
平成23年第５回臨時会

上士幌町議会会議録
平成23年 ７月14日 開会

平成23年 ７月14日 閉会

上士幌町議会



平成２３年第５回上士幌町議会臨時会会議録目次

　　平成２３年７月１４日

出欠席議員…………………………………………………………………………………………１

職務のため出席した者の職氏名…………………………………………………………………１

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名………………………１

議事日程……………………………………………………………………………………………２

開会の宣告…………………………………………………………………………………………３

開議の宣告…………………………………………………………………………………………３

議会運営委員会の報告……………………………………………………………………………３

会議録署名議員の指名……………………………………………………………………………３

会期の決定について………………………………………………………………………………３

議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決………………………………………………４

議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決………………………………………………５

閉会の宣告………………………………………………………………………………………１２

署名議員…………………………………………………………………………………………１５



７  月  1 4 日



平成　２３　年　　第　５　回　　上　士　幌　町　議　会　　臨　時　会　　会　議　録

招 集 年 月 日 　平成　２３　年　７　月　１４　日

招 集 の 場 所 　上　士　幌　町　議　会　議　場

開 会 ・ 閉 会

日 時 及 び 宣 告

開　会 平成２３年　７月１４日　午前１０時００分 議　長 杉　山　幸　昭

散　会 平成２３年　７月１４日　午前１０時３０分 議　長 杉　山　幸　昭

応（不応）招議員並びに

出席及び欠席議員

出　席　１１名

欠　席　　－名

欠　員　　－名

○　　　出　　席

△　　　欠　　席

×　　　不 応招

△公　　公務欠席

遅　　　遅　　刻

早　　　早　　退

議席

番号

氏　　　　名 出欠

の別

議席

番号

氏　　　　名 出欠

の別

議席

番号

氏　　　　名 出欠

の別

１ 伊　東　久　子 ○ ７ 角　田　久　和 ○

２ 堂　畑　義　雄 ○ ８ 山　本　和　子 ○

３ 山　本　弘　一 ○ ９ 山　本　裕　吾 ○

４ 中　村　保　嗣 ○ １０ 中　島　卓　蔵 ○

５ 渡　部　信　一 ○ １１ 杉　山　幸　昭 ○

６ 佐々木　　　守 ○

会議録署名議員 ６番　　佐々木　　　守　　議　員 　７番　　角　田　久　和　　議　員

本会議に職務のため

出席した者の職氏名

議会事務局長 河　村　義　憲 議会事務局主査 櫻　井　淳　史

地方自治法第１２１条
の規定により説明のた
め出席した者の職氏名

町 長 竹　中　　　貢

会 計 管 理 者 石　王　良　郎

総 務 課 長 高　嶋　幸　雄

町 民 課 長 （会計管理者兼務）

農 林 課 長 松　岡　秀　行

商工観光課長 早　坂　清　光

代表監査委員 新　田　勝　幸

－1－



－2－



平 成 ２ ３ 年 第 ５ 回 上 士 幌 町 議 会 臨 時会
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　──────────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまより、平成23 年第５回上士幌町議会臨時会を開会い

たします。

　　本日の議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、関係説明員の出席を求め

ております。

（午前１０時００分）

　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

（午前１０時００分）

　──────────────────────────────────────

◎議会運営委員会の報告

○議長（杉山幸昭議長）　議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。

　　議会運営委員長、渡部信一議員。

○議会運営委員長（渡部信一議員）　議会運営委員会よりご報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、７月８日午前11 時 30 分より委員会室において議会運営委員の

出席をいただき、説明員に総務課長の出席を求めて委員会を開催し、議事運営及び議案

の審議方法等について審議いたしました。

　　議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

　──────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において６番佐々木守議員、

７番角田久和議員を指名いたします。

　──────────────────────────────────────

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。
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　　今臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日１日間と決定いたしました。

　──────────────────────────────────────

◎議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、議案第40 号工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第40 号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　別紙、議案第 40 号関係資料をご参照願います。

　　このたび議決を求める工事請負契約の締結は、北門地区農道改良舗装工事であります。

　　本事業は、国道273号線と萩ケ岡51 号交点から国道241号線と居辺原野線交点を結

ぶ路線の一部整備について、調査設計も含め３カ年で実施しているものでございます。

　　このうち道路改良舗装工事は平成22 年度から平成23 年度の２カ年で実施するもの

であり、平成23 年度当初予算において関係予算の予算議決をいただいたものでありま

す。

　　工事の概要は、道路改良舗装延長1,825.6メーター、車道幅員5.5メーターでありま

す。

　　工事入札につきましては、平成23 年６月29 日午前９時30 分に執行し、町内４業

者と町外３業者の合計７業者での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されまし

た。

　　契約の金額は5,827万5,000円、入札予定価格は6,148万8,000円で、落札率は

94.77％でございます。

　　契約の相手方は、上士幌町字上士幌東２線234番地、株式会社川村組、代表取締役川

村文雄氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成23 年 11 月 18 日までとしており

ます。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い
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ただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第40 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 40 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第40 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 40 号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、議案第41 号平成 23 年度上士幌町一般会計補正予

算（第４号）を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第41 号平成23 年度一般会計補正予

算（第４号）の内容をご説明申し上げます。

　　補正総額は1,883万円の追加補正となります。補正後の予算規模は一般会計並びに５

特別会計の総額で 74 億1,517万円となります。

　　内容について申し上げます。１ページをご覧ください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,883万円を追加し、総額を55

億8,985万4,000円とするものでございます。

　　第２条では、地方債補正として、３ページの第２表のとおり、過疎対策事業につきま

して854万円増額するものでございます。

　　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２ペ

ージの第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正内容につきましては、交通公園交流施設整備事業につきまして、工事関係

－5－



経費を1,883万円追加補正するものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、補正予算の内容についてご説明させていただきました。ご審議を賜り、ご可決

いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第41 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　ただいま上程されました歳出の部分で公園管理費、交通公園の

交流施設ですが、この施設の設置の趣旨とこの内容について、事前にはこの図面等はち

ょうだいしておりますけれども、この際お聞きしておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　本町にはこれまで焼き肉等の雨が降った日等にできる公の施設

というものはなかったということで、何とか町で雨天時にも焼き肉交流等ができる施設

が欲しいというようなことを商工会さんや町民の皆さんからご要望をいただいておりま

した。

　　これまでは町内２区にございます旧ボーリング場の跡のところをお借りしてやってい

たり、あるいは町民の皆さんや、あるいは会社の車庫だとか、倉庫だとか、そういうと

ころを利用して焼き肉交流等をされておりました。そんな中で、平成20 年 12 月に商

工会のほうから交通公園に焼き肉施設、町民のそういう交流のできる施設をつくってほ

しいということで要望がございました。そうした中で、この間、庁舎内で、役場内の関

係課でいろいろ協議をしてきております。

　　そんな中、焼き肉施設というお話がメインでございましたけれども、年間を通じて、

こういう施設ができれば、また利用頻度は当然上がると思いますけれども、焼き肉施設

に限定をした施設ということではなくて、多目的に利用できる施設というようなことで、

交通公園はパークゴルフもできるところでございますので、パークゴルフに来られた方

が休憩をしたり、お子さんを連れて散歩に出られたお母さんや子供がひと休みしたり、

保育所の遠足で出かけたりというようなことでのお休みをしたりする、そういうような

多目的に利用していただける施設というようなことで検討をさせていただきまして、こ

の間、理事者協議を行いまして、さきの６月定例会の開催中の14 日に産業経済建設常

任委員会に内容についてご説明をさせていただきまして、いろいろご意見、ご提言もい

ただきましたので、風、雨よけの巻き上げ式のカーテンの設置、それから炭を消す場所

も配置をするというようなことで最終的に調整をさせていただきまして、本日の提案と
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いうことになりました。そのようなことで本日提案をさせていただいております。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　冒頭のほうで多目的施設というふうに今課長おっしゃられまし

たけれども、焼き肉施設という主題といいますか、趣旨はそういうことなんでしょうけ

れども、近所に住宅地もあるので、焼き肉をするということであれば、多少の飲食とい

うことで、声が大きくなったりとかというような、そういうような部分での地域住民の

方々の合議制というのはとられているのかどうなのか。

　　やはりその辺はモラルの問題で、時間の制限だとか、いろんなことがこれから設けら

れていくんではないかと思いますけれども、管理の件のことも、今この上程の中では出

ておりませんし、そのパークゴルフ場というところに隣接しているので、パークゴルフ

場との兼ね合いという部分で、休憩施設ということをおっしゃいましたけれども、ここ

に常時この施設の中にいすやらテーブルやらが置かれているのかどうなのか。そういっ

た意味で、焼き肉のときの使用ということよりも、むしろ町民の憩いの場という感覚で

あるのであれば、本町の場合においては極めてそういう部分は憩いの場としては非常に

少ない状況であると私は感じておりますので、そういった意味でこういったたぐいのも

のは今後、本町にも非常に少子高齢化の社会で必要ではないかと、こういうふうに私自

身は思っております。

　　そういったところで、この今私が申し上げた地域住民との合議制、そしてパークゴル

フ場として使用する方との兼ね合い、そして管理のあり方、さらにまた、この施設の中

でのただいま課長からカーテンロールをつけるとおっしゃいましたけれども、これのカ

ーテンロールというのは、先般、私どもこの議会で札幌市のほうに出張で行ったときに、

帰りもホクレンの施設を見てきましたけれども、このカーテンロールのあり方というの

が、上からの巻き上げ式がいいのか、上から下への従来どおりの私どもが日常使ってい

るカーテンの方式のほうがいいのか、この辺のことの検討、あるいは西日が強くあの辺

は差すところでございますので、これからのランニングコストだとか、あらゆる面も含

めて、その辺は深く検討した上でやられたものなのか。この辺も含めてお尋ねしておき

たいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　何点かご質問ございましたので、もしかして漏らした場合には

ちょっとまたご指摘をいただきたいと思います。

　　まず１点目に、地域との合意ということでございますけれども、あそこの交通公園に

ついては、設置場所が東北というようなことで設置を考えておりますので、６区それか
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ら１区の住民の方々があそこに隣接をしているということになりますので、１区の区長

さん、それから６区の区長さんにご相談を申し上げまして、地域の方々にお集まりをい

ただいて、５月に説明会を開催をさせていただきまして、管理方法なり設置の考え方、

管理運営の考え方についてご説明をさせていただきまして、ご了解をいただいていると

いうような状況にございます。

　　そんな中で、ご意見としては、パークゴルフ場というようなことでコースがあるので、

お子さん連れで来られている方なんかが、玉が飛んできてけがをするというようなこと

のないように、きちっとその辺調整をしてやってほしいというようなことのご意見をい

ただきました。そんなことで、パークゴルフの部分については、この後、協会のほうと

ご相談をして、あそこのコースどりを交流施設のほうにボールが直接飛んでこないよう

に、コースの変更等をしていただくことを予定をしております。

　　それから、あそこの日常的な部分ですけれども、あそこは通常焼き肉、飲食等の交流

の場合は事前に申請ということになりますけれども、日常的には自由に使っていただく

と。団体等で、そういう飲食等を伴い一時休憩するだとか、ちょっと休むだとかという

ことについては、そのようなことで自由に使っていただくということで考えております。

そんなことで、一応現段階としては、ここにいすを３脚程度固定というようなことで配

置をしたいということで考えております。

　　また、具体的な管理方法等については、これから商工会さんにその管理運営の分につ

いては、基本的な管理は公園ですので、建設課ということになりますけれども、この施

設の貸し出し等の管理運営は商工会さんの事務局にお願いをしてやっていただくという

ようなことで、今ご相談をしてきておるところですので、これからの部分についても、

またさらに使用に向けては詳細な詰めをしていきたいというふうに思っております。

　　それから、先ほど使用の部分で、この施設は一応焼き肉、飲食等のそういうことで使

う部分については、午後７時ぐらいをめどに終了させていただくというようなことで、

そういうことにしようというようなことで考えております。

　　それから、騒音だとか、そういう問題がありますので、何かの団体のお集まりでごあ

いさつをするときにマイクを使うとかというようなことは、使ってもあれなんですけれ

ども、カラオケの機械を持ち込んでにぎやかにやるというようなことは規制をしていき

たいというようなことで思っております。

　　それから、今回カーテンについては巻き上げ式ということにさせていただいておりま

す。これは柱と柱との間が5.4メートルございまして、普通の通常のカーテンというよ

うなことで、横から引いてくるやつですと、強風等によってもたないというようなこと
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がありますので、巻き上げ式ということにさせていただきまして、風が強いときには、

その巻き上げ式のカーテンの裏側に、柱と柱との間に２本のワイヤーを張るというよう

なこともできるようにしておりまして、そんなことで強度というような部分で巻き上げ

式という方式をとらせていただいております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに。

　　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　ただいま山本裕吾君も質問されておりましたけれども、この

27 メートルの巻き上げ１本なのか、それとも5.4メートルに１つずつつくのか。27

メートルを一遍に上げるというのは、相当耐用年数からいってもすぐだめになるのかな

というのと、少人数で使いたいときに、この27 メートルを全部一遍に下げなければな

らないのか。カーテンであったら、その使う部分だけをカーテンをすればいいんじゃな

いかなという気もするけれども、検討の余地があるかどうかお聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　東西おっしゃるとおり27 メートルという長さがあるんですけ

れども、配付させていただいております議案第41 号関係の１番目のページにあるんで

すが、右手の端に物置をつくりますので、若干27 メートルよりは短くなるんですけれ

ども、いずれにしても、この東西の部分、農家さんの畜舎で利用されているのと同じよ

うな考え方で、１連ということで、二十何メートル、一つの長さのものを巻き上げると

いう形のものになります。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。ほか。

　　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　今の部分でちょっとお聞きをしたいというふうに思っていま

す。

　　１つは、施設をつくる分については、反対をするものではありませんし、施設の用途

についても何ら問題のない部分だというふうに思ってます。ただ、ちょっと商工会とき

ちっと話ができているのか。たしか僕の記憶では、山本裕吾議員については商工会の役

員をされているというふうに理解をしてます。そういう役員をされている方から、これ

から商工会に管理をお任せするわけですから、そこら辺の商工会との話がきちっと事前

にある程度できていなければ、運用に影響がいろいろ出てくるのではないのかなと。

　　考えられるのに、例えばせっかく施設ができたからといって、町民が家族であそこに

例えば焼き肉に行ったと。そうしたら、事前に予約が入っていて、○○団体というのが
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来て、これはきょうおれたちあれしているんだと言ったら、事前にきちっとした掲示を

しなければならないとかと、そういう話もいろいろ出てくるんではないのかなと。

　　運用の部分で、詳しいことについてはこれから詰めるんだという説明を受けているわ

けですけれども、基本的なきちっと合意があって、商工会も要望していた団体ですから、

そのことも含めてきちっとした基本合意をされているのかどうかなと。要望を受けたか

ら、あとは町がやってやるというような姿勢ではまずいのではないのか。

　　特に、管理運営をお願いするという立場で、有償か無償かもきちっと聞いてないわけ

ですけれども、恐らくはボランティア的に商工会の施設の一部というような考え方で管

理をお任せするんだろうと。そういうふうに今まで僕は説明を聞いてとらえて、例えば

施設に補修等の状況ができたときには、担当課が対応すると、こういう形になるんだろ

うというふうに予測はしているんですが、その辺の話がきちっとできているのかちょっ

と心配なので、今までどういったところまで合意ができていて、どの部分については商

工会と詰めて話をするというふうになっているのかどうかお聞きをしておきたいと思い

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　商工会との協議はどうなっているのかということのご質問です

けれども、これまでの施設を建設する部分のいろんな検討、協議の部分には、商工会の

事務局にも入っていただいて一緒に進めてきておりますし、地域の説明会についても、

商工会と町が合同で出席をして対応してきているという状況にあります。

　　それから、これからの具体的な管理という部分では、先ほども少し申し上げましたけ

れども、カラオケは持ち込みを禁止しようとか、あるいは午後７時までにしようとか、

あるいは事前に申し込みを受け付けて、あった場合にはそのことの表示、何月何日に

何々がどこが使う予定になってますというようなことの表示をあそこにしなければなら

ないだとか、そういうことの打ち合わせ、清掃の部分についてはどうするかというよう

なことの打ち合わせをさせていただいておりますが、私も事務局等はやっておりまして、

理事会等でどのような形で報告されているか、詳細には存じておりませんけれども、報

告されているというふうに理解をしております。

　　それから、具体的な部分では、またこれからその詳細については詰めていかなければ

ならないというようなことで考えております。ことしお認めをいただきましたら、この

後指名入札等の準備をさせていただいて、８月の段階で入札をし、９月から工事という

ようなことで進んでいくのかなというふうに思ってますので、今シーズンからの利用と

いうようなことにはちょっとならないというふうに理解をしておりますので、来年、新
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年度から正式な利用の分はスタートをするというようなことで、これから商工会とお話

をさせていただいて、いろんな経費のかかる部分も出てくるかと思いますので、委託と

いう形なのか、必要なものを町がそろえるのか、そのようなことも詳細な利用の要綱と

いいますか、そのようなものを整備をさせていただいて、町民の多くの皆さんに利用し

ていただきたいというふうに考えております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　いいですか。

　　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　もう１点、巻き上げカーテンの長さの問題が指摘ありました。

軽微な変更については、恐らく入札後でもできるんだろうと思うんですが、あの施設を

１団体しか同時には使えないという考えになるのか、小グループが２つ使ってもいいと

いうような考えになるのかも、１つは実は問題になることだと思うんです。

　　 27 メーターというと、恐らく50 人以上というような人数になると思うんですけれ

ども、20 人ぐらいで使いたいというときには、半分ぐらいでいいんじゃないかという

こともあると思うので、これはちょっと今後指摘も先ほどあったので、検討していただ

きたいというふうに思うんですが、その辺についての考え方をお聞きして終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　伊東議員さん、佐々木議員さんからそのようなご指摘を今いた

だいております。考え方としては、そういうことで今まで進んできているということで

すけれども、再度技術的な部分、建設課のほうと協議をさせていただきながら対応させ

ていただきたいと思いますので、ご理解願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　今の話の中で、いすというのか、ベンチになるのか、３脚ぐら

いだという話を観光課長がされましたけれども、実際的に町民サイドから考えると、焼

き肉やるときに３脚のいす以外には、例えばドラム缶だとか焼き鍋をそれぞれがどこか

から借りてきて持ち寄った中で、これをフルに27 メーター使ったときに、要はベンチ

になるか、何か町民の憩いの場所になると言うのであれば、その辺の考え方というのは

今後検討する必要があるんじゃないかなと。

　　多くの組織あたりがある程度使いたいということになったときに、例えば焼き肉をや

ったときに立って食べるのか、横で座るようになるのかということを想定した場合、そ

の辺の考え方も視野に入れた中で今後検討をしたらいいのではないかと思うんですが、
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いかがですか。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　お答えいたします。

　　日常的にはちょっと持っていかれても困るものですから、木でつくった少し重たい感

じになるんですけれども、いすを配置をしていくということで考えております。

　　それから、交流会等で多人数、100人なり150人で利用されるという場合を想定をし

まして、一応この予算が備品購入費ということでございますけれども、ここにベンチと

いうことで162万5,000円予算計上させていただいておりますけれども、３人がけの折

り畳み式のいすを50 個物置のほうに保管をするという考え方で、利用の申し込みがあ

って、その人数に応じてそれを貸し出しをするというような形で考えております。

　　それから、先ほど来、詳細の部分はこれから商工会と打ち合わせをさせていただくと

いうことでありますけれども、そんな中で、より利用しやすいといいますか、そういう

ことについてご意見をいろいろいただいておりますので、調整をさせていただきたいと

思います。

　　また、利用が始まりましてから、また私どもが気づいてない部分でまたいろんなご意

見、ご指摘等も出てくると思いますので、その辺についても臨機応変に対応できるよう

にして進めていきたいなと考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですね。

　　これをもって、議案第 41 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第41 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 41 号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本臨時会の会議に付された案件の審議はすべて

終了いたしました。
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　　お諮りいたします。

　　会期規則第７条の規定により、本臨時会はこれで閉会いたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本臨時会はこれで閉会することに決定いたしました。

　　これをもって、本日の会議を閉じます。

　　今臨時会の議事運営に特段のご配慮、ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって、平成 23 年第５回上士幌町議会臨時会を閉会いたします。

（午前１０時３０分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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