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◎議案第１号 平成２３年度白老町一般会計補正予算（第 11号） 

○議長（山本浩平君） 日程第４、議案第１号 平成 23 年度白老町一般会計補正予算（第 11

号）を議題に供します。 

議案の説明を求めます。 

山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 議案第１号でございます。平成 23年度白老町一般会計補正予

算（第 11号）。 

平成 23年度白老町一般会計補正予算（第 11号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,990万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 99億 7,993万 7,000円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 24年２月６日提出。白老町長。 

次のページの第１表、歳入歳出予算補正は、記載のとおりでございます。 

歳入歳出事項別明細書については、大黒財政税務課長から説明させます。 

○議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、私のほうから事項別明細書について説明をさせて

いただきます。 

 歳出から説明をさせていただきます。６ページ、７ページをお開き願います。今回は、先ほ

どの町長の行政報告にもございました除雪経費が３本ということでございます。 

まず、４款環境衛生費、２項４目墓園費、（１）白老霊園及び町有墓地管理経費 53 万 9,000

円の計上でございます。１月 22日の降雪により、霊園内の除雪経費が不足したことから、不足

分を計上するものであります。 

次に、８款土木費、２項１目道路維持費、（１）道路施設維持補修経費 2,892 万 2,000 円の

計上です。１月 22、23日及び１月 31日に出動した除雪経費と今後１回分の経費を確保し、計

上するものであります。次に、４項１目港湾管理費、（１）港湾施設管理経費 43万 9,000円。

１月 22日の降雪で、当初予算がすべて執行したことから、２月以降分の経費を計上するもので

あります。財源は、港湾施設用地使用料を全額充当するものでございます。 

１枚戻っていただきまして、４ページ、５ページ、歳入でございます。使用料及び手数料に

ついては先ほどの説明のとおりでございます。次に、繰入金でございますが、一般財源が必要

なことから、財政調整基金を繰り入れることとしてございまして、今回 2,946万 1,000円を計

上してございます。財政調整基金の残高が、これにより２億 1,642万 8,000円となるものでご

ざいます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 
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○議長（山本浩平君） 議案の提案の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） ７番、西田祐子でございます。今、今回の除雪の補正ということで出

されたのですけれども、22、23日のそういう除雪のことはよくわかるのですけれども、ただ白

老町内におきまして、随分除雪の不備がたくさんあるところが多いようで、私も実際走ってみ

まして、雪が固まってしまって、その後解けて、アイスバーン状態になって、もうつるつるの

凍結状態、氷道というのですか、凍道というのですか、そういう状態になっているところが随

分ありますし、私の耳にも随分、転倒して骨折したとか、脱臼したという方々のお話も受けて

います。昨年も結構多かったのですけれど、ことしも随分多いのです。また、道路維持管理と

いうことに関しましては、やはり白老町も高齢化になってきていますので、その辺をもっとま

めにやっていただきたいという町民の声があるのですけれども、その辺はどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（山本浩平君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ただいまのご質問でございますが、まず除雪の不備があった

のではないかというお話がありました。例年同じようなご質問があるのですが、除雪機によっ

てやはり排土板というか、ブルドーザで押すような板と、それからショベルのバケットタイプ

という部分だとどうしても舗装面まできちっと削れるのと、どうしても残ってしまうというの

があります。これらもいろいろ業者さんにお願いしても、そういうアタッチメントというか、

最初に重機の前につく部分を取りかえられるといいのでしょうけれど、なかなかそれを確保す

るとなると、数百万のお金がまだかかってしまうということで、なかなか対応できないという

現状にございます。そういう中でご指摘ありましたつるつる路面対策、アイスバーン状況です。

今回の 22日の大雪で、一度はきれいに除雪できて、ほとんどクレームはなかったのですが、翌

23日ちょっと一気に気温が上がってざくざく状態で、これを取り除かないと間違いなくつるつ

る路面になるということもあって、再度除雪を入れたところでございます。しかしながら、ま

だ残った部分が、それが悪さをして、町内結構大きな区域でアイスバーン状態になっていると。

私どもいろいろ問い合わせがあったりで、現地も見ましたけれども、確かにアイスバーン状態、

つるつる路面であって、またすぐ担当のほうにも指示して、融雪剤と焼砂を散布して、なるべ

く雪を溶かして、それから押しつけて除雪できるようなということで、地域によっては２回、

３回融雪剤をまいたところもあります。 

それで、ご指摘あるように、今後の対応です。今は除雪基準というのは 10 センチという基

準なわけですけれども、その後８センチ、９センチであっても我慢してきましたが、その後悪

さをして、やはりつるつる路面というふうになれば、そこはきちっと判断をして、除雪を早目

に入れるとか、あるいは融雪剤を早目にまくとか、特に通学路もありますし、高齢者の方が買

い物にも行けないと、こういうご意見もいただいておりますので、その辺は現地を見て融雪剤

の散布をしたいと。そういう部分で今回予算のほうを実施したばかりではなくて、融雪剤と焼
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砂のほうの予算も計上させていただきました。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） ７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 今の答弁で大体理解はできたのですけれども、せっかく融雪剤とか焼

砂を各町内会長さんにお願いして、どうしても歩くところというのですか、通学路ですとか、

お買い物をするための道路というのですか、そういう部分のところを重点的にやってください

というふうにお願いはしているみたいなのですけれども、実際にその町内会によっては、全然、

地域の人にも余りよく知られていなかったりとか、またありますし、もう１つ問題として、や

はり歩道というのですか、最低限通学路の歩道を早く除雪していただく体制、これだけはぜひ

お考え願いたいと思っています。 

以上２点、よろしくお願いします。 

○議長（山本浩平君） 安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君） ２点ございまして、まず町内会の焼砂の散布ですけれども、これ

は冬のシーズン前に皆さん町内会長さんに文書でお願いしまして、できるだけ町内の中で、凍

結する部分は町内会の皆さんでまいていただきたいということでお願いしまして、きょう現在

32町内会と２団体、あと学校からも３小中学校からこの焼砂を取りに来ています。塩カル 131

袋、焼砂 303袋等、昨年から比べて相当量が多く取りに来ていただいていますので、ことしの

この凍結が相当ひどいものですから、つるつる路面が発生しているということで、町内会の皆

さんも昨年より多くの焼砂をまいていただいて、ご協力いただいていますので、この辺はまた、

常時補正していただいていますので、取りに来ていただいて、協力をいただきたいと思います。 

また、歩道についても、業者さんに歩道路線をきっちり指定していまして、降雪量がありま

したらやっていただいて、ただ、各歩道橋とか、交差点、それから横断歩道、そういう部分も

やっていただいていますので、通行するところを優先してやっていただいていますけれど、そ

の辺なるべく早く、きちんと雪を残さないような体制を今後とも業者に指導して行ってまいり

たいと考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山本浩平君） ５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） ５番です。今西田建設厚生常任委員長の立場で私はこの除雪のことを

言ったと思うのですけれど、今白老のまちは、白老のまちというよりも、太平洋に面して、天

気予報を見てもわかるように、北海道の中でも雪の少ないまちです。私は何度か議会でも言っ

ているのですけれども、今は除雪体制よりもつるつる路面対策が大事なのだと。高齢者もどん

どんふえているし、免許を返納した高齢者がたくさんいる。例えば、私は今回萩野から３人の

方が除雪見てくれないかと来ましたし、竹浦からも来ました。それから、北吉原の柏洋団地、

ここからも来たのですけれど、例えば、柏洋団地の歩道は、歩道を歩けないのです。歩道の横

の雪わらを歩いているのです。お年寄りの方すべって歩けなくて。それから北吉原のつるつる

路面で、お年寄りが腰の骨を折って、腕を折って、入院もしています。このことは都市整備部

長には伝えてあります。先般塩カルをまいてから随分上っ面がざくざくになって、つるつるの
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上だけれど、随分歩きやすくなったという気はしております。一番の問題は、私は竹浦地区に

行ったのですが、竹浦地区の本線、これは本当に一番きれいです。竹浦の道路。一部神社どお

りと神社に向かう道路はぐちゃぐちゃ。歩けないほどひどい。こんなことからいくと、北吉原

の道路が一番悪かった。私は自分の地域ですから、そんな思いで言うのかもしれませんが、一

番悪いと思っています。それは、北吉原の除雪は一番小さなショベルカーでやっているのです。

一番小さなショベルカー。ですから、上っ面だけしかやっていかない。私は、これはやむを得

ないと思います。今機械もないですから。でも、除雪の終わった次の日でも、次の日でも、町

のグレーダーでも何でも入れる時間があると思うのです。ですから、これからは除雪、雪をか

くというよりも、つるつる路面を解消するというところにもう少し力を入れてほしいなと。そ

れから、北吉原の場合はお店がないのです。スーパー１つしか。お年寄りは福祉バスに乗るか、

あとは歩いて萩野のバルクマートまでリュックを背負って歩いていかなくてはならないのです。

竹浦の方々もそうですよね。ですから、これからは除雪という、これはもちろん大事なのです

けれども、つるつる路面の解消、高齢者にやさしい道路をつくってあげる、このことにもう少

し予算をつけてほしいなと。戸田町長も言っていますから。私はこれを何度も言っているので

すが、これから特にその辺のご配慮をお願いしたいと思うのですけれど、どうでしょうか。 

○議長（山本浩平君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） つるつる路面対策ということで、高齢者に配慮をする除雪か

ら凍結路面対策に切りかえるべきではないかという、こういうご質問ではないかと思います。

議員もご承知のとおり、今除雪の基準というのを定めていまして、10センチ以上というふうに

やっています。どうしても職員も私も含めてですが、その基準に沿ってやはり実行していって

いるというのがございます。昨年、一昨年ぐらいから急に、こういうつるつる路面の危険性と

いうのが出てきまして、ことしも非常に多くの意見を聞いています。そういう部分では、建設

課長とも話しているのですが、基準、基準ではなくて、今つるつる路面対策をどうしていくか

ということを考え直そうと。基準は来年度からでなくても、できればことしの、今回いただい

た予算の中で対応できるのであれば、そういった対応も考えなければならないだろうというこ

とで、内部では打ち合わせをしています。 

今後の対応については、今申し上げたとおり、いろいろな見方があるものですから、どこの

歩道はどの程度するという、それは各現地を見て判断をしなければならないと思うのですが、

基本的には、つるつる路面対策はしっかりやりたいというふうに考えてございます。高齢者に

配慮してということですから、除雪路面対策も、今度は福祉的な要素もやはり考えなくてはな

らないかなというのは、私もそういうふうに考えてございますので、この辺内部でしっかり協

議した中で対応してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） よろしいですか。ほか。 

４番、大渕紀夫議員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。２つちょっとお尋ねしたいのですけれど。１つ、町
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のグレーダーとブルドーザというか、排土板の大きいのがついたもの、これは、動かす場合、

予算的にはここの中に入るのかどうか。降ったときにはもちろん出ると思うのだけど、その後

のフォローをしていただいているのだけれど、それは通常予算の中に含まれているのかどうか。

なぜそんなことを聞くかというと、今松田議員も言われたように、町のグレーダーが出ると、

ものすごくきれいなのです。技術もいいのかもしれないし、慣れているからかもしれないけれ

ど、舗装が出るのが早いのです。そこのところをきちっとやっていただくというのがとっても

大事で、通常予算でなければ、いつでも出せるのであれば、見て、ぜひそういう形でやってい

ただくのが一番いいのではないかというふうに思うので聞くのです。 

もう１つは、役場の職員の皆さん方、例えば土木の人たちは、みんな見に行っているのです。

だけれど、私が見ていると、字白老の職員の人、役場に随分歩いてきているのです。何も感じ

ないのかなと。ちょっと思いませんか。役場の職員の人は何も感じないのかなと。年寄りも、

自分の親だっているかもしれません。だけれど、社台にも私が知っている人はいます。建設課

長は萩野です。虎杖浜にも課長さんはいます。竹浦にも職員がいます。そういう人たちは年寄

りの皆さんが困っていることを一体どうやって見ているのかなと。俺が車に乗せていくからい

いと言っているのかどうか知らないですよ、役場の職員は。そういう見方ができる職員でなか

ったら私はだめだと思うのです。我々はもちろん言います。私のところにも電話来ますから言

えますけれど、やはりそれを先取りできるような、そういうことをきちっと部長や、課長や、

町長や、副町長のところに情報が上がっていくような仕組み、システムをつくらないと。俺は

役場一歩出たら勤めていないから関係ないと。これはやっぱり違うと思うのです。私はそうい

うことをやるだけで、情報がきちっと集まるということで言えば、随分違うと思うのですけれ

ど。副町長もあそこから歩いているみたいです。歩いて、俺が気をつければいいということで

はないですよね。もちろんそうではないと思うけれど、やはりそういう姿勢が、役場の中の姿

勢が必要ではないだろうかと思うのですが、いかがですか。 

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今職員の姿勢というか、そういうようなお話をされました。ちょっ

と厳しいご質問なのですけれども、私が思っている部分では、職員全員やっぱり除雪、いわゆ

る雪だけではなくて災害に対して、それは役場の職員としては、言われるまでもなく、意識は

あります。車で通っている人もいますし、歩いて来る人もいます。それから、他の地域に住ん

でいる人もいます。そういう中では、自分の担当の部署でないからどうの、こうのという意識

は、ご質問されましたけれど、私を含めて、そういう意識はまるっきりなくて、このときにど

うするのかというのは、やはり感じるものもありますし、当然そういうことで、職員のほうか

らも、あるいは担当のほうからも、上のほうには、状況も情報として入りますし、それに基づ

いての指示は出します。先ほど部長が言いましたとおり、１つの基準としては 10センチという

ことで対応はしていますけれども、今回のことも含めて、ここ数年そうなのですけれども、天

気の状況、それから気温の状況、そういうところを見て、基準は基準としてありますけれども、

それは適宜判断して出ると。特に先ほど、重複しますけれども、若干もう少し待つかというこ
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とで待った結果が圧雪されて、雨が降って凍結するというような状況もありましたので、これ

は当然こういうことも教訓としながら、適宜に判断して、こういうことのないような除雪体制

といいますか、これはもっていきたいと思っています。後段のほうはちょっと、部長と重複し

ますけれど、前半の部分は、決して、職員感じていないのかというのは、十分感じております。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） 安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君） １点目の町の重機の役割ですけれども、町に２台の重機がござい

ます。グレーダーとタイヤショベルございまして、やはりグレーダーで除雪すると、大渕議員

が言ったとおり、十分きれいな除雪というのが整ってできるわけでございますけれども、やは

り町の重機も担当地区を賄っておりますので、その中でやってございます。除雪が一たん終わ

った後は、アイスバーンのつるつる対策として、町の重機を各路線に配置してやっております。

グレーダーなものですから、大型なものですから、生活道路まではなかなか行き届きませんけ

れど、幹線の氷取りはグレーダーで十分できる状況でございますので、その中で予算は、今回

補正いただいた意外に、走れば燃料費ぐらいはかかりますけれども、賃金で雇っている方で、

当然元職員でございましたので、40年近い経験がございます。やはり一番上手い方でございま

すので、その方に頼ってやってございますので、なるべく町のブルをフル稼働して、そういう

対策も、今後とも全町内を回ってやっていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） よろしいですか。ほか。 

２番、吉田和子議員。 

○２番（吉田和子君） この間、陳情がありまして、障がい者団体の方の陳情があったのでお

伝えしたいと思うのですが。町のほうにも言ってきていると思いますが、公的な施設、特に役

所前、病院前、本当に高齢者にとっては大変厳しい道路であると。役場の職員が忙しいのはわ

かるのですが、車で玄関前まで行かないと怖くて降りて歩けない。駐車場はまして離れていま

すし、駐車場にとめた場合は玄関入るまで本当に大変な思いで行くというふうな話がありまし

て、職員の方々が毎朝登庁したりしているときに、そういったところをちょっと削ってくれる

とか、そういった人たち、大勢の高齢者、それから障がい者が使うのだということをよく理解

してほしいということと。それも病院の前で転んでけがをするという人も聞いているというこ

とで、私も病院の前で転んで骨折したという方も伺っていますけれども、本当にそういった場

合、特に大きな建物の前は日陰になるのです。ですからなかなか溶けないと。職員の方忙しい

のはわかるけれど、そういったところに配慮する心遣いがほしいというふうに言われたのです。 

私は２階でその方を迎えて委員会をやったものですから、そのときに言われた言葉が、「障

がいの方が来て委員会を開くのに、１階でやってくれると思ったら２階でした。２階まで上が

ってくるのが大変でした」という言葉を受けて、私たちわかっているようで、大変だったとい

うことはよく訴えますけれども、実際にまたお話を聞いて、新たに本当にそういう苦労をされ

ている方がたくさんいるのだということを、特に公的な場所は職員が出入りしてるはずだから、



 7 

一番目にしているはずだから、かなり砂をまいていただいているのですけれども、そこのとこ

ろまで行くまでも、駐車場から２本ぐらい道路をつくってもいいと思うのです。ここは安心だ

よと。そういったことも今後の中でしっかり目を配って、心を配っていただきたいというふう

に思います。 

○議長（山本浩平君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 病院の話が出ましたので、病院の体制についてもお話をさせて

いただきます。確かにうちの窓口にも苦情は来ております。うちのほうは、施設の担当者がお

りまして、この者が塩カルをまいたり、焼砂をまいたりして、一応対応はしています。ただ、

やはり十分でないところがありまして、そこについては、やっぱり苦情は来ております。そう

いったことも考えながら、必要に応じて施設の職員を増員して対応しているような状況になっ

てございます。もう１つ、病院から生協のほうに行かれる方が結構おられますので、ここには

土木のほうとも連携をとりながら、状況を見ながら、土木のほうで塩カルをまいてもらったり、

そういったことも対応して、病院と連携が図れるものについては、役場当局とも連携を取りな

がら、そういった対策も進めている状況でありますので、ご理解ください。 

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 個別の答弁でありませんので、私のほうから。今言われました公の

施設、そのとおりだと思いますし、先ほど大渕議員のご質問にもありましたけれども、職員と

して何も感じないのかという部分が、今吉田議員の質問にも通じるところだなと。私、先ほど、

災害も含めて、当然感じていますという答弁をしましたけれども、より以上に、やはり相手の

身になってといいますか、そういうような立場で、利用者の身になって対応するということで

は、各施設の管理者のほうにも私のほうから指示を改めて出したいと思います。 

○議長（山本浩平君） 10番、小西秀延議員。 

○１０番（小西秀延君） 10 番、小西です。私も除雪、つるつる路面に関する件なのですが、

実際に大町の商店街で倒れられている方がいまして、私車で通っていたのですが、ずっと立ち

上がれない状態だったものですから、車で戻ってお宅までお送りしたのですが、その後やっぱ

り骨折されていたということで、今までもいろいろな同僚議員さんからお話が出ているので、

そのとおりかと思うのですが、そのほかに町内会を通じて焼砂や塩カルがもらえるということ

を、町内会の役員さんたちは知っている方も結構多いのですが、一般家庭の方がそういうのを

余り知らない方が結構多いのです。それをもっと周知する方法を考えれば、多分家の前が結構

日陰でつるつるになっているうちもあるのですが、そういったところに町内会からいただいて

きて少しまいたりしているのですが、どうしても行政だけだと手の足りなくなるところもある

ので、ここはやっぱり町民の方にもご協力していただける方は、ご協力していただける気持ち

がある方もいっぱいいますので、そういうのをもっと周知徹底を図るように強化して、そうい

う場所等を減らしていく広報活動にも力を入れたらどうかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（山本浩平君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） より多くの町民の方に周知してはどうかという趣旨の質問だ
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と思います。先ほど安達課長から答弁申し上げたとおり、各町内会長さんには冬に入る前にご

案内して対応しているのですけれども、もう一度町内会長さんとも相談させていただきたいと

思います。町内会長さんがどこまで協力してくれるかということも１つあります。先ほど言っ

たとおり、全体で４割ぐらいの町内会が協力していただいているのですが、残り６割の方がな

かなか難しいという状況にありますので、それは町内会として難しいのか、あるいは各家庭な

らオッケーなのか、その辺のことも町内会長さんとも相談させていただきたいと思います。町

内会としてできる範囲と、それぞれの会員さんでできる範囲であると思うので、その辺は、協

議させていただきたいと思います。 

それと、大町商店街で転倒された方がいるという話もありましたが、もし役場前から駅前ま

での中央通りでそういうことがあったとすれば、今ここ商店街と協定を結んで、歩道について

は商店街での除雪をお願いしてございますので、その辺もし凍結等あれば、再度、私のほうか

らまた融雪剤、焼砂、その辺の配布というお話はしていきたいと思います。いずれにしても全

町的には、同じようなご質問でありますので、つるつる路面対策は、しっかり対応していきた

いと思います。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんでしょうか。 

８番、広地紀彰議員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。まず大前提に、ここにいらっしゃる皆さん誰しもこ

のつるつる路面や今回の断水に至るまでの大雪については、大きな危機感を持っている意味で

は共通だと思うのです。それで、例えば、今役場の職員の方々が基準を活用しながら除雪に出

るか、出ないか、真夜中の２時や３時までパトロールを続けて、一生懸命出すべきか、出さな

いべきかと迷って、何とか限られた予算の中で、この道路を何とかしなければいけないという

認識を持って仕事に取り組んでいただいているというふうに、私は理解しています。それで、

今回１点なのですけれども、そうは言っても、財政調整基金のほうを取り崩してまで、やはり

ライフラインを守らなければいけなかったほどの記録的な大雪、特に今回断水という、ライフ

ライン寸断に至る記録的な大雪にかかわってということで、例えば北海道とかに、緊急対策の

要請ということで、何かこういったことで補助をお願いできるような、そういった手だてを検

討したと思うのですが、その検討についての結果をお知らせください。 

○議長（山本浩平君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 白老町もそうですが、ことしは全国的に大雪ということで、

日本海側ばかりではなくて、東京も雪が降ってけがをされた方がたくさんいるというようなこ

ともございます。現在国のほう、北海道を通して、激甚災害までは今回至っていないのですが、

除雪に要した経費がどのくらいかかっているかというのは、町の財政課のほうに来ています。

それで、これは通常交付税に算入されてくることにつながってくるのですけれども、財政のほ

うからも、今回の補正額も考えて、北海道のほうに要請はしてございます。先週の話ですけれ

ども、総務大臣が大雪についての交付税は前向きに考えるということが官庁速報で出てござい

ますので、その辺交付税で多分カウントされるのではないかというふうに考えてございます。
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それらの算定される基準の資料、要請は北海道に提出しているということでご理解いただきた

いと思います。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第１号 平成 23 年度白老町一般会計補正予算（第 11 号）、原案のとおり決定すること

に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 


