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建設環境委員会会議録 
 
平成３０年９月１３日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時５７分閉議（実時間１６５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１００号・平成３０年度八代市一般

会計補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第１０３号・専決処分の報告及びその

承認について（平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第４号（関係分）） 

１．議案第１０４号・専決処分の報告及びその

承認について（平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第５号（歳出分）） 

１．議案第１０５号・市道路線の認定について 

１．議案第１０６号・契約の締結について 

１．議案第１０８号・八代市建築基準条例及び

八代市手数料条例の一部改正について 

１．議案第９９号・平成２９年度八代市下水道

事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て 

１．陳情第４号・八代市中心市街地活性化に伴

う八代市袋町町内旧河川堤防「とも」一部

撤去について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  百 田   隆 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  山 本 幸 廣 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 

 市民環境部長    潮 崎   勝 君 

  市民環境部次長  稲 本 俊 一 君 
 
  理事兼環境センター 
           山 口 敏 朗 君 
  建設課長 
 

 建設部長      松 本 浩 二 君 
 
  建設部総括審議員 
           倉 光 宏 一 君 
  兼次長 
 

  都市整備課長   一 美 晋 策 君 
 
  建設政策課泉建設 
           福 田 広 一 君 
  地域事務所長 
 

  土木課長     西   竜 一 君 

  建築指導課長   宮 端 晋 也 君 

  下水道総務課長  久木田 昌 一 君 
 
  下水道総務課 
           吉 永 千 寿 君 
  副主幹兼経営係長 
 
 
  理事兼下水道建設 
           福 田 新 士 君 
  課長 
 
 
  下水道建設課 
           髙 田 裕 樹 君 
  副主幹兼計画係長 
 

 財務部長      岩 本 博 文 君 
 
  理事兼新庁舎建設 
           松 元 真 介 君 
  課長 
 

  契約検査課長   濱 田 浩 介 君 

                              

○記録担当書記     上 野 洋 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しました

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、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 
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◎議案第１００号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第６号（関係分） 

○委員長（中村和美君） それでは、 初に予

算議案の審査に入ります。 

 議案第１００号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第６号中、当委員会関係分につい

てを議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第４款・衛生費について、市民

環境部より説明を願います。 

○市民環境部長（潮崎 勝君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）市民環境部、潮崎です。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第１００号・平成３０年度八代市一般会計補正

予算・第６号の衛生費中、市民環境部関係につ

きまして、稲本次長に説明いたさせますので、

よろしくお願いいたします。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） 皆さん、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）市民環境部の稲本でございま

す。よろしくお願いいたします。それでは、座

らせて説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） それでは、

議案第１００号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第６号、当委員会に付託されました

市民環境部関係分につきまして御説明いたしま

す。別冊の補正予算書・第６号の１６ページを

お開きください。別冊の補正予算書・第６号、

よろしいでしょうか。（｢はい」と呼ぶ者あ

り）１６ページです。 

 歳出の款４・衛生費、項２・生活環境費、目

３・廃棄物対策費の補正前の額９５３８万１０

００円に対し、環境センター建設事業について

５５００万円の補正をお願いし、補正後の額を

１億５０３８万１０００円とするものでござい

ます。なお、財源内訳の特定財源・地方債５２

２０万円は、合併特例債でございます。 

 今回補正をお願いしております環境センター

建設事業は、平成２８年度より継続費を設定

し、事業を進めてきた環境センター（マテリア

ルリサイクル推進施設等）の整備については、

熊本地震やインフレスライド等の影響で事業費

が増額となったことから、事業内容を見直すな

ど調整を行いながら進捗を図ってきたところで

ございます。 

 しかし、今後発注予定の外構工事や緑地広場

工事等においても資材、機械、人件費の上昇等

の影響があることから事業費に不足が生じるた

め、工事請負費５５００万円を補正するもので

ございます。 

 お配りしております別紙の資料１ページに基

づき御説明させていただきます。別冊でこの資

料をお配りしているかと思いますけども、あり

ますでしょうか。（｢はい」と呼ぶ者あり）よ

ろしいでしょうか。はい。 

 お配りしております別紙の資料１ページです

けども、まず、継続費による整備施設一覧表に

なります。整備予定額に対し、実施整備額と増

減額を記載しております。増減額の欄をごらん

ください。 

 ①番がマテリアル推進施設整備で２２６５万

８０００円の増額でございます。②番が管理棟

整備で８６５万３０００円の増額、③番が車庫

棟洗車棟整備で６７４万９０００円の増額でご

ざいます。この①番から③番までの施設につい

ての増額理由といたしましては、熊本地震の影

響により工期を延長したことで経費率が上昇し

たためとインフレスライド等によるものでござ

います。 

 次に、④番の外構施設整備で６３９万４００

０円の増額をいたしております。それと⑤番の

緑地広場整備で１０５４万６０００円の増額。

④番と⑤番の施設の増額理由といたしまして
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は、工事額の設定時と比べ資材、機械、人件費

が上昇したことと積算基準の改定等によるもの

でございます。 

 このページの下段は、継続費の全体額の変更

表でございます。総額４７億円に対し４７億５

５００万円としているものでございます。 

 次の２ページ目が施設ごとの配置をあらわし

ております。 

 先ほど御説明いたしました①番から⑤番まで

の整備場所をあらわしておりますので、どうか

ごらんいただきたいと思います。 

 次に、補正予算書に戻ります。先ほど、一番

初の補正予算書に戻りまして、先ほどの１６

ページをまた再度ごらんください。 

 歳出の款４・衛生費、項２・生活環境費、目

５・塵芥処理費の補正前の額１２億６８１５万

円に対し、ごみ処理施設管理運営事業・環境セ

ンターについて２０８５万５０００円の補正を

お願いし、補正後の額を１２億８９００万５０

００円とするものでございます。 

 別紙の資料３ページに基づき御説明させてい

ただきます。先ほどの別冊でつけております資

料の３ページをお開きください。この表です。

よろしいでしょうか。 

 まず、（１）八代市環境センターの運営委託

料については、全体の運営費から売電額を差し

引いたものを支払うものとしておりますが、物

価変動による人件費や燃料費の変動に伴う増額

分Ⓐで示した部分の１５１万１５９１円と再生

可能エネルギー固定価格買取制度が改正された

ことで、売電単価の下落による増額分Ⓑで示し

た部分の１８８９万８３４０円の合計２０４１

万円の補正をお願いするものでございます。 

 次に、（２）八代市環境センター残渣資源化

委託料については、水俣条約の発効に伴う水銀

回収処理単価の改正により、飛灰の処理費とし

てトン当たり２０００円の薬剤費がふえること

から、残渣資源化委託料の増額分４４万５００

０円の補正をお願いするものでございます。 

 合わせて２０８５万５０００円の増額となる

ものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 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。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、先に。環境セ

ンターの建設事業費の５５００万の増額の件な

んですが、事前にいただいた今の資料をです

ね、計算してみたんですが、増額の率といいま

すか、それが押しなべてほぼ１％、１％です

ね、上がってるんですね。で、それぞれ工種が

違うというふうに思うんですけれども、そのど

の、例えば工種の単価も押しなべて１割上昇し

た結果がこの数字にあらわれているのかという

のがまず１点お尋ねをしたいんですが。 

○委員長（中村和美君） いいですか。１点目

から。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○理事兼環境センター建設課長（山口敏朗君） 

一応、押しなべてというよりも、一番大きかっ

たのは建築基準ですから、建築にかかわる部分

が一番大きかったかなというところでございま

す。この答えでよろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） ２ページ目のですね、

資料でいきますと、例えば外構施設と緑地広場

の工事が分けてありますよね。（｢はい」と呼

ぶ者あり）で、それぞれの、例えば樹木工とか

ですね、例えば機械工とかっていう、それぞれ

の工種で単価が違うというふうに思うんです。

で、それぞれの上昇率が人件費が上昇したのが

大きな原因ということになってますので、全て

の工種で同じような上昇だとは思えないんです

よね。で、資材も同じように上昇してるという

ふうになってるんですけど、その小さい積み上

げは別として、大まかな１％というのを増額の



 

－4－

見積もりとして出されたのかなという捉え方で

いいんでしょうかね。 

○市民環境部長（潮崎 勝君） 今の御質問

は、増額の理由、全体的に並べて均等に増額し

ていると、その理由をお尋ねという趣旨かと思

います。（委員堀徹男君「はい」と呼ぶ） 

 １、２、３につきましてはですね、もう既に

完了しております。これは、先ほど申しました

熊本地震の影響と物価スライドの影響が含まれ

ていますが、４、５につきましては、実際、事

業費を今後発注の部類になっとですけども、全

体の事業費が今、当初整備予定の段階と同じレ

ベルでやろうとした場合、もう少し金額がふえ

てしまいました。そこで、財政とあらかた協議

しましてですね、あと幾らぐらい、例えば増額

のリミットいうか、限度というのがございまし

ょうから、そこである程度の工種の見直しとい

いますか、それらも踏まえて削っております。

で、結果的にふえた部分がこの６３０万とい

う、１０５０万という均等な割合ぐらいに抑え

込んだもんですから、工種を削ったという部分

がちょっと備考の説明に不足していますけど

も、まあ、それもあります。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 労務単価のですね、上

昇というのは、業種ごとに違いますし、その率

もですね、こういった人件費の需要が高まって

るときでは変わってきますので、安く見積もら

れるのはありがたいことなんですけど、逆にで

すね、何ていうかな、読み間違いがないように

ですね、しっかりもう一回精査をしながら単価

のほうもですね、積み上げられたらいいかなと

思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） 委員長からですけ

ど、堀委員（委員堀徹男君「はい」と呼ぶ）、

この４７億に対して５５００万のちゅうことで

１割て委員はおっしゃりゃせんかったかね。１

％じゃないかな。 

○委員（堀 徹男君） あ、ごめんなさい。１

％です。 

○委員長（中村和美君） １％ですね。訂正し

ますね。 

○委員（堀 徹男君） ごめんなさい。 

○委員長（中村和美君） じゃあ、それで訂正

しておきたいと思います。 

 いいですか。ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、ないよう

でございます。以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。いいで

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で第

４款・衛生費についてを終了します。 

 執行部入れかわりのため小会します。 

（午前１０時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１５分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第７款・土木費及び第１０款・

災害復旧費について、建設部より説明願いま

す。 

○建設部長（松本浩二君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部長の松本でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第１００号・平成３０年度八代市一般会計補正

予算・６号中、建設部所管分について、倉光総

括審議員兼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。 

○建設部総括審議員兼次長（倉光宏一君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）建設部の倉光と申します。よろ

しくお願いいたします。着座にて説明させてい

ただいてよろしいでしょうか。 
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○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（倉光宏一君） あ

りがとうございます。 

 それでは、お手元に議案第１００号・平成３

０年度八代市一般会計補正予算書・第６号をお

願いいたします。３ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて御説明いたします。今回、補正をお願いし

ておりますのは、款７・土木費と４ページの款

１０・災害復旧費でございます。 

 まずは、３ページの款７・土木費から御説明

いたします。 

 款７・土木費を４５８万６０００円増額補正

し、補正後の額は５４億９９６６万２０００円

としております。その内訳は、項２・道路橋梁

費を１５０万円増額、項５・都市計画費を３０

８万６０００円増額するものでございます。 

 ４ページをお開きください。款１０・災害復

旧費を御説明いたします。 

 款１０・災害復旧費を１億９３５万６０００

円増額補正し、補正後の額は２億９４２万３０

００円としております。そのうち、建設部所管

分としまして、項２・公共土木施設災害復旧費

を６６３０万円増額補正し、補正後の額は１億

７６０万１０００円としております。 

 次に、詳細を御説明いたします。ページ飛び

まして、１７ページをお開きください。１７ペ

ージの一番下の段の表、款７・土木費の詳細を

御説明いたします。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目２・道

路維持費に補正額１５０万円を加えまして、３

億９６７６万７０００円としております。財源

につきましては、全て一般財源でございます。 

 補正額の内訳は、節１５・工事請負費の１５

０万円でございまして、内容は表の右、説明欄

に記載しております交通安全施設整備事業でご

ざいます。この事業は、八代駅駅舎改築工事に

伴いまして、ＪＲ九州が所有されております駅

前広場に接します市道萩原町一丁目出町線につ

きまして、駅利用者等の安全な歩行動線を確保

するため、車どめの設置など、交通安全施設設

置工事について増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

 ここで、別冊の建設環境委員会資料、議案第

１００号の建設部所管分をあわせてごらんくだ

さい。これですね。表紙めくっていただきまし

て、資料の１ページと２ページになります。 

 １ページ目には、八代駅の新駅舎のイメージ

図を添付しております。 

 ２ページ目に、今回お願いしております車ど

め設置工事など本市が施工予定の部分を赤囲み

で表記しておるところでございます。図面の下

側に赤囲みでしてる部分でございます。 

 補正予算書の１８ページにお戻りいただきま

して、一番上の段の表をごらんください。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目４・公

園費に補正額３０８万６０００円を加えまし

て、２億７６９６万円としております。財源に

つきましては、全て一般財源でございます。補

正額の内訳は、節１５・工事請負費の３０８万

６０００円でございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

市内一円公園施設整備事業でございます。この

事業につきましては、ことし６月に発生しまし

た大阪府北部地震により、高槻市においてブロ

ック塀が倒壊し児童が亡くなられる事故を機

に、本市におきまして、建設部が所管します公

園にあるブロック塀の調査を行ったところでご

ざいます。その結果、２つの公園において、建

築基準法施行令の基準に不適合と認められるな

どのコンクリートブロック塀を確認したため、

安全性確保の観点から、ネットフェンスへの改

修などの工事について増額補正をお願いするも

のでございます。 

 ここで、別冊の委員会資料をあわせてごらん

ください。資料の３ページと４ページになりま
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す。 

 ３ページ目には、古城町ふれあい公園のブロ

ック塀の状況を添付しております。４ページ目

には、裏鶴児童公園のブロック塀の状況を添付

しているところでございます。 

 続きまして、補正予算書の２０ページにお戻

りください。一番下の表、款１０・災害復旧費

の詳細を御説明いたします。 

 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に補

正額４７３０万円を加えまして、７７７０万１

０００円としております。財源につきまして

は、国庫支出金が３１５４万７０００円、地方

債が１５４０万円、一般財源が３５万３０００

円でございます。 

 補正額の内訳は、節１５・工事請負費の４７

３０万円でございまして、内容は表の右、説明

欄に記載しております梅雨前線豪雨等災害復旧

事業でございます。この事業は、ことし５月７

日の豪雨、そして７月５日から８日にかけての

梅雨前線豪雨、また、７月３日から４日にかけ

まして台風７号豪雨により被災した市道木折・

責線など５路線の復旧工事について増額補正を

お願いするものでございます。 

 別冊の委員会資料をあわせてごらんくださ

い。資料は５ページから８ページになります。 

 ここでは１カ所だけ御説明いたしますけど、

６ページにございます坂本町の木折・責線など

５路線の被災概要などを添付しているところで

ございます。 

 次に、補正予算書２１ページにお戻りくださ

い。上の段の表をごらんください。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目２・河川施設災害復旧費に補正額

１９００万円を加えまして、２９５０万円とし

ております。財源につきましては、国庫支出金

が１２６７万３０００円、地方債が６２０万

円、一般財源が１２万７０００円でございま

す。 

 補正額の内訳は、節１５・工事請負費の１９

００万円でございまして、内容は表の右、説明

欄に記載しております梅雨前線豪雨等災害復旧

事業でございます。この事業は、ことし７月５

日から８日にかけての梅雨前線豪雨により被災

しました大坪川など２つの河川の復旧工事につ

いて増額補正をお願いするものでございます。 

 委員会資料もあわせてごらんください。９ペ

ージになります。 

 日奈久大坪町を流れます大坪川、坂本町を流

れます小野川の被災概要等を添付しているとこ

ろでございます。 

 以上、議案第１００号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第６号のうち、本委員会に

付託されました建設部所管分について説明を終

わらせていただきます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 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。 

○委員（太田広則君） まず、地元ですので、

ふれあい広場、済みません、聞きそびれてたら

ごめんなさい。フェンス撤去だけですか、ここ

は。ブロック塀はそのまま残るというふうに捉

えていいでしょうか。 

○都市整備課長（一美晋策君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）都市整備課、一美です。よろしくお願いし

ます。 

 今回の予算については、古城のふれあい広場

ブロック塀については、上部にあります金属の

フェンスを撤去するということで今のところ考

えておるところでございます。 

○委員（太田広則君） ということは、またフ

ェンスを建てるということはない。ただ、今ま

での古いブロックが残るんですけど、そのブロ

ックは安全性はあるというふうに捉えていいん
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でしょうか。 

○都市整備課長（一美晋策君） こちらにつき

ましてはですね、一応、ブロック塀そのものの

高さについては、基準であります１.２メート

ル以下であったんですが、上部に金属のフェン

スがあるということで、で、下のブロック塀の

老朽化が著しいということで、うちのほうでは

その改修を上げたところだったんですけども、

一応、上部のフェンスを撤去することでその危

険性はかなり下がるということで、まずもって

フェンス、上部の金属のフェンスを撤去する。

で、様子を見て、下のですね、ブロック塀につ

いても、追って今後改修を図っていきたいとい

うことで考えております。まずもっての、今回

の予算につきましては、上部のフェンスの撤去

のみということで考えておるところでございま

す。 

○委員（太田広則君） はい、わかりました。

で、もう１点、済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○委員（太田広則君） 道路橋梁災害復旧事業

の５月豪雨の泉町の５ページの資料の写真を見

てちょっと。老朽化した道路、古い道路がです

ね、路肩崩壊ならわかるんですけど、この泉町

仁田尾のこの写真ですよ。これは、白線もまだ

きれいですし、何か陥没しているような、路肩

崩壊というよりも陥没しているような捉え方に

なるんです。それと、まだ舗装したばっかりじ

ゃないのかっていう気がするんです。このコー

ンの上のほうと路面の色が変わってますよね。

それと白線がきれいなので、これ、工事して間

もないんじゃないかな。しかも、陥没してるん

じゃないかなっていう気がするんですけど、ど

ういう捉え方をされてるんでしょうか、詳細を

ちょっとお聞きしたい。 

○建設政策課泉建設地域事務所長（福田広一

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）泉建設地域事務所の福

田です。 

 この写真から、上から見る写真では、一応、

陥没という状況なんですけども、この横側はブ

ロック塀があるんですけども、それが完全にも

う滑ってて、俗に災害でいう死に体っていう、

もうブロック塀の機能をなしてないという状態

なので、完全に路肩崩壊と一緒のことというこ

とで捉えてます。 

 ただ、区画線については、舗装についてもも

う大分以前に舗装した場所でして、一応、雨に

ぬれてるんでちょっときれいに見えるだけかな

とは一応思ってはおります。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） 陥没については（泉建

設地域事務所長福田広一君「いや、陥没じゃな

いです」と呼ぶ）陥没じゃないの。陥没に見え

るっちゅうだけですか。（泉建設地域事務所長

福田広一君「そうです」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） 何かありますか。 

○建設政策課泉建設地域事務所長（福田広一

君） ちょっと済みません、説明があれだった

かもしれないですけども、一応、陥没に写真見

えるだけで、横側は完全にもう滑ってるんです

よ。で、上から見たら、オーバーハングじゃな

いんですけど、ブロックは残ってるものの、裏

はもう完全に抜けてますということで、そのブ

ロックが機能をもうなしてないということで一

応路肩崩壊ということで一応上げておりますの

で、よろしくお願いします。 

○委員（太田広則君） もう一回聞かせてくだ

さい。ガードレールがその先、見えますよね。

（泉建設地域事務所長福田広一君「はい」と呼

ぶ）こっから先、ここはガードレールはあった

んですか。 

○建設政策課泉建設地域事務所長（福田広一

君） ちょっと被災箇所まではガードレールは

ありません。 

○委員（太田広則君） 道幅が狭くなってると
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こにだけはガードレールがあって、ガードレー

ルのないところだけが路肩崩壊をしたというふ

うに捉えていいんですか。 

○建設政策課泉建設地域事務所長（福田広一

君） 今、委員がおっしゃったとおりです。 

○委員（太田広則君） いや、何を言いたいか

ちゅうとですね、写真上、雨が降ってて新しく

見えるけど、古い路面であったと。かなり泉と

か山間部ではいろんな、雨が降るたんびに毎年

のように路面をですね、路肩をという災害復

旧、補正を組んでいろいろやってきましたけ

ど、まだ補正して間もないところが崩れたらま

ずいなと私は個人的には思ってるわけですよ。

そういう意味に見えたんで、こういう質問をし

ました、はい。理解していただければいいかと

思います。わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 関連よろしいですか。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 今の太田委員の質問の

中で、ページ数はもう今の災害復旧の５月の橋

梁等でありますけども、泉地域についても、そ

の後、私はその現場に行ったんですけども、

終的には予算関係の特定財源含め財源の内訳の

中で、一般財源の少ない災害復旧というのは、

やはり調査をですね、濃ゆくしながら、現場の

調査をですね、しっかりと把握しながら、災害

復旧でやるんだという意気込みがあってほしい

と思うんですよ。調査しなければですね、現場

に行かなければ、その災害復旧費として事業を

進められないという。そこの箇所は進めていか

れない。後からやったら一般財源でその復旧を

しなきゃいけないという形になりますので、今

回の補正についてもですね、やはりその現場の

調査をしっかりされた中で、災害復旧費で工事

を着工されると。 

 そういうふうに理解をいたしますが、その以

前に、やはりまだ何カ所かあると思うんです

よ。災害復旧に係るか係らないかなというとこ

ろの調査をですね、現場調査をしっかり本所も

支所も一緒になってからしてほしいという、こ

れは質疑の中ではありますけども、予算に関し

てはですね、やはり一般財源が少ない、災害復

旧ですから。それについては、強くですね。 

 そういうふうに思いますけども、そこあたり

については、泉支所の方々、もうこれだけだっ

たんでしょうか。災害復旧に係るという、係ら

ない箇所についてはたくさんありましたのでし

ょうか。そこらあたりを少し説明してくださ

い。 

○建設政策課泉建設地域事務所長（福田広一

君） 災害箇所につきましては、大きいとこ

ろ、小さいところもありまして、このほかにも

小さい路肩崩壊とか、のり面が崩れたところと

かはありました。で、今回、補正に上げている

のは、あくまで補助事業として災害復旧工事の

対象になるということで一応上げております。

実際、小さい災害箇所はほかにもたくさんあり

ました。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 対象になるか、先ほど

来、私が質疑したのは、対象になるかならんか

のことなんですよね。それについては、やはり

支所の対応、そしてまた本所の対応の中でです

ね、一緒になって対応していかなければですね、

対象から外れた場合には一般財源で土木費で計

上しなきゃいけない、事業を進めないかんて、

工事をしないかんという状況になるのは、これ

は誰でもがわかるわけですよね。 

 ですから、先ほど言ったように、今、泉は担

当の支所の方が説明された中で、箇所はいっぱ

いありますよと。対象になるかならないかだと

いうことですので、再度、よろしかればです

ね、対象になるように努めますという言葉と同

時に、それはやはり本所の中でですね、統括の

部の中で一生懸命その現場を把握していただき
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たいと。これは強く要望しておきます。要望で

結構です。 

○委員長（中村和美君） 要望ですか。はい、

要望ですね。 

 はい、ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 八代駅前の改良の、ち

ょっとこの参考の、何ですか、資料のことなん

ですけど、下のほうに赤囲みで市が施工する部

分って書いてあるので、大体囲ってある分がそ

うなのかなと思ったんですけど、黄色い、何て

いうんですか、塗り潰してるところにある赤囲

みはＪＲがするっていうことなんですよね。何

かちょっと資料が見にくくてですね、区別がつ

かなかったので、ちょっとそこは、もしこうい

うのをされるんだったら工夫をしていただきた

いというのと、それとバリカーを入れられると

ころが市道とＪＲの敷地の境界なんでしょう

か。 

○土木課長（西 竜一君） 土木課の西でござ

います。 

 堀委員おっしゃるとおりですね、黄色の部分

がですね、ＪＲの敷地ということで、ここの境

にあります黒の点で、大きい黒の点でですね、

示してありますところにＪＲのほうでバリカー

をですね、設置していただくということになり

まして、この部分が、おっしゃるとおり市道と

ＪＲさんの敷地の境界ということになります。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） 駅前のですね、整備っ

て、思ったのは、その敷地の境界が一体どこま

でなのかなというのがわからなくてですね。Ｊ

Ｒのほうにお願いしていいのか、市のほうに言

っていいのかっていうお話を結構伺ったので、

これではっきり境界がわかったということで、

お願いもしやすくなるのかなと、駅前の。ただ、

今回、整備されるということなので、そんな要

望も出ないと思うんですけど、はい。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ほかになければ、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（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１００号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第６号中、当委員会関係分につい

ては、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（中村和美君） 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１０３号・専決処分の報告及びその承

認について（平成３０年度八代市一般会計補正

予算・第４号（関係分）） 

○委員長（中村和美君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第１０３号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第４号中、当委員会関係分

にかかわ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。 

○建設部長（松本浩二君） 平成３０年７月２

０日、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分されました平成３０年度八代市一般

会計補正予算・第４号中、建設部所管分につき

まして、倉光総括審議員兼次長並びに関係課長

から報告させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○建設部総括審議員兼次長（倉光宏一君） 建

設部の倉光でございます。よろしくお願いいた

します。着座にて説明させていただいてよろし

いでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 
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○建設部総括審議員兼次長（倉光宏一君） お

手元に議案書を御用意ください。議案書の１ペ

ージ、議案第１０３号をお願いいたします。 

 地方自治法の規定により、専決処分しました

事件を報告することになっておりますので、３

ページ以降の平成３０年度八代市一般会計補正

予算書・第４号により御説明させていただきま

す。 

 では、議案書の６ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて御説明いたします。 

 款１０・災害復旧費を７３７０万円増額補正

し、補正後の額は１億６万７０００円としてお

ります。そのうち、建設部所管分といたしまし

て、項２・公共土木施設災害復旧費を３５９０

万円増額補正したものでございます。 

 次に、詳細を御説明いたします。ページ飛び

まして、１３ページをお開きください。１３ペ

ージの下の段の表をごらんください。 

 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に補

正額２５００万円を加えまして、３０４０万１

０００円としております。財源につきまして

は、地方債が８５０万円、一般財源が１６５０

万円でございます。補正額の内訳は、節１１・

需用費の２２８０万円と節１３・委託料の２２

０万円でございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

梅雨前線豪雨等災害復旧事業でございまして、

６月１９日及び７月５日から８日にかけての梅

雨前線豪雨、それと７月３日から４日にかけて

の台風７号豪雨により被災した施設の復旧費を

補正したものでございます。東陽町河俣の市道

久木野福手原線など３７路線の落石撤去などに

要する費用、また、坂本町鮎帰の市道木折・責

線など２路線の災害査定申請のための測量設計

に要する委託料でございます。 

 別冊の議案第１０３号の建設環境委員会資料

をあわせてごらんください。 

 １ページから７ページに路線名、被災箇所

名、事業内容等を示した位置図を添付しており

ます。個別の説明は省略させていただきます。 

 次に、補正予算書の１３ページにお戻りくだ

さい。 

 次に、目２・河川施設災害復旧費に補正額１

０５０万円を加えまして、１０５０万円として

おります。財源につきましては、地方債が５５

０万円、一般財源が５００万円でございます。

補正額の内訳は、節１１・需用費の９００万円

と節１３・委託料の１５０万円でございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

梅雨前線豪雨等災害復旧事業でございまして、

７月５日から８日にかけての梅雨前線豪雨によ

り被災しました施設の復旧費を補正したもので

ございます。二見赤松町の越猪川など１４河川

の堆積土砂撤去などに要する費用、また、日奈

久大坪町の大坪川など２つの河川の災害査定申

請のための測量設計に要する委託料でございま

す。 

 ここでも、別冊の委員会資料８ページに河川

名、被災箇所名、事業内容等を示した位置図を

添付しております。 

 補正予算書１３ページにお戻りください。 

 次に、目３・港湾施設災害復旧費に補正額４

０万円を加えまして、４０万円としておりま

す。財源につきましては、全て一般財源でござ

います。補正額の内訳は、節１２・役務費の４

０万円でございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

梅雨前線豪雨等災害復旧事業でございまして、

７月５日から８日にかけての梅雨前線豪雨によ

り日奈久港に漂着しました流木等の撤去費用で

ございます。 

 ここで、同じく別冊の委員会資料９ページに

事業内容を示した位置図を添付しておるところ

でございます。 
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 以上、議案第１０３号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第４号の報告を終わりま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） 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。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 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。 

○委員（堀 徹男君） 先ほどの補正予算もそ

うなんですが、非常にですね、大変なお仕事だ

ったと思います。人手がですね、足りるのかな

といつも心配をしているところなんですけど、

これだけ現場をですね、調査されて、見積もり

発注という、その手続がですね、いかに膨大な

作業になってるのかなと、いつも心配している

ところです。できればですね、スタッフがもう

少しふえればなというふうに思います。 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

す。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０３号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第４号中、当委員会関係分にかか

わる専決処分の報告及びその承認については、

承認するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と、本件は

承認されました。 

                              

◎議案第１０５号・市道路線の認定について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１０５

号・市道路線の認定について説明を求めます。 

○建設部長（松本浩二君） 議案第１０５号・

市道路線の認定につきまして、西土木課長並び

に関係職員より説明させますので、よろしくお

願いいたします。 

○土木課長（西 竜一君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部土

木課の西でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 私から、議案第１０５号・市道路線の認定に

ついて説明をさせていただきます。恐れ入りま

すが、着座にて説明させていただいてよろしい

でしょうか。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○土木課長（西 竜一君） 失礼します。 

 それでは、議案を御用意いただきたいと思い

ます。議案の２９ページをお願いいたします。 

 議案第１０５号・市道路線の認定について説

明いたします。 

 今回、１路線の市道認定を提案させていただ

いております。路線名が九十九折藪線でござい

ます。この路線は、次ページに位置図をつけて

おりますが、泉町の椎原地区と柿迫地区の境に

位置しまして、川辺川沿いを走る道路でござい

ます。 

 下段の提案理由に記載してありますとおり、

市道の認定につきましては、道路法第８０条第

２項の規定によりまして、議会の議決を経る必

要があるため提案するものでございます。 

 それでは、別添資料をあわせて使いまして御

説明したいと思います。事前にお配りしていま

す建設環境委員会資料、議案第１０５号・市道

路線の認定、下に八代市建設部と書いてありま

す資料を位置図とあわせてごらんいただきたい

と思います。 

 表紙をめくっていただきますと、国道４４５

号椎原工区道路改築工事の平面図がございま

す。 

 国道４４５号は、熊本市を基点に本市泉町の

五家荘を通り人吉市へ至る熊本県により管理さ
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れています道路でございます。この道路の本市

泉町の区間につきましては、道路幅が狭くて、

拡幅など改良が必要な箇所が点在しておりま

す。それで、県によりですね、複数の箇所で鋭

意整備を進められているところではございま

す。 

 今回、整備が行われます椎原工区につきまし

ては、平面図にちょっと記しておりますが、記

載しておりますが、赤色で示しております現在

の道路がございます。これの道路をですね、拡

幅改良するのではなく、河川を挟みまして反対

側の護岸にですね、黄色で示しておりますとお

り新しい道路を建設するという計画でございま

す。 

 このように、新設道路整備に伴いまして旧道

となる区間が発生する場合、旧道を市町村道と

して引き継ぐということになっております。 

 以上のことから、引き継ぎに関する覚書をで

すね、本年７月に締結したところでございまし

て、この覚書に基づき、現道部分を八代市道と

して認定するものでございます。 

 なお、まだ今から工事着手ということになり

ますので、市道認定後もですね、新設道路の整

備が完了するまでの期間につきましては、引き

続き熊本県のほうで管理されるということにな

ります。 

 以上、簡単ではございますが説明とさせてい

ただきます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（中村和美君） 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。 

○委員（谷川 登君） 済みません。 

○委員長（中村和美君） ああ、ちょっと待っ

て。山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ああ、私ですか。大変

済みませんね。 

○委員（谷川 登君） いえいえ。 

○委員（山本幸廣君） 今、西課長から説明が

ありました。市道の認定をするのは私は、何て

いうか、今までの過去の中でですね、こういう

国道とか県道とか市道の認定をして、市道にな

ってからの後の改修工事というのが莫大な予算

をずっと投資はしてきましたよね。で、これら

については、やっぱし真剣に考えなきゃいけな

いなという、一議員としてですね。 

 八代市内全体を見る中で、特に県道、国道の

払い下げ等々について、払い下げといけません

けども、市道を認定する。まあ、払い下げなん

ですけども。あとの、ここの箇所なんか特にこ

う、はっきり言って災害復旧対象の路線とい

う、国道という形を私は認識をしているんです

が、市道認定をしますと、市が管理をしなきゃ

いけないという状況になります。これらについ

ての認識というのはどうでしょうか。 

○土木課長（西 竜一君） おっしゃるとおり

ですね、新しく県のバイパスという形で道路が

できた場合に、旧道を市道として引き継ぐとい

うことでですね、今回につきましてはですね、

山間部の道路ということで、事前に県の方々と

現在の道路というのを徒歩で視察を行いまし

て、で、主にですね、交通安全対策といいます

か、落石対策であるとか、護岸の崩壊、それと

転落防止の柵等について協議をしまして、悪い

ところについては設置をして修復をしていただ

くと。まあ、落石対策が施されてないところに

ついて落石防護柵とか落石防護ネット等をです

ね、していただくということで、引き継ぐに当

たりまして、事前にですね、こういうところは

確実に修理並びに整備をしてくださいというこ

とでですね、協議は進めております。 

 ですので、今からかなりの時間がかかってで

すね、バイパスができておりますので、それで

また経年でですね、劣化するとかですね、被災

したときとか出てくると思いますので、それは

十分協議を県の方とですね、しながら進めてい
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かなくてはいけないのかなというふうに考えて

おります。 

○委員（山本幸廣君） 協定の中に、そういう

項目等についてですね、整備について県も今後

対処、甲乙という形を、まあ、ほとんど協定書

いうたら甲乙という取り扱いをしますよね。甲

は八代市、乙が県という形の中で協定取引をさ

れたと思うんですけども、これらあたりについ

てのですね、項目についての、今、西課長が言

われたその部分については十分にですね、県、

国も協議しながらですね、協定を結んでおかな

ければ、これはもう以前に何回も私は記憶があ

るんです、政治家になってから。これ、八代の

工業用水を天草に用水を、工業用水を上水に転

用するときの覚書、これ、今でも私持ってます

けども、これはもう本当に１項目だけ守っただ

け。２、３項目めはほとんど守ってないとい

う。そういう状況でですね、もう喉元通れば熱

さ忘れるじゃありませんけども、そういう状況

になりますから、そこらあたりについては十二

分にですね、やっぱし払い下げをしていただく

と、市道に認定をするということでありますの

で、そこらあたりの協定についてはしっかり項

目を据えてですね、対処してもらいたいと思い

ますが、いかがですかね、再度ですけども。 

○土木課長（西 竜一君） 先ほど説明の中

で、引き継ぎに関する覚書を７月に締結しまし

たというお話をしたと思いますが、おっしゃる

とおりですね、その引き継ぎの文書の中でも、

甲及び乙は現地立ち会いの上、引き継ぎ区間の

引き渡し並びに関係図書の引き渡しを行うとい

うことになっておりますので、十分現場での立

ち会い等をですね、実施しまして、今までやっ

てきたところもあるんですけど、それ以外にで

すね、こういうところはないかというのをです

ね、引き継ぎの間際になりましたらですね、変

わる可能性がありますので、十分そういうのは

協議を行っていきたいなというふうに考えてお

ります。 

○委員（山本幸廣君） そこでですね、災害復

旧に係ると、自然災害、災害復旧費事業に係る

というならですね、言わないんですけども、一

般財源から持ち込みというのが一番これからで

すね、多くなっていくんですよ。だから、心配

するんです。で、そこらあたりについては、や

はり乙の方とですね、しっかりした危険性のあ

るところについてはですね、事前に危険性があ

るということは把握していただいて、その中

で、やはり協定を結ぶときには、覚書を交わす

ときには、その項目がしっかり、永遠じゃあり

ませんけども、そこやったら１０年、２０年ぐ

らいの見通しを立てた中でですね、ここは必ず

災害復旧、災害が起きるんだという箇所もしっ

かり見ていただいて、覚書の中には盛り込んで

いただきたい。まあ、強く要望しておきますか

らですね。 

○委員長（中村和美君） はい、いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員（谷川 登君） 済みません。一応、

今、この４４５の椎原工区道路改良工事につい

てなんですが、延長で７３７メーターというよ

うな距離なんですが、私もですね、実際この、

今、今度市道のほうに現在今渡っております

が、非常に狭くてですね、どうしても離合が厳

しい状況の中、これは昔はですね、清水橋とい

うような橋があったんですが、実際、今現在、

人吉のほうから来ますと、ここはですね、椎原

の久連子地区の入り口なんですが、こっと終点

て書いてある赤字のところがですね、今、鉄骨

になってるんですよね。それで、工事をされる

に当たり、地域住民あたりのですね、椎原地区

までの説明ていうか、そういったあれは今後、

今、考えておられるのか、ちょっとお聞きした

いんですけれど。 

○土木課長（西 竜一君） 今、引き継ぎとい

うことでですね、現地立ち会い等をさせていた
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だいているところなんですが、事業については

県のほうで進められているということでです

ね、事業内容をどのようにですね、地元の方に

伝えられているのかは、済みません、申しわけ

ありませんが、ちょっと私どものほうで、こち

らのほうで把握はしておりません。 

 で、おっしゃるとおり、鉄骨の橋が今、仮設

橋ということで、今までは同じように引き続き

壁側沿いにですね、県道があったんですが、新

しく五家荘トンネル等が出てバイパスができ

て、それを現道に接続しなくちゃいけないとい

う、一時的に接続しないといけないということ

で、今、おっしゃるとおり鉄骨等でつくられた

仮設の橋ができております。で、これは道路

が、バイパス道路が完成するまではこの状態が

維持されるということなんですが、道路がです

ね、完成しますと、物理的にもう取りつけがで

きなくなるということで、今のところ、その鉄

骨の橋については仮設橋ですので、撤去をされ

るということを聞いております。 

 で、どちらかというと北のほうの橋、今、九

電のダムに入っていく道がありますが、あちら

の橋はそのまま橋梁として残るということにな

りますので、五木川のほうですね。五家荘トン

ネル側のほうの橋梁については撤去されるとい

う予定を聞いております。 

○委員（谷川 登君） 一応、そうなれば、今

度は市のほうで管理する、今現在通っていると

ころの道路は、先ほど説明がありましたけれど

も、鉄骨でやるところは、あと何百メーター行

けば、今度は前の旧道のほうさんつながっとで

すけど、今、ガードレールで今とめてある状態

になっとるんですね、あそこは。それを、何て

いいますか、これはもう市のほうで管理するん

ですか。これ、撤去した場合。 

○土木課長（西 竜一君） ちょうど仮設橋が

できてますところに旧県道が防護柵でですね、

行けないようになってます。あの防護柵で行け

なくなっていますところから五家荘トンネルの

下ぐらいまではですね、この区間についてはで

すね、五家荘トンネルを出てすぐ橋梁が、川辺

川にかかる橋梁がございますが、その橋台で完

璧に塞がっておるもんですから。（｢塞がる」

と呼ぶ者あり）はい。今おっしゃる防護柵でと

めております仮設橋がかかっているところよ

り、今とめてあります区間については市道とし

ては引き継ぎはいたしません。（｢ああ、なる

ほどね」と呼ぶ者あり）あくまでも、仮設橋が

今あるところ、実際に通る必要があるところ、

通れるところだけを市道として引き継ぐという

ことになっております。 

○委員（谷川 登君） どうもありがとうござ

いました。今後ともですね、椎原地区のです

ね、この五家荘地域の観光にも影響していきま

すので、頑張っていただきたいと思います。あ

りがとうございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） バイパス工事そのもの

は今から計画して着手されて、いつ完成するか

というのは今からの話ということですよね。 

 で、市道の認定をですね、何でこんなにいつ

も早くしなきゃなんないのかなと思うんですよ

ね。それ、何か、しないと着手してもらえない

とかというような何か事情があるんですか。済

みません、勉強不足なんで、そこを。ほかのと

ころはもう聞きましたので、教えてください。 

○土木課長（西 竜一君） では、お答えしま

す。 

 初に質問された事業期間のほうなんです

が、現場の状況からいくと、かなり急峻ででし

てですね、で、工事をするにしても片側からや

っていかなくちゃいけない等々ですね、工事箇

所の現場状況というのもかなり厳しい。それ

と、構造物等も大きな構造物をつくらなくちゃ

いけないということもありまして、かなりの費

用がかかるということで、やはり相当な期間は
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かかるのかなというふうには考えております。

ただ、詳しいですね、いつまでかかる予定で行

きますということまでは、まあ、今からおいお

いわかってくるところなのかなということでご

ざいます。 

 それと、２番目の質問ですね。まだ今からす

るのになぜ市道認定しなくちゃいけないのかと

いうところなんですが、実は熊本県さんのほう

の事務処理要項という要領がございまして、道

路の改良工事に伴い生ずる旧道の市町村引き継

ぎ事務処理要領というのがございまして、これ

が各自治体のほうに通知をされております。そ

の中でですね、事業採択という部分があるんで

すが、旧道を生じる改良工事の事業採択の手続

は、市町村道の認定及び区域の決定を確認後に

行うということになっておりますもので、その

要領に従って行っているということでございま

す。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。ありがとうござ

いました。勉強になりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 済みません、先ほど山

本委員が言われたことは非常に大事なところで

ですね、切りがないわけですよ、これが八代市

の道路になってしまえばですね。で、ふと思っ

たんですけど、これがバイパスが通ってしまう

と、今、地元の谷川さんに聞いたんですけど、

この八代市のここに民家はないそうなんです

ね。この赤い、八代市が認定し、もし八代市の

道路になる。そうした場合に、先ほど、橋がも

う片方しか通れないとかちょっとおっしゃって

ましたけど、これ、将来、ここを通行どめにし

てっていうことはあり得るんですか。 

 管理すればするほど、これはお金かかります

よね。誰が見ても、大雨が降るたび、台風が来

るたびに多分これは路面崩壊しますよ。県とど

んなに事前協議して、あそこが危険ですねって

しといてもですよ、予想だにできない落石とか

あるわけですよ。そのたんびに、ここが八代市

の道路になれば、非常にたかが７００メートル

とはいえ、私は物すごい負担を生じるような気

がするんですけども、どうなんでしょうか、そ

の辺は。 

○土木課長（西 竜一君） 谷川委員よく御存

じだとですね、余り私、詳しくない者が言うの

はどうかというのはあるんですが、その道路の

沿線、かなり急峻でありますものの、民地等が

ですね、点在しているということもありますの

で、どんな利用をするのかというところまでは

ですね、詳しくは言えないんですが、そういう

方々のためにも道路は必要なのかなというとこ

ろがございます。それと、観光としてですね、

川辺川において釣りを楽しむとかですね、そう

いうような観光面でもですね、必要な道路か

と。 

 それと、山、かなり貴重な、この４４５号と

いう貴重な地域の道路となりますので、確かに

バイパスができればですね、かなり強固な道路

ができるということになりますが、そこがです

ね、バイパスの道路が被災したというような場

合は、全く通れなくなってしまうということも

ありますので、今、仮設橋はなくなると言いま

したが、仮設橋をかければですね、また旧道路

もですね、使えるというようなことになります

ので、そういう災害対応としてもですね、存在

意義はあるのかなというふうには思います。 

 以上です。 

○委員（谷川 登君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（中村和美君） ちょっと待ってくだ

さい。太田委員、いいですか。 

○委員（太田広則君） はいはい。わかりまし

た。確かにですね、全然通行どめちゅうのはだ

めなんでしょうけど、釣りをするとかですね、

川辺におりたいという人がこの道があったほう
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がいいのかなとは思うんですが、ただ、離合も

できないようなところに車なんかとめれないん

でですね、民家がなかったならば、バイパスを

皆さんが使うてなるのであればですね、切がな

いなと思って質問しただけです。はい。 

○委員（山本幸廣君） もう専決ですから、も

う何も。今後のことを考えた中でですね、今、

太田委員なり、各委員の方々が質疑をされてお

られると思うんですよ。私もここをですね、し

ょっちゅうじゃありません。谷川委員と変わら

ないぐらいに通って、ヤマメとりとかですね、

行くわけでありますけども、景観上も秋にはで

すね、紅葉を見に行きますけども、大変に危険

な箇所です。もう谷川委員が一番御存じのよう

に。もうそれは行ってみたらびっくりする。地

元の建設部の担当職員の方々は知っておらす、

本庁からもたくさん行かれますけども、もうあ

そこが一番恐ろしかとこっです。早うあそこ渡

ればよかばってんな、通り過ぎればよかばって

んないというのが市民の、地域住民の方々ので

すね、これはもう心理の関係では一緒だと思い

ます。だからこそ、新しい新バイパスをやっぱ

早くつくってほしいと。ようやく着手のめどが

立ったということなんですが、まあ、一生懸命

今度はですね、事業主の方々は頑張っていかれ

とるんですけど、私から言わせれば、１つはも

う、よろしかれば、地元に払い下げして、払い

下げってですよ、民間に払い下げて廃止してい

ただければなというような気持ちがありますけ

ども、はっきり言って、路線の廃止っていうの

はなかなか、認定すると廃止というのはもう１

８０度違うわけですから、もう活用は活用、そ

してまた危険度がない対策というのをですね、

今後の対策をしっかり向こうの乙の方とです

ね、甲が協定取引、覚書をした中にですね、十

分入れていただくというような形をとらなけれ

ばいけないだろうと。今後の対応ですよね。そ

ういうことで要望しておきます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（谷川 登君） 済みません、再指摘。

幅員、幅員は、ちょっと確認してなかったもん

で、どんぐらいやった。横幅、道幅。 

○土木課長（西 竜一君） バイパスの道路幅

員。（委員谷川登君「はいはい。この新バイパ

スの。５メーターか６メーターぐらいですか」

と呼ぶ）済みません。新しくできるのは７メー

ターということになります。（委員谷川登君

「あ、７メーター」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（谷川 登君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 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） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０５号・市道路線の認定について

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 次に、執行部入れかえのため、小会します。 

（午前１１時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１０分 本会） 

◎議案第１０４号・専決処分の報告及びその承

認について（平成３０年度八代市一般会計補正

予算・第５号（歳出分）） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０４号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第５号中、歳出分にかかわ

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。 

○市民環境部長（潮崎 勝君） それでは、議
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案第１０４号・専決処分の報告及びその承認に

ついてでございます。これは、平成３０年８月

９日付で専決処分いたしました平成３０年度八

代市一般会計補正予算・第５号についてでござ

います。その歳出分につきまして、稲本次長に

報告いたさせますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） 引き続きま

して、市民環境部の稲本でございます。座らせ

ていただきまして説明をいたします。 

 それでは、９月定例会議案書の１７ページを

お開きください。議案書があるかと思いますけ

ども、これの１７ページをお開きください。 

 今回、専決処分を行っております議案第１０

４号・平成３０年度八代市一般会計補正予算・

第５号について御説明をいたします。 

 先ほどの議案書の中の次のページからのです

ね、補正予算書・第５号の２６ページをお開き

ください。２６ページです。よろしいでしょう

か。（｢はい」と呼ぶ者あり）はい。 

 歳出の款４・衛生費、項２・生活環境費、目

５・塵芥処理費の補正前の額１２億６４９５万

円に対し、一般廃棄物収集運搬業務委託契約訴

訟関係事業について３２０万円の補正をお願い

し、補正後の額を１２億６８１５万円とするも

のでございます。 

 この一般廃棄物収集運搬業務委託契約訴訟関

係事業につきましては、千丁町の一般廃棄物収

集運搬業者から、本市を被告として平成２７年

１０月９日に提起された地位確認等請求事件と

平成２８年８月１０日に提起されました許可更

新処分取消請求事件を熊本地方裁判所で審理さ

れていたもので、平成３０年５月３０日に熊本

地方裁判所より全面的に本市の主張を認める判

決の言い渡しがあり、翌６月１日には判決書も

受領いたしましたことを本年６月議会の本委員

会において御報告させていただきました。 

 その後、この両事件とも、この判決を不服と

する原告から、福岡高裁に控訴が提起されまし

た。平成３０年７月２７日に地位確認等請求事

件、同月３１日に許可更新処分取消請求事件に

ついての控訴状が福岡高等裁判所より本市に届

きましたことを受け、控訴審の代理人弁護士の

選定など、控訴審に向けた準備を早急に行う必

要が生じたため、訴訟関係経費について、専決

による対応を行ったものでございます。 

 内訳といたしましては、福岡高等裁判所での

審理に伴う旅費、２名の８回分といたしまして

２２万６０００円、弁護士費用としまして、地

位確認等請求事件の着手金１６２万円、許可更

新処分取消請求事件の着手金１０８万円、弁護

士日当及び通信費等の実費預金２７万４０００

円としまして、計３２０万円の補正を専決した

ものでございます。 

 また、控訴審の終結年度が未定であり、今後

の対応を迅速に図るため、債務負担行為の設定

もあわせて行っております。 

 なお、別紙にてお配りしております資料は、

別紙で先日お配りしておりました資料があるか

と思いますけども、千丁支所管内一般廃棄物収

集運搬業務委託契約訴訟におけるこれまでの経

緯及び今後の予定についての資料ですので、目

を通しておいていただければと存じます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。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（中村和美君） なければ、採決いた

します。 

 議案第１０４号・平成３０年度八代市一般会
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計補正予算・第５号中、歳出分にかかわる専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午前１１時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１８分 本会） 

◎議案第１０６号・契約の締結について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０６号・契約の締結について

説明を求めます。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部長、岩本でございます。 

 本委員会に付託されました議案第１０６号の

契約の締結についてでございますが、これは八

代市本庁舎解体工事に係るものでございます。

詳細につきましては、この後、工事関係は松元

新庁舎建設課長、契約関係は濱田契約検査課長

に説明いたさせますので、よろしくお願いいた

します。 

○理事兼新庁舎建設課長（松元真介君） おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）新庁舎建設課の松元でございま

す。 

 私のほうから、まず工事概要について、配付

しております資料に基づき説明させていただき

たいと思います。既にこちらのですね、議案第

１０６号・契約の締結についてということで、

こちらの資料のほうをお配りしていると思いま

す。こちらの資料に基づき説明させていただき

たいと思います。それでは、座って説明させて

いただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○理事兼新庁舎建設課長（松元真介君） それ

では、まず資料をめくっていただきまして、１

ページをごらんください。右端のですね、下の

ほうに一応ページ数のほうはずっと振っており

ますので、こちらを一応御参照ください。 

 工事概要説明書。番号、平成３０年度新建工

第１号。件名、八代市本庁舎外解体工事。工事

場所、八代市松江城町１番２５号。契約の相手

方、園川組・土井組・吉田開発建設工事共同企

業体。契約の相手方住所、八代市田中東町２０

号２２番地。契約金額、税込みで５億９７６万

円。契約工期、議会の議決日から平成３１年３

月２９日。工事の目的としましては、八代市本

庁舎及び南側外構を解体するもの。工事の概

要、まず施設概要としまして、八代市本庁舎、

延床面積１万１４９５平方メートル、構造は鉄

筋コンクリート造、階数は地下１階、地上５

階。工事内容は、解体工事一式となります。 

 続きまして、資料をめくっていただきまし

て、２ページをごらんください。 

 これは、現本庁舎を真上から見た航空写真で

ございます。ピンク色で囲っておりますところ

が現本庁舎であり、青の線で囲っておりますの

が新庁舎のラインでございます。赤のライン

は、本庁舎解体時の仮囲いのラインとなりま

す。この仮囲いの中に移設記念碑、２カ所記載

しておりますが、記念碑につきましては、工事

前までに移設することとしております。 

 続きまして、資料をめくっていただき、３ペ

ージをごらんください。 

 向かって図面左側が北側となります。黄色で

塗り潰している部分が、今回解体する本庁舎と

外構部分になります。基本的な工事車両の出入

り口は、西側からの出入り１カ所を想定してお

ります。 

 続きまして、資料をめくっていただき、４ペ

ージから７ページまでは、現本庁舎の立面図を

参考までに添付しております。 

 その後ろ、８ページ以降に制限付一般競争入
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札公告の写しを添付しております。この入札公

告の部分につきましては、契約検査課より説明

をお願いします。 

○契約検査課長（濱田浩介君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）契約検査課の

濱田でございます。工事概要の説明に引き続

き、入札及び契約に関しまして、着座にて御説

明申し上げます。よろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○契約検査課長（濱田浩介君） それでは、資

料８ページの制限付一般競争入札公告をお願い

します。 

 本工事につきましては、制限付一般競争入札

を実施する旨を平成３０年６月１日に公告いた

しております。 

 本市では、設計金額が２５００万円以上の建

設工事につきましては、原則、制限付一般競争

入札を行うこととしております。 

 次に、中段部分記載の２、競争入札に参加す

る者に必要な資格に関する事項の（１）企業に

関する条件ですが、本工事は、建設工事共同企

業体、いわゆるＪＶ方式を採用し、ＪＶ構成員

の数は２者または３者としています。 

 ＪＶ構成員に係る条件でございますが、解体

工事またはとび・土工・コンクリート工事の建

設業の許可を受けており、平成３０年度八代市

競争入札参加資格者名簿における解体工事の登

録業者、もしくはとび・土工・コンクリート工

事の登録業者のうち、解体工事を第１希望また

は第２希望としている登録業者としておりま

す。 

 また、営業所の所在地につきましては、八代

市内に主たる営業所、つまり市内に本社、本店

を有していることとしております。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 （２）企業の施工実績及び配置予定技術者に

関する条件ですが、配置予定技術者に関する事

項では、解体工事またはとび・土工・コンクリ

ート工事に係る主任技術者または監理技術者と

なる資格を有する者などを条件としておりま

す。 

 続きまして、１０ページをお願いします。 

 入札日程の関係ですが、入札の期間を平成３

０年６月４日から２１日までと設定し、開札を

翌２２日に行っております。 

 次に、１１ページの入札結果等をお願いしま

す。 

 入札には、３つの建設工事共同企業体が参加

しております。いずれの建設工事共同企業体も

３者で構成されております。入札の結果は、い

ずれも税抜きとなりますが、予定価格４億７６

７９万９０００円に対し、入札金額４億７２０

０万円、落札率９８.９９％で、園川組を代表

構成員とする園川組・土井組・吉田開発建設工

事共同企業体が落札し、７月４日に契約金額、

税込みで５億９７６万円で仮契約を締結いたし

ております。 

 以上で説明を終わります。 

○理事兼新庁舎建設課長（松元真介君） 済み

ません。ここで、１点補足説明をいたします。

今ごらんいただきました資料８ページをごらん

いただきたいと思います。 

 ８ページの１、競争入札に関する事項の

（５）工期におきまして、平成３１年３月２９

日まで、ただし、予算繰り越し承認後、平成３

１年６月２８日まで工期延期予定とあります。

本来、工期としましては約９カ月程度を想定し

ておりますが、本件につきましては、まず年度

内の工期で御承認をいただくものです。繰り越

し承認につきましては、１２月議会での御承認

を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） 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） 
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○委員長（中村和美君） 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。 

○委員（太田広則君） 新庁舎建設及び旧庁舎

の解体については、市民の皆さんの関心が非常

に高いので、まず安全第一、人身事故等が起き

ないようにですね、よろしくお願いしときたい

と思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０６号・契約の締結については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午前１１時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２９分 本会） 

◎議案第１０８号・八代市建築基準条例及び八

代市手数料条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第１０８号・八代市建築基準条例及び八

代市手数料条例の一部改正について、説明を求

めます。 

○建設部長（松本浩二君） 議案第１０８号・

八代市建築基準条例及び八代市手数料条例の一

部改正につきまして、宮端建築指導課長並びに

関係職員のほうから説明させますので、よろし

くお願いいたします。 

○建築指導課長（宮端晋也君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建築指導課、

宮端でございます。よろしくお願いいたしま

す。それでは、着座にて説明させていただいて

よろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○建築指導課長（宮端晋也君） 失礼します。 

 議案第１０８号・八代市建築基準条例及び八

代市手数料条例の一部改正について御説明させ

ていただきます。 

 議案書は３５ページ、３６ページでございま

す。 

 まず、改正理由でございますが、建築基準法

等の一部を改正する法律が平成３０年６月２７

日に公布されております。このため、八代市建

築基準条例において引用している条項にずれが

生じることなどから、法律に合わせた内容に改

正するものです。 

 また、法律の改正により、建築物の敷地と道

路との関係規定で認定を行う制度と仮設建築物

の許可制度が新たに設けられましたことから、

これらの認定及び許可に要する手数料を定める

ため、八代市手数料条例の一部を改正するもの

でございます。 

 改正内容でございますが、議案書３６ページ

をごらんください。 

 八代市建築基準条例及び八代市手数料条例の

一部を改正する条例の第１条が八代市建築基準

条例の改正内容でございます。建築基準条例の

第１条、第３１条、第３２条をそれぞれ法律に

合わせた内容に文言の整理をしております。 

 次の第２条は、八代市手数料条例の改正内容

でございます。手数料条例の第２条、第９６号

の建築基準法第８５条第６項の規定に基づく仮

設興行場等建築許可申請手数料１６万円と第５

９号の建築物の敷地と道路との関係の建築認定

申請手数料２万７０００円を新たに加えるもの

でございます。 

 なお、このたびの法改正では、法律の公布日

から３カ月以内に施行されるものと１年以内に

施行されるものがございます。今回の条例の改

正につきましては、法律の３カ月以内施行分に

ついて改正を行うものでございます。 
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 施行日は、規則で定める日からとしておりま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 中身の確認だけさせて

ください。３６ページの（５９）番ですか。建

築物の敷地と道路との関係のっていうのは、セ

ットバックのことですか。 

○建築指導課長（宮端晋也君） 建築基準法で

定められております建築物の敷地が道路に２メ

ートル以上接しなさいという規定につきまし

て、新たに認定をするという制度が設けられま

した。これまではですね、２メートル接道しな

さいが原則なんですが、ただし書きの規定がご

ざいまして、それによらず、道路じゃない空地

がある場合ですとか、その敷地の安全性が確保

される場合に、ただし書きの許可っていう制度

がございました。その許可制度が、まあ、実績

が積み重ねられたことで、もう同じようなケー

スでは許可がおりるだろうという想定がござい

ます。そういうときには、認定という制度でい

いよということが新たになったです。 

 何が違いますかといいますと、許可の場合は

これまで、建築審査会というのに付議して、審

査会の同意が得られた上で行政庁が許可をする

という手続を踏んでいました。で、認定につき

ましては、審査会の同意は必要ではないという

違いがございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） できれば、そこら辺の

何か資料をですね、詳しくつくっていただけれ

ば、我々もこう、結構身近な相談事とかには上

がってくる部分なので。よければ、一応、資料

を、その辺の整理をしたものをですね、いただ

けないかなと。 

○委員長（中村和美君） 後日。 

○委員（堀 徹男君） はい、後日でいいで

す。 

○建築指導課長（宮端晋也君） 認定制度を実

際運用するに当たりまして、認定の許可、認定

基準というのを設けないといけないと考えてお

りますけども、法律のほうは、 新の情報では

９月２５日に施工予定とされております。その

際に、法律、施行令が９月２５日に公布される

予定なんですが、はい。失礼しました。施行さ

れる予定なんですが、その施行令の中で許可基

準的なものが書かれる予定になっております。

それを受けて、私どもの認定基準をもう一回整

理したものをつくらないといけないかなと思っ

てますので、済みませんが、今の段階ではまだ

どういうものという資料がございませんので。

その後でよろしいでしょうか。 

○委員（堀 徹男君） はい。できてからでい

いです。 

○委員長（中村和美君） 委員さんの担当箱に

後日で結構ですので、お願いしときたいと思い

ます。 

 ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 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） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０８号・八代市建築基準条例及び八

代市手数料条例の一部改正については、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（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 
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◎議案第９９号・平成２９年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について 

○委員長（中村和美君） それでは次に、決算

議案の審査に入ります。 

 議案第９９号・平成２９年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定についてを議

題とし、説明を求めます。 

○建設部長（松本浩二君） 議案第９９号・平

成２９年度八代市下水道事業会計利益の処分及

び決算の認定についてでございます。平成２９

年度下水道事業決算の概要は、本会議初日の提

案理由説明におきまして申し上げたとおりでご

ざいますが、平成２９年度に発生した純利益に

係る地方公営企業法に基づく処分の議決及び地

方自治法に基づく決算の認定をお願いするもの

でございます。詳細につきましては、下水道総

務課の久木田課長より説明いたさせますので、

御審議方よろしくお願いいたします。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水道総

務課の久木田でございます。どうぞよろしくお

願いします。じゃあ、着座にて説明をさせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） それで

は、議案第９９号・平成２９年度八代市下水道

事業会計利益の処分及び決算の認定について、

説明をさせていただきます。 

 別冊の平成２９年度八代市下水道事業会計決

算書のほうをお願いしたいと思います。 

 表紙を１枚おめくりいただきまして、目次で

ございます。当該決算書は大きく、決算報告

書、財務諸表、事業報告書及び附属明細書の４

つの項目で構成されておりますが、初めに事業

報告書の概況から説明させていただきます。 

 それでは、１９ページをお願いしたいと思い

ます。 

 まず、総括的事項でございますが、本市の下

水道事業は、昭和５６年度の供用開始以来、今

日まで公共用水域の水質保全、浸水被害の防止

など、快適で安全な生活環境の向上に寄与して

いるところでございます。平成２９年度末の排

水人口は６万３０８１人で、排水面積は１７１

０ヘクタール、年間の総処理水量は６９１万９

２９立方メートルでございます。有収水量は５

６０万８５８５立方メートルでございますの

で、有収率は８１.２％でございます。 

 今後も、有収率向上のための不明水対策や水

洗化率向上のための未接続世帯への戸別に訪問

を行うとともに、下水道事業における状況の変

化を踏まえ、今後の予想される厳しい経営環境

に適切に対応し、下水道サービスの提供を将来

にわたり安定的に持続可能とするための指針と

して、八代市下水道事業経営戦略を策定いたし

ております。今後とも、この経営戦略に基づ

き、より一層の経営健全化に向けた効率的な運

営に努めてまいります。 

 次に、管渠施設整備事業としましては、八代

処理区では古閑地区、松高地区及び宮地地区な

ど、千丁処理区では西牟田地区及び新牟田地区

など、鏡処理区では内田地区及び宝出地区など

におきまして、それぞれ管渠布設工事を施工

し、合わせて７.７４キロメートルの整備を行

っております。また、古閑排水区の八千把、松

高地区におきましては、浸水被害軽減を図るた

め、北部中央公園地下に建設予定の雨水調整池

の管渠整備工事に着手し、さらにポンプ場施設

整備事業といたしましては、新開町にあります

中央ポンプ場の改築に伴う第１期目の工事に着

手しております。 

 なお、管渠施設整備事業のうち６億３１５３

万３８９８円が、また、ポンプ場施設整備事業

のうち３億８５００万円がそれぞれ年度内に完

了できず、３０年度に繰り越しております。こ

れは、主に関係機関との協議に不測の日数を要

したことなどによるものでございます。 
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 下水道事業におきましては、八代市汚水適正

処理構想に基づき、計画的に下水道の整備を進

め、普及率の向上を図ってまいります。 

 次に、経営状況についてでございますが、こ

れは後ほど決算報告書のところで御説明をいた

します。 

 おめくりをいただきまして、２０ページでご

ざいますが、これは議会議決事項及び職員に関

する事項、次に２１ページから２６ページまで

は工事関係で、税込み２００万円以上の建設改

良工事の概況及び税込み１００万円以上の維持

工事の概況などについてそれぞれ記載をしてお

りますが、個別の説明については割愛をさせて

いただきたいと思います。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 業務量でございます。表の中ほどの行政区域

内人口１２万８３１１人に対して、処理区域内

人口は６万２１４７人でございますので、普及

率は４８.４％、また、水洗化人口は４万７９

４８人でございますので、水洗化率は７７.２

％でございます。また、事業認可区域面積は７

１ヘクタール増加し、２０９９.１ヘクタール

に対して、整備面積は３２.６ヘクタール増加

し、１６７７.１ヘクタールでございますの

で、整備率は事業認可区域拡張に伴い１.２ポ

イント減少し、７９.９％でございます。 

 おめくりをいただきまして、２８ページの事

業収入に関する事項につきましては、後ほど決

算報告書のところで御説明をいたします。 

 ２８ページ下段の（参考）現年分下水道使用

料に係る調定及び収入でございますが、税込み

で、調定額は１０億７４２９万２０３０円、収

入済額は９億６２１１万４５１０円、未収額は

１億１２１７万７５２０円、徴収率は０.３２

ポイント増加し、８９.５６％でございます。

これらは、いずれも決算時点である３月３１日

現在の数値でございますので、平成３０年度に

なって納付される３月分の下水道使用料の口座

振替分や自主納付分がほとんど反映されていな

いところでの数字でございます。なお、参考ま

でに申し上げますと、５月末までの納付額を反

映させた場合の徴収率は９７.３９％でござい

ます。 

 次のページの事業費に関する事項につきまし

ても、後ほど決算報告書のところで御説明をい

たします。 

 おめくりをいただきまして、３０ページから

３３ページは会計でございますが、税込み１０

００万以上の工事請負契約及び５００万円以上

の委託契約につきましては記載のとおりでござ

いまして、説明は割愛をさせていただきたいと

思います。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 企業債及び一時借入金の概況でございます。

前年度末の企業債の残高は、２３８億４４１８

万６９２４円でございました。平成２９年度

は、地方公共団体金融機構から８億６７８０万

円、八代地域農業協同組合から４億３５２０万

円、合わせて１３億３００万円を借り入れる一

方、地方公共団体金融機構、財務省、かんぽ生

命保険、肥後銀行、八代地域農業協同組合及び

熊本中央信用金庫へ、合わせまして１８億９２

７８万９２４１円償還いたしておりますので、

２９年度末の企業債の残高は、前年度末より５

億８９７８万９２４１円減少し、２３２億５４

３９万７６８３円でございます。 

 おめくりをいただきまして、３４ページのそ

の他には、一般会計繰入金などの使途、充当先

を記載しており、消費税申告の際に必要となる

ものでございますが、個別の説明は割愛をさせ

ていただきたいと思います。 

 大変申しわけございませんけど、お戻りをい

ただきまして、２ページをお願いいたします。

平成２９年度八代市下水道事業決算報告書でご

ざいます。 

 企業会計では、当該年度の損益取引に係る収
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入・支出である収益的収支と資産、負債及び資

本の増減に係る取引に伴う収入・支出である資

本的収支の２本立ての予算・決算になっており

ます。 

 なお、決算の内容につきましては、お手元に

配付をさせていただいておりますＡ３の１枚も

のの資料、こちらのほうで説明をさせていただ

きたいと思います。 

 この資料につきましては、１０００円単位で

端数を整理して作成しておりますので、それと

収益的収支につきましては、経営成績をあらわ

します損益計算書に合わせまして消費税抜きの

数値で作成しておりますことを御理解をお願い

したいと思います。 

 まず、左側の表の収益的収支の収入でござい

ますが、項１・営業収益は１２億９１９８万２

０００円でございます。内訳は、目１・下水道

使用料９億９６１２万２０００円、目２・雨水

処理負担金２億９４２４万６０００円、目３・

その他の営業収益１６１万４０００円は、督促

手数料１５１万８０００円及び排水設備指定工

事店証交付手数料９万６０００円でございま

す。 

 項２・営業外収益は１９億７９９３万９００

０円でございます。内訳の目２・他会計負担金

８億４９４３万４０００円は、水洗便所の普及

等に要する経費、児童手当に要する経費及び汚

水処理に関する減価償却及び企業債利息などに

充当した基準内繰入金でございます。目３・長

期前受金戻入１１億２７１６万８０００円は、

償却資産を整備・取得した際に受け入れた国庫

補助金や受益者負担金などを耐用年数で割って

収益化したものでございます。目４・雑収入５

９万７０００円は、下水道敷地占用料などでご

ざいます。目５・国県補助金２７４万円は、排

水設備工事費助成金に係る国庫補助金でござい

ます。 

 以上、収入合計は３２億７１９２万１０００

円でございます。 

 次に、収益的支出でございますが、項１・営

業費用は２４億８６５万４０００円でございま

す。内訳の目１・管渠費４０８１万２０００円

は、管渠施設の維持管理に要する費用でござい

ます。その主なものは、マンホールのかさ上げ

や舗装修繕、下水道台帳作成業務委託、マンホ

ールポンプの動力費などでございます。目２・

ポンプ場費でございますが、７５７１万８００

０円は、各ポンプ場の維持管理に要する費用で

ございます。その主なものは、ポンプ場の施設

修繕、保守点検業務委託、電気料などでござい

ます。目３・水処理センター費３億１６６２万

９０００円は、水処理センターの維持管理に要

する費用でございます。その主なものは、一般

職員５名分の人件費、水処理センター管理運営

委託費及び汚泥処理業務委託費などでございま

す。目４・流域下水道管理費１億５７８万円

は、八代北部流域下水道維持管理負担金でござ

います。目５・総係費１億４３６３万９０００

円は、業務全般に関する費用でございます。そ

の主なものは、一般職１４名分の人件費、検

針、徴収及び水洗化業務委託料、排水設備工事

費助成金などでございます。目６は減価償却費

で１７億２６０６万７０００円でございます。

なお、前年度から１億２６３０万４０００円減

少しておりますのは、平成２８年度までに多額

の減価償却が発生したためでございます。 

 項２・営業外費用は４億１６０３万９０００

円でございます。内訳は、目１・支払利息４億

９００万９０００円及び目２・雑支出７０３万

円でございます。 

 項３・特別損失３４２２万７０００円でござ

います。内訳は、目１・固定資産売却損３３９

０万円及び目２・過年度損益修正損３２万７０

００円でございます。なお、固定資産売却損３

３９０万円は、水処理センター施設用地を一般

会計へ無償譲渡したことによるものでございま
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す。 

 以上、支出合計は２８億５８９２万円でござ

います。 

 資料右側の下の欄外に記載しております収益

的収支では、４億１３００万１０００円の純利

益が生じております。 

 次に、右側の資本的収支の収入でございます

が、項１・企業債は１３億３００万円でござい

ます。 

 項２・補助金は１２億７７９５万２０００円

でございます。内訳は、目１・国庫補助金１０

億５０６万９０００円、目２・他会計補助金２

億７２８８万３０００円でございます。 

 項３・受益者負担金及び分担金は５１５２万

２０００円でございます。 

 項４・負担金は１億５００８万９０００円で

ございます。内訳は、他会計負担金１億３９５

３万７０００円と汚水管築造工事に伴う水道工

事の同時施工負担金１０５５万２０００円でご

ざいます。 

 項５・その他資本的収入４６万４０００円

は、県道の改良に伴う補償金でございます。 

 以上、収入合計は２７億８３０２万７０００

円でございます。 

 次に、資本的支出でございますが、項１・建

設改良費は１５億３１９３万３０００円でござ

います。内訳は、目１・管渠施設整備費１３億

７４８８万２０００円、目２・ポンプ場施設整

備費１億３２０８万３０００円、目３・水処理

センター施設整備費１５８１万１０００円、目

４・流域下水道建設費７０１万２０００円、目

５・営業設備費２１４万５０００円でございま

す。 

 項２・企業債償還金は１８億９２７８万９０

００円でございます。 

 以上、支出合計は３４億２４７２万２０００

円でございます。 

 下の欄外に記載しておりますが、資本的収支

は６億４１６９万５０００円が不足し、さらに

翌年度繰り越し分の支出に充当する国庫補助金

４億７４６１万２０００円を控除いたします

と、１１億１６３０万７０００円が不足いたし

ますが、これは当年度分消費税資本的収支調整

額４９１８万２０００円、当年度分損益勘定留

保資金６億７５３１万７０００円及び減債積立

金３億９１８０万８０００円で補塡いたしてお

ります。 

 次に、決算書に戻っていただきまして、７ペ

ージをお願いいたします。財務諸表でございま

す。 

 おめくりをいただきまして、９ページ、１０

ページは損益計算書でございます。 

 １０ページの下から４行目の当年度純利益で

ございますが、前年度より２３０３万６２円減

少し、４億１３００万１９６５円でございまし

た。純利益が前年度より減少した主な理由は、

営業収益の下水道使用料が約２１００万円増加

し、営業費用の減価償却費が約１億２６００万

円、営業外費用の支払利息が約２９００万円そ

れぞれ減少したものの、営業外収益の長期前受

金戻入が約１億７１００万円減少し、特別損失

の固定資産売却損が３３９０万円増加したもの

によるものでございます。 

 次の１１ページは、剰余金計算書でございま

す。 

 まず、資本金は当年度における処分や変動額

がございませんでしたので、前年度末の残高が

そのまま当年度末残高となっております。 

 次に、剰余金のうち、資本剰余金でございま

すが、当年度は売却損への補塡として固定資産

の売却に伴う６６７２万円の減少となっており

ますので、当年度末の資本金剰余金残高は７億

９７７４万１９２１円となっております。 

 次に、利益剰余金でございますが、議会の議

決により処分を行った前年度末の未処分利益剰

余金５億７３４０万５８４３円のうち、２億６
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３０２万８７４７円につきまして、減債積立金

に積み立てを行った後に取り崩しを行い、それ

に当年度純利益である４億１３００万１９６５

円を加えた当年度末の未処分利益剰余金残高は

６億７６０３万７１２円となっております。 

 次に、１２ページは剰余金処分計算書でござ

います。 

 表の右上、未処分利益剰余金６億７６０３万

７１２円は、本議案の議決をいただきますと、

２億８４２２万２４６２円を減債基金に積み立

てて、残りの３億９１８０万８２５０円を資本

金への組み入れを行う予定でございます。 

 １３ページから１５ページまでは貸借対照表

でございます。 

 この表は、平成２９年度末における企業の財

政状態を明らかにするもので、事業年度内にお

ける損益や資産、負債及び資本の増減結果を反

映し、資産合計と負債と資本の合計が一致する

ことから、バランスシートとも言われ、実際、

１４ページの右上の資産合計の二重下線、４８

７億３１５７万５８４２円と１５ページの右下

の負債・資本の合計の二重下線の金額は一致い

たしております。 

 次に、飛びまして、３５ページをお願いいた

します。附属明細書でございます。 

 おめくりいただきまして、３７ページはキャ

ッシュフロー計算書でございます。この計算書

は、一事業年度の資金収支の状況を３つの活動

区分、業務活動、投資活動、財務活動ごとに表

示した報告書でございます。公営企業会計は発

生主義によるため、収益・費用を認識する時期

と現金の収入・支出が発生する時期とに差異が

生じることになりますが、キャッシュフロー計

算書により、現金の収入・支出に関する情報を

得ることが可能となるものでございます。 

 おめくりをいただきまして、３８ページから

４４ページまでは収益・費用明細書でございま

すが、先ほど資料で説明いたしました内容と重

複いたしますので、説明は割愛させていただき

ます。 

 おめくりをいただきまして、４５ページから

４６ページまでは固定資産明細書でございま

す。有形固定資産及び無形固定資産につきまし

て、資産の種類ごとに年度当初現在高、当期の

増加額・減少額、当期末現在高、減価償却累計

額及び当期末償却未済額について記載をしてお

ります。 

 おめくりをいただきまして、４７ページから

５４ページまでは企業債明細書でございます。 

 借入先ごとに発行総額、償還額、利率、償還

終期などについて記載をいたしております。 

 後になりますが、飛びまして、５５ページ

から５６ページをお願いいたします。 

 注記といたしまして、重要な会計方針に係る

事項であります固定資産の減価償却の方法、引

当金の計上方法及び消費税等の会計処理並びに

貸借対照表に関する注記について、それぞれ記

載をいたしております。 

 下水道事業につきましては、今後とも経費の

縮減及び収入の確保などを図るとともに、汚水

適正処理構想及び下水道事業経営戦略に基づき

まして、計画的・効率的な施設整備を進め、生

活環境の改善と経営の健全化に努めてまいりま

す。 

 以上で、議案第９９号・平成２９年度八代市

下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いての説明を終わらせていただきます。御審議

のほう、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 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。 

○委員（堀 徹男君） まず、固定資産の売却

損で、一般会計へ無償譲渡とありましたけど、

済みません、もう少し詳しく教えていただいて

いいですか。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） これは、
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先ほど言いましたように、水処理センターの用

地でございまして、実は当初整備されたとき

に、国庫補助金をいただいて用地を購入してお

りまして、今後の二次拡張等の施設用地のため

に確保したような土地でございます。ただ、以

前ありました国体の際に、球技場として整備を

されまして、それから目的外使用という形でず

っとスポーツ施設として利用された経緯がござ

います。で、そこを適正化するために、国庫補

助金をいただいておりましたので、なるたけ国

庫補助金の返還等がないようにということで長

年、協議をされた経緯がございます。その中

で、近日ですね、国のほうから一般会計への無

償譲渡であれば国庫補助金の返還が必要ないと

いうことでの見解でございましたので、財産の

損ということにはなりますけれど、譲渡したよ

うな現状でございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

○委員（太田広則君） 決算書の２７ページ、

業務量のところで、済みません、水洗化率の考

え方をちょっとお聞きしたいんですが、処理区

域内人口、水洗化人口、普及率、全部上がって

るんですけども、水洗化率だけが１.６％にな

ってますね。１.６か。下がってるっていうの

は、これ、どういうふうに捉えたらいいんです

かね。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） 済みませ

ん。決算書のですね、２７ページをごらんいた

だいてよろしいでしょうか。（委員太田広則君

「決算書の２７ページ。いや、俺、２７ペー

ジ」と呼ぶ者あり）業務量というところがある

かと思います。（委員太田広則君「はいはい」

と呼ぶ者あり）はい。（委員太田広則君「そこ

のことを言っているんです」と呼ぶ者あり）は

い、ですね。で、（委員太田広則君「そこの水

洗化率のことを聞いているんです」と呼ぶ者あ

り）はい。その中段にですね、処理区域内人口

というのと水洗化人口というのが上下関係であ

るかと思います。で、２９年度の場合は、処理

区域内人口については、２８年度は５万９９２

６人から６万２１４７人ということで、２２２

１人ふえております。で、水洗化人口につきま

しては、４万７２２２人から４万７９４８人に

ふえておりまして、７２６人という状況でござ

います。で、端的にいいますと、処理区域内人

口のほうが２２００人伸びたのに比較して、水

洗化人口は７２０人しか伸びてないということ

で、率とすれば相対的に下がったということで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） そちらの伸び率の比較

という意味でのことですか。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） はい、そ

ういうことでございます。 

○委員（太田広則君） この表は、じゃあ、そ

ういうふうに捉えなきゃいけないわけですね。

だから、普通に考えたら、区域内人口もふえ

て、水洗化人口もふえてるっていう単純な考え

方ではなくて、水洗化人口比率、人口と水洗化

人口の比率の部分での比較がこの水洗化率に出

てきてるという捉え方でいいんですか。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） はい、そ

のようにお考えいただいて結構でございます。 

○委員（太田広則君） ぱっと見たら、勘違い

しやすいですよね。水洗化人口が、水洗化率が

減るということがなかなかぴんと来ないんでこ

ういう質問になるわけですね。そういう説明が

あったんだったらばいいんですけど、この表を

見てたらそういうふうに思ったんですけど。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） はい。確

かに、そうおっしゃればわかりづらいところあ

るかと思いますけど、済みません、定義、水洗
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化率の定義を説明すれば御理解いただいたかと

思いますけど、それについては大変申しわけご

ざいませんでした。 

○委員（太田広則君） ただ単純に、水洗にす

るのか、くみ取りにするのかっていう考え方

で、水洗が減っていくのか、水洗化率が減るの

かということはどういうことなのかなとふと考

えたもんですから、こういう質問になりまし

た。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 資本的収支の分で他会

計補助金ということで２億──、ん、幾らだっ

け。２億７２８８万円ですか。昨対じゃあ減に

なってますけど、昨対になった――その原因で

すね、要因ですね。単発的なのか、一過性のも

のなのか、何かこう工夫をされたので基準外繰

り入れをすることがなくなったのか、額が減ら

されたのかということをまず１点と、それか

ら、その基準額繰り入れの分の使い道なんです

けど、決算審査意見書のほうを見ると、高使用

料対策分っていう費目に何か書いてあるような

感じなんですけど、それが何かちょっとわから

ないので。わかりますか。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） じゃあ、

１点目でございますけど、繰入金の分でござい

ます。何を工夫したのかというお話でございま

すが、当然、経営改善という意味合いで経費の

節減、それと収入の確保ということで水洗化率

のアップ、あわせまして収納率のアップ等々を

図りながら収益のほうを好転するように努力を

した。その結果というふうに考えております。 

○委員長（中村和美君） 次。 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（吉永千寿

君） 経営係長の吉永といいます。 

 お尋ねの高使用料対策分ですかね、あたりの

記述につきましては、総務省のほうが繰り出し

の基準でですね、幾つか示しておる中の１つに

なるんですけれども、その該当する基準に基づ

いた分で計算した分が基準内繰り出すというこ

とで、一般会計からもらいます。これはもう基

準に基づいて全国一律でもらえると。 

 あと、基準外につきましては、先ほど言われ

た金額になりますけれども、今、そういう基準

内と基準外という区別はございますけれども、

当市としては総額のほうですね、基準内と基準

外を合わせた総額を減らしていきながら、一般

会計の負担を軽減していくという形で協議をし

ておりますので、そこあたりで減らせるような

努力をやっているというとこでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） いや、済みません、ち

ょっと、いや、ちょっと違います。基準、──

決算審査意見書の中にですね、一般会計繰入金

の状況という項があって、資本的収入の部分に

同額の金額がですね、２億７２８８万ですか、

その区分がですね、高使用料対策分ってところ

にあるんですよ、基準外の金額がですね。それ

は何なんですかというお尋ねなんですけど。高

使用料対策分というのは。何を高使用料の対策

へされてるのかなという。たまたま金額が一緒

なだけなのかな。 

○委員長（中村和美君） わかります、執行

部。 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（吉永千寿

君） 済みません。今、高使用料対策の、ちょ

っと計算式の資料をちょっと手元に持ってない

ので、済みません、答えられないんですけれど

も、一応、基づく計算式がございますのでです

ね、後ほどでよろしいでしょうか。（委員堀徹

男君「はい、後ほどで結構です」と呼ぶ）は

い、済みません。 

○委員長（中村和美君） それでは、後ほどよ

ろしくお願いします。 

 はい、ほかありませんか。 



 

－29－

○委員（山本幸廣君） 関連でね、今の関連で

すけども、基準外の繰り入れについて、監査委

員の指摘もたくさんあっておると思いますよ

ね。で、今の説明の中では、本市の中では協議

をなされた結果、基準内も基準外ももうはっき

り言って平等なんですよというような認識の今

のお答えをいただいたんですけども、それは勘

違いじゃないかな。どうですか。基準内の繰り

入れと基準外の繰り入れを一緒たくれに考えて

いいのかな。財政計画等々の中でですよ、繰り

入れる中でも。じゃあ、一般会計からの繰り入

れ１５億の部分がありますよね。それだけ基準

内。基準外でまた２億７０００万ぐらいある。

２億――約２億７０００万ぐらいありますけど

も、もともとここらあたりのその考え方を捉え

ればですね、今の答えというのは、我々素人議

員からすれば、基準外繰り入れというのは、な

るたけしないようなですね、財政の中で見通し

ば立てる中で私は基準外繰り入れというのは少

なくするということが私は大事じゃなかろうか

なと思うんですけども、そこらあたりはどうで

すか、私の今質疑に対して。一緒たくれにしと

う。今の答えでは。わからん。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） 今、御意

見いただいたとこでございますが、確かに繰入

金という意味からすれば、総額とすれば、基準

外、内、トータルで考えております。 

 ただ、山本委員がおっしゃったように、基準

外繰入金というのが一般会計に負担を与えてる

数字だという認識を持っております。そういう

ところで、まあ、数字的にはですね、昨年度、

２８年度基準外繰入金３億約２８００万円でご

ざいましたけど、２９年度は２億７２００万、

約ですね、ということで、１６.８％ほど減少

をしているような現状で、今後ともですね、先

ほどちょっと申し上げましたように、経費のほ

うの節減、収入面では水洗化率のアップ、それ

と収納率のアップ、あわせまして料金の改定等

も踏まえながら、適正な収入等含めて収支をも

って、近い将来には基準外繰入金については解

消をするというところで、今現在、努力をして

るというふうに思って、御理解をいただきたい

というふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） それは、一昨年、一昨

年のこの決算状況の中でも２０年、まあ、一、

二回ぐらい値上げをしながら、使用料の値上げ

をし、そしてまた、２０年、 終完了、整備の

完了年度が２０年後でしょ。２０年後。それに

ついては、基準外についてもゼロにしたいとい

うのは報告があったと思うんですよね。私、記

憶がちょっとあるから、あったと思いますけ

ど、私もありますけども。そういうふうな基準

外の繰り入れというのは、今、久木田課長が言

われたように、ゼロになすのがですね、健全な

運営の状況だと思うんですよ。それは、今のと

ころはあって一般会計からの繰り入れを、これ

ははっきり言って、繰り入れがなければ事業

の、これは運営て、企業会計の運営ってできな

いと。できないんですよ、はっきり言ってです

ね。はっきり言って、収支の面で、今、事業収

支の面では４億１０００万ぐらい、これははっ

きり言って利益は、純利益を上げたわけであり

ますけども、まあ、これはもうはっきり言っ

て、これについてはですね、私は職員の方々の

大変な努力があったと思います。 

 ただ、先ほど来、これは別に、基準外の繰り

入れとは別なんですけども、先ほど太田委員が

言われた水洗化率、これは減少をずっとしてる

んですよ。これはもう区域内も含めてから。そ

のために、個別訪問をされておる。ここで質疑

なんですけど、個別訪問はどのような個別訪問

をされてるんですか。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） 現在、こ

の水洗化促進という個別訪問につきましては、

シルバー人材センターへの委託をしておりま

す。で、処理区ごとなんですけれど、総人員的
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には９名の方が水洗化されてないお宅のほうを

臨戸訪問していただきまして、個別に御説明等

をさせていただいております。大体年間に４０

００軒を超えるような訪問をしたうち、当然、

不在のところもございますので、２０００軒以

上にお話をできてるような現状でございます。

で、まだ残りの不在のとこについては、内容を

示したようなチラシ等を入れながら、なるたけ

早期に水洗化をやっていただくように努力をし

ているような現状でございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） シルバーに委託という

状況、今、初めてお聞きしたんですけども、委

託の中で、本庁としてですね、本庁として、そ

の個別の内容等については今そういうふうに言

われたんですけども、個別の内容をですね、こ

れはもうはっきり言って充実していかなければ

ですね、ただ回るだけでいいんですかねと私は

思うんですけども、そこらあたりについて、何

かの項目を、どういうふうな項目で水洗化率を

上げるための個別訪問をしていくと。個別訪問

のやり方等々についてもですね、今後、検討し

たほうがいいじゃなかろうかなと思いますけ

ど、いかがですか、課長。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） ちょっと

先ほど説明漏れておりましたけど、シルバー人

材の方々、それぞれ臨戸訪問された結果という

のは、毎日、結果表という形で、なぜつながら

ない、つなげていただけないかという理由を付

した中でですね、どの内容も詳しく報告をいた

だいております。 

 今おっしゃったようにですね、これが一番い

いのかというと、決してそうではないというふ

うに思いますので、今後ですね、なるたけ水洗

化が促進できるように、やり方等についても、

今後、検討できるところは検討していきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） これは私から提案なん

ですが、接続を、水洗化する前にですね、やは

り何らかの形でその担当が、まあ、チラシをつ

くっておられると思うんですけども、周辺の説

明会を１回じゃなくして２回も３回、そしてま

たパンフレットをつくる。そして、接続につい

てはこれだけのメリットがありますよ、デメリ

ットがありますよという、そういう推進の仕方

というのを少しずつ変えていかなければ、私は

やっぱ今のままだったら、ほとんど水洗化率は

減少していくと思いますよ。と思います。 

 そこで、水洗化率もですけども、これはもう

不明水の対策、これについても大きいですよ

ね。その対策の調査はどのような調査をやって

るんですか、お伺いいたします。 

○下水道建設課副主幹兼計画係長（髙田裕樹

君） 下水道建設課の髙田です。よろしくお願

いいたします。 

 現在、管渠の調査ということで、八代管内で

はおよそ４００キロの管渠がございまして、一

番ですね、町なかのほうが施工して、整備され

たということで、古い管渠のほうから８０キロ

程度管渠調査をやっております。で、その中で

ですね、２キロ程度改築が必要、あるいは不明

水があるというような管渠がございまして、そ

ちらについてはですね、今後、詳細設計から不

明水対策、管渠改築というような計画を立てて

おりまして、不明水のですね、１つの原因とし

ては、昔のマンホールが穴あきタイプといいま

して、上から幾つか穴があいてまして、雨天時

にそこから水も流入するというようなこともご

ざいまして、その穴あきタイプの更新あたりも

ですね、近々計画として考えているところで

す。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 今の担当部の大変苦労

なですね、これから苦労する、はっきり言って

整備事業を進めていかないかん。なぜ私が不明
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水を言ったかというのは、これは、京都あたり

はもう２周目回っているんですよ。で、八代あ

たりはまだ１周も回ってないという状況で、ま

たそのあって、もとに返ったら３０年前の整備

事業がまた整備をしていかないかんという時期

が来ます。そういうことを考える中で、この下

水道企業というのはですね、大変これはもう一

般会計からの繰り入れをしてるもんですから、

監査委員の指摘どおりなんですよ。それをどう

やって議会、まあ、議会もこれは一緒になって

考えていかないけませんですよ。そういうこと

を考える中でですね、今、不明水対策というの

はしっかり捉えていかなければですね、これは

まだ整備をしていかなきゃいけないんですよ。

また事業費が、建設改良費がかかるわけでしょ

う。そういうことの中で、なるたけならば不明

水の対策の調査というのは、どうやってです

ね、はっきり言って調査を進めていくかという

のは、これは私の質疑の中ではありますけど

も、ぜひとも担当課はですね、その調査、内容

についてもですね、その都度報告をしてくださ

い。ですね。それには、議会としても対応をす

るというような形をとらせていただければ、一

般会計からの繰り入れというのは、そんなに、

私たちが声高くですね、質疑質問をするという

ことにならないようにですね、していきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしておき

たいと思います。 

 委員長、もういっちょよかですか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） 総括の、概況の中で、

監査委員の意見書も含めてであります。で、松

本部長が本会議で今回の企業会計についての御

提案がありました。そしてまた、久木田課長か

らもですね、 終的には、事業の報告書の１ペ

ージの中で、概況の中でですね、一番下段のほ

うで、今後とも経費の縮減、または収入の確保

などの云々の中で、 終的に言われたのが計画

的、効率的な施設整備を進めながら生活環境の

改善と経営の健全化を図っていくと。もう本当

に収支、資本から収支ずっと見てみますと、ど

うしても難しい企業会計なんですね。 

 となれば、どうしたらいいのかと。総括なん

ですけども、まあ、健全化を進めていかないか

んというのは、これは健全化進めていかなきゃ

いけません。じゃあ、どこを節約すればいいの

かと。今後の見通しについてひとつ、部長、部

長の提案のときの提案と監査委員の意見書の中

からですね、見る範囲内では、大変財政計画の

中で厳しくなっていくと。こういうような状況

でありますので、そこらあたりについての担当

部の部長でも結構ですけども、見通しについて

お聞かせいただければと思います。 

 企業債の残高も含めた全体的ですからね。企

業債の残高も含めて、（聴取不能）目の今後何

十年したら企業債の残高がどれぐらいふえます

かという中含めて、部長、その担当部が考え

て、今後の見通しについてお伺いをいたしたい

と思います。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） 御助言い

ただきまして、ありがとうございます。見通し

ということでございまして、山本委員のほうも

御存じのとおり、先ほど説明もしましたよう

に、経営戦略というのを定めておりまして、そ

れにのっとって、あとは後段のほうに財政計画

というのを掲載しております。で、必ず決算と

財政計画のほうを比較しながら検証をしている

ような現状で、当然、今後、料金改定等を踏ま

えた中で、３年から４年に１回は見直しをする

というような計画でございますが、直近の分の

平成２９年度の分についても、経営戦略の財政

計画とを比較したところで、相対的にはほぼ計

画どおりであろうかというふうに評価をしてお

ります。 

 ただ、その中でですね、今、委員からもあっ

たように、まず地方債残高については、計画よ
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りも下回って少なくなってるような現状でござ

いますし、繰入金総額につきましても、計画よ

りも下回っているような現状でございまして、

ほぼ計画どおりと言いながらも、若干計画より

も上回った中でのほぼ計画どおりということに

評価をしているような現状でございます。 

 今後もですね、そこあたりは適宜計画を見直

しながら、比較検討をしながら、先ほども言い

ましたように、料金改定、４年に一遍というこ

とで審議会を開催していただいておりますの

で、ことしが４年に１回の審議会開催の年にな

っておりますので、現在、答申を待つというよ

うな状況でございますので、今後、その改定等

を踏まえながら、議会のほうには条例、料金改

定ということで上程することになるかと思いま

すので、その際はよろしく御審議を願いたいと

いうふうに思いますので、そういうことを踏ま

えながら、早期に繰入金、それも基準外繰入金

のほうをゼロになるように努力をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございまし

た。これは、久木田課長ですね、処理区域内、

まあ、料金の改定すればいいという問題じゃな

いと思うんですよね。これがまた水洗化率がま

た、はっきり言って未収金が出てくるわ、未納

になってくるわですね、どんどんふえてくるよ

うな状況に。なぜかというと、経済状況が伴っ

ていくんですよ。ですから、今回の、私も初め

てですね、経営の戦略というか、これは委員

長、２９年から３８年まで戦略をちょっと目を

ちらっと通させていただいたんですが、いや、

大変厳しいですね。物すごい厳しいです。この

ような状況で、下水道事業というのがどう運営

していくのかというのは、これは議会も一緒に

なって考えないかん時期が来るんじゃなかかと

思います。担当課だけのですね、のみに責任を

負わせるということ自体はですね、私はもうこ

の戦略、そしてまた監査委員の意見をずっと集

約しながらですね、もう毎年監査委員の指摘は

物すごいです。ところが、改善って、なかなか

改善できません。で、今、久木田課長が言われ

たようにですね、料金の値上げをするというこ

とになりますけども、これだけの負担がまたか

かってくるというような状況になりますので、

どこかでですね、これはもう八代市本体が考え

ていかないけないなというふうに感じがします

が、いかがでしょうかね。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） 大変あり

がたい言葉だというふうに感じております。

今、うちの担当課とすればですね、できる分を

早急にやって、料金改定等々もございましたけ

れど、収納率アップという部分についてもです

ね、もう御存じのとおり、昨年度から債権対策

室のほうへの移管を含めて、本年度から当課に

おいてもですね、財産差し押さえ等の財産収納

方法を採用しながらですね、鋭意収納率の向上

に努めておるような現状で、その成果もござい

まして、近年、現年度の収納率の内容でござい

ますが、若干ずつではございますけど、平成２

８年度、２９年度を比較しても０.３ポイント

ほど収納率のほうが向上しているような現状で

ございます。今後もですね、当課としてできる

分について、精いっぱい努力をさせていただき

たいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） ページ数はもう言いま

せんけども、２００万円以上の事業、それと１

０００万以上、一昨年に比べたらことしは大変

事業費が多くなってきております。４億９００

０万で、約５億ぐらいですけれども、一昨年は

１億何千万やったかな、だったんですが、多く

なってきておりますので、そこらあたりについ

てのですね、建設費の抑制、改良費の抑制等々

について、どのようなお考えを持っておられま

すか、お聞かせください。 
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○委員長（中村和美君） わかりますか。 

○建設部理事兼下水道建設課長（福田新士君） 

下水道建設課の福田です。よろしくお願いしま

す。 

 委員お尋ねのやつは、予算の執行に関してで

すが、建設費用としましては、経営戦略等にも

うたわれておるかと思いますが、近年、３省合

同のですね、マニュアルをつくりまして、それ

に基づきまして、エリアを狭めております。当

初は球磨川以南につきましても含めておりまし

た面積を、もう今の時代、もう下水道を面整備

として広げていくのにはそぐわないという考え

のもとに協議いたしまして、面積を減らした上

に、そして企業会計にも移っておりますので、

離れたところにある、変な話ですけど、一軒家

までお迎えに行くというのはですね、相対的に

考えまして、浄化槽でお願いするということも

含めまして、建設費の抑制を図ってまいりたい

と考えております。 

 補助金のほうもですね、建設費用のほうに対

して、何十年も先まで面整備の補助金が出ると

いうのは考えておりませんので、早急に補助対

象路線を整備いたしまして、着実に引き込みの

ほうをお願いしたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 福田課長、ありがとう

ございました。今の考えをずっと持っていただ

きたいと思います。なぜかといいますと、合併

浄化槽がどんどんどんどん、合併浄化槽に移行

するということで、もう何年も前からですね、

この下水道のこの一般会計の繰り入れの問題等

とですね、議論した経緯がありますね。今、課

長が言われたように、ここの地域については合

併浄化槽を進めていこうということをもうメー

ンに持っていったほうがいいんじゃなかろうか

と思うんですよ。これだけのこの企業の会計の

赤字体制、これは抜け切ることはありません。

私の判断ですけども。となれば、合併浄化槽を

どんどん進めていくと。これがですね、私は１

つの施策だと思うんですよ。まあ、そこらあた

りは松本部長じゃなくて、久木田課長も含めて

どうですかね。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） 今、福田

課長が申し上げましたように、おっしゃるとお

り、経費、公共下水道を整備した経費に比べて

効果が少ないところについては、当然、見直し

をするという方針でですね、今現在、合併浄化

槽についても、施設自体がかなりいいものにな

っておりますので、そちらを利用しながら、経

済的な整備等に努めていければというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） よろしいです。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、あと２点、済

みません。建設改良費の分でですね、不用額が

７８００、──ん、違う。幾らだっけ。７８１

５万ですか。あ、違う。ごめんなさい、７７１

５万円か。執行率が５８.３というのが審査意

見書の７９ページにありまして、不用額のそ

の、なぜ７７１５万不用額が出ているのかとい

う部分が１点とですね、それと貸借対照表で、

決算書の３７ページのキャッシュフロー計算書

の部分からなんですけど、今期の資金、期末の

残高、現金の残高が６億２７５５万ですか、あ

って、期首の残高が３億５４８万６０００円

か。で、昨年対比で３億２０００万現金がふや

せたというか、ふえたというか。まあ、キャッ

シュフローがよくなったと、現金として流動資

産を持ててるようになったということだろうと

思うんですけど、その現金がふえた、ふやせた

要因ですね、は、どこにあったのかというの

を、その２点をお尋ねしたいと思いますけど。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） １点目の
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不用額７７１５万９８０円ということであろう

かと思いますけど、その主なものはですね、管

渠施設整備費の５００６万円、その内訳は、補

償費が２００５万６０００円と、人件費のほう

は９８５万９０００円、それとですね、ポンプ

場の施設整備費が６９１万７０００円、水処理

センター施設整備費が７２１万５０００円、そ

れと流域下水道建設費のほうが１１８４万７０

００円。そういうところで、結果的には７００

０万強という部分での不用額が発生したという

ふうに考えております。 

 ２点目は、済みません。 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（吉永千寿

君） ２点目のお尋ね、キャッシュフローのほ

うの資金増加額のほうが去年よりもよくなって

る要因というところですけれども、一応、確か

に数字上はかなりそこの数字は去年より上がっ

ておりますけれども、原因としましてはです

ね、未払い金というのが多くなってるというの

がありまして、２９年度がですね。要は、請求

があってるけれども、まだ支払いまで行ってな

いという部分のがあってますので、そちらのほ

うの比率が多かったというのが要因でございま

して、実際のところは、昨年とは、はい、余り

変わらないというところでございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） はい、わかりました。

ありがとうございました。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。 

○委員（山本幸廣君） 先ほど来、繰り越しの

件についてちょっとお伺いしたいんですけど

も、繰り越しが多いですよね。理由は、先ほど

来、大方については、協議の不備があったとい

う課長の説明があったんですけども、２００万

円以上についての繰り越し分が大変、一昨年と

比べたら多いんですけども、そこらあたりを。

どういう理由なんでしょうか。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） 繰り越し

の額については、決算書の５ページの部分の資

本的収支の分の支出の部分、建設改良費の部分

の中ほどに繰越金の額が記載されておるかと思

います。金額としますと１０億１６００万程度

になっておるかと思います。 

 で、この内訳につきましては、管渠施設整備

事業のうちの６億３０００万程度、それとポン

プ場施設整備事業のうちの３億８０００万程度

でございます。その理由というのはですね、管

渠施設整備事業につきましては、先ほどもちょ

っとお話をしましたとおり、関係機関との協議

に不測の日数を要したというふうに考えており

ますし、ポンプ場につきましては、中央ポンプ

場の改築業務でございまして、委託先の下水道

事業団の発注にした建築工事が入札不調という

ことが原因で繰り越しということになっておる

ような現状でございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） よくわかりました。入

札の不調と協議の不備日数がかかったというこ

と。なぜ日数がかかったのかなという、そこら

あたり、質疑すると大変になるかと思うてから

言わなかったんですけども、質疑しなかったん

ですけども、今、課長が説明することについて

はもう理解をしたいと思いますが、そういうこ

との理由があったということで御理解をしたい

と思いますけども、２００万円以上についての

繰り越しというのは、何かのやっぱ理由があっ

たから繰り越したわけですからですね、繰り越

しのないようにしていただきたいというのが私

の質疑なんですよ。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） おっしゃ

るとおり、本来、繰り越しというのはですね、

非常事態の方法だというふうに考えております

ので、今後はなるたけ、済みません、全然解消

すると、全部解消するのはなかなか難しいとい

うふうに考えておりますけど、なるたけ繰り越
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しが発生しないように努力はさせていただきた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 課長、繰り越しが毎年

毎年多くなっていけば、担当職員の負担が大変

かかるんですよね。で、職員は少ないて先ほど

も意見あり、担当職員の負担というのはどんど

んどんどんふえていきます。繰り越しをするほ

どするほど。また新年度に向けてから。もう決

算ですから、新しい、もう６カ月ぐらいあけて

新年度で、今、事業が進んでいるんですよね、

１年前の決算ですから。ということを考えれば

ですね、本当に努力を、努力する中でですね、

もう本当に真剣に考えて、担当や議会としても

この下水道企業というのはですね、考えていか

んと、独立採算せないかん企業ですから。それ

ができない状況ですからですね、私ははっきり

言って、 終的に、委員長、要望でよろしいで

すか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） はい。類似団体があり

ますよね。類似団体の中で、まあ、基準内の繰

り入れ、基準外の繰り入れ、そしてまた一般会

計からの繰り入れ等々で悩んでおられる、財政

が圧迫してるような類似団体というのをです

ね、リストアップしてください。そして、それ

をどう対策ばされておるのかというのをです

ね、これもひとつ、担当部でお聞きいただき、

そしてまた、それが参考になるか参考にならな

いかというのは、もう下水道企業会計、独立採

算のこの会計がうまくいってるところの類似団

体、このあたりも調査いただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） はい。御

助言いただいた分については、ありがたく受け

とめて、講じれる対策については対応していき

たいというふうに思います。 

 以上でございます。（委員山本幸廣君「委員

長、よろしいです」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 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） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９９号・平成２９年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、

原案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決及び認定することに決め

ました。 

 執行部の退室をお願いします。小会します。 

（午後０時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時４１分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 ただいまの会議で、訂正の申し出があってお

りますので、認めます。 

○下水道総務課長（久木田昌一君） 済みませ

ん。大変申しわけございません。先ほどの答弁

の中で、基準内繰入金をゼロにするというよう

な発言をしたかと思いますけど、これは基準外

繰入金をゼロにするように努力をいたしますと

いうことでございますんで、訂正しておわびを

申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） はい。小会します。 

（午後０時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時４５分 本会） 
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◎陳情第４号・八代市中心市街地活性化に伴う

八代市袋町町内旧河川堤防「とも」一部撤去に

ついて 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に戻

します。 

 いいですか。次に、請願・陳情の審査に入り

ます。 

 本委員会に付託となっておりますのは、新規

の陳情１件です。 

 それでは、陳情第４号・八代市中心市街地活

性化に伴う八代袋町町内旧河川堤防「とも」一

部撤去についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりでありますが、念のた

め、書記に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（中村和美君） はい。本件につい

て、御意見等ありませんか。 

○委員（田方芳信君） これ、前回もこれに似

たやつ出たんで、まあ、あるんですけど、今

回、これについては継続でお願いをしたいとは

思います。なぜかというのは、私たち建設環境

委員会のほうで、管内調査ということで１回、

見に行きましたが、そのときに地域の方々がで

すね、とのお話がなかったのではなかったかな

と、こう記憶をしているところでございますの

で、もう一回、現場を見て、そして地域の方々

とのお話をその現場でさせていただければと思

っておりますので、継続でお願いしたいと思っ

ております。 

○委員長（中村和美君） ただいま、田方委員

から継続ということがございましたが、ほかご

ざいませんか。 

○委員（山本幸廣君） 継続でもいいと思いま

すが、要は、我々議会としていろんな陳情がこ

うやって上がってくるわけでありますが、ま

あ、要望・陳情というのが多くなってくればく

るほど財政が伴っていくという。そういう中も

含めてですね、今回については継続の中で、

今、田方委員からのお願い事あったわけですの

で、現場を見ながらですね、委員会としてどう

いうふうに進めていくかということが、私は適

当だと思いますが、余りにも要望ばっかりの陳

情ばっかりになったらですね、委員長、大変な

ことになることもですね、我々は頭に置いてお

かなきゃいけないと。予算が伴うということ

を、私の意見です。 

○委員長（中村和美君） それでは、ほかにご

ざいませんですので、陳情第４号・八代市中心

市街地活性化に伴う八代市袋町町内旧河川堤防

「とも」一部撤去については、継続審査とする

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

 以上で陳情の審査を終わります。 

 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。 

 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（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（中村和美君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、「都市計画・工

事に関する諸問題の調査」「生活環境に関する

諸問題の調査」、以上の２件です。 

 本件について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（中村和美君） なければ、本委員会

の管外行政視察について協議のため、しばらく

小会します。 

（午後０時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時５５分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、本委員会の管外行政視察についてお諮

りいたします。 

 本委員会は、平成３０年１１月６日から８日

までの３日間、管外行政視察を行うこととし、

視察先及び視察内容については委員長に御一任

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（中村和美君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 何かございますれ

ば、どうぞお願い申し上げます。 

 以上で所管事務調査２件についての調査を終

了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き閉会中の継続審査及び調査の

申し出をいたしたいと思いますが、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（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 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。 

 本委員会は、平成３０年１１月６日から１１

月８日までの３日間、「都市計画・建設工事に

関する諸問題の調査」「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、

視察先及び視察内容については、委員長に御一

任いただき、決まり次第、議長宛て、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、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 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。 

（午後０時５７分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成３０年９月１３日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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