
- 1 -

平成２５年第２回（２月）大玉村議会臨時会会議録

第１日 平成２５年２月２５日（月曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 ９番 佐 原 吉 太 郎

１０番 須 藤 軍 蔵 １１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

なし

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 遠 藤 勇 雄

企画財政課長 武 田 正 男 住民生活課長 武 田 孝 一

４．本会議案件は次のとおりである。

会議録署名議員の指名

会期の決定

諸般の報告

議案の一括上程

提案理由の説明

議案審議

質疑・討論・採決

議案第 ３号 平成２４年度大玉村役場庁舎改修工事請負変更契約について

議案第 ４号 平成２４年度太陽光発電設備等設置工事（改善センター）請負

変更契約について

５．本会の書記は次のとおりである。

議会事務局長 後藤和吉、書記 渡辺佳織、後藤芳一、国分郁雄
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） 平成２５年第２回２月臨時会が招集されましたところ、出席ご苦労

さまでございます。

ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、平

成２５年第２回大玉村議会臨時会を開会いたします。（午前９時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の会議を開きます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりであります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、７番佐藤誠一君、

８番遠藤文一君を指名いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。６番。

○議会運営委員長（佐々木市夫） おはようございます。

本臨時会の会期日程等について、去る２月２２日、午後１時３０分より保健センタ

ー２階会議室におきまして議会運営委員会を開催し審査をいたしましたので、その経

過と結果について、以下ご報告を申し上げます。

委員会は、議長出席の下、全委員出席、更に当局から総務課長、企画財政課長の出

席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について、次のように

決定をいたしました。

本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案２件で、その内容は、工事請負変

更契約２件であります。

よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。なお、審議日程に

つきましては、本日２月２５日 本会議、議案の一括上程、提案理由の説明、議案審

議という日程で行います。

以上のように委員会として全委員一致をもって決定いたしましたので、なにとぞご

審議のうえ、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして報告といたします。よろしく

お願いします。

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。

会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長の報告とおり決するにご異議

ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、会期日程については、議会運営委員会委員長報告のとおり決しました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告に代えさせていただきます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第３号、議案第４号を一括上程いたします。

事務局職員に議案を朗読させます。事務局。

○議会事務局職員（後藤芳一） 別紙議案書により朗読。

○議長（佐藤 悟） 事務局職員の朗読が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） ご苦労さまでございます。

本日、第２回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かとご

多忙の中、ご出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと、感謝を申し上げます。

本臨時会における提出議案は、工事請負変更契約案件２件であります。

それでは、議案第３号、平成２４年度大玉村役場庁舎改修工事請負変更契約について

申し上げます。庁舎改修工事につきましては、昨年１０月以来、順調な進捗状況の下、

予定どおり３月１日には引き渡しを受けることとなっておりますが、一部工程において

変更追加が必要な工事が発生しましたので、変更契約についてご審議をお願いするもの

であります。

まず、第１点は、建築本体工事においては、庁舎１階北側に新設した軸ブレース３基

に加え、北庁舎の横軸（東西軸）の補強として、新たに１基設置するものであります。

また、２階天井裏の水平ブレースに、切断や溶接止め箇所があったため、３６か所にわ

たっての入れ替え工事や雨漏り等防止のための壁面隙間ふさぎ工事を追加するものであ

ります。

第２点目の電気設備工事につきましては、これまでの継ぎ足し配線により、配線系統

が煩雑化していたものを一般回線、パソコンサーバー回線、防災無線、ＮＴＴ回線、県防災

無線、地震計、雨量計など、系統立てて整理し、改修エリア外における配線改修工事を

追加するものであります。これらの変更追加工事により、当初請負契約金額に５２７万

３,１００円を追加し、変更後の契約額を１億１,０２７万３,１００円とするものであ

ります。

次に、議案第４号、平成２４年度太陽光発電設備等設置工事（改善センター）請負変

更契約について申し上げます。グリーンニューディール基金を活用し、防災拠点となる

改養センターに太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置する工事について、昨年の１０月

１６日から本年３月８日の工期で工事を進めておりますが、蓄電池設置場所への冷房換

気設備の設置について、蓄電池の性能、設置室内の環境等を再検討した結果、その設置

の必要がないことが確認できましたので、冷房換気設備工事を削除するとともに、太

陽光パネル設置を行う改善センター屋上の状態から、防水工事の必要性がないことが
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判明したため、防水工事を削除し、併せて高圧洗浄面積の減により、当初請負契約金額

６,２９４万７,５００円を６,０８５万６,９５０円に変更し、２０９万５５０円を減額

するものであります。

以上、それぞれの議案につきまして、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。よろしく

ご審議を賜りますようにお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長（佐藤 悟） 以上で提案理由の説明が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第３号「平成２４年度大玉村役場庁舎改修工事請負

変更契約について」を議題といたします。

質疑を許します。９番。

○９番（佐原吉太郎） 改修工事増額について４点ほどお聞きしたいと存じます。

まず、最初にですね、１億５００万円で前回これ入札されまして、光建設にされま

した。しかし、３６か所が設計の時点でかなり変更あったわけですが、これ把握でき

なかったのか、まあ１つね。

それから、また次の１点目でありますが、３６か所の工事の価格、大まかにばさっ

とこれ５２７万３,１００円を提示されたわけですが、全く我々には、これ３６か所

できますが、把握できないと。何がどういうふうにかかったのかということは、全く

大枠しか全く我々には知ることできないということで、これらについて説明を願いた

いと思います。

今１つでありますが、今回提案された議案については、まさか事前着工などという

ことはないと思うが、その点についてもお聞きしたいと存じます。

次ですが、４点目でありますが、事前着工した場合は、議会軽視ではないのかと。

もしそれあったとすれば、私はまだこれお答えしていただかないから分からないけど

も、そういうことも含めて明確にお答えを願いたいと思います。４点ほど。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

当初１億５００万円程度の契約ということで、当初の設計の段階でもっと把握でき

なかったのかというようなご質問でありますが、改修工事であります。屋根をむいて

みないと分からない部分、奥に入ってみないと分からない部分。特に２階部分につい

ては、１２月まで解体をしなかったと。年を明けてからの解体工事になったというこ

ともありまして、当初設計の中では十分に把握できなかったということでの今回、追

加であります。

それから、５００万円にのぼる内訳ということでありますが、配付しておきました

図面に基づいて、その内訳について概要を申し上げます。まず、１番最初のページの

図面でありますが、庁舎の１階部分の本体工事に関する変更であります。この中で１

階軸ブレース増設工事というのがあります。当初設計では、この部分に黒い字で書か

れています軸ブレース３か所、これについては増設いたしました。設計の中で、これ
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は見ておりまして。この軸ブレース増設の工事の中で鉄骨をむいたところ、北庁舎、

この税務と農政が入っている庁舎を北庁舎と呼ばさせていただきます。この北庁舎の

部分について、骨組みがＨ鋼だったと。Ｈ鋼のために縦軸には強いが、横軸には弱い

というようなことが新たに発見されまして、横軸の補強のために、北庁舎のほうの軸

ブレース１個を追加しております。これらについて５０万円から６０万円の間の変更

追加工事であります。次の図面を見ていただきたいと思います。庁舎の本体工事に係

る２階の部分の変更追加分であります。この２階の部分については、鉄骨の水平ブレ

ース、これらについて、２階をむいた後に調査をいたしました。その中で水平ブレー

スのうちの６か所が切断が新たに確認されました。それから残った水平ブレースのつ

なぎ部分が溶接だったということも判明いたしました。これらに基づきまして、水平

ブレースの溶接部分については、すべてボルト締め、それから欠落している部分につ

いても新たに更新を加えて３６か所にわたって水平ブレースをすべて更新したという

ことであります。それから、この２階の図面で見ますと一番左のほうになります。西

壁、このに壁の部分がかなりゆがみがあって補強の必要があるということで、ここに

も３つの水平ブレースを追加しております。それから、全体にわたって雨漏りがいた

るところに散見されていました。それから、すきま風、コウモリ等の糞がゴミ袋で６

袋出たというような、そういうことも踏まえまして、すべての隙間をふさぐというよ

うな形で、どこに隙間があるか判明しない部分もありましたので、すべてウレタンに

よる吹きつけ塗装をしたものであります。これらにおいて、すべてで３００万円から

３５０万円の金額がここにかかっております。３ページをご覧いただきます。３ペー

ジにつきましては、電気設備工事であります。この電気設備工事につきましては、提

案理由の中にもありました。それぞれの回線が繁雑に入り交じっていたということで

あります。配線を新しくするというのは、当初設計の中で見ておりましたが、その配

線の入り交じっている部分については、すべて系統立ててやる必要があるということ

で、特にパソコンについては、役場にあるサーバーと分庁舎にありますサーバー、こ

れらをつなぐ回線を一本化に集約したいと。集約のうえで配電盤をここに設置すると

いうようなことが新たに追加されました。これについては、電気工事の半分以上がこ

の配電盤、それから系統立てた集約化に要する経費であります。更に今回、４ページ

の最後の図面を見ていただきます。この中で斜線に付いている部分については、今回

の工事対象外というような形で、エアコンの設置のみということで改修を進めてまい

りましたが、ここの部分についての古い配線、これらについてもすべて新しい配線に

取り替えるというようなことで、これらについての配線の変更をしたものであります。

以上の形によって建築本体で水平ブレースがほとんどでありますが、だいたい３００

万円から３５０万円、残った部分については電気設備工事、その大半がパソコンサー

バーの配電盤の設置というような形での追加の工事であります。

それから、事前着工等につきましては、議会軽視ではないかというようなご質問で

ありました。これらについては、ある程度工事が進捗を見ない段階では数字が出てこ

ないということも踏まえまして、また、その工事の都合上、既に着工はしております。
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これらについては、追加の数量、単価、変更設計、それらに基づく変更追加工事とい

う金額、これらの算出のためにはどうしてもある程度の工事の進捗をみないと数字が

出てこないということで、ご理解いただきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 今、課長の説明だと、ちょっとこれ遠いからうまくねな。私は

３６か所について不備があれば、これ当然むいてみなくちゃ分からない部分もあるわ

けですが、しかし、詳しく言えば、この３６か所ね、全く今まで設計の前段階で把握

できなかったのかと。しかし、実際はこうだったという説明であれば、そのとおりだ

ということでそういうことだと思うんですが、いずれにしたって、これとにかく必要

なものは必要ですよね、これ当然ながら。上雨漏りしたとかね、さっきまあコウモリ

さんが１つの袋くらい汚したと、それはそれで良いでしょう。しかし、これ期間があ

ったわけですよね、契約してからね。そして、施工されてからね。その間、やっぱり

そういう工事箇所の不備があって、それを直さなくてはならないという、その時点で

なぜ議会に要するに同意を求めなかったんですか。これ期間があったでしょう。仕方

ないからこうだと、これこういう我々の議会軽視というのは、これとんでもないです

よ。時間がないならあれだよ。とっくにもう我々１２月に議会やって、がたがたがた

とやったわけですよ。もう既にその時点で裏板は取り除いているわけですよ。その時

点であんた、この鉄骨の補強とかなんかしたようです。そのために私はそれを、今日

はまともに課長がそのようにおっしゃったが、私も実は土曜日にこの提案の増額が来

たときに既に次の日、もちろんこういうわけで私はこういうものですが、ちょっと立

派にできたようですから見せてくださいということで五十嵐という方でありますが、

その責任者の課長ですね、これ光建設の。全部できましたと。議会、今日ここに集ま

る必要がないでしょう、これでは。もう事前に、要するに村長、これ執行部ね皆さん

やったら良いんじゃないですか。議会今日あたり集めていることないですよ。事前着

工ですよ、これ。どういう形であっても、こんなこと許されるわけないでしょう。こ

れがまかり通るようじゃ、村長も何期もやってね、地方自治法というのを分かってい

るんですよ、我々よりも。そういう中で、私はやはり必要なものは必要なんだから、

だから、事前に例えば１２月でも１月もありましたんだから、当然。あれだけの工事、

骨組み直すんですから、当然ながらですね、それを分かっているわけですから、なぜ

あんたこれできなかったんですか。議会招集してすぐですよ、あんた、村長が言えば、

我々はそういう身に置いているわけですから、体を売っているわけですから、行政に

対して、私たちは。常にそういうことをやはり招集されれば、これもちろん可決され

るわけですよ。何も必要なものを私は反対する何ものもないですから、これ。そうい

うことで、やはり執行部もあまりにも議会を軽視しているんじゃないかと、そのよう

に思うので、その点を含めてひとつお答えを願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 課長のほうからこういう修理工事ね、これはなかなか仕事を進めて

いかないと、どこがどうだかというのは、当初には全体はやっぱり把握できないとこ
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ろがある。これ今話あったように、例えば天井全部はがしてみて、そして、そこに例

えば雨漏りのようなそういうところが見つかったり、あるいは溶接部分、ボルト締め

にしたとかと、そういうところがさびてて、これはやっぱりこの際直した方が良いだ

ろうと、こういうふうなことはやっぱり工事を進めてた見ないと、開けてみないと分

からないところがある。まあ修理工事の関係のこれは、全く新しく造るというならば、

設計に基づいてやれば良いわけでありますが、修理にはやっぱり予想の付けがたいと

ころが現実には出てくる。しからば、その都度議会を開くかというわけにもこれいき

がたいわけでありますので、ただ、今言ったように結論的にそういうことが生じたな

らば、例えば議員協議会なり、そういうときにこういうことで細かい数字は出ません

けれども、ひとつ変更する予定であります。そういうことは協議会等にこれは話をす

るという、やっぱりそういうことについては、私のほうから率直にその辺の配慮が足

らなかったということについては、お詫びを申し上げたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 村長はね、それはそれでそう言えば、議員の皆さんひとつよろし

くお願いしますということだと思うんですが、例えばその分かった時点で、不備があ

った時点で今おっしゃったとおり、すぐにやはり何らかの形で予算計上してね、そし

て、余計にかかったら不用額にして入れれば良いんでしょうが。だから、そういうこ

とをなぜこういうことをね、そうするといろんなことが想定されるわけですよね。我

々の密室の中で全く行われて、それでここにもう今日２５日に招集されたと。で、ど

うですかと出されて、事前着工だと。何なんだと言うんだよ、これ。こんなこと許さ

れて良いんですか。言えばそれ言い逃れいくらでもできますよ。ああだこうだという

ことを誰だってできますよ。しかし、間違いは間違いとしてやはりこれは、決してこ

ういうことはあってならないし、また、議会そのために我々は常に報酬をもらって、

そして、執行部が招集すれば、我々はすぐに来なくてならない身であるわけですから、

そういう立場なんですから、何回も言うようだけどね。そういうことは、やはり我々

議会人として、やっぱりこれだけ立派な庁舎が新築しようと、リフォームして、そし

て、今の財政の中で大変だからということがここにあったと思うんですよ。それなら、

なおさらこういうやはり議会軽視のような予算の提出されたことは、私は納得できな

いですよ。賛成できないですから。そういうことを含めてですね、村長いくら謝った

ってね、これは議会軽視でありますから、もう１回村長お答え願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは先ほども申し上げましたように、修理というのはなかなか当

初に予想しがたいところがあると。それはるる経過については、課長のほうから答弁

あったとおりであります。しからば、その時点で何らかの議会に対する配慮が必要で

あったと。これは今、私も詳しく聞いて、こういうことについては協議会等であらか

じめこれは了解を得ておく必要があったなと。何回にも何か所かにわたってあるわけ

ですから、だから、現時点については数字ははっきりしない。だけれども、変更につ

ながると。だから、ひとつ議会の皆さん方あらかじめ数字をある程度きっちりつかん
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だ時点で、変更の請負契約議案の提出をしますので、ご了解いただきたいという、そ

ういうやっぱり配慮が足らなかったなと、そのように率直に考えております。そんな

ことでございますので、ひとつ内容等をご理解いただき、議決をお願いしたく思うと

ころであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 今回の庁舎改修工事、これは大規模な修繕、あるいは大規模な模様

替えというふうな認識で良いのかどうか。そういう改修工事に当たっては、確認申請

等の手続は必要だったのか、必要でなかったのか、伺いたいと思います。

それから、ブレースの入れ替えでありますが、当時の建築基準法、あるいは当時の

設計等々については、直付けであっても問題はなかったのかどうか。今回のブレース

の入れ替え、やり直しの必要性、それについて伺います。

それから、今回の全体的な修繕模様替えというふうに理解しておりますが、これは

新建築基準法に適合した建物になったというふうな認識で良いのかどうか。あるいは

耐震診断等実施したのかどうか、例えば実施したとすれば、その結果について伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

今回の庁舎の改修工事につきましては、確認申請の手続の不要の工事ということで、

確認申請の手続等は行っておりません。

それから溶接部、鉄骨ブレースの溶接部についてはどうだったんだということであ

りますが、当時はそういうことは許されていたのではないかというような設計事務所

の見解でありました。ただ、現在、その溶接部分について、切断されている箇所、あ

るいはその溶接が剥離して少し動くとか、そういうものも散見されましたので、今回、

新たにすべてボルト締めとするブレースの改修を行ったものであります。

それから、今回の改修によって、新しい建築基準法の適用建物になるのかというこ

とでありますが、新しい建築基準法をクリアしているというような建物ではございま

せん。それから、耐震診断についても実施はしておりません。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これ土曜日の民報なんですが、見たと思いますが、確認のため読み

上げます。耐震基準が強化された１９８１年以前に建てられた大型施設に耐震診断を

義務付けするものであります。つまり、耐震改修促進法が改正されるということでご

ざいまして、その内容についてはそのとおり、不特定多数の人が利用する施設のほか、

学校や幼稚園、老人ホームといった災害時に１人で避難するのが困難な児童や高齢者

が使う大規模な建物のようであります。耐震診断の実施期限は、２０１５年末という

ことになっているようです。まだ、緊急輸送道路など重要な道路沿いあるビルや防災

拠点の役場や避難所に関しては、面積にかかわらず、都道府県や市町村が期限を定め

て独自に診断を義務付けることができるというふうに規定されるとのことでありま

す。この法律が改正されれば、当然県も右ならい、必然的にこの大玉村役場の庁舎も
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耐震診断の実施が義務付けされるものと思われますが、義務付けされるかされないか、

その認識をまず伺いたいと思います。

次に、市町村も期限を定めて、独自に耐震診断を義務付けることの規定がなるとす

れば、自治体自身やらないでは、民間に指導も義務付けもできないと思いますよ。早

々に役場庁舎の耐震診断の実施を求めますが、お答えいただきたい。

次に、耐震診断を実施しなければならなくなったとして、実施すれば、その結果は

築５１年であることを考えれば、限りなく耐震改修をせざるを得ないと思います。そ

こで、この度の１億１,０２７万円を無駄にしないような耐震改修ができるというふ

うに認識しているのかどうか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

昭和５６年以前の建物の耐震化については、耐震改修促進法等で義務付けられてい

るということで、小中学校等において、公共施設の建物について、本村においては今

まで耐震診断を実施しておりました。ただ、役場庁舎については、耐震の診断ができ

ない建物というような形で、当時そういう結果が出ました。更に、危険度判定という

ような形での数値で診断をしていたわけでありますが、今回、こういう形で改修工事

ということで、その一定程度の補強をしながら改修工事というような形で現在まで至

ってきたものであります。これらについて、改修工事を現在しました。２階について

も、ある程度点検口を設け、梁とかブレス等について点検できるような形になりまし

たが、今後、これらについて耐震診断を改めて実施するかどうか、少し時間をいただ

いて検討させていただきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 村長に伺います。度々この改修の前に私は提言をしました。こうな

るのは、当然当たり前だと思いますよ、私は。旧建築基準法で建てたものが、公共施

設等々でまかり通るようなことでは、指導も義務付けできません。今度は法律なんで

すから、村長がなんぼこれは大丈夫だ、安全だと言ったって、通らない話。検討させ

てもらいますじゃなくて、もうこれはするのは当たり前、法律なんだから。これ期限

が２０１５年末なんだって。今、３年間なんですよ。だから、この間にやるのが当た

り前なんだって。だから、やるときに、これだけ１億１,０００万円もかけちゃった

んだけれども、そのとき耐震診断をして、どれだけこのままそっくりやれるか、そう

いうこともあろうと思います。でも、やらなきゃらないんだよこれ。だから、３年間

にやりますというのが当たり前だけれども、言わなくたってこれやらなければならな

くなるから、俺と、今、ここで約束しようがしまいがやらなきゃならないんだからか

まいはしないが、そういう認識を持って財政的なものもあろうと思いますから、今か

ら計画したって良いんじゃないかなと。そして、そういう義務付けなるようなこと、

もう国が法律を決めて、そして、県がじゃやれなどと言われるまでやらないでいるよ

うなことしてられないで。これはもう常識だと思いますよ。村長こういう法律がある

と本当にこれ確認しなかったからこれ以上は言えないけど、新聞に載っていたのはこ



- 10 -

うなの。だから、これはまず、間違いないとは思いますが、まず、この改正されるこ

とによって、耐震診断が義務付けされると思いますので、それは早々にやるべきだと

いうふうに思いますが、村長の考えを伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは改修時点について議論もさせていただきました。いろんなそ

ういう経過を踏まえて、改修にこれ踏み切ったわけでありますが、これは今言ったよ

うに、最近、そういう新聞私も目にしたわけでありますが、それが絶対的な義務なの

かどうか、これから十分それらの施行のこと等については研究をさせていただきたい

と思っております。改修に踏み切る段階で、論より証拠で５.３の震度には耐えたん

だと。それに耐えてきたんだと、まあそういうことでこれ踏み切ったわけでありまし

て、そういうまあそういうことで通れないべと言えば通れないかもしれませんが、と

にかくそういうことでもって出発をしてきたと。また、今後のそれらの更に法的な根

拠に基づいてどうだとこうだということについては、それなりにその時点で対応して

まいりたいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） とにかく耐震工事でなかったということは認めざるを得ませんでし

たが、私も前の質問者のことについてふれたいと思います。

まず、はじめに、これ事前着工だということは村長も認めるところであって、非常

に残念だったと思いますけども、本当に一番今回、金額のはずむ２階の天井の水平ブ

レースについての手直しをしなければならないという発覚したのはいつだったのか伺

いたいと思います。なぜ我々にそれらについて報告しなかったのかも含めてお願いし

たいと思います。

あとですね、いろいろありますけども、この電気関係についても、やっぱり見たと

おり、今の建物は築５１年以上経ったものですから、付け加え付け加え等で電線工事

もしていたと思うんですけども、これらについてはもう設計の段階で把握できたと私

は認識しておりますけども、これらについても、なぜ今の時期にこのようなことにな

ったのか、併せて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

２階の水平ブレス等も含めた変更、いつの時点でというようなご質問でありますが、

この水平ブレスの付け替えをしなければならないというふうに現場のほうでの話を進

めたのは、第７回定例会議、庁舎工程会議ということで１月１７日の段階で、建築本

体工事は進捗率が５０％、それから電気工事については４５％、この段階でそういう

変更をしなければならないだろうというような私個人的な判断はしましたが、この時

点で、その次の例えば全員協議会までは具体的な改修方法、それからそういうものに

ついてまだ詰めの段階には入っていなかったということで、分かった時点が１月１７

日の第７回の工程会議ということでご理解賜りたいと思います。

それから、電気工事付け替え付け替えということで、設計の段階で把握できなかっ
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たのかというようなご質問でありますが、ある程度継ぎ足しをやっているのは事実で

ございましたので、設計の段階で把握するものは把握しました。ただ、やってみた結

果、それ以上の工程が発生したということでの今回の電気工事であります。例えばパ

ソコンのサーバー回線が思っていたところ以外のほうからつながっていたとか、一般

のＮＴＴ回線を切ったらば、一緒に防災無線の回線も切れたとか、当初想定外の電気

工事の繁雑な回線使用があったということで、これらも改めて追加というような形に

なりましたが、変更をして実施したものであります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） この提案理由の最初冒頭に、３月１日の引き渡しについては、そ

れも変更なくといった時点で、これ提案したときね、今日２５日ですから、４日でや

るというのはできないわけだから、これは事前着工はしているというふうに私は見ま

した。それから最近、そういうことが先ほどの質問もありましたが、小水力のことも

含めて、そういうのが目立つのね。やっぱりそれは言われても仕方がないというふう

に私は率直に認めるべきであろうということが１つ。

それから、もう１つは、この変更についての中身については、増額の金額なり、あ

るいは追加内容等々を見た結果、そういう問題がそれぐらいで大丈夫だなというふう

に思ったというような説明もあったんだけども、そもそもそういうこともやっぱり理

屈は同じだと思いますね。

それから、古い配線とかブレースとか、そういうものについて確かに一般的にはこ

れ古いものだし、我々実際いろいろやって、それはもう十分わかるのね。継ぎ足し継

ぎ足しして、その場しのぎでやってきているんだから、これ後から見たらば何がなん

だか分からないなどというのは、これ日常あるんですが、まして古いものだから。今、

最近の工事では、そういうのはないんでしょう。いろんな配線図なり全部取ってある

んだべね。例えば水道は全部ぼっこれたというと、何あそこに入ってて、どういう管

を使っているかという台帳で修理の現場に行く。それから、道路台帳も毎年何十万も

かけて整備しているというふうに、その配管なり配線も今度はそういうもの、今のも

のは今のちゃんと保管されているんだべね。どこから混ざってＮＴＴの回線切ったら、

別の回線も切れたなどということは普通はあり得ないはずなんですね。昔ここ何年か

前にあった年金の個人記録がなくなっちゃったなどというのも、これ管理が不十分で

手書きのものはちゃんと保管されていたなどというふうになっているんだけれども、

結局その保管が不十分だからどこさかいっちゃったというようなことできているわけ

で、そういう記録なりそういう図面なりというののの保管は、これと関連して、今ま

でいろいろ作ったものについてはちゃんとあるんですか。なしてかというと、壊れた

り故障したとき、それをたどればすぐに分かるということなんですから、そこら辺は

どうなっているかも含めて、その２点についてのお答えをお願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

事前協議という形で着工したということについては、全員協議会等の中で、まだ数
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字等が固まっていなくとも、そういうような話はあってしかるべきというふうに私自

身も考えておりますので、今後ともそういうことがありましたらば、全員協議会等を

通じてお話しをさせていただきたいと思っております。

それから、古いものの継ぎ足し関係の交換、これらについてきちんとした図面を作

る必要があるだろうということであります。今回の工事において、配線図、それから

竣工図、こういうものについてきちんと今回、整理をして、これらを基に今後、そう

いう追加工事等がありましたらば、それで対応していきたいというような形で竣工図、

配線図をきちっと今回、整備させていただきました。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 私もいろいろ細かいことをお聞きしようと思ったんですが、それ以

前の問題がなんかちょっと今、出たようなので、この事前着工、これあってはならな

いんですよね。聞くところによると、なんだか着工でないんだと、事前完了みたいな、

これはね、議会としても困っちゃうんですよね。やっぱり議会の立場も考えて提案し

てもらわないと、我々難しくなっちゃいますよ。そもそもね１月１７日にある程度分

かったというならば、その時点で説明なり招集してやっぱりやるべきだったと思いま

すよね。ここへ来てもうこの５００万円認めてくれと言われても、議会の立場もある

んです、私たちね。やってはならない初歩的なことなんですよ。いちばん大事なこと

なんです。そのために予算は、議決まではやってはいけませんよ、執行はできません

よというのが基本中の基本なんですよね。それで、むいて見ないと分からないという

話がありました。しかし、予想はできたんですよね。コウモリの糞なども窓には落ち

てあったし、いろんなすきま風もあるしね。ですから、試験的にやってみるというな

ら分かりますよ。強度のためにやってみたと。試験的にやって、どけだけ強度かある

か試しにやってみるというなら分かりますね。それで、よし、これはこのぐらいやれ

ば安全だという形で議会を招集して予算を計上するというのが、本来のあるべき姿じ

ゃないのかと思います。しかし、ずうっとずうっと来てしまって、あと４～５日で引

き渡し、聞くところによると、事前着工じゃなくて事前完了だと。これじゃ困っちゃ

いますね。その点について質問しますので、お答えをいただきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは先ほども申し上げました。

詳しい数字は出ないまでにも、そういう機会があるわけでありますから、この件に

ついては補正でお願いをするようになると、こういうことをやっぱり議会等に話をす

るべきであると、そのように私も認識をいたしております。率直にこの件については、

お詫びをいたします。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 根本的な問題からお伺いしたいんですが、この計画が上程されたと

きに、私自身で建築確認の必要性ということは伺ったつもりなんですが、今回その水

平ブレースの改良交換ということになりますと、私から少し専門的な見地からいうと、

これ主要構造部の一部なんですよね。主要構造部をやるで大規模改修、大規模な修繕
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に該当しないということは、私ちょっと信じられないんですけど、設計監理している

方にどういう認識でこれはこの必要性ないと考えたかどうかは疑問なんであります

が、この辺の確認と、これ改修する段階でそれを気づいた時点で、その必要性という

のはあったんじゃないかなと少し疑問に思っています。

それから、もう１点、今回この工事上がりましたが、これの請負率との関係、ご説

明願います。併せて。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

建築確認の必要があったかどうかということでありますが、設計事務所のほうを確

認したところ、そういう申請の必要はないというような見解を得ましたので、今回、

確認申請の提出はしておらないところであります。

それから、請負率関係でありますが、前回、当初の入札契約関係で請負率がそれ相

当９１か９２という数字で出ております。当然今回についても、変更設計額を数字を

拾って変更設計書を作って、それに対して当初の請負率を掛けてはじき出した数字が

今回のこの数字であります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今の課長の答弁では、これらに対して確認申請の必要性はないとい

うことの設計事務所の報告だということでありますが、たぶん民間の方がこれをやれ

ば確認申請が必要ないということは、私らちょっと想像できないんですが、その辺の

見解というか、それの確認は改めてでありますが、課長のほうに県なりなんかの対応

調べて、後で報告いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切ることにご異議ございませんか。（不規則発言あり）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） それでは暫時休議します。 （午前９時４８分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。 （午前１０時１０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 大変議会の皆さん方にはご心配をおかけして申し訳ないと思ってお

ります。るる前にも話いたしましたように、理由はともあれ、結果的にはあらかじめ

これらの数字をきちっと把握できなくとも、これは変更になり得ると、その内容はこ

れこれしかじかと、まあこういうことで改めて議会に話をすると、これは当然のこと

であるわけでありまして、以後、こういうことのないように十分留意をさせていただ

きたいと存じます。今回は大変申し訳ございませんでした。よろしくひとつご理解を

賜りたいと存じます。
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○議長（佐藤 悟） 議長のほうから執行部に申し上げますが、これは本当に議会軽視に

なります。そのために今後はこういうことは二度とないように、そういう追加になり

得るというようなことは事前に予告しておいていただきたい。そして、議会を開いて

いただきたいというようなことを申し入れしておきます。今後ともこういうことのな

いようにひとつよろしくお願いしたいと思います。

そのほかにありませんか。

○９番（佐原吉太郎） 私この議題に対して、予算増額に対して私反対討論と言いますか、

○議長（佐藤 悟） いや、それはこの次の話ですから、それはこの次の話です。

質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑はないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議あり」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議があるようでございますので、これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。９番。

○９番（佐原吉太郎） 今回の増額については、村長今、陳謝したようでありますが、し

かし、既に１月１７日に、しかもその時点で分かったと、不備がね。その箇所が３６

か所あったと。そういうことでございますから、既にそのときに協議会なり、先ほど

申しましたが、そういうことを事前にやっていれば、我々はこれに対して反対する必

要ないんです。必要なんです。安全に、そして、きれいになったリフォームされたこ

とを私見てきました。すばらしいです。しかし、手法として、議会の承認というのは

常に我々は村民から血税をいただいている１人なんです。そういう中で、招集いただ

ければ、必要であれば、当然に我々はこれに賛同するに変わりはありません。そうい

うことで、今回、議員の皆さんにやはりそれぞれ議員は、今、国民から非常に問われ

ているわけです。それはなぜかというと、チェック機能の甘さ、そういうことを今後、

肝に銘じて皆さんも、この私も今、反対討論しているわけですから、この予算執行と

いうのはやってはならないと、我々の議決をやはりこの賛同させてはならないと、私

はそう思う１人でありまして、もう既にこれは議会軽視でありまして、こういうこと

で皆さんの反対の賛同をひとつお願いしたいところであります。ひとつ皆さんよろし

くお願いしたいと思います。

○議長(佐藤 悟) 次に、原案に賛成の発言を許します。１１番。

○副議長(遠藤義夫) 私は、賛成の立場で討論します。

確かに執行部のほう、先ほど謝罪しましたが、これはあってならない部分がありま

すが、ただ、この議案に対しては、やってみないか分からない部分があったもので、
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その金額等に対しましては、我々は執行部から提案されたことに賛成します。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） ほかに討論ございませんか。

（「討論なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） ないようですので、これで討論を終わります。

これから議案第３号を採決いたします。この採決は起立によって行います。

議案第３号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（起立多数）

○議長（佐藤 悟） 起立大多数であります。

したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第４号「平成２４年度太陽光発電設備等設置工事請

負契約変更の締結について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で今期臨時会に付議されました案件の審議は、全部終了いたし

ました。これをもって本日の会議を閉じ、平成２５年第２回大玉村議会臨時会を閉会

します。ご苦労さまでした。 （午前１０時１７分）
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