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           会議録の作成にあたっては、誤字・脱字等に十分注意しましたが、 

時間の関係上、印刷原稿の校正は、初校しか出来ませんでした。 

誤りのある場合は、誠に恐縮ですが、ご理解いただきたくお願い 

いたします。 

            渡島西部広域事務組合 議会議長 溝部 幸基 
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平成２８年 第１回 臨時会 
 

平成２８年４月２５日（月曜日）第１号 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程及び会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議席の指定 

日程第４ 同意第１号 監査委員の選任について 

日程第５ 議案第１号 平成２８年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第１号） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（１２名） 

    議長 １２番 溝部  幸基（福島町） 副議長 １１番 又地  信也（木古内町） 

        １番 佐藤  孝男（福島町）      ２番 堺   繁光（松前町） 

        ３番 手塚  昌宏（木古内町）      ４番 福嶋 克彦（木古内町） 

        ５番 成澤 五郎（知内町）      ６番 花田   勇（福島町） 

        ７番 谷口  康之（知内町）       ８番 西村  健一（松前町） 

        ９番 伊藤  政博（知内町）          １０番 伊藤  幸司（松前町） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（０名） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席説明員（１７名） 

    管 理 者  鳴海 清春      副 管 理 者  髙木  壽 

 参 与  石山 英雄      参 与  大野 幸孝 

    幹 事  若佐 智弘      幹 事  網野  眞   

    幹 事  大野  泰 

    監 査 委 員  本庄屋 誠      会 計 管 理 者  西田 啓晃 

 事 務 局 長  中島 和俊      消 防 長  高田  豊 

    衛生センター長  鳴海 英人      松前消防署長  鍋谷  悟 

    福島消防署長  中島 昌彦      知内消防署長  野戸 英二 

   木古内消防署長  伊藤 則幸      消防本部主幹  住吉 竜大 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎欠席説明員（１名） 

      参 与  大森 伊佐緒      

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員（３名） 

    書    記  梅岡  忍       書    記  岩本 一成 

    書    記  鳴海 千草       

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（開会 午後１時５９分） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会・開議宣告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

 本日は、ご苦労様です。 

臨時会の開催に先立ちまして、この度の熊本地震で亡くなられた方々に、哀悼の意を表し、1分間の黙祷を捧

げたいと思いますので、ご起立願います。 

 黙祷、始め。 

黙祷を終わります。 

ありがとうございました。ご着席願います。 

 

 ただいまの出席議員は 12名で、議員定数の半数に達しており、会議は成立いたしましたので、平成 28年第 1

回臨時会を開会します。 

    

日程に入る前に、先般行われました知内町議会議員選挙後の知内町議会において、当組合議員が選出された

ところであり、また、松前町長選挙で石山英雄松前町長、木古内町長選挙で大森伊佐緒木古内町長が、それぞ

れ再当選され、参与に就任されたところであります。 

この際、就任された議員、参与をご紹介し、申し出がありますので、挨拶を行います。 

 最初に、伊藤政博議員。 

  ○伊藤政博議員 

  はい、伊藤です。引き続きの任に当たることになりました。 

  今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基）  

次に、谷口康之議員。  

  ○谷口康之議員 

   はい、私も、再度選ばれましたので、微力ではありますが、また、頑張りたいと思います。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

   次に、成澤五郎議員。 

○成澤五郎議員 

   はい、この度、新人議員として参画する事になりました、成澤五郎と申します。 

昭和２２年生まれでございます。 

   皆様のご指導をいただき、この本組合の事業の品質向上に寄与して参りたいと思っております。 

 どうか、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基）  

   次に、石山英雄参与。 

  ○石山英雄参与 

   溝部議長のお計らいによりまして、貴重な時間をいただきましたことに感謝申し上げたいと思います。 

   この 4月 3日の町長選挙におきまして、町民の皆様から、町政の継続というふうな審判をいただきまして、 
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この 11日から 2期目をスタートしているところであります。 

   渡島西部四町、構成四町の益々の発展のために、参与として努力をして参りたいと思いますので、何卒、よ

ろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○議長（溝部幸基）  

   なお、大森伊佐緒参与については、別公務により本臨時会は欠席されております。 

以上で、就任挨拶を終わります。 

○議長（溝部幸基） 

次に、４月１日付けの人事異動により、各所属長に異動がありましたので、申し出により新所属長の紹介を、

髙木副管理者より行います。 

髙木 壽副管理者。 

○副管理者（髙木 壽） 

私の方から、4月 1日付けの人事異動に伴います各所属長の紹介をさせていただきます。 

衛生センター 鳴海英人センター長でございます。 

○衛生センター長（鳴海英人） 

  ４月１日付けをもちまして衛生センター長を拝命しました、鳴海英人です。 

  知内町から派遣されております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○副管理者（髙木 壽） 

次に、松前消防署 鍋谷 悟署長でございます。 

○松前消防署長（鍋谷 悟） 

  ４月１日をもちまして松前消防署長を拝命しました、鍋谷 悟です。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○副管理者（髙木 壽） 

続きまして、知内消防署 能戸英二署長でございます。 

○知内消防署長（野戸英二） 

  ４月１日をもちまして知内消防署長を拝命いたしました、野戸英二です。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○副管理者（髙木 壽） 

次に、木古内消防署 伊藤則幸署長でございます。 

○木古内消防署長（伊藤則幸） 

  ４月１日付けをもちまして木古内消防署長を命ぜられました、伊藤則幸です。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。  

○副管理者（髙木 壽） 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

   以上で、新所属長の紹介を終わります。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程・諸般の報告 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

   また、諸般の報告も既に印刷のうえ、皆様のお手元に配付のとおりですので、ご了承願います。 

－３－ 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎管理者の挨拶 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

次に、申し出がありますので、管理者の挨拶を行います。 

鳴海清春管理者。 

○管理者（鳴海清春）  

平成 28年第 1回臨時会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

議員の皆様方には、第１回臨時会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

まず、この度、松前町の石山町長及び木古内町の大森町長、そして、知内町議会議員の皆様には、ご当選

おめでとうございます。引き続きまして、広域行政の振興のご協力をお願いいた します。 

 また、ただいま、髙木副管理者からご紹介をいたしましたが、衛生センター長をはじめ三署の消防署長が

新しくなってございます。新たな体制でのスタートとなりますので、町民生活の安心・安全のために、職員

一丸となって取り組んで参りますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  

さて、未だ余震が続いております熊本地震において、犠牲になられた方々にお悔やみを申し上げるととも

に、被災された方々やご家族に対して、お見舞いを申し上げます。被災地の一日も早い復興を、願うもので

あります。 

 また、渡島西部四町におきましても、この度の低気圧の影響により、水産業及び農業において、甚大な被

害があったと伺っております。当町においても、甚大な被害を受けたところです。 

 今後、これらの対策に万全を期して参りたいと存じますので、ご理解をお願いするものであります。 

  

それでは、本日ご審議いただきます議案の内容についてですが、この後、し尿処理施設整備に関する調査

特別委員会において、具体的なご審議をしていただきますが、予ねて当特別委員会でご審議をいただいてお

りますストックヤードの整備について、施設の概要並びに予算額がまとまりましたので、補正予算として、

ご審議をいただくものであります。 

 また、併せて、前回の議会において、各議員からご意見をいただきました、人事異動に伴う管理職手当等

の追加予算となってございます。 

 この度の議案につきましては、平成28年度一般会計の補正予算に関する議案が1件、監査委員の選任に関す

る同意を求める案件が1件となってございます。 

 この後、議案の内容を担当者から詳しく説明いたしますので、何卒ご審議の上、議決を賜りますようお願

い申し上げ、開催にあたっての挨拶といたします。 

 よろしく、お願いをいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 管理者の挨拶を、終ります。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議録署名議員の指名 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第 1 会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、規定に基づき、2番 堺 繁光議員、3番 手塚昌宏議員を、指名いたします。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会期の決定 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 日程第 2 会期の決定を、議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日 1日といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（溝部幸基）  

ご異議なしと認め、本臨時会の会期は、本日 1日と決定いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議席の指定 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

日程第 3 議席の指定を行います。 

   今回新たに選出された議員の議席については、成澤五郎議員を 5 番に、谷口康之議員を 7 番に、伊藤政博議

員を 9番の席順に、指定いたします。 

   暫時休憩いたします。 

 

――――――――――――――――― 

休憩  午後２時０９分 

再開  午後２時１０分  

――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎同意第１号 監査委員の選任について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第 4 同意第 1号 監査委員の選任についてを、議題といたします。 

   地方自治法第 117条の規定により、7番谷口康之議員の退席を求めます。 

   直ちに、議案の審議に入ります。 

   提案理由の説明を求めます。 

   鳴海清春管理者。 

○管理者（鳴海清春）  

議案の 17ページを、お願いいたします。 

 

同意第 1号 監査委員の選任について 

渡島西部広域事務組合監査委員に、次の者を選任したいので、議会の同意を求めるものであります。 

平成 28年 4月 25日提出 
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住所 上磯郡知内町字重内 5番地 

氏名 谷口康之 

生年月日が、昭和 27年 6月 18日生まれとなってございます。  

 

谷口康之氏について、若干、補足説明させていただきます。 

谷口氏におかれましては、平成 8年 4月に知内町議会議員に当選され、平成 20年 4月より渡島西部広域事

務組合の議員となられ、同時に監査委員となり、現在に至ってございます。 

谷口氏は、知内町議会において、総務文教及び経済民生委員長を歴任し、豊かな経験を有しており、監査

委員業務に関しましても、精通したものがあります。 

人柄につきましては、議員各位がよくご存知かと存じますが、温厚誠実であり、実直な方だと感じてござ

います。 

監査委員の選任に当たって、同意くださるようお願い申し上げます。 

 

以上簡単ですが、提案に当たっての説明といたします。 

よろしくご審議を、お願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が、終わりました。 

質疑を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基）  

討論なしと認め、討論を終わります。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

同意第 1号を決することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 

 起立全員であり、同意第 1号は、同意することに決定いたしました。 

 ○議長（溝部幸基） 

 ７番 谷口康之議員の復席を求めます。 

○議長（溝部幸基） 

谷口康之監査委員より申し出がありますので、挨拶を行います。 

谷口康之監査委員。 

 ○監査委員（谷口康之） 

  この度、再度、監査委員に任命され、誠にありがとうございました。 

  本庄屋さんをはじめ事務局の方々、そして議員の方々に対しても、心よりお礼申し上げる次第であります。 

  微力ながらではありましても、私としては監査の任務を遂行したいと思います。 

  今後とも、よろしくお願いいたします。 
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○議長（溝部幸基） 

挨拶が、終わりました。 

暫時休憩いたします。 

再開は、本休憩中に行われる平成28年第1回し尿処理施設整備に関する調査特別委員会終了後といたします。 

 

――――――――――――――――― 

休憩  午後２時１５分 

再開  午後２時３３分  

―――――――――――――――――        

 ○議長（溝部幸基）  

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 議案第１号 平成２８年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第１号）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第 5 議案第 1号 平成 28年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第 1号）を、議題といたし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

中島和俊事務局長。 

○事務局長（中島和俊）  

それでは、議案第 1号を説明します。 

議案 1ページを、お開きください。   

 

議案第 1号 平成 28年度 渡島西部広域事務組合一般会計補正予算(第 1号) 

平成 28年度 渡島西部広域事務組合一般会計補正予算(第 1号)は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億 1,214万 1千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、

それぞれ 16億 2,179万 8千円とする。 

2 項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表歳入歳出予算補正」による。 

平成 28年 4月 25日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

まずは、補正の主な内容について、説明します。 

歳出は、ストックヤード整備に係る 1億 1,357万 6千円の事業費補正、また、第 1回定例会で議決いただ

きました 1時間当りの給与額の条例改正に対応する各種手当の追加や、当初予算で未計上としました管理職

手当等の関係予算、さらには、4 月 1 日付け事務局職員の人事異動による減額等の差し引きによる、人件費

143万 5千円の減額であります。 

歳入については、ストックヤード整備に係る国庫補助金と、構成町負担金の追加であります。 

 

補正内容は、10万円以上の主な増減のあった節を中心に説明しますので、ご了解ください。 

それでは、歳出を説明します。 

9ページを、お願いします。 
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2款総務費、1項総務管理費、1目事務局費 449万円の減額でございます。 

2節給料 195万 9千円の減、3節職員手当等 127万円の減、4節共済費 125万 9千円の減等は、4月 1日付

け人事異動において、従来の事務局次長職を構成町に、また、後任として、構成町から主任職を派遣したこ

とによる差し引きでございます。 

10ページを、お願いします。 

          

3款衛生費、１項清掃費 1億 1,377万 8千円の追加でございます。 

１目し尿処理費、3節職員手当等 20万 2千円の追加は、当初予算において、管理職の定年退職に対応する

新年度の管理職手当及び管理職特別手当を未計上分としておりました予算追加と、管理職となった職員の時

間外勤務手当の減額による、差し引きの追加でございます。 

同様の管理職手当と時間外手当の差し引きの追加につきましては、松前消防署、知内消防署、木古内消防

署の三署においても、同じでございます。 

なお、衛生センター長を含む四所属長の管理職手当関係の予算計上額合計は、管理職手当 182万 3千円、

管理職特別勤務手当 6万 4千円の追加、また、当該職員の時間外勤務手当 77万 7千円の減、差し引き 111万

円の追加でございます。 

この件につきましては、第 1回定例会において、議員各位から大変貴重なご意見をいただき、また、ご心

配をおかけいたしました。 

今後は、旧来に復し、当初予算から管理職手当等を予算計上いたしますので、ご了解をお願いいたします。 

改めて、お詫び申し上げます。 

11ページを、お願いいたします。 

 

4目ごみ再生処理施設費 1億 1,357万 6千円の追加です。 

補正内容を、別紙議案資料 1ページで説明いたしますので、資料の準備をお願いいたします。 

資料の説明につきましては、先ほど開催の第 1回し尿処理施設整備に関する調査特別委員会で、衛生セン

ター長が説明しておりますので、改めて、概要のみ説明いたします。 

 

1 実施設計の内容については、昨年度第 1回調査特別委員会でご了解いただきました、リサイクル品の保

管スペースの確保と、事業費削減の方向付けにより、実施設計作業を進めたところでございます。 

 設計の内容について、説明いたします。 

  

（1）整備面積について 

建物面積が 276.39㎡で、158.54㎡の減、外構面積が 3,822㎡で、820㎡の減となる予定でございます。 

 （2）の事業費について 

工事費が 1億 970万円、委託料が 385万円、また、工事完了検査手数料が 2万 6千円、事業費合計 1億 1,357

万 6千円で、昨年 12月に報告した事業費と比べますと、1,925万 4千円の減額となり、施設面積、事業費と

も減少の見込みでございます。 

 

2 事業費の補正予定額及び財源内訳につきましては、2 ページの（1）補正予定額について記載しており

ますが、1億 1,357万 6千円で、財源内訳は、記載のとおり国庫補助金 3千、記載のとおり 12節役務費、13

節委託料、14節工事請負費の順での合計となっております。 

○議長（溝部幸基） 

暫時休憩いたします。 
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――――――――――――――――― 

休憩  午後２時４１分 

再開  午後２時４１分  

――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

中島和俊事務局長。 

○事務局長（中島和俊） 

2ページの（1）補正予定額について、12節役務費 2万 6千円、13節委託料 385万円、14節工事請負費１

億 970万円、合計 1億 1,357万 6千円でございます。 

財源内訳につきましては、（2）で記載のとおり国庫補助金が 3,680万円、過疎債 7,660万円、衛生負担金

17万 6千円でございます。 

構成町の負担状況につきましては、（3）に記載のとおりでございます。後ほどご覧くださるよう、お願い

いたします。 

それでは、3ページをお願いいたします。 

 

3 ストックヤード整備に係る今後の予定について 

本日の特別委員会並びに本臨時会、また、このあと指名選考委員会を開催いたします。 

明日 26日には、特定企業体編成通知等を進め、6月上旬の確認申請書許可見込みにより、6月中旬の入札、

仮契約、また、6月下旬、場合によっては 7月上旬に第 2回臨時会を開催していただき、契約議決、本契約

の予定となっております。 

 

4 ページから 5 ページまでの図面は、配置図と立面図、断面図等であります。後ほど、ご覧くださるよう

お願いいたします。 

以上で、説明資料の説明を終わります。 

議案の 11ページに、お戻りください。 

 

ただいま説明の内容によりまして、12節役務費 2万 6千円、13節委託料 385万円、15節工事請負費 1億

970万円を追加しようとするものでございます。 

なお、19ページには、ストックヤード建設工事に係る予算説明書を添付しておりますので、参考にお願い

いたします。 

12ページを、お願いいたします。 

 

4款消防費、１項常備消防費 285万 3千円の追加です。 

2目松前消防署費 81万 2千円の追加は、先ほど衛生費で説明いたしました、管理職手当、管理職特別勤務

手当、また、時間外勤務手当の管理職関係の差し引き 31万 6千円と、第 1回定例会で条例改正をしていただ

きました 1時間当りの給与額の改定により生じた、夜間勤務手当 19万 2千円、休日勤務手当 30万 4千円の

追加でございます。 

同様の夜間勤務手当と休日勤務手当の追加につきましては、福島消防署、知内消防署、木古内消防署の三

署においても、同じでございます。 

なお、四署合計の予算計上額は、夜間勤務手当が 59万 6千円、休日勤務手当が 134万 9千円、合計 194万

5千円となりました。 

本来であれば、条例改正と同時に当該手当を計上すべきところでございますが、計上いたしませんでした。 
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この場をお借りし、改めてお詫び申し上げますとともに、今後の取り扱いに十分注意いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

13ページを、お願いいたします。 

 

3目福島消防署費、3節職員手当等 55万 9千円の追加は、夜間勤務手当 15万 1千円、休日勤務手当 40万 8

千円の追加でございます。 

14ページを、お願いいたします。 

               

4目知内消防署費、3節職員手当等 77万 9千円の追加でございます。 

管理職手当関係の差引き 35万 1千円と、夜間勤務手当 12万 5千円、休日勤務手当 30万 3千円の追加でご

ざいます。 

15ページを、お願いいたします。 

 

5目木古内消防署費、3節職員手当等 70万 3千円の追加です。 

管理職手当関係の差引き 24万 1千円と、夜間勤務手当 12万 8千円、休日勤務手当 33万 4千円の追加でご

ざいます。 

 

以上で、歳出の説明を終ります。 

次に、歳入を説明します。 

6ページに、お戻りください。 

 

１款分担金及び負担金、１項負担金 7,534万 1千円の追加は、1目衛生負担金 7,473万 3千円の追加と、7

ページの 2目消防負担金 60万 8千円の追加の合計でございます。 

各負担金の構成町毎の増減は、6ページと 7ページの説明欄に、歳出科目毎に記載しております。 

衛生負担金と消防負担金の合計額 7,534 万 1千円を構成町ごとに集計いたしますと、松前町が 2,551 万 4

千円、福島町が 1,525万 8千円、知内町が 2,032万 1千円、木古内町が 1,424万 8千円の追加となりました。 

8ページを、お願いいたします。 

 

3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目衛生施設整備費補助金、1節同じで 3,680万円の追加は、歳出で説

明したストックヤードに係る循環型社会形成推進交付金です。 

補助対象事業費の、3分の 1の補助率でございます。 

 

以上で、説明を終ります。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

討論を行います。 

（「なし」という声あり） 
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○議長（溝部幸基） 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第１号を決することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 

 起立全員であり、議案第１号は可決いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の議決 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 お諮りいたします。 

以上で、本議会の案件審議は、全て終了いたしましたので、平成２８年第１回臨時会を閉会いたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会宣告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 これをもって閉会いたします。 

どうも、ご苦労様でした。 

    

 

      （閉会 午後２時４９分） 
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