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建設環境委員会会議録 

 

令和元年１０月２９日 火曜日 

  午前１０時３５分開議 

  午前１１時２７分閉議（実時間４５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９２号・専決処分の報告及びその承

認について（令和元年度八代市一般会計補

正予算・第７号（関係分）） 

１．議案第９３号・契約の締結について（八代

民俗伝統芸能伝承館（仮称）新築工事） 

                              

○本日の会議に出席した者 

 委 員 長  増 田 一 喜 君 

 副委員長  北 園 武 広 君 

 委  員  大 倉 裕 一 君 

 委  員  庄 野 末 藏 君 

 委  員  髙 山 正 夫 君 

 委  員  橋 本 隆 一 君 

 委  員  福 嶋 安 徳 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    桑 原 真 澄 君 

市民環境部次長  稲 本 俊 一 君 

建設部長      潮 崎   勝 君 

建設部次長    田 村 伸 司 君 

土木課長     小 原 聖 児 君 
 
  建設政策課東陽建設 
           福 田 広 一 君 
  地域事務所長 
 
 
  建設政策課坂本建設 
           宮 本 竜 浩 君 
  地域事務所長 
 
 
  理事兼 
           下 村 孝 志 君 
  建築住宅課長 

 
  建築住宅課主幹兼 
           秋 野 亮 二 君 
  建築係長 
 

財務部 

契約検査課長   岩 瀬 隆 敏 君 

                              

○記録担当書記     島 田 義 信 君 

 

（午前１０時３５分 開会） 

○委員長（増田一喜君） おはようございま

す。 

 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、先ほど本会

議で付託されました事件議案２件であります。 

                              

◎議案第９２号・専決処分の報告及びその承認

について（令和元年度八代市一般会計補正予算

・第７号（関係分）） 

○委員長（増田一喜君） それでは、議案第９

２号・令和元年度八代市一般会計補正予算・第

７号中、当委員会関係分に係る専決処分の報告

及び承認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

環境部より説明願います。 

○市民環境部長（桑原真澄君） 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）お世話になります。ただいま委員

長のほうよりございました議案第９２号・専決

処分の報告及びその承認につきまして、令和元

年度八代市一般会計補正予算・第７号、市民環

境部関係分について、稲本次長に説明をいたさ

せますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

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
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す。よろしくお願いいたします。 

 座らせて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） それでは、

議案第９２号、専決処分の報告及びその承認に

ついての令和元年度八代市一般会計補正予算・

第７号について御説明をいたします。別冊の議

案書の補正予算書・第７号でございますが、１

２ページをお開きください。別冊の議案書がご

ざいます。１２ページをお開きください。よろ

しいでしょうか。 

 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１２億４９６２万

６０００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３３６万円の補正

をお願いし、補正後の額を１２億５２９８万６

０００円とするものでございます。 

 なお、財源は一般財源でございます。 

 この一般廃棄物収集運搬業務委託契約訴訟関

係事業は、本市を被告とし、平成２７年度に本

市が実施した千丁支所管内一般廃棄物収集運搬

業務委託に係る一般競争入札が違法であるこ

と、また、平成２８年３月と平成３０年４月に

本市が行ったそれぞれの一般廃棄物収集運搬業

許可更新処分が違法であること、さらには、平

成２９年、３０年の一般廃棄物収集運搬業務委

託契約が他社になったことに対する損害賠償を

請求することの四つの訴訟が提起されたことに

対応するための事業でございます。 

 それでは、お手元の千丁支所管内の一般廃棄

物収集運搬業務委託契約訴訟に関する裁判の経

緯についての資料で御説明を行います。Ａ３の

ですね、資料がお手元のほうにあるかと思いま

すけど。 

 まず、左から１列目の①地位確認等請求控訴

事件（平成２７年委託）につきましては、平成

３１年３月に福岡高等裁判所での本市勝訴の判

決後、相手側から上告手続がなされており、今

後は最高裁判所で審理されることとなっており

ます。 

 次に、左から２列目の②許可更新処分取消請

求控訴事件（平成２８年許可）につきまして

は、平成３１年３月に福岡高等裁判所での本市

勝訴の判決後、上告手続がなされなかったこと

により、福岡高等裁判所における判決が確定し

ておりますことから、代理人弁護士への成功報

酬は既に支払っております。 

 同じく、左から３列目の③許可更新処分取消

請求事件（平成３０年許可）につきましても、

令和元年９月に熊本地方裁判所での本市勝訴の

判決後、控訴手続がなされなかったことで、熊

本地方裁判所における判決が確定しましたこと

を令和元年９月３０日に確認できましたことか

ら、本市代理人弁護士へ支払う成功報酬の経費

につきまして、今回、専決による対応を行った

ものでございます。 

 また、一番右の列の④損害賠償請求事件につ

きましては、平成２９年及び平成３０年の一般

廃棄物収集運搬業務委託契約が他社になったこ

とに対して、相手方から新たに損害賠償を求め

る裁判が熊本地方裁判所へ提起され、令和元年

９月１２日に訴状が届きましたことから、早急

に弁護士選任などの対応が必要となり、今回、

専決による対応を行ったものでございます。 

 内訳は、弁護士費用といたしまして、裁判が

終結しました③許可更新処分取消請求事件（平

成３０年許可）に対する成功報酬１０８万円、

また、新たに提起されました④損害賠償請求事

件（平成２９年及び平成３０年委託分）に対す

る弁護士費用といたしまして、裁判の着手金２

１１万２０００円、弁護士日当１３万２０００

円、通信費等の実費預け金として３万６０００

円、合計３３６万円の補正を専決したものでご

ざいます。 

 また、裁判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に
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つきましてもあわせて行っております。 

 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（増田一喜君） 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） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で、質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

 意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 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４４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４５分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第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（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）それでは、ただいまの市民環境部の説

明に引き続きまして、議案第９２号・令和元年

度八代市一般会計補正予算・第７号の建設部所

管分につきまして、田村次長より説明いたさせ

ますのでよろしくお願いいたします。 

○建設部次長（田村伸司君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）建設部の田村でございます。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（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設部次長（田村伸司君） それでは、お手

元の八代市議会臨時会議案の１ページ、議案第

９２号をお願いいたします。 

 地方自治法の規定により、専決処分した事件

を報告することとなっておりますので、３ペー

ジ以降、令和元年度八代市一般会計補正予算書

第７号により説明させていただきます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち歳出につい

て説明いたします。 

 款１０・災害復旧費を２１０万円増額補正

し、補正後の額は８４９７万４０００円として

おります。そのうち建設部所管分として、項２

・公共土木施設災害復旧費を２１０万円増額補

正したものでございます。 

 次に、詳細を説明いたします。１２ページを

お開きください。下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は、

補正額２１０万円を加えて５２９０万１０００

円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、地方債が

５０万円、一般財源が１６０万円でございま

す。 

 補正額の内訳は、節１１・需用費が２１０万

円でございます。内容は、表の右、説明欄に記

載しております台風１７号災害復旧事業であ

り、本年９月２２日から２３日にかけての台風

１７号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。 

 具体的には、坂本町の市道馬廻・板ノ平線な

ど５路線の落石、倒木などによる被災の復旧に

要する事業費でございます。 

 別冊になりますが、建設環境委員会資料、議

案第９２号・専決処分の報告及びその承認につ

いて、建設部所管分の１ページから３ページに

道路橋梁施設災害復旧費の路線名、被災箇所、

内容と被災箇所の写真を示した箇所図等を添付

しております。２ページが坂本町の被災箇所

図、３ページは東陽町の被災箇所図となりま

す。 
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 以上、議案第９２号・令和元年度八代市一般

会計補正予算・第７号の報告を終わります。 

○委員長（増田一喜君） 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（大倉裕一君） 説明をお聞きしたわけ

ですけど、この災害復旧費用は最終的な恒久復

旧なのか、とりあえずの応急復旧の費用という

ことで理解をすべきなのか、どちらなんでしょ

うか。 

○土木課長（小原聖児君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

土木課長の小原でございます。よろしくお願い

いたします。 

 お尋ねの件は、最終的なものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（庄野末藏君） 上深水のほうのこの道

路ですけど、これは何か五木まで行く道路だと

思うとですよね。だけん、それがこういう状況

ならば、今現状ではもう通行できないような状

況なのか、それとももう改善されて、五木まで

そのまま行けるのか、そこら辺をちょっと聞き

たいと思います。 

○土木課長（小原聖児君） お答えいたしま

す。 

 緊急施工で現場のほうは終わっております。 

 以上でございます。 

○委員（庄野末藏君） 私もちょっと、ちょこ

ちょこそこの道を通るとですけど、かなり上の

ほうの落石を見ると、そういう災害があるよう

な感じを受ける場所が多々あるとですよね。そ

ういうのを今後やっぱり、しっかり監視ちゅう

か、点検しながら整備してもらえばなというふ

うに思っております。 

○委員長（増田一喜君） ただいまのは意見で

すか。 

○委員（庄野末藏君） いや、ちょっと聞きま

す。 

○委員長（増田一喜君） 質問ですか。 

○委員（庄野末藏君） 質問。 

○委員長（増田一喜君） 今質問ではなかった

ような気がしますけど、今の意見の。 

○委員（庄野末藏君） 意見のような質問。 

○委員長（増田一喜君） 意見のようなじゃな

くて、質問は質問として。 

○委員（庄野末藏君） では、質問でよかで

す。 

○委員長（増田一喜君） いや、どのような質

問なのか。 

○委員（庄野末藏君） だいけん、全線が結局

スムーズに通行できるような管理をどのように

されるのか。 

○建設部長（潮崎 勝君） 路線につきまして

は、委員、今、御指摘の災害が起きそうな場所

が多々あるということでございますので、日常

的にもパトロール等を強化してですね、なるべ

く災害が、――仮に起きても迅速な対応を行う

とし、可能性があるところは事前にですね、注

意をかけるということで対応していきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（庄野末藏君） はい、どうも。 

○委員（大倉裕一君） 今の庄野委員の質問に

関連するんですけど、今回、落石とか土砂崩れ

とかいうふうに起きてますよね。今回の予算っ

ていうのは、おそらく道路を通れるだけにした

ものではないかというふうに思うんですけど

も、土砂が崩れた跡とか落石が起きたもとの場

所とか、そういったところの手当てというのは

どんな状況になるんでしょうか。 

○建設政策課東陽建設地域事務所長（福田広一

君） 東陽建設地域事務所の福田です。 
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 東陽の場合、崩土というか、のり面の表層が

落ちてるだけの状態だったんで、基本的には下

のほうにある程度岩が見えてきますので、岩が

崩れたという状態ではありませんので、そうい

う状態になった場合は、そのほかの仮設の防護

柵をつけるとか、そういうほうに対応していき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

 いいですね。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 東陽のほうはわかった

んですが、もう一つは、坂本支所のほうはどう

なんでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） 坂本支所の管内です

ので。 

○建設政策課坂本建設地域事務所長（宮本竜浩

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）坂本建設地域事務所、

宮本です。 

 坂本地域事務所管内においても、東陽と同じ

ような普請で、落石もしくは崩土等があった場

合に、その除去で対応し、またそののり面の状

況に応じて、今後、国の補助事業等において対

応していきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 意見で言います。 

○委員長（増田一喜君） ほかに質問ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

 意見ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 先ほども庄野委員のほ

うから要望的なですね、質問があったというふ

うに思ってるんですけども、今後も災害があっ

たところは迅速に復旧をされたというふうには

思っております。その落石とかのり面崩壊とか

ですね、あったところの跡のところの管理もで

すね、しっかり確認をしながら日々の管理業務

に取り組んでいただきたいというふうに意見と

して申し上げておきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第９２号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第７号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及び承認については、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（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 執行部入れかわりのため小会します。 

（午前１０時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５８分 本会） 

◎議案第９３号・契約の締結について（八代民

俗伝統芸能伝承館（仮称）新築工事） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９３号・八代民俗伝統芸能伝承

館（仮称）新築工事に係る契約の締結について

を議題とし、説明を求めます。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建築住

宅課の下村でございます。よろしくお願いしま

す。 

 それでは、議案第９３号、契約の締結につい

て、恐れ入りますが、着座にて説明させていた

だきます。 

 議案書１５ページ、議案第９３号、契約の締

結についてでございます。 

 あわせまして別紙の資料で左肩に（令和元年
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１０月２９日建設環境委員会資料）と記載があ

ります八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）新築工

事に関する資料をごらんください。よろしいで

しょうか。 

 それでは、資料の１、工事関係につきまして

まず説明させていただきます。 

 １枚あけていただきまして、１ページでござ

います。工事の概要について御説明申し上げま

す。 

 番号、令和元年度、建住依工、第４５号、件

名、八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）新築工事

でございます。 

 工事場所は、厚生会館ホール横の八代市西松

江城町でございます。工期は令和３年４月２３

日までを予定しております。 

 次に、工事の目的でございますが、本施設は

ユネスコ無形文化遺産に登録されました、八代

妙見祭を初めとする市内各所の無形民俗文化財

を収蔵、展示することによる文化財の保存継

承、各保存団体の交流促進、クルーズ船観光客

などのインバウンド需要に対応するための拠点

施設として建設するものでございます。 

 次に、工事の概要でございますが、施設の用

途は博物館及び事務所となります。施設の概要

として、本施設は２棟ございまして、まず展示

収蔵棟につきましては、先ほど申し上げました

無形民俗文化財の諸道具の所蔵・展示などの情

報発信を主に行う施設でございます。延べ床面

積は１２１７.８６平方メートル、構造は鉄筋

コンクリート造、一部木造、階数は２階建てと

なっております。 

 次に、会議棟につきましては、市内の民俗芸

能等の公開、伝承活動などを行うとともに、解

体いたしました厚生会館別館の会議室等の機能

を有した施設でございます。延べ床面積は５０

４.９５平方メートル、構造は鉄筋コンクリー

ト造、一部木造、階数は平屋建てとなっており

ます。 

 工事内容は建築工事一式でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 こちらはイメージパースでございますけれど

も、上の２枚は高い視点から見下ろした鳥瞰図

でございます。下の２枚目のパースのうち、左

側は現在の厚生会館駐車場から見たもので、本

施設の正面玄関側でございます。右側のパース

は、玄関から入ったエントランスホールの内部

でございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 配置図でございます。左下の新築建物、括弧

してそれぞれ展示棟、収蔵棟、会議棟と、記載

の部分が今回建設いたします建物でございま

す。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 展示・収蔵棟の平面図でございます。図面左

部分が１階の平面図で、縦長の形状をしている

部分が主には展示スペースでございます。ま

た、横長の形状をしている部分は、主に笠鉾等

の保管スペースでございます。右下に記載があ

りますのは、２階部分で主に展示スペースでご

ざいます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 会議棟の平面図でございます。中央は主に職

員の事務室、左側に会議室、右側に伝承ルーム

を計画しております。会議室は、厚生会館別館

にありました会議室と同様に貸し出しを行う予

定で、伝承ルームは主に市内の民俗芸能の公開

や伝承活動などを行うスペースでございます。 

 以上、工事関係の概要説明とさせていただき

ます。 

○契約検査課長（岩瀬隆敏君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）契約検査課の

岩瀬でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 工事概要の説明に引き続きまして、入札、契

約に関して御説明いたします。失礼しまして、

着座にて説明したいと思います。 
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 では、ただいまごらんいただきました資料の

最後のページ、６ページになります。 

 まず一つ目、競争入札に関する事項としまし

ては、本工事は制限付一般競争入札を実施する

旨、令和元年９月１９日に報告しております。

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、２番目の競争入札に参加する者に必要

な資格としましては、共同企業体の構成員の欄

で、２者または３者で構成される建設工事共同

企業体であることとしております。本市では、

設計金額が２億円以上の建築一式工事につきま

しては、原則２者または３者で構成される建設

工事共同企業体方式を採用しております。 

 次、格付等級、または云々と書いてあります

ところですが、代表構成員は本市の競争入札参

加資格における建築一式工事の格付がＡ級であ

ること、構成員２及び３の格付がＡ級またはＢ

級であること。また、営業所の所在地は八代市

内に主たる営業所を有するものとしておりま

す。 

 この表の中段以降の部分、配置予定技術者に

関する事項につきましては、資格等の欄にて建

築一式工事に関し、建設業法に基づく主任技術

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。 

 次に、その下、３番目、開札及び結果でござ

いますが、１０月４日開札しましたところ、２

者で構成される建設工事共同企業体２者の応札

がございまして、その中で株式会社藤永組を代

表構成員とする藤永組・豊岡組建設工事共同企

業体が入札価格、税抜きでございますが、７億

１５０万円で落札いたしました。 

 なお、予定価格は税抜きで７億２３９万８０

００円ですので、落札率は９９.８７％でござ

います。これによりまして、１０月８日に消費

税を加算した７億７１６５万円の契約金額で仮

契約を締結したところでございます。 

 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（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行いますが、当委員会におい

ては本契約の締結部分を審議するものでござい

ますので、それ以外に関する質疑は、皆さん配

慮方お願いいたします。 

 それでは、質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） この図面というのを、

私初めて見たんですけども、今、関東地方でも

台風とか豪雨ですね、北部九州豪雨でもかなり

被害をこうむったわけですけど、八代市内全域

の伝統芸能に関係する分は収納されるわけです

よね。妙見祭のやつも１カ所に集められるわけ

ですよね。私は、こういったリスクはどちらか

というと分散するというようなスタンスを持っ

ている１人なんですけど、今回行政の選ばれた

のは収蔵物といいますかいろんな資財を１カ所

に集めるという方法をとられたみたいなんです

けども、防火面、防水面、風はこの前の予算の

ときになんか話がありよったですけど、防火、

防水ですね、そのあたりをどのように考えてい

らっしゃるのかお聞かせいただきたいと思いま

す。どういう対策をとってあるのかということ

ですね。 

○建設住宅課主幹兼建築係長（秋野亮二君） こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建

築住宅課の秋野と申します。 

 委員御質問の、防火、防水対策の御質問でご

ざいますけども、防火対策としましてはです

ね、収蔵する部分につきましては、鉄筋コンク

リート造としております。こちらは防火に対し

て対策を講じております。構造がですね、一部

木造ということでございますけども、そちらに

つきましては収蔵する部分からかけ離れており

ますので、防火については特に問題ないと考え

ております。 
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 防水についてですけども、防水というか止水

ということで、浸水ということでよろしかった

でしょうか。浸水対策としましてはですね、敷

地全面ではございませんけども、かさ上げを行

っております。さらにですね、収蔵する部分に

つきましては、機密性の高い扉だとかを鉄筋コ

ンクリート造でつくっておりますので、浸水に

対しても対策を講じております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） かさ上げをされたとい

うことでしたけども、かさ上げをされる高さと

いうのは、何を基準にその高さを決められたの

かお尋ねします。 

○建設住宅課主幹兼建築係長（秋野亮二君） 委

員御質問のかさ上げの高さの根拠ですけども、

国土交通省のホームページにですね、浸水予定

の高さというのが公表されてございます。それ

で地域によってですね、高さが明示されている

んですけども、こちらの地域につきましては、

主に５０センチ未満ということで表示がありま

したので、今回の計画についてはですね、一番

高いところで１メーターほど上げております。

極端に高くしてしまうと段差の問題とかです

ね、そういったこともございますので、道路か

らなだらかに建物のほうにアプローチできるよ

うに、バリアフリーも配慮しながらですね、計

画をしております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） ５０センチ未満ってい

うのは、何年に１度のハザードマップですか

ね。 

○建設住宅課主幹兼建築係長（秋野亮二君） １

００年に１度の想定されているものと考えてお

ります。 

○委員（大倉裕一君） 新庁舎の市役所のレベ

ルはどれだけ上げるんだったでしょうか。それ

とちょっと、低いような気も、済みません、ち

ょっとうろ覚えで申しわけないんですが、そこ

との整合ってとれてますか。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） 新庁舎

のほうとのですね、今、委員がおっしゃられた

整合という部分については、今回行っておりま

せん。 

○委員（大倉裕一君） 文化財をこれだけ１カ

所に集めるということであればですね、絶対つ

かりませんという保証を行政が行わなければな

らないと私は思うんですよね。それだけかさ上

げをすべきだというふうに思いますので、その

点については整合をとっていらっしゃらないと

いうことは、ちょっと指摘をしたいというふう

に思います。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） それは御意見です

ね。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 金額のことをちょっと

お尋ねしたいと思います。４５００万円補正予

算をさきの議会で、定例会で追加提案という形

で賛成多数で可決をされたわけですけども、ち

ょっと、今回の予定価格と前回入札が不落に終

わった予定価格をお示しいただきたいと思いま

す。 

○建設住宅課主幹兼建築係長（秋野亮二君） 不

落の結果のときの予定価格ですけども、６億２

４０９万７０００円でございます。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） 今の答えでよろしい

ですか。 

○委員（大倉裕一君） 今回の予定価格は７億

２３９万８０００円ということで、先ほど説明

がありましたので、それを答弁ということで受

けたいと思います。 
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 今回の予定価格ですね、それから前回の入札

が不落になったときの予定価格を比較します

と、差し引き７０００万以上の差額があります

よね。補正予算では４５００万足りないからと

いうことで４５００万だったと思うんですが、

これは、残りはどこから持ってこられたんでし

ょうか。 

○委員長（増田一喜君） 答えられる。一応、

その件については、この契約のことに関して外

ですから、――（｢契約については、この質問

の内容に入ってない」と呼ぶ者あり）控えてい

ただきたいと思います。契約に関して質問をし

てください。 

○委員（大倉裕一君） いや、契約に関する金

額ですので。 

○委員長（増田一喜君） 予算についてはもう

結論が出ておりましたので、それは自分で計算

してやってください。あと、担当課のほうにお

聞きになりたければ、担当課のほうにお聞きい

ただきたいと思います。 

○委員（大倉裕一君） いや、おかしいです

よ。おかしいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかに質問ありませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） ４５００万円と７００

０万円の差額について、答弁をお願いします。 

○委員長（増田一喜君） しますか。 

○建設住宅課主幹兼建築係長（秋野亮二君） ９

月議会のときのですね、補正の４５００万円と

当初の予定価格と今回の予定価格の差額につい

てですけども、建築工事の不落という結果を受

けまして、建築工事だけではなくてですね、ほ

かの関連する工事につきましても見直し、再検

討を行いました。価格が適正であるかどうかと

いうことですね。そうしたときにですね、建築

工事がちょっと不足があったということで、建

築工事以外のものの見直しを行った結果、そち

らの部分が減額することができましたので、事

業費として結果的に４５００万円の不足が出た

ということでございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 建築事業費からお金を

回されたと、余計見込んでましたということで

すよね。 

○委員長（増田一喜君） もう今の質問は、そ

こまでは質問は許可しましたけれども、契約に

関しては関係のないことですので、先に進めた

いと思います。 

○委員（大倉裕一君） いや、契約に関係ある

と思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかに質問ありませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 契約に関係があります

ので。 

○委員長（増田一喜君） 予算はもう済んだこ

とです。（｢いやいや、予算のほうはもう大体

もう決定してあるけんですね」と呼ぶ者あり）

決定されていることですから。その前に質問を

して。 

○委員（大倉裕一君） 答えさせればいいじゃ

ないですか。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 何か説明させたらまず

いことでもあるんですか。 

○委員長（増田一喜君） ないですね。ないよ

うでございます。（委員大倉裕一君「はい、は

い」と呼ぶ） 

 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。大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 質問させんとおかしい

ですよ、質問があるって言ってるのに。

（｢今、指名あったよ、大倉委員って」と呼ぶ

者あり）いや、もう意見に行ってるんですよ。 

○委員長（増田一喜君） 小会します。 
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（午前１１時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２５分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） この伝統芸能伝承館、

お祭りをされるですね、妙見祭に携われる方々

から陳情が、私が経済企業委員長をしとったと

きに提案をされて、委員の皆さんの協力あって

陳情をですね、採択したという経緯がありま

す。 

 私も必要性は認めて、これまでも取り組んで

きましたが、これまでの執行部のですね、やは

り姿勢というのは、本当に情報が出てない、議

会に対する説明が足りてない、それはもう否め

ない部分です。もう今回についてもですね、提

案されておりますけれども、認めるためにいろ

いろ質疑をしたいと思っておりましたが、説明

がなかなかできない、――質問もできませんけ

ど、答弁もないということでありますので、今

回のことに関してはですね、もう少しじっくり

検討をしてみたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第９３号・八代民俗伝統芸能伝承館（仮

称）新築工事に係る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（増田一喜君） 挙手多数と認め、本

案は可決されました。 

 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（増田一喜君） 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１１時２７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。 

    令和元年１０月２９日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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