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午前９時４０分 開議
○議長（久慈隆一君） おはようございます。
ただいまの出席議員は７名で定足数に達していますので、これより本日の会議を開きま
す。
────────────────────────────────────────
─
日程第１ 議案第８０号 平成２１年度蓬田村一般会計補正予算（第11号）案
○議長（久慈隆一君） 日程第１、議案第80号平成21年度蓬田村一般会計補正予算（第11
号) 案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） 議案第80号、平成21年度蓬田村一般会計補正予算（第11
号) をご説明いたします。
最初に総務課関係です。８ページお願いいたします。歳入でございます。一番上、地方
特例交付金 185万 6,000円を計上しております。
それから、９ページお願いいたします。下から２段目、14款の県支出金で消防費県補助
金として防災情報通信設備整備事 交付金 302万円を計上しております。これは国からの
100％の補助でございまして、日本に対する外部からの武力攻撃あるいはテロ、これらが
万が一発生した場合、国からの衛星通信のネットワークを使って全国瞬時に情報を受信す
るため、こういうネットワーク整備に係る交付金で、整備してくださいと、こういうこと
でございます。後で歳出にも出てきますので……。
10ページお願いします。10ページ、一番下ですね。村債、臨時財政対策債として今回 6
,046万 2,000円計上しております。これは地方交付税として交付するべき財源が不足した
場合に地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして該当する地方公共団体みずから
に地方債を発行させる、そういう制度に基づいております。
11ページお願いいたします。総務費の４目の財 管理費、この中で工事請負費としてハ
ンドドライヤー設置工事費20万円を計上しております。これは現在、男女トイレ改修にな
りましたので、その男女トイレに１台ずつ手を洗った後、乾燥させるハンドドライヤーを
設置するということでございます。
それから、８目の企画費の工事請負費としてＪＲ蓬田駅構内通路と村道の取りつけ部の
舗装補修工事費として50万円計上しております。これは蓬田駅の構内通路北側の方でちょ
うど寺道踏切とぶつかるところ、寺道踏切に行く村道とぶつかるところの接合部なんです
けれども、ここが駅側の約20メートルぐらい舗装がはがれて雨降った場合とか雪解け、そ
ういうときに水たまりとなるので通勤通学に苦情が出ているというもので、今回補正をし
て舗装補修をする、こういうことでございます。
それから、13目蓬田村の財政調整基金の積立金 5,060万円を計上しております。
それから、15ページお願いいたします。15ページ、９款消防費、非常備消防費として出
動手当53万 8,000円を計上しております。消防団員出動手当の補正でございます。
それから、その下、一番下の工事請負費、防災情報通信設備整備工事費として 302万円
計上しております。目的は先ほど述べましたけれども、内訳としては受信アンテナ、それ
から受信機、それからＬＧＷＡＮの回線接続、それから回転灯というふうになっておりま
す。ＬＧＷＡＮについては、これは地方公共団体が相互に接続する行政専用のネットワー
クで、これは全国的に自治体に配備されております。
総務課関係は、以上でございます。
○議長（久慈隆一君） 次に、
課長。
○
課長（川 清春君） それでは、
課関係の主な内容、補正内容につい
てご説明します。８ページをお開きください。下段の方です。
13款国庫支出金２項国庫補助金６目土木費国庫補助金、住宅 建築物安全ストック形成
事 補助金 500万円を計上しております。この内容については、歳出の方でご説明します
。
次に、13ページをお開きください。下段の方です。
６款農林水
費１項農 費１目農 委員会費、これは旅費、需用費、19節負担金補助
及び交付金ですが、農 者年金の補助金が増額になったため予算を組み替えしております
。
次のページをお開きください。３段目ですね。
８款土木費１項土木管理費１目土木総務費です。13節委託料 500万円、これは先ほど歳
入で出ました内容の分です。耐震改修促進計画策定及びハザードマップ作成 務委託料で
あります。この事 は国のモデル事 で、平成21年度に着手する事 に限り 500万円の定
額補助をする分であります。耐震改修促進計画策定及び地震のハザードマップを作成する
ための委託料であります。
次に、同じくその下の方です。２項道路橋りょう費１目道路維持費、需用費及び工事請
負費の減額をしておりますけれども、これは事 完了に伴い事務費と工事費を減額するも
のであります。
次のページをお開きください。２段目です。
８款土木費３項河川費１目河川総務費、工事請負費99万 8,000円ですが、これは板木沢
川の河床が洗掘され積みブロックが崩れるおそれがあるため補修工事をするものでありま
す。
以上で終わります。
○議長（久慈隆一君） 次に、教育課長。
○教育課長（青木昭信君） 16ページをお開きください。上段。
10款２項１目16節原材料費、各スクールバス停修繕材料費11万 4,000円、これは先月、
蓬田村の駐在所、それから村民会議の方々、それからＰＴＡ、教育委員会の職員が各スク
ールバスを清掃しました。それで、今のポリカというんですか、タキロンというんですか
、色あせたり裂けたりしているところがあります。それでその調査をしたところでありま
した。それで村民会議の方々が今月ですね、ボランティアで直してあげると。それで、じ
ゃ教育委員会として材料費だけでもということでこの11万 4,000円を補正させていただき
ました。
その下、10款３項１目13節委託料、蓬田村中学校建築設備定期検査委託料５万 5,000円

、これは建築基準法に定められている報告義務検査でございまして、換気設備とか排煙設
備、非常階段の照明等々の検査でございます。
その下、10款５項２目13節委託料、中央公民館建築設備定期検査委託料３万 1,000円。
その下、３目13節委託料ふるさと総合センター建築設備定期検査委託料３万 9,000円、
今説明したことによる補正でございます。
次のページをお開きください。上段。
10款６項１目14節使用料及び賃借料、村民スキー教室参加者リフト使用料３万 5,000円
でございます。これは蓬田村のスキー場が廃止になりまして村のスキー人口が減ったため
、そのスキーの人口をふやしたいということで毎年村民スキー教室を開催しているところ
であります。今年度も雲谷２回、それからあと鰺ケ沢１回、計３回を計画しているわけで
すが、何せリフトとか乗らなければならないので、できるだけ参加した方々の負担を軽減
したいと思いまして、今回３万 5,000円を計上させていただきました。
以上でございます。
○議長（久慈隆一君） 次に、住民生活課長。
○住民生活課長（八戸純一君） 住民生活課で計上しております内容についてご説明いた
します。12ページをお開きください。歳出でございます。
３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費の中の19節子育て応援特別手当 208津 8
,000円を減額しております。これにつきましては、国の方から子育て応援特別手当の執行
停止についての文書が本年10月15日付で来ておりますので、今回減額するものでございま
す。
次に、４目保育所費、19節に措置費負担金として 886万 7,000円を計上してございます
。これは蓬田保育園に運営費として交付されるものでございます。
次に、４款衛生費１項保健衛生費４目母子衛生費の20節扶助費として乳幼児医療費80万
円、幼児童医療費80万円を計上してございます。これにつきましては、３月までに不足が
見込まれる分を計上いたしました。
以上でございます。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。（「休憩をお願いします」の声あり）
暫時休憩します。
午前９時５３分 休憩
────────────────────────────────────────
─
午前９時５４分 再開
○議長（久慈隆一君） 休憩を取り消し会議を再開します。
先ほどの
課の説明の部分で間違いがあったそうですので、訂正をお願いします
。
○
課長（川 清春君） 15ページをお開きください。２段目ですけれども、河川
費の中で「関根股沢川」の部分を、私、「板木沢」と間違えましたので修正をお願いしま
す。「関根股」と言わなければならないところを「板木沢」と言いましたので、修正をお
願いします。訂正をお願いします。
○議長（久慈隆一君） いいですね。（「はい」の声あり）
これより質疑を行います。３番木村 修君。
○３番（木村 修君） 15ページ、今の川に関連して一つお聞きします。
ことし、蓬田川の雑木の伐採が行われて蓬田川が非常にきれいになったわけですけれど
も、今、通学路から上を見ますと５メートルぐらいの川幅のうち、水が流れている部分が
１メートル弱。場所によって違いますけれども、ずっと土砂が堆積しています。せっかく
きれいになった川なんですけれども、ミズキなど、二、三年あればすぐまた生えてきます
。あの土砂について対応を、対策を考えているのかどうかお伺いいたします。
○議長（久慈隆一君）
課長。
○
課長（川 清春君） 雑木の伐採に関しては、来年度も○続して○○する予定
ですけれども、川の土砂の掘り起こしに関しては財源の関係等もありますので、今後検討
していきたいと思います。
○議長（久慈隆一君） 木村 修君。
○３番（木村 修君） 私、前に一般質問でも述べましたけれども、あの土砂を全部運ん
でやるとなれば、かなりの経費がかかると思います。で、川、中がえぐれて深いところ、
深くなっているところとかいろいろあるわけです。少しでも経費をかけないで川を、土砂
をなくするということを考えた場合、深いところの底をならして、砂を深いところに埋め
て川底をならすという考え方を前に言ったわけですけれども、そうすればそんなに経費も
かからなくて済むと思います。あのままの状態で置けば、３年、４年ぐらいあれば、また
すぐ雑木が生えて、そうなればまたその砂の除去もできなくなってしまいます。せっかく
きれいにあのようにしたのですから、経費をできるだけ安くして川の砂を処理しないと、
せっかくやったものがいたわしく感じますので、これも検討してくださるように要望いた
します。
○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。７番坂本 豊君。
○７番（坂本 豊君） 11ページの下から２段目に11万 7,000円、防犯灯新設工事とある
わけですけれども、これは場所はどこなんでしょうか。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） この場所は郷沢と阿弥陀川、それから中沢、この３地区
でございます。
○議長（久慈隆一君） 坂本 豊君。
○７番（坂本 豊君） 先般、長科の幹線農道に防犯灯が新設されたわけですが、自治会
からの要望があって工事をしたという説明でありました。中沢の幹線農道もバイパスから
下は非常に夜は暗いわけですが、もしこれ自治会の方から要望があれば新設工事してもら
えるのかどうか、ちょっとお聞きいたします。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） ９月の議会でも述べましたけれども、自治会の要望があ
れば、それにこたえたいと、こういうふうに思います。

○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。坂本 豊君。
○７番（坂本 豊君） 次に、15ページの一番下段の消防○設費11万円についてお聞きい
たします。
これ説明、もうちょっと、中沢地区防火水槽逆流防止弁取付工事費とあるわけですが、
場所はどこで、どういう内容なのか、ちょっと説明していただきたいと思います。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） 中沢地区防火水槽の逆流防止弁取り付け11万円計上して
おりましたが、これは防火水槽に給水するとき、急にバルブ開けると近所の住家、坂本宅
って言ったかな ───の水道蛇口等に悪影響を及ぼすのを防止するということで、例え
ば赤水急に出てきたりとか、いろいろ急に引っ張られる場合あるところで、だから逆流の
防止弁をつけるということで、それで緩和するということです。
○議長（久慈隆一君） 坂本 豊君。○７番（坂本 豊君） 火災等があれば消防団員は
気が高ぶっていて防火水槽の弁を急激に開けるということで、非常に近隣の家庭に赤水が
入っているという苦情があるわけで、演習のときでも事前に役場に連絡しながら徐々に開
けるというふうに指導されているわけですね。ところが今のお話を聞いてちょっと疑問に
思ったのは、中沢のここ、場所は特定いたしませんでしたけれども、この場所だけでなく
てすべての防火水槽に対して同じ現象が起きる可能性があるわけですが、どうしてここ１
カ所だけになるのか、その説明をお願いします。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） 詳しくは私も聞いておりませんけれども、先般の連続し
た火事、それらに伴うもので発生したものと思われますので、そこをとりあえず直すと。
ほかについては、いろいろ私も聞いてみて、今後そのような対策で済むのかどうか、ちょ
っと聞き取りしてみます。
○議長（久慈隆一君） 坂本 豊君。○７番（坂本 豊君） こういう逆流防止弁をつけ
ることでそういう被害をなくすることができるのであれば、村内にあるすべての防火水槽
に対して、こういう予算をつける必要があるのではないかと思うので、その辺はどのよう
に検討なされているのか、最後にお聞きいたします。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） 他のの箇所については、今急な話しですので、いろいろ
事務サイドと協議していただきます。
○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。１番久慈省悟君。
○１番（久慈省悟君） 11ページをお開き願います。８款の15節工事請負費、蓬田駅構内
通路と村道の取りつけ部分舗装補修工事費で50万ありますけれども、蓬田駅構内について
はＪＲの管轄になると思うんですが、そちらの方も蓬田村の経費で補修するということで
すか。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） この道路は蓬田駅構内通路という形で我々総称しており
ますけれども、ほとんど農作 とか、普通の一般村民も道路として村道みたいな形で通行
しております。
今回要望が上がったのは、さっきも述べたとおり、ここを利用している例えばグリーン
タウンの住民ですね、この人たちが通勤通学に行くとき、ちょうど駅の通路と村道の取り
つけ部が水たまりができる、こういうことでございます。その苦情に対処すべく、そして
一応蟹田の駅長がここを管理してございます。蟹田の駅長さんを通して青森保線区と協議
して、そして青森保線区と話しした結果、村でやるんであれば我々も、まあいろいろ手続
もありますけれども、現場を見て重機は入れればだめ、高いアームの長いユンボーという
か、手作 でやるんであればいいですよと。そうなれば見張り員もつけなくてもいい。そ
うでなく重機など使うんであれば、きちっと正式に届けて見張り人つけて、そして立ち会
いをさせて、そういう形になる。ですから、簡易的にやるんであれば、手作 的なもので
あるんであれば保線区の許可でできますからと、こういうふうな回答をいただきましたの
で、予算計上したわけです。よろしくお願いします。（「わかりました」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。３番木村 修君。
○３番（木村 修君） 今の駅に関連してお伺いします。今現在、あの蓬田駅風除室の工
事を最中しております。村では新築のトイレを建築する予定ですが、工事の始まりの時期
と完成の時期がいつになるのかお知らせ願います。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） きのう盛岡の方から電話入りまして、今月の22日現地立
ち会い、立ち会い終わった後役場にて協議、それが過ぎれば許可が下りると。それで、盛
岡の方には土木とそれから建築と通信、この三つの班が来て、青森保線区も一緒に入って
の立ち会いと。その前に、駅のトイレそのものは駅構内になりますので、駅の構外を、例
えば水洗化しますので、くみ取り車が入る。だったらくみ取り車が往復するその道路も、
要するに借りてください、トイレ設置のその場所も借りてください、浄化槽の場所も借り
て、要するにこの面積出して盛岡の方に出しなさいと。で、それは11月の20日に測量して
出しましたので、それに対して内定というか、それをきのうの電話で受けまして、その申
請の借地のそれに基づいて現地検査する。で、いろいろ危険性ないのか、いろいろ建物の
構造とかそういうものを現地で判断して許可を与える、そういうふうになりました。
それで、工事的には盛岡の方も心配してくださって、年度内の完成を望むんでしょうと
、そのとおりですと言ったら、なるたけ早い時期に許可を出して、我々としては３月いっ
ぱいで完成を見たいと、こういうふうに伝えておりますので、詳細については、決まり次
第述べたいというふうに思います。
○議長（久慈隆一君） 木村 修君。
○３番（木村 修君） 今現在、蓬田の婦人会の有志の人たちがトイレを管理しているわ
けですけれども、新しくトイレができれば、この管理が大事だと思います。瀬辺地駅もそ
うです。蓬田駅もそうです。地域の婦人会の方々がボランティアでやってくれております
。今トイレが新しくできます。管理についても、村からこのボランティアの団体に対して
正式に管理してくださるようにお願い、一言お願いしておくことは大事ではないかと思う
わけですけれども、その点どのように考えていますか、お伺いします。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。

○総務課長（佐々木京太郎君） 今、議員おっしゃったとおりのものに、さらに検討を加
えながら早急に進めていきたいと、こういうふうに思います。
○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。久慈省悟君。
○１番（久慈省悟君） ９ページお開きください。14款、６番の消防費県補助金、こちら
で 302万円計上してますが、これに便乗したという形で、村内の有線放送で有事のときに
有線かかりますけれども、このスピーカーをもう少しふやすことはできないものかどうか
、その辺少しお聞かせ願います。
○議長（久慈隆一君） 総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） スピーカー的には２カ月ぐらい前、広瀬の方で余りよく
聞こえないということで直したんですけれども、村内全域も点検して新たにそれに伴う設
置となると多額のお金もかかることですし、いろいろ調べてみます。検討させてください
。
○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより、議案第80号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第80号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第２ 議案第８１号 平成２１年度蓬田村国民健康保険特別会計補正予算
（第４号）案
○議長（久慈隆一君） 日程第２、議案第81号平成21年度蓬田村国民健康保険特別会計補
正予算（第４号）案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課長。
○住民生活課長（八戸純一君） 議案第81号、平成21年度蓬田村国民健康保険特別会計補
正予算（第４号）につきまして、内容のご説明をいたします。25万円を増額補正してござ
います。
６ページをお開きください。歳出でございます。
３目一般被保険者療養費19節負担金、補助及び交付金に50万円を計上してございます。
これにつきましては、リュウマチによる補装具並びにマッサージ機の療養費がふえており
ます関係で、今回50万円増額補正しております。以上でございます。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより、議案第81号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第81号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第３ 議案第８２号 平成２１年度蓬田村介護保険特別会計補正予算（第
６号）案
○議長（久慈隆一君） 日程第３、議案第82号平成21年度蓬田村介護保険特別会計補正予
算（第６号）案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課長。
○住民生活課長（八戸純一君） 議案第82号、平成21年度蓬田村介護保険特別会計補正予
算（第６号）についてご説明をいたします。
６ページをお開きください。歳出であります。
７目居宅介護サービス計画給付費19節に 150万円を計上してございます。これにつきま
しては、訪問介護サービス、デイサービス、○設を利用した際のサービス費等の給付費が
３月までに不足が見込まれますので、 150万円を計上してございます。
２款４項１目高額介護サービス費、19節高額介護サービス費負担金として 140万円を計
上してございます。これは介護サービスを受けた際、高額になった場合ですね、本人の方
に限度額を超えた分を還付するための経費でございます。以上でございます。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより、議案第82号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第82号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第４ 議案第８３号 平成２１年度蓬田村簡易水道事 特別会計補正予算
（第４号）案
○議長（久慈隆一君） 日程第４、議案第83号平成21年度蓬田村簡易水道事 特別会計補

正予算（第４号）案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。
課長。
○
課長（川 清春君） 議案第83号、平成21年度蓬田村簡易水道事 特別会計補
正予算（第４号）についてご説明申し上げます。
６ページをお開きください。
１款１項１目一般管理費ですけれども、委託料は２万 7,000円の減になっておりますけ
れども、これは水道メーターの 務終了のために減額したものであります。
次に工事請負費ですけれども、№１取水ポンプ交換及び水位計工事費37万 8,000円の減
、これも工事の完了に伴い減額したものであります。次に、蓬田村瀬辺地地区側溝工事費
113万円ですが、この工事費は玉松駐車場北側のＪＲ線路の下をヒューム管が通っており
、そのヒューム管の中を水道管と以前駐車場に温泉が建っていたころの温泉の給湯管が通
っています。このヒューム管の中を地下水が伝わって流れてきており、所有者が土掘りの
側溝で対処しておりましたが、湿気がひどく、ことし９月にですね、外壁の工事をしてい
ます。このため、これらを解消するために新たに側溝を整備するものであります。
なお、用地については無償貸借ということで了解を得ています。
次に、備品購入費ですが、78万 2,000円の減です。これも事 完了に伴い減額するもの
であります。
以上で、説明を終わります。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより、議案第83号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第83号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第５ 議案第８４号 蓬田村固定資 評価審査委員会委員の選任につき同
意を求めることについて
○議長（久慈隆一君） 日程第５、議案第84号蓬田村固定資 評価審査委員会委員の選任
につき同意を求めることについてを議題とします。
これより内容の説明を求めます。村長。
○村長（古川正隆君） 議案第84号、蓬田村固定資 評価審査委員会委員の選任につき同
意を求めることについて。
蓬田村固定資 評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、議会の同意を求める。
青森県東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字田浦76の１番地、越田悦夫、昭和14年９月15日生ま
れ。
提案理由は、地方税法第 423条第３項の規定により、固定資 評価審査委員会委員の選
任について同意を得るため提案するものであります。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより、議案第84号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第84号は原案に同意することに決定
しました。
────────────────────────────────────────
─
日程第６ 次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項付託の件
○議長（久慈隆一君） 日程第６、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項付託の
件を議題とします。
次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項を議会運営委員会に付託したいと思いま
す。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（久慈隆一君） ご異議なしと認めます。よって、次期議会の会期日程等の議会運
営に関する事項を付託することに決定いたしました。
以上をもって、議事日程の全部を終了しました。
閉会するに当たり、村長よりあいさつをお願いします。
○村長（古川正隆君） 本定例会に提案いたしました全議案を可決していただきまして、
まことにありがとうございました。
今年も余すところ、あと20日ほどとなりましたが、議員の皆様方には、この１年間のご
活躍に対し、心から敬意を表するとともに、今後のさらなるご活躍に期待申し上げまして
閉会のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○議長（久慈隆一君） これをもちまして、平成21年第４回蓬田村議会定例会を閉会いた
します。
ご苦労さまでした。
午前１０時１８分 開会
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