度、手、手、手、手短短短短にお願いしたいと思います。にお願いしたいと思います。にお願いしたいと思います。にお願いしたいと思います。

○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、この事●●さん、この事●●さん、この事●●さん、この事態態態態がががが発発発発覚覚覚覚したしたしたした直直直直後にです後にです後にです後にですねねねね、高田土木事、高田土木事、高田土木事、高田土木事務所務所務所務所から連絡から連絡から連絡から連絡

があれば、があれば、があれば、があれば、一一一一緒緒緒緒にににに現現現現地に地に地に地に赴赴赴赴くような体くような体くような体くような体制制制制は環境政策課ではできていたのですか。は環境政策課ではできていたのですか。は環境政策課ではできていたのですか。は環境政策課ではできていたのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 こういうこういうこういうこういうアスベストアスベストアスベストアスベストの問題でですの問題でですの問題でですの問題でですねねねね、解体について不、解体について不、解体について不、解体について不都合都合都合都合なり、いろいろなり、いろいろなり、いろいろなり、いろいろ指指指指

導導導導すすすすべべべべき問題があればですき問題があればですき問題があればですき問題があればですねねねね、それは、それは、それは、それは常常常常にうにうにうにうちちちちと、それからうと、それからうと、それからうと、それからうちちちちの課にの課にの課にの課に係係係係りましてはうりましてはうりましてはうりましてはうちちちち

の課なり出の課なり出の課なり出の課なり出先先先先の景観・環境の景観・環境の景観・環境の景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターといつもーといつもーといつもーといつも一一一一緒緒緒緒に行に行に行に行っっっったりということはしておりまたりということはしておりまたりということはしておりまたりということはしておりま

すので、何ていいますか、このすので、何ていいますか、このすので、何ていいますか、このすので、何ていいますか、この件件件件でといいますと、最初のでといいますと、最初のでといいますと、最初のでといいますと、最初の情情情情報がそういう報がそういう報がそういう報がそういう規規規規模模模模とかわからとかわからとかわからとかわから

なかなかなかなかっっっったたたた情情情情報なので、行報なので、行報なので、行報なので、行っっっったかたかたかたかどどどどうかというのはうかというのはうかというのはうかというのはちょっちょっちょっちょっとわかりませんが、体とわかりませんが、体とわかりませんが、体とわかりませんが、体制制制制としてはとしてはとしてはとしては

行く体行く体行く体行く体制制制制でいつもおります。でいつもおります。でいつもおります。でいつもおります。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 役役役役所っ所っ所っ所って、そんなまて、そんなまて、そんなまて、そんなまどどどどろろろろっっっっこしいとこあるのですこしいとこあるのですこしいとこあるのですこしいとこあるのですねねねね。もし、届け出が出。もし、届け出が出。もし、届け出が出。もし、届け出が出

ておておておておっっっって、て、て、て、ススススレーレーレーレートトトトがありというがありというがありというがありというふふふふうなことがあれば、土木事うなことがあれば、土木事うなことがあれば、土木事うなことがあれば、土木事務所務所務所務所は環境政策課は環境政策課は環境政策課は環境政策課やややや、ある、ある、ある、ある

いは景観・環境いは景観・環境いは景観・環境いは景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターに連絡するシーに連絡するシーに連絡するシーに連絡するシスススステテテテムムムムはできているのですはできているのですはできているのですはできているのですねねねねと、こうお尋と、こうお尋と、こうお尋と、こうお尋ねねねねしししし

たら、たら、たら、たら、どどどどうおうおうおうお答え答え答え答えになります。になります。になります。になります。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 レレレレベルベルベルベル１とレ１とレ１とレ１とレベルベルベルベル２、２、２、２、俗俗俗俗にににに石綿石綿石綿石綿ですですですですねねねね、、、、吹吹吹吹きつけのきつけのきつけのきつけのアスベストアスベストアスベストアスベストとかですとかですとかですとかですねねねね、、、、

それからそれからそれからそれから断断断断熱熱熱熱材材材材とか、これらレとか、これらレとか、これらレとか、これらレベルベルベルベル１、レ１、レ１、レ１、レベルベルベルベル２と言うのですが、これらの大２と言うのですが、これらの大２と言うのですが、これらの大２と言うのですが、これらの大気汚染気汚染気汚染気汚染をすをすをすをす

るといいますか、るといいますか、るといいますか、るといいますか、飛散性飛散性飛散性飛散性の高いものについては連絡がの高いものについては連絡がの高いものについては連絡がの高いものについては連絡が来来来来ます。もともとます。もともとます。もともとます。もともとススススレーレーレーレートトトトにつきまにつきまにつきまにつきま

してはしてはしてはしては飛散性飛散性飛散性飛散性がががが低低低低くてですくてですくてですくてですねねねね、事業者からの届け出も、事業者からの届け出も、事業者からの届け出も、事業者からの届け出も要要要要らないというらないというらないというらないというふふふふうになうになうになうになっっっっておりまておりまておりまておりま

すので、レすので、レすので、レすので、レベルベルベルベル３については３については３については３については多分来多分来多分来多分来ないと思います。レないと思います。レないと思います。レないと思います。レベルベルベルベル１、２は１、２は１、２は１、２は必必必必ずずずず全全全全部部部部来来来来ます。そます。そます。そます。そ
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れについては、れについては、れについては、れについては、全全全全部回ります。部回ります。部回ります。部回ります。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 ●●さん、●●さん、●●さん、●●さん、ちょっちょっちょっちょっと記と記と記と記憶憶憶憶違違違違いがあるのといがあるのといがあるのといがあるのと違違違違いますか。レいますか。レいますか。レいますか。レベルベルベルベル１、レ１、レ１、レ１、レベルベルベルベル

２は届け出なき２は届け出なき２は届け出なき２は届け出なきゃゃゃゃならんでしならんでしならんでしならんでしょょょょう。う。う。う。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 はい。はい。はい。はい。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それはそれで連絡それはそれで連絡それはそれで連絡それはそれで連絡網網網網はあるというのはわかはあるというのはわかはあるというのはわかはあるというのはわかっっっっているんです。にもかかわているんです。にもかかわているんです。にもかかわているんです。にもかかわ

らず、この法の改正、今、らず、この法の改正、今、らず、この法の改正、今、らず、この法の改正、今、検討検討検討検討されていますけれされていますけれされていますけれされていますけれどどどども、法の改正がなくたも、法の改正がなくたも、法の改正がなくたも、法の改正がなくたっっっって、て、て、て、奈良奈良奈良奈良県で県で県で県で

は土木事は土木事は土木事は土木事務所務所務所務所が届け出の中で、が届け出の中で、が届け出の中で、が届け出の中で、飛散性飛散性飛散性飛散性のののの少少少少ないレないレないレないレベルベルベルベル３にしても、３にしても、３にしても、３にしても、石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトがあるとがあるとがあるとがあると

すればですすればですすればですすればですねねねね、、、、少少少少なくとも景観・環境なくとも景観・環境なくとも景観・環境なくとも景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターと連絡をとりーと連絡をとりーと連絡をとりーと連絡をとり合合合合うてうてうてうてややややっっっってきたのじてきたのじてきたのじてきたのじゃゃゃゃ

ないですかな。ないですかな。ないですかな。ないですかな。私私私私の調査した中でもですの調査した中でもですの調査した中でもですの調査した中でもですねねねね、平成２２年に株式会社山、平成２２年に株式会社山、平成２２年に株式会社山、平成２２年に株式会社山崎産崎産崎産崎産業が業が業が業が天天天天理理理理市市市市で解で解で解で解

体した体した体した体した建物建物建物建物の中にの中にの中にの中に石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトがあがあがあがあっっっったと。それについて、景観・環境たと。それについて、景観・環境たと。それについて、景観・環境たと。それについて、景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターに連ーに連ーに連ーに連

絡し、景観・環境絡し、景観・環境絡し、景観・環境絡し、景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターがそのーがそのーがそのーがその確確確確認に認に認に認に現現現現地にも行地にも行地にも行地にも行っっっってますし、そのてますし、そのてますし、そのてますし、その処処処処理について、理について、理について、理について、

確確確確かにかにかにかに処処処処理したというような理したというような理したというような理したというような確確確確認もできてお認もできてお認もできてお認もできておっっっったと思うのですけれたと思うのですけれたと思うのですけれたと思うのですけれどどどども、そういうことに、も、そういうことに、も、そういうことに、も、そういうことに、

そういう連そういう連そういう連そういう連携携携携があがあがあがあっっっったんではないですか。たんではないですか。たんではないですか。たんではないですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みません、今の部みません、今の部みません、今の部みません、今の部分分分分ででででちょっちょっちょっちょっとととと勘勘勘勘違違違違いの部いの部いの部いの部分分分分がありまして。大がありまして。大がありまして。大がありまして。大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止

法上届け出が法上届け出が法上届け出が法上届け出が要要要要る部る部る部る部分分分分というのとというのとというのとというのとちょっちょっちょっちょっとごとごとごとごっちっちっちっちゃゃゃゃになになになになっっっってきまして。土木事てきまして。土木事てきまして。土木事てきまして。土木事務所務所務所務所から、から、から、から、

通通通通常常常常はははは全全全全部、景観・環境部、景観・環境部、景観・環境部、景観・環境保保保保全全全全セセセセンンンンタタタターの方ーの方ーの方ーの方へへへへ行くという行くという行くという行くという格格格格好好好好でございまして、今の、今回でございまして、今の、今回でございまして、今の、今回でございまして、今の、今回

のののの件件件件も、本も、本も、本も、本来来来来はははは向向向向こうこうこうこうへへへへ行く行く行く行くべべべべきものがうきものがうきものがうきものがうちちちちへ来へ来へ来へ来てしまてしまてしまてしまっっっっていたということでございます。ていたということでございます。ていたということでございます。ていたということでございます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それで、それで、それで、それで、役役役役所所所所がおかしいというとこはがおかしいというとこはがおかしいというとこはがおかしいというとこはねねねね、無届けで届け出がなか、無届けで届け出がなか、無届けで届け出がなか、無届けで届け出がなかっっっったら、たら、たら、たら、

届け出の中に届け出の中に届け出の中に届け出の中にススススレーレーレーレートトトトがあるないがあるないがあるないがあるない書書書書いていないのですから、そうないていないのですから、そうないていないのですから、そうないていないのですから、そうなっっっったら景観・環境たら景観・環境たら景観・環境たら景観・環境保保保保全全全全

セセセセンンンンタタタターに連絡しないのですーに連絡しないのですーに連絡しないのですーに連絡しないのですねねねね、、、、変や変や変や変やと思いますか。と思いますか。と思いますか。と思いますか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ちょっちょっちょっちょっと何とと何とと何とと何と答え答え答え答えていいのか、ていいのか、ていいのか、ていいのか、確確確確かにそういうかにそういうかにそういうかにそういう感感感感じが、はい。じが、はい。じが、はい。じが、はい。

○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、終終終終わります。わります。わります。わります。

○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。

なければ、なければ、なければ、なければ、以以以以上で証人に関する質問は上で証人に関する質問は上で証人に関する質問は上で証人に関する質問は終終終終了いたしました。了いたしました。了いたしました。了いたしました。

証人には、長時間ありがとうございました。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。でございます。でございます。でございます。

どどど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）

続続続続いての証人、当時の県土木部技術管理課課長の入室を認めます。いての証人、当時の県土木部技術管理課課長の入室を認めます。いての証人、当時の県土木部技術管理課課長の入室を認めます。いての証人、当時の県土木部技術管理課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わらず本委員会のためにご出席いただきま証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席いただきま証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席いただきま証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席いただきま
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して、誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、して、誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、して、誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、して、誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚くお礼申し上げますとともに、

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

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

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

事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する法の証人尋問に関する規規規規定が定が定が定が準用準用準用準用されることになされることになされることになされることになっっっっております。ております。ております。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則原則原則原則として証言をとして証言をとして証言をとして証言を拒む拒む拒む拒むことはできませんが、ことはできませんが、ことはできませんが、ことはできませんが、次次次次に申し上げるに申し上げるに申し上げるに申し上げる場合場合場合場合には、には、には、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ことができることとなことができることとなことができることとなっっっっております。ております。ております。ております。

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

証人とこれらと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族親族親族親族関関関関係係係係にあにあにあにあっっっった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者のた者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑刑刑刑事事事事

上の上の上の上の訴追訴追訴追訴追またはまたはまたはまたは処罰処罰処罰処罰をををを招招招招くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名くおそれのある事項またはこれらの者の名誉誉誉誉をををを害害害害す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、及び医師及び医師及び医師及び医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、医薬品販売医薬品販売医薬品販売医薬品販売業者、業者、業者、業者、助産師助産師助産師助産師、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、弁弁弁弁理理理理士士士士、、、、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にあにあにあっっっった者がた者がた者がた者が

そのそのそのその職務職務職務職務上上上上知っ知っ知っ知った事た事た事た事実実実実であであであであっっっって、て、て、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受けるとききものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとききものについて尋問を受けるとき及び及び及び及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密秘密秘密秘密に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。に関する事項について尋問を受けるとき。

以以以以上の上の上の上の場合場合場合場合には、証人は証言をには、証人は証言をには、証人は証言をには、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、その旨当するときは、その旨当するときは、その旨当するときは、その旨

お申し出をお願いします。お申し出をお願いします。お申し出をお願いします。お申し出をお願いします。

それそれそれそれ以以以以外には証言を外には証言を外には証言を外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、んだときは、んだときは、んだときは、６カ６カ６カ６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１０万円以万円以万円以万円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せられることになせられることになせられることになっっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

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

ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、ます。この宣誓につきましても、次次次次のののの場合場合場合場合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になことができることになことができることになことができることになっっっっておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

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

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

係係係係がある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、宣誓をがある事項について尋問を受けるときには、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には外には外には外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、宣誓を行なお、宣誓を行なお、宣誓を行なお、宣誓を行っっっった証人がた証人がた証人が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以以以上５年上５年上５年上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

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

以以以以上のことをご上のことをご上のことをご上のことをご承知承知承知承知になになになになっっっっておいていただきたいと思います。ておいていただきたいと思います。ておいていただきたいと思います。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。報道関係係係係の皆さの皆さの皆さの皆さ
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んに申し上げますが、んに申し上げますが、んに申し上げますが、んに申し上げますが、写真写真写真写真撮影はここまででありますので、よろしくお願いいたします。撮影はここまででありますので、よろしくお願いいたします。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。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。

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

（（（（全全全全員員員員起立起立起立起立））））

●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓●●●●さん、宣誓書書書書ののの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 宣誓宣誓宣誓宣誓書書書書。。。。良心良心良心良心にににに従っ従っ従っ従ってててて真実真実真実真実をををを述べ述べ述べ述べ、何事も、何事も、何事も、何事も隠隠隠隠さず、また何事もつけさず、また何事もつけさず、また何事もつけさず、また何事もつけ加え加え加え加えないないないない

ことを誓います。平成２５年４月２５日。●●●●。ことを誓います。平成２５年４月２５日。●●●●。ことを誓います。平成２５年４月２５日。●●●●。ことを誓います。平成２５年４月２５日。●●●●。

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

（（（（全全全全員着席）員着席）員着席）員着席）

証人は、宣誓証人は、宣誓証人は、宣誓証人は、宣誓書書書書にににに署署署署名名名名捺印捺印捺印捺印願います。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、証人に申し上げます。証言は、証それでは、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げます。証言は、証それでは、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げます。証言は、証それでは、これより証言を求めることになりますが、証人に申し上げます。証言は、証

言を求められた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え超え超え超えないこと。ないこと。ないこと。ないこと。

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

なお、こなお、こなお、こなお、こちちちちらからの質問のときは着席のままでらからの質問のときは着席のままでらからの質問のときは着席のままで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、おですが、おですが、おですが、お答え答え答え答えの際はの際はの際はの際は起立起立起立起立してしてしてして発発発発言言言言

を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質を願います。また、証人は委員に対して質疑疑疑疑をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了をすることはできませんので、ご了承承承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上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関するに申し上げます。本日は、倉庫の無届け解体に関する重要重要重要重要な問題についな問題についな問題についな問題につい

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

をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

また、また、また、また、発発発発言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人言につきましては、証人の人権権権権にににに留留留留意されるよう意されるよう意されるよう意されるよう要望要望要望要望いたします。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。

最初に、委員長から最初に、委員長から最初に、委員長から最初に、委員長から所要所要所要所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、してから、してから、してから、次次次次にににに各各各各委員からご委員からご委員からご委員からご発発発発言を願うことに言を願うことに言を願うことに言を願うことに

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、そうです。はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。

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

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ●●●●●●●●●●●●●。県土●●●●●●●●●●●●●。県土●●●●●●●●●●●●●。県土●●●●●●●●●●●●●。県土マネジマネジマネジマネジメメメメンンンントトトト部部部部砂砂砂砂防防防防課長をしております。課長をしております。課長をしております。課長をしております。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●生生生生まれでございます。まれでございます。まれでございます。まれでございます。

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

どどどども、委員長であるも、委員長であるも、委員長であるも、委員長である私私私私から最初にから最初にから最初にから最初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。
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ここここここここ数数数数年間で、年間で、年間で、年間で、アスベストアスベストアスベストアスベ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１年１年１年１，，，，３００人を３００人を３００人を３００人を超え超え超え超え、また、、また、、また、、また、

アスベストアスベストアスベストアスベ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れるわれるわれるわ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３者は、その３者は、その３者は、その３倍倍倍倍になになになになっっっっています。このています。このています。このています。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レのレのレのレベルベルベルベルです。です。です。です。

ところで、ところで、ところで、ところで、先先先先日、大日、大日、大日、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法の改正の法の改正の法の改正の法の改正の閣閣閣閣議決定が行われました。解体工事の議決定が行われました。解体工事の議決定が行われました。解体工事の議決定が行われました。解体工事のアスベアスベアスベアスベ

スト飛散防止スト飛散防止スト飛散防止スト飛散防止にににに向向向向けて大けて大けて大けて大幅幅幅幅なななな規制強化規制強化規制強化規制強化がががが図図図図られています。られています。られています。られています。建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法と同じく法と同じく法と同じく法と同じく発注発注発注発注

者者者者責任責任責任責任がががが重重重重くなりました。今くなりました。今くなりました。今くなりました。今次次次次のわが県における無届け解体事案をのわが県における無届け解体事案をのわが県における無届け解体事案をのわが県における無届け解体事案を踏踏踏踏ままままええええてててて感想感想感想感想をををを述べ述べ述べ述べてててて

下さい。下さい。下さい。下さい。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 まず、大まず、大まず、大まず、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止法については、法については、法については、法については、私私私私あまりあまりあまりあまり詳詳詳詳しくはございません。ただ、しくはございません。ただ、しくはございません。ただ、しくはございません。ただ、

今言われているように、今言われているように、今言われているように、今言われているように、アスベストアスベストアスベストアスベストのののの飛散防止強化飛散防止強化飛散防止強化飛散防止強化のために、のために、のために、のために、発注発注発注発注者に対して、者に対して、者に対して、者に対して、一一一一定の定の定の定の責責責責

任任任任を課されたものというを課されたものというを課されたものというを課されたものというふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ●●さん。あなたは県副●●さん。あなたは県副●●さん。あなたは県副●●さん。あなたは県副知知知知事らの事事らの事事らの事事らの事情情情情聴聴聴聴取取取取の際、第１回の事の際、第１回の事の際、第１回の事の際、第１回の事情情情情聴聴聴聴取取取取をしたをしたをしたをした

平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年６６６６月２月２月２月２７７７７日まで日まで日まで日まで発注発注発注発注者がわからなか者がわからなか者がわからなか者がわからなかっっっったとたとたとたと述べ述べ述べ述べていました。すでに平成２３年ていました。すでに平成２３年ていました。すでに平成２３年ていました。すでに平成２３年

４月２８日申４月２８日申４月２８日申４月２８日申請請請請、同５月１、同５月１、同５月１、同５月１６６６６日日日日承承承承認で、平野クレーン工業株式会社が認で、平野クレーン工業株式会社が認で、平野クレーン工業株式会社が認で、平野クレーン工業株式会社が歩歩歩歩道道道道切切切切り下げ工事のり下げ工事のり下げ工事のり下げ工事の

手手手手続続続続を高田土木事を高田土木事を高田土木事を高田土木事務所務所務所務所にしていること、この手にしていること、この手にしていること、この手にしていること、この手続続続続にににに先先先先行して倉庫解体の手行して倉庫解体の手行して倉庫解体の手行して倉庫解体の手続続続続がががが必要必要必要必要なことなことなことなこと

をなをなをなをなぜぜぜぜ気づ気づ気づ気づかなかかなかかなかかなかっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうか、おたずうか、おたずうか、おたずうか、おたずねねねねします。します。します。します。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 その時は、その時は、その時は、その時は、歩歩歩歩道道道道切切切切り下げの申り下げの申り下げの申り下げの申請請請請書書書書のののの提提提提出については、出については、出については、出については、全全全全くくくく知知知知りませんでした。りませんでした。りませんでした。りませんでした。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 今今今今次次次次の無届解体事案の事の無届解体事案の事の無届解体事案の事の無届解体事案の事務処務処務処務処理の理の理の理の顛末顛末顛末顛末をををを明明明明らかにし、らかにし、らかにし、らかにし、原原原原因因因因のののの究究究究明明明明と今後のと今後のと今後のと今後の

改改改改善善善善策を策を策を策を検討検討検討検討するため、県は、するため、県は、するため、県は、するため、県は、稲稲稲稲山副山副山副山副知知知知事を委員長とし、事を委員長とし、事を委員長とし、事を委員長とし、弁護士弁護士弁護士弁護士１名を含め、１名を含め、１名を含め、１名を含め、計６計６計６計６名の委名の委名の委名の委

員からなる事員からなる事員からなる事員からなる事務処務処務処務処理調査委員会を理調査委員会を理調査委員会を理調査委員会を組組組組織織織織し、平成２４年１２月１０日付で報し、平成２４年１２月１０日付で報し、平成２４年１２月１０日付で報し、平成２４年１２月１０日付で報告告告告書書書書をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて

います。います。います。います。

その県調査委員会調査報その県調査委員会調査報その県調査委員会調査報その県調査委員会調査報告告告告書書書書に、記に、記に、記に、記述述述述されているのですが、●●課長、あなたに対して、されているのですが、●●課長、あなたに対して、されているのですが、●●課長、あなたに対して、されているのですが、●●課長、あなたに対して、

しばらく様しばらく様しばらく様しばらく様子子子子を見るとともに、受を見るとともに、受を見るとともに、受を見るとともに、受注注注注者の今後者の今後者の今後者の今後提提提提出される届出出される届出出される届出出される届出書書書書のののの厳厳厳厳重重重重チェッチェッチェッチェックを行いたいクを行いたいクを行いたいクを行いたい

とととと語語語語っっっったという●●課長補佐の言たという●●課長補佐の言たという●●課長補佐の言たという●●課長補佐の言動動動動についておについておについておについてお聞聞聞聞きします。このきします。このきします。このきします。このややややりとりはいつのことでりとりはいつのことでりとりはいつのことでりとりはいつのことで

すか。今後、すか。今後、すか。今後、すか。今後、提提提提出される届出出される届出出される届出出される届出書書書書とはいかなるもので、そのとはいかなるもので、そのとはいかなるもので、そのとはいかなるもので、その厳厳厳厳重重重重チェッチェッチェッチェックとはクとはクとはクとはどどどどこでこでこでこで明明明明らからからからか

にされたのですか、おたずにされたのですか、おたずにされたのですか、おたずにされたのですか、おたずねねねねします。します。します。します。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 確確確確か、平成２３年の９月か、平成２３年の９月か、平成２３年の９月か、平成２３年の９月頃頃頃頃だだだだっっっったというたというたというたというふふふふうに思うに思うに思うに思っっっっております。今後、当ております。今後、当ております。今後、当ております。今後、当該該該該

受受受受注注注注者の届出者の届出者の届出者の届出書書書書のののの内内内内容や容や容や容や、、、、内内内内容容容容ののののチェッチェッチェッチェッククククやややや、、、、パパパパトトトトロロロローーーールルルルのののの強化強化強化強化をしようということでしをしようということでしをしようということでしをしようということでし

た。それで、た。それで、た。それで、た。それで、結結結結局、何もできませんでした。その局、何もできませんでした。その局、何もできませんでした。その局、何もできませんでした。その点点点点はははは反省反省反省反省しております。しております。しております。しております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、県の事に、県の事に、県の事に、県の事務処務処務処務処理調査報理調査報理調査報理調査報告告告告書書書書の記の記の記の記述述述述にににに基づ基づ基づ基づいて、●●さんにおいて、●●さんにおいて、●●さんにおいて、●●さんにお聞聞聞聞きしまきしまきしまきしま

す。す。す。す。
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まず、これはまず、これはまず、これはまず、これは完全完全完全完全にににに私私私私ののののミミミミススススなのだが、無届けのなのだが、無届けのなのだが、無届けのなのだが、無届けの話話話話ととととアスベストアスベストアスベストアスベストのののの適適適適正な正な正な正な分分分分別解体の別解体の別解体の別解体の話話話話

を別を別を別を別 々々々々にににに切切切切りりりり離離離離してしてしてして考え考え考え考えるのでなく、るのでなく、るのでなく、るのでなく、一一一一体として体として体として体として考え考え考え考えたと、言われた意たと、言われた意たと、言われた意たと、言われた意味味味味がよくがよくがよくがよく分分分分かりまかりまかりまかりま

せん。せん。せん。せん。説説説説明明明明をお願いします。また、いつをお願いします。また、いつをお願いします。また、いつをお願いします。また、いつ頃頃頃頃からからからから切切切切りりりり離離離離してしてしてして考え考え考え考えるようになるようになるようになるようになっっっったのですか、たのですか、たのですか、たのですか、

おおおお答え答え答え答え願います。願います。願います。願います。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 平成２３年の時は、まずこの事案については、平成２３年の時は、まずこの事案については、平成２３年の時は、まずこの事案については、平成２３年の時は、まずこの事案については、発注発注発注発注者が無届けという者が無届けという者が無届けという者が無届けという話話話話と、と、と、と、

受受受受注注注注者によ者によ者によ者によっっっって、て、て、て、適適適適正な正な正な正な分分分分別解体がおこなわれたかという２つの別解体がおこなわれたかという２つの別解体がおこなわれたかという２つの別解体がおこなわれたかという２つの話話話話がありました。平成２がありました。平成２がありました。平成２がありました。平成２

３年の時は、これを３年の時は、これを３年の時は、これを３年の時は、これを一一一一体で進めようと体で進めようと体で進めようと体で進めようと考え考え考え考えておりました。副ておりました。副ておりました。副ておりました。副知知知知事を事を事を事を筆筆筆筆頭頭頭頭とする事とする事とする事とする事務処務処務処務処理調理調理調理調

査委員会は、平成２４年１１月に開査委員会は、平成２４年１１月に開査委員会は、平成２４年１１月に開査委員会は、平成２４年１１月に開催催催催されましたが、その時のされましたが、その時のされましたが、その時のされましたが、その時の私私私私のののの発発発発言としては、無届け言としては、無届け言としては、無届け言としては、無届け

をををを切切切切りりりり離離離離してしてしてして早早早早く対く対く対く対応応応応すればよかすればよかすればよかすればよかっっっったという意たという意たという意たという意味味味味で、で、で、で、私私私私ののののミミミミススススだとだとだとだと発発発発言しました。しかし言しました。しかし言しました。しかし言しました。しかし

ながら、ながら、ながら、ながら、実実実実際は、平成２４年際は、平成２４年際は、平成２４年際は、平成２４年６６６６月から、月から、月から、月から、アスベストアスベストアスベストアスベストと無届けをと無届けをと無届けをと無届けを一一一一体として、体として、体として、体として、詳詳詳詳細細細細な調査をな調査をな調査をな調査を

実施実施実施実施しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

今の時今の時今の時今の時点点点点でででで振振振振りりりり返返返返れば、平成２３年れば、平成２３年れば、平成２３年れば、平成２３年７７７７、８月の時、８月の時、８月の時、８月の時点点点点で、平成２４年で、平成２４年で、平成２４年で、平成２４年６６６６月月月月以以以以降降降降にににに実施実施実施実施したしたしたした

詳詳詳詳細細細細な調査をな調査をな調査をな調査を一一一一体体体体的的的的に、に、に、に、アスベストアスベストアスベストアスベストと無届けをと無届けをと無届けをと無届けを一一一一体体体体的的的的に行に行に行に行ええええばよかばよかばよかばよかっっっったというたというたというたというふふふふうにうにうにうに考え考え考え考え

ておるておるておるておる次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 直直直直罰規罰規罰規罰規定の運定の運定の運定の運用用用用について●●補佐にについて●●補佐にについて●●補佐にについて●●補佐に聞聞聞聞きますと、きますと、きますと、きますと、単単単単に無届けだけでに無届けだけでに無届けだけでに無届けだけで告告告告発発発発しししし

たたたた例例例例はないとはないとはないとはないと聞聞聞聞き、き、き、き、私私私私のののの考え考え考え考えでは、では、では、では、告告告告発発発発というよりも口というよりも口というよりも口というよりも口頭頭頭頭注注注注意か意か意か意か書面書面書面書面によるによるによるによる注注注注意意意意ぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと

思思思思っっっっていたとていたとていたとていたと述べ述べ述べ述べられています。いつられています。いつられています。いつられています。いつ頃頃頃頃、●●補佐から、●●補佐から、●●補佐から、●●補佐から聞聞聞聞かれたのでしかれたのでしかれたのでしか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 正正正正直直直直なところ、はなところ、はなところ、はなところ、はっっっっきりきりきりきり覚覚覚覚ええええていません。はていません。はていません。はていません。はっっっっきりきりきりきり覚覚覚覚ええええていませんが、ていませんが、ていませんが、ていませんが、ちょちょちょちょ

っっっっと時と時と時と時期期期期はずれていますが、平成２４年はずれていますが、平成２４年はずれていますが、平成２４年はずれていますが、平成２４年６６６６月には月には月には月には聞聞聞聞いていたと。それまでのいていたと。それまでのいていたと。それまでのいていたと。それまでのどどどどの時の時の時の時期期期期にににに聞聞聞聞

いたかはいたかはいたかはいたかは覚覚覚覚ええええていません。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 次次次次に、に、に、に、少少少少なくとも第１回、第２回の事なくとも第１回、第２回の事なくとも第１回、第２回の事なくとも第１回、第２回の事情情情情聴聴聴聴取取取取では、受では、受では、受では、受注注注注者が不者が不者が不者が不適切適切適切適切なななな分分分分別別別別

解体をしているという解体をしているという解体をしているという解体をしているという違反違反違反違反事事事事実実実実をををを確確確確認できなか認できなか認できなか認できなかっっっった。しかし、不た。しかし、不た。しかし、不た。しかし、不信信信信感感感感、、、、キキキキナ臭ナ臭ナ臭ナ臭さをさをさをさを感感感感じた。じた。じた。じた。

本当にこれ本当にこれ本当にこれ本当にこれ位位位位の調査での調査での調査での調査で終終終終ええええていいのか、とていいのか、とていいのか、とていいのか、と述べ述べ述べ述べられていますが、通られていますが、通られていますが、通られていますが、通学路学路学路学路のののの安安安安全全全全措置措置措置措置、解体、解体、解体、解体

作作作作業員の業員の業員の業員の安安安安全全全全対策すら対策すら対策すら対策すら明明明明らかにならかにならかにならかになっっっっていません。受ていません。受ていません。受ていません。受注注注注者者者者側側側側の言いの言いの言いの言い分分分分をををを聞聞聞聞いただけではいただけではいただけではいただけでは真相真相真相真相

もももも明明明明らかにされたということにはならないと思われます。らかにされたということにはならないと思われます。らかにされたということにはならないと思われます。らかにされたということにはならないと思われます。

●●さん。第１回、第２回の事●●さん。第１回、第２回の事●●さん。第１回、第２回の事●●さん。第１回、第２回の事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで聞聞聞聞くくくくべべべべきことがきことがきことがきことが聞聞聞聞けていたのでしけていたのでしけていたのでしけ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 平成２３年当時は、第１回、第２回の事平成２３年当時は、第１回、第２回の事平成２３年当時は、第１回、第２回の事平成２３年当時は、第１回、第２回の事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで聞聞聞聞くくくくべべべべきことはきことはきことはきことは聞聞聞聞いたといいたといいたといいたとい

ううううふふふふうに思うに思うに思うに思っっっっておりましたが、平成２４年のときにておりましたが、平成２４年のときにておりましたが、平成２４年のときにておりましたが、平成２４年のときに振振振振りりりり返返返返っっっったときに、たときに、たときに、たときに、ややややはり不はり不はり不はり不十分十分十分十分だとだとだとだと

いうことで、再いうことで、再いうことで、再いうことで、再びびびび、受、受、受、受注注注注者に対して事者に対して事者に対して事者に対して事情情情情聴聴聴聴取取取取をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 また、本当にこれくらいの調査でまた、本当にこれくらいの調査でまた、本当にこれくらいの調査でまた、本当にこれくらいの調査で終終終終ええええていいのかていいのかていいのかていいのか云々云々云々云々です。これくらいのです。これくらいのです。これくらいのです。これくらいの
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調査とは調査とは調査とは調査とはどどどどういう意ういう意ういう意ういう意味味味味で言われたのでしで言われたのでしで言われたのでしで言わ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 当時すごく当時すごく当時すごく当時すごく気気気気になになになになっっっっていたのは、ていたのは、ていたのは、ていたのは、アスベストアスベストアスベストアスベストがががが適適適適正に正に正に正に分分分分別解体されたのかと別解体されたのかと別解体されたのかと別解体されたのかと

いうことでございます。１回、２回いうことでございます。１回、２回いうことでございます。１回、２回いうことでございます。１回、２回目目目目の受の受の受の受注注注注者の者の者の者のヒヒヒヒアリアリアリアリンンンンググググのときに、のときに、のときに、のときに、アスベストアスベストアスベストアスベストに関しに関しに関しに関し

てですので、特に大きなてですので、特に大きなてですので、特に大きなてですので、特に大きな話話話話は、大きなは、大きなは、大きなは、大きな建物建物建物建物のののの屋根屋根屋根屋根について、当初はについて、当初はについて、当初はについて、当初は実実実実はははは石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトだだだだっっっっ

たと。２回たと。２回たと。２回たと。２回目目目目ははははトトトトタタタタンンンン屋根屋根屋根屋根でしたというでしたというでしたというでしたというふふふふうに、うに、うに、うに、供述供述供述供述がががが変変変変わわわわっっっっております。正ております。正ております。正ております。正直直直直、そこの、そこの、そこの、そこの

ところがですところがですところがですところがですねねねね、受、受、受、受注注注注者の者の者の者の供述供述供述供述だけでだけでだけでだけで客客客客観観観観的的的的な証な証な証な証拠拠拠拠はなかはなかはなかはなかっっっったということで、たということで、たということで、たということで、根根根根拠拠拠拠が不が不が不が不十十十十

分分分分ではないかとではないかとではないかとではないかと考え考え考え考えていました。ていました。ていました。ていました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 土木行政に長らく土木行政に長らく土木行政に長らく土木行政に長らく携携携携わわわわっっっってこられた●●さんですけれてこられた●●さんですけれてこられた●●さんですけれてこられた●●さんですけれどどどども、おも、おも、おも、お答え答え答え答え願いま願いま願いま願いま

す。す。す。す。単単単単に無届けでに無届けでに無届けでに無届けで告告告告発発発発した事した事した事した事例例例例はないとして、平野クレーン工業株式会社の無届けはないとして、平野クレーン工業株式会社の無届けはないとして、平野クレーン工業株式会社の無届けはないとして、平野クレーン工業株式会社の無届け違反違反違反違反をををを

軽軽軽軽いいいい処処処処分分分分で見で見で見で見逃逃逃逃すことこそ、すことこそ、すことこそ、すことこそ、直直直直罰規罰規罰規罰規定と定と定と定と両両両両罰規罰規罰規罰規定をあ定をあ定をあ定をあええええてててて組組組組みこんだみこんだみこんだみこんだ建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法の法の法の法の

実実実実効効効効性性性性をををを形骸形骸形骸形骸化化化化させることにならないでしさせることにならないでしさせることにならないでしさせることにならないでしょょょょうか、うか、うか、うか、どどどどうおうおうおうお考え考え考え考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 今回の事案については、今回の事案については、今回の事案については、今回の事案については、厳厳厳厳重注重注重注重注意を行いました。意を行いました。意を行いました。意を行いました。厳厳厳厳重注重注重注重注意を行意を行意を行意を行っっっってそれにてそれにてそれにてそれに従従従従

わず、わず、わず、わず、違反違反違反違反をををを繰繰繰繰りりりり返返返返せばですせばですせばですせばですねねねね、その、その、その、その次次次次のののの告告告告発処発処発処発処分分分分等等等等についてはですについてはですについてはですについてはですねねねね、それを、それを、それを、それを判断材判断材判断材判断材料料料料

ののののひひひひとつとして、とつとして、とつとして、とつとして、検討検討検討検討していくことになります。そういう意していくことになります。そういう意していくことになります。そういう意していくことになります。そういう意味味味味でででで効効効効果果果果はあるというはあるというはあるというはあるというふふふふうにうにうにうに

考え考え考え考えております。ております。ております。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 平野クレーン工業株式会社●●社長は、わが県で初めての無届け解体の平野クレーン工業株式会社●●社長は、わが県で初めての無届け解体の平野クレーン工業株式会社●●社長は、わが県で初めての無届け解体の平野クレーン工業株式会社●●社長は、わが県で初めての無届け解体の発発発発

注注注注者でありながら当委員会の出席者でありながら当委員会の出席者でありながら当委員会の出席者でありながら当委員会の出席要要要要請請請請にいまだ出席されておられません。国土にいまだ出席されておられません。国土にいまだ出席されておられません。国土にいまだ出席されておられません。国土交交交交通通通通省省省省認可認可認可認可

をををを得得得得ているているているている建設建設建設建設業者としての社会業者としての社会業者としての社会業者としての社会的責任的責任的責任的責任の自の自の自の自覚覚覚覚に欠けると言わざるをに欠けると言わざるをに欠けると言わざるをに欠けると言わざるを得得得得ないと思われますないと思われますないと思われますないと思われます

が、が、が、が、どどどどのようにおのようにおのようにおのようにお考え考え考え考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 すみません、これについてはすみません、これについてはすみません、これについてはすみません、これについては私私私私わかりません。わかりません。わかりません。わかりません。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 結果結果結果結果としてとしてとしてとしてアスベストアスベストアスベストアスベストはレはレはレはレベルベルベルベル３の３の３の３の石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトしかしかしかしか立立立立証できていません。証できていません。証できていません。証できていません。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトはははは推推推推定８定８定８定８千千千千キログキログキログキログララララムムムムもももも排排排排出されたのです。出されたのです。出されたのです。出されたのです。防防防防じんシーじんシーじんシーじんシートトトトがががが設設設設

置置置置されず、されず、されず、されず、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マママススススクククク等等等等を着を着を着を着装装装装していた記録もしていた記録もしていた記録もしていた記録も残残残残されていません。されていません。されていません。されていません。

広陵東小学校や幼稚園広陵東小学校や幼稚園広陵東小学校や幼稚園広陵東小学校や幼稚園に通うに通うに通うに通う子子子子どどどどもらもらもらもらやややや作作作作業員の業員の業員の業員の健康健康健康健康にとにとにとにとっっっってててて心心心心配される配される配される配される状況状況状況状況がつくらがつくらがつくらがつくら

れていたことはれていたことはれていたことはれていたことは確確確確かなことです。中かなことです。中かなことです。中かなことです。中皮腫皮腫皮腫皮腫ははははアスベスト以アスベスト以アスベスト以アスベスト以外の外の外の外の要要要要因因因因でかかるでかかるでかかるでかかる病病病病気気気気ではありまではありまではありまではありま

せん。そのせん。そのせん。そのせん。その発発発発病病病病にににに係係係係るるるるメカメカメカメカニズムニズムニズムニズムがすがすがすがすべべべべてててて明明明明らかではなく、らかではなく、らかではなく、らかではなく、潜伏潜伏潜伏潜伏期期期期間も２０年から間も２０年から間も２０年から間も２０年から６６６６０年０年０年０年

とまとまとまとまちちちちままままちちちちです。です。です。です。製製製製造中造中造中造中止止止止の決の決の決の決断断断断が遅れたわが国では、が遅れたわが国では、が遅れたわが国では、が遅れたわが国では、経済経済経済経済発発発発展展展展にににに比例比例比例比例して大して大して大して大量量量量にににに使使使使われわれわれわれ

てきました。てきました。てきました。てきました。阪神阪神阪神阪神・・・・淡路淡路淡路淡路大大大大震災震災震災震災以以以以降降降降、、、、古古古古いいいい建築物建築物建築物建築物の解体を通しての解体を通しての解体を通しての解体を通して被被被被害害害害者が者が者が者が激増激増激増激増しているのしているのしているのしているの

です。です。です。です。アスベストアスベストアスベストアスベストのののの災災災災いからいからいからいから身身身身をををを守守守守ろうとするとき、まず、解体工事ろうとするとき、まず、解体工事ろうとするとき、まず、解体工事ろうとするとき、まず、解体工事へへへへのののの細細細細心心心心のののの気気気気くばりくばりくばりくばり

が求められているのです。が求められているのです。が求められているのです。が求められているのです。生生生生命命命命にににに係係係係る国る国る国る国民的民的民的民的課題だと言いき課題だと言いき課題だと言いき課題だと言いきっっっって決して言いすて決して言いすて決して言いすて決して言いすぎぎぎぎではないではないではないではない
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と思われますが、と思われますが、と思われますが、と思われますが、どどどどうおうおうおうお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答え答え答え答えください。ください。ください。ください。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 当当当当然然然然のことながら、のことながら、のことながら、のことながら、アスベストアスベストアスベストアスベストについては、法については、法については、法については、法律律律律にににに基づ基づ基づ基づきききき適適適適正に正に正に正に処処処処理をされ理をされ理をされ理をされ

るるるるべべべべきだというきだというきだというきだというふふふふうに思うに思うに思うに思っっっっております。ております。ております。ております。飛散防止等飛散防止等飛散防止等飛散防止等についてもですについてもですについてもですについてもですねねねね、、、、飛散防止飛散防止飛散防止飛散防止のののの措置措置措置措置にににに

ついてもするのがついてもするのがついてもするのがついてもするのが望望望望ましいというましいというましいというましいというふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えておるところでございますが、今回の事案にておるところでございますが、今回の事案にておるところでございますが、今回の事案にておるところでございますが、今回の事案に

ついては、ついては、ついては、ついては、湿潤湿潤湿潤湿潤化等化等化等化等、、、、湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化やややや飛散防止飛散防止飛散防止飛散防止のののの措置措置措置措置はなされていなかはなされていなかはなされていなかはなされていなかっっっったと。しかしながら、たと。しかしながら、たと。しかしながら、たと。しかしながら、

手ばらしで手ばらしで手ばらしで手ばらしで破砕破砕破砕破砕されることなく、されることなく、されることなく、されることなく、処処処処理されたということでございますので、そういう意理されたということでございますので、そういう意理されたということでございますので、そういう意理されたということでございますので、そういう意味味味味

では法では法では法では法的的的的には問題はないというには問題はないというには問題はないというには問題はないというふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えております。ております。ております。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 先先先先の当委員会で株式会社山の当委員会で株式会社山の当委員会で株式会社山の当委員会で株式会社山崎産崎産崎産崎産業の●●社長は、業の●●社長は、業の●●社長は、業の●●社長は、注注注注意意意意処処処処分分分分ををををどどどどう受けとめう受けとめう受けとめう受けとめ

ておられますかというておられますかというておられますかというておられますかという私私私私の質問に、記の質問に、記の質問に、記の質問に、記憶憶憶憶にございません、かなり月日がにございません、かなり月日がにございません、かなり月日がにございません、かなり月日が経経経経っっっってしまいましてしまいましてしまいましてしまいまし

たから、とたから、とたから、とたから、と答え答え答え答えています。ています。ています。ています。文文文文書書書書によるによるによるによる注注注注意意意意処処処処分分分分はははは彼彼彼彼らにとらにとらにとらにとっっっってはてはてはては効効効効きききき目目目目なしという他ありなしという他ありなしという他ありなしという他あり

ません。ません。ません。ません。どどどどのようにのようにのようにのように考え考え考え考えられますでしられますでしられますでしられますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 厳厳厳厳重注重注重注重注意の意の意の意の書面書面書面書面については、高田土木事については、高田土木事については、高田土木事については、高田土木事務所務所務所務所長が、株式会社山長が、株式会社山長が、株式会社山長が、株式会社山崎産崎産崎産崎産業をよ業をよ業をよ業をよびびびび、、、、

書面書面書面書面をををを読読読読んで、なおかつ手んで、なおかつ手んで、なおかつ手んで、なおかつ手交交交交したということでございます。本当に株式会社山したということでございます。本当に株式会社山したということでございます。本当に株式会社山したということでございます。本当に株式会社山崎産崎産崎産崎産業が、業が、業が、業が、

そのそのそのその資料資料資料資料内内内内容容容容をををを知知知知らないということであるならば、らないということであるならば、らないということであるならば、らないということであるならば、非非非非常常常常にににに遺憾遺憾遺憾遺憾であると思であると思であると思であると思っっっっております。ております。ております。ております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 最後に、この事案に関して、県最後に、この事案に関して、県最後に、この事案に関して、県最後に、この事案に関して、県や町や町や町や町の行政の行政の行政の行政側側側側ややややそのそのそのそのＯＢＯＢＯＢＯＢ、あるいは政治、あるいは政治、あるいは政治、あるいは政治家家家家

ややややその他、その他、その他、その他、誰誰誰誰かから、何らかのかから、何らかのかから、何らかのかから、何らかの働働働働きかけを受けたことはありませんか。きかけを受けたことはありませんか。きかけを受けたことはありませんか。きかけを受けたことはありませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 一一一一切切切切ございません。ございません。ございません。ございません。

○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、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終終終わりますが、わりますが、わりますが、わりますが、次次次次に、に、に、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質問があ質問があ質問があ

りましたらごりましたらごりましたらごりましたらご発発発発言を願います。言を願います。言を願います。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 ●●さん、あなた、今、最後の方で法●●さん、あなた、今、最後の方で法●●さん、あなた、今、最後の方で法●●さん、あなた、今、最後の方で法的的的的に問題はない、こうおに問題はない、こうおに問題はない、こうおに問題はない、こうおっっっっししししゃゃゃゃいいいい

ました。ました。ました。ました。アスベストアスベストアスベストアスベストにかかわにかかわにかかわにかかわっっっって法て法て法て法的的的的なななな守守守守りが大りが大りが大りが大変変変変弱弱弱弱いいいいっっっっていうのもていうのもていうのもていうのも確確確確かですかですかですかですねねねね。あなた。あなた。あなた。あなた

は行政は行政は行政は行政ママママンです。法を大事にする、そのことは大ンです。法を大事にする、そのことは大ンです。法を大事にする、そのことは大ンです。法を大事にする、そのことは大変変変変大大大大切切切切なことだと思うのです。それなことだと思うのです。それなことだと思うのです。それなことだと思うのです。それ以以以以上上上上

に国に国に国に国民民民民の、県の、県の、県の、県民民民民のののの生生生生命命命命とととと安安安安全全全全に配に配に配に配慮慮慮慮するするするするっっっっていうことがもていうことがもていうことがもていうことがもっっっっと大事なことではないでしと大事なことではないでしと大事なことではないでしと大事なこと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 副委員長の言われるとおりです。まさに国副委員長の言われるとおりです。まさに国副委員長の言われるとおりです。まさに国副委員長の言われるとおりです。まさに国民民民民のののの生生生生命命命命、、、、健康健康健康健康をををを守守守守るために、るために、るために、るために、適適適適

正な対正な対正な対正な対応応応応をするというのがをするというのがをするというのがをするというのが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要ややややというというというというふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 さすれば、まず、あなたがさすれば、まず、あなたがさすれば、まず、あなたがさすれば、まず、あなたが先ほど先ほど先ほど先ほどのののの答弁答弁答弁答弁の中で、手ばらしされたの中で、手ばらしされたの中で、手ばらしされたの中で、手ばらしされたアスベアスベアスベアスベ

ストストストストはははは原原原原形形形形をををを保保保保っっっったたたた形形形形でででで処処処処理された、理された、理された、理された、どどどどこでこでこでこで確確確確認したのですか。認したのですか。認したのですか。認したのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 受受受受注注注注者から者から者から者からマニフェマニフェマニフェマニフェストストストストをををを取取取取りりりり寄寄寄寄せ、そのせ、そのせ、そのせ、そのマニフェマニフェマニフェマニフェストストストストをををを廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物対策課に対策課に対策課に対策課に渡渡渡渡

して、して、して、して、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物対策課の方で対策課の方で対策課の方で対策課の方で確確確確認していただきました。認していただきました。認していただきました。認していただきました。
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○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●●さん●●さん●●さんねねねね、そしたら、あなたの、そしたら、あなたの、そしたら、あなたの、そしたら、あなたの論論論論法でいけば法でいけば法でいけば法でいけばねねねね、手ばらしして、、手ばらしして、、手ばらしして、、手ばらしして、ねえねえねえねえ、、、、

目目目目に見に見に見に見ええええるような大きなるような大きなるような大きなるような大きなほほほほこりをこりをこりをこりを立立立立てないで、そてないで、そてないで、そてないで、そっっっっとととと処処処処理できたら、それでいわ理できたら、それでいわ理できたら、それでいわ理できたら、それでいわゆゆゆゆるるるる分分分分別別別別

解体の解体の解体の解体の重要重要重要重要なななな一一一一つはつはつはつはパパパパススススしたということになるのですか。したということになるのですか。したということになるのですか。したということになるのですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトは、いわは、いわは、いわは、いわゆゆゆゆるレるレるレるレベルベルベルベル３、３、３、３、非飛散性非飛散性非飛散性非飛散性ののののアスベストアスベストアスベストアスベストが含まれているが含まれているが含まれているが含まれている

ものでございます。まさにですものでございます。まさにですものでございます。まさにですものでございます。まさにですねねねね、、、、原原原原形形形形のままのままのままのまま破砕破砕破砕破砕もされずに、あるいはせんもされずに、あるいはせんもされずに、あるいはせんもされずに、あるいはせん孔孔孔孔もされずもされずもされずもされず

に解体されるならばですに解体されるならばですに解体されるならばですに解体されるならばですねねねね、、、、湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化あるいはあるいはあるいはあるいは飛散防止飛散防止飛散防止飛散防止のののの措置措置措置措置は理は理は理は理屈屈屈屈上は上は上は上は必要必要必要必要ありません。ありません。ありません。ありません。

しかしながら、いろんなしかしながら、いろんなしかしながら、いろんなしかしながら、いろんな場合場合場合場合もももも想想想想定されるので、そのような、今言定されるので、そのような、今言定されるので、そのような、今言定されるので、そのような、今言っっっったような事前のたような事前のたような事前のたような事前の措置措置措置措置

をするのは法をするのは法をするのは法をするのは法的的的的な意な意な意な意味味味味をををを横横横横にににに置置置置いといて、いといて、いといて、いといて、ややややはりはりはりはり重要重要重要重要なことではないかなというなことではないかなというなことではないかなというなことではないかなというふふふふうにうにうにうに考考考考

ええええておるておるておるておる次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 あなた方はあなた方はあなた方はあなた方は机机机机上でそういうことを言うのです上でそういうことを言うのです上でそういうことを言うのです上でそういうことを言うのですねねねね。じ。じ。じ。じゃゃゃゃあ、あ、あ、あ、先先先先日、高田土日、高田土日、高田土日、高田土

木事木事木事木事務所務所務所務所がががが発注発注発注発注したしたしたした河河河河川改川改川改川改修修修修工事をめ工事をめ工事をめ工事をめぐっぐっぐっぐって通報がありました。て通報がありました。て通報がありました。て通報がありました。河河河河川の川の川の川のブブブブロッロッロッロックの上にあクの上にあクの上にあクの上にあ

っっっったたたたススススレーレーレーレートトトトをたたきをたたきをたたきをたたき壊壊壊壊しているという通報があしているという通報があしているという通報があしているという通報があっっっって、高田土木事て、高田土木事て、高田土木事て、高田土木事務所務所務所務所がががが現場現場現場現場へへへへ急急急急行しま行しま行しま行しま

したしたしたしたねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりりススススレーレーレーレートトトトでした。そして、そのでした。そして、そのでした。そして、そのでした。そして、その壊壊壊壊れたれたれたれた破片破片破片破片のののの一一一一部はです部はです部はです部はですねねねね、川の中に、川の中に、川の中に、川の中に落落落落

ちちちちていたのじていたのじていたのじていたのじゃゃゃゃないんですかな、そういう報ないんですかな、そういう報ないんですかな、そういう報ないんですかな、そういう報告告告告を受けました。すなわを受けました。すなわを受けました。すなわを受けました。すなわちちちち、、、、石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトはははは

じじじじっっっっとしておればレとしておればレとしておればレとしておればレベルベルベルベル３です。たたいて３です。たたいて３です。たたいて３です。たたいて粉粉粉粉が出ればレが出ればレが出ればレが出ればレベルベルベルベル２なのでし２なのでし２なのでし２なのでしょょょょうがな。そんなうがな。そんなうがな。そんなうがな。そんな

場面場面場面場面がががが往往往往 々々々々にしてある。高田のあのにしてある。高田のあのにしてある。高田のあのにしてある。高田のあの河河河河川改川改川改川改修修修修の際にもですよ、あるいはの際にもですよ、あるいはの際にもですよ、あるいはの際にもですよ、あるいはほほほほかのかのかのかの現場現場現場現場でもよでもよでもよでもよ

く言われます。く言われます。く言われます。く言われます。石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトはははは腐腐腐腐らないけれらないけれらないけれらないけれどどどども、それをとめるも、それをとめるも、それをとめるも、それをとめる金物金物金物金物はさはさはさはさびびびびたりするのでたりするのでたりするのでたりするので

すすすすねねねね。ですから、力を入れて無理をしてでもはがしていく、そのさなかに、。ですから、力を入れて無理をしてでもはがしていく、そのさなかに、。ですから、力を入れて無理をしてでもはがしていく、そのさなかに、。ですから、力を入れて無理をしてでもはがしていく、そのさなかに、ややややはりはりはりはり粉末粉末粉末粉末がががが

出るわけじ出るわけじ出るわけじ出るわけ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、ねえねえねえねえ。。。。僕僕僕僕は、あそこのは、あそこのは、あそこのは、あそこの現場現場現場現場で平野クレーン工業株式会社がで平野クレーン工業株式会社がで平野クレーン工業株式会社がで平野クレーン工業株式会社が南南南南

面面面面だけだけだけだけ塀塀塀塀にににに使っ使っ使っ使っています。あれだています。あれだています。あれだています。あれだっっっって大て大て大て大変変変変危危危危ないことじないことじないことじないことじゃゃゃゃないですか。あの大きなクレーないですか。あの大きなクレーないですか。あの大きなクレーないですか。あの大きなクレー

ンンンン車車車車、いつですな、あの、いつですな、あの、いつですな、あの、いつですな、あの塀壊塀壊塀壊塀壊してですよ、あのしてですよ、あのしてですよ、あのしてですよ、あの塀塀塀塀にぶにぶにぶにぶちちちち当た当た当た当たっっっって、そしてて、そしてて、そしてて、そして結果結果結果結果としてとしてとしてとしてねねねね、、、、

レレレレベルベルベルベル３の３の３の３の石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトトをををを粉粉粉粉 々々々々にしてしまう、そういう事にしてしまう、そういう事にしてしまう、そういう事にしてしまう、そういう事態っ態っ態っ態っていうのはていうのはていうのはていうのは容容容容易易易易にににに想想想想定され定され定され定され

ることなのですることなのですることなのですることなのですねねねね。そんなことも含めて、。そんなことも含めて、。そんなことも含めて、。そんなことも含めて、ややややはりはりはりはり考え考え考え考えていく、そういうていく、そういうていく、そういうていく、そういう姿勢姿勢姿勢姿勢をををを持持持持たないたないたないたない限限限限

りですな、このりですな、このりですな、このりですな、このアスベストアスベストアスベストアスベストと、いわと、いわと、いわと、いわゆゆゆゆる中る中る中る中皮腫皮腫皮腫皮腫との関との関との関との関係係係係について、について、について、について、掘掘掘掘り下げて対り下げて対り下げて対り下げて対応応応応できなできなできなできな

いのじいのじいのじいのじゃゃゃゃないでしないでしないでしないでしょょょょうかな、●●さん、うかな、●●さん、うかな、●●さん、うかな、●●さん、どどどどうですか。うですか。うですか。うですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 レレレレベルベルベルベル３とい３とい３とい３といえどえどえどえどもですもですもですもですねねねね、、、、粉粉粉粉 々々々々になればレになればレになればレになればレベルベルベルベル２、レ２、レ２、レ２、レベルベルベルベル１にもなるとい１にもなるとい１にもなるとい１にもなるとい

うことでございます。法うことでございます。法うことでございます。法うことでございます。法的的的的なななな規規規規定はともかくとしてもです定はともかくとしてもです定はともかくとしてもです定はともかくとしてもですねねねね、そういうような事、そういうような事、そういうような事、そういうような事態態態態をををを想想想想定定定定

して、して、して、して、ややややはりはりはりはり湿潤湿潤湿潤湿潤化等化等化等化等をををを図図図図り、解体工事するということが大事だというり、解体工事するということが大事だというり、解体工事するということが大事だというり、解体工事するということが大事だというふふふふうに思うに思うに思うに思っっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。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 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ねねねね、、、、現実現実現実現実ににににどどどどういう解体がなされてるのか、ういう解体がなされてるのか、ういう解体がなされてるのか、ういう解体がなされてるのか、現場現場現場現場をもうをもうをもうをもう
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少少少少しししし勉勉勉勉強強強強するするするする必要必要必要必要あるのとあるのとあるのとあるのと違違違違いますか、もう部いますか、もう部いますか、もう部いますか、もう部署署署署をををを離離離離れたられたられたられたらええええええええか。とにかくか。とにかくか。とにかくか。とにかくねねねね、今も解、今も解、今も解、今も解

体が不体が不体が不体が不適切適切適切適切には行われてなかには行われてなかには行われてなかには行われてなかっっっった。た。た。た。私私私私、言い、言い、言い、言い返返返返しますよ、同じような言しますよ、同じような言しますよ、同じような言しますよ、同じような言葉葉葉葉で。解体はで。解体はで。解体はで。解体は適切適切適切適切

に行われてなかに行われてなかに行われてなかに行われてなかっっっった、こう言た、こう言た、こう言た、こう言っっっっててててどどどどうする、うする、うする、うする、どどどどうううう反反反反応応応応します。します。します。します。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みません、言みません、言みません、言みません、言葉葉葉葉をををを返返返返すだけです。不すだけです。不すだけです。不すだけです。不適切適切適切適切には行われてなかには行われてなかには行われてなかには行われてなかっっっったとたとたとたと考え考え考え考えます。ます。ます。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 すなわすなわすなわすなわちねちねちねちね、あなた方は手ばらしで解体した、解体した、あなた方は手ばらしで解体した、解体した、あなた方は手ばらしで解体した、解体した、あなた方は手ばらしで解体した、解体した石綿石綿石綿石綿はまとめてはまとめてはまとめてはまとめて

埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分した、その証した、その証した、その証した、その証拠拠拠拠はあると、これで大はあると、これで大はあると、これで大はあると、これで大過過過過なくなくなくなく経緯経緯経緯経緯したというしたというしたというしたというふふふふうな解うな解うな解うな解釈釈釈釈なのでなのでなのでなので

すすすすねねねね。それに証。それに証。それに証。それに証拠拠拠拠がないじがないじがないじが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。例例例例ええええば事前調査したんかば事前調査したんかば事前調査したんかば事前調査したんかっっっっていていていていっっっったら、しなかたら、しなかたら、しなかたら、しなか

っっっったという回たという回たという回たという回答答答答ですですですですねねねね。事前調査のかわりに。事前調査のかわりに。事前調査のかわりに。事前調査のかわりに目視目視目視目視ででででっっっっていうて、ていうて、ていうて、ていうて、目視目視目視目視でいいのですよ。いでいいのですよ。いでいいのですよ。いでいいのですよ。い

いのですけれいのですけれいのですけれいのですけれどどどども、も、も、も、彼彼彼彼らが事らが事らが事らが事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで答え答え答え答えてるのは、見てるのは、見てるのは、見てるのは、見積積積積もりするときにもりするときにもりするときにもりするときに現場現場現場現場を見たと、を見たと、を見たと、を見たと、

いいいいやややや、それでも１００、それでも１００、それでも１００、それでも１００％％％％正しくないけれ正しくないけれ正しくないけれ正しくないけれどどどども許しましも許しましも許しましも許しましょょょょう。そのかわり記録せんなんですう。そのかわり記録せんなんですう。そのかわり記録せんなんですう。そのかわり記録せんなんです

ねねねね。この記録は４０年間。この記録は４０年間。この記録は４０年間。この記録は４０年間保保保保管せんならんですよ、管せんならんですよ、管せんならんですよ、管せんならんですよ、ねえねえねえねえ。それがなされていなか。それがなされていなか。それがなされていなか。それがなされていなかっっっった、今回。た、今回。た、今回。た、今回。

あるいはあるいはあるいはあるいは先ほど先ほど先ほど先ほどから何回も出てるように、あの通から何回も出てるように、あの通から何回も出てるように、あの通から何回も出てるように、あの通学路学路学路学路に１００に１００に１００に１００メメメメーーーートルトルトルトルなんなんとするなんなんとするなんなんとするなんなんとする接接接接

点点点点が、もう間、が、もう間、が、もう間、が、もう間、ゼゼゼゼロロロロメメメメーーーートルトルトルトルと言と言と言と言っっっってもいいてもいいてもいいてもいいほどびっほどびっほどびっほどびっしりとつながしりとつながしりとつながしりとつながっっっったたたた形形形形でですでですでですでですねねねね、そこ、そこ、そこ、そこ

の倉庫を解体したのですよ。の倉庫を解体したのですよ。の倉庫を解体したのですよ。の倉庫を解体したのですよ。防護防護防護防護シーシーシーシートトトトをしていない、株式会社山をしていない、株式会社山をしていない、株式会社山をしていない、株式会社山崎産崎産崎産崎産業の●●さんは業の●●さんは業の●●さんは業の●●さんはどどどど

うううう答え答え答え答えたか。たか。たか。たか。防護防護防護防護シーシーシーシートトトトはははは普普普普通はするのだけれ通はするのだけれ通はするのだけれ通はするのだけれどどどども、あのも、あのも、あのも、あの現場現場現場現場には間にには間にには間にには間に私有私有私有私有地があ地があ地があ地があっっっったかたかたかたか

らできなからできなからできなからできなかっっっったいうて、うそ言うたのです。たいうて、うそ言うたのです。たいうて、うそ言うたのです。たいうて、うそ言うたのです。先ほど先ほど先ほど先ほど●●さんに●●さんに●●さんに●●さんに確確確確かめました。あなた、かめました。あなた、かめました。あなた、かめました。あなた、現現現現

場場場場をををを知っ知っ知っ知っていないていないていないていないねっねっねっねって、て、て、て、知知知知りませんでしたと。だから、●●さんが事りませんでしたと。だから、●●さんが事りませんでしたと。だから、●●さんが事りませんでしたと。だから、●●さんが事情情情情聴聴聴聴取取取取でうそを言でうそを言でうそを言でうそを言

っっっっててもわからないんじててもわからないんじててもわからないんじててもわからないんじゃゃゃゃない、ない、ない、ない、どどどどこに、あなた、こに、あなた、こに、あなた、こに、あなた、私有私有私有私有地があ地があ地があ地があっっっったの。そんなもん、ありたの。そんなもん、ありたの。そんなもん、ありたの。そんなもん、あり

ゃゃゃゃしないでししないでししないでししないでしょょょょうがな。うがな。うがな。うがな。防護防護防護防護シーシーシーシートトトトををををややややっっっっていない、もていない、もていない、もていない、もちちちちろんろんろんろん防護防護防護防護ママママススススクも着クも着クも着クも着装装装装しているしているしているしている

というというというという写真写真写真写真もない、もない、もない、もない、図面図面図面図面がないのですよ、がないのですよ、がないのですよ、がないのですよ、図面図面図面図面が、が、が、が、ねえねえねえねえ。さらに。さらに。さらに。さらに建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法第１２法第１２法第１２法第１２

条、１３条、１８条という条、１３条、１８条という条、１３条、１８条という条、１３条、１８条という重重重重大な大な大な大な建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法のその法のその法のその法のそのポポポポインインインイントトトトでですでですでですでですねねねね、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは違反違反違反違反

しているのです。こういう解体がですよ、しているのです。こういう解体がですよ、しているのです。こういう解体がですよ、しているのです。こういう解体がですよ、ねえねえねえねえ、不、不、不、不適切適切適切適切に行われたとは言いがたいなんてに行われたとは言いがたいなんてに行われたとは言いがたいなんてに行われたとは言いがたいなんて

いう表いう表いう表いう表現現現現は、は、は、は、余余余余りにもりにもりにもりにも役役役役所的所的所的所的な表な表な表な表現現現現であであであであっっっって、それは、ずばりこの際申し上げますけて、それは、ずばりこの際申し上げますけて、それは、ずばりこの際申し上げますけて、それは、ずばりこの際申し上げますけどどどども、も、も、も、

間間間間違違違違いではないですか。いではないですか。いではないですか。いではないですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 済済済済みません、みません、みません、みません、多少多少多少多少、言、言、言、言葉足葉足葉足葉足らずだらずだらずだらずだっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。分分分分別解体の別解体の別解体の別解体の規規規規定は法第９定は法第９定は法第９定は法第９

条に条に条に条に規規規規定されています。定されています。定されています。定されています。先ほど先ほど先ほど先ほど申し上げた言申し上げた言申し上げた言申し上げた言葉葉葉葉は、法第９条に関することでございます。は、法第９条に関することでございます。は、法第９条に関することでございます。は、法第９条に関することでございます。

今、副委員長が言われた今、副委員長が言われた今、副委員長が言われた今、副委員長が言われた建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法第１２条、第１３条、第１８条の法第１２条、第１３条、第１８条の法第１２条、第１３条、第１８条の法第１２条、第１３条、第１８条の件件件件については、については、については、については、

罰則規罰則規罰則規罰則規定はありませんが定はありませんが定はありませんが定はありませんが違反違反違反違反されています。そのためされています。そのためされています。そのためされています。そのため厳厳厳厳重注重注重注重注意をしたところでございます。意をしたところでございます。意をしたところでございます。意をしたところでございます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 そういうそういうそういうそういう数数数数 々々々々のののの違反違反違反違反行行行行為為為為はですはですはですはですねねねね、しかも、、しかも、、しかも、、しかも、どどどどうううう考え考え考え考えても無届け解体をても無届け解体をても無届け解体をても無届け解体を

初めから初めから初めから初めから終終終終わりまでわりまでわりまでわりまで貫貫貫貫徹徹徹徹するために、するために、するために、するために、書書書書いた証いた証いた証いた証拠拠拠拠をををを残残残残していない、していない、していない、していない、ねえねえねえねえ。。。。写真等写真等写真等写真等の証の証の証の証拠拠拠拠をををを
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残残残残してない、してない、してない、してない、図面図面図面図面も含めても含めても含めても含めて一一一一切切切切ない、あるのは見ない、あるのは見ない、あるのは見ない、あるのは見積書積書積書積書と工と工と工と工程程程程表だけであります。しかも、表だけであります。しかも、表だけであります。しかも、表だけであります。しかも、

最初は最初は最初は最初はリリリリフォフォフォフォーーーームムムムだといいながら、２回だといいながら、２回だといいながら、２回だといいながら、２回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取では、いでは、いでは、いでは、いやややや、届出、届出、届出、届出書書書書、、、、書書書書いてあいてあいてあいてあっっっったたたた

のだけれのだけれのだけれのだけれどどどども届けをも届けをも届けをも届けを忘忘忘忘れたのれたのれたのれたのややややと、これもうそついている。そのうそをあなた方は見と、これもうそついている。そのうそをあなた方は見と、これもうそついている。そのうそをあなた方は見と、これもうそついている。そのうそをあなた方は見抜抜抜抜けけけけ

ない。関ない。関ない。関ない。関係係係係するするするする書書書書類類類類、、、、少少少少ないないないない書書書書類類類類ですけれですけれですけれですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その書書書書類類類類の中から見の中から見の中から見の中から見抜抜抜抜けない。そういうけない。そういうけない。そういうけない。そういう

ことをことをことをことを覆覆覆覆いいいい隠隠隠隠すために、すために、すために、すために、分分分分別解体はそこそこ別解体はそこそこ別解体はそこそこ別解体はそこそこちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとややややっっっっていたのとていたのとていたのとていたのと違違違違うかといううかといううかといううかというふふふふうな、うな、うな、うな、

そんなそんなそんなそんな判断判断判断判断は大いに間は大いに間は大いに間は大いに間違違違違いであり、いであり、いであり、いであり、どどどどんなにんなにんなにんなに注注注注意意意意処処処処分分分分をしても、記をしても、記をしても、記をしても、記憶憶憶憶にございませんと、にございませんと、にございませんと、にございませんと、

この間、ここで株式会社山この間、ここで株式会社山この間、ここで株式会社山この間、ここで株式会社山崎産崎産崎産崎産業の社長が業の社長が業の社長が業の社長が答え答え答え答えた、とた、とた、とた、とぼぼぼぼけておけておけておけておっっっった。た。た。た。非非非非常常常常に時間がたに時間がたに時間がたに時間がたっっっってててて

おりますので、おりますので、おりますので、おりますので、注注注注意意意意処処処処分分分分で何をで何をで何をで何を指摘指摘指摘指摘されたかわからない、こんなされたかわからない、こんなされたかわからない、こんなされたかわからない、こんな態度態度態度態度ででででどどどどうするのですか。うするのですか。うするのですか。うするのですか。

今今今今度度度度ややややっっっったらたらたらたらややややるるるるぞぞぞぞというのなら、１回というのなら、１回というのなら、１回というのなら、１回目目目目ででででややややりなさいよ、１回りなさいよ、１回りなさいよ、１回りなさいよ、１回目目目目で、で、で、で、一罰一罰一罰一罰百百百百戒戒戒戒です。そです。そです。そです。そ

のためにのためにのためにのために建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法は法は法は法は直直直直罰主罰主罰主罰主義義義義、、、、両両両両罰主罰主罰主罰主義義義義をををを掲掲掲掲げて、無届けのげて、無届けのげて、無届けのげて、無届けの場合場合場合場合はははは即即即即告告告告発発発発、、、、罰金罰金罰金罰金

刑刑刑刑ということの、そうした法体ということの、そうした法体ということの、そうした法体ということの、そうした法体系系系系になになになになっっっってるんてるんてるんてるん違違違違いますか。いますか。いますか。いますか。余余余余りりりり勝勝勝勝手な解手な解手な解手な解釈釈釈釈をしないでくをしないでくをしないでくをしないでく

ださい。ださい。ださい。ださい。

私私私私は、は、は、は、途途途途中解体で中解体で中解体で中解体でねねねね、●●さん、無届けだ、●●さん、無届けだ、●●さん、無届けだ、●●さん、無届けだっっっったけれたけれたけれたけれどどどどもももも途途途途中で見つけたという中で見つけたという中で見つけたという中で見つけたという場合場合場合場合に、に、に、に、

行政行政行政行政指指指指導導導導ああああっっっってしかるてしかるてしかるてしかるべべべべきだと思います。後の解体きだと思います。後の解体きだと思います。後の解体きだと思います。後の解体処処処処理、理、理、理、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとややややらせるために。今回らせるために。今回らせるために。今回らせるために。今回

は、もう証は、もう証は、もう証は、もう証拠拠拠拠品品品品がががが一一一一切切切切ないんですよ。ないんですよ。ないんですよ。ないんですよ。唯一唯一唯一唯一、解体で、解体で、解体で、解体で保保保保管されてお管されてお管されてお管されておっっっったたたた石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトト、あな、あな、あな、あな

た方、た方、た方、た方、指示指示指示指示したと言うけれしたと言うけれしたと言うけれしたと言うけれどどどども、高田土木事も、高田土木事も、高田土木事も、高田土木事務所務所務所務所はははは指示指示指示指示を受けていない、それすらもう見を受けていない、それすらもう見を受けていない、それすらもう見を受けていない、それすらもう見

逃逃逃逃してしましてしましてしましてしまっっっった。何もた。何もた。何もた。何も確確確確認、認、認、認、現現現現認していないのですよということになれば、認していないのですよということになれば、認していないのですよということになれば、認していないのですよということになれば、ぬぬぬぬかにくかにくかにくかにくぎぎぎぎのののの

ような、そんなような、そんなような、そんなような、そんな処処処処分分分分でなしに、でなしに、でなしに、でなしに、一罰一罰一罰一罰百百百百戒戒戒戒の方がよくの方がよくの方がよくの方がよく効効効効くと思いませんか。くと思いませんか。くと思いませんか。くと思いませんか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 無届けについては、無届けについては、無届けについては、無届けについては、罰金罰金罰金罰金２０２０２０２０万以万以万以万以上という上という上という上という罰則規罰則規罰則規罰則規定があります。それは、ま定があります。それは、ま定があります。それは、ま定があります。それは、ま

ずずずず発注発注発注発注者です。したが者です。したが者です。したが者です。したがっっっって、て、て、て、発注発注発注発注者に対しては者に対しては者に対しては者に対しては告告告告発発発発というのは可というのは可というのは可というのは可能能能能な手な手な手な手段段段段でございます。でございます。でございます。でございます。

しかしながら、株式会社山しかしながら、株式会社山しかしながら、株式会社山しかしながら、株式会社山崎産崎産崎産崎産業の、業の、業の、業の、先ほど先ほど先ほど先ほどから何回も申しますが、から何回も申しますが、から何回も申しますが、から何回も申しますが、建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法第法第法第法第

１２条、第１３条、第１８条１２条、第１３条、第１８条１２条、第１３条、第１８条１２条、第１３条、第１８条違反違反違反違反についてはについてはについてはについては罰則規罰則規罰則規罰則規定はございません。ある意定はございません。ある意定はございません。ある意定はございません。ある意味味味味、、、、厳厳厳厳重注重注重注重注

意という行政意という行政意という行政意という行政指指指指導導導導がががが限限限限界界界界だとだとだとだと考え考え考え考えています。法ています。法ています。法ています。法的的的的にににに告告告告発発発発はできないと、受はできないと、受はできないと、受はできないと、受注注注注者に対して、者に対して、者に対して、者に対して、

今回の事案について今回の事案について今回の事案について今回の事案について告告告告発発発発できないというできないというできないというできないというふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 どどどどういうういうういうういう処処処処分分分分するかということについては、今後するかということについては、今後するかということについては、今後するかということについては、今後検討検討検討検討しますけれしますけれしますけれしますけれどどどども、も、も、も、

今、株式会社山今、株式会社山今、株式会社山今、株式会社山崎産崎産崎産崎産業のこと言うてない。業のこと言うてない。業のこと言うてない。業のこと言うてない。発注発注発注発注者者者者責任責任責任責任として、まず平野クレーン工業株式として、まず平野クレーン工業株式として、まず平野クレーン工業株式として、まず平野クレーン工業株式

会社、会社、会社、会社、告告告告発発発発措置措置措置措置は可は可は可は可能能能能だと、あなた、おだと、あなた、おだと、あなた、おだと、あなた、おっっっっししししゃゃゃゃいましたので、それはそれでいましたので、それはそれでいましたので、それはそれでいましたので、それはそれで結構結構結構結構です。です。です。です。

株式会社山株式会社山株式会社山株式会社山崎産崎産崎産崎産業については、この業については、この業については、この業については、この百百百百条委員会の証言でかなりうそをついています。こ条委員会の証言でかなりうそをついています。こ条委員会の証言でかなりうそをついています。こ条委員会の証言でかなりうそをついています。こ

のののの百百百百条委員会で条委員会で条委員会で条委員会で虚偽虚偽虚偽虚偽のののの陳述陳述陳述陳述をしたをしたをしたをした場合場合場合場合、、、、厳厳厳厳しくしくしくしく罰罰罰罰せられることは宣誓でもせられることは宣誓でもせられることは宣誓でもせられることは宣誓でも明明明明らかにしていらかにしていらかにしていらかにしてい

るところですので、それは当委員会でるところですので、それは当委員会でるところですので、それは当委員会でるところですので、それは当委員会で検討検討検討検討します。その株式会社山します。その株式会社山します。その株式会社山します。その株式会社山崎産崎産崎産崎産業を業を業を業を告告告告発発発発せせせせえっえっえっえってててて
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我我我我 々々々々は言うたことない。とりあは言うたことない。とりあは言うたことない。とりあは言うたことない。とりあええええずはずはずはずは直直直直罰主罰主罰主罰主義義義義で、平野クレーン工業株式会社に対して、で、平野クレーン工業株式会社に対して、で、平野クレーン工業株式会社に対して、で、平野クレーン工業株式会社に対して、

出出出出廷廷廷廷もしない、事もしない、事もしない、事もしない、事情情情情聴聴聴聴取取取取にもにもにもにも応応応応じない、その平野クレーン工業株式会社に対して社会じない、その平野クレーン工業株式会社に対して社会じない、その平野クレーン工業株式会社に対して社会じない、その平野クレーン工業株式会社に対して社会的的的的なななな

責任責任責任責任として、として、として、として、ややややはり、まずははり、まずははり、まずははり、まずは告告告告発発発発していく、そういう方していく、そういう方していく、そういう方していく、そういう方向向向向で、●●さんもそれはありで、●●さんもそれはありで、●●さんもそれはありで、●●さんもそれはあり得得得得るるるる

ことことことことややややとおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃいましたので、これいましたので、これいましたので、これいましたので、これ以以以以上お尋上お尋上お尋上お尋ねねねねしませんけれしませんけれしませんけれしませんけれどどどども、そういう方も、そういう方も、そういう方も、そういう方向向向向でででで持持持持っっっっ

ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

あと１あと１あと１あと１点点点点。。。。少少少少なくとも８なくとも８なくとも８なくとも８トトトトンですよ、４ンですよ、４ンですよ、４ンですよ、４トトトトンンンン車車車車２２２２台台台台で運んでいるのですで運んでいるのですで運んでいるのですで運んでいるのですねねねね。８。８。８。８トトトトンにもンにもンにもンにも

及及及及ぶ解体を無届けでぶ解体を無届けでぶ解体を無届けでぶ解体を無届けでややややっっっった。大た。大た。大た。大変変変変なことじなことじなことじなことじゃゃゃゃないですか。しかも、ないですか。しかも、ないですか。しかも、ないですか。しかも、現場現場現場現場もももも既既既既にににに知っ知っ知っ知っていたていたていたていた

だいていると思いますけれだいていると思いますけれだいていると思いますけれだいていると思いますけれどどどども、も、も、も、広陵東小学校広陵東小学校広陵東小学校広陵東小学校のののの子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちが通が通が通が通っっっっている通ている通ている通ている通学路学路学路学路です、です、です、です、ねねねね

ええええ。。。。幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの幼幼幼幼児児児児たたたたちちちちも通も通も通も通っっっっています。その通ています。その通ています。その通ています。その通学路学路学路学路であるということ、そういうことをかであるということ、そういうことをかであるということ、そういうことをかであるということ、そういうことをか

んがみても、ここはんがみても、ここはんがみても、ここはんがみても、ここはややややはりはりはりはり厳厳厳厳しくしくしくしく罰罰罰罰する、無届けに対するする、無届けに対するする、無届けに対するする、無届けに対する厳厳厳厳しいしいしいしい態度態度態度態度が改めてが改めてが改めてが改めて必要必要必要必要だと思だと思だと思だと思

うのです。うのです。うのです。うのです。

あなたは、平野クレーン工業株式会社に対するあなたは、平野クレーン工業株式会社に対するあなたは、平野クレーン工業株式会社に対するあなたは、平野クレーン工業株式会社に対する告告告告発発発発云々云々云々云々でででで一一一一歩歩歩歩前前前前へへへへ進進進進むむむむ話話話話をここでされをここでされをここでされをここでされ

ましたので、これましたので、これましたので、これましたので、これ以以以以上言いませんけれ上言いませんけれ上言いませんけれ上言いませんけれどどどども、も、も、も、ややややはり８はり８はり８はり８トトトトンにもンにもンにもンにも及及及及ぶぶぶぶ石綿石綿石綿石綿の解体の解体の解体の解体作作作作業である業である業である業である

ということ、通ということ、通ということ、通ということ、通学路学路学路学路であるということ、であるということ、であるということ、であるということ、私私私私もももも子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちが通が通が通が通学学学学するするするする現場現場現場現場、何回か見に行、何回か見に行、何回か見に行、何回か見に行っっっっ

ています。ています。ています。ています。集集集集団団団団登校登校登校登校で行きますよ、で行きますよ、で行きますよ、で行きますよ、ねえねえねえねえ。９時前にはしないというのは、。９時前にはしないというのは、。９時前にはしないというのは、。９時前にはしないというのは、一一一一つの業者のつの業者のつの業者のつの業者の良良良良

心心心心でしでしでしでしょょょょう。ただ、下う。ただ、下う。ただ、下う。ただ、下校校校校時はですな、ばらばらで下時はですな、ばらばらで下時はですな、ばらばらで下時はですな、ばらばらで下校校校校するのですよ、するのですよ、するのですよ、するのですよ、学学学学年によ年によ年によ年によっっっって、て、て、て、ねえねえねえねえ。。。。

あそこに、じあそこに、じあそこに、じあそこに、じゃゃゃゃああああ子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちが下が下が下が下校校校校する時間がする時間がする時間がする時間が始始始始ままままっっっったらですよ、だれか見張りの者をつたらですよ、だれか見張りの者をつたらですよ、だれか見張りの者をつたらですよ、だれか見張りの者をつ

けてもらけてもらけてもらけてもらっっっってきたのかてきたのかてきたのかてきたのかどどどどうか、そんなうか、そんなうか、そんなうか、そんな情情情情勢勢勢勢ではないですではないですではないですではないですねねねね。ですから、大。ですから、大。ですから、大。ですから、大変変変変深刻深刻深刻深刻にこの事にこの事にこの事にこの事

態態態態を受けとめなければならないのではないか。●●さん、を受けとめなければならないのではないか。●●さん、を受けとめなければならないのではないか。●●さん、を受けとめなければならないのではないか。●●さん、検討検討検討検討してくれたけれしてくれたけれしてくれたけれしてくれたけれどどどども、も、も、も、例例例例ええええ

ばあなたはばあなたはばあなたはばあなたはマニマニマニマニアアアアッッッックにクにクにクにアスベストアスベストアスベストアスベストのののの追追追追跡跡跡跡を行を行を行を行っっっってくれました。しかし、てくれました。しかし、てくれました。しかし、てくれました。しかし、先ほど先ほど先ほど先ほどの●●さの●●さの●●さの●●さ

んの証言でもんの証言でもんの証言でもんの証言でも明明明明らかにならかにならかにならかになっっっってるわけですけれてるわけですけれてるわけですけれてるわけですけれどどどども、１年たも、１年たも、１年たも、１年たっっっったら何も出ないたら何も出ないたら何も出ないたら何も出ないっっっって、１年たて、１年たて、１年たて、１年た

っっっったら、まずはたら、まずはたら、まずはたら、まずはほほほほこりとか、あるいはこりとか、あるいはこりとか、あるいはこりとか、あるいは溝溝溝溝からからからから怪怪怪怪しげなものはしげなものはしげなものはしげなものは摘摘摘摘出できない、そんなもので出できない、そんなもので出できない、そんなもので出できない、そんなもので

ある、ある、ある、ある、アスベストアスベストアスベストアスベストはそういうものであると。あなたはかなりのはそういうものであると。あなたはかなりのはそういうものであると。あなたはかなりのはそういうものであると。あなたはかなりの徹底徹底徹底徹底度度度度、、、、アスベストアスベストアスベストアスベストにににに迫迫迫迫っっっっ

てくれたけれてくれたけれてくれたけれてくれたけれどどどども、しかしながら、あなた自も、しかしながら、あなた自も、しかしながら、あなた自も、しかしながら、あなた自身身身身がおがおがおがおっっっっししししゃゃゃゃっっっったように１年遅たように１年遅たように１年遅たように１年遅過ぎ過ぎ過ぎ過ぎたと思うたと思うたと思うたと思う

んです、いかがですか。んです、いかがですか。んです、いかがですか。んです、いかがですか。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 先ほど先ほど先ほど先ほども申しましたように、副委員長が言われるとおり、平成２３年にも申しましたように、副委員長が言われるとおり、平成２３年にも申しましたように、副委員長が言われるとおり、平成２３年にも申しましたように、副委員長が言われるとおり、平成２３年に先ほ先ほ先ほ先ほ

どどどど言言言言っっっったたたたアスベストアスベストアスベストアスベストのののの追追追追求も含めてです求も含めてです求も含めてです求も含めてですねねねね、何が行われたかということをき、何が行われたかということをき、何が行われたかということをき、何が行われたかということをきちっちっちっちっと調査すと調査すと調査すと調査す

べべべべきだというきだというきだというきだというふふふふうにうにうにうに反省反省反省反省しております。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 終終終終わります。わります。わります。わります。

○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。
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○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 県の事県の事県の事県の事情情情情聴聴聴聴取取取取ですが、報ですが、報ですが、報ですが、報告告告告書書書書の中の２の中の２の中の２の中の２７７７７ペペペペーーーージジジジにあるのですけれにあるのですけれにあるのですけれにあるのですけれどどどども、も、も、も、ややややはははは

りりりり告告告告発発発発を見を見を見を見送送送送ろうとなろうとなろうとなろうとなっっっった理た理た理た理由由由由の中での中での中での中で述べ述べ述べ述べています。事ています。事ています。事ています。事情情情情聴聴聴聴取取取取についてについてについてについて相相相相手が手が手が手が応応応応じたし、じたし、じたし、じたし、

いろいろないろいろないろいろないろいろな資料資料資料資料を出してもらを出してもらを出してもらを出してもらっっっったたたた結果結果結果結果、届け出の、届け出の、届け出の、届け出の内内内内容容容容もわかもわかもわかもわかっっっったたたたっっっっていうていうていうていうふふふふうに言われてうに言われてうに言われてうに言われて

います。そのいろいろないます。そのいろいろないます。そのいろいろないます。そのいろいろな資料資料資料資料を出してもらを出してもらを出してもらを出してもらっっっったたたた結果結果結果結果、そのいろいろな、そのいろいろな、そのいろいろな、そのいろいろな資料資料資料資料というのは、というのは、というのは、というのは、やややや

はり事はり事はり事はり事情情情情聴聴聴聴取取取取の中での中での中での中で必要必要必要必要なななな書書書書類類類類というんですか、というんですか、というんですか、というんですか、資料資料資料資料とかというのは出てきたのかとかというのは出てきたのかとかというのは出てきたのかとかというのは出てきたのかどどどどうなうなうなうな

のか。事のか。事のか。事のか。事情情情情聴聴聴聴取取取取にもにもにもにも応応応応じた、じた、じた、じた、私私私私はすごく不はすごく不はすごく不はすごく不十分十分十分十分な事な事な事な事情情情情聴聴聴聴取取取取だだだだっっっっていうていうていうていうふふふふうに思うのですけうに思うのですけうに思うのですけうに思うのですけ

れれれれどどどども、それは●●さんも同じだというも、それは●●さんも同じだというも、それは●●さんも同じだというも、それは●●さんも同じだというふふふふうに言うてるうに言うてるうに言うてるうに言うてる節節節節もあるんですけもあるんですけもあるんですけもあるんですけどどどども、その事も、その事も、その事も、その事情情情情

聴聴聴聴取取取取にににに相相相相手が手が手が手が応応応応じたということで、もうよしとしているようなじたということで、もうよしとしているようなじたということで、もうよしとしているようなじたということで、もうよしとしているような雰雰雰雰囲気囲気囲気囲気があるのですよがあるのですよがあるのですよがあるのですよねねねね。。。。

別に別に別に別に内内内内容容容容ええねええねええねええねんという、そのんという、そのんという、そのんという、その辺辺辺辺のことを含めて、そんなのことを含めて、そんなのことを含めて、そんなのことを含めて、そんな内内内内容容容容で届け出ので届け出ので届け出ので届け出の内内内内容容容容がわかがわかがわかがわかっっっったたたた

っっっっていう、この届け出ていう、この届け出ていう、この届け出ていう、この届け出っっっっていうのはていうのはていうのはていうのはどどどどういう届け出ですか。今ういう届け出ですか。今ういう届け出ですか。今ういう届け出ですか。今度度度度の出そうと思うてたの出そうと思うてたの出そうと思うてたの出そうと思うてた忘忘忘忘れれれれ

た届け出のた届け出のた届け出のた届け出の内内内内容容容容がわかがわかがわかがわかっっっったということを言うているのですか、はい、お願いします。たということを言うているのですか、はい、お願いします。たということを言うているのですか、はい、お願いします。たということを言うているのですか、はい、お願いします。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 届け出の届け出の届け出の届け出の内内内内容容容容についてでございますが、まず、届出についてでございますが、まず、届出についてでございますが、まず、届出についてでございますが、まず、届出書書書書の記の記の記の記載載載載事項についてわ事項についてわ事項についてわ事項についてわ

かかかかっっっったということでございます。たということでございます。たということでございます。たということでございます。

それと不それと不それと不それと不十分十分十分十分な事な事な事な事情情情情聴聴聴聴取取取取ではなかではなかではなかではなかっっっったのかというおたのかというおたのかというおたのかというお話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、先ほど私先ほど私先ほど私先ほど私もそう言いましもそう言いましもそう言いましもそう言いまし

た。それは、ただし、第１回、第２回の事た。それは、ただし、第１回、第２回の事た。それは、ただし、第１回、第２回の事た。それは、ただし、第１回、第２回の事情情情情聴聴聴聴取取取取でございます。それをでございます。それをでございます。それをでございます。それを実実実実際、平成２４年際、平成２４年際、平成２４年際、平成２４年

当時はです当時はです当時はです当時はですねねねね、、、、振振振振りりりり返返返返っっっったときに、たときに、たときに、たときに、ややややはり不はり不はり不はり不十分十分十分十分だだだだっっっったということで、第３回はたということで、第３回はたということで、第３回はたということで、第３回は発注発注発注発注者、者、者、者、

第４回は受第４回は受第４回は受第４回は受注注注注者に対して事者に対して事者に対して事者に対して事情情情情聴聴聴聴取取取取ををををややややっっっっております。その際は、ております。その際は、ております。その際は、ております。その際は、先ほど先ほど先ほど先ほどのののの単単単単に第９条とか、に第９条とか、に第９条とか、に第９条とか、

分分分分別解体だけではなくてです別解体だけではなくてです別解体だけではなくてです別解体だけではなくてですねねねね、、、、ややややはりはりはりはり先ほど先ほど先ほど先ほど言言言言っっっったような１２とか１３とか、関たような１２とか１３とか、関たような１２とか１３とか、関たような１２とか１３とか、関係係係係法法法法令令令令

ののののチェッチェッチェッチェックも入れておりますし、クも入れておりますし、クも入れておりますし、クも入れておりますし、アスベストアスベストアスベストアスベストについての質問もかなりについての質問もかなりについての質問もかなりについての質問もかなり詳詳詳詳細細細細にににに盛盛盛盛りりりり込込込込みましみましみましみまし

た。た。た。た。一番気一番気一番気一番気になになになになっっっったのは、たのは、たのは、たのは、建物建物建物建物ががががどどどどのようなのようなのようなのような建物建物建物建物だだだだっっっったのかというのがなかなかわかりまたのかというのがなかなかわかりまたのかというのがなかなかわかりまたのかというのがなかなかわかりま

せんでしたので、そのせんでしたので、そのせんでしたので、そのせんでしたので、その辺辺辺辺もももも建物建物建物建物のののの規規規規模模模模、、、、構構構構造、造、造、造、使用使用使用使用してる部してる部してる部してる部材等材等材等材等についてもですについてもですについてもですについてもですねねねね、でき、でき、でき、でき

るだけるだけるだけるだけ聞聞聞聞こうということで事こうということで事こうということで事こうということで事情情情情聴聴聴聴取取取取をしたをしたをしたをした次次次次第でございます。そういう意第でございます。そういう意第でございます。そういう意第でございます。そういう意味味味味で、第３回、で、第３回、で、第３回、で、第３回、

第４回の事第４回の事第４回の事第４回の事情情情情聴聴聴聴取取取取については、それなりといいましについては、それなりといいましについては、それなりといいましについては、それなりといいましょょょょうか、うか、うか、うか、十分十分十分十分聞聞聞聞けたものというけたものというけたものというけたものというふふふふうにうにうにうに

はははは考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

それとあと１それとあと１それとあと１それとあと１点点点点、、、、必要必要必要必要なななな資料資料資料資料についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。先ほど先ほど先ほど先ほど副委員長からもあ副委員長からもあ副委員長からもあ副委員長からもあっっっったようたようたようたよう

に、見に、見に、見に、見積書積書積書積書、工、工、工、工程程程程表、表、表、表、航航航航空空空空写真写真写真写真、、、、位位位位置置置置図等図等図等図等 々々々々が出ておりました。ただし、が出ておりました。ただし、が出ておりました。ただし、が出ておりました。ただし、設計図面設計図面設計図面設計図面はござはござはござはござ

いませんでした。工事いませんでした。工事いませんでした。工事いませんでした。工事写真写真写真写真もありませんでした。もありませんでした。もありませんでした。もありませんでした。一一一一方で、方で、方で、方で、立立立立入入入入検検検検査をしました。解体が査をしました。解体が査をしました。解体が査をしました。解体が既既既既

にににに終終終終わわわわっっっっておりましたが、ておりましたが、ておりましたが、ておりましたが、先ほど先ほど先ほど先ほどからからからから話話話話もあもあもあもあっっっったように、たように、たように、たように、南南南南面面面面についてについてについてについてススススレーレーレーレートトトト１１１１枚分枚分枚分枚分がががが

ですですですですねねねね、、、、塀塀塀塀がわりにがわりにがわりにがわりに残っ残っ残っ残ってると。てると。てると。てると。塀塀塀塀もももも残っ残っ残っ残ってますが、当てますが、当てますが、当てますが、当然然然然、中もです、中もです、中もです、中もですねねねね、、、、実実実実はははは塀塀塀塀をををを支支支支ええええるるるる

鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨、、、、柱柱柱柱がががが残っ残っ残っ残ってると。それでてると。それでてると。それでてると。それで柱柱柱柱のののの状状状状態態態態、、、、吹吹吹吹きつけきつけきつけきつけややややっっっったとか、たとか、たとか、たとか、吹吹吹吹きつけきつけきつけきつけアスベストアスベストアスベストアスベストでなでなでなでな
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かかかかっっっったとかいうこともたとかいうこともたとかいうこともたとかいうことも検討検討検討検討しましたが、あしましたが、あしましたが、あしましたが、あっっっったとはたとはたとはたとは考え考え考え考えられないと、このような調査も含られないと、このような調査も含られないと、このような調査も含られないと、このような調査も含

めてめてめてめて判断判断判断判断したしたしたした次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 そうですそうですそうですそうですねねねね、１回、２回は不、１回、２回は不、１回、２回は不、１回、２回は不十分十分十分十分だというのは、これはだれが見ても不だというのは、これはだれが見ても不だというのは、これはだれが見ても不だというのは、これはだれが見ても不十分十分十分十分

ですよですよですよですよねねねね。何を事。何を事。何を事。何を事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで聞聞聞聞きたいかきたいかきたいかきたいかっっっっていうのがもうていうのがもうていうのがもうていうのがもう散散散散漫漫漫漫だし、本だし、本だし、本だし、本来来来来聞聞聞聞かなあかんことかなあかんことかなあかんことかなあかんこと

もももも全全全全くくくく聞聞聞聞いてませんよいてませんよいてませんよいてませんよねねねね。それよりです。それよりです。それよりです。それよりですねねねね、、、、一番一番一番一番最初の届け出の最初の届け出の最初の届け出の最初の届け出の内内内内容容容容がわかがわかがわかがわかっっっったたたたっっっっていう、ていう、ていう、ていう、

その届け出のその届け出のその届け出のその届け出の内内内内容容容容、それはわか、それはわか、それはわか、それはわかっっっったたたたっっっっていう意ていう意ていう意ていう意味味味味で言で言で言で言っちっちっちっちゃゃゃゃっっっったら、間たら、間たら、間たら、間違違違違っっっった記た記た記た記載載載載も含めも含めも含めも含め

て、そのことは今、て、そのことは今、て、そのことは今、て、そのことは今、指摘指摘指摘指摘できますか。できますか。できますか。できますか。私私私私らは、ずらは、ずらは、ずらは、ずっっっっとこの届けられた、とこの届けられた、とこの届けられた、とこの届けられた、偽偽偽偽り、出そうと思り、出そうと思り、出そうと思り、出そうと思

っっっってた届出てた届出てた届出てた届出書書書書の問題の問題の問題の問題点点点点ということをずということをずということをずということをずっっっっと言うてます。わかと言うてます。わかと言うてます。わかと言うてます。わかっっっったらわかたらわかたらわかたらわかっっっったでたでたでたでねねねね、事、事、事、事実実実実のののの

調調調調書書書書としてとしてとしてとして残残残残さなだめなんでしさなだめなんでしさなだめなんでしさなだめなんでしょょょょう。うその、うそというんかな、う。うその、うそというんかな、う。うその、うそというんかな、う。うその、うそというんかな、偽偽偽偽りをりをりをりを書書書書いてる届出いてる届出いてる届出いてる届出書書書書

のそのままのそのままのそのままのそのまま預預預預かかかかっっっって、この中にでもて、この中にでもて、この中にでもて、この中にでもねねねね、何回も出てくるんですよ、、何回も出てくるんですよ、、何回も出てくるんですよ、、何回も出てくるんですよ、偽偽偽偽りの届出りの届出りの届出りの届出書書書書が。それが。それが。それが。それ

が何回も何回も出てくるということは、それが事が何回も何回も出てくるということは、それが事が何回も何回も出てくるということは、それが事が何回も何回も出てくるということは、それが事実実実実にににに変変変変わわわわっっっっていくのですよていくのですよていくのですよていくのですよねねねね。県は、こ。県は、こ。県は、こ。県は、こ

こは事こは事こは事こは事実実実実ではないというではないというではないというではないというふふふふうに調うに調うに調うに調書書書書にはにはにはには一一一一つもつもつもつも書書書書かれてないのですよ。だから、出るかれてないのですよ。だから、出るかれてないのですよ。だから、出るかれてないのですよ。だから、出るべべべべく、く、く、く、

ききききょょょょうは対うは対うは対うは対象違象違象違象違いますけいますけいますけいますけどどどども、●●さんはなくなも、●●さんはなくなも、●●さんはなくなも、●●さんはなくなっっっってもうたら、もう出されないものはてもうたら、もう出されないものはてもうたら、もう出されないものはてもうたら、もう出されないものは仕仕仕仕

方ないけ方ないけ方ないけ方ないけどどどども、出せるものは皆出てきたのだも、出せるものは皆出てきたのだも、出せるものは皆出てきたのだも、出せるものは皆出てきたのだっっっっていうていうていうていうふふふふうにも県の調うにも県の調うにも県の調うにも県の調書書書書で言うてんのですで言うてんのですで言うてんのですで言うてんのです

よよよよねねねね。また、出てきた。また、出てきた。また、出てきた。また、出てきた資料資料資料資料は、は、は、は、偽偽偽偽りのものでも事りのものでも事りのものでも事りのものでも事情情情情聴聴聴聴取取取取の中での中での中での中でチェッチェッチェッチェックしていない。３のクしていない。３のクしていない。３のクしていない。３の

４というのは、なる４というのは、なる４というのは、なる４というのは、なるほどほどほどほどこのこのこのこの建設リサ建設リサ建設リサ建設リサイクイクイクイクルルルル法に関する事法に関する事法に関する事法に関する事務処務処務処務処理の手理の手理の手理の手引引引引、これをそのまま、これをそのまま、これをそのまま、これをそのまま

にしながらも、手にしながらも、手にしながらも、手にしながらも、手抜抜抜抜きしながら事きしながら事きしながら事きしながら事情情情情聴聴聴聴取取取取してるのがわかります。１回と２回とは、もう思してるのがわかります。１回と２回とは、もう思してるのがわかります。１回と２回とは、もう思してるのがわかります。１回と２回とは、もう思

いいいいっっっっきりきりきりきり差差差差があります。そうですけがあります。そうですけがあります。そうですけがあります。そうですけどどどども、言われたままで、それをも、言われたままで、それをも、言われたままで、それをも、言われたままで、それをチェッチェッチェッチェックする、クする、クする、クする、聞聞聞聞くこくこくこくこ

とはとはとはとは聞聞聞聞いてるのですけいてるのですけいてるのですけいてるのですけどどどども、そのことが本当かうそかわからんようなも、そのことが本当かうそかわからんようなも、そのことが本当かうそかわからんようなも、そのことが本当かうそかわからんような形形形形で皆で皆で皆で皆書書書書いてあるわいてあるわいてあるわいてあるわ

けですよけですよけですよけですよねねねね。。。。

私私私私は、そういう意は、そういう意は、そういう意は、そういう意味味味味では、では、では、では、先ほど立先ほど立先ほど立先ほど立入調査を４３条に入調査を４３条に入調査を４３条に入調査を４３条に基づ基づ基づ基づいていていていてややややっっっった、た、た、た、ねえねえねえねえ。４３条に。４３条に。４３条に。４３条に

基づ基づ基づ基づいてするときは、いてするときは、いてするときは、いてするときは、発注発注発注発注者だけをするんじ者だけをするんじ者だけをするんじ者だけをするんじゃゃゃゃないですよないですよないですよないですよねねねね、受、受、受、受注注注注者もできますよ者もできますよ者もできますよ者もできますよねねねね、無、無、無、無

届けに関しては。な届けに関しては。な届けに関しては。な届けに関しては。なぜぜぜぜ発注発注発注発注者だけ、それもこの者だけ、それもこの者だけ、それもこの者だけ、それもこの場所場所場所場所で●●さんが証言していただいたけれで●●さんが証言していただいたけれで●●さんが証言していただいたけれで●●さんが証言していただいたけれ

どどどども、も、も、も、ほほほほとんとんとんとんどどどど分分分分別解体とか別解体とか別解体とか別解体とか建築建築建築建築資資資資材材材材のののの処処処処理のことに関しては、理のことに関しては、理のことに関しては、理のことに関しては、知知知知らない人をらない人をらない人をらない人を立ち立ち立ち立ち会いに会いに会いに会いに

してしてしてしてねねねね、、、、立立立立入調査をしてる。４３条のそういう入調査をしてる。４３条のそういう入調査をしてる。４３条のそういう入調査をしてる。４３条のそういう知知知知事の事の事の事の権限権限権限権限を受けてを受けてを受けてを受けてややややるるるる立立立立入調査に関して、入調査に関して、入調査に関して、入調査に関して、

発注発注発注発注者、者、者、者、全全全全くわからない人をくわからない人をくわからない人をくわからない人を立立立立会人にして、なおかつ受会人にして、なおかつ受会人にして、なおかつ受会人にして、なおかつ受注注注注者のところには行者のところには行者のところには行者のところには行っっっっていない、ていない、ていない、ていない、

これが１これが１これが１これが１点ね点ね点ね点ね、何でですかということと、それともう、何でですかということと、それともう、何でですかということと、それともう、何でですかということと、それともう一一一一つ、３回つ、３回つ、３回つ、３回目目目目、４回、４回、４回、４回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取をををを

行うときに、事行うときに、事行うときに、事行うときに、事情情情情聴聴聴聴取取取取するときには自するときには自するときには自するときには自分分分分らでらでらでらで資料持資料持資料持資料持たんとだめなんでしたんとだめなんでしたんとだめなんでしたんとだめなんでしょょょょうが。１年間もうが。１年間もうが。１年間もうが。１年間も

余裕余裕余裕余裕あるんだあるんだあるんだあるんだっっっったら、なたら、なたら、なたら、なぜぜぜぜ４２条を４２条を４２条を４２条を発動発動発動発動してしてしてしてねねねね、、、、発注発注発注発注者と受者と受者と受者と受注注注注者に者に者に者に帳簿帳簿帳簿帳簿とかとかとかとか資料資料資料資料のののの押収押収押収押収をををを

しないんですか、そこなんですよ、問題は。何も手にしないんですか、そこなんですよ、問題は。何も手にしないんですか、そこなんですよ、問題は。何も手にしないんですか、そこなんですよ、問題は。何も手に持持持持たんとたんとたんとたんと聞聞聞聞くだけくだけくだけくだけ聞聞聞聞く、そしてく、そしてく、そしてく、そしてマニマニマニマニ
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ュュュュアルどアルどアルどアルどおりに質問する、それをおりに質問する、それをおりに質問する、それをおりに質問する、それを繰繰繰繰りりりり返返返返しただけじしただけじしただけじしただけ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。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 まず、４３条のまず、４３条のまず、４３条のまず、４３条の立立立立入入入入検検検検査でございますが、法査でございますが、法査でございますが、法査でございますが、法的的的的にはですにはですにはですにはですねねねね、解体工事、解体工事、解体工事、解体工事現場及現場及現場及現場及

びびびび受受受受注注注注者の営業者の営業者の営業者の営業所等所等所等所等というというというという形形形形になになになになっっっっております。そういう意ております。そういう意ております。そういう意ております。そういう意味味味味で、解体工事ので、解体工事ので、解体工事ので、解体工事の現場現場現場現場そのもそのもそのもそのも

のでのでのでので立立立立入入入入検検検検査をしたということで、まず、ございます。査をしたということで、まず、ございます。査をしたということで、まず、ございます。査をしたということで、まず、ございます。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 答え答え答え答えてないじてないじてないじて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。

（（（（「「「「営業営業営業営業所所所所」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）

営業営業営業営業所所所所は。は。は。は。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 営業営業営業営業所所所所については、そこまで意については、そこまで意については、そこまで意については、そこまで意識識識識ははははははははっっっっきり言きり言きり言きり言っっっってございませんでした。てございませんでした。てございませんでした。てございませんでした。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 意意意意識識識識じじじじゃゃゃゃなしに、なしに、なしに、なしに、判断判断判断判断をなをなをなをなぜぜぜぜしたんかしたんかしたんかしたんかっっっってててて聞聞聞聞いたんですよ。いたんですよ。いたんですよ。いたんですよ。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ４２条４２条４２条４２条……………………。。。。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 ４３条。４３条。４３条。４３条。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 現場現場現場現場での、そのときはでの、そのときはでの、そのときはでの、そのときはどどどどのようなのようなのようなのような建物建物建物建物であであであであっっっったか、たか、たか、たか、アスベストアスベストアスベストアスベストがががが使用使用使用使用されてされてされてされて

いなかいなかいなかいなかっっっったかとか、そのたかとか、そのたかとか、そのたかとか、その辺辺辺辺、、、、適適適適正な正な正な正な分分分分別解体が行われたかとか、そのような別解体が行われたかとか、そのような別解体が行われたかとか、そのような別解体が行われたかとか、そのような視点視点視点視点で、そので、そので、そので、その

ようなことをようなことをようなことをようなことを主主主主眼眼眼眼にににに立立立立入入入入検検検検査したところでございます。したが査したところでございます。したが査したところでございます。したが査したところでございます。したがっっっって、て、て、て、現場現場現場現場でででで立ち立ち立ち立ち入りした入りした入りした入りした

と。営業と。営業と。営業と。営業所所所所へへへへのののの立ち立ち立ち立ち入りについては、正入りについては、正入りについては、正入りについては、正直直直直言言言言っっっって、そのような意て、そのような意て、そのような意て、そのような意識識識識はございませんでした。はございませんでした。はございませんでした。はございませんでした。

それと、あと４２条についてでございますが、報それと、あと４２条についてでございますが、報それと、あと４２条についてでございますが、報それと、あと４２条についてでございますが、報告告告告のののの徴徴徴徴収収収収という言という言という言という言葉葉葉葉でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取とともにですとともにですとともにですとともにですねねねね、、、、必要必要必要必要な報な報な報な報告告告告書書書書もももも徴徴徴徴収収収収しております。しております。しております。しております。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 報報報報告告告告書書書書もももも徴徴徴徴収収収収しているしているしているしているっっっっていうても、ていうても、ていうても、ていうても、資料資料資料資料としてはとしてはとしてはとしてはほほほほとんとんとんとんどどどどないんですよないんですよないんですよないんですよねねねね、、、、

具具具具体体体体的的的的な。あなたは、出そうと思うてた届け出のな。あなたは、出そうと思うてた届け出のな。あなたは、出そうと思うてた届け出のな。あなたは、出そうと思うてた届け出の書書書書類類類類、本当に、本当に、本当に、本当に全全全全容容容容わかりましたか。届けわかりましたか。届けわかりましたか。届けわかりましたか。届け

出の出の出の出の書書書書類類類類１１１１枚枚枚枚目目目目、いろんなところ、、いろんなところ、、いろんなところ、、いろんなところ、違違違違うところで、このうところで、このうところで、このうところで、この場所場所場所場所でででで指摘指摘指摘指摘してます。２してます。２してます。２してます。２枚枚枚枚目目目目、、、、やややや

っっっっぱぱぱぱりりりり偽偽偽偽りのところがあります。３りのところがあります。３りのところがあります。３りのところがあります。３枚枚枚枚目目目目、、、、図面図面図面図面ですよですよですよですよねねねね、、、、図面図面図面図面は手は手は手は手書書書書きですよ。手きですよ。手きですよ。手きですよ。手書書書書きできできできで

書書書書いて、いて、いて、いて、建物建物建物建物にはにはにはには寸寸寸寸法が入法が入法が入法が入っっっっていないのですよ、ていないのですよ、ていないのですよ、ていないのですよ、ねえねえねえねえ。それで委。それで委。それで委。それで委任任任任状状状状がないんですよがないんですよがないんですよがないんですよねねねね。。。。

だから、さまざまなところで、その届け出の問題、そこでだから、さまざまなところで、その届け出の問題、そこでだから、さまざまなところで、その届け出の問題、そこでだから、さまざまなところで、その届け出の問題、そこで実態実態実態実態が見が見が見が見ええええてきたというのは、てきたというのは、てきたというのは、てきたというのは、

彼彼彼彼らがらがらがらが描描描描いている思いだけで、本当の事いている思いだけで、本当の事いている思いだけで、本当の事いている思いだけで、本当の事実実実実ではないわけでしではないわけでしではないわけでしではないわけでしょょょょう。そのことを事う。そのことを事う。そのことを事う。そのことを事情情情情聴聴聴聴取取取取でででで

残残残残さなだめなんですよ、事さなだめなんですよ、事さなだめなんですよ、事さなだめなんですよ、事情情情情聴聴聴聴取取取取というのは。それができてるんか、できてないんか。というのは。それができてるんか、できてないんか。というのは。それができてるんか、できてないんか。というのは。それができてるんか、できてないんか。僕僕僕僕

は３回は３回は３回は３回目目目目、４回、４回、４回、４回目目目目のときに、のときに、のときに、のときに、裏裏裏裏をとるようなをとるようなをとるようなをとるようなデデデデーーーータタタタがない中でがない中でがない中でがない中でややややっっっっているているているているっっっっていうのは、ていうのは、ていうのは、ていうのは、

記記記記憶憶憶憶だけの事だけの事だけの事だけの事情情情情聴聴聴聴取取取取であであであであっっっった。それをもとにしてた。それをもとにしてた。それをもとにしてた。それをもとにしてねねねね、出る、出る、出る、出るべべべべき、出てきたき、出てきたき、出てきたき、出てきた資料資料資料資料ははははねねねね、出る、出る、出る、出る

ものは出たと、協力したものは出たと、協力したものは出たと、協力したものは出たと、協力したっっっっていう、あたかもそういうていう、あたかもそういうていう、あたかもそういうていう、あたかもそういうふふふふうなうなうなうな文文文文書書書書でででで一一一一定の定の定の定の判断判断判断判断を下したとを下したとを下したとを下したと

いうことはすごくいうことはすごくいうことはすごくいうことはすごく疑疑疑疑問に思うんですけ問に思うんですけ問に思うんですけ問に思うんですけどどどども、そのことに関して、もう最後でいいですから。も、そのことに関して、もう最後でいいですから。も、そのことに関して、もう最後でいいですから。も、そのことに関して、もう最後でいいですから。

あともうあともうあともうあともう一一一一つあります。つあります。つあります。つあります。ややややはりはりはりはり立ち立ち立ち立ち会いを会いを会いを会いをねねねね、、、、早早早早いいいい段階段階段階段階でしなかでしなかでしなかでしなかっっっったというのは、もうたというのは、もうたというのは、もうたというのは、もう
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決定決定決定決定的的的的だと思うんですよ。４２条、いだと思うんですよ。４２条、いだと思うんですよ。４２条、いだと思うんですよ。４２条、いやややや、４３条を、４３条を、４３条を、４３条を早早早早いいいい段階段階段階段階、今回の４３条の最後の最後、今回の４３条の最後の最後、今回の４３条の最後の最後、今回の４３条の最後の最後

のののの幕幕幕幕引引引引きにきにきにきに使使使使うとるんですようとるんですようとるんですようとるんですよねねねね。●●さんは最後に言うてます、。●●さんは最後に言うてます、。●●さんは最後に言うてます、。●●さんは最後に言うてます、発注発注発注発注者は者は者は者は立ち立ち立ち立ち入りにも同入りにも同入りにも同入りにも同

席した、それが席した、それが席した、それが席した、それが情情情情状状状状酌酌酌酌量量量量の理の理の理の理由由由由になになになになっっっっとんですよ。●●さんは、これとんですよ。●●さんは、これとんですよ。●●さんは、これとんですよ。●●さんは、これっっっって何て何て何て何遍遍遍遍も言うてるも言うてるも言うてるも言うてる

けけけけどどどど、、、、全全全全くわからない人なんです。今、●●さんが言うてるように、くわからない人なんです。今、●●さんが言うてるように、くわからない人なんです。今、●●さんが言うてるように、くわからない人なんです。今、●●さんが言うてるように、分分分分別解体のこととか別解体のこととか別解体のこととか別解体のこととか

調調調調べべべべたいたいたいたいっっっっていうていうていうていうふふふふうに言うてた、●●さんじうに言うてた、●●さんじうに言うてた、●●さんじうに言うてた、●●さんじゃゃゃゃないでしないでしないでしないでしょょょょう、う、う、う、立ち立ち立ち立ち会いするのは。●●会いするのは。●●会いするのは。●●会いするのは。●●

さん、さん、さん、さん、全全全全くわからん人ですよ。くわからん人ですよ。くわからん人ですよ。くわからん人ですよ。

今回の特今回の特今回の特今回の特徴徴徴徴は、は、は、は、図面図面図面図面をををを押収押収押収押収してないんですよしてないんですよしてないんですよしてないんですよねねねね、、、、押収押収押収押収というんか、というんか、というんか、というんか、図面図面図面図面ないんですよ。ないんですよ。ないんですよ。ないんですよ。

だから、最だから、最だから、最だから、最終終終終的的的的にこれのにこれのにこれのにこれの幕幕幕幕引引引引きするときに、きするときに、きするときに、きするときに、図面図面図面図面がががが欲欲欲欲しいから、ただただしいから、ただただしいから、ただただしいから、ただただ建物建物建物建物のことをわのことをわのことをわのことをわ

かる●●さんにかる●●さんにかる●●さんにかる●●さんに立ち立ち立ち立ち会いしてもうたんと会いしてもうたんと会いしてもうたんと会いしてもうたんと違違違違いますか。そういういますか。そういういますか。そういういますか。そういうふふふふうなことでいうたら、すうなことでいうたら、すうなことでいうたら、すうなことでいうたら、す

ごく今回の力を入れてごく今回の力を入れてごく今回の力を入れてごく今回の力を入れてややややれたれたれたれたっっっっていうていうていうていうふふふふうに思うに思うに思うに思っっっってる３回、４回てる３回、４回てる３回、４回てる３回、４回目目目目の事の事の事の事情情情情聴聴聴聴取取取取というには、というには、というには、というには、

すごくすごくすごくすごく僕僕僕僕、問題があるという、問題があるという、問題があるという、問題があるというふふふふうに思うてます。うに思うてます。うに思うてます。うに思うてます。

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 ４３条の４３条の４３条の４３条の立立立立入入入入検検検検査、委員の言われるとおり、も査、委員の言われるとおり、も査、委員の言われるとおり、も査、委員の言われるとおり、もっっっっとととと早早早早くくくくややややるるるるべべべべきだきだきだきだっっっったといたといたといたとい

ううううふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えてます。てます。てます。てます。図面図面図面図面についても、あについても、あについても、あについても、あちちちちここここちちちち当た当た当た当たっっっって調査をしましたが見当たりませて調査をしましたが見当たりませて調査をしましたが見当たりませて調査をしましたが見当たりませ

んでした。工事んでした。工事んでした。工事んでした。工事写真写真写真写真についてもですについてもですについてもですについてもですねねねね、法、法、法、法的的的的に撮影に撮影に撮影に撮影義義義義務務務務がないのかということも調査しまがないのかということも調査しまがないのかということも調査しまがないのかということも調査しま

した。ありません。した。ありません。した。ありません。した。ありません。ややややっっっっぱぱぱぱりあるりあるりあるりある程度程度程度程度のののの限限限限界界界界があがあがあがあっっっったと。その中でたと。その中でたと。その中でたと。その中で違違違違法の事法の事法の事法の事実実実実はははは確確確確認でき認でき認でき認でき

なかなかなかなかっっっったということでございます。たということでございます。たということでございます。たということでございます。

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

ほほほほかにございませんか。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、証人に対する質問はないようですので、証人に対する質問はないようですので、証人に対する質問はないようですので、証人に対する質問は終終終終了いたしました。了いたしました。了いたしました。了いたしました。

証人には、お忙しいところありがとうございました。ご証人には、お忙しいところありがとうございました。ご証人には、お忙しいところありがとうございました。ご証人には、お忙しいところ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。います。います。います。どどど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。

（（（（「「「「どどどどうもごうもごうもごうもご苦労苦労苦労苦労さん」と呼ぶ者あり）さん」と呼ぶ者あり）さん」と呼ぶ者あり）さん」と呼ぶ者あり）

○●●証人○●●証人○●●証人○●●証人 どどど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。失失失失礼します。礼します。礼します。礼します。

（●●証人（●●証人（●●証人（●●証人退退退退席）席）席）席）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次次次次に、今後の調査の進め方についてですが、本日の証人尋問を欠席されまに、今後の調査の進め方についてですが、本日の証人尋問を欠席されまに、今後の調査の進め方についてですが、本日の証人尋問を欠席されまに、今後の調査の進め方についてですが、本日の証人尋問を欠席されま

した平野クレーン工業株式会社の代表者については、した平野クレーン工業株式会社の代表者については、した平野クレーン工業株式会社の代表者については、した平野クレーン工業株式会社の代表者については、次次次次回の委員会に再回の委員会に再回の委員会に再回の委員会に再度度度度、出席、出席、出席、出席要要要要求をし求をし求をし求をし

たいと思いますので、ご了たいと思いますので、ご了たいと思いますので、ご了たいと思いますので、ご了承承承承願います。願います。願います。願います。

また、これまでの調査のとりまとめを行いたいと思いますので、よろしくお願いいたしまた、これまでの調査のとりまとめを行いたいと思いますので、よろしくお願いいたしまた、これまでの調査のとりまとめを行いたいと思いますので、よろしくお願いいたしまた、これまでの調査のとりまとめを行いたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

本日、証人の●●●●本日、証人の●●●●本日、証人の●●●●本日、証人の●●●●氏氏氏氏については、については、については、については、先ほど先ほど先ほど先ほどの山下副委員長からの山下副委員長からの山下副委員長からの山下副委員長から発発発発言があ言があ言があ言があっっっったとおり、たとおり、たとおり、たとおり、
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本日の質問本日の質問本日の質問本日の質問内内内内容容容容について再について再について再について再度書面度書面度書面度書面にて回にて回にて回にて回答答答答を求めることにします。を求めることにします。を求めることにします。を求めることにします。

その他、何かございませんか。その他、何かございませんか。その他、何かございませんか。その他、何かございませんか。

なければ、なければ、なければ、なければ、次次次次の開の開の開の開催催催催ですが、５月１３日月ですが、５月１３日月ですが、５月１３日月ですが、５月１３日月曜曜曜曜日もしくは１４日日もしくは１４日日もしくは１４日日もしくは１４日火曜火曜火曜火曜日、また、その日、また、その日、また、その日、また、その次次次次のののの

開開開開催催催催を５月２９日を５月２９日を５月２９日を５月２９日水水水水曜曜曜曜日、３０日木日、３０日木日、３０日木日、３０日木曜曜曜曜日もしくは３１日日もしくは３１日日もしくは３１日日もしくは３１日金金金金曜曜曜曜日と日と日と日と考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

（（（（「「「「ちょっちょっちょっちょっと、もうと、もうと、もうと、もう一一一一回言うて回言うて回言うて回言うてちょちょちょちょうだい」と呼ぶ者あり）うだい」と呼ぶ者あり）うだい」と呼ぶ者あり）うだい」と呼ぶ者あり）

５月１３日もしくは１４日、その５月１３日もしくは１４日、その５月１３日もしくは１４日、その５月１３日もしくは１４日、その次次次次の開の開の開の開催催催催を５月２９日、３０日、３１日のを５月２９日、３０日、３１日のを５月２９日、３０日、３１日のを５月２９日、３０日、３１日の辺辺辺辺でででで予予予予定し定し定し定し

ておりますが、調ておりますが、調ておりますが、調ておりますが、調整整整整次次次次第にお第にお第にお第にお知知知知らせすることで、よろしいですか。らせすることで、よろしいですか。らせすることで、よろしいですか。らせすることで、よろしいですか。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 １４日を１４日を１４日を１４日を避避避避けていただけたらありがたいんですが。けていただけたらありがたいんですが。けていただけたらありがたいんですが。けていただけたらありがたいんですが。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 また、後日また、後日また、後日また、後日…………

（（（（「「「「そんなん、みなの日そんなん、みなの日そんなん、みなの日そんなん、みなの日程聞程聞程聞程聞いたりな、今」と呼ぶ者あり）いたりな、今」と呼ぶ者あり）いたりな、今」と呼ぶ者あり）いたりな、今」と呼ぶ者あり）

また、後日、調また、後日、調また、後日、調また、後日、調整整整整とります。それでは、調とります。それでは、調とります。それでは、調とります。それでは、調整整整整させていただき決定させていただくことにしさせていただき決定させていただくことにしさせていただき決定させていただくことにしさせていただき決定させていただくことにし

ます。ます。ます。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、本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


