
 1

１号様式                     記録者   次長 佐藤俊幸  

  

総務、産業、建設常任委員会記録 

                        

招 集 年 月 日 平成２８年１１月１０日（木） 

招 集 の 場 所 議員控室 

開 会 午後０時５７分 

出 席 者 委員長   我妻   薫 

副委員長  山岸 三男 

委員  千葉 一男 

委員  藤田 洋一 

委員  櫻井 功紀 

委員  鈴木 宏通 

委員  前原 宏 

 

欠 席 者  

 

職務のため出席

した者の職氏名 

 

議会事務局次長 佐藤俊幸 

協 議 事 項 ・請願第１号 

（委員会審査報告書の確認） 

そ の 他  

閉 会 午後１時１５分 
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２号様式  協議の経過  

我妻委員長 大変ご苦労さまです。ご案内していた時間よりちょっと早いのですが、

皆さんお集まりですし、副委員長が若干遅れるということでございますの

で始めてまいりたいと思います。 
それでは総務産業建設常任委員会、ただいまから始めてまいりたいと思

います。 
本日は公共下水道事業の変更を求める請願について、前回、採決いたし

ました結果について議長あてに報告書を作成しましたので、その確認をお

願いしたいところでお集まりいただきました。 
委員会６名出席でございます。成立していますが、副委員長は若干遅れ

るということで連絡ございましたので報告させていただきます。 
それでは、ただいま申し上げましたけれども、請願審査の報告書につい

て、お手元にお示ししましたが審査の結果の覧までは規定どおり。ほぼ前

と同じ報告様式になろうと思います。 
不採択とすべきものというのが審査の結果。 
それで下の審査結果、３回にわたって審査を行ったことと、その下に主

な意見を付しましたので、付した主な意見について今日、ご確認いただけ

ればなということでございます。 
ほとんど皆さんから出していただいた意見を会議録を基に要約させてい

ただいたということで、最後のほうに述べた副委員長と私については皆さ

んの意見を復唱しているような内容にも取られましたので、副委員長とも

話しまして、そこは上の皆さんの意見と一緒の中に含ませてもらうという

ことで、そういう確認で書かせていただきました。 
ひととおり目を通していただいて、もし付け加える部分、ここは削って

もいいんじゃないか等々の意見ございましたら、出していただければと思

います。 
はい、櫻井委員。 

櫻井委員 意見の一番下のほうですが。 
我妻委員長 １枚目。 
櫻井委員 １枚目の「公共下水道事業を新田地区にも取り入れることが一番」とな

って切られているのですが、この「一番」という意味。 
意味というかなんか語句が合わないような気がするのだけど。 
別な表現はないのでしょうかね。 

我妻委員長 「一番」で切っているんだね。 

ここは鈴木委員の「一番と考えています」ということ。「考えています」

か「考える」か。一番いいという意味なのでしょうが。 
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櫻井委員 ですけれども、なんか別な表現がないか。 

我妻委員長 

 

 

「取り入れることがよいと考える」というふうに。 

「一番」、強調しなくなりますが。 

「よいと考える」は「考える」まで入れますか。表現。意味はそういう

意味で、鈴木委員が言ったということね。 

鈴木委員 はい。 

我妻委員長 どうですか、櫻井委員。 

櫻井委員 「一番」でもうちょっと切ったら。 
一番･･･ 

我妻委員長 「取り入れることがよいと考える」と。 
「一番と考える」となっていたのさ。それを私、「一番」と切っちゃった

ものだから、なおさら。 
一番下、「新田地区にも取り入れることがよいと考える」と。 
「一番」を削って。（「はい」の声あり） 
この程度は構わないよね、次長。 

佐藤次長 はい。 
我妻委員長 意味は変わらない。 
前原委員 意見の一番上、「地区は」から始まっているのですけれど。 

これが「同地区は」とか、どうなのでしょう。「新田地区は」と入れるべ

きかと。 
我妻委員長 「新田地区は」にしたほうがいいですね。 

北浦の新田地区ですね。「同地区」とあったものだから… 
そうですね、繰り返しています。 
北浦の新田地区ということですので、「北浦新田地区」と。 

櫻井委員  「北浦新田地区」と入れるのね。 
我妻委員長 「北浦新田地区」まで入れますか。 

（「はい」の声あり） 
櫻井委員 「北浦新田地区」はと。 
我妻委員長 「北浦新田」、そのままつないでいいか。「の」入れますか。 
櫻井委員 「北浦新田地区は」でいいんでないか。続けて。 
我妻委員長 続けてね。 
櫻井委員 「北浦新田地区は都市計画区域内に」でいいね。 
我妻委員長 鈴木委員。 
鈴木委員 ２番目ですが。「処理の年間比較を見ると」と。 

例えば何が年間処理のものなのかというところをプラスしたほうがいい
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のかなと。例えば処理経費なのか工事費なのか。 
どっちだっけ。 

前原委員 両方を足したやつなの。 
（「建設費と維持管理費」の声あり） 

鈴木委員 そこら辺をきちんとうたったほうが。 
私たちもわからないですけれど。 

我妻委員長 「建設費と維持管理費の」、入れますか。 
集合処理と単独処理の… 

櫻井委員 うん。いいんでないですか。 
我妻委員長 建設費…（「点、プラス管理費」の声あり） 

点でいいかな… 中ぽつで「建設費・維持管理費の」… 
どっちも「の」ね。 最初、「の」だから… 
「建設費・維持管理費の」だろうね。 

櫻井委員 ただ、「集合処理のほうが有利である」というのは、これは集合処理のほ

うが費用が安いということではないですか。 
有利というよりも費用が安いと。 
どうなんだろうか、委員長。 

我妻委員長 意味はそういうふうに。 
本人の表現のときは「有利」という表現だったのだけど。 

櫻井委員 数字で出したからね。 
我妻委員長 「集合処理のほうが安い」と表現を変えます。 
櫻井委員 安いのは費用だよ。「集合処理費用のほうが安い」とか。 

どっちでもいい。 
藤田委員 有利で安いね。 
我妻委員長 「安い」にしますか。 

費用は前に費が入っているから。建設費と維持管理費と両方入っている

から。 
「安い」に。 

藤田委員 「安い」でいいんだね、ここ。 
我妻委員長 あとはありますか。 

藤田委員の発言したところは、かぎ括弧で閉じさせてもらいました。 
こういうふうに報告会で聞いているということを紹介した上で、計画ど

おり進めてほしいという。 
藤田委員 ここ、かぎ括弧でね。 

「合併」から「進めてほしい」まで、かぎ括弧にしたということね。 
我妻委員長 かぎ括弧で。これは議会報告会で聞いた内容という意味で。 



 5

藤田委員 そのままだから。 
我妻委員長 あと千葉さんのところも請願書の内容ということで、かぎ括弧で。 
山岸委員 申し訳ない。 
我妻委員長 副委員長、出席です。 

今、確認したやつ、清書してもらったの、もう一回確認してもらってい

るから。 
あと、ないですか。 
なければ、今のところを直して最終的に確認したいと思います。 
いいですか。 

櫻井委員 また確認するの。 
我妻委員長 確認しなくていいですか。 
櫻井委員 ここで確認すれば。 
我妻委員長 じゃ、今、副委員長が来たので、直したところだけもう一回、確認しま

すね。 
山岸委員 済みません。 
我妻委員長 「主な意見は以下のとおりである」の下の意見のところで多少、手直し

がありました。 
一番上の「地区」の前に「北浦新田」と入れて「北浦新田地区」と。 
二番目については「集合処理と単独処理の建設費・維持管理費の年間比

較を見ると」。「建設費・維持管理費の」を挿入すると。 
最後、「集合処理のほうが有利である」を、わかりやすく「安い」という

ふうに表現を変えると。有利というのは中身的には安いというふうに表現

ね、内容で言っているということで「安い」だけに切って、「有利」を。 
藤田委員 「安い」というのだと… 

「安価」か。 
山岸委員 「安価」ね。 
我妻委員長 「安価である」と。 
藤田委員 「安価」のほうがいいね。 

「安い」でないものね。「安い」という言葉は… 
山岸委員 安いって… 
我妻委員長 あまりにもあれだな。 
山岸委員 安い… 

なんか少し生々しいというか。 
櫻井委員 これに出ているんだよ。 
山岸委員 うん、ま、出ているけれどもね。 
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櫻井委員 それ、下水道課からの話でも安いと。 
我妻委員長 でも費用だからな。 

「安価」というのは値段みたいな… 
山岸委員 文言が「集合処理と単独処理の年間比較を見ると、集合処理のほうが有

利である」というの、このままでいい気がするのだけれど。前に金額が入

っているのならね。 
我妻委員長 「有利である」のほうが、かえっていいか。 
山岸委員 「有利」のほうがいいと思うよ。 
我妻委員長 「安い」だとあまり、ちょっとあれか。 

じゃ、元に戻して「有利である」のままね。発言者のとおりです。発言

者のとおりで、そのまま。さっきの挿入だけね。 
あと一番下、「公共下水道事業を新田地区にも取り入れることが一番」と

書いていましたが、これは「一番」というのを「よいと考える」というふ

うに、「取り入れることがよいと考える」と。発言でも「一番と考える」と

ありました。 
二枚目はなくていいですね。さっき、発言内容とか、かぎ括弧のところ

は確認してもらいました。 
じゃ、以上の３カ所を直すということで。 
あとは、ほかにございますか。 
報告するときはこの意見を中心に経過の中で触れて結果を報告するとい

うふうになると思いますが。 
山岸委員 一応、想定としてこれは議場でやって委員長が報告をする。同時にそれ

に対する質疑は出てくるということだよね。（「当然です」の声あり） 
出ますよね。 

我妻委員長 出てきてもこっちは経過を言うだけですから。 
個人的な私見を言うものではないので、審査の経過を答えるだけです。 

山岸委員 そうだね。 
ここにね、意見として出ているのは我々の、全員の… 

我妻委員長 ま、ほとんど、皆さんから出された… 
山岸委員 常任委員会の意見だということで、これに尽きるね。この意見にね。 
我妻委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
じゃ、以上確認いただいた３カ所、修正を加えて議長のほうに報告を提

出したいと思います。 
じゃ、副委員長、お願いいたします。 

山岸委員 冒頭遅刻してまいりまして大変失礼いたしました。急いできたのですけ
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れども、間に合いませんでした。 
いろいろ、この今回の審査におきましては、３回審査をさせていただい

た結果として、今回は不採択ということで結論を出させていただきました

ので、皆さんのいろいろのご協議、本当にありがとうございました。 
これをもって付託の委員会審査を終了させていただきます。 
大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 閉会 
 

 

 会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

平成  年  月  日 

 

総務、産業、建設常任委員会 

 

委員長 


