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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致

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 
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番号 
件       名 

議決等 

月 日 
議決結果 
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令和３年 第２回臨時会 
令和３年１０月１１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  諸般の報告 

 日程第４  議案第１号 財産（木古内消防署資機材搬送車）の取得について 

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

◎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 （０名） 

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

◎出席説明員（１９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    参  与 鈴木 慎也 

   幹  事 若佐 智弘    幹  事 大野  樹    幹  事 羽沢 裕一 

   監査委員 本庄屋 誠    会計管理者 西田 啓晃    事務局長 佐藤 和利 

   衛生センター長 丹羽 一暢    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    衛生センター庶務係長 佐藤 拓海 

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

◎欠席説明員（０名） 

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

◎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 舘政ななみ     書記 鳴海 沙恵 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開会 午後３時００分） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎開会・開議宣告・議事日程 

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

○議長（溝部幸基） 

 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 3

年第 2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。 

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

 ◎管理者の挨拶 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程入る前に、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） 

 ご苦労様です。令和 3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頂き、誠に有難うございます。 

 さて、日 1日と朝晩の寒さが厳しさを増してございますけれども、国政において、4日に臨時国会

が召集され、首班指名において、第 100代の内閣総理大臣に岸田文雄氏が指名されてございます。 

 そして、今週の 14日に衆議院が解散され、総選挙が 19日には告示され、31日に投票日となってご

ざいます。 

 これから年末を控え、総選挙後の 11月に新たに招集される国会において、本格的な補正予算が議

論される見込みであり、新型コロナウィルス感染症対策などの関連予算の動向に注意しながら、適切

に対応してまいりたいと思ってございますので、議員各位のご理解をお願いしたいと思ってございま

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、財産の取得についての議

案が 1件となっております。 

 なお、財産の取得内容は、木古内消防署資機材搬送車 1台となってございます。 

 この後、担当者から詳しい内容の説明をさせていただきますので、よろしく審議のうえ、議決賜り

ますようお願い申し上げまして、簡単ではありますけれども、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） 

 鳴海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。4番 吉田裕幸議員、5番 山田顕人議員を指名致し

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致します。お諮り致します。本臨時会の会期は、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） 
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 ご異議なしと認め、本臨時会の会期は本日 1日と決定致しました。 

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

 ◎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すので、ご了承願いま

す。 

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

 ◎議案第１号 財産（木古内消防署資機材搬送車）の取得について 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程第４ 議案第１号 財産（木古内消防署資機材搬送車）の取得についてを議題と致します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 佐藤和利事務局長。 

○事務局長（佐藤和利） 

 それでは、議案のナンバー1と議案説明資料のナンバー2をご用意ください。 

 始めに、議案ナンバー1の 1頁をお開き下さい。 

 議案第 1号 財産（木古内消防署資機材搬送車）の取得について 

 次のとおり、財産を取得するため、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条の規定に基づき議会の議決を求める。 

 令和 3年 10月 11日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 財産の名称及び数量は、木古内消防署資機材資機材車 1台であります。 

 取得価格は、665万 8,817円であります。 

 契約の相手方は、上磯郡木古内町字新道 46番地 11、函館トヨペット株式会社木古内店 

事業場管理責任者 上野隆行氏であります。 

 取得の方法は、指名競争入札であります。 

 入札の状況につきまして、ナンバー2説明資料の 1頁で説明しますので、そちらをお開き下さい。 

 議案第 1号関係 財産（木古内消防署資機材搬送車）の取得について 

 1の取得する財産の種類・数量について、木古内消防署資機材搬送車 1台で 605万 3,470円、消費

税が 60万 5,347円の総計 665万 8,817円であります。 

 2の入札状況について、入札状況調で入札は、令和 3年 9月 22日に執行いたしました。 

 取得する財産の内容は、令和 3年製、キャブオーバー型シングルキャブ、乗車定員 3名、ディーゼ

ルエンジン、排気量 2.7L以上、積載量 1.4t以上、5速マニュアルミッション、4ＷＤ等であります。 

 納入期限につきましては、令和 4年 2月 28日までとなっております。 

 入札書比較価格は 692万 6,409円で、予定価格は 761万 9,049円となっております。 

 予定価格につきましては公表してございません。 

 なお、条例第 3条により、議会の議決に付さなければならない財産の取得は予定価格が 700万円以

上と規定されていることから、今回の入札結果、落札金額が 700万円を下回りましたが議会の議決が

必要となっております。 

 3段目の表をご覧下さい。 

 入札の参加状況につきましては、指名業者 7社に参加いたしました。 

 入札の結果、表の上段に記載のとおり、函館トヨペット株式会社木古内店が落札いたしました。 

 落札した契約額は、記載のとおりで 665万 8,817円、落札率につきましては 87.40％でございま

す。 
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 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。 

 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。 

 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） 

 起立全員であり、議案第 1号は可決致しました。 

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

◎閉会の議決 

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

○議長（溝部幸基） 

 お諮り致します。 

 以上で、本会議に付議された案件の審議は全て終了致しましたので、令和 3年第 2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 午後３時０８分） 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
 
 
 渡島西部広域事務組合議会 
 
 
      議 長   溝部 幸基 
 
 
 
      署名議員   吉田 裕幸 
 
 
 
      署名議員   山田 顕人 

 


