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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２９日（水） １３：０２～１４：００平成２５年５月２９日（水） １３：０２～１４：００平成２５年５月２９日（水） １３：０２～１４：００平成２５年５月２９日（水） １３：０２～１４：００

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 １０名１０名１０名１０名

井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長

山下 力 副委員長山下 力 副委員長山下 力 副委員長山下 力 副委員長

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 なしなしなしなし

証 人証 人証 人証 人 なしなしなしなし

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １６名１６名１６名１６名

議 事議 事議 事議 事

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

（２）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）調査報告について（３）調査報告について（３）調査報告について（３）調査報告について

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

（５）記録の提出について（５）記録の提出について（５）記録の提出について（５）記録の提出について

（６）その他（６）その他（６）その他（６）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

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

ます。ます。ます。ます。

本日の傍聴者は、今のところ１４名でございます。本日の傍聴者は、今のところ１４名でございます。本日の傍聴者は、今のところ１４名でございます。本日の傍聴者は、今のところ１４名でございます。

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。それでは、協議事項に入ります。
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初めに、文書調査照会についてでですが、４月１５日の第６回の当委員会における●●初めに、文書調査照会についてでですが、４月１５日の第６回の当委員会における●●初めに、文書調査照会についてでですが、４月１５日の第６回の当委員会における●●初めに、文書調査照会についてでですが、４月１５日の第６回の当委員会における●●

参考人の発言内容の確認におきまして、高田土木事務所に文書で照会しましたところ、お参考人の発言内容の確認におきまして、高田土木事務所に文書で照会しましたところ、お参考人の発言内容の確認におきまして、高田土木事務所に文書で照会しましたところ、お参考人の発言内容の確認におきまして、高田土木事務所に文書で照会しましたところ、お

手元に配付しています資料１のとおり回答が参っております。高田土木事務所では、変更手元に配付しています資料１のとおり回答が参っております。高田土木事務所では、変更手元に配付しています資料１のとおり回答が参っております。高田土木事務所では、変更手元に配付しています資料１のとおり回答が参っております。高田土木事務所では、変更

された図面は保存しているとの回答を得ており、参考人発言を確認しましたのでご報告いされた図面は保存しているとの回答を得ており、参考人発言を確認しましたのでご報告いされた図面は保存しているとの回答を得ており、参考人発言を確認しましたのでご報告いされた図面は保存しているとの回答を得ており、参考人発言を確認しましたのでご報告い

たします。なお、この図面については、後ほど記録の提出を請求したいと考えております。たします。なお、この図面については、後ほど記録の提出を請求したいと考えております。たします。なお、この図面については、後ほど記録の提出を請求したいと考えております。たします。なお、この図面については、後ほど記録の提出を請求したいと考えております。

次に、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次に、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次に、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次に、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。また、欠席する旨の届け出も出ておめておりますが、本日も出席いただいておりません。また、欠席する旨の届け出も出ておめておりますが、本日も出席いただいておりません。また、欠席する旨の届け出も出ておめておりますが、本日も出席いただいておりません。また、欠席する旨の届け出も出てお

りません。地方自治法第１００条第９項において、正当な理由なく出頭を拒否した場合、りません。地方自治法第１００条第９項において、正当な理由なく出頭を拒否した場合、りません。地方自治法第１００条第９項において、正当な理由なく出頭を拒否した場合、りません。地方自治法第１００条第９項において、正当な理由なく出頭を拒否した場合、

議会は告発しなければならないとなっております。この件に関しましては、次回の委員会議会は告発しなければならないとなっております。この件に関しましては、次回の委員会議会は告発しなければならないとなっております。この件に関しましては、次回の委員会議会は告発しなければならないとなっております。この件に関しましては、次回の委員会

でご協議を願いたいと思います。でご協議を願いたいと思います。でご協議を願いたいと思います。でご協議を願いたいと思います。

次に、十分な証言が得られなかったとして、書面で補充証言を求めておりました●●前次に、十分な証言が得られなかったとして、書面で補充証言を求めておりました●●前次に、十分な証言が得られなかったとして、書面で補充証言を求めておりました●●前次に、十分な証言が得られなかったとして、書面で補充証言を求めておりました●●前

技術管理課長補佐から、お手元の資料２の１のとおり補充証言の提出を受けましたので、技術管理課長補佐から、お手元の資料２の１のとおり補充証言の提出を受けましたので、技術管理課長補佐から、お手元の資料２の１のとおり補充証言の提出を受けましたので、技術管理課長補佐から、お手元の資料２の１のとおり補充証言の提出を受けましたので、

ただ今の書面の提出をもって十分な証言が得られたとしてよろしいでしょうか。おおむねただ今の書面の提出をもって十分な証言が得られたとしてよろしいでしょうか。おおむねただ今の書面の提出をもって十分な証言が得られたとしてよろしいでしょうか。おおむねただ今の書面の提出をもって十分な証言が得られたとしてよろしいでしょうか。おおむね

大きな変更点はございませんけれども、こういうふうに報告をいただいていますけれども、大きな変更点はございませんけれども、こういうふうに報告をいただいていますけれども、大きな変更点はございませんけれども、こういうふうに報告をいただいていますけれども、大きな変更点はございませんけれども、こういうふうに報告をいただいていますけれども、

これで十分な証言が得られたとしてよろしいでしょうかこれで十分な証言が得られたとしてよろしいでしょうかこれで十分な証言が得られたとしてよろしいでしょうかこれで十分な証言が得られたとしてよろしいでしょうか。。。。（発言する者あり）そうですか（発言する者あり）そうですか（発言する者あり）そうですか（発言する者あり）そうですか。。。。

はい。はい。はい。はい。

それでは、後ほどまたもう一度ご了解願いたいと思います。それでは、後ほどまたもう一度ご了解願いたいと思います。それでは、後ほどまたもう一度ご了解願いたいと思います。それでは、後ほどまたもう一度ご了解願いたいと思います。

それでは５日までに、後で申しますけれども、ご異論ございましたらその日までに、まそれでは５日までに、後で申しますけれども、ご異論ございましたらその日までに、まそれでは５日までに、後で申しますけれども、ご異論ございましたらその日までに、まそれでは５日までに、後で申しますけれども、ご異論ございましたらその日までに、ま

た事務局に申し出てください。た事務局に申し出てください。た事務局に申し出てください。た事務局に申し出てください。

次に、調査報告書を取りまとめるに当たり、これまで証言していただいた各証人に対し次に、調査報告書を取りまとめるに当たり、これまで証言していただいた各証人に対し次に、調査報告書を取りまとめるに当たり、これまで証言していただいた各証人に対し次に、調査報告書を取りまとめるに当たり、これまで証言していただいた各証人に対し

証言内容の確認を行いましたところ、前環境政策課長の●●証人からお手元の資料２の２証言内容の確認を行いましたところ、前環境政策課長の●●証人からお手元の資料２の２証言内容の確認を行いましたところ、前環境政策課長の●●証人からお手元の資料２の２証言内容の確認を行いましたところ、前環境政策課長の●●証人からお手元の資料２の２

のとおり修正願いがありましたので、これを修正することといたします。のとおり修正願いがありましたので、これを修正することといたします。のとおり修正願いがありましたので、これを修正することといたします。のとおり修正願いがありましたので、これを修正することといたします。

次に調査報告についてですが、前回、関係人の証言に係る問題点等を整理しました。今次に調査報告についてですが、前回、関係人の証言に係る問題点等を整理しました。今次に調査報告についてですが、前回、関係人の証言に係る問題点等を整理しました。今次に調査報告についてですが、前回、関係人の証言に係る問題点等を整理しました。今

回、さらに骨子項目案及び調査結果と対応案に再整理しましたものが、お手元に配付の資回、さらに骨子項目案及び調査結果と対応案に再整理しましたものが、お手元に配付の資回、さらに骨子項目案及び調査結果と対応案に再整理しましたものが、お手元に配付の資回、さらに骨子項目案及び調査結果と対応案に再整理しましたものが、お手元に配付の資

料３です。お目通しいただきたいと思います。料３です。お目通しいただきたいと思います。料３です。お目通しいただきたいと思います。料３です。お目通しいただきたいと思います。

それでは、副委員長からそのことについて説明をしていただきます。それでは、副委員長からそのことについて説明をしていただきます。それでは、副委員長からそのことについて説明をしていただきます。それでは、副委員長からそのことについて説明をしていただきます。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 委員長のご指名に委員長のご指名に委員長のご指名に委員長のご指名に基づ基づ基づ基づいて、いて、いて、いて、概要概要概要概要をこのようにまとめてはどうかというをこのようにまとめてはどうかというをこのようにまとめてはどうかというをこのようにまとめてはどうかという

ところでご提案申しところでご提案申しところでご提案申しところでご提案申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

１つ、大きな課題として、倉庫解体工事の無届けについてという項目がございました。１つ、大きな課題として、倉庫解体工事の無届けについてという項目がございました。１つ、大きな課題として、倉庫解体工事の無届けについてという項目がございました。１つ、大きな課題として、倉庫解体工事の無届けについてという項目がございました。

平野クレーン工業株式会社、株式会社山平野クレーン工業株式会社、株式会社山平野クレーン工業株式会社、株式会社山平野クレーン工業株式会社、株式会社山崎産崎産崎産崎産業、業、業、業、県県県県のそれのそれのそれのそれぞぞぞぞれについて申しれについて申しれについて申しれについて申し述べ述べ述べ述べたいと思たいと思たいと思たいと思
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います。います。います。います。

ままままずずずず、平野クレーン工業株式会社については、、平野クレーン工業株式会社については、、平野クレーン工業株式会社については、、平野クレーン工業株式会社については、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法第１０条第１項に法第１０条第１項に法第１０条第１項に法第１０条第１項に基づ基づ基づ基づ

く届け出く届け出く届け出く届け出義義義義務を務を務を務を知知知知らなかったこと。また、株式会社山らなかったこと。また、株式会社山らなかったこと。また、株式会社山らなかったこと。また、株式会社山崎産崎産崎産崎産業に業に業に業に任任任任せっきりだったために届せっきりだったために届せっきりだったために届せっきりだったために届

け出がなされなかったと考えられる。け出がなされなかったと考えられる。け出がなされなかったと考えられる。け出がなされなかったと考えられる。

２つ目は、国土２つ目は、国土２つ目は、国土２つ目は、国土交交交交通大通大通大通大臣許可臣許可臣許可臣許可を受けているを受けているを受けているを受けている建設建設建設建設業者として、業者として、業者として、業者として、建設建設建設建設業に係る法業に係る法業に係る法業に係る法令令令令についてについてについてについて

の認の認の認の認識識識識がががが低低低低い。い。い。い。

３つ目は、当委員会３つ目は、当委員会３つ目は、当委員会３つ目は、当委員会へへへへの証言にも応の証言にも応の証言にも応の証言にも応じじじじていないことは、社会ていないことは、社会ていないことは、社会ていないことは、社会的責任的責任的責任的責任を果たそうとしていを果たそうとしていを果たそうとしていを果たそうとしてい

ないないないない姿勢姿勢姿勢姿勢ではないか。ではないか。ではないか。ではないか。

４つ目には、土木４つ目には、土木４つ目には、土木４つ目には、土木部部部部及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との不適切不適切不適切不適切な事な事な事な事象象象象はははは見見見見られなかったというとこられなかったというとこられなかったというとこられなかったというとこ

ろでまとめたいと思います。ろでまとめたいと思います。ろでまとめたいと思います。ろでまとめたいと思います。

次に、株式会社山次に、株式会社山次に、株式会社山次に、株式会社山崎産崎産崎産崎産業についてでございます。５つ項目を業についてでございます。５つ項目を業についてでございます。５つ項目を業についてでございます。５つ項目を紹介紹介紹介紹介したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

１つ目に、１つ目に、１つ目に、１つ目に、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法第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、同同同同法第１０条第１項に係る事法第１０条第１項に係る事法第１０条第１項に係る事法第１０条第１項に係る事象象象象

の説明を発の説明を発の説明を発の説明を発注注注注者である平野クレーン工業株式会社に説明していない。また、者である平野クレーン工業株式会社に説明していない。また、者である平野クレーン工業株式会社に説明していない。また、者である平野クレーン工業株式会社に説明していない。また、同同同同法第１３条法第１３条法第１３条法第１３条

第１項に第１項に第１項に第１項に基づ基づ基づ基づく請く請く請く請負契約負契約負契約負契約に係る所に係る所に係る所に係る所要要要要事項の書面記事項の書面記事項の書面記事項の書面記載載載載、、、、相互交相互交相互交相互交付を行っていない。さらに付を行っていない。さらに付を行っていない。さらに付を行っていない。さらに建建建建

築基準築基準築基準築基準法第１５条第１項に法第１５条第１項に法第１５条第１項に法第１５条第１項に基づ基づ基づ基づくくくく建築物建築物建築物建築物のののの除去除去除去除去の届け出もしていない。その他、法の届け出もしていない。その他、法の届け出もしていない。その他、法の届け出もしていない。その他、法令違反令違反令違反令違反

があり、法があり、法があり、法があり、法令遵守令遵守令遵守令遵守のののの意意意意思が思が思が思が低低低低いと言いと言いと言いと言わわわわざるを得ない。ざるを得ない。ざるを得ない。ざるを得ない。

２つ目には、２つ目には、２つ目には、２つ目には、数多数多数多数多くの解体工事のくの解体工事のくの解体工事のくの解体工事の実績実績実績実績をををを有有有有するするするする建設建設建設建設業者であり、当初、業者であり、当初、業者であり、当初、業者であり、当初、建物建物建物建物の一の一の一の一部部部部をををを残残残残

すため、すため、すため、すため、リフォリフォリフォリフォーーーームムムム、、、、改改改改修だと思って届け出しなかった。あるいは、高田土木事務所から修だと思って届け出しなかった。あるいは、高田土木事務所から修だと思って届け出しなかった。あるいは、高田土木事務所から修だと思って届け出しなかった。あるいは、高田土木事務所から

指指指指摘摘摘摘されるまで解体とは分からなかった旨の発言は理解しがたいところである。されるまで解体とは分からなかった旨の発言は理解しがたいところである。されるまで解体とは分からなかった旨の発言は理解しがたいところである。されるまで解体とは分からなかった旨の発言は理解しがたいところである。

３つ目には、当委員会での証言内容があいまいで合理３つ目には、当委員会での証言内容があいまいで合理３つ目には、当委員会での証言内容があいまいで合理３つ目には、当委員会での証言内容があいまいで合理性性性性、整合、整合、整合、整合性性性性がががが低低低低く、また、文書く、また、文書く、また、文書く、また、文書処処処処

分の内容を記分の内容を記分の内容を記分の内容を記憶憶憶憶していないとするしていないとするしていないとするしていないとする態態態態度は度は度は度は誠実誠実誠実誠実さに欠け、さに欠け、さに欠け、さに欠け、奈良県知奈良県知奈良県知奈良県知事認事認事認事認可可可可のののの建設建設建設建設業者として業者として業者として業者として

の社会の社会の社会の社会的責任的責任的責任的責任を果たそうとするものではない。を果たそうとするものではない。を果たそうとするものではない。を果たそうとするものではない。

４つ目には、工４つ目には、工４つ目には、工４つ目には、工期期期期をををを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、仮設シ仮設シ仮設シ仮設シーーーートトトトのののの設置や標識設置や標識設置や標識設置や標識のののの掲示掲示掲示掲示もなく、一もなく、一もなく、一もなく、一貫貫貫貫して無届けのして無届けのして無届けのして無届けの

ままで解体工事を行ったものであり、ままで解体工事を行ったものであり、ままで解体工事を行ったものであり、ままで解体工事を行ったものであり、計画的計画的計画的計画的なななな意意意意図があったのではないかと思図があったのではないかと思図があったのではないかと思図があったのではないかと思わわわわれる。れる。れる。れる。

５つ目には、土木５つ目には、土木５つ目には、土木５つ目には、土木部部部部及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との不適切不適切不適切不適切な事な事な事な事象象象象はははは見見見見られなかった。られなかった。られなかった。られなかった。

次に、次に、次に、次に、県県県県の対応についてであります。の対応についてであります。の対応についてであります。の対応についてであります。

１つには、解体前の１つには、解体前の１つには、解体前の１つには、解体前の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されていなかったことについてであります。されていなかったことについてであります。されていなかったことについてであります。されていなかったことについてであります。

ままままずずずず、、、、歩道切歩道切歩道切歩道切り下り下り下り下げげげげについて、について、について、について、道路道路道路道路法第２４条に係る法第２４条に係る法第２４条に係る法第２４条に係る承承承承認申請は３月から事前の協議が認申請は３月から事前の協議が認申請は３月から事前の協議が認申請は３月から事前の協議が

行行行行わわわわれ、５月１６日にれ、５月１６日にれ、５月１６日にれ、５月１６日に承承承承認されましたが、その認されましたが、その認されましたが、その認されましたが、その時時時時点で点で点で点で敷敷敷敷地内の地内の地内の地内の建物建物建物建物の解体はの解体はの解体はの解体は推測推測推測推測できたはできたはできたはできたは

ずずずずである。また、１４である。また、１４である。また、１４である。また、１４メメメメーーーートルトルトルトルというというというという承承承承認認認認基準基準基準基準をををを超超超超えるえるえるえる幅幅幅幅のののの切切切切り下り下り下り下げげげげであるにもかかであるにもかかであるにもかかであるにもかかわわわわらららら
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ずずずず、、、、組織組織組織組織として高田土木事務所がとして高田土木事務所がとして高田土木事務所がとして高田土木事務所が現現現現場を確認するなどの対応が場を確認するなどの対応が場を確認するなどの対応が場を確認するなどの対応が不不不不十分であったことから、十分であったことから、十分であったことから、十分であったことから、

建物建物建物建物解体の解体の解体の解体の予定予定予定予定にににに気づ気づ気づ気づくことはなかった。くことはなかった。くことはなかった。くことはなかった。

高田土木事務所内で高田土木事務所内で高田土木事務所内で高田土木事務所内で意意意意思思思思疎疎疎疎通ができていなかったこと、また、所長も通ができていなかったこと、また、所長も通ができていなかったこと、また、所長も通ができていなかったこと、また、所長も建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法法法法

までまでまでまで意識意識意識意識していなかったことから、していなかったことから、していなかったことから、していなかったことから、現現現現場場場場状況状況状況状況のののの把握把握把握把握のののの機機機機会を会を会を会を逃逃逃逃した。した。した。した。情情情情報の報の報の報の共有共有共有共有がなされがなされがなされがなされ

るるるるべべべべきであったのではないか。きであったのではないか。きであったのではないか。きであったのではないか。

大きく２つ目には、事大きく２つ目には、事大きく２つ目には、事大きく２つ目には、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み組み組み組みがががが不足不足不足不足していたことについてであります。していたことについてであります。していたことについてであります。していたことについてであります。

その１つは、第１回、第２回事その１つは、第１回、第２回事その１つは、第１回、第２回事その１つは、第１回、第２回事情情情情聴取で株式会社山聴取で株式会社山聴取で株式会社山聴取で株式会社山崎産崎産崎産崎産業、●●●●業、●●●●業、●●●●業、●●●●氏氏氏氏の無届けの理由の無届けの理由の無届けの理由の無届けの理由

の発言内容が異なったが、内容をの発言内容が異なったが、内容をの発言内容が異なったが、内容をの発言内容が異なったが、内容を追追追追求していない。あるいは、提出された求していない。あるいは、提出された求していない。あるいは、提出された求していない。あるいは、提出された着着着着工届出書等の工届出書等の工届出書等の工届出書等の

資料について内容を確認していないなど、資料について内容を確認していないなど、資料について内容を確認していないなど、資料について内容を確認していないなど、形形形形式式式式的的的的に行に行に行に行わわわわれていた。れていた。れていた。れていた。

２つ目には、第１回事２つ目には、第１回事２つ目には、第１回事２つ目には、第１回事情情情情聴取で、株式会社山聴取で、株式会社山聴取で、株式会社山聴取で、株式会社山崎産崎産崎産崎産業の●●業の●●業の●●業の●●氏氏氏氏がレがレがレが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スススス

レーレーレーレートトトトである旨を回答し、である旨を回答し、である旨を回答し、である旨を回答し、アスベストアスベストアスベストアスベストに関するに関するに関するに関する情情情情報としてレ報としてレ報としてレ報としてレベルベルベルベル３が３が３が３が共有共有共有共有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

ったったったったわわわわけでありますが、けでありますが、けでありますが、けでありますが、石綿障害予防規則石綿障害予防規則石綿障害予防規則石綿障害予防規則第３条第１項に第３条第１項に第３条第１項に第３条第１項に基づ基づ基づ基づく事前調査の記録を確認しく事前調査の記録を確認しく事前調査の記録を確認しく事前調査の記録を確認し

ていない。ていない。ていない。ていない。

その３つ目は、その３つ目は、その３つ目は、その３つ目は、仮設シ仮設シ仮設シ仮設シーーーートトトトをしなかった理由について、●●をしなかった理由について、●●をしなかった理由について、●●をしなかった理由について、●●氏氏氏氏は通は通は通は通路路路路とのとのとのとの間間間間にににに私有私有私有私有地が地が地が地が

少少少少しあったためとの内容の回答をしていましたが、しあったためとの内容の回答をしていましたが、しあったためとの内容の回答をしていましたが、しあったためとの内容の回答をしていましたが、現現現現場の場の場の場の状況状況状況状況からは理解しにくい発言でからは理解しにくい発言でからは理解しにくい発言でからは理解しにくい発言で

あったにもかかあったにもかかあったにもかかあったにもかかわわわわららららずずずず、、、、真意真意真意真意をををを追追追追求してこなかった。求してこなかった。求してこなかった。求してこなかった。

その４つ目が、解体のその４つ目が、解体のその４つ目が、解体のその４つ目が、解体の実態実態実態実態を明らかにするとしながら、解体の工事を明らかにするとしながら、解体の工事を明らかにするとしながら、解体の工事を明らかにするとしながら、解体の工事過程過程過程過程のののの実態実態実態実態とそのとそのとそのとその裏裏裏裏

づづづづけにけにけにけに迫迫迫迫っておらっておらっておらっておらずずずず、、、、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法等の関係法法等の関係法法等の関係法法等の関係法令令令令のののの違反違反違反違反行行行行為為為為に対する行政のあるに対する行政のあるに対する行政のあるに対する行政のあるべべべべきききき

対応が対応が対応が対応が不足不足不足不足している。している。している。している。

業者も高田土木事務所も業者も高田土木事務所も業者も高田土木事務所も業者も高田土木事務所も経験経験経験経験したことのないしたことのないしたことのないしたことのない規模規模規模規模のののの建物建物建物建物の無届け解体であるにもかかの無届け解体であるにもかかの無届け解体であるにもかかの無届け解体であるにもかかわわわわ

ららららずずずず、通、通、通、通常常常常の対応しかしておらの対応しかしておらの対応しかしておらの対応しかしておらずずずず、、、、総じ総じ総じ総じて解明しようとする認て解明しようとする認て解明しようとする認て解明しようとする認識識識識がががが低低低低かったと言かったと言かったと言かったと言わわわわざるをざるをざるをざるを

得ません。得ません。得ません。得ません。

３３３３番番番番目の問題は、目の問題は、目の問題は、目の問題は、立立立立入入入入検検検検査の取り査の取り査の取り査の取り組み組み組み組みがががが不足不足不足不足していたことについてであります。していたことについてであります。していたことについてであります。していたことについてであります。

その１つは、高田土木事務所は、平野クレーン工業株式会社の●●その１つは、高田土木事務所は、平野クレーン工業株式会社の●●その１つは、高田土木事務所は、平野クレーン工業株式会社の●●その１つは、高田土木事務所は、平野クレーン工業株式会社の●●氏氏氏氏は事は事は事は事情情情情をよく理解をよく理解をよく理解をよく理解

していないことはしていないことはしていないことはしていないことは把握把握把握把握しておったはしておったはしておったはしておったはずずずずであり、●●であり、●●であり、●●であり、●●氏氏氏氏だけのだけのだけのだけの立ち立ち立ち立ち会会会会わわわわせをさせても解明でせをさせても解明でせをさせても解明でせをさせても解明で

きることはきることはきることはきることは少少少少ないことは当初から理解できたはないことは当初から理解できたはないことは当初から理解できたはないことは当初から理解できたはずずずずであり、であり、であり、であり、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法法法法違反違反違反違反でのでのでのでの立立立立入入入入

検検検検査とはいうものの、査とはいうものの、査とはいうものの、査とはいうものの、形形形形式式式式的的的的にににに過ぎ過ぎ過ぎ過ぎるものであったのではないか。また、１年るものであったのではないか。また、１年るものであったのではないか。また、１年るものであったのではないか。また、１年経過経過経過経過後の後の後の後の立立立立

入入入入検検検検査であり、この査であり、この査であり、この査であり、この時時時時点で点で点で点で建物建物建物建物のののの状況把握状況把握状況把握状況把握を行を行を行を行わわわわざるを得なかったことについては、ざるを得なかったことについては、ざるを得なかったことについては、ざるを得なかったことについては、猛省猛省猛省猛省

すすすすべべべべきでありましょうと。きでありましょうと。きでありましょうと。きでありましょうと。

その２つ目は、その２つ目は、その２つ目は、その２つ目は、景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全セ全セ全セ全センンンンタタタターとの合ーとの合ーとの合ーとの合同検同検同検同検査については、通査については、通査については、通査については、通常常常常、土木事務所に、土木事務所に、土木事務所に、土木事務所に
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届け出があった場合、届け出があった場合、届け出があった場合、届け出があった場合、景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全セ全セ全セ全センンンンタタタターーーーヘ連絡ヘ連絡ヘ連絡ヘ連絡がなされており、がなされており、がなされており、がなされており、立立立立入入入入検検検検査として査として査として査として検検検検

査も査も査も査も可能可能可能可能であったところであり、であったところであり、であったところであり、であったところであり、アスベストアスベストアスベストアスベストに対して関係に対して関係に対して関係に対して関係部部部部局と局と局と局と連携連携連携連携して対応しようといして対応しようといして対応しようといして対応しようとい

う考えがう考えがう考えがう考えが低低低低かったということであります。かったということであります。かったということであります。かったということであります。

その３つ目は、無届け事案に係るその３つ目は、無届け事案に係るその３つ目は、無届け事案に係るその３つ目は、無届け事案に係る立立立立入入入入検検検検査というが、無届け事案についての査というが、無届け事案についての査というが、無届け事案についての査というが、無届け事案についての重重重重大さの理大さの理大さの理大さの理

解が浅く、解が浅く、解が浅く、解が浅く、究究究究明の度合いも明の度合いも明の度合いも明の度合いも低低低低かったと。かったと。かったと。かったと。

４４４４番番番番目には、提出された書目には、提出された書目には、提出された書目には、提出された書類類類類をををを検検検検証していないことについてであります。事証していないことについてであります。事証していないことについてであります。事証していないことについてであります。事情情情情聴取聴取聴取聴取やややや報報報報

告書等、当事者から提出された資料について告書等、当事者から提出された資料について告書等、当事者から提出された資料について告書等、当事者から提出された資料について検検検検証しておら証しておら証しておら証しておらずずずず、指、指、指、指導導導導が無が無が無が無意味意味意味意味なものとなっなものとなっなものとなっなものとなっ

ており、行政行ており、行政行ており、行政行ており、行政行為為為為そのものがそのものがそのものがそのものが形骸化形骸化形骸化形骸化していると言していると言していると言していると言わわわわざるを得ない。ざるを得ない。ざるを得ない。ざるを得ない。例例例例えば、２回目に出さえば、２回目に出さえば、２回目に出さえば、２回目に出さ

れた、出しれた、出しれた、出しれた、出し忘忘忘忘れていたとれていたとれていたとれていたと主張主張主張主張しておった届出書、あるいは法にしておった届出書、あるいは法にしておった届出書、あるいは法にしておった届出書、あるいは法に基づ基づ基づ基づいてなされた事いてなされた事いてなされた事いてなされた事情情情情聴取、聴取、聴取、聴取、

報告書に報告書に報告書に報告書に基づ基づ基づ基づく事く事く事く事情情情情聴取の報告書、あるいはまた聴取の報告書、あるいはまた聴取の報告書、あるいはまた聴取の報告書、あるいはまた契約契約契約契約書にか書にか書にか書にかわわわわるものとして株式会社山るものとして株式会社山るものとして株式会社山るものとして株式会社山崎崎崎崎

産産産産業が業が業が業が主張主張主張主張したしたしたした見積見積見積見積書等書等書等書等 々々々々についてであります。についてであります。についてであります。についてであります。

５５５５番番番番目の問題として、土木事務所内の目の問題として、土木事務所内の目の問題として、土木事務所内の目の問題として、土木事務所内の連携不足連携不足連携不足連携不足についてであります。についてであります。についてであります。についてであります。

歩道切歩道切歩道切歩道切り下り下り下り下げげげげに係るに係るに係るに係る道路道路道路道路法第２４条に係る法第２４条に係る法第２４条に係る法第２４条に係る承承承承認申請は、３月から事前の協議が行認申請は、３月から事前の協議が行認申請は、３月から事前の協議が行認申請は、３月から事前の協議が行わわわわれてれてれてれて

おり、そのおり、そのおり、そのおり、その時時時時点で点で点で点で建物建物建物建物の解体はの解体はの解体はの解体は推測推測推測推測できたはできたはできたはできたはずずずずであり、高田土木事務所でのであり、高田土木事務所でのであり、高田土木事務所でのであり、高田土木事務所での意意意意思思思思疎疎疎疎通がで通がで通がで通がで

きていなかった。また、きていなかった。また、きていなかった。また、きていなかった。また、総括的総括的総括的総括的にににに判断判断判断判断し、管理すし、管理すし、管理すし、管理すべべべべき所長もき所長もき所長もき所長も建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法まで法まで法まで法まで意識意識意識意識しししし

ておらておらておらておらずずずず、、、、現現現現場場場場状況状況状況状況のののの把握把握把握把握のののの機機機機会を会を会を会を逸逸逸逸した。した。した。した。情情情情報の報の報の報の共有共有共有共有がなされるがなされるがなされるがなされるべべべべきであったのではなきであったのではなきであったのではなきであったのではな

いか。いか。いか。いか。

６６６６番番番番目には、事務が大目には、事務が大目には、事務が大目には、事務が大幅幅幅幅にににに停滞停滞停滞停滞したことについてであります。したことについてであります。したことについてであります。したことについてであります。

第２回の事第２回の事第２回の事第２回の事情情情情聴取後、平成２４年５月３１日まで聴取後、平成２４年５月３１日まで聴取後、平成２４年５月３１日まで聴取後、平成２４年５月３１日まで約約約約１年１年１年１年間間間間、、、、何何何何ら事務がなされておらら事務がなされておらら事務がなされておらら事務がなされておらずずずず、、、、

放置放置放置放置されていた。これは、この問題の本されていた。これは、この問題の本されていた。これは、この問題の本されていた。これは、この問題の本質質質質がつかめがつかめがつかめがつかめずずずず、、、、重要性重要性重要性重要性のののの低低低低い問題とされていた。い問題とされていた。い問題とされていた。い問題とされていた。

また、また、また、また、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法の法の法の法のみみみみならならならならずずずず、、、、諸諸諸諸法法法法令違反令違反令違反令違反に関してのに関してのに関してのに関しての意識意識意識意識がががが低低低低いいいい状態状態状態状態にあり、土木にあり、土木にあり、土木にあり、土木

事務所内での問題事務所内での問題事務所内での問題事務所内での問題意識意識意識意識もなかったのではないかと考えられている。一もなかったのではないかと考えられている。一もなかったのではないかと考えられている。一もなかったのではないかと考えられている。一般的般的般的般的に届け出というに届け出というに届け出というに届け出という

事務の事務の事務の事務の扱扱扱扱いについて、土木事務所ではいについて、土木事務所ではいについて、土木事務所ではいについて、土木事務所では軽軽軽軽いいいい扱扱扱扱いになっておったようで、そういういになっておったようで、そういういになっておったようで、そういういになっておったようで、そういう傾向傾向傾向傾向がごがごがごがご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

さらに、対応をおくれさせたことは、当さらに、対応をおくれさせたことは、当さらに、対応をおくれさせたことは、当さらに、対応をおくれさせたことは、当該該該該業者の業者の業者の業者のみみみみならならならならずずずず、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県の土木行政の土木行政の土木行政の土木行政全般全般全般全般ににににわわわわ

たりたりたりたり悪影響悪影響悪影響悪影響を及を及を及を及ぼぼぼぼしたのではないかとしたのではないかとしたのではないかとしたのではないかと懸念懸念懸念懸念されています。されています。されています。されています。現現現現に、届出書を第に、届出書を第に、届出書を第に、届出書を第三三三三者が出す場者が出す場者が出す場者が出す場

合、行政書合、行政書合、行政書合、行政書士士士士、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは建築士建築士建築士建築士の資の資の資の資格格格格のない人は委のない人は委のない人は委のない人は委任状任状任状任状をををを持持持持たなければならないと、これたなければならないと、これたなければならないと、これたなければならないと、これ

はもうさまざまな書はもうさまざまな書はもうさまざまな書はもうさまざまな書類類類類の提出のの提出のの提出のの提出の常識常識常識常識なのでございますけれども、この解体にかかなのでございますけれども、この解体にかかなのでございますけれども、この解体にかかなのでございますけれども、この解体にかかわわわわる届出る届出る届出る届出

書の届けは、書の届けは、書の届けは、書の届けは、奈良県奈良県奈良県奈良県下す下す下す下すべべべべての土木事務所でそうはなっておらての土木事務所でそうはなっておらての土木事務所でそうはなっておらての土木事務所でそうはなっておらずずずず、委、委、委、委任状任状任状任状なしで事務の受なしで事務の受なしで事務の受なしで事務の受

け付けをけ付けをけ付けをけ付けをややややっている、っている、っている、っている、現在現在現在現在も行っているということがも行っているということがも行っているということがも行っているということが続続続続いております。いております。いております。いております。
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さらに、平成２４年２月議会で取りさらに、平成２４年２月議会で取りさらに、平成２４年２月議会で取りさらに、平成２４年２月議会で取り上げ上げ上げ上げられ、土木られ、土木られ、土木られ、土木部部部部として十分認として十分認として十分認として十分認識識識識できたにもかかできたにもかかできたにもかかできたにもかかわわわわ

ららららずずずず、土木、土木、土木、土木部部部部としてとしてとしてとして組織的組織的組織的組織的な対応はなかったこと。な対応はなかったこと。な対応はなかったこと。な対応はなかったこと。

７番７番７番７番目の問題として、目の問題として、目の問題として、目の問題として、実効性実効性実効性実効性のののの低低低低いいいい処処処処分であったことについてであります。分であったことについてであります。分であったことについてであります。分であったことについてであります。

建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法は法は法は法は直罰主義直罰主義直罰主義直罰主義であります。本事件は、無届けで解体工事がであります。本事件は、無届けで解体工事がであります。本事件は、無届けで解体工事がであります。本事件は、無届けで解体工事が完完完完了しており、了しており、了しており、了しており、

解体解体解体解体途途途途中で行政指中で行政指中で行政指中で行政指導導導導を行いを行いを行いを行い是是是是正させる場合とは正させる場合とは正させる場合とは正させる場合とは意味意味意味意味合いが大きく異なるものであります。合いが大きく異なるものであります。合いが大きく異なるものであります。合いが大きく異なるものであります。

また、また、また、また、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法法法法違反違反違反違反及び及び及び及び建設建設建設建設業法業法業法業法違反違反違反違反により、平野クレーン工業株式会社及びにより、平野クレーン工業株式会社及びにより、平野クレーン工業株式会社及びにより、平野クレーン工業株式会社及び

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を行政指業を行政指業を行政指業を行政指導導導導にににに基づ基づ基づ基づく文書く文書く文書く文書処処処処分をしているが、株式会社山分をしているが、株式会社山分をしているが、株式会社山分をしているが、株式会社山崎産崎産崎産崎産業は内容を業は内容を業は内容を業は内容を

把握把握把握把握していないしていないしていないしていない状況状況状況状況。それは、証人として出てきたときの証言で明らかであります。。それは、証人として出てきたときの証言で明らかであります。。それは、証人として出てきたときの証言で明らかであります。。それは、証人として出てきたときの証言で明らかであります。

８番８番８番８番目の問題として、目の問題として、目の問題として、目の問題として、歩道切歩道切歩道切歩道切り下り下り下り下げげげげの工事についてであります。の工事についてであります。の工事についてであります。の工事についてであります。

１４１４１４１４メメメメーーーートルトルトルトルというというというという極極極極めてまれなめてまれなめてまれなめてまれな承承承承認申請であるにもかか認申請であるにもかか認申請であるにもかか認申請であるにもかかわわわわららららずずずず、、、、現現現現場を確認したかど場を確認したかど場を確認したかど場を確認したかど

うかうかうかうか不不不不明であったこと、事前の明であったこと、事前の明であったこと、事前の明であったこと、事前の打ち打ち打ち打ち合合合合わわわわせの中でせの中でせの中でせの中で現現現現場で場で場で場で立ち立ち立ち立ち会っていたことが会っていたことが会っていたことが会っていたことが判判判判明した。明した。明した。明した。

しかし、しかし、しかし、しかし、直接直接直接直接のののの上司上司上司上司には報告されておらには報告されておらには報告されておらには報告されておらずずずず、高田土木事務所管理課内において、高田土木事務所管理課内において、高田土木事務所管理課内において、高田土木事務所管理課内において組織的組織的組織的組織的にににに必必必必

要要要要なななな意意意意思思思思疎疎疎疎通がなされていないという通がなされていないという通がなされていないという通がなされていないという実態実態実態実態がががが見見見見え、事務所え、事務所え、事務所え、事務所全全全全体にも体にも体にも体にも同様同様同様同様のののの状態状態状態状態があったもがあったもがあったもがあったも

のと考えられる。のと考えられる。のと考えられる。のと考えられる。

当当当当該該該該地は地は地は地は小学校小学校小学校小学校、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園の通の通の通の通学路学路学路学路であり、よりであり、よりであり、よりであり、より慎重慎重慎重慎重な対応がなされるな対応がなされるな対応がなされるな対応がなされるべべべべきであった。きであった。きであった。きであった。

さらに、さらに、さらに、さらに、切切切切り下り下り下り下げげげげ工事工事工事工事完完完完了了了了時時時時において、工事において、工事において、工事において、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おら工届が提出されておら工届が提出されておら工届が提出されておらずずずず、、、、

承承承承認の認の認の認の際際際際に付した条件がに付した条件がに付した条件がに付した条件が何何何何らららら効効効効力のあるものにはなら力のあるものにはなら力のあるものにはなら力のあるものにはならずずずず、い、い、い、いわわわわば言いっば言いっば言いっば言いっ放放放放しのしのしのしの状態状態状態状態であり、であり、であり、であり、

行政の行政の行政の行政の信頼信頼信頼信頼度、度、度、度、実効性実効性実効性実効性をををを失わ失わ失わ失わせている。せている。せている。せている。

さらに、さらに、さらに、さらに、竣竣竣竣工に係る工に係る工に係る工に係る検検検検査について査について査について査について現現現現場での確認は場での確認は場での確認は場での確認は義義義義務務務務づづづづけられておらけられておらけられておらけられておらずずずず、、、、添添添添付された付された付された付された写写写写

真真真真でのでのでのでの検検検検証も証も証も証も可能可能可能可能であり、であり、であり、であり、暖昧暖昧暖昧暖昧な対応をな対応をな対応をな対応を生じ生じ生じ生じさせているということであります。させているということであります。させているということであります。させているということであります。

平野クレーン工業株式会社、株式会社山平野クレーン工業株式会社、株式会社山平野クレーン工業株式会社、株式会社山平野クレーン工業株式会社、株式会社山崎産崎産崎産崎産業その他第業その他第業その他第業その他第三三三三者との者との者との者との不適切不適切不適切不適切な事な事な事な事象象象象はははは見見見見られられられられ

なかったというところかと思います。なかったというところかと思います。なかったというところかと思います。なかったというところかと思います。

これらの対応策でございます。これらの対応策でございます。これらの対応策でございます。これらの対応策でございます。

１つには、１つには、１つには、１つには、県県県県は、は、は、は、職職職職員員員員並並並並びに所管するびに所管するびに所管するびに所管する建設建設建設建設業者に対して、業者に対して、業者に対して、業者に対して、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法、法、法、法、建設建設建設建設工事工事工事工事

に係る法に係る法に係る法に係る法令令令令等の等の等の等の周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底を図ること。を図ること。を図ること。を図ること。

２つに、２つに、２つに、２つに、県県県県はははは建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法第１０条第１項に法第１０条第１項に法第１０条第１項に法第１０条第１項に基づ基づ基づ基づく届け出く届け出く届け出く届け出義義義義務務務務違反違反違反違反に対して、に対して、に対して、に対して、厳厳厳厳正正正正

に対応すること。に対応すること。に対応すること。に対応すること。

３つには、株式会社山３つには、株式会社山３つには、株式会社山３つには、株式会社山崎産崎産崎産崎産業は業は業は業は多数多数多数多数の法の法の法の法令違反令違反令違反令違反があり、があり、があり、があり、従従従従前より解体工事が前より解体工事が前より解体工事が前より解体工事がずずずずさんなさんなさんなさんな状状状状

態態態態で行で行で行で行わわわわれていたことがれていたことがれていたことがれていたことが推測推測推測推測されるので、されるので、されるので、されるので、県県県県はははは建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法第３法第３法第３法第３７７７７条に条に条に条に基づ基づ基づ基づき、株式き、株式き、株式き、株式

会社山会社山会社山会社山崎産崎産崎産崎産業が業が業が業が県県県県内で行った解体工事に係る業務または工事内で行った解体工事に係る業務または工事内で行った解体工事に係る業務または工事内で行った解体工事に係る業務または工事施施施施工の工の工の工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検検検検査し、査し、査し、査し、
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そのそのそのその実態実態実態実態をををを把握把握把握把握し、し、し、し、厳厳厳厳正に対応すること。正に対応すること。正に対応すること。正に対応すること。

４つには、４つには、４つには、４つには、県県県県はははは職職職職員が確員が確員が確員が確実実実実に業務をに業務をに業務をに業務を遂遂遂遂行するために業務行するために業務行するために業務行するために業務遂遂遂遂行体行体行体行体制制制制をををを見直見直見直見直し、し、し、し、県県県県行政の行政の行政の行政の信信信信

頼頼頼頼のののの向上向上向上向上にににに努努努努めること。その１つは、めること。その１つは、めること。その１つは、めること。その１つは、県県県県は、土木事務所各課を通は、土木事務所各課を通は、土木事務所各課を通は、土木事務所各課を通じじじじてててて情情情情報の報の報の報の共有共有共有共有、、、、連携連携連携連携のののの

強強強強化化化化を図ること。２つには、を図ること。２つには、を図ること。２つには、を図ること。２つには、県県県県は、本事案をは、本事案をは、本事案をは、本事案を県県県県のののの組織全組織全組織全組織全体の問題として取り体の問題として取り体の問題として取り体の問題として取り組み組み組み組み、、、、部部部部局局局局横横横横

断断断断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ををを作作作作成するなどして確成するなどして確成するなどして確成するなどして確実実実実な業務な業務な業務な業務遂遂遂遂行を行うこと。３つには、行を行うこと。３つには、行を行うこと。３つには、行を行うこと。３つには、県県県県は、は、は、は、検検検検査に査に査に査に

ついては目ついては目ついては目ついては目的的的的を明確にし、を明確にし、を明確にし、を明確にし、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法の法の法の法の検検検検査に係る手法を査に係る手法を査に係る手法を査に係る手法を駆使駆使駆使駆使して、所して、所して、所して、所期期期期の目の目の目の目的的的的をををを

達達達達成するよう取り成するよう取り成するよう取り成するよう取り組組組組むこと。むこと。むこと。むこと。

５５５５番番番番目の対応案としては、目の対応案としては、目の対応案としては、目の対応案としては、県県県県は、本事案をは、本事案をは、本事案をは、本事案を踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、悪質悪質悪質悪質な事な事な事な事象象象象についてはについてはについてはについては予防的意味予防的意味予防的意味予防的意味をををを

込込込込めてめてめてめて厳厳厳厳正に対応すること。正に対応すること。正に対応すること。正に対応すること。

以以以以上上上上が、無届けにかかが、無届けにかかが、無届けにかかが、無届けにかかわわわわる整理でございます。る整理でございます。る整理でございます。る整理でございます。

次に、次に、次に、次に、アスベストアスベストアスベストアスベスト等の等の等の等の建設建設建設建設資資資資材材材材のののの適適適適正な正な正な正な処処処処分についてまとめて提案します。分についてまとめて提案します。分についてまとめて提案します。分についてまとめて提案します。

平野クレーン工業株式会社についてでありますけれども、クレーンを平野クレーン工業株式会社についてでありますけれども、クレーンを平野クレーン工業株式会社についてでありますけれども、クレーンを平野クレーン工業株式会社についてでありますけれども、クレーンを使用使用使用使用してしてしてして建設建設建設建設工事工事工事工事

にににに従従従従事することを事することを事することを事することを主主主主たる業務としているたる業務としているたる業務としているたる業務としている企企企企業であり、業であり、業であり、業であり、アスベストアスベストアスベストアスベスト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っらなかっらなかっらなかっ

たとは言いがたいのではないか。たとは言いがたいのではないか。たとは言いがたいのではないか。たとは言いがたいのではないか。

２つには、２つには、２つには、２つには、建物建物建物建物の解体工事、の解体工事、の解体工事、の解体工事、歩道切歩道切歩道切歩道切り下り下り下り下げげげげ工事の当事者であるという認工事の当事者であるという認工事の当事者であるという認工事の当事者であるという認識識識識がなく、がなく、がなく、がなく、アスアスアスアス

ベストベストベストベストのののの危険危険危険危険性性性性を認を認を認を認識識識識しようとするしようとするしようとするしようとする意識意識意識意識もももも低低低低いと考えられる。いと考えられる。いと考えられる。いと考えられる。

３つ目に、土木３つ目に、土木３つ目に、土木３つ目に、土木部部部部及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との不適切不適切不適切不適切な事な事な事な事象象象象はははは見見見見られなかった。られなかった。られなかった。られなかった。

次に、株式会社山次に、株式会社山次に、株式会社山次に、株式会社山崎産崎産崎産崎産業についてであります。業についてであります。業についてであります。業についてであります。

建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法第１３条第１項に法第１３条第１項に法第１３条第１項に法第１３条第１項に基づ基づ基づ基づく分別解体等の方法、解体工事にく分別解体等の方法、解体工事にく分別解体等の方法、解体工事にく分別解体等の方法、解体工事に要要要要するするするする費用費用費用費用、、、、

その他のその他のその他のその他の主主主主務務務務省令省令省令省令でででで定定定定める事項を記める事項を記める事項を記める事項を記載載載載した書面のした書面のした書面のした書面の相互交相互交相互交相互交付、付、付、付、同同同同第１第１第１第１８８８８条第１項に条第１項に条第１項に条第１項に基づ基づ基づ基づく発く発く発く発

注注注注者者者者へへへへの再資の再資の再資の再資源源源源化化化化のののの完完完完了報告を行っていない。また、了報告を行っていない。また、了報告を行っていない。また、了報告を行っていない。また、同同同同法第３３条に法第３３条に法第３３条に法第３３条に基づ基づ基づ基づく解体く解体く解体く解体現現現現場での場での場での場での

標識標識標識標識の表の表の表の表示示示示等が確認できていない。等が確認できていない。等が確認できていない。等が確認できていない。

２２２２番番番番目には、目には、目には、目には、石綿障害予防規則石綿障害予防規則石綿障害予防規則石綿障害予防規則第３条第１項に第３条第１項に第３条第１項に第３条第１項に基づ基づ基づ基づく事前調査に係る記録がない。く事前調査に係る記録がない。く事前調査に係る記録がない。く事前調査に係る記録がない。

３３３３番番番番目には、土木目には、土木目には、土木目には、土木部部部部及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との及び高田土木事務所との不適切不適切不適切不適切な事な事な事な事象象象象はははは見見見見られなかった。られなかった。られなかった。られなかった。

次に、次に、次に、次に、県県県県の対応についてであります。の対応についてであります。の対応についてであります。の対応についてであります。

１つには、１つには、１つには、１つには、現現現現場の場の場の場の状況状況状況状況を確認していないことについてであります。を確認していないことについてであります。を確認していないことについてであります。を確認していないことについてであります。

ススススレーレーレーレートトトトをををを処処処処分場で分場で分場で分場で処処処処分するまでの分するまでの分するまでの分するまでの間間間間、保管されていたという、保管されていたという、保管されていたという、保管されていたというススススレーレーレーレートトトトを確認しておらを確認しておらを確認しておらを確認しておら

ずずずず、、、、物的物的物的物的証証証証拠拠拠拠のない本事案においてのない本事案においてのない本事案においてのない本事案において実態実態実態実態をををを把握把握把握把握できないものにしてしまった。できないものにしてしまった。できないものにしてしまった。できないものにしてしまった。

２２２２番番番番目には、関係する目には、関係する目には、関係する目には、関係する部部部部局局局局間間間間とのとのとのとの連携不足連携不足連携不足連携不足についてであります。についてであります。についてであります。についてであります。

そのうそのうそのうそのうちちちちの１つは、の１つは、の１つは、の１つは、景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全セ全セ全セ全センンンンタタタターとの合ーとの合ーとの合ーとの合同検同検同検同検査については、通査については、通査については、通査については、通常常常常、土木事務、土木事務、土木事務、土木事務
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所から所から所から所から景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全セ全セ全セ全センンンンタタタターーーーへへへへのののの連絡連絡連絡連絡がなされています。土木事務所とがなされています。土木事務所とがなされています。土木事務所とがなされています。土木事務所と景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全全全全

セセセセンンンンタタタターとのーとのーとのーとの連携連携連携連携により、無届け解体ににより、無届け解体ににより、無届け解体ににより、無届け解体に基づ基づ基づ基づくくくく立立立立入入入入検検検検査として査として査として査として検検検検査できたところであり、査できたところであり、査できたところであり、査できたところであり、

アスベストアスベストアスベストアスベストに対して関係に対して関係に対して関係に対して関係部部部部局と局と局と局と連携連携連携連携して対応しようということがして対応しようということがして対応しようということがして対応しようということが極極極極めてめてめてめて不不不不十分であった。十分であった。十分であった。十分であった。

２２２２番番番番目には、無届け事案に係る目には、無届け事案に係る目には、無届け事案に係る目には、無届け事案に係る立立立立入入入入検検検検査というけれど、無届け事案に対する査というけれど、無届け事案に対する査というけれど、無届け事案に対する査というけれど、無届け事案に対する重重重重大さの理大さの理大さの理大さの理

解、解、解、解、究究究究明の明の明の明の深深深深度が浅い。度が浅い。度が浅い。度が浅い。営営営営業所等業所等業所等業所等へへへへのののの立ち立ち立ち立ち入り、書入り、書入り、書入り、書類類類類等の点等の点等の点等の点検検検検もももも必要必要必要必要であった。であった。であった。であった。

３つには、３つには、３つには、３つには、景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全セ全セ全セ全センンンンタタタターとーとーとーと現現現現場場場場検検検検証することは証することは証することは証することは可能可能可能可能であったことから、であったことから、であったことから、であったことから、実施実施実施実施

されておればされておればされておればされておればアスベストアスベストアスベストアスベストに係るに係るに係るに係る不不不不安安安安はははは除除除除かれたかもしれないし、かれたかもしれないし、かれたかもしれないし、かれたかもしれないし、逆逆逆逆に、に、に、に、アスベストアスベストアスベストアスベストの存の存の存の存在在在在

を確認し、その後の対応をを確認し、その後の対応をを確認し、その後の対応をを確認し、その後の対応を迫迫迫迫られたかもしれないが、いられたかもしれないが、いられたかもしれないが、いられたかもしれないが、いずずずずれにしても存れにしても存れにしても存れにしても存在在在在のののの有有有有無は確認で無は確認で無は確認で無は確認で

きたのではないかと考えられる。きたのではないかと考えられる。きたのではないかと考えられる。きたのではないかと考えられる。

３３３３番番番番目に、目に、目に、目に、アスベストアスベストアスベストアスベストに係るに係るに係るに係る危危危危機意識機意識機意識機意識がががが低低低低いことについてであります。いことについてであります。いことについてであります。いことについてであります。

そのうそのうそのうそのうちちちちの１つは、レの１つは、レの１つは、レの１つは、レベルベルベルベル３という３という３という３という情情情情報を報を報を報を検検検検証せ証せ証せ証せずずずずにににに共共共共通通通通情情情情報としていたこと、保管さ報としていたこと、保管さ報としていたこと、保管さ報としていたこと、保管さ

れていたとされるれていたとされるれていたとされるれていたとされるススススレーレーレーレートトトトを確認していないこと、手ばらしでを確認していないこと、手ばらしでを確認していないこと、手ばらしでを確認していないこと、手ばらしで破砕破砕破砕破砕されされされされずずずずにににに処処処処理されたと理されたと理されたと理されたと

いう業者のいう業者のいう業者のいう業者の供供供供述述述述をもって法をもって法をもって法をもって法的的的的に問題なしとしていることは、に問題なしとしていることは、に問題なしとしていることは、に問題なしとしていることは、何何何何らららら県県県県の確証にの確証にの確証にの確証に立立立立脚脚脚脚せせせせずずずず、、、、根根根根

拠拠拠拠のない論理でしかない。レのない論理でしかない。レのない論理でしかない。レのない論理でしかない。レベルベルベルベル３も、あるいは手ばらし等３も、あるいは手ばらし等３も、あるいは手ばらし等３も、あるいは手ばらし等 々々々々の問題についても業者のの問題についても業者のの問題についても業者のの問題についても業者の供供供供

述述述述だけがだけがだけがだけが唯唯唯唯一の証一の証一の証一の証拠拠拠拠になっています。それをになっています。それをになっています。それをになっています。それを裏づ裏づ裏づ裏づけるけるけるける写真写真写真写真、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは現実現実現実現実をををを見見見見た人の証言た人の証言た人の証言た人の証言

もございません。ただ、もございません。ただ、もございません。ただ、もございません。ただ、供供供供述述述述ののののみみみみであります。であります。であります。であります。

２つ目には、２つ目には、２つ目には、２つ目には、現現現現場確認の場確認の場確認の場確認の不足不足不足不足、事、事、事、事情情情情聴取の取聴取の取聴取の取聴取の取組不足組不足組不足組不足、、、、立立立立入入入入検検検検査の査の査の査の遅遅遅遅滞滞滞滞、、、、部部部部局局局局間連携間連携間連携間連携のののの不不不不

足足足足等から等から等から等から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意識機意識機意識機意識がががが低低低低いと言いと言いと言いと言わわわわざるを得ざるを得ざるを得ざるを得ずずずず、、、、猛省猛省猛省猛省をををを促促促促したい。したい。したい。したい。

平野クレーン工業株式会社、あるいは株式会社山平野クレーン工業株式会社、あるいは株式会社山平野クレーン工業株式会社、あるいは株式会社山平野クレーン工業株式会社、あるいは株式会社山崎産崎産崎産崎産業その他第業その他第業その他第業その他第三三三三者との者との者との者との不適切不適切不適切不適切な事な事な事な事象象象象

はははは見見見見られなかったと。られなかったと。られなかったと。られなかったと。

そこで、そこで、そこで、そこで、アスベストアスベストアスベストアスベストに係る対応策でございますけれども、１つに、に係る対応策でございますけれども、１つに、に係る対応策でございますけれども、１つに、に係る対応策でございますけれども、１つに、県県県県は、は、は、は、職職職職員に対し員に対し員に対し員に対しアアアア

スベストスベストスベストスベストについてのについてのについてのについての研研研研修を修を修を修を実施実施実施実施すること。すること。すること。すること。

２つには、２つには、２つには、２つには、県県県県は、は、は、は、アスベストアスベストアスベストアスベスト問題は問題は問題は問題は組織全組織全組織全組織全体の問題として取り体の問題として取り体の問題として取り体の問題として取り組組組組むこと。そのために、むこと。そのために、むこと。そのために、むこと。そのために、

部部部部局局局局横横横横断的断的断的断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をををを作作作作成し、成し、成し、成し、常常常常にににに情情情情報を報を報を報を共有共有共有共有し、し、し、し、迅速迅速迅速迅速に対応できるに対応できるに対応できるに対応できる仕仕仕仕組み組み組み組みをををを作作作作るこるこるこるこ

と。と。と。と。

３つには、法３つには、法３つには、法３つには、法令遵守令遵守令遵守令遵守をををを徹底徹底徹底徹底させるため、関係する業者の業務または工事させるため、関係する業者の業務または工事させるため、関係する業者の業務または工事させるため、関係する業者の業務または工事施施施施工の工の工の工の状況状況状況状況につにつにつにつ

いて点いて点いて点いて点検検検検し、し、し、し、厳厳厳厳正に対応すること。正に対応すること。正に対応すること。正に対応すること。

以以以以上上上上が、調査の内容結果にが、調査の内容結果にが、調査の内容結果にが、調査の内容結果に踏踏踏踏まえた対応策の提案でございます。まえた対応策の提案でございます。まえた対応策の提案でございます。まえた対応策の提案でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいま副委員長から説明していただきましたが、ごそれでは、ただいま副委員長から説明していただきましたが、ごそれでは、ただいま副委員長から説明していただきましたが、ごそれでは、ただいま副委員長から説明していただきましたが、ご意見意見意見意見等が等が等が等が

ありましたらご発言願いたいと思います。ございませんか。ありましたらご発言願いたいと思います。ございませんか。ありましたらご発言願いたいと思います。ございませんか。ありましたらご発言願いたいと思います。ございませんか。



---- 9999 ----

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 先先先先日、証言のまとめの中で、土地日、証言のまとめの中で、土地日、証言のまとめの中で、土地日、証言のまとめの中で、土地建物建物建物建物売買売買売買売買契約契約契約契約に係るに係るに係るに係る重要重要重要重要事項の説明という事項の説明という事項の説明という事項の説明という

のがのがのがのが義義義義務務務務づづづづけられているということですけれども、結局それがけられているということですけれども、結局それがけられているということですけれども、結局それがけられているということですけれども、結局それが有有有有限限限限会社会社会社会社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムの証言のの証言のの証言のの証言の

中では中では中では中ではアスベストアスベストアスベストアスベストの調査をしていないということと、あと平野クレーン工業株式会社も、の調査をしていないということと、あと平野クレーン工業株式会社も、の調査をしていないということと、あと平野クレーン工業株式会社も、の調査をしていないということと、あと平野クレーン工業株式会社も、

結局社長はここにおいでになられないので、その本結局社長はここにおいでになられないので、その本結局社長はここにおいでになられないので、その本結局社長はここにおいでになられないので、その本意意意意ははははわわわわからないのですけれども、●●からないのですけれども、●●からないのですけれども、●●からないのですけれども、●●

さんの方からのおさんの方からのおさんの方からのおさんの方からのお話話話話では、では、では、では、役役役役員も社員も説明を受けていないと。こういう一方で、この員も社員も説明を受けていないと。こういう一方で、この員も社員も説明を受けていないと。こういう一方で、この員も社員も説明を受けていないと。こういう一方で、この建建建建

物物物物土地土地土地土地売買売買売買売買契約契約契約契約にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる重要重要重要重要事項が事項が事項が事項が引引引引きききき継継継継がれていなかったというところにも一つ大きがれていなかったというところにも一つ大きがれていなかったというところにも一つ大きがれていなかったというところにも一つ大き

な問題があったのではないかと思うのですけれども、その点についてはこの報告では記な問題があったのではないかと思うのですけれども、その点についてはこの報告では記な問題があったのではないかと思うのですけれども、その点についてはこの報告では記な問題があったのではないかと思うのですけれども、その点についてはこの報告では記述述述述

がないんですけれども、まとめではあるのですけれども、それも一つがないんですけれども、まとめではあるのですけれども、それも一つがないんですけれども、まとめではあるのですけれども、それも一つがないんですけれども、まとめではあるのですけれども、それも一つ重要重要重要重要な今回のことをな今回のことをな今回のことをな今回のことを

招招招招いた一つのいた一つのいた一つのいた一つの原因原因原因原因ではないかとは思うのですけれども、いかがでしょうか。ではないかとは思うのですけれども、いかがでしょうか。ではないかとは思うのですけれども、いかがでしょうか。ではないかとは思うのですけれども、いかがでしょうか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 重要重要重要重要事項説明書には、事項説明書には、事項説明書には、事項説明書には、アスベストアスベストアスベストアスベストの調査はしているか、していないかだけの調査はしているか、していないかだけの調査はしているか、していないかだけの調査はしているか、していないかだけ

を問を問を問を問わわわわれる項目があります。それに対して、れる項目があります。それに対して、れる項目があります。それに対して、れる項目があります。それに対して、有有有有限限限限会社会社会社会社乾ホ乾ホ乾ホ乾ホーーーームムムムは、は、は、は、アスベストアスベストアスベストアスベストの調査は、の調査は、の調査は、の調査は、

このこのこのこの物物物物件にはしていないという、調査報告書にそう言件にはしていないという、調査報告書にそう言件にはしていないという、調査報告書にそう言件にはしていないという、調査報告書にそう言わわわわれておりますし、また、れておりますし、また、れておりますし、また、れておりますし、また、双双双双方の方の方の方の重重重重

要要要要事項説明書の事項説明書の事項説明書の事項説明書の最最最最後で、説明を受けていても受けていなかっても後で、説明を受けていても受けていなかっても後で、説明を受けていても受けていなかっても後で、説明を受けていても受けていなかっても最最最最後で後で後で後でサイサイサイサインをしておりンをしておりンをしておりンをしており

ますので、平野クレーン工業株式会社さんが。となると、調査をしていないということをますので、平野クレーン工業株式会社さんが。となると、調査をしていないということをますので、平野クレーン工業株式会社さんが。となると、調査をしていないということをますので、平野クレーン工業株式会社さんが。となると、調査をしていないということを

受けただけで法受けただけで法受けただけで法受けただけで法律律律律違反違反違反違反は成は成は成は成立立立立しないと。いろいろ協議しましたけれどもそういうことで、しないと。いろいろ協議しましたけれどもそういうことで、しないと。いろいろ協議しましたけれどもそういうことで、しないと。いろいろ協議しましたけれどもそういうことで、

決決決決してしてしてしてアスベストアスベストアスベストアスベストの調査をしなければいけないというまでの法の調査をしなければいけないというまでの法の調査をしなければいけないというまでの法の調査をしなければいけないというまでの法律律律律ではないのです。ではないのです。ではないのです。ではないのです。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 そしたら、そしたら、そしたら、そしたら、アスベストアスベストアスベストアスベストがががが含含含含有有有有してたということを報告しなければならないと、してたということを報告しなければならないと、してたということを報告しなければならないと、してたということを報告しなければならないと、

これはそういうことになっているけれども、そもそもその調査をしていなかったというここれはそういうことになっているけれども、そもそもその調査をしていなかったというここれはそういうことになっているけれども、そもそもその調査をしていなかったというここれはそういうことになっているけれども、そもそもその調査をしていなかったというこ

とになるということですか。とになるということですか。とになるということですか。とになるということですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、調査をしているかいないかだけのはい、調査をしているかいないかだけのはい、調査をしているかいないかだけのはい、調査をしているかいないかだけの重要重要重要重要事項説明書に記入する事項説明書に記入する事項説明書に記入する事項説明書に記入する欄欄欄欄がごがごがごがご

ざいまして、それが一ざいまして、それが一ざいまして、それが一ざいまして、それが一番番番番の大きなことでございますので、別に調査をしていないというこの大きなことでございますので、別に調査をしていないというこの大きなことでございますので、別に調査をしていないというこの大きなことでございますので、別に調査をしていないというこ

とでとでとでとで双双双双方が言っているし、平野クレーン工業株式会社さんも了解していることなので、そ方が言っているし、平野クレーン工業株式会社さんも了解していることなので、そ方が言っているし、平野クレーン工業株式会社さんも了解していることなので、そ方が言っているし、平野クレーン工業株式会社さんも了解していることなので、そ

れれれれ以以以以上上上上、していないというものに対してどうこうということは、、していないというものに対してどうこうということは、、していないというものに対してどうこうということは、、していないというものに対してどうこうということは、宅宅宅宅地地地地建物建物建物建物取取取取引引引引業法業法業法業法上上上上できできできでき

ないものでございましたので、そのないものでございましたので、そのないものでございましたので、そのないものでございましたので、その部部部部分は分は分は分はちちちちょっと確証は得なかったということで。平野ょっと確証は得なかったということで。平野ょっと確証は得なかったということで。平野ょっと確証は得なかったということで。平野

クレーン工業株式会社がクレーン工業株式会社がクレーン工業株式会社がクレーン工業株式会社がサイサイサイサインしておられるものですので。それでよろしいですか。ンしておられるものですので。それでよろしいですか。ンしておられるものですので。それでよろしいですか。ンしておられるものですので。それでよろしいですか。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 はい。はい。はい。はい。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 確認です。資料３の２確認です。資料３の２確認です。資料３の２確認です。資料３の２ペペペペーーーージジジジ下から５行目、山下副委員長の説明の中で、大下から５行目、山下副委員長の説明の中で、大下から５行目、山下副委員長の説明の中で、大下から５行目、山下副委員長の説明の中で、大

気気気気汚染汚染汚染汚染防防防防止止止止法によるとは言法によるとは言法によるとは言法によるとは言わずわずわずわずに、はしょってに、はしょってに、はしょってに、はしょって立立立立入入入入検検検検査と査と査と査と述べ述べ述べ述べたのですけれども、５たのですけれども、５たのですけれども、５たのですけれども、５ペペペペーーーー

ジジジジのところとのところとのところとのところと同じ同じ同じ同じような表ような表ような表ような表現現現現で、５で、５で、５で、５ペペペペーーーージジジジの方が正しいの方が正しいの方が正しいの方が正しいわわわわけですね、そこの確認です。けですね、そこの確認です。けですね、そこの確認です。けですね、そこの確認です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 もう一度言ってください。もう一度言ってください。もう一度言ってください。もう一度言ってください。



---- 11110000 ----

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 ２２２２ペペペペーーーージジジジの５行目。の５行目。の５行目。の５行目。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染防防防防止止止止法によりますと、レ法によりますと、レ法によりますと、レ法によりますと、レベルベルベルベル３３３３云云云云 々々々々の問題では、環境の問題では、環境の問題では、環境の問題では、環境担担担担当は当は当は当は現現現現

場に場に場に場に立ち立ち立ち立ち入ることはできないという法入ることはできないという法入ることはできないという法入ることはできないという法律律律律になっております。そのことについて、さまざまになっております。そのことについて、さまざまになっております。そのことについて、さまざまになっております。そのことについて、さまざま

地方から政地方から政地方から政地方から政府府府府に対するに対するに対するに対する要要要要望望望望があり、今国会でそのがあり、今国会でそのがあり、今国会でそのがあり、今国会でその部部部部分の分の分の分の改改改改正がなされるようで、今までは正がなされるようで、今までは正がなされるようで、今までは正がなされるようで、今までは

っきりしていることは、っきりしていることは、っきりしていることは、っきりしていることは、要要要要するにレするにレするにレするにレベルベルベルベル１、２の１、２の１、２の１、２のみみみみならならならならずずずず、、、、アスベストアスベストアスベストアスベストにかかにかかにかかにかかわわわわっての取っての取っての取っての取

りりりり扱扱扱扱いについて、発いについて、発いについて、発いについて、発注注注注者者者者責任責任責任責任を明らかにしているということ、さらには、を明らかにしているということ、さらには、を明らかにしているということ、さらには、を明らかにしているということ、さらには、立ち立ち立ち立ち入りがもっ入りがもっ入りがもっ入りがもっ

とととと簡単簡単簡単簡単にできるような、容にできるような、容にできるような、容にできるような、容易易易易にできるような、そういう法にできるような、そういう法にできるような、そういう法にできるような、そういう法律律律律に変えようというに変えようというに変えようというに変えようという流流流流れでれでれでれで審審審審議議議議

がなされているとの報がなされているとの報がなされているとの報がなされているとの報道道道道を得ているところであります。を得ているところであります。を得ているところであります。を得ているところであります。

そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味で、今回、で、今回、で、今回、で、今回、実実実実は届出書の中には届出書の中には届出書の中には届出書の中にススススレーレーレーレートトトトがあるという記があるという記があるという記があるという記述述述述があった場合に、があった場合に、があった場合に、があった場合に、

県県県県ではその届け出を受けた土木事務所からではその届け出を受けた土木事務所からではその届け出を受けた土木事務所からではその届け出を受けた土木事務所から景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全セ全セ全セ全センンンンタタタターにーにーにーに連絡連絡連絡連絡することになっすることになっすることになっすることになっ

ています。そうしてています。そうしてています。そうしてています。そうして連絡連絡連絡連絡を受けたときに、を受けたときに、を受けたときに、を受けたときに、景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全セ全セ全セ全センンンンタタタターはそのーはそのーはそのーはそ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等等等等

のことについてのことについてのことについてのことについて現現現現場を確認すると、こういう取り場を確認すると、こういう取り場を確認すると、こういう取り場を確認すると、こういう取り決決決決めがあって、それは大めがあって、それは大めがあって、それは大めがあって、それは大気気気気汚染汚染汚染汚染防防防防止止止止法で法で法で法で

はなしに、はなしに、はなしに、はなしに、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法の法の法の法の範囲範囲範囲範囲の中でも、の中でも、の中でも、の中でも、要要要要するに環境するに環境するに環境するに環境部部部部門門門門がががが現現現現場に場に場に場に立ち立ち立ち立ち入ることの入ることの入ることの入ることの

できる、そうした協できる、そうした協できる、そうした協できる、そうした協約約約約をををを奈良県奈良県奈良県奈良県の土木事務所との土木事務所との土木事務所との土木事務所と景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全セ全セ全セ全センンンンタタタターではしておったよーではしておったよーではしておったよーではしておったよ

うでございまするけれども、うでございまするけれども、うでございまするけれども、うでございまするけれども、実実実実は、この事案では、この事案では、この事案では、この事案でわわわわかったことは、そのことをかったことは、そのことをかったことは、そのことをかったことは、そのことを知知知知っている人っている人っている人っている人

は、そのことをは、そのことをは、そのことをは、そのことを経験経験経験経験して対応したその人にして対応したその人にして対応したその人にして対応したその人に限限限限るるるるわわわわけです。けです。けです。けです。個個個個人に人に人に人に限限限限ってしまうってしまうってしまうってしまうわわわわけです。けです。けです。けです。

同じ部同じ部同じ部同じ部署署署署の、土木事務所の中での、土木事務所の中での、土木事務所の中での、土木事務所の中で同じ同じ同じ同じく対応している人でも、一方はく対応している人でも、一方はく対応している人でも、一方はく対応している人でも、一方は知知知知らない、一方はらない、一方はらない、一方はらない、一方は知知知知っっっっ

ている、これは環境ている、これは環境ている、これは環境ている、これは環境部部部部門門門門でもそうなのです、でもそうなのです、でもそうなのです、でもそうなのです、知知知知っている人とっている人とっている人とっている人と知知知知らない人がいる。そういう、らない人がいる。そういう、らない人がいる。そういう、らない人がいる。そういう、

非常非常非常非常にににに徹底徹底徹底徹底されていないようなされていないようなされていないようなされていないような状況状況状況状況が明らかになっているところであります。が明らかになっているところであります。が明らかになっているところであります。が明らかになっているところであります。

今、言ってるところは３今、言ってるところは３今、言ってるところは３今、言ってるところは３ペペペペーーーージジジジでも５でも５でも５でも５ペペペペーーーージジジジでもでもでもでも同じ同じ同じ同じことでございまして、協ことでございまして、協ことでございまして、協ことでございまして、協定定定定にににに基づ基づ基づ基づ

いてきいてきいてきいてきちちちちんとんとんとんと知知知知らせておれば、環境らせておれば、環境らせておれば、環境らせておれば、環境部部部部門門門門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関係での関係での関係での関係で現現現現場に場に場に場に立ち立ち立ち立ち入ることができ入ることができ入ることができ入ることができ

たはたはたはたはずずずずではないかと。もっと言えば、一ではないかと。もっと言えば、一ではないかと。もっと言えば、一ではないかと。もっと言えば、一緒緒緒緒ににににややややればいいではないか、ればいいではないか、ればいいではないか、ればいいではないか、立立立立入入入入検検検検査の査の査の査の際際際際にもにもにもにも呼呼呼呼

んでいいではないかと、こういうようなことでございまして、大んでいいではないかと、こういうようなことでございまして、大んでいいではないかと、こういうようなことでございまして、大んでいいではないかと、こういうようなことでございまして、大気気気気汚染汚染汚染汚染防防防防止止止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

検検検検査ではなしに、査ではなしに、査ではなしに、査ではなしに、建設リサイ建設リサイ建設リサイ建設リサイククククルルルル法に法に法に法に基づ基づ基づ基づくくくく立立立立入入入入検検検検査が査が査が査が可能可能可能可能であるということを言っていであるということを言っていであるということを言っていであるということを言ってい

るところであります。ですから、５るところであります。ですから、５るところであります。ですから、５るところであります。ですから、５ペペペペーーーージジジジの記の記の記の記述述述述が正しいです。が正しいです。が正しいです。が正しいです。

○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。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにほかにほかにほかに何何何何かございませんでしょうか。もし、またこの項目かございませんでしょうか。もし、またこの項目かございませんでしょうか。もし、またこの項目かございませんでしょうか。もし、またこの項目持持持持ってってってって帰帰帰帰っていっていっていってい

ただいて、６月５日までに議事課まで申し出ていただいても結ただいて、６月５日までに議事課まで申し出ていただいても結ただいて、６月５日までに議事課まで申し出ていただいても結ただいて、６月５日までに議事課まで申し出ていただいても結構構構構でございます。ほかにごでございます。ほかにごでございます。ほかにごでございます。ほかにご

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



---- 11111111 ----

それでは、ただいまのごそれでは、ただいまのごそれでは、ただいまのごそれでは、ただいまのご意見意見意見意見等を等を等を等を踏踏踏踏まえて、また６月５日までのまえて、また６月５日までのまえて、また６月５日までのまえて、また６月５日までの意見意見意見意見もももも踏踏踏踏まえまして調まえまして調まえまして調まえまして調

査報告書案の査報告書案の査報告書案の査報告書案の作作作作成に成に成に成に向向向向けて取りけて取りけて取りけて取り組み組み組み組みたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしまたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしまたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしまたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。す。す。す。

次に、今後の進め方についてですが、次に、今後の進め方についてですが、次に、今後の進め方についてですが、次に、今後の進め方についてですが、先先先先ほど山下副委員長から説明ありました骨子項目ほど山下副委員長から説明ありました骨子項目ほど山下副委員長から説明ありました骨子項目ほど山下副委員長から説明ありました骨子項目

案及び調査結果の対応案についてご協議いただきましたが、もし、その他の案及び調査結果の対応案についてご協議いただきましたが、もし、その他の案及び調査結果の対応案についてご協議いただきましたが、もし、その他の案及び調査結果の対応案についてご協議いただきましたが、もし、その他の意見意見意見意見がございがございがございがござい

ましたら、６月５日までに事務局議事課まで申し出てください。ましたら、６月５日までに事務局議事課まで申し出てください。ましたら、６月５日までに事務局議事課まで申し出てください。ましたら、６月５日までに事務局議事課まで申し出てください。

それと、それと、それと、それと、先先先先ほど●●前技術管理課長補佐から書面で提出された資料２の２についても、ほど●●前技術管理課長補佐から書面で提出された資料２の２についても、ほど●●前技術管理課長補佐から書面で提出された資料２の２についても、ほど●●前技術管理課長補佐から書面で提出された資料２の２についても、

同じ同じ同じ同じように６月５日までに事務局議事課まで申し出ていただきますようお願い申しように６月５日までに事務局議事課まで申し出ていただきますようお願い申しように６月５日までに事務局議事課まで申し出ていただきますようお願い申しように６月５日までに事務局議事課まで申し出ていただきますようお願い申し上げ上げ上げ上げまままま

す。す。す。す。

それでは、次回の委員会では、この調査報告書案をもとにご協議いただき、その次の６それでは、次回の委員会では、この調査報告書案をもとにご協議いただき、その次の６それでは、次回の委員会では、この調査報告書案をもとにご協議いただき、その次の６それでは、次回の委員会では、この調査報告書案をもとにご協議いただき、その次の６

月２４日の委員会で調査報告書を、開会日の月２４日の委員会で調査報告書を、開会日の月２４日の委員会で調査報告書を、開会日の月２４日の委員会で調査報告書を、開会日の午午午午前中でございますけれども、取りまとめた前中でございますけれども、取りまとめた前中でございますけれども、取りまとめた前中でございますけれども、取りまとめた

いと考えておりますので、よろしくお願い申しいと考えておりますので、よろしくお願い申しいと考えておりますので、よろしくお願い申しいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ上げ上げ上げたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

次に、記録の提出についてですが、資料４のとおり次に、記録の提出についてですが、資料４のとおり次に、記録の提出についてですが、資料４のとおり次に、記録の提出についてですが、資料４のとおり県県県県土土土土マネジマネジマネジマネジメメメメンンンント部道路ト部道路ト部道路ト部道路管理課に●管理課に●管理課に●管理課に●

●参考人が提出された図面を、また、●参考人が提出された図面を、また、●参考人が提出された図面を、また、●参考人が提出された図面を、また、県県県県土土土土マネジマネジマネジマネジメメメメンンンント部ト部ト部ト部技術管理課に平野クレーン工業技術管理課に平野クレーン工業技術管理課に平野クレーン工業技術管理課に平野クレーン工業

株式会社が平成２５年３月に行いました解体工事に係る届出書などの提出を求めてよろし株式会社が平成２５年３月に行いました解体工事に係る届出書などの提出を求めてよろし株式会社が平成２５年３月に行いました解体工事に係る届出書などの提出を求めてよろし株式会社が平成２５年３月に行いました解体工事に係る届出書などの提出を求めてよろし

いでしょうか。いでしょうか。いでしょうか。いでしょうか。

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

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、議長から記録の提出を求めていただきます。それでは、議長から記録の提出を求めていただきます。それでは、議長から記録の提出を求めていただきます。それでは、議長から記録の提出を求めていただきます。

その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。その他の事項に入ります。何何何何かその他事項、かその他事項、かその他事項、かその他事項、何何何何かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 私私私私の発言が会議の進行の発言が会議の進行の発言が会議の進行の発言が会議の進行順序順序順序順序の後の後の後の後先先先先になったかもになったかもになったかもになったかもわわわわかりませんけれども、いろかりませんけれども、いろかりませんけれども、いろかりませんけれども、いろ

いろこの調査にまついろこの調査にまついろこの調査にまついろこの調査にまつわわわわって、うって、うって、うって、うわわわわさなどもいろいろなさなどもいろいろなさなどもいろいろなさなどもいろいろな形形形形でででで広広広広まってきました。まってきました。まってきました。まってきました。私私私私にかかにかかにかかにかかわわわわ

っている内容もありますし、井岡委員長にかかっている内容もありますし、井岡委員長にかかっている内容もありますし、井岡委員長にかかっている内容もありますし、井岡委員長にかかわわわわっての内容もあります。これはおっての内容もあります。これはおっての内容もあります。これはおっての内容もあります。これはお互互互互いういういういう

わわわわさはさはさはさは不実不実不実不実として、として、として、として、ややややっっっっぱぱぱぱり明らかにしておきたい、こういうふうに思うり明らかにしておきたい、こういうふうに思うり明らかにしておきたい、こういうふうに思うり明らかにしておきたい、こういうふうに思うわわわわけです。けです。けです。けです。

ままままずずずず、、、、私私私私にかかにかかにかかにかかわわわわってですけれども、ってですけれども、ってですけれども、ってですけれども、広陵町広陵町広陵町広陵町でででで街街街街頭頭頭頭宣伝車宣伝車宣伝車宣伝車が回されたようです。それはが回されたようです。それはが回されたようです。それはが回されたようです。それは

去去去去年の年の年の年の春春春春ですかね、ですかね、ですかね、ですかね、私私私私にににに知知知知り合いからり合いからり合いからり合いから連絡連絡連絡連絡があって、このがあって、このがあって、このがあって、このアスベストアスベストアスベストアスベストにかかにかかにかかにかかわわわわっての無届っての無届っての無届っての無届

けね、けね、けね、けね、先先先先生生生生、あんたかか、あんたかか、あんたかか、あんたかかわわわわってはりまんのか、こういうことです。ってはりまんのか、こういうことです。ってはりまんのか、こういうことです。ってはりまんのか、こういうことです。何何何何ででででややややな、な、な、な、わわわわれはそんれはそんれはそんれはそん

なこと、なこと、なこと、なこと、広陵町広陵町広陵町広陵町のことまでのことまでのことまでのことまで知知知知らんらんらんらんわわわわなってね。というのは、なってね。というのは、なってね。というのは、なってね。というのは、宣伝車宣伝車宣伝車宣伝車で、こので、こので、こので、この背背背背景景景景には川口には川口には川口には川口

というというというという黒幕黒幕黒幕黒幕がおるというがおるというがおるというがおるという宣伝宣伝宣伝宣伝がががが随随随随分となされたようであります。分となされたようであります。分となされたようであります。分となされたようであります。悪意悪意悪意悪意をををを込込込込めてであろうとめてであろうとめてであろうとめてであろうと

は思いますけれど、当は思いますけれど、当は思いますけれど、当は思いますけれど、当時時時時はどういう発言があったかどうかはどういう発言があったかどうかはどういう発言があったかどうかはどういう発言があったかどうか知知知知りません、りません、りません、りません、聞聞聞聞いた人からいた人からいた人からいた人から聞聞聞聞かかかか

されたされたされたされた話話話話ですから、ですから、ですから、ですから、適切適切適切適切な表な表な表な表現現現現ではなかろうと思いますけれど、ではなかろうと思いますけれど、ではなかろうと思いますけれど、ではなかろうと思いますけれど、私私私私がかかがかかがかかがかかわわわわっていると。っていると。っていると。っていると。
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政治政治政治政治家家家家の関の関の関の関与与与与というというというという話話話話題、この委員会題、この委員会題、この委員会題、この委員会設置設置設置設置にかかにかかにかかにかかわわわわっても提っても提っても提っても提起起起起をされてまいりました。そをされてまいりました。そをされてまいりました。そをされてまいりました。そ

ういうことで、ういうことで、ういうことで、ういうことで、全全全全くもってくもってくもってくもって私私私私は、これには一は、これには一は、これには一は、これには一切切切切存存存存じ上げじ上げじ上げじ上げない内容だということで申しない内容だということで申しない内容だということで申しない内容だということで申し上げ上げ上げ上げ

ておきたい。ておきたい。ておきたい。ておきたい。

なお、これも井岡委員長に対するあるなお、これも井岡委員長に対するあるなお、これも井岡委員長に対するあるなお、これも井岡委員長に対するある種種種種のうのうのうのうわわわわさだと思いますけれども、この工場ですさだと思いますけれども、この工場ですさだと思いますけれども、この工場ですさだと思いますけれども、この工場です

ね、解体された工場の土地ですか、ね、解体された工場の土地ですか、ね、解体された工場の土地ですか、ね、解体された工場の土地ですか、建物建物建物建物かかかか知知知知りませんけれども、田りませんけれども、田りませんけれども、田りませんけれども、田原原原原本本本本町町町町に井岡に井岡に井岡に井岡不不不不動動動動産産産産とととと

いうのがあると。それで、井岡いうのがあると。それで、井岡いうのがあると。それで、井岡いうのがあると。それで、井岡不不不不動動動動産産産産がこれを入手しようとしたけれども、入手しそびれがこれを入手しようとしたけれども、入手しそびれがこれを入手しようとしたけれども、入手しそびれがこれを入手しようとしたけれども、入手しそびれ

たと。しそびれたから、それに対するふんまんで井岡委員長がこの問題を取りたと。しそびれたから、それに対するふんまんで井岡委員長がこの問題を取りたと。しそびれたから、それに対するふんまんで井岡委員長がこの問題を取りたと。しそびれたから、それに対するふんまんで井岡委員長がこの問題を取り上げ上げ上げ上げ、、、、森森森森川川川川

県県県県議会議員に出したと。こういうう議会議員に出したと。こういうう議会議員に出したと。こういうう議会議員に出したと。こういううわわわわさも、さも、さも、さも、私私私私もこれをもこれをもこれをもこれを聞聞聞聞きききき流流流流しはしておりましたけれど、しはしておりましたけれど、しはしておりましたけれど、しはしておりましたけれど、

いいいいずずずずれにいたしましても政治れにいたしましても政治れにいたしましても政治れにいたしましても政治家家家家の関の関の関の関与与与与、もうしきりに言、もうしきりに言、もうしきりに言、もうしきりに言わわわわれております。れております。れております。れております。

きょうのこの報告も、副委員長からきょうのこの報告も、副委員長からきょうのこの報告も、副委員長からきょうのこの報告も、副委員長から読読読読み上げみ上げみ上げみ上げていただきましたが、そういう関ていただきましたが、そういう関ていただきましたが、そういう関ていただきましたが、そういう関心心心心にかかにかかにかかにかか

わわわわってこの委員会のってこの委員会のってこの委員会のってこの委員会の設置設置設置設置をされた、いをされた、いをされた、いをされた、いわわわわば思いというのがば思いというのがば思いというのがば思いというのが非常非常非常非常にににに強強強強かったはかったはかったはかったはずずずずでございまでございまでございまでございま

すが、この表記では、そういったもろもろのうすが、この表記では、そういったもろもろのうすが、この表記では、そういったもろもろのうすが、この表記では、そういったもろもろのうわわわわささささやややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは先先先先入入入入観観観観、こういうものを、こういうものを、こういうものを、こういうものを

払拭払拭払拭払拭させるようなさせるようなさせるようなさせるような形形形形で、記で、記で、記で、記述述述述にはなっていないと、こういうことを、一言、にはなっていないと、こういうことを、一言、にはなっていないと、こういうことを、一言、にはなっていないと、こういうことを、一言、私私私私自自自自身身身身のうのうのうのうわわわわ

さにかかさにかかさにかかさにかかわわわわっているっているっているっている不実不実不実不実を、思いを申しを、思いを申しを、思いを申しを、思いを申し述べ述べ述べ述べておきたいと、こういうふうにまあ思うておきたいと、こういうふうにまあ思うておきたいと、こういうふうにまあ思うておきたいと、こういうふうにまあ思うわわわわけけけけ

です。です。です。です。

それから、この委員会それから、この委員会それから、この委員会それから、この委員会設置設置設置設置にかかにかかにかかにかかわわわわって各って各って各って各派派派派連絡連絡連絡連絡会が行会が行会が行会が行わわわわれた。各れた。各れた。各れた。各派派派派連絡連絡連絡連絡会で提案がな会で提案がな会で提案がな会で提案がな

された。そのされた。そのされた。そのされた。その際際際際に出されている内容を、に出されている内容を、に出されている内容を、に出されている内容を、私私私私ははははメメメメモモモモを思いを思いを思いを思い起起起起こしとるこしとるこしとるこしとるわわわわけですけども、なけですけども、なけですけども、なけですけども、なぜぜぜぜ

無届け解体なのか、無届け解体なのか、無届け解体なのか、無届け解体なのか、不不不不動動動動産産産産のののの評価評価評価評価がががが倍増倍増倍増倍増していることと関係があるのか。２つ目には、していることと関係があるのか。２つ目には、していることと関係があるのか。２つ目には、していることと関係があるのか。２つ目には、児児児児

童童童童生生生生徒徒徒徒の通の通の通の通学路学路学路学路であることであることであることであることへへへへの配の配の配の配慮慮慮慮が一が一が一が一切切切切なかった。もしなかった。もしなかった。もしなかった。もし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飛散飛散飛散があったとしがあったとしがあったとしがあったとし

たら、どこにたら、どこにたら、どこにたら、どこに責任責任責任責任があるのか。３つ目に、があるのか。３つ目に、があるのか。３つ目に、があるのか。３つ目に、アスベストアスベストアスベストアスベスト被被被被害害害害をををを防防防防ぐぐぐぐための体ための体ための体ための体制制制制がなきに等しがなきに等しがなきに等しがなきに等し

い行政のい行政のい行政のい行政の怠慢怠慢怠慢怠慢を明らかにすると、こういう提を明らかにすると、こういう提を明らかにすると、こういう提を明らかにすると、こういう提起起起起があったというように、があったというように、があったというように、があったというように、私私私私は会は会は会は会派派派派の会議での会議での会議での会議で

連絡連絡連絡連絡をいただきました。こういった内容等についても、をいただきました。こういった内容等についても、をいただきました。こういった内容等についても、をいただきました。こういった内容等についても、ややややっっっっぱぱぱぱりしっかりと、この委員会りしっかりと、この委員会りしっかりと、この委員会りしっかりと、この委員会

はその中はその中はその中はその中身身身身をまとめるをまとめるをまとめるをまとめるべべべべきであろうということを提きであろうということを提きであろうということを提きであろうということを提起起起起をしておきたい、このように思いまをしておきたい、このように思いまをしておきたい、このように思いまをしておきたい、このように思いま

す。す。す。す。以以以以上上上上。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 これ、これ、これ、これ、私私私私もももも弁弁弁弁明しておいた方がよろしいですかね。明しておいた方がよろしいですかね。明しておいた方がよろしいですかね。明しておいた方がよろしいですかね。

このこのこのこの物物物物件に関して、事前から件に関して、事前から件に関して、事前から件に関して、事前から情情情情報も入手しておらないし、一報も入手しておらないし、一報も入手しておらないし、一報も入手しておらないし、一切切切切この事件がこの事件がこの事件がこの事件が起起起起こるまではこるまではこるまではこるまでは

わわわわかりませんでしたし、そういうかりませんでしたし、そういうかりませんでしたし、そういうかりませんでしたし、そういう情情情情報も報も報も報も流流流流れておりませんでしたので、れておりませんでしたので、れておりませんでしたので、れておりませんでしたので、私私私私は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

は一は一は一は一切切切切ないと思いますけれども、うないと思いますけれども、うないと思いますけれども、うないと思いますけれども、うわわわわさはさはさはさは飛飛飛飛んでいたのは確かでございます。んでいたのは確かでございます。んでいたのは確かでございます。んでいたのは確かでございます。最近最近最近最近飛飛飛飛んでんでんでんで

います。います。います。います。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 今の川口委員の発言にかか今の川口委員の発言にかか今の川口委員の発言にかか今の川口委員の発言にかかわわわわって、当初の委員会って、当初の委員会って、当初の委員会って、当初の委員会立ち上げ立ち上げ立ち上げ立ち上げの各の各の各の各派派派派連絡連絡連絡連絡会会会会
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でのでのでのでの私私私私からの提からの提からの提からの提起起起起についてのについてのについてのについての質質質質問はありました。確かにそういう問はありました。確かにそういう問はありました。確かにそういう問はありました。確かにそういう観観観観点から、この問題につ点から、この問題につ点から、この問題につ点から、この問題につ

いてのいてのいてのいての百百百百条委員会の条委員会の条委員会の条委員会の設置設置設置設置をををを私私私私はははは要要要要求いたしました。求いたしました。求いたしました。求いたしました。実際実際実際実際のののの話話話話、、、、限限限限度度度度額額額額というというというという形形形形でででで示示示示されまされまされまされま

すすすす不不不不動動動動産産産産のののの価値価値価値価値が、３月３１日のが、３月３１日のが、３月３１日のが、３月３１日の時時時時点で９点で９点で９点で９，，，，００００００００００００万円万円万円万円でででで売買売買売買売買されたものが、５月１９日されたものが、５月１９日されたものが、５月１９日されたものが、５月１９日

のののの時時時時点で１点で１点で１点で１億億億億８８８８，，，，００００００００００００万円万円万円万円になっているということについては、になっているということについては、になっているということについては、になっているということについては、ややややはりはりはりはり率率率率直直直直にだれもがにだれもがにだれもがにだれもが

それをそれをそれをそれを聞聞聞聞いた、あるいはいた、あるいはいた、あるいはいた、あるいは知知知知ったものはったものはったものはったものは不不不不思議に思う思議に思う思議に思う思議に思うわわわわけであります。そこけであります。そこけであります。そこけであります。そこへへへへこの無届け解この無届け解この無届け解この無届け解

体の問題があります。無届け解体というのは、体の問題があります。無届け解体というのは、体の問題があります。無届け解体というのは、体の問題があります。無届け解体というのは、要要要要するに無届けがなするに無届けがなするに無届けがなするに無届けがなぜ起ぜ起ぜ起ぜ起こったのか。こったのか。こったのか。こったのか。率率率率直直直直

にににに私私私私が問題が問題が問題が問題意識意識意識意識したのは、したのは、したのは、したのは、８ト８ト８ト８トンにも及ンにも及ンにも及ンにも及ぶぶぶぶ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、それをを、それをを、それをを、それを押押押押しししし隠隠隠隠すために無届けすために無届けすために無届けすために無届け

で解体したのではないかと、で解体したのではないかと、で解体したのではないかと、で解体したのではないかと、私私私私はははは率率率率直直直直にににに疑疑疑疑問を問を問を問を持ち持ち持ち持ちましたし、このましたし、このましたし、このましたし、この間間間間の当委員会の当委員会の当委員会の当委員会設置設置設置設置以以以以後後後後

の調査でも、あるいはそれの調査でも、あるいはそれの調査でも、あるいはそれの調査でも、あるいはそれ以以以以前の前の前の前の私私私私自自自自身身身身のののの個個個個人人人人的的的的な調査でも、そのことについてな調査でも、そのことについてな調査でも、そのことについてな調査でも、そのことについて追追追追及して及して及して及して

まいりました。ままいりました。ままいりました。ままいりました。まずずずずは、６月１２日にもうは、６月１２日にもうは、６月１２日にもうは、６月１２日にもう少少少少ししししわわわわかりかりかりかりややややすく提すく提すく提すく提起起起起しようと思いますけれどしようと思いますけれどしようと思いますけれどしようと思いますけれど

も、この無届け解体と、も、この無届け解体と、も、この無届け解体と、も、この無届け解体と、８ト８ト８ト８トンにも及ンにも及ンにも及ンにも及ぶぶぶぶ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取りはの取りはの取りはの取りはずずずずしの問題、存しの問題、存しの問題、存しの問題、存在在在在しておっしておっしておっしておっ

たこと。さらに、通たこと。さらに、通たこと。さらに、通たこと。さらに、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もももも接接接接近近近近しながら、しながら、しながら、しながら、防じ防じ防じ防じんんんんシシシシーーーートトトトのののの養養養養生生生生もしなかもしなかもしなかもしなか

った、あるいはった、あるいはった、あるいはった、あるいは湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化対策をしなかった、そういうことは対策をしなかった、そういうことは対策をしなかった、そういうことは対策をしなかった、そういうことは何何何何なのか。あるいは、これはもなのか。あるいは、これはもなのか。あるいは、これはもなのか。あるいは、これはも

う、う、う、う、建設建設建設建設業者ならどんな業者ならどんな業者ならどんな業者ならどんな仕仕仕仕事をしても、その事をしても、その事をしても、その事をしても、その仕仕仕仕事の事の事の事の現現現現場、場、場、場、営営営営業所に、工事中の業所に、工事中の業所に、工事中の業所に、工事中の標識標識標識標識を出さを出さを出さを出さ

ねばならないのです、どこが工事をしているかと、そのねばならないのです、どこが工事をしているかと、そのねばならないのです、どこが工事をしているかと、そのねばならないのです、どこが工事をしているかと、その標識標識標識標識すら出さない。すら出さない。すら出さない。すら出さない。要要要要するに、表するに、表するに、表するに、表

に目に目に目に目立立立立つものをつものをつものをつものを皆隠皆隠皆隠皆隠してしてしてしてややややった。これは、った。これは、った。これは、った。これは、ややややはりはりはりはり私私私私はこのはこのはこのはこの間間間間のののの審審審審査の結果として、査の結果として、査の結果として、査の結果として、８ト８ト８ト８トンンンン

にも及にも及にも及にも及ぶぶぶぶ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存の存の存の存在在在在と無関係ではなかった、と無関係ではなかった、と無関係ではなかった、と無関係ではなかった、密密密密接接接接にかかにかかにかかにかかわわわわりをりをりをりを持持持持ってきたと確証ってきたと確証ってきたと確証ってきたと確証

していますし、株式会社山していますし、株式会社山していますし、株式会社山していますし、株式会社山崎産崎産崎産崎産業はあれこれ手業はあれこれ手業はあれこれ手業はあれこれ手練練練練手管を手管を手管を手管を使使使使って言いって言いって言いって言いわわわわけをしてまいりましけをしてまいりましけをしてまいりましけをしてまいりまし

たけれども、たけれども、たけれども、たけれども、最最最最初から初から初から初から最最最最後まで無届けで解体するという後まで無届けで解体するという後まで無届けで解体するという後まで無届けで解体するという彼彼彼彼のののの強強強強いいいい意意意意思が思が思が思が貫徹貫徹貫徹貫徹されて、されて、されて、されて、何何何何一一一一

つ証つ証つ証つ証拠拠拠拠もももも残残残残ささささずずずずに無届け解体がなされた。ここは、もうこのに無届け解体がなされた。ここは、もうこのに無届け解体がなされた。ここは、もうこのに無届け解体がなされた。ここは、もうこの間間間間のののの審審審審査の中で、証人調査の中で、証人調査の中で、証人調査の中で、証人調べべべべもももも

含含含含めまして明らかになっていると思っています。めまして明らかになっていると思っています。めまして明らかになっていると思っています。めまして明らかになっていると思っています。我我我我 々々々々はそのことを通してはそのことを通してはそのことを通してはそのことを通して何何何何をををを学学学学ぶぶぶぶのか、のか、のか、のか、

何何何何をををを教訓教訓教訓教訓としてとしてとしてとして引引引引き出すのかについて、６月１２日にまとめて委員会のき出すのかについて、６月１２日にまとめて委員会のき出すのかについて、６月１２日にまとめて委員会のき出すのかについて、６月１２日にまとめて委員会の総意総意総意総意としてとしてとしてとして決決決決すれすれすれすれ

ばいい。ばいい。ばいい。ばいい。

ただ、ただ、ただ、ただ、不不不不動動動動産産産産がながながながなぜ倍ぜ倍ぜ倍ぜ倍になったのかになったのかになったのかになったのかわわわわかりません。そんなことをかりません。そんなことをかりません。そんなことをかりません。そんなことを審審審審議する議する議する議する審審審審議の議の議の議の権限権限権限権限は、は、は、は、

私私私私たたたたちちちち百百百百条委員会に付条委員会に付条委員会に付条委員会に付与与与与されているされているされているされているわわわわけでもありませんし、このけでもありませんし、このけでもありませんし、このけでもありませんし、この百百百百条委員会の中でそのこ条委員会の中でそのこ条委員会の中でそのこ条委員会の中でそのこ

とがとがとがとが究究究究明されることが大事でも明されることが大事でも明されることが大事でも明されることが大事でも何何何何でもありません。そのことについては、また別でもありません。そのことについては、また別でもありません。そのことについては、また別でもありません。そのことについては、また別途途途途、、、、警察警察警察警察

なりなりなりなり税税税税務務務務署署署署なり、さまざまななり、さまざまななり、さまざまななり、さまざまな機機機機関がそれなりきに自分た関がそれなりきに自分た関がそれなりきに自分た関がそれなりきに自分たちちちちのののの職職職職務を通してご関務を通してご関務を通してご関務を通してご関心心心心をををを持持持持ってってってって

いただければ、それはそれで結いただければ、それはそれで結いただければ、それはそれで結いただければ、それはそれで結構構構構かと思うのですけども、かと思うのですけども、かと思うのですけども、かと思うのですけども、我我我我 々々々々は所は所は所は所期期期期の目の目の目の目的的的的をきをきをきをきちちちちんとこんとこんとこんとこ

の調査特別委員会で明らかにしていって議会に提案し、そしての調査特別委員会で明らかにしていって議会に提案し、そしての調査特別委員会で明らかにしていって議会に提案し、そしての調査特別委員会で明らかにしていって議会に提案し、そして県県県県民民民民に説明していくと、こに説明していくと、こに説明していくと、こに説明していくと、こ

ういうことだけではなかろうかと思っております。ういうことだけではなかろうかと思っております。ういうことだけではなかろうかと思っております。ういうことだけではなかろうかと思っております。以以以以上上上上です。です。です。です。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにほかにほかにほかに何何何何かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今の今の今の今のアスベストアスベストアスベストアスベストの、山下副委員長の思いでそういう提の、山下副委員長の思いでそういう提の、山下副委員長の思いでそういう提の、山下副委員長の思いでそういう提起起起起をしたということで。をしたということで。をしたということで。をしたということで。

それで、それで、それで、それで、県県県県の技術管理課、この調査に出された環境政策課、の技術管理課、この調査に出された環境政策課、の技術管理課、この調査に出された環境政策課、の技術管理課、この調査に出された環境政策課、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対策課の３課が前に出対策課の３課が前に出対策課の３課が前に出対策課の３課が前に出

されたものでは、されたものでは、されたものでは、されたものでは、アスベストアスベストアスベストアスベストの解体について、の解体について、の解体について、の解体について、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解体にが解体にが解体にが解体に伴伴伴伴いいいい破壊破壊破壊破壊された事された事された事された事実実実実

は確認できなかった。は確認できなかった。は確認できなかった。は確認できなかった。アスベストアスベストアスベストアスベストのののの運搬運搬運搬運搬処処処処分について、分について、分について、分について、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マニマニマニマニフフフフェェェェストストストスト及び及び及び及び

最終最終最終最終処処処処分業者の分業者の分業者の分業者の帳簿帳簿帳簿帳簿で、他のものとで、他のものとで、他のものとで、他のものと区区区区分して分して分して分して破壊破壊破壊破壊されされされされずずずずにににに最終最終最終最終処処処処分場で分場で分場で分場で埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分され分され分され分され

たことが確認されたという報告は、たことが確認されたという報告は、たことが確認されたという報告は、たことが確認されたという報告は、私私私私のところものところものところものところも皆皆皆皆行っていると思います。今となっては、行っていると思います。今となっては、行っていると思います。今となっては、行っていると思います。今となっては、

その今言その今言その今言その今言わわわわれるように、無届けがどういうれるように、無届けがどういうれるように、無届けがどういうれるように、無届けがどういう意意意意図を図を図を図を持持持持ってしたのかということと、まあまあってしたのかということと、まあまあってしたのかということと、まあまあってしたのかということと、まあまあ

現実現実現実現実は無届けでは無届けでは無届けでは無届けでややややったのだけれど、その後、３つの課が調査した結果、ったのだけれど、その後、３つの課が調査した結果、ったのだけれど、その後、３つの課が調査した結果、ったのだけれど、その後、３つの課が調査した結果、マニマニマニマニフフフフェェェェストストストストととととスススス

レーレーレーレートトトトがあったがあったがあったがあった量量量量等かんが等かんが等かんが等かんがみみみみたら、たら、たら、たら、最終最終最終最終処処処処分場で分場で分場で分場で埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分されたのではないかという分されたのではないかという分されたのではないかという分されたのではないかという

ことを、この報告どおりことを、この報告どおりことを、この報告どおりことを、この報告どおり私私私私自自自自身身身身はとっているはとっているはとっているはとっているわわわわけでありまして。けでありまして。けでありまして。けでありまして。

それともう一つ、こういってそれともう一つ、こういってそれともう一つ、こういってそれともう一つ、こういって百百百百条委員会条委員会条委員会条委員会ややややる中で、きょうも傍聴の人もたくさんる中で、きょうも傍聴の人もたくさんる中で、きょうも傍聴の人もたくさんる中で、きょうも傍聴の人もたくさん来来来来ておておておてお

られますけど、られますけど、られますけど、られますけど、ややややはりはりはりはり起起起起こったこったこったこった原因原因原因原因を当を当を当を当然然然然追追追追及していく。そして、また今後そういうこと及していく。そして、また今後そういうこと及していく。そして、また今後そういうこと及していく。そして、また今後そういうこと

にならないようににならないようににならないようににならないようにややややっていくということもまあ大事であるけれども、変に、っていくということもまあ大事であるけれども、変に、っていくということもまあ大事であるけれども、変に、っていくということもまあ大事であるけれども、変に、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分

をされたをされたをされたをされたマニマニマニマニフフフフェェェェストストストストをををを見見見見るるるる限限限限り、これがり、これがり、これがり、これが信信信信用用用用できるだろうという結果ができるだろうという結果ができるだろうという結果ができるだろうという結果が県県県県の３課からまの３課からまの３課からまの３課からま

あ報告あ報告あ報告あ報告来来来来ているているているているわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、私私私私としては、としては、としては、としては、余余余余りりりり住民住民住民住民をあおるようなこともいかがかなこをあおるようなこともいかがかなこをあおるようなこともいかがかなこをあおるようなこともいかがかなこ

とかと思うとかと思うとかと思うとかと思うわわわわけです。けです。けです。けです。究究究究明とこれからをそういうことのないようにということは、大事な明とこれからをそういうことのないようにということは、大事な明とこれからをそういうことのないようにということは、大事な明とこれからをそういうことのないようにということは、大事な

ことではあると、そんなことを思います。まあ６月１２日に、またことではあると、そんなことを思います。まあ６月１２日に、またことではあると、そんなことを思います。まあ６月１２日に、またことではあると、そんなことを思います。まあ６月１２日に、また私私私私の思いをの思いをの思いをの思いを述べ述べ述べ述べさせてさせてさせてさせて

もらって、今のことに関して、一つだけ言って。もらって、今のことに関して、一つだけ言って。もらって、今のことに関して、一つだけ言って。もらって、今のことに関して、一つだけ言って。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 委員長、副委員長、委員長、副委員長、委員長、副委員長、委員長、副委員長、立立立立って発言を願いたい。って発言を願いたい。って発言を願いたい。って発言を願いたい。

○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長○山下副委員長 今、岩田委員から出された今、岩田委員から出された今、岩田委員から出された今、岩田委員から出された質質質質問にお答えしたいと思います。問にお答えしたいと思います。問にお答えしたいと思います。問にお答えしたいと思います。

ままままずずずずは、技術管理課からの報告をは、技術管理課からの報告をは、技術管理課からの報告をは、技術管理課からの報告をちちちちゃゃゃゃんとおんとおんとおんとお読読読読みみみみいただきたいと思います。で、技術管いただきたいと思います。で、技術管いただきたいと思います。で、技術管いただきたいと思います。で、技術管

理課は、解体の手理課は、解体の手理課は、解体の手理課は、解体の手順順順順にににに不不不不都都都都合はなかったという報告しかしていません。合はなかったという報告しかしていません。合はなかったという報告しかしていません。合はなかったという報告しかしていません。現現現現場を場を場を場を立立立立入入入入検検検検査し査し査し査し

たとしておりまするけれども、たとしておりまするけれども、たとしておりまするけれども、たとしておりまするけれども、現現現現場からは、場からは、場からは、場からは、アスベストアスベストアスベストアスベストにかかにかかにかかにかかわわわわる問題は、あのる問題は、あのる問題は、あのる問題は、あの残残残残滓滓滓滓といといといとい

いますか、いますか、いますか、いますか、残残残残砕砕砕砕といいますか、そうしたものは出ていません。１年後に、１年たってからといいますか、そうしたものは出ていません。１年後に、１年たってからといいますか、そうしたものは出ていません。１年後に、１年たってからといいますか、そうしたものは出ていません。１年後に、１年たってから

出ることはないというのは、これは環境出ることはないというのは、これは環境出ることはないというのは、これは環境出ることはないというのは、これは環境部部部部門門門門のののの客客客客観的観的観的観的なななな判断判断判断判断です。です。です。です。例例例例えば、無届け解体がえば、無届け解体がえば、無届け解体がえば、無届け解体が

わわわわかったかったかったかった時時時時点で調査に入り、そして水を点で調査に入り、そして水を点で調査に入り、そして水を点で調査に入り、そして水を流流流流すそのすそのすそのすその枡枡枡枡等等等等 々々々々を調を調を調を調べべべべたところ、出たというたところ、出たというたところ、出たというたところ、出たという検検検検査査査査

は今までには今までには今までには今までに全全全全国で国で国で国で何何何何カカカカ所か言所か言所か言所か言わわわわれていますけれども、それも１れていますけれども、それも１れていますけれども、それも１れていますけれども、それも１カカカカ年たって年たって年たって年たって同じ同じ同じ同じような調査ような調査ような調査ような調査

をしたとしても、それは出てこない。をしたとしても、それは出てこない。をしたとしても、それは出てこない。をしたとしても、それは出てこない。

そして、技術管理課の報告をそして、技術管理課の報告をそして、技術管理課の報告をそして、技術管理課の報告をちちちちゃゃゃゃんとおんとおんとおんとお読読読読みみみみいただきたいんですけれども、手ばらしでいただきたいんですけれども、手ばらしでいただきたいんですけれども、手ばらしでいただきたいんですけれども、手ばらしで
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ススススレーレーレーレートトトトをををを外外外外した、だからした、だからした、だからした、だから壊壊壊壊してないのだと言っているのです。してないのだと言っているのです。してないのだと言っているのです。してないのだと言っているのです。８ト８ト８ト８トンにも及ンにも及ンにも及ンにも及ぶぶぶぶ石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレレレレ

ーーーートトトトがございました。がございました。がございました。がございました。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とめてあるはとめてあるはとめてあるはとめてあるわわわわけですから、そのけですから、そのけですから、そのけですから、その金具金具金具金具をををを外外外外します。します。します。します。外外外外

すときにすときにすときにすときに金具金具金具金具がさびているがさびているがさびているがさびているケケケケーーーーススススがががが多々多々多々多々あるあるあるあるわわわわけです。その場合に、無理けです。その場合に、無理けです。その場合に、無理けです。その場合に、無理ややややりりりり金具金具金具金具をををを外外外外しししし

たときにばらけるたときにばらけるたときにばらけるたときにばらけるわわわわけです。けです。けです。けです。ススススレーレーレーレートトトトがががが湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化されて一されて一されて一されて一切切切切のほこりをたてないのほこりをたてないのほこりをたてないのほこりをたてない間間間間はレはレはレはレベルベルベルベル

３でございますけれども、３でございますけれども、３でございますけれども、３でございますけれども、湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化されないままでばらすときにされないままでばらすときにされないままでばらすときにされないままでばらすときに壊壊壊壊れたりするとレれたりするとレれたりするとレれたりするとレベルベルベルベル２に２に２に２に

もレもレもレもレベルベルベルベル１にもなることは、これは技術管理課長も明らかにしているところでありまして、１にもなることは、これは技術管理課長も明らかにしているところでありまして、１にもなることは、これは技術管理課長も明らかにしているところでありまして、１にもなることは、これは技術管理課長も明らかにしているところでありまして、

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保管されているという報告を５月１が保管されているという報告を５月１が保管されているという報告を５月１が保管されているという報告を５月１７７７７日に受けている日に受けている日に受けている日に受けているわわわわけでありますけれけでありますけれけでありますけれけでありますけれ

ども、●●課長補佐が高田土木事務所の●●ども、●●課長補佐が高田土木事務所の●●ども、●●課長補佐が高田土木事務所の●●ども、●●課長補佐が高田土木事務所の●●建築建築建築建築課長に、その管理されたものを課長に、その管理されたものを課長に、その管理されたものを課長に、その管理されたものを写真写真写真写真でででで押押押押

さえておいてほしいと言ったけれども、さえておいてほしいと言ったけれども、さえておいてほしいと言ったけれども、さえておいてほしいと言ったけれども、実実実実はははは写真写真写真写真がががが撮撮撮撮られていないことは、このられていないことは、このられていないことは、このられていないことは、この間間間間の当委の当委の当委の当委

員会の員会の員会の員会のややややりとりでも明らかになっています。岩田委員、りとりでも明らかになっています。岩田委員、りとりでも明らかになっています。岩田委員、りとりでも明らかになっています。岩田委員、県県県県の調査では、手ばらししたらの調査では、手ばらししたらの調査では、手ばらししたらの調査では、手ばらししたら絶絶絶絶

対に対に対に対に壊壊壊壊れることはないということでございますけれども、れることはないということでございますけれども、れることはないということでございますけれども、れることはないということでございますけれども、去去去去る１月か２月に、高田土木事る１月か２月に、高田土木事る１月か２月に、高田土木事る１月か２月に、高田土木事

務所で土木事業にかか務所で土木事業にかか務所で土木事業にかか務所で土木事業にかかわわわわってってってって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割割割割った。そのことについて通報があって行った。そのことについて通報があって行った。そのことについて通報があって行った。そのことについて通報があって行

ったら、たたきったら、たたきったら、たたきったら、たたき割割割割られたそのられたそのられたそのられたその破片破片破片破片が川の中にが川の中にが川の中にが川の中に落落落落ちちちちておった、そういう報告がありました。ておった、そういう報告がありました。ておった、そういう報告がありました。ておった、そういう報告がありました。

そのように、たたきそのように、たたきそのように、たたきそのように、たたき壊壊壊壊されてされてされてされて粉粉粉粉が出ますと、これはレが出ますと、これはレが出ますと、これはレが出ますと、これは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の１の１の１の領域領域領域領域にまで発にまで発にまで発にまで発展展展展

するのがこのするのがこのするのがこのするのがこのアスベストアスベストアスベストアスベストのののの厄厄厄厄介介介介なところです。なところです。なところです。なところです。

ですから、はっきりしていることは、このですから、はっきりしていることは、このですから、はっきりしていることは、このですから、はっきりしていることは、この間間間間の資料の提の資料の提の資料の提の資料の提供供供供ややややあるいは証言の内容から明あるいは証言の内容から明あるいは証言の内容から明あるいは証言の内容から明

らかになっていることは、この解体を通して、だれもらかになっていることは、この解体を通して、だれもらかになっていることは、この解体を通して、だれもらかになっていることは、この解体を通して、だれも何何何何もももも見見見見ていない。株式会社山ていない。株式会社山ていない。株式会社山ていない。株式会社山崎産崎産崎産崎産業業業業

の●●の●●の●●の●●氏氏氏氏の証言にの証言にの証言にの証言に基づ基づ基づ基づいて、解体されたものはすいて、解体されたものはすいて、解体されたものはすいて、解体されたものはすべべべべて手ばらしでされた。しかし、て手ばらしでされた。しかし、て手ばらしでされた。しかし、て手ばらしでされた。しかし、湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化

していないこと等はしていないこと等はしていないこと等はしていないこと等は彼彼彼彼もももも県県県県の事の事の事の事情情情情聴取の中で聴取の中で聴取の中で聴取の中で述べ述べ述べ述べていますから、そのこともていますから、そのこともていますから、そのこともていますから、そのことも含含含含めてめてめてめて県県県県が明が明が明が明

らかにした、もうこれらかにした、もうこれらかにした、もうこれらかにした、もうこれ以以以以上何上何上何上何もないのだというけれども、もないのだというけれども、もないのだというけれども、もないのだというけれども、実際実際実際実際にににに何何何何も明らかにすることがも明らかにすることがも明らかにすることがも明らかにすることが

できなかった。レできなかった。レできなかった。レできなかった。レベルベルベルベル３って言っているのは、その株式会社山３って言っているのは、その株式会社山３って言っているのは、その株式会社山３って言っているのは、その株式会社山崎産崎産崎産崎産業の業の業の業の現現現現場場場場責任責任責任責任者である者である者である者である

●●●●●●●●氏氏氏氏の証言の内容だけです。手ばらしでしたというのも、その人の証言だけです。それの証言の内容だけです。手ばらしでしたというのも、その人の証言だけです。それの証言の内容だけです。手ばらしでしたというのも、その人の証言だけです。それの証言の内容だけです。手ばらしでしたというのも、その人の証言だけです。それ

をををを客客客客観的観的観的観的に証明する、通に証明する、通に証明する、通に証明する、通常常常常、工事中の、工事中の、工事中の、工事中の写真写真写真写真とか、あるいは第とか、あるいは第とか、あるいは第とか、あるいは第三三三三者の証言をとる者の証言をとる者の証言をとる者の証言をとるわわわわけでありけでありけでありけであり

ますけれども、そんなことは一ますけれども、そんなことは一ますけれども、そんなことは一ますけれども、そんなことは一切切切切ございません。ですから、ございません。ですから、ございません。ですから、ございません。ですから、我我我我 々々々々は、手ばらしの手は、手ばらしの手は、手ばらしの手は、手ばらしの手順順順順につにつにつにつ

いては説明を了とするけれども、いては説明を了とするけれども、いては説明を了とするけれども、いては説明を了とするけれども、実際実際実際実際にはにはにはには養養養養生生生生しなかったのはなしなかったのはなしなかったのはなしなかったのはなぜぜぜぜかと。１００かと。１００かと。１００かと。１００メメメメーーーートルトルトルトル

も通も通も通も通学路学路学路学路とととと接接接接近近近近しながらなしながらなしながらなしながらなぜぜぜぜかと言うたら、●●かと言うたら、●●かと言うたら、●●かと言うたら、●●氏氏氏氏はははは県県県県の事の事の事の事情情情情聴取のときでは、ここでの聴取のときでは、ここでの聴取のときでは、ここでの聴取のときでは、ここでの

証言でも求めましたけれども、証言でも求めましたけれども、証言でも求めましたけれども、証言でも求めましたけれども、県県県県に対してはこう言ったのです。に対してはこう言ったのです。に対してはこう言ったのです。に対してはこう言ったのです。養養養養生生生生する、する、する、する、要要要要するにするにするにするにポポポポーーーー

ルルルルをををを立立立立てる場所もなかったのだと、てる場所もなかったのだと、てる場所もなかったのだと、てる場所もなかったのだと、私有私有私有私有地がその地がその地がその地がその間間間間にあったのでということで言いにあったのでということで言いにあったのでということで言いにあったのでということで言い逃逃逃逃れてれてれてれて

ますけれども、それをますけれども、それをますけれども、それをますけれども、それを聞聞聞聞いてる●●課長補佐が、いてる●●課長補佐が、いてる●●課長補佐が、いてる●●課長補佐が、実実実実はははは現現現現場を場を場を場を全全全全然然然然知知知知らないのです。らないのです。らないのです。らないのです。知知知知らならならならな

いですから、ああ、そうですかでいですから、ああ、そうですかでいですから、ああ、そうですかでいですから、ああ、そうですかで聞聞聞聞きききき流流流流していましたから、証言に出てもらったしていましたから、証言に出てもらったしていましたから、証言に出てもらったしていましたから、証言に出てもらった折折折折に●●に●●に●●に●●
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にににに聞聞聞聞いたら、そんなことをいたら、そんなことをいたら、そんなことをいたら、そんなことを述べ述べ述べ述べましたかと、記ましたかと、記ましたかと、記ましたかと、記憶憶憶憶にございませんと言ってにございませんと言ってにございませんと言ってにございませんと言って逃げ逃げ逃げ逃げるのでするのでするのでするのです

よ。ですから、そういうよ。ですから、そういうよ。ですから、そういうよ。ですから、そういう意味意味意味意味ではではではでは養養養養生生生生もしなかった、もしなかった、もしなかった、もしなかった、湿潤湿潤湿潤湿潤化化化化もしなかった。そして、もしなかった。そして、もしなかった。そして、もしなかった。そして、彼彼彼彼らららら

の証言だけしかの証言だけしかの証言だけしかの証言だけしか実際実際実際実際に明らかになっている分野はないのです。ですから、この問題についに明らかになっている分野はないのです。ですから、この問題についに明らかになっている分野はないのです。ですから、この問題についに明らかになっている分野はないのです。ですから、この問題につい

て証て証て証て証拠拠拠拠を一を一を一を一切切切切隠隠隠隠すために、すために、すために、すために、写真写真写真写真も記録もすも記録もすも記録もすも記録もすべべべべてないと、ないないてないと、ないないてないと、ないないてないと、ないないづづづづくしで通してきた。そくしで通してきた。そくしで通してきた。そくしで通してきた。そ

れはなれはなれはなれはなぜぜぜぜかと、それはまた６月１２日に提案したいと思いますけれども、そういうかと、それはまた６月１２日に提案したいと思いますけれども、そういうかと、それはまた６月１２日に提案したいと思いますけれども、そういうかと、それはまた６月１２日に提案したいと思いますけれども、そういう意味意味意味意味でででで

は、岩田委員、は、岩田委員、は、岩田委員、は、岩田委員、県県県県の技術管理課、あるいは環境の技術管理課、あるいは環境の技術管理課、あるいは環境の技術管理課、あるいは環境部部部部門門門門のののの諸諸諸諸君君君君も、この事案にかかも、この事案にかかも、この事案にかかも、この事案にかかわわわわっての証っての証っての証っての証

拠拠拠拠をををを何何何何一つ一つ一つ一つ見見見見つけられていないのです、つけられていないのです、つけられていないのです、つけられていないのです、見見見見つけていないのです。つけていないのです。つけていないのです。つけていないのです。何何何何も明らかにされていなも明らかにされていなも明らかにされていなも明らかにされていな

い、できていないということで了い、できていないということで了い、できていないということで了い、できていないということで了承承承承してもらいたいと。してもらいたいと。してもらいたいと。してもらいたいと。

一つだけ事一つだけ事一つだけ事一つだけ事実実実実のものがあります。それはのものがあります。それはのものがあります。それはのものがあります。それは最終埋最終埋最終埋最終埋立立立立地、地、地、地、御御御御所所所所市市市市のののの埋埋埋埋立立立立地で地で地で地で埋埋埋埋めたというのめたというのめたというのめたというの

は、これはは、これはは、これはは、これは景観・景観・景観・景観・環境保環境保環境保環境保全全全全管理管理管理管理セセセセンンンンタタタターがーがーがーがマニマニマニマニフフフフェェェェストストストストを記録していますから、それに合を記録していますから、それに合を記録していますから、それに合を記録していますから、それに合

致致致致しているということだけでございまして、１しているということだけでございまして、１しているということだけでございまして、１しているということだけでございまして、１８８８８日の日に日の日に日の日に日の日に持ち持ち持ち持ち込込込込んだ、そのんだ、そのんだ、そのんだ、その処処処処分のことだ分のことだ分のことだ分のことだ

けが明らかになっているだけでございます。けが明らかになっているだけでございます。けが明らかになっているだけでございます。けが明らかになっているだけでございます。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今、るる説明をしていただきましたが、今、るる説明をしていただきましたが、今、るる説明をしていただきましたが、今、るる説明をしていただきましたが、私私私私は技術管理課、環境政策課、は技術管理課、環境政策課、は技術管理課、環境政策課、は技術管理課、環境政策課、廃棄廃棄廃棄廃棄

物物物物対策課がこの委員会に提出されたのが、今、対策課がこの委員会に提出されたのが、今、対策課がこの委員会に提出されたのが、今、対策課がこの委員会に提出されたのが、今、最最最最後に言後に言後に言後に言わわわわれましたが、れましたが、れましたが、れましたが、量量量量とととと石綿ス石綿ス石綿ス石綿スレーレーレーレートトトト

ががががマニマニマニマニフフフフェェェェストストストストでででで最終最終最終最終処処処処分場で分場で分場で分場で埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分されたと、分されたと、分されたと、分されたと、マニマニマニマニフフフフェェェェストストストストとととと量量量量とが合っているとが合っているとが合っているとが合っている

から確認された。これも、から確認された。これも、から確認された。これも、から確認された。これも、実際実際実際実際言うたら、それは今言言うたら、それは今言言うたら、それは今言言うたら、それは今言わわわわれるようにれるようにれるようにれるように疑疑疑疑わわわわしいかもとというしいかもとというしいかもとというしいかもとという

か、本当に確認はできてない。けれど、この３つの課が言うた、そのか、本当に確認はできてない。けれど、この３つの課が言うた、そのか、本当に確認はできてない。けれど、この３つの課が言うた、そのか、本当に確認はできてない。けれど、この３つの課が言うた、その石綿石綿石綿石綿、、、、量量量量ととととマニマニマニマニフフフフェェェェ

ストストストストをををを見見見見たら、たら、たら、たら、最終最終最終最終処処処処分場で分場で分場で分場で埋埋埋埋めめめめ立立立立てされたということをてされたということをてされたということをてされたということを信信信信用用用用せざるを得ないと、せざるを得ないと、せざるを得ないと、せざるを得ないと、僕僕僕僕もそもそもそもそ

ういうういうういうういうぐぐぐぐあいに思うから、そう言うているだけのあいに思うから、そう言うているだけのあいに思うから、そう言うているだけのあいに思うから、そう言うているだけの話話話話。ほかのことは。ほかのことは。ほかのことは。ほかのことは僕僕僕僕もいろいろ思いありもいろいろ思いありもいろいろ思いありもいろいろ思いあり

ますので、６月１２日の日に言ますので、６月１２日の日に言ますので、６月１２日の日に言ますので、６月１２日の日に言わわわわせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。僕僕僕僕はこの書はこの書はこの書はこの書類類類類だけを言うているだけだけを言うているだけだけを言うているだけだけを言うているだけ

のことですから。のことですから。のことですから。のことですから。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにほかにほかにほかに何何何何かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。かございませんでしょうか。

なければ、次回の開なければ、次回の開なければ、次回の開なければ、次回の開催催催催ですが、６月１２日水ですが、６月１２日水ですが、６月１２日水ですが、６月１２日水曜曜曜曜日、日、日、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。いたします。いたします。いたします。

そして、その次の委員会は６月２４日月そして、その次の委員会は６月２４日月そして、その次の委員会は６月２４日月そして、その次の委員会は６月２４日月曜曜曜曜日、日、日、日、午午午午前１０前１０前１０前１０時時時時３０分から開３０分から開３０分から開３０分から開催催催催いたしますのいたしますのいたしますのいたしますの

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

それでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。


