
下口市ヤの水道施設用地に係る炎渉径邊

◎ 子戌22年 10月 13日  午前10時 30分

○ 帥栄協メンテナンス麦沼民より話 しをしたい旨逹絡あり。

(出 口民同行)

〔岳J市長室にて〕

菱沼民……廣瀬拓意民所有の水道メ襄費用地を返してもらう。

賃貸契約は未年で10年 になる。1年契約のえ新できているが、

自分自身、永年計画してきた事業をやりたい。

育林事業で、サカキ、シキビ、アクシバ等の育戌事業を知人

と共同で人々的に行 う。

との こ と。

◎ 千戌22年 10月 14日  午前10時

〔廣瀬人事務輌
~4に

て〕

廣瀬民、土屋民

市役所 :墓1市長 渡辺 侵

上下水道課長 滝内人生

○ 茅1紙、通知吉の内容、説明あり。

廣瀬民……「行政は廣瀬グループにかたい。企業をつぶすつもりではな

いめヽ」

約末を守らない。市長個人にも大変な りを持っている。子い

時期に返地の近事を持ってきてほしい。本気だ。

◎ 子戌22年 10月 27日  午前 9時

〔廣瀬人事務所にて〕

廣瀬氏、え沼民

市役F~4:副 市長 渡辺 優

上下水道課長 滝内人生

廣瀬民……今まで会社がいろいろと努力し、行政にも多 ・々In力 してきた

が、行政の評価は仏い。恙代官だ。10年 も裁侵してきたのだ

から、もう返 してもらう。自分の事業計画もあり、他の関係

者とも事業の約束をしている。

○ その他延々と過去の事 (特 にかたくされた事)を 約 1時 ral述べた。
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◎

岳J市長……10年 Fal借地 してきて、このFal化 の方法を提示しなかった事、

行政夕!に せえがあったことは確か。

廣瀬さんが言っているように、来年 3月 までに返地すること

は無理。内部で協議 したが、解決策として「借地部分を購入

したいが」とヤし入れた。

○ これに対 して「売ることは絶対無い」との返事。

○ その後も昔の件について行政への不備を繰 り返す。

○ 晨終的に、喜1市長と話 し合っても前に4ま ない。菱沼民とたい解決

策を話 し合ってくれ、「しかし、売ることは絶対 しない。」とのこと。

○ 今後はえ沼民との話 し合いに移行。

千戌22年 11月 11日  午前 9時

〔学協事務F~4に て〕

菱沼民、LLI口 氏

市役F~4:岳1市長 渡辺 侵

上下水道課長 滝内人生

○ 話 しの内容は、主にせral話ゃ員去からの栄協 との約来事等延々と話

し、聞いた。

菱沼民……会長は本気、いいかげんのことでは「姜協 しない」の言。イえ

暉 (11月 中)解決に向けて条件的なことを提示したい。自分

なりに努力する。しかし、受け入れてくれなければ自分も困

るので、そのつもりでいてほしい。

岳1市長……条件が何かたくわからないが、内家によってはオープンにし

て議会や市民に示す。了解されたい。

千戌22年 11月 18日  午前 9時

〔栄協等ジ各所にて〕

え沼民、出曰民

市役所 :副 市長 渡辺 優       ・

上下水道課長 滝内人生

○ 茅1紙、妥笙吉が波される。

岳1市長……ヌF答は当然できないが、今几た限りでは可育Lと 不可育Lな部分

がある。 (特 に包括委託の部分)         '
菱沼民……市にとつても径費の肖1減が図られるものであり、難 しいこと

では ないのでは。

◎
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子戌22年 11月 26日  午後 1時 30分～
〔市長室にて〕

○ 政策会議の場で、廣瀬グループからの妥室の件とその取扱いについ
て協議。

妥室に対 し、各課それぞれの区分の項目に対 しての几解を渡辺まで
提出することを決定する。

千茂22年 12月 6日  午前 9時～10時 30分

〔栄協事務所にて〕

菱沼民、LL口 民

市役F~4:31市費 渡辺 優
上下水道課長 滝内人生

○ 妥笙言に対する口答を波す。
○ 内容について説明。

暮度、昔のいろいろな径員を聞かされる。
菱沼民……「この口答ではすべて不定されている」との言あり。

千戌22年 12月 28日 午前 9時～

〔プラント会議室にて〕

菱沼民、LL口 民、本間民

市役所 :副市長 渡辺 優
上下水道課長 滝内久生

環境対策課長 藤丼睦言β

清掃センター長 人川富久
○ 姜笙書の内容につぃて議論。

互いの言い分、几解を述べ合 うのみ。

◎ 千戌23年 1月 27日  午後 1時 30分～
〔プラント会議室にて〕

菱沼民、占口民、本Fal民、大野民
市役所 :岳1市長 渡辺 優

上下水道課長 滝内人生

環境対策課長 藤丼畦夕β

清掃センター長 人川富久
○ 妥笙吉の内容について議論。

それぞれの言い分や考えガを述べ合 うも、かみ合わ
｀
ず。

いつまでも由未ないことを議論 してぃても時Falだ けが4ぎ る。
できる、できないの′吉論を出す時期 と近べる。
両若興杏し、険恙の中、散会。

◎

◎

◎
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◎ 子戌23年 1月 28日  午後 1時30分～

〔市長室にて協議ヤ、藤丼睦言「、人りll富久が栄協事務所へ〕

廣瀬民、菱沼民

○ その結果について、職員2名 より報告あり。

話しがくるくる変わる。「千戌24年以降のことより古紙、アルミ、ス

チール類をすべて自社に処分させてもらいたい。」に変わつてきた。

○ 午後 4時頃、廣瀬氏が議会事務局へ増曰議長を訪ね、土地の賃貸借

についての通妊を波していった旨、こ絡あり。

子戌23年 2月 18日  午前 9時～

〔廣瀬人事務輌
~4に

て〕

廣瀬へ、菱沼民、他社員3人

市役所 :市長 石丼直樹

31市 長 渡辺 優

○ 廣瀬民より、LLの 家の定物 (栄協がえ投した)を 勝手に登託 した等々

行政狽1の 員去からの冷たい仕打らに延々と不満を述べた。

会社への感謝の気持ちは一切なし。

○ 辻村の件、かつて不誡実な事をやってグ共から手を引いた。今ログ

共施設への保守、清掃に参入 したいとのこと、員去のいきさつから納

行できなし(。 延々釣40分間。

市長………妥笙の件、いくつかは言い分も理解 し対應可台ヒ。

虫未ないことは虫未ないと言わざるを行ないと、口答。

相手薇1よ り虫未ることを再度口答してほしいと、姜笙あり。

千戌23年 2月 23日  午前 9時～10時 40分

〔栄協事務所にて〕

廣瀬民、え沼民

市役F~4:31市 長 渡辺 侵

上下水逍課長 滝内人生

廣瀬民………行政には貸しを作 り、その几近りを求める。これは企業とし

て当然。自分はその姿勢で会社各営をしてきた。

自分の評ナ1が恙いことは承妊 しているが、社長として、社員、

その家族を守ることが責任だと思い続けている。

○ 副市長より再度口答について説明。

喜1市長………議会t市 民への説明責任からも、出来るものは出来る。由水

ないものは虫未ない。これは変わらない。

廣瀬民………「水逍用地は岱せるよ」

との返事があつた。

が、その几返りを暮度求められ、その後退席。

◎

◎
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◎

○ 菱沼民との話 し合いになる。

・ LLの 家の指定管理者 として、人千出のを歩道を整備 してほしい。

自分のところにNPOも ある。

・ 辻村衛生社の浄化槽、グ共事業への参カロの件

今 までの径こがある。撤退 してから独とになり、行政狽1か ら単価

をllFさ えられ努力してきた。(当 時辻村は相当高頼であり、勝負に負

け撤退 したもの)

今回、民ralの 委託が減つてきたので、グ共へ参入 したいとのこと、

台ヒカはあるのか。 (奇格者等)

31市長………辻村衛生社の育L力 等については調査 してあるが、再度調査す

る。水道用地は理解、協力してほしい。

千戌23年 2月 28日  午前 9時～

〔学協事務所にて〕

菱沼民、LL口 民

市役所 :岳J市長 渡辺 侵

上下水二課長 滝内久生

岳J市長…… 0」 前口協議の中で、辻村衛生社のグ共施設への参かの件で、

その有ヒカを疑閂祝 していたが、その調査の結果を口答で伝

える。

下口市内の汚泥の処理 (清掃)の 実績は、千茂23年 2月 ま

でのレL率 は、辻村45.56%、 学協54.44%で 、実績 として何

らF・l題 はない。

学協は昔(30数年前)の ことを引き合いに出すが (`句 来事)、

企業はそれぞれ浮き沈みがあり、今回栄協狽1の 攻撃 を受け、

その危機慇から千戌23年度より参か したいと意志表示 した

もの。

地元の企業であり、奇格的に問題がないので、子戌23年 度

から入オLに する。

○ そのに、今 までの話 し合いの繰 り返 し。

千茂23年 4月 5日  午後 3時～4時 50分

〔廣瀬民事務所にて〕 廣瀬民より電話あり。

廣瀬民

市役所 :喜1市掟 渡辺 優

廣瀬民………4月 に入つた。今 までの土地の話 し合いはどうなっているの

だ。絶対貸 さ校い。契約吉どおり撤近 されたい。

の繰 り返 し。行政の不誡実さを延々と迷べる。

◎

-5-



◎

喜J市長………廣瀬氏が何 としても貸さないと言 うことであれば他の場所
へ移転するしかない。しかし、それにしても十分承舛 され

ていると思 うが、今からその計画を立て実施するのに5年
はかかる。建設費も机喀だが25億 円はかかると思う。

廣瀬氏………「5年 もかかるとなると自分もどうなっているかわからない」

○ こうした話 しから、人昔の径こに戻る。

廣瀬氏………河津へ住所を移 したのも、下曰市とケンカするためだ。

○ このような議論を繰 り返 した後、晨後にもう一度「菱沼民にまかせ

るので話 し合 うように」との返事があった。

子茂23年 4月 7日  午前 9時～10時45分

〔栄協事務所にて〕

菱沼民、LL国 民

市役所 :岳1市長 渡辺 優

上下水道課長 滝内人生

喜1市長………浄化槽関係は、入オL及び几積もりの結果で追めるが、市内

業者ralで の竜度の競争での結果はたい渚呆とは思えない。

(平成24年度は方法を考えたい。)

え沼民………学協の普段からの努力を評価 してほしい旨の分言があった。
31市 長…… ・ヽ業者Fo7で もめている事は行政の責任ではない。

菱沼民………多くの敲がいる事は十分に契哉 している。幅広 く営業して
いるので、これはしょうがない。そのような状況で新規に

広げていく努力をしている。水逍施設用地の件は、廣瀬民
と詰める、の発吉あり。

千茂23年 4月 11日  午後 1時～

〔栄協事務所にて〕

菱沼民、LL口 氏

市役所 :岳J市長 渡辺 優
上下水道課長 滝内人生

○ 水道施設用地賃岱借契約吉押′F。

◎
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