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建設環境委員会会議録 

 

平成２４年７月２５日 水曜日 

  午前１０時１７分開議 

  午前１０時４９分閉議（実時間 ３２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第８３号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第３号（関係分） 

１．議案第８４号・専決処分の報告及びその承

認について 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  田 方 芳 信 君 

副委員長  堀 口   晃 君 

委  員  植 原   勉 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  田 中   安 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  松 浦 輝 幸 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長      船 藏 満 彦 君 

  建設部次長    井 本   康 君 
 
  建設部理事兼 
           市 村 誠 治 君 
  土木建設課長 
 

                              

○記録担当書記    寺 原 哲 也 君 

 

（午前１０時１７分 開会） 

○委員長（田方芳信君） それでは、定足数に

達しておりますので、ただいまから建設環境委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、先ほど本会

議で付託されました予算議案１件、事件議案１

件であります。 

                              

◎議案第８３号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第３号（関係分） 

○委員長（田方芳信君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 それでは、議案第８３号・平成２４年度八代

市一般会計補正予算・第３号中、当委員会関係

分を議題とし、説明を求めます。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 船藏部長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部でございます。 

 本委員会に付託されました議案第８３号・平

成２４年度八代市一般会計補正予算（第３号）

中、当建設部所管分につきまして、井本次長並

びに関係課長より説明させますので、よろしく

お願いいたします。 

○建設部次長（井本 康君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 井本次長。 

○建設部次長（井本 康君） はい。おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）建設部井本でございます。それでは、

座って説明させていただきます。 

 それでは、補正予算書の２ページ目をお願い

いたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳出でございま

す。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費では、補正前の額２５４８万１０００

円に３５５７万７０００円を増額補正し、補正

後の予算を６１０５万８０００円といたしてお

ります。 
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 これは、６月２９日から７月５日にかけての

梅雨前線豪雨で被災した市道及び河川の災害復

旧を行うものでございます。 

 では、８ページをお願いいたします。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費で

は、２６０７万７０００円を増額補正するもの

で、節１１・需用費は修繕料で６７４万７００

０円、節１３・委託料で４３０万、節１５・工

事請負費で１５００万円、節２２・補償、補填

及び賠償金で３万円を計上しております。これ

は被災いたしました市道二見本町５号線など１

６路線３０カ所の土砂撤去などの道路復旧、二

見本町５号線の橋梁１カ所の復旧測量設計及び

復旧工事、そのほか１路線の災害復旧測量設計

を行うものでございます。 

 次に、目２・河川施設災害復旧費では、９５

０万円を補正するもので、節１１・需用費で７

２０万円、節１３・委託料で２３０万円を計上

いたしております。これは被災しました大谷川

など１４河川１４カ所の護岸復旧や土砂撤去及

び山口川など４河川４カ所の災害復旧測量設計

を行うものでございます。 

 なお、道路の１路線及び４河川の復旧工事費

は、設計が完了し、災害査定後、９月議会で補

正予算を計上する予定としております。 

 次に、資料の説明をさせていただきます。お

手元に資料１のほうでございます。議案第８３

号・平成２４年度八代市一般会計補正予算・第

３号（関係分）と表紙にしておるものでござい

ます。表紙の裏面のほうに目次を記しておりま

す。 

 まず１ページ目に、７月２日の豪雨によりま

す被害の総括表を載せております。 

 ２ページ、３ページ、４ページは道路災害の

地区別の被害路線の一覧表でございます。緑色

で着色した路線は９月議会で補正予算の計上を

予定しているものでございます。 

 ５ページ、６ページ、７ページは、河川の災

害の地区別の被害の一覧表でございます。同じ

く緑色で着色した河川は９月の議会で補正予算

として計上する予定のものでございます。 

 ８ページから１４ページは道路災害の位置図

及び写真でございます。８ページ、９ページ、

１０ページが本庁管内の位置図と写真、１１ペ

ージ、１２ページは坂本建設事務所管内の位置

図と写真、それから１３ページ、１４ページは

東陽建設事務所の位置図及び写真でございま

す。 

 １５ページから２０ページは地区ごとの河川

災害の位置図及び写真でございます。１５、１

６ページが本庁管内の位置図と写真、１７、１

８ページが坂本建設事務所管内の位置図と写

真、それから、１９ページ、２０ページが東陽

建設事務所管内の位置図及び写真でございま

す。 

 以上でございます。御審議よろしくお願いい

たします。 

○委員長（田方芳信君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

○委員（大倉裕一君） よろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。かなりの雨が降

って、八代市のほうにも被害が出てるわけです

けど、今回補正で上がっている関係のですね、

八代市の地点別の雨量というようなのは何かま

とめておられるのがあればですね、お示しをい

ただきたいというふうに思います。 

○建設部次長（井本 康君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 井本次長。 

○建設部次長（井本 康君） はい。それは資

料として提出するということでございましょう

か。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） この場にお持ちであれ
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ば、この場で説明をいただければありがたいと

思いますが、なければ資料ででも提出をいただ

ければと思います。 

○建設部次長（井本 康君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 井本次長。 

○建設部次長（井本 康君） はい。それで

は、雨量について説明いたします。 

 まず、手元に持っております資料といたしま

して、観測地点が二見、それから坂本、東陽、

泉、４地点の雨量でございます。日時が６月２

４日のものでございます。 

 二見地区、二見の観測地点では、時間雨量、

９時までの１時間雨量でございますが、５９ミ

リでございます。それから、時間雨量をまずそ

の地点ごとに御説明いたします。次に、坂本地

区が９時までの１時間の雨量が５４ミリでござ

います。東陽の観測地点で９時までの１時間の

雨量が４６ミリでございます。泉の観測地点で

の――泉のは朝７時でございます。７時までの

１時間の雨量が２６ミリでございます。 

 それから、２４時間の雨量でございますが、

――ちょっと済みません。 

○委員長（田方芳信君） 井本次長。 

○建設部次長（井本 康君） はい。今、申し

上げておりますのは、６月の２０日から６月の

２６日までということで、今回の、この委員会

での補正のものではなく、自分がもう一つ資

料、その前の６月２０日から２６日までのもの

を今申し上げておりました。済みません。 

○委員（大倉裕一君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 資料をまとめていただ

いて、後日、後ほどで構いませんので、資料を

ですね、提出していただければいいと思いま

す。資料請求をさせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（田方芳信君） はい、わかりまし

た。 

 今、委員から資料請求があっております。大

倉委員からですね、資料請求の申し出がありま

した。 

○委員長（田方芳信君） お諮りをいたしま

す。 

 本委員会として資料を請求することに御異議

ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 御異議なしと認め、

そのように決します。 

○委員（大倉裕一君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。総体的なところ

でお伺いしたいと思うんですが、雨量について

ですね、気象台あたりが発表される言葉とし

て、これまでに例を見ない雨量だったというよ

うな報道あたりがよく出たわけですけども、八

代市としてはどういう状況だったんでしょう

か。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 船藏部長。 

○建設部長（船藏満彦君） 八代市におきまし

てもですね、局地的に１時間に、これまでにな

い雨量があったところもございます。特に、二

見地区におきまして、あれは７月２日でござい

ましたですか、８０ミリ近くですね、観測地点

では７０ミリ、１時間に降っております。そこ

につきましてはちょっとまあ記録的な豪雨とい

いますか、局地的な豪雨というふうに、近年に

ない記録的な豪雨だったようでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。その他の地域に

ついては、例年と比較して、そんなに大差のな

いような梅雨の時期の雨だったということで理

解をしてよろしいですか。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 
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○委員長（田方芳信君） 船藏部長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。幸いに東

陽、泉地区におきましてはですね、去年より

も、まあそれほどなかったのかなということで

ございます。坂本につきましてはですね、この

６月の中旬から７月の５日までにつきましては

例年並みだったんですが、７月の１２日の豪雨

がですね、ちょっとひどかったみたいでござい

ます。はい。 

 以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。質問をかえさせ

ていただいて、資料とこちらの議案書の整合と

いう部分でお尋ねをいたしますが、説明の中

に、市道復旧１６路線ということで書いてある

んですよね。議案書のほうですね。資料のほう

では路線数１７路線ということで、予算のほう

はですね、一緒なんですけども、路線数が違う

んですが、そこはどのように理解すればよろし

いですか。 

○建設部次長（井本 康君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 井本次長。 

○建設部次長（井本 康君） はい。これは先

ほど説明の中で申し上げましたが、道路の土砂

撤去等には１６路線をやっております。それか

ら、１６路線と、そのほかにですね、災害復旧

の測量設計をやっております。１６路線が土砂

撤去と二見本町５号線の橋梁の復旧、これが１

６路線です。それと、ほかにもう１路線、測量

の設計をやっております。で、合わせて１７路

線ということでございます。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 要望ですけど、議案書

の説明とですね、補足でされる資料、整合のと

れるような、ぱっと見てわかるですね、説明に

していただきたいと。市道復旧と測量設計を分

けた形で書いていただくとかですね、そういう

ような改善を、次の議案のほうからですね、お

願いをしたいというふうに思います。 

 それと、委員長、もう一点よろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。予算書のほうに

ですね、議案のほうに補償費ということで３万

円計上されています。東陽町のほうの道路なわ

けですけども、この３万円の説明を具体的にお

願いをしたいと思います。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 船藏部長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。資料の４ペ

ージをちょっとお開き願えればと思います。 

 番号で東陽の５番目なんですが、災害の仮復

旧に伴いましてですね、民地の立ち木がござい

まして、それをちょっと４本ほど切らないとち

ょっと仮復旧ができぬということで、その補償

金でございます。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。それがわかる何

か、写真か何かありますか。 

○建設部次長（井本 康君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 井本次長。 

○建設部次長（井本 康君） 申しわけありま

せんが、皆様のほうに配る写真としては用意し

てございませんが、手元の資料として、こちら

のほうには持ってはおりますが、いかがいたし

ましょうか。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員、じゃ、ど

うしましょうか。コピーかな、――大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。よければ、後ほ

どコピー、資料請求という形で提出していただ

ければいいと思います。（｢失礼します」と呼

ぶ者あり） 

 と、よろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。補償費で３万と

いう金額ではありますが、やはり我々の税金か
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らですね、こうやって補償費が出ていくんだと

いうふうに思いますので、そのあたりは丁寧な

説明資料になるような形をですね、とっていた

だきたいというふうに要望しておきたいと思い

ます。 

○委員長（田方芳信君） じゃ、その資料のほ

うは後でも結構ですので、コピーでも提出して

いただければ。 

○建設部次長（井本 康君） はい。 

○委員長（田方芳信君） お願いします。 

○建設部次長（井本 康君） はい、わかりま

した。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（植原 勉君） 委員長、１つよかか。 

○委員長（田方芳信君） 植原委員。 

○委員（植原 勉君） はい。済みません、第

３号の二見川２号線について、これ説明を求め

てよかっですか。（｢はい」と呼ぶ者あり）よ

かっですか。（｢２号線」「５号だろ」と呼ぶ

者あり）これでよかと。（｢５号線だろ」と呼

ぶ者あり）これ２号線（｢５号線」「２号線で

す」と呼ぶ者あり）２号橋たいな。（｢１０ペ

ージ」と呼ぶ者あり）これでいいんですか。

（｢１０ページ」と呼ぶ者あり）二見本町５号

線のうちの、川の２号橋ちゅうと。（建設部次

長井本康君｢二見川２号橋、５号線のですね」

と呼ぶ）聞いてよかと、これ。 

 よかですか、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 植原委員。 

○委員（植原 勉君） これ説明を求めていい

っていうことですけれども、これを見たとこ

ろ、ちょっと橋の欄干のところは木じゃなかっ

だろうかて思うんですよね。いかがですか。 

○建設部理事兼土木建設課長（市村誠治君） 

はい。 

○委員長（田方芳信君） 市村課長。 

○建設部理事兼土木建設課長（市村誠治君） 

はい。この橋につきましては、二見の県河川の

二見川にかかっとる橋で、延長が１３メータ

ー、幅が３.２メーターほどあります。車が通

れる幅としては２.８メーターということで、

今委員のほうから――我々地覆と言ってるんで

すが、欄干ですね、これについてはコンクリー

トでですね、できております。すべて、橋とし

ましては両側にですね、右岸、左岸に橋台があ

りまして、幅１３メーターの中ほどにですね、

橋脚、突っ張りのようなものが川の中間にあり

まして、上は鉄筋コンクリートの構造になって

おります。 

 以上です。 

○委員（植原 勉君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 植原委員。 

○委員（植原 勉君） 真ん中の橋脚のとこ、

折れたところの原因ですね。何で折れたっだろ

かな。それと、あと一つはですね、この橋が写

真で見たことで判断はちょっと難しいんですけ

ど、これ何か通りよっとですか。 

○建設部理事兼土木建設課長（市村誠治君） 

はい。 

○委員長（田方芳信君） 市村課長。 

○建設部理事兼土木建設課長（市村誠治君） 

はい。折れた原因といたしましては、７月２日

の梅雨前線、これで二見川が増水いたしまし

て、市道としましては二見本町５号線でござい

ます。で、そこに、二見川にかかる橋におきま

して、上流から流れてきました草とか木がです

ね、真ん中の橋脚にひっかかりまして、その影

響、力が加わって、橋脚自体が破損。そして、

重みといいますか、その力によって、真ん中

が、床版自体が折れて落橋したと私のほうは判

断しております。 

 それと、通行につきましては、国道３号、こ

の写真からいえば、護岸を通りまして、すぐこ

の左側のほうに国道３号があります。それと、

向こう側のほうに、建物が山のほうの見えてお
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りますが、これは八代学園とか福祉施設、かん

ねさこ荘があるところでございます。そこまで

ですね、道路が通っておりまして、かんねさこ

までが大体３メーター前後、それと、こちらの

手前のほうがですね、１.５メーターから２メ

ーター弱ぐらいの道路でございまして、専らで

すね、農作業、リヤカーとか、橋のところまで

軽トラとかですね、来ます。それとか、手押し

車などで農作業に利用されている状況でござい

ます。 

 以上です。（委員植原勉君「はい、よかで

す」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（植原 勉君） いいです。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８３号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第３号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおりに決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第８４号・専決処分の報告及びその承認

について 

○委員長（田方芳信君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 議案第８４号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第２号（関係分）に係る専決処分の

報告及びその承認についてを議題とし、説明を

求めます。 

○建設部次長（井本 康君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 井本次長。 

○建設部次長（井本 康君） はい。あっ、済

みません。それでは、説明をさせていただきま

す。着座でさせていただきます。 

 それでは、議案書の１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第８４号・専決処分の報告及びその承認

について、地方自治法第１７９条第１項の規定

により専決処分した事件を別紙のとおり報告

し、その承認を求めるものでございます。 

 次の２ページをお願いいたします。 

 専決処分の内容は、専決第４号・平成２４年

度八代市一般会計補正予算・第２号でございま

す。 

 これは、６月２０日から６月２６日にかけて

の梅雨前線豪雨で被災しました公共土木施設の

災害復旧に関する経費でございます。 

 それでは、１１ページをお願いいたします。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費で

は、１１８３万円を補正したもので、節１１・

需用費１０９３万円は二見洲口町１３号線など

４５路線５９カ所の土砂撤去等に要しました修

繕料、節１３・委託料９０万円は木々子板ノ平

線など２路線２カ所の災害復旧測量設計の委託

料でございます。 

 次に、目２・河川施設災害復旧費では、１３

６５万円を補正いたしましたもので、節１１・

需用費１１６５万円は新川など１６河川１６カ

所の土砂撤去等に要した修繕料、節１３・委託

料２００万円は湯川内川など２河川２カ所の災

害復旧測量設計の委託料でございます。 

 なお、道路２路線及び河川２河川の復旧工事

費は、設計が完了し、災害査定後、９月議会で

補正予算を計上する予定といたしております。 

 次に、お手元に資料をお配りしておりますの
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で、資料の説明をいたします。資料の２のほう

でございます。裏面に目次をつけております。 

 １ページが６月２４日の豪雨による被害の総

括表でございます。 

 ２ページから７ページまでは、道路災害の地

区別の被害路線一覧表でございます。緑色で着

色した路線は９月補正を予定しておるものでご

ざいます。 

 ８ページ、９ページは河川災害の地区別の被

害河川の一覧表でございます。緑色で着色した

ものは９月の補正を予定しておるものでござい

ます。 

 １０ページから１７ページは所管地区ごとの

道路災害の位置図及び写真でございます。１０

ページ、１１ページが本庁管内、１２ページ、

１３ページが坂本建設事務所管内、１４ペー

ジ、１５ページが東陽建設事務所管内、１６ペ

ージ、１７ページが泉建設事務所管内の道路災

害の位置図及び写真でございます。 

 １８ページから２２ページは所管地区ごとの

河川災害の位置図でございます。１８ページか

ら２０ページが本庁管内でございます。２１ペ

ージ、２２ページが坂本建設事務所管内の位置

図及び写真というものでございます。 

 以上、報告いたします。よろしく御審議お願

いします。 

○委員長（田方芳信君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。（｢なし」と呼ぶ者あり）じゃ、ほかにあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。（｢な

し」と呼ぶ者あり） 

 なければ、これより…… 

○委員（大倉裕一君） いいですか。いいです

か。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） もう当然のことなんで

すが、８３号で言うべきことだったかもしれま

せんけども、やはりこの災害によって、生活を

不便にされてる方がですね、まだおられると思

いますので、１日も早い復旧をですね、お願い

をしときたいというふうに思います。 

○委員長（田方芳信君） 要望ちゅうことでい

いですね。 

○委員（大倉裕一君） 要望で、はい。 

○委員長（田方芳信君） はい、わかりまし

た。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８４号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第２号（関係分）に係る専決処分の

報告及びその承認については、承認することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。（｢どうもありがとうご

ざいました」「ありがとうございました」と呼

ぶ者あり） 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

○委員長（田方芳信君） お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

○委員長（田方芳信君） 次に、本委員会の派

遣承認要求の件についてお諮りいたします。 

 当委員会は平成２４年８月６日から７日まで
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の間の２日間、山口県萩市、防府市へ生活環境

に関する諸問題の調査のため、行政視察を行う

こととし、議長あて、派遣承認要求の手続をと

らせていただきたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって、建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午前１０時４９分 閉会） 
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