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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 議決等月日 議決結果 

１ 
福島消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－ⅠＡ型）購入契約の 

締結について 
５月１８日 原案可決 

２ 福島消防署小型動力ポンプ積載車購入契約の締結について ５月１８日 原案可決 

３ 
木古内消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）購入契約の 

締結について 
５月１８日 原案可決 

４ 平成３０年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第１号） ５月１８日 

 

原案可決 

 

報告１ 専決処分した事件の報告について ５月１８日 原案承認 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年 第１回 臨時会 
 

平成３０年５月１８日（金曜日）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 管理者の行政報告 

日程第５ 報告第１号 専決処分した事件の報告について 

日程第６ 議案第１号 福島消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－ⅠＡ型）購入契約の締結について 

日程第７ 議案第２号 福島消防署小型動力ポンプ付積載車購入契約の締結について 

日程第８ 議案第３号 木古内消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）購入契約の締結について 

日程第９ 議案第４号 平成３０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（１１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）        

        ９番 伊藤  政博（知内町）          １０番 伊藤  幸司（松前町） 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
◎欠席議員（１名） 

       ８番 西村  健一（松前町） 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
◎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  大森 伊佐緒     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      衛生センター長  鳴海 英人 

消 防 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      消防本部主幹  住吉 竜大 

                       

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
◎欠席説明員（１名） 

     参 与  大野 幸孝 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
◎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  鳴海 千草 

    書    記  笹森  涼 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（開会 午後２時００分） 

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

◎開会・開議宣告 

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

○議長（溝部幸基）  

 本日は、出席ご苦労様です。 

ただいまの出席議員は 11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 30年 

第 1回臨時会を開会いたします。 

 

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

◎新消防長の紹介 

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

○議長（溝部幸基） 

日程に入る前に、４月１日付けの人事異動により消防長の異動がありましたので、申し出により新消防長

の紹介を、髙木 壽副管理者より行います。 

髙木 壽副管理者。 

○副管理者（髙木 壽） 

 ４月１日付けの人事異動による消防長を紹介いたします。 

 鍋谷 悟消防長でございます。 

○消防長（鍋谷 悟） 

４月１日付けで渡島西部広域事務組合消防長を拝命いたしました、鍋谷でございます。 

消防長として、広域組織を担う重責を痛感いたしているところでございます。 

住民の生活基盤であります「安心して暮らせるまちづくり」、これを推進するため、各構成町をはじめ地

域防災組織、関係機関などとの協働によりまして、消防職員及び消防団員一丸となりまして、防災・減災体

制の構築に邁進して参りたいと思います。 

皆様におかれましては、前任者同様、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、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。 

 よろしくお願いします。 

○議長（溝部幸基） 

 以上で、新消防長の紹介を終わります。 

 

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

◎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）  

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３０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。 

 

新たな年度がスタートし、早や２か月余りが経過しようとしてございますけれども、行政報告にもありま

すように、３月末から４月にかけて、管内において火災が多発している状況にあります。 
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広域行政の大きな役割のひとつに、町民の生命・財産を守ることが責務としてあり、この度、町民の尊い

命が失われたことに対して、責任者として、改めて、ご冥福をお祈りしたいと思ってございます。 

各消防署においては、火災予防の啓発に万全を期して参る所存でありますので、何卒ご理解をお願いする

ものであります。 

 

それでは、本日の議案の内容についてですが、まず、４月２３日執行の入札に係る福島消防署水槽付消防

ポンプ車等の購入契約の締結に係る契約議決３件と、平成３０年度一般会計補正予算１件、専決処分した事

件の報告１件の、計５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、４月１日付けの人事異動や、新採用消防職員の確定による人

件費の補正予算となってございます。 

 

今年の冬は、例年になく大寒波などの影響によりましてですね、管内でも記録的な大雪が続き、厳しい冬

となってございましたけれども、「春は、厳しい冬の後から来る。」という言葉がありますので、これから

の天候の回復に期待を寄せているところでもございます。 

 

なお、新聞等で承知のこととは思いますが、従前、当組合の議員でもありました福島町の滝川明子議員が、

先般、交通事故で逝去されました。 

ここに謹んで皆様とともに、哀悼の意を表したいと思っております。 

 

なお、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、何卒ご審議のうえ、議決賜りますよ

うお願いを申し上げまして、簡単ではありますが開催にあたっての挨拶といたします。 

本日は、どうぞ、よろしくお願いします。 

 

○議長（溝部幸基）  

管理者の挨拶を、終わります。      

 

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

◎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。 

２番 堺 繁光議員、３番 手塚昌宏議員を、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、皆様に配付のとおりでございますので、ご了承願います。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎管理者の行政報告 

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

○議長（溝部幸基）  

日程第 4 管理者より申し出がありますので、行政報告を行います。 

鳴海清春管理者。 

○管理者（鳴海清春）  

平成 30年渡島西部広域事務組合議会第 1回臨時会の開催にあたり、平成 30年第 1回定例会以降の行政報

告を申し上げます。 

 

１点目の消防関係について 

 

（１） として、火災の発生状況について 

3月 20日に、松前町唐津地区で住宅火災が発生し、住宅 4棟と倉庫 1棟を焼損する被害があり、男性１人

の尊い人命が失われてございます。 

改めて、亡くなられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

また、3月 31日には、松前町江良地区においても住宅火災が発生し、住宅 5棟と車庫 1棟が焼損する被害

となっております。 

なお、その際、消火作業に当たった消防職員 2名が火傷を負い、消防ポンプ自動車 1台が火災の熱を受け、

車体等を破損する事故が発生してございます。現在、消防職員 2 名の火傷は治癒しており、また、破損した

消防ポンプ自動車につきましては、保険で全額対応することとし、現在、修理を行っているところでありま

す。 

なお、出火原因については、現在、調査中であります。 

更に、4月 22日には、知内町森越地区で野火が発生し、約 240㎡を焼損しており、また、4月 29日には、

知内町重内地区で薪小屋 1 棟と廃材、枯草等を焼損する火災が発生し、出火原因については、いずれも現在

調査中であります。 

この様に当組合管内において、新年に入り火災が頻発している状況から、各消防署へ火災予防の徹底を指

示し、各消防署で署員による管内巡視の徹底を図るとともに、防災無線や広報などを通じて火災予防の呼び

かけを強化しております。 

これから空気が乾燥する季節を迎え、山菜取りなどで入山する方が多くなることから、引き続き林野火災

等の火災予防の啓発に努めて参ります。 

 

他の行事等につきましては、諸般の報告に整理してございますので、後ほど参照願いたいと思います。 

以上、行政報告を終わります。 

 

○議長（溝部幸基） 

行政報告を、終わります。 

 

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

◎報告第１号 専決処分した事件の報告について 

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

○議長（溝部幸基）  

日程第 5 報告第 1号 専決処分した事件の報告についてを、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 19ページを、お願いいたします。   

 

報告第１号 専決処分した事件の報告について 

別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第 179条第 3項の規定により報告します。 

平成 30年 5月 18日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

20ページをお願いします。 
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専決処分書 

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）購入契約の締結内容の議決更正について、

地方自治法第 179条第 1項の規定により、次のとおり専決処分する。 

平成 30年 3月 19日、渡島西部広域事務組合管理者。 

21ページです。 

 

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）購入契約の締結内容の議決更正について 

平成 29年 6月 29日議決（議案第 1号）の物品購入契約の内容を、次のとおり更正する。 

下の表で説明します。 

議決事項の更正につきましては、表中段の契約金額であります。 

更正前の契約金額 5,930万 1,900円に対し、5万 4,930円の減となる 5,924万 6,970円を議決更正後の契約

金額として、専決処分したものでございます。 

 

5,493円の減額の主な内容につきましては、3月 19日、函館運輸支局の自動車検査において、当該車輌が

低排出ガス車認定制度適用車、いわゆるエコカー減税の減税車に認定されたこと、また、車輌総重量確定に

より自動車重量税等が減額となったものですが、これらの内容を確認した請負業者から契約金額の減額申し

出があり、対応したものでございます。 

 

本来、議決事項の変更につきましては、臨時会を開催の上、議決更正をお願いするところではございます

が、年度末で時間的余裕がなかったことから、地方自治法第 179条第 1項に基づき、3月 19日付けで専決処

分をさせていただきましたので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

また、請負業者との契約金額の変更につきましては、専決処分日同日で変更いたしましたので、併せて報

告します。 

なお、車輌については、仕様書どおり、良好な形で知内消防署に納車されております。 

  

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） 

 暫時休憩いたします。 

―――――――――――――― 

休憩 午後２時１２分 

再開 午後２時１２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）  

ただいまの 21ページの契約金額の中で、減額した金額を「5,493円」と申してしまいました。 

正しくは、「5万 4,930円」の減でございます。 

大変失礼しました。 

よろしくお願いします。 

○議長（溝部幸基） 

 そのように訂正をしておきます。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりましたが、特に確認したい事項等はございますか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 以上で、報告第 1号を終わります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 議案第１号 福島消防署水槽付消防ポンプ自動車（水―ⅠＡ型）購入契約の締結について  

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

○議長（溝部幸基）  

日程第 6 議案第 1号 福島消防署水槽付消防ポンプ自動車（水-ⅠＡ型）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 1ページを、お願いいたします。   

 

議案第 1号 福島消防署水槽付消防ポンプ自動車（水-ⅠＡ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 30年 5月 18日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

契約の目的 福島消防署水槽付消防ポンプ自動車（水-ⅠＡ型）購入 

契約の方法 指名競争入札 平成 30年 4月 23日 

契約金額  5,335万 3,650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。 

説明資料の 1ページを、お願いいたします。 

 

入札状況調べ、平成 30年 4月 23日執行 

事業概要、シャシー仕様は平成 30年式で、急ブレーキ時の安定性確保のためのＡＢＳ装着等で、記載のと

おりでございます。 

 納期は、平成 31年 3月 15日、入札書比較価格の入札書金額は 4,986万 3,742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、5,384万 3,008円で、公表しておりません。 

  

入札参加業者は 5社で、株式会社北海道モリタが、入札書記載金額 4,940万 6,549円で落札し、これに消

費税 394万 7,101円を加算した 5,335万 3,650円で仮契約したところでございます。 

落札率は、99.09％でございます。 

 

 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。 

 質疑ございませんか。 

（「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。 
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○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。 

 

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

◎ 議案第２号 福島消防署小型動力ポンプ付積載車購入契約の締結について  

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

○議長（溝部幸基）  

日程第 7 議案第 2 号 福島消防署小型動力ポンプ付積載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 3ページを、お願いいたします。   

 

議案第 2号 福島消防署小型動力ポンプ付積載車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 30年 5月 18日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

購入の目的 福島消防署小型動力ポンプ付積載車購入 

契約の方法 指名競争入札 平成 30年 4月 23日 

契約金額  924万 2,458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 

  

 入札状況を説明いたします。 

説明資料の 2ページを、お願いいたします。 

 

入札状況調べ、平成 30年 4月 23日執行 

事業概要、シャシー仕様は平成 30 年式で、乗車人員 6 名以上、また、小型動力ポンプは、Ｂ-2 級で出力

30ｋｗ等、記載のとおりでございます。 

 納期は、平成 30年 12月 21日、入札書比較価格の入札書金額は 879万 3,661円、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、949万 3,569円で、公表しておりません。  

 

入札参加業者は 7社で、株式会社北海道モリタが、入札書記載金額 856万 552円で落札し、これに消費税

68万 1,906円を加算した 924万 2,458円で仮契約をしたところでございます。 

落札率は、97.35％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） 

 暫時休憩いたします。 
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―――――――――――――― 

休憩 午後２時１９分 

再開 午後２時２０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）  

 説明の訂正を、お願いします。  

 記の最初の「契約の目的」を、私、「購入の目的」ということで説明しました。 

 正しくは、「契約の目的」でございます。 

 気をつけます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 そのように訂正をしておきます。 

○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 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。 

 

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

◎ 議案第３号 木古内消防署水槽付消防ポンプ自動車（水―Ⅱ型）購入契約の締結について  

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

○議長（溝部幸基）  

日程第 8 議案第 3号 木古内消防署水槽付消防ポンプ自動車（水-Ⅱ型）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）  

5ページを、お願いいたします。   

 

議案第 3号 木古内消防署水槽付消防ポンプ自動車（水-Ⅱ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 30年 5月 18日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

契約の目的 木古内消防署水槽付消防ポンプ自動車（水-Ⅱ型）購入 

契約の方法 指名競争入札 平成 30年 4月 23日 

契約金額  5,875万 7,450円 
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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 

  

 入札状況を説明いたします。 

説明資料の 3ページを、お願いいたします。 

 

入札状況調べ、平成 30年 4月 23日執行 

事業概要、シャシー仕様は平成 30年式で、ＡＢＳ装着等、記載のとおりでございます。 

 納期は、平成 31年 3月 29日、入札書比較価格の入札書金額は 5,514万 4,203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、5,954万 9,989円で、公表しておりません。  

 

入札参加業者は 5社で、株式会社北海道モリタが、入札書記載金額 5,441万 349円で落札し、これに消費

税 434万 7,101円を加算した 5,875万 7,450円で仮契約したところでございます。 

落札率は、98.67％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 3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 3号は可決いたしました。 

 

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

◎議案第４号 平成３０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 9 議案第 4号 平成 30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 7ページを、お願いいたします。 

 

議案第 4号 平成 30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 30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に、歳入歳出それぞれ 49万 3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ 15億 7,143万 8千円とする。 
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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 30年 5月 18日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

歳出につきましては、北海道電力知内発電所に係る特定屋外タンク貯蔵所 2基の定期点検業務委託料と、

事務局への福島町派遣職員の入れ替え、また、新採用職員の住居確定等による関連予算でございます。 

歳入については、特定屋外タンク関係の消防手数料と、人件費に係る構成町負担金であります。 

 

はじめに歳出を、説明いたします。 

15ページを、お願いいたします。 

 

補正内容は、10万円以上の増減が生じた節を中心に、説明いたします。 

 

2款総務費、1項総務管理費、1目事務局費 29万 6千円の減額です。 

3月 31日に福島町に帰還後退職した岩本主任と、4月 1日に派遣された笹森主事の人件費の調整でござい

ます。前職岩本主任は独身、現職笹森主事は、妻帯者で子ども 1人、函館市からの通勤であります。 

2節給料、66万 1千円の減額です。 

3節職員手当等 57万 8千円の追加は、扶養手当 19万 8千円、児童手当 10万円の追加、期末手当 10万 1

千円の減額、また、通勤手当 37万 9千円の追加は、月額 31,600円の通勤手当 12か月分の追加でございます。 

4節共済費 21万 3千円の減額は、標準報酬関係で共済組合負担金、また、退職手当組合負担金が減額とな

ったものでございます。 

16ページです。 

 

4款消防費、１項常備消防費 78万 9千円の追加です。 

2目松前消防署費、3節職員手当等 8千円の減額です。 

新採用職員 1名の、消防学校入校期間中の通勤手当 4ヶ月分の減額でございます。 

17ページです。 

 

4目知内消防署費 18万 1千円の追加です。 

3節職員手当等 1万 6千円の追加は、新採用職員 1名の住居が確定したことによる寒冷地手当及び通勤手

当の増減でございます。 

13節委託料 16万 5千円の追加は、本年度予定の知内発電所特定屋外タンク 2基の定期点検委託料の追加

です。第 1回定例会で消防手数料条例を改正していただきましたが、検査の委託先となる危険物保安技術協

会の審査受託料の改定が、本年 3月 28日付けで総務大臣許可となったことから、当該改定に係る委託料不足

分を追加しようとするものでございます。 

18ページです。 

 

5目木古内消防署費 61万 6千円の追加です。 

新採用職員 2名の住居が確定しましたので、これに関連する追加です。 

3節職員手当等 49万 2千円の追加は、月額 20,500円の住宅手当、2名の 12か月分の追加です。 

4節共済費 12万 4千円の追加は、住宅手当支給により標準報酬額のランクが上がったため、共済組合負担

金を追加しようとするものでございます。 

 

歳出の説明を終ります。 

次に、歳入の説明をします。 

12ページに、お戻りください。 

 

構成町負担金について、説明いたします。 

１款分担金及び負担金、１項負担金 31万 3千円の追加、1目衛生負担金 14万 8千円の減額です。 

松前町 4万 6千円、福島町 3万 4千円、知内町 3万 4千円、木古内町 3万 4千円の減額です。 

13ページです。               
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2目消防負担金 46万 1千円の追加です。 

松前町 5万 4千円、福島町 3万 4千円、知内町 3万 3千円の減額、木古内町は、58万 2千円の追加となり

ました。 

14ページです。 

 

2款使用料及び手数料、1項手数料、4目消防手数料、1節消防手数料とも、18万円の追加でございます。 

知内消防署の特定屋外タンク貯蔵所定期点検に係る消防手数料の追加で、第１回定例会の消防手数料条例

の改正で説明した影響額 18万円を、歳出補正に合わせ追加しようとするものでございます。 

なお、これにより特定屋外タンク関係の手数料収入は、合計 373万円となりました。 

 

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。 

質疑ございませんか。 

 （「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4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4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、これをもちまして、平成 30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。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

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３１分） 
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