
議会報告会実施報告書 

開催日時 平成２５年１１月８日（金） １９時００分～２０時４０分 

開催場所 厚田区みなくる 聴 衆  １４名 

担当議員 １班   片平議員・千葉議員・棟方議員・加藤議員・伊藤議員・青山議長 

会場で解決した事項 

Ｑ１ 石狩市はプラスチックのゴミを埋め立てているが、リサイクルできないか。 

   石狩市もプラスチックのゴミのリサイクルをやっていたが、業者が倒産した。 

Ａ１ 現在埋め立てているが、リサイクル化に向けて業者をさがしている。 

Ｑ２ 厚田区・浜益区の学校給食で、子供たちは満足しているか。 

Ａ２ 試食してもおいしい。 

Ｑ３ 石狩市の図書館は休みが多すぎる。また、図書館の職員数は。 

Ａ３ 開館日数は２９０日位で、札幌市を除く全道他市と同じ位です。正職員の数は４～５人位だと思

います。 

Ｑ４ 石狩湾新港の加工業者が、当別ダムの水を使わないでいるのをどう考えているのか。 

Ａ４ 食品関連１１社が地下水を汲み上げている。料金が数倍になるので、営業出来なくなるという理

由だが絶対に認められない。北海道が新港企業組合に説得している状況であるが、今のところ進

展はない。それ以外の会社は工業用水を使っているので問題はない。 

Ｑ５ 厚田区の合併後の人口の推移と高齢化率の推移は。 

Ａ５ 合併時 2,870人で、現在は 2,210人なので、約 660人が減少しています。 

Ｑ６ 石狩市の会計で軽自動車税の増収と自動車取得税の減収の影響は。 

Ａ６ 国会がはっきりしたら調査して報告します。 

 

Ｑ７ 石狩湾新港に大型のＬＮＧタンカーが入ってくるが、テロ対策などの危機を想定し

ているのか。 

Ａ７ 今年の夏も道警機動隊が来て訓練しているようです。 

Ｑ８ 最近、警察署誘致の動きが見えないがやっているのか。 

Ａ８ しております。１１月１４日には道警の総務部長に会って要請する予定です。 

 

 

 

 



議会報告会実施報告書 

市を通して要請する事項 

Ｑ１ 国道 231 号線の吹雪の危険個所で、防雪柵の手前の積雪を取り除かないと有効に機

能しなくてダメだと思うので処理してほしい。 

Ａ１ 要望します。只道路の法面があまりないので、積雪を処理するのは難しいと聞いております。 

議会として対応する事項 

Ｑ１ 厚田公園の資料館は老朽化しているので、特産品も扱った多目的施設を作ってほし

い。 

Ａ１ 先の一般質問で、施設の建設に向けて前向きに検討するとの答弁をいただいております。 

Ｑ２ 石狩湾新港地域への交通アクセスが悪いし宿泊施設もない。どうにかならないか。 

Ａ２ 実現に努力します。基本的に石狩湾新港地域は居住権を認めない扱いとなっています。 

Ｑ３ 秘密保護法案について議会としてはどう思うか。 

Ａ３ 12月議会で意見書などの質疑で議論されることになると思います。 

 

議 長 副議長 １班代表 ２班代表 ３班代表 ４班代表 事 務 局 
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開催日時 平成２５年１１月８日（金） １９時００分～２０時２２分 

開催場所 浜益区幌会館 聴 衆  ２４名 

担当議員 ２班   髙田議員・和田議員・蜂谷議員・大平議員・日下部議員 

会場で解決した事項 

Ｑ１ 浜益区の高齢化率が５２％、人口１６００人。高齢者率が高いのは、夕張市と同様。

私は８年前から浜益区に住んでいるが、就労場所が少ない。まつりの維持が困難。

冠婚葬祭が困難。交通手段もタクシーがない。買い物をする場所がないなど、若い

人が住みにくい地域となっている。農業・漁業の後継者がいない。 

Ａ１ 地域をあげた取り組みが必要と思われる。また、東広島市、呉市に行政視察に伺ったのは、１つ

の施設で、介護、子育てを含めて行っているなど何か参考にできないかと思われたからでした。

１３８年の歴史がある浜益の出身者の人脈を生かし、ふるさとに帰る人が多くなるよう人づくり

を行っていきたい。東広島市や呉市の施設はいづれも、非営利団体である社会福祉協議会で運営

していました。 

Ｑ２ 幌の仲道りに除雪が来なかった。会社に電話したら、日曜日だから休みだと言われ

た。夕方６時過ぎに除雪されても仕事にも行けない。 

Ａ２ 除雪センターや市に連絡するようにしてください。 

  

市を通して関係部署に連絡 

Ｑ１ 国道４５１号の街灯や矢印の電飾が切れている。目印になるので復元してほしい。 

Ａ１ 管理者は滝川道路事務所なので、市を通して内容を伝えます。（連絡済み） 

 

議会として対応する事項 

Ｑ１ 幌の消防団分団詰所の老朽化が進んでいる。建て直しの計画など場所としては高台

にある旧幌中学校が適地と考えるがいかがか。 

Ａ１ 老朽化が進んでいることは承知している。消防議会や市議会において要望していきたい。 

Ｑ２ 浜益「あいどまり」の職員の確保についてどうなっているのか。 

Ａ２ 先日、市と５０床にした場合の打ち合わせを行った。５０床では赤字となる。地元の要望が出て

おり町づくりプランの実現に向けて努力していきたい。 
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開催日時 平成２５年１１月８日（金） １９時００分～２０時３０分 

開催場所 花川南第２会館 聴 衆   ４ 名 

担当議員 ３班   堀江議員・上村議員・加納議員・神崎議員・伊関議員・花田議員 

会場で解決した事項 

Ｑ１ 紙マークのついている物は、段ボールなど一緒に出してもいいのではないか。 

Ａ１ 紙マークのついている物は、町内会の資源回収に出してください。 

Ｑ２ 学校給食のトレーについて、なぜ必要があるのか。 

Ａ２ トレーがあると、汁物、ごはん、おかずなどを一度に各自の机に運ぶことができて、子供たちの

負担が少なくなる。 

Ｑ３ 石狩市でトレーを取り込むことができない理由について。 

Ａ３ 給食センターでの洗い場の対応ができていないため。（搬送・保管場所などにより） 

Ｑ４ 防災会議に５回ぐらい参加している。中学校の先生方に避難場所の認識がない。校

長、教頭の連絡先や学校のかぎなど土日曜日の対応が心配。校舎屋上に上がる外階

段がない。備蓄品の中に、灯油ストーブがあるが、灯油がない。 

   防災会議で、みんなから意見を聞いているが、市ではここまでやれるけれど、残り

は住民で考えてくださいというのが、筋ではないか。 

   何も出さないで、皆さんどうですかでは、私たちには考えられない。 

   市では、ここまで備品を出しました。残りの３割～４割を皆さんにというのが筋で

ある。 

   また、消防による訓練は、１０年ぐらい前に一回やったきりで、中学校の先生も役

員も皆、異動で替わってします。 

   ２年に１回ぐらい避難訓練をやっていただく方向で検討願いたい。 

   また、防災マップも経年変化で役に立たなくなっている。独居老人や身体の不自由

な人の資料がない。プライバシーの関係で、役員にも資料として配れない。学校は

避難所ですよとの認識しかなく、活用方法がわからない。その意味でも、地域と連

携した訓練をしたほうがよいと思っている。 

   また、防災備蓄品も、期限切れになる前に訓練で配るなど工夫してもらいたい。 

   このことを踏まえ、防災の出前講座はしていただけるのか。 

Ａ４ 出前講座として行っています。 

Ｑ５ 防災訓練の励行をすべきと考えるが。 

Ａ５ 防災訓練は議会でも取り上げて質問をしている。夏はもちろん冬場の訓練もやるべきと思ってお

り、今後も避難訓練は実施していくよう議会としても取り組んでいきたい。また、６５歳以上の
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高齢者は一人で逃げれないので、石狩中学校を例にして中学生もマンパワーとして考えていきた

い。この様な会議の内容を教育委員会にも伝えていきたい。 

Ｑ６ 防災備品についてどこまで用意しているのか。 

Ａ６ 確保する場所にも限界があり、企業との防災協定などで確保している場合もある。石狩市では、

１日分で地域の３割の人の分まで確保できている。 

Ｑ７ 古くなって使えない消火器の処理について。 

Ａ７ ホームセンターなどで新しい消火器を買うと古い消火器を処理してもらえます。 

 

市へ要望する事項 

１ 中学校の備品場所が低い所にあるので、津波の時に心配だ。 

２ 防災備品のリストを町内会に配付してほしい。 

３ 学校での草刈やグランド整備については、学校・教育委員会から町内会に要請してほ

しい。 

 

議会として対応する事項 

１ 市は、協働事業に力を入れているが、厚田の山に植林している「クマゲラ」の活動に、

これまで、議員や市職員の参加がない。１０年たったら協働について再検証すべきと

考えるが、いかがか。 

議 長 副議長 １班代表 ２班代表 ３班代表 ４班代表 事 務 局 
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開催日時 平成２５年１１月８日（金） １９時００分～ ２０時３７分 

開催場所 パストラル会館 聴 衆 男４名 女３名 

担当議員   ４班 長原議員・阿部議員・池端議員・村上議員・米林議員 

会場で解決した事項      

Q1 市民が健康で生活できるような取り組みがされているか。 

A1 ウォーキング事業など行っている。また、健康診断の受診率を上げるため、市民の皆

さんには健診を受けて頂きたい。 

 

議会として対応する事項 

Q1 本町に両親が住んでいるが、災害の際、志美の防災公園までの移動が心配。その際の

支援は。                                         

A1 災害発生時は、自分の身は自分で守る自助がまずは最優先となる。次に地域での助け

合いとなる共助、そして最後に公助の順となるが、地域の自主防災組織が主体となり共助

の体制を整備することがとても重要である。特に川と海にはさまれた本町地域において、

要援護者の移動の手段なども含め、今後も議会として検討していく。  

また、市では災害時の要援護者名簿を整備し関係機関で対応することとしている。 

Q2 初めて議会報告会に参加したが、市議会議員が地域で報告会を開くことは有意義と思

う。しかし、せっかくの機会なのに参加者が少ない。周知方法など工夫が必要である。           

A2 町内会長さんなどにもお願いに行っているが、今後、一層の周知に努める。 

その他 

１ 市民意識高揚のため市のテーマソングを作るべきである。合併 10年を目途に石狩・厚

田・浜益の特色を織り込んだ歌詞を３番まで公募し、石狩を離れても口ずさみ石狩を

思い出せるようにしてはどうか。（対応：他の市町村で事例があるかまずは調べてみ

る。） 

２ 最近結婚しない人が増えているが、その対策として出会いの場を提供すべきではない

か。（対応：農業関係では「婚活」を行っている。提言として受け止める。） 
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開催日時 平成２５年１１月９日（土） １３時００分～１４時３０分 

開催場所 紅南会館 聴 衆  １６名 

担当議員 １班   片平議員・千葉議員・棟方議員・加藤議員・伊藤議員・青山議長 

会場で解決した事項 

Ｑ１ 土地開発公社の負債（志美の土地）を時価ではなく簿価で購入しているのはおかし

いのではないか。 

Ａ１ 土地開発公社の借金を減らすため、７割が地方交付税で戻ってくる合併特例債を使って購入した

ものです。将来に遺恨を残したくないという気持ちです。 

Ｑ２ 有料化でゴミが減ったのに、また、除々に増えてきているのはどういう理由か。 

Ａ２ リバウンド現象といって、慣れによる気の緩みとかです。 

Ｑ３ 石狩市に市立の総合病院はできないか。 

Ａ３ 市立病院経営は道内の多く自治体が赤字である。札幌市に近いので民間の病院を利用した方が得

策である。 

市へ要望する事項 

Ｑ１ 衛生センターのゴミ持ち込み時間が平日３時迄は早すぎるし、土日は受け入れない

ので、勤め人は持ち込めない。改善してほしい。 

Ａ１ 交渉してみます。 

Ｑ２ 紅南公園の中のパークゴルフ場のクレーターを整備してほしい。 

Ａ２ 所管部に伝えます。 

 

議会として対応する事項 

Ｑ１ 石狩市の借金を説明するときは、資産も説明しないとバランスシートがわからない。 

Ａ１  検討します。 

Ｑ２ 生ゴミを水分をきって量を減らす用具が新聞で紹介されたが石狩市も取り組んでほ

しい。 

Ａ２ 調べてみます。ザルに入れて乾燥させると量は減ります。 

Ｑ３ バスの利用が不便である。（高齢化も進み）。循環バスを走らせてほしい。 

Ａ３ 以前、循環バスを試験運行したが採算性がとれなかった。しかし、あれから年数も経ち高齢化も 

進んでいるので再検証が必要かもしれない。 
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開催日時 平成２５年１１月９日（土） １３時００分～１４時４０分 

開催場所 ひまわり会館 聴 衆   ７名 

担当議員 ２班   髙田議員・和田議員・蜂谷議員・大平議員・日下部議員 

会場で解決した事項 

Ｑ１ 石狩市は札幌市のベッドタウンとして発展してきたが、今現在、シャッター通りが

増えている。水道料金が高い。アパートの家賃が高い。浜益までの距離が短く感じ

るよう観光や農業をどう考えるか。 

Ａ１ 北広島市と比べて、自由に商店街が設置できたこともシャッター通りができた理由と考える。ま

た、浜にあった役所も花川北に移動し、インフラ整備にお金をかけた公社の問題も６１億円から

３０億円と減っている。小泉改革で地方交付税が減らされたことが大きい。データーセンターや

LNG 基地を呼び込んでいる。浜益まで７０ｋｍ人口１６００人では経済活動が難しい現状で、

格差ができている。定年退職後の移住が多く、生産人口にはならない。 

    石狩市は、８年前に市町村合併した。交付税年間１０億円、合併特例債７割が帰ってくる。志

美の土地購入に２４億円使用した。財政特例にも限りがある。検証が必要と考える。 

    魚つきの森や道の駅などを展開しているが、シャッター街は都市計画の中で町の中心がないの

が原因と考える。そのため、買い物ができない状況となっている。 

    水道料金が１６．７％値上がりした。西部水道事業企業団は、北海道、石狩市、当別町、札幌

市、小樽市の５団体で構成しており、水道単価については大きなテーマと考えています。これ以

上水道単価が上がらないよう努力する。 

    生振地区は、６年前から井戸水から水道水に替わった。大変ありがたいものと感じている。 

Ｑ２ 花川地区の人口が減っている。空き家が増加している。行政に提案しているのか。 

Ａ２ １年間で５００人減少している。これまで、１０年以上、議会で質問してきた。 

   ２世帯住宅の建設を促進するため、建ペイ率、容積率の緩和を進めている。 

    石狩市の保育所待機児童数は０人で子供が育ちやすい町にしようとしている。 

Ｑ３ ひとり暮らしで、具合が悪くなって救急車を呼んだ場合、身体が動けないで、錠が

かかっている時、救急隊員はその錠をどうするのか。 

Ａ３ 社会福祉協議会に届けることによって民政委員や隣近所の方が合いカギを持っている場合があ

りケースバイケースで対処すると思います。 

Ｑ４ ごみ袋５ｋｇの利用状況について知りたい。 

Ａ４ 数字を持ち合わせていないので、後日個別に連絡いたします。（説明済み） 

Ｑ５ オスプレイや基地を作ることを沖縄の人がどう考えているのか知りたい。 

Ａ５ 今回視察していろいろな人に聞いてみたが、本人の周りのごく身近な人を戦争で亡くしていると
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いう現実がある。このことは道内の人にはない感情として理解してあげなければならないと感じ

た。また、基地内では、３ドルあれば、食事ができるため、町へ出て一般的な１０００円の食事

を食べることはないと知らされた。 

Ｑ６ ミックスペーパーの回収を町内会単位でできないだろうか。袋の支給も含めて。 

Ａ６ モデル町内会で試行している状況で、その結果を踏まえてどうするのか検討されるものと理解し

ている。 

Ｑ７ 石狩警察署の設置について進展しているのか。この会館もいたずらされて、予算を

やりくりして防犯カメラを設置している。 

Ａ７ 議会としてこれまでは、意見書を北海道警察本部に提出していたが、今回は、決議書を１０月１

４日提出するよう準備している。すこしずつ進んでいると思っている。 

    全道の警察署は６９署あり、北海道警察本部の設置の考え方は、全体数を固定して、新設は統

廃合で対応しようとしている。そのため、廃止しようとする警察署の地元では、廃止という言葉

に敏感になっており廃止も難しい状況と聞いている。新設場所については、札幌市の清田区、恵

庭市、石狩市などが候補に挙がっていると聞いている。 

    これまでは、警備課長対応だったのが、予算権がある総務部長対応になった。 

    北海道議会議員に協力をお願いしている。 

Ｑ８ 道営グリーンコート花川団地で市の除雪車が来なくなった。４０万円ほど除雪費用

を住民が負担している。月に５００円～６００円の負担になる。どうなっているの

か。 

Ａ８ 資料を持ち合わせていないので、後日個別に連絡いたします。（報告済み） 

市へ要望する事項 

１ 家屋の番地を表示する表示板を市の予算で各家屋に設置してほしい。近頃表札もかけない家が多く

あり、防災の一環として整備してほしい。 

その他 

１ 国会で機密保護法が審議されている。ものが言えない状況になる。議員として反対してほしい。 

 

議 長 副議長 １班代表 ２班代表 ３班代表 ４班代表 事 務 局 

       

 



議会報告会実施報告書 

 

開催日時 平成２５年１１月９日（土） １３時００分～１４時３０分 

開催場所 わかば会館 聴 衆   １２名 

担当議員 ３班   堀江議員・上村議員・加納議員・神崎議員・伊関議員・花田議員 

会場で解決した事項 

Ｑ１ 決算余剰金の実質収支と繰越財源との差について。 

Ａ１ 年度ごとの予算と年度を跨いで執行する予算の違いで、表示の方法を工夫していきます。 

Ｑ２ 防災関連事業でヘリサインを詳しく説明願いたい。 

Ａ２ 地方の操縦士が応援に飛来する場合に、地名がわかるよう「厚田」「浜益」と表記している。 

Ｑ３ 恩納村での学校図書を利用する場合、送迎バスを利用しているが、石狩の場合は。 

Ａ３ 専用の送迎バスはありません。 

Ｑ４ 一般廃棄物が増加しているが、処理場の建て替えについて。 

Ａ４ 処理場の耐用年数期間であるこの１１年間においては、民間委託で行っており現施設を使用して

いく。この中で、札幌市や周りの自治体との共同事業となるのかこれからの課題と受け止めてい

る。 

Ｑ５ 防災の中で、携帯電話で電話をした場合、場所が特定できるのでしょうか。 

Ａ５ 受信アンテナの分布状況にもよるが、携帯電話よりも固定電話の方が間違いなく特定できる。 

Ｑ６ 行政視察について石狩市にどうように生かされるのか。 

Ａ６ 今回視察に伺った恩納村で、実施されている、学校司書の全校配置を市に求めることや米飯給食

を目指したり、学校給食でのトレーの利用を全学校に求めていきたい。 

Ｑ７ 石狩市内に１０階建ては１か所しかなく、津波などの防災対策はだいじょうぶなの

か。また、志美の防災施設は海抜１５ｍで対応しているが、花川地域の小中学校の

避難場所は海抜が５～６ｍしかない。どう対策しようとしているのか。 

Ａ７ 議会においても質問しているが、災害時にどこに逃げるのかについては、まだ、示されていない

が、あらゆる可能性を検討している。 

Ｑ８ 防災備蓄品で毛布とミルクが少ないと感じる。人数分を確保してほしい。 

Ａ８ 食料品関係は、１日分を目安に用意しており、不足分は新港地域の企業と災害協定を結んで対処

しようと考えている。 

Ｑ９ 賞味期限切れのミルクなどはどう処分しているのか。 

Ａ９ 町内会などの災害訓練時に有効利用している。 

Ｑ１０ 志美に造成中の防災公園の築山に２３００人が避難できるというが、あの地域に
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２３００人もいるのか。 

Ａ１０ 地域的には２５００人ぐらいの川と海に挟まれた地域の皆さんの安心のために必要な施設と

考えている。 

Ｑ１１ 消防署のサイレンの問題は解消されたのか。 

Ａ１１ 議会でも質問として取り上げられ、現在はしっかり整備されていると報告されている。 

Ｑ１２ 防災行政無線について花川北・南の配置計画はどうなっているのか。 

Ａ１２ 防災行政無線は、海岸地域から順に整備してきており、最終的には花川地域も設置すると聞い

ています。 

Ｑ１３ 石狩市の職員は、札幌市から何人通っているのか。札幌市に税金を落としている

がその対策について 

Ａ１３ 約４割の職員が札幌市から通っている。 

Ｑ１４ 議会としてどう対応しているのか 

Ａ１４ 議会からも職員採用時に石狩市へ住むよう求めている。 

Ｑ１５ 石狩市で危険動物を飼ってはいけないという条例はないのか。 

Ａ１５ 石狩市には、ありません。 

Ｑ１６ 地域の方が親切で除雪してくれるが、縁石と道路にきずが付いているが。 

Ａ１６ 道路管理者である建設水道部に連絡して現地対応をしてもらうようにして下さい。 

 

市へ要望する事項 

１ 決算報告書を「広報いしかり」に掲載してほしい。 

決算・予算などは毎回掲載されていますが、より分かりやすくするよう所管に伝えます。 

２ 防災マップの内容をそのままに携帯できるサイズにできないか検討してほしい。 

３ 災害協定は結んでいても災害時、輸送手段はだいじょうぶか。 

万全の体制を確保するよう市に伝える。 

 

その他 

１ 厚田の風力発電の建設計画にかかわって、事業者の姿勢について大変憤りを感じる。 

２．１０月３０日に行われた「石狩の地震災害を学ぶ会」での田中実さんの講演会を今後、

各地域でも開催するよう希望します。 

３ 小樽市では５０００円で共同墓地があると聞いているが、石狩市にはありません。 

Ｑ１ 町内の歩道の除雪を町内会で行うため回覧で回しているが、高齢者ばっかりで対応

ができない。 

Ａ１ 内容について詳しく知り得ないため、持ち帰って内容を精査して後日、連絡します。 

 

 



議会報告会実施報告書 

 

開催日時 平成２５年１１月９日（土） １３時００分～ １４時３５分 

開催場所 花川南 1条会館 聴 衆 男８名 女８名 

担当議員   ４班 長原議員・阿部議員・池端議員・村上議員・米林議員 

会場で解決した事項 

Q1 ゴミ処理に係る経費が年間６億８千万との説明だが家庭ごみだけの金額か。     

A1 家庭ごみだけでなく市全体で処理した経費である。その中にはし尿などの処理費も含

んでいる。     

Q2 ミックスペーパー戸別収集モデル事業を実施しているが将来的に実施するのか。   

A2 現在の拠点回収から戸別収集を行った場合の課題等について検証し判断されることに

なる。  

Q3 リサイクルプラザのリサイクル品の販売周知はどのように行っているのか。     

A3 最近はリサイクルして販売できる大型家具等が少ないため不定期実施で、その際広報

等でお知らせしている。 

Q4 報告会で即答出来なかった場合の対応について、どうするのか。                 

A4 案件によっては個別に回答することもある。今後、回答の手法について再度検討して

ゆきたい。   

Q5 ニューあかしや会館そばの歩道縁石が冬期間の除雪でガタガタになっている。また、

冬期間歩道に駐車する車が多い。                     

A5 当該道路の状況について、現地確認するとともに担当部署に通知する。また、冬季の

迷惑駐車については駐車車両に貼るステッカーを用意しており効果があるが、町内会から

担当部局へ連絡して頂ける配布してくれるので、是非、町内会の協力をお願いする。   

Q6 道路と自宅敷地の間に花や木を植えているところがあるが、放置していて良いのか。        

A6 原則的にはいけない事だが、地域住民に対し特に支障がない場合などについては、ケ

ースバイケースではと考える。 

Q7 除雪を委託している事業者の中に反社会的勢力（暴力団構成員）を雇用している情報

があると聞いているが、確認しているのか。                                         

A7 前回の報告会で指摘があったが、その後、調査をしたが実態は無いと聞いている。 

  

市へ要望する事項 

１ 最近の除雪はただ踏み固めるだけで路盤が上がり融雪期にはザクザクになり埋まるこ
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ともあるので、もっと路面の下から削ってほしい。（対応：圧雪基準を定めて除雪している

が、通行に支障がでている場合は個別に対応をしている。） 

議会として対応する事項 

Q1 昨年７月に中学生以上を対象にして防災に関するアンケートの集計結果について、市

に何度か問い合わせしたが未だに報告の公表がない。                                                                        

A1 今回作成した防災ガイドには反映されていると思うが、議会にも報告を受けていない

と思うことから、後日、確認し個別に結果報告する。 

 

議 長 副議長 １班代表 ２班代表 ３班代表 ４班代表 事 務 局 

       

 


