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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５月１３日（月） １４：０３～１４：５７平成２５年５月１３日（月） １４：０３～１４：５７平成２５年５月１３日（月） １４：０３～１４：５７平成２５年５月１３日（月） １４：０３～１４：５７

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 １０名１０名１０名１０名

井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長

山下 力 副委員長山下 力 副委員長山下 力 副委員長山下 力 副委員長

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

証 人証 人証 人証 人 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 なしなしなしなし

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ９名９名９名９名

議 事議 事議 事議 事

（１）証人尋問について（１）証人尋問について（１）証人尋問について（１）証人尋問について

（２）調査のまとめについて（２）調査のまとめについて（２）調査のまとめについて（２）調査のまとめについて

（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）平成２５年度調査経費について（４）平成２５年度調査経費について（４）平成２５年度調査経費について（４）平成２５年度調査経費について

（５）その他（５）その他（５）その他（５）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

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

ます。ます。ます。ます。

川口委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。川口委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。川口委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。川口委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。

また、本日の傍聴者は、５名です。また、本日の傍聴者は、５名です。また、本日の傍聴者は、５名です。また、本日の傍聴者は、５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。
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まず、証人尋問についてですが、本日は平野クレーン工業株式会社の代表者の出席を求まず、証人尋問についてですが、本日は平野クレーン工業株式会社の代表者の出席を求まず、証人尋問についてですが、本日は平野クレーン工業株式会社の代表者の出席を求まず、証人尋問についてですが、本日は平野クレーン工業株式会社の代表者の出席を求

めておりますが、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めておりますが、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めておりますが、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めておりますが、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、多忙と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んが、多忙と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んが、多忙と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んが、多忙と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、次回の委員会にもう一度出席要求をしたいと思いますので、ご了承願います。ついては、次回の委員会にもう一度出席要求をしたいと思いますので、ご了承願います。ついては、次回の委員会にもう一度出席要求をしたいと思いますので、ご了承願います。ついては、次回の委員会にもう一度出席要求をしたいと思いますので、ご了承願います。

それでは次に、調査のまとめについてですが、この委員会の調査目的であります倉庫のそれでは次に、調査のまとめについてですが、この委員会の調査目的であります倉庫のそれでは次に、調査のまとめについてですが、この委員会の調査目的であります倉庫のそれでは次に、調査のまとめについてですが、この委員会の調査目的であります倉庫の

解体工事の無届け及びアスベスト等の建設資材の適正な処理について、前回までの証言か解体工事の無届け及びアスベスト等の建設資材の適正な処理について、前回までの証言か解体工事の無届け及びアスベスト等の建設資材の適正な処理について、前回までの証言か解体工事の無届け及びアスベスト等の建設資材の適正な処理について、前回までの証言か

ら問題点の整理として取りまとめたものを資料１としてお手元に配付しておりますので、ら問題点の整理として取りまとめたものを資料１としてお手元に配付しておりますので、ら問題点の整理として取りまとめたものを資料１としてお手元に配付しておりますので、ら問題点の整理として取りまとめたものを資料１としてお手元に配付しておりますので、

ごらん願います。なお、参考としてこれまでの証言のまとめもお配りをしております。ごらん願います。なお、参考としてこれまでの証言のまとめもお配りをしております。ごらん願います。なお、参考としてこれまでの証言のまとめもお配りをしております。ごらん願います。なお、参考としてこれまでの証言のまとめもお配りをしております。

それでは、副委員長から概要を説明していただきます。それでは、副委員長から概要を説明していただきます。それでは、副委員長から概要を説明していただきます。それでは、副委員長から概要を説明していただきます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 それでは、私から問題点についての整理をしてみたいと思います。ご意それでは、私から問題点についての整理をしてみたいと思います。ご意それでは、私から問題点についての整理をしてみたいと思います。ご意それでは、私から問題点についての整理をしてみたいと思います。ご意

見は後からいただきたいと思っています。見は後からいただきたいと思っています。見は後からいただきたいと思っています。見は後からいただきたいと思っています。

まず、倉庫の解体工事の無届けについて、それぞれの立場から、すなわち平野クレーンまず、倉庫の解体工事の無届けについて、それぞれの立場から、すなわち平野クレーンまず、倉庫の解体工事の無届けについて、それぞれの立場から、すなわち平野クレーンまず、倉庫の解体工事の無届けについて、それぞれの立場から、すなわち平野クレーン

工業株式会社、あるいは株式会社山崎産業、あるいは県の対応等々について、順次提案し工業株式会社、あるいは株式会社山崎産業、あるいは県の対応等々について、順次提案し工業株式会社、あるいは株式会社山崎産業、あるいは県の対応等々について、順次提案し工業株式会社、あるいは株式会社山崎産業、あるいは県の対応等々について、順次提案し

てまいりたいと思います。てまいりたいと思います。てまいりたいと思います。てまいりたいと思います。

まず、平野クレーン工業株式会社についてでございます。一つは、建設リサイクル法第まず、平野クレーン工業株式会社についてでございます。一つは、建設リサイクル法第まず、平野クレーン工業株式会社についてでございます。一つは、建設リサイクル法第まず、平野クレーン工業株式会社についてでございます。一つは、建設リサイクル法第

１０条第１項に基づく届け出を知らなかったということ。知らなかったというより、むし１０条第１項に基づく届け出を知らなかったということ。知らなかったというより、むし１０条第１項に基づく届け出を知らなかったということ。知らなかったというより、むし１０条第１項に基づく届け出を知らなかったということ。知らなかったというより、むし

ろ知ろうともしなかった、そこのところ押さえておきたいと思います。ろ知ろうともしなかった、そこのところ押さえておきたいと思います。ろ知ろうともしなかった、そこのところ押さえておきたいと思います。ろ知ろうともしなかった、そこのところ押さえておきたいと思います。

２つ目には、関係法令を遵守していないことであります。３つ例を挙げておきたいと思２つ目には、関係法令を遵守していないことであります。３つ例を挙げておきたいと思２つ目には、関係法令を遵守していないことであります。３つ例を挙げておきたいと思２つ目には、関係法令を遵守していないことであります。３つ例を挙げておきたいと思

います。建設リサイクル法第１３条第１項に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載並います。建設リサイクル法第１３条第１項に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載並います。建設リサイクル法第１３条第１項に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載並います。建設リサイクル法第１３条第１項に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載並

びに相互交付を行っていない。これは、双方の会社とも株式会社でございますし、平野クびに相互交付を行っていない。これは、双方の会社とも株式会社でございますし、平野クびに相互交付を行っていない。これは、双方の会社とも株式会社でございますし、平野クびに相互交付を行っていない。これは、双方の会社とも株式会社でございますし、平野ク

レーン工業株式会社は国土交通省、国土交通大臣の許可業者であります。株式会社山崎産レーン工業株式会社は国土交通省、国土交通大臣の許可業者であります。株式会社山崎産レーン工業株式会社は国土交通省、国土交通大臣の許可業者であります。株式会社山崎産レーン工業株式会社は国土交通省、国土交通大臣の許可業者であります。株式会社山崎産

業は知事認可を受けている建設業者であります。ともに株式会社です。２つ目には、建設業は知事認可を受けている建設業者であります。ともに株式会社です。２つ目には、建設業は知事認可を受けている建設業者であります。ともに株式会社です。２つ目には、建設業は知事認可を受けている建設業者であります。ともに株式会社です。２つ目には、建設

業法第１９条第１項に基づく建設工事請負契約書の相互交付を行っていないこと。３つ目業法第１９条第１項に基づく建設工事請負契約書の相互交付を行っていないこと。３つ目業法第１９条第１項に基づく建設工事請負契約書の相互交付を行っていないこと。３つ目業法第１９条第１項に基づく建設工事請負契約書の相互交付を行っていないこと。３つ目

には、地方自には、地方自には、地方自には、地方自治治治治法第１００条第１項に基づく証言の要請に応法第１００条第１項に基づく証言の要請に応法第１００条第１項に基づく証言の要請に応法第１００条第１項に基づく証言の要請に応じじじじてないこと等々、法令遵守てないこと等々、法令遵守てないこと等々、法令遵守てないこと等々、法令遵守

にかかわって問題があると思います。にかかわって問題があると思います。にかかわって問題があると思います。にかかわって問題があると思います。

３点目でございます。国土交通大臣許可業者としての社会的３点目でございます。国土交通大臣許可業者としての社会的３点目でございます。国土交通大臣許可業者としての社会的３点目でございます。国土交通大臣許可業者としての社会的責任責任責任責任をををを果果果果たしていないのでたしていないのでたしていないのでたしていないので

はないかというはないかというはないかというはないかという観観観観点でございます。１つには、建点でございます。１つには、建点でございます。１つには、建点でございます。１つには、建物物物物の建設の建設の建設の建設やややや解体に解体に解体に解体に常常常常にかかわりをにかかわりをにかかわりをにかかわりを持持持持ってってってって

きたクレーン業者でありながら、アスベストのきたクレーン業者でありながら、アスベストのきたクレーン業者でありながら、アスベストのきたクレーン業者でありながら、アスベストの危険性危険性危険性危険性について関について関について関について関心心心心がなさすがなさすがなさすがなさすぎぎぎぎるのではなるのではなるのではなるのではな

いかという点が１点でございます。次に、いかという点が１点でございます。次に、いかという点が１点でございます。次に、いかという点が１点でございます。次に、小学校や周辺住民小学校や周辺住民小学校や周辺住民小学校や周辺住民に自に自に自に自主主主主的に説明しようとして的に説明しようとして的に説明しようとして的に説明しようとして

こなかった。これも建設業者としていかがなものかとこなかった。これも建設業者としていかがなものかとこなかった。これも建設業者としていかがなものかとこなかった。これも建設業者としていかがなものかと感じ感じ感じ感じるところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。
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次に、株式会社山崎産業についてであります。１つ目に、次に、株式会社山崎産業についてであります。１つ目に、次に、株式会社山崎産業についてであります。１つ目に、次に、株式会社山崎産業についてであります。１つ目に、当当当当委員会での証言委員会での証言委員会での証言委員会での証言内容内容内容内容があいがあいがあいがあい

まいで一まいで一まいで一まいで一貫性貫性貫性貫性がなく、県の事がなく、県の事がなく、県の事がなく、県の事情情情情聴取にもその場聴取にもその場聴取にもその場聴取にもその場限限限限りの対応をしていたと考える点でありまりの対応をしていたと考える点でありまりの対応をしていたと考える点でありまりの対応をしていたと考える点でありま

す。例えす。例えす。例えす。例えばばばば、建、建、建、建物物物物の解体の解体の解体の解体専門専門専門専門業者であり、解体かリ業者であり、解体かリ業者であり、解体かリ業者であり、解体かリフォフォフォフォーーーームムムムかで本かで本かで本かで本来迷来迷来迷来迷うことはないはずうことはないはずうことはないはずうことはないはず

であります。年であります。年であります。年であります。年間間間間５０５０５０５０件件件件相相相相当当当当の解体業の解体業の解体業の解体業務務務務を行っている業者が、解体かリを行っている業者が、解体かリを行っている業者が、解体かリを行っている業者が、解体かリフォフォフォフォーーーームムムムかでかでかでかで迷迷迷迷うううう

ななななどどどどということはおよそ考えられることではないのではないか。ということはおよそ考えられることではないのではないか。ということはおよそ考えられることではないのではないか。ということはおよそ考えられることではないのではないか。

２つ目には、ここも法令２つ目には、ここも法令２つ目には、ここも法令２つ目には、ここも法令違反違反違反違反が多々あり、法令遵守の意思が大が多々あり、法令遵守の意思が大が多々あり、法令遵守の意思が大が多々あり、法令遵守の意思が大変低変低変低変低いのではないかといいのではないかといいのではないかといいのではないかとい

うことであります。その１つの例として、建設リサイクル法第１２条第１項に基づくうことであります。その１つの例として、建設リサイクル法第１２条第１項に基づくうことであります。その１つの例として、建設リサイクル法第１２条第１項に基づくうことであります。その１つの例として、建設リサイクル法第１２条第１項に基づく発注発注発注発注

者者者者へへへへの法第１０条第１項に係る事項の説明を行っていないこと。また、建設リサイクル法の法第１０条第１項に係る事項の説明を行っていないこと。また、建設リサイクル法の法第１０条第１項に係る事項の説明を行っていないこと。また、建設リサイクル法の法第１０条第１項に係る事項の説明を行っていないこと。また、建設リサイクル法

第１３条第１項に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載、相互交付を行っていないこ第１３条第１項に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載、相互交付を行っていないこ第１３条第１項に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載、相互交付を行っていないこ第１３条第１項に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載、相互交付を行っていないこ

と。３つ目には、建と。３つ目には、建と。３つ目には、建と。３つ目には、建築築築築基基基基準準準準法第１５条第１項に基づく建法第１５条第１項に基づく建法第１５条第１項に基づく建法第１５条第１項に基づく建築物築物築物築物のののの除去除去除去除去届を提出していないこ届を提出していないこ届を提出していないこ届を提出していないこ

と。４つ目には、県の処と。４つ目には、県の処と。４つ目には、県の処と。４つ目には、県の処分内容分内容分内容分内容を記を記を記を記憶憶憶憶していないということであります。していないということであります。していないということであります。していないということであります。

次に、県の対応についてであります。１次に、県の対応についてであります。１次に、県の対応についてであります。１次に、県の対応についてであります。１番番番番目には、目には、目には、目には、現現現現場の場の場の場の状況状況状況状況がががが把握把握把握把握できていないこと。できていないこと。できていないこと。できていないこと。

そもそも解体前のそもそも解体前のそもそも解体前のそもそも解体前の現現現現場をいまだしっかりと場をいまだしっかりと場をいまだしっかりと場をいまだしっかりと把握把握把握把握できていない。もっとできていない。もっとできていない。もっとできていない。もっと具具具具体的に言いますと、体的に言いますと、体的に言いますと、体的に言いますと、

通通通通報報報報を受けてを受けてを受けてを受けて最初最初最初最初にににに現現現現場に出場に出場に出場に出向向向向いたと言われる高田土いたと言われる高田土いたと言われる高田土いたと言われる高田土木木木木事事事事務務務務所の所の所の所の●●●●●●●●建建建建築課築課築課築課長は、長は、長は、長は、実際実際実際実際にににに

現現現現場に場に場に場に足足足足をををを運運運運びながら、建びながら、建びながら、建びながら、建物物物物の解体を見届け、その解体の解体を見届け、その解体の解体を見届け、その解体の解体を見届け、その解体現現現現場に立ち入っていないこと。そ場に立ち入っていないこと。そ場に立ち入っていないこと。そ場に立ち入っていないこと。そ

のまま事のまま事のまま事のまま事務務務務所に所に所に所に戻戻戻戻り、そして解体届が出ていないことを関係書り、そして解体届が出ていないことを関係書り、そして解体届が出ていないことを関係書り、そして解体届が出ていないことを関係書類類類類でででで確確確確かめて、そして事かめて、そして事かめて、そして事かめて、そして事務務務務

所から株式会社山崎産業の所から株式会社山崎産業の所から株式会社山崎産業の所から株式会社山崎産業の●●氏●●氏●●氏●●氏にににに電話電話電話電話を入れておりました。また、事を入れておりました。また、事を入れておりました。また、事を入れておりました。また、事情情情情聴取の中聴取の中聴取の中聴取の中心心心心をををを担担担担

った県った県った県った県技術管技術管技術管技術管理理理理課課課課のののの●●課●●課●●課●●課長長長長補佐補佐補佐補佐も、も、も、も、実実実実は平成２４年７月には平成２４年７月には平成２４年７月には平成２４年７月に現現現現場場場場検検検検証をするとして証をするとして証をするとして証をするとして現現現現場に場に場に場に

立ち入るまで、要するに倉庫解体立ち入るまで、要するに倉庫解体立ち入るまで、要するに倉庫解体立ち入るまで、要するに倉庫解体現現現現場に立ち場に立ち場に立ち場に立ち寄寄寄寄ったことがない。したがって、関係者が、ったことがない。したがって、関係者が、ったことがない。したがって、関係者が、ったことがない。したがって、関係者が、

例え例え例え例えばばばば株式会社山崎産業の株式会社山崎産業の株式会社山崎産業の株式会社山崎産業の●●●●●●●●証人が、県の事証人が、県の事証人が、県の事証人が、県の事情情情情聴取で、な聴取で、な聴取で、な聴取で、なぜぜぜぜ建建建建物物物物の解体のときにの解体のときにの解体のときにの解体のときに防じ防じ防じ防じんんんん

シシシシートをートをートをートを敷敷敷敷設しなかったのかと設しなかったのかと設しなかったのかと設しなかったのかと聞聞聞聞いたときに、いたときに、いたときに、いたときに、敷敷敷敷地と地と地と地と道路道路道路道路のののの間間間間に私に私に私に私有有有有地があってできなか地があってできなか地があってできなか地があってできなか

った、こうった、こうった、こうった、こう答弁答弁答弁答弁していたわけであります。しかし、そのしていたわけであります。しかし、そのしていたわけであります。しかし、そのしていたわけであります。しかし、その現現現現場を知っておれ場を知っておれ場を知っておれ場を知っておればばばば、、、、敷敷敷敷地と地と地と地と歩道歩道歩道歩道

をををを切切切切り下げする、そのり下げする、そのり下げする、そのり下げする、その小学生小学生小学生小学生たちが通っているたちが通っているたちが通っているたちが通っている歩道歩道歩道歩道とのとのとのとの間間間間には私には私には私には私有有有有地な地な地な地などどどどはない、このこはない、このこはない、このこはない、このこ

とがわかるわけでありますけれとがわかるわけでありますけれとがわかるわけでありますけれとがわかるわけでありますけれどどどども、も、も、も、現現現現場を知らないものですから、事場を知らないものですから、事場を知らないものですから、事場を知らないものですから、事情情情情聴取のさなかに聴取のさなかに聴取のさなかに聴取のさなかに

そうした証言をされて、一そうした証言をされて、一そうした証言をされて、一そうした証言をされて、一切聞切聞切聞切聞きききき返返返返すことなしにすことなしにすことなしにすことなしに過過過過ごしてきたこと等で明らかであります。ごしてきたこと等で明らかであります。ごしてきたこと等で明らかであります。ごしてきたこと等で明らかであります。

２２２２番番番番目には、事目には、事目には、事目には、事情情情情聴取の取り聴取の取り聴取の取り聴取の取り組組組組みがみがみがみが不足不足不足不足していたこと。要するに、委員のしていたこと。要するに、委員のしていたこと。要するに、委員のしていたこと。要するに、委員の皆皆皆皆さん方におさん方におさん方におさん方にお

持持持持ちいただいております資料の中に第１回、第２回のちいただいております資料の中に第１回、第２回のちいただいております資料の中に第１回、第２回のちいただいております資料の中に第１回、第２回の内容内容内容内容をををを示示示示しておりますけれしておりますけれしておりますけれしておりますけれどどどども、も、も、も、踏踏踏踏

みみみみ込込込込んだ事んだ事んだ事んだ事情情情情聴取になっていないで聴取になっていないで聴取になっていないで聴取になっていないで形形形形式的な事式的な事式的な事式的な事情情情情聴取に聴取に聴取に聴取に終始終始終始終始している。すなわち、関係者している。すなわち、関係者している。すなわち、関係者している。すなわち、関係者

が出してきた見が出してきた見が出してきた見が出してきた見積積積積書の中に見書の中に見書の中に見書の中に見積積積積もりの事項があるわけですけれもりの事項があるわけですけれもりの事項があるわけですけれもりの事項があるわけですけれどどどども、それを点も、それを点も、それを点も、それを点検検検検するのがするのがするのがするのが

ややややっとのことであって、そのっとのことであって、そのっとのことであって、そのっとのことであって、そのほほほほかかかか肝心肝心肝心肝心な事な事な事な事柄柄柄柄について、なについて、なについて、なについて、なぜぜぜぜ無届けだったのかをめ無届けだったのかをめ無届けだったのかをめ無届けだったのかをめぐぐぐぐる事る事る事る事



---- 4444 ----

情情情情聴取は一聴取は一聴取は一聴取は一向向向向にできていないこと。また、提出された書にできていないこと。また、提出された書にできていないこと。また、提出された書にできていないこと。また、提出された書類類類類のののの吟味吟味吟味吟味について、について、について、について、甚甚甚甚だだだだ不十分不十分不十分不十分なななな

聴取しかできていない。い聴取しかできていない。い聴取しかできていない。い聴取しかできていない。いやややや、例え、例え、例え、例えばばばば、株式会社山崎産業は、株式会社山崎産業は、株式会社山崎産業は、株式会社山崎産業は当初当初当初当初リリリリフォフォフォフォーーーームムムムだと思って届だと思って届だと思って届だと思って届

け出を出していなかったと言っておったのを、２回目の事け出を出していなかったと言っておったのを、２回目の事け出を出していなかったと言っておったのを、２回目の事け出を出していなかったと言っておったのを、２回目の事情情情情聴取の聴取の聴取の聴取の冒頭冒頭冒頭冒頭で、で、で、で、実実実実は届出書はは届出書はは届出書はは届出書は

書いて書いて書いて書いて置置置置いてあったのです、社長が書いて私が届けることになっていたのですが、届け出いてあったのです、社長が書いて私が届けることになっていたのですが、届け出いてあったのです、社長が書いて私が届けることになっていたのですが、届け出いてあったのです、社長が書いて私が届けることになっていたのですが、届け出

るのをるのをるのをるのを忘忘忘忘れておりましたというれておりましたというれておりましたというれておりましたという供述供述供述供述をしたわけであります。その２回目の事をしたわけであります。その２回目の事をしたわけであります。その２回目の事をしたわけであります。その２回目の事情情情情聴取のとき聴取のとき聴取のとき聴取のとき

に、その出しに、その出しに、その出しに、その出し忘忘忘忘れていたとされる届出書をれていたとされる届出書をれていたとされる届出書をれていたとされる届出書を携帯携帯携帯携帯したわけですけれしたわけですけれしたわけですけれしたわけですけれどどどども、その中も、その中も、その中も、その中身身身身を事を事を事を事情情情情聴聴聴聴

取の中で一取の中で一取の中で一取の中で一切吟味切吟味切吟味切吟味していないこと、していないこと、していないこと、していないこと、検検検検証していないこと、これがこの証していないこと、これがこの証していないこと、これがこの証していないこと、これがこの間間間間の証人尋問の中での証人尋問の中での証人尋問の中での証人尋問の中で

も明らかになっているのであります。も明らかになっているのであります。も明らかになっているのであります。も明らかになっているのであります。

さらに３点目は、立入さらに３点目は、立入さらに３点目は、立入さらに３点目は、立入検検検検査の取り査の取り査の取り査の取り組組組組みがみがみがみが極極極極めてめてめてめて不十分不十分不十分不十分であったということであります。であったということであります。であったということであります。であったということであります。

平成２４年７月になって、立入平成２４年７月になって、立入平成２４年７月になって、立入平成２４年７月になって、立入検検検検査をいたしました。しかし、そのときに立ち会いを求め査をいたしました。しかし、そのときに立ち会いを求め査をいたしました。しかし、そのときに立ち会いを求め査をいたしました。しかし、そのときに立ち会いを求め

たのは、解体した受たのは、解体した受たのは、解体した受たのは、解体した受注注注注業者である株式会社山崎産業ではなしに、業者である株式会社山崎産業ではなしに、業者である株式会社山崎産業ではなしに、業者である株式会社山崎産業ではなしに、発注発注発注発注してしてしてしてほほほほとんとんとんとんどどどど解体の解体の解体の解体の

実態実態実態実態のわからない平野クレーン工業株式会社ののわからない平野クレーン工業株式会社ののわからない平野クレーン工業株式会社ののわからない平野クレーン工業株式会社の担当担当担当担当者を立ち会いさせているわけです。株者を立ち会いさせているわけです。株者を立ち会いさせているわけです。株者を立ち会いさせているわけです。株

式会社山崎産業の式会社山崎産業の式会社山崎産業の式会社山崎産業の担当担当担当担当者が立ち会いをしていない。さらにまた、アスベストが大者が立ち会いをしていない。さらにまた、アスベストが大者が立ち会いをしていない。さらにまた、アスベストが大者が立ち会いをしていない。さらにまた、アスベストが大変気変気変気変気になになになにな

るわけでありますから、県のるわけでありますから、県のるわけでありますから、県のるわけでありますから、県の環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課なりなりなりなり廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対対対対策課策課策課策課の協力をの協力をの協力をの協力を得得得得てててて同同同同席していただく、席していただく、席していただく、席していただく、

あるいはその立ち会いに参あるいはその立ち会いに参あるいはその立ち会いに参あるいはその立ち会いに参加加加加していただくっていう配していただくっていう配していただくっていう配していただくっていう配慮慮慮慮があってしかるがあってしかるがあってしかるがあってしかるべべべべきなのに、一きなのに、一きなのに、一きなのに、一切切切切

そうした手配はなかったままにそうした手配はなかったままにそうした手配はなかったままにそうした手配はなかったままに検検検検査をいたしました。さらに、法第４３条の査をいたしました。さらに、法第４３条の査をいたしました。さらに、法第４３条の査をいたしました。さらに、法第４３条の規定規定規定規定に基づくに基づくに基づくに基づく

検検検検査でありますから、査でありますから、査でありますから、査でありますから、現現現現場の建場の建場の建場の建物物物物の大きさ等々をはかるだけでなしに、要するに、これまの大きさ等々をはかるだけでなしに、要するに、これまの大きさ等々をはかるだけでなしに、要するに、これまの大きさ等々をはかるだけでなしに、要するに、これま

でわかってきた事でわかってきた事でわかってきた事でわかってきた事情情情情聴取で、聴取で、聴取で、聴取で、少少少少なくとも聴取してきたなくとも聴取してきたなくとも聴取してきたなくとも聴取してきた内容内容内容内容についてについてについてについて確確確確認しようとするなら認しようとするなら認しようとするなら認しようとするなら

ばばばば、、、、営営営営業所及び事業所及び事業所及び事業所及び事務務務務所に立入所に立入所に立入所に立入検検検検査をし、関係書査をし、関係書査をし、関係書査をし、関係書類類類類を点を点を点を点検検検検しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないのに、その関ならないのに、その関ならないのに、その関ならないのに、その関

係書係書係書係書類類類類等々の点等々の点等々の点等々の点検検検検が一が一が一が一切切切切なされていなかったということであります。したがって、この調なされていなかったということであります。したがって、この調なされていなかったということであります。したがって、この調なされていなかったということであります。したがって、この調

査はあらか査はあらか査はあらか査はあらかじじじじめおくれにおくれてきました業者に対するめおくれにおくれてきました業者に対するめおくれにおくれてきました業者に対するめおくれにおくれてきました業者に対する注注注注意処意処意処意処分分分分なるものを出すために、なるものを出すために、なるものを出すために、なるものを出すために、

発注責任発注責任発注責任発注責任をををを確確確確認するという意認するという意認するという意認するという意味味味味において平野クレーン工業株式会社の関係者を立ち会わせにおいて平野クレーン工業株式会社の関係者を立ち会わせにおいて平野クレーン工業株式会社の関係者を立ち会わせにおいて平野クレーン工業株式会社の関係者を立ち会わせ

たにすたにすたにすたにすぎぎぎぎないのではないか。ないのではないか。ないのではないか。ないのではないか。何何何何もわからないのはもわからないのはもわからないのはもわからないのは当然当然当然当然でございます。でございます。でございます。でございます。

次に、４点目には、事次に、４点目には、事次に、４点目には、事次に、４点目には、事務務務務処理がずさんだったことでございます。これは処理がずさんだったことでございます。これは処理がずさんだったことでございます。これは処理がずさんだったことでございます。これは先ほど申先ほど申先ほど申先ほど申しまししまししまししまし

た、わざわざた、わざわざた、わざわざた、わざわざ原質原質原質原質をををを変変変変えてくる、無届けの理えてくる、無届けの理えてくる、無届けの理えてくる、無届けの理由由由由をををを変変変変えてきた、関係者がえてきた、関係者がえてきた、関係者がえてきた、関係者が持持持持ちちちち込込込込んだ届出書んだ届出書んだ届出書んだ届出書

なるその書なるその書なるその書なるその書類類類類をををを吟味吟味吟味吟味しなかったということとともに、しなかったということとともに、しなかったということとともに、しなかったということとともに、道路切道路切道路切道路切り下げり下げり下げり下げ申申申申請が平成２３年５月請が平成２３年５月請が平成２３年５月請が平成２３年５月

１１１１６６６６日に承認されているわけでありますけ日に承認されているわけでありますけ日に承認されているわけでありますけ日に承認されているわけでありますけどどどども、その承認にも、その承認にも、その承認にも、その承認に際際際際して、１２項目にわたる条して、１２項目にわたる条して、１２項目にわたる条して、１２項目にわたる条

件件件件を出しました。その一を出しました。その一を出しました。その一を出しました。その一番最初番最初番最初番最初に、に、に、に、着着着着手するときに手するときに手するときに手するときに着着着着手届を提出しなさい、手届を提出しなさい、手届を提出しなさい、手届を提出しなさい、竣竣竣竣工したとき工したとき工したとき工したとき

にににに竣竣竣竣工届を提出しなさいとありますけれ工届を提出しなさいとありますけれ工届を提出しなさいとありますけれ工届を提出しなさいとありますけれどどどども、このも、このも、このも、この着着着着手届も手届も手届も手届も竣竣竣竣工届も出されていない。さ工届も出されていない。さ工届も出されていない。さ工届も出されていない。さ

らに、このらに、このらに、このらに、この間間間間の承認の承認の承認の承認審審審審査をする中で、査をする中で、査をする中で、査をする中で、何何何何と１４と１４と１４と１４メメメメートルのートルのートルのートルの申申申申請だと請だと請だと請だと聞聞聞聞いておりましたのが、いておりましたのが、いておりましたのが、いておりましたのが、
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森森森森田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建築空間築空間築空間築空間設設設設計計計計のののの●●●●●●●●さんの証言によって、１４さんの証言によって、１４さんの証言によって、１４さんの証言によって、１４メメメメートルは１２ートルは１２ートルは１２ートルは１２メメメメートルにートルにートルにートルに縮小縮小縮小縮小ささささ

れておった、あるいは３つあったれておった、あるいは３つあったれておった、あるいは３つあったれておった、あるいは３つあった集水桝集水桝集水桝集水桝が２つになっておった。それについてが２つになっておった。それについてが２つになっておった。それについてが２つになっておった。それについて●●●●●●●●設設設設計士計士計士計士

はははは修修修修正して書正して書正して書正して書類類類類を高田土を高田土を高田土を高田土木木木木事事事事務務務務所に提出したとおっし所に提出したとおっし所に提出したとおっし所に提出したとおっしゃゃゃゃっておったわけでございますけれっておったわけでございますけれっておったわけでございますけれっておったわけでございますけれ

どどどども、県からは、このも、県からは、このも、県からは、このも、県からは、この間間間間そのような設そのような設そのような設そのような設計計計計のののの改改改改正、正、正、正、修修修修正等々について一正等々について一正等々について一正等々について一切切切切のののの報告報告報告報告がございまがございまがございまがございま

せんでした。そのように事せんでした。そのように事せんでした。そのように事せんでした。そのように事務務務務処理が処理が処理が処理が実実実実にずさんであります。さらににずさんであります。さらににずさんであります。さらににずさんであります。さらに驚驚驚驚いたことですけれいたことですけれいたことですけれいたことですけれどどどど

も、これまで事も、これまで事も、これまで事も、これまで事情情情情聴取の中聴取の中聴取の中聴取の中心心心心をををを担担担担ったったったった技術管技術管技術管技術管理理理理課課課課のののの●●課●●課●●課●●課長長長長補佐補佐補佐補佐にににに至至至至っては、届出書をつっては、届出書をつっては、届出書をつっては、届出書をつ

くる、あるいは提出するにくる、あるいは提出するにくる、あるいは提出するにくる、あるいは提出するに当当当当たって、行たって、行たって、行たって、行政政政政書書書書士や士や士や士や建建建建築士築士築士築士はみずからのはみずからのはみずからのはみずからの裁量裁量裁量裁量で、資で、資で、資で、資格格格格で届出で届出で届出で届出

書を書を書を書を作作作作成することができます、そして提出することもできるわけでありますけれ成することができます、そして提出することもできるわけでありますけれ成することができます、そして提出することもできるわけでありますけれ成することができます、そして提出することもできるわけでありますけれどどどども、今も、今も、今も、今

回のおくれて出してきた、後出し回のおくれて出してきた、後出し回のおくれて出してきた、後出し回のおくれて出してきた、後出しじゃじゃじゃじゃんけんで出してきた届出書なるものは、受んけんで出してきた届出書なるものは、受んけんで出してきた届出書なるものは、受んけんで出してきた届出書なるものは、受注注注注者であ者であ者であ者であ

る株式会社山崎産業がる株式会社山崎産業がる株式会社山崎産業がる株式会社山崎産業が製作製作製作製作し、株式会社山崎産業の関係者が高田土し、株式会社山崎産業の関係者が高田土し、株式会社山崎産業の関係者が高田土し、株式会社山崎産業の関係者が高田土木木木木事事事事務務務務所所所所へ持へ持へ持へ持ちちちち込込込込む手む手む手む手

はずになっておったわけであります。しかも、その提出するはずになっておったわけであります。しかも、その提出するはずになっておったわけであります。しかも、その提出するはずになっておったわけであります。しかも、その提出する予定予定予定予定であったとされる書であったとされる書であったとされる書であったとされる書類類類類にににに

ついて、平野クレーン工業株式会社の関係者は一ついて、平野クレーン工業株式会社の関係者は一ついて、平野クレーン工業株式会社の関係者は一ついて、平野クレーン工業株式会社の関係者は一切切切切知らないとこの場で証言いたしました。知らないとこの場で証言いたしました。知らないとこの場で証言いたしました。知らないとこの場で証言いたしました。

要するに県の１回目の事要するに県の１回目の事要するに県の１回目の事要するに県の１回目の事情情情情聴取、２回目の事聴取、２回目の事聴取、２回目の事聴取、２回目の事情情情情聴取、要するに平成２３年度のその２回の聴取、要するに平成２３年度のその２回の聴取、要するに平成２３年度のその２回の聴取、要するに平成２３年度のその２回の

事事事事情情情情聴取までに平野クレーン工業株式会社が一聴取までに平野クレーン工業株式会社が一聴取までに平野クレーン工業株式会社が一聴取までに平野クレーン工業株式会社が一切切切切知らなかったことを株式会社山崎産業も知らなかったことを株式会社山崎産業も知らなかったことを株式会社山崎産業も知らなかったことを株式会社山崎産業も

認めざるを認めざるを認めざるを認めざるを得得得得なくなっています、認めました。にもかかわらず、証人に出ていただいた高なくなっています、認めました。にもかかわらず、証人に出ていただいた高なくなっています、認めました。にもかかわらず、証人に出ていただいた高なくなっています、認めました。にもかかわらず、証人に出ていただいた高

田土田土田土田土木木木木事事事事務務務務所の建所の建所の建所の建築課築課築課築課長は、もし平成２３年５月１長は、もし平成２３年５月１長は、もし平成２３年５月１長は、もし平成２３年５月１６６６６日に日に日に日に当該当該当該当該の書の書の書の書類類類類が提出されておれが提出されておれが提出されておれが提出されておればばばば、、、、

あの書あの書あの書あの書類類類類を受理しておっただろうと証言しています。すなわち、委を受理しておっただろうと証言しています。すなわち、委を受理しておっただろうと証言しています。すなわち、委を受理しておっただろうと証言しています。すなわち、委任状任状任状任状もももも持持持持たずに受たずに受たずに受たずに受注注注注者者者者

がががが勝勝勝勝手につくった届出書を、県の土手につくった届出書を、県の土手につくった届出書を、県の土手につくった届出書を、県の土木木木木事事事事務務務務所の所の所の所の担当責任担当責任担当責任担当責任者である建者である建者である建者である建築課築課築課築課長が受理しますと長が受理しますと長が受理しますと長が受理しますと

言ってしまうのです。それ言ってしまうのです。それ言ってしまうのです。それ言ってしまうのです。それほどほどほどほどずさんな行ずさんな行ずさんな行ずさんな行政政政政のありようは、のありようは、のありようは、のありようは、単単単単にこのにこのにこのにこの件件件件だけではないのでだけではないのでだけではないのでだけではないので

はないかというはないかというはないかというはないかという不安不安不安不安をををを覚覚覚覚えます。えます。えます。えます。

さらに、５点目には、事さらに、５点目には、事さらに、５点目には、事さらに、５点目には、事務務務務が大が大が大が大幅幅幅幅にににに遅滞遅滞遅滞遅滞していた。すなわち、第２回事していた。すなわち、第２回事していた。すなわち、第２回事していた。すなわち、第２回事情情情情聴取、平成２聴取、平成２聴取、平成２聴取、平成２

３年７月２０日に３年７月２０日に３年７月２０日に３年７月２０日に終終終終了した後、約１年了した後、約１年了した後、約１年了した後、約１年間間間間取り取り取り取り組組組組みがストみがストみがストみがストップップップップいたしています。このいたしています。このいたしています。このいたしています。この件件件件につにつにつにつ

きまして、きまして、きまして、きまして、当然当然当然当然、、、、当当当当委員会でも事委員会でも事委員会でも事委員会でも事情情情情をををを聞聞聞聞きました。いろいろな取りきました。いろいろな取りきました。いろいろな取りきました。いろいろな取り組組組組みがあったのかと思みがあったのかと思みがあったのかと思みがあったのかと思

っておったわけでございますけれっておったわけでございますけれっておったわけでございますけれっておったわけでございますけれどどどども、ご案も、ご案も、ご案も、ご案内内内内のようにのようにのようにのように何何何何の取りの取りの取りの取り組組組組みもなされていない。みもなされていない。みもなされていない。みもなされていない。

実実実実に、に、に、に、●●課●●課●●課●●課長長長長補佐補佐補佐補佐がががが●●課●●課●●課●●課長に対して、これから出てくるであろう届出書等を長に対して、これから出てくるであろう届出書等を長に対して、これから出てくるであろう届出書等を長に対して、これから出てくるであろう届出書等を子細子細子細子細ににににチチチチ

ェッェッェッェックし、クし、クし、クし、厳重厳重厳重厳重ににににチェッチェッチェッチェックしてクしてクしてクして新新新新たなたなたなたな展展展展開を開を開を開を切切切切り開けるのではないかということでストり開けるのではないかということでストり開けるのではないかということでストり開けるのではないかということでストッッッッ

ププププしたというのであります。したというのであります。したというのであります。したというのであります。過過過過日の証人日の証人日の証人日の証人審審審審査の中でお尋査の中でお尋査の中でお尋査の中でお尋ねねねねしました、しました、しました、しました、●●●●●●●●さん、さん、さん、さん、何何何何をおをおをおをお待待待待

ちだったのですかと。ちだったのですかと。ちだったのですかと。ちだったのですかと。我我我我々は２回目に々は２回目に々は２回目に々は２回目に持持持持ちちちち込込込込んだ届出書なるものをんだ届出書なるものをんだ届出書なるものをんだ届出書なるものを厳重厳重厳重厳重ににににチェッチェッチェッチェックするのクするのクするのクするの

だと思ってだと思ってだと思ってだと思って聞聞聞聞いておったのですけれいておったのですけれいておったのですけれいておったのですけれどどどども、も、も、も、何何何何とととと驚驚驚驚くことなかれ、それはくことなかれ、それはくことなかれ、それはくことなかれ、それは据据据据ええええ置置置置き、それにき、それにき、それにき、それに

ついてはついてはついてはついては何何何何ら一ら一ら一ら一切触切触切触切触れずに、れずに、れずに、れずに、新新新新たに平野クレーン工業株式会社が別のことで解体届を出すたに平野クレーン工業株式会社が別のことで解体届を出すたに平野クレーン工業株式会社が別のことで解体届を出すたに平野クレーン工業株式会社が別のことで解体届を出す
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のではないか、のではないか、のではないか、のではないか、何何何何のののの根拠根拠根拠根拠もなしに、もなしに、もなしに、もなしに、何何何何の見通しもなしにそれをの見通しもなしにそれをの見通しもなしにそれをの見通しもなしにそれを待待待待っておったのだと。っておったのだと。っておったのだと。っておったのだと。当然当然当然当然

出て出て出て出て来来来来ません、出てこないからません、出てこないからません、出てこないからません、出てこないから何何何何もしないと、こういうもしないと、こういうもしないと、こういうもしないと、こういう状態状態状態状態でででで放置放置放置放置されたということが明されたということが明されたということが明されたということが明

らかになっているわけであります。らかになっているわけであります。らかになっているわけであります。らかになっているわけであります。

６６６６点目には、土点目には、土点目には、土点目には、土木木木木事事事事務務務務所所所所内内内内の連の連の連の連携携携携がががが不足不足不足不足しておった。もちろん一しておった。もちろん一しておった。もちろん一しておった。もちろん一番番番番大きいのは、１大きいのは、１大きいのは、１大きいのは、１万万万万平平平平

方方方方メメメメートルになんなんとするあのートルになんなんとするあのートルになんなんとするあのートルになんなんとするあの敷敷敷敷地に１００地に１００地に１００地に１００メメメメートルートルートルートル隣接隣接隣接隣接して、して、して、して、接触接触接触接触して建っておった、して建っておった、して建っておった、して建っておった、

１１１１，，，，４４０平方４４０平方４４０平方４４０平方メメメメートルになんなんとする大きな建ートルになんなんとする大きな建ートルになんなんとする大きな建ートルになんなんとする大きな建築物築物築物築物、しかも高田土、しかも高田土、しかも高田土、しかも高田土木木木木事事事事務務務務所では所では所では所では近近近近年年年年

取り取り取り取り扱扱扱扱ったこともないような大きな解体工事、この解体工事と、しかもその前に１００ったこともないような大きな解体工事、この解体工事と、しかもその前に１００ったこともないような大きな解体工事、この解体工事と、しかもその前に１００ったこともないような大きな解体工事、この解体工事と、しかもその前に１００メメメメ

ートルに及んでートルに及んでートルに及んでートルに及んで接触接触接触接触する、する、する、する、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学童学童学童学童たちが通たちが通たちが通たちが通学学学学する通する通する通する通学路学路学路学路にににに使使使使っている通っている通っている通っている通路路路路でででで

すが、それを、すが、それを、すが、それを、すが、それを、ややややはりそのはりそのはりそのはりその敷敷敷敷地地地地内内内内から大から大から大から大型型型型クレーンを県クレーンを県クレーンを県クレーンを県道道道道にににに向向向向けて出していくことについけて出していくことについけて出していくことについけて出していくことについ

て、１４て、１４て、１４て、１４メメメメートルのートルのートルのートルの切切切切り下げり下げり下げり下げ申申申申請をしている。請をしている。請をしている。請をしている。当然当然当然当然この１４この１４この１４この１４メメメメートルのートルのートルのートルの切切切切り下げり下げり下げり下げ申申申申請なる請なる請なる請なる

ものも、ものも、ものも、ものも、近近近近年高田土年高田土年高田土年高田土木木木木事事事事務務務務所で所で所で所で扱扱扱扱ったこともないような大工事であり、大きなったこともないような大工事であり、大きなったこともないような大工事であり、大きなったこともないような大工事であり、大きな申申申申請であり請であり請であり請であり

ます。大きな建ます。大きな建ます。大きな建ます。大きな建物物物物を解体し、大きなを解体し、大きなを解体し、大きなを解体し、大きな切切切切り口をつくっていくこのり口をつくっていくこのり口をつくっていくこのり口をつくっていくこの道路切道路切道路切道路切り下げ工事にかかわり下げ工事にかかわり下げ工事にかかわり下げ工事にかかわ

って、って、って、って、現現現現場場場場へへへへだれ一人としてだれ一人としてだれ一人としてだれ一人として足足足足をををを運運運運んだ者がいない、すんだ者がいない、すんだ者がいない、すんだ者がいない、すべべべべて書て書て書て書類類類類で処理していた、こういで処理していた、こういで処理していた、こういで処理していた、こうい

うことであります。まず第一に、うことであります。まず第一に、うことであります。まず第一に、うことであります。まず第一に、現現現現場場場場へ足へ足へ足へ足をををを運運運運んで、んで、んで、んで、どどどどこから出入りするのですか、このこから出入りするのですか、このこから出入りするのですか、このこから出入りするのですか、この

建建建建物物物物ははははどどどどうするのですかとうするのですかとうするのですかとうするのですかと現現現現認さえすれ認さえすれ認さえすれ認さえすればばばば、解体の手、解体の手、解体の手、解体の手続続続続ははははどどどどうなっているのですかとうなっているのですかとうなっているのですかとうなっているのですかと当然当然当然当然

出てくる出てくる出てくる出てくる話話話話ですけれですけれですけれですけれどどどども、高田土も、高田土も、高田土も、高田土木木木木事事事事務務務務所は、１所は、１所は、１所は、１階階階階が土が土が土が土木木木木、２、２、２、２階階階階が建が建が建が建築築築築にににに分分分分かれているそかれているそかれているそかれているそ

うでありますけれうでありますけれうでありますけれうでありますけれどどどども、１つの建も、１つの建も、１つの建も、１つの建物物物物の２の２の２の２階階階階と１と１と１と１階階階階の連絡すらついていないというていたらの連絡すらついていないというていたらの連絡すらついていないというていたらの連絡すらついていないというていたら

くでございました。くでございました。くでございました。くでございました。

また、また、また、また、我我我我々は建設リサイクル法で々は建設リサイクル法で々は建設リサイクル法で々は建設リサイクル法で物物物物事を明らかにしようとしてきました。しかし、事を明らかにしようとしてきました。しかし、事を明らかにしようとしてきました。しかし、事を明らかにしようとしてきました。しかし、何何何何とととと

多くの、多くの、多くの、多くの、環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課にかかわる人たちはこの建設リサイクル法に基づいて、これまで土にかかわる人たちはこの建設リサイクル法に基づいて、これまで土にかかわる人たちはこの建設リサイクル法に基づいて、これまで土にかかわる人たちはこの建設リサイクル法に基づいて、これまで土木木木木

事事事事務務務務所と所と所と所と環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対対対対策課策課策課策課がががが確確確確認しておった、要するに、認しておった、要するに、認しておった、要するに、認しておった、要するに、危険危険危険危険なななな状態状態状態状態がががが

あれあれあれあればばばばお互いに連絡しお互いに連絡しお互いに連絡しお互いに連絡し合合合合う。例えう。例えう。例えう。例えばばばば、土、土、土、土木木木木事事事事務務務務所に出された解体所に出された解体所に出された解体所に出された解体申申申申請の中にスレートのた請の中にスレートのた請の中にスレートのた請の中にスレートのた

ぐぐぐぐいがあれいがあれいがあれいがあればばばば、、、、必必必必ずそれはずそれはずそれはずそれは景観・環境保全セ景観・環境保全セ景観・環境保全セ景観・環境保全センンンンタタタターに連絡し、双方の関係者がそのことのーに連絡し、双方の関係者がそのことのーに連絡し、双方の関係者がそのことのーに連絡し、双方の関係者がそのことの

点点点点検検検検についてについてについてについて怠怠怠怠らないようにする。すなわち、土らないようにする。すなわち、土らないようにする。すなわち、土らないようにする。すなわち、土木木木木事事事事務務務務所に所に所に所に機能機能機能機能のないアスベストののないアスベストののないアスベストののないアスベストの危険危険危険危険

性性性性に対する対応について、に対する対応について、に対する対応について、に対する対応について、環境政策部門環境政策部門環境政策部門環境政策部門ががががタッチタッチタッチタッチできるような約できるような約できるような約できるような約束束束束があったわけでありまがあったわけでありまがあったわけでありまがあったわけでありま

すけれすけれすけれすけれどどどども、このも、このも、このも、この間間間間、この連絡が、この連絡が、この連絡が、この連絡が途切途切途切途切れてしまっている。いろいろなところで、例えれてしまっている。いろいろなところで、例えれてしまっている。いろいろなところで、例えれてしまっている。いろいろなところで、例えばばばば県県県県

が副知事をトが副知事をトが副知事をトが副知事をトップップップップとする事とする事とする事とする事務務務務処理調査特別委員会を設処理調査特別委員会を設処理調査特別委員会を設処理調査特別委員会を設定定定定し、調査、事し、調査、事し、調査、事し、調査、事情情情情聴取した中でも、聴取した中でも、聴取した中でも、聴取した中でも、

土土土土木木木木事事事事務務務務所と所と所と所と環境部門環境部門環境部門環境部門との約との約との約との約束束束束を知っていたを知っていたを知っていたを知っていた職職職職員は、それぞれの員は、それぞれの員は、それぞれの員は、それぞれの課課課課に１人しかいないと、に１人しかいないと、に１人しかいないと、に１人しかいないと、

１人１人１人１人以外以外以外以外の者は知らない。要するに、たまたま知っている人がの者は知らない。要するに、たまたま知っている人がの者は知らない。要するに、たまたま知っている人がの者は知らない。要するに、たまたま知っている人が担当担当担当担当したらしたらしたらしたら響響響響きききき合合合合うのであうのであうのであうのであ

りますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、も、も、も、ほほほほとんとんとんとんどどどどの人がの人がの人がの人が同じ部課同じ部課同じ部課同じ部課で知らないわけでありますから、要するに対処で知らないわけでありますから、要するに対処で知らないわけでありますから、要するに対処で知らないわけでありますから、要するに対処
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するするするするマニュマニュマニュマニュアルといいますか、そういうものがきっちりできていない一つのあかしだと思アルといいますか、そういうものがきっちりできていない一つのあかしだと思アルといいますか、そういうものがきっちりできていない一つのあかしだと思アルといいますか、そういうものがきっちりできていない一つのあかしだと思

います。この委員会に証人として出席を求めた元土います。この委員会に証人として出席を求めた元土います。この委員会に証人として出席を求めた元土います。この委員会に証人として出席を求めた元土木木木木事事事事務務務務所長もです所長もです所長もです所長もですねねねね、、、、道路切道路切道路切道路切り下げり下げり下げり下げ申申申申

請について、請について、請について、請について、実実実実に大きなに大きなに大きなに大きな切切切切り下げだと、り下げだと、り下げだと、り下げだと、広広広広いいいい切切切切り下げだとり下げだとり下げだとり下げだと感じ感じ感じ感じながら、解体についての届ながら、解体についての届ながら、解体についての届ながら、解体についての届

け出はけ出はけ出はけ出は当然当然当然当然出てくるものだと思っておった。ところが、高田土出てくるものだと思っておった。ところが、高田土出てくるものだと思っておった。ところが、高田土出てくるものだと思っておった。ところが、高田土木木木木事事事事務務務務所の解体届けを所の解体届けを所の解体届けを所の解体届けを扱扱扱扱うううう

事事事事務担当務担当務担当務担当者は、建設リサイクル法を知らないという人が者は、建設リサイクル法を知らないという人が者は、建設リサイクル法を知らないという人が者は、建設リサイクル法を知らないという人が担当担当担当担当していると、していると、していると、していると、どどどどこでこでこでこでどどどどうつなうつなうつなうつな

がっていくのだろうかと。要するに、アスベストにかかわるがっていくのだろうかと。要するに、アスベストにかかわるがっていくのだろうかと。要するに、アスベストにかかわるがっていくのだろうかと。要するに、アスベストにかかわる危機危機危機危機意意意意識識識識が土が土が土が土木木木木事事事事務務務務所所所所ぐぐぐぐるみるみるみるみ

でででで希薄希薄希薄希薄であることが明らかになってきたのではないかと思っています。であることが明らかになってきたのではないかと思っています。であることが明らかになってきたのではないかと思っています。であることが明らかになってきたのではないかと思っています。

資料２資料２資料２資料２ペペペペーーーージジジジ、県の対応について、７つ目は、、県の対応について、７つ目は、、県の対応について、７つ目は、、県の対応について、７つ目は、実効性実効性実効性実効性のののの低低低低い処い処い処い処分分分分であったと、処であったと、処であったと、処であったと、処分分分分のたのたのたのた

めの処めの処めの処めの処分分分分ではなかったのかと。ではなかったのかと。ではなかったのかと。ではなかったのかと。実実実実は、処は、処は、処は、処分分分分についての基についての基についての基についての基準準準準がなかった、これについてのがなかった、これについてのがなかった、これについてのがなかった、これについてのママママ

ニュニュニュニュアルもなかったというのです。しかし、法アルもなかったというのです。しかし、法アルもなかったというのです。しかし、法アルもなかったというのです。しかし、法律律律律はははは厳然厳然厳然厳然としてとしてとしてとして存在存在存在存在します。無届け解体、します。無届け解体、します。無届け解体、します。無届け解体、

県では県では県では県では初初初初めてです。これまで、無届け解体で、解体のめてです。これまで、無届け解体で、解体のめてです。これまで、無届け解体で、解体のめてです。これまで、無届け解体で、解体の途途途途中で見つけたのは３中で見つけたのは３中で見つけたのは３中で見つけたのは３件件件件ないし４ないし４ないし４ないし４件件件件

あります。その場あります。その場あります。その場あります。その場合合合合は、は、は、は、ややややはりきっちり解体をはりきっちり解体をはりきっちり解体をはりきっちり解体を貫貫貫貫徹徹徹徹させるために、行させるために、行させるために、行させるために、行政政政政指導指導指導指導をををを先先先先行して行して行して行して挟挟挟挟

むむむむべべべべきだと思いますし、きだと思いますし、きだと思いますし、きだと思いますし、挟挟挟挟むのがむのがむのがむのが当然当然当然当然だと思います。しかし、１から１０までだと思います。しかし、１から１０までだと思います。しかし、１から１０までだと思います。しかし、１から１０まで丸丸丸丸々無届け々無届け々無届け々無届け

で解体をで解体をで解体をで解体をややややりりりり遂遂遂遂げた証げた証げた証げた証拠拠拠拠はははは何何何何一つ一つ一つ一つ残残残残っていない、そういう事っていない、そういう事っていない、そういう事っていない、そういう事態態態態について、法がについて、法がについて、法がについて、法が示示示示すのは、すのは、すのは、すのは、

ややややはりはりはりはり厳重厳重厳重厳重な処な処な処な処罰罰罰罰、、、、刑罰刑罰刑罰刑罰です。そのためにです。そのためにです。そのためにです。そのために直罰直罰直罰直罰規定規定規定規定が設けられているわけでありますから、が設けられているわけでありますから、が設けられているわけでありますから、が設けられているわけでありますから、

即即即即告発告発告発告発という、そのことという、そのことという、そのことという、そのこと以外以外以外以外にないわけでありますけれにないわけでありますけれにないわけでありますけれにないわけでありますけれどどどども、も、も、も、何や何や何や何やかかかかやややや、例え、例え、例え、例えばばばば４３条４３条４３条４３条申申申申

請にかかわって、いわ請にかかわって、いわ請にかかわって、いわ請にかかわって、いわゆゆゆゆる事る事る事る事情情情情聴取に、あれ聴取に、あれ聴取に、あれ聴取に、あれ何何何何だったかなだったかなだったかなだったかな…………。。。。

（（（（「「「「報告報告報告報告書書書書」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

報告報告報告報告書、書、書、書、報告報告報告報告書なるものを株式会社山崎産業にも、あるいは平野クレーン工業株式会社書なるものを株式会社山崎産業にも、あるいは平野クレーン工業株式会社書なるものを株式会社山崎産業にも、あるいは平野クレーン工業株式会社書なるものを株式会社山崎産業にも、あるいは平野クレーン工業株式会社

にも求めていく。しかし、そのにも求めていく。しかし、そのにも求めていく。しかし、そのにも求めていく。しかし、その報告報告報告報告書を提出することに書を提出することに書を提出することに書を提出することに同同同同意した、あるいは、意した、あるいは、意した、あるいは、意した、あるいは、先ほど申先ほど申先ほど申先ほど申しししし

ました、ました、ました、ました、現現現現場場場場検検検検証に証に証に証に同同同同行した、立ち会いした等々をもって、行した、立ち会いした等々をもって、行した、立ち会いした等々をもって、行した、立ち会いした等々をもって、非非非非常常常常に協力的であったに協力的であったに協力的であったに協力的であった態態態態度を度を度を度を

評価評価評価評価してしてしてして厳重厳重厳重厳重処処処処分分分分にしないで、口にしないで、口にしないで、口にしないで、口頭頭頭頭処処処処分分分分としたのだというわけであります。としたのだというわけであります。としたのだというわけであります。としたのだというわけであります。果果果果たしてそれたしてそれたしてそれたしてそれ

で建設リサイクル法が設で建設リサイクル法が設で建設リサイクル法が設で建設リサイクル法が設置置置置したしたしたした直罰直罰直罰直罰主主主主義義義義をををを全全全全うできるのかうできるのかうできるのかうできるのかどどどどうか、ここのところをうか、ここのところをうか、ここのところをうか、ここのところをややややはりはりはりはり

根根根根本的に見本的に見本的に見本的に見直直直直していくしていくしていくしていくべべべべきだろうと。そして、１年２きだろうと。そして、１年２きだろうと。そして、１年２きだろうと。そして、１年２カカカカ月も無届けの月も無届けの月も無届けの月も無届けの発覚発覚発覚発覚から経から経から経から経過過過過した中した中した中した中

での処での処での処での処分分分分でありますから、でありますから、でありますから、でありますから、どどどどうしても問題のうしても問題のうしても問題のうしても問題の核核核核心心心心にににに触触触触れるところがない。れるところがない。れるところがない。れるところがない。当当当当委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも積積積積

極極極極的にこの点を考的にこの点を考的にこの点を考的にこの点を考慮慮慮慮して、して、して、して、最終最終最終最終的な的な的な的な検検検検討討討討をををを加加加加えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばならないと思っています。ならないと思っています。ならないと思っています。ならないと思っています。

８８８８点目には、点目には、点目には、点目には、歩道切歩道切歩道切歩道切り下げ工事についてでございます。り下げ工事についてでございます。り下げ工事についてでございます。り下げ工事についてでございます。先ほど先ほど先ほど先ほどもももも少少少少しししし触触触触れましたけれれましたけれれましたけれれましたけれどどどど

も、だれ一人この例のない大も、だれ一人この例のない大も、だれ一人この例のない大も、だれ一人この例のない大幅幅幅幅なななな間間間間口の口の口の口の切切切切り下げ、り下げ、り下げ、り下げ、歩道切歩道切歩道切歩道切り下げのり下げのり下げのり下げの申申申申請について、請について、請について、請について、現現現現場に場に場に場に

足足足足をををを運運運運んでいない、そうした中でのんでいない、そうした中でのんでいない、そうした中でのんでいない、そうした中での申申申申請承認であったということ。それから、２つ目には、請承認であったということ。それから、２つ目には、請承認であったということ。それから、２つ目には、請承認であったということ。それから、２つ目には、

工事工事工事工事完完完完了了了了時時時時においても、あるいは工事においても、あるいは工事においても、あるいは工事においても、あるいは工事着着着着手届、工事手届、工事手届、工事手届、工事竣竣竣竣工届が提出されていなかった。もっ工届が提出されていなかった。もっ工届が提出されていなかった。もっ工届が提出されていなかった。もっ
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と言えと言えと言えと言えばばばば、提出されているわけでありますけれ、提出されているわけでありますけれ、提出されているわけでありますけれ、提出されているわけでありますけれどどどども、平成２４年も、平成２４年も、平成２４年も、平成２４年当当当当時時時時の高田土の高田土の高田土の高田土木木木木事事事事務務務務所の所の所の所の

課課課課長が県の長が県の長が県の長が県の道路課道路課道路課道路課長になっています。その関係で、建設委員会でこの問題が取り長になっています。その関係で、建設委員会でこの問題が取り長になっています。その関係で、建設委員会でこの問題が取り長になっています。その関係で、建設委員会でこの問題が取り上上上上げられ、げられ、げられ、げられ、

慌慌慌慌てて、もとおった高田土てて、もとおった高田土てて、もとおった高田土てて、もとおった高田土木木木木事事事事務務務務所に連絡を入れて、所に連絡を入れて、所に連絡を入れて、所に連絡を入れて、着着着着手届と手届と手届と手届と竣竣竣竣工届を工届を工届を工届を持持持持ってきてもらっってきてもらっってきてもらっってきてもらっ

たと、こんなていたらくでございました。あるいは、承認たと、こんなていたらくでございました。あるいは、承認たと、こんなていたらくでございました。あるいは、承認たと、こんなていたらくでございました。あるいは、承認時時時時に付記されておりましたに付記されておりましたに付記されておりましたに付記されておりました検検検検査査査査

等がいまだに等がいまだに等がいまだに等がいまだに完完完完了していない、そのままであるということについても、これから今後の県了していない、そのままであるということについても、これから今後の県了していない、そのままであるということについても、これから今後の県了していない、そのままであるということについても、これから今後の県

行行行行政政政政のあり方について、のあり方について、のあり方について、のあり方について、検検検検討討討討を要するところではないかと思っています。を要するところではないかと思っています。を要するところではないかと思っています。を要するところではないかと思っています。

大きく２つ目、アスベスト等の建設資材の適正な処大きく２つ目、アスベスト等の建設資材の適正な処大きく２つ目、アスベスト等の建設資材の適正な処大きく２つ目、アスベスト等の建設資材の適正な処分分分分についての問題について証言をまについての問題について証言をまについての問題について証言をまについての問題について証言をま

とめてみました。平野クレーン工業株式会社についてでありますけれとめてみました。平野クレーン工業株式会社についてでありますけれとめてみました。平野クレーン工業株式会社についてでありますけれとめてみました。平野クレーン工業株式会社についてでありますけれどどどども、まず一つは、も、まず一つは、も、まず一つは、も、まず一つは、

アスベストについては知らなかったということでありますけれアスベストについては知らなかったということでありますけれアスベストについては知らなかったということでありますけれアスベストについては知らなかったということでありますけれどどどども、むしろ無関も、むしろ無関も、むしろ無関も、むしろ無関心心心心であっであっであっであっ

たと言った方がいいのではないでしたと言った方がいいのではないでしたと言った方がいいのではないでしたと言った方がいいのではないでしょょょょうか。土地建うか。土地建うか。土地建うか。土地建物物物物売買売買売買売買契約書に係る契約書に係る契約書に係る契約書に係る重重重重要事項説明で、要事項説明で、要事項説明で、要事項説明で、

仲介仲介仲介仲介業者からアスベスト調査をしていないことの説明を受けていたと考えられるわけであ業者からアスベスト調査をしていないことの説明を受けていたと考えられるわけであ業者からアスベスト調査をしていないことの説明を受けていたと考えられるわけであ業者からアスベスト調査をしていないことの説明を受けていたと考えられるわけであ

ります。また、ります。また、ります。また、ります。また、売売売売りりりり主主主主、、、、買買買買いいいい主主主主の双方が押の双方が押の双方が押の双方が押印印印印したしたしたした重重重重要事項説明書にはアスベストが要事項説明書にはアスベストが要事項説明書にはアスベストが要事項説明書にはアスベストが存在存在存在存在しししし

た場た場た場た場合合合合について記載されています。また、について記載されています。また、について記載されています。また、について記載されています。また、小学校小学校小学校小学校での説明ではアスベストにでの説明ではアスベストにでの説明ではアスベストにでの説明ではアスベストに全全全全くくくく触触触触れていれていれていれてい

ないのはいかがなものか。２つ目には、平野クレーン工業株式会社、ないのはいかがなものか。２つ目には、平野クレーン工業株式会社、ないのはいかがなものか。２つ目には、平野クレーン工業株式会社、ないのはいかがなものか。２つ目には、平野クレーン工業株式会社、安安安安けれけれけれければばばば、まずはよ、まずはよ、まずはよ、まずはよ

しというしというしというしという企企企企業体業体業体業体質質質質を問題にするを問題にするを問題にするを問題にする必必必必要があるのではないかと。すなわち、要があるのではないかと。すなわち、要があるのではないかと。すなわち、要があるのではないかと。すなわち、分分分分別解体、解体処別解体、解体処別解体、解体処別解体、解体処

分分分分にかかわる経にかかわる経にかかわる経にかかわる経緯緯緯緯、あるいは、、あるいは、、あるいは、、あるいは、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処理にかかわる経処理にかかわる経処理にかかわる経処理にかかわる経緯緯緯緯等を受等を受等を受等を受注注注注者に押しつけないため者に押しつけないため者に押しつけないため者に押しつけないため

に、に、に、に、発注発注発注発注者者者者責任責任責任責任を設けているわけであります。そして、これだけはを設けているわけであります。そして、これだけはを設けているわけであります。そして、これだけはを設けているわけであります。そして、これだけは絶絶絶絶対に、対に、対に、対に、値値値値切切切切りの対りの対りの対りの対象象象象

にしないという、そうしたところから、この費にしないという、そうしたところから、この費にしないという、そうしたところから、この費にしないという、そうしたところから、この費用用用用をををを掲掲掲掲載し、契約書に載せて載し、契約書に載せて載し、契約書に載せて載し、契約書に載せて確確確確認するとい認するとい認するとい認するとい

うううう措措措措置置置置までとっているのでありますから、ここのところをまでとっているのでありますから、ここのところをまでとっているのでありますから、ここのところをまでとっているのでありますから、ここのところを外外外外して、して、して、して、安安安安けれけれけれければばばばいいという取いいという取いいという取いいという取

引引引引にににに流流流流れていくのはいかがなものかと思います。れていくのはいかがなものかと思います。れていくのはいかがなものかと思います。れていくのはいかがなものかと思います。

株式会社山崎産業についてでありますけれ株式会社山崎産業についてでありますけれ株式会社山崎産業についてでありますけれ株式会社山崎産業についてでありますけれどどどども、法令も、法令も、法令も、法令違反違反違反違反が多々あって、法令遵守の意が多々あって、法令遵守の意が多々あって、法令遵守の意が多々あって、法令遵守の意

思が大思が大思が大思が大変低変低変低変低いこと。むしろ、いこと。むしろ、いこと。むしろ、いこと。むしろ、当当当当委員会でも、建設リサイクル法第１委員会でも、建設リサイクル法第１委員会でも、建設リサイクル法第１委員会でも、建設リサイクル法第１８８８８条第１項に基づく条第１項に基づく条第１項に基づく条第１項に基づく発発発発

注注注注者者者者へへへへのののの再再再再資資資資源化源化源化源化のののの完完完完了了了了報告報告報告報告を行っていないこと、また、を行っていないこと、また、を行っていないこと、また、を行っていないこと、また、実実実実施施施施状況状況状況状況に係る記に係る記に係る記に係る記録録録録がががが作作作作成され成され成され成され

ていないこと、ていないこと、ていないこと、ていないこと、保保保保存存存存をされていないことが問題です。また、建設リサイクル法にをされていないことが問題です。また、建設リサイクル法にをされていないことが問題です。また、建設リサイクル法にをされていないことが問題です。また、建設リサイクル法に規定規定規定規定されされされされ

たたたた技術管技術管技術管技術管理者の理者の理者の理者の選選選選任任任任について記について記について記について記録録録録をしていない。それはをしていない。それはをしていない。それはをしていない。それは選選選選任任任任していないことになります。していないことになります。していないことになります。していないことになります。

あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、どどどどこの工事でも許可業者として許可を受けている業者は、この工事でも許可業者として許可を受けている業者は、この工事でも許可業者として許可を受けている業者は、この工事でも許可業者として許可を受けている業者は、どどどどんな工事であんな工事であんな工事であんな工事であ

れ工事れ工事れ工事れ工事現現現現場に場に場に場に標標標標識識識識をををを掲掲掲掲示示示示しなけれしなけれしなけれしなければばばばなりませんけれなりませんけれなりませんけれなりませんけれどどどども、このも、このも、このも、この標標標標識識識識がががが掲掲掲掲示示示示されていない。されていない。されていない。されていない。

また、また、また、また、石綿則石綿則石綿則石綿則第３条に基づく事前調査に係る記第３条に基づく事前調査に係る記第３条に基づく事前調査に係る記第３条に基づく事前調査に係る記録録録録がない。要するに、見がない。要するに、見がない。要するに、見がない。要するに、見積積積積もりのときに目もりのときに目もりのときに目もりのときに目

視視視視でででで石綿石綿石綿石綿スレート、建てた年代からレベル３だろうという、そうしたことで工事に取りかスレート、建てた年代からレベル３だろうという、そうしたことで工事に取りかスレート、建てた年代からレベル３だろうという、そうしたことで工事に取りかスレート、建てた年代からレベル３だろうという、そうしたことで工事に取りか

かったと言っていますけれかったと言っていますけれかったと言っていますけれかったと言っていますけれどどどども、その記も、その記も、その記も、その記録録録録がない、がない、がない、がない、どどどどこにこにこにこにどどどどんなスレートがんなスレートがんなスレートがんなスレートがどどどどのようにしのようにしのようにしのようにし
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てあったのかという記てあったのかという記てあったのかという記てあったのかという記録録録録がない。あるいはまた、通がない。あるいはまた、通がない。あるいはまた、通がない。あるいはまた、通学路学路学路学路に１００に１００に１００に１００メメメメートルに及んでートルに及んでートルに及んでートルに及んで接触接触接触接触、、、、

接近接近接近接近しているのですから、そのしているのですから、そのしているのですから、そのしているのですから、その子ど子ど子ど子どもたちの通もたちの通もたちの通もたちの通学路学路学路学路にににに防じ防じ防じ防じんんんんシシシシートをートをートをートを仮仮仮仮設するのは設するのは設するのは設するのは常識常識常識常識的的的的

に考えてもに考えてもに考えてもに考えても当当当当たり前ですけれたり前ですけれたり前ですけれたり前ですけれどどどども、これを一も、これを一も、これを一も、これを一切や切や切や切やっていない。これらのことについて、アっていない。これらのことについて、アっていない。これらのことについて、アっていない。これらのことについて、ア

スベストについての、アスベストのスベストについての、アスベストのスベストについての、アスベストのスベストについての、アスベストの存在存在存在存在を知りながらあえてを知りながらあえてを知りながらあえてを知りながらあえて措措措措置置置置をしていないということをしていないということをしていないということをしていないということ

でででで非非非非常常常常に問題が多いのではないかと思っております。に問題が多いのではないかと思っております。に問題が多いのではないかと思っております。に問題が多いのではないかと思っております。

また、次に、県の対応でございますけれまた、次に、県の対応でございますけれまた、次に、県の対応でございますけれまた、次に、県の対応でございますけれどどどども、も、も、も、何何何何よりもよりもよりもよりも現現現現場の場の場の場の状況状況状況状況をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと把握把握把握把握しよしよしよしよ

うとしていない、うとしていない、うとしていない、うとしていない、把握把握把握把握できていないということが問題であります。特に、できていないということが問題であります。特に、できていないということが問題であります。特に、できていないということが問題であります。特に、唯唯唯唯一一一一確確確確認できる認できる認できる認できる

物物物物証としてあったはずの、解体されて、そして証としてあったはずの、解体されて、そして証としてあったはずの、解体されて、そして証としてあったはずの、解体されて、そして現現現現場に場に場に場に積積積積みみみみ上上上上げられてきた約２トンに及げられてきた約２トンに及げられてきた約２トンに及げられてきた約２トンに及ぶぶぶぶ

石綿石綿石綿石綿スレートについて、これは株式会社山崎産業が今スレートについて、これは株式会社山崎産業が今スレートについて、これは株式会社山崎産業が今スレートについて、これは株式会社山崎産業が今保管保管保管保管していますと、平成２３年していますと、平成２３年していますと、平成２３年していますと、平成２３年６６６６月月月月

１７日に１７日に１７日に１７日に現現現現場に行って、株式会社山崎産業の場に行って、株式会社山崎産業の場に行って、株式会社山崎産業の場に行って、株式会社山崎産業の現現現現場の場の場の場の責任責任責任責任者に高田土者に高田土者に高田土者に高田土木木木木事事事事務務務務所の所の所の所の●●●●●●●●建建建建築課築課築課築課

長は長は長は長は確確確確認しているわけであります。そして、認しているわけであります。そして、認しているわけであります。そして、認しているわけであります。そして、●●技術管●●技術管●●技術管●●技術管理理理理課課課課長長長長補佐補佐補佐補佐がすがすがすがすぐぐぐぐにににに写真写真写真写真をををを撮撮撮撮ってってってって

きてくれと、こう言ったのだと言います。しかし、これがきてくれと、こう言ったのだと言います。しかし、これがきてくれと、こう言ったのだと言います。しかし、これがきてくれと、こう言ったのだと言います。しかし、これが何何何何と本と本と本と本庁庁庁庁のののの課課課課長長長長補佐補佐補佐補佐と出と出と出と出先先先先のののの課課課課

長の長の長の長の間間間間ののののややややりとりですよ、りとりですよ、りとりですよ、りとりですよ、写真写真写真写真をををを撮撮撮撮ってきてくれと要請した、受けたはずのってきてくれと要請した、受けたはずのってきてくれと要請した、受けたはずのってきてくれと要請した、受けたはずの●●課●●課●●課●●課長はそ長はそ長はそ長はそ

んな要請を受けたことがないと、いまだにんな要請を受けたことがないと、いまだにんな要請を受けたことがないと、いまだにんな要請を受けたことがないと、いまだに突突突突っっっっ張張張張りりりり合合合合いをしているのです。これ、いをしているのです。これ、いをしているのです。これ、いをしているのです。これ、どどどどちらちらちらちら

かがうそをついているのです、許しがたいことであります、そういうかがうそをついているのです、許しがたいことであります、そういうかがうそをついているのです、許しがたいことであります、そういうかがうそをついているのです、許しがたいことであります、そういう状況状況状況状況です。です。です。です。●●課●●課●●課●●課長長長長

は、あるところで、は、あるところで、は、あるところで、は、あるところで、８８８８トンに及トンに及トンに及トンに及ぶぶぶぶ解体が手解体が手解体が手解体が手ばばばばらしで、らしで、らしで、らしで、ほほほほぼぼぼぼ無無無無傷傷傷傷のままで取りのままで取りのままで取りのままで取り外外外外されたのだされたのだされたのだされたのだ

とこう言っているわけですけれとこう言っているわけですけれとこう言っているわけですけれとこう言っているわけですけれどどどども、あなた見たのと、無も、あなた見たのと、無も、あなた見たのと、無も、あなた見たのと、無傷傷傷傷で取りで取りで取りで取り払払払払われたのを見たのと。われたのを見たのと。われたのを見たのと。われたのを見たのと。

ななななぜぜぜぜレベル３のレベル３のレベル３のレベル３の石綿石綿石綿石綿スレートであっても、要するに、スレートであっても、要するに、スレートであっても、要するに、スレートであっても、要するに、作作作作業員は業員は業員は業員はママママスク、スク、スク、スク、眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡をする、そしをする、そしをする、そしをする、そし

てててて防じ防じ防じ防じんんんんシシシシートをートをートをートを仮仮仮仮設する。な設する。な設する。な設する。なぜやぜやぜやぜやるのと、解体するときるのと、解体するときるのと、解体するときるのと、解体するとき金金金金具具具具がががが必必必必ずさびています。ですずさびています。ですずさびています。ですずさびています。です

から、ことしですか、１月に高田土から、ことしですか、１月に高田土から、ことしですか、１月に高田土から、ことしですか、１月に高田土木木木木事事事事務務務務所で土所で土所で土所で土木木木木工事にかかわって工事にかかわって工事にかかわって工事にかかわって石綿石綿石綿石綿スレートの解体スレートの解体スレートの解体スレートの解体

があって、があって、があって、があって、市市市市民民民民からの通からの通からの通からの通報報報報でででで現現現現場場場場へへへへ行くと、要するに手行くと、要するに手行くと、要するに手行くと、要するに手ばばばばらしでらしでらしでらしで外外外外そうとしたけそうとしたけそうとしたけそうとしたけどどどどもももも外外外外れれれれ

ないので、かたいものでたたいた、たたいたら一ないので、かたいものでたたいた、たたいたら一ないので、かたいものでたたいた、たたいたら一ないので、かたいものでたたいた、たたいたら一部部部部壊壊壊壊れて川の中にれて川の中にれて川の中にれて川の中に落落落落ちたと。すなわち、ちたと。すなわち、ちたと。すなわち、ちたと。すなわち、

レベル３であっても、たたき、レベル３であっても、たたき、レベル３であっても、たたき、レベル３であっても、たたき、ほじほじほじほじり、り、り、り、粉末粉末粉末粉末になったらレベル２、レベル１のになったらレベル２、レベル１のになったらレベル２、レベル１のになったらレベル２、レベル１の悪悪悪悪いいいい作作作作用用用用をををを

するわけでありますから、だからあらかするわけでありますから、だからあらかするわけでありますから、だからあらかするわけでありますから、だからあらかじじじじめそうしためそうしためそうしためそうした防じ防じ防じ防じんんんんママママスクするし、スクするし、スクするし、スクするし、シシシシートをートをートをートを仮仮仮仮設設設設

するわけでありますけれするわけでありますけれするわけでありますけれするわけでありますけれどどどども、それをしていない。あるいは、それをしなかったら無も、それをしていない。あるいは、それをしなかったら無も、それをしていない。あるいは、それをしなかったら無も、それをしていない。あるいは、それをしなかったら無傷傷傷傷だだだだ

と思っているのです。と思っているのです。と思っているのです。と思っているのです。ほほほほこりも立っていないというこりも立っていないというこりも立っていないというこりも立っていないという報告報告報告報告もありました、もありました、もありました、もありました、ほほほほこりも立っていこりも立っていこりも立っていこりも立ってい

ないと。アスベストのないと。アスベストのないと。アスベストのないと。アスベストのほほほほこりは目に見えないのです。地こりは目に見えないのです。地こりは目に見えないのです。地こりは目に見えないのです。地震震震震のときにのときにのときにのときにほほほほこりが立っておったこりが立っておったこりが立っておったこりが立っておった

のは、あれはのは、あれはのは、あれはのは、あれは砂砂砂砂と土と、そしてと土と、そしてと土と、そしてと土と、そしてセメセメセメセメントなのです。しかし、その中できらきらとントなのです。しかし、その中できらきらとントなのです。しかし、その中できらきらとントなのです。しかし、その中できらきらと光光光光っておっておっておってお

ったのがアスベストでございまして、それが中ったのがアスベストでございまして、それが中ったのがアスベストでございまして、それが中ったのがアスベストでございまして、それが中皮腫皮腫皮腫皮腫に大きくに大きくに大きくに大きく影影影影響響響響をををを持持持持っているっているっているっている悪悪悪悪さをするさをするさをするさをする

種種種種でございますから、においもなけれでございますから、においもなけれでございますから、においもなけれでございますから、においもなければばばば目にも見えない、通目にも見えない、通目にも見えない、通目にも見えない、通常常常常そうしたそうしたそうしたそうした物質物質物質物質であることを、であることを、であることを、であることを、
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実実実実は県の関係者、とりわけ土は県の関係者、とりわけ土は県の関係者、とりわけ土は県の関係者、とりわけ土木や現木や現木や現木や現場の第一場の第一場の第一場の第一線線線線にいる人たちが自にいる人たちが自にいる人たちが自にいる人たちが自覚覚覚覚していない、そのことしていない、そのことしていない、そのことしていない、そのこと

が明らかになったと思います。ここでもが明らかになったと思います。ここでもが明らかになったと思います。ここでもが明らかになったと思います。ここでも先ほど申先ほど申先ほど申先ほど申しました、関係するしました、関係するしました、関係するしました、関係する部部部部局局局局間間間間の連の連の連の連携携携携がががが全全全全くくくく

不足不足不足不足しています。まあ今、しています。まあ今、しています。まあ今、しています。まあ今、積極積極積極積極的にアスベストにかかわる的にアスベストにかかわる的にアスベストにかかわる的にアスベストにかかわるマニュマニュマニュマニュアルのアルのアルのアルの作作作作成、成、成、成、実際実際実際実際には県には県には県には県

にあるのです、県にも無届け解体等々のときにあるのです、県にも無届け解体等々のときにあるのです、県にも無届け解体等々のときにあるのです、県にも無届け解体等々のときどどどどう対処するかというのはあるのですけれう対処するかというのはあるのですけれう対処するかというのはあるのですけれう対処するかというのはあるのですけれどどどど

も、これはも、これはも、これはも、これは極極極極めてめてめてめて役役役役に立たないに立たないに立たないに立たないマニュマニュマニュマニュアルであることはアルであることはアルであることはアルであることは確確確確かです、つくりかです、つくりかです、つくりかです、つくり直直直直さなけれさなけれさなけれさなければばばばなななな

りません。特に、土りません。特に、土りません。特に、土りません。特に、土木部木部木部木部に知事が受ける届出書、知事のかわりに土に知事が受ける届出書、知事のかわりに土に知事が受ける届出書、知事のかわりに土に知事が受ける届出書、知事のかわりに土木木木木事事事事務務務務所の所長が受け所の所長が受け所の所長が受け所の所長が受け

ているのでありますから、ているのでありますから、ているのでありますから、ているのでありますから、ややややはり知事はり知事はり知事はり知事部部部部局局局局にあって土にあって土にあって土にあって土木木木木事事事事務務務務所にない、そうした所にない、そうした所にない、そうした所にない、そうした環境環境環境環境関係、関係、関係、関係、

あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物関係の、そうしたところ、あるいはまた、国の関係も関係の、そうしたところ、あるいはまた、国の関係も関係の、そうしたところ、あるいはまた、国の関係も関係の、そうしたところ、あるいはまた、国の関係も含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、担当担当担当担当がががが

常常常常に事あれに事あれに事あれに事あれば集ば集ば集ば集まる、そうした連まる、そうした連まる、そうした連まる、そうした連携携携携がががが必必必必要だと考えております。要だと考えております。要だと考えております。要だと考えております。

特に、特に、特に、特に、先ほど先ほど先ほど先ほどもももも触触触触れましたけれれましたけれれましたけれれましたけれどどどども、関係者のアスベストに係るも、関係者のアスベストに係るも、関係者のアスベストに係るも、関係者のアスベストに係る危機危機危機危機意意意意識識識識がががが極極極極めてめてめてめて低低低低いいいい

ことが問題であります。株式会社山崎産業にことが問題であります。株式会社山崎産業にことが問題であります。株式会社山崎産業にことが問題であります。株式会社山崎産業に至至至至っては、アスベストに係るっては、アスベストに係るっては、アスベストに係るっては、アスベストに係る質質質質問を問を問を問を冒頭冒頭冒頭冒頭いたいたいたいた

しましたら、知らない。しましたら、知らない。しましたら、知らない。しましたら、知らない。どどどどこが知らなくても、解体のこが知らなくても、解体のこが知らなくても、解体のこが知らなくても、解体の専門専門専門専門業者である株式会社山崎産業に業者である株式会社山崎産業に業者である株式会社山崎産業に業者である株式会社山崎産業に

アスベストの問題についてとことん知ってもらわなきアスベストの問題についてとことん知ってもらわなきアスベストの問題についてとことん知ってもらわなきアスベストの問題についてとことん知ってもらわなきゃゃゃゃなりませんし、知らないとうそなりませんし、知らないとうそなりませんし、知らないとうそなりませんし、知らないとうそぶぶぶぶ

きながら解体業をきながら解体業をきながら解体業をきながら解体業を続続続続けるなけるなけるなけるなどどどどということは許していいのかということは許していいのかということは許していいのかということは許していいのかどどどどうかというところまで問題がうかというところまで問題がうかというところまで問題がうかというところまで問題が

発展発展発展発展していかないようにしなけれしていかないようにしなけれしていかないようにしなけれしていかないようにしなければばばばならないと思っています。ならないと思っています。ならないと思っています。ならないと思っています。

以以以以上上上上、これまでの事、これまでの事、これまでの事、これまでの事情情情情聴取、あるいはまた、聴取、あるいはまた、聴取、あるいはまた、聴取、あるいはまた、当当当当委員会の証人委員会の証人委員会の証人委員会の証人審審審審査を通してまとめたまと査を通してまとめたまと査を通してまとめたまと査を通してまとめたまと

めでございます。めでございます。めでございます。めでございます。不十分不十分不十分不十分だと思いますけれだと思いますけれだと思いますけれだと思いますけれどどどども、も、も、も、補補補補完完完完していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいま副委員長から説明していただきましたけれそれでは、ただいま副委員長から説明していただきましたけれそれでは、ただいま副委員長から説明していただきましたけれそれでは、ただいま副委員長から説明していただきましたけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その

他、ここに書かれていないこと、書かれていることについて、その他のことについて問題他、ここに書かれていないこと、書かれていることについて、その他のことについて問題他、ここに書かれていないこと、書かれていることについて、その他のことについて問題他、ここに書かれていないこと、書かれていることについて、その他のことについて問題

点がありましたらご点がありましたらご点がありましたらご点がありましたらご発発発発言願いたいと思いますが、言願いたいと思いますが、言願いたいと思いますが、言願いたいと思いますが、どどどどなたかございませんでしなたかございませんでしなたかございませんでしなたかございませんでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 直直直直接接接接まあ今の説明にかかわってくることではないかもと思ってます。この調まあ今の説明にかかわってくることではないかもと思ってます。この調まあ今の説明にかかわってくることではないかもと思ってます。この調まあ今の説明にかかわってくることではないかもと思ってます。この調

査委員会、今後の、これはまあ中査委員会、今後の、これはまあ中査委員会、今後の、これはまあ中査委員会、今後の、これはまあ中間間間間まとめだと私は認まとめだと私は認まとめだと私は認まとめだと私は認識識識識をしましたけれをしましたけれをしましたけれをしましたけれどどどども、今後のも、今後のも、今後のも、今後の展展展展開開開開

としてとしてとしてとしてどどどどういうような、ういうような、ういうような、ういうような、最終最終最終最終的にはス的にはス的にはス的にはスケケケケジュジュジュジュールとのかかわりールとのかかわりールとのかかわりールとのかかわり合合合合いもありますから、いもありますから、いもありますから、いもありますから、どどどどうううう

いうまとめ方になるのか。私は尋いうまとめ方になるのか。私は尋いうまとめ方になるのか。私は尋いうまとめ方になるのか。私は尋ねねねねたいのは、たいのは、たいのは、たいのは、当初当初当初当初この委員会を設この委員会を設この委員会を設この委員会を設置置置置するについて、こうするについて、こうするについて、こうするについて、こう

いう点でいわいう点でいわいう点でいわいう点でいわばばばば疑疑疑疑問を問を問を問を感じ感じ感じ感じる、こういう点でる、こういう点でる、こういう点でる、こういう点でややややはり問題をはり問題をはり問題をはり問題を感じ感じ感じ感じるという意るという意るという意るという意味味味味で、委員会ので、委員会ので、委員会ので、委員会の

設設設設置置置置の提案がの提案がの提案がの提案が各派各派各派各派連絡会であったと思います。それから連絡会であったと思います。それから連絡会であったと思います。それから連絡会であったと思います。それからねねねね、本会議にかけられて、この委、本会議にかけられて、この委、本会議にかけられて、この委、本会議にかけられて、この委

員会の設員会の設員会の設員会の設置置置置がががが決決決決まった。そして、委員会のまった。そして、委員会のまった。そして、委員会のまった。そして、委員会の最初最初最初最初のののの段段段段階階階階で、まずは県の副知事をで、まずは県の副知事をで、まずは県の副知事をで、まずは県の副知事を責任責任責任責任者とす者とす者とす者とす

る調査委員会でまとめたる調査委員会でまとめたる調査委員会でまとめたる調査委員会でまとめた内容内容内容内容にかかわって、これはにかかわって、これはにかかわって、これはにかかわって、これはひひひひとつまあとつまあとつまあとつまあ尊尊尊尊重重重重しながら事を進めるとしながら事を進めるとしながら事を進めるとしながら事を進めると

いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの課課課課題を題を題を題を突突突突き出されるき出されるき出されるき出される形形形形で今日までスで今日までスで今日までスで今日までスケケケケジュジュジュジュールがこなされてきたと、ールがこなされてきたと、ールがこなされてきたと、ールがこなされてきたと、

こういう経こういう経こういう経こういう経過過過過があると。ついては、そういうがあると。ついては、そういうがあると。ついては、そういうがあると。ついては、そういう当初当初当初当初問題点を問題点を問題点を問題点を感じ感じ感じ感じたたたた内容内容内容内容にかかわってにかかわってにかかわってにかかわって答答答答える、える、える、える、
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そういうまとめ方でなけりそういうまとめ方でなけりそういうまとめ方でなけりそういうまとめ方でなけりゃゃゃゃならんのではないかと、こう思う。そういう意ならんのではないかと、こう思う。そういう意ならんのではないかと、こう思う。そういう意ならんのではないかと、こう思う。そういう意味味味味で、県の調で、県の調で、県の調で、県の調

査と、それで査と、それで査と、それで査と、それで我我我我々この委員会で事々この委員会で事々この委員会で事々この委員会で事情情情情聴取をしてきた、調査をしてきた聴取をしてきた、調査をしてきた聴取をしてきた、調査をしてきた聴取をしてきた、調査をしてきた内容内容内容内容との、県の調査との、県の調査との、県の調査との、県の調査

のののの不十分不十分不十分不十分さ、そういうさ、そういうさ、そういうさ、そういう内容内容内容内容はこれこれしかはこれこれしかはこれこれしかはこれこれしかじじじじかだというかだというかだというかだという形形形形の問題も出すの問題も出すの問題も出すの問題も出す必必必必要があるし、要があるし、要があるし、要があるし、最最最最

大の関大の関大の関大の関心心心心事であったところの事であったところの事であったところの事であったところの政治政治政治政治的ないろいろな関的ないろいろな関的ないろいろな関的ないろいろな関与与与与があったのかがあったのかがあったのかがあったのかどどどどうなのか、そのことうなのか、そのことうなのか、そのことうなのか、そのこと

についても、明らかにするについても、明らかにするについても、明らかにするについても、明らかにする必必必必要はあると思うわけです。そういう意要はあると思うわけです。そういう意要はあると思うわけです。そういう意要はあると思うわけです。そういう意味味味味で、今後の日で、今後の日で、今後の日で、今後の日程程程程とととと組組組組

み立て方が、み立て方が、み立て方が、み立て方が、どどどどういうういうういうういう運運運運びになるのかびになるのかびになるのかびになるのか伺伺伺伺っておきたいと、こう思う。っておきたいと、こう思う。っておきたいと、こう思う。っておきたいと、こう思う。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 日日日日程程程程等については、後で等については、後で等については、後で等については、後で報告報告報告報告させていただこうと思っています。させていただこうと思っています。させていただこうと思っています。させていただこうと思っています。

今後の取りまとめについても、後でまた協議したいと思っておりますので、よろしくお今後の取りまとめについても、後でまた協議したいと思っておりますので、よろしくお今後の取りまとめについても、後でまた協議したいと思っておりますので、よろしくお今後の取りまとめについても、後でまた協議したいと思っておりますので、よろしくお

願いします。願いします。願いします。願いします。

まず、このまず、このまず、このまず、この部分部分部分部分の調査のまとめについてごの調査のまとめについてごの調査のまとめについてごの調査のまとめについてご発発発発言願いますけれ言願いますけれ言願いますけれ言願いますけれどどどど、、、、何何何何かございませんでしかございませんでしかございませんでしかございませんでし

ょょょょうか。うか。うか。うか。

なけれなけれなけれなければばばば、次に、次に、次に、次に移移移移りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

それでは、今後調査それでは、今後調査それでは、今後調査それでは、今後調査報告報告報告報告の取りまとめにの取りまとめにの取りまとめにの取りまとめに向向向向けまして、さらに整理してまいりたいと思いけまして、さらに整理してまいりたいと思いけまして、さらに整理してまいりたいと思いけまして、さらに整理してまいりたいと思い

ます。ます。ます。ます。

次に、今後の調査の進め方についてですが、前回証人尋問をいたしました次に、今後の調査の進め方についてですが、前回証人尋問をいたしました次に、今後の調査の進め方についてですが、前回証人尋問をいたしました次に、今後の調査の進め方についてですが、前回証人尋問をいたしました●●●●●●●●前前前前技術管技術管技術管技術管

理理理理課課課課長長長長補佐補佐補佐補佐につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、十分十分十分十分なななな発発発発言、証言が言、証言が言、証言が言、証言が得得得得られませんでしたので、書面でられませんでしたので、書面でられませんでしたので、書面でられませんでしたので、書面で補補補補充充充充証証証証

言を求めることをご了承いただきました。５月２０日を言を求めることをご了承いただきました。５月２０日を言を求めることをご了承いただきました。５月２０日を言を求めることをご了承いただきました。５月２０日を期期期期限限限限として求めておりますので、として求めておりますので、として求めておりますので、として求めておりますので、

次回開次回開次回開次回開催催催催の委員会でごの委員会でごの委員会でごの委員会でご報告報告報告報告いたします。いたします。いたします。いたします。

なお、調査なお、調査なお、調査なお、調査報告報告報告報告の取りまとめにの取りまとめにの取りまとめにの取りまとめに当当当当たり、これまで証言していただいたたり、これまで証言していただいたたり、これまで証言していただいたたり、これまで証言していただいた各各各各証人に対し証言証人に対し証言証人に対し証言証人に対し証言

内容内容内容内容のののの確確確確認を行って、証言された認を行って、証言された認を行って、証言された認を行って、証言された内容内容内容内容についてもう一度についてもう一度についてもう一度についてもう一度確確確確認を行いまして、もし証言の取認を行いまして、もし証言の取認を行いまして、もし証言の取認を行いまして、もし証言の取

りりりり消消消消し、し、し、し、訂訂訂訂正の正の正の正の申申申申し出がありましたら、し出がありましたら、し出がありましたら、し出がありましたら、必必必必要により要により要により要により再再再再尋問についてご協議願うことになり尋問についてご協議願うことになり尋問についてご協議願うことになり尋問についてご協議願うことになり

ますので、よろしくお願いします。一応証言されたけれますので、よろしくお願いします。一応証言されたけれますので、よろしくお願いします。一応証言されたけれますので、よろしくお願いします。一応証言されたけれどどどど、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度聞聞聞聞いていただいて、いていただいて、いていただいて、いていただいて、

取り取り取り取り消消消消しとかしとかしとかしとか訂訂訂訂正があるということ正があるということ正があるということ正があるということ確確確確認をしなけれ認をしなけれ認をしなけれ認をしなければばばばならないと思っていますので、よろならないと思っていますので、よろならないと思っていますので、よろならないと思っていますので、よろ

しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

さらに、４月１５日の第さらに、４月１５日の第さらに、４月１５日の第さらに、４月１５日の第６６６６回委員会において、回委員会において、回委員会において、回委員会において、森森森森田田田田昌司昌司昌司昌司建建建建築空間築空間築空間築空間設設設設計計計計、、、、●●●●●●●●参考人から参考人から参考人から参考人から

歩道歩道歩道歩道のののの切切切切り下げについて、開口り下げについて、開口り下げについて、開口り下げについて、開口部部部部を１４を１４を１４を１４メメメメートルから１２ートルから１２ートルから１２ートルから１２メメメメートルにートルにートルにートルに変変変変更更更更し、し、し、し、図図図図面を提出面を提出面を提出面を提出

した旨のした旨のした旨のした旨の発発発発言がありました。この言がありました。この言がありました。この言がありました。この件件件件について、高田土について、高田土について、高田土について、高田土木木木木事事事事務務務務所あてに所あてに所あてに所あてに確確確確認したいと思いま認したいと思いま認したいと思いま認したいと思いま

すので、よろしくお願いします。すので、よろしくお願いします。すので、よろしくお願いします。すので、よろしくお願いします。

次に、平成２５年度調査経費についてですが、次に、平成２５年度調査経費についてですが、次に、平成２５年度調査経費についてですが、次に、平成２５年度調査経費についてですが、百百百百条調査に要する条調査に要する条調査に要する条調査に要する当該当該当該当該年度に係る経費に年度に係る経費に年度に係る経費に年度に係る経費に

ついて、議ついて、議ついて、議ついて、議決決決決をををを得得得得るるるる必必必必要があります。年度がかわりましたので、議要があります。年度がかわりましたので、議要があります。年度がかわりましたので、議要があります。年度がかわりましたので、議決決決決のののの必必必必要がありますの要がありますの要がありますの要がありますの
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で、お手元に配付の資料２のとおり、平成２５年度の経費を５０で、お手元に配付の資料２のとおり、平成２５年度の経費を５０で、お手元に配付の資料２のとおり、平成２５年度の経費を５０で、お手元に配付の資料２のとおり、平成２５年度の経費を５０万万万万円円円円として、この旨を議として、この旨を議として、この旨を議として、この旨を議

長に長に長に長に申申申申し出たいと思いますが、よろしいでしし出たいと思いますが、よろしいでしし出たいと思いますが、よろしいでしし出たいと思いますが、よろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。現現現現在在在在、平成２４年度では、、平成２４年度では、、平成２４年度では、、平成２４年度では、実実実実績績績績としとしとしとし

て１０て１０て１０て１０万万万万１１１１，，，，２２１２２１２２１２２１円円円円をををを使使使使用用用用させていただいています。年度がかわりましたので、させていただいています。年度がかわりましたので、させていただいています。年度がかわりましたので、させていただいています。年度がかわりましたので、再再再再度経度経度経度経

費を議長に提出して議費を議長に提出して議費を議長に提出して議費を議長に提出して議決決決決をををを得得得得るるるる必必必必要がありますので、こうさせていただいていこうと思い要がありますので、こうさせていただいていこうと思い要がありますので、こうさせていただいていこうと思い要がありますので、こうさせていただいていこうと思い

ますけれますけれますけれますけれどどどども、よろしいでしも、よろしいでしも、よろしいでしも、よろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

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

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。

それでは、その他の事項に入ります。その他、それでは、その他の事項に入ります。その他、それでは、その他の事項に入ります。その他、それでは、その他の事項に入ります。その他、何何何何かございませんか。かございませんか。かございませんか。かございませんか。

なけれなけれなけれなければばばば、次回の開、次回の開、次回の開、次回の開催催催催からのからのからのからの予定予定予定予定をををを申申申申しししし述べ述べ述べ述べます。次回の開ます。次回の開ます。次回の開ます。次回の開催催催催についてですが、事前にについてですが、事前にについてですが、事前にについてですが、事前に

おおおお伝伝伝伝えしておりますが、５月２９日えしておりますが、５月２９日えしておりますが、５月２９日えしておりますが、５月２９日午午午午後１後１後１後１時時時時から開から開から開から開催催催催いたします。そして、いたします。そして、いたします。そして、いたします。そして、６６６６月に入り、月に入り、月に入り、月に入り、

その次の委員会をその次の委員会をその次の委員会をその次の委員会を６６６６月１０日、１１日もしくは１２日のいずれかの日と考えておりますの月１０日、１１日もしくは１２日のいずれかの日と考えておりますの月１０日、１１日もしくは１２日のいずれかの日と考えておりますの月１０日、１１日もしくは１２日のいずれかの日と考えておりますの

で、調整次第にお知らせさせていただきたいと思います。また、その次の次の委員会、で、調整次第にお知らせさせていただきたいと思います。また、その次の次の委員会、で、調整次第にお知らせさせていただきたいと思います。また、その次の次の委員会、で、調整次第にお知らせさせていただきたいと思います。また、その次の次の委員会、６６６６

月２４日、月２４日、月２４日、月２４日、６６６６月月月月定定定定例会の開会日ですが、例会の開会日ですが、例会の開会日ですが、例会の開会日ですが、午午午午前１０前１０前１０前１０時半時半時半時半から開から開から開から開催催催催したいと思いますので、よしたいと思いますので、よしたいと思いますので、よしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。なお、あとろしくお願いします。なお、あとろしくお願いします。なお、あとろしくお願いします。なお、あと……………………。。。。

（（（（「「「「開会日開会日開会日開会日」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

開開開開催催催催日の日の日の日の午午午午前１０前１０前１０前１０時時時時３０３０３０３０分分分分。。。。

（（（（「「「「開会日開会日開会日開会日」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

開会日です、はい、開会日です、はい、開会日です、はい、開会日です、はい、６６６６月２４日です。というのは、今後今までの問題点をもう一度整理月２４日です。というのは、今後今までの問題点をもう一度整理月２４日です。というのは、今後今までの問題点をもう一度整理月２４日です。というのは、今後今までの問題点をもう一度整理

をしまして、そしてまた証言者にもう一度をしまして、そしてまた証言者にもう一度をしまして、そしてまた証言者にもう一度をしまして、そしてまた証言者にもう一度確確確確認をとっていただく、そして、取りまとめを認をとっていただく、そして、取りまとめを認をとっていただく、そして、取りまとめを認をとっていただく、そして、取りまとめを

今度の５月２９日、今度の５月２９日、今度の５月２９日、今度の５月２９日、６６６６月１０日、１１日もしくは１２日にさせていただいて、月１０日、１１日もしくは１２日にさせていただいて、月１０日、１１日もしくは１２日にさせていただいて、月１０日、１１日もしくは１２日にさせていただいて、６６６６月２４日月２４日月２４日月２４日

の開会日のの開会日のの開会日のの開会日の午午午午前にはもう前にはもう前にはもう前にはもう原原原原案を案を案を案を決決決決定定定定したいというしたいというしたいというしたいという予定予定予定予定であります。次のであります。次のであります。次のであります。次の段段段段階階階階においてもにおいてもにおいてもにおいても何何何何

らかの取りまとめをして、らかの取りまとめをして、らかの取りまとめをして、らかの取りまとめをして、原原原原案の案の案の案の原原原原案案案案ぐぐぐぐらいは出せる。らいは出せる。らいは出せる。らいは出せる。

（（（（「「「「そうそうそうそうやねやねやねやね」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

そのそのそのその予定予定予定予定をしておりますので、そのときにまたご協議を願いたいと思っていますので、をしておりますので、そのときにまたご協議を願いたいと思っていますので、をしておりますので、そのときにまたご協議を願いたいと思っていますので、をしておりますので、そのときにまたご協議を願いたいと思っていますので、

計計計計あと１回、２回、３回であと１回、２回、３回であと１回、２回、３回であと１回、２回、３回で終終終終わりたいと思っておりますが。これについてご意見、わりたいと思っておりますが。これについてご意見、わりたいと思っておりますが。これについてご意見、わりたいと思っておりますが。これについてご意見、何何何何かごかごかごかご

ざいませんでしざいませんでしざいませんでしざいませんでしょょょょうか。うか。うか。うか。

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

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 まあできるだけまあできるだけまあできるだけまあできるだけ早早早早くくくくねねねね。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。できれはい。できれはい。できれはい。できればばばば、、、、６６６６月月月月定定定定例会の開会日に例会の開会日に例会の開会日に例会の開会日に結論結論結論結論をををを持持持持っていきたいと思っておっていきたいと思っておっていきたいと思っておっていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。りますので、よろしくお願いします。りますので、よろしくお願いします。りますので、よろしくお願いします。
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その他、その他、その他、その他、何何何何かございませんでしかございませんでしかございませんでしかございませんでしょょょょうか。うか。うか。うか。

はい。なけれはい。なけれはい。なけれはい。なければばばば、これで本日の委員会を、これで本日の委員会を、これで本日の委員会を、これで本日の委員会を終終終終わりたいと思います。ありがとうございましわりたいと思います。ありがとうございましわりたいと思います。ありがとうございましわりたいと思います。ありがとうございまし

た。た。た。た。


