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第６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１６年７月２６日（月） 午後６時３０分～午後８時５８分 
○会 場  村上市民ふれあいセンター 
○出席者  協議会委員３０名 
      助役・教育長・県機関・監査委員・幹事等 ３１名、 
      

○傍聴者  ３８名（うち報道関係６名、<NHK、新潟日報社、村上新聞社、いわふね新聞社>） 
 
                                   （午後６時３０分） 

１．開会 
２．会長挨拶 
 

佐藤会長 
・ 協議会も６回目を迎えました。５回目から６回目まで時間が空きまして大変ご心配をおかけし

ました。この圏域も７月１７日から１８日にかけまして豪雨による被害が各地でありました。

それぞれの地域でご心配事もあるとは思います。新潟の中越地域、福井県でも大きな被害を受

けています。それに比べましてこの圏域に関しては大きな被害・人災などはなくてありがたく

思います。 
・ 合併に関しては皆様のお力と荒川町の住民の決定をいただきまして６市町村での改めて６回目

の法定協議会を開催できることをありがたく思っております。今、時代の流れは「合併」とい

うことで動き始めている。ぜひこの圏域も人口としては少ないが色々な資源を持っているので

それを生かすことですばらしい形に生まれ変わっていくと思うので、６市町村、力を合わせて

進めていきたいと考えている。６回目の協議会になりますので報告事項、協議事項等少ないと

は思いますが一つ一つ皆様のお力で解決しながら前進していきたいということをお願い申し上

げまして開催の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 
・ 荒川町の住民の決定を頂きまして改めて参加というか継続の形になりましたので大矢町長から

ご挨拶を頂きたいと思います。 
 

大矢荒川町長  
・ 皆様も新聞紙上・テレビ等でご存知の方も多いとは思いますが、本町の合併についての住民投

票の結果が岩船・村上との合併ということになりまして、再度この地域の発展のために手を貸

していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
美濃事務局長 
・ それでは、ただいまから会議に移させていただきます。 

本協議会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、以後会長から進行をお願いします。 
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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。皆様から格段のご協力をい

ただきまして、会議が有意義かつ円滑に進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
まず会議の運営についてですが、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。 
・  はじめに「会議録署名委員の指名」をさせていただきます。会議録署名委員は、協議会会議運

営規定第７条第２項の規定に基づき、私の方から指名させていただきます。粟島浦村 前田義

隆委員と村上市 本間清人委員のお二人にお願い申し上げます。 
ご了承をお願いいたします。 

３．報告事項  
〔報告第 19 号〕 

佐藤会長 
・ 報告第１９号経過報告および業務報告をさせていただきます。経過報告につきましては私の方

からさせていただきます。５回目までの法定協議会のことは皆様ご承知のことから略させてい

ただいて、その後の経緯を報告させていただきます。荒川町の決定を受けまして、６月３０日

市町村会議を開かせていただきました。そのことについて皆様方にご報告をさせていただきま

す。 
・ 『会議の内容は約１０項目その他の項目で３項目あります。』 
 

1. 合併の期日について 
・合併特例法の改正により期日の延長が可能となったことを受け、あらためて合併の期日につい

て検討しました。新市条例、規則等の整備、コンピューターシステムの統合等、実務上必要な

期間や新市の選挙日等を考慮し、平成１８年２月１３日（月）が適当でないかということで合

意がなされました。 
今後、法定協議会で十分ご協議いただきたいと考えております。 

 
2. 新市名の決定方法について 
・従来の「公募の結果から、新市名候補選定委員会で数点に絞り込み、法定協議会において協議、

決定する。」方針を踏襲することとし、村上市が、２月の住民説明会において「住民による投

票」を要望してきたことも配慮して法定協議会において十分ご協議いただくことといたしまし

た。 
 

3. 新庁舎の建設について 
・新市の事務所につきまして、「当分の間、村上市役所とする。」ことで決定いただいております 

が、新庁舎については、１０年以内に建設することで新市建設計画に登載することといたしま

した。 
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４．新市建設計画主要事業について 
・今後住民サービスの向上にとって欠かすことのできない圏域内情報網の構築や、保健、医療、

福祉の拠点施設として村上駅の西側開発等を含めながら、重点要望項目として取り組むことと

し、ただし、全体としては今後の財政健全化に配慮して事業を絞り込む必要があることで意見

が一致しました。 
 

５．組織機構等について 
・村上市役所に本庁機能と村上地域の支所機能を、各町村に総合支所機能をもたせるものとする。 

具体的には担当部署で案を煮詰めることとしました。 
 

６．主要事務事業調整について 
・各市町村間格差の大きな国保、介護、上下水道料、保育料、幼児医療費助成について、その調

整方針について協議、段階的に統一するものについてはあらためて事務レベルで煮詰めること

としました。 
 

７．行政システムの統合について 
・基幹系、戸籍、財務会計等のシステム統合につきましては、合併までのスケジュールに沿って

速やかに作業を進めることで一致しました。 
 

８．地域審議会の設置について 
・合併特例法の改正に伴う合併特例区、地域自治区などの制度内容について、今後研究、検討す

る必要があることを確認しました。 
 

９．広域事務組合の取扱いについて 
・広域事務組合につきましては、合併時に新市に統合することとし、関川村については、事務委

託方式により行うことで今後事務調整につとめる事としました。 
 

１０．事務局体制について 
  ・合併協議会の事務局体制につきましては、現在９人（うち１人併任）の人員態勢で業務を行っ 

ておりますが、８月 1 日付（荒川町は７月１５日付）で休止前の１５人態勢（うち１人併任）  
に戻すこととしました。 

 
１１．その他 

  ・廃置分合の各市町村議会議決は、遅くとも平成１７年２月には臨時会を開催して行うこととし

ました。 
・法定協議会は、７月２６日午後６時３０分から村上市民ふれあいセンターで開催することにし

ました。 
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・協議会委員はじめ各委員の交代がある市町村は、７月２６日の法定協議会で報告するので諸手 
続きをお願いします。 
 
議件書のページ２より業務報告 

 
・各市町村長と正、副議長との協議をかさねながら５月１日付で事務レベルの協議再開を受け、事

務局を再開。この時には８人体制でした。５月１４日には第５回幹事会を開催し、協議会の事務

局業務の再開について協議いたしました。６月６日に荒川町の結果が出た訳でございます。 
その後の６月２４日に第６回幹事会を開催いたしました。その時に６月３０日に行われる６市

町村長会議の協議案件について事前に話し合いをいたしました。６月３０日、本日ただいま、会

長からお話を申し上げた６市町村長会議を開催しております。７月６日には６市町村の正副議長、

首長懇談会を開催し、６月３０日の会議の内容について報告しております。７月１５日には第７

回幹事会を開催し、本日の第６回協議会の協議題等について協議しています。資料にはありませ

んが、７月２０日から各分科会を再開しております。順次分科会の事務事業調整を詰めた内容で、

部会幹事会と上がってきて協議会にお諮りしたいと思っております。 
・資料のナンバー１と２について簡単に説明させてもらいます。 
資料Ｎｏ．１について、本日協議会を再開し、その後、新市名の選定について新市名候補選定委

員会の再開をいただくことになります。それから合併協定項目の協議について、そちらを先行さ

せながら協議を進めていこうと考えております。約２７０、８０項目ありますが、それを先に協

議したいと思います。今、そのための分科会、部会を開催しているところです。建設計画につき

ましても、再開を８月上旬に計画をしております。案をお示ししながらご協議いただきたいと思

っております。その後、案の段階で住民の全世帯に案の概要版をお示しして、その概要版の中に

返信の葉書をお入れしてご意見等をお寄せ願いたい。また並行して地域説明会の開催をしていき

たい。そういったものを集約した中で、予定としては１２月に合併協定書、新市建設計画という

ものを決定していただき、１月には合併協定書の締結をするという段取りを経て、２月には配置

分合の議決ということで進めさせていただければと思っているところであります。 
資料のナンバー２につきましては、昨年の１１月７日の第４回合併協議会で地域審議会という

ことで一回ご協議をいただいております。地域審議会というものも合併特例法にある１０年間の

各旧市町村の仕組みということで提案したわけですが、この合併特例法が改正になった、あるい

は地方自治法が改正になった。更に合併新法が施行になったということで合併関連三法の改正が

あり、それが５月にありました。その後このイメージ図といいますか、資料ナンバー２にありま

す、ケース１、２、３、４ということで、ケース１は旧市町村で何も設けない、ひとつの市とな

っている。ケース２は１１月にご提案していた地域審議会という形のイメージ図であります。ケ

ース３については、このたび合併特例法の改正で出てきました合併に伴う地域自治区というもの

を設けることができるというもの。ケース４は、これも合併特例法関連でございますが、５年以

内の期間、合併特例区というものを法人格を有する団体、いわゆる特別地方公共団体ということ

で各旧市町村毎に設けることができる。というケースとしては４つ、さらに一般的な地域自治区

というものもありますので、なにも設けないものをぬくと４つの審議会・協議会等の設置できる
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スタイルが、今回の改正において出てきた状況でございますので、これについては、また後日い

ろいろありますので、特別職の区長を設置することができるとか、旧市町村名の名称を冠する名

称を使うことができるというような、いろいろなケースによって使えるのか、使えないのか、あ

るいは使った方がいいのかどうかということも含めて、委員皆様に協議していただかなければと

思っておりますので、本日はこの部分の詳しい説明は飛ばさせていただきたいと思っております。 
以上 資料として、こうしたものを含めてご説明をさせていただきました。 

 
佐藤会長 
・ 今、私の方から経過報告、そして事業報告を事務局長からさせていただきました。この報告１

９号につきましては皆様から何かご意見、ご希望等ございましたでしょうか。 
 
山北町 斉藤議員 
・ この合併スケジュール案ですが、新市名の選定について、９月に協議会で決定という仕組みと

ありますが、新市名に対しては様々なことで考慮してきたわけですが、この二ヶ月間おかなけ

ればならない理由というか、この時期の法定協でなければ決められないという何かあるのです

か。 
 
佐藤会長 
・ 事務局から説明願います。 

 
美濃事務局長 
・ 予定としましては、６市町村合併協議会の決め事からまいりますと、新市名候補選定委員会を

開催して、絞込みを行っていただく必要があります。数点に絞り込んでいくということになっ

ていますので、その回数が１回ではなかなか終わらない、そしてお盆をはさんでおりますので、

そこでも調整と協議会への調整などを見込みまして、一応９月というようなアバウトな提案で

すので９月の上旬か下旬かといわれるとここでは特定はしておりませんが、そういう段階を経

る期間をこの程度とらせていただいたということです。 
 
佐藤会長 
 ・よろしいでしょうか。 
 
山北町 斉藤議員 
・ 今のお話で十分理解はできますが、もし９月に入って１０月に延びるというような事はなく、

９月中に決定できるというような可能性だというお話ですが、そのように理解しましたが。 
 
美濃事務局長 
・ 新市名候補選定委員会で数点に絞られたものがこちらにあがって参りますので、そこでの協議

如何になりますが、私どもの予定としては、協定書の案、建設計画の案が示される前には決め
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ていただきたいと思っています。 
 
佐藤会長 
・ よろしいでしょうか。その他の方のご意見等ございますでしょうか。 

 
村上市 本間委員 
・ 先ほど佐藤会長の方から６市町村会議の資料によりますと、（３）新庁舎の建設につきまして、

１０年以内に建設をするという事を盛り込むという説明がございましたが、それは１０年以内

に建てるということで建設計画をたてるということなのかを確認したいと思います。 
 
佐藤会長 
・ あくまでも、これはその方向をもって新市建設計画に上げなければ建てられませんので、新市

建設計画に盛り込むということが前提になります。 
・ その他はございますか。 

 
荒川町 金子委員 
・ ６市町村長会議の資料で８番の地域審議会の設置について、今後研究、検討する必要があるこ

とを確認したとありますが、私たち委員全員にも改正を周知して出されるのか。要望になりま

すが、改正の制度内容だけでなく、実施して運営していく上での問題点などわかりやすく説明

してもらえる講師により説明する機会を設けてほしい。 
 
美濃事務局長 
・ 審議会について、研究、検討するとなっているということで、その時には、執行側としては設

置されるということも確認したわけではなく、この５月に新たな制度ができ、私どもも勉強中

でありますので委員の皆様にも本日お配りした資料がございますが、ただ文章だけではわかり

にくいと思いますので、私どもも十分に説明させていただきたいと思っています。また県の合

併支援課の協力も得た中で説明させていただきたい。そして協議会において十分協議していた

だければと思っていますので、始めから執行部側がこれでいきたいという前にそのような方向

で検討したい。 
   
佐藤会長 
・ 報告第１９号についてはよろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ それではご了解させていただきます。 
〔報告第２０号〕〔報告第２１号〕 
・ 続きまして、報告第２０号、村上市岩船６市町村合併協議会委員の交代について事務局からお

願いいたします。 
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美濃事務局長 
・ 報告第２０号と報告第２１号を一緒に説明させていただきますが、最初に協議会委員の交代で

ございますが、後任者のお名前でございますが村上市 加藤勝弥議会議長、荒川町 渡辺栄二

町議会議員、学識経験者、３号委員でございますが、山北町 河面秀喜議員、神林村 佐藤潔

議員。前任者については割愛させていただきます。全委員の名簿を４ページに掲載させていた

だきました。 
次に、報告第２１号 新市名候補選定委員会と新市建設計画策定委員会の交代でございます。

新市名候補選定委員で新たに荒川町の教育長になられた、小川勲委員と、神林村の野澤駒男、

商工会長でございます。新市建設計画策定委員としては、先ほど協議会議員になられた荒川町

の渡辺栄二委員、助役が策定委員でございますが、この建設計画策定委員には助役等というこ

とで関係課長が代わりに受け継いでもらうということで、建設課長の田島正昭でございます。

それから、山北町 河面秀喜委員、山北町 企画観光課長の小田貞明ということでございます。

その後、全体の委員名等を６ページ、７ページに掲載させてもらいました。 
 
佐藤会長 
・ それでは事務局から報告第２０号、２１号それぞれの交代になりました委員の方をご紹介させ

てもらいました。よろしくお願いいたします。 
 

４．議事 
〔第 5 号議案〕 

佐藤会長 
・ それでは議事に入らせていただきます。第５号議案 平成１５年度村上市岩船郡６市町村合併

協議会決算認定について審議させてもらいます。事務局からご説明をお願いいたします。 
 
美濃事務局長 
・ 平成１５年度の合併協議会の決算でございます。収入につきましては、各市町村の負担割合で

あります負担金と、それに預金利子を入れまして、３３，８７０，１１４円、これが収入済額

でございます。 
・ それから、次の歳出につきましては途中休止状態となりましたので、そのために執行済額が少

ないということになりました。 
運営費は予算額が１０，１８３，０００円のうち執行済額が４，９９８，７５７円、執行残額

が５，１８４，２４３円ということです。内容といたしましては、会議費が１，３８８，７２

０円、事務費が３，６１０，０３７円でございます。それから事業費につきましては２３，６

６７，０００円の予算額に対しまして、２，９００，１１６円という執行済額でございます。

これの主な内容は、新市名候補募集のリーフレットの作成、それから応募のはがきの郵送、新

市建設計画の策定支援業務委託、これも途中で終わりましたので契約変更し、減額して執行し

ております。平成１６年に引き継がれることになりますし、例規整備事業につきましても同様

でございます。その他、広報活動事業としまして印刷製本費、主に協議会だよりの発行、シン
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ポジウムのリーフレット、啓発ポスター印刷代等でございます。以上、歳出の部が７，８９８，

８７３円の執行済額になりました。執行残額が２５，９７２，１２７円、歳入歳出差引残高が

２５，９７２，２４１円、次年度へ繰越額としまして、同額の２５，９７２，２４１円でござ

います。 
 
佐藤会長 
・ 事務局から平成１５年度の収支決算を報告させてもらいました。これにつきましては、会計監

査をうけておりますので、稲垣監査委員からご報告お願いいたします。 
 
稲垣監査委員 
・ ４月３０日に村上市役所において監査を行いましたので報告申し上げます。１７ページにした

がって説明いたします。会計期間は平成１５年７月３０日から平成１６年３月３１日までの１

５年度です。 
・ 対象は決算書、収支命令書、予算差引簿、出納簿、通帳をみました。 

先ほど説明があった通り、収入済額が３３，８７０，１１４円に対し、７，８９８，８７３円

の支出済額で、事業費の執行があまりなく、差引残高２５，９７１，２４１円を翌年度に繰り

越すということになりました。 
監査結果については、帳簿、証拠書類に間違いはなく、会計経理についても特に問題はあり

ませんと認めるという結果になりました。 
 
佐藤会長 
・ それでは第５号議案につきまして、何かご意見等ございましたら頂戴したいと思います。いか

がでしょうか。 
（「特になし」の声） 
・ 特になしという声がございますので第５号議案につきましては、ご了解いただいたものとさせ

ていただきます。 
 
〔第６号議案〕 
・ 続きまして第６号議案 平成１６年度村上市岩船６市町村合併協議会予算（専決）について 

事務局から説明を願います。 
 

美濃事務局長 
・ １６年度予算ですが、協議会を開催することができませんでしたので、会長において専決をさ

せていただき、その際は各町村長の了解を頂いて、専決ということにさせて頂きました。 
昨年度の繰越金２５，９７１千円、それに雑収入の千円を増して２５，９７２千円の歳入でご

ざいます。歳出の部につきましては、運営費３，８９６千円、事業費４１８千円、残りを予備

費とさせていただきまして、２１，６５８千円という組み立てにさせていただきました。２１，

２２ページに詳細が記載されていますが、今申し上げましたとおり、歳入の部は繰越金、諸収
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入でございます。歳出の方ですが、４月現在を想定して作成した３月時点においては先が見え

ない状況でございましたので、仮に再開した場合、協議会の予算がないと困りますので、２回

程の協議会の会議予算を見させてもらいました。その他事務費ですが、これは職員の新潟等へ

の出張を含めて、消耗品、光熱水費、通信運搬費、これらの必要最小限をみさせていただきま

した。使用料、貸借料は、パソコンなどのリースの関係上、１７年３月３１日まで１２ケ月分

掲載させてもらいました。その他事業費としまして、再開した時の為の協議会だよりを３回分

発行するということで４１８千円。それ以外の歳入から歳出を引いた分につきましては予備費

として計上し、２１，６５８千円で、トータル２５，９７２千円という当初予算を組ませても

らいました。専決とさせて頂きましたので、承認をいただきたいと思っております。 
佐藤会長 
・ ただいま、事務局から説明をさせていただきました専決予算について、皆様からご質問いただ

きたいのですが、何かございますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ 異議なしという声がありましたので、第６号議案 平成１６年度村上市岩船郡６市町村合併協

議会予算（専決）についてご承認させていただきました。 
 

〔第 7 号議案〕 
佐藤会長 
・ 続きまして第７号議案 平成１６年度村上市岩船郡６市町村合併協議会補正予算（第１号）を

事務局から説明してもらいます。 
 

美濃局長 
・ 先ほど当初予算のご説明をさせてもらったのですが、この協議会の歳入は、各市町村からの負

担金が全てでありますので、その額の上限であります２５，９７２千円の中で組みかえをさせ

ていただきたいということであります。 
運営費につきましては、補正前の額が３，８９６千円、補正額が３，７１６千円、計７，６１

２千円。事業費としまして、補正前の額が４１８千円、補正額が６，４７７千円、計６，８９

５千円。 
   予備費につきましては、予備費から組みかえさせていただいた関係上、補正前の額が２１，６

５８千円、補正額がマイナス１０，１９３千円、計１１，４６５千円ということでございます。

なお、詳細、明細に関しては、２５，２６ページをご覧頂きたいと思います。 
歳出でありますが、運営費の補正額のみ申し上げさせてもらいますが、３，７１６千円。内訳

としましては、協議会委員、新市建設計画策定委員、新市名候補選定委員の各会議の報酬と報

償費、それから旅費などでございます。それから事務費につきましても、今後予定させる旅費

につきましては４０万円ほどつけさせてもらいました。その他消耗品が１，１８４千円、役務

費として通信運搬費３万円、これは FAX 通信料となります。FAX の借上料２３万５千円、法

定協の臨時職員の賃金８７万３千円、それから事業費といたしまして、補正額が６，４７７千

円とありますが、これにつきましても建設計画策定の再開を必要としておりますので、それに
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関して、建設計画案の概要版を作成し、全戸配布したいと考えている。また、決まった後の新

市建設計画報告書の印刷、製本等を含めて印刷製本費が１，３２３千円、委託料として、昨年

度から引き続き残りの事業を行ってもらうということで１，８２７千円、それから例規整備に

関しても２８４千円、広報活動費につきましては、１，８９１千円、協議会だよりの発行、そ

の他住民説明会の資料等に７３３千円、それから通信運搬費に１，１３８千円、これは受取人

払いの形で回収費も含めて想定しています。それから住民説明会の会場、これは一般的に公共

施設を使う場合が多いわけですが、２万円ほど借上料としてのせております。それから新市過

疎計画策定業務としまして、委託料を掲載しておりますが、この圏域、特に村上市と荒川町、

神林村を除いて過疎地域に指定されている訳ですが、新市になった場合に全域がみなし過疎地

域になる予定でございます。そうしたことから新市発足後に直ちに計画に基づいた事業を施行

していきたいということで、その計画策定業務委託料を１，０５０千円ということで計画させ

てもらいました。その執行予定の額の全体から引いた残りを予備費に計上させていただいたと

いう事で、予備費の補正額、マイナス１０，１９３千円で、それを引いた残り、１１，４６５

千円ということになります。以上、額の説明をさせて頂きました。 
 

 
佐藤会長 
・ 今事務局長から平成１６年度村上市岩船郡６市町村合併協議会補正予算について説明させて頂

きました。この件につきまして、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 
（「異議なし」）の声 

・ 異議なしという声がございますので、それでは第７号議案 平成１６年度村上市岩船郡６市町

村合併協議会補正予算（第１号）についてご承認させていただきます。 
 
５．協議事項 
〔協議第２号〕 

佐藤会長 
・ それでは続きまして、協議事項の方に移らせてもらうことにいたします。 

協議第２号 合併の期日変更協議について、合併の期日については合併特例法の改正を受け、

次のとおり変更するということで、合併期日につきましては平成１８年２月１３日とする、と

いうことを協議題とさせていただきます。事務局から理由について説明願います。 
 

美濃事務局長 
・ 提案につきましては、６月３０日の６市町村長の話し合いに基づいてこの協議題を作らせても

らい、変更協議ということで提案しているものでありますが、先ほどの会長からの経過説明で

もありましたように、１つはコンピューターシステムの基幹系といわれる、住民記録、税情報   

などの基幹系システムの統合、これに要する期間、さらには戸籍につきましても、６市町村統

合した形で合併時までシステムを統合したいということの期間、それから財務会計システム、

これも今は６市町村独自で財務会計をもっているわけでありますが、その統合に要する期間、
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そういったもののスケジュールを組みますと、やはり、今回認められました合併特例法の改正

に伴う１８年３月３１日まで１年間を限度とする期間、この期間を有効に使わせて頂いて実務

期間を確保したいということであります。また、もうひとつの理由といたしましては、市町村

長間の協議の内容でありますが、合併後５０日以内に実施する市長及び議員の選挙日が、真冬

ということではまずいのではないかということとなり、冬期間をさけ、この２月中旬を選定し

たもので、いわゆる新年、選挙実施日の気候を考慮したものです。三つ目としましては、合併

日直前に閉庁日がほしいという事。前にどこかの金融機関でありましたけれども、混乱があっ

てはいけないという事で、合併の前日、あるいは前々日の閉庁、休務日があってその日のうち

に事前の準備を終わらせて、合併日には滞りなくシステムの稼動ができるというための休みが

前日にほしい、ということからこういう案がでてきたのでございます。 
 
佐藤会長 
・ 今事務局長から説明がありまして、なぜ２月１３日としたのかという理由を申し上げさせても

らいました。市町村長の間では秋というお話もありますが、それから１月１日というお話もあ

りました。そして、また３月というお話もありましたが、その中で休みの明けた２月１３日が

一番適宜ではないかという判断の元で、この日がよろしいのではないかという提案をさせてい

ただいております。 
これにつきまして、委員の皆様からいろんな意見があると思いますので、ご協議させていただ

いて、決めさせていただきたいと思いますので、何か意見がありましたらお願いいたします。 
 
村上市 加藤委員 
・ 事務局長の説明で、前日に閉庁日がある方がやりやすいというのはわかるのですが、前の二点、

システム関係に要する期間、あるいは、選挙期日に関する事、これに関して二月の中旬という

のは少しわかりにくい。市町村長の会議の中でいろんな案が出たと、秋とか、１月とか、それ

はわかるのですが、もっと後という案も在り得るのではないか、結局３月末という案もあると

思う。冬期間を避けるということであれば、４月に近い方があり得ると思われるので、なぜ２

月なのか、その辺の説明をしてもらいたい。 
 
佐藤会長 
・ 今、加藤委員の方から何故 2 月優先、そして、もっと後でもいいのではないかというお話がご

ざいました。３月は行政の年度末、そして年始めの期間です。非常に事務的にも大変な時期で

ございます。混乱を招く恐れが大きく見えてくる可能性がある。その辺をなるべく配慮して、

寒いのですが２月の時期がよろしいのではないかという話になっております。やはり年度末は

皆さんよくご存知の通り、役所に行っても転勤、転任、異動などいろいろありまして、非常に

事務的に携わる方については、大変な時期ということをご理解していただきながら、又、加藤

委員の意見を受けて、何かご意見などございますでしょうか。 
 
村上市 加藤委員 
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・ ３月も在り得るのではないかというのは、３月に決めたいといっているわけではない。２月に

合併になっても、年度末が合併の時期と重なって混乱というのは変わらないと思うので、そう

いった意味では、早い方がむしろいいのではと思いますが、早めるというのは、先ほどの事務

局のお話でいろいろなシステムの変更に伴って、期日がいくら早めても進むのは進むと思うの

で少しその辺を聞きたいのですが。 
 
佐藤会長 
・ 合わせて山北町長の方から説明させていただきます。 

 
山北町 大滝町長 
・ ただいまの質問について、私ども市町村長間で話をした経緯をお話させていただきます。加藤

委員のお話もごもっともだとは思いますが、８ケ月間、この法定協議会の空白期間があり遅れ

ましたが、幸いにも合併特例法が１年延長措置が講じられ、幸いと思っていたわけであります。

その中で何故、秋またそれ以外の期日がだめなのかということですが、当然３月３１日までに

配置分合、知事の許認可を経て合併に向かうわけでございますが、各市町村ともに、これから

閉町、閉村、閉市に向けたいろんな事務を取り組んでいかなければならないと考えております。

それには、秋口では非常にスケジュール的に窮屈なのではないかということもあります。そし

て、１月１日という考えもあったのですが、先ほどの事務局長の答弁の通り、選挙は真冬の２

月になるということで、非常に広域でございますので、極力避けた方が良いということでござ

います。また３月３１日までという事でございますが、できれば協議が遅れておりますので、

一ヶ月、二ヶ月でも早くまとめて行きたいという意思がありまして、結局２月１3 日、前日と

前々日二日間休みがございますので、コンピューターの試行期間があるということで、それに

設定をしたという事でございまして、そんなに際立った話はなかった訳でございますので、そ

ういう理由で２月１３日がいいんじゃないか、そうすると、３月下旬に市議会と市長選挙をで

きるということで、新しい年度がスタートできるというような理由でございますのでよろしく

お願いいたします。 
 
村上市 加藤委員 
・ 山北町長のお話、歳月でいけば本年をもってギリギリだと。どうしても冬にしなければという

ことと、冬はだめだという意味ではありますけども、これは協議事項となっておりますが、今

日こういうことで期日を決めようという提案なのでしょうか。 
 
佐藤会長 
・ 今日決めさせていただければと思っております。 

 
神林村 小野委員 
・ 今日決定いたしますということですが、私もそれについて少しお聞きしたいということでござ

います。今の説明の中で大体理解できるものと、私としても判断しております。様々考慮して
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２月の１３日の試案になったというふうに理解しました。ただ、この時期が私と議長の関係で

はわかりました。しかし、まだほかの議員も自分自身の問題点もあると思いますので、その方

たちにも、できれば説明をしていただきたいということでありますので、若干でもそういうこ

とを考慮していただきたいということをお願いしたい。 
 

山北町 大滝町長 
・ もうひとつ付け加えさせてもらいますが、全国的に調べた結果、２月１３日というのもいくつ

かある、ということで我々が判断させていただいたのでございます。 
 

佐藤会長 
・ 色々な意見を出していただいて結構でございますので、何か他にございますでしょうか。 

 
荒川町 寺社委員 
・ 協議が遅れているというのはわかるのですが、今までのいくつかの問題も継続協議だったわけ

です。しかも、また来月の予定があると思うので、どうしても今日これで決めなくても、特に

議員の皆さんも心配されている訳だから、次回協議会まで協議していくことでいかがでしょう

か。 
 
佐藤会長 
・ はい、よろしいという方は。 

 
神林村 小野委員 
・ ただいま寺社議長からいわれたように、私自身も、期日につきましては反対ではございません。 

しかしながら、私ども議長だけが、先ほども申し上げましたように知っている、けれども、他

の議員がわからないということではちょっと話が違うのではないかと感じましたので、私自身

は、やはり議員の皆様にも十分理解していただいて決定するということで、必ずしも今日決定

しなければならないというものでなければ、一ヶ月待ってほしい、ということであります。 
 
佐藤会長 
・ はい、わかりました。今それぞれの議長さんからそういった意見がありました。民間の方の皆

さんも含めて何かありましたら。 
 
村上市 本間委員 
・ 昨年いろいろ話し合った協議会の経過の中で、平成１７年３月３１日までを期日とするとして

やってきたわけですが、今の１８年２月１３日だろうが、３月３１日だろうが、その前に確認

しておきたいことがあります。この間に各市町村長選挙があるのかどうかわかりませんが、ま

た６市町村の中から、この合併に反対するという委員が出た場合に、せっかく期日を決めても、

又同じ延期になったり、この合併がだめになったりすれば、いくらこの会議を進めたところで
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無駄な話になるので、今の６市町村長方が、今後の会議の中で必ず合併に向かって、今後はそ

ういうことがでてこないということが第一なのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 
 

佐藤会長 
・ 市町村長間の話の中で、先ほど経過報告いたしました、そういうことを決めてとにかく合併を

進めることを前提に、そして、この圏域をどうしようということを前提に、合併というものが

あるということで進める予定であります。今後いかなる問題が出てきても、解決しながら合併

に結びつけたいという気持ちで市町村長それぞれがいると思いますので、その辺を理解してい

ただきまして、目標を叶えることが、それに向かっていくんだという事を是非ご理解いただい

て、ある程度日にちを決めないといつだかわからない、この日に合併するんだということで是

非ご理解いただいて、今議長さん方からのお話もあります。そういう意味では、今日というの

ではなくて、１３日の目標を出したのは今日でございますので、改めて次の協議会で決定する

のはやぶさかではございません。ただ皆様の意見を色々だしていただいてお聞きしたいと思い

ます。 
 

荒川町 松田委員 
・ 先ほどらい会長さん、副会長さん、事務局長から色々な角度から慎重に検討されたとあった。 

その結果２月１３日。そして、さらには今ちょっと気になっているのですが、どうしても本日

なのかという意見もあるようですが、私は、本日提案し決めて頂けるということも含めて、首

長さん方の中のご意見でもあろうかという風に思いますし、いずれ、これで影響をうけて差支

えあるということもございませんので賛成いたします。 
 

佐藤会長 
・ ありがとうございます。朝日村長から一言挨拶があります。 

 
鈴木朝日村長 
・ 今ほど、この合併前に選挙があるのかどうかという事の、質問の中でありますので、一つだけ

該当するのが私でございます。来年の２月２４日が任期であります。その前に選挙はしなけれ

ばなりません。そういう意味で、私も合併に向けて、今、全力で取り組んでいるところであり

ますし、私も再選するということで表明をさせていただきます。そんな中で皆さんのこの合併

をスムーズに行くために、こうしてご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
 
山北町長 大滝町長 
・ 本間委員から期日等を決めても今後の動向によってはどうかというお話もありましたが、もち

ろん、私たち６市町村長は固い決意で合併に向かっていると約束しております。しかしながら、

どこの圏域をみましても住民がある形でございまして、たとえば、合併協議会の住民運動とい

うのが起きているところも多々あります。そんな中で、これから何時、そういうことが起こる

市町村があるとも限らないわけですけども、私どもは、どうしても不退転の決意で臨んでいく
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という形を約束しているということだけは、お示しさせていただきたいということです。 
 
佐藤会長 
・ 神林村 近委員お願いします。 

 
神林村 近委員 
・ 皆様から色々ご意見ありましたけれども、とにかく今日決めるか、決めないかという事が最終

のポイントになってきたようですが、うちの議長が、大事をとってもう一回議会の皆さんに公

開、説明してから参考にしたいというコメントでございます。しかし、それが確かに「石橋を

たたいて渡る」ということになるかもしれませんが、ここまで首長さん達が苦労して考えられ

た日程でございますので、これはやはり、我々協議会の委員として各議会を代表している以上、

ある程度説得しなければならない立場にあると私は考えております。ですから、私はこの提案

材料に対して賛成でございます。 
 
佐藤会長  
・ その他、皆様方もご意見ありましたらお願いいたします。 
 

村上市 本間委員 
・ すみません、ちょっと私も無知なものですから教えていただきたいのですが、今回我々の合併

協で既に決まった事は、議員の特例をしないということで、３０名の定員数でいくということ

が決定されています。そうなりますと、２月１３日とした場合に、その頃何日以内に選挙をし

なければならなのか。新市議の選考を何時終わらせなければならないというのは当然であるの

ですか。その辺ちょっと無知なもので、私よくわからないので説明していただけますか。 
 
佐藤会長 
・ 先ほども少し説明させてもらったとおり、２月１３日が合併日とすると、５０日以内に選挙を

行わなければならないとあります。ですから、３月中で４月３日までということになります。

そして、選挙の市長と、それから市会議員、これは同時に行わざるを得ないということになる

と思います。ということで、５０日以内の選挙ということになると思います。 
・ その他、ございますでしょうか。 

 
村上市 土居委員 
・ せっかく会長から同日選挙というお話が出たのでございますが、確かに、これは経費の問題で

生ずるお考えなのでしょうか。それとも、同日選挙をすることの意味合いがあるのでしょうか。

その辺りについての首長間の考え方を聞きたいと思います。 
 
大滝山北町長 
・ 協議の結果について、私からご報告させてもらいますが、５０日以内に別々に選挙を行った方
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がいいという意見もございました。しかし、５０日以内に１週間をおいて市長選挙、そして、

新しい市議会の議員選挙を行った場合、同じ経費をかけるのかというような事でございまして、

はたして住民からして、それが許されるのかということになってくると、それが非常に難しい

と私ども判断いたしまして、やはり、これは多少の無理があって混乱もあろうかと思いますが、

同日選挙を実施すべきと結論に達したというわけです。 
 
佐藤会長 
・ その他、皆さんからのご意見いただきたいと思いますが。 

 
神林村 小野委員 
・ 先ほど、私がこうしたいと申し上げたものの、「どうしても今日決めなければならないのか、持

ち帰りたい」ということを申し上げましたが、それについてまだ答えてないのでお願いいたし

ます。 
 
佐藤会長 
・ どうしても今日決めるということではなくて、決めさせて頂けたらありがたいという事でござ

いまして、皆様から色んなご意見がありました。日にちを決めて、それに向かって皆さんが協

議に移るべきということもあるし、意見を聞いていたら「この次に決めましょう」という事で

あれば、それはそれで結構かと思っております。議会としてはいろいろあると思いますので、

ここでお話を進めてもあれですので、今日決めてもよいか、それとも次回にするか、これで決

を採らせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 
・ 本日決を採るというのに賛成の方、挙手をお願いいたします。 
・ 「今日決定する」が多数でございます 
・ この中の議員の皆様にご協力いただいて、議会へ説明して頂いて、この日にさせて頂くという

ことを理解してもらい、１８年２月１３日ということで決定させてもらってもよろしいでしょ

うか。 
（「異議なし」の声） 

・ それでは多数の意見を頂きまして、この日を合併日とさせていただきます。 
 

〔協議題第１４号の１〕 
佐藤会長 
・ 続きまして協議第１４号の１でございます。事務事業の調整（第１回）について再提出するも

のでございます。本日は８１項目ございます。大項目毎に、決定させて頂くものは決定させて

頂きますので、事前に配布をさせていただいております。事務局から項目ごとに説明し、そし

て、順次決定をさせて頂く方法をとらせて頂きたいと思います。よろしくお願いを申し上げた

いと存じます。 
・ 資料の３をお出し頂きたいと思います。その中で大項目でございます、総務、企画関係事業の

取扱い、これの詳細がございますので、事務局から主だったものを説明し、順次決定させてい
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ただく方法をとらせて頂きたいと思います。 
 
美濃事務局長 
・ 資料ナンバー３の１ページ、総務企画関係事業の取扱いでございます。今、会長からお話しし

たように、昨年の１１月７日に各関係部会長から一応説明しているわけでございますが、その

中から、もう少し詳細に、時点的に８ヶ月経過をしておりますので、もう少し時点修正と申し

ますか、経過の見直しが必要だということで、保留したものを除いて８１項目を提案したいと

いうわけであります。 
・ 総務企画関係から説明いたしますが、特に大きな違いはないもの、現行どおりのものを除いて

説明させていただきます。総合計画につきましては、これは、地方自治法第２条によって策定

しなければなりません。新市に移行後すみやかに策定するものとして、特に新市計画との整合、

あるいは、現在の各市町村の計画等の特徴、特色を考慮しながら策定するものとしております。 
・ 離島振興計画、これにつきましては粟島浦村の現計画を新市に引き継ぐものとしております。 
・ 男女共同参画社会活動計画でありますが、これは、現在、村上市のみ策定しておりますが、新

市においても、男女共同参画社会基本法に基づいて新たに策定するものであります。 
・ 過疎地域自立促進計画。これはご存知の通り、１０年間の時限立法ということで平成１２年の

４月１日から平成２２年の３月３１日までという時限措置でございます。新市になって先ほど

申し上げましたように、新市としての過疎計画が必要であります。速やかに計画を策定し、議

会の議決を頂き、策定したいということです。 
・ 集落センターの新築・補修等の調整でございます。これは、検討表８ページをご覧になればお

分かりの通り、各市町村間で非常に大きな差があります。一番高い神林村で補助率が高いとな

っています。その他朝日村も高いという中で、直ちに、新市になって一本化というのは困難で

あります。様々な事情があって、それぞれ取組みになっていたわけですので、５年を目途に段

階的に制度を統一する、その際には、山北町の例を参考にして統一を図っていくという内容で

ございます。 
・ 町内会等に関することの嘱託員の報酬。これも各市町村間で大きな差がございます。それぞれ

の市町村５０余年の歴史の中で、また、それぞれの地域の実情に合わせて嘱託員、区長さんの

報酬も決まってきたものと考えておりますので、これも直ちに一本化をするのは難しい。した

がって、合併後 3 年後を目途に、制度全体を見直して統一を図るということであります。その

３年間でありますが、規定上の職務は、大体市町村それぞれの共通点を担って頂くということ

ではありますが、内容を少し具体的に検討・整理して、地域事情を考慮しながらあわせていく

必要があるということであります。 
 
佐藤会長 
・ 大項目の総務企画関係事業の取扱いについて説明させていただきました。委員の方には、検討

表のページ番号に詳細が載っております。そちらを見て照らし合わせて頂くと、細かい事がわ

かると思いますのでご覧頂きたいと思います。この大項目につきまして、皆さん方から分から

ないこと等いろいろありましたら、ご質問いただきたいと思います。 
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・ これを決定させて頂いて、すべてが調印項目の中に入るものとして入れていくという事になり

ます。 
（「異議なし」の声） 

・ それでは、総務、企画関係事業の取扱い、１２項目これで決定させていただきます。 
・ 続きまして、生活環境事業の取扱い、１３から２０までの項目になります。これを説明お願い

します。 
 

美濃事務局長 
・ ページ番号で１３、集落下水路清掃に対する支援ということでありますが、村上市、荒川町、

山北町でこの住民に対する支援策を講じておりますが、大きな差はございません。それぞれ地

元で側溝、水路等の汚泥等についてはやっていただき、そこにダンプカーを出したりという支

援でございますが、大きな排水路は、なかなか町内の方だけではやれないという事について、

これまでも話は来ているが、新市において清掃を行うということであります。 
・ ごみ処理手数料。これについは、現在粟島浦村を除いて、ごみの指定袋という事で購入をして

いただいています。粟島浦村につきましては、現制度が月額定額方式ということで、一般家庭

が５２５円、旅館、民宿で１０５０円ということで徴収をしているところですが、これも、直

ちに袋制という事になったとしても、分別のやり方もだいぶ違いますし、いろいろその地域の

事情がございますので、現制度を新市に引き継ぐとともに、合併後処理体制の詳細な検討を行

って、決定をしていきたいと思います。 
・ 補助金に関することで、合併処理浄化槽の設置補助基準であります。これにつきましては、現

在下水道が進捗しているわけですが、計画区域外の地域に対しての合併処理浄化槽の設置補助、

これにつきまして、山北町の例によって統一をしていきたいと思っております。 
・ 生ごみ処理機補助対象物件と生ごみ処理機補助基準の設定であります。これは、各市町村すべ

て取り組んでおりますが統一されておりません。これにつきましては、コンポスト容器につい

ては、補助金額３，０００円、EM 密封容器についても３，０００円、それから、電動生ごみ

処理機については３０，０００円というものを上限の限度額としまして、補助対象物件購入費

の３分の１を補助したいという事でございます。 
 
佐藤会長 
・ 今説明いただきました生活環境事業の取扱い、８項目ございます。１３ページから２０ページ

までのところに詳細がのっております。この事について何かご質問・ご意見等ございますでし

ょうか。 
 
朝日村 石栗委員 
・ 補助金に関してですが、合併浄化槽の設置ということで、補助制度は山北町の例により、浄化

槽本体及び本体設置並びに配管に要する経費を補助対象とするとありますが、これは補助率も

含めての事なのでしょうか。それとも補助率は地域毎ということなのでしょうか。 
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美濃事務局長 
・ １７ページの山北町の例、基本的には補助率も含めてということで考えております。すべての

事業が予算を伴うわけでありますので、予算の範囲内ということはすべての制度につくわけで

ありますが、山北町の考え方を踏襲していきたいということで調整することとなります。 
 
佐藤会長 
・ その他いかがでしょうか？ 
・ それでは生活環境事業の取扱い、８項目につきまして決定してもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 
・ 続きまして、広報広聴事業の取扱い４項目について説明をお願いします。 
 

美濃事務局長 
・ ２１から２４までの広報広聴の関係であります。広報誌の編集体制、発行体制でありますが、

本誌とお知らせ版の２種類とし、本誌は毎月１日、お知らせ版は１日と１５日。したがって、

１日号は本誌と挟み込みのお知らせ版という形になりますが、そういう形で、半月に１回とい

う形で発行していきたい。 
・ 声の広報これにつきましては、現段階では、非常にボランティアの方からご協力いただき、村

上市で行っているわけですが、行政の支援もという経緯の中で、この声のボランティアの支援

についてもしていきたいと考えております。 
・ 住民懇談会。これも各市町村それぞれ行っているわけでありますが、広域的な市になることか

ら、各町内単位、あるいは団体単位というような、きめの細かい新市長との懇談の場を設定し

ていくという事であります。 
・ 行政モニター制度。これも村上市で行っている。これは、広報の効果性を取り入れながら、行

政モニターの方にレポートを頂いたり、集まっていただいてご意見を聞く機会をもっていただ

きたいのですが、これも、入れた制度を設置したいと思っているところでございます。 
 
佐藤会長 
・ 今、４項目説明をいただきました。この件につきまして、皆様方のご意見ございましたら、お

伺いしたいと思います。 
（「異議なし」）の声） 

・ 広報広聴事業の取扱いの４項目については、このような形で新市で実行させていただくという

事に決めさせていただきます。 
・ 続きまして、地方税の取扱いの６項目ございます。事務局から説明をお願いいたします。 

 
美濃事務局長 
・ 地方税の基本的な税につきましては、国民健康保険税を除いて、調整済でございます。 
・ 納税組合等の関係でございますが、納税貯蓄組合、これにつきましては制度のない自治体が村

上市、神林村、山北町、粟島浦村でございます。３年以内に廃止の方向で調整をしたいという
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ことでございます。当然前納報奨金、報償費等も廃止ということになります。 
・ 納税取り纏め組織、これにつきましては、町内、集落ごとというのが多いといいますが、そう

いう所がないのが、村上市と粟島浦村の２つであります。これにつきましても、３年以内に廃

止の方向で取り組んでいくということです。 
・ 全般を通して、口座振替制度の促進を図りながら、基本的には直納あるいは口座振替というこ

とで一本化していきたいと思います。昨今、プライバシーの関係も出てきておりますし、地域

の実情から、納税促進の意味から、生まれてきた制度でありますけども、３年の経過措置を設

けて廃止にしていきたいというものでございます。 
 
佐藤会長 
・ 地方税の取扱い、６項目について説明させていただきました。この件について皆様方ご意見、

ご質問ございましたらお願いしたいと思います。 
 

荒川町 大矢町長 
・ 荒川町は今年から前納奨励金は廃止しますけれども、今後も報奨金につき集落の納税で、年額

で３００万なんですけども、これでいくらかでも、やはり納税が進むんですね。これがあるか

ら、やはり、農協さんとか銀行、信用組合が伸びないのか。そういうのを考えたら、やはり、

こういう制度は、普及した方が大抵納税意欲も上がるし、そういう方向で考えた方がいいかと

思います。 
 

佐藤会長 
・ 今、荒川町長さんからこの方法は非常にいいから、継続してほしいという意見がございました。

事務局の説明にあるように、合併後３年以内に廃止という事で提出させていただいております。

村上市におきましても、方針で昨年度に全部廃止させてもらいました。全部振替え等の方法を

とらせて頂いております。今の意見がございましたが、いかがでしょうか。 
 

大矢荒川町長 
・ 一応 3 年間の猶予ですかね、皆さん分かる通り、サラリーマンは天引きですのでいいのですが、

自由業の方などが一人一人納めるとなると、その辺都合が悪いと納めない。納税組合に入って

いると、皆さんとのバランスで、自分が入れなければ皆さんに迷惑がかかるという形で入って

いるんです。ということで、入らなければならないと様々な工面しているそうなので、無理な

納税方法ではないのでしょうけれども、結果的に納税率が上がるということもあると思われる。

集落間の中でそういうのがある事によって、皆さんの様々な影響もあって、納税意欲も上がる

のではないかとこういう風に考えたので、せっかく決まったのでしょうけれども、考える余地

があるのではないかと考えております。 
 
鈴木朝日村長  
・ 朝日村で報奨金制度はやっております。区長様からいろいろお話があります。ただ、納税とい



 21

うことで国民の義務的な、そういう経費について報奨金、補助金を出すのはいかがなものかと、

県の指導もございます。そういうことで、納税というのは義務づけられていますので、それら

はやはり、改めたほうがいいのではないか、というご理解を頂きながら、それに向けて進めて

いるところでございます。３年間の猶予をいただきながら、徐々にこういう形でやっていきた

いと思っております。ただ、収納率につきましては、確実に集めていった方がいいのですけれ

ども、今の若い世代に対しますと、自分のところのふところ事情がみんな公表されたり、筒抜

けになったりということに抵抗があるというのも伺っております。そんなことで、このような

取り計らいをいたすというので、調整案にはご理解をいただいているところであります。 
 
佐藤会長 
・ この件に関しましては、賛否あると思いますけれども、今の就業形態、社会環境の変化を含め

れば、必然的に振込とか、そういう形に変わらざるを得ないかなという感じはいたしておりま

す。皆さんもいかがでしょうか？ 
 
山北町 板垣委員 
・ 原案賛成です。 
・ 荒川町長のお話はご理解できると思いますけれども、昨年、山北町はなくしたが、４月から金

融機関が無償で集めて参りますという形態があるんです。それで、従来この信金の中に納税組

合もありましたけれども、今ほとんど底冷えになっていまして、むしろ金を集めるとなります

と、総代さんがある一定の部屋で待っていて、「あの人は持ってきた、この人持ってきた。」と、

昔はこういう風だったんです。しかし、今は町内の方で、これを嫌っている若い方が沢山いま

すので、私は 3 年後調整とありますので、もし不都合な点があれば荒川町長さん見ておいて、

その不都合な点を３年以内に直せばいい。しかし、今の時代からすると、私は、これは早い時

期に廃止するのがいいと思いますね。 
 
佐藤会長 
・ はい、ありがとうございました。その他のご意見なければ３年以内に廃止する方向ということ

で、それぞれ努力していただきたいというお願いを申し上げまして、これをご承認頂きたいと

思います。それではお諮りしたいと思います。地方税の取扱い６項目に関して、この形で進め

させて頂くということでよろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ はい、ありがとうございます。それでは地方税の取扱いの６項目についてご承認をさせていた

だきます。 
・ 続きまして、窓口業務の取扱い２項目ですけれどもお願いいたします。 
 

美濃事務局長 
・ 窓口延長の実施につきまして、村上市、朝日村、山北町で実施をしております。それぞれ曜日、

時間、内容についても違いがあります。また、実施していないところもありますから、地域の
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実情に沿った形で延長制度を作り上げていきたいと思っております。すべて統一するという必

要はないのかと思います。 
 

佐藤会長 
・ 窓口業務の取扱い、住民サービスに繋がる事ですのでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 
・ この窓口業務取扱いについてはご承認させていただきます。 
・ 続きまして、母子児童福祉関係事業の取扱いについて、９項目ございます。３２ページから４

０ページ、これについて事務局から説明をお願いします。 
 

美濃事務局長 
・ それでは３２番、通常保育時間。８時間保育というのが現実でありますが、各市町村によって

何時からというのについて違いがあります。開園時間については、荒川町の例により平日、土

曜日とも午前８時からという事にしたいという事でございます。 
・ 延長保育につきまして、山北町が実施しております。子育て支援のため、延長保育の実施が必

要と考えております。地域の事情を考慮して１９時までの延長保育を行うよう調整をしていき

たいと考えております。 
・ それから一時保育事業。これについても、育児疲れをした場合の際等、一時的に預かるという

子供たちも増えてくると思いますが、現在山北町で実施しておりますが、現状のまま新市に引

き継いで、順次拡充を図っていきたいという事でございます。 
・ 園児送迎等マイクロバス運行事業につきましても、現在の市町村でマイクロバス、あるいはワ

ゴン車等によって行っておりますけども、計画的なマイクロバス運行のもとで実施をしたい。

運行基準を定め、マイクロバス、ワゴン車等を適切に配置して、園児の安全な送迎を行うとい

う事でございます。 
・ 最後の通園助成事業、及び、その前のタクシー委託事業でございますが、そのようなマイクロ

バス、ワゴン車等の公的な仕組みを確立していく中で、送迎タクシー事業、あるいは神林村で

実施をしております通園助成金制度というものは、廃止していきたいというものであります。 
 
佐藤会長 
・ 事務局から９項目の説明を頂きました。これは周辺に対して、しっかりサービスをしていかな

ければならないという事だと思いますが、いかがでしょうか。 
 
山北町 板垣委員 
・ 園児送迎のタクシーの中で、山北町は今年度の４月から小学校８校を２校に統合したわけです。

その統合の中に、地域間の学校の中で約束事があるわけです。統合を今年して、このタクシー

の送迎をなくすという事になりますと、まだ１年も終えないというのに、約束違反になるんじ

ゃないかという気がするのですが、地域住民にも、学校に対しても。いわゆる統合条例として

決めていると私は思うのですが、どうぞ間違っていたら訂正していただけたらと思いますが。



 23

その件について、町長はどう考えていますか。 
 

大滝山北町長 
・ 今の件についてでございますが、議論いただいているのは保育園の園児の話でございますので、

ご理解して頂きたいと思っております。学校等、保育園につきましても、当然の事ながら、タ

クシーを廃止したあとの事を知らないというわけにはいかないので、ワゴン車を利用するとい

う事でご理解していただきたいと思います。 
 
佐藤会長 
・ その他ございますでしょうか。何かご質問ございますでしょうか。 
・ はい、それではないようでございますで、母子児童福祉関係事業の取扱い９項目につきまして、

ご承認いただけますでしょうか。 
 （「異議なし」の声） 
・ 続きまして、高齢障害福祉事業の取扱い１０項目について、事務局から説明させていただきま

す。 
 

美濃事務局長 
・ 敬老祝品事業、これにつきましては、米寿の８８、白寿９９、１０１歳以上にそれぞれ五千円

相当、三万円相当、二万円相当の祝品を支給することで助成をしたいというこういう事でござ

います。 
・ それから長寿祝い金事業であります。これは制度のないところと、それから１００歳で１０万

円を支給するところ、５０万円を支給するところ、１００万円を支給するところという違いが

あります。これにつきましては、具体的には、１００歳該当時に５０万円の祝金を贈呈すると

いう方法で調整をしたいという事です。 
・ 身体、知的障害者福祉に関する事でございますが、心身障害者の福祉の訪問入浴サービス事業

につきましては、現在、村上市では民間事業者に委託方式で行っておりますが、その方法で実

施するという調整内容でございます。 
・ 自動車改造費助成については、県の制度を利用しながら行っているわけでありますが、本人運

転では基準額の３分の２、介護者運転では４分の１から２分の１。これは、所得等によって４

分の１から２分の１の違いがありますが、基本的にはそういう事で調整を一本化したい。 
・ 福祉タクシー利用料金助成事業につきましては、直接行っているところ、福祉協議会に委託し

て行っているところ等の違いがありますが、補助対象者につきましては、身障手帳１～３級、

療育手帳のＡ、Ｂ。精神障害の手帳１級という方々を対象に、助成制度を行っていくという事

で予定をしたいというものであります。 
 

佐藤会長 
・ 高齢障害福祉事業の取扱い、１０項目ほどございました。高齢な方の住民サービスという事に

なっております。この件につきまして、皆様方のご意見、ご質問ございましたらお願いしたい
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と思います。 
・ それでは、ご質問ないようでございますので、これで高齢障害福祉事業の取扱い、１０項目に

ついてご承認頂けますでしょうか。 
・ 保健衛生事業の取扱い１０項目ございます。事務局から説明お願いします。 
 

美濃事務局長 
・ 母子保健推進員につきましては、粟島浦村はございませんが、各市町村が設置しております。

母子保健推進員協議会を統合して利用したいと考えております。 
・ 基本検診に関して、金額の入ったものがあるわけですが、これは、基本的には対象年齢の違い

がございますし、一部負担金についても若干違いがございます。実施内容については、それほ

ど大きくは変わっていないという調整方針となっていますが、その辺の対象年齢が、基本検診

については４０歳もあったり、４５歳もあったり、３０歳もあったりとありますが、３０歳以

上として実施をしたい。７０歳以上は無料。 
・ 骨粗鬆症の検診は、荒川町と粟島浦村で実施しておりますが、新市に移行後、４０歳時点、５

０歳時点の女性を対象に実施をするという事で、基準額の３分の１については自己負担という

事でございます。 
・ 以下、同様に違いのある部分については、最大公約数を一部負担金として統一した金額で掲載

をさせて頂いております。そういうことで、新市として一本化した形の中で基本検診等につい

ては実施していきたいという事でございます。 
 

佐藤会長 
・ 保健衛生事業の取扱い、１０項目について説明させていただきました。 
・ 私からいうのもなんですけども、基本検診に、前立腺ガンの検診を入れてもらいたいという事

で、ここに入っていないんですが、５０歳くらいは危ないので皆さんも受けてもらって予防し

た方がいいんじゃないかなと思います。山北町では実施されているようですし、私としては是

非、前立腺ガン検診を基本検診に入れてもらったらと思うのですが、いかがでございましょう

か。 
（「異議なし」の声） 

・ これに関して、その他の質問はございませんか。それでは、保健衛生事業１０項目についてご

承認いただけますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ 続きまして、農林水産事業の取扱い３項目についてです。説明をお願いします。 
 
美濃事務局長 
・ 生産調整対策について、それぞれ市町村配分率が違います。新市に移行後、配分方法について

統一をするという事で、調整の時期は合併後という事になっております。 
・ 農作業賃金、標準小作料も市町村によって違いがあるわけですが、合併時はそのまま、合併２

年度目から統一された標準額を適用したいという事で、策定委員会の指示によって作り、検討
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した上で農作業賃金、標準小作料を決めていきたいというものです。 
 
佐藤会長 
・ 農林水産事業の取扱い３項目について、何かご質問ございますでしょうか。 
・ それでは農林水産事業３項目についてご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 
・ 続きまして、商工観光関係事業の取扱い８項目ございます。これについて事務局から説明をお

願いします。 
 

美濃事務局長 
・ 商業振興策でありますが、商店街振興のための助成事業を含め、村上市の補助金制度を基本的

に調整しながら、要綱を作成する事としたいと考えております。ハード、ソフトの問題に対し、

各種補助制度がございます。また、荒川町のプレミアム商品券については、廃止にしたいとい

うものでございます。 
・ 中心市街地活性化基本計画、村上市において作られているわけでありますが、新市に引き継ぐ

という事であります。 
・ 物産振興については、現在、村上岩船地域においては、関川村も含めて、地元物産の広域物産

振興協会という組織がございますので、そこが母体になるかと思うのですが、広域物産の振興

という事で、合併後手続きして参りたいということです。 
・ 大規模小売店対策につきましては、村上市と荒川町に要綱がございます。少し対象面積等が違

いますが、村上市の制度に合併時までに調整するものとします。 
・ 観光団体の支援につきましては、今、村上市観光協会の法人化が進んでおりますが、具体的な

社団法人化については、決まっていないので答えられませんが、新市においてはひとつの観光

協会をつくり、また、この社団法人化と合わせて各観光協会の統合を検討していきたい。当然、

市になりますので移行後、各市町村にあります観光協会は統合されて、ひとつの組織体系の中

に入ることになります。 
・ 消費者行政につきましては、現在、村上市に消費者センターがあるわけですが、村上市の例に

より消費者センターを設け、相談体制の充実を図るものです。 
 
佐藤会長 
・ 商工観光関係事業の取扱い８項目であります。この件について、何かご質問、ご意見ございま

すでしょうか。 
 
荒川町 渡辺委員 
・ 商業振興策なのですが、村上市の補助金制度について、今のご説明ですと、ハードとソフト面

があるとお話を伺っておりましたが、中身についてもう少し詳細に教えていただきたい。 
 

美濃事務局長 
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・ 検討表をご覧頂きたいと思いますが、村上市の商店街の環境整備事業として、村上市には商店

街振興組合法に基づく振興組合が２つございます。その他任意の商店会、商工会というのがご

ざいますが、アンケートを出しましたら、大きなものについて村上市商店街環境改善整備費補

助金ということで、対象経費から他の補助金、寄付金を除いた１０分の２の補助という事で、

ハードのアーケードとかアーチとか、案内看板、歩道、装飾街路灯、駐車場等ということでご

ざいます。それから、その他ということで、商店街施設整備補助金との併用は不可であります

が、これは任意の商店会でもいいという内容でありまして、装飾街路灯施設補助金という事で、

各商店街に装飾街路灯を設置する際に、その１基あたり上限がありますが、新設の場合は１８

万、改良の場合は５年経過したものを直すとしたら１０万、３年経過したものを直すとしたら

７万円という事で、１００分の２５の補助率で商店街に補助を出すというものです。その他、

歩道のカラー舗装とインターロッキングの舗装について、上限がありますが、１００分の２５

出すようにしています。その次に、村上市商店街活性化事業補助金とありますが、これにつき

ましては、いわゆるソフトが中心でありまして、イベントやその他研修会、研究会、近代化計

画作成、空き店舗活用などに対して、ものによって違いますが、１０万から５０万円の限度で

補助しているものです。 
 
佐藤会長 
・ よろしいですか。 
 

荒川町 渡辺委員 
・ 大変ありがとうございました。荒川町のプレミアム商品券を廃止するに至った経緯をお教えく

ださい。 
   

美濃事務局長 
・ この荒川町のプレミアム商品券につきましては、以前、国がそういう制度を設けたことがあり

ましたけれども、基本的には商品券に付加価値をつけて、その付加価値分を町が助成をすると

いう制度は、いかがなものかという事が趣旨でありまして、村上市の例ということだけを踏襲

しているわけではございませんが、そういう事業を判断・反省してお金がかかると、その分の

一部を公が補助する制度に今回してやったらどうかという事で、プレミアム商品券につきまし

ては、新市の全域に適応するとしますと予算としても相当な額になりますし、なかなか収拾が

つかなくなるのではという事もあります。 
 
荒川町 渡辺委員 
・ ありがとうございました。 

 
佐藤会長 
・ その他いかがでしょうか。 
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村上市 土居委員 
・ 商工団体の支援という事でありますが、課題・問題点に補助金の見直しが必要とありますが、

これはプラスの方向の見直しなのか、マイナスの方向の見直しなのか。 
 

美濃事務局長 
・ 観光団体の支援についてですが、あくまでも補助金の見直しというのは、基本的には運営費補

助というよりは、事業に基づく事業費に対する補助というのが趣旨となって見直しをすべきで

ないかという議論に至った。必ずしも、上げさせずにという事を中心に見直しをということで

はなかったと理解しております。各市町村によって違いがありますので、その辺も調整をして

いく事が重要でありますが、基本的にはそのような考え方から、この課題のところに記載させ

ていただいたと思っております。 
 
村上市 土居委員 
・ 続けて質問させてもらいますが、調整方針については、「現行のものとは違う新たな方向で調整

する」と。処理の時期が合併時とあります。そうしますと、これはマイナス予算でいくのか、

プラス予算でいくのかというのは、村上市の場合は目的税が入っているわけでありますので、

この目的税から考えた場合、全体の観光振興、商業団体振興に対する捉え方が少ない気がする

のですが。その辺の考え方はどうなっているのか。もちろん、今度は朝日村、山北町、粟島浦

村が加わってくるわけであります。そういった事を考えた時に、現行のこの予算で、果たして、

この県北の観光地として説明ができるものなのか。どう考えているのか。 
 
美濃事務局長 
・ 基本的には先ほど申し上げましたように、観光協会は一本化されるという中で、しかし、それ

ぞれの自治体が個性を持って独自の施策として観光の部分に非常に力をいれてやってきている

という市町村と、観光はあまり関係ないという市町村あるわけでありますので、その辺の統合、

統一を図る中で、補助金についても見直していく必要があるのではないかというのが基本的な

考えであります。なお観光でありますけれども、物産と観光というものは切っても切れないも

のだと思いますので、事業を引き継ぐ中で、一体化を図っていく要素の大きな選択と思ってお

りますが全体予算を増していけるというのは、この調整の中で申し上げることは控えたいと思

いますし、また、今それは申し上げる事はできないと思っております。 
 

村上市 土居委員 
・ 大体理解できましたが、ただ、私がお尋ねしているのは、合併時というのがありますが、この

状況で進んでいくのか、それとも、どちらかの予算を削るというか、見直しをするという風に

書かれておりますので、この辺どう答えていくのか、それと村上市の場合は、目的税というも

のがそれに充当されるために入っているわけです。ですから、その辺の整合性をどう捉えるの

か。その辺を今後、お考え頂きたいと思っております。 
 



 28

佐藤会長 
・ その他の何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 
・ それではないようでございますので、商工観光関係事業の取扱い８項目について、ご承認をさ

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） 

・ 続きまして、土木関係事業の取扱い２項目でございます。 
 
美濃事務局長 
・ 道路除雪の関係で、除雪実施区分については現行の除雪実施区分を維持し、新市に移行後新た

な実施要綱の調整を行う。降雪期までに要綱を策定していくというものです。 
・ 除雪路線と延長については、合併時においては現行のまま新市に引き継ぎ、新市で新しい除雪

実施要領を調整するということですが、少しずつ基準が違います。それぞれ市町村で雪の降る

量も違いますし、違いを持っていいのだと思いますが、その辺を調整しながら新市によって新

しい実施要綱を作ってきたいというものです。 
 
佐藤会長 
・ 土木関係事業の取扱い２項目、道路除雪に関することですが、それぞれの地域性を持ちながら

サービスは落とさずにという事が基本でございますが、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 
・ それでは土木関係事業の取扱い２項目についてご承認いただけますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ 続きまして都市整備事業の取扱い３項目について、説明をお願いいたします。 
 
美濃事務局長 
・ 都市計画につきましても、新市において都市計画区域をつくり、定める必要がありますし、道

路及び用途指定につきましても、新市としての形を作らなければいけないのですが、現行の旧

市町村の計画内容を引き継ぐというのが基本となっております。新市になって都市計画審議会

を開催して、新市としての計画を策定するという事で、合併後ということで、新市において計

画区域を検討し審議会に諮るということでございます。村上市、荒川町、神林村が指定されて

おります。 
  
佐藤会長 
・ 都市整備事業の取扱い 3 項目の件につきまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。

新市に引き継いで、合併後調整をするという事でございます。ご承認いただけますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ 続きまして、学校教育事業の取扱い５項目がございます。説明お願いします。 
 
美濃事務局長 
・ 学区、学級編成についてと小中学校の通学計画については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
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・ 学区外通学の許可基準については、当分の間、村上市の基準を参考に対応する。 
・ スクールバスについては、現行のスクールバス運行基準を、新市において、明文化をしていき

たいということで、基本的は、新市に引き継ぐという事です。 
・ 給食に関する事でございます。給食方式につきましては、現行の各市町村の給食方式を引き継

ぐという事ですが、粟島浦村については牛乳の補食のみで、給食は行っていないという実情で

ありますので、これを早期に実施させる事を優先し、民間委託の方向で検討するというもので

あります。 
 

佐藤会長  
・ 学校教育事業の取扱い５項目について説明させて頂きました。この件について何かご意見、ご

質問ございますでしょうか。 
 

神林村 近委員 
・ 学区外通学許可基準については、当分の間、村上市の例を参考にしながら対応となっています

が、村上市の基準を見ますと、「その他教育的配慮が必要と教育委員会が認めるとき」とありま

すが、教育的配慮とはどの範囲をさすのでしょうか。 
 
佐藤会長 
・ 事務局は専門でありませんので、村上市の教育長から説明をお願いしたいと思います。 

 
村上市 伊与部教育長 
・ 村上市の場合、例えば、急に保護者が転勤になった、あるいは３月に転居して、別な学区なっ

てしまったという場合、学区制度から言わせてもらいますと、別な小学校に行かなければなら

ない。しかし、もう少しで学年が終わるのでそのままにしてほしいなどの要望があります。こ

ういう場合に、保護者事情を考えながら、それでは前の学区に対応して行こうというような場

合があります。ほんの一例ではありますが、色々な保護者の事情がありますし、その要望、事

情によって、村上市の場合は対応しているという事であります。 
 

佐藤会長 
・ よろしいでしょうか？ 
 

神林村 近委員 
・ ただいまの説明ですと、要するに物理的な面で、保護者の環境が変わってきたことなどが主理

由で、学区外通学許可基準として対応することになる訳ですけれども、広域な新市になります

と、そういうことだけで学区を変える事が当然あると思いますが、実際、学校については同じ

新市の中でも格差があると思うのです。できれば、少しでも自分の子供は教育レベルの高い、

学力の高いところへやりたいといった要望があったときに、どう対応されるのかということを

お尋ねしたい。 
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佐藤会長 
・ 村上市の教育長から答えさせて頂きたいと思いますが。 

 
村上市 伊与部教育長 
・ 基本的には、学区制度を設けている以上、そういう個人的な特別の理由がない限りは、私はこ

の学校へ行きたい、私はあの学校にいきたい等といった事は別でございます。先ほど申し上げ

ましたような、特例的な場合はということで村上市は行っておりますので、自由学区制とかと

いうものではありません。 
 
佐藤会長 
・ よろしいですか。 
 

加藤神林村 
・ スクールバスの関係について、少し追加をさせて頂きたいと思います。課題・問題点に、「神林

村の対応については考える必要有り」という事でございますが、平成１６年度の冬季から運行

することで、予算については議会の議決を得ておりますので、ご承知おきいただきたいと思い

ます。 
 
佐藤会長 
・ 神林村長より、説明をさせて頂きました。その他、何かございますでしょうか。 

 
村上市 本間委員 
・ 先ほど高齢者福祉の項目がございましたが、新生児については、市町村ごとに何人目が生まれ

るといくらか定額できたりとか、何人目以上は、第一子が何歳になるまで学資がもらえるとか、

私も子供が４人おりまして、市町村間で色々格差があるかと思うのですが、その辺が特に疑問

なのですが、検討しなくてよろしいのでしょうか。 
 

佐藤会長 
・ これから出てくると思いますが、本日は調整項目の一部でございますので、今後何回か出てく

ると思います。これから出てきますので、その時にご審議頂きたいと思います。 
・ それでは、学校教育事業の取扱い５項目について、ご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１４号の１の事務事業調整（第１回）について、調整のうえ、ご支持を頂きました。 
 
６.その他 

佐藤会長 
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・ 法定協議会の次回の日程でございます。８月２３日の月曜日、午後６時半から、会場は、村上

市民ふれあいセンターで開催させて頂きたいと思います。 
・ それと合わせて、今後の日程も皆さんのご都合もありますので、ご提供させていただきたいと

思います。その後の協議会９月１０日、９月１６日、１０月７日、一応この日時で予定をさせ

て頂きたいと思いますので、皆様のご都合の調整して頂けたらと思います。 
・ この件に関して、何かございますでしょうか？ 
 

村上市 加藤委員 
・ 会場はすべてこちらですか。 
 

佐藤会長 
・ 会場は、すべてふれあいセンターを使わせて頂きたいという予定でございます。もし、何か入

っていれば使用出来ませんけども、今のところ予定という事にさせて頂き、今後の日程を調整

させていただきます。 
 
村上市 加藤委員 
・ 確認をしておきたいのですが、先ほど合併の期日の協議の中で、色々選挙関係の話が出てきた

ものですから、市長と議会の選挙については、５０日以内という説明しかなかったのですが、

この選挙を同日選挙で行うという協議事項については、協議会の協議事項の中にはないという

事なのでしょうか。 
 

佐藤会長 
・ これは協議事項にありません。 

 
村上市 加藤委員 
・ 法定事項で、新設合併の場合は５０日以内にということで、どういう方法でやるのかは、選挙

管理委員会の決定になるので、協議会には出てこないということで理解しました。 
 
 
７.閉会 

佐藤会長 
・ それでは閉会の挨拶を、大滝山北町長にお願いします。 
 

大滝山北町長 
・ 大変長時間にわたり慎重な審議を頂きまして、ありがたくお礼を申し上げたいと思います。今

日、こうして、法定協議会が再開されまして、本当に意味深いものを感じるものでございます。

このうえは、合併に向けまして不退転の決意で取り組んでいかなければならないと肝に銘じて

いるところでございますので、委員皆様のご協力をお願い申し上げたいと思います。 






