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第９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１６日（木） 午後６時２８分～午後９時００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・幹事等 ３２名 
      

○傍聴者  １７３名 
（うち報道関係１２名、< 新潟日報社、村上新聞社、いわふね新聞社、読売新聞社、 

朝日新聞社、ＮＨＫ新潟放送局、テレビ新潟 >） 
 
 
                                   （午後６時２８分） 
１．開会 
美濃事務局長 

・ 定刻少し前でございますが、委員の皆様お揃いでありますので、ただいまから第９回村上市

岩船郡６市町村合併協議会を開会させていただきます。 
・ はじめに佐藤会長からご挨拶を申し上げます。 

 
 
２．会長あいさつ 
佐藤会長 

・ 大変お忙しい中、お疲れのところありがとうございます。合併協議会も９回目を迎えまして、

大きな問題をいろいろ抱えながら審議をさせていただいております。是非、皆様方のそれぞ

れの思いを、この協議会の中でご発言いただければありがたいと思っております。今日もご

審議よろしくお願い致します。 
 
美濃事務局長 

・ それでは、ただいまから会議に移りたいと思います。本協議会の議長は、協議会規約第９条

第２項の規定により、会長がその任に当たることに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 

・ 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。皆様の特段のご協力をいただきま

して、会議が有意義に進みますようにご協力の程よろしくお願い致します。 
・ 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、欠席者もなく法定数を超えておりますので、会議は成

立致します。 
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・ 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１項の規定により、私の方から指名をさせていただきます。神林村、近登茂也委員と朝

日村、横井栄子委員のお二人にお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 
 
 
３．報告事項 
【報告第２８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、これからの審議の中で委員の意見、質疑等ご

発言の際には、係のものがマイクをお渡し致しますので、前回の協議の中で座ったままとし

ましたが、どなたがマイクを待っているのかわかりませんので、お立ちいただいてご発言い

ただきたいと思います。そして、所属名と氏名を言ってから、ご発言をお願い致したいと思

います。よろしくお願い致します。 
・ それでは早速報告事項に入らせていただきます。報告第２８号の業務報告を事務局からお願

い致します。 
 
美濃事務局長 

・ それでは、議件書の１ページをお開きいただきたいと思いますが、報告第２８号、９月１日

から９月１０日までの協議会の業務報告でございます。９月１日には、第６回の新市名候補

選定委員会を開催し、先般、委員長から報告がありました報告案文についての協議を行って

おります。同日、協議会の幹事会を開催し、前回第８回の協議会及び本日の第９回協議会の

協議案件について、協議を致しました。９月３日は第５回新市建設計画策定委員会を開催し、

建設計画素案の協議並びに候補事業についての協議をいただきました。９月４日には６市町

村長会議を開催し、前回の第８回の協議会及び本日の第９回協議会の協議案件等について、

ご協議をいただきました。９月１０日には、第８回協議会をこの場で開催しております。そ

の他、専門部会を延２６人、２部会、分科会は１分科会、１１人の出席で事務事業調整等を

行っております。以上、この間の業務報告を申し上げました。 
 
佐藤会長 

・ ありがとうございました。皆様の方から、報告事項について何かご質問ございませんでしょ

うか。 
 

（「ありません」の声） 
 
佐藤会長 
  ・無しのお声がございますので、報告を終了させていただきます。 
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４．議事 
【第８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２号）について】 
佐藤会長 

・ 続きまして、議事に入らせていただきます。 
・ 第８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２号）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致します。 
 
美濃事務局長 

・ 第８号議案でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入合計については変わりあ

りません。歳出の方で、会議費１０８万４千円の補正。それから事業費の事業推進費８６２

万円の補正。この財源を予備費からお願いをしております。９７０万４千円でございます。

内訳として、４ページをお開きいただきたいと思いますが、会議費、これまで協議を重ねて

参っておりますが、今後の協議会の開催を５回予定しております。協議会委員の報酬、旅費、

食糧費等について計上させていただいております。それから、事業費につきましては、印刷

製本費で協議会たよりの発行もこれから５回を予定し、１２７万円。それから、電算システ

ム統合事業としまして、これから基幹系システムの統合準備のため、並びに各市町村の財務

会計の統合準備のための調査設計委託料を計上しております。その２つの調査設計委託料は

併せて７３５万円であります。それを予備費から９７０万４千円をマイナスし、事業費等に

充てるというものでございます。 
 
佐藤会長 

・ ただいま補正予算について、ご説明致しました。この件に関しまして、ご質問ございません

でしょうか。 
・ ないようでございますので、この件に関しまして、ご承認いただけますでしょうか。 
 

（「異議なし」の声） 
 

 
５．協議事項 
【協議第１７号の２ 使用料及び手数料等の取扱い（その２）について】 
佐藤会長 

・ それでは、協議事項に移らせていただきます。 
・ 協議第１７号の２ 使用料及び手数料等の取扱い（その２）についてを議題とさせていただ

きます。皆さん、資料１に細かいことが載っておりますので、それを見ていただきながら、

事務局から説明をさせます。 
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美濃事務局長 
・ 使用料及び手数料等の取扱い（その２）ということで、今回は、保育料についてでございま

す。保育料の取扱いにつきましては、新市において地域差なく同じ保育を受けること、広域

的な通園ができることなどから、保育料基準を合併時に統一するという方針を立てておりま

す。なお、内容につきましては、委員の皆様には、資料ナンバー１で非常に細かく保育料の

金額から記載されておりますが、この新市の保育料については事務協議の中でもいろいろ協

議して、当分不均一でということも検討いたしましたが、今申し上げたような、例えば在住

地と勤務地が違う場合に、勤務地で保育園に通わせることも可能になるわけですし、料金的

には統一料金が必要であろうということで、統一した料金設定をしております。なお、この

料金の設定に当たっては、全体的に中堅所得者のところを引き下げる中で、できるだけ負担

が増えないように、また子育て支援サービスが向上するようにした結果であります。具体的

には資料のような料金表であります。 
・ 一家の中で２人目、３人目を保育園に通わせる場合、今、国の基準はなくなっておりますが、

２人目は５割、３人目は１割という料金設定をして、２人目、３人目のお子様にも料金の軽

減をしていくということでございます。そういう料金設定で、画面プロジェクターを見てい

ただきたいのですが、ケースとしてはいろいろなケースがあるわけですが、高い低いはそれ

ぞれのケースによってありますが、ここで見ていただくのは、前年度分の市町村民税の額が

均等割のみの世帯で、３歳未満児１人を入所させた場合、合併前が青色で合併後が橙色であ

ります。このようにほとんどが下がるのでありますが、山北町はこれまでの料金設定が低位

でありましたので、若干上がるということがあります。もう１つ例を見ていただきますと、

所得税の額が８９，９００円の世帯で、３歳以上児１人を入所させた場合のケースを見てみ

ますと、下がる幅は違いがありますが、すべての市町村が下がるという結果であります。そ

れからモデルケース３として、前年分の所得税の額が３９，０００円の世帯で、３歳以上児

１人を入所させた場合、この場合も下がる幅には違いがありますが、これまで低かったとこ

ろは下がる幅は少ないですが、料金は下がっております。もう１つケース４ですが、前年分

の市町村民税の額が所得割７，８００円課税されている世帯で、３歳以上児１人、３歳未満

児１人を入所させた場合、村上市はほぼ同じで、朝日村で２００円、山北町が５，０００円

位上がるというケースであります。２人目、３人目の部分について、現在の山北町の場合は、

２人目が２５％、３人目についてはゼロということもありまして、それが先程申し上げたよ

うな２人目、３人目の軽減措置が０．５と０．１に統一したということで、この２人目の部

分が山北町の場合上がる関係上､料金が上がるというケースでございます。従いまして、すべ

てが上がるということではありませんが、いろいろなケースで若干上がったり下がったりと

いうことがあります。全体としては低位に料金を設定したということでございます。また、

子育て支援の関係、乳幼児医療費助成の関係、出生祝金の関係について、６市町村長間でも

事務事業調整を最終的にどうあるべきかということも結論を出しておりますので、これだけ

を見てどうということではなくて、全体の中で保育料の設定をした、乳幼児医療費助成の関

係も方針を出したということで、この後の協議の中でそれらについて触れさせていただきた

いと思っております。今回の保育料については、このような措置をさせていただきたいと思
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っております。 
 
佐藤会長 

・ ただいま、協議第１７号の２の使用料及び手数料のところで、保育料の関係が出ました。こ

れはそれぞれ身近に感じるところでございますので、皆様方のいろいろなご意見がありまし

たらいただきたいと思います。いかがでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

・ 皆さん、特別ご意見がないということでございますので、保育料についてはこのように新市

の中で取扱っていくということでご承認いただきました。ありがとうございました。 
 
 
【協議第１８号 補助金、交付金等の取扱いについて】 
佐藤会長 

・ 続きまして、協議第１８号、補助金、交付金等の取扱いについてを議題にさせていただきま

す。事務局から説明をお願い致します。 
 
美濃事務局長 

・ 協議第１８号、補助金、交付金等の取扱いについてですが、これはこの度の協議第１４号の

４のところで、いろいろな事務事業調整項目、資料ナンバー２で各種補助金等についても方

針を載せていただいておりますが、今後出てくる補助金を含めて、全体的な方針をここに明

記したものでございます。補助金、交付金につきましての調整方針については、各種団体等

に交付している補助金等の今後の方針についてということで、地域的実情、実績等を配慮し、

見直し調整するという大きな方針の中で、（１）市町村間において、合併前の同種・同一の団

体については統合を促すとともに、補助制度においても補助基準、補助金額の調整を行い継

続する。同種・同一の団体が各市町村にございます。それらの基準についての考え方でござ

います。（２）として、市町村独自の補助制度については、実績等を踏まえ、市全域の均衡を

保つよう調整するということでございます。それから（３）、これまでに実施してきた補助制

度で、その目的を達成しているもの等については、合併時において制度を廃止する。これま

でずっと補助してきたものの中に、その目的をすでに達成しているのではないかというもの

は、廃止を前提に調整していく必要がある。この「等」というのは、目的を達成しているも

の、あるいは補助の目的を達成していなくても自立でやっていける目途が立っているものに

ついても含めるということで、等という言葉を使わせていただいております。そういう考え

方で事務事業調整にも出てくるわけですが、基本的にはこのような考え方で６市町村間全体

の調整をやっていきたいということでございます。 
 
佐藤会長 

・ 協議第１８号、補助金、交付金等の取扱いについてを説明させていただきました。 
・ この件につきましては、いかがでしょうか。 
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・ 財政が厳しい中で、それぞれの市町村が補助金とか、負担金、交付金とかいろいろ検討され

ているかと思います。村上市も行財政構造改革でゼロから見直しをしております。非常に厳

しい中での取り組みが、必要になってくると思います。皆さんよろしいでしょうか。 
 

（「異議なし」の声） 
 
佐藤会長 

・ それでは、ご意見が無いようでございますので、協議第１８号の補助金、交付金等の取扱い

については、ご承認をさせていただきます。 
 
 
【協議第１４号の４ 事務事業調整（第４回）について】 
佐藤会長 

・ 続きまして、協議第１４号の４、事務事業調整（第４回）について、議題と致します。資料

２の方をご覧いただきたいと思っております。本日の項目は約３０項目ございます。順次説

明させていただきたいと思っております。まず、大項目の母子児童援護事業の取扱いについ

て、今日の事務事業調整は、住民に直接関係することが非常に多いです。よくご覧をいただ

き、ご発言をいただければありがたいと思っております。それでは事務局から説明をお願い

致します。 
 
美濃事務局長 

・ それでは、母子児童援護事業の取扱いについて、最初に戦没者遺族会に対する補助でありま

すが、これは村上市、荒川町、神林村、朝日村で補助をしている実態がございます。金額等

を含め、それぞれの市町村の事情によって多い少ないの関係もございますが、基本的には現

行のまま新市に引き継ぎ、合併後速やかに新たな補助基準を設定するということで、合併後

に、できるだけ早期にその基準を設定したいと思っております。 
・ 社会福祉協議会の運営費補助についてですが、この社会福祉協議会は、６市町村すべてにご

ざいます。これにつきましても、それぞれの事業に伴って補助の額も決まってくるわけです

が、現在、社会福祉協議会でも事務レベルで合併に向けての協議を行っているとうかがって

いるところでありますが、この調整方針のように社会福祉協議会の統合を図る。補助金につ

いては、協議会の新体制や事務事業を考慮しながら、合併時までに調整するということでご

ざいます。 
・ 子育て支援の関係でございますが、県親（ひとり親）家庭の医療費助成、乳児医療費助成、

幼児医療費助成については、一体的な内容を含みますので、この内容につきましては、基本

的にはひとり親の関係、幼児医療費助成の関係につきましては、対象は県制度を基本として

単独上乗せ事業を行う。その単独事業については、入院、通院とも就学前とする。所得制限

はなし。支給方法は現物給付。一部負担金に対する助成は、幼児医療費も同じように説明申

し上げているところですが、通院１人５３０円、入院１，２００円の経費がかかるわけであ
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りますが、一部負担金についてはそれぞれのご家庭で負担をしていただく。しかし年齢につ

いては、就学前まで医療費助成を行うという内容でございます。乳児医療費助成については、

現行のまま新市に引き継ぐものでございます。 
・ 出生祝金については、非常にばらつきがございます。村上市は制度がございません。神林村

は３人目以上から１人１０万円、荒川町、朝日村は３人目以上２０万円、粟島浦村は第１子

と第２子３万円、第３子１０万円、第４子以降２０万円、山北町は第１子１０万円、第２子

２０万円、第３子５０万円、第４子７０万円、第５子以降１００万円と大きな違いがござい

ます。先程申し上げましたように、保育料の関係の取扱い、それから幼児医療費の関係、出

生祝金の関係について、これだけが子育て支援施策ではございませんが、この３つについて、

影響額を見てみました。これを画面プロジェクターでご説明申し上げますと、先程申し上げ

た保育料、これが合併前の年間収入予定額が６市町村で３億６，４４０万８千円、合併後全

体からいただける保育料は想定として３億６２５万１千円、その差５，８１５万７千円は収

入減ということで、住民の方から見れば、料金の軽減ということになる取扱いの結果でござ

います。これは、合併前の児童数に置き換えた場合という想定であります。それから乳幼児

医療費助成につきましては、今の措置によって、合併前６，１２６万６千円が、合併後につ

いては就学前まで支給ということで９，１１８万６千円。その影響額は２，９９２万円とい

う積算を致しております。こういった決定の中で全体的に出生祝金については、やめてもい

いのではないか。その代わり、先程の保育料及び乳幼児医療費助成を充実させるということ

で、これについては廃止しようという案でございます。その影響額は、収入減を支出増とい

うことで置き換えて計算しますと、６，８５７万７千円の影響が出てまいります。この部分

がサービス向上という子育て支援の関係で増加が予想される金額であるということで、この

３つを横断的に協議した結果、このような調整方針を立てたわけでございます。 
 
佐藤会長 

・ 事務局から説明をさせていただきました。それぞれの市町村でなくなるもの、新しいものが

ございます。合併の中では平均を取りながらということではないのですが、このような調整

をさせていただかなければならないという結果になっております。この件に関しまして、皆

さんからご質問、ご意見などをいただければありがたいと思います。ございますでしょうか。 
 
村上市 本間委員 

・ 出生祝金についてですが、合併された後には廃止するという事務局のご説明でございますが、

実は私にも子供が４人おりまして、最近、山北町の方で子供が５人目で１００万円というこ

とを知りまして、私も山北に行きたいなと思っていた次第なんですが、子供が生まれますと

結構お金がかかりますし、少子化も進んでおります。せめて、例えば第１子にいくらという

すべて統一金額で結構ですので、少し負担をしてもいいのではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 
 
佐藤会長 
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・ 無くすのではなくて、少しでも負担した方がいいのではないかというご意見でございます。

そういうことも含めて、皆さんのご意見を聞きながら、後で調整させていただくということ

にさせていただきたいと思いますけども。 
 
大滝山北町長 

・ ただいまの件でございますが、うちの町といたしましては大変残念な結果になっているとこ

ろでございますが、トータル的に少子化対策ということで見ていただきたいと思っていると

ころでございます。また、今後の協議事項に入ると思いますが、奨学金制度につきまして、

当町では大学、短大、専門学校生に１０万円を無利子でお貸ししているわけでございます。

卒業して１年据え置き、１３年で償還、その１４年でお返ししていただくことにしておりま

すが、それらについて継続していくべきだという意見もありますので、それらも含めまして、

この出生祝金制度は断念せざるを得なかったということでありますので、ご理解をお願い致

したいと思います。 
 
佐藤会長 

・ それぞれのものによって上がり下がりがあり、町村によってはいろいろと出てきております

ので、その辺を配慮しながら調整をいただいたということでございます。今、出生祝金につ

きまして意見が出ましたので、皆さんからご意見をいただきたいと思います。必要だ、必要

ないと決めなければいけませんので、お願い致します。 
 
山北町 斎藤委員 

・ この出生祝金の問題につきましては、今説明を聞いてあらゆる面で理解はできますが、山北

町はよそに比べて、余りにも多額のお金を今までやってきた訳なのですが、こういう大きな

形はいいのですが、平均的にどの町村も１０万円とか２０万円とか多少のことをやってきた

経緯がございます。この辺あたりをもう少し考えてみてはいかがなものか。余りにも山北町

の制度が、いいのか悪いのかわかりませんが、比較できないくらいの金を出してきたわけで

すが、それが無くなると、かなり納得させるものが必要だと思いますので、その辺の対応を

もう少し考えていただきたいと思います。 
 
佐藤会長 

・ その辺を併せて、部会長からご説明をいただけたらと思います。 
 
富樫住民福祉部会長 

・ ただいまの件につきまして、部会で最初は、やはり残していかなければならないということ

で、荒川町、朝日村の例によりまして、第３子出産の場合について新生児１人につき２０万

円ということで、話し合いがなされてきた訳なのですが、今ほども話が出ておりますとおり、

子育て支援の視点から保育料の軽減、乳幼児医療費助成などをトータル的に検討した場合、

相当な保育料の収入減となりますし、また、乳幼児医療費助成の持ち出しもあります。そう
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いった視点から、やむなく出生祝金については廃止という考えで統一しております。 
 
佐藤会長 

・ 今、部会長の方からいろいろなことを加味しながら、これを廃止することになったようでご

ざいます。 
・ その他、皆さんからのご意見はありますでしょうか。 

 
山北町 斉藤委員 

・ ただいま説明がありましたが、私としてはさみしいなという感覚を受けたわけであります。

例えば、新聞等にもありましたように、何かをやるとものが減っていくということがありま

すので、子供のめでたいものが、最初から合併によって若干減っていく、あるいは廃止され

るというものに対して、気持ちの面で温かみのあるものは残して、それが採算やあらゆる面

でだめだということであったら、一つの問題として解決すべきではないか。あまりにも極端

に廃止になると今までもらっていたものが、もし子供が生まれたときに合併したおかげでゼ

ロになったということが考えられるので、何か調整ができるような形になればいいのではな

いか。そんなふうに考えておりますし、要望したいと思います。 
 
佐藤会長 

・ いろいろな事務調整をさせていただかなくてはいけないので、財政上の問題もあります。こ

れから財政面も厳しくなってきます。押さえるところを押さえていかなければならないのが

現実でございます。 
・ 今ご意見がございましたけれども、この件に関しまして、事務局案のとおりにさせていただ

くことにご承認いただける方は。 
 
山北町 板垣委員 

・ 決して山北町がやっているから、残したいといっているわけではないことを、委員の皆さん

にご理解いただきたい。まだ調整事項に入ってきませんが、国は奨学資金制度を創りたいと

している。少子高齢化社会に入ってきまして、昨日の新聞を見ますと、１００歳以上が２万

３千人いるとの報道です。私どもの地域も少子高齢化に入ってきて、大変な時期になってき

ております。私どもの地域だけではなくて、村上市でも相当高齢化の問題がせまってきてい

ると思います。国に逆行するような考えになってはいないかと心配するのですが、奨学資金、

乳幼児医療費助成、出生祝金を３つ絡めてもう一度再検討する必要があると思います。特に

奨学資金制度が、今後、私どもにどう提示されるのか、このことも踏まえるとこの件につい

て、再審議していただければありがたいと思います。 
 
美濃事務局長 

・ 奨学金の関係が出ておりますが、今、教育部会の方で、分科会を含めて奨学金については行

う方向で協議している最中でおります。今後の協議会の中で、その方針をお出ししたいと思
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っておりますが、決して廃止してしまうという協議経過ではございません。その部分と、今

年度各市町村で作成しているか、これから作成するかになっているかと思いますが、次世代

育成支援計画があります。これらに絡めて、これから財政需要といいますか、財政的な部分

が増加をする要因として出てくると思います。従って出生祝金制度については、本当に今ま

で、村上市も含めて、町村にとっては子育ての重要な制度だったとは思いますが、一時のお

金という趣旨ではなく、もう少しトータルな意味での次世代育成支援の意味から、今後そう

いうことが検討されていきますので、この部分について３つを並べてお願いを申し上げまし

たが、ご要望として出生祝金、奨学金制度、それらを絡めて検討したらどうかというご提案

でありました。これらについては部会が違うので、住民福祉部会、教育部会の両方で検討し

ておりまして、私ども事務局でも部会等と調整しながら検討させたいと思っております。結

果については、事務局が決めるわけにいきませんので、その結論をお持ちしたいと思ってお

りますので、出生祝金については、継続にさせていただきたいと思います。 
 
佐藤会長 

・ 事務局からの説明のように、出生祝金制度については継続をさせていただきます。 
・ その他にはございませんか。 

 
村上市 加藤委員 

・ 祝金制度ですが、事務局の提案自体がセットのような感じですので、セットで考えるのであ

れば、山北町の委員の方から出ているようなことは可能なのか。しかも、具体的に第１子で

１０万円位とありますので、そのことを含めて、私も山北の板垣委員と同じようなことを申

し上げようと思いましたが、それはセットでした中の検討はいいのですが、祝金自体、６市

町村間で非常に現行差がある制度となっている。特に内容のいい、多くの税金を出している

山北町が廃止となれば、どうなるのかということも含めて再検討いただきたい。 
 
佐藤会長 

・ 出生祝金制度に関しては継続として後日、奨学金と合わせながら提出いたします。 
 
朝日村 横井委員 

・ 継続協議ということなのでお願いですが、村上市は制度なしで、その影響額もゼロになって

おりますが、仮に第３子に１０万、２０万円という額になった場合の影響額はものすごい額

になるかと思います。その辺のデータの提出もお願いしたいと思います。  
 
佐藤会長 

・ それでは、後ほど出させていただきます。 
・ その他にはございますでしょうか。 

 
神林村 近委員 



 11

・ ただ今、事務局から提案されたことに私は基本的に賛成です。なぜかと言いますと、それだ

けで少子化対策が決まるわけでなく、本当に子供を安心して生み育てられる環境を作るとい

うことは、あらゆる角度から考えた施策が必要です。単に一時的な出生祝金にこだわること

は、やはり効果がないのではないでしょうか。それよりも、若者の定住を促進するような施

策に力を入れる必要があるのではないかと思います。昨年の始めころに、山北町の私よりも

１０歳くらい若い人たちと懇談したときに、「山北町は、少子化対策で生まれた子供に対して

優遇措置が大変厚い。しかし、一向に効果が上がらない。若者は町からどんどん出て行く。

奨励金があっても、我々老人には産めない。もっと別な方向で考えるべきでは。」という町民

の方からの提案がございました。そういったことから、神林村と比較しますと手厚い支援を

しているなと思いましたが、合併を期にその辺を考えながら、改革していくべきではと思い

ました。 
 
佐藤会長 

・ 山北町長から発言があります。 
 
大滝山北町長 

・ 恐縮ですが、効果がないというお話でしたが、決してそんなことはございません。生まれた

数も増えておりますし、それが原因かと言われれば、現実につきとめることはできませんが、

ただ言えることは起爆剤になっていることは間違いありません。ただ、この施策をとったと

きに私共は、小さい町だから、子供が少ないからできる施策があるだろうということで実施

したわけで、これだけの大所帯になればむずかしい面もあるだろうと思います。あげないよ

りあげたほうがいいんです。それはできるか、できないかの問題ですので、その点をしっか

りと部会でも議論していただきたい。効果がないと言われると、非常に辛い立場でございま

すが、決してそのようなことはございませんので、ご理解いただきたい。 
 
佐藤会長 

・ この件につきまして、他に何かございませんか。それでは、この出生祝金については継続と

いうことにさせていただきます。 
・ その他のものに対して、何かご意見ございますでしょうか。 
・ 継続の１項目を除いて、残りの項目についてはご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 
・ ありがとうございます。 
・ 高齢障害福祉事業の取扱いについて、事務局から説明をいたします。 

 
美濃事務局長 

・ 寝たきり老人等介護手当支援支給事業についてですが、これは村上市、神林村、朝日村、山

北町に制度がございます。支給金額にも差がありますし、対象者にも若干の差があります。

６５歳以上の寝たきり、または痴呆性老人の介護者に対して、介護手当を支給しております
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が、村上市の例を基準として制度を成立する。月３，０００円とするが、特別障害者手当、

障害年金、生活保護を受けている介護者を除くとして、村上市の例により調整するものです。 
・ 家族介護慰労事業ですが、これは要介護４または５に相当する市民税非課税世帯の在宅高齢

者で、過去一年間に介護保険サービスを受けなかった者を現に介護している家族を慰労する

ということです。制度的には荒川町、神林村、朝日村に制度があり、村上市、山北町、粟島

浦村には制度がございません。これにつきましては、新市において要綱を作成し実施する。

内容は国の事業どおりとし、年額１００，０００円とする。 
・ 老人クラブ連合会補助事業。この老人クラブ連合会は各市町村にそれぞれございます。これ

については、先ほどの補助金等の交付方針にも記載があるように、できるだけ統合を進めた

いが、こちらが勝手にとはいかないので、上部組織として協議会を組織化し、老人クラブ連

合会の統一を図る。老人クラブの運営に対する補助は協議会に補助する方向で調整する。 
・ シルバー人材センター運営補助事業ですが、これは圏域内に村上地区シルバー人材センター

と朝日村シルバー人材センターの２組織ございますが、この２組織についても、できるだけ

統合を推進しながら、経営補助についても、新市において継続して実施するとしています。 
・ 重度心身障害者医療費助成事業も、先ほどの幼児医療費助成との整合の中で、上乗せ措置も

同様に実施していくものです。 
・ 福祉手当（単独事業）については粟島浦村には制度がありませんが、その他にはございます。

在宅の心身障害者で、障害者年金、特別障害手当を受けていない人、また精神障害の方に対

して、神林村を基準に精神障害を加え、合併時に統一した制度を成立する。神林村の制度基

準を採用したいものです。 
・ 身体障害者福祉会補助金も、統合を進めつつ、新市においても継続することで調整したい。 
・ 手をつなぐ育成会も同様でございます。 

 
佐藤会長 

・ 高齢障害福祉事業の取扱いについて、それぞれ説明させていただきました。 
・ この件に関してはいかがでしょうか。 
・ ないとの声がございましたので、高齢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） 

・ ありがとうございます。 
・ 続きまして、農業委員会産業事務・事業の取扱いについて説明を事務局からお願いいたしま

す。 
 
美濃事務局長 

・ 農業青色申告会補助金の制度は、神林村のみの補助制度ですが、少額の補助ということもあ

り、神林村の補助制度は合併時に廃止する。 
・ 農業者年金受給者連盟補助金についても、荒川町と神林村に補助制度がありますが、合併時

に廃止する。 
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佐藤会長 

・ 農委産業事務・事業の取扱いについてはいかがでしょうか。 
・ ないとのことなので、ご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 
・ ありがとうございます。 
・ 続きまして、土木関係事業の取扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。 

 
美濃事務局長 

・ 急傾斜地崩壊対策補助金ということで、この制度は神林村のみの制度になります。がけ地近

接危険住宅等の移転に要する費用を補助してきたのですが、最近の実例がないとのことです

ので、廃止する方向で調整する。 
・ 公園に関することでございます。広場、遊園地等補助助成制度（市町村独自）ですが、村上

市、神林村にこの制度がございまして、広場、遊園地を造成する際の助成、あるいは遊具の

設置についての補助等であります。調整方針は広場、遊園地の設置に対する補助は行わない。

ただ、遊具の整備等については、補助する方向で新市に移行後、速やかに調整するとして、

現在、村上市と神林村で実施しているものを勘案しながら制度を調整したいとするものです。 
 
佐藤会長 

・ 土木関係事業の取扱いについて皆様から何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 
・ 異議がないということなので、ご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 
・ ありがとうございます。 
・ 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します。 

 
美濃事務局長 

・ これについては、訂正があります。検討表の右上のところですが「利率・利率補給等」とな

っていますが、次ページにも同じ記載がございますが「利率・利子補給」と訂正お願いいた

します。 
・ 現在、村上市、神林村、山北町に制度がございますが、これについては、廃止の方向で調整

する。新規の貸付は行わずに、預託については償還終了時まで行う。預託というのは、既存

の借受者に対する制度は終了するまで存続するので、その間の預託については継続とする。

市中金融機関も制度も充実しており、現在利用が少なく、この制度を維持する必要性が薄れ

たという判断をしたものです。 
 
佐藤会長 

・ 住宅事業の取扱いについて説明させていただきました。この件につきまして何かご意見、ご

質問ございますでしょうか。 
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・ ないようでございますので、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について議題とさせていただきます。事務局から説明お

願いいたします。 
 
美濃事務局長 

・ 教育活動補助金とクラブ活動費等活性化事業費補助金についてですが、はじめの教育活動補

助金については、例えば、プールの監視の報償、ジュニア展作品出品補助、その他各種発表

会、交流会等の参加の旅費等の補助など、各市町村によって、いろいろな教育活動について

の実費分について補助をしている制度ですが、内容、補助対象等が違います。これらについ

てはこれまでやってきた現状を踏まえつつ、補助の内容を分析し、地域格差が生じないよう

調整をする。 
・ クラブ活動費等活性化事業費補助金については、各学校のクラブ活動を通して各種大会への

参加費助成、補助についての調整ですが、上部大会へ行くケースと行かないケースがありま

すので、その年度によっては補助金も多くなったり少なくなったりとありますが、基本的に

は各種大会参加旅費等などに対する助成です。これについては、現在の補助額に準ずる新た

な補助基準を作成する。基本的には生徒割、学校割、地域事情加算ということで、遠方から

大会に行く場合は交通費も高くなる。そういった地域事情も加味しながら、補助制度を調整

しようということです。 
 
佐藤会長 

・ 学校教育事業の取扱いについて、説明させていただきました。この件につきまして皆様から

なにかご意見、ご質問ございますでしょうか。 
・ 学校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） 
・ それでは続きまして、社会教育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 

・ 青少年健全育成団体への補助金、青少年団体への補助金。これは荒川町、山北町の場合は青

少年健全育成町民会議補助金。神林村、朝日村は青少年育成村民会議という名前ですが、そ

れに対する活動の補助です。こういったものにつきましても、合併後、現行のまま新市に引

き継ぐが、合併後すみやかに新市民会議を立ち上げ調整する。その立ち上げるまでの間は現

行制度を継続する。 
・ 青少年団体の補助というのは、例えば、村上市は健民少年団活動補助金、荒川町では荒川町

子ども会連絡協議会補助金、あるいは青少年自然体験参加補助金、朝日村、山北町は緑の少

年団など、主に少年団のような団体への補助が出ているわけですが、現行制度を新市に引き

継ぐが、合併後、緑の少年団については一本化を図り、荒川町の青少年自然体験参加補助金

は廃止する方向です。 
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・ 女性団体の補助金。これについては村上市婦人会、荒川町婦人会、朝日村、粟島浦村の実績

では補助金を交付しているわけですが、これについては、新市に移行後組織の一本化に努め

ることとし、それまでの間は現行制度を継続する。 
・ 文化団体への補助金ですが、これも文化協会が各市町村単位で現在存続しており、補助金も

交付しておりますが、現行のまま新市に引き継ぎ、新市移行後に補助金額の調整を図る。 
・ 伝統芸能等保存団体への補助金についても神林村、朝日村、粟島浦村に制度がございます。

大須戸能、内浦神楽、ふるさとづくり等に助成をしているわけですが、助成していない市町

村、している地区がありますので、現行のまま新市に引き継ぐが、移行後補助金の調整を図

る。 
・ その他の社会教育団体への補助金については、PTA などが入るのですが、現行制度を新市に

引き継ぐが、補助金額については合併時までに調整する。PTA の補助については神林村、朝

日村、山北町で行っている実績がありますが、今のような調整方針で行いたいとするもので

す。 
・ 公民館活動補助金は村上市、朝日村、山北町に制度があり、その他にはありません。集落、

町内公民館活動に対する助成です。現行制度を継続し、新市移行後速やかに新たな制度をつ

くり調整を図る。現行のものは金額面でも差がありますが、現行を踏まえて調整をしていく。 
・ 国県市町村指定文化財補助金は村上市のみにある制度です。国・県補助金を伴う事業につい

ては、国５０％、県２５％、市２５％という制度でございます。国・県補助金を伴わない事

業については、補助率５０％で、限度額３，０００千円という村上市の文化財保存事業につ

いての制度ですが、村上市の例により合併時までに補助金交付要綱を作成するものです。 
 
佐藤会長 

・ 社会教育事業の取扱いについての説明をさせていただきました。この件について、何かご意

見、ご質問等ございますでしょうか。 
・ ないとのことですので、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、協議第１４号の４ 事務調整事業 第４回についてはこれで終了させていただき

ます。 
 
 
【協議第３号の２ 新市の名称について（継続協議）】 

・ 続きまして、協議第３号の２ 新市の名称について（継続協議）でございますが、継続事項

があります。非常に大切な協議でございますので、ここで休憩を挟み、議長を交代させてい

ただいて、審議を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 ） 

 
佐藤会長 

・ 皆様お揃いのようですので、休憩をときまして会議再開させていただきます。 
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・ 協議第３の２は、継続協議となっておりますので、新市の名称についてを上程いたします。

前回協議会での継続案件の関係もありますので、ここで大滝副会長に議長を交代させていた

だきます。 
大滝副会長 

・ それでは、申し出によりまして、暫くの間、私が議長を務めさせていただきます。 
・ 協議第３号の２ 新市の名称についてを議題といたします。「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、協議会で決定するものとする。」と  

決議され、承認されております。前回の９月１０日の協議会において、村上市長より「新市

の名称は住民による投票にすべき」との意見がございました。慎重に審議いたしましたが、

持ち帰ってご検討いただき、今日の結果を待つということで了承をいただいております。ご

意見のある方、お願いいたします。 
 
佐藤村上市長 

・ それでは、改めて私から皆様にお願いを申し上げたいと思います。１０日にはご説明をさせ

ていただきましたが、改めて私から説明させていただきたいのは、なぜ、新市名に対する民

意を反映したいのかということです。その前に、皆様もご存知のように、この協議会再開に

至るまでの経緯、荒川町が離脱された後の経緯の中で、村上市としてはなんとか合併を進め

なければならないという中で、村上市単独で住民説明をさせていただきました。住民の説明

の中で、新市名に対しては非常にデリケートな問題であり、そして、住民で決められるべき

ひとつの項目でもある。他のものは、なかなか住民がするにしても参加できない。合併の気

運を高め、合併の意識を高めていただくためにも、新市名の住民参加は非常に大切ではない

かということから、是非、そういう方法はいかがですかという説明をさせていただきました。

その後のアンケート調査では、村上市民の７０％の方が、是非それで進めてほしいという答

えがでております。そういうことを踏まえて、村上市として合併の関係で、その時点では荒

川町が離脱しておりますので、４町村に対して村上市としては、あの時は５市町村ないしは

６市町村で進める場合の形をお願いをさせていただきました。その回答が、３月１８日に合

併関係市町村代表、岩船町村会長大滝平正さんから私宛に町村側の意向についてという回答

をいただきました。そのときは５町村（６市町村）での再開に向けてということをいただき、

村上市としては４月１２日、各町村長宛に合併協議の再開に向けての町村提案に対する回答

ということをさせていただきました。その時点でも荒川町の住民投票の結果を受けて、新市

名に対しては、住民による投票を踏まえて決定する方法を取り入れていただきたいという考

えをお示しさせていただきました。そしてその後、４月２６日には６市町村合併再開に対し

て４町村の確認事項ということで、合併基本３項目の取扱いについて３点ありました。合併

の方式は、新市対等合併でこれは当然変わりません。新市名に関しては、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。新庁舎の位置、新庁舎の建設については、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いうことで回答をいただきまし

た。それを踏まえて荒川町が参加した中で、６月３０日、私は町村側に対して、このことに

対してはこの法定協議会でその基本的な合意は受けられます。ただし、住民説明をした村上
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市のことも受けて、この法定協議会で十分協議していただきたいという確認を取らせていた

だいております。そういう経緯を踏まえて、９月１０日に出させていただいたわけです。是

非、その趣旨、なぜ必要なのかを十分ご理解をいただいて、改めて皆様が持ち帰って考えて

こられたとは思いますが、是非、その辺を踏まえまして、なんとか協議題にのせていただい

て検討できないか、再度皆様にお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
大滝副会長 

・ その他にご意見ございますでしょうか。 
 
村上市 加藤委員  

・ 会長としてではなく、村上市長としての経過報告、説明がありましたが、その中の４月２６

日の市町村長会議、議長も同席した中で、町村側から３項目の事項が示され、確認として、

合意されたとのことですが、当時、私はまだそういう場に出席する立場になかったので、当

時、出席した正副議長から議会で説明を受けて承知していますが、２項目の新市名について

は、荒川町の住民投票の結果を受けて改めて協議をするとした部分について、村上市長が説

明した経過で間違いないか、町村長さんに確認したい。 
 
大滝副会長 

・ それはどういうことですか。 
 
村上市 加藤委員 

・ ４月２６日に５市町村の正副議長同席の元で、５市町村長の場で、町村側から出された３項

目について合意、確認されたという報告でしたが、私も報告を受けたので、承知しておりま

す。それを再度確認してもよろしいでしょうかということです。 
 
大滝副会長 

・ 議長という立場でなんですが、私どもは６市町村になったわけですので、基本的には、６市

町村の法定協議会が継続しておりますので、それを踏襲する形で理解しているわけですが、

他の町村長もどうぞ。 
 
鈴木朝日村長 

・ １６年４月２６日の結果はそのとおりであります。荒川町の住民投票の結果を受けて改めて

協議をするということでありますし、６月３０日の６市町村長会議の協議の結果の概要とい

うことで、先般の資料ナンバー１ということで、皆様にお示ししたところでございます。新

市名の決定方式について、６市町村合併協議会が継続することになったことから、従来の方

針、新市名候補選定委員会において、数点に絞り込み、法定協議会で協議、決定する。この

ことは変更しないということで確認したところですが、ただし、２月に村上市で行った住民

説明会の経過を理解し、法定協議会で十分協議してもらうということで確認をいたしました。
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その経緯を踏まえて、法定協議会でゆっくり皆様に協議をしてもらいたいということでござ

います。 
 
大滝副会長 

・ それでは、粟島浦村長からお願いいたします。 
 
神丸粟島浦村長 

・ それぞれの経緯がございます。朝日村長が言われたように４月２６日を受け、６月３０日、

６市町村会議を行いました。その結果、我々は法定協において、新市名を今までどおりの方

法で決定するとしました。ただし、村上市の説明は聞きましょうということになり、今日に

至ったと私は理解しております。その方法について、皆さんから今日の協議会で結論を出し

ていただきたい。長引かせずに、大変な問題でもあるし、感情的な問題でもあるので、決め

ていただきたい。 
 
大滝副会長 

・ それでは神林村長からもお願いいたします。 
 
加藤神林村長 

・ 同じことを繰り返すことになりますので、私からは申し上げませんが、朝日村長が申し上げ

たとおりでございます。 
 
大滝副会長 

・ 続きまして、荒川町はその時は関係ないとのことですので、その他にはございますか。 
 
村上市 加藤委員 

・ ４月２６日の合意事項というのは、荒川町の住民投票の結果を受けて改めて合併協議会にお

いて協議するという部分と、６月３０日の同じことについての内容が、違ってしまっている

ように感じます。合併協議会で協議するのではなく、市町村長間で取扱いを、従前の決定は

そのままにするが、村上の提案は置き去りにというか、ちょっと違うニュアンスになってし

まったという感じなのですが。 
 
大滝副会長 

・ 今、それを議論しているところなのですが。 
 
村上市 加藤委員 

・ 大事なことなのです。その４月２６日が、再開したときには改めて協議するという確認なの

であれば、第８回、１０日の私どものアンケート、あるいは住民投票でという提案に対する、

既に決まっていることだとのかなりの方の反対意見がありました。つまり、中身の協議をす
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るのではなく、それは決まっていることだからだめだというに近い感じがしました。それは

協議会で改めて協議するという認識であれば、例えば私どもの提案に対して、こういう問題

があるからとか、あるいは、やり方がどうであるということが協議であると思う。最初から

もう決まっているのだから協議の対象ではないというのは協議ではないと思う。私は村上市

長のお話も、他の協議会委員とはニュアンスの違うお話の受け止め方をしているので、その

辺をきちんとしてからでないと、今の問題を採決するわけにはいかないと思うのです。でき

ましたら、この前、そのことは決まっているという意味の、はっきりとそういう言葉ではな

いのですが、皆さんが４月２６日の「改めて協議する」ということを承知していたのかどう

か。その辺をお聞きしたい。 
 
大滝副会長 

・ 何度も申し上げるようですが、「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、協議会で決定するものとする。」これは依然として決議として残

っているわけでございます。それをどうこうとやるとちょっとあれですけれども。 
・ 他の意見がございましたら、お願いいたします。 

 
山北町 斉藤委員 

・ 今、新市名の決め方について加藤委員などからの様々なご意見がございますが、当初、それ

を決めるときに私共も様々な見解の元に公募して、それを選考委員会でいくつかを新市名候

補とし、それをこの場で決めると一致して決めたわけです。それをあとは協議しないとは言

っていないんです。私は一人の委員として、そういう決議の元に、参加しているので、１０

日も、皆さんこの場で採決と言いましたが、一応持ち帰り、本当にどういうものかと考えな

がら、今日の協議会に出席して、物事を決めようじゃないかという同意の元で継続にしたわ

けですので、我々がどうでもいいとしたわけでございません。真剣に討議して決めたという

ことです。 
 
大滝副会長 

・ はい、どうぞ。 
 
村上市 加藤委員 

・ 斉藤委員のご発言は、先回もそういうことを理解しながら、村上の提案であるが、その必要

がないということですが、そのときも私は、内容はわかっていることだと発言しました。そ

れはいいのですが、私がお聞きしたいのは、それは決まっていることで協議に値しないに近

いような発言の方が多かったので、村上の提案が門前払いというか、協議に値しないという

ような受け止め方は、改めて協議するという部分が理解されていないのではないかと疑問が

残る。ある委員の方から「一事不再議」という言葉も出てきました。全く違うと思うのです。

それは決まっていることだとしても、改めて協議する。協議してどうするというわけでなく、

協議の中身に入って、それではだめだという結論になるのであればいいのですが、協議して
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から成り立てるというのが私の言いたいことです。 
 

大滝副会長 
・ 正式に議題にして取り上げていますので、その点を十分に考慮していただきたい。門前払い

とおっしゃられましたが、１０日の協議会でも正式に議題にして取り上げ、一週間先延ばし

にして、皆さんで検討願いたいとして取り上げておりますので、お願いしたいと思います。 
・ 他にはございますか。 

 
村上市 本間委員 

・ 今の問題につきまして、４月２６日、合併基本３項目の取扱いについてはということで、村

上市長からのご説明あったように、２番目の「新市名については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」ということでの再開と認識しております。それと、協議

としてどういう決め方をするのかということをこの法定協の委員の方で協議をしているわけ

ですので、先週、村上市長が提案した住民にアンケートを諮ったうえで新市名を決めるとい

う案について、我々はそのようにやりたいと言っているだけです。いろいろな方からそれを

真っ向から否定されて、７月３０日の承認された事項をそのまま通すという、我々の意見に

反対する真意をお聞きしたい。 
 
大滝副会長 

・ 他に意見はございますか。 
 
山北町 板垣委員 

・ これは非公式、私ども岩船郡、村上市の議長、副議長会議に、この理事の皆さんに三度お集

まりを願いました。その中で昨年の１２月７日、荒川町の大矢町長から「私共はこの圏域と

は合併しない、中条圏と合併したい」と法定協を離脱するお話がありました。その後、理事

の皆さんがお話をした経過は、大滝山北町長から、実は理事会で、村上市は「村上市」でな

ければ合併しないという話があったことは、皆さんご案内の通りです。その後、このままで

は、この圏域は合併がだめになるのではないかという観点に立ち、村上市の議長が会長であ

る、私共、この合併協議会にて議長副議長の研究会を発足させていました。そういうことで

非公式ではありますが、なんとか理事の皆さんと調整を図っていく必要があるという観点で、

今の加藤村上市議長ではなく、前の森川議長の案内で招集をしたのは間違いございません。

その中で、勘違いされている点がひとつございます。荒川町が入って６市町村です。荒川町

の大矢町長になる前に、新市名は法定協で決めると議決しております。そこで、佐藤市長も

私共の会議に出席し、村上市の考え方、郡部の町村会の皆さんの考え方と意見交換した際に、

荒川町が帰ってくれば議決してあるわけですので、その項目は、法定協で新市名候補選定委

員会が選定した候補の中から法定協で決めるという方法が出たわけです。もし、荒川町が住

民投票で破れた場合、１市１町３村になり、その際には新市名については再協議をする必要

があるという経過だったと、私は記憶しております。決して私は皆さんの記憶の相違で議論
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をしているわけではなく、先ほど佐藤市長が言ったことも、取り方でそういうふうに受け止

めたと市長さんは思っているかと思いますが、私共は荒川町が帰ってきたので、従来、法定

協を組んだ１市２町３村であり、そのことは再議をする必要はないと受け止めていたという

ことです。その中で、市長からの提案ありましたが、私も心配で、地域の住民がどうなるの

かとの観点から、二度、三度もみました。まずひとつとして、議題としてあるのでいいので

すが、この長野県の千曲市と私共の圏域では人口形態はやや似ておりますが、この新市名の

選考するにあたり、４回も新市名委員会で２点に絞っている。その間、住民アンケートをと

るのに約１ヶ月半以上かかっている。ですから本来であれば、佐藤市長からもっと早くこう

いう問題を提案できなかったのか。今ここにきて、合併期限が一年延びたといっても、日程

的に間に合うのか。住民の皆さんの代表である法定協３０人の委員の中で、しかも権限をも

っている首長が６人いるのに、なぜ、この場でなぜ決められないのか。議会制民主主義に矛

盾していると思う。私はやはり、皆さんの意見をもって議長に進めていただきたいのですが、

果たして、これから１ヶ月もブランクをつくって間に合うのか。その辺を含めて、私の考え

を申し上げました。 
 

大滝副会長 
・ それでは、ここで各町村の議長がおられるので、ご意見をお聞きしたいと思います。粟島浦

村の議長よろしくお願いいたします。 
 
粟島浦村 前田委員 

・ 先ほどより、いろいろご意見がありましたが、私の意見を申し上げます。私は、今までこの

法定協で定められた、決定された問題を、第一条件に重視しております。それから、今この

問題になるのは、最初の発端から間違っていたと考えております。対等合併ですので、今ま

で使用されている名前は除くことにしようという意見も最初ありました。どうしても入れて

くれという要望があったので入れたものでした。最初から分かっていた問題なのであります。

今この問題が上がっているわけで、本当に残念でなりません。我々、法定協の３０名は、本

当に真剣に決定してきた問題が、ここで、また村上市より提案された３７０万の予算を投じ

て、まだ時間もあるからといって、その辺を踏まえても、私はこの３０名で決議することは、

我々に決められた決定事項ではないかと思います。 
 
大滝副会長 

・ 続きまして、朝日村議長よりご意見をお願いいたします。 
 
朝日村 堀井委員 

・ この問題は、村上市が提案されたことを、各町村が持ち帰って検討ということでしたので、

昨日、我々議会の全員協議会と、それから、今日は朝日村から出席しております学識経験者

を合わせて、いろいろ討議して参ったわけです。最初に結論を申し上げます。村上市の今回

の要望は、受け入れがたいということで、この協議会でも、はっきりと受け入れないように
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というのが議員、学識経験委員からの一致した意見でしたということだけ報告をさせていた

だきます。 
 
大滝副会長 

・ 続きまして、神林村議長お願いいたします。 
 
神林村 小野委員 

・ この件に関しては、前回に引き続き継続協議ということですが、今回、村上の市長、または

議長から住民投票とか、住民アンケートという提案がありました。しかし、これについては

新市名の取扱い、または新市名の決定方法前、すなわち、平成１５年７月３０日以前にこの

ような協議はしていただきたかったと思っています。従いまして、今回の提案に関しては、

本来なら私としては賛成しかねますし、この提案に対しては撤回していただくのが妥当でな

いかと考えております。 
 
大滝副会長 

・ 荒川議長、もし途中からの協議委員ですが、ご意見ありましたので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
荒川町 寺社委員 

・ 合併そのものが目的なのですよね。新市名も大変重要な事項でございますが、まず合併が大

事ということ。それから、いろいろ紆余曲折はありましたが、６市町村長が不退転の決意で

取り組むんだということでスタートしたわけです。私もまさか、このアンケートというのは

出てくるとは思いませんでした。仮に出てきたとしても「アンケートを参考に」ということ

で、アンケートで決定するということではない。法定協で決まっているのだから。６市町村

の法定協が壊れたわけではなく、休止状態で引き継いだわけなので、承認事項は生きている。

そうすれば、あくまでもアンケートを選考の参考にしてくれとなると、これも数字がどう出

るかによっては、このアンケートそのものが、この先に行ったときに対立の構図が出はしな

いかと心配しております。それと、もうひとつはアンケートの方法によっては、この前の公

募の状況を振り返ってみると、意外と無関心な人はいるのです。かなりの公募できる人がい

るのに、あの数しか出てこない。そうすると１所帯あたり３人、５人のアンケートを悪くと

らえれば、どのような状況にも使えるのではないか。そうすると、この構図が先送りされま

た問題を先送りするだけで終りはしないか、という危惧の念でいっぱいです。合併そのもの

が目的なのだから、合併協議会が立ち消えせず、一時は休止したが、６市町村で助け合いな

がら、新しい首長も入り、６人の市町村長が不退転の決意で望むと言っているのだから、結

果としては気持ちも分かりますし、住民の意見も反映させてやりたいとは皆さん思っている

と思います。しかし、いつまでも感情論とか気持ちばかりいっている場合ではない。ここは

決定する最高の機関でございますので、やはり粛々とすべきではなかろうかと思います。 
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大滝副会長 
・ いろいろなご意見をいただきました。他にご意見ございましたらお願いいたします。 

 
荒川町 松田委員 

・ 皆さん、それぞれがご自分の信ずるところを披瀝させておられます。私もそれに近い気持ち

でございます。しかしながら、この間の協議会の時に、大変失礼な言葉を申し上げましたが、

村上市長のおっしゃるようなことで進むと思っていたら、何か別なことが入ってきて、その

ことの方が本論になったような意味のことを申し上げました。そのようなことを含めて、後

ほどいただいた資料、そして当日、村上市から出された新市名決定方法の原案、これらは、

おそらく先に出ていればよかった。そこで、私は、新しい我々が力を合わせて、それぞれ特

色のある市町村が、元気よく手に手をとって、合併はもちろん目的かもしれませんが、より

良い町をつくる。このためには、名付け親にならなければならないと考えました。それが公

募でございます。しかしながら、先回の公募は、「どなたでも応募できます。合併関係市町村

内外を問いません」とある。それから「専用はがきを用いるか官製はがき、または封書、FAX、

ホームページでもよい」というひとつの条件で募集され、２，０００余の方からきて、それ

が３００何通りになった。しかし、村上市長からいただいたこの資料を見たら、長野県千曲

市の例があがっていますが、これと私たち６市町村を比べてみますと、平成１６年７月現在、

長野県千曲市は１８歳以上の方を全員対象とし、アンケートをしています。それを例に市長

が調べたところ、この６市町村で１８歳以上の方が５９，０００人いる。そのうち先回は２

０００余。そうすると、公募を今度やったら何人集まるか分からないが、少なくても２２，

０００人くらいにはなるかと思います。先回よりできる限り多くの人たちが名付け親になっ

て、提案されたように新市名候補選定委員会が選んだ「岩船市」、「いわふね市」、「村上市」

を住民による投票で一番上のものを決め法定協議会で決定する。これを心境の変化で今日そ

ういうふうに思い、参加させていただきました。 
 
大滝副会長 

・ 他にございませんか。 
 
村上市 加藤委員 

・ 各町村の議長さんのお話は分かりました。山北の議長のご意見はよく理解できます。議会制

民主主義が原則だということで、総体として理解しています。もうひとつは、村上市長を含

めてでしょうか、９月４日の第８回協議会に向けての市町村長会議のことですが、大矢町長

にインタビューした新聞記事の中に、この市名の決め方についての文が記載されておりまし

た。先ほど大滝議長が決定事項だが、取り上げて議題にしているとおっしゃっておりました

が、それは分かります。このインタビューの記事の中で気になるのが、協議会で決めるので

あれば分かりますが、大矢町長は「市町村長で４対２で残念ながら、私の主張はとおりませ

んでした。」という言いかたになっているところがありますが、大矢町長、この記事は事実で

しょうか。 
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大矢荒川町長 

・ そのとおりでございます。 
 
村上市 加藤委員 

・ そうだとすると私が解せないのは、議案にするかどうか決をとったようにとれるのですが、

そういうことなのでしょうか。 
 
大滝副会長 

・ 決をとったというのではなく、この議案にするということでしたので、それはいいでしょう

と、最終的にはそういう結論に達した。９月１０日に申し上げたとおりです。ただし、いつ

までも決まらない場合は、今日のことでございますが、最終的にはどちらかに決しなければ

ならない。それもご理解していただかなければならない。 
 
村上市 加藤委員 

・ 議案にするかどうかの決ではなく、村上市長が提案したアンケート方式を、大矢町長がそれ

はいいと考えたが４対２で負けましたということになると、議案にするかどうかではなく、

その議案はどうするのかという賛否になったのではないのですか。 
 
荒川町大矢町長 

・ 結果的に、村上市長の提案に対して、私は最終的には議会制民主主義もいいですけれども、

荒川町が行った住民投票、住民の民意が一番いいのだから、二の足を踏んでもでもいいから、

ある程度したらどうですかとなりました。しかし、それは結論的に民主主義は多数決となり、

その議案は値しない、通さない。しかしながら、市長さんが協議会で述べると言うから、そ

れも仕方ないという結論であったかと思います。 
 

大滝副会長 
・ 他にご意見がありましたらお願いします。 

 
村上市 細野委員 

・ それぞれの町村の議長からのお話を聞きまして、納得する部分もあったのですが、荒川町の

松田委員の発言のとおり、私ももう一度住民の声を反映してということで、住民アンケート

をとって、そのもとで協議会で決めるということに賛成します。そのような方法でお願いい

たします。 
 
大滝副会長 

・ いろいろなご意見が出ました。他にご意見がございましたらお願い申し上げます。 
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粟島浦村 本保委員 
・ 先ほどから様々なご意見を拝聴しまして、こういうことを繰り返していると、いつまでたっ

ても決まらないと思います。私も提案として、確かに、一番大きい村上市が先頭に立って小

さいところをまとめていって合併の意義はあると思いますが、昔から村上の商店街は郡部か

らも、米によって支えられてきたことはご承知のとおりと思います。現在の村上堆朱が６億

円くらいの売上げがあるだろうと、村上牛にしても２億円ちょっと、村上の鮭にしても１億

円。それにお茶等様々加えても大体１０億円くらいの産物が支えていると思います。それに

対して、「岩船米」はやはり金額にしても、７３億円相当のブランド米としてのイメージを持

って現在も流通しています。現在の商店街の購買力の中でも、岩船米がさらに有名になって

いったならば、村上の商店街自体に対しても、多大な評価を得られると思います。これを期

に、いつまでも村上の人たちの意見、心情は分かりますが、ここは先に協議会で決められた

ように、この協議会の中で一致して、意見、賛否を聞いて決めていただきたいと思います。

いつまでもこんなことをしていても、らちがあかないと思います。 
 
大滝副会長 

・ それでは、どうぞ。 
 
村上市 本間委員 

・ 今、産業のことを少し言われましたので、私も村上の商工会議所という立場を代表として、

若干資料を調べてきたので参考にしていただければと思います。古い資料で１３年度ですが、

今、村上市圏内で事業所と呼ばれるところは、２１００あります。その事業所で勤めている

かたは１６，０００人。岩船郡で関川村を除いて事業所が２４００あります。そこに勤めて

いる者が約１８，０００人。確かに、今言われた岩船米とか、村上牛、村上茶とか、また村

上堆朱ですとか、その地名をブランドとして商売している事業所の方も大変多くございます。

例えば、私が行っております建設業でも県外ですとか、県内外の仕事をするときに、村上市

という住所を背負って東京とか、大阪で仕事をさせてもらっております。何も村上牛や村上

茶、村上堆朱だけが、村上の名前でこの圏域の産業の発展の源というわけではありません。

まして、この３０人の委員の方で市名を決めるとなると、やはり商売をされている方、また

は一般住民の方でも、私たち３０人で決めるには、あまりにも荷が重い新市名の決定になる

と思います。住民の真意を問わずに、また、事業所で経営されている方、また、そこに勤め

ている方、この地域の産業を発展させるために一生懸命商売をしております。私のような若

輩者で、大変先輩方には失礼ですが、この圏域で３０年、４０年も商売していかなければ生

活していけない。その際にも、名前というのは大変大事なブランドになります。この３０名

の投票ではなく、住民の真意をとったアンケートを元に、新市名の決定というのが望ましい

かと思います。 
 
大滝副会長 

・ 他にはございますか。 
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朝日村 石栗委員 

・ いろんな意見が出ておりますが、最終目的は合併でございます。それには、お互い胸を割っ

て議論をしていかなければなりません。住民の意見を聞いて判断するというのは大事なこと

ですが、ただそうであったら、なぜ去年の７月３０日にこの議論が出てこなかったのか、非

常に残念でなりません。今、仮に住民アンケートをとった場合に、混乱なく、スムーズに合

併に向かっていけるのか疑問であります。なんとか、７月３０日の結論で進んでもらえない

かと思っています。 
 
大滝副会長 

・ はい、どうぞ。 
 

村上市 本間委員 
・ 今の意見に対してですが、逆にお聞きしたのですが、この３０名で決めた場合に、何らかの

問題は起きないのでしょうか。 
 
大滝副会長 

・ 他の意見ございましたらお願いいたします。 
 
山北町 河面委員 

・ 皆さんから様々な意見がございましたが、前回、大滝副会長が９月１６日までの宿題だと、

決定方法、またはその提案された方法についての問題を投げかけてきました。今日もこのま

まお話していると、今夜決まらないと思います。そこで、今夜納得するには、皆様さまざま

な方法を考えられているかと思いますので、その方法でスムーズに合意してもらえたらとい

う私の意見です。 
 
大滝副会長 

・ ありがとうございました。この問題は、今日降って湧いてきたような問題ではございません。

９月１０日に既に議案として、皆さんにお諮りしておりますし、そして、検討していただき

たいということでお願いしてあります議案ですので、よろしくお願いいたします。 
 
神林村 佐藤委員 

・ 私はこの委員になって日が浅いのですが、この市名の決定については、こちらに掲げてあり

ますように、協議会で決定するものとすると謳われていますし、先ほど、山北町の議長さん

もいろいろ苦労されていたようでございましたが、私も、山北町の議長に同調できるもので

ございます。しかも、伊与部委員長にはご苦労されまして、３つの案を出していただきまし

た。それぞれ中身も、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満ちた名称として、新市にふさわしい名称が３点そろっているので、
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そうした１点を、この３０名の委員の投票によって今晩決めてもらいたい。 
 
大滝副会長 

・ それはこの議題の先の話ですので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。 
 
山北町 加藤委員 

・ 荒川の松田委員に確認したいのですが、「アンケートの結果の一番多いもの」と先ほどおっし

ゃったように記憶しているのですが、そうしますと、先回の協議会で村上市長がおっしゃっ

た「アンケートの結果を参考にして、この協議会で決定する」というのと若干違ってくるか

と思いますし、先回の宿題では、村上市長の出したアンケート案をどうするかということの

議案だったと思います。ひとつ確認したいことは、松田委員の意見と、私自身の意見は、７

月３０日に承認したことで決定していただきたいと思います。 
 
大滝副会長 

・ 村上市長から発言があるそうなので、お願いいたします。 
 
佐藤村上市長 

・ １０日に、私はこの案を提案させていただきました。あくまでもここに書いてあるとおりの

「住民による投票で一番多いものを決め、法定協議会で決める」と、法定協議会で決定する

のは今まで通りですが、ただ一番多いものを決めて法定協議会で決定するとしていただきた

いという提案です。 
 

大滝副会長 
・ 意見も出尽くしたようでございます。先ほど申し上げましたように、これは今日初めて上程

された議案ではありません。９月１０日からかなり日もたっていることですし、それぞれ委

員の皆様は、地域を代表してここに出ているわけですので、ここで、この村上市長の提案に

対しまして、取り上げるべきか、取り上げないべきか採決に入りたいと思います。採決は起

立採決でお願いいたします。 
 
村上市 本間委員 

・ まだ、採決の場は早いかと思います。やはり、新市名は今後大事なことですし、正直申し上

げまして、私の意見として、当然、今後のこの圏域のことを考えた名称でということで言っ

ているわけなので、なぜ７５，０００人もおられるこの都市の住民の皆さんに、アンケート

をとることがだめだということなのですか。 
 
大滝副会長 

・ 今、名前をどうこうしようというわけではありません。９月１０日の提案に対して、取り上

げるか、取り上げないのかということで、９月１０日にも十分検討いただき、今日採決しま
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すということをはっきり申し上げておりますので、その点について誤解しないでいただきた

い。 
 
村上市 土居委員 

・ 私も先回、住民アンケートを推奨するということで提案させていただいた一人でありますの

で、協議の行方を見守っていたのですが、１５年４月３０日、協議第３号 新市の名称は、

公募方式に名称を募集しということにまったく間違いはございません。ただ、１５年１２月

７日に離脱が出たわけです。その間、６ヶ月ないし７ヶ月の空白がありました。その間にこ

の岩船郡圏域の中で合併すべき、いやこのまま荒川町の議会が結論を出すまで待つべきなど、

いろんな問題点を聞きながら、６ヶ月、あるいは７ヶ月の空白を埋めながら法定協議会が再

開されたわけです。その再開にされていく過程の中に、先程、加藤議長が申し上げましたよ

うに、それも結論が出ているので仕方ないのかもしれませんが、４月２６日の確認事項が我々

は生きているものだと考えましたので、先回の９月１０日にアンケートを提案したわけです。

そのことについては、住民説明会をもう一度各市町村で行う。そのとき意見を取りあげると

いうことで、そこまでいうなら、７２，０００人の人口になるこの圏域で、もう一度１８歳

以上にアンケートをとったらどうかと提案したわけです。その点をお含みおきいただきたい。 
 
大滝副会長 

・ それらも全部含めまして、先程も申し上げたように起立採決によって採決を行います。村上

市長からの提案でありました「新市名の名称については、住民アンケートによる」。これに賛

成の諸君による起立を求めます。 
 
（ 起立  ７名 ） 
 
大滝副会長 

・ ありがとうございました。 
・ そうではなくて、「今までどおりこの法定協議会において決する」ということに賛成の諸君の

起立を求めます。 
 
（ 起立 ２２名 ） 
 
大滝副会長 

・ ありがとうございました。起立多数でございますので、新市の名称については法定協議会で

決するということに決しました。ご苦労様でございました。 
・ これで議長を降ろさせていただきます。 

 
佐藤会長 

・ それでは、ここで暫時休憩させていただきます。５５分まで休憩致します。 
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（暫時休憩） 
 
佐藤会長 

・ 休憩前に引き続き、会議を再開させていただきます。先程、起立採決の結果、「住民アンケー

トによる投票」の提案は、私としては不本意ながら不採択となりました。ここで、私の気持

ちをお話しさせていただきたいと思います。本協議会の合併の協議を進めておりますが、合

併論におきまして、現在の手法では住民が直接参加する機会がほとんどない状態であります。

せめて、新市名の決定には全住民がアンケートを投票することにより、合併がより身近なも

のになり、新市への参画意識を、そして関心を高めることができる方法であり、６市町村が

連携できるただ１つの機会であると考えております。５０年あるいは１００年に１回あるか

ないかの新市名の決定でございます。住民にとっては重要であり、一番関心のあることであ

ると思っております。特に私は、２月に行った合併に関する住民説明会で、「新しくなる市の

新市名は、市民皆さんで決めてください」と約束し、市民も期待を致しておりました。村上

市長として、住民が積極的に合併協議に参加していただき、この圏域の合併が住民に喜ばれ

るよう取り組まなければならないし、住民が参加し決定できる問題、それがたった１つでは

あるかもしれないけども、この新市名ではなかったのかと私は思っております。このような

経過をとらえ、ご提案をさせていただいたわけでございます。しかし、残念ながら先程申し

上げたように、実質的な議論がなされない形での提案が不採択となりました。村上市長とし

て、このような合併協議会の決定方法、あり方については、これまで市民に説明してきたこ

とと大きく相違するものであります。従って、村上市長として、新市名称について再度、市

民に説明する必要があります。よって、これ以上合併協議会の協議をすることはできません。

このことから、以下の議事については審議を打ち切り、本日の会議を閉めさせていただきま

す。 
 
６．閉会 

（午後９時００分） 
 

（ 会長退席 ） 
 
大滝副会長 

・ ちょっとお待ちください。会議を放棄するということでございますか。 
・ 皆さん静粛にお願い致します。 
・ 会議は成立しておりますので、議長という立場でしたので、議長が不在の場合は、副議長が

その任に当たるということになっておりますので、どうするかこれから皆さんにお諮りしな

ければなりませんが、暫時休憩をさせていただきます。 
 
（ 暫時休憩 ） 






