
- 4 -

厚岸町議会 平成２３年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成23年６月16日

午後４時22分開会

●臨時委員長（中川委員） ただいまから平成23年度各会計補正予算審査特別委員会を開

会いたします。

本日は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の私が、委員長が互選されるま

で委員長の職務を行います。

これにより、本委員会の委員長の互選についてお諮りいたします。

６番、堀委員。

●堀委員 中川委員長に引き続き、委員長としてやっていただきたいと思います。

●臨時委員長（中川委員） ただいま、堀委員のほうから私が委員長にとの声があります

が、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●臨時委員長（中川委員） 異議なしと認めます。

よって、私が、委員長に互選されました。

それでは、委員会を進めてまいります。

これより、副委員長の互選について、お諮りいたします。

６番、堀委員。

●堀委員 委員長において指名して決していただきたいと思います。

●委員長（中川委員） ただいま、委員長の指名の声がありますが、これにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（中川委員） 異議なしと認めます。

それでは、委員長において、副委員長には大野委員を指名したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（中川委員） 異議なしと認めます。
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よって、副委員長には大野委員が互選されました。

●委員長（中川委員） 議案第47号 平成23年度厚岸町一般会計補正予算を議題とし、審

査を進めてまいります。

第１条の歳入歳出予算の補正は３ページ、事項別明細書をお開き願います。

（ 12番、議事進行 」の声あり）「 。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで資料の要求をお願いしたいのですが。一番最後の９款６項２目社会体

育費のところに、宮園公園駐車場整備事業というのが出てくるんですが、これに関する

資料が全く委員の手元には来てないので、これの内容のわかる資料を配付していただき

たい。

●委員長（中川委員） ただいま12番室﨑のほうから資料の提出を求められております。

教育長。

●教育委員会教育長（富澤教育長） わかりました。

●委員長（中川委員） ただいま、最後のほうまで用意させますので、よろしく。

●室﨑委員 はい。

●委員長（中川委員） それでは、４ページ、歳入から進めてまいります。進め方は、款

項目により進めさせていただきます。

15款国庫支出金、２項国庫補助金、４目農林水産業費国庫補助金。８目教育費国庫補

助金。

16款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金｡

18款１項寄附金、１目一般寄附金。６目商工費寄附金。

20款１目繰越金。

21款諸収入、６項３目雑入。

歳入、ありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） 歳出に入ります。

１款１項１目議会費。

（な し）
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●委員長（中川委員） ３款民生費、１項社会福祉費、７目自治振興費。

（な し）

●委員長（中川委員） ５款農林水産業費、３項水産業費、１目水産業総務費。

（な し）

●委員長（中川委員） ２目水産振興費。

（な し）

●委員長（中川委員） ６款１項商工費、４目観光振興費。

（な し）

●委員長（中川委員） ７款土木費、５項公園費、１目公園管理費。

10番、谷口委員。

。 、 、●谷口委員 光栄の公園と説明されていましたよね それで あそこの用地といいますか

公園用地は全地明確に町有地になっているのかどうかということを、お伺いしたいんで

す。

●委員長（中川委員） 休憩します。

午後４時28分休憩

午後４時29分再開

●委員長（中川委員） 再開いたします。

建設課長。

●建設課長（高谷課長） お答え申し上げます。

町有地でございます。

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、あの地域を開発して販売というか、した人たちが、あの団地を

つくるに当たって公園用地等を確保した土地は、すべて町のほうに寄附か何かがあった
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というふうに理解していいんでしょうか。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） そのとおりでございます。

●谷口委員 はい、いいです。

●委員長（中川委員） 続いて、ありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） 土木費、ありませんか。今、まだ、要求された資料が来てません

ので、若干休憩いたします。

午後４時30分休憩

午後４時31分再開

●委員長（中川委員） すみません。再開いたします。

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費。６目スクールバス管理費。

（な し）

●委員長（中川委員） 若干、休憩します。

午後４時32分休憩

午後４時39分再開

●委員長（中川委員） 再開いたします。

６項保健体育費、２目社会体育費で、資料要求でとまっておりました。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで、宮園公園駐車場整備事業についてお聞きいたします。

まず、この駐車場をつくるということに関しては、これが必要だという事情があった

というふうに聞いておりますが、簡単にご説明いただきたい。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。
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●体育振興課長（木村課長） この駐車場の整備につきましては、昨年の９月の厚岸町議

会第３回定例会におきまして、一般質問において要望されておりました。その中で強く

設置を要望されたわけでありますけれども、答弁としまして、建設に向けて検討をいた

しますということで答弁しております。その後、パーク愛好者を含めて、いろいろ個人

的ではありませんけれども、協会を通じて体育振興課のほうにも駐車場が欲しい等々の

要望がありました。

それで、定例会終了後、内部協議いたしまして、この駐車場を設置できないかという

ことで検討を進めてましたが、社会資本整備事業交付金で整備ができるのではないかと

いうことで、昨年10月以降、北海道、国と折衝してきました。それで、50％交付金で事

業が実施できるという見通しが立ちまして、第２次３カ年実施計画に登載しまして、新

年度予算についても、当初予算につきましても、計上する準備を進めておりましたが、

その交付金の関係が予算の歳出段階において、はっきりしなかったということで、当初

予算には計上しておりませんでした。今回４月に入りまして、内示がありましたので、

今回補正予算として計上させていただきました。

以上でございます。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 何か私の聞いていることと、違うことばっかり言っているような気がするん

ですが、財源がどうだとか、いつ、どういう人から要望あったとか、そういうことだけ

で施策というのは動かないでしょう。必要性があるからつくったんじゃないですか、そ

のことを聞いているんですよ。そのどこから財源持ってきたとかと何とかという話は、

それはあなたたちの事務的な問題ですよ。それは場合によってはこちらお聞きすること

もありますけれどもね。その何で、この整備事業というものをしようとしたのかという

ことをお聞きしているときに、そういうことしか答えられないというのが、そういうこ

とにしか関心がないということですか。もう一度答弁してください。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 大変失礼いたしました。

今の宮園公園につきましては、既存の駐車場としまして第９駐車場、野球場の手前で

すけれども、ここに105台、野球場の反対側といいますか、北側に159台、そして、勤労

者体育センター前に17台という駐車場が、合わせて281台駐車可能となっております。そ

れで、いろいろな大会が重なりますと野球場、最近はいろいろな大会が中体連だとか、

いろいろな釧路大会の開催が毎週の日曜日のように開催されてますし、また、それらも

含めまして最大値には354台ぐらいの台数が必要になるのではないかという計算をしてお

ります。そして、そのほか、ここの駐車場につきましては大変木が生えておりまして陰

になるということもありますし、野球場の裏になるということもあるということで、車

上荒らしがあると、そういう被害も出ております。警察にお聞きしましたところ、昨年

１年間で、この駐車場近辺で起きた件数は３件と聞いております。そのほかうちらが押
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さえてます件数は、被害に遭ったけれども金銭的被害がなかったので、警察に届けてい

ないというが２件ということで、最低５件の被害があったということでありますので、

それらも含めまして、そういう状況で設置をしたいというふうに考えております。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そういう話をきちんと最初からしていただきたいということです。わかりま

した。

それで、この駐車場は1,500平米あるんてすね。何台ぐらいの車をとめるように考えて

いるんですか。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 身障者用といいますか、車いすの拡幅の駐車場スペースを

含めまして、73台を予定しております。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 大会なんかが重なると、非常にたくさんの車が集まると。そういうこともあ

れば、それは駐車場幾つあっても足りないというような状況が出てくるということもよ

くわかりますが、日常、これパークゴルフ場のための駐車場でしょう。何台ぐらいを見

ているんですか。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） その日によって違いますけれども、例えば19日なんですけ

れども、パークゴルフの大会がありまして、そこには大会参加者だけで180人の参加。こ

れは町内だけでありませんので、根室管内、釧路管内からそれぞれ集まってとなります

と、町内は乗り合わせも含めて100台くらいは来るだろうと。そうしますと、第一駐車場

含めて、今の体育館の前含めて満杯になるんでないかというふうに考えてますし、当日

は野球場でマスター野球大会といって、国体壮年部の予選の40歳以上の野球大会も入っ

てますので、それらを含めますと一定程度駐車場は満杯になるのかなというふうに考え

ております。

●委員長（中川委員） 答弁漏れがあるそうです。

体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 失礼しました。

日常的には大体多い日で150人くらい。車につきましては正確な台数というのはわかり

ませんけれども、それなりの１人１台という今状況になってますし、ですから、乗り合
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。 。わせもありまして100台くらいと 少ないときで70人ぐらいがパークを利用しております

ですから、平日はほとんど１人ですけれども、50台くらいは来ているのかなというふう

に考えます。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、常時50台ぐらいの駐車はあるということですね。それ確認して

おきます。その上でなんですが、ここにこれは厚文でも同じような図面はもらったんだ

けれども、小さくてよく見えないんですけれども、平面図、上から見たのはわかるので

すが、立面図というのか断面図、これがちょっとよくわからないんですが、どうも目を

こらしてみると、いわゆるアスファルトかなんかで塗って舗装しているんじゃないかと

いうふうに思われますが、そのような構造でつくるということで理解してよろしいんで

すか。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 通常の駐車場の舗装ということで、凍上抑制層でいきます

と27センチ、それから下層で15センチ、アスファルト安定処理で5センチで、細粒度アス

コンで３センチという一般的な駐車場というふうに考えております。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それでつくると、事業費2,000万円程度になるということですよね。これ進入

路も入っているのかな。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 舗装を含めまして道路の通路の改修５メートル幅と、それ

から隣に公園がありますので、そこに対するフェンスの設置ということが入りまして

2,000万円という計算をしております。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 今回、ここに駐車場の必要性というのはよく理解できたつもりです。それか

ら、75台というのが、50台程度日常入るんであればこのぐらいのものがあっていいだろ

うというのもわかります。ただ、これいわゆる舗装で2,000万円かけてつくらなければな

らなかったというところが、まだちょっと理解できないんですが、そのあたりはどのよ

うなお考えで、そのようにしたのかお聞かせいただきたい。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。
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●体育振興課長（木村課長） 現状も、今の通路も含めまして、舗装になっております。

そして、この駐車場の周辺は芝になっております。ここを採石で整備しますと、やはり

、 、 、車の回転で採石が飛んで 芝生に入ってしまうという状況もありますし そうしますと

草刈機に、機械に絡んで壊れるという状況もありますので、一体的にあわせて舗装にし

たいというふうに考えております。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 これ、いわゆる採石舗装にした場合には、大体半分ぐらいの予算でできる事

業じゃないかと思うんですよね。半分というと言い過ぎかな、６割ぐらいではできるん

じゃないかないう気がするんですが、そういう試算も出してますか。

●委員長（中川委員） 休憩します。

午後４時53分休憩

午後４時55分再開

●委員長（中川委員） 再開いたします。

体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 大変時間を費やしまして申しわけございません。ダスト舗

装で計算いたしますと、1,250万円という試算になっております。ただ、公園事業の実施

要領によりますと、採択に当たっては舗装が前提になってますし、その実施要領に基づ

きましてこの交付金事業も採択されるという状況でありまして、実質的ダスト舗装で交

付金をもらわないよりも、補助金をもらって舗装をかけたほうが、いいものができて安

くできるという状況になっております。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 どうも今、私に聞かれて初めてそういうような検討をしたんじゃないかと、

そしてつけた理屈でないかという気がするんです。その砂利舗装にするというと、小石

が飛んで傷めるなんていう話も、まるでとってつけたような話で、そんなもの、そこの

ところに塀立てればいいだけのことですからね。

私が、何でこんなことを言うかというと、３月11日以前ならこんなこと言いません。

今、本当に、２、３日前、私のところに来たお客さんが言ってましたよ。自分のカキの

養殖の施設が半分以上、ごたごたになってしまった。アサリの島は流されてしまった。

本当に目の前真っ暗だ、どうやってこの後食べていこうかということを考えると、大変

なんだと。いや、それの補修だとかいろいろなことでもって漁協も町もいろいろな助け
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てくれると言うけれども、ただではできない。そうでなくても借金しょっているなかで

大変なんだと。ただ、彼は言ったですよ、おれも被害者だとは口が裂けても言いたくな

いと言うんですね。三陸や、ああいうところの見ていると、自分の周りの命まで取られ

てる。自分は生き残ったと言っている人がいると。家もなくなってしまった。でも自分

のところは家族も自分も含めて元気だと、稼げば何とかまだなると。だから頑張るんだ

と言われましたよ。私、返事のしようがなかったです。そういう思いでもって、今、奥

歯かみしめて頑張っている人たがたくさんいるんですよ、この町に。そういうときに、

こういう事業を一つ一つについて、今までと同じ発想で、ただずるずるっとやっていっ

ていいのかという話なんですよ。

、 、 。それで いろいろ検討した結果 こうなったというものが出てくるんならわかります

だけど、今の聞いていると、３月11日以前の発想と、11日以後の発想、同じじゃないで

すか。これから厚岸町だって、どれだけ災害復旧や、あるいは防災や、ずっとここのと

ころの一般質問でいろいろ出てましたけれども、お金かかるかわからんでしょう。

、 、 。それから 国から来る補助金だって この後どんなふうになっていくかわかりません

今、国会は何だかよくわからない状態になっているけれども、それでも時々中継見てい

るというと 予算再編なんていう言葉も既に出てます そういう中で 最終的にこうなっ、 。 、

たはいいんですよ。ですけれども、そういうことについて、きちんと考えているという

ことが、どうも今の話からは聞こえてこないんです。これは何もこの問題に限らず、こ

れからいろいろな施策を進める上での基本的な考え方としてお聞きしますが、その点に

ついてはいかがお考えですか。

●委員長（中川委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今回の駐車場の実施内容の件でございますけれども、もちろん

この駐車場について、舗装がいいか、あるいは転圧その他の工法がいいかという検討は

実施する前にも、もちろん検討しました。その中では、単独費の中で砂利転圧でもいい

んではないかというふうな話もありましたけれども、ただ実際に、さっき話したように

公園全体が舗装されているという中では、やはりここだけが雨降ったときに泥だらけに

なるというふうな形では、なかなか今後使っていく中では非常に厳しいものがある。そ

、 、 、してまた さっき言ったように 公園の実際につくっていく要綱にのっとって考えれば

舗装の状況が望ましいという要綱にのつとっているわけですから、やはり最低限度その

要綱にのっとった中での、駐車場整備というのが必要なんだろうというふうに私は考え

ます。

そして、今回の部分ですけれども、確かにこの時期、いろいろなものが災害の中で必

要になってくるというふうなことは、よく私どもも思います。ただ、いろいろなことも

やはり災害一辺倒では私はだめなんだろうと思うんです。いろいろな事業が、それはそ

れとして粛々と行われる中で、やはり復興というのはなされていくべきものだというふ

うに思いますし、その中で私どももできる限り、町内の復興もそうですし、東北の復興

に向けてもいろいろな形で支援していくんだろうというふうに考えます。ただ、この部

分につきましては、これはこれとしての社会体育としての必要性があるという判断の中
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での整備でございますので、この点についてはご理解をいただきたいというふうに思い

ます。

●室﨑委員 はい、いいです。これ以上やっても平行線だから。

●委員長（中川委員） ほかにございませんか。

６番、堀委員。

●堀委員 私は、新たにつくるというものをだめだというふうに、全否定というものはし

、 、 、 、たくないとは思うんですけれども ただ いずれにしても この宮園運動公園の駐車場

新たに75台をつくるのは全体の需要量からしてというのは、わからないでもないのです

けれども、ただ、既存の駐車場、特に第一駐車場なんですけれども、105台分、あそこの

非常に整備状況というのが車もとめづらい、例えば植林帯の土留めが倒れてしまうと。

あそこは何も知らずにバックすると、もう車の後ろがどんとぶつかってしまうというふ

うな状態になって、それがもうはっきり言って、10年以上も同じようにな状況というの

がずっと続いていると。

例えば、ああいうものをやはりきちんと直す、また、植栽とかがあって車上荒らしと

かというふうな話もありましたけれども、それであれば、なおさら木だって剪定をする

とか、もっと見やすくするといった中では、既存の駐車場をもっともっと利用しやすく

も、まず最初にそれをやるべきなんじゃないかなというふうに、私は思うんですよ。そ

れを放っておいて新たなものをつくっていくというものについては、私もやっぱりこう

いう時期だからとは余り言いたくないけれども、やっぱり考えるべきもの、まずは既存

のものを最大限有効活用をできるようなものとして やはり補修・修繕というものをしっ、

かりとやってほしいなと。はっきり言って、第一駐車場のあの状態というのは、余り他

の町村の人方にも見せたくないくらい恥ずかしいものだというふうに、私は思います。

私も何回か夜だと真っ暗なところですから、あそこにとめると何回かぶつけることは

あるんですけれども、そのたびに補償を請求したいなと思うくらいなんですけれども、

やはりそういう既存のもの、ましてや100％、全部合わせて354台になるのかな、354台分

がうまるなんていうのは、１年のうちに、２、３回、10日もあるかないか。じゃ、やは

り常に今現在あるものを施設有効活用をしっかりとして、使いやすい駐車場にするとい

うものを、やはり考えてほしいなと。

今回、もうこのように予算が上がってしまっているという中で、あれなんですけれど

、 、 、も 特に第一駐車場の補修というものを やはり考えてほしいなと思うんですけれども

この点についてはどのようにお考えなんでしょうか。

それとまた、この駐車場について、３メートルが導入道路なんですけれども、３メー

トルの導入道路で約30メーターぐらいの直線があるんですけれども、車のすれ違いとい

うものができないというのは、危惧を覚えてしまうんじゃないのかなと。一番奥のほう

、 。には車どめがあるんで ずっとＢ＆Ｇ側のほうにぐるっと回るということはできません

ましてや あちらのほうには日中 車両の進入というものを禁止してますから そういっ、 、 、

た中では、当然入ったところから出るといったときには、すれ違いが困難になるんじゃ
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ないのかなというふうに思うんですよ。

総務常任委員会のときにもらった資料の中では、余りにも本当に細かかったのであれ

、 、 、なんですけれども これを見ると 園路としてのＬ側の拡幅度化というものがある中で

ここを車道としても考えた中での、例えば現況３メートルが5.5メートルで行き帰りがで

きるようになるのかというものについても、ちょっと教えていただきたいと思います。

この２点についてお願いします。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） まず、第一駐車場であります。

先ほど話しました車上荒らし等がありまして、去年、大分剪定をしました。いわゆる

見通しがきくよう木は切ったのです毛、ただ、ちょっとどこまで切っていいのかという

問題もありまして、かなり木も大きくなっておりますし、かなりの太さの木も剪定して

見通しをよくはしております。あと車どめについても、白線も消えかかってますし、そ

れらについてはちょっと検討させていただきたいと思います。

あと、この新しい駐車場ですけれども、幅については5.5メーートルというふうに考え

ております。車が交差できるというふうには考えております。

●委員長（中川委員） よろしいですか。

●堀委員 はい。

●委員長（中川委員） ほかにございませんか。

８番、竹田委員。

、 、●竹田委員 この宮園の地質というのはですね もともとそのスケートリンク場も含めて

本当によくない地質で、スケートリンク場なんて本当に整備しようと思ったら、云千万

万円もかかるくらいの、もうこんななんですよね。そういう状況で、今聞いてたら、そ

の駐車場も普通の路盤整備でアスファルト表層という部分なんですけれども、宮園の構

図もわかると思うんですけれども、非常にこの地域というのは路盤が悪くて、アスファ

ルトした後の路盤のおうとつというのですか、水がたまってという条件で非常に悪いで

す。

今、６番、堀議員も言った、その第一駐車場も雨が降ると、あちこち水がたまったい

る状況 もう要するにその工程が当時設計から考えると 非常に見た目が悪い状況になっ、 、

てます。予算の関係もあると思うんですけれども、そういった場所に一般的な普通の駐

車場をつくるということよりも、できれば復旧のしやすい、例えばインター、敷設など

で、後で自前でも直せれるような、復旧が対応できるようなもので対応すべきというふ

うに思うんですよね。そういう考えはなかったのかどうなのか、お聞かせ願いたいと思

います。
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●委員長（中川委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 今、建設しようとする場所は、切土になっております。で

すから、一定程度地力は出るのかなと、スケートリンク場のように沈下等々はないんで

はないかというふうに考えております。

●委員長（中川委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 保証はできますか。

●委員長（中川委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 保証するかと言えば、自信を持って大丈夫ですということ

は言えませんけれども、一般論として、切土、盛土の関係でいきますと、やはり切土に

ついては強いのではないかというふうに考えております。

●委員長（中川委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 あなたも、したら、あれですか。一般的な考えで大丈夫だという、そういう

考えなんですか。

●委員長（中川委員） 教育長。

（ ） 、 、●教育長 富澤教育長 ここの駐車場につきましては いわゆる重たい車両というのは

当然想定しておりませんし、この園内のほかの箇所の等々を見ましても、ここの部分の

ところが際だって悪いというふうな印象を、私ども持ってませんし、駐車場としてはの

方法自が不適当だというふうには判断はしておりません。

●委員長（中川委員） ８番、竹田委員。

、 、●竹田委員 言い方悪いんですけれども 自腹を切って自分で駐車場をつくるわけでない

これは公費ですよね。どこの部分を見てもそうなんですけれども、お金をかける以上、

後でさまざまな理由で復帰作業になったり、アフターメンテナンスとか、そういったも

のにお金をかけないようにつくるべきというふうに考えるのが、今の時代において、一

番適切な考えではないかというふうに思うんですね。てあれば、これは要するにつくっ

てみないとわからない話ですから、要するにつくってみて、もしだめだったら、ああだ

めだったのかという話にしかならないということですよね。そういうとらえ方でよろし

いんですね。
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●委員長（中川委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 我々としては、ここの土地だけが異常に土質が悪いというふう

にも判断しておりませんし、通常の今回の工法が特別これから壊れる可能性が高いとい

うふうなことで判断していないということでございますので、どうぞご理解をお願いし

たいと思います。

●委員長（中川委員） よろしいですか。

●竹田委員 はい。

●委員長（中川委員） ほかにございませんか。ありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） 以上で、歳出を終わります。総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●臨時委員長（中川委員） なしと認めます。

●委員長（中川委員） なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、各会計補正予算審査特別委員会に付託された補正予算１件の審査は終了いた

しました。

よって、平成23年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。ご苦労さまで

す。

午後５時13分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２３年６月１６日
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平成22年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


