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◎報告第１号 専決処分の報告について（工事請負契約の金額の 

変更について） 

◎報告第２号 専決処分の報告について（工事請負契約の金額の 

変更について） 
○議長（堀部登志雄君） 日程第７、報告第１号 専決処分の報告について、報告第２号 専

決処分の報告について、以上２議案を一括議題に供します。 

 順次提出者の説明を求めます。 

 千石会計課長。 

○会計課長（千石講平君） 報告第１号 専決処分の報告について。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、議会において指定され

ている下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成 21 年 11 月 24 日提出。白老町長。 

記。 

(２)、議会の議決を経た工事請負契約について、当該議決に係る契約金額がその 100 分の 10

を超えない範囲（当該金額が 500 万円を超える場合にあっては、500 万円以内）で変更するこ

と。 

次のページをお開き願います。専決処分書でございます。 

専決処分書。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定に基づき、白老町議会会議条例

（平成 20 年条例第 51 号）第８条の規定により町長において専決処分することができる事項に

ついて、次のとおり専決処分する。 

平成 21 年 10 月 27 日専決。白老町長。 

記の部分でございます。 

１、工事名、平成 21 年度施工 白老町合流式下水道改善管渠布設工事 第２工区。 

２、現請負金額、8,505 万円。 

３、新請負金額、8,659 万 3,500 円。154 万 3,500 円の増額であります。 

４、概要、ナンバー1014 立て坑（ライナープレート式）の止水のための薬液注入工について、

地質調査のデータにより、中位の締り度の砂れき土として注入率 28％で施工し、５メートルま

で掘削したところ、地下水の浸水が見られ、ゆるい砂れき土となっていたため、注入率を 40％

にして施工することとしたものであります。 

次のページに位置図及び縦・平面図を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

以上で報告第１号の説明を終わらせていただきます。 

続きまして、報告第２号 専決処分の報告について。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、議会において指定され

ている下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
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平成 21 年 11 月 24 日提出。白老町長。 

記。 

(２)議会の議決を経た工事請負契約について、当該議決に係る契約金額がその 100 分の 10

を超えない範囲（当該金額が 500 万円を超える場合にあっては、500 万円以内）で変更するこ

と。 

次のページ。専決処分書でございます。 

専決処分書。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定に基づき、白老町議会会議条例

（平成 20 年条例第 51 号）第８条の規定により町長において専決処分することができる事項に

ついて、次のとおり専決処分する。 

平成 21 年 11 月４日専決。白老町長。 

記。 

１、工事名、平成 21 年度施工 白老町合流式下水道改善管渠布設工事 第２工区。 

２、現請負金額、8,659 万 3,500 円。 

３、新請負金額、8,978 万 5,500 円。319 万 2,000 円の増額であります。 

４、概要、ナンバー1015 立て坑（ライナープレート式）の止水のための薬液注入工について、

地質調査のデータにより、中位の締り度の砂れき土として注入率 28％で施工し、3.7 メートル

まで掘削したところ、地下水の浸水が見られ、ゆるい砂れき土となっていたため、注入率を 40％

にして施工することとしたものであります。 

次のページに位置図及び縦・平面図を添付しております。 

以上、雑駁ですが報告第２号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま提出者から説明がありましたが、この件に関して何かお尋

ねしたいことがありましたらどうぞ。 

12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。ちょっと私理解できない点があるものですから、ご質問

いたします。 

まず、この立て坑、ライナープレート式。水深、深さがナンバー1014 が５メートル２センチ。

それから、ナンバー1015 が６メートル２センチ。ここで施工するわけなのですが、これ、立て

坑は２カ所ですから、これ試掘をやったのかどうかということが１つと、それからＳＰ、セン

ターポイントが 502.46 メートル、そしてナンバー1015 が 573.34 メートルですから、70.88 メ

ートルですね、約 70 メートル。この間で、あそこの地形からいって、そんなに砂れき土の層

が変わるものかなと。私は不思議でいるのですが、70 メートルの間で片方は５メートルで水が

出てきたし、片方は 3.7 メートルだと。これは当然先ほど言った試掘をしているわけですから、

わかるはずなのだけど。私はどうしてこんなことになるのかなと。昔から立て坑の試掘の変更

というのはそんなになかったのです。推進していったら石が出たとか、それから玉砂利が出た

とか、こういうことで、それで業者は昔からこの下水の推進の工事は運だと、よく言ったもの
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なのです。運がよければ儲けるし、運が悪ければ損するのだと。それで、なかなか昔はそんな

に設計変更をしなかったのですが。私はこういう単純な立て坑を、きちっと試掘をすれば何も、

わかるはずなのです。しかも今言ったように、70 メートル間ですから。 

それでこれ、どういう理由でこんなにも違うのか。しかもあそこはウトカンベツかな、あの

川があるの。ウトカンベツだね。あそこに川があって、これ行くと片方の管底が、これ余り小

さくて見えないのだけど、管底が 5.78 メートルか。片方が 5.94 メートル。これ、勾配が 16

センチしかないのだな。そこからいくと、どうしてこんなに水が出たのかなということで、そ

の理由はまとめていたらお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 工事に関係しますので、私のほうからお答え申し上げます。 

 議員、十分内容、工事のことはご承知のことと思うのですけど。まず１番の問題点は試掘を

したかしないか。まずボーリング調査ということで、これは試掘を実施してございます。それ

で、水位がどの辺にあってということも事前に押さえています。ですから、ある程度の水かえ

も考えております。ところが、立て坑をつくるため、一般的には鋼矢板を打って止水をしなが

ら水が出ても汲み上げるという工法なのですけど、高圧線があって鋼矢板が打てないというこ

ともあったものですから、掘りながらプレートをはめていくライナープレート方式にしました。 

そして、当然水が上がってくると止めなければなりませんので、やっていく順序で固めてい

くということでありました。それで、設計は砂れき層で中位という試掘調査結果がありました

ので、薬液の量を基準のある 28％ということで設計で見たのですが、実際掘っていくとそれが

中位よりさらに進んで緩い地盤があったりかたいところがあったりこう、地層ですから、いろ

いろ変化があるのですが、緩いというところから水が差してきたというのが、やはり試掘にな

いところの現場で発生した状況です。それがどうして起きたのだということを考えたら、やは

りウトカンベツ川という川があったものですから、相当右岸左岸にこう、蛇行したというのが

考えられると思います。ですから、ボーリング等、試掘をしたのとぴったり合わないというの

が、ちょっとそういう点であったのではないかというのが分析の結果わかったと。それで、１

つ緩い状況なので、薬液の量をふやしたということで、現在は完全に水はとまっているという

状況であります。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。ちょっと１点だけお伺いしておきたいのです。こ

のライナープレート式の立て坑、先ほど、今部長からお話がありましたけれども、薬液注入と

いうのは定番で、その周りを固めていくのですよね。そして、掘削しながら壁をつくっていく

という、そういうやり方ですよね。水が出たから止めるとか、それは確かにそのときそのとき

の状況があるかもしれません。 

 薬液注入というのは、例えばこう、注入していって、28％注入していったときに、例えばそ

の地下水脈に当たったときにはどうしても液が流れ込むものですから、そこでもっと強い圧で

もって入れていかなければいけない、その薬液を注入していった段階で、この状況というのは
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わからなかったのかなと僕は思うのです。 

 それで、その時点でわかっていれば、例えば、これが設計変更の部分で出てきたものではな

いかなと思うのですけども、どの時点でそういったものがわかったのか、本当に掘っていった

段階でしかわからなかったのかどうか。薬液注入というのは古い歴史があって、もう相当今進

んでいる。例えばその注入をしていったときに、その注入した圧のかけ方によって、かけ過ぎ

てもいけない、ほかにも影響が出てきますので、そういったものがありますから、その辺につ

いての考え方というのはどうなっていたのか。ちょっとお聞きしておきたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 施工上の関係でございますが、ライナープレートですので、

地下水があるところから、下から水が吹き上げると困ります。ですから、周りをこうとめなが

ら掘っていくという工法なのです。それで、当然推進ですから、推進押すところも、それは完

全に窓を開けますから、そこの水もとめなければならないということなのですけど。先ほど議

案説明申し上げたとおり、3.7 メートルでもう薬液が効かない状態で水が出たので、それを固

めなければならないというふうに設計変更したということですので、あくまでもその部分の設

計変更だということでご理解いただきたいと思います。設計そのものの当初の考えと違ってど

うこうという議論ではありません。薬液注入で水をとめなければならないというものの、その

注入量を変えたという部分の設計変更でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 考え方はそのとおりだと思います。ただ、ここに５メートルまで掘

削したところで、というところが専決処分の記の中にありますよね。例えばこれは、報告第１

号の部分でとらえたもので、ほかでも同じですから。掘削していったところ、地下水の浸水が

見られたというところに、ちょっと僕も引っかかったものですから、あくまで薬液注入をして

いった中での、そういった報告の中で変更していったということであれば、この文章的にはち

ょっとおかしいのかなと思ったものですから、ちょっと確認をさせてもらっただけです。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 最初の立て坑の部分は、マンホール深さが５メートル５セン

チですか、あります。ですから、地上面から掘っていくということはもう、底盤ぎりぎりくら

いからやっぱり水が吹いてきているという状況ですから、これ完全にとめておかないと推進す

るにしても、今度は周りの土圧、水と一緒に土砂が吹き上がる、こういう現象も起きますので、

底盤も押さえなければならないということで、最初のほうの変更はこれで実施したという部分

でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 報告第１号及び報告第２号はこれをもって報告済みといたします。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時０６分 
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再開 午後 １時０９分 

○議長（堀部登志雄君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  

 


