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第７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８月２３日（月） 午後６時３０分～午後８時２０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 ３０名、 
      

○傍聴者  ３９名（うち報道関係３名、< 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 
美濃事務局長 

・ ただ今から、第７回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催させて頂きます。まず、最初に

会長からご挨拶を申し上げます。 
 
２．会長挨拶 
佐藤会長 

・ 皆様、本日は大変お忙しいところ、夜の会議にお集まり頂きましてありがとうございます。

ようやく、お盆も終わりまして、皆様も何かとお疲れのことかと思いますが、合併のこの法

定協議会の関係については、これから、詰めるところはどんどん煮詰めていかなければいけ

ないということで、本日も事務事業調整について８２項目ほどございます。制度を含めて皆

様に事前資料差し上げているかと思いますので、ご覧頂きながらご審議頂き、ご決定を賜れ

ばありがたいという風に思っております。 
・ 全国のいろんな地方公共団体も紆余曲折しながら、それでも国の、一つの改革の中で、「合併」

という方向性の中で進んでおります。今回は全国の知事会が新潟で開かれまして、その中で

三位一体、税源移譲につきましては、３兆４千億円の中で進められ、１９年度までに９兆円

という金額を税源移譲する方向で進められ、大変厳しい財源等を指し示してきたという中で

は、やはり合併の道を開きながら、その体制をつくっていかなければというのを、是非、皆

様方のこの合併に向けてのご協議を頂いて、進めていけたらという風に思っております。今

日も要領よくまとめて、ご審議させて頂きたいと思いますので、ご協力のほどをよろしくお

願いいたします。 
 
美濃事務局長 

・ ただ今から、会議に移らせて頂きたいと思います。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、以後会長から進行

をお願いします。 
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佐藤会長 

・ 規約の定めによりまして、議長をさせて頂きます。皆様の格段のご協力を頂きまして、会議

を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。 
・ 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

が必要とさせております。本日は欠席者がなく、定足数を越えておりますので、会議は成立

いたします。 
・ 「会議録署名委員の指名」をさせて頂きます。会議録署名委員は、協議会会議運営規程第７

条第２項の規程に基づき、私の方から指名をさせて頂きます。村上市の土居光夫委員と荒川

町の金子三十美委員のお二人にお願いを申し上げますので、よろしくご了承をお願いいたし

ます。 
・ それでは日程に従いまして、進めさせて頂きます。日程３、報告事項に入らせて頂きます。

なお、委員の質問、意見等、ご発言に関しましては、係りの者がマイクをお持ちしますので、

座ったまま所属、氏名を言ってからご発言をよろしくお願い申し上げたいと思います。それ

では報告事項に入らせて頂きます。事務局からお願いいたします。 
 
３．報告事項 
【報告第２２号 報告事項】 
美濃事務局長 

・ 報告事項の報告第２２号、１ページをお開き頂きたいと思います。７月１２日から８月１５

日までの間の合併協議会事務局の動きについてご説明を申し上げます。まずは、太字の７月

２６日に定例会の、第６回の法定協議会、この場で開催をしております。それから８月３日

には、第４回新市名候補選定委員会の開催をいたしております。また、８月６日には、第４

回新市建設計画策定委員会の開催をいたしました。８月９日には、６市町村長会議を開催し、

建設計画の素案等について、協議をさせて頂いております。それから、８月１１日には、今

回の法定協議会の協議題等について、第８回の合併協議会幹事会を開催しております。なお、

その他の７月２０日から８月１２日までの間に２３分科会、あるいは委員会等、延べ３２３

人の、この６市町村の担当職員の会合が持たれ、事務事業調整の内容を協議しております。 
 

 
佐藤会長 

・ この報告についての何かご質問ございますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

 
【報告第２３号 新市建設計画策定委員会役員の交代について】 
【報告第２４号 新市名候補選定委員会役員の交代について】 
佐藤会長 

・ 報告第２３号 新市建設計画策定委員会役員の交代、そして、報告第２４号 新市名候補選
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定委員会役員の交代について事務局からお願いします。 
 
美濃事務局長 

・ 報告第２３号 新市建設計画策定委員会の役員の交代でございます。前任の松田委員長さん、

細野副委員長さんより代わりまして、今回の委員会において互選により、委員長に石栗猛委

員、副委員長に宮入武文朝日村助役のお二人が就任をされました。 
・ 新市名候補選定委員会の役員の交代でございます、前任の木村重信副委員長が交代し、新た

に荒川町の石山章委員が副委員長ということで、これも互選により就任をされました。以上

報告いたします。 
 

佐藤会長 
・ 報告２３号、２４号について、ご質問ございますでしょうか。 
（「ありません」の声） 

  
 
４．協議事項 
【協議第１５号 財産の取扱いについて】 
佐藤会長 

・ 協議第１５号 財産の取扱いについてを、ご説明させて頂きます。事務局からお願いします。 
 
美濃事務局長 

・ 財産の取扱いについての協議でございますが、６市町村の財産につきましては、財産区を除

くすべての財産について新市に引き継ぐ。財産および債務はすべてを新市に引き継ぐという

事でございます。それから（２）財産区についてということで、朝日村内に三面財産区がご

ざいます。これは現行のままとし、新市に移行をしたいということでございます。なお、内

容につきましては、皆様にお渡ししました、資料１に記載の通りですが、公有財産、内訳と

しましては行政財産、普通財産ということでございますが、その計として土地が１８，７８

３，４８７平方メートル。建物、木造が８４，７４９平方メートル。非木造で、３２０，４

３６平方メートル。それから立木でございますが、所有分４１，５８６立方メートル。それ

から、分収分１３１，５８３立方メートル。有価証券等につきましては、有価証券が４６，

２８９千円。出資による権利、出資金で、８６４，１０２千円。それから、出損金、１８８，

０６７千円。基金、６，４０４，９６６千円。地方債、普通会計で、３９，１１６，０３７

千円。特別会計で、４２，３８８，５０６千円。債務負担行為による負担額、７，１１３，

３１６千円。債務保証、１９４，４９８千円。物品で、車両ということで、６市町村分、合

計しますと３７６台。それから財産区につきましては、朝日村の昭和の合併において三面村

有地につきまして、昭和２９年の町村合併条例によって、財産区が設立され、三面財産区が

現在、存在するわけでございます。その総面積、４７２．２ヘクタール。これはそのまま三

面財産区として新市に移行するという内容でございます。 
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佐藤会長 

・ 事務局から、財産の取扱いということで説明をさせて頂きました。この件つきまして皆さま

からご質問、ご意見ございますでしょうか。 
（「特にありません」の声） 

・ 特にないというお声がありましたので、財産の取扱いについてはご承認させて頂きました。

こういう形の中で合併に引き継ぐということにさせて頂きたいと思います。ありがとうござ

います。 
 

 
【協議第１６号 介護保険事業の取扱いについて】 
佐藤会長 

・ 続きまして、協議第１６号 介護保険事業の取扱いについてを議題とさせて頂きます。事務

局の方から説明をお願いします。 
 
美濃事務局長 

・ この介護保険事業につきましては、介護保険事業計画というものが必要でございます。介護

保険事業計画の取扱いでございますが、現在、第２期の介護保険事業計画運営期間でござい

ます。３年で１期ということで、第２期の終了が１７年度で終了いたします。その期間の最

終までの間は、旧市町村の当該計画の終了をもって、新市の介護保険事業計画とする。なお、

１７年度末に合併をしますので、１８年度は、合併後すぐにやってくるわけですが、平成１

８年度以降の計画につきましては、平成１７年度中から各市町村の事務担当者が中心という

ことになりますが、各市町村協力して、計画策定準備を進め、新市において新年度早々に決

定する形になります。１８年度以降の第３期計画につきましては、６市町村の担当者が新市

の介護保険事業計画を作成し、新市において決定するというものでございます。 
・ 介護保険料についてでありますが、介護保険の賦課につきまして、介護保険料は合併年度、

１７年度については不均一の保険料とし、すなわち各市町村、それぞれの現在の保険料その

ままとなり、合併年度以降、平成１８年度以降は、第３期の介護保険事業計画に基づき、保

険料を統一、一本化するということでございます。 
・ 介護保険料の納期につきましては、現在、１２ケ月すべてを納期としているところと、もっ

と少ないところがありますが、納期は納税者への負担軽減も考え１２ヶ月とする。 
・ 介護保険料の減免については、各市町村減免規定、ほぼ同じでございます。ただ、村上市が

単独で、その他に「事情に応じて１０分の５の範囲で減免できる」という規定があります。

これを付け加え、新しい減免規定を設ける。 
・ 介護給付には、現物給付、償還払い給付、高額介護サービス費給付ということで３通りあり、

その他、居宅介護サービスの提供、これはまた別でございますが、この現物給付の方法につ

きまして、ほとんど同様でございますので、現行の制度のまま新市に引き継ぐこととしてい

ます。なお、粟島浦村につきましては、離島であるということもありまして、その他の市町
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村と若干違う体制のものがございますが、合併前と同様のサービスを提供する体制を維持す

るということでございます。 
・ 償還払い給付と、高額介護サービス費給付についてでございますが、支払い時期を利用者の

利便を考慮し支払いを月２回。申請も２回、支払いも２回ということになりますが、月２回

の支払いを設けたいということでございます。 
・ 居宅介護サービスの提供につきましては、６市町村が行っている現行のサービスのまま新市

に引き継ぐというものでございます。 
・ 介護認定審査会については、現在、広域事務組合が共同処理で行っているわけですが、ご存

知のとおり、６市町村合併ですので、新たな制度を新市として起こす必要があり、６市町村

で介護保険の現状の体制システムを引き継ぎつつ、立ち上げたいと思います。なお、関川村

の取扱いにつきましては今後、別途協議、調整をしてもらいたいと思っております。 
・ 現在の各市町村間の介護保険料に違いがございます。これを一本化することになりますと、

単純平均した場合は荒川町、山北町くらいになりますが、ただ単純に平均するのではなくて、

加重平均にしますと、ややこれよりも高く、朝日村より少し下のところになると思われます。

それは、あくまでも第２期の計画がそのまま３期に移行したと仮定した場合ですが、第３期

計画のサービス事業量がどのくらいか、あるいは、新たな介護保険制度がどうなるのかとい

うことにつきましては、国においても、介護保険発足５年目を経過中でありますが、制度内

容の見直しを行っております。サービス量が増大しておりますが、そのことと制度の見直し

と、どんな風になってくるのかについて今はっきり申し上げる状況にありません。したがっ

て今後、統一した介護保険事業計画を策定する段階でその新たな動きが決まってくるという

ことでございます。 
 
佐藤会長 

・ この６市町村合併、高齢化社会の中で非常に大きく道進んでいます。そして、施設介護を中

心に、かなりの介護費用の増加が見込まれております。来年度にむけて改正を進めており、

国としても今仕組みにまで対応をどうするかということで検討しています。今まで４０歳か

らの介護保険料が、２０歳からになるかもしれない。安定的痛みをさせて、国として制度維

持を図る。どう変わるかわからないですけれども、現状のままですと限りあるような傾向の

中で一本化しなければならないということでございます。ということも含めて皆様の方針、

議論頂戴したいと思います。いかがでしょうか。 
 

村上市 土居委員 
・ 介護保険料についてでありますが、この介護保険料は合併年度は不均一とするということは、

合併が１８年２月１３日ですが、平成１８年度の３月までは不均一で、１９年４月からは統

一制度にしますということでしょうか。 
 
美濃事務局長 

・ １８年２月合併でございますので、その年度の３月までは、わずか二ヶ月間ですが旧市町村
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の料金のままです。１８年の４月以降、一本化したいということでございます。 
 
村上市 土居委員 

・ １８年の４月からは統一価格料金ということなんですね。はい、ありがとうございます。 
 
佐藤会長 

・ その他、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 
（「ございません」の声） 

・ それでは協議第１６号ですが、こういう形の中で、内容を調整、統一できるのは１８年の４

月から実施ということにさせて頂きます。 
 

 
【協議第１４号の２ 事務事業の調整（第２回）について】 
佐藤会長 

・ 協議第１４号の２ 事務事業の調整（第２回）についてご審議をさせていただきます。資料

３をご用意頂きたいと思います。それでは、大項目ごとに順次説明をしながら進めさせてい

ただきます。詳細については検討表を見ながら説明をしたいと思います。 
・ 総務企画関係事業の取扱いについての説明を事務局からお願いいたします。 

 
美濃事務局長 

・ 情報公開等に関することでございますが、各市町村とも情報公開条例がありますが、合併時

までに村上市の例に調整する。 
・ 新市長の資産等の公開に関わることですが、村上市の例により調整する。 
・ 個人情報の保護対策の条例もございます。すべての市町村の現行条例をベースに合併時まで

に制定する。 
・ 交流に関することにつきましては、姉妹都市、国内の地域間交流、国際交流いろいろ各市町

村行っていますが、姉妹都市は村上市で鯖江市、朝日村で東京都清瀬市がございます。相手

のご意向と、こちら側の意思も踏まえて、判断をしていきたい。 
・ 国際交流につきましても、市町村同士ではないようですが、村上市でヤンヤン郡、朝日村で

ドイツのシラー劇団と能による交流関係がございます。そういったものにつきましても、今

後については、相手の意向、こちら側の意思等を総合的に判断して、新市において速やかに

策定する。 
 

佐藤会長 
・ 中項目ごとに決定させていただきます。情報公開に関すること、３項目ありました。これに

ついて何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
  
神林村 近委員 
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・ 個人情報の件につきまして、調整方法は合併時までに条例制定をする。合併時というのはた

くさんのところに出てきますけれども、実際のところ、新市において移行するということは、

新しい議会で可決する都合があると思うのですが。 
 
佐藤会長 

・ 事務局からお願いします。 
 
美濃事務局長 

・ 合併時ということにつきましては、もちろん合併前に策定作業、調整いたしますが、新市の

市長職務執行者が合併時にすべて公布する。そこで成立するということがまずあると思いま

す。そういうことで隙間のないように運用をしていくということです。 
 

佐藤会長 
・ よろしいですか。はいどうぞ。 
 

神林村 近委員 
・ 既存の議会というものについては、市町村の条例を議会に提案して、審議し、合併をして初

めて効力が発生することになるのですが、新市の議会というのは、合併から５０日以内の間

に決まるのですが、その空白期間は代理執行者が、すべて上程、可決させる前に執行できる

ことになるのか。 
 
佐藤会長 

・ 事務局長どうぞ。 
 
美濃事務局長 

・ 合併の際においては、その日に職務執行者が公布するということで成立をいたします。 
 
佐藤会長 

・ その他、いかがでしょうか。 
（「特になし」の声） 

・ 交流に関すること３項目ございますけども、このことについて何かご質問等ございますでし

ょうか。 
   （「ありません」の声） 

・ 総務企画関係事業の取扱いについて、皆さんのご承認いただいたということで決定してもよ

ろしいでしょうか。 
 （「異議なし」の声） 
・ 消防防災・交通安全事業の取扱いについて、事務局から説明をいただきます。 
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美濃事務局長 
・ 地域防災計画につきましては、合併時には現在の市町村の現計画をもって防災計画とし、新

市以降後、速やかに策定をする。 
・ 自主防災組織については、現在、村上市、山北町、粟島浦村に制度があります。その中で資

機材購入についての補助があるのが村上市。あるいは防災マップ作成について、山北町で補

助制度がありますが、そういったものを合わせて新市において組織の制度をつくりたい。 
・ 防災無線通信システムにつきましては、現行のまま新市に引き継ぐ予定でありますが、現在

荒川町、神林村、粟島浦村のないところにつきましては、合併後順次設置する。 
・ 交通安全につきましては、そのまま新市に引き継ぐ。 
・ 防犯街路灯設置基準は、新たな設置基準を５町村の例により策定をする。 
・ 防犯街路灯設置補助については、基準を満たしているものについて２分の１の新設工事費補

助。上限２万円の範囲で、補助をするという内容であります。 
 
佐藤会長 

・ 防災事業に関することにつきまして３項目あります。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。 
   （「特になし」の声） 

・ 交通安全事業に関することにつきましては、どうでしょうか。 
（「特になし」の声） 

・ 防犯事業に関すること２項目ございますが、この件につきましてはどうでしょうか。 
 （「特になし」の声） 
・ ないようでございますので、消防防災・交通安全事業の取扱いにつきまして、ご承認いただ

けますでしょうか。 
 （「はい」の声） 
・ 続きまして、生活環境事業の取扱いについて事務局から説明します。 

 
美濃事務局長 

・ 火葬場に関することでございますが、使用料につきまして、若干差異がございます。年齢に

よって３段階として、１５歳以上１５，０００円、８歳～１５歳未満は１０，０００円、８

歳未満が５，０００円ということで調整したい。なお、管外の利用者についてはその２倍と

する。 
 
佐藤会長 

・ 生活環境事業の取扱いについて、説明させていただきました。最初に火葬場に関すること２

項目、公害防止に関すること２項目がございましたが、何かご意見、ご質問等ございますで

しょうか。 
（「特になし」の声） 

・ ないようでございますので、生活環境事業の取扱いについてご承認いただけますでしょうか。 
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（「異議なし」の声） 
・ それでは地方税の取扱いについて説明させていただきます。 

 
美濃事務局長 

・ 地方税の本税につきましては、これまでにほぼ、協議が終了しておりまして、手数料につい

てですが、口座振替手数料につきましては若干差異があり、金融機関と調整のうえ、新たな

方向で統一した料金を定める。 
・ 督促手数料は、ほぼ１００円ということです。粟島浦村につきましては２０円なのですが、

１００円に統一をする。 
 
佐藤会長 

・ 地方税の取扱いについて、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 
（「特になし」の声） 

・ それでは地方税の取扱いについて、ご承認いただけますでしょうか。 
（「意義なし」の声） 

・ 続きまして、窓口業務の取扱いについてを説明してもらいます。 
 
美濃事務局長 

・ 住民基本台帳ネットワークシステムのカード利用ということですが、各市町村ともカード利

用については、ネットワークシステムを構築した際、交付手数料５００円で希望者にカード

交付をしている。そこに独自の利用サービス設定が可能です。しかしまだ各市町村とも、ど

ういうサービスをするかについては、検討中であります。検診の申し込み、図書施設の申し

込みなどをカード利用で、いろいろなサービスを提供できるのですが、新市以降後、内容を

検討し、調整していくということであります。 
 
佐藤会長 

・ 窓口業務の取扱いについて、何か質問等ございますでしょうか。 
 （「特にありません」の声） 
・ それでは窓口業務の取扱いについて、ご承認いただけますでしょうか。 
 （「意義なし」の声） 
・ 続きまして、母子児童福祉関係の取扱いについて、２項目ございますので、説明お願いしま

す。 
 

美濃事務局長 
・ 学童保育所については、学童及び保護者の利便を考慮し、開設時間については村上市の例を

基本とし、学校休業日は午前７時３０分から午後７時まで開設とする。利用料については村

上市の例、月額３，０００円ですが、それを基本として、適切な金額を設定する。その他は

現行のままいくということです。 
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佐藤会長 

・ 母子児童福祉関係事業の取扱いについて、皆様よりご意見、ご質問ありますでしょうか。 
 （「特になし」の声） 
・ それでは、母子児童福祉関係事業の取扱いについて、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、高齢障害福祉事業の取扱いについて、説明を事務局からさせていただきます。 
 

 
美濃事務局長 

・ 高齢者福祉に関することでありますが、高齢者の外出支援サービス事業ですが、要介護認定

を受け、身体が不自由な６５歳以上の高齢者が通院時にリフト或いはストレッチャー付きタ

クシー利用は、車椅子利用の方がそうでありますが、月額３，０００円のタクシー利用券を

発行する。 
・ 高齢者寝具等乾燥消毒サービス事業ですが、サービス内容は各市町村大きな差はないようで

すが、一部有料の町村がございます。利用料金は朝日村の例により無料の方向で調整する。 
・ 高齢者軽度生活支援サービス事業、高齢者生きがい活動支援通所サービス事業につきまして

は、朝日村の例、神林村の例によって合併時までに調整をする。 
・ 高齢者介護用品支給事業については、神林村の例をもって、介護用品を支給する方向で調整

したい。神林村では現物給付ということで、年間１０万円を４回に分けて、使い捨ての手袋、

紙おむつ、シーツ等支給をしている。 
・ 高齢者訪問入浴介護利用負担助成事業ですが、これは現在、朝日村で実施をしているわけで

すが、この制度につきましては、新市においては廃止をする。これは朝日村で介護保険制度

が進む前から、村で入浴介護の専用車の購入をして、社会福祉協議会に委託をして運営して

きた事業であります。介護保険発足後も、無料でそのときはサービスしていたわけですが、

介護保険発足後も急激な上昇を続けているために、村から一部助成をしているというサービ

ス事業でございます。これは介護保険にのせるということで、朝日村の助成金については、

新市において廃止にするということでございます。 
 
佐藤会長 

・ 高齢者障害福祉事業の取扱いについて、皆様よりご意見等いただけたらありがたいのですが。 
（「特になし」の声） 

・ 高齢者障害福祉事業の取扱い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、保健衛生事業の取扱いについて、事務局から説明お願いします。 

 
美濃事務局長 

・ 母子保健に関することでございますが、乳児健診、幼児健診、母子訪問指導につきましては、



 11

市町村で少しずつ取扱いの違いがございますが、特に大きな差がございません。４ヶ月児に

ついては個別健康診査、７ヶ月児は集団健康診査、９～１０ヶ月児については健康相談とい

うような事務レベルで、各市町村集まって、こういった統一した形にしようということで方

針化したものでございます。詳細は省略させていただきます。 
・ 予防接種に関することでございますが、法定の予防接種の分でございます。個人負担はない

わけでございますが、乳幼児の予防集団接種と、幼児の予防接種については、ツ反検査、Ｂ

ＣＧ、ポリオが集団、それから三種混合、麻疹、風疹、日本脳炎については個別接種で新市

において行っていく。 
 
佐藤会長 

・ それでは保健衛生事業の取扱いについて、なにかご意見、ご質問ありますでしょうか。 
 （「特になし」の声） 
・ 保健衛生事業の取扱いについて、ご承認いただけますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ 農林水産事業の取扱いについて、説明をさせていただきます。 
 

美濃事務局長 
・ 協議会の設置に関する事項ということで、協議会、審議会等でございますが、農業振興連絡

協議会、新市に以降後、速やかに協議会の体制について検討し、委員については、関係機関

の代表者から構成されることが予想されるので部会制を検討する。部会制をとっているとこ

ろ、とっていないところがございます。部会制というのは、水稲なら水稲、畑作や畜産など

のそれぞれの部会で協議をしていく方法で、そういう部会制を検討していくものです。 
・ 各種計画に関する事項ですが、農業振興地域整備計画、農業経営基盤強化促進の基本計画の

構想については、新市に以降後速やかに策定をする。 
・ 生産基盤の整備に関する事項ですが、ほぼ現行のまま新市に引き継いでいく。 
・ 施設管理運営に関する事項の農村環境改善センター。これにつきましては、村上市と神林村

にございます。農村総合整備モデル事業で整備した施設で、住民のコミュニティの場として

も重要である。現行のまま新市に引き継ぐ。 
 
佐藤会長 

・ 農林水産事業の取扱いについて、説明をいたしましたが、この件につきまして、何かご意見、

ご質問等ございますでしょうか。 
・ ご意見ありませんので、農林水産事業の取扱いについて、ご承認いただけますでしょうか。 

   （「異議なし」の声） 
・ 商工・観光関係事業の取扱いについてを議題とさせていただきます。事務局から説明お願い

します。 
  
美濃事務局長 
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・ 観光振興計画でございます。これにつきましては、村上市、朝日村、山北町、粟島浦村に制

度がございます。新市に移行後、速やかに総合的な観光振興計画を策定する。 
・ 瀬波温泉環境整備計画でございます。これは平成１２年度に策定をいたしましたが、その後、

県からそれに関連事業ということで「うるおいの温泉街づくり事業」というのが採択され、

現在完成をしましたが、瀬波温泉のグレードアップ、ポケットパークを含めて整備をしたと

いうものですが、環境整備計画自体については、村上市の計画をこれからも進めていくとい

うことで、新市に引き継ぐものです。 
 
佐藤会長 

・ それでは商工・観光関係事業の取扱いについて、何かご意見、ご質問等ございますでしょう

か。 
 （「特にありません」の声） 
・ 商工・観光関係事業の取扱いについてご承認いただけますでしょうか。 
 （「意義なし」の声） 
・ 土木関係事業の取扱いについて説明させてもらいます。事務局から説明をどうぞ。 

 
美濃事務局長 

・ 国土調査に関することでございます。計画調査区につきましては、第５次１０ヵ年計画のと

おり実施する。合併後に第６次をつくることになりますが、荒川町で完了しているところ、

していないところ、いろいろありますが、新市移行後、このような計画については策定をす

る。新市時においては、第５次１０カ年計画を基に実施をする。 
・ 調査杭の負担。これは国土調査で実施の際に、境界杭を打つわけですが、その負担について、

各市町村、それぞれ所有者負担の町村と、本人負担のところがあります。これにつきまして

は、新市においてはすべて土地所有者負担とする。当然、民と民、民と官の違いがございま

すが、これは民と民の境界の杭についてでございます。 
  
佐藤会長 

・ 土木関係事業の取扱いについて、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
 （「特になし」の声） 
・ それでは、土木関係事業の取扱いについてご承認いただけますでしょうか。 
（「意義なし」の声） 

・ 続きまして、住宅事業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 

・ 住宅等に関することでございますが、住宅入居募集（市町村営住宅）についての募集方法に

ついて、入居に関しては公募方式を前提として、新市に移行後、募集方法などについて速や

かに調整する。市町村によって若干の取扱いの差があるので調整したい。 
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・ 住宅の共同費（市町村営住宅）についてですが、村上市の例によりそれぞれの自治会で対応

するよう合併時までに調整をする。 
 
佐藤会長 

・ それでは、住宅事業の取扱いについて、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 
（「ありません」の声） 

・ それでは、ないということなので、住宅事業の取扱いについて、ご承認いただけますでしょ

うか。 
（「異議なし」の声） 

・ 学校教育事業の取扱いについて議題とさせていただきます。事務局からご説明をお願いしま

す。 
 
美濃事務局長 

・ 学校整備計画について、小、中学校の整備計画については現計画を新市に引き継ぎ、新市に

以降後、新たな計画を策定する。 
・ 成人式についてですが、新市以降後は、新市全体の成人式を毎年８月１５日に開催とする。

対象者については、当該年度に２０歳を迎える市民及び出身者とする。神林村は対象年齢が

一年早い状況となっていますので統一して、当該年度に２０歳を迎えた人ということで成人

式を行う。 
 
佐藤会長 

・ 学校教育事業の取扱い、社会教育事業の取扱いを合わせさせていただきました。これについ

ては何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
 
村上市 土居委員 

・ 小学校の整備についてであります。村上市の山辺里小学校と門前谷小学校を統合し、早急に

建て替えが必要とされているということだけで、具体的に建設計画というものがまだ載って

いないのですが、このあたりはどういうことなのでしょう。 
 
佐藤会長 

・ それでは、事務局より説明をお願いいたします。 
 
美濃事務局長 

・ 整備計画については、新市に引き継いでそれをつくるということでございますが、建設計画

に関しては、これからそれぞれを進めて参りたいと思います。一応、その辺を視野に入れて、

事業を集約しているところであります。 
 
村上市 土居委員 
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・ 小学校の整備計画ということで、提案事項になっていますので、これは今までに分科会にお

いて具体的に協議されているのか、されていないのかをお聞かせ願いますか。 
 

美濃事務局長 
・ 分科会においては、個別の学校の統合といった、内容そのものについてどうするというは協

議しておりません。いわゆる整備計画そのものを新市にそのまま引き継ぐか、あるいは合併

時から新しい小中学校の整備計画を作るか、いずれかを選択という中で、合併時においては、

新市に現計画を引き継ぎ、その後については新たな計画の策定をしていくということで、隙

間があっては困るということでの調整方針であります。 
 

佐藤会長 
・ よろしいでしょうか。 

 
村上市 土居委員 

・ 各６市町村の整備の問題があるのでありますが、結局、問題点をそのままに「新市に引き継

ぐ」という引き継ぎ方だけで本当によいのかということを掘り下げて協議をしていただきた

いと思います。 
 
佐藤会長 

・ ご意見を承りましたので、事務局の方で調整をさせていただきます。事務局から説明があり

ます。 
 
美濃事務局長 

・ 先ほどの成人式の関係について神林村では、１年遅れとして成人式を行っているということ

ございます。先ほどの説明が間違っていたので訂正させていただきます。 
 

村上市 加藤委員 
・ 成人式ですが、粟島浦村を含めたこの広大な地域で、一箇所で開催することについて、現在

の市町村においては、他の町村は把握しておりませんけども、必ずしも該当者の参加状況が

そんなに多いという状況ではないと思うのですが、新市における該当者の出席の予想等を含

めて検討されたのかどうか。 
 

美濃事務局長 
・ 分科会、部会の協議の内容をこと細かく承知しておりませんけども、人数からいきますと、

対象者の７割位の参加で、６市町村で６００人～７００人位だということです。このくらい

の参加だということであれば、１会場でできないことはない。例えば、このふれあいセンタ

ーででも、できないことはないと思います。もう一つ意見として出たのは、新市の市民なの

に、いつまでも旧市町村単位で成人式を行っていていいのだろうかという意見。この辺を踏
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まえながら協議した結果です。 
 
村上市 加藤委員 

・ 意味は分かるのですが、一つの市になったのだから一本でやるというのは当然のことでしょ

うけども、例えば、移動時間も含めて今後さらに検討していただきたいのは、会場の問題が

なければ、会場の持ち回りをするというような工夫もあったほうがいいのではないかと思い

ます。     
 
佐藤会長 

・ ご意見として賜っておきます。その他、何かございますでしょうか。 
 
山北町 板垣委員 

・ 神林村で、１年若い方が成人式を迎えるということですが、そうしますと、第１回の成人式

には、神林村は参加できない事態になる。あるいは来年、神林村は１年休んでその後に成人

式をするのか。 
 
加藤神林村長 

・ 考え方としては、合併した段階で、皆さんとご一緒になるというような方策を講じていきた

い。 
 

佐藤会長 
・ その他ございますでしょうか。ないようでございますので、学校教育事業の取扱い、社会教

育事業の取扱いについてご承認いただけますでしょうか。 
  （「異議なし」の声） 
・ それでは、社会体育事業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 

・ 国民体育大会についてでございます。第６４回の国民体育大会が平成２１年度に県内におい

て開催予定ですが、これにつきまして、村上市は銃剣道、荒川町、神林村は軟式野球、山北

町は相撲ということで３種目行われます。主催場はすべて新市に引き継ぐということです。

合併後、早急に準備室を設けて、準備していきたいということで取扱いたいと思っています。 
 

佐藤会長 
・ それでは、社会体育事業の取扱いついて、事務局から説明をさせていただきました。何かご

意見、ご質問ございませんでしょうか。 
（「ありません」の声） 

・ それでは社会体育事業の取扱いについてご承認いただけますでしょうか。 
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（「異議なし」の声） 
・ 皆様のご協力によって、協議第１４号の２ 事務事業調整について、終了させていただきま

す。 
 
（暫時休憩） 

  
５．説明会 
佐藤会長 

・ 今日は皆様方に合併特例区と自治組織について十分に理解していただきたいということで、

説明会を設けさせていただきました。本日は講師として、新潟県総合政策部市町村合併支援

課 関谷参事の方から皆様方に説明をさせていただきたいと思います。 
 

関谷参事 
・ ただいま、ご紹介に預かりました市町村合併支援課 関谷と申します。 

今日はその地域自治組織の概要をご説明するとともに、その枠組みとか、審議会等の関係は

どうなのかという部分もございますので、そちらの関係とか、県内の協議状況などを含めて

説明をいたしたいと思っております。 
・ まずは一番目としまして、地域自治組織の基本的な考え方でございます。これは５月１９日

に成立した合併特例三法の中に、地域自治組織というのが制度として生まれたわけです。こ

の制度は、昨年の１１月１３日に開かれました第２７次地方制度調査会の答申について基づ

いて設けられたものでございます。制度の主旨としましては、市町村内において、一定の区

域を単位としまして、住民自治の強化、行政との住民との協働推進ということを気質とする

組織としまして、地域自治組織を市町村の判断において、地域意見のとりまとめといったも

のでございます。地域自治組織の制度としましては３つくらいあるのですが、ひとつは事務

的に制度としまして、地域の意見のとりまとめを行い、住民と行政の協働活動にためになる

ような地域協議会というようなものと、市町村の事務を分掌する区の事務所からなるもので

す。あとで説明します合併特例区の場合は地域協議会ではなくて、名前が合併特例区協議会

となりますが、やることはほとんど同じです。 
・ 区の事務所につきましては、市町村の事務を分掌するとなっておりまして、いわゆる支所の

ようなものと考えてほしいと思います。それに加え地域協議会の庶務の仕事とそういうふう

にとらえていただければと思います。ただ、支所をできるというものだけでなくて、出張所

でというものもあるでしょうし、連絡所でいいところもあるということで、その便利をどう

するかについてはそれぞれの市町村の判断でやっていくことであります。なお、この区の事

務所というのは市町村の事務を行うと説明したが、これはあくまでもこの地域自治区の場合

だけです。後で説明します合併特例区の場合は、あくまでもやれるものとしましては、集会

所管理とか地域振興イベントなどといった合併特例区の固有事務をするものしかできないと

考えていただければいいと思います。ですから、戸籍とか住民基本台帳とか、普通支所でや

るような仕事を合わせてやりたいという場合は、支所というものを設けて、おそらく市町村
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役場を使うことになると思いますので、そこに区の事務所と支所というような２枚の看板を

掲げてやっていくというイメージと捉えていただいたらいいと思います。 
・ 続きまして、地域協議会でございます。この役目としましては２つありまして、地域の意見

の取りまとめ、もう一つは協働活動の要となっております。地域意見の取りまとめは、主と

しまして、市町村長から諮問されたことに対して意見を言うことが中心となっております。

条例または規則で定める重要事項や、地域自治区の区域に係る事項等する場合は、あらかじ

め地域協議会の意見を聞かなければならないとなっていることからしますと、地域審議会と

役割はほぼ同じと考えていただきたい。 
・ 地域活動の要というものが、これにつきましては、どういう風に活動するのかというのは法

律の中ではあまり含まれていません。それをどうしていくのかというのは、市町村自らが考

えていくものだと思われます。 
・ 続きまして、地域自治組織のポイントですが、まずは一つとしまして、名称、分掌事務の範

囲などは市町村の自主性を尊重する。二点目は「事務所」と「地域協議会」（又は「合併特例

区協議会」）から構成する。三点目、地域協議会、合併特例区協議会の構成員は、原則として

無報酬であるということ。通常の場合の地方自治法では、このような審議会とかという附属

機関の委員さんは、報酬を支払わなければならないという規定になっております。この制度

は、全体として法律的に報酬を支払わないとなっており、原則として無報酬というような意

味で解釈されております。今回の法案が通過するときに衆議院、参議院の総務委員会で様々

な意見が出てきたが、これについては、原則として無報酬とするよう終始すべきとの附帯決

議がつけられている。原則ですので、どうしてもかといいますとあくまでも 市町村の判断

となると思いますけれども、そのような意見であるということを説明させていただきたいと

思います。なぜ無報酬なのかというと、主旨としましては、地域協議会の構成員としての活

動は、住民奉仕になる自発的な協働活動のひとつと考えられているので、専門性が重視され

る審議会等の委員とは違うという解釈でございます。 
・ 制度としては３つあります。一つは地域自治区という一般制度で、法人格がないタイプ。こ

れは地方自治法に位置づけられていて、合併の有無にかかわらず設置できる。条例で設置で

き、区域としましては、合併前の範囲にとらわれずに自由に設定できるものとなっておりま

すが、市の全域に設置する必要があります。たとえば、粟島浦村には設置をしたくないとな

ると、この制度では難しいとなるわけです。旧市町村単位にとらわれず、学校区単位といっ

た区域でも設置できることは可能だが、事務所を必ず置かなければならないということを考

えれば、おのずとその範囲は決まってくると思われます。市の全域に設置が必要となるのは、

住民平等である必要があるということからです。設置期間については、制限がありません。

事務所の長は事務吏員で、これは支所長と同じ取扱いになります。合併特例区などと違い住

所登録に関して、○○区とか、住居表示には区の名前がつかない。 
・ 二番目は、合併に係る地域自治区。これも法人格がなく、地方自治法によるものと同じだが、

合併時だけ設置できるものです。地域は合併協議で決めるという形になりますので、議会の

議決を経て、市町村長の協議で設置することになります。区域としましては、あくまでも合

併前の村上市、荒川町、神林村、朝日村、山北町、粟島浦村などの旧市町村単位となってお
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りますので、例えば荒川町、神林村を合わせて一つの区域をつくることはできますが、あく

までも市町村単位となります。また、一部地域の設置が可能。つまり村上市の地域だけおか

ないというのも可能です。期間については、全地域に設置の場合には制限がありませんが、

一部地域だけに設置する場合は、合併後から一定期間となっておりまして、期間の上限の定

めはないので協議会で決めるということになります。事務所の長の位置づけですが、原則、

事務吏員ですが期間がございますので、特別職の区長を置くことができ、一部地域だけ区長

を置くことも可能。住所の表示に地域自治区の名称を冠することになっております。つまり

村上区、朝日○○、山北町とか、現在の市町村の名前でも結構ですし、例えば中央区など新

たにつけてもよいが、必ず住所には地域自治区の名前を付ければならないので○○市○○区

や○○市○○町といった形になる。 
・ 三番目の合併特例区。これは法人格タイプです。これについても、合併の際にしか設置でき

ない、合併時に議会の議決を経て設置する。特別地方公共団体でございますので、設置にあ

たり県知事の認可が必要となります。この合併特例区ついては、規約で定める一定の事務を

自らの事務として処理することができる。内容としましては、集会所等地域の公の施設の管

理や、地域振興イベント、コミュニティバスの運行などがあり、市町村に義務付けられてい

るものはできない、道路の管理などはできないし、戸籍や住民基本台帳なども市町村の一部

となっているため、合併特例区ではできないので、やりたいという場合は支所を設置して、

二枚看板でやっていく必要があります。区域については合併前の旧市町村単位で、先ほどの

合併に係る地域自治区と同じですが、設置期間は新市の一体性の速やかな確保ということで

５年以内の制限がつきます。合併特例区の長は特別職で区長となり、合併市町村の助役およ

び支所、出張所の長と兼職が可能となります。合併特例区の場合は二枚看板であることがあ

るといいましたが、区長が一方の事務しかできないとなると制限されるので、兼職が可能と

いう形になっています。住所の表示には合併特例区の名称を冠することになっているが名称

は自由で、旧市町村名も可能。 
・ 地域協議会について、どのように委員を決めるかということですが、最終的に公選法による

選挙は導入しないとなりました。長は市町村長が選任します。地域協議会、合併特例区協議

会の構成員は、合併に係る地域自治区の地域協議会については、市町村長が自治会、町内会、

ＰＴＡ、各種団体等地域の多様な団体からの推薦や公募に基づき選任する。合併特例区の合

併特例区協議会については、合併協議で選出方法を決めるとなっています。公選法にはよら

ない選挙とか、公募等も考えられる。 
・ 続まして「地域自治組織」と「地域審議会等」がどう違うのかということです。現在、県内

の状況を見ますと、合併後、旧市町村役場については、すべて支所、または分庁舎として使

うことで協議が進められていますので、地域審議会と支所を組み合わせますと、地域自治組

織と内容がそう変わらない。特別職の区長代理という事情がなければ、それでも十分という

ことが多いと思います。実際、県内でも多くのところについては地域審議会に移行という事

で、地域自治組織について考えているところはわずかでございます。合併後の地域自治組織

についてどうするかと考えますと、考える選択肢として５件あるのではと思います。一番目

は、合併特例法に位置します地域審議会。二番目は、地方自治法上の統治機関としての審議
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会等を設置していくということです。これは地域によっては、地域委員会とか地域協議会と

いう名前がついているところもございますが、そういうような地方自治法上での審議会を置

くということです。三番目は、地方自治法上の一般制度としての地域自治区をつくるという

こと。四番目は、合併に係る地域自治区。五番目が合併特例区。これらについてポイントご

とに説明をさせていただきます。 
・ 地域審議会でございますが、設置方法は合併前に各市町村議会の議決を経て、市町村長の協

議で決める。設置できる単位は、あくまでも現在の市町村単位でしかできません。しかし、

一部の地域のみの設置は可能となります。実際、県内でも新設合併で魚沼市になります北魚

沼郡の町村では、守門村と入広瀬村にしかおかないとありますし、南魚沼市になりますとこ

ろについては六日町には置かないが、大和町には設置するといった形になっております。期

限は合併後の一定期間とし、上限はありませんが、県内の状況を見るとほとんど１０年前後

となっております。 
・ 二番目の制度の独自の審議会等については、地域審議会と違い、方式に細かいことが決まっ

ているわけではないので、あくまでも自由に制度設定できるといったことです。区域につい

ても、旧市町村単位に縛られず、期間についても制限はない。しかし、これについては合併

後にあくまでも上程されるとなっているので、あまり心配する必要はないのですが、廃置分

合と同時に議決してしまいます地域審議会とは違いまして、本当に設置するのかとどうかと

いう判断ができないということがあるかもしれません。 
・ 三番目としまして、一般制度の地域自治区。合併の有無にこだわらずに設置でき、設置方法

は条例で定める。区域は全域に設置しなければいけないが、旧市町印単位ということではな

くて、期限も制限がございません。地域自治区の長があくまでも事務所の長で、一般職の事

務吏員となっています。名称についても、住居表示に地域自治区の名前が表示につくという

ことはない。住居表示について少し付け加えると、住居表示にはつかないが字名の変更は可

能。例えば、県内でも佐渡市の旧相川町、旧新穂村では、佐渡市新穂○○、佐渡市相川○○

といった形で、旧市町村名をつけたいということで残されている。今後長岡市につきまして

も小国町、山古志村については、小国町は小国町内○○、山古志村については、古志○○と

いったように、字の変更で旧市町村名を残すことは可能です。 
・ 四番目については、合併に係る地域自治区です。設置については地域協議会と同様に、廃置

分合の議決と同時に決めるという形になっています。特別職の区長を置けること、住居表示

については、地域自治区の名前をつけることとなっております。これについて市町村から話

を聞くのは、地域自治区や合併特例区はつくりたいが、名前がなくなると困るので、まだ   

話し合っていないという相談がよくありますけれども、これについてはできませんので注意

していただきたいと思います。 
・ ５番目としまして合併特例区。これの特徴としまして、設置期間は５年以内ということ、区

長は特別職になっていること。住居表示は合併特例区の名称とすること。これもいつでも事

務規定におります。 
・ 続きまして、県内の協議状況です。地域審議会とか、独自の地域審議会のようなものをつく

る予定としています。地域審議会につきましては、阿賀野市から全部で１１地区地域が地域



 20

審議会を設置することとしています。設置地域の区域については、一部地域だけの設置が４

地域、全地域設置が７地域になっています。設置期間については、ほぼ１０年前後になって

います。これは市町村建設計画の期間が１０年続くことが多いことからだと思います。構成

員としましては、大体１５人程度が多くなっていますが、３０人以内というところもありま

す。選任方法は様々で、公募というものを含める地域が多くとなっています。あと、庶務機

関の庶務機能ということについては、本所に事務局あるいは支所だけ、またはどちらもする

というところ様々であります。開催回数については、あまり細かいところはなく、ほとんど

年一回以上か毎年度か、あるいは全然書いていないというところがほとんどです。二番目の

地方自治法上の附属機関は４地域でございます。新発田市については、新市はすでに発足し、

これからのもあるのですが、まだ制度化されておりませんので、制度が詳細未定になってい

ます。これについては、地域毎なのかというのかどうかなのかは、はっきりしていませんの

で、新市において、このような附属機関をもつとなっていますので、もしかすると、一つの

地域審議会かもしれません。ただ十日町、上越、長岡については、あくまでも区域を分けて

という形になっています。区域については、十日町については全市町村となっていまして、

十日町市は区域が広いので、例えば、昭和の大合併の時の区域に分けることも含めまして、

今後住民と協議して決めるとなっていますし、その他の町村につきましては、町村ごとに設

置するとなっております。上越、長岡につきましては、上越市、長岡市以外の町村に設置を

するということになっております。この制度で移行ということは、まだ制度設定が抽象的な

形になっていることもありまして、十日町、上越について廃置分合の議決は終わっています

けれども、今後、合併の日までに協議して決めていこうということになっております。上越

については、地域自治組織についての法律改正等あった場合に提出という形になっていまし

て、近いうちに協議するかもしれません。続きまして、県内で三番目の自治制度というとこ

ろはないのですが、燕、吉田、分水につきましては、合併後５年を目途に地域自治区への移

行を検討とあります。四番目の合併に係る地域自治区として、柏崎、刈羽地域がありまして、

高柳町、西山町に合併に係る地域自治区設置をし、設置期間はほぼ１０年間、人数は２０人

となっています。この地域は、法律ができましたけれども施行がされていないので、施行さ

れてから協議会の議決を経て決めていこうとしています。五番目の合併特例区は、県内に今

のところ例はございません。単に区割りした市町村の効率化ということはありますが、設置

期限が５年以内ということもあって、今のところ設置するところがない状況です。ただ全国

的に見ますと、二つ位の事例が出てくるかというところでございまして、一つは岡山市の地

域、もう一つが宮崎市の地域。これについては合併特例区をつくって、当該区の事務を行わ

せることとしています。制度がなかなかわかりにくいので取り入れにくいのかもしれません。 
・ 地域自治組織の機能で３つあります。１つ目の住民の意向の反映。これは地域審議会、地域

自治組織とも、市町村の区域に分けて、区域の住民の意向を行政に反映させようという考え

であります。二番目にあります、行政と住民等との協働による地域づくりの場ということに

つきましては、今回の地域自治組織や新しくできた概念です。地域審議会運営には機能が入

っていません。ただし、地域自治組織だからこのような協働による地域づくりが特別な存在

になっているかといいますと、そういうものではございません。それぞれで、住民としての
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自発的な活動だから奉仕しますとか、地域協議会の中で協働による地域づくりについて、意

見をするということがあくまでも本来の仕事でございまして、設置したから後は何もしない

という意味ではございません。この住民との協働について、行政としましては今後大事にな

ってくると私たちは思っておりまして、どういう体制がいいのかについては少なくとも地域

自治組織を設けるかどうかを関係なくして考えなければならないと思う。三番目の従来の支

所・出張所の機能につきましては、地域審議会におきましても、支所とか分庁舎の場合には

同じ機能があるものの考えとなっています。つまり、地域自治組織と地域審議会の違いとし

ましては、設置区域、設置期間、特別職の区長、住所表示の名前、議員報酬は払うのかどう

か、その辺のことがどうしても違うということです。その辺をどうしたいのかということで

制度を考えていただいてもよいかと思います。少し話が長くなりましたが、私の説明を終わ

らせていただきます。 
 
佐藤会長 

・ 大変ありがとうございました。この地域自治組織のお話でわからないところがありましたら、

せっかくの機会ですので、質問等ございましたらお聞きしたいのですが、何かございますで

しょうか。 
 

神林村 近委員 
・ 合併特例区の名称についてですが、「期間満了後、③に移行すれば名称継続可」とありますが、

合併特例区というのは、５年が限度だということで、この先ずっと変更した名称をつけてい

った場合は可能なのかということをお聞きしたい。 
 

市町村合併支援課 関谷参事 
・ 合併特例区については今ほど言われましたように、その後、地方自治法によります、地域自

治区を全域に、つくらなければならないわけでございますが、それを合併特例区の区と同じ

ような区域で地域自治区を設けた場合には、その名前を削って使えるということになります

ので、例えば、○○市○○区という名前が５年すぎても使っていけるということです。 
 
佐藤会長 

・ その他には何かございますか。よろしいですか。はい、それでは皆様も十分ご理解されたと

思います。大変ありがとうございました。 
 
 
６．その他 
佐藤会長 

・ その他へ移らせていただきます。 
 

美濃事務局長 
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・ 次回協議会の日程でございます。９月１０日（金曜日）午後６時３０分から、場所は村上市

民ふれあいセンターにて、開催をいたしますのでよろしくお願いいたします。 
 
 

７．閉会挨拶 
佐藤会長 

・ それでは、閉会の挨拶を大滝副会長からお願いいたします。 
 

大滝山北町長 
・ 大変ご苦労様でございました。この前まではすごい陽気でしたが、急に肌寒くなってきてお

ります。どうかくれぐれもご慈愛のほどお願い申し上げたいと思います。 
・ 本日は関谷参事大変ありがとうございました。勉強させていただきました。 
・ いよいよこの合併法定協議会も佳境に入ってきました。９月４日、構成市町村長で協議する

こととしております。そして、お話のありました９月１０日、９月１６日、そして９月の末

日あたりにもう一度法定協議会をやられていただくという可能性も検討したいと思っており

ますので、ご理解していただきたいと考えております。いずれにいたしましても合併に向か

って、関係６市町村一致団結してやっていかなければならいないという意思は同じですので、

よろしくお願いを申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。大変ご苦労様でした、

ありがとうございました。 
 

美濃事務局長 
・ 大変ありがとうございました。それでは、以上をもちまして本日の第７回合併協議会を閉会

いたします。 
 

 
（午後８時２０分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






