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粟津委員長

毛利委員

新庁舎建設推

進課長

後藤委員

新庁舎建設推

進課長

【開会=午前１１時２７分】

ただいまから総務委員会を開催いたします。本日の委員会に

議員のほか、傍聴の申し出があります。これを許可したいと思

います。よろしくお願いをいたします。本日の委員会に報道関

係から傍聴及び撮影の申し出があります。委員長においてこれ

を許可したいと思います。よろしくお願いをいたします。本日

の議事日程はお手元に配付した通りであります。本委員会に付

託されました議案についてはすでに説明が終わっております

ので、直ちに質疑に入ります。その前にお願いをしておきます。

委員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答弁をお

願いいたします。また、執行部におかれましては、発言する前

に挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得てから行うように

お願いをいたします。

最初に議第４５号工事請負契約の変更についてを議題にい

たします。質疑を行います。質疑のあるかたはご発言をお願い

いたします。

議案書２ページ、議第４５号工事請負契約の変更について、

電気設備のことで、９０日間の工事延伸と聞いていますが、当

初の契約期間は何月何日から何月何日までで今回変更は何月

何日から９０日間の延伸で何月何日までの契約になったのか

教えてください。

お答えいたします。まず、お手元に配付させていただきます

羽島市新庁舎建設工事契約概要の方をご参照いただきながら

お答えさせていただきます。電気設備につきましては、工事期

間変更前は令和元年１０月２２日から令和３年４月１３日ま

でを工期とした契約内容でございました。こちらが令和元年１

０月２２日から令和３年７月１２日までの９０日間の延長と

なります。以上です。

それでは私からは議第４５号、工事請負契約変更についてお

尋ねしたいと思います。これは電気設備の工事契約の変更であ

ります。今回、この３７４万円の増額について、これの積算根

拠をお示しください。

お答えいたします。本件の増加額に伴う共通費の算定におい

ては、国土交通省が示す公共建築工事共通費算出基準に定める

算定式により直接工事費、純工事費及び工期を変数として定量

的、機械的に算定する方法であるため、全国公共建築工事での

統一基準であり、一律の結果が得られるものとして算定をさせ
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後藤委員

新庁舎建設推

進課長

糟谷委員

新庁舎建設推

進課長

糟谷委員

ていただいた金額でございます。以上です。

この契約変更については５月１３日臨時議会でも同じ内容

の工事計画の変更が議案となっております。工事契約について

は本体工事と違いまして付帯工事でありますことから、この付

帯工事が与える本体工事への影響についてお尋ねいたします。

お答えいたします。付帯工事が与える本体工事への影響につ

きましては、６月定例会への上程だけではなく、再度臨時会に

上程した理由といたしまして、現在、締結中の仮契約について

は、これまで市と受注者側との協議の中で合理性を持ってお互

いが了承した中で締結したものであり、すでに資材の発注や作

業員の確保、下請け業者との連絡など、ある程度の準備作業が

進んでおります。主として６月定例会への持ち越しにより、こ

れ以上の時間が経過した場合、いったん契約書を廃棄せざるを

得ない可能性もあり、その場合には市と受注者との信頼関係を

損失するとともに、下請け業者を含めた再度の調整事務手続き

が発生すれば、さらなる工期延長、費用の発生に結びつく恐れ

があります。こうしたリスクを少しでも回避するためにできる

限り早いタイミングで契約金額、工期を明確にし、工事を速や

か、かつスムーズに進めていくための環境を整えたいというの

が今回このような形で上程した理由でございますことからも、

付帯工事が予定していた工期よりも大幅に遅れることになれ

ば必然的に建築本体へも影響し、さらなる建築本体工事の延長

は共通費の大幅な増加につながりかねないと考えております。

以上です。

議第４５号についてお聞きいたします。今回、この電気工事

関係で３７４万円の増額の金額になっておりますけれども、こ

れは減額の余地はあるのか、それをお聞かせください。

お答えいたします。先ほどもご説明をさせていただいた事柄

でございますが、国土交通省が示す公共建築工事共通費積算基

準において定める算定式により定量的、機械的に算定したもの

でございますことからも共通費の増額、または減額の余地とい

うものはないというふうに考えております。以上です。

説明の中で契約が長引けば費用の増額もあり得るとのこと

ですけれども、この電気工事が 1 カ月延長となった場合の影響

額はどのぐらいになるのかお聞かせください。
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新庁舎建設推

進課長

堀委員

新庁舎建設推

進課長

堀委員

新庁舎建設推

進課長

堀委員

副市長

お答えいたします。1 カ月延長となった場合の影響額につき

まして電気設備におきましては約１００万円ほどの増額が見

込まれるというところでございます。以上です。

工事請負契約の変更についての質問といたします。まず、今

回の臨時議会を開催してまで議案をなぜ提出されたのか、５月

１４日の新聞記事で、担当者は、直ちに全体の工期が遅れるこ

とはないと説明されております。どういうことか、お答えくだ

さい。

お答えいたします。６月定例会の上程ではなく、再度臨時会

に上程した理由といたしましては、現在締結中の仮契約につい

ては、これまで市と受注者との協議の中で合理性を持ってお互

いが了承した中で締結したものであり、すでに資材の発注や作

業員の確保、下請け業者との連絡等、ある程度の準備作業が進

んでおります。市として６月定例会への持ち越し、これ以上の

時間の経過によりいったん契約書を廃棄せざるを得ない可能

性もあり、その場合には市と受注者との信頼関係を損失すると

ともに、下請け業者を含めた再度の調整事務手続きが発生すれ

ば、さらなる工期延長費用の発生に結びつく恐れがございま

す。こうしたリスクを少しでも回避するためにできる限り早い

タイミングで契約金額、工期を明確にし、工事を速やか、かつ

スムーズに進めていくための環境を整えたいというのが今回

のこのような形で上程した理由でございます。以上です。

今の答弁の中で仮契約書を破棄せざるを得ない可能性もあ

るという答弁がされました。仮契約書の期限というのは、私は

あると思いますが、いつまでにという、それについてお答えく

ださい。

お答えいたします。仮契約書の期限に関して、設定はござい

ません。以上です。

それでは設定がないのであれば、ある程度工事関係者と、こ

の時期、コロナで対応しなければいけない時期、５月１３日と

いうとその最中であったと思います。そのような時期にこの議

案を出してみえました。そんなところで今の期限を設定されて

いないということですので、どうして工事関係者とそのような

折衝をされなかったのかお聞きいたします。

この件に関しましては、本会議場でもお答えしたことに関連
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堀委員

副市長

するわけでございますが、契約内容の中でも９０日から１４４

日という工期の変更は極めて重要な事項でございます。このよ

うな契約にかかわります重要な基本的事項については双方の

協議が整い次第、羽島市工事請負契約事務処理要綱第８条の規

定による変更契約を締結していくということが求められる性

質のものでございます。以上でございます。

続いて、先ほどの議会の中でも、答弁のありましたことです

が、現在は電気、機械は５パーセントの進捗率で、地中熱は４

０パーセント、そして来年につきましては、３月の時点で電気

は２４パーセント、機械は３０パーセント、地中熱は５４パー

セントという答弁をいただいたと思います。ちょっとそこらあ

たり聞き間違いであったらまたご指摘をお願いします。よっ

て、この金額、今配られました資料によりますと、電気設備は、

５億５１８７万円に対して３７４万円というのは１パーセン

トにも満たない０．６パーセント、７パーセント、１パーセン

トにも満たない金額であります。そして、進捗率からしまして、

今の時期にこのように臨時会を２回、臨時会に上程、５月１３

日にされました。それで今日の２７日、２回も臨時会でやられ

るという、そういう根拠は私はないと思います。それで、金額

も１パーセントにも行っていない、そして、今言いましたよう

に、まだ進捗率もそれほど進んでいない。このような時期にな

ぜ工事関係者と６月議会なら６月議会で、しっかり審議できる

時間はあると思います。だからこのような臨時会になぜ２度も

このように上程されてくるのかということについてお尋ねを

いたします。

お手元に配付しました工事契約概要の表のとおり工期の変

更というのは重大な契約関係の要素ですよということをご認

識いただきたいと思います。その基礎となるフレームを固め

て、そして年度別の事業計画を立てていくのが通常の工事の進

め方です。支払いが何パーセントであるかとか、支払いが最終

年度に完成払いで済めばいいじゃないかとか、そういう議論を

今提案している議案で申し上げているわけではございません。

本体工事の工期と同一の工期に調整、整合性を図らなきゃいけ

ないということはもう前々からわかっていたことでございま

す。しかしながら本会議場でもご説明いたしましたように、こ

の庁舎は非常に耐震性の弱い庁舎でございますので、本体がど

れほどでも短縮して工事ができないかということも検討をし

ながら、また地中熱の補助事業の年度割の調整もしながら進め

てきた結果、４月に入って、工事関係者の方から請求があり、



5

堀委員

副市長

堀委員

私どもの方も内容を精査して、この工期の変更ということで調

整しないといけないという話がまとまったわけで、それを上程

しているわけでございまして、それに伴う間接経費はこれだけ

必要になってきますから昨年の１０月に契約の議決をいただ

いた当初契約額がそれぞれございます。全て議会に諮るべき議

案に相当しますから、工期を調整することによって間接経費が

これだけ、３本で９００万円上がってきますと、それについて

各契約ごとに議案として今回、それから前回も上程しているわ

けでございまして、こういう臨時会で処理するということは、

答弁いたしましたように、先ほども、９件ございます。委員会

付託省略で全て処理をしていただいております。これが異例の

出し方ではございません。内容的にもそんなに複雑な内容では

ございません。そういう意味でご提案申し上げているわけでご

ざいまして、基本的な工事のフレームをまず固めないと、関係

当事者は大変その計画が立てにくいわけでございます。そのよ

うなところをご理解いただきたいと思います。

それでは新聞記事ですが、５月１３日の臨時会の明くる日の

５月１４日の新聞記事に、松井市長は取材に対し、一度否決さ

れた議案を同じ内容で次の議会に上程することはないという

ように言い切ってみえます。今副市長さんが言われましたが、

このようなことを言い切ってみえますので、そこのところが私

は整合性というか、わからないところでございます。そこにつ

いてお答えをください。

ただいまの堀議員さんのご質問につきましては、次のように

お答えいたします。羽島市としては、合理性を欠く今回の否決

につきまして、地方自治法に基づく議案の再議など、法的措置

を含む様々な対策を検討してまいりました。その時点では論理

性を欠く再上程は考慮しておりませんでしたが、しかしながら

受注者からの心配される意見や市議会自民清和会からの要望

を踏まえて、早急な議案の再上程というものを決断したという

ところが本音でございます。

そのように審議されたかと思いますが、５月１３日の臨時議

会について、そして、これまで２０年間の間に９件そのような

ものが上程されたものがあるという話でございます。そして全

てが通っているということでありますが、このように５月１４

日の新聞記事で工期は遅れることはないとか、一度否決された

議案を同じ内容で次の議会に上程することはないとかいうよ

うなことを言っておみえです、そのあと審議されたということ
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副市長

堀委員

新庁舎建設推

進課長

ですが、ここらあたりについて、それだけ言い切っていますの

で、私は何らかのそれなりの理由を市民の皆さん、新聞社見て

みえます。そういう点について、市民の皆さんが理解できるよ

うな、対応をお願いしたいと思いますがいかがですか。

前回否決された直後の担当職員のコメントが新聞に確かに

掲載されておりました。そのときの担当職員の気持ちとして

は、何があっても全体工期の中で収めたいという気持ちが十分

ございまして、そういう気持ちが表れた意味での発言だったと

思います。そういうことでご理解をいただきたいと思います

し、再度の臨時会で上程したということにつきましては、先ほ

ど来申し上げていますように、発注者、受注者双方で合意に達

している仮契約というものを速やかに実現していくというの

が契約関係上の道理でございまして、それが２カ月以上も遅れ

てしまうということは、その間にこのような社会経済情勢、非

常に変わりやすい状況の中にありますので、安定的な事務を進

めていくためにも、早期の契約が必要だということから再議と

いうやり方でなくして、再度の臨時会の招集ということで、同

じ議案の提案をさせていただいたということでございます。ぜ

ひともご理解いただきたいと思います。

今の答弁、納得するまでには至りませんが、ある情報により

ますと、新型コロナウイルス感染拡大前と拡大後ではコンクリ

ート価格が３パーセント下落していると言われております。他

の機材についても、同様に下落しているというような情報をい

ただきました。一方、今回上程されている増加金額というのは、

先ほどの答弁にありましたように、国交省の統一基準、全国同

じ基準だという話でございます。東京も羽島も同じという基準

だと思います。この増加金額をこのように決定に至った経緯に

ついてお答えください。

お答えいたします。今回の変更契約に伴う増額につきまして

は、工事目的物をつくるために直接必要となるコンクリート等

の材料費等の直接工事費の増額ではなく、間接的に工事に必要

となる費用である共通費の増額でございます。本件の増額に伴

う共通費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の算定にお

きましては、国土交通省が示す公共建築工事共通費積算基準で

定める算定式により直接工事費、純工事費及び工期を変数とし

て定量的、機械的に算定する方法であるため、全国の公共建築

工事での統一基準であり、一律の結果が得られるものでござい

ます。そのため、共通費の増額または減額の余地がないという
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堀委員

粟津委員長

粟津委員長

粟津委員長

後藤委員

ところも含めまして、また、工事価格とは直接工事費と共通費

を合算したものであり、地域特性を考慮した積算とするため、

直接工事費の算定において、地域別価格が掲載された物価資料

の採用を基本とし、工事費積算に反映いたしております。以上

です。

今の工事費につきましては、約款の第２５条に規定がありま

す。少し読みますと、発注者または受注者は工期内で請負契約

締結の日から１２カ月を経過した後に賃金水準または物価水

準の変動により請負代金額が不適当となった場合については、

相手方に対して請負代金額の変更を請求することができると、

その目安としまして、２項に変動前の工事代金額の１０００分

の１５を超える額についてと、これは１．５パーセントだと思

います。今言いましたようにコンクリートの価格については３

パーセントという情報を得ております。そんな意味で、できま

したら、そこらあたりのことを十分承知しておいて、そのよう

な対応をしていただきたいと思います。これは要望でございま

す。

その他ございませんか。

（質疑なし）

それではここで暫時休憩をいたします。再開は１時からとい

たします。

【休憩＝午前１１時５３分】

【再開＝午後１時００分】

休憩前に引き続き総務委員会を開きます。

討論を行います。議第４５号について討論のあるかたはご発

言願います。

議第４５号工事請負契約の変更について賛成討論をいたし

ます。本議案は、提出理由、経緯、金額については適切な工事

請負契約の変更であると言えます。また、５月１３日に提出さ

れた議案でもあります。この間２０日以上の調査研究がなされ

てまいりました。当委員会にも付託され、審議は十分と考えま

す。今後の新庁舎建設においても影響を与えかねない重要な案

件であります。いたずらに審議を持ち越すことで、新庁舎建設

の障害にならないよう、これらの議案に対して賛成いたしま

す。
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粟津委員長

粟津委員長

粟津委員長

糟谷委員

新庁舎建設推

進課長

粟津委員長

粟津委員長

後藤委員

その他討論のあるかたはご発言願います。

（討論なし）

討論を終わります。

採決を行います。議第４５号は原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。

（異議なし）

ご異議なしと認め、議第４５号は原案のとおり可決すること

に決しました。

次に議第４６号を議題といたします。質疑を行います。質疑

のあるかたはご発言願います。

先ほど工期が遅れることによって費用の増額があるという

ことで電気設備が約１００万円ほどになるのではないかとい

うお話ございましたけれども、機械設備の方はどのぐらい影響

額になるとお考えかお聞かせください。

お答えいたします。機械設備につきましては約１２０万円ほ

ど影響が出ると考えております。以上です。

その他ございませんか。

（質疑なし）

質疑を終わります。

続いて、討論を行います。討論のあるかたはご発言願います。

それでは議第４６号工事請負契約の変更について賛成討論

を行います。これも先ほどと同様、提出理由、経緯、金額につ

いては適切な工事請負契約の変更であると言えます。また、５

月１３日に提出された議案でもあります。この間２０日以上の

調査研究がなされ、また当委員会にも付託され、審議を十分と

考えております。今後の新庁舎建設においても影響を与えかね

ない重要な案件であります。いたずらに審議を持ち越すこと

で、新庁舎建設の障害にならないよう、これらの議案に対して

賛成をいたします。
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粟津委員長

粟津委員長

粟津委員長

糟谷委員

新庁舎建設推

進課長

毛利委員

新庁舎建設推

進課長

その他討論のあるかたはご発言願います。

（討論なし）

討論を終わります。

採決を行います。議第４６号は原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。

（異議なし）

ご異議なしと認め、議第４６号は原案のとおり可決すること

に決しました。

次に、議第４７号を議題といたします。

質疑を行います。質疑のあるかたはご発言願います。

電気設備が約１００万近く、機械設備が約１２０万円影響と

いうことで、地中熱設備の方は契約が長引けばどのぐらいの影

響があるのか影響額をお知らせください。さらに、この延長と

なった場合、本体建設工事にも影響が出る可能性もあると思い

ますけれどもその影響額もお聞かせください。

お答えいたします。地中熱設備工事におきましては約２２万

円の増額が見込まれるものでございます。さらに、本体建築工

事におきましては７月１２日までの工期が仮に１カ月間延長

された場合の可能性でございますが、その影響額は約５５０万

円ほどになると見込まれております。以上です。

地中熱設備は１４４日間の工事の延伸と聞いております。当

初の契約期間は何月何日から何月何日で、今回の変更は何月何

日から１４４日間の延伸で何月何日までの契約になりました

が教えてください。

お答えいたします。先ほどお配りいたしました新庁舎建設工

事契約概要をご覧ください。地中熱設備におきましては工事期

間変更前がⅠ期工事といたしまして令和元年１０月２２日か

ら令和２年３月１９日まで。Ⅱ期工事としましては令和２年５

月２５日から令和３年２月１８日までといたしておりました。

今回、Ⅰ期工事はすでに事業が完了いたしておりますので、Ⅱ

期工事の変更になりますが、５月２５日から令和３年７月１２

日までとし、２月１８日から１４４日を伸ばした日数となって

おります。以上でございます。
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堀委員

堀委員

近藤委員

新庁舎建設推

進課長

近藤委員

私の午前中での質問で、契約書の期限はありますかという質

問に対して、期限はないというようなご答弁だったと思いま

す。この件につきましても、そうであれば６月議会でもという

ようなことを思っておるわけですが、今後このようなことがな

いように新庁舎建設特別委員会というものもありますが、そこ

で審議したいと思っています。この点について新庁舎特別委員

会等を開催して、十分説明していただけなかったというとにつ

いて、

（「新庁舎建設特別委員会は議会でしょ、開催するのは」と呼

ぶものあり。）

でしたら、そのような場でぜひお願いしたいと思っています

のでお願いします。

私の方から事務方の方に昨日ですね５点ほど質問項目を出

させていただきましたけれども、すでに質問も終わっている部

分もありますので、今一度否決されると請負業者と市の関係に

悪影響が出るということで何回も説明して、答弁いただきまし

た。再度、もう少しわかりやすくその悪影響について再度ご説

明をお願いします。

お答えいたします。前回５月１３日における議会での否決を

受けまして、市といたしまして受注者側にご意見を伺っている

ところでございます。お伺いしたご意見としては、まず第一に、

否決されたことに大変驚いているというところでございまし

た。本体建築工事の工期に合わせた工期延長やそのことに伴

い、当然必要となるべく、共通費の増額についてさえお認めい

ただけないことに対し、今後、工事を進めていく上でどうなる

のかといった不安や市に対する不信感を感じたというもので

ございます。また、工事を進めていく上での影響につきまして

お伺いしたところ、受注者側における業務負担の増加として下

請け業者との調整、作業員の手配、資材の発注時期など、これ

らの事項において改めてやり直す可能性が生じてくるという

ことでございます。さらに、これらの事項がうまく調整できな

ければ、当然、工期の延長や資材調達費の増加、工期延長に伴

う共通費のさらなる増加など、様々な影響をもたらす懸念があ

るというご意見でございました。以上でございます。

議会で否決されたということですけども、私は否決した当事
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近藤委員長

副市長

者の１人ですけども、やはり審議して否決するということは別

にこれは決して悪いことということではないと思っています。

当時の皆さん、それぞれもっと慎重審議してくれとか、そうい

ったことで否決してからですね、新聞紙上で今日も午前中に話

がありましたけれども、否決したことに対して臨時会の手続き

に大きな瑕疵があったということで答弁されておりますけれ

ども、その話の中で最後に確か、全部覚えておりませんけれど

も、議長の進め方にちょっとまずかったというような発言もあ

ったように聞いております。それから、一般論ですけれども、

議会運営委員会というものは、日程の調整といいますか、そう

いうことをやる場であって、そこで詳しく審議する場ではござ

いません。それでその後審議して、それからいろいろな疑問を

持って考え方が変わるということは当然あることだと思いま

す。それに対して、本会議の場でも自己矛盾を起こしていると

思います。討論を撤回してくださいという発言もありましたけ

れども、このことは間違ってると思いますので、

（「その他のところでやってもらったらどうですか」と呼ぶも

のあり。）

関連です。このことが私ども議員として否決したことはいろ

いろ質問したり、それから討論したり、それから、その結果で

判断したことであって、決して間違ってることではないと思い

ますので、その点だけは申し添えておきたいと思います。

別の質問をします。それからもう一点、再度これを臨時会に

上程されたわけなんですけども、先ほどのいろいろな質問を聞

いたときに契約の有効期限はないとか、それから工事には影響

ないとか、それから多少金額が上がるとかいろいろ話を聞きま

したけれども、臨時会が過去に何回か行われて過去こういうこ

とはスムーズにいったというような答弁もございましたけれ

ども、過去をずっと見ていますと、臨時会が行われて、また臨

時会が終わってその１週間先に定例会が行われる予定になっ

ていますけども。契約期間がないということであれば、これ再

度お聞きしますけれど、臨時会じゃなくて定例会でぜひやって

いただきたいと思っていました。臨時会が行われていますけど

も、副市長にちょっとお考えを聞きたいんですけれど、どうい

うことですか。

再度の臨時会をお願いいたしまして、同じ議案を出したとい

う理由につきましては、先ほど来申し上げている事項でござい

ます。契約事項の工期を変えるという基本的な重要事項、これ
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近藤委員

を双方協議して決めないといけない。昨年の１０月の時点か

ら、もともとの契約締結時点からわかっていた調整事項でござ

います。これについて、本体工事の方をできるだけ縮小して、

危ない庁舎からいち早く、一刻も早い時期に引越しできないか

ということを議論したのも当然でございます。そういうことも

あって、その工期を合わせるという調整事務に若干時間はかか

りましたけれども、この４月に合意に至ったということでござ

いますので、この合意に至った工期という本当に基本的な事項

の変更契約でございます。それに従って間接経費が増額してき

たということで、議会の議決を経なければならない事案になっ

たという結果でございますので、この契約事項の本当に基本的

な事項を決めて各事業者が全体工期の中で、どう事業を割り振

っていくかということは彼らにとって非常に重要な事項なん

です。それを早く決めてあげないと、それを終了間際でそれを

変更すればいいじゃないかという性格のものではございませ

ん。ただ、近藤委員がおっしゃっている通りに契約変更という

ものを完成の間近にやる事例だってあるだろうと。これはござ

います。物価の上昇とか、資材の上昇とか、経済状況の変動と

か、そういうものによって経済条項と申しまして、それは完成

間近に変更契約を締結してという事案は確かにございますが、

今回は基本的なフレームの工期の問題でございますので、そう

いうことでぜひとも５月中にお願いしたいということを申し

上げて、再度お願いしたわけでございます。以上でございます。

お話を聞いていると、そういう部分あるかなと思いますけれ

ども、臨時会の開催の目的をお聞きしますけれども、我々長く

やっていますけれども、過去にも何回か臨時会ありましたけれ

ども、例えば役員改選のときの臨時会と、それから去年ですと

入札のとき、再入札、そういったことで、あとはこういった臨

時会、今日傍聴のかたもみえますけれども、例えば今の時期で

すと、コロナウイルス対策で緊急を要するもの、そういった部

分で開催されるなら私も理解できるんですけれども、１週間前

に否決して、また１週間後に臨時会と、この流れがいろいろ説

明を聞いていても、私どもにしては理解しにくいんです。この

短期間でやるのは。やっぱりそういうことを定例会で、ある議

員が提案していましたけれども、定例会でしっかり議論しまし

ょうよということもありましたので、そういった意見に対し

て、我々としても、ぜひ委員会付託をやっていただきたい。今

回は委員会付託やりましたけれど、こういったことのないよう

に十分説明をしていただきたいと思います。要望しておきま

す。こういったことがないように。
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粟津委員長

粟津委員長

後藤委員

粟津委員長

粟津委員長

粟津委員長

その他ございませんか。

（質疑なし）

質疑を終わります。

続いて討論を行います。討論のあるかたはご発言願います。

議第４７号工事請負契約の変更についての賛成討論を行い

たいと思います。本議案は提出理由、経緯、金額については適

切な工事請負契約の変更であると言えます。また、５月１３日

に提出された議案でもあります。この間、２０日以上私ども清

和会におきましても、担当課に事情を聞くなど調査研究をして

まいりました。また、今回も総務委員会に付託され審議は十分

と考えております。今後、新庁舎建設においても、影響を与え

かねない重要な案件であります。いたずらに審議を持ち越すこ

とで新庁舎建設の障害にならないよう、これらの議案に対して

賛成をいたします。

その他、討論のあるかた。

（討論なし）

討論を終わります。

採決を行います。議第４７号は原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。

（異議なし）

ご異議なしと認め、議第４７号は原案のとおり可決すること

に決しました。

以上で本委員会に付託された案件の審査は全て終了いたし

ました。これをもちまして総務委員会を終了いたします。なお、

委員長報告についてはご一任願います。ごくろうさまでござい

ました。

【散会=午後１時１８分】


