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第４回 村上市岩船郡６市町村合併協議会議事録（要旨） 
 
○日 時  平成１５年１１月７日（金） 午後６時２７分～午後８時５４分 
      （休憩：午後８時２２分～午後８時３０分）  
○会 場  山北町民会館 
○出席者  協議会委員２９名 
      助役４名、教育長６名、幹事１３名、村上地域振興事務所２名、事務局１５名 
○傍聴者  一般４０名、マスコミ関係者３名 
 
                                   （午後６時２７分） 
１．開会 
美濃事務局長 
・ 本日、皆様におかれましては、お忙しい中をお集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。ただいまより、第４回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開会いたします。 
・ 始めに、本協議会会長 村上市長 佐藤会長からご挨拶を申し上げます。 

 
２．会長挨拶 
佐藤会長 
・ 大変お忙しいところこのように大勢の皆様、そして各委員の皆様、ご出席いただきまして

大変ありがとうございます。 
・ 先月１８日には、朝日村総合文化会館におきまして合併のシンポジウムということで南ア

ルプス市の市長が来られ講演させていただき、そして、パネルディスカッションを実施さ

せていただきました。この際、各地域の方々にご参加いただきまして、いろいろなお話を

していただき、そしてまた、アンケートを採らせて頂きました。その中では、この地域の

資産・資源を生かした街づくりを望んでいるということ、また、高齢化社会に向けての福

祉、お年寄りの改革というか、そのようなことを望んでいる声が多くありました。そうい

っては、これからの合併に向けてしっかりとした足固めをしていかなければいけないと感

じています。そのことを受けまして、今日の議題もいろいろありますが、調整項目に関し

ましても今日から入らせていただきます。委員の方々からも十分ご質問いただきまして、

その内容を把握していただきたいというように思っています。 
・ それでは、よろしくお願いを申し上げまして、開会のご挨拶に代えさせていただきたいと

思います。 
 

美濃事務局長 
・ それでは、ただいまから会議に移らせていただきたいと思います。 
・ 本協議会の議長は、協議会規約第１０条第２項の規定により、会長がその任にあたること
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となっておりますので、よろしくお願いします。 
佐藤会長 
・ それでは、規約の定めによりまして議長を務めさせていただきます。 
・ 本協議会は、当地域の将来に関わる大変重要な協議の場でございますので、皆様からの十

分なご協力を賜りまして、会議が実のあるものとなりますよう、よろしくお願いを重ねて

申し上げます。会議の開催につきましては、協議会規約第１０条第１項の規定により、委

員の半数以上の出席が必要とされております。本日は欠席の連絡が一名ございますが、定

足数を超えておりますので、会議は成立いたします。 
・ 始めに会議録署名委員の指名をさせていただきたいと思います。本協議会の会議録署名委

員は、朝日村の堀井長八委員と山北町の板垣英樹委員のお二人にお願いを申し上げます。

ご了承をお願いいたします。 
 

３．報告事項 
佐藤会長 
・ さっそくではございますが、日程３の報告事項に入らせていただきます。 
・ 報告第１５号「業務報告」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

美濃事務局長 
・ 冒頭訂正ではございますが、上の方、１０月３１日となっておりますが、１０月１日から

１０月３１日までではなく、１０月１日から１０月２４日までの報告になっています。 
・ それでは、内容に入らせていただきます。 
・ １０月３日、第２回新市建設計画策定委員会を広域事務組合の講堂で開催しました。１０

月８日、第３回村上市岩船郡６市町村合併協議会を朝日村総合体育館で開催しました。１

０月１８日、先ほど、会長が挨拶にも申し上げました市町村合併シンポジウムを朝日村総

合文化会館において、約４５０名のご出席をいただき、開催しました。１０月２４日、６

市町村長で、第４回合併協議会協議題についての打ち合わせ会議を開催しました。その他、

各分科会、部会１０分科会・８部会で約２２０名の出席で会議を行っています。 
佐藤会長 
・ ただいま事務局から報告第１５号、業務報告について説明がございましたが質問をお受け

したいと思います。なお、質問や発言がございましたら、挙手をいただきまして、市町村

名とお名前を言って頂ければありがたいと思います。それではなにかご質問等ございませ

んでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ 異議なしということなので、報告第１５号、業務報告につきましては、ご承認を頂いたも

のとします。 
・ 続きまして日程４、協議の方に入らせていただきます。 

 



 3

４．協議 
【協議第６号の２ 農業委員会委員の任期及び定数の取扱いについて】 
佐藤会長 
・ 協議第６号に入らせていただきます。 
・ 協議第６号の２「農業委員会委員の任期及び定数の取扱いについて」を議題とさせていた

だきます。農業委員会委員の任期及び定数の取り扱いについては、去る８月２６日に開催

いたしました、第２回合併協議会におきまして、①在任特例を適用し、６市町村の選挙に

よる委員のうち、互選により３０人が在任する。②在任期間は平成１７年７月に予定され

ている全国農業委員会委員統一選挙時までとする。③選挙日には選挙区を設ける。という

内容でご承認いただいております。なお、その際、「粟島浦村は単独で選挙区を設けられな

いので、村上市と合わせて一選挙区とすることを望んでいる。」との報告も受けております。

本協議会の場では、合併協定書に盛り込むために必要な細部の調整方針についてご協議を

いただきたいと思います。 
・ まず、事務局から説明をお願いします。 

美濃事務局長 
・ 協議第６号の２、前回の内容について説明させていただきますが、一として、農業委員会

委員のすなわち選任による委員ということでありますが、農業協同組合及び、農業共済組

合推薦委員を３人、議会推薦委員を５人とする。計８人。選挙区については現在の市町村

毎に設ける。ただし、粟島浦村については村上市の選挙区と合わせて１選挙区とするとい

う内容でございます。なお、事務事業調整の検討表につきましては、別綴りでそれぞれ皆

様に、協議第６号の２の別添資料として配布させていただいていますので、参考までにご

覧の上、ご協議を賜りたいと思います。以下、９号等についてもそれぞれ別添資料がつい

ていますが、そういうことでお願いします。 
佐藤会長 
・ ただいま、事務局から説明がありましたけれども、資料のほうに一として協議第６の２と

いうものが添付資料でございます。こちらをご覧頂きながら、皆様からご意見を頂きたい

と思います。 
・ それではどなたかよろしいですか、お願いしたいと思います。 
・ 特別いかがでしょうか。 

神林村 桜井 満 委員 
・ この件に関しましては、各会長とも相談いたしまして、是非こういうことでお願いしたい

ということで、協議会長にもよくして頂いているところでございます。是非皆さんの承認

をいただくようにと各会長にも言われていますので、よろしくお願いします。 
佐藤会長 
・ 農業委員会の郡市の協議会でこういう話が出たということでご異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声） 
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・ 異議なしということなので、協議第６号の２はご承認頂いたものとさせていただきます。 
・ 続きまして、協議第９号に入らせていただきます。 

【協議第９号 慣行の取扱いについて】 
佐藤会長 
・ 協議第９号「慣行の取扱いについて」を議題とさせていただきます。事務局から説明をお

願いいたします。 
美濃事務局長 
・ 協議第９号、慣行の取り扱いについてということでございます。これにつきましては、任

意協議会での協議結果を下段の方に記載しておりますように、ほぼそれと同様の今回の協

議の案でございます。それに一つ（５）として現行の各種宣言は廃止し、新市において新

たに宣言の制定について検討するということで、現在村上市において、交通安全都市宣言・

暴力追放都市宣言・ゆとり都市宣言とあるわけですが、一旦廃止し、その後にという主旨

でございます。なお、それ以外の１・２・３・４につきましては、新市の市章につきまし

ては合併の日までに公募により定めるものとする。それから、市民憲章については市制の

周年記念式典に合わせて新しい理念で定めるものとする。また、市の花・市の木・市の鳥・

市の歌などについては市制の周年記念式典に合わせてそれぞれ定めることとする。また、

（４）の現行名誉市町村民については、現在あります市町村にいらっしゃるわけですが、

その功績を踏まえ、新市に引き継ぐという内容でございます。なお、周年記念式典という

主旨ですが、一周年ということもございますし、三周年・五周年などあるわけですが、新

市になって、その年次に合わせて行っていくということであり、何周年という具体的なこ

とに関してはここでは設定していないということであります。よろしくお願いいたします。 
佐藤会長 
・ ただいま、事務局から協議第９号「慣行の取り扱いについて」説明がありました。ただい

まの説明について、ご質疑・ご意見がありましたら、よろしくお願いします。 
村上市 森川 幸男 委員 
・ 慣行１については新市の市章は合併の日までに公募ということなのでわかりやすいですが、

どうやって決めるかということは、この協議会で決まるということなのでしょうか。市章

選定特別委員会などというものはないので、どうなるのか教えて下さい。 
・ 次に２～５までのことについて、定めるというものは定めなければ仕方ないでしょうが、

どうやって定めるのか。具体的に考えがありましたら教えてください。 
美濃事務局長 
・ 分科会・部会で協議されていますが、専門部会長さんからお答えいただければと思ってい

ますが、市章については、この協議が整ってから新市発足までの間に公募して、法定協議

会の事務局が募集をした中から案をまとめ、協議会委員の皆様にお諮りして、決定したほ

うがいいのではと今、思っていますが、詳細についてはこの項目の中では具体的には制定

していません。いずれにしても、公募方法によって市章については決めたい。また、新市
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発足時には旗などできていなければならないので合併時までには決めたいと思っています。

２・３については合併後に新市民の協議によって、委員会を設けるという方法もあります

し、そういう集まりを利用して、市民憲章・市の花・市の木などを新市誕生後の１周年記

念や３周年記念などに決めるということについてご確認いただきたいと思います。 
佐藤会長 
・ その他の方でなにかございませんでしょうか。 

荒川町 松田 劼 委員 
・ 一番目の新市の市章は、合併の日までに応募で決めるということですが、合併の日までに

という表現が引っかかる。平成１７年３月３１日までに合併するものとするという認識で

いるのですが、時折役場に入りまして、課長さん方とお話しする機会に、合併することに

よって、課が代わったり、部が代わったりするわけでしょう。お仕事が替わるわけだ。そ

ういう中で３月３１日の翌日、平成１７年４月１日には新市が発足するわけだ。その時に、

住民の方々が、お出でになって何しているのだ、まだ間に合わないのかというこというこ

とになると困りますわな。そういうことを考えてまいりますと、どうしても合併の日は３

月３１日まででしょうけれども、もっと早くしてもらわないと、新年度の発足が出来にく

いのではないかというようなことも考えられる。公募してまたやりますというのは、のん

きな感じを受ける。少なくとも３ヶ月・４ヶ月・半年くらい前にいろんなすり合わせがあ

りまして、１７年度ということを考えた場合、もう少し早めに合併の日を気にしてもらい

たい。少しはずれた質問ですが、もしよろしかったらお答えください。 
美濃事務局長 
・ おっしゃるとおり、合併時期までにとはいうものの、もうずっと前から公募して決定をし

ていただいて、それから作成作業としてバッチや市の旗等の作成が間に合うように以前に

決定していかなければならないという実務的な作業の行程から、そうしなければならない

と考えている。合併の日までに応募によるというふうに捉らえてしまわれたようではござ

いますが、それまでに定めるという主旨でありまして、方法は公募方法によるということ

です。 
佐藤会長 
・ その他の方はありますでしょうか。 
・ ないようでございますのでお諮りしたいと思います。協議第９号については、原案どおり

承認させていただいてよろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ 協議第９号、慣行の取り扱いについては原案のとおりとさせていただきます。 
【協議第１０号 地域審議会の取扱いについて】 
佐藤会長 
・ 続きまして、協議第１０号に入らせていただきます。 
・ 協議第１０号「地域審議会の取扱いについて」を議題とさせていただきます。事務局から
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説明をお願いします。 
美濃事務局長 

・ 協議第１０号、地域審議会の取り扱いについてです。 
・ 地域審議会につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第５条の４に定める地域審

議会という規定がございます。地域審議会は地方自治法第１３８条の４、第３項の規定に

よる付属機関とし、合併関係市町村にそれぞれ置くものとし、地域審議会の委員の定数・

任期及び任免その他必要な事項は別紙のとおりとする。なお、この審議会は設置の日に関

わらず地域建設計画の期間をもって廃止する内容でございます。別に定めるというところ

が、いわゆる別紙のとおりというものが６ページの内容でございますが、若干かいつまん

でご説明させていただきます。別紙につきましては、今申し上げた主旨でございますが、

行政区域の拡大により、合併関係市町村の地域事情や合併協定事務及び、新市建設計画等

の進行管理等の実効性の確保を図り、新市における均衡ある発展と公平な行政サービスを

担保するため、合併前の村上市・荒川町・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村の区域ごと

に地域審議会を設置するというものであります。設置期間につきましては、合併に伴う建

設計画の計画期間が終了した年度の末日をもって失効し、１０年間という計画であります。

所掌事務につきましては、第３条、地域審議会は次の各項に掲げる事項について市長の諮

問に応じて審議し・答申するものとするということで、（１）～（６）まで建設計画の変更

に関する事項、建設計画の執行状況に関する事項、地域振興のための基金の活用に関する

事項、予算編成の際の事業等の要望に関する事項、基本構想、各種計画の策定及び変更に

関する事項、その他、市長が必要と認める事項という諮問に応じて答申という内容でござ

いますが、第３条の２項として、その他、地域審議会は必要に応じて地域の施策等につい

て市長に意見を述べることができるということでございます。それから組織といたしまし

ては、第４条に地域審議会の委員定数は１５人以内とする、委員の選出区分としては、当

該区域に住所を有する者、または当該区域内に存する事務所等に勤務するもので次に掲げ

る者のうちから、市長が委嘱するということで、自治組織に属する者、各種産業団体に属

する者、農林水産業あるいは商工観光業団体等でございます。教育・文化・福祉・衛生・

医療・環境保護に関する分野に属する者。前各号に掲げる者の他、識見を有する者の中か

ら１５人以内で各合併前自治体にというわけであります。第４条の３では、地域審議会に

委員の互選により、会長及び副会長を選出するということであります。委員の任期は、第

５条で、２年とする。ただし、委員の欠員により、新たに委員になった者に関しては前任

者の在任期間とする。委員の再任は妨げないということでございます。また、会議等につ

きましては、会長が招集し、会議の際の議長となる。年１回を開催するものとする。また、

委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があった場合には、会長は会議を招集しな

ければならない。第７条、庶務についてですが、地域審議会の庶務につきましては、新市

の本庁及び、支所の地域振興担当部署において処理するという内容でございます。なお、

この件につきましては、この協議会でご確認をいただき、その後、各市町村の議会におい
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て廃置分合の議決の際に併せて、地域審議会の設置についての議案をご審議いただき、議

決をいただくという予定でございます。それが、合併特例法の第５条の４の第３項に、合

併関係市町村の議会の議決をうけるものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町

村はただちにその内容を告示しなければならないということであります。 
佐藤会長 
・ ただいま事務局から、協議第１０号、地域審議会の取り扱いについてご説明いただきまし

た。この説明に関して、ご質疑・ご意見等ございましたらお願いを申し上げます。 
村上市 土居 光夫 委員 
・ 第５条、地域審議会の委員定数は１５人以内と記載されているわけでありますが、この審

議会すべてが各自治体で他の自治体の中で、今の１～３に関してですが、だいたいその代

表者がなっていますよね。ですから、そういう形になるわけなので、本当の地域審議会の

形態は成されるのか、それと１５人と定めたものの意義はどこにあるのか。その辺を教え

てください。 
美濃事務局長 
・ よその例では、実際に区長さんとか具体的な記載がございますが、ここでは私ども代表と

いう趣旨は含んではいますが、属するものということで、少し幅を持たせたという主旨で

ございますので、その組織の中から誰かを選びいただくということを含めて選出するとい

う条件でございます。それから、１５人ということでありますが、これにつきましては、

先行事例の中で、１５人もありましたし、１６人もありました。南アルプス市は多くて２

０人でした。どれを採用するかという点については、それぞれ独自の市町村合併の協議の

中で決められるものと思っておりますが、この１５人ということにつきましては、この４

つ階層の中から出していただくとすれば、おおよそそのくらいの人数以内で、あとは地域

の特性といいますか、必要性に応じて以内の中でバランス良く選出していただければとい

うことです。いずれ要項的なものも必要になってくるとは思いますが、（１）で何名、（２）

で何名ということについては特に定めてはいないということであります。 
佐藤会長 
・ はいどうぞ。 

村上市 土居 光夫 委員 
・ １５人というしぼり方が正しいのか正しくないのかはわかりませんが、たとえば今、合併

協議会でこれだけ出席率はいいわけです。そのことを考えますと、今までの審議会みたい

なものが、だいたい出席率が５割６割７割という状況で、ほとんど発言がないような審議

会が多いのではないのかという気がするのです。だから、選ぶにあたっては何々協会の会

長だからとかいう選び方をするのではなく、本当に新市のことを考える意見のある人達を

選定していただきたいなという気がいたします。それをご審議いただきたいと思います。

また第５条で、２年とするということですが、この２年というのは何か意味合いはあるの

ですか。 
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美濃事務局長 
・ 地方自治法の第１３８条の第３項の規定による付属機関ということで、おおよそ付属機関

の委員というものも各市町村で選任されていると思いますが、それらの例も２年というこ

とが多いということを理解しております。再任は、妨げないということであって、２年で

いいかどうかということになりますとご意見もあろうかと思いますが、特に団体の長がな

った場合に、あまり長くしますと途中で代表交代とかいうこともございますし、２年でも

う一度見直しをするということの中で、再任を妨げないという規定がスムーズに行くので

はないかということと２つの意味から２年としました。 
佐藤会長 
・ はいどうぞ。 

村上市 土居 光夫 委員 
・ ありがとうございました。第５条について申し上げたいことはまだありますが、第６条、

地域審議会年１回以上開催とありますが、もう少し具体的にして欲しいと思う。新市の建

設計画に変更等なにかあったら地域審議会では精査し、審議していくわけなので、年３回

予定していましたが２回で終わりましたとか、１回で終わりましたということではなくて、

もっときちんと行える回数にして欲しい。合併協議会でも月１回は行っている。そのよう

な形でもっていかないと、１０年とは定めてありますが、５年で終わるのも結構だろうし、

５年あるいは１０年と定めて、新市の建設計画が１０年ですから、その１０年に合わせて

いるのでしょうが、本当の意味では１番１年目２年目が大事な時期なのだろうと思うわけ

です。その時に新市の形の中で年１回であれば、意見具申ができないわけです。ですから、

そういうことのないような、この合併協議会だって、月１回で行っているわけですから、

そして今、われわれは少し議会に関ってきていますので、多少のことはわかりますが、民

間の皆さんはおそらく文言から何からみんなわかっていないだろうと思うのです。その辺

はいかがでしょう。 
佐藤会長 
・ ただいま、土居委員の方からご指摘を受けました。組織の人数１５名、委員の任期２年と

数字にかかわっていますが、会議が年１回というのをもう少し細やかにというご意見でご

ざいました。委員の方々はこのご意見についていかが思われたでしょうか。 
山北町 板垣 一徳 委員 
・ 審議会につきましては、私どもの議会でも一般質問の中で議員の中から絶対に審議会を作

るようにと、うちの町長に進言しています。私も非常に重要なことだとは思うのですが、

土居委員の意見に少し似通ったものはありますが、第３条市長の諮問に応じて審議を行っ

て欲しいということ、この６項目、この目的からいきますと定例会は４回ということで、

予算も絡みますし、この６つの中のことが補正されるに、いわゆる組み替えということに

なっていくわけです。市長の諮問ということは、年４回の定例会を開催する前に必ず諮問

するのだというふうに受け止めていいのか。特別予算委員会、３月定例会や、９月の決算
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定例会というものについては、当てはめて考えているのか。その辺はどのような考え方で

いるのか、市長の諮問ということについてどこまで考えているのか。 
美濃事務局長 
・ 今、市長の諮問ということについてですが、時期については運用の関係と理解しておりま

すが、基本的には翌年度の当初予算編成前に諮問をして、建設計画の進行管理ということ

も書いてありますので、その辺の中で行って、あと定例会のことは考えていなかったので

すが、特に必要があればその都度具体的に諮問するということはあると思います。その他、

３条の２項の方ではそれ以外にも諮問がなくても意見具申というか、そういうことができ

るという規定を設けさせていただいております。定例会ごとの開催は想定しておりません

が、基本的には、予算編成時前に１回という想定でありますが随時という意味も含めなが

ら答申ということをやっていただけると考えている次第でございます。 
佐藤会長 
・ はいどうぞ。 

山北町 板垣 一徳 委員 
・ よくわかるのですが、市長に対して意見を述べられるということをあなたがたは付け加え

ている。私が心配しているのは旧市町村単位で作るわけですから、当然粟島にも山北にも

作るわけです。そうすると、一定にある程度、合併する１市２町３村を明確にしなくて、

このままであるとすれば会長の任というものが重責になるわけです。市長が諮問したこと

には会議は開けますが、市長に意見をということになりますと、この委員会で相当の重荷

になるのではないかと心配しているのです。一生懸命に行ってもらうためにも、こういう

のは規約や規則ですから、もっと明確に位置づけたほうが会議の運営をする方々が、真剣

に取り組める。進むべきいい方向に、その地域が置いていかれないように一緒に歩んで行

かなければならないような規定をするべきだと思います。いかがでしょうか。 
美濃事務局長 
・ 主旨はよくわかりますが、この規定につきましては先ほどの合併特例法の第５条の４の中

の第１項に、当該合併市町村が協議する当該区域に関する市町村の長の諮問に応じて審議

し、または、必要と認める事項につき、合併市町村の長に意見を述べる審議会をおくこと

ができるという規定を受けて、ここで設置に関する事項などに折り込んだものであります。

今もっと定例会ごとに設けるということは６条の方に出てくると理解したのですが、その

辺についての意見交換をしていただければとは思いますが、３条の規定につきましては、

今申し上げた合併特例法第５条の４の第２項の規定に準じて、ここで定めさせていただい

たと、なお（１）～（６）まで具体的に定めさせていただいたということであります。 
佐藤会長 
・ 今、板垣委員が言われたのは、この審議会を少なくとも先ほど言った定例会がございます。

４回とすれば、６条の会議のところに定例会前４回は開催し、その他ということで変えれ

ばよろしいということになるのかと思います。 



 10

山北町 板垣 一徳 委員 
・ 粟島は議員がゼロなので、粟島から議員はでないというきめになっている。特例法がなけ

れば非常に難しい。山北だって議員が２人になる可能性がある。村上もそうですね。この

審議会に関しては、議員に代わっての役目を果たさなければいけないという重要な意味合

いを持って、山北の議員も一般質問をして、私が進行して町長が答弁しているのだと思う

のだけれども、だから、その辺のことを踏まえ、少なくとも定例会に合わせて４回くらい

で行う方がいいと思う。 
佐藤会長 
・ この規則の中でのことということで、もし、言うとすればそうなりますが、それを含めて

どなたかご意見ありますでしょうか。 
神林村 近 登茂也 委員 
・ 今、お二方からご意見ありましたが、大変重要なことを皆さん議論されていると思いまし

た。しかし、新市の今後１０年間に渡っての基本計画を策定委員会で建設計画を作るわけ

なのですが、それを協議会の場で承認されることがまず大切なことではないかと思います。

ですから、第３条（１）のところに建設計画の変更に関する事項ということで、変更され

るということになると、皆さんで合意された建設計画の案が反故にされるということにな

って、重要な問題だと思いますので、そういうことについて審議をし、地域ごとの皆さん

の意見を市長に対して申し述べるということになるのではないかと考える。一応向こう１

０年間の計画ができたものであるとするならば、あまりにもくどくどしく審議会で集まっ

て相談される必要はないのではないかという考えです。それと今、お辞めになりました片

山総務大臣が在任期間中におっしゃっておりましたが、地域審議会の設置は大変有効なも

のである。だけれども、法的な根拠をどこに置くかということがまだ決定されてない。そ

の辺をどう位置付けするかということが、今後重要な検討材料になるというようなお話を

ラジオで聞きました。事務局はどのような位置付けをなされるのかお聞きしたい。 
美濃事務局長 
・ 後段の片山総務大臣のお話ということですが、今、お聞きしますと地域自治組織という新

たな組織を地方制度調査会で、検討しているわけでありますが、その取り扱いが私ども見

えてないのでありますが、地域自治組織という位置をどうするかということですが、法人

化したものにするか、法人化しないものにするかいろいろ議論されているということは私

も承知しておりますが、ここで申し上げている地域審議会というものは、根拠付けは合併

特例法第５条の４に定められていて、きちんと定められています。それから、地方自治法

によりますと第１３８条の４の第３項の審議会、市の付属機関の委員という位置付けにあ

ります。そのことについてはきっちり位置付けされているわけではありますが、申し上げ

た地域自治組織の中でこの審議会は今後注目していきたいとは思っていますが、今はそこ

までは検討していない中での提案であります。 
神林村 近 登茂也 委員 
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・ 前段について、皆さんはどのような意見ですか。 
佐藤会長 
・ では、皆さんは近委員の意見についてどう思われましたか。いかがでしょうか。 

粟島浦村 前田 義隆 委員 
・ 先ほど、山北の議長さんからお話ありましたが、粟島では、地域審議会というのは大きな

１つの責任がある。この重責を、各地域の問題点を取り上げて要望するということはこの

地域審議会しかないということで、また６条の中に年１回以上とありますが、４分の１以

上の委員から招集のお願いがあった場合は何回でも開催することができるのだから、年に

何回以内という規定はないのだから、気にすることはないと理解しています。それから今

の神林村さんの意見ですが、法的にというところについてですが、そのような心配はない

のではないかと思います。 
佐藤会長 
・ 地域審議会の設置に対しては、皆さん、作らなければいけないという意見だと思います。

あと、３条の問題に対しては、先程、近委員さんが申し上げられたように新市計画に入っ

ていきます。それに関して合併した後で、それをしっかりと見極めて行かなければいけな

いという意味で、この地域審議会は大事だとご認識いただければありがたいと思っていま

す。そして、委員の人数や任期など、また、前田委員が言われたように、会議は何回あっ

てもいいのだという言葉のとおりになります。そんな形なので十分に機能するのではない

かなと思っております。それを踏まえて、もう一度皆さんにお聞きをして、まとめたいと

思います。 
荒川町 金子 三十美 委員 
・ たぶん皆さんは、この地域審議会については、形だけのものにならないで、中身のあるも

のになって欲しいという意見だと思います。第６条のところに、年１回とありますが、以

上とあるので、年何回でもいいだろうというご意見もありますが、どのような形を取るか

はわかりませんが、委員の４分の１以上の人たちにいちいち開催するときに集めて、これ

をスムーズに有効に機能させるためには、とても手間のかかることだと思います。そうい

うことであるのならば、別紙について第１条に進行管理と実効性の確保を図るというもの

がありますので、進行管理をスムーズに行うという意味では、年１回以上ということでは

なくて、先ほどご意見のあった定例会に合わせてとか、２回にするとかそういう形にした

方が、中身が浸透するように反映するのではないかと思います。 
佐藤会長 
・ 今の金子委員と先程の板垣委員の意見を踏まえて、会議の第６条については、年１回以上

ではなく、会議は定例会前に行うことにするという形はどうかということです。そうしま

すと、会議は定例会の前にするということです。そんなことも含めたご意見だと思います。

それについてどう思われますか。 
山北町 大滝 町長 
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・ 地域審議会の設置については、どなたも大賛成だろうとは思いますが、内容についてです

が、今、金子委員がおっしゃいました、ただ単なるチェック機関でいいわけがないのです。

先程、近委員がおっしゃいましたようにこれから、選挙も終わりまして新しい政治が始ま

ります。その中で、総務省で地域審議会という制度をどのような法的機関で立ち上げてい

くのか、非常にまだまだ流動的な部分が多いわけなので、考えなければならないと思いま

す。ですから、この場では審議会の設置をするということで決めていただき、後ほど内容

等について熟慮した上で決定していくべきではなかろうかと思っています。 
佐藤会長 
・ 今、皆さんの意見と山北町長の意見もございました。皆さんの中では、設置することに対

しては問題ないが、内容に関しては多少まだ問題もあるのではないだろうかという意見が

あると思います。その辺を含めると、この議案に関しては、もうしばらく検討を要すると

いうことで継続協議とさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ それでは、協議第１０号「地域審議会の取扱いについて」は継続審議とさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 
【協議第１１号 消防団の取扱いについて】 
佐藤会長 
・ 続きまして、協議第１１号「消防団の取扱いについて」を議題といたします。事務局から

説明をお願いします。 
美濃事務局長 
・ 協議第１１号「消防団の取扱いについて」ですが、これは現在６市町村それぞれ消防団が

あるわけでありますが、新市における規定でありますが、消防団組織体制（１）新市では

一団に統合し、現在の各市町村消防団は、支団とする。（２）分団及び部の編成は６支団、

２６分団、１４８部編成とする。（３）消防団員の定数は２，６９７人とする。なお、（２）・

（３）については合併時の６市町村の条例に定める数の合計によるものとする。また、こ

のなお書きに関しては、今後、各市町村において条例改正等によって分団の変更ないとは

思いますが、例えば部の編成、あるいは団員の定数等に変更があった場合はその数による

ということを、今、定めさせていただいた主旨でございます。この消防団につきましては、

消防組織法に基づいて各市町村に設置をするということになっておりますので、それによ

り、合併時においてこういう組織編成をするものでございます。 
佐藤会長 
・ ただいま事務局から協議第１１号「消防団の取扱いについて」の説明がありました。ご質

疑・ご意見がございましたらお願いします。 
朝日村 堀井 長八 委員 
・ 消防団組織のことについてはご異議ございませんが、一番肝心なのは、これから広域消防

の扱い、年々定年などで署員が少なくなるという反面、募集して規定どおりの署員を補え
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るのか。合併することにより、できるだけ経費の節減をということで我々議員からして様々

な役員の人数を削除しておりますが、消防署員にはこれから新市になっても、もちろん市

の職員も同じことが言えますので、これらの消防団の常備消防の取扱いについてはこれか

ら広域関係で大いに論議するべきだとは思いますが、よく考えながら、消防団員を増減し

ていったらと思います。常備消防の場合は、我々消防団のころも若干の消火活動において

は消防団が守る。それから救急業務だけについては、消防署に任せるということで我々申

し合わせでやってきましたが、現在、署員がいっぱい入っておりますので、それらが退職

した際には、先ほど申し上げた募集として規定どおりの署員を配置するのか、これらを検

討していただきたいと思います。 
佐藤会長 
・ そのことについては広域の件も含めながら、検討していきたいと思います。それでは、協

議第１１号「消防団の取扱いについて」お諮りしたいと思います。原案のとおりでよろし

いでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ 協議第１１号につきましては、原案どおり承認させていただきたいと思います。 

【協議第１２号 地方税の取扱いについて】 
佐藤会長 
・ 続きまして、協議第１２号「地方税の取扱いについて」を議題といたします。事務局から

説明をお願いします。 
美濃事務局長 
・ 協議第１２号「地方税の取扱いについて」です。（１）市町村民税の取扱いについてという

ことで、個人市町村民税①均等割は５万人以上となるため、標準税率は年額２，５００円

に統一する。これは、地方税法第３１０条に人口が５万人以上５０万人未満の区分の中で

２，５００円という税法の中で規定をされているということで、現在２，０００円ですが、

５００円のアップということになります。②減免については、村上市税条例第３９条に規

定されている項目に、学生及び生徒に関する規定を加え統一するとなっています。③納期

については四期、６月・８月・１０月・１月とする。それから、イ法人市町村民税につい

ては、①法人税額が標準税率１２．３％に統一する。現在、村上市と神林村が制限税率の

１４．７％を適用している。②地縁団体及び特定非営利活動法人（営利事業を行うものを

除く）については、減免として統一する。任意協議会の段階では、法人税割について３年

間の不均一課税ということで段階的に統一していく方針でございましたが、今回は標準税

率１２．３％に新市発足時に統一するという内容でございます。（２）固定資産税の取扱い

について①国際観光ホテル整備法第３条または、第１８条第１項の規定によって登録を受

けたホテル業、または旅館業の用に供する家屋のうち、登録部分に対して課する税率は、

村上市の例により現行のまま新市に引き継ぐ。②納期については四期、４月・７月・１２

月・２月とする。（３）都市計画税の取扱いについて、納税義務者は新市移行後すみやかに
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調整する（３年以内）。課税区域についても新市移行後すみやかに調整する（３年以内）。

税率につきましても、新市に移行後すみやかに調整する（３年以内）。納期は固定資産税の

納期に合わせる。⑤村上市については、合併後３年以内は現行のままとする。（４）自動車

税の取扱いについて①納期については一期５月とする。②標識再交付弁償金については３

００円に統一する。（５）入湯税の取扱いについて①税率は入湯する者１人につき一泊１５

０円、日帰り１００円とする。課税免除については、村上市入湯税条例第３条に規定され

ている項目に、特に市長が必要と認めるものを加えて統一する。なお、この件につきまし

ては協議第１２号の別添資料ということで、資料４に検討表を配布させていただいており

ます。よろしくご協議をお願いいたします。 
佐藤会長 
・ ただいま事務局から協議第１２号「地方税の取扱いについて」の説明がありました。ご質

疑・ご意見がございましたらお願いします。 
・ 小さい字で見難いですが、資料をご覧いただきましてお願いしたいと思います。 

山北町 板垣 一徳 委員 
・ 法人税を１２．３％に統一すると村上市と神林村は税率１４．７％、その他の荒川町・朝

日・山北・粟島は１２．３％ということで、村上市と神林村が２．４％下がるわけですが、

金額的にはどのくらいの差があるのですか。 
美濃事務局長 
・ 資料の影響額欄をご覧いただきたいと思います。これは、実績によって算出したわけです

が、村上市３０，７０３，０００円、神林村５，４６７，０００円という計算で、合計３

６，１７０，０００円減ということになります。 
佐藤会長 
・ その他ありませんでしょうか。それでは、お諮りをさせていただきたいと思います。協議

第１２号「地方税の取扱いについて」原案のとおりとさせていただきたいと思いますがよ

ろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ 異議なしということで、協議第１２号「地方税の取扱いについて」は原案のとおりとさせ

ていただきます。 
【議第１３号 電算システムの取り扱いについて】 
佐藤会長 
・ 協議第１３号「電算システムの取扱いについて」を議題といたします。事務局から説明を

お願いします。 
美濃事務局長 
１．協議第１３号「電算システムの取扱いについて」でございますが、現在各市町村で独自に

行っております行政事務に係る電算システムにつきまして、新市発足時までにそれぞれ統

合を図るという、基本的なご確認を協議１３号でいただきたいということでございます。 
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なお、具体的な行政事務の統合作業に関しては、各担当部局ごとに詳細検討していくこと

となりますが、その、新市合併時までに包括的なご確認という意味で統合するということ

のご確認をいただきたいと思い、協議題とさせていただきました。 
佐藤会長 
・ ただいま事務局から協議第１３号「電算システムの取扱いについて」の説明がありました。

ご質疑・ご意見がございましたらお願いします。 
村上市 森川 幸男 委員 
・ 当然統合せざるを得ないということで、たしか、村上市は２億円をこの統合のために準備

すると、見たか聞いたかをしたのですが実際の統合にかかる予算としてはどのくらいかか

るのか。また、その負担割はどのようなものなのか。わかっているならば教えていただき

たい。 
美濃事務局長 
・ 具体的なことについてはこれからでございますが、現在各市町村の負担につきましては、

年経費、リース料とか委託料とかあるわけでありますが、トータルして基幹系のシステム

や独自システム（財務会計・人事管理・上下水道の計算などのシステム）の合計、それに

今回の住基ネットなどとの関係も含めて、各市町村トータルで４億円ほど支払っていると

いうのが現状ですが、これが発足時にどのくらいの負担になるかについては、これから試

算を出したいと思っています。今はまだ、軽々に何億円かとは申し上げられない段階でご

ざいます。ただ、発足時の立ち上げ経費というのは必要になります。具体的にはこれから

試算するということで、ご理解いただきたいと思います。 
村上市 森川 幸男 委員 
・ その中でも住民基本台帳用でありますが、それは大変な仕事だと思われるのですが、住民

基本台帳のネットワーク化は合併するということを前提としてやっているわけであります

から、作業としてはかなり早く進めないとなにか後手後手になるような気がするのですが、

これからだ試算だ、これから計画だということではちょっと困りますが、その辺いかがお

考えですか。 
美濃事務局長 
・ おっしゃるとおり、住基ネットもしかりでありますし、住民記録、住民登録関係それから

税情報、福祉や国保、介護それら連動するもの、それから先ほど申し上げた独立したシス

テム等構築すると、たしかにこれから膨大な作業がまっております。したがって、部内で

は事務的には現在進めているところでありますが、具体的な業者決定等についてはこれか

らということであります。ただ、早めにしていかないと合併時に間に合わないということ

にもなりかねませんので、早急に検討して立ち上げの準備をしたいと思っております。 
村上市 森川 幸男 委員 
・ はい、ありがとうございました。わかりました。 

佐藤会長 
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・ そのほかの委員の方はご意見ありませんでしょうか。 
・ この議題に関しては、合併時に電算システムを統一・統合するということでございますの

で、それでは、お諮りをしたいと思います。協議第１３号「電算システムの取扱いについ

て」原案のとおりとさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ 異議なしということで、協議第１３号「電算システムの取扱いについて」は原案のとおり

とさせていただきます。 
【協議第１４号の１ 事務事業調整の第１回】 
佐藤会長 
・ それでは、協議第１４号の１「事務事業調整の第１回」を議題といたします。 
・ 事務事業調整につきましては、任意協議会での合意内容を踏襲しながら、協議会を構成す

る６市町村の実務担当職員による２７の分科会、及び８つの専門部会で調整作業を行って

きたものであります。事務局から説明の手順について、報告いたします。 
美濃事務局長 
・ 協議第１４号の１でありますが、今後２・３の枝番で順次提出していきたいと思っており

ます。合併協定書に掲載すべき約３００項目の事務事業のうち、税等の、基本項目に掲げ

た以外の１１５項目を協議第１４号の１として本協議会に上程するものであります。内容

説明については、それぞれの専門部会長から順次行ってもらうことにしております。なお、

質疑応答については、すべての専門部会の説明が終わってから、一括でお願いしたいと思

っております。説明につきましては、時間の関係から現行のまま新市に移行する項目等に

ついては説明を省略させていただき、特に住民生活に関係の深いものを中心に説明をさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 
佐藤会長 
・ ただいま事務局から説明いただいたように、約３００項目にわたる事務事業の一部でござ

いますけれども、今からそれぞれの専門部会長から、事務事業調整についての説明があり

ます。ただいま、事務局から申し上げたように、全ての説明を先にさせていただきます。

そのあとで、それぞれの取り上げたいことにご審議をいただいて、項目ごとにご承認いた

だくという方法にさせていただきたいと思います。それでは、事務事業調整の第１回の項

目について各専門部会長から説明をお願いしたいと思います。 
企画広域部会 朝日村 大田 課長 
・ 項目が多くありますので、主要なもののみ説明したいと思います。始めに総務企画関係事

業の取扱いであります。この項目の①総合計画についてでありますが、地方自治法第２条

第４項に、議会の議決を経て確定することができるということで、調整方針としましては、

合併後すみやかに策定することとしています。 
・ 地域づくりに関することの①集落センター新築補修助成の項目であります。これにつきま

しては現在、各市町村制度をもっていますが、補助率と制度に相違があります。調整につ
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いて検討した結果、現行のまま新市に引き継ぎ、５年を目途として段階的に調整すること

とする。⑩後継者対策でありますが、後継者の育成については具体的取り組み例として、

山北町において県単事業を導入して取り組みをしています。合併後も現行の制度を引き継

ぎ、継続していくということにしています。 
・ 同じく、後継者対策の②嫁婿対策につきましては、荒川町・山北町・粟島浦村で取り組み

事例がございます。ただ、その内容が異なっておりますので、新市に移行後、すみやかに

調整を図りたいということであります。なお、粟島浦村の結婚報奨金については調整が終

わるまでの期間、現行制度を存続するということで調整を終わっています。 
総務財政部会 荒川町 会田 課長 
・ 町内会自治会、嘱託員について、いわゆる区長さんの関係であります。この課題・問題点

の欄をご覧になっていただきたいと思いますが、嘱託員いわゆる区長さんの業務について

はおおむね相違はなしである。しかしながら、報酬等については、市町村に大きな差があ

るということで、任意協議会の段階では一番高い朝日村に合わせるということで調整して

きたわけでありますが、新市における財政負担が大幅に上がるということとで、一旦上げ

たものを下げるということは非常に困難であるということで、今回の事務調整では、調整

方針に書かれているとおり、報酬等については新市において３年間現行のまま引き継ぎ、

市町村の制度を適用して、３年後に新しい調整をするということであります。 
税政部会 村上市 渡辺 課長 
・ 地方税の取扱いのうち、納税団体の組織及びそれに対する調整について説明申し上げます。

納税組合の組織についてですが、合併後３年以内に廃止の方向で検討しています。報奨金

交付基準及び報償費につきましても同様に３年以内に廃止の方向で検討しています。 
・ 納税組合に対する事務費補助金でございますが、これにつきましては、村上市だけが現在

補助金を支出しております。これにつきましては、１５年度をもって廃止をすることにし

ております。次に、納税取りまとめ組織関係の調整方針についてですが、いずれも合併後

３年で廃止ということで調整しております。 
住民福祉部会 荒川町 山本 課長 
・ 合併処理浄化槽の維持管理費の助成についてです。今のところ、神林村のみが補助をして

いるというのが現状でありまして、これは、合併時に廃止することを決めております。 
・ 窓口業務の延長の実施についてであります。現在、３市町村で実施しておりますが、合併

時の組織、機構、それから人員配置等の基幹部分が決定しましてから、地域事情に沿った

新たな延長制度を構築することといたします。 
・ 戸籍業務の電算化についてですが、新市に移行前に、各市町村におきまして現在戸籍、附

表の電算化を行いまして、遅くとも合併の２ヶ月前までには各市町村において稼動したい

と思っています。また、合併後すぐ本所と支所の電算システムを接続しまして、住民は本

所と支所、どちらからでも戸籍を受け取れるようなシステムを考えているわけであります。 
・ 保育料の徴収基準でございます。各市町村でかなりバラツキがありまして、合併時におけ



 18

る保育園の選定、あるいは転居等を考慮いたしますと、統一した保育料を設ける方が良い

と思われますので、現行のものとは違う新たな方法で調整したいということであります。 
・ 障害児保育についてですが、荒川町の例に基づきまして、山北町の長所を取り入れて実施

したいと思います。山北町の長所とは、障害児の保育の場合、手帳の交付を受けていない

場合でも、状況によっては受け入れるようにするという内容でございます。 
・ 一時保育事業であります。実施市町村の中で山北町のみでございますが、育児疲れ等保護

者救済のためにも、今後ますます必要であると思われますので現状のまま新市に引き継ぎ

まして、新市において順次拡充を図るということでございます。 
・ 園児送迎等マイクロバスの運行事業についてですが、これにつきましても、各市町村にバ

ラツキが見られますが、住民要望も強いことから新たな方向で調整し、充実したものにし

ていきたいということでございます。 
・ 園児送迎等のタクシー委託事業についてです。山北町のみが実施しておりますが、先ほど

申し上げたとおり、マイクロバス等の運行が充実いたしますことから、廃止の方向で調整

していこうと思っております。 
・ 通園助成金であります。神林村のみが実施しておりますが、先ほどと同様にマイクロバス

の運行事業を充実させることによって、これも廃止の方向でいこうと考えております。 
・ 一人親家庭の医療費助成事業についてですが、上乗せの単独事業を実施している町村もあ

りますが、これは、県単事業によって実施することといたしまして、単独事業は廃止する

ということにいたしました。 
・ 幼児医療費の助成についてですが、これにつきましても各市町村バラツキがありますが、

住民要望が強くありますので、従いまして現行のものとは違った新たな方法で調整をして

いこうということでございます。 
・ 敬老祝品事業でございますが、市町村ごとに取り組みにバラツキがございます。合併時に

は統一した祝い品を支給する方向で検討することにしました。 
・ 敬老会祝事業でございます。これは市町村で対象年齢、実施方法に差異がある。最終的に

は７５歳以上を対象とした年齢調整を図っていきたいつもりであります。 
・ 高齢者の表彰についてですが、各市町村により取り組みにバラツキが見られますし、新市

移行されると対象者が多くなりますことから表彰制度は廃止しまして、敬老祝い金品贈呈

時に、祝状も行ったらどうかという内容でした。 
・ 長寿祝い金事業でございます。各市町村により取り組みもバラツキがございますので、現

行のものとは違う新たな方向で調整することとしまして、１００歳該当者には現金５０万

円を支給するという内容でございます。 
・ 重度心身障害者医療費助成事業であります。市町村によっての単独助成制度があります。

これは、県の制度に合わせ、荒川町・山北町の例によって所得制限を設けることといたし

ました。 
・ 福祉タクシー利用料金助成事業でございます。これは、委託と直営の違い、実施していな
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い町村がございます。従いまして、現行のものとは違う新たな方向で調整することとしま

して、直営方式で対象者は身体障害者手帳の１・２・３級、療育手帳所持者 A・B、精神障

害者手帳１級としています。 
・ 福祉手当単独事業ですが、手当支給対象者の支給額が市町村によって異なっています。従

いまして、神林村の基準に精神障害者を加え、合併時に統一した制度を整備することとし

ました。 
・ 健康づくり推進員、衛生自治会、保健推進員についてですが、組織形態、業務内容など、

各市町村によって異なっております関係上、健康推進協議会を統合した形で、助成金は会

に助成するという内容になっています。 
農委産業部会 荒川町 斉藤 課長 
・ 転作関係市町村単独補助金でございますが、調整方針ならびに具体的処理方法は、平成１

６年度から新たな米政策改革大網が実施されることから、現行のものとは違う新たなもの

として行うことにしました。 
・ 商業振興策についてですが、調整方針として村上市の補助金制度を基本に調整することと

しました。平成１４年に荒川町のみ荒川町商工会プレミア商品券助成を行っていますが、

具体的処理方法としまして、荒川町商工会プレミア商品券を新市に移行することは困難で

あるため、合併時に廃止し、商店街活性化事業の中で検討していくことになりました。 
・ 中心市街地活性化基本計画についてです。これは村上市のみでありまして、調整方針とし

ては、現行のまま新市に引き継ぐということになりました。具体的処理方法としましては、

現行のまま進めるということにしました。 
・ 物産振興事業につきましてですが、これについても各市町村内容が異なるということで、

調整方針としては、新市に移行後調整するということにしました。具体的処理方法につき

ましても、現行のものを残しながら新たな方向で調整することにしました。 
・ 中小企業振興資金として、制度融資でございます。現在、村上市と荒川町では制度融資を

行っておりますが、制度内容については相違があることから、調整方針としては、現行の

まま新市に引き継ぐということにしました。具体的処理方法としましては、既存貸付につ

きましては、現行のまま新市に引き継ぐが、新規貸付については合併時に制度間調整を行

っていくことにしました。 
・ 産業育成資金についてです。これも市町村ごとに相違があることから調整方針としては、

現行のまま新市に引き継ぐことにしました。具体的処理方法としましては、既存貸付とし

ましては現行のまま新市に引き継ぐが、新規貸付につきましては合併時に制度間調整を行

い、融資委員会につきましては、委員構成を含め検討していくことにしました。 
・ 中小企業不況対策特別資金等についてです。各市町村に相違があることから、調整方針と

しては現行のまま新市に引き継ぐことにしました。具体的処理方法としましては、既存貸

付については現行のまま新市に引き継ぐが、新規貸付については合併時に融資条件等の統

一調整を図り、新たな制度を作り対応することにしました。 
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・ 商工団体振興ということで、商工団体に対する支援でございますけれども、各市町村につ

いて相違があることから、調整方針としては現行のまま新市に引き継ぐということになり

ました。具体的処理方法としましては、現行のまま新市に引き継ぐが、商工会補助金にお

いて相違があるため、新市において新しい基準を検討し、補助額の見直し等図ることにし

ました。 
・ 中小企業支援につきましても、制度見直しの必要があるということで、調整方針としまし

ては、新市に移行後調整するということにしました。具体的処理方法としては、現行制度

を見直しながら、合併後、内容・条件の調整を図ることにしました。 
・ 消費生活センターについては、これにつきましては村上市だけに制度がありまして、村上

市の例によることにしました。具体的処理方法につきましては、今後はますます相談者の

増加が予想されることから、新市に消費者センターを設け、相談体制の充実を図ることに

しました。 
土木建設部会 神林村 小林 課長 
・ 除雪対策でございます。細項目といたしまして、除雪の実施対策でございます。これにつ

きましては各市町村にバラツキがございますので、現行のものを新市に引き継ぎ、新市移

行後調整を行うという調整方針でございます。具体的処理方法としましては、現行の除雪

実施区分を維持し、新市移行後の降雪期までに、新たな実施要領の調整を行うということ

であります。現在実施しているものを基本として考えていくものであります。 
・ 同じく除雪対策の除雪路線、延長でございます。これにつきましては、各市町村路線数、

延長数が異なっていますが、同じく新市に引き継ぐものでございます。具体的処理方法と

しましては、このまま引き継ぎまして、新市において除雪実施要領を調整するということ

でいます。 
・ 住宅資金貸付の利率・利率補給等についてです。これにつきましては、全市町村で設定し

ていない為、統一が取れません。また、年々利用者が減少していることや、市中利率が低

くなってきていまして、規定されているものが銀行より高くなっています。調整方針とい

たしまして廃止の方向で調整する。ただし現在行っております預託につきましては、現在

貸付している分が終了するまで行うということであります。具体的処理方法といたしまし

ては、新規貸付制度は行わず、預託については償退終了時まで行うという調整方針でござ

います。 
・ 上水道事業の料金の基本料金でございます。細項目といたしまして、各市町村で料金体系、

設定金額がバラバラでございます。調整方針といたしましては、現行のまま新市に引き継

ぎ、合併後５年を目途に基本料金の統一化を図るということでございます。具体的処理方

法の中でございますが、料金体系は口径別料金とするということであります。設定金額に

ついては建設時の償退、または維持費用等を試算した結果、それを料金に反映させるとい

うことを試算したわけでございますが、現状での統一は困難なので合併後５年を目途に統

一するということであります。 
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・ 上水道事業の料金、従量料金でございます。これにつきましても先ほどの基本料金と同じ

考え方で、合併後５年を目途に統一するという調整方針でございます 
・ 下水道料金体系、料金算定方法についてです。下水道につきましては完了しているところ

と事業中のものということでバラツキがございます。料金算定方法につきましても負担金

設定との兼ね合い、また、建設途上段階のところがあったりということで、一気に統一料

金とすることは難しいということで、調整方針といたしましては現行を新市に引き継ぐと

いうことであります。具体的処理方法としましては、水洗化率の予測と維持管理費の推定

を行う必要があるということになっています。また、朝日村については、井戸メーター等

の設置にかかる費用の算出が必要。また、これら調整のうえ、合併後７年目から統一料金

とするとしています。 
・ 下水道の負担金設定基準（末端管渠費等）でございます。これも先ほど申し上げましたと

おり、事業継続中というところもありますし、また過年度との整合性を保つ必要もありま

す。各市町村ごとの特色もあるということで、調整方針は、現行制度を維持しつつ、新市

に引き継ぐ。段階的に負担金の統一を図るというものです。 
・ 下水道の受益者負担金、分担金、負担金額算定方法でございます。これにつきましては、

各市町村で制度の相違がある。事業継続市町村、完了市町村があります。また、地元説明

会では加入促進のための各市町村の特色があり、統一は難しい。また、村上市の面積要件

が各町村と相違いたしております。調整方針といたしましては、現行制度を維持しつつ、

新市に引き継ぐ。段階的に負担金の統一を図るであります。具体的な処理方法といたしま

しては、事業完了年度や使用料改定年度等を総合的に考慮し、経過措置を設けるなど急激

な変動を避ける。現行制度を維持しつつ、新市において検討するであります。 
・ 下水道の受益者負担金、分担金の賦課対象区域の決定方法ということで、これも３つの方

法に分かれています。村上市の方法、荒川町と朝日村と山北町が同じような方法でござい

ます。神林村は負担金がありません。調整方針としましては、供用開始区域から順次賦課

する方法で調整する。具体的処理方法といたしましては、村上市については経過期間を設

け、急激な変動を避ける。新市において検討し、新条例化するということでございます。 
・ 受益者負担金、分担金の徴収方法、納期についてでございます。これにつきましても各市

町村で相違がございます。村上市の例により合併時までに調整するという調整方針でござ

います。具体的処理方法としましては村上市の例により、年間２期の５年分割払いを原則

とし、初回一括納入も可能とする方法で検討し、新たに条例化を行うということでござい

ます。 
教育部会長 山北町 小田 課長 
・ 教育目標の関係でございます。義務教育小中学校を含めまして教育目標の重要な内容につ

いてですので、合併までに新市の教育目標を作成してもらわなければならないとしていま

す。そのように調整をいたしました。具体的な処理方法としましては、合併について郡市

の教育長会議に委任をして作成していただく、そして、合併協議会の名において教育長に
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要請すると考えています。 
・ 学区・学級編成についてです。６市町村の境界の中で学区の取扱いに不都合が生ずること

が考えられるわけではありますが、現行のまま引き継ぎをいたしまして、合併後に十分な

論議を行った上で調整をしていくということにしました。 
・ スクールバス運行の時期・範囲についてです。それぞれの市町村でバラツキが大きいわけ

でございますので、現行のまま引き継ぎまして再度調整をしていくということでございま

すが、合併前に変更の運行基準を明確にした上で、合併後に地域事情を考慮しつつ検討を

加えるということであります。 
・ 給食方式にいたしましても、今現在、粟島浦村で給食制度ができていませんが、現行のま

ま新市に引き継ぎまして、具体的には粟島浦村が早期に実現させることを優先して検討す

ることにしました。 
・ 奨学金の関係でございます。市町村間の差が大きな事業内容になっていますので、従来の

制度は合併時に終了し、新市に移行後すみやかに新たな制度を行うことにしています。具

体的には今現在貸付けの中のものがございますので、これについては現在の制度に基づき

引き継ぐことにしました。 
・ 緊急援助資金でございますが、実施しているのは村上市１市のみです。調整方針としまし

ては、現行のまま新市に引き継ぐということになりました。 
佐藤会長 
・ それぞれ事業取扱いを説明いただきました。ここで、皆様に頭の中を整理していただくた

めにも、８時半まで休憩を取りたいと思います。 
 

（休憩８分） 
 
佐藤会長 
・ それでは、ご説明いただきました事業取扱いごとに確認をさせていただきまして、もし承

認できるとすれば、その取扱いごとに承認いただきたいと思います。番号ごとに行ってい

きますので、その都度ご意見いただきたいと思います。 
・ まず、総務各関係事業の取扱い１から１３までのことに対して、皆様のご意見・ご質問等

ありましたらお願いしたいと思います。 
村上市 土居 光夫 委員 
・ １から１３・１４とずっといくわけでありますが、これを精査していきますと大変な問題

が書かれてありますので、各自治体に持ち帰ってもう一度精査をしまして、継続協議とし

た方がすみやかではないだろうかと思います。なぜなら、新市移行後決定するもの、合併

時に決定するもの、合併前にやらなければならない問題が幾多かあると思うのです。その

辺の調整が今の分科会、部会で終わっていない状況で諮られて、はたしてこの中で決めら

れるのかという気がしてなりません。その辺はいかがでしょうか。 
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佐藤会長 
・ 今、土居委員からそういう意見がございました。今説明した中で特に住民に直接関係する

ものが多くございます。これを決定していただくと新市になったときにすぐ適用、そして

３年後・５年後などいろいろありますけれども調整するというものもございます。そうい

う意味で、土居委員は慎重に検討するために継続という言葉が出てきたわけです。みなさ

んのご意見はどうでしょう。 
（「賛成」の声） 
・ もし、今のところで問題があることがあれば聞いてください。 

山北町 板垣 一徳 委員 
・ 調整方針概要について、新市に移行後調整するということは、新市になってから移行して

いくことでいいだろうが、新たな方向で調整をするということは、合併までにその新たな

方向に調整されたものが法定協議会に諮られるのですか。それから、廃止する方向で調整

するということになっているのですが、これはいま言うようなのは、合併する前に再度法

定協議会に事務局の方で方針を出し、私どもの方にその方向性を示されるのかどうかとい

うことをはっきりしていただきたい。 
佐藤会長 
・ 新市に移行後速やかに調整するということは、新市が合併してできた後、議会で決めると

いうことになってくると思います。現状になっているものはそのままですが、合併時に廃

止するというのは合併したときになくなりますということで、確認をしていただければと

思います。また、合併後３年から５年後というのは、合併後の議会の中で調整を成されて

いくということであるとご理解いただければと思っています。大筋の内容は調整方針概要

に記載しているとおりです。そんなような調整をしていくということであります。 
・ 継続という意見もありましたので、今日は１番から１１５番までありますが、その中でど

うしても聞いておきたいということがございましたら出していただきたいと思います。 
山北町 大滝町長 
・ 教育関係について提案を申し上げたいし、また、ご意見をお伺いしたいと思います。 
・ 教育は１００年の大計と言われているわけですが、今回、教育目標等について出て参りま

した。教育目標はもちろんのことでありますが、新市の教育のあるべき姿、教育の根幹を

なすものは何なのかというようなことについて、私は早急に取り組む必要があるのではな

いだろうかというように考えています。それぞれの市町村には教育委員会があり、今日そ

れぞれの教育長がお見えでございます。私は早急に、その中で教育推進行政委員会でも名

称はなんでもよいのでございますが、新しい新市の教育についての検討、そして基本骨格

を決めていくべきではないかと提案申し上げます。 
佐藤会長 
・ この件に関しましては教育関係の OB の方からの私宛とか、それぞれ町村宛のご意見がき

ていると思います。今、大滝委員が言われたようにしっかりと決めなければいけないとい
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うふうに思っておりますので、その辺の配慮を合併事務局もお願いを申し上げたいと思い

ます。 
・ その他ありますでしょうか。 

美濃事務局長 
・ 先ほどの板垣委員の質問で、合併後に新たな方法で調整するという内容について、新たな

方向が合併前の法定協議会に示されるのかというご質問がありましたが、これにつきまし

ては具体的処理方針といいますか、処理方法というものが新たな方向でございまして、こ

れをさらに具体的になった内容を合併協議会の中においてもう一度提案するということは

予定しておりません。 
・ 教育目標・教育方針につきましては、ここでご決定いただければ、早速、各教育長にご依

頼をしたいと思っております。 
佐藤会長 
・ 委員の方で今の説明の中でわからない部分がありましたらお願いします。 

山北町 板垣 一徳 委員 
・ 例えば７９番、村上市の補助金制度によって基本的に調整するのだというものは、合併前

に調整するのでしょう。調整すれば、私どもに報告することになるわけでしょう。全部に

ついていっているのではなく、そういうことについて言っているのです。 
美濃事務局長 
・ 総括的なことですので、私のほうから説明させていただきます。個別には各部会長からと

いうことになりますが、合併時までにということは、合併時までに条例整理もして、職務

執行者によって新市発足時に公布する形を作らなければなりません。従って、条例化をす

るための詳細については部会あるいは分科会でつめていく必要があろうかとは思いますが、

この協議会において同じ協議項目でもう一度お諮りするということはないということであ

ります。 
山北町 板垣 一徳 委員 
・ つまり合併時までの調整においても、私たちには説明しないということであって、部会だ

けでつめていくだけであって、私たち委員には報告しないと言うことなのですか。 
美濃事務局長 
・ この具体的処理方法が、いわゆる調整する方針ということになっていますので、この方法

で条例・規則等の整備を行っていくということであります。 
佐藤会長 
・ 皆様のところには検討表というものがございます。その中で、調整方針とか具体的な処理

方法というものが書いてあります。字が小さいので見えにくいとは思いますが、その辺を

ご覧いただきましてそういうことなのでということをご理解いただければよろしいかと思

います。 
村上市 土居 光夫 委員 
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・ 例えば、検討表の１ページの総合計画でありますが、企画広域部会でご質疑いただいたわ

けでありますが、全体的なことについてはわかるのでありますが、これが速やかに議会の

議決を要するということでありますが、新市移行後ということになっています。これは、

そのような捉え方もあるし、合併協議会の委員のみなさんの中では、新市建設計画あるい

はもう一つの委員会があって、今、計画策定の方針というものが出されているわけである。

それが大前提になってその中で、１０年間の基本総合計画ができ、そのことによって委員

会で、この委員会で議決行為があって、そしてその各自治体の議会で議決されるのかなと

思ったわけであります。そうではないということなので、少しおかしいのではないのかな

ということになりました。そうするとこの協議会は、出されたものについて「はいどうぞ」

「次、はいどうぞ」という協議会でしかないようになってしまうのではないかなと懸念す

るわけでありますが、その辺はどうお考えなのでしょうか。 
企画広域部会長 朝日村 大田 課長 
・ 総合計画についてのお話がありましたけれども、もちろん今、お話がありましたように新

市の建設計画関連もございます。また、特例債の関連、新しい市の市長さんの考え方とい

うものも出てくるわけです。そしてこの総合計画というものは、地方自治法で新市になっ

た後策定するということになっていますので、合併前に計画を立てるということは法律上、

無理であります。 
村上市 土居 光夫 委員 
・ そのような理由ならば、そういうことを先に教えていただければいいわけです。そういう

ことを後回しにして、ここに総合計画は新議会で決めますよ、あるいは新市長がというこ

とになれば、今、新市建設計画で決めていることが、新市長の選任により大前提はあるか

もしれないが、全部覆すことが出来るということですよね。その辺を危惧するものですか

ら、お聞きしたわけです。 
企画広域部会長 朝日村 大田 課長 
・ 先ほどの説明は舌足らずで申し訳ありませんでした。法定協議会でそれぞれ協議されたわ

けですから、その結果を尊重して総合計画を定めることとなろうかと思います。極端には

新市の市長さんが尊重しないということも有り得るわけですけれども、法定協議会を設置

して協議された建設計画等は、当然尊重されなければならないということになろうかと思

います。ただ、総合計画そのものは地方自治法上、新市発足後でなければ出来ないという

ことであります。 
佐藤会長  
・ 先ほど大滝委員の方からでました教育目標について、皆さん方のご意見で承認いただかな

いと目標を策定する会というものが持てませんので、ご意見をいただきながら、もし、み

なさんがご理解いただけるようならば、早急に事務局として対応させていただきたいと思

います。 
・ 圏域の教育に対して、検討をいただくというものの会を作るべきではないかということも
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含めて、皆さんのご意見をいただきながら、もし、ご承認いただけるのなら、事務局の方

で対応をすぐさせていただき、皆さんにお諮りしたいと思います。 
荒川町 金子 三十美 委員 
・ 大滝委員の意見に賛成いたします。委員の方ですけれども、教育長さんたちもおそろいで

すが、ぜひ民間の方からも参加させていただいて、自由活発な意見でご協議いただければ

ありがたいと思います。 
佐藤会長 
・ 皆さん他に意見はありませんでしょうか。 
・ この教育目標、その他の教育に関しまして、今の金子委員からの意見も入れながら、教育

以外の方も交え、今後のこの圏域の教育の在り方も含めて、会議を進めさせていただくこ

とにご承認いただけますでしょうか。 
 （「異議なし」の声） 

・ この件に関しましては、皆様にご承認いただけたこととして対応させていただきたいと思

います。 
・ その他に関しましては、皆さんもまだまだわからないことがあると思いますので、総体的

に継続協議とさせていただきたいと思います。皆さんにしっかりと調整検討表を見ていた

だきながら、いろんな方にご意見をいただく機会を設けていただきながら、継続という形

の中で取り扱わせていただくということでご承認いただけますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ その他の件に関しましては継続審議とさせていただきます。 
 

５．その他 
佐藤会長 
・ 日程第５「その他」に入ります。 
・ 次回協議会の開催日程等について、事務局から説明を願います。 

美濃事務局長 
・ 次回につきましては１２月７日 日曜日、午後１時３０分からパルパーク神林で行いたい

と思います。 
・ その次につきましては、１２月２２日 月曜日、午後６時３０分から村上市民ふれあいセ

ンターを予定しています。 
・ もう一点ご理解、ご承認いただきたいのですが、地域説明会、住民アンケート調査の実施

時期につきまして、第１回の協議会の際に合併協議スケジュール案を参考までにお示しを

し、ご了承いただいたところであります。ご案内のとおり、事務事業調整項目につきまし

ては、今回が第１回目の協議ということで１１５項目、残りにつきましても１２月の２回

予定してあります協議会の中で出していきたいと考えておりますし、新市建設計画につき

ましては、現在まで３回の策定委員会を開催し、ご協議をいただいているところでありま
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す。この建設計画策定につきましては、併せて県との協議が必要であることから、計画素

案がまとまりますまで今しばらくの期間を要する状況でございます。従いまして、当初予

定をしておりました地域説明会及び住民アンケート調査につきましては、実施時期を１～

２ヶ月程度延期させていただきたいと考えております。ただ、合併協定書の締結、あるい

は各市町村での廃置分合の議決以降のスケジュールにつきましては、当初のスケジュール

案のとおり進めさせていただきたいと考えております。なにとぞご理解の上、ご了承いた

だけますようお願いを申し上げます。 
佐藤会長 
・ 説明がありましたように、次回の協議会は、１２月７日 日曜日 午後１時３０分からパ

ルパーク神林で、第６回協議会は１２月２２日 月曜日 午後６時３０分から村上市民ふ

れあいセンターでの開催を予定しております。 
・ 事務局から申し上げました、調整項目と新市計画も含めた具体的な問題がたくさんござい

ます。住民との関係が具体的に出た段階の中で、地域の説明会そして併せてアンケートと

いうことになりますので、その辺をご理解いただきながらしっかりとご協議を賜りたいと

思っております。 
 

６．閉会 
佐藤会長 
・ 日程第６「閉会」につきましては、会場地の大滝山北町町長からお願いいたします。 

大滝山北町長 
・ 閉会のご挨拶を申し上げます。本日は、慎重な審議をいただき誠にありがとうございます。

委員の皆様を始め、ご来場いただきました皆様、大変ご苦労さまでございました。合併の

協議会が山北町で開かれるのもこれが最後かと思われますが、遠いところおいでいただき

まして地元町長として感謝を申し上げる次第でございます。さぞかし遠く感じられたこと

と思います。当町には４８の集落が海岸線沿いや国道沿いに点在しております。そしてこ

の会場からさらに２０キロ奥にも数集落があり、やがて２メートルを越える雪が積もり、

厳しい冬を迎えることになりますが、そこでは、日々確かな生活が営まれているわけであ

ります。そこで暮らしている人々は、合併したらどうなるのだろう、誰もかまってくれな

いのではないだろうかと、毎日毎日心配と不安でいたたまれないと訴えております。この

言葉はこの山北町に限った言葉ではないと思います。これらの地域も含め県下でも広大な

地域を有する合併となるのであります。これからの合併の推進に当たっては、常に強い立

場にあるものが、弱い立場の人々に対して思いやりを持っていたわる心で接しなければ、

到底合併など為し得ないものだと考えます。これからも、まだまだ紆余曲折はあるかとは

思いますが、ご理解とご協力を切にお願いするのであります。どうぞ、お帰りの際には交

通安全に十分にお気をつけて帰っていただきたいと思います。本日は大変ごくろうさまで

ございました。 






