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建設環境委員会会議録 
 

令和元年１２月１７日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時４４分閉議（実時間１４２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９４号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第９８号・令和元年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計補正予算・第１

号 

１．議案第１０１号・令和元年度八代市下水道

事業会計補正予算・第１号 

１．議案第１１０号・市道路線の廃止について 

１．議案第１１１号・市道路線の認定について 

１．議案第１１３号・契約の締結について（八

代民俗伝統芸能伝承館（仮称）展示物等制

作業務） 

１．議案第１２３号・八代市道路占用料に関す

る条例の一部改定について 

１．議案第１２４号・八代市下水道条例の一部

改正について 

１．議案第１２５号・八代市下水道事業の設置

等に関する条例の一部改正について 

１．陳情第５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 

 （市道腰越平線について） 

 （下水道主要事業の契約締結と進捗状況につ

いて） 

                              

○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 

 市長公室 

  人事課長     濱 田 浩 介 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 

  土木課長補佐   弓 削 浩 一 君 

  下水道総務課長  奥 村 勝 己 君 

  下水道建設課長  涌 田 直 美 君 
 
  理事兼 
           西   竜 一 君 
  建設政策課長 
 

 経済文化交流部 

  文化振興課長   沖 田 丈 房 君 
 
  文化振興課主幹兼 
           米 崎 寿 一 君 
  文化財係長 
 

                              

○記録担当書記     島 田 義 信 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（増田一喜君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 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
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してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第８号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） それでは、最初に予

算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第９４号・令和元年度八代市一般

会計補正予算・第８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）市民環境部の桑原でございます。

よろしくお願いいたします。 

 今、委員長お話しの議案第９４号中、第４款

・衛生費の市民環境部関係分につきましては、

今回人件費の補正のみでございます。 

 その内容につきまして、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

す。よろしくお願いいたします。 

 座らせて説明をいたします。 

○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９４号・令和元年度八代市一般会計補正

予算・第８号、衛生費中、市民環境部関係につ

きまして御説明をいたします。 

 今回の補正予算につきましては、本年度の人

事院勧告等に準じた給与改定を含む人件費補正

が行われておりますので、予算書の説明に入り

ます前に、給与改定の内容につきまして説明を

させていただきます。 

 給与改定につきましては、本市におきまして

３年連続の引き上げの実施となっております。 

 今回の改定では、給料表、期末勤勉手当が対

象となっており、まず給料表につきましては水

準を平均０.１０％引き上げるものでございま

す。 

 これは、若年層に重点を置いた引き上げ改定

となっており、この改定による引き上げ対象者

は全会計で２７０名となっております。 

 次に、期末勤勉手当につきましては、年間支

給月数を４.４５月から４.５０月へと０.０５

月引き上げるものでございます。 

 そのほか、給与改定以外の補正の増減の要因

といたしましては、人事異動に伴う職員数の変

動、休職者や育児休業者、市町村職員共済組合

等の負担金の率改定の影響によるものでござい

ます。 

 それでは、予算書の２１ページをお願いいた

します。 

 まず、款４・衛生費、項２・生活環境費、目

１・生活環境総務費で４３７５万４０００円の

減額を計上しております。 

 これは、当初予算編成時から６人減の職員３

０人分の補正として、４４６９万１０００円の

減額となっており、給与改定による影響より

も、人事異動に伴う給料、手当等の減額が大き

いことによる減額補正でございます。 

 また、節２８・操出金の９３万７０００円の

増額は、浄化槽市町村整備推進事業特別会計へ

の人件費補正分の操出金でございます。 

 次に、目５・塵芥処理費は、職員８名分の補

正として２０４万８０００円の増額となってお

り、給与改定による影響のほか、人事異動等に

伴う手当等の増減が主な理由でございます。 

 最後に、目６・し尿処理費は、職員３名分の

補正として１７万円の増額となっており、給与

改定による影響のほか、人事異動等に伴う手当

等の増減が主な理由でございます。 

 以上で、款４・衛生費中、市民環境部関係の

人件費に係る補正内容の説明を終わります。御



 

－3－

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。 

○委員（大倉裕一君） 今、人件費の説明いた

だきましたけども、減額が４３００万で、その

理由としては、当初予算時より６人減というこ

とだったとお聞きしましたが、この６人減は環

境センター関係ですかね。そこを確認をさせて

いただいてよろしいでしょうか。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） この部分の

関係のですね、人件費につきましては、環境セ

ンター建設課がなくなった関係で、その分の職

員の減になっております。 

○委員（大倉裕一君） 引き続きなんですけ

ど、全体的な人件費の話になってしまうかと思

うんですが、人事課長もおいでになってるよう

ですので。 

 昨年も引き上げ、その前の年も引き上げ、今

回引き上げで３年という形になります。市民の

方から、去年聞いた話ですよね、この人件費の

引き上げのときに、八代市内で消費をしてほし

いというような要望がかなりお聞きをしとった

んですよね。 

 本会議の一般質問の中でもそういう声はお伝

えさせていただいたんですけども、そのあたり

の周知の文書というんですかね、地元消費を促

すような内容の周知を何か庁舎内でされたのか

どうか、そのあたりをお聞かせいただきたいと

思うんですけど。 

○人事課長（濱田浩介君） 人事課の濱田でご

ざいます。 

 委員お尋ねの職員による八代市内での消費に

ついての文書等についてはですね、特段文書を

使って周知というのは行っていません。 

 ただ、いろんな地元の行事だったりとか、地

元のイベントとか、そういったのにはですね、

極力参加するようにというところでですね、お

願いをしているところであります。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 済いません、後で意見

で言ったほうがいいのかな。きのうも議会運営

委員会で我々議員の期末手当の引き上げの審査

したんですけど、やはり引き上げた分でです

ね、消費喚起をしようじゃないかというような

声もほかの議員からもあっておりました。 

 そのあたりは十分、担当課のほうとしてもそ

のあたりを捉えていただいて、適切な御周知を

ですね、お願いできればなというふうに思いま

す。 

○委員長（増田一喜君） 意見ですか。 

○委員（大倉裕一君） もう意見で扱っていた

だければ。 

○委員長（増田一喜君） ほかに質疑ありませ

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

疑を終わります。 

 意見がありましたらお願いいたします。意見

ございませんか。先ほど大倉委員が１つ言われ

ましたが。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。以上

で、第４款・衛生費についてを終了いたしま

す。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時１０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１１分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 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（潮崎 勝君） 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、潮崎でございます。 
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 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第９４号・令和元年度八代市一般会計補正予算

・第８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

元の議案第９４号・令和元年度八代市一般会計

補正予算書・第８号をお願いいたします。 

 人件費補正の概要につきましては、先ほど衛

生費の冒頭で説明がありましたが、土木費につ

きましても同様でございますので、省略させて

いただきます。 

 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。 

 一番下ですね。款７・土木費を３１１３万７

０００円減額補正し、補正後の額は５３億８３

３万９０００円としております。 

 その内訳は、項１・土木管理費を１５９８万

２０００円減額、項２・道路橋梁費を１４７０

万４０００円減額、項３・河川費を３００万円

増額。 

 続きまして、４ページをお開きください。 

 項４・港湾費を１３７万２０００円増額、項

５・都市計画費を８２０万８０００円減額、住

宅費を３３８万５０００円増額するものでござ

います。 

 また、款１０・災害復旧費を４００万円増額

補正し、補正後の額は８８９７万４０００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４００万円増額するもの

でございます。 

 次に、詳細につきましては、まず人件費補正

を御説明いたします。 

 ２４ページをお開きいただきまして、下の表

をごらんください。 

 款７・土木費、項１・土木管理費、目１・土

木総務費は、当初予算編成時と同様の職員６人

分の補正として５６万６０００円を加えて、５

３７８万９０００円としております。これは、

給与改定による影響のほか、人事異動等に伴う

手当等の増減が主な理由でございます。 

 次に、目２・建築総務費は、当初予算編成時

から３人減の職員１９人分の補正として１６５

４万８０００円を減じて、２億１５４８万６０

００円としております。これは、給与改定によ

る影響よりも人事異動に伴う給料、手当等の減

額が大きいことによる減額補正でございます。 

 続きまして、２５ページ上の表をごらんくだ

さい。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目１・道

路橋梁総務費は、当初予算編成時から１人増の

職員２１人分の補正として８４８万３０００円

を加えて、１億８４６４万３０００円としてお

ります。これは、給与改定による影響のほか、

人事異動等に伴う手当等の増が主な理由でござ

います。 

 次に、目３・道路新設改良費は、当初予算編

成時から３人減の職員２１人分の補正として２

３１８万７０００円を減じて、１０億３８０８

万２０００円としております。これは、給与改

定による影響よりも人事異動に伴う給料、手当

等の減額が大きいことによる減額補正でござい

ます。 

 続きまして、２６ページ上の表をごらんくだ

さい。 

 款７・土木費、項４・港湾費、目２・港湾建

設費は、当初予算編成時と同様の職員３人分の
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補正として１３７万２０００円を加えて、３億

５９２１万３０００円としております。これ

は、給与改定による影響のほか、人事異動等に

伴う手当等の増減が主な理由でございます。 

 次に、下の表をごらんください。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目１・都

市計画総務費は、当初予算編成時から１人減の

職員１２人分の補正として３１５万１０００円

を減じて、１６億７９７０万５０００円として

おります。これも同様にですね、給与改定によ

る影響よりも人事異動に伴う給料等の減額が大

きいことによる減額補正でございます。 

 次に、目２・街路事業費は、当初予算編成時

と同様の職員５人分の補正として２４万２００

０円を加えて、２億２５６０万円としておりま

す。これは、給与改定による影響のほか、人事

異動等に伴う手当等の増減が主な理由でござい

ます。 

 次に、目３・都市下水路費は、当初予算編成

時と同様の職員１人分の補正として２４万２０

００円を減じて、７９７１万２０００円として

おります。これは、給与改定による影響よりも

人事異動に伴う手当等の減額が大きいことによ

る減額補正でございます。 

 続きまして、目４・公園費は、当初予算編成

時から１人増の職員５人分の補正として５０７

万１０００円を加えて、２億１３５９万９００

０円としております。給与改定による影響のほ

か、人事異動等に伴う手当等の増が主な理由で

ございます。 

 続きまして、２７ページ、一番上の表、目５

・区画整理費は、当初予算編成時から１人減の

職員５人分の補正として１０１２万８０００円

を減じて、２億９４７１万９０００円としてお

ります。人事異動に伴う給料、手当等の減額が

大きいことによる減額補正でございます。 

 続きまして、真ん中の表をごらんください。 

 款７・土木費、項６・住宅費、目１・住宅管

理費は、当初予算編成時から１人増の職員８人

分の補正として３３８万５０００円を加えて、

１億９９４７万９０００円としております。こ

れは、給与改定による影響のほか、人事異動等

に伴う手当等の増が主な理由でございます。 

 以上、人件費に関するものでございます。 

 それでは、２５ページに戻っていただきまし

て、下の表をごらんください。 

 款７・土木費、項５・河川費、目１・河川費

は、補正額３００万円を加えて、６３１６万８

０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、県支出金

が３００万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１９・負担金補助及び交

付金を３００万円増額するものでございます。 

 内容は、表の右説明欄に記載しております土

砂災害危険住宅移転促進事業でございます。 

 この事業は、建物が破壊され、住宅に大きな

被害が生じるおそれがある土砂災害特別警戒区

域、通称レッドゾーンに居住されている方が土

砂災害のおそれがある土砂災害警戒区域、通称

イエローゾーンと、先ほどのレッドゾーン以外

の安全な地域へ移転を促進するため、移転を行

う方に対して費用の一部を補助するもので、今

回、東陽町で１件の申請予定のものです。 

 別冊の右肩にあります建設環境委員会資料を

あわせてごらんください。河川費の土砂災害危

険住宅移転促進事業は、別冊の１ページから４

ページに事業の概要を示しております。 

 まず、１ページ目が事業の概要等でございま

して、補助内容としましては、下のほうにあり

ますけども、移転先住宅の建設・購入費、リフ

ォーム費、移転経費などで、補助の上限額は１

件当たり最高３００万円です。 

 ２ページ目が事業の流れを示しております。 

 ３ページ目が申請予定箇所の位置図ですね。 

 ４ページ目が詳細な箇所図となっておりま

す。 
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 次に、予算書に戻っていただきまして、３１

ページ、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４００万円を加えて、５６９０万１００

０円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、一般財源

が４００万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１３・委託料を４００万

円増額するものでございます。 

 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す。 

 この事業は、本年６月２９日から７月３日に

かけての梅雨前線豪雨により被災しました泉町

の市道腰越～平線につきまして、現在、地すべ

り等に関する観測業務を行っており、変動が見

られた場合、その原因の究明を図り、早期復旧

につなげるため、速やかに解析業務を行うもの

で、これに要する委託料でございます。 

 別冊の先ほどの建設環境委員会資料をあわせ

てごらんください。道路橋梁施設災害復旧費の

市道腰越～平線につきましては、５ページから

７ページに位置図等を示しております。 

 ６ページは位置図を示しておりまして、７ペ

ージですね、最後になりますけども、経緯及び

被災状況等を示したものとなっております。 

 現在は、先ほど申しましたように観測業務を

継続して行うとともに、災害復旧に当たって、

県や国の関係機関と協議を進めております。 

 詳細につきましては、後ほど所管事務調査で

説明いたします。 

 以上、議案第９４号・令和元年度八代市一般

会計補正予算・第８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の説明を終わ

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。質疑ありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） ほとんどが人件費補正

ということになるようでございますけれども、

２５ページの土砂災害の危険住宅の移転につい

てですが、これについてはやはり何といいます

か、豪雨と３年前の地震等の影響が大きいと、

そういった感じでこの災害危険地域になるわけ

ですかね。豪雨だけの問題じゃなかでしょ。 

○建設部次長（田村伸司君） 豪雨だけではな

くて、この制度は２７年度から県のほうで事業

といいますか、始めておりまして、古くは、古

くといいますか、平成１６年ぐらい、水俣であ

りました土砂災害とかですね、そういうものか

らこういう土砂災害危険区域を指定してです

ね、避難していただくというのを進めてるんで

すけど、なかなか進まないということもありま

して、こういう補助をしてですね、こういう危

険区域から移転していただくというのを促進す

るような事業としてですね、やっております。 

 今回の３年前の地震とかですね、そういうの

とか、全国的によく、広島での土砂災害とかで

すね、というのもありまして、こういう促進事

業をやっているものです。 

○委員（福嶋安徳君） もう早くからそういっ

たところがわかっていて、こうして前もって移

転しておけば、やっぱりいろいろ、もう災害に

見舞われず済むような形ができると思います。

そういった事業ができたら、なお皆さんもわか

っていいかなと思うんですね。 

 まだ知らない人が結構おられるんじゃないか

なと思うんですね。どうぞそういった面も広報

的にもお知らせするのが大事じゃないかなとい

うふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） 意見でよろしいです

ね。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかに質疑ありませ

んか。 
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○委員（髙山正夫君） さっきの衛生費もそう

だったんですけども、人件費の削減に関して人

事異動がちょっと理由になってますけども、建

設部職員全体的に職員が相当減ったという話な

んですか。そのあたりを教えてください。前年

に比べて建設部の職員が減った、全体的に。 

○建設部長（潮崎 勝君） 建設部の職員、相

対的にはですね、減ってはいなくて、課が減っ

たところがあれば逆にふえたところがあるとい

うような感じで思っていただければ結構かと思

いますけども。 

○委員（髙山正夫君） わかりました。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） はい、いいです。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本隆一君） 福嶋委員のほうのに関

連して、土砂災害の補助についてなんですが、

今のとかぶって同じなんですけれども、市とし

ては大体年間どれくらい見込みをされて募集を

されるのかちゅうのがちょっとですね。 

 いっぱい来て、ちょっとそういうことじゃで

きんですばいという、より優先度はあると思う

んですけども、その優先度を決める基準とかあ

ったらお願いします。 

○建設部長（潮崎 勝君） これはですね、制

度的には先ほど次長が紹介しましたレッドゾー

ン、イエローゾーンと、前もって危険な地区を

まずこちらが、県のほうが主体になって決める

んですけど、それを皆さん方に御周知しており

ます。 

 住民の方はそれを見られてですね、例えば自

分たちの今お住みの宅地が老朽化して、建てか

えんばんという、そういう場合に、ここの地区

よりも違うとこに行くということを促進するた

めの事業でございます。 

 そういう方々が年間どれくらいかちゅうのも

なかなか把握できんものですから、市としては

要望が出たらその都度、予算化すると。 

 そういうことで、今回も申し込みがあったの

で補正予算に提案したという流れで、そういう

ような手続で今後進めていければと。（委員橋

本隆一君「区別をつけとるわけではなくて、一

応要望が出た時点でその都度予算化をしていく

ということですね」と呼ぶ） 

 はい、そうですね。そういう考えです。（委

員橋本隆一君「済いません、理解できました」

と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですね。 

○委員（橋本隆一君） 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） 済いません、さっきの

髙山委員の話に関連するんですけど、全体では

減ってないというお話だったですね。建設部全

体では職員が減っていないと。 

 でも、今お話を、説明を聞いていくと、土木

管理費の中では３名が減ですね。１項の土木管

理費では３名が減。 

 道路橋梁費では総務費のほうに１人ふえて、

改良費のほうは３人減ですので、２名の減でし

ょう。 

 それから、土木費で都市計画費のほうは減、

増、減ですから、１人減ですね。 

 住宅費が１人ふえたということで説明を聞き

ましたので、トータルでいくと土木費減少して

るんじゃないんですか。土木費の中の職員さん

の数は。 

○建設部長（潮崎 勝君） 済いません、訂正

させていただきますが、あとこれに見えないの

が下水道建設課と下水道総務課の職員がこれに

入ってません。 

 それから、建築系の職員は今、建設部と申し

ましたが、ほかの教育部にも職員がおります

し、あと新庁舎関係で財務部におりますので、

済いません、全体的な技術職ということでは退
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職者と新しく入る部分の差では少しはあろうか

と思います。 

 ですから、済いませんが、ちょっと建設部が

昨年度と何名かは少しもう一回精査してお答え

させていただきたいと思います。 

○委員（大倉裕一君） それなりの理由があっ

て職員さんが減になってるんだろうというふう

には思うんですけども、年間通してもう４分の

３期が終わろうとしよっとですけど、業務とし

て回していけるという判断をなさっていらっし

ゃるのかどうか。なかなか、少ないですとは言

えないと思うんですけど、そのあたりをお聞か

せください。 

○建設部長（潮崎 勝君） 職員の各部の割り

当てというのもなかなか、各部が前年度並みを

確保するというのも人事の全体的な判断が入っ

てますのでですね、何かと言えませんが、我々

建設部は与えられた職員の中で業務を遂行する

というような位置づけにしてますので、それを

見て職員が足らないということであれば、また

再度、来年度の新しい新規応募の中に技術職を

お願いするという流れになろうかと思いますけ

ども、基本的には４月に与えられた職員の中で

一生懸命頑張るという以外にないかと考えてお

ります。 

○委員（大倉裕一君） もう回答といいます

か、答弁は要りませんけども、私の主観でお話

をさせていただきますけども、繰越明許費が５

ページに挙がってます。例年、この時期から３

月にかけて繰越明許がどんどん計上されていく

わけですけど、ことしは割と少ないんじゃない

かなというふうな私は今思いを持ってるところ

です。 

 数が少ない中で職員さんが頑張られたのかな

と、いろんな用地交渉とか、いろんな中におい

ては繰越明許が計上が少ないなというふうな総

括、思いを持ったところです。引き続き頑張っ

ていただければというふうに思います。 

 それから、済いません、質問ですけども、２

５ページの土砂災害危険住宅移転促進事業、各

世帯にはもう周知を終えてますよということで

ありました。 

 八代市全体で、このレッドゾーンと言われる

ところにお住まいの方というのは何世帯あるの

か。今回が初めてですよね。違ったんですか

ね。そのあたりの件数も教えていただければと

思います。 

○土木課長（小原聖児君） 土木課長の小原で

ございます。 

 今の御質問で、レッドゾーンにつきましては

１１９１世帯となっております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） で、今回の申請は何件

目になりますか。 

○土木課長（小原聖児君） お答えいたしま

す。 

 今回のが２件目でございます。 

 ちなみに、前回が平成２７年度で１件という

ことでございます。 

 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） はい、ありがとうござ

います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） ３１ページになりまし

て、災害復旧費のこの市道腰越～平線ですたい

ね、これについてはもう本当、崩落がすごかと

こですよね。 

 ここについてはまだ今調査中ということでご

ざいますが、迂回路等はどうなっております

か。 

○建設部次長（田村伸司君） 先ほどの右肩、

建設環境委員会の別冊の資料にもですね、ちょ

っと小さくて申しわけないんですけども、迂回

路はこの経緯のところにもありますとおり、翌
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日には迂回路を整備しまして、孤立は解消して

おります。 

 済いません、表の中にですね、小さく迂回路

って書いてあるんですけども、もとの旧道を利

用して迂回路を整備できておる状況でございま

す。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） ここは今、紅葉の時期

に入る前の災害だったですけども、今、紅葉の

時期には、観光のちょっと方々が通るには大丈

夫なんでしょうか。 

○建設部長（潮崎 勝君） そこの上の集落に

民宿、観光客をお招きになる施設があるんです

が、１１月まではお客様がおられたということ

でお聞きしました。 

 １２月になりましてですね、今、田村次長が

説明しましたが、仮設道路が凍結とかそういう

冬は心配がございますので、もう一回手を加え

ましてですね、凍結してもなるべく上られるよ

うに少し勾配をまた緩和する作業と、あと塩化

カルシウムとかそういうやつを常時置くような

対応を今後とっていきます。 

 以上でございます。 

○委員（福嶋安徳君） やはり、ちょうど、観

光にこれ一番重要なところで、坂も急なところ

だそうでございますけれども、そういったとこ

ろをですね、本当に、今後、泉町とすれば観光

も重点的な観光になりますから、早目に復旧が

できればいいなと思いながらですね。 

 今後の状況はどうなりますか。復旧について

は。 

○建設部長（潮崎 勝君） 後でですね、所管

事務でこのテーマ準備してますんで、そこでも

う一回御説明させていただいてよろしいです

か。済いません。（委員福嶋安徳君「そうです

か。はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○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。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。 

○委員（髙山正夫君） 先ほどちょっと人事関

係の話をさせていただきました。後づけで大倉

委員のほうからちょっと聞かれた部分もござい

ますが、私が印象的に、土木技術、農政も含む

んですけども、職員に関しては非常に残業が多

いような印象がございます。 

 そういった部分で、やはり人員的にはいろん

な部署に配置されてるかと思いますけども、人

事のですね、職員に余り負担がないようにです

ね、そのあたりの検証をですね、しっかり管理

者の方はし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。 

○委員長（増田一喜君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。それ

では、これより採決いたします。 

 議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり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

とうございます」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４１分 本会） 

◎議案第９８号・令和元年度八代市浄化槽市町

村整備推進事業特別会計補正予算・第１号 
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○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９８号・令和元年度八代市浄化

槽市町村整備推進事業特別会計補正予算・第１

号を議題とし、説明を求めます。 

○建設部長（潮崎 勝君） それでは、議案第

９８号・令和元年度八代市浄化槽市町村整備推

進事業特別会計補正予算・第１号につきまし

て、担当の奥村下水道総務課長に説明いたさせ

ます。よろしくお願いいたします。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） こんにち

は。下水道総務課、奥村でございます。よろし

くお願いします。 

 着座に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。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第９８

号・令和元年度八代市浄化槽市町村整備推進事

業特別会計補正予算・第１号、人件費関係につ

いて説明させていただきます。 

 別冊の八代市浄化槽市町村整備推進事業特別

会計補正予算書・第１号をお願いいたします。 

 今回の補正内容は、先ほど説明がございまし

た一般会計の補正予算・第８号と同様に人件費

の補正でございますが、本年度の人事院勧告等

に準じた給与改定のほかに、人事異動等に伴う

人件費の補正となっております。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 歳入歳出予算の補正といたしまして、それぞ

れ９３万７０００円を追加し、歳入歳出それぞ

れの総額を４９７３万円とするものでございま

す。 

 内容につきましては５ページをお願いいたし

ます。 

 まず、下段の歳出から御説明いたします。款

１・浄化槽市町村整備推進事業費、項１・同じ

く浄化槽市町村整備推進事業費、目１・浄化槽

総務費で、補正としまして９３万７０００円を

お願いしております。 

 これは、給与改定、人事異動等の影響による

もので、その内訳としましては、給料５５万

円、職員手当等２９万３０００円、共済費９万

４０００円でございます。 

 次に、上段の歳入でございます。款５・繰入

金、項１・一般会計繰入金、目１・同じく一般

会計繰入金の９３万７０００円は今回の補正財

源とするものでございます。 

 以上、議案第９８号・令和元年度八代市浄化

槽市町村整備推進事業特別会計補正予算・第１

号についての説明を終わります。御審議のほ

ど、よろしくお願いします。 

○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。 

○委員（大倉裕一君） 済いません、歳入で一

般会計からこの会計に繰り入れられてるんです

よね。（下水道総務課長奥村勝己君「はい」と

呼ぶ） 

 一般会計の歳出はどこに載っとっとですか

ね。９３万７０００円。 

○委員長（増田一喜君） 誰が答えますか。

（｢２１ページ」と呼ぶ者あり）（委員大倉裕

一君「あ、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。失礼しました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 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。それ

では、これより採決いたします。 

 議案第９８号・令和元年度八代市浄化槽市町

村整備推進事業特別会計補正予算・第１号につ
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いては、原案のとおり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） 

                              

◎議案第１０１号・令和元年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第１０１

号・令和元年度八代市下水道事業会計補正予算

・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村です。隣が下水道建設課長の涌田でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 着座に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。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第１０

１号・令和元年度八代市下水道事業会計補正予

算・第１号につきまして御説明させていただき

ます。 

 別冊の補正予算書と資料にて説明いたしま

す。 

 １２月補正予算の中身の説明に入ります前

に、まず概要につきまして御説明させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、まず、国の

交付金、防災・減災、国土強靭化のための３カ

年緊急対策を活用し、実施している中央ポンプ

場改築工事におきまして、入札残や仮設工事費

の見直しにより、コスト縮減が図れましたこと

から補助事業費を減額する必要があり、国、県

と協議の結果、本交付金の趣旨を踏まえ、減額

分を来年度浸水対策として予定しております北

部中央雨水調整池工事に充当し、促進を図るこ

ととなりましたので、事業費の組みかえを行う

ものです。 

 まず、資料の１ページをごらんください。 

 北部中央雨水調整池整備工事については、右

上部にあります田中西町にある北部中央公園の

グラウンド地下に調整池を整備する事業となり

ます。 

 また、中央ポンプ場改築工事については、図

面左下部にあります中央ポンプ場の改築更新を

行うものです。 

 資料２ページをごらんください。 

 中央ポンプ場の改築更新工事において、事業

執行の中で、１、契約時の落札差金２５８７万

円、２、仮設工事の見直しで１億１３万円の、

合計１億２６００万円が減額となります。 

 見直しの内容ですが、雨量が少ない非出水期

に施工ができたことから、水中ポンプ、仮設配

管、発電機が小規模で行えたことによるもので

す。そのうち１億２００万円を北部中央雨水調

整池工事に充当し、促進を図ることとしており

ます。 

 資料３ページをごらんください。 

 今回設置します調整池の平面図になります。

外形４１.４メートル四方で、深さ８.３メート

ルの調整池をグラウンド地下に整備します。貯

留量は７１００立方メートルで、２５メートル

プールの約１６杯分に相当します。 

 グラウンドにつきましては、完了後は工事前

と同じように復旧します。 

 資料５ページをごらんください。 

 現在の調整池スケジュールです。進捗状況に

ついては、後ほど所管事務調査にて説明させて

いただきます。 

 次に、県営事業であります八代北部流域下水

道建設事業におきましては、社会資本整備総合

交付金の内示が当初の想定を上回ったことによ

り、次年度予定しておりました紫外線滅菌設備

改築更新工事を前倒しして実施することとなり

ましたので、不足する建設事業負担金について

補正をお願いするものです。 

 資料の６ページをごらんください。 
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 八代北部流域下水道全体の位置図になります

が、今回補正をお願いする場所は右上部にあり

ます八代北部浄化センター内の施設になりま

す。 

 資料の７ページをごらんください。 

 八代北部浄化センター内の平面図です。中央

左の消毒棟内の施設の改築更新工事になりま

す。 

 最後に、令和２年４月より業務を開始する必

要があります水処理センター水質分析業務委託

及び公共桝設置工事経費の２件につきまして、

債務負担行為の追加設定をお願いするもので

す。 

 それでは、補正予算の詳細について御説明い

たします。 

 お手元の予算書の１ページをお開き下さい。 

 まず、第２条、業務の予定量では、主要な建

設改良事業の管渠施設整備費で１億２００万円

を追加し、補正後の額を１４億７３７６万４０

００円に、ポンプ場施設整備費で１億２００万

円を減額し、補正後の額を３億２３７万１００

０円としております。 

 次に、第３条では、当初予算における第４

条、本文括弧中に記載しておりました資本的収

入額が資本的支出額に対して不足する額及びそ

の補塡財源につきまして、今回の補正により変

更になったものを改めますとともに、資本的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正するもの

としております。 

 収入では、第１款・資本的収入、第１項・企

業債で１３５０万円を追加し、資本的収入の補

正後の金額を２８億７７７２万７０００円とし

ております。 

 支出では、第１款・資本的支出、第１項・建

設改良費で１３５４万５０００円を追加し、資

本的支出の補正後の金額を３８億８００９万３

０００円としております。 

 なお、補正額の内容につきましては後ほど御

説明いたします。 

 続きまして、２ページをお願いします。 

 第４条、債務負担行為では、令和２年４月よ

り業務を開始する必要があります２件の事項を

設定するものです。 

 まず、１つ目の水処理センター水質分析業務

委託は、期間を令和元年度から令和２年度、限

度額を１０５万円としております。 

 次に、２つ目の公共桝設置工事経費は、期間

を令和元年度から令和２年度、限度額を６６５

１万７０００円としております。 

 第５条、企業債では、資本的収入における企

業債の増額に伴う起債の借入限度額変更につい

て計上しております。 

 続きまして、３ページからが下水道事業会計

補正予算に関する説明書でございます。 

 ５ページが補正予算の実施計画となります。 

 次に、６ページの予定キャッシュフロー計算

書及び７ページから９ページの予定貸借対照表

は、予算等の変更に伴いまして修正を行ってお

ります。 

 続きまして、１０ページからは資本的収入及

び支出の明細でございます。 

 まず、収入につきましては、款１・資本的収

入、項１・企業債、目１・企業債で１３５０万

円を追加しまして、補正後の計を１６億６８１

０万円としております。 

 支出につきましては、款１・資本的支出、項

１・建設改良費、目１・管渠施設整備費で１億

２００万円を追加し、款１・資本的支出、項１

・建設改良費、目２・ポンプ場施設整備費で同

額の１億２００万円を減額し、組みかえを行

い、補正後の計をそれぞれ、管渠施設整備費で

１４億７３７６万４０００円、ポンプ場施設整

備費で３億２３７万１０００円としておりま

す。 

 事業内容としましては、中央ポンプ場改築工

事を１億２００万円減額し、北部中央雨水調整
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池整備工事へ１億２００万円を増額するもので

す。 

 次に、款１・資本的支出、項１・建設改良

費、目４・流域下水道建設費で１３５４万５０

００円を追加し、補正後の計を６４７３万１０

００円としております。 

 事業内容としましては、八代北部流域下水道

建設負担金を増額するものです。 

 最後に、１１ページは債務負担行為に関する

調書及び企業債の現在高の見込みに関する調書

でございます。 

 以上で、議案第１０１号・令和元年度八代市

下水道事業会計補正予算・第１号の説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いしま

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。 

○委員（福嶋安徳君） 八代北部下水道につい

ては大体どのくらい、今進捗なっとりますか。 

○下水道建設課長（涌田直美君） 下水道建設

課長の涌田です。 

 進捗状況につきましてはですね、千丁処理区

につきましては、平成３１年３月３１日現在で

普及率が８２.６％でございます。 

 続きまして、鏡処理区でございますが、鏡処

理区は５３.８％となっております。 

○委員（福嶋安徳君） ありがとうございま

す。 

 千丁区域でもう大体整備が終わるような時期

だろうと思いますが、あとどのくらい、今の地

域にすればどのくらい残っておりますか。 

○下水道建設課長（涌田直美君） 今、千丁町

の交差点っていいますか、黄金町の交差点のと

こ、やってますけど、あの周辺を工事をしてま

して、そうですね、あとまだ事業認可をとって

ない部分が八代新地とその奥のとこはとってま

せんので、進捗状況を見ながら事業認可をとっ

ていきたいというふうに考えております。（委

員福嶋安徳君「わかりました」と呼ぶ） 

○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。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。これ

より採決いたします。 

 議案第１０１号・令和元年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号については、原案のと

おり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） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午前１０時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時００分 本会） 

◎議案第１１０号・市道路線の廃止について 

◎議案第１１１号・市道路線の認定について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１１０号・市道路線の廃止につ

いて及び議案第１１１号・市道路線の認定につ

いては関連がありますので、本２件を一括議題

とし、採決については個々に行いたいと思いま

す。 

 それでは、本２件について一括して説明を求

めます。 

○土木課長（小原聖児君） 土木課長の小原

と、隣が弓削補佐でございます。よろしくお願

いいたします。 

 議案第１１０号・市道路線の廃止について、

着座にて説明をさせていただいてよろしいでし
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ょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○土木課長（小原聖児君） それでは、議案書

と、右肩に建設環境委員会資料として、議案第

１１０号・市道路線の廃止について、議案第１

１１号・市道路線の認定についてと記載してお

ります説明用に作成しました資料に基づき、御

説明をさせていただきます。 

 まず、議案書の１１ページをお願いいたしま

す。 

 市道路線の廃止につきましては、道路法第１

０条第３項の規定により、議会の議決を経る必

要があるとの定めからの提案でございます。 

 今回、市道路線を廃止します路線は、表に記

載のとおりの３路線で、いずれも千丁町管内で

あり、一旦市道路線を廃止し、その後の議案と

なります第１１１号にて改めて市道認定を行う

という案件でございます。 

 委員会資料の１ページをお願いいたします。 

 今回の路線の位置図としております。 

 それでは、路線ごとに説明をいたします。 

 資料２ページをお願いします。 

 廃止路線を青色、認定路線を赤色で示してお

ります。また、路線表記の中で、丸印が起点、

矢印を終点としております。 

 まず、路線番号１２６、折地環状線ですが、

千丁町西牟田地区から国道３号を結ぶ東西アク

セス道路として、現在、市と県で施工区間を分

けて整備を進めておりますが、現在の市道の一

部が県道新八代停車場線の道路用地となります

ことから、一旦市道路線を廃止するものでござ

います。 

 なお、参考までに資料の最後に東西アクセス

道路全体計画図を添付しております。後ほど御

確認いただければと思います。 

 次に、資料３ページをお願いします。 

 路線番号６１、四百町２号線ですが、大鞘川

総合流域防災事業により、現在の市道部分に堤

防が設置され、市道のつけかえ工事が行われま

すことから、市道路線を廃止するものでござい

ます。 

 次に、資料４ページをお願いします。 

 路線番号１６４、２番割線ですが、同じく大

鞘川総合流域防災事業に伴い、農業サイドの事

業であります県営新牟田地区排水対策特別事業

により、路線の終点部が新牟田排水機場の遊水

池用地となり、終点部分に変更が生じましたこ

とから、一旦市道路線の廃止を行うものでござ

います。 

 以上で、議案第１１０号・市道路線の廃止に

ついての説明を終わります。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） 以上の部分について

一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようですね。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。 

（｢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。 

 まず、議案第１１０号・市道路線の廃止につ

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） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

す」と呼ぶ者あり） 

 次に、議案第１１１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（増田一喜君） 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０５分 小会） 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０６分 本会） 

◎議案第１１３号・契約の締結について（八代

民俗伝統芸能伝承館（仮称）展示物等制作業

務） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１３号・八代民俗伝統芸能伝

承館（仮称）展示物等制作業務に係る契約の締

結についてを議題とし、説明を求めます。 

○文化振興課長（沖田丈房君） 文化振興課、

沖田と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 申しわけございません、着座にて説明させて

いただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○文化振興課長（沖田丈房君） それでは、議

案書１７ページをお願いいたします。 

 議案第１１３号・契約の締結についてでござ

います。 

 あわせて、別添の資料で右肩に令和元年１２

月１７日建設環境委員会資料、議案第１１３号

・契約の締結について、八代民俗伝統芸能伝承

館（仮称）展示物等制作業務に関する資料をご

らんいただきたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、資料によって説明をさせていただ

きます。 

 まず、１ページ目をお願いいたします。 

 上段、契約の概要についてです。 

 番号、令和元年度文化第３号、件名、八代民

俗伝統芸能伝承館（仮称）展示物等制作業務、

契約の相手方、株式会社丹青社、契約金額、１

億６６５４万円、契約予定期間を令和３年３月

２９日までとしております。 

 次に、下段の業務の目的でございますが、八

代民俗伝統芸能伝承館（仮称）の展示物等制作

を行うものとしております。 

 詳細につきましては、資料の７ページ、イメ

ージパースのほうをごらんください。よろしい

でしょうか。 

 伝承館につきましては、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整備するもの

です。 

 今回の業務の概要ですが、この八代民俗伝統

芸能伝承館（仮称）の施設開館に向けまして、

展示室及び特別収蔵庫における展示専用ケース

及び展示物等の制作、現場設置、調整を行うも

のでございます。 

 まず、イメージパースの左上、エントランス

ホールの部分になります。 

 こちらでは、八代妙見祭を含みます全国のユ

ネスコ無形文化遺産――山・鉾・屋台行事を紹

介するグラフィックを設置いたします。 

 また、５５インチのタッチモニター３台を設

置しまして、妙見祭や八代のお祭り、市内の文

化財などを紹介するデジタル絵巻というものを

制作いたします。 

 あわせて、八代祭り総覧として、市内に残り

ますさまざまな民俗芸能を体験型のジオラマに

より紹介するものとしております。 

 次に、右上、展示室の１でございますが、こ

ちらでは妙見祭の笠鉾や祭礼行事の模様をおさ

めました臨場感のある映像を約３８０インチの

３面映像で紹介します妙見祭体感シアターを設

けます。 

 このシアターには、６分程度の妙見祭の魅力

を紹介する画像、これを２種類制作し、放映す

る予定としております。なお、放映する映像に

つきましても、本業務の委託の中で制作をして

いただきます。 

 また、妙見祭の笠鉾保存団体の御協力を得な

がら、期間を区切ったものにはなりますけど



 

－16－

も、実物の笠鉾の展示も行う予定としておりま

す。 

 次に、左下、展示室の２階部分になりますけ

れども、展示室２では妙見祭を初めとします八

代の民俗芸能にかかわる実物の資料を展示する

お宝ギャラリーとして設置を考えております。 

 ここでは、笠鉾の水引幕、これを広げた状態

で展示をするための長さ５メートルの展示ケー

スを設置することとしております。この展示ケ

ースは、外気を遮断し、ケース内の温度や湿度

を一定に保つエアタイトケースといたします。 

 このほか、各種の笠鉾や妙見祭の出し物の部

材、市内の民俗芸能の衣装や道具などを展示す

るための展示台及び説明パネルを制作いたしま

す。 

 この展示解説文につきましては、インバウン

ドへの対応として、日本語のほか、英語、中国

語、韓国語でも制作する予定としております。 

 最後、右下ですけれども、ここが温度や湿度

を管理できます特別収蔵庫という形になり、内

部に笠鉾の水引幕を平置きできる棚を設置いた

します。イラストでは５段になっておりますけ

れども、左右の８段、計１６段をつくる予定で

す。 

 笠鉾９基に対しまして１６段になりますけど

も、これは使っているものだけではなく、既に

修復しました前のものとか、こういうものも保

存対象とすることから１６段ということで予定

をしております。 

 なお、各棚の内部では、中性紙という特別な

文化財に影響を与えない素材でつくった箱を設

置しまして、その中に水引幕を設置することで

十分な保管を保障する予定でおります。 

 以上が本制作業務の概要となります。 

 続きまして、入札の概要について御説明をさ

せていただきます。 

 戻りますが、資料の２ページ目をお願いいた

します。 

 ２ページ目のほうになります。入札の概要で

すけども、まず１番目、競争入札に関する事項

としまして、本件は制限付一般競争入札とし

て、令和元年９月１９日に公告をいたしており

ます。 

 次に２番、競争入札に参加する者に必要な資

格に関する事項として、表にありますとおり、

施工実績に関する事項として、ア、イ、ウ、

エ、４点を挙げております。 

 この中でも特にイの、平成２１年４月１日か

ら平成３１年３月３１日までの間に国、または

国の関連機関及び地方自治体から直接受注した

業務として、展示面積３００平方メートル以上

の総合、もしくは人文科学系博物館等施設の常

設の展示物等制作業務の受託、または展示工

事、改装含むの施工実績を有する者であるこ

と、ウ、上記イにおいて、壁据えつけエアタイ

ト型展示ケース、または作りつけエアタイト型

展示ケースを制作した実績を有する者、ここを

重要視したところでございます。 

 配置予定技術者に関する事項としまして、資

格としまして、１級建築施工管理技士の資格を

有する者、監理技術者証の交付を受けている

者、施工実績としまして、元請として平成２１

年度以降に国、または国の関連機関及び地方自

治体から直接受注した業務として、展示面積３

００平方メートル以上の総合、もしくは人文科

学系博物館等施設の常設の展示制作業務の受

託、または展示工事、改装含む業務において、

監理技術者、または主任技術者として施工実績

を有する者というふうに資格を指定しておりま

す。 

 最後、３番目、開札及び結果につきまして

は、参加資格を有します記載してあります２社

によって令和元年１０月２５日に行いました入

札の結果、税抜きの予定価格１億５９５０万に

対しまして１億５１４０万の入札で株式会社丹

青社が落札したものです。 
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 なお、落札率は９４.９２％となっておりま

す。 

 以上、契約の概要について御説明をさせてい

ただきました。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。質疑ありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） 本当にこれについては

もう保存が大切なところでありますので。この

業務に当たられるのは大体何名程度が来られる

んですか。 

○文化振興課主幹兼文化財係長（米崎寿一君）

 文化振興課の米崎です。 

 本業務に当たられますのは、さきに御説明い

たしました配置技術者、主任以下でですね、そ

れぞれに学芸員、専門資格等を有するスタッフ

でございます。 

 全て入れますと数十名規模になると思います

が、直接やりとりをするのは主任含めて５名程

度というところで、それぞれ展示部門の専門の

方、あとは製造の部門の方というふうに協議を

しながら施工のほうを進めていく予定としてお

ります。 

○委員（福嶋安徳君） じゃあ、常時そこに従

事しなはるのは何名程度ですかね。 

○文化振興課主幹兼文化財係長（米崎寿一君）

 こちらが製造業務になりますので、現地、八

代市内のほうで常駐ってことになりますと、期

間のほうとしては建物本体の建設工事があらか

た片づいてからということになります。 

 基本的には映像等の制作、グラフィック等の

制作は本社、東京になりますけども、そちらの

ほうとやりとりができるということになりま

す。 

 そういった意味で、八代市のほうにですね、

常駐ってことになりますと、期間としては来

年、本体工事終わってからになりますので、１

名もしくは２名の常駐ということになろうかと

いう。 

 今後、またそのあたりは業者さんのほうと調

整というところになっております。 

○委員（福嶋安徳君） 本当、専門的な仕事に

なると思いますので、やはりまた今後、観光施

設としてもいろいろ携わる面が多いだろうと思

いますので、こんな本当の技術者の方々がやっ

ぱ専門的におられないとなかなかこれは思うよ

うにいかない部分があるかと思います。 

 そういった面も含めてですね、そういった展

示に注意していただければなというふうに思っ

ております。 

 以上。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） なかなかこういう契約

の案件っていうのを、何ていうんですかね、経

験がなくて、この金額、もともとの予定価格と

いうのが妥当だったのかどうかというところか

らですね、何かお尋ねせんばいかんとかなって

いうふうな思いがあっとですけど、こういった

類似の展示館みたいなのをつくられた中でです

よ、今回八代市が契約金額をこれだけ設定した

のは妥当性があるんですよっていうような、何

か参考になるようなものはございませんか。 

 そこがなかと、今回の金額の部分とかってい

うのに理解が自分としてはできないんですよ

ね。 

○文化振興課主幹兼文化財係長（米崎寿一君）

 類似の施設といいますと、一番直近でです

ね、この山・鉾・屋台行事の施設として新築の

建物でいいますと――富山県の高岡市の高岡御

車山会館っていうのがございます。 

 こちらのほうはですね、建物本体と整備、こ

の中の展示物の制作等も含めて、恐らく二十数

億円かかってるというふうにお聞きしておりま

して、ちょっと中身の積み上げまでは詳細に
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今、資料のほうをお持ちしてないので、後日ま

た資料のほうを御提供できればと思うんですけ

れども、まず、類似施設とは申し上げまして

も、それぞれの祭りの特徴がございます。 

 それと、展示のスペース、どういったものを

つくるかというところも個々によって違います

ので、一概には比較対象とできるかっていうの

をちょっと私も資料を眺めてる中ではちょっと

感じてるところはございます。 

 今回はですね、主にまずは妙見祭の笠鉾の保

存をしっかりする、保管庫をまずつくる、あわ

せてインバウンド対策も兼ね備えて、情報発信

の拠点となるような施設を整備するというこの

両面を持った施設がこの伝承館ということにな

りまして、この保管施設も備えている施設とい

うのが余り全国では例がありません。 

 九州では古くはですね、昭和４０年代に唐津

の曳山会館は常設、保管も兼ねてるんですけれ

ども、あと、唐津の場合ですと、そのものを組

み立て解体をせずにそのまま保管ということに

なるんですが、そのあたりのちょっと費用面

の、何というんでしょう、八代市との違いって

いうところがなかなか資料的にちょっと取りそ

ろえ切れてないというのは正直ございます。 

 たしか記憶が、資料として持ち合わせてませ

んので、高岡御車山会館は大型のモニター、映

像モニターを２０分程度作成して、あと本物の

御車山、鉾をですね、１基組み立てた状態で展

示するという、八代市に比較的近いところでは

あるんですけれども、ちょっとそのあたりはま

た先行事例等をちょっとお調べして、資料のほ

うを後日御提供できればというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 予定価格はそしたらど

うやって設定されたんですか。 

○文化振興課主幹兼文化財係長（米崎寿一君）

 昨年、建物のですね、プロポーザルのほうを

行いまして、建築設計、基本設計、実施設計を

業者のほうを選定しております。 

 この中でですね、展示物制作というところで

設計図書のほうをつくっていただいてるところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。ほ

かにありませんか。 

（｢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。 

○委員（大倉裕一君） やはり予定価格の妥当

性、そういったところをですね、委員会の中で

きちっと説明できるだけの情報提供というのは

必要ではないかというふうに思います。 

 まだ私、納得できるだけの資料提供という形

にはなっていませんので、保留という形で今回

は扱わせていただきたいというふうに思いま

す。最終日までしっかり検討してみます。 

○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１１３号・八代民俗伝統芸能伝承館

（仮称）展示物等制作業務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。 

 執行部入れかえのため、小会いたします。 

（午前１１時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２５分 本会） 

◎議案第１２３号・八代市道路占用料に関する

条例の一部改正について 
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○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第１２３号・八代市道路占用料に関する

条例の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。 

○土木課長（小原聖児君） 土木課長の小原

と、隣が弓削補佐でございます。よろしくお願

いいたします。 

 議案第１２３号・八代市道路占用料に関する

条例の一部改正について、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。 

○土木課長（小原聖児君） それでは、議案書

４９ページをお願いいたします。 

 道路占用料を改定するには条例の改正が必要

となりますことからの提案でございます。 

 改正の内容につきましては、お手元の右肩に

建設環境委員会資料として、中ほどに議案第１

２３号・八代市道路占用料に関する条例の一部

改正についてと記載しております説明用に作成

しました資料に基づき説明をさせていただきま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 道路占用料の改定の理由について説明してお

ります。 

 まず、道路占用料とは、市が管理する道路な

どの使用料として御理解いただければと思いま

す。具体的には、道路敷地内に属するＮＴＴ

柱、九電柱、ガス管などの地下埋設物、また住

宅や店舗などの改築工事における仮設足場な

ど、道路の占用物として取り扱っているもので

ございます。 

 今回の改定につきましては、八代市ではおお

よそ５年をめどに実施することとしており、前

回が平成２７年４月１日施行でありますので令

和２年度が改定の年となり、実施するものでご

ざいます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 道路占用料の算定方法についてですが、上段

の朱線で囲んでおります国土交通省が示した算

定式を使用しております。なお、前回の改定も

国に準じた算定方式で実施しております。 

 内容を簡単に御説明しますと、①の道路価格

については、道路の用地費と固定資産税評価額

をもとに、電柱などの広範に設置される物件に

適用する平均地価格と、看板や広告塔など、商

業地に設置される物件に適用する商業地価格の

２つに別れ、おのおのを算定いたします。 

 まず、平均地価格の算定は、宅地と宅地以外

の田畑、山林については造成費を加え、八代市

の地目別構成割合を乗じた構成比額をおのおの

算出し、その合計額となります。 

 今回の宅地、田畑、山林のおのおの１平方メ

ートル当たりの構成比額は、宅地は１３６６

円、田畑は１万６３円、山林は１万９４８２円

となり、合計額である平均地価格としまして

は、１００円未満を切り捨て、３万９００円と

なります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 次に、商業地の道路価格の算定は、国が示す

基準に基づき、本市の商業地の固定資産税評価

額の平均値を求め、相続税評価額との調整で７

分の８を乗じた額で、１００円未満を切り捨て

て、１平方メートル当たり２万５８００円とな

ります。 

 次に、②の使用料率については定額物件で平

均地と商業地とに、③の修正率についても上空

と地下の２つに区分され、ともに国が示す率で

定率となります。 

 次に、３の道路占用料の算定例としまして、

第１種電話柱、看板・広告塔の占用物件の２例

を挙げております。 

 先ほどの２ページ上段の算定式にそれぞれの

算定金額や該当する率を当てはめますと、第１

種電話柱は１本当たり年間７４０円、看板・広

告塔は１平方メートル当たり年間９５０円とな
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ります。 

 他の物件についても同様に算出しまして、そ

の結果をまとめたものが新旧対照表となります

ので、後ほど御確認いただければと思います。 

 次に、４では今回の道路占用料の改定後の令

和２年度分の徴収見込み額を試算しておりま

す。 

 試算結果では約４２００万円となり、平成３

０年度の決算額との比較をしますと、約１１０

万円の減額、率にしてマイナス２.５５％とな

ります。この減額は、先ほど御説明いたしまし

た平均地価格と商業地価格の減額が要因でござ

います。 

 次に、５の今後の道路占用料の改定時期とし

ましては、社会経済動向を考慮しながら、おお

よそ５年ごとをめどに改定していく予定として

おります。 

 最後に、参考資料としまして、４ページから

７ページまでに資料１として別表・新旧対照表

を、８ページから１０ページまでに資料２とし

て国、県、そして旧単価との比較表を、また、

１０ページの下段には資料３として本市の固定

資産税評価額の変動を示した資料を、１１ペー

ジには資料４として県内他市の占用料の現況を

示した資料を添付しておりますので、後ほど御

確認いただければと思います。 

 以上で、議案第１２３号・八代市道路占用料

に関する条例の一部改正についての説明を終わ

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。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 資料のですね、３ペー

ジの３番、算定例のところで質問させていただ

きたいと思いますけども、ここの占用物件が第

１種電話柱と看板・広告塔という形で挙げてあ

りますけど、この占用料の金額、現行７１０

円、今回見直しで７４０円ということで３０円

値上げになっとるですけど、前回は幾らから７

１０円になったんでしょうか。その下の看板・

広告塔についてもお知らせいただければと。 

○土木課長補佐（弓削浩一君） お答えしま

す。座ったまま着座にて。 

 第１種電話柱が前回は１０００円でございま

す。それと、看板・広告塔につきましては前回

は１３００円でございます。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 済いません、第１種が

１０００円、看板・広告塔が１３００円という

ことですね。 

 前回は何でこれだけ第１種電話柱については

引き下げになったんですかね。 

○土木課長（小原聖児君） 直接の原因は把握

ちゅうか、調べておりませんけども、前年度も

同じように、先ほど説明いたしましたようにこ

の国交省が示す算定式に基づいて計算した結果

ということで御理解いただければと思います。 

○委員（大倉裕一君） 引き下げのほうはです

ね、利用者にとってはありがたいほうだと思う

んですけども、今回、現行からすると第１種と

いう部分では値上げという形になりますですよ

ね。据え置きとかっていう判断はできなかった

んでしょうか。 

○土木課長（小原聖児君） 先ほどこれも説明

しましたように、おおよそ５年をめどにという

ことでございますので、５年間での算出という

ことでもう計算どおりで求めたところでござい

ます。 

○委員（大倉裕一君） 計算どおりということ

は理解をするんですけども、今の経済状況とか

ですね、企業を存続させようとかっていうそう

いったところを考えたときには、少し据え置き

というところもですね、値上げという判断が出

たときにはですよ、据え置きという判断も一つ

の選択肢の中に入れていただくこともあってい
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いのかなと私は思います。 

 今回はもう数字でということでありますの

で、そこは理解をしたいと思いますが、今後の

検討に当たってはですね、そのあたりも十分選

択肢の一つに入れていただいて、次回の検討の

際には対応いただければというふうに思いま

す。意見も含めて申し上げました。 

○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。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。 

（｢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１２３号・八代市道路占用料に関する

条例の一部改正については、原案のとおり決す

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） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午前１１時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３８分 本会） 

◎議案第１２４号・八代市下水道条例の一部改

正について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１２４号・八代市下水道条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課長、奥村です。よろしくお願いします。 

 着座に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。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第１２

４号・八代市下水道条例の一部改正について御

説明させていただきます。 

 資料は配布されております別紙の資料をごら

んください。 

 今回の改正につきましては、資料に記載して

おりますとおり、本年６月１４日に公布されま

した成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律の制定を受け、国土交通省より９月２日付

で法整備の趣旨を踏まえた標準下水道条例の改

正が示されましたので、関係規定の改正を行う

ものです。 

 なお、この法律は、成年被後見人等の人権が

尊重され、成年被後見人等であることを理由と

して不当に差別されないよう、関係法令におけ

る成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権

利の制限に係る措置の見直しを行うものです。 

 また、整備方針では、心身の故障等がある者

の適格性に対する個別的、実質的な審査により

業務等の特性に応じて判断する規定へ見直し等

を行うとともに、資格等を取得した後に心身の

故障により業務等を適正に行うことができなく

なった旨を可及的速やかに把握できるよう必要

な届け出規定を整備することとされておりま

す。 

 次に、概要になります。 

 まず、下水道条例第６条の３、指定の基準に

ついて、こちらは排水設備指定工事店の指定基

準を定めたものになりますが、現行条例の同条

第１項第４号アの成年被後見人もしくは被保佐

人または破産者で復権を得ない者につきまして

は、排水設備指定工事店の指定に伴い、成年被

後見人もしくは被保佐人は指定対象外となる旨

を規定した欠格条項となりますので、成年被後

見人もしくは被保佐人の文言を削除し、破産手

続開始の決定を受けて、復権を得ない者へ改正

します。 

 次、同条第１項第４号のエとして、新たに個

別の判断規定としまして、精神の機能の障害に
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より排水設備等の新設等の工事の事業を適正に

営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者を追加するもの

です。 

 次に、第６条の９、変更の届け出等につい

て、こちらは排水設備指定工事店が市長へ届け

出なければならない場合を定めているものです

が、今回の改正に伴い、第６条の３、第１項第

４号アもしくはエのいずれかに該当するに至っ

たときの届け出規定を追加するものです。 

 以上で、議案第１２４号・八代市下水道条例

の一部改正についての説明を終わります。御審

議のほど、よろしくお願いします。 

○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） それでは、ないよう

ですの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。それ

では、これより採決いたします。 

 議案第１２４号・八代市下水道条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２５号・八代市下水道事業の設置等

に関する条例の一部改正について 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第１２５

号・八代市下水道事業の設置等に関する条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第１２

５号・八代市下水道事業の設置等に関する条例

の一部改正について説明させていただきます。 

 着座にて説明させていただきます。 

 今回の改正につきましては、地方自治法の一

部を改正する法律が平成２９年６月９日に公布

され、令和２年４月１日に施行されることに伴

い、当該法を引用しております八代市下水道事

業の設置等に関する条例の第６条中、地方自治

法の第２４３条の２、第８項を地方自治法の第

２４３条の２の２、第８項に改正を行うもので

す。 

 以上で、議案第１２５号・八代市下水道事業

の設置等に関する条例の一部改正についての説

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。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。 

（｢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１２５号・八代市下水道事業の設置等

に関する条例の一部改正については、原案のと

おり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） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は退室願います。 

（執行部 退席） 

                              

◎陳情第５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（増田一喜君） 次に、請願・陳情の
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審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送にて届いておりま

す要望書については写しをお手元に配付してお

りますので、御一読いただければと存じます。 

 本委員会に付託となっておりますのは、継続

審査の陳情１件です。 

 それでは、陳情第５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」

一部撤去についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。 

 本件について、御意見等はありませんか。 

○委員（北園武広君） この案件、以前も提出

された案件なのかなというふうに思ってますけ

ども、できましたら関係部署からですね、詳し

い経緯とか内容を伺えたらどうだろうかなとい

うふうに思いますが、いかがなもんでしょう

か。 

○委員長（増田一喜君） ただいま北園副委員

長から執行部の説明を聴取したいとの御意見が

出ましたが、本件について説明を求めることに

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） それでは、そのよう

にいたします。 

 小会いたします。 

（午前１１時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４８分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 それでは、説明を求めます。 

○土木課長（小原聖児君） 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。 

 陳情第５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、着座にて説明を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。 

○土木課長（小原聖児君） それでは、右肩に

建設環境委員会資料として、中段に陳情第５号

と記載しております資料に基づき説明をさせて

いただきます。 

 表紙をめくっていただきまして、まず、本陳

情箇所は、航空写真を提示しておりますけど

も、写真の中央の赤の実線で囲んでいるところ

でございます。 

 次、めくっていただきますと、位置図と現況

平面図、そして写真を載せております。 

 平面図のほうで説明いたしますと、図面の右

側の大きな交差点が、右に行けば旭中央通りの

国道３号の交差点、左に行けば本町アーケード

へとなる交差点となっております。 

 本陳情箇所は、現況平面図に赤く色づけして

おるところで、グリーンビル西側から、ちょっ

と記載はしておりませんけども、袋町のバス停

方向へ坂を下り切った区間、約８０メートルと

なります。 

 陳情の内容としましては、中心市街地活性化

実現に向けて、中心市街地の交通や土地利用な

どの観点から見直し、中心市街地の玄関として

開発促進を図っていただくこと、この約８０メ

ートルの旧堤防ともを一部撤去、切り下げして

いただきたいということでございます。 

 なお、平面図の丸つき数字と矢印は添付写真

の位置と方向を示しております。 

 また、本日の資料として、本案件にかかわり

ます過去の陳情書も添付いたしておりますの

で、後ほど確認していただければと思います。 

 以上で、陳情第５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

部撤去についての説明を終わります。 

○委員長（増田一喜君） 以上の説明を聞かれ

まして何か質問はありませんか。あるいは御意

見はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございまし

た。この陳情どおりにですよ、堤防を撤去した

とすれば工事費に概算でどんくらいかかるとで
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すか。 

○土木課長（小原聖児君） 今年の３月時点で

の試算結果でございますけども、約４億円とい

う結果となっております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 立ち退きとかその間の

仮住まいの費用とか、もう、もろもろ込み込み

で総事業費が４億円ということでよかですか。 

○土木課長（小原聖児君） 今、委員がおっし

ゃられましたように、その当時の試算結果とい

うところで、込み込みの金額ということでござ

います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） やはり今までも何度と

なく出ているということでございましたが、継

続の状況で来たんだろうと思います。 

 そういった中でも、やはり何かここを撤去す

る、事業に対する目的が何なのかちゅうのが一

番問われるんではないかなと思うんですけれど

も、それに対してやはりどういったここの開発

をやるのかというのが最大のテーマだろうと思

うんですが、いろいろとそういった関係も含め

て、何をすればここがその事業に対しての目的

が達せられるんだろうというような条件を含め

て、もうちょっと、もっともっと議論をする必

要はあるんじゃないかなと思います。 

 そこらあたりも含めてですね、現場あたりも

どのような状況でするのかちゅうのも見てもよ

かろうし、そういった流れをですね、もうちょ

っとそういったのを含めて議論をしたらいかが

でしょうかなと思うんですけれども、どうなん

でしょう。 

○委員長（増田一喜君） 今、現場調査をした

いという御意見がありましたけれども。 

○委員（髙山正夫君） 今回、建設環境委員会

委員になって、この案件については今までずっ

と継続されてきたということでイメージが湧か

なかったんですけど、この航空写真でちょっと

わかったんですが、このグリーンビルのとこか

らもういきなりぶつっと切れるという話でしょ

うか。段ができて。 

○土木課長（小原聖児君） 前回の陳情といい

ますかですね、この図でいけば２から、約、全

体が８０メーターということでございますの

で、高低差あたりによってある程度の勾配をと

って切り下げて、平たん区間であとの残りを持

っていくというような要望かと思います。 

○委員（髙山正夫君） 今まで継続になったの

も非常に悩ましい案件だったのかなというふう

に思います。 

 我々も建設環境委員会委員になったばかりで

すので、よかったら先ほど福嶋委員が言われた

とおりですね、現場を見せていただいて説明が

欲しいなというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） そしたら、現場調査

というのがお２人から出てますけれども、ほか

に何かありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 正確なところを把握し

たいんですけど、同様の陳情は、過去に陳情が

出されて審議未了で結論を得た、そして今回ま

た新たに同じ内容で挙がってきたということで

私は把握しとっとですけど、島田書記、それで

間違いないですか。 

○書記（島田義信君） 着座にて失礼いたしま

す。 

 今、建設環境委員会資料ということで、陳情

５号の「とも」の一部撤去ということで、土木

課さんのほうから資料をおつけいただいてるも

のの最後のページにそれぞれ出てきた請願・陳

情の文書表がおつけしてあるかと思います。 

 大倉議員おっしゃったように、もう今回で４

回目ということになるんですけれども、前年度

の平成３０年度の３月の委員会において審議未

了となっておりまして、その後、おつけしてあ

るように令和元年の９月１０日に陳情第５号と
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して新たに挙がってきた、という陳情をいただ

いたというような状況であるかと思います。あ

とはおっしゃったとおりになります。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 私にはこの案件、とも

を撤去するということに対しては賛成しかねる

という市民の方がですね、同じ代陽校区の方が

いらっしゃるんですよ。 

 校区の合意がとれていない中で議会が判断を

するというのもどうかなというふうには思って

るんですけど、現場をもし皆さんが見られたい

ということであれば、そこは歩調を合わせさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） 一応、前々回だった

ですかね、審議未了というような結論出ました

けど、前回のときに継続審査ということで結論

が出ております。 

 我々の今、委員会はメンバーが変わりまし

て、新たに審議するというような雰囲気もあり

ますので、メンバーの方々それぞれ現場を一度

見ておかれたほうが議論、審議するときに参考

になるのかなと思いますので、どうですかね。

まず現場を視察してみるということでよろしい

でしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ということは、この

件は今回はいかがいたしますか。 

（｢継続」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 継続審査でよろしい

ですか。今、継続審査の御意見が多かったよう

に思いますけど。 

 それでは、陳情第５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

件は継続審査とすることに決しました。 

 それでは、継続審査するちゅうことで現場調

査もすることですけど、日程のほうはいかがい

たしましょうか。ちょっとカレンダーのほうを

事務局のほうに配付させますので、それを参考

にします。 

 小会いたします。 

（午後０時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０６分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 それでは、日程的にはどのあたりがよろしい

かなと思いますけども、何かどなたか。 

○委員（福嶋安徳君） この陳情第５号の現場

視察なんですけれども、これについては２月の

第１週、４、５、６、７、そこらあたりで、委

員長と執行部あたりでいろいろ煮詰めていただ

いて決定していただいたらいいんじゃないかな

と思うんですが。 

○委員長（増田一喜君） ということで、それ

で調整してよろしいでしょうか。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） それでは、その日程

の中で執行部と調整をして、それと向こうのほ

う、陳情者の方も立ち会われるでしょうから、

そこらあたりの日程調整をお願いして調整いた

したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。（｢よろしくお願いします」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、ほかにありませんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上で付

託されました案件の審査は全て終了いたしまし

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） 
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○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。 

 小会いたします。 

（午後０時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１０分 本会） 

◎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（増田一喜君） 本会に戻します。 

 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・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、以上の２件です。 

 このうち、都市計画・建設工事に関する諸問

題の調査に関連して２件、執行部から発言の申

し出があっておりますので、これを許します。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（市道腰越平線について） 

○委員長（増田一喜君） それではまず、市道

腰越平線についてをお願いいたします。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）建設政策課の西でございます。よろしくお

願いします。 

 所管事務調査、市道腰越平線について、私の

ほうから説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 恐れ入りますが、着座にて説明をさせていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 先ほど

議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補正

予算の中でも一部説明があり、重複する部分も

ございますが、改めて本年、梅雨前線豪雨によ

り被災しました市道腰越平線のこれまでの経緯

や現在の状況などについて説明をさせていただ

きたいと思います。 

 お配りしております、表紙に建設環境委員会

資料、所管事務調査、市道腰越～平線について

と書いております資料をお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。この資料でございます。こ

の資料を使いまして説明をさせていただきたい

と思います。 

 まず、表紙を１枚めくっていただきまして、

お願いします。市道腰越～平線の被災箇所の位

置図や平面図、被災状況の写真などを記載して

おります。 

 それでは、まずこれまでの経緯について説明

させていただきます。 

 資料の左上のほうをごらんいただきたいと思

います。 

 本市道は、泉町五家荘の葉木地区にあります

道路でございますが、昨年、平成３０年５月の

豪雨により道路上部ののり面が一部崩壊しまし

て、その災害復旧工事を本年４月下旬から実施

しておりました。 

 資料の被災状況写真に、まことに小さくて見

にくいんですが、赤色でですね、三角に着色し

た部分、赤の枠組みがありますけど、崩れたと

こがわかりますけど、市道上にちょんとだけで

すね、赤い塗り潰しをした部分でございます

が、この部分がですね、被災をしておりまし

て、それを施工を行っていたというところにな

ります。 

 ですが、本年６月２９日から７月３日にかけ

まして累計雨量４６３ミリの豪雨が発生しまし

て、その後、斜面から湧水が確認されまして、

一部小さな崩壊も発生しました。 

 そして、７月８日に、平面図や写真にありま

すとおり、幅約５０メートル、のり長約８０メ

ートルの大規模な斜面の崩壊が発生しまして、

大量の土砂により市道が通行できなくなりまし

て、地域住民――ここにですね、住家が３戸ご
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ざいまして、１戸が平家荘という宿泊施設とい

うことになりますが、そこの地域住民の方が５

名、その宿泊施設に２名、合わせて計７名の方

が一時孤立状態ということになりました。 

 しかしながら、先ほどの説明でもあったんで

すが、翌日の７月９日にはですね、旧道を利用

しました仮設の迂回路を整備しまして車両によ

る通行が可能となり、孤立は解消しておりま

す。今、その状態で現在に至っているというこ

とになります。 

 なお、９月２日にですね、市道腰越平線の早

期復旧についてというふうに請願が提出されま

して、９月定例会により採択されております。 

 それでは次に、現在の状況などについて説明

いたしたいと思います。 

 災害が発生しまして、８月に地質踏査業務委

託を発注しまして被災状況を把握するための現

地調査を行いまして、９月には地盤の状態を把

握するためのボーリング調査などを行う地質調

査業務委託を発注しております。 

 これは、地盤の変異を確認するための地盤伸

縮計やひずみ計、地下水の状況を把握するため

の水位計の設置を１１月までに行い、観測を行

っているところでございますが、これまでのと

ころ大きな変動は観測されておりません。引き

続き継続的な観測を実施してまいりたいと思っ

ております。 

 また、今回の災害は市道が被災したばかりで

なく、この写真にありますとおり、広い範囲の

山林が被災しておりますので、道路災害という

ばかりでなく、治山事業での対応というのも必

要ということで、それも進めております。 

 そのためにはですね、保安林の指定というも

のが必要となりまして、対象となる地権者から

の同意取得を行ってまいっております。 

 当該箇所がですね、地籍調査済みではござい

ますが、筆界未定ということもありまして、対

象者が３０名を超える地権者がいらっしゃる状

態でございましたが、それで時間を要しました

が、このたびですね、ようやく全員の方から同

意をいただくことができましたので、引き続き

保安林の指定の手続を進めていく予定でござい

ます。 

 このように、市内部での打ち合わせや熊本県

や国など関係機関との協議も含め、できる限り

早く復旧を行うためのですね、調査や設計、必

要な手続や作業を行っているのが現状でござい

ます。 

 しかしながら、復旧方法の検討につきまして

は、地盤の長期間の観測が必要となるなど、相

当の期間を要するというのが予想されます。 

 また、市道部の体積土砂についてはですね、

この地盤調査の結果が判明するまで現状では撤

去できる状態ではございません。 

 そこで、通行ということになるんですが、仮

設で設置しております迂回路につきましては、

一部写真を左の真ん中ほどに載せております

が、現在ではですね、車両の通行は可能とはな

ってますものの、道路の傾斜が急でございます

ので、冬季の積雪や路面の凍結、これに備えま

して、現在、勾配の緩和や部分的な拡幅、あと

転落防止のためのガードレール設置、こういう

ものを行ってですね、応急的な対応ではござい

ますが、安全な通行確保のためのですね、対策

を講じたいと考えております。 

 なお、現在そのための作業を行っている最中

でございまして、一部路面についてはですね、

コンクリート舗装まで完了しておりますので、

あと安全柵、防護柵等の設置がまだ今からとい

うことになりますが、冬季までにはですね、積

雪とかですね、凍結になるまでには完了する予

定でございます。 

 以上で、市道腰越～平線の現在の状況等につ

いてのですね、説明を終わらせていただきたい

と思いますが、今後解析等もですね、進みまし

て、復旧の方法というのもですね、確定しまし
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たらですね、また議会のほうに、また委員会の

ほうにですね、予算措置に関してですね、お願

いをすることになるかと思いますが、そのとき

はどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） それでは、本件につ

いて何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（北園武広君） 先ほどの説明で迂回路

の写真とかが真ん中左側に掲載されとっとです

けども、これって今回崩壊した場所の下に迂回

路をつくってあるわけですよね、位置的には。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） この現

場のですね、ちょっと写真といいますか、平面

図ですね、右側の真ん中の図面なんですが、崩

壊箇所というところが黄色になっとりまして、

茶色といいますか、黄色のちょっと濃ゆいもの

が市道の腰越～平線というのがくねくねと来て

おりますですね。 

 その途中に緑で迂回路ということになってお

りますので、この崩壊箇所よりちょっと上のほ

う、崩壊箇所よりちょっと離れたところからで

すね、迂回路というのをつくっておりますの

で、この崩壊箇所がですね、また影響をするよ

うな位置には仮設のですね、迂回路はつくって

おりません。 

 ただ、ちょっと先ほど言いましたように、正

規のルートで行けばですね、ずっと距離が長い

んで、勾配がですね、十分、車とかですね、安

全に通れるような勾配になっておりますが、仮

設でちょうど高低差がきついところをですね、

結んでいる関係でですね、ちょっと勾配が実際

の市道よりはかなりきついような状況というの

は間違いないです。 

○委員（北園武広君） 少し心配したのはです

ね、のり面が８０メーターですかね、結構広い

範囲で崩れてきとる、ということは地盤もかな

り弱いのかなという感じがあって、そこから下

のところに迂回路をつくってあるけんが、また

もしくは大きな大雨とかが降って、またその道

路が下まで落ちてきて、その迂回路に影響を及

ぼしたらいかんよねっていうところでの安全対

策はどうなのかなというふうな迂回路のです

ね、感じがあったもんだからちょっと聞いてみ

たんですけど。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） この災

害が発生しまして、県のですね、災害アドバイ

ザーであるとか、専門の業者のほうにもです

ね、現場のほうを状況を見ていただきまして、

確実にということはないんですが、この範囲で

おさまるのではないかというですね、観測をい

ただいておりますので、迂回路までですね、被

害が及ぶことはないかなというふうには考えて

おりますが、それにつきましてはですね、現況

の状態をですね、常に情報を付近の方からとか

ですね、現場のパトロール等を行いながらです

ね、観測は続けていかなくちゃいけないのかな

というのは考えております。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（北園武広君） はい、わかりました。 

○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。以上

で、市道腰越平線についてを終了いたします。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（下水道主要事業の契約締結と進捗状況につい

て） 

○委員長（増田一喜君） 次に、下水道主要事

業の契約締結と進捗状況についてをお願いいた

します。 

○下水道建設課長（涌田直美君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水道建

設課長の涌田です。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

 それではですね、お手元の資料ですけど、令
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和元年度１２月建設環境委員会所管事務調査、

建設部下水道建設課という資料をごらんになり

ながら説明をしていきたいと思います。 

 本市の下水道事業は、公共用水域の水質保

全、生活環境の改善、浸水の軽減を目的とし、

市民の安全安心の確保に寄与できるよう鋭意事

業を実施しております。 

 それでは、下水道主要事業の契約締結と進捗

状況について御報告をさせていただきます。 

 １ページをめくっていただきまして、資料１

をごらんください。 

 こちらはですね、先ほどの補正予算と同じ

で、事業箇所の位置図になります。 

 １ページをめくっていただきまして、資料２

をごらんください。 

 それでは、北部中央雨水調整池整備工事の進

捗状況について説明いたします。 

 まず、工事概要といたしまして、近年、田中

西町の北部中央公園周辺において、梅雨時期等

の集中豪雨により浸水被害がたびたび発生して

おり、市民の日常生活や経済活動の妨げとなっ

ております。 

 また、平成２４年７月に時間最大７３ミリの

豪雨を記録した際、田中西町、田中東町周辺で

約５０ヘクタールの浸水被害が発生しておりま

す。 

 そこで、本工事では浸水被害の軽減を目的と

して、集中豪雨発生時に一時的に雨水を貯留す

る施設である雨水調整池を北部中央公園グラウ

ンド地下に整備するものです。 

 工期は平成３０年１１月１９日から令和３年

２月２６日とし、契約金額は税込みで１２億９

６００万円、受注者は福岡建設・中山建設・八

代港湾工業建設工事共同企業体です。 

 現在の工事の進捗としましては、くい基礎工

及び土どめ工が完了し、掘削を行っている状況

で、進捗率は約３６％でございます。 

 次に、資料３をごらんください。 

 今回設置します調整池の平面図になります。

概要につきましては、先ほど補正予算時の説明

と同様でございますので、割愛させていただき

ます。 

 １ページをめくっていただきまして、資料４

をごらんください。 

 施設の断面図になります。グラウンド地表か

ら約３０メートル下の支持地盤に口径７００ミ

リメートルの基礎ぐい１８６本を施工しまし

て、その上に調整池を整備することとしており

ます。 

 次に、資料５ページをごらんください。 

 上段２枚の写真がくい基礎工事を行っている

状況です。４月から７月まで施工を行っており

ます。 

 下段２枚の写真は土どめとなります鋼矢板を

設置している状況です。８月から１０月まで施

工を行っております。 

 １ページめくっていただきまして、資料の６

をごらんください。 

 ２枚の写真は１１月から開始した掘削状況写

真です。工程表のとおり、これまでくい基礎工

及び土どめ工を完了しており、現在、調整池本

体の整備のための掘削工事を行っているところ

でございます。令和２年度までに完了する予定

としております。 

 次に、中央ポンプ場改築工事について説明を

いたします。 

 それでは、７ページをごらんください。 

 まず１項目め、中央ポンプ場改築工事委託・

第３期の協定締結についてでございます。 

 昨年度に引き続き、中央ポンプ場の長寿命化

を図るために改築工事を行っておりますが、３

期目についても日本下水道事業団と協定を締結

いたしました。 

 協定期間は令和元年１０月４日より令和３年

３月３１日とし、協定金額としまして１億８７

００万円としております。 
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 協定の内容といたしましては、中央ポンプ場

にあります３台のディーゼルエンジンポンプの

うち、口径１５００ミリメートルポンプ１台の

エンジンを更新し、さらにエンジン制御用電気

設備についても同様に更新するものです。 

 ２項目め、中央ポンプ場改築工事・第２期協

定変更についてでございます。概要につきまし

ては、先ほど補正予算時の説明と同様でござい

ますので、割愛をさせていただきます。 

 ３項目め、中央ポンプ場改築工事委託・第１

期完了についてでございます。建築工事、機械

設備工事、電気設備工事について全ての工事内

容が完了しております。 

 １ページをめくっていただき、資料８をごら

んください。 

 現在の機械工事の進捗状況を撮影したもので

ございます。 

 左上より、口径１８００ポンプ用エンジン更

新状況です。その右側２枚、撤去完了までの写

真が続きます。 

 上段右側及び下段真ん中の写真は、撤去した

口径１８００ポンプ用旧エンジンにかわり雨水

を排水することを目的とした仮設ポンプの設置

状況でございます。 

 下段左は、口径１８００ポンプ用新エンジン

の試運転状況です。 

 次に、資料９をごらんください。 

 現在の電気工事の進捗状況を撮影したもので

ございます。 

 左上より、口径１８００ポンプ用エンジンの

現場操作盤製作状況です。その右側が各エンジ

ンポンプを運転する際に必要となる補機類の現

場操作盤となります。 

 左下及びその右側の写真が、製作した現場の

操作盤の搬入、据えつけ状況でございます。 

 右側上下２枚の写真は、機械設備工事で設置

した仮設ポンプを運転する際に必要となる仮設

操作盤と仮設発電機の設置状況でございます。 

 １ページをめくっていただきまして、資料１

０をごらんください。 

 中央ポンプ場改築工事・第１期の建築工事に

ついて、上段に着工前写真、下段に完成写真を

並べております。 

 次に、資料１１をごらんください。 

 中央ポンプ場改築工事委託・第１期の電気設

備工事及び機械設備工事について、上段に着工

前写真、下段に完成写真を並べております。 

 １ページめくっていただきまして、資料１２

をごらんください。 

 現在の改築工事スケジュール及び契約状況を

まとめたものでございます。 

 続きまして、八代市水処理センター増設工事

について御説明いたします。 

 資料１３をごらんください。 

 現在の下水道事業計画区域を示したもので

す。平成２９年度に宮地処理系統の一部、７１

ヘクタールを拡張いたしまして、鋭意汚水管の

整備工事を実施しておりますが、汚水処理人口

の増加によりまして、令和３年度末には水処理

センター処理能力を超える流入見込みであり、

水処理施設を増設するものでございます。 

 それでは、１ページをめくっていただき、資

料１４をごらんください。 

 事業概要について説明いたします。 

 今回、施設の増設工事を行います八代市水処

理センターは、昭和６０年に供用開始をし、約

３４年が経過しております。 

 下水道の普及によりまして、年々流入汚水量

が増加し、令和３年度には現有施設能力である

１日当たり２万４００立方メートルを超過する

見込みとなっております。 

 そこで、２カ年にわたりまして１池７１００

立方メートルの処理施設を増設し、処理能力を

１日当たり２万４００立方メートルから２万７

５００立方メートルまで引き上げることとして

おります。 
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 その増設工事に当たりまして日本下水道事業

団と協定を締結しておりまして、協定期間は令

和元年１０月４日から令和３年３月３１日と

し、協定金額としまして６億２７００万円とし

ております。 

 協定の内容といたしましては、反応タンク及

び最終沈殿池に設置します機械設備、反応タン

ク内の微生物の量を監視する機器やタンク内の

酸素濃度等を監視いたします測定機器類、さら

に管理棟内にあります処理場内の全機器類の運

転状況を監視します中央監視装置などの電気設

備工事を造成するものです。 

 参考までに、各設備の工事範囲を記したもの

を資料１５ページに添付しております。 

 最後になりますが、北部中央雨水調整池整備

工事、中央ポンプ場改築工事、八代市水処理セ

ンター増設工事は、浸水対策事業及び汚水処理

事業として重要な工事です。それぞれの工事を

安全に進めるとともに、予定された供用開始に

間に合うよう、工事管理を万全に行いながら事

業を進めてまいりたいと思います。 

 以上で、下水道事業の契約締結と進捗状況に

ついて報告を終わらせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、本件につ

いて何か質疑、御意見等はありませんか。ない

ですか。 

（｢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、以上で下水道主要事業の契約締結と進捗

状況についてを終了いたします。 

 次に、本委員会の管外行政視察について協議

のため、しばらく小会いたします。 

（午後０時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時４２分 本会） 

○委員長（増田一喜君） それでは、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、令和２年１月２２日から２４日

までの３日間、滋賀県長浜市、大阪府豊中市、

兵庫県西宮市へ、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

のため管外行政視察を行うことといたしたい

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。 

 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（増田一喜君） ないようです。それ

では、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

てお諮りいたします。 

 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（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、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。 

 本委員会の管外行政視察についてですが、本

委員会は、令和２年１月２２日から２４日まで

の３日間、滋賀県長浜市、大阪府豊中市、兵庫

県西宮市へ、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

め管外行政視察を行うこととし、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、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 



 

－32－

○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。 

（午後０時４４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１２月１７日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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