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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致

します。 
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令和２年 第１回臨時会 

令和２年４月２７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  仮議席の指定 

 日程第２  会議録署名議員の指名 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  議席の指定 

 日程第５  諸般の報告 

 日程第６  管理者の行政報告 

 日程第７  同意第１号 監査委員の選任について 

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

◎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 沼山 雄平（松前町） 

     ３番 手塚 昌宏（木古内町）       ４番 吉田 裕幸（木古内町） 

     ５番 山田 顕人（知内町）        ６番 杉村 志朗（福島町） 

     ７番 谷口 康之（知内町）        ８番 堺  繁光（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（なし） 

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

◎出席説明員（１７名） 

   管 理 者 鳴海 清春    副管理者 工藤  泰 

   参  与 石山 英雄    参  与 西山 和夫 

   幹  事 若佐 智弘    幹  事 大野  樹    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 小鹿 浩二 

   衛生センター長 佐藤 和利    消 防 長 鍋谷  悟    松前消防署長 可香  靖 

   福島消防署長 吉能 秀美    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 岩上 健作 

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

◎欠席説明員（２名） 参与 鈴木慎也 総務係長 梅岡 忍 

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

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員（１名） 

   書記 舘政ななみ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 午前１０時００分） 

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

 ◎開議・開議宣告 

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

○議長（溝部幸基） 

 おはようございます。 

 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、会議は成立致しましたので、令和

２年第１回臨時会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

 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

選出されております。 

 また、松前町長選挙において、石山英雄町長が再当選、木古内町長選挙においては、鈴木慎也町長

が当選され、参与に就任されておりますので、就任されました議員、参与をご紹介し、申し出があり

ますのでご挨拶を行います。 

 最初に、伊藤政博議員。 

○伊藤政博議員 

 知内の伊藤です。たぶん４回目の議員になるかと思いますが、今後とも初心に立ち返ってもう一回

頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（溝部幸基） 

 次に、谷口康之議員。 

○谷口康之議員 

 皆さん、おはようございます。また選任をしていただきまして、誠にありがとうございます。今後

とも頑張りたいと思います。よろしくお願い致します。 

○議長（溝部幸基） 

 次に、山田顕人議員。 

○山田顕人議員 

 知内の山田でございます。まだ１年ちょっとなんですけれども２期目に入りました。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、石山英雄参与。 

○石山英雄参与 

 おはようございます。３月２４日告示の松前町長選挙におきまして、無投票というかたちで３期目

の町政の継続のご指示を頂いたところであります。引き続きよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。また、先刻、鳴海管理者から当組合の参与の辞令も頂きました。渡島広域事務組合構成町４町の

ために、精進して参りたいという風に思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

○議長（溝部幸基） 

 なお、鈴木慎也参与については、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。 

 次に、申し出により、工藤 泰副管理者より、４月１日付けの人事異動による、新所属長の紹介を

行います。 

○副管理者（工藤 泰） 

 それでは、私の方から、４月１日付けの人事異動に伴う所属長のご紹介をさせていただきます。 

 福島消防署長の吉能秀美君でございます。 

○福島消防署長（吉能秀美） 

 ４月１日で福島消防署長に拝命されました吉能です。初めてですので、ご指導ご鞭撻の方よろしく

お願いいたします。 
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○副管理者（工藤 泰） 

 以上で、今回異動になりました新所属長の紹介を終わります。 

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

 ◎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） 

 あらためまして、おはようございます。 

 令和２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、新型コロナウイルス感染症対策で何かとお忙しい中、第１回臨時会にご出席を

頂きまして、誠に有難うございます。 

 まず、最初に、ただいま溝部議長から紹介がありましたように、３月実施の松前町長選挙におい

て、再選いたしました石山町長並びに同じく３月に実施されました知内町議会議員選挙において、当

選されました議員の皆様に、改めて当選のお祝いを申し上げます。 

 なお、本日、欠席となってございますけれども、先の木古内町長選挙において、鈴木町長が見事初

当選をされておりますので、重ねてお祝いを申し上げます。 

 また、議員各位におかれましては引き続き、広域行政にお力をいただきますようお願いいたしま

す。 

 さて、令和２年度を迎え、新たな脅威として新型コロナウイルス感染症が世界各地で爆発的な広が

りを見せております。また、日本においても札幌市や東京都などの都市部を中心に拡大する中で、４

月１６日に２度目の緊急事態宣言が全国を対象に発令され、北海道も特別警戒都道府県に指定されて

いるところでございます。 

 渡島西部管内においても、２月２２日に知内町で１名、２月２７日には木古内町で１名の感染者が

発生しております。そして、残念ながら２月２７日に知内町の方がお亡くなりになっており、改めて

故人のご冥福をお祈りいたします。 

 なお、２月末以降、管内において約２ヵ月あまり新たな感染者が発生しておりませんので、今後も

引き続き、感染拡大防止の徹底強化を図って参りたいと思っているところでございます。 

 それでは、今般の臨時会に提案申し上げております案件についてですが、監査委員の選任が１件と

なってございます。なお、この後、提案説明をさせていただきますので、よろしくご審議のうえ、同

意賜りますようお願い申し上げます。 

 以上簡単でありますけれども、開催にあたっての挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 管理者の挨拶を終わります。 

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

 ◎仮議席の指定 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程第１ 仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、只今ご着席の議席と致します。 

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

 ◎会議録署名議員の指名 

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

○議長（溝部幸基） 
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 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。仮議席７番谷口康之議員、８番堺 繁光議員を指名

致します。 

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

 ◎会期の決定 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程第３ 会期の決定を議題と致します。お諮り致します。本定例会の会期は、本日１日と致した

いと思いますが、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、本定例会の会期は本日１日と決定致しました。 

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

 ◎議席の指定 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程第４ 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、山田顕人議員を５番に、谷口康之議員を７番に、伊

藤政博議員を９番の席順に指定致します。 

 暫時休憩をいたします。 

 ―――――――――――――― 

  休憩 午前１０時０７分 

  再開 午前１０時０７分 

 ―――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 休憩前に引き続き会議を再開致します。 

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

 ◎諸般の報告 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程第５ 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。 

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

 ◎管理者の行政報告 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程第６ 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） 

 令和２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、令和２年第１回定例会以降の行

政報告を申し上げます。 

 １消防関係について。一点であります。 

 火災の発生状況について。 

 ３月２０日に知内町元町地区において、一般住宅で火災が発生し、２名の方が火傷などの怪我によ

り、重症の１名が道南ドクターヘリで市立函館病院へ、残る１名についても救急車で同病院に搬送さ

れております。 

 また、同日に木古内町泉沢地区において、一般貨物自動車が焼損する火災が発生いたしましたが、

現場の運転手の初期消火により、消防隊が到着した時点で火が消えており、人的被害はありませんで
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した。 

 さらに、翌日の３月２１日には、知内町森越地区において、民泊施設で火災が発生しましたが、使

用開始前であった事から、人的被害には至りませんでした。 

 ３月３１日には、知内町重内地区において、田畑の野焼きの火が周囲に延焼する火災が発生しまし

たが、建物や人への被害はありませんでした。 

 以上のように、３月において立て続けに４件の火災が発生しておりますので、各消防署には、防災

無線等を通じて火災予防啓発を行うとともに、署員による管内巡回等の強化及び徹底を指示し、全署

一丸となって火災ゼロを目指した取り組みを進めてまいります。 

 なお、他の行事等につきましては、諸般の報告に整理しておりますので、後ほどご参照いただきた

いと思っております。 

 以上、簡単でありますけど、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。 

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

 ◎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７ 同意第１号 監査委員の選任についてを議題と致します。 

 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。 

 それでは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１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。 

 令和２年４月２７日提出。 

 住所が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

西部広域事務組合議員となられ、同時に監査委員に就任し、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政委員長を歴任し、平成２８年からは副議長

に就任し、豊かな経験を有しており、監査委員業務に必要な公正、公平な判断を持ち合わせており、

引き続き監査委員をお願いするものでございます。 

 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けども、公正誠実、かつ、実直な方でご

ざいます。 

 監査委員の選任にあって、同意くださるようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、簡単ですが、提案にあ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） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 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。 

 採決を行います。 

 お諮り致します。 

 同意第１号に同意することに賛成の方は起立を願います。 

 （賛成者起立） 

 起立全員であり、同意第１号は同意することに決定致しました。 

 暫時休憩をいたします。 

 ―――――――――――――― 

  休憩 午前１０時１２分 

  再開 午前１０時１２分 

 ―――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 休憩前に引き続き会議を再開致します。 

 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） 

 今回も監査委員をやらせていただきますので、本当に皆さんの御支援を受け、本当にありがとうご

ざいます。一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 挨拶が終わりました。 

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

◎閉会の議決 

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

○議長（溝部幸基） 

 お諮り致します。 

 以上で、本会議の案件審議は全て終了致しましたので、令和２年第１回臨時会を閉会致したいと思

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。 

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

◎閉会の宣告 

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

○議長（溝部幸基） 

 これをもって閉会致します。 

 どうもご苦労様でした。 

                                （閉会 午前１０時１８分） 
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