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第２回幕別町議会臨時会 
 

議 事 日 程 
 

平成18年第２回幕別町議会臨時会 

（平成18年２月10日 11時00分 開会・開議） 

町長挨拶 

助役挨拶 

教育委員会委員長挨拶 

議員自己紹介 

代表監査委員、農業委員会会長自己紹介 

執行機関幹部職員紹介 

開会・開議宣告（会議規則第８条，第11条） 

議事日程の報告（会議規則第21条） 

日程第１ 議席の変更及び指定について 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

１番 前川雅志  ２番 芳滝 仁  ３番 前川敏春 

日程第３ 会期の決定 ２月10日(１日間) 

（諸般の報告） 

日程第４ 常任委員会委員の選任について 

日程第５ 発議第１号  幕別町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第６ 議会運営委員会委員の選任について 

日程第７ 議会広報特別委員会定数の変更及び委員の選任について 

日程第８ 選挙第１号  南十勝複合事務組合議会議員の選挙について 
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会   議   録 
 

平成18年第２回幕別町議会臨時会 

１ 開催年月日  平成18年２月10日 

２ 招集の場所  幕別町役場５階議事堂 

３ 開会・開議  ２月10日 11時00分宣告 

４ 応 集 議 員  全議員 

５ 出 席 議 員  （28名） 

議長 本保征喜 

副議長 纐纈太郎 

１ 前川雅志   ２ 芳滝 仁   ３ 前川敏春   ４ 牧野茂敏   ５ 草野奉常 

６ 岡田和志   ７ 中村弘子   ８ 大坂雄一   ９ 中橋友子   10 豊島善江 

11 中野敏勝   12 伊東昭雄   13 助川順一   14 杉山晴夫   15 齊藤順教 

16 堀川貴庸   17 乾 邦広   18 小田良一   19 増田武夫   20 野原恵子 

21 永井繁樹   22 千葉幹雄   23 坂本 偉   24 古川 稔   25 佐々木芳男 

26 南山弘美   27 杉坂達男   28 大野和政 

６ 地方自治法第121条の規定による説明員 

町　長 岡田和夫   助　役 西尾 治   助　役 遠藤清一   収入役 金子隆司 

教育長 高橋平明   教育委員長 林 郁夫   代表監査委員 市川富美男 

農業委員会会長 上田健治   総務部長 菅 好弘   経済部長 中村忠行 

民生部長 新屋敷清志   企画室長 佐藤昌親   建設部長 高橋政雄 

忠類総合支所長 田岡利勝   札内支所長 本保 武   教育部長 藤内和三 

総務課長 川瀬俊彦   税務課長 前川満博   糠内出張所長 中川輝彦 

企画室参事 飯田晴義   企画室参事 上野 寛   企画室参事 羽磨知成 

保健福祉センター所長 久保雅昭   町民課長 田村修一   農林課長 増子一馬 

商工観光課長 熊谷直則   経済部参事 古川耕一   土地改良課長 角田和彦 

土木課長 佐藤和良   都市計画課長 田中光夫   施設課長 小野典昭 

車両センター所長 森 範康   水道課長 橋本孝男   会計課長 鎌田光洋 

忠類総合支所地域振興課長 水谷幸雄   忠類総合支所地域振興課参事 川島博美 

忠類総合支所地域振興課参事 坂野松四郎   忠類総合支所保健福祉課長 米川伸宣 

忠類総合支所住民課長 姉崎二三男   忠類総合支所経済課長 野坂正美 

忠類総合支所建設課長 吉田隆一   幕別農業委員会事務局長 飛田 栄 

忠類農業委員会事務局長 稲田和博   監査委員事務局長 森 広幸 

学校教育課長 八代芳雄   生涯学習課長 長谷 繁   給食センター所長 仲上雄治 

教育課長 中川正則 

７ 職務のため出席した議会事務局職員 

局長 堂前芳昭  課長 横山義嗣  係長 國安弘昭 

８ 議事日程 

議長は議事日程を別紙のとおり報告した。 

９ 会議録署名議員の指名 

議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。 

１番 前川雅志  ２番 芳滝 仁  ３番 前川敏春 
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議事の経過 

 

（平成18年２月10日 11:00  開会・開議） 

 

「議長挨拶」 

○議長（本保征喜） 本日は、幕別町と忠類村の合併により、新幕別町となりまして最初の議会であり

ます。 

幕別町議会は、新たに８人の方々を幕別町議会議員に迎え、明年の改選までの間、30名の議員により、

新たな町づくりの第一歩を踏み出ことになりました。 

新幕別町に期待を寄せる、多くの住民の皆さんの負託に応える為にも、活発な議会活動を通じて、行

財政改革の徹底と議会の活性化を図り、一丸となって諸課題に取組むことが、私ども議員に課せられた、

大きな使命と責務であると思います。 

今後とも、新幕別町の発展に議員各位の一層のご活躍を期待申し上げますとともに、議会運営に際し

まして、ご支援ご協力をいただきますよう、宜しくお願いを申し上げます。 

 

「町長挨拶」 

○議長（本保征喜）ここで、町長からご挨拶がございます。 

岡田町長。 

 

○町長（岡田和夫） 平成18年第２回町議会臨時会の開会にあたり、一言ご挨拶をさせていただきます。 

 ただいま、議長からもお話ありましたように、去る２月６日に幕別町と忠類村が合併し新しい幕別町

がスタートいたしました。 

 この度の合併は、各般に渡る協議も両町村のお互いの強い信頼関係のもと、順調に進み、全道で10番

目、十勝管内では唯一の合併となったところでありますが、この歴史的合併が実現できましたのも、ひ

とえに議員各位をはじめ、住民の皆さんの深いご理解とご協力の賜ものと、改めて心から感謝とお礼を

申し上げます。 

 今議会は、合併後、最初の議会であります。忠類地域の８名の議員の皆様をお迎えし、新たなスター

トをすることとなったわけでありますが、合併後、私どもが何よりもまず取り組まなければならないこ

とは、一つの町としての一体感の醸成図ることであろうと思っております。 

 議員の皆様におかれましては、融和を図るための取り組みに一層のご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 合併協議の中で、策定いたしました新町町づくり計画をい基本として新町の将来像であります、人と

大地が躍動し、みんなで築くふれあいのさとの実現を目指し、合併してよかったと言われる町づくりを

進めてまいりたいと考えております。 

 議員の皆様には引き続き、ご支援ご協力を賜り、新幕別町の発展のため、お力添えをいただきますよ

うお願いを申し上げまして、臨時会の開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 どうかよろしくお願いをいたします。 

 

「助役挨拶」 

○議長（本保征喜） 次に、遠藤助役より挨拶がございます。 

遠藤助役。 

 

○助役（遠藤清一） 議長のお許しを頂きましたので、一言ご挨拶を申し上げます。 

 平成18年１月17日開催の町議会臨時会におきまして、新幕別町忠類地域担当助役の選任をいただきま
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して、身に余る光栄でありまして、その職務の重さに身が引き締まる思いでございます。 

 この度の合併によりまして、忠類地域は新幕別町の南玄関として生まれ変わりました。 

 これによりまして、基幹産業である農業の振興はもとより、道の駅忠類を中心といたしまして観光振

興など、忠類地域が担う役割は大変重いものであると感じているところであります。 

 忠類地域担当助役としての任を受けました１期4年間を新幕別町全体の更なる発展、また、一日も早く、

幕別忠類の両地域が、一体感を醸成できますよう全力を傾注して参りたいとこのように存じております。 

 どうか議員の皆様をはじめ、町長、そして職員の皆様の深いご理解とご指導を心からお願いを申し上

げましてご挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

「教育委員会委員長挨拶」 

○議長（本保征喜） 次に、林教育委員長より挨拶がございます。 

林教育委員長。 

 

○教育委員長（林郁夫） 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。 

 この度２月６日付けをもって、計らずも教育委員長に就任いたすことになりました、林でございます。 

 もとより、微力ではございますが、与えられた職責を全うするよう誠心誠意、努力してまいる所存で

ございます。 

 議員の皆様にはご指導とご鞭撻をお願いするしだいでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○議長（本保征喜） 次に、議員の皆さんより、自己紹介をしていただきたいと思います。 

前川雅志議員より、順次お願いします。 

 

○１番（前川雅志） 旭町の前川雅志です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○２番（芳滝 仁） 札内桂町、芳滝 仁です。よろしくどうぞお願いいたします。 

○３番（前川敏春） 明倫地区からでております、前川敏春です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○４番（牧野茂敏） 幕別町の栄からでております、牧野茂敏です。よろしくお願いいたします。 

○５番（草野奉常） 忠類中当からまいりました、草野奉常でございます。よろしくお願いいたします。 

○６番（岡田和志） 忠類地区元忠類公区からでてまいりました、岡田和志と申します。よろしくお願

いいたします。 

○７番（中村弘子） ７番、忠類錦町 434、中村弘子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○８番（大坂雄一） 忠類本町からまいりました、大坂雄一です。よろしくお願いいたします。 

○９番（中橋友子） 札内桂町の中橋友子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○10 番（豊島善江） 札内若草町の豊島善江です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○11 番（中野敏勝） 札内あかしや町からでております、中野です。よろしくお願いいたします。 

○12 番（伊東昭雄） 幕別町日新の伊東昭雄です。よろしくお願いいたします。 

○13 番（助川順一） 猿別地区の助川と申します。よろしくお願いいたします。 

○14 番（杉山晴夫） 札内青葉町の杉山晴夫でございます。よろしくお願いいたします。 

○15番（齊藤順教） 忠類幸町の齊藤順教です。よろしくお願いいたします。 

○16番（堀川貴庸） 札内春日町の堀川貴庸です。今後ともよろしくお願いいたします。 

○17番（乾 邦広） 途別404番地、乾邦広でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○18番（小田良一） 札内中央町の小田良一です。よろしくお願いいたします。 

○19番（増田武夫） 忠類錦町の増田武夫です。よろしくお願いいたします。 

○20番（野原恵子） 幕別町旭町の野原恵子です。よろしくお願いいたします。 
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○21番（永井繁樹） 本町在住の永井繁樹です。よろしくお願いいたします。 

○22番（千葉幹雄） 幕別町錦町に住んでおります、千葉幹雄でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○23番（坂本 偉） 新川の坂本偉です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○24番（古川 稔） 相川に住所を有します、古川稔です。よろしくお願いいたします。 

○25番（佐々木芳男） 札内青葉町の佐々木でございます。よろしくお願いいたします。 

○26番（南山弘美） 忠類日和より出ております､南山弘美でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます 

○27番（杉坂達男） 忠類上忠類の杉坂達男でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○28番（大野和政） 札内依田の大野和政です。よろしくお願いいたします。 

○29番（纐纈太郎） 幕別町錦町の纐纈太郎です。よろしくお願いします。 

 

「代表監査委員・農業委員会会長の紹介」 

 

○議長（本保征喜） 次に、代表監査委員・農業委員会会長より、自己紹介をお願いしたいと思います。 

代表監査委員よりお願いします。 

 

○代表監査委員（市川富美男） 札内青葉町におります市川でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○農業委員会会長（上田健治） 農業委員会の会長を仰せつかっております、上田健治と申します。相

川に住んでおりますので、よろしくお願いいたします。 

 

「執行機関幹部職員紹介」 

○議長（本保征喜） 続きまして、執行機関幹部職員の紹介がございます。 

西尾助役。 

 

○助役（西尾治） 職員の紹介をさせていただきます。最初に部長職からご紹介をさせていただきます。 

総務部長 菅 好弘、経済部長 中村忠行、民生部長 新屋敷清志、企画室長 佐藤昌親、建設部長兼

水道部長 高橋政雄、忠類総合支所長 田岡利勝、札内支所長 本保 武、議会事務局長 堂前芳昭、

教育部長 藤内和三、消防長につきましては出張のため、今日、出席をしておりません。 

続きまして課長職の紹介をさせていただきます。 

総務課長 川瀬俊彦、税務課長 前川満博、糠内出張所長 中川輝彦、企画室参事 飯田晴義、企画

室参事 上野 寛、企画室参事 羽磨知成、保健福祉センター所長 久保雅昭、町民課長 田村修一、

農林課長 増子一馬、商工観光課長 熊谷直則、経済部参事 古川耕一、土地改良課長 角田和彦、土

木課長 佐藤和良、都市計画課長 田中光夫、施設課長 小野典昭、車両センター所長 森 範康、水

道課長 橋本孝男、会計課長 鎌田光洋、忠類総合支所地域振興課長 水谷幸雄、同じく地域振興課参

事 川島博美、同じく地域振興課参事 坂野松四郎、忠類総合支所保健福祉課長 米川伸宣、忠類総合

支所住民課長 姉崎二三男、忠類総合支所経済課長 野坂正美、忠類総合支所建設課長 吉田隆一、幕

別農業委員会事務局長 飛田 栄、忠類農業委員会事務局長 稲田和博、議会事務局議事課長 横山義

嗣、監査委員事務局長 森 広幸、学校教育課長 八代芳雄、生涯学習課長 長谷 繁、図書館長 平

野利夫につきましても出張ののため、本日、欠席をしております。給食センター所長 仲上雄治、教育

課長 中川正則、消防署長につきましても出張のため、本日、欠席をしております。 

 幹部職員の紹介は以上で終わらせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いをいたします。 

 職員の紹介が終わりましたので、特別職の紹介をさせていただきます。 
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 私は助役の西尾と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 遠藤助役につきましては、先ほどご挨拶を申し上げておりますので、収入役、金子隆司。教育長、高

橋平明、以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

「開会・会議宣告」 

○議長（本保征喜） ただ今から、平成18年第２回幕別町議会臨時会を開会します。 

これより、本日の会議を開きます。 

 

「議事日程の報告」 

○議長（本保征喜） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりであります。 

 

「議席の変更及び指定」 

○議長（本保征喜）日程第１、議席の変更及び指定についてを議題と致します。 

この度、合併により、新たに８人の方が幕別町議会議員となられたことに伴い、ただ今、着席いただ

いている席に議席の変更および指定を致したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

 

○議長（本保征喜） 異議がありませんので、そのように決定いたしました。 

 

「会議録署名議員の指名」 

○議長（本保征喜） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員に、１番、前川雅志議員、２番、芳滝 仁議員、３番、前川敏春議員を指名い

たします。 

 

「会期の決定」 

○議長（本保征喜） 日程第３、会期の決定を議題と致します。 

お諮り致します。 

本臨時会の会期は、本日１日間と致したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

 

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。 

したがって会期は、本日１日間と決定致しました。 

 

○議長（本保征喜） 日程第４、常任委員会委員の選任についてを議題と致します。 

合併により新たに幕別町議会議員となられました、８名の方の常任委員会委員への選任については、

委員会条例第７条第１項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますので、指名

いたします。 

事務局に朗読いたさせます。 

 

○事務局長（堂前芳昭） 朗読いたします。 

総務文教常任委員会委員に、19番、増田武夫議員、27番、杉坂達男議員、以上２名でございます。 

次に、民生常任委員会委員に、６番、岡田和志議員、７番、中村弘子議員、８番、大坂雄一議員、以

上３名でございます。 
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次に、産業建設常任委員会委員に、５番、草野奉常議員、15番、齊藤順教議員、26番、南山弘美議員、

以上３名でございます。 

以上で朗読を終わります。 

 

○議長（本保征喜） 只今、朗読いたしましたとおり、各常任委員会委員をそれぞれ指名いたしたいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名したとおり選任することに決定いたしました。 

 

「発議」 

○議長（本保征喜） 日程第５、発議第１号、幕別町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを

議題と致します。 

提出者の説明を求めます。 

永井議員。 

 

○21番（永井繁樹） 発議第１号、平成18年２月10日、 幕別町議会議長 本保征喜様、提出者、幕別

町議会議員、永井繁樹、賛成者、乾 邦広、中橋友子、佐々木芳男、杉坂達男、古川 稔であります。 

幕別町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

上記議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出いたします。 

幕別町議会委員会条例の一部を改正する条例 

幕別町議会委員会条例の一部を次のように改正する。 

附則第３項を附則第４項とし、附則第２項の次に次の１項を加える。 

３、平成19年４月30日までの間に限り、議会運営委員会の委員の定数については、第４条の２第２項

の規定にかかわらず10人とする。 

附則。 

この条例は、公布の日から施行し、平成18年２月６日から適用する。 

 以上であります。 

 

○議長（本保征喜） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（なしの声あり） 

 

○議長（本保征喜） 質疑なしと認めます。 

お諮り致します。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

 

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。 

したがって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（本保征喜） 日程第６、議会運営委員会委員の選任についてを議題と致します。 

ただいま改正されました、議会運営委員会委員の定数増に伴う委員の選任については、委員会条例第

７条第１項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますので、指名いたします。 

事務局に朗読いたさせます。 
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○事務局長（堂前芳昭） 朗読いたします。 

議会運営委員会委員に、６番、岡田和志議員、27番、杉坂達男議員、以上２名でございます。 

 

○議長（本保征喜） 只今、朗読いたしましたとおり、議会運営委員会委員を指名いたしたいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

 

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしましたとおり選任することに決定いたしました。 

 

○議長（本保征喜） 日程第７、議会広報特別委員会、定数の変更及び委員の選任についてを議題と致

します。 

お諮り致します。 

合併により、新たに８人の方が幕別町議会議員となられたことにより、お手元に配布いたしました議

案書のとおり、議会広報特別委員会の定数を１名増員とし変更いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

 

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます 

よって、議会広報特別委員会委員の定数を変更することは、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（本保征喜） 次に、議会広報特別委員会委員の選任についてを議題と致します。 

只今、変更議決がなされました、議会広報特別委員会委員の定数増に伴う、委員の選任については、

委員会条例第７条第１項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますので、指名

いたします。 

事務局に朗読いたさせます。 

 

○事務局長（堂前芳昭） 朗読いたします。 

議会広報特別委員会委員に、19番、増田武夫議員、以上でございます。 

 

○議長（本保征喜） 只今、朗読いたしましたとおり、議会広報特別委員会委員を指名いたしたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

 

○議長（本保征喜）異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしましたとおり選任することに決定いたしました。 

 

「選挙第１号」 

○議長（本保征喜） 日程第８、選挙第１号、南十勝複合事務組合、議会議員の選挙についてを議題と

致します。 

お諮り致します。 

選挙の方法は、指名推薦と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 
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○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推薦によることと決定いたしました。 

指名の方法については、議長において指名することに致したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

 

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は議長において指名することに決定致しました。 

 

○議長（本保征喜） それでは指名いたします。 

南十勝複合事務組合、議会議員に、７番、中村弘子議員、８番、大坂雄一議員、19番、増田武夫議員

を指名いたします。 

 

○議長（本保征喜） お諮りいたします。 

ただいま、指名いたしました諸君を当選人とすることにご異議ありませんか。 

 

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま、指名いたしました諸君が南十勝複合事務組合、議会議員に当選されました。 

 

「閉議・閉会宣告」 

○議長（本保征喜） 以上をもって、本日の日程は、全部終了致しました。 

会議を閉じます。 

 

○議長（本保征喜） これをもって、平成18年第２回幕別町議会臨時会を閉会致します。 

 

（11：30閉会） 


