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第８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９月１０日（金） 午後６時３０分～午後８時３９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・幹事・専門部会長・県機関等 ３４名、 
      

○傍聴者  ７５名（うち報道関係５名、<  新潟日報社、読売新聞社、毎日新聞、 
村上新聞、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８回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催したいと思います。まず、始めに

会長の村上市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中、第８回村上市岩船郡６市町村合併協議会にご参加いただき、大

変ありがとうございます。ただ今、郡内の市町村では９月議会が開催されております。本当に

お忙しい中でのご参加ありがとうございます。合併のほうも皆様ご存知のように、大体煮つめ

てきております。新市建設計画もある程度、具体的な名前が上がってきて、委員から提示があ

ったりして、それぞれの議会でも協議されているところもあると聞いております。そんな中で

住民が関心を高めていく上で、合併に対しては人事でなく、それぞれの住民が直接これから担

わなければいけない。そういう意味で皆様方には、是非、いろんな方に合併の情報を提供して

いただきたいという風に思っております。そんなことを込めまして、第８回合併協議会を開催

させていただきます。ありがとうございました。 
 
美濃事務局長 
・ それでは、只今から会議に移らさせていただきます。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。 
 
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ご協力をよろしくお願い申し上
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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。 
・ 「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。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。荒川町 渡辺栄

二委員と神林村 桜井満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 
【報告第２５号 業務報告】 
佐藤会長 
・ それでは、日程に従いまして進めさせていただきます。日程３ 報告事項に入らせていただき

ますが、なお、以後、委員の質問、意見等ございましたら、ご発言の際は、係りのものがマイ

クをお渡ししますので、座ったまま所属、氏名を言ってから発言をお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 
 

美濃事務局長 
・ それでは、報告第２５号 業務報告でございます。８月１５日から８月３１日までの行動につ

いて記載させていただきます。大きなものとしましては、８月２３日、第７回村上市岩船郡６

市町村合併協議会がこの場で開催されました。８月２５日、第５回新市名候補選定委員会を開

催し、選定について協議を行っております。新市名候補選定委員会について記載はございませ

んが、９月１日に第６回を行っております。その他、各分科会、部会の開催については、８月

１９日から８月３０日まで、８分科会、延べ６２人、４部会６０人の出席を得て協議を行って

まいりました。以上報告を申し上げます。 
 
佐藤会長 
・ 事務局から報告第２５号業務報告をさせていただきました。何か委員の方でお聞きしたいこと

がございましたら、ご発言お願いしたいと思います。よろしいですか。 
（「異議なし」の声） 
・ ありがとうございます。ご了承いただきました。 

 
 
【報告第２６号 村上市岩船郡６市町村合併協議会幹事会規定の一部改正について】 
佐藤会長 
・ 続きまして、報告第２６号 村上市岩船郡６市町村合併協議会幹事会規定の一部改正について、

事務局から説明いたします。 
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美濃事務局長 
・ それでは、報告第２６号 村上市岩船郡６市町村合併協議会幹事会規定の一部改正についてを

ご報告申し上げます。この幹事会規定の一部を次のように改めるということで、改正前につい

ては「幹事会は幹事１４人でもって組織する。幹事は構成市町村の総務財政担当課長及び企画

担当課長並びに岩船地域広域事務組合事務局長及び事務局次長をもって充てる」という規定で

ございました。これを人数は１４人でございますが、２項について、「幹事は構成市町村の総

務財政担当課長及び企画担当課長並びに岩船地域広域事務組合事務局長及び消防長をもって

充てる」という風に改正をさせていただいたところです。これにつきましては、事務局次長、

不在ということもあったのですが、これからの合併に際し、１２０人からの職員を抱える管理

者としての消防長についても幹事メンバーとしてその担当を担っていただくということで今

回の改正をお願いしたわけです。これについては、６市町村長の了承を得て、会長の決済によ

り規定の一部を改正したわけですが、ご承認をお願いいたします。 
 

佐藤会長 
・ ありがとうございました。報告第２６号 幹事会規定の一部改正について説明いただきました。

何か委員のほうでご質問ございますでしょうか。 
（「ありません」の声） 
・ ないようでございますので、報告第２６号を了承させていただきます。 

 
 
【報告第２７号 新市名候補選定結果について（委員長報告）】 
佐藤会長 
・ それでは、続きまして、報告第２７号 新市名候補選定結果について、新市名候補選定委員会

伊与部委員長からご報告お願い申し上げます。 
 
伊与部委員長 
・ 新市名候補選定結果についてご報告をさせていただきます。６回の委員会を開催しましたが、

経緯については別紙の資料に記載してありますのでご覧ください。 
・ 新市名選定候補についてご報告をいたします。新市名選定委員会では新市名について慎重に審

議を重ねた結果、以下３つの市名が新しい市名候補にふさわしいという結論に達しましたので

報告いたします。なお、報告書の記載の順序等については、記載上の便宜によるものでありま

す。新市名候補 「岩船市」 「いわふね市」 「村上市」 の３つを記載させていただきま

した。 
・ 選定の理由についてですが、「岩船市」については岩船の地名は、歴史的に古くからあり、当

圏域全体を現す地名として他地域および当地域住民にも親しまれている。また岩船産米など産

業経済活動においても知名度は高いものがあるということからの選定です。 
・ 「いわふね市」については、ひらがな表記には合併による新しい出発と岩船、村上を包含する

意味が込められているものと考えられる。表音としては当圏域全体を表し、表記としてはひら
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がなの持つやさしさがあるということで選定になりました。 
・ 「村上市」について、村上の地名も歴史的にも古くからあり、当圏域を代表する地名として他

地域及び当地域住民にも親しまれている。また伝統産業など産業経済観光活動においても全国

的にも知られている。 
・ 選定に至るまでの具体的な経過を報告いたします。有効応募総数２，２７８件、３０５点の中

から、各委員が２点以上５点以内であらかじめ選定した。各委員が選定した候補名は、延べ３

９点の１６種類でありました。まず、各委員が選定した候補名について、その理由も付しなが

ら順次発表し合った。その後、答申すべき数について何点がいいのかということの協議を行い、

答申する数は３点が妥当であるということに全委員が一致した。新市名候補の選定に当たって

は、委員の自由討議とした。各委員がそれぞれの考えを出しながら意見交換をし合った。その

過程において、ひらがな表記の市名も漢字表記の市名もそれぞれひとつの市名として扱うこと

を確認した。意見の集約においては、「岩船市」「いわふね市」「村上市」の候補名についてそ

れぞれ８名の委員から出されており、その理由についても大きな違いはなく、「岩船市」「いわ

ふね市」「村上市」の３つの候補名に収斂する方向が見られた。各委員から出されている他の

候補名についても意見の確認を行ったが、全委員がこの３つの候補名が妥当であるとし、委員

１２名の意見一致をみた。なお、協議の過程においても、募集要項に示した選定基準である、

当地域をイメージする名称、当地域の歴史や文化にちなんだ名称、新市の住民の理想や希望に

ちなんだ名称、その他、新市にふさわしい名称の４項目に立ち返りながら協議を行い、全委員

が十分自分の考えを披瀝し合いながら協議を進め、意見の一致をみることができた。先ほど申

し上げたとおり、当委員会会議の経過等については、別紙資料<新市名候補選定委員会の経過>
を参照していただきたい。以上、新市名候補選定結果についての報告をさせていただきました。 

 
佐藤会長 
・ ただ今、伊与部委員長から新市名候補選定の結果について報告をいただきました。この件につ

いて委員の方から何かお聞きしたいことなどございましたらご発言をお願いいたします。 
 

山北町 斉藤委員 
・ 伊与部委員長から説明をお聞きして、十分理解いたしましたが、ひとつお聞きしたいのが「岩

船市」と「いわふね市」の関係ですが、文字で表すときにはよいが、岩船と言葉で発したとき

には同じものだと私は考えるのですが、なぜ、ひらがなと漢字の市名があがっているのか、ど

うしても２つにしなければいけないのか。同じであるという見解はなかったのかお聞きしたい。 
 
佐藤会長 
・ それでは委員長お願いいたします。 
 

伊与部委員長 
・ 基本的には先ほど申し上げましたとおり、ひらがな表記であっても漢字表記であっても、それ

を一つの市名、作品と考えました。これが最大の理由であります。音で表現すれば同じではな
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いかということですが、この「岩船市」という作品の中で考えたのは、岩船全域を現すもので

あること、これはひらがなのものも同じですが、そこであえて「いわふね」というひらがなの

ものについては、委員の中で新しい出発、岩船という音の響き等から「いわふね」もひとつの

作品にしたほうがいいのではないかということで、「いわふね」に歩を進めたということです。

基本的には、どの名称であろうと私たちはひとつの市名として考えるということでございます。 
 
佐藤会長 
・ よろしいでしょうか。 
 

山北町 斉藤委員 
・ 私の考え方としては、「イワフネシ」と「ムラカミシ」という表音のものになったのだから、

仮に「イワフネシ」と選考が決まった時に、初めて漢字とひらがながあるのでどちらかを選ぶ

という選考の仕方もあるのではないか。先例として埼玉県のさいたま市はどうしてなのかとい

うひとつに、県と市の同じ名前が一緒になるというのは今でもありますので、なかなか合併し

たイメージにならない、そこで埼玉県さいたま市とした。さまざまな観点がありますが、「イ

ワフネ」という名前が決まったら漢字とひらがながありますとした方法もあるのではないでし

ょうか。 
 
佐藤会長 
・ 松田委員、お願いいたします。 
 

荒川町 松田委員 
・ 先ほど委員長からの報告をお聞きして、委員の方々がご苦労されたこと、本当にご苦労様でし

たと心から労いたい。「岩船市」「いわふね市」「村上市」の３点に選ばれたのですが、それに

ついては応募２，２７８件の中の３０５点の中には入っていて、そして、募集したということ

は地域の方の意見をお聞きしようということだったと思うのです。それで決めるとは言ってい

ないが、この３つの候補については、３０５点の中のどの程度のウエイトを占めていたのか、

つまり住民の方々のご希望があったのかお聞きしたいと思います。 
 

伊与部委員長 
・ それは応募されたパーセント数で聞きたいということでしょうか。 
 

荒川町 松田委員 
・ 有効応募総数２，２７８件中でということで。 

 
伊与部委員長 
・ 私たちの候補選定委員会の立場は、応募要綱でもありましたが、数が多い少ないということで

選定するという考え方ではなく、一番ふさわしいのはどれかということで協議してまいりまし
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た。そういった意見も中にはありましたが、基本的に私たちの考え方ではないと思っています

ので、私は委員会の中で申し上げながら進めて参りました。あくまでも、どれが一番ふさわし

いかということからです。 
 

荒川町 松田委員 
・ その委員会の考え方は分かりました。けれども、この３つの選定の仕方、３０５点の応募の中

から、票数だけでいいのですが、どのくらいなのかお聞きできないか。 
 
佐藤会長 
・ この件に関しては、委員の皆様に事前に差し上げた資料の中で出ているかと思います。選定委

員会は、あくまでも票数に関係なく、応募された中で選ばせていただいたということでござい

ます。ご了解をいただきたいと思います。 
 
荒川町 松田委員 
・ はい。わかりました。 

 
佐藤会長 
・ その他にご質問ございますでしょうか。 

（「ありません」の声） 
・ 報告第２７号 新市名候補選定結果について、ご了承させていただきました。ありがとうござ

いました。 
 

 
４．協議事項 
【協議第１７号の１ 使用料及び手数料等の取扱い（その１）について】 
佐藤会長 
・ それでは、協議事項に入らせていただきます。協議第１７号の１ 使用料及び手数料等の取扱

い（その１）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 
・ 協議第１７号の１ 使用料及び手数料等の取扱い（その１）についてでございます。今回の協

議内容については、別紙資料１の中に記載されていますが、上水道、下水道の使用料について

の取扱い方針でございます。「（１）上水道・簡易水道工事検査手数料、同給水開始中止手数料、

同給水装置工事事業者指定手数料、同設計審査手数料、同基準適合確認手数料、消火栓の消防

演習立会手数料、市町村が施行する設計手数料等にかかる手数料は徴収しない」ということで

ございます。資料をご覧になってもらえれば分かりますが、手数料を取っている市町村、取っ

ていない市町村がありますが、これを手数料については徴収しない方針でございます。「（２）

上水道、簡易水道の督促手数料は１件につき１００円とする。」「（３）上水道・簡易水道の基
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本料金及び従量料金は、独立採算制の維持を基本として、合併後５年間で段階的に料金改定を

行い、合併後６年目に統一する。またメーター使用料は無料とする。」上水道につきましては

検討表の１、２ページに記載があり、簡易水道については１３、１４ページに記載されており

ます。市町村によって上水道を運営している村上市、荒川町、神林村、朝日村。それから簡易

水道については、地区によりまして村上市、神林村、朝日村、。それから荒川町はすべて上水

道でございます。山北町と粟島浦村は全て簡易水道でございます。企業会計による上水道、そ

うでない簡易水道ということで、両方行っている市町村と片方のみの市町村ありますが、料金

制度はすべて上水道に準じているというか、山北町と粟島浦村は簡易水道しかないわけですが、

基本的な立場を維持しつつ、料金を決定していくところでございます。そうした中で料金の設

定が市町村それぞれ違います。いわゆる口径別料金制で、管の口径によって基本料金を設定し

ている村上市。これに対して用途別基本料金は、一般家庭用、営業用、官公用等と用途に決め

ているのが荒川町、神林村、朝日村。山北町は口径別です。粟島浦村は一般と営業用。それぞ

れ基本的な料金形態が違うので、それを基本的には口径別基本料金体系をつくる。料金は独立

採算制の維持を基本とし、合併後５年間で段階的に料金の改定を行い、合併後６年目に料金を

統一するということですが、これは企業会計の原則である、独立採算制に基づき、水道料金の

収入をもって、水道事業の経営、運営を行うということの大前提をうたったものです。６年後

を目途に５年かけて統一をしていくということで、基本的には、合併に伴って上下する要因が

様々あるのですが、中間的な料金のところに統一されると思いますが、ただ、拡張工事だとか、

あるいは管の入れ替えなどの設備投資にかかる今後の経費を、今きちんと積算ができないので

段階的に統一していく。そして、新市の議会にお諮りしながら料金改定を行っていくものです。

段階的な料金改定に関しては、現市町村の水道事業の実情に合わせていくものです。これは一

般家庭の１３ミリの１ヶ月の水道使用料をグラフにしたものですが、各市町村で開きがありま

す。これを基本的には中間のところに集約したいと思うが、別な部門の料金を設定すると、ま

た別な線がでてくるということで、一概にいくらとは申し上げにくい。仮に一般家庭の１３ミ

リで１０立方使った場合、２０立方使った場合のグラフにしますとこのような開きになります。 
・ 下水道ですが、これも各市町村考え方及び料金設定の方法が違います。下水道の基本料金及び

従量料金は、合併後最長６年間で段階的に料金改定を行い、合併７年目に料金を統一する。ま

たメーター使用料は無料とするということで、方針を定めさせていただきました。これにつき

ましては、検討表の２５ページに料金体系、２６ページに設定基準、２７ページに受益者負担

金、分担金のページがありますが、この２５ページの基本的な部分について若干ご説明申し上

げますと、基本的には基本料金と従量料金とするということで、料金は維持管理費が確保でき

る状況を指向し、最長６年で段階的に改正改定し、合併７年で料金を統一する。その改定の仕

方につきましては市町村の実情に合わせる。この公共下水道の料金につきましては、基本料金

と超過料金という方法をとっているのですが、大きく違うのは朝日村です。均等割と人数割と

しています。ご家庭の家族人数によって一般家庭の場合は、均等割１，４００円。人数割で５

５０円、何人家族がいれば掛ける５５０円ということで料金設定をして、量によって金額設定

をしておりません。その背景には井戸水を使っている家庭が多いという実情があり、メーター

計量が難しいことから、このような設定となっている。そのようなことから、一気に統一する
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のが難しく、段階的にするということです。これもグラフがありますが、水平に発している線

が朝日村で、使用立方によっては変化がない、家族数によって上下する体系です。神林村です

が、これは次に出てくる負担金、分担金との兼ね合いもありますが、１立方あたり２００円で、

負担金、分担金は取っていない。村上市は基本料金１，２００円、超過料金１１０円ですが、

分担金、負担金については、土地の面積が、１００平方メートル以上１，０００平方メートル

以下の場合は２０万円、それを超えた場合は、超えた面積掛ける２００円をいただいている。

その負担金、分担金も村上市２０万円、荒川町が１５万円、神林村が０円、朝日村５万円、山

北町６万円、粟島浦村が０円ということで、大きな違いがありますので、年数をかけて統一し

ていく。なお、負担金、分担金につきましては、統一料金になる平成２５年度までは現行のま

まとし、その後、村上市の例によって実施するとしています。これは、その頃になると現村上

市を除いてほとんど整備が終わり、現村上市区域内の工事が残っているということを考慮して

定めさせていただきました。 
 
佐藤会長 
・ 使用料、手数料等の取扱い、特に皆さんに身近に関係ある上下水道についてであります。それ

ぞれ市町村に違いがあり、時間をかけて最終的には統一ということでございます。その件につ

いて皆様より何かご質問等ございましたらお願いいたします。 
 

村上市 土居委員 
・ ２５ページについて説明いただいたのですが、上下水道ともいずれも問題点は分かるのですが、

処理の時期は合併時となっているが、具体的処理方法になりますと、５年後先、６年後先とい

うような体系があるのですが、今新市に移行するにあたり、そんなに時間をかけないと整理が

つかないのか。あまりにも時間がかかりすぎないか。もう任意協議会から法定協にかけて約３

年何ヶ月の中で調整をある程度してきたのに、またさらに５年、６年、７年とかけていくのか。

この実態をまず聞きたいのですが。 
 
佐藤会長 
・ 事務局お願いします。 

 
美濃事務局長 
・ 任意協の時から時間がかかっているというのはその通りですが、料金体系を一本化するには、

短期間で行うとすれば、どうしても住民に過度の負担がかかる。神林村は特に汚水量１立方あ

たり２００円ということですが、負担金、分担金が無料という料金体系をすすめ、一元化する

ための期間が必要だと思います。工事の進捗ですが、１００％進んだ粟島浦村、その他９５％

の町村。進捗率が低いのが村上市と荒川町ですが、進捗状況並びに料金体系、負担金、分担金

の兼ね合いを総合的に判断しますと、方針は統一させていただき、それに基づいて、住民負担

の急激な増加を防ぐということから、下水道分科会では判断をして調整方針を出したというこ

とでございます。もし不足部分があれば、部会長がおりますので不足を付け加えさせていただ
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きますが、以上でよろしいでしょうか。 
 
村上市 土居委員 
・ 理由は分かるのですが、同じ新市の市民となった中で不公平、差が出るのではないか。その観

点から調整は短いほうがいいのではないか。やはり、新市の市民が公平さを持てるというのが

一番大事なのではないか。不公平、差は正さなければいけないし、事情があろうかとは思うが、

調整は不可能なのか。７年くらいかけなければ実行できないのか。部会長にお答えいただきた

い。 
 
佐藤会長 
・ それでは、部会長お願いいたします。 

 
小林土木建設部会長 
・ 分科会も検討を重ねてきたのですが、事務局長からお話があったように神林村の負担金と料金

の関係などでどうしても、ある程度期間が長ければ均されることもあるのではないかというこ

とです。事務局長からお話ございましたが、荒川町が大体、平成２４年度で事業完成でないか

ということも考慮し、妥当な線ではないかということでやらせていただきました。 
 
村上市 土居委員 
・ 終わります。 

 
佐藤会長 
・ ありがとうございました。その他の委員の方はどうでしょうか。よろしいでしょうか。では、

この件につきましてはいろいろなことがありますが、時間をかけて調整していかなければなら

ないということを理解していただきながら承認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） 
・ ありがとうございます。 

 
 
【協議第１４号の３ 事務事業調整（第３回）について】 
佐藤会長 
・ 続きまして、協議第１４号の３ 事務事業調整（第３回）について入らせていただきます。今

回は２２項目を事務調整させていただきたいと思います。それでは早速、大項目の高齢障害福

祉事業の取扱いについて事務局から説明を申し上げます。 
 
美濃事務局長 
・ 説明に入る前に訂正分についてですが、傍聴席分は直っています。変更表２０、２２につきま
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して検針期間のところですが、村上市の例により合併時よりということでしたが、検針及び請

求と同じ調整方針が妥当であるということで訂正させていただきました。それに伴って検討表

も差し替えさせていただきたいということです。大変申し訳ございませんでした。 
・ 高齢障害福祉事業の取扱いについて説明をさせていただきます。高齢者生活福祉センター運営

事業。朝日村に「ふれあい羽衣」という施設がございますが、現行のまま新市に引き継ぐ。 
・ 配食サービス事業、これにつきましても粟島浦村以外の５市町村で実施しているのですが、内

容的には業者委託によりお弁当を作り、６５歳以上の単身老人世帯で要援護老人に対して配食

をしているのが主な内容でございますが、１食３００円のところ、２００円のところがあり、

弁当の制作費にばらつきがあります。業者委託のところで１食５７０円、５５０円。ボランテ

ィア調理の神林村、１食６５０円、朝日村７５０円、荒川町５００円で週２回、業者委託が村

上市、山北町は１食７００円。作っている制作費といただくお金のバランスもございまして調

整が必要になってくる。かといってボランティアにお願いするとしても、ボランティア体制が

ないところに一気にはできませんし、逆に、ボランティアで意義をもってやっておられる方を

業者委託にまわすというのも逆行することにもなりかねませんので、合併後１年間を目途に規

則を整備する。６５歳以上の一人暮らし及び高齢者のみの世帯に対し夕食を週２回程度、利用

料金は３００円。その他で、調理者は地区毎の事情に合わせるが、サービスの内容は調整を図

るもので、先ほどの調理料も調整を図る必要がある。 
・ 生活管理指導短期宿泊事業は、やまゆり荘で行っておりますが、朝日村、神林村の例により利

用者負担額を半額とする。 
・ 紙おむつ支給事業（身障含む）、対象者にはクーポン券を発行する。要支援、要介護１～３で

前年の市町村民税非課税世帯の者に月額３，０００円相当。要支援、要介護１～５で前年の市

町村民税課税世帯の者に月額２，０００円相当という調整方針です。なお、要介護４と５につ

いては、前回の事務事業調整の介護用品支援事業の中で措置をしております。 
・ 老人日常生活用具給付等事業につきましても、ほぼ各市町村同様でありますが、朝日村には制

度がございません。電子調理器、自動消火器、火災報知器などの給付で有料ですが、国の要綱

に応じて合併時に実施する。 
・ 福祉施設維持管理ですが、各市町村ございまして、ゆり花会館、あかまつ荘、きわなみ荘、さ

わらびセンター等ございますが、今後についても、当面それぞれの地域で実施する。新市の一

本化により、委託料が平準化できるよう合併後１年を目途に調整する。 
 

佐藤会長 
・ 高齢障害福祉事業の取扱い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何かご意

見、ご質問等ございますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ ないということですので、よろしいでしょうか。それでは高齢障害福祉事業の取扱いについて

は承認をさせていただきました。 
・ 続きまして、保健衛生事業の取扱いを説明させていただきます。説明よろしくお願いいたしま

す。 
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美濃事務局長 
・ 診療所の開設でございます。現在、朝日村に２箇所、粟島浦村に２箇所ございます。地域医療

確保のため新市に引き継ぐ。 
・ 休日、夜間診療につきましては、村上市に休日診療所がありますが、山北町については、町内

の３医師による輪番ということで休日急患を受け入れる状況ですが、現行どおり継続する。 
・ 夜間、休日の救急対策ですが、現在、村上総合病院、県立瀬波病院、県立坂町病院、村上記念

病院の４病院によっての輪番制をとっている。医師の確保等への諸課題がありますが、郡市内

で統一されておりますので、新市に引き継ぐ。 
 

佐藤会長 
・ 保健衛生事業の取扱いについて、皆様からご意見、ご質問いただきたいと思います。 

（「異議なし」の声） 
・ ないということなので保健衛生事業の取扱いについて、ご承認いただいたものとさせていただ

きます。 
・ 環境衛生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 
・ し尿処理に関することで、し尿処理収集につきましては、現在５市町村で行われておりまして、

粟島浦村につきましては、１００％下水道が完備しており実施はありません。委託方式で行わ

れている村上市と許可方式の町村と違いがあります。現行のまま引き継ぐとともに、合併後５

年以内を目標に委託方式に切り替えるために業者、区域等を調整する。 
・ 収集回数も同様に、委託形式に切り替えるに当たり５年以内に収集回数を統一する。これにつ

きましては、現在村上市、山北町では一部申し出によって委託する方式を残しつつ、年６回、

２ヶ月に１回ずつ地域を特定させて実施をしている状況です。その他については、届出によっ

てしているので、基本的に統一ということで調整をしたい。 
・ 料金体系につきましても、委託方式と許可方式との関係もありますが、１２０円、１８０円と

料金に差がある。山北町については、地域によって１２０円、１４０円と違いがあります。料

金を統一する必要はありますが、収集体制との兼ね合いで統一をするものです。 
 
佐藤会長 
・ ありがとうございました。環境衛生事業の取扱いについて、何か皆様からご意見、ご質問ござ

いますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ ないということなので、環境衛生事業の取扱いについてご承認させていただきました。 
・ 続きまして、農業委員会産業事務・事業の取扱い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 



 12

・ 農業委員会、特に農地情報については、マッピングシステム、農家基本台帳システムの統一方

針ですが、マッピングシステムというのは農地情報管理システムです。農家基本台帳システム

と一緒に事務処理上、また農業委員会の諸手続き上、必要だということで取り入れている町村

と取り入れていないところがあります。基本的には農用地の利用状況、集積状況等を把握する、

あるいは現地を視覚的に確認をする。その他転作等の活用等に、今後全市挙げて入っていく必

要があるのではないかということで、導入の方向で調整する。 
・ 農家基本台帳システムについても、導入しているところとそうでないところがありますが、神

林村及び朝日村で導入済みのシステムを拡充する方法で統一する。 
 
佐藤会長 
・ 農業委員会産業事務・事業の取扱いについて説明させていただきました。皆様から何かご意見、

ご質問等ございますでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ ないという声がございます。農業委員会産業事務・事業の取扱いについて、ご承認させていた

だきました。 
・ 土木関係事業の取扱いについて事務局から説明をさせていただきます。 

 
美濃事務局長 
・ 市町村道について。その認定基準については、各市町村の認定基準及び内容を分科会、部会に

おいて検討したわけですが、村上市の例を参考に合併時までに調整をする。村上市の認定基準

は、幅員４ｍ以上。起終点が公道と接続している。道路敷地を無償寄付。側溝、路面が整備さ

れている。その他に特例として、袋路といったところについても一定の基準を満たしていれば

認定すると定めています。他の町村においても基準のないところもありますが、ほぼ同様の内

容ですが、村上市の基準を参考に町村の実情も配慮しながら、合併時までに認定基準を定める。 
・ 私道の整備については、村上市だけにある制度で他の町村にはありません。これは、私道の住

民の方、団体が整備した場合に、申請すれば舗装新設等に補助基準工事費の３割を補助する制

度です。現在、あまり申請がない状況で、他町村にこの制度がないことを含めて、廃止の方向

で調整する。 
 
佐藤会長 
・ 土木関係事業の取扱いについて、皆様より何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ それでは、土木関係事業の取扱いをご承認させていただきました。 
・ 都市整備事業の取扱いについて、事務局から説明させていただきます。 

 
美濃事務局長 
・ 駐車場の維持管理についてです。これは市町村管理の駐車場が、荒川町と山北町の駅前にあり
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ます。その現行の維持管理方法により管理を行い、新市以降後も委託業務の推進により効率化

を図る。 
・ 駐輪場の維持管理についてです。これは村上市、荒川町、山北町に駐輪場管理の場所がありま

す。この維持管理についても同様で、現行のまま新市に引き継ぎ、新市以降後も委託業務の推

進により効率化を図る。 
 
佐藤会長 
・ 都市整備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。よろしいでしょ

うか。 
（「異議なし」の声） 
・ ないということですので、都市整備事業の取扱いについてご承認させていただきました。 
・ 上水道事業の取扱いについて、事務局から説明をさせていただきます。 

 
美濃事務局長 
・ 上水道、簡易水道同様ですので、一緒に説明させていただきますが、検針及び請求、検針期間

を各市町村比べてみますと、２ヶ月に１回、奇数月、偶数月という２ヶ月に１回、毎月など違

いがありますので、調整方針について検討したのですが、現行のまま新市に引き継ぎ、料金体

系の一本化を図る５年後まで現行の体制を維持する。 
・ 検針期間についても同様でございますが、毎月１日～５日まで行う村上市、奇数月の２５日～

３０日まで行う荒川町など違いがございます。一気に変えるというのも困難だということで、

統一料金になる５年後を目途に統一する。 
 
佐藤会長 
・ 上下水道事業、簡易水道事業の取扱いについての説明をさせていただきました。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。 
（「異議なし」の声） 
・ ないということですので、上下水道事業、簡易水道事業の取扱いについてご承認いただきまし

た。ありがとうございました。 
 
 
【協議第３号の２ 新市の名称について】 
佐藤会長 
・ 続きまして、協議第３号の２ 新市の名称について議題とさせていただきます。 
・ 提案内容については事務局から説明をさせていただきたいと思います。 

 
美濃事務局長 
・ ７ページをご覧いただきたいと思いますが、新市の名称につきましては、昨年７月３０日に協

議第３号により「新市の名称は、公募方式により名称を募集し、新市名候補選定委員会で候補
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名を選定し、協議会で決定するものとする」と承認されました。これに基づいて、昨年１１月

に新市名の公募を実施、その後中断もありましたが、先ほどの報告第２７号で新市名候補選定

委員会委員長から報告がありましたように、候補名の選考が行われ、その結果、「岩船市」、「い

わふね市」、「村上市」の３つが選定されました。新市の名称についての協議にあたりましては、

その選定された３つの候補名から１つに特定するわけですが、その選定方法含め、十分ご協議

をいただきたいと思います。 
 
佐藤会長 
・ 事務局の説明のとおり、３つの候補名から１点に絞り込む必要があります。まずはその選定方

法について、どのような方法をとったらよろしいかをご意見ありましたらお聞きしたいと思い

ます。皆様から忌憚のないご意見をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

その選定方法について、ご意見ございますでしょうか。 
 
村上市 加藤委員 
・ 選定委員会の皆様、大変ご苦労様でございました。先ほどの説明により、それぞれ３つの候補

名、一つひとつについて、どれも新市にふさわしい名称だと思います。その中からひとつに絞

るのは今日の作業というふうに提案されているのですが、事務局からお話があったように、選

定委員会で候補を決定し、協議会で決定することは決まっているが、決め方をどうするのかを

含めて、これから協議するということだと思うが、大事な子々孫々まで引き継いでいく名称で

すので、慎重な決め方が必要と思います。新聞報道はありましたが、正式には今日提案された

３つの候補名ですが、私は村上市議会から出ておりますが、議会としてまだ１つに意見を統一

することはできておりません。あまり急ぐのは大事な市名ですので、できれば決め方を含めて

今日決めるのではなく、持ち帰って次回以降決めるということにしたい。 
 

佐藤会長 
・ 選定の方法について慎重にという声がありました。その他ご意見はございますか。 

 
村上市 細野委員 
・ 先程から選定委員の方々大変ご苦労さまでした。私をはじめ住民は非常に関心の高い項目です。

今日３０名で決めるのはいかがかなと思っております。もう少し住民の意見の反映ができる方

法を探して選ばれたらどうかと思います。今日は持ち帰ってということでお願いしたい。 
 
佐藤会長 
・ その他ご意見ございますでしょうか。 

 
山北町 板垣委員 
・ 今ほど、事務局長から説明があったように、第１回の法定協で決まっているわけです。私とし

ては決め方として村上の細野委員に同調できます。しかし、この３つを選考された選考委員会
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では、２，２７８件から、３点を選んだものと先ほど選考委員が説明いたしました。私は意義

がある新市名ではないかなと思うし、いわゆる新市にふさわしい３点に絞られました。私は今

日持ち帰るのは大変結構です。次の協議会で公平な立場から大いに意見を出していただいて、

３０人の皆様方がもう決まっている方もいらっしゃるかと思いますが、意見を聞いて考えが変

わる方もあるでしょう。私としては記名投票をして、もし３点が拮抗したら、荒川町の町長さ

んが実践されました過半数に達しない場合は決選投票をして５０パーセント以上で協議会委

員の賛同を得るように新市名を決定した方がいいと思います。 
 
佐藤会長 
・ その他に、いろいろな意見ございますでしょうか。 

 
村上市 本間委員 
・ 今、３０名の法定協委員の中での投票というお話がありました。それも前の法定協で決まって

いるというお話でしたが、法定協委員の方々も住民の代表として投票で決まっているわけでご

ざいますし、６名の市町村長様方もまた住民の投票で決まっているわけです。できればこの３

点に絞られた名称につきましても、投票をするのであれば３０名の委員の中ではなく、新市の

住民による住民投票によって決めるのはどうかと思います。       
 

佐藤会長 
・ その他、ご意見ございましたらお願いいたします。 

 
粟島浦村 前田委員 
・ 先ほど選定委員長の報告から委員のいろいろな意見を聞きましたが、今、最終判断の新市名に

ついては公募して、その中から選定委員会で定め、最後は３０名で決めるということは決まっ

ていることであるから、後戻りは絶対にしないようにしていただきたい。 
 

佐藤会長 
・ その他のご意見ございますでしょうか。それでは、加藤委員お願いいたします。 

 
村上市 加藤委員 
・ 先ほど私は決め方も含めて次回に持ち帰るとしたのですが、今具体的な決め方についていくつ

かご意見伺いました。私も決め方について意見申し上げたいのですが、村上の市議会のほぼ総

意であることをご理解いただきたい。３０名でという決め方は決まっているので、それに異を

唱えるものではありません。私ども３０名一人一人が、大事な市名を投票、選考するに当たり、

その判断材料として今一度、前回は公募による市名を募ったわけですが、圏域内に限らず、全

国区に公募した中から選定された３点がどうかということをひとまず持ち帰る。住民投票とい

う意見も出ましたが、住民投票は条例による住民投票と紛らわしいし、これからでは事実上で

きないし、そして、すでに決まっている中では住民投票はできない。私は判断するひとつの目
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安、材料として、この絞られた３点がどうかというのを問うてみるのも、ひとつの方法でない

だろうかということで、皆さん持ち帰り考えてみてはという意見でございます。もちろん、そ

の結果が半数になるかもしれません、あるいは数％になるかもしれない。それは、やる前にど

のような場合どうするかというのを決めておき、住民アンケート方式で意向をとり、それを判

断材料として最終的にはもちろんこの協議会で決める方法はいかがだろうかということを提

案したい。そのことを含めて皆さん持ち帰り、議会は議会なりに、民間委員はそれぞれのやり

方を提案していただいて、いい方法をすることにしてはどうでしょうか。良いやり方であるの

であれば取り入れて、必要ないとなればそれは仕方がないと考えます。 
 
佐藤会長 
・ ありがとうございました。いろいろ皆様からご意見あるかと思うのですが、ここで私から村上

市長として委員の皆様にご提案申し上げたいと思いますので、ここで議長を降ろさせていただ

きます。暫時休憩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。 
 
（暫時休憩） 

 
大滝副会長 
・ それでは、村上市長の申出により、私が議長を交代いたします。 
・ 新市の名称は公募方式により名称を募集し、新市名候補選定委員会で候補名を選定し法定協議

会で決定するものとして議件書に承認されている案件でございます。しかし、９月４日の６市

町村長会議の席上で、村上市長から新市名について住民アンケートをとる意見があり、私ども

６市町村長で慎重に審議をした結果、すでに決議承認されているとおり、法定協議会で決定す

べきという結論に達しておりますが、村上市長から再度意見を述べたいということでございま

すので、これを許可いたします。 
・ 暫時休憩致します。 
 

（暫時休憩） 
 

大滝副会長 
・ 会議を再開いたします。それでは村上市長お願いいたします。 
 

佐藤村上市長 
・ 村上市長として、新市名の決定方法の提案をさせていただきたいと思います。それぞれ皆様の

考え方もあろうかと思います。今回選定委員会で絞られた「岩船市」、「いわふね市」、「村上市」

すべてすばらしいと思います。その観点から、私としてはその選ばれた名前を住民による投票

で一番多いものを決め、法定協議会で決定するのが一番いいのではという提案をさせていただ

きたいと思います。今日、皆様方にご報告いたしますのは、合併するための経緯中で今年４月

２６日、村上市岩船郡６市町村合併協議会再開に向けて４町村の確認事項の中でも、合併基本
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３項目の取扱いについて、新市名について、「荒川町の住民投票の結果を受けて、改めて協議

するものとする」と確認されております。その後、再開の６月３０日の６市町村長会議の中で

も、新市名の決定方法について、従来の方針は変更しないということが確認されております。

ただし２月に村上市が行った住民説明会の経過を理解し、法定協議会においては十分協議して

もらうということの中で私は提案させていただきます。 
・ 今日皆様に差し上げている資料ですが、これは非常にすばらしい合併をしておられる長野県の

千曲市、長野県で１番最初に合併をした市でございます。３つの市町がひとつになった市でご

ざいます。私も９月１日、予算委員会の中で千曲市に寄らせていただきました。これまでのお

話を聞き、内容を確認させていただきたいということでこの資料をお持ちいただきました。こ

こでも村上市と同じような新市名選考委員会がございました。千曲市の選定委員会の中で最終

的に２つに絞られて、「更科市」と「千曲市」となっていました。その委員会では、付帯意見

として「新市名は住民の大変関心のある重要な要素であり、改めて２つの新市名候補を住民の

意向を確認、協議し新市名を決定する」としていました。その後、流れとして住民アンケート

調査をされておりました。ここでは２２，０００部を送付ということで、それぞれの手続きに

基づいてやられております。資料３ですが、これは新市とこの町の人口のグラフを村上と比べ

ていただきますと、ほとんど大きく差、変化はございません。１８歳以上ですが、千曲市のほ

うは人口５３，７３０人、世帯数２２，５６６。村上市が合併しますと人口が６市町村の１８

歳以上の人口で５９，９９４人、世帯数が２２，９２４で、そんなに大きな差はございません。

そして、その調査経費の内訳としてこれだけのいろいろかかっておりますが、約３，１１２千

円の費用をかけてこの調査をしております。内容としては、窓付き封筒にその世帯主名を入れ、

その中にその家族の名前をつけて、アンケート用紙を人数分付け送付し、その脇に返信封筒を

入れ送っております。そのアンケート用紙をご覧いただきたいのですが、それぞれの候補名の

中からひとつに丸をしてくださいということで、それぞれの世帯に送ってあるところに丸をつ

けて、料金受取人払いの返信用封筒で協議会に送ってもらっています。そして、正月にかかっ

たということで約１ヶ月かかったとお聞きしましたが、そうでなければ２、３週間で集まる。

それで戻ってきたものに対して、選挙と同じように一括で体育館のようなところで開票する。

それは住民も見ている中で開票しているそうです。その後すぐに法定協議会を開催し、法定協

議会の席上でその投票数を発表するというつながりを持ちながら、このアンケート調査をした

ということでございます。住民には、アンケート調査についてのご協力をお願いしたというこ

とでございます。もちろんどの方法がいいかというのは、これからの話し合いを進めていかな

ければならないですが、こういう方法もあるということで、私はせっかくの名前の実例ですの

で、協議会委員３０名で決めるのですが、それでも広く住民に、もっと合併の意思を高めてい

ってもらうことを含めながら、これから合併する名前は３０年、５０年続く名前でございます

ので、それを住民の皆様の気持ちで決めるのも大切なのではないかなということで提案したい

と思いました。以上説明させていただきました。 
 
大滝副会長 
・ 今、このような説明があったわけでございます。９月にも同じような説明がありましたが、６
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市町村長会議におきましては、いろいろな問題等を考慮しますと、最終的にやはり無理がある

ということで、法定協議会内で決定したほうがよいと決議していますが、どうぞ委員皆様から

忌憚のないご意見をいただきたい。 
 

村上市 土居委員 
・ この６市町村で選択が迫られてくる時期に来ました。３年有余かけてここまで行ってきた。後

戻りはできない。なんとか皆様のお力をお借りして、スムーズな決定方法にしていただきたい

と思います。私は今、市長が言ったのとはまた別な方法を提案したい。今までいろんな問題を

詰めて参りました。そして新市建設計画の素案を、今ようやく出来上がって合併協議会にこれ

から示される、それから、各６市町村の自治体に住民意向調査、アンケートということで、そ

の結果を皆様に周知するという手順になっています。それが１０月の中旬、下旬になるのか、

時期のずれはございますが、皆様の自治体に実際にそれを持ち帰るわけです。その時には３つ

の名前が選考されましたという中で、住民のアンケートをとるべきではないだろうか。なぜか

というと、今公募にかかれてきた名前、アンケートは意味がないのではないか。しかし、あま

りにも応募総数が少ない。今人口が７万人を超えようとしている中で、今３０人で決めること

も必要でしょう。２，５００人の重みを背負って、ここで決しなければなりません、しかし、

決した場合、３点ですので割れた場合、先ほど出た意見のように５０％とったものとすると結

論が出ておりますが、それもひとつの方法です。しかし、今、合併に対してもう一度住民の意

思を持ってもらう重大な時期に来ていることを考えると、住民アンケートをしないのならいい

ですが、１０月に各自治体で実施することが提示されているのであるならば、そのことをやは

り住民に問うべきでないか。そして、法定協議会に持ち帰り、この場所で決したいというのが

私の提案でございます。 
 
大滝副会長 
・ ありがとうございました。今のご意見をもう少し簡潔に、具体的にお願いいたします。 

 
村上市 土居委員 
・ 各自治体が住民アンケート調査を行うわけでございます。住民の皆様にその３種の名前を説明

して、１８歳以上の６万人の人に投票権があるとすれば、それを送付して書いてもらう。名前

を書くのか書かないのかで、本人が書かない危険があるかもしれません。今までの例によりま

すと、半数戻ってくるというのが関の山です。しかし、住民の合併に対する意識を問うという

のが大切ではないか。そのアンケートを実施する際に、アンケート用紙を送付して戻してもら

うというやり方はできないだろうか。 
 
大滝副会長 
・ 具体的には、住民に対する自治体によるアンケートになりますが、同じような方法ということ

でよろしいでしょうか。 
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村上市 土居委員 
・ はい。 

 
大滝副会長 
・ その他にございますでしょうか。 

 
山北町 斉藤委員 
・ 新市名の決定ですが、先ほど、選考委員会長にさまざまな部分でお聞きしたのですが、村上市

長、加藤委員おっしゃる意見、提案も尊重したい。私は法定協議会の委員の立場として、どう

いう立場でここにいるのかを考えた結果、私は議会に町民から選出され、町議会議員となりま

した。そして、議会から承認されてここに委員としています。また、ここに６人座っている市

町村長自身も住民から選ばれておりますし、民間委員の方も市町村長から任命を受け、住民の

意思を尊重する形で会議に臨んでいるのですから、それぞれの立場を十分に説明しながら、委

員として責任を持って説明をしなければならないと考えていますが、法定協の委員は７万人の

代表者であるのに、代表者でないような軽い感じを受けます。選ばれたのだから、住民に分か

りやすく努力するのがひとつの課題ですので、さまざまな意見はありますが、最初に出ました

ように持ち帰るということでいいのではないか。これから考える時間も与えるべきではないか。

また、住民アンケートの問題ですが、新市建設計画策定のアンケートと新市名のアンケートと

「アンケート」という名前は同じですが内容が異なるで、それが同じと考えるのも違うのでは

ないかと思うので、そういうことを次の機会に決定するのがいいのではないか。 
 

大滝副会長 
・ その他ございますか。 
 

村上市 本間委員 
・ 私は今、会長から提案されましたアンケートの案に賛成でございます。先ほど来、１５年７月

３０日の承認と謳っていますが、私の手元に同じ日に提出された合併期日について、「合併特

例法の期限である平成１７年３月３１日まで合併の目標期日とする」とあります。これも皆様

の承認を受けています。ところが、現在の期日は平成１８年２月１３日でございます。承認さ

れていることが実際変わっていることもある。あるいは皆様から出ている３つの新市名も、結

局は「岩船」か「村上」しかない。例えば、どれかに決まっても他から問題があがってくる。

一番公平なやり方として、承認されたものでも変わっているものもあるので、住民のアンケー

トをやっていただきたいと思います。 
 

大滝副会長 
・ どうぞ、その他のご意見お願いいたします。 

 
荒川町 金子委員 
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・ 基本的に、私は７月３０日に協議会で決定するという基本は、崩さない方がよいと      

思っております。また今、承認が違っているものもあるという意見でしたが、こちらは荒川町

が途中で合併する、しないで揉めた時期がありましたので、空白時期がありまして、事務調整

が間に合わずに、きちんとした合併をするには、きちんとした議論が必要ということで承認が

変わった、議決が変わったということで、この名称の件についてとは違うと思います。また、

一事不再議というお話がでましたが、それならば、なぜ７月３０日にこの協議会で決定するの

ではなく、委員会であがってきたものについて最後は投票で決めるほうがよいとか、そういう

意見が出なかったのか。経過に関係なくその時点で考えられる問題でしたので、そのときに出

していただくのが一番よかったではないか。 
・ 土居委員の意見に質問なのですが、アンケートをとって数字を見て決めるということですが、

参考にするということでよろしいのでしょうか。また、参考にとった後の数字をひとつの判断

材料として決定をするのは協議会でという方式でよろしいでしょうか。 
 
村上市 土居委員 
・ はい。 

 
荒川町 金子委員 
・ 分かりました。 

 
大滝副会長 
・ 他にありますか。 

 
神林村 小野委員 
・ 村上市長からの説明に納得できるものもありますが、住民アンケートを実施するとした場合、

新市名の名称決定について、協議会で決められた方法はルール、法律でありますので、今更、

変えることはできないと思うし、一般住民も納得しないと思いますので、このことに関しては、

私たちが決めたルールの中で粛々と進行させてほしいと思います。 
 
大滝副会長 
・ 他にありますか。 

 
朝日村 堀井委員 
・ 我々は、８日に議会で新市名の話し合いを持ちました。持ち帰って次の機会までに説明会なり、

説得なりをするのであればいいと思うのですが、村上市長の提案は、住民説明会で説明したか

ら今言っているとして、いつでも後戻りできるということは不安になりますので、判断を持ち

帰ってもよいが、後戻りにならないようにお願いしたい。 
 
大滝副会長 
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・ ９月４日の６市町村長会議の話し合いでも、住民アンケートの意見が出ましたが、私たちが一

番懸念したのが、アンケートをとった場合、合併そのものをもう一度問うという可能性が、各

自治体で非常に強くでるのではという意識を持ちました。当然、どこの市町村もまだ合併その

ものの住民投票をしていないわけで、合併そのものを問う意見があると思われます。それらを

考慮して、６市町村で進めなければならない。その辺を含めて、発言をお願いいたします。 
 
村上市 加藤委員 
・ 私の提案は、３つの候補の中から住民アンケートで決めようという意見ではございません。私

ども３０人の判断する材料としてはいかがかという提案です。山北町の斎藤委員から住民の皆

さんから任されているのだから、その必要はないとのことですが、アンケートで決めるのでは

なく、決めるのはこの協議会で決めるということも含めて、決定事項ですから、それが覆ると

は思っていませんが、果たしてこの大事なことを３０人で決めていいのか、もう一度住民はど

うだろうと問うてみるのもいかがかということで、その辺を考慮いただきたいと思います。 
 
荒川町 松田委員 
・ この会議が混乱してきたかのように思うのですが、新市名を決めるときに、会長は選定方法に

ついていかがいたしたらいいでしょうかということでしたが、村上市の議長が提案されたのは

選定方法なのですか。私は選定方法というのはそうではなくて、挙手するとか、名前を書くと

かということだと思いますが、村上市の議長のいうことは、会長の言ったことに対しての答え

ではなく、緊急動議になると思います。そういう手順を踏んでくれば混乱がなかったと思いま

す。それを会長が取り上げ、そして村上市長にアンケートだ、いやアンケートではないとなっ

てきたのでございますので、これもいかがしたらいいのかと思いますが。   
 

大滝副会長 
・ これは、すでに承認されている事項でございますので、もし、ご承認されている事項がだめだ

とすれば、当然、要項の改正案等がこの法定協議会に出されるべきでありますけれども、その

前段として意見があるということでございますので、もう少し皆様からご意見いただきたいと

思っております。 
 
荒川町 寺社委員 
・ 皆さんからいろいろな意見がありましたけれども、合併をなんとかスムーズに、もう後戻りで

きないというのは一致しております。先般、合併の期日の協議では、同じ委員ではありますが、

特に１号委員は影響力が非常に強い皆さんですので、その時も様々な今後の心配される意見が

出されました。何があっても不退転の決意で取り組むという団結の元で、私どもも委員が１号

委員に、もう一回継続協議にしてもいいのではないかと、円滑に進めるためにワンクッション

入れたらどうだということを申し上げた経緯もございます。それでも採決をとったケースでは

あったわけですが、あえて、そんなに大きい問題ではないが、この問題も皆さんが心配されて

いますし、選定委員の皆様が本当にお骨折りいただいて、順調に約束どおりきたわけです。思
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いはどなたも同じで、大きい問題だからできるだけ慎重にやりたい。ただ、そのことをやった

からといって何も混乱はないという保証はないわけです。その辺を踏まえた場合、先程、村上

市がおっしゃっておりましたが、当初のときも法定協議会で決めようということになっており

ますので、今日決めるべきとは申し上げませんが、皆さん持ち帰り、よく検討するなりしてい

ただいて、混乱を避けるべきだし、より円満にいくように決めたほうがよいと思っています。 
 
大滝副会長 
・ ありがとうございます。他にございませんか。 

 
神林村 近委員 
・ 皆様から貴重なご意見がございました。聞いている間に、何かつまらなくなってきたと感じま

した。このまま延々と続けてもきりがない、ああ言えばこう言うといった感じで水掛け論なの

で、この辺で、この次まで持ち帰るということをあわせて、今日のうちにどういった決め方を

するのかを一応決めていただいてから、持ち帰ってはどうか。それをしないと、この次も今回

と同じようなケースになりそうなので、よろしくお願いいたします。 
 
大滝副会長 
・ 堂々巡りというようなご意見もございます。しかしながら、村上市長から住民による投票をと

いうご意見があったわけですので、これを無視するわけにはいかないと思います。ですから、

この次の法定協議会において、住民による投票という意見を取り上げるか、取り上げないのか

ということをここで決めたいと思います。次の法定協議会で決めていただくと。そして、とり

あげた場合は、方法について十分に審議しなければいけないので、とりあえず次の協議会で今

出た住民による投票を取り上げるのか、あるいは従来どおり法定協議会の委員で決めるのかを

次の協議会で議決をとりたいのですが、皆さん、よろしいでしょうか。 
 
山北町 板垣委員 
・ 議長が再三、「住民投票」と言っているが、村上市長が言っているのは「住民アンケート」で、

「住民投票」ではないのですよね。 
 
大滝副会長 
・ 資料には「住民投票」と。 

 
佐藤村上市長 
・ あくまでも「住民による投票アンケート」です。３つの中からひとつに丸をつけて出しいただ

くということです。 
 
大滝副会長 
・ それでは、次の協議会でこの意見を取り上げるべきか、あるいは従来どおりの方法ですべきだ
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ということを各市町村に持ち帰りまして、しっかりと次の法定協議会で決めていきたいと考え

ております。期日も非常に迫っているので、その先のことは先にしまして、とりあえずは次の

協議会はこれを決していきたいと思いますがいかがでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
・ それでは、異議がないようですので、この件についてはそのようにとり計らっていきたいと思

います。 
 
（「議長」と叫ぶ者あり） 
 
神林村 小野委員 
・ 議長が先ほど言われたのは、今日アンケートを取り上げるかどうか決定したいということだっ

たと思うのですが、その件はどうなるのですか。 
 
大滝副会長 
・ 今日決すべきと意見もありましたが、皆様の意見をお聞きしますと、非常に多種多様な意見で

ございまして、今一度持ち帰ってじっくりと話し、あるいは協議したいとのことでしたので、

次回協議会で取り上げるかどうかを決したいと思いますが、それでいかがですか。皆さんいか

がですか。今日取り上げるのかどうか、どういたしますか。 
 

神林村 小野委員 
・ 今日、せっかくこれだけ皆さんの意見もあり、やはり今日決めて一歩でも前進すべきと思いま

す。そうでなければ同じことを次回も繰り返す結果になると思うので、前進させるべきと思い

ます。 
 
大滝副会長 
・ そのような意見がございますが。 

 
村上市 本間委員 
・ いろいろな意見出尽くしておりますが、そういう意見を踏まえて、今日、この２０、３０分で

決める必要があるのかどうか。この提案を９月１６日の次回まで引き続き、継続審議にするこ

とがいいのではと思います。 
 
大滝副会長 
・ 継続審議ということでは決してございません。これは、すでに決議、承認された事項ですが、

それに対してそういった意見の申し出があったということで、とりあえず申し出を受けるか、

受けないかをこの次に決める。受けた場合は、これからどうしていくかを検討しなければいけ

ないということでございます。 
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神林村 小野委員 
・ これに対しては、私の個人の意見を申し上げただけであって、これを決定するのは皆様方と解

釈しております。 
 
大滝副会長 
・ ここは最高決議機関でございます。こういう場合はここで決めるしかございません。今、神林

村の議長がおっしゃられたとおり、今ここで決定するのに賛成の方は挙手をお願いいたします。 
（賛成少数） 
・ それでは、挙手少数となりましたので、次回にこれを取り上げることが決定いたしました。 
・ ありがとうございました。これで議長を終わります。 

 
佐藤会長 
・ それでは協議題３号の２ 新市名の名称については、次回に継続とさせていただきます。 

 
 
５．その他 
佐藤会長 
・ それでは、その他に入らせていただきます。事務局からお願いいたします。 

 
美濃事務局長 
・ 次回の協議会の日程について、９月１６日（木）午後６時３０分から、会場は「村上市民ふれ

あいセンター」で開催したいと思っております。よろしくお願いいたします。 
・ 閉会の挨拶を副会長の山北町長からお願いいたします。 
 
 

６．閉会挨拶 
大滝山北町長 
・ 今日は、本当に協議会の核心部分に入ってきたということでございます。どうか３０名の法定

委員の皆様、私ども含め、住民を代表して出ているわけでございますので、次回まで考えをし

っかりまとめてきていただきたい。そのようにお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせてい

ただきます。大変ありがとうございました。 
 
 
７．閉会 

（午後８時３９分） 
 
 
 






