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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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提出案件及び議決結果表 

 

議案番号 件       名 議決月日 議決結果 

１ 
知内消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ-Ａ型）購入  

契約の締結について 
６月２９日 原案可決 

 

２ 
平成２９年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第２号） ６月２９日 原案可決 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年 第２回 臨時会 
 

平成２９年６月２９日（木曜日）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 諸般の報告 

日程第４ 議案第１号 知内消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ-Ａ型）購入 

契約の締結について 

日程第５ 議案第２号 平成２９年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第２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） 

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

◎出席説明員（１６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 

     参 与  大森 伊佐緒     幹 事  若佐 智弘 

     幹 事  網野  眞             

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        衛生センター長  鳴海 英人 

      消防本部次長  鍋谷  悟      松前消防署長  可香  靖 

    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 

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

◎欠席説明員（２名） 

     幹 事  大野  泰      消 防 長  高田  豊        

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

◎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２時０９分） 

 

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

◎開会・開議宣告 

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

○議長（溝部幸基）  

本日は、ご苦労様です。 

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。 

ただいまから、平成 29年第 2回臨時会を開会いたします。 

       

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

◎議事日程 

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

○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。 

 

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

◎管理者の挨拶 

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

○議長（溝部幸基）  

日程に入る前に、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29年第2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2回臨時会にご出席をいただきまして、誠に有難うございます。 

 

まず、最初に平成28年度一般会計の決算がまとまりましたので、ご報告させていただきます。 

決算繰越額として、992万7,937円を計上することができました。 

これも一重に、構成４町の町民の方々及び議員各位並びに職員の方々のご理解とご協力によるものと、心

から感謝を申し上げます。 

なお、決算の詳細につきましては、9月開催予定の第2回定例会において、ご審議をいただくこととなって

ございますので、あらかじめご理解をお願いいたします。 

 

それでは、本日の議案の内容についてですが、6月13日入札執行の知内消防署災害対応特殊水槽付消防ポン

プ自動車購入契約の締結に係る契約議決1件と、平成29年度一般会計補正予算1件、計2件の議案審議をお願い

するものであります。 

なお、一般会計補正予算の主な内容ですが、松前消防庁舎の車庫シャッター補修工事費及び知内消防庁舎

の暖房改修工事などとなってございます。 

また、消火栓新設及び移設工事費については、当初予算計上で、節区分を15節の工事請負費としてござい

ましたけれども、内容としてはですね、各町へ工事を依頼することとなることから、19節の負担金、補助及

び交付金へ予算組み替えをするものでございます。 

大変申し訳ありませんが、ご理解をお願いするものであります。 

この後、議案の内容を担当者から詳しく説明をいたしますので、何卒ご審議のうえ、議決賜りますようお

願いを申し上げまして、開催にあたってのご挨拶といたします。 

本日は、どうぞよろしくお願いします。 

 

－２－ 



○議長（溝部幸基） 

 管理者の挨拶を終ります。 

 議場が大変暑くなっておりますので、上着の着脱は自由にしてください。 

   

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

◎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、4番 福嶋 克彦議員、5番 成澤 五郎議員を指名いたします。 

 

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

◎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。 

 

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

◎諸般の報告 

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

○議長（溝部幸基）  

日程第 3 諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、皆様のお手元に配付のとおりですので、ご了承願います。 

 

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

◎議案第１号 知内消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ-Ａ型）購入契約の締結について 

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

○議長（溝部幸基）  

日程第 4 議案第 1号 知内消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入契約の締結についてを、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、議案の 1ページを、お開きください。   

 

議案第１号 知内消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ-Ａ型）購入契約の締結について 

下記のとおり購入契約をするため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3

条の規定により議会の議決を求めます。 

平成 29年 6月 29日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 
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契約の目的 知内消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ-Ａ型）購入 

契約の方法 指名競争入札 平成 29年 6月 13日 

契約金額  5,930万 1,900円 

契約の相手方 札幌市東区苗穂町 13丁目 2番 17号 

株式会社 北海道モリタ 

代表取締役 中川 龍太郎 

  

 それでは、入札状況を説明いたします。 

議案説明資料の 1ページを、お開きください。 

 

入札状況調 平成 29年 6月 13日執行 

事業概要を説明いたします。 

車の基本構成であるシャシー仕様は、平成 29年製の寒冷地仕様で、オートマチックの四輪駆動車、急ブレ

ーキ時の安定性確保のためのＡＢＳ装着車、圧縮空気泡消火装置、水槽 1,500ℓ、車輌総重量 1万 3千 kg等、

また、架装一式で、記載のとおりでございます。 

 納期は平成 30年 3月 20日、入札書比較価格の入札書金額は 5,575万 3,660円で、課税対象額及び非課税

対象額は、記載のとおりでございます。 

 予定価格は 6,019万 9,692円で、公表しておりません。  

 

 入札参加業者は、記載のとおり 5社で、株式会社 北海道モリタが、入札書記載金額 5,491万 7,900円で

落札し、これに消費税 438万 4,000円を加算した 5,930万 1,900円で仮契約をしたところでございます。 

落札率は、98.51％です。 

 

予定価格と比較しますと、89万 7,792円の減であります。 

 

 以上で、説明を終わります。 

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） 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

○議長（溝部幸基） 

 討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

討論なしと認め、討論を終わります。 

○議長（溝部幸基）  

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。 

－４－ 



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

◎議案第２号 平成２９年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第２号） 

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

○議長（溝部幸基）  

日程第 5 議案第 2号 平成 29年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第 2号）についてを、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）  

議案の 3ページを、お願いいたします。  

 

議案第 2号 平成 29年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算(第 2号) 

平成 29年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算(第 2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に、歳入歳出それぞれ 802万 6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入

歳出それぞれ 16億 7,685万 3千円とする。 

第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 29年 6月 29日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

補正の内容について、ご説明いたします。 

 

歳出は、松前、福島、知内の消防施設費の追加でございます。 

また、福島及び知内消防署において、本来、19節負担金、補助及び交付金で予算計上しなければならなか

った消火栓関係工事費を、15節工事請負費で計上しておりましたので、大変恐縮ではございますが、予算科

目の組み替えをお願いいたしたく、よろしくお願いいたします。 

予算編成については、慎重に事務を進めておりますが、このようなことが生じました事、大変、この場を

お借りし、お詫び申し上げます。 

 

歳入につきましては、歳出補正に対応する構成町負担金の追加でございます。 

 

それでは、歳出を説明いたします。 

9ページを、お開きください。 

 

4款消防費、3項消防施設費 802万 6千円の追加です。 

1目松前施設費 75万 6千円の追加は、消防庁舎車庫シャッター補修に係る追加です。 

工事内容を説明いたします。 

説明資料の 2ページを、お願いいたします。 

 

松前消防庁舎は、昭和 60年の建築後 32年が経過し、建設当時からの車庫シャッターのガイドレール等が、

経年劣化と冬場の北西の強風による塩害で腐食が進み、今年 4月中旬の強風時には、シャッターのローラー

が、腐食したレールから逸脱したことから、今後の良好な出動態勢を確保するため、ガイドレール及びロー

ラーを取り替えようとするものでございます。 

補修する車庫シャッターは、正面立面図の右側、オーバースライダー２及び３のシャッターで、ガイドレ

ール及びローラーの取り替えであります。 

 

なお、当該補修工事について、建物災害共済保険の適用を調査いたしましたが、ローラーの逸脱が、経年

劣化によるレールの腐食が原因であることから、保険適用外という結果でございました。 

－５－ 



次に、福島施設費を説明いたします。 

議案の 10ページにお戻りください。 

 

2目福島施設費、11節需用費 27万円の追加は、今後の庁舎等修繕費に 10万円、また、新たに補修対応が

生じました吉岡小学校グランド横設置の防火水槽修理 17万円の補正でございます。 

当初予算の 46万 9千円は、予定しておりました消防庁舎の水道管腐食工事、また、緊急修理が生じました

月崎地区防火水槽バルブ修理及び消防庁舎浄化槽ブロワー修理に対応したところでございます。 

また、先程お詫び申し上げました予算の組み替えにつきましては、15節工事請負費の消火栓新設工事費 143

万 1千円を、19節負担金、補助及び交付金に組み替えようとするものでございます。 

 

次に知内施設費を説明いたします。 

隣りの 11ページです。 

 

3目知内施設費 700万円の追加は、消防庁舎暖房改修工事費の追加です。 

また、福島消防署同様、15節工事請負費の消火栓移設工事費 165万 3千円を、19節負担金、補助及び交付

金に予算の組み替えをしようとするものでございます。 

工事内容を説明いたします。 

説明資料の 3ページを、お願いいたします。 

 

知内消防庁舎は、建築後 42年が経過し、建設時のセントラルヒーティングも、経年劣化により暖房能力が

著しく低下していることから、今後の暖房機器類等を検討した結果、次のとおりＦＦ式ボイラー及び電気ヒ

ーター等への取り替えを実施しようとするものでございます。 

 

(1)及び(2)の設置状況の図面中、二重丸が電気ヒーター、黒丸がＦＦヒーター、四角がＦＦ給湯器、黒三

画がＦＦボイラーです。 

それぞれの設置数は、電気ヒーターが 5基、ＦＦヒーターが 8基、ＦＦ給湯器 1基、ＦＦボイラー1基で、

階ごとの設置数は、カッコ書きのとおりでございます。 

次のページをお願いいたします。 

 

今回の暖房器具改修工事に併せ、昨年１１月に緊急実施した庁舎煙突のアスベスト対策として、アスベス

ト含有煙突の封じ込めを実施し、煙突を今後、使用できない状態にいたします。 

工事内容は、煙突下部の灰出口を撤去後、板金プレートを設置、また、煙突上部の排気口陣笠を撤去後、

板金でキャッピングするもので、これに係る材料代等の経費につきましては、工事費の中に既存煙突閉塞経

費として予算計上しているところでございます。 

 

 以上で、説明を終ります。 

ご審議を、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） 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

○議長（溝部幸基） 

 討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

討論なしと認め、討論を終わります。 

－６－ 



○議長（溝部幸基） 

 採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 2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 2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、本会議の案件審議は、全て終了いたしましたので、平成 29年第 2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。 

（「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２６分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－７－ 
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