
9 月 27 日（火）午前 10 時 30 分名古屋市経済水道委員会 付議議案審査[総括質疑(観光文

化交流局関係)、意思決定(2 局一括）]  メモ 名古屋市民オンブズマン作成 

http://www.gikai-tv.jp/dvl-nagoya/3.html 

 

中川：本日の新聞で「優先交渉権者は契約と同じ解釈」と発言 そうか 

西野所長：中止条件に当たらない限り責務を負っている。契約はしていない 

中川：「優先交渉権者は契約と同じ解釈ではない」か 

所長：法的な責務はあるが契約はしていない 

中川：「優先交渉権者は契約と同じ解釈ではない」か 

所長：同じ解釈ではない 

中川：市長と当局の解釈が違う。 

   資料 本市にはともに推進する法的責務がある 

   信義則 民法上の責任か 

主幹：ご指摘の通り 

中川：本契約になるように努力をしていく 信義誠実の原則であると思う 

   当局 市民に説明、議会に説明  

   2 万人アンケート より多くの市民の皆さんにアンケートを行う 

   反しているのか、これまで努力してきたのか 

所長：信義誠実の原則に則りやってきた 

   中止条件に当たらない限り名古屋市から中止できない 

中川：過失があったのか 

西野：過失はなかった 

中川： 

西野：中止要件 できる場合 議会の承認が得られない場合 工期が間に合わない  

   当たっていない  

   一方的な中止に当たるのではないか    

中川：信義誠実の原則にも反せず、 

西野：議会の承認得られていない 当たっていない 

   工期が守られない 当たっていない 

   今中止をすると一方的に見られると判断 

中川：本当に考えているのか この契約は何なのか 

   訴訟リスク あるのかないのか 

   事務事業一般においても本市は抱える 

   同様の訴訟リスクはある 

   訴訟にならないように契約をまく 

   訴訟リスクが高い契約か 



西野：このプロポーザル事業を開始 中止できる条項を設けているため、訴訟リスクが高

いとは認識せず 

中川：他局の入札 それほど高くない 

西野：ご指摘の通り 

中川：損害賠償請求 準備にかかった経費 主には人件費相当分 

   そんなに高い賠償額にはならないのでは 

西野：優先交渉権者に選定されてから今日まで 提案を行う 期間が長くない 

   多い少ないはなんとも言えない 

中川：工程表 本市から 7 月 8 日付 竹中に名古屋城補正予算が継続 ペーパーを送った 

   工程表を出してほしい 2020 年 7 月までの工事ができるようなら出してほしい 市

長名 

   回答 7 月 14 日 貴市との事業が 遵守させていただきます。  

   工程表は設計業務契約定締結後に出す。 

   2020 年 7 月までにできないととらえるのが一般的 

西野：工程表は会社のノウハウ 具体的に決まればやることができる 

   弁護士に相談したところそれ以上行程を強要することはできない 

中川：本当にそういう考え方でよいのか 

   7 月の段階ででていれば違う展開になっていたのではないか 

   7 月に出なかったものが今出るとは考えづらい 

   重いことだと思うが、そう考えなかったか 

西野： 

局長：説明責任の重大性 重く受け止めている 

   工程表の提示を求めている 

中川：工程表が出てきた 事務方として本当に正しいのかどうか 

   確認作業がいる どの程度日数がかかるのか 

   文化庁の協議 最低でも 3 ヶ月 

西野：今週提出していただくようお願いしている 

   できるだけ早く委員会に報告したい 

   文化庁 設計がでないと結論が出ない 

中川：もしできない場合 段階的に工程を組んでいく 

   工期が間に合わない 契約の変更をするんですか？ 

西野：施工者の責めに帰すべき 中止 

中川：工事の段階で中止か 

西野：設計の段階で中止 

中川：契約はあり得ないのか 市が竹中に損害賠償請求か 

西野：業者の責めに帰せばペナルティを科すことも 



中川：遅れた理由 継続審議 工程表の確認 

   応ずると言うことか 

西野：協議の中で不可抗力 応じていく可能性あり 

   まだケースによる 

中川：信義則に基づけば本市が訴訟リスクを抱えることにならないか 

西野：協議する場合そういうことも念頭 

中川：契約変更もあり得るということではないか 

局長：契約後の話 現在は契約の前。 

   見解が分かれている 

   厳密にとらえる人と、理由によって工期を延長する 

   一般的には実施説明書に基づけば予算が認められない場合 2020 年 7 月に間に合わ

ない場合 契約しない 

   しかしながら市長の信義則の考え方 「市長は商売人」理由なく中止できない 

   自らは手を下ろすことはない 

   契約変更は契約した後協定書でルール それに従う 

中川：収支見込み 石垣 後回しにしてでもやっていくということか 

局長：1 ページ 検討状況と今後の方針 

   詰めれるものは詰めている 

   今後解決する 

中川：本当に信義則に反しているのか 局長に聞きたい 

   業務上の過失なのか 

   2 万人アンケートなど 

局長：信義則の問題 工期の遅れが確実か議会の承認が得られない場合以外 ダメ 

   解釈に当たる問題 

   アンケート 確かにお手数をかけた 予算を上程している 竹中賛成案とこだわら

ずに木造復元 

   木造復元を一日でも早く進める 7 割が竹中案以外という意見もあるが、総合的に判

断して 

   アンケートも一つの民意 

 

藤沢：技術提案方式 根本は 2020 年オリンピックに間に合わせるにはこの方式しかない 

でいいか 

西野：オリンピックに間に合わせるのが経済波及効果も大きくアピールもする 

藤沢：名古屋市側から破棄する 議会不承認か間に合わない場合 

   2020 年までが急ぐ 

   2020 年 7 月までに間に合わないと確実になれば 破棄できるし破棄するんだ 確認



したい 

西野：契約をする手前 

   責めに帰さない場合 議会の議決が遅れたらずらしてもよいのではないか 

   名古屋市として是として 

藤沢：賛成か反対か問われている 

   反対すればよいが、賛成した場合、間に合わなければどうなるか 

   4 年強の工期  

   判断しようがない 竹中も困っている 

   市が 2020 年までにできない場合 破棄できるのか 

   追加の資料 腹が決まるのか 

西野：次回の委員会の場で答弁したい 

藤沢：2020 年 7 月 8 月にできても大命題が崩れる 

   最大の大義が変わる 見直すべきだ 

   考え方自身についてどう思うか 

西野：2020 年 7 月を目指してやってきた 

   今でも実現できれば  

   その後 中止できるか 考える余地がある 

   一日も早く           

藤沢：名古屋市の計画は変わったのか 

西野：2020 年 7 月を目指すのは変わっていない 

藤沢：大義が崩れる いろんなことを見直すべき 

   訴えられるリスクよりそちらの方が大きいのではないか 

   市長「1 日も早い」オリンピックのことを言わなくなった 

西野：市長は変わっていない 

藤沢：大義はオリンピック 崩れたら改めないと行けない 

   リスクがあるので急ぎすぎ 

   2026.27 だよね 我々は思っていた 

   市長の方針が変わったのではないか 

 

江上：昨日市長の会見 中身は 21 日資料 考え方と同じでよいか 

主幹：議員ご指摘の通り 

江上：21 日 市長が 6/21.27 2020 年にこだわらない 耳をかす 

   法的整理に時間がかかる→継続審査 

   何らかの動き 何もしない 

   進めたい 謝罪をしてから 

   その上で話をすべきでは 



   26 日 何もしない 

主幹：2026.27 目指すという議会からの提案 耳を傾けて検討した 

江上：2020 年 7 月までに 待ってきた 

   結果が同じこと 謝った上で話をせよ 

所長：法的責務 議案を続けていく 

江上：謝罪の必要はないと確認できた 

   6/27 「一定お時間をいただきたい」    

   中止しておけば損害も少なかった 

   今日 9/27 3 ヶ月たった 損害額を決めた方がよかった 

   議会はどうすべきか 市民は 6/27 継続審査 

   否決ではないがこれでできない 木造化は止まったと理解 

   6/27 以降市民から意見があったか 

   6 月議会「私の所名古屋城壊さないで」 ＦＡＸ174 件 

主幹：今後どうなるか 電話数人あった 

江上：6 月以降 意見をもらっていない 

   これで止まったという向きがある 

   市民の声について整理してほしい 

主幹：主な声 資料にまとめて提出する 

江上：市長の責任は重い  

   市民の理解を得て対応 

    

委員長：105 号議案 本日は質疑を終結せず 

   10/6 に審議            

    


