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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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令和４年 第３回臨時会 

令和４年７月４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  行政報告 

 日程第５  議案第１号 松前消防署江良出張所新築工事建築主体工事請負契約の締結について 

 日程第６  議案第２号 財産（知内消防署消防ポンプ自動車（ＣＤ‐Ⅰ））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 成澤  悟    木古内消防署長 伊藤 則幸 

   消防本部主幹 大嶋  茂    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） 

   次長 梅岡  忍     書記 舘政ななみ     書記 鳴海 沙恵 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 午前９時５９分） 

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

 ◎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 4

年第 3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） 

 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） 

 改めまして、おはようございます。 

 令和 4年第 3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 3回臨

時会にご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

 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、、松前消防署江良出張所

新築工事建築主体工事請負契約の締結及び知内消防署消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ）の財産取得につ

いての 2件の議案審議をお願いするものでございます。 

 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。 

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

 ◎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。3番手塚昌弘議員、4番吉田裕幸議員を指名致しま

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） 

 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。 
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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） 

 令和 4年渡島西部広域事務組合議会第 3回臨時会の開催にあたり、令和 4年第 2回臨時会以降の行

政報告を申し上げます。 

 １点となります。消防関係について。 

⑴ 職員の新型コロナウイルス感染について。 

 6月 9日に福島消防署において、職員 1名の新型コロナウイルスへの感染が判明したことから、安

全確保のため庁舎内や車両等の消毒作業を実施したところです。 

 なお、当該職員と接触があった勤務者計 8名に対して抗原検査を実施したところ、陰性と判明して

ございます。 

 感染した職員につきましては、保健所の指導のもと自宅療養し、6月 18日に復帰してございます。 

 この度の事案を踏まえ、改めて職場における基本的な感染予防の徹底を指示したところでございま

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ございますので、後ほど参照願いたいと

思います。 

 以上で、簡単ですけども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。 

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

 ◎議案第１号 松前消防署江良出張所新築工事建築主体工事請負契約の締結について 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程第 5 議案第 1号 松前消防署江良出張所新築工事建築主体工事請負契約の締結についてを議

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、資料ナンバー１の議案と2の説明資料をご用意願います。 

 議案の 1ページをお願い致します。 

 議案第 1号 松前消防署江良出張所新築工事建築主体工事請負契約の締結について。 

 下記のとおり工事請負契約をするため、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 2条の規定により、議会の議決を求める。 

 令和 4年 7月 4日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 契約の目的につきましては、松前消防署江良出張所新築工事建築主体工事でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札で、令和 4年 6月 24日に執行いたしました。 

 契約金額は、1億 5,086万 5千円でございます。 

 契約の相手方は、松前郡松前町字大沢 341番地、小川・堀川・堺特定建設工事共同企業体、代表者

株式会社小川建設、代表取締役 小川陽一（おがわよういち）氏でございます。 

 入札の状況につきましては、説明資料の 1ページで説明いたしますので、そちらをお開き下さい。 

 入札状況調により説明致します。 

 工期につきましては、令和 5年 1月 27日までとなっております。 
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 工事概要につきまして、庁舎は、木造・RC造平屋造 387.26㎡、物置は、簡易鉄骨造、平屋造

16.04㎡、外構工事一式、既存車庫外解体工事は、車庫 1棟、物置 2棟の計 36.41㎡となっておりま

す。 

 入札書比較価格は、1億 3,968万円で、予定価格は 1億 5,364万 8千円でございます。 

 予定価格につきましては、事前公表しております。 

 次に、入札の参加状況につきましては、2段目の表で指名業者 3特定建設工事共同企業体による入

札を執行いたしました。 

 入札の結果、表の上段、小川・堀川・堺特定建設工事共同企業体が落札いたしました。落札金額は

記載のとおりで、落札率につきましては 98.19％でございます。 

 なお、表の下段の共同企業体につきましては、摘要欄に記載されています内容により入札無効とい

たしました。 

 以上で、議案第 1号の説明を終わります。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。 

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

 ◎議案第２号 財産（知内消防署消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ））の取得について 

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

○議長（溝部幸基） 

 日程第 6 議案第 2号 財産（知内消防署消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ））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、資料ナンバー1の議案と 2の議案説明資料をご用意願います。 

 議案の 3ページをお願い致します。 

 議案第 2号、財産（知内消防署消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ））の取得について。 

 下記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条の規定により、議会の議決を求める。 

 令和 4年 7月 4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、知内消防署消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ）１台でございます。 

 取得価格は、3,370万 3,410円でございます。 

 契約の相手方は、函館市昭和 3丁目 25番 36号、山﨑自動車株式会社道南営業所 所長 稲澤 俊

也（いなざわ としや）氏でございます。 

 取得の方法は、指名競争入札でございます。 

 入札の状況につきましては、説明資料の 2ページで説明いたしますので、そちらをお開き下さい。 
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 1の取得する財産の種類・数量につきましては、知内消防署消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ）1台でご

ざいます。 

 2の入札状況につきまして、入札は令和 4年 6月 24日に執行いたしました。 

 納入期限につきましては、令和 5年 3月 30日までとなっております。 

 入札書比較価格は、3,167万 1千円、予定価格は 3,483万 8,100円でございます。 

 予定価格の公表はしてございません。 

 取得する財産の内容は、シャシー仕様、令和 4年式、4輪駆動、ダブルキャブ外、艤装一式でござ

います。 

 入札の参加状況につきましては、3段目の表で指名業者 4社による入札をいたしました。 

 入札の結果、表の上段、山﨑自動車株式会社道南営業所が落札いたしました。 

 落札金額は、記載のとおりで落札率は 96.74％でございます。 

 以上で、議案第 2号の説明を終わります。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。 

 9番伊藤政博 議員。 

○９番（伊藤政博） 

 議案第 1号においては、予定価格は事前公表ですが、この議案第 2号では、非公表となっていま

す。予定価格の公表、非公表の基準がどういうふうになっているかお知らせ下さい。 

○議長（溝部幸基） 

 佐藤和利 事務局長。 

○事務局長（佐藤和利） 

 伊藤議員のご質問にお答え致します。 

 まず、議案第１号の方で建設工事の関係は、基本的には予定価格は公表しております。物品につき

まして議案第２号の関係なんですけども、こちらの方は、予定価格の物品は公表していないとそうい

う形になってございます。 

○議長（溝部幸基） 

 暫時、休憩を致します。 

 ―――――――――――――― 

  休憩 午前１０時１２分 

  再開 午前１０時１３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。 

 工藤副管理者。 

○副管理者（工藤 泰） 

 建設工事の関係につきましては、事前公表であったり事後公表であったり、それぞれ考えでやって

いますが、物品につきましては、ほとんどの自治体では事前公表してございません。そういう形で今

回も物品のほうについては、事前公表しない形で従前からやっているとおり、公表しないということ

でございます。 

○議長（溝部幸基） 

 9番伊藤政博 議員。 

○９番（伊藤政博） 

 予定価格の公表というのは、一時、いろんな入札等の問題があって、公表するということが主体と

なったのですが、またそれも弊害があるということで、一般的には建設工事等でも、予定価格等は公
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表しないということが主流となってきています。今、物品について非公表となっていますけども、建

設工事の場合はなせ、ずっと公表していくのか。その辺の物品と建設工事の区分けはどんな形で、片

方は公表する、片方は公表しない考え方はどういうことでそうなるのか。その辺をお尋ねします。 

○議長（溝部幸基） 

 工藤 泰 副管理者。 

○副管理者（工藤 泰） 

 建設工事につきましては、確かに、それで今は事後公表になったんですけど、また最近、国土交通

省のほうでは事後公表で来てたんですけど、事前公表もということで、それは事前公表しないと価格

のいろいろな問題もありました。そういう形で担当者に色々問題があったんですけど、最近ですね、

事前公表しないことによって市長への公表、上富良野とかちょっと問題がありました。 

 それで国土交通省の方では、今後、今は事後公表をやっているけれども、最近、また事前公表もと

いう形で、ただ各自治体、それぞれの団体でどちらがということでやっていますが、例えば、福島町

でも基本的には、従前どおり事前公表をしていますが、それぞれの自治体の考え方で、そうすると担

当者の予定価格の会社側のそういう問題もありますので、どちらが良いとはなっていませんけれど

も、そういう形で建設工事にあっては、従前、令和４年につきましては、事前公表という形で取り扱

ってございます。 

○議長（溝部幸基） 

 その他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。 

 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 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） 

 起立全員であり、議案第 2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。 

 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 4年第 3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１６分） 
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