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平成１８年 議会運営委員会会議録 

平成１８年 ５月２６日（金曜日） 

   開 会  午前 ９時５７分 

   閉 会  午前１０時２９分 

 

○議事日程  

 －協議事項－ 

 平成１８年第１回臨時会について 

１．提出議案 

(１)町長提案(１３件) 

・承 認  ５件(補正２件、条例改正３件) 

・議 案  ７件(条例改正１件、工事請負契約６件) 

・そ の 他  １件(行政報告) 

(２)議会関係(１件) 

      ・諸般の報告  １件(専決処分の報告(法第１８０条)) 

２．専決処分の承認について 

 ○平成１７年度白老町一般会計補正予算(第１２号) 

 ○平成１８年度白老町水道事業会計補正予算(第１号) 

 ○白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 ○白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 ○白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

３．議案の説明について 

 ○条例改正    １件 

  ・議案第７号 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 ○工事請負契約  ６件 

  ・議案第１号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(建築主体)工事 第１工区) 

  ・議案第２号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(建築主体)工事 第２工区) 

  ・議案第３号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(建築主体)工事 第３工区) 

  ・議案第４号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(電気設備)工事) 

  ・議案第５号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(給排水衛生設備)工事) 
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  ・議案第６号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(暖房換気設備)工事) 

４．第１回臨時会の日程について 

 ○会  期  平成１８年５月３１日(水) １日間 

 ○議事日程  別紙のとおり 

５．全員協議会の開催について 

 ○白老地区における小学校の適正配置について(教育委員会) 

６．その他について 

(１)ケネル氏代表団議会関係者ホームスティ受入れについて 

  (２)６月３～４日開催 ２００６しらおい牛肉まつりについて 

 

○会議に付した事件  

－協議事項－ 

 平成１８年第１回臨時会について 

１．提出議案 

(１)町長提案(１３件) 

・承 認  ５件(補正２件、条例改正３件) 

・議 案  ７件(条例改正１件、工事請負契約６件) 

・そ の 他  １件(行政報告) 

(２)議会関係(１件) 

      ・諸般の報告  １件(専決処分の報告(法第１８０条)) 

２．専決処分の承認について 

 ○平成１７年度白老町一般会計補正予算(第１２号) 

 ○平成１８年度白老町水道事業会計補正予算(第１号) 

 ○白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 ○白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 ○白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

３．議案の説明について 

 ○条例改正    １件 

  ・議案第７号 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 ○工事請負契約  ６件 

  ・議案第１号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(建築主体)工事 第１工区) 

  ・議案第２号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(建築主体)工事 第２工区) 
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  ・議案第３号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(建築主体)工事 第３工区) 

  ・議案第４号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(電気設備)工事) 

  ・議案第５号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(給排水衛生設備)工事) 

  ・議案第６号 工事請負契約の締結について  

         (白老町立特別養護老人ホーム改築(暖房換気設備)工事) 

４．第１回臨時会の日程について 

 ○会  期  平成１８年５月３１日(水) １日間 

 ○議事日程  別紙のとおり 

５．全員協議会の開催について 

 ○白老地区における小学校の適正配置について(教育委員会) 

６．その他について 

(１)ケネル氏代表団議会関係者ホームスティ受入れについて 

  (２)６月３～４日開催 ２００６しらおい牛肉まつりについて 

 

○出席議員（１０名） 

  委員長 大 渕 紀 夫 君   副委員長  吉 田 正 利 君 

熊 谷 雅 史 君         山 本 浩 平 君 

      吉 田 和 子 君         谷 内   勉 君 

      加 藤 正 恭 君   議  長  堀 部 登志雄 君 

  委員外議員 根 本 道 明 君   委員外議員  玉 井 昭 一 君 

 

○欠席議員（１名） 

委員外議員 西 田 祐 子 君  

 

○説明のため出席した者の職氏名 

      総 務 課 長       白 崎 浩 司 君 

      経 営 企 画 課 長       岩 城 達 己 君 

○職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

      書       記       久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） おはようございます。少し時間が早いようですけれども、議会運営

委員会を開会いたしたいと思います。 

お謀りをいたします。本委員会については傍聴を許可することに、ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 なお、玉井議員が５分から１０分程度遅れると。西田議員は、ちょっと体調不良のため欠席

ということでございますので、了承願いたいと思います。 

 

◎調査事項 

〇委員長（大渕紀夫君） 本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 本日の日程でございますが、５月３１日に開かれます第１回目

の臨時会の関係のご説明でございます。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。早速協議事項に入りたいと思います。 

 １番目、提出議案について。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 提出関係でございますが、町の提出関係、正式には議案が１２

件でございます。承認が５件。うち、補正予算が２件と条例改正案が３件でございます。 

 議案といたしまして７件。条例の一部改正が１件でございます。 

 それと、老人ホームに関わります工事請負契約６件でございます。 

 その他といたしまして、行政報告１件予定してございますが、これは当日までちょっと総務

課と調整をすることになってございます。 

 それから、議会の関係でございますが、議長の諸般の報告。これは、専決処分の報告、法第

１８０条に基づきまして、町に委任した部分でございます。これは承認案件の、水道の補正予

算でも出てきますが、赤水の関係で、補償に係るものでございます。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) それでは、議案の説明をお願いいたしたいと思います。最初に、岩城

経営企画課長から財政関係。 

 はい、岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは私の方から、承認第１号及び承認第２号の専決処分

の承認を求めることについてと、議案第１号から第６号までの工事請負について、ご説明いた

します。 

 初めに、平成１７年度白老町一般会計補正予算(第１２号)でございます。お手元の方に、別

途概要書を配布させていただいてございます。それに沿って、ご説明申し上げます。 
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 歳入歳出予算の補正規模でございます。一般会計(第１２号)、１，９４１千円の減額でござ

います。内訳といたしましては、特定財源の確保によります、財源振替と事業執行残の整理で

ございます。 

 この結果、平成１７年度の補正予算の状況でございますが、一般会計合計欄でございますが、

９，６３４，０６０千円。特別会計、企業会計合わせました合計が２３，５５３，７４６千円

となってございます。 

 続きまして、２の一般会計補正予算の主な事項でございますが、初めに歳出でございます。 

 民生費、土木費、給与費につきましては、国及び道からの特定財源によります財源振替でご

ざいます。特に、道路施設維持補修経費でございますが、これは除雪費の一部に、国からの補

助金が入ったというものでございます。 

 これは、北海道を始めとします東北・北陸地方での豪雪に対する国からの支援でございまし

て、５，０００千円交付金をいただいたということで、財源振替してございます。 

 また、町営住宅の改修につきましては、地域住宅交付金を充当したこと。それから、町営住

宅の整備事業。これは日の出団地の公営住宅の建設工事でございますが、３月末執行してござ

います２カ年事業でございまして、執行残の整理という内容でございます。 

 また、支出金につきましては、３月３０日に３０千円の指定寄付がありましたことから、文

化振興基金に積み立てをしたという内容でございます。 

続きまして、歳入でございます。地方譲与税から６番目の自動車取得税交付金につきまして

は、額の確定による予算額の整理でございます。 

国庫支出金から町債までに至りましては、先ほど歳出でご説明しました特定財源の確保によ

ります、財源振替ということで、歳入を整理したものでございます。 

続きまして、裏面でございますが、３番目の債務負担行為でございます。施設等用地賃借で

ございまして、６件追加する内容となってございます。 

以上が一般会計補正予算の内容でございます。続きまして、承認第２号白老町水道事業会計

補正予算。これは１８年度予算でございます。 

先ほど、ちょっとお話がございましたけども、水道事業につきまして石山工業団地内の赤水

流出によります食品関連事業所に損害を与えた事故について、被害総額１６１，９４４円に対

し、保険対象額１０３，１４４円と水道会計５８，８００円を賠償金として支出しなければな

らないことから、平成１８年度白老町水道事業会計補正予算(第１号)を専決処分するという内

容のものでございます。 

お手元の方の概要書でございます。ただ今ご説明しましたが、企業会計１６２千円を増額す

るものでございます。 

専決について、承認第１号・第２号は以上でございます。 

続きまして、議案第１号から第６号の工事請負契約の締結についてでございます。 

 本件は、白老町立特別養護老人ホームの改築工事でございます。関連がありますので、１号
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議案から６号まで、一括してご説明申し上げます。 

 議案書の方を見ていただきたいのですが、ページ数が議１－１になります。議案書。ページ

が議１－１になります。よろしいでしょうか。 

 議案第１号でございます。それぞれ６号まで説明する前にですね、１枚めくっていただきま

すと、この度寿幸園を建設するところの平面図がございます。ちょっと横版で、特別養護老人

ホーム改築工事というふうにタイトルが入った図面がございます。 

 上の方が北側で、下の方が南側、海側になります。この図面で、中央に丸くロータリーの絵

を書いてございますが、これはいきいき４・６、現在のですね、正面玄関入り口のロータリー

になった車輌の転回場になってございます。 

 その下に、ハッチという斜めの線が入っている部分が、この度建設する寿幸園の場所でござ

います。 

 右上の方に第一工区、第二工区、第三工区という判例が入ってございますが、まず第一工区

については、クロスで、ばってん状の印が記載されたところが第一工区。それから、第二工区

がその左下になります。右上から左下に斜めの線が入っている部分が、第二工区。で、すぐそ

の右側に第三工区になりますが、左上から右下に斜めの線が入った部分。これが第三工区とい

うふうになってございます。 

 まず、建築工事がこういうふうに、第一工区、第二工区、第三工区という三つに分割してご

ざいます。 

 また、電気設備工事。これが一つ。それから、給排水衛生設備工事が一つ。それから、暖房

換気設備工事。これが一つということで、建築工事が３本と、ただ今言いました電気・給排水・

暖房というのが３本で、合計６本の工事として発注してございます。 

 それで、まず第一工区、建築工事でございますが、契約の目的が白老町立特別養護老人ホー

ム改築(建築主体)工事の第一工区となってございます。契約金額が２７５，１００，０００円。

契約の相手方、大豊・岩崎・西村・谷特定建設工事共同企業体でございます。完成期限が来年、

平成１９年２月１５日となってございます。 

 続きまして、議案第２号。ページ数は議２－１になります。契約の目的は同じで、第二工区

になります。契約の金額が１０６，４７０，０００円。契約の相手方、鈴木・鈴木ホーム特定

建設工事共同企業体でございます。 

 次のページでございますが、完成期限が平成１９年２月１５日でございます。 

 続きまして、議案第３号。同じく建築主体工事、第三工区でございます。契約金額１１１，

９３０，０００円。契約の相手方、加藤・鈴木正志特定建設工事共同企業体であります。完成

期限は次のページ、平成１９年２月１５日でございます。 

続きまして、議案第４号。電気設備工事でございます。契約金額８５，０５０，０００円。

契約の相手方、北海電工・白電社特定建設工事共同企業体。完成期限、次のページでございま

すが、平成１９年２月１５日でございます。 
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 続きまして、議案第５号。給排水衛生設備工事であります。契約金額８０，８５０，０００

円。契約の相手方、国策・太陽特定建設工事共同企業体であります。完成期限、次のページで

すが、平成１９年２月１５日です。 

 続きまして、議案第６号。暖房換気設備工事であります。契約の金額１１８，１２５，００

０円。契約の相手方、進興・タマイ・和光特定建設工事共同企業体であります。完成期限です

が、次のページ、平成１９年２月１５日。 

 以上、私の方の関係する分、説明を終わります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、財政関係の説明が終わりましたけれども、この際聞い

ておく必要があること、ございましたらどうぞ。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) それでは、岩城課長、ご苦労様でございます。 

 続きまして、総務関係の議案説明をお願いいたします。 

 はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) はい。それでは私の方から、承認３号、４号、５号。それと、議案

の７号について、ご説明申し上げます。 

 まず、承認の３号です。承認の３号は、次のページをはぐっていただきまして、専決処分が

ありますが、白老町立保育所条例の一部改正でございます。 

 改正内容につきましては、小鳩保育園の定員数を６０名から８０名に改正するという内容で

ございます。 

 事由といたしましては、本年３月以降の、議案説明に記載してございますが、本年３月以降

の転入者及び２歳児以下の児童について、予想を超えた申し込みがあると。当該保育園に入所

する児童が、定員を超える状況になったことから、定員数を増加し対応するということで、専

決処分をいたしたわけでございます。 

 １８年度の当初の、４月の当初のですね、入所希望者が８０名になったということの状況か

ら、今回改正いたしますが、従前は保育基準の適応をいたしまして、いわゆる対応として待機

児童ゼロを図るということで、保育所の基準の中では、４月は定員数の１１５％まで。５月か

ら９月までは定員数の１２５％まで。１０月以降は、保育士の数に応じて定員数を超えた入所

が認められているということで対応しておりましたが、４月当初の段階で、８０名が申し込み

があったということでは、率で言うと１３３％になったというようなことから、その基準を超

えるというようなことから今回定員数を改正するという内容でございます。 

 次に、承認４号でございます。これも承４－１のページの次はぐっていただきまして、専決

処分がありますが、白老町税条例の一部改正でございます。 

 改正内容につきましては、議案説明の方で説明いたしますが、承認の４－２５ページになり

ます。 
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 この町税条例の改正につきましては、すでに４月の２７日、全員協議会で改正内容の説明を

いたしておりますけども、重複になりますが、地方税法の一部改正が３月３１日交付されて、

４月１日から施行されるということから、白老町税条例の一部改正を、専決により改正したと

いう内容でございます。 

 それで、主な改正内容は、個人町民税に係る部分としては、新旧対照表、記載してございま

すが、かいつまんで説明いたしますと、個人町民税に係る部分としては、均等割の非課税限度

額の見直し。これが１８年度から。 

 それと、２点目が所得割の非課税限度額の見直し。これも１８年度から。 

３点目が、所得割の税率の改正。これが１９年度から。それと、定率減税の廃止。これが１

９年度から。 

５点目が地震保険料控除の創設。これが１９年度から。以上５点が個人町民税に係る部分。 

それと、二つ、大きな二つ目としては法人町民税の部分ですが、これは字句の改正でござい

ます。 

大きな三点目の固定資産税に係る部分では、一つ目が土地に係る税負担の調整措置の見直し。

これが１８年度から２０年度まで。 

それと、二点目が、耐震改修促進税制の創設ということで、これは平成１９年度から。 

それと、大きな４点目としては、地方たばこ税の税率の引き上げ。これが、平成１８年４月

１日からという内容で改正されましたので、今回併せて町税条例を改正するという内容でござ

います。 

次に、承認の５号でございます。また、はぐっていただきまして、承認５号、お願いいたし

ます。 

承認５号につきましては、白老町国民健康保険税条例の一部改正という内容でございますが、

これにつきましても、承５－６ページお願いいたします。 

 ５－６ページは、議案説明と新旧対照表がございますが、これについても税条例の改正と同

様に、４月の２７日全員協議会で説明した内容でございます。同様に、所得税法の一部改正さ

れて、地方税法等の一部を改正する法律が、４月１日から施行されたということが１点と、納

税者の負担に配慮し、納期を変更するということの２点。これを専決処分により、一部改正し

たという内容でございます。 

 主なものといたしましては、公的年金等控除額縮小に伴う経過措置を、附則の３項、４項で

規定したということ。それと２点目に、介護納付金課税限度額の引き上げを第２条及び第８条

の２で規定したこと。それから、納期の一部変更を、第６条で改正したこと。 

 この３点が主な内容でございまして、他のものは法の改正により条項の改正があったことか

ら、字句を修正するものでございます。 

 次に一番最後になりますが、議案の７号、お願いいたします。議案７号は、ふるさと体験館

「森野」設置条例の一部改正でございます。改正内容につきましては、はぐっていただきまし
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て議７－３ページの議案説明に記載してございます。このふるさと体験館「森野」については、

平成１６年６月より地方自治法に基づく指定管理者に行わせているところであると。 

 指定管理者制度の枠組みを定めた、白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例、これが平成１７年１２月２０日に制定したことから、当該条例と本条例において重複し

て規定されている指定手続等に関する条項の整理を行うということで、条例の一部改正をお願

いするものでございます。 

 次のページに新旧対照表載っておりますが、ここで４条、５条、６条。それと、次のページ

の１５条、１６条それと２０条。これについては、字句の整理をしたという内容でございまし

て、旧改正前の７条、８条、９条ですね。これについては、先に定めた総括的な条例を制定し

ていますので、重複部分を削除するという内容でございます。 

 以上、大変雑駁ですが、私の方の一般議案についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、一般議案の説明を終わりましたけれども、何か聞いて

おくことがあるという方、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) ありませんね。 

 それでは、白崎課長、ご苦労様でございます。 

 続きまして、専決処分の承認。それから、次の議案の説明等々について、事務局から若干ご

ざいますので、説明願います。 

○事務局長(上坊寺博之君) その前に議会関係の諸般の報告を申し上げたいと思います。 

 資料付いております。専決処分の報告についてをご覧いただきたいと思います。 

 先ほど、岩城課長の方からもご説明ありましたとおり、水道会計の補償の部分の専決処分で

ございます。これが議長に届いておりますので、諸般の報告として報告いたしたいと思います。

まず、それが１点目でございます。 

 それと、専決処分の承認についてでございますが、下の欄にも書いてございますとおり、今

担当の方からご説明を受けましたが、承認第４号白老町税条例の関係でございますが、本文が

２４ページございます。新旧対照表が２７ページございまして、全部で５１ページという膨大

な議案でございます。 

 通常ですと、条例の一部改正につきましては、附則条文を全部読みまして、新旧対照表の改

正点をご説明受けるわけでございますが、これでいきますと、本文中附則が９ページございま

して、９ページ朗読しなきゃならないと。 

 それと、説明するページの新旧対照表は２７ページあるということで、時間相当かかるだろ

うと。で、過去には消防の消防法との改正なんかにも、簡略させて、説明を受けたこともござ

いますので、今回につきましてはですが、新旧対照表に基づきまして、町民に直接関係のある

部分もしくは白老町に特に関係がある部分を、簡略化させてご説明を受けたいと思いますが、

それでよろしいかどうか、ちょっとご議論いただきたいと思います。 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、税条例の関係の議案説明の関係がちょっと、局長から

お話がありましたけれども、非常に長いですよね。 

 それで、正式に言うと、附則の部分は読まなくちゃいけないわけですけれども。ちょっと町

民に関係ある部分のみとして、簡略化してはいかがということなのですけれども、各議員のご

意見を賜りたいと思います。 

 吉田副委員長、どうぞ。 

○副委員長(吉田正利君) 先ほど、局長が説明したように、省略で結構だと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) ただ今、そのようなご意見が出ましたけれども、他の委員さんどうで

すか。よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、若干簡略化してですね、必要なところはきちっと説

明をしていただくと。あまり関係ないところについては、ちょっと省略していただくというこ

とでの議案説明ということにいたしたいと思います。 

 なお、きちっと読めば、質問するところございましたら、その中で質問していただくという

ようなことで、議長に取り計らっていただくというふうにいたしますので、よろしゅうござい

ますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。次。 

○事務局長(上坊寺博之君) 続きまして、議案関係でございますが、議案の第１号から第６号

寿幸園の建設工事に関わる契約の締結の議案でございます。 

 これにつきましては、ご説明受けましたとおり、議案第５号及び議案第６号ですが、議案第

５号につきましては、玉井議員の経営されている会社が受注しているということで、これは法

１１７条の規定に基づきまして除斥の対象になるということで、除斥になるものです。 

 それと、議案第６号でございますが、資料一部ちょっと付けてございますので、別紙。 

○委員長(大渕紀夫君) 別紙見てください。囲み付いているものね。 

○事務局長(上坊寺博之君) これにつきましては、玉井議員のお兄様が経営している企業が共

同企業体の構成員になっているということで、これにつきましても議員に直接利害関係がある

ということで、除斥の対象になるものでございます。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。除斥の件につきましては、よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他、いいですか。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは４番目、第１回臨時議会の日程についてということで

すけども、別紙にですね、議事日程が付いております。何か、局長ありますか。 

○事務局長(上坊寺博之君) これにつきましては、議案第１号から第７号まで出ておりますけ
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ど、従前の例にのりまして、条例の一部改正を先に、議案第７号を持ってきておりますので、

ご了承いただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、第１回臨時会の日程につきましては、５月３１日１

日間というふうにいたしたいと思いますけれども、ご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ご異議なしと認めます。第１回臨時会は、５月３１日１日間と

いたします。 

 次、５番目、全員協議会の開催について。別紙を見ながら、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。全員協議会の依頼がきてございます。これにつきましては、

白老地区における小学校の適正配置ということで、３月末までに事務部門で最終的な判断をし

て、町長が方向性を出したということで、さきの総務文教常任委員会の方でご説明があったも

のでございますが、これは重要な事項であるということで、町側の方で全員にお話を直接いた

したいということで、要請がきているものでございます。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。全員協議会の日程、３１日引き続き行うということについては、

ご異議ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。では、そのようにいたします。 

 はい。それでは、６番目、その他について。 

○事務局長(上坊寺博之君) その他の１番目でございますが、白老町の姉妹都市協会から要請

がございまして、ケネル市の代表団が７月３日から１０日まで、白老町を訪問されますが、そ

の訪問団の中に議員の関係者が１名おられるということで、町議会の方でホームスティを受け

入れをお願いいたしたいということで、私の方で調整をとりました結果、こられる方はスシー

ル・タッパーさんという方でございますか、大渕議員と宗像議員で約半分づつ受け入れていた

だくということで決まりましたので、ご報告まず１点をしておきたいと思います。 

 それと、２点目でございますが、６月３日から４日にかけまして、本年のしらおい牛肉まつ

りを開催されますが、議会の取り決めによりまして、開会式に伴う懇親会につきましては、議

員も経費負担しようということになってございまして、牛肉券ですね。一応１，２００円相当

いたしますので、それの分を参加した人につきまして、後日徴収して負担をさせていただきた

いなと思っております。 

 それと、書いてございませんが１点目、資料付いてございます。今回４月１日の人事異動に

伴いまして、町側の説明員の座席変更が私の方に届いてございますので、このように臨時会か

ら座席が変更になるものでございます。 

 私から、その他、以上でございますが。 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。その他、説明ありましたけれども、お聞きしたいことございま

すか。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、委員の皆さま、その他何かございましたらどうぞ。 

ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 議長もありませんか。議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) その他のケネル市の関係で、議員の方はこの二人にお願いするという

ことで、一般の方の根本副議長も何か、ご夫妻をホームスティ受け入れてくれるという形にな

って、一週間おられるのですか。その中でいろいろとまた、議員の方も受け入れ体制それなり

にいろいろあると思いますけど、よろしくお願いします。以上です。 

 

    ◎閉会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ないようでございますので、議会運営委員会を以上で閉会した

いと思います。ご苦労様でございました。 

（午前１０時２９分） 

 


