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厚岸町議会 第４回定例会

平成24年12月７日

午後４時43分開会

●議長（音喜多議員） ただいまから、平成24年厚岸町議会第４回定例会を続会いたしま

す。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（音喜多議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、12番、室﨑議員、１番、佐

藤議員を指名いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第２、議会運営委員会報告を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

９番、南谷委員長。

●南谷委員長 昨日、12月６日、午後２時55分より第11回議会運営委員会を開催し、町長

提出の追加議案第82号 厚岸町過疎地域自立促進市町村計画の変更についての取り扱い

について協議をいたしました。

審査方法は、本会議において日程に追加し、審査することに決定しました。

以上、議会委員会報告といたします。

●議長（音喜多議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後４時44分休憩

午後４時44分再開

●議長（音喜多議員） 再開します。

●議長（音喜多議員） ここで、会議の延長を行います。

本日の会議時間は、議事日程全て終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を行いま

す。

●議長（音喜多議員） 予算委員会再開のため、休憩します。
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午後４時45分休憩

午後６時31分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第３、議案第66号 平成24年度厚岸町一般会計補正予算、議

案第67号 平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第68号 平成24年度

厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算、議案第69号 平成24年度厚岸町下水道事業特別

会計補正予算、議案第70号 平成24年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、議案第71号

平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算、議案第72号 平成24年度厚岸

町後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第73号 平成24年度厚岸町介護老人保健施設

事業特別会計補正予算、議案第74号 平成24年度厚岸町水道事業会計補正予算、議案第75

号 平成24年度厚岸町病院事業会計補正予算、以上10件を再び一括議題といたします。

本10件の審査につきましては、平成24年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、

これに付託し審査を求めていたところ、今般、審査結果が委員長からなされております。

委員長の報告を求めます。

５番、中川委員長。

●中川委員長 各会計補正予算審査特別委員会報告を申し上げます。

平成24年度の各会計補正予算調査特別委員会に付託されました議案第66号 平成24年

度厚岸町一般会計補正予算外９件の審査につきましては、昨日と本日、本委員会を開催

し、慎重に審査の結果、いずれも可決すべきものと決しましたので、ここにご報告申し

上げます。

以上、審査報告といたします。

●議長（音喜多議員） 初めに、議案第66号 平成24年度厚岸町一般会計補正予算につい

てお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第67号 平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計補正

予算についてお諮りいたします。
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委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第68号 平成24年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正

予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第69号 平成24年度厚岸町下水道事業特別会計補正予

算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第70号 平成24年度厚岸町介護保険特別会計補正予算

についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第71号 平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会計

補正予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第72号 平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補

正予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第73号 平成24年度厚岸町介護老人保健事業特別会計

補正予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第74号 平成24年度厚岸町水道事業会計補正予算につ

いてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第75号 平成24年度厚岸町病院事業会計補正予算につ

いてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 日程第４、議案第82号 厚岸町過疎地域自立促進市町村計画の変

更についてを議題といたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ただいま上程いただきました議案第82号 厚岸町過

疎地域自立促進市町村計画の変更について、その提案理由を申し上げます。

平成24年度を始期とし、平成27年度を終期とする厚岸町過疎地域自立促進市町村計画

は、平成22年９月の第３回定例町議会において議決いただいたところであります。

この過疎地域自立促進市町村計画の運用に当たっては、毎年度、予算や３カ年実施計

画のローリングなどを踏まえて、計画登載事業について、必要な変更手続を行っており

ますが、今年度の変更にあっては、計画書中の事業名の追加を含む本分の修正のほか、

参考資料における施策区分の概算事業費合計額が２割を超える変更で、計画全体に及ぼ

す影響が大きいことから、北海道知事との変更協議とともに、町議会の議決が必要となっ

たものであります。

北海道知事との協議は、平成24年11月29日付をもって、計画変更に対して異議がない

とする回答を受けたので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき、

当該計画の変更について、本定例会に上程するものであります。

このたびの変更につきましては、過疎対策事業債の適債事業であって、現過疎計画に

未登載であるものを、このたびの計画変更において追加事業として登載しております。

議案書１ページをお開きください。

厚岸町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてでありますが、２ページ以降、字

が小さく、見えにくいため、説明は別途配付しております議案第82号説明資料により説

明させていただきます。
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なお、１ページから４ページまでの資料は、定められているＡ４版の様式を便宜的に

Ａ３版に拡大して、見やすくしたもので、議案書と同様の内容となっております。

今回の過疎計画の変更では、本分の一部の修正と追加及び区分ごとにある事業計画の

表の事業名と事業内容の追加となっております。資料の左側が現在の計画に登載されて

いる内容で、右側が今回変更しようとする内容となっております。

適債事業として、平成27年度までの計画期間内に実施しようとして、今回、追加登載

するものは、変更後の表中、下線を引き、備考欄に追加と記述しております。

資料の１ページ。

区分欄の５、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進中、(7)過疎地域自立促進特別事

業の項目において、福祉灯油、老人クラブ運営支援、長寿祝金、健康づくり一般、子宮

頸がん等ワクチン接種。２ページに続きまして、がん予防保健を追加しております。

区分欄の８、地域文化の振興中、(1)現況と問題点の文中、「文化財」という文言の後

に「等」を追加し、(2)その対策の文中、②「文化遺産」という文言の後に「等」を追加

するとともに、「本町の貴重な史実等を後世に伝えるため、町史編さん事業の推進に努め

ます。」という文言を追加し、当該計画に位置づけることにより、(3)事業計画の事業名

の欄に、(2)過疎地域自立促進特別事業を追加し、事業内容に町史編さんを追加しようと

するものであります。

続きまして、区分欄の９、集落の整備中、(3)事業計画の事業名の欄に、(2)過疎地域

自立促進特別事業を追加し、事業内容に敬老会を追加。

３ページ以降の、区分欄の11、過疎地域自立促進特別事業につきましては、各施策の

区分ごとにおいて追加された過疎地域自立促進特別事業の再掲として追加するものです

ので、説明は省略させていただきます。

以上が、今議会において議決を得るため、提出させていただいた計画変更の概要でご

ざいます。

資料の５ページから12ページは、過疎計画に登載された事業の各年次ごとの概算事業

費をお示しした参考資料に、事業名や事業内容及び事業費の変更を反映させたものとなっ

ております。

本資料につきましても、事業費の左側に現計画、右側に変更の内容を記載しており、

変更部分には下線を引いております。

ちなみに、議会の議決が必要とされる区分ごとの概算事業費合計額が２割を超える部

分は、区分欄の４、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進で、51.61％の増。区分欄の

７、地域文化の振興等で、142.24％の増。区分欄の８、集落の整備で、26.46％の増となっ

ております。

以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお

願い申し上げ、議案第82号の提案説明とさせていただきます。

●議長（音喜多議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）
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●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（音喜多議員） 日程第５、意見書案第４号 住民の安全・安心なくらしを支える

交通運輸行政の充実を求める意見書を議題といたします。

職員の朗読を行います。

●議事係長（田﨑係長） 意見書案第４号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸

行政の充実を求める意見書。

上記議案を次のとおり提出する。

平成24年12月５日。

提出者、厚岸町議会議員、谷口弘。

賛成者、厚岸町議会議員、佐藤淳一、同じく中川孝之、同じく南谷健。

住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める意見書。

現代社会における住民の暮らしにとって、交通と運輸が果たしている役割は極めて重

大であり、衣食住に並ぶほどの社会生活の基本要素といえます。

したがって、安全・安心に移動することは、国民の基本的人権の一つであり、その交

通・運輸が安全・安心に営まれるように指導・監督するのが行政の役割です。

平成22年６月22日に、政府は地域主権戦略大綱を閣議決定し、国の出先機関について

原則廃止の方針を打ち出し、国土交通省の地方運輸局もその対象の一つとしています。

地方運輸局は、ご存じのとおり、国土交通省の出先機関として、地方ブロックごとに

設置されており、その出先として、各県ごとの地方運輸支局と行政需要の顕著な場所に

自動車検査登録事務所や海事事務所が設置され、地方における交通・運輸にかかわる行

政を行っています。

こうした中で、平成23年３月11日に発生した東日本大震災にかかわっては、東北地方

の出先機関で働く職員のみならず、全国の出先機関から派遣された職員とともに、本省

（国土交通省）と一体となって、被災地支援、復興に向け、全力で取り組んでいます。

今回の大震災に見られるように、国民の生命を守り、暮らしの安心と安全を確保する

ことは国の責任であり、同時に、国と地方のそれぞれが責任を持ち、役割を果たすこと

によって、国民の生命と人権を守ることができるものと考えます。

行政をどこが担うか考えるとき、住民の安全・安心な暮らしにとってふさわしいのは

どこなのかが重要な視点となります。大綱が示すように、住民にとって地方自治体が最

も近い行政組織であることに異論はないものの、自治体の区域を超えて移動する自動車、

鉄道、船舶、航空などを対象とする行政にあっては、地方自治体が行うよりも国のほう
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が効率的、効果的に担えるのは明らかといえます。

そもそも交通運輸行政は、地方と国の二重行政とはなっておらず、国土交通省が唯一

の交通運輸行政組織であり、基本的人権たる移動する権利を国の責任で保障するために

は、中央の国土交通省と出先機関である地方運輸局が一体となって行政を実施すること

はもちろん、住民の安全・安心な交通と運輸を確保するためには、地方運輸局の充実こ

そ必要と考えます。

つきましては、下記の事項について実現されるよう要望します。

記。

１、震災復興と被災地対策をはじめ、住民の安全・安心な交通運輸を支える行政は、

国が責任を持って直接実施すること。

２、住民のための交通運輸行政を確立するために、国の出先機関である地方運輸局を

充実すること。

３、広大な北海道の交通・運輸行政を充実するために、運輸支局を充実すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成24年12月 日。

北海道厚岸郡厚岸町議会議長、音喜多政東。

参考送付先。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣。

●議長（音喜多議員） 提出者であります谷口議員に、提案理由の説明を求めます。

10番、谷口議員。

●谷口議員 ただいま議案となりました意見書案第４号 住民の安全・安心なくらしを支

える交通運輸行政の充実を求める意見書を提出した者として、一言、提案理由を申し上

げる次第でございます。

長時間にわたる審議で、さらに審議をわずらわせることに大変感謝を申し上げます。

ただいま提案されました意見書は、佐藤淳一議員、中川孝之議員、南谷健議員の賛同

をいただき、提案させていただきました。

提案理由につきましては、ただいま朗読いただいたとおりでありますけれども、交通

と運輸が果たしている役割は極めて重大であり、それが安全・安心なものでなければな

りません。

しかし、地域が地域主権戦略大綱において閣議決定した国の出先機関の原則廃止方針

に、国土交通省の地方運輸局、その支局も対象となっております。

そのような中で、今、人員整理等が行われている中で、去る４月29日には、関越自動

車道において発生した夜行高速ツアーバス事故によって、乗客７名が死亡、乗員を含め

て39名が重軽傷を負うという、かつてない大きな事故がありました。

しかしながら、これも監督官庁の必要な対策が講じられないまま進められた結果であ

ります。

また、一昨年11月には、北海道旭川空港東方の大雪山系上空で、エアーニッポン運航

の全日空325便が、空港管制官の誘導ミスにより地上に異常接近したトラブルが発生して

おります。
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このような事故、トラブルを防ぐには、行き過ぎた規制緩和の見直しと、国民の安全

・安心を守る国土交通行政の充実を求めるものであります。

どうか本議会議員の皆さんのご理解をいただき、本意見書を採択いただきますようお

願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） これより質疑を行います。

６番、堀議員。

●堀議員 幾つか聞きたいと思います。

まず、今回の地方運輸局、地方運輸支局、これに関連する施設等、そして出張所等が

厚岸町にあるのかないのかというものをお聞きしたいのが１つ。

それと、今回の地域主権戦略大綱、平成22年の６月22日に決定したわけですけれども、

この中で、例えば今現在、北海道に７つある北海道運輸支局、７つのうちの釧路にも１

つあるんですけれども、これが削減対象となっているのかどうなのか。当然、これが削

減対象となっているのであれば、例えば車検の、今現在だと１日車検とかというものが

できるような中においても、３日ぐらいもかかってしまうとか、また、札幌運輸局にお

いて、海技免状の交付とかが行われていたものが、東京のほうで行われるとかというこ

とにもなって、これについては、こうなれば大変な問題にもなるとは思うんですけれど

も、果たしてこれが実現というか、そのようなおそれがあるものなのかどうか、教えて

いただきたいと思います。

それと、記の中であります、地方運輸局の充実と運輸支局の充実と言っておりますけ

れども、何を充実するんでしょうか。施設を充実するのか、それとも、ここで働いてい

る人たちの給料を充実するのか。また、全国の地方運輸局管轄区域内の定員というのは

4,309人というふうに決まっているんですけれども、そのうち北海道の定員は372人と決

まっております。この定員を増やすことを求めているのか。ただ充実というだけでは、

何を求めているのかがわかりませんので、教えていただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 ただいまの堀議員の質問にお答えをいたしますけれども、地方運輸局、支局、

これらを全て、方針では、都道府県に肩がわりをさせていこうというのが方針のように

うかがっております。私はそれ以上のことはわかりませんけれども。ただ、今回の本文

にもありましたように、車検だとか、船舶の検査だとか、そういうものを行っているの

が、今は国土交通省の運輸関係の部局であるということから、広範に、広域にわたって

移動するものの検査、そういうものが、やはり国の機関等によって行われることが非常

に大事ではないのかと。

それと、先ほど申し上げましたけれども、関越自動車道での事故を、その後の報道等

を見ておりましても、非常に監査・監督、そういうものをしたくても、それだけの人員

を確保することが今できないでいて、結果的にはそれができないことに、そこが盲点と

なってしまって、ああいう事故に結びついてしまっていると。きちんとした対応がとれ
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ていればそういうことがなかったのでしょうけれども、残念ながら、あの事故が起きて、

初めてああいう実態がわかってしまうと。

それから、先ほど申し上げました旭川の飛行場の管制ミスにしても、管制官が今、非

常に不足をしているというような状況があります。ですから、そのあたりもやっぱりき

ちんと充実していかなければ、私たちがそれを利用するときに、安心・安全なものを確

保することができないということを考えれば、私は、安易な削減等に進んでいくべきで

はないということで、不足な部分はきちんと充実をさせながらやっていくということが、

給料を上げれだとか、そういうことを私は言っているわけではありませんので、ご理解

をお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 堀議員、ありますか、まだ。

（「なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議あり 異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議あり。

討論ありますか。

（「はい」の声あり）

●議長（音喜多議員） 討論がありますので、これより討論を行います。

まず初めに、原案に反対者の発言を許します。

６番、堀議員。

●堀議員 私は、意見書案第４号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充

実を求める意見書、こちらに反対の立場で意見を申し述べさせていただくものでありま

す。

住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実、これは確かに私たちが実際

に住んでいる中で、日ごろから車を使ったり、また、船舶を使ったり、飛行機を使った

り、そしてまた、列車を使ったりといった中で、大変重要なものであるということはわ

かります。

であれば、私がまず疑問に思うのは、それであれば、まず最初に、平成22年６月22日

に政府が決定した地域主権戦略大綱、こちらでの国の出先機関についての原則廃止の方

針、これの撤回をまず求めるべきであって、そこにいる機関の充実等は、その次の問題

だと。まず一番最初の問題は、この出先機関の廃止というものをまず最初に論ずべきじゃ
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ないのかと、そういうふうに思うわけであります。

そして、実際にこの出先機関が、仮に国の言っている地域主権戦略大綱に基づいての

出先機関が廃止となった場合においても、北海道がその引受先となった場合においては、

北海道というのは本州側との大変な地形的な隔離があります。そういった中では、先ほ

ど言いましたとおり、行政の広域化によっての効率化といったものも、北海道１つだけ

で十分賄える。それは、この提案理由にはならないのではないかと私は思うところであ

ります。

ましてや、出先機関である地方運輸局の充実や支局の充実、これだけを見てしまえば、

やはり国家公務員たる者の人間たちの処遇を優位にして、そういうものを図るために出

されているんじゃないのかなと、そういうふうに思えてなりません。

私は、自分の主義主張するところにより、本意見書案について反対するものでありま

す。

●議長（音喜多議員） 次に、原案に賛成者の発言を求めます。

９番、南谷議員。

●南谷議員 賛成の討論をさせていただきます。

６月の22日に地域主権戦略大綱が既に閣議決定がなされております。ですから、私も、

国の出先機関、改革は改革としてしていかなければならないんでしょうけれども、私も

堀議員が言われるように、この北海道厚岸町において、国の出先機関というものに対し

て、非常にその役割というものの重要性というものを認識をさせていただいております。

現実、厚岸のかつての土木現業所、釧路振興局の中に踏襲がされております。そうし

ますと、予算の関係も、私もときどきあそこに出向いて挨拶したり、実態を調査をさせ

ていただくんですけれども、かつてよりも権限が弱っているのではないのかなというふ

うに思います。

現実問題として、電灯の問題１つとっても、60カ所ぐらい、停電になっております。

土現に行ってまいりました。そうしましたら、やはり今までは直轄だったんですけれど

も、今度は釧路の振興局経由になってしまった。現実にこの問題１つとっても、なかな

か、むしろ反対に、道があかないと。そうなってしまうと、大変な事態になってしまう。

そういう思いからすると、ここに記載されている、堀議員が言われるような意図もあ

りますけれども、実質、閣議決定された後で、今現在としては、この厚岸町に住む者と

して、１番目、２番目、３番目のそれぞれの事項について、最大限、国に訴えていくべ

きではないのかなと、かように考えますので、賛同するものでございます。

どうか議員の皆さんによろしくお願いを申し上げ、賛成の討論とさせていただきます。

●議長（音喜多議員） 次に、原案反対者の意見ですが、ありますか。

（「なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） なければ、以上で討論を終わります。
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これより、起立による採決を行います。

お諮りいたします。

本案のとおり可決すべきものと決するに賛成の議員の起立を求めます。

（起立者多数）

●議長（音喜多議員） 着席願います。

出席議員数12人、そのうち起立者数数９名。

起立多数であります。

よって、本案は、可決されました。

なお、本案は、末尾記載の送付先に直ちに送付いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第６、各委員会所管事務調査報告書を議題といたします。

今般、総務産業常任委員会及び厚生文教常任委員会において行った所管事務について

の調査報告書が、厚岸町議会会議規則第77条の規定により、各委員長から提出されてお

ります。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり、了承するとに決定いたしました。

●議長（音喜多議員） 日程第７、各委員会閉会中の所管事務継続調査申出書を議題とい

たします。

次期定例会までの間、閉会中における所管事務継続調査の申出書が、お手元に配付の

とおり、各委員長から提出されております。

お諮りいたします。

本申出書のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本申出書のとおり承認するとに決定いたしました。

●議長（音喜多議員） 以上で、本定例会に付議された議件の審査は、全部終了いたしま

した。

よって、平成24年厚岸町議会第４回定例会を閉会いたします。
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午後７時07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２４年１２月７日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


