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第５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１２月７日（日） 午後１時２７分～午後２時３１分 
○会 場  パルパーク神林 
○出席者  協議会委員３０名 
      助役３名、教育長５名、幹事１５名、県合併支援課１名、村上地域振興事務所３名 
      会場地課長９名、事務局１５名 
○傍聴者  一般１０９名、マスコミ関係者１０名 
 
                                   （午後１時２７分） 
１．開会 
美濃事務局長 
・ 本日は、お休みのところ、またお寒いところお集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。定刻少し前ですが皆さんお揃いでございますので、ただいまから第５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 
・ 今日は、日曜日のところ、また今年の冬一番の寒さを迎えております。それぞれの地域にとっ

ては、これから冬に向かって大変な頃を迎えようとしております。私も第４回の法定協議会の

後、私事ではございますが、がんの摘出手術のため、休ませていただきました。その間、この

圏域でこの法定協議会の先を問う選挙が行われ、そしてその結果が出ました。私も入院中であ

りながら、このことを憂慮しておりました。本日、第５回の村上市岩船郡６市町村合併協議会

におかれまして、皆様方もどうか今回のことを踏まえながら、今日は協議していただくという

ことで、今までのように調整項目とかいろんなものは一切ございません。今後の運営のあり方

ということで、報告の後諮らせていただくということで、今日はお忙しい時間ではございます

が、よろしくお願いを申し上げたいと思っております。 
 

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。 
・ 本協議会におきましては、前回の山北町会場において継続協議となった協議項目等について、

ご審議をいただく予定にしておりましたが、先程申し上げましたように先般の荒川町長選挙に

おきまして、町長さんの交代ということがございました。新しい町長さんには本圏域との合併
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に反対の立場で就任されたということでございますので、今回の協議会では、事務事業調整等

の実質的な審議は行わず、荒川町さんの方針をお聞きした上で、６市町村による法定合併協議

会の今後の運営について、議題として協議いただくというふうに考えております。 
・ なお、会議の開催につきましては、協議会規約第１０条第１項の規定によりまして、委員の半

数以上の出席が必要とされております。本日は、欠席者がなく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ます。本協議会の会議録署名委員は、山北町

の板垣一徳委員と粟島浦村、坂下国春委員のお二人にお願いを申し上げます。ご了承をお願い

申し上げます。 
 

３．報告事項 
佐藤会長 
・ 日程に従いまして、会議に入らせていただきます。 
・ 日程第３、報告事項でございます。報告第１６号、協議会委員の交代について、事務局から説

明をお願いいたします。 
美濃事務局長 
・ それでは、次第書の２ページをご覧いただきたいと思いますが、ただいま議長からお話がござ

いましたように、荒川町長選において町長さんの交代がございました。本協議会の第１号委員

の金子前荒川町長さんから、１１月２１日付けで退任の届出、そして１１月２２日付けで、大

矢新町長さんからの委員の変更届がございました。その結果、同日付けで大矢町長さんが、本

協議会の第１号委員に就任されております。それが２ページの内容でございます。なお３ペー

ジに、変更後の名簿を掲載させていただいておりますので、ご覧いただきたいと思います。以

上でございます。 
佐藤会長 
・ 続きまして、報告第１７号、協議会役員の選任について、事務局から説明をお願いいたします。 

美濃事務局長 
・ この件につきましては、副会長でございました金子委員の退任に伴う役員の選任について、ご

報告申し上げます。本協議会規約の第６条第１項に、会長及び副会長は関係市町村の長が協議

により次条第１項の規定に基づき、委員となるべき者の中からこれを選任するという規定がご

ざいます。関係市町村の長の協議といたしまして、去る１２月５日に６市町村長による会議を

開催いたしました。その結果、副会長には大滝山北町長さんに就任をお願いしたいということ

で決定いたしました。そのことにつきまして、４ページに記載をさせていただいております。

副会長には、山北町長、大滝平正さんということでございます。 
佐藤会長 
・ 引き続き、報告第１８号に入らせていただきたいと存じます。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 
・ それでは、５ページをお開きいただきたいと思います。業務報告につきまして、かいつまんで



 3

ご報告を申し上げます。１０月２７日から１２月５日までの内容でございますが、１０月２７

日に第３回の新市建設計画策定委員会を開催しております。それから、１０月３０日には行政

視察の受入れということで、長野県の諏訪郡町村会から視察にお見えになり、会長及び事務局

で対応しております。１１月７日に第４回合併協議会を山北町民会館で開催いたしました。１

１月１９日には、第４回の合併協議会幹事会を開催いたしました。その後、１２月５日に６市

町村長の打合せ会議を開催し、本日の協議会についての対応等を協議したところであります。

なお、同日午後３時半から第３回の新市名候補選定委員会を開催し、その中で１１月１日から

１２月１日までの１ヶ月という期間で公募しました、新市名の応募結果についてご報告し、そ

の後の方向性についてご協議をいただいたわけであります。応募の結果については、皆様のお

手元にお配りのとおりでありますが、応募件数２，３４３件、うち有効件数が２，２７８件、

作品件数といいますか新市名の種類につきましては３０５点でございました。有効件数２，２

７８件のうち、６市町村の圏域内の応募につきましては、１，８８２件、それから圏域を除く

県内につきましては１５８件、県外が２３８件というふうな状況になっております。 
 なお、この選定委員会につきましては、本日の協議会の結果を踏まえて、選定作業に入るか入

らないかということがございましたので、５日の選定委員会は、この応募結果を報告するのみ

で終了いたしております。 
 その他、７分科会延べ６１人、７部会延べ８８人の出席を得て協議を行ってまいったところで

ございます。以上であります。 
佐藤会長 
・ ただいま、事務局から報告第１８号業務報告について説明がありましたが、委員の皆さんから

ご質問等がございましたらお受けいたしたいと思います。なお質問をされる場合は、挙手をし

ていただいて市町村名とお名前を言っていただければたいへんありがたいと思います。皆様、

何か報告事項に関しましてご質問ございますでしょうか。 
（「無し」の声） 
・ 無いという声がございますので、報告の方は、ご了解させていただきたいと存じます。 

 
４．協議事項 
・ それでは日程４、協議事項に入らせていただきます。冒頭にお話しいたしましたとおり、村上

市岩船郡６市町村合併協議会の今後の運営について、協議事項とさせていただきます。 
・ 始めに、荒川町長さんからの方針を、この協議会の場で正式に表明していただいた方がよいと

思いますので、大矢委員の方からよろしくお願い申し上げしたいと思います。 
荒川町 大矢町長 
 ・ 去る１１月１６日に行われました荒川町長選挙は、合併を争点とした選挙であり、村上市岩船

郡６市町村の合併に反対し、中条町他との枠組みによる合併又は単独の道を選ぶことについて、

町民の皆さんの意向に従って進めていくということが私の公約であります。選挙の結果大差で

ありましたので、私の公約を実行することが責務だと思っております。したがって、法定協議

会まで進んだ皆さんには大変申し訳なく思いますが、この会より脱退いたしますのでよろしく

お願いします。以上です。 
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佐藤会長 
・ ただいま、荒川町、大矢町長から法定協議会からの離脱について、正式にお話をいただきまし

た。そこで、我々６市町村長の会議を、１２月５日に開催させていただきました。今後の、協

議会運営に関する５市町村長の統一見解を申し上げたいというふうに思います。 
・ ただ今、大矢荒川町長から本合併協議会の場において、正式に協議会からの離脱の表明があり

ました。この結果を踏まえ私ども５市町村長は、このことを真摯に受け止め、先般５日の市町

村長会議におきまして、今後の本協議会の存続について荒川町長を交え協議をいたしました。

その結果、次のような判断と結論に至りましたので、ご報告させていただきます。 
まず、市町村合併については、当初、村上岩船圏域が経済活動をはじめ通勤、通学等いわゆる

生活圏が一体であること、一部の行政事務についても７市町村が岩船地域広域事務組合を組織

し運営してきたこと等を踏まえ、合併による効果も大きいことから積極的に推進してまいりま

した。しかし、本年３月には関川村が離脱し、そして、このたびは先程お話のように荒川町長

から離脱の表明がなされました。これにより当初の合併効果は縮小し、これまでの合併構想に

ついても再検討を余儀なくされております。 
さらに、本協議会は、このたびの荒川町離脱表明により、実質的な協議を進めることができな

い状況にあります。このまま放置することは、それぞれの市町村が、合併についての今後の方

向を決めるにあたって大きな障害になると考えます。 
以上のことから、この際、村上市岩船郡６市町村合併協議会は、解散させていただくこととし

ました。今後の手続きとしては、それぞれの市町村において１２月定例会、又は臨時議会で６

市町村合併協議会廃止の議案を提案し、議決をお願いすることといたしております。議会の議

決をいただいた後、一定の会計整理期間を経て、正式に解散することになります。 
各委員の皆様には、任意協議会の段階から、そして法定協議会において、それぞれの立場で真

剣にご協議いただきましたことに深く感謝申し上げます。これまで合併に向けて研究・検討い

ただいたことが、今後何らかの形で生かされる努力は続けてまいりたいと考えております。こ

うした結論に至りましたことに対し、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。以上、

５市町村の統一見解を申し上げさせていただきました。 
・ ただ今お聞きのように６市町村合併協議会は今後進めることはできません。委員の皆さんもそ

れぞれの思いがあるかと思いますので、ここで決定ということはできませんが、皆さんのいま

までの考え方も含めてもしお話があるようでしたら、是非この場でご意見をいただければ幸い

に存じます。 
山北町 板垣一徳委員 
・ 山北町の板垣と申します。２点について、お伺いいたします。まず１点は、昨日の新聞の件で

ございますけれども、あの記事は本来であれば明日の新潟日報に載ってしかるべきではなかっ

たかなと思っておるところであります。実は私は山北町ですが、大勢の町民の中には、「もう合

併はだめなんだな」というふうに受け止められておるようでありますし、事実、誰かが報道す

るように言ったから報道したのではないのかなと思っておりまして、この法定協に対する不信

感がある。これが第１点であります。第２点は、私ども１市２町３村が７月３０日に全議会が

法定協設置を議決したことが、町長が代わったからといって法定協を簡単に止めらせるという
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ことは、議会の議決というものがどういう観点に値するのか。私は非常に議会を愚弄したとい

っても過言ではない。そして、今会長からお話がありましたけれども、この法定協を解散する

には、更に１市２町３村の議会の議決が必要である。これがもし１つの議会で反対された場合

どうなるのか、その２点についてお伺いしたい。 
佐藤会長 
・ それでは、報道機関に関してのことをお話しさせていただきます。私ども６市町村の話しの中

では、一切報道機関には公表しないということでありました。報道機関は、どういうことから

出たのかわかりませんが関係者から聞いたということで、私のところにも来ましたけれども、

「今日（７日）が結論を出す日です」とお話しさせていただきました。あとはコメントしてお

りません。そういうことで皆様、報道機関に対してはそういう対応だったということをご理解

いただきたいと思います。２点目については、事務局からお願いいたします。 
美濃事務局長 
 ・ 先程の５市町村長の統一見解を踏まえて、私ども解釈するわけでありますが、地方自治法第２

５２条の６の規定で、廃止の議案を提案することになるわけでありますが、どこかが可決をし

ないとなった場合にどうなるのかというご質問であると思いますが、事実上１つでも可決しま

すと、この協議会自体は運営不能といいますか、事実上の廃止という状況に陥ったままになる

と思っておりますので、その当該市町村では、再度提案することになろうかと思いますが、私

はそこまでは申し上げられませんが、いずれにしても残ったところで続けることはできないと

いう状況に陥ると思います。 
山北町 板垣一徳委員 
・ 私がこれから読み上げるものは、県の指導者からのものです。「６市町村合併協議会と５市町村

協議会を並行して設置し、住民投票後にどちらかに移行することは可能である。」となっており

ます。端的にお聞きしますが、荒川町が離脱をする、これは大矢町長さんからお聞きしました

からよく理解できます。１２月５日の話の中で、残った市町村でもやろうというようなお話し

はされなかったのか。なぜどうしても法定協を解散しなければならなかったのか。事務局の言

っていることはよくわかります。法定協から抜ければ法定協とみなさない。一旦解散しなさい

ということはよく理解できますが、しかし先程読んだ文面からいいますと、何も解散しなくて

も６市町村このまま法定協を持っていって、荒川町に住民投票をしていただく。そして、住民

投票でどうなるか。大矢町長さんは住民投票をするということを選挙公約しているわけですか

ら。その後に解散してもいいのではないかと私は思うわけであります。首長さんたちが５日に

集まったときにそのような話しがあったかどうか。その点について、お伺いしたい。 
佐藤会長 
・ その点に関しましては、お話しをさせていただいております。荒川町の離脱を受けて、そのあ

との空白期間は、何ヶ月になるかわかりません。その間、協議会を含めて空白期間をおくこと

はできない。併せてそれぞれの市町村の住民の方にこの件をお話しし、ご了解を得なければな

らない。その期間がもちろん必要です。特に私は、村上市として７から６に対しての住民説明

をさせていただいておりません。総選挙前ということで。ただし、これが５つということに関

しては、条件が違ってまいります。そうすると、少なくとも私の考えでいけば、１月中には住
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民説明会を開かなければいけない。そして改めてどうするかということが現実的に出てくる。

そうすると、協議会は一旦廃止しなければならない。そういうことで、その他の町村長さんも

話はあると思いますが、私としてはそういう話をさせていただきました。その他の方。 
神林村 近 登茂也委員 
・ 神林村の近でございます。今、山北町の板垣委員のお話は、ごもっともなご意見だろうと私も

感じております。先日のいわふね新聞に掲載されていましたが、村上市の市名を残す会がある

そうですが、その署名簿があなた方に提出された。そのときにあなたはコメントしていますが、

その中で、「９，０００人もの多くの署名が集まるとは思っていなかった。」というお話をされ

ています。それを土台にして私が考えますに、最後にあなたはこう言っております。「あなた方

の署名簿については、重く受け止めています。」と発言されております。それを裏返しますと、

もうこれは村上市という市名を残さなければならないんだという決意がにじみ出ていると。こ

れは単純な考え方だと思いますが、皆さんが感じたのではないかというふうに思います。それ

から考えますと、端的に言いますと無性に私は腹が立ちます。何で協議会長ともあろうという

お方が、1 市民団体の署名簿を受け取るときに、そんな重大な決意で受け取ること自体が間違

っているのではないか。要するに私の言いたいことは、あなたの個人的な感情でこの市名を決

定するわけにもいかないわけですし、ましてや 1 旧市の人たちの集まりのものをそんなに大切

にしなければならないのか。それは大切にするときもありますけれども、決断されたというこ

とが大事なわけでありまして、新市名を決定するには協議会の意見を最大限尊重しなければな

らないはずなのです。それをもう少し言葉を選んで、提出された者に対してご返事されるべき

ではなかったかと思います。あまりにも市長という立場であの発言をされたということが、私

は遺憾であります。そうしますと、村上市という名前がもう既に決定済だと、言わざるを得な

いわけであります。しかも提出された方のご意見では、村上市という名前が消えるようであれ

ば、合併は止めた方がよい。止めてもらいたい。止めるべきだという発言までされています。

あのような過激なお話というものは、議論ではなくてまるっきり個人的発言です。それを郡市

の合併 6 市町村の意見にも、強烈にそれを植え付けるということ自体がまずかった。端的に言

えば、我々神林村の人間として言わせてもらえば、そんなにも村上市の人たちはエゴなのかと

言わざるを得ない。そう考えたときに、これはもう合併はだめだと私は判断したのです。本当

にこれから１０年、２０年先の住民の幸せを考えたときに、合併をして新市を誕生させてそれ

を乗り切っていくということが我々に課せられた課題であり、我々はそう思ってここまで協議

会に真剣に取り組んできたのです。それを村上市の皆さんのエゴによって我々が左右されるの

であれば、合併はごめんだという気持ちになります。そういう意味で市長はどういう気持ちで

あのコメントを言われたのか、そのへんをお伺いいたします。 
佐藤会長 
・ 近委員の言われることは、よくわかります。これは、村上市の中で市長という立場で住民の要

望、請願がたくさんあります。それの 1 つとして受け止め、それだけの人たちがその思いを寄

せたということに関して、お話しをさせていただいたということであります。それだけのこと

でございます。その他、ございませんでしょうか。 
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荒川町 寺社委員 
・ １２月１日の臨時議会で、今度荒川町の議長をさせていただくことになりました寺社でござい

ます。よろしくお願いいたします。今日は全委員の皆さんが揃っておりますし、新しく荒川町

長に就任されました大矢町長もおいでになっております。しかも傍聴の皆さんも大勢いらしゃ

いますので、さてどんな話になるのかなとお聞きしておりました。しかしそれぞれの首長の皆

さんが協議の結果、関川村に続き荒川町の町長が協議会を離脱したいということを受けて、合

併効果が薄れるということからこのまま継続は不可能という結論めいた話があったわけです。

私どもの議会でも１２月１６日から１２月定例会が開催されますが、新しい町長の施政方針い

わゆる所信表明がまだされておりませんので、今後の状況を見極めなければならない。そうい

う状況の中で、いまここで解散というような状況になっておりますが、先程、近委員さんのお

話がありましたように、今回の荒川町の町長選挙はあくまでも首長の選挙であります。この合

併問題はその中で大きなウェートを占める政策論争であると考えた場合に、さてこれから本来

の民意といいますか、合併となりますとどの首長さんも最後は民意を強調したいということに

なろうかと思いますが、皆さんの場合も選挙報道等で私どもと同じ情報を持っているかと思い

ます。今までこの法定協がいろいろな形を持ちながらここまで順調にやってきたわけですが、

その中でこの法定協を阻止するんだ。そして、新しく自立するか又中条町と合併協議をするか

が公約であります。しかもその原点というのは、昨年の町でやったアンケートの結果を踏まえ

て、民意が反映されていないことが大きな争点になったわけであります。それで今の件に触れ

てみたいのですが、仮に新しい町長さんが選挙により大差で勝ったのだからこれで民意が反映

されたんだということであれば、これは民意ということの履き違えだろうと思います。板垣委

員さんもおっしゃっていましたが、仮にこの法定協をこのままにしておいて、何回も何年もと

いうつもりはありませんが、住民投票を急いでできるのであるならば、それこそ選挙の大きな

争点の 1 つでありますので、仮に金子さんと書いた人でも村上市岩船郡６市町村との合併に反

対の人もいるだろうし、あるいは大矢さんと書いた人の中にも村上市岩船郡６市町村がいいよ

という人もあるかもしれません。これはあくまでも首長の選挙であると受け止めているわけで

すので、これから住民投票をするのであれば、村上市岩船郡との合併、あるいは自立あるいは

中条町他の枠組みとの合併とこれこそが民意を反映するのではないか。そのへんの考え方を、

私どもは報道関係の資料でしか知ることができません。皆さんと一緒にその考え方をお聞かせ

いただければ、３０有余年も一緒に取り組んできたこの圏域の考え方にも反映できるのではな

いかと思って、まずは新しい私どもの町長からそのへんの今後の考え方について、一言聞いて

みないとそれ以上踏み込んだ話はできないと思います。本心からそう思いますし、その答え如

何によっては他の首長さんの考えも聞かなければならないと思っております。いかがなもので

しょうか。 
佐藤会長 
・ ここは法定協議会の場でございますし、荒川町の中の行政のことでございますので、この場所

ではご遠慮させていただきます。 
山北町 大滝町長 
・ 山北町長でございます。荒川町長の後を受けまして、町村会長に選出されました。経緯につい
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て述べさせていただきます。先程うちの議長から、法定協議会からの荒川町の離脱についてお

話がありました。私も全く残念でございます。法定協に入るということは合併を前提にして協

議する。合併そのものとして協議していくという約束があります。しかしながら、首長選挙に

よってこれが覆される場合もあります。そうした時に、法定協から離脱できるという法律自体

が非常におかしいと思っております。やはり市町村合併というものは、法定協に入ったならば

市町村長が代わっても継続的に行くべきではなかったかな。県の方もいらっしゃいますので、

この点はこれからも十分に考えていかなければならない大きな問題の 1 つであると、そのよう

に考えております。先程来、皆さんから何故解散なのかという声がございます。5 日の日に私

ども荒川町長を含めまして、6 市町村長で話し合いをしました。荒川町長選挙は、争点が合併

であるかないかで争った選挙でありました。これは、私どもが口を挟むことはできません。残

った 5 つの市町村は、今後どうあるべきかということも含めて話し合いをしました。一番問題

だったのは、新市の市名問題でありました。ここにございますように、応募の集計が出ました。

この結果を見てみますと、岩船市がひらがなと漢字を含みますが、村上市を上回っております。

そして最終的には、この法定協議会で新市の名前を決定するということになります。率直に言

って、私どもは村上市長さんにお尋ねしました。「名前が別の名前になったらどうするお考えで

すか。」すると、「村上市は合併いたしません。」というお答えがありました。それで、私どもも

もう継続する余地は無い。やはり、これは解散すべきだ。そういう結論に至ったわけです。こ

れを言わないといつまで話しをしても埒が明かないですので、そういう結果であったというこ

とを町村会長としてご報告いたします。 
佐藤会長 
・ ただ今、町村会長がお話いたしました。ただ 1 つそこで問題点があるんですが。この件に関し

ては法定協議会の経緯もございます。旧市町村名を使わない、使うという皆さんの判断の中で、

旧市町村名も入れましょうという経緯がありました。その経緯に関しましても、その際に私も

各市町村長にお願いいたしました。村上市という名前はどうしてもだめなのかと。そうしたら

だめだと。法定協議会ではみんな反対する。そういうわけで、最初から「村上市」という名は

だめだという判断を町村長さんたちはされております。それでは、公平な新市名の選考にはな

らないと私は思います。村上市がいいとか悪いとかではなくて、村上市の人がそれだけの思い

とかではないのです。あくまで今までいろんな面で村上の街の人が商工業を含めて、観光を含

めて、いろんな名前の中でこの圏域を盛り上げてきたわけでございます。私は、その気持ちを

汲んでいかなければいけない。そういう判断のもとに町村長さんには何とかならないかとお話

しをしておりましたが、一切ありません。町村長は皆さん反対する。村上市がいくらがんばっ

ても村上市にはならない。これはもうどうしようもない。正常な中で住民の方から投票をいた

だくとかして新市名をそういう形で決めるのであれば、それは私としても皆さんの合意に基づ

いて新しい名前が決まるということになると思いますが、最初から付議されたものに対して、

非常に不公平を感じております。そういう意味もございます。そんな中で、5 日の協議の中で

私としては「村上市」が残らなければ難しいのではないかという話をさせていただきました。 
・ 質問は、ありませんでしょうか。 

粟島浦村 本保委員 



 9

・ 粟島の本保です。ただ今お話を聞いていると、会長そのものが、荒川町長さんもそのとおりで

ありますが、法定協議会設置の届出までして、最初から６市町村でやるということでここまで

進んできた経緯そのものの考えとしてはどう思っているのか、その点がちょっと腑に落ちない

のですが。ましてや会長さんが「村上市」の名前が残らなかったら、村上市は脱退するという

ような意向でありますが、あまりにも肝っ玉が小さいんじゃないですか。そこは踏まえて協議

会に入った以上は、新市になるんだという気持ちを持って行動してもらいたいと思います。終

わります。 
村上市 土居委員 
・ 村上市の土居でございます。今、公の場と申しますか、初めて大滝副会長から５日の会議の状

況についてお話をいただきましたが、全く私どもは新聞報道しかわかりません。その中で私も

任意協議会、法定協議会と続いて出させていただきました。一度も村上市にして下さいと皆様

にお願いしたこともないし、そういう言葉を発しないように努力してまいりました。気持ちの

上では、「村上市」を残していただきたいなという気持ちは私の心の中には多分あったでしょう。

しかし、任意協、法定協の中でそういう議論の場はありましたけれども、公に募集をしようと

いうことで決着を見たわけですありますから、それに委ねるということで進んできたわけでご

ざいます。ただ 1 つ私はこの法定協の場でありますので、大矢新町長に聞くわけにはいかない

わけですが、この６市町村、いうなれば７市町村で合併をしようという意識を持って、そして

合併協議会、任意協議会に入ってきたその段階で、合併を先にやるんだということを条件に岩

船方面と荒川郷事務組合を今の広域事務組合に合併して、なおかつ新しい新市になったら、１

つになろうということで協定を結んで合併を進めた。そのことは一体どうするんですか。荒川

町の火葬場の組合は抜けるんですか。これらが非常に問題になってくるわけです。ですから、

単に今皆さんは感情的な面もあるでしょう。でもすべて組合の中では、もう合併は始まってい

ます。ただ、各自治体で説明責任ができなかった。この点は、私も議員として深く反省すると

ころでありますが、このあたりをもう少し深く掘り下げていただければ、すでにもう合併は始

まったんです。ですから、そのあたりもお汲み取りいただきたいなという気持ちを持って皆さ

んにお聞きしたいのですがいかがでしょうか。それぞれの首長さんにお聞きしたいと思います。 
荒川町 大矢町長 
・ 昭和４１年に県の合併のモデルとして、荒川町、中条町、築地、黒川、関川、これが合併寸前

までいった。そのときに、皆さんもご存知のとおり荒川町には中条工業高校があります。それ

から下越清掃センターもこれが中条町にあります。ここに５町村、後に中条と築地が合併して

おりますので、要するに４町村が一緒になったわけです。本来これが原点なんです。そのあと

県でこの枠組みを崩したのが岩船広域。その流れで、岩船広域というものは、広域で物事をす

れば少しはよくなるだろうということで広域を組んだわけですが、我々としてはやはり生活圏

が中条、坂町というものがあるわけです。それでその合併が何故できないのかというと、昭和

４２年８月２８日の大水害でその合併が吹っ飛んだわけです。しかし、その中には中条町と合

併したいという考えがあったわけですが、合併論争がそのあと全然無くて、２年前にぽっと出

たわけです。それで我々もなんか話が違うのではないかと。合併するための広域ではなかった

わけですから、そのへんを踏まえて、我々は村上岩船であれば広大な土地で人口も少なく効率
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が悪い。やはり荒川町は、従来の４町村で何とかならないかというのが我々の主張であって、

今回の町長選挙であったわけです。しかし、その中で民意を反映させるには、荒川町は単独で

もいけるのではないかというグループと、我々の中条を含めた合併でどうかという論争になっ

たものですから、結果的に寺社委員が今言ったように、３すくみの住民投票と言っております

が、私はもう村上岩船との住民投票は考えていません。あくまでも独立か中条町他の枠組みと

の合併かでいきたいと思っております。そういうことです。 
神林村 加藤村長 
・ 神林村の加藤です。今の土居委員からの質問ですけれども、枠組みそのものというのは広域で

あってもそれぞれの構成市町村の議会の議決がいるわけですし、外れる、外れないはそれぞれ

の市町村の問題であるわけです。合併についてこれからどうするかは、今の段階では私個人と

しての決断というより、議会をはじめ住民の皆さんのご意見を聞きながら、これから整理して

いきたいと考えております。 
佐藤会長 
・ 村上としてですが、今後どうするかということについて、もちろん議会とご相談させていただ

くし、内部の検討も必要です。そして、住民に本協議会の経緯を説明しながら、今後のあり方

をどうするか。ただ私としては、合併に向けては今まで進めてきた経緯もございます。先程の

ように、新市名について皆様方のそれぞれの考え方もあると思います。そこで、寛容な心でで

きることであるならば、合併は積極的に進めて行きたいと考えております。 
山北町 大滝町長 
・ 山北町長の大滝でございます。私どもは任意協議会の段階から、この岩船・村上圏域を新潟県

あるいは日本の国の中でどういう圏域に作り上げて後世に伝えていったらいいかということを、

真剣に取り組んで考えてきたわけでございます。合併というものは、お互いの信頼関係で作り

上げていかなければ到底できるものではございません。今まで審議をしてきたとおりです。市

町村によっては基金、あるいは債務、あるいは退職金問題等があったわけであります。それを

乗り越えて今までやってきたわけでございます。誠に残念であります。そして、合併は強い人

が弱い立場にある人をやさしくいたわってやろうという気持ちが無ければ到底できるものでは

ありません。要するにまだまだ信頼関係が築かれてはいなかったということであります。これ

から町もどうあるべきか、真剣にこれからも議会の皆さん、町民の皆さんと真剣に考え取り組

んでいきたい、このように思います。 
朝日村 鈴木村長 
・ 朝日村長の鈴木であります。今まで７市町村で、我々は合併ということを住民にまた議会にご

理解をいただきながら進めてまいりました。６市町村であれば、最大公約数で大丈夫かなと議

会にお願いしたところでございます。また、荒川町が民意により離脱することになりましたの

で、７つから５つ、このまま続けるわけにはいかないのでないか。もう１回村民、議会といっ

しょになって考えていかなければならない。新市名のことでありますが、村上市から「村上市」

を残さなければ、この先合併は難しいということでありますので、もう１回原点に戻ってやっ

ていきたい。ただ、残念なことは我々町村が「村上市」になった場合、町村の名前が消えるわ

けです。そういう名前が消える町村のことも考えて発言、行動をしていただきたかったという
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思いであります。それから、広域事務組合については、このままで広域連合という形もござい

ますので、継続でいけるのではないかと思います。以上でございます。 
粟島浦村 神丸村長 
・ 粟島浦村長の神丸です。私は、先程山北町の議長さんが言われるように、本当に議会において

法定協の議決をして、足並みを揃えて今日まで皆さんのご指導を得ながらご検討をいただきな

がらきたわけであります。議会というものは何なんですか。法定協設置を知事に届出している

わけです。首長が代わるたびに法定協から出たり入ったりすることができるんでしょうか。そ

のことを今でも思っております。先程控え室でも申し上げました。そして、このことはこれか

らすべての問題に影響するだろう。農業協同組合も合併しております。そういう中でこの圏域

が長い年月団結と結束、そして絆、信頼でまとまってきたんではなかろうか。特に我々は離島、

小さな島であります。しかしながら、そこに４００人の村民が住んでいるんです。生活圏は、

村上市です。ですから、これからの国の行政、県の行政はいずれにしても早く合併に向けて再

度新たな出発ができるのか、議会議員の皆さんとともに首長の責任だろうと思います。本当に

合併とはなんだろうか。地域住民の幸せの向上のために今日までがんばってきました。ですか

ら私は万難を排してこれからの合併に向けて、５市町村で早めに合併の効果が出るように頑張

っていきますので、皆さんのご支援をお願いいたしたいと思います。以上であります。 
佐藤会長 
・ いま、各市町村長のお話しを述べさせていただきました。これ以上お話を聞いたとしても今後

の問題となりますので、協議はこのへんで閉めさせていただきます。 
 
５．その他 
美濃事務局長 
・ ただいまをもちまして、協議事項につきましては終了させていただきます。日程第５のその他

に入らせていただきますが、先般説明申し上げましたように、次回は１２月２２日開催という

ことで予定をさせていただいておりますが、本日のお話の内容をお聞きのとおり協議会は開催

できないと思われますので、中止をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたしま

す。 
 
６．閉会挨拶 
・ それでは、閉会させていただきますが、最後に地元の加藤神林村長から、閉会の言葉をお願い

いたします。 
神林村 加藤村長 
・ 会場地の村長、加藤でございます。本日は、協議会委員並びにたくさんの傍聴者の皆さん、悪

天候の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございました。６市町村の合併協議会は、

議会の議決の下に解散ということに決まりました。私たちは、少子高齢化、財政問題、いろい

ろな問題点を抱えながら、この行政運営が大変なときに新しい地域づくりや住民福祉のために

合併を主眼としてここまで協議を続けてまいりました。しかしながら、協議会は解散という結

果になりました。残念ではありますけれども、今まで委員の皆さんには長い間真摯にそして真






