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第１０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１１月２５日（木） 午後６時３０分～午後８時９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 ３２名、 
      

○傍聴者  ２４８名（うち報道関係 ７名、<新潟日報社・読売新聞・毎日新聞・NHK・ 
新潟テレビ２１・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１０回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催させていただきます。始めに会

長の挨拶をいたします。 
 
 

２．会長挨拶 
佐藤会長 
・ お忙しい中ご参集いただきましてありがとうございます。去る９月１６日第９回協議会以降し

ばらく時間が経過いたしております。先般１１月１０日に６市町村長会議を開催させていただ

きましたが、報告し協議をしたところでございますが、各町村長の方から改めて協議会委員の

皆様にもご報告並びにご説明する必要があるということで本日の開催に至ったわけでござい

ます。何卒よろしくお願いを申し上げます。 
 
美濃事務局長 
・ それでは、只今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、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。 
・ 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」をさせていただきたいと思います。会議録署名委員は、協

議会運営規程第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。朝日村の本

間金廣委員と山北町の加藤登代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
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ます。 
 
 
３．報告事項 
【報告第２９号 村上市岩船郡６市町村合併協議会委員の交代について】 
佐藤会長 
・ それでは、早速ではございますが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。事務局から説明をお願いします。 
 

美濃事務局長 
・ それでは、協議委員の皆様には本日この議件書をお配りしておりますので少し丁寧に申し上げ

ますが、１ページ、報告第２９号でございます。「村上市岩船郡６市町村合併協議会委員の交

代について」でございます。先日１１月２２日に村上市議会の臨時議会が開催され、新たに市

議会議長に野口幸輔議員が選出されました。このことから協議会規約第７条第２項の定める委

員につきまして交代の届出がございましたので、この度ご報告申し上げるものでございます。

記載の通り、前任の加藤勝弥議長さんに代わって、後任といたしまして野口幸輔議長さんが選

任をされましたので、ご報告を申し上げます。よろしくお願いいたします。 
 

【報告第３０号 業務報告】 
佐藤会長 
・ それでは報告第３０号「業務報告」について事務局からお願いします。 

 
美濃事務局長 
・ ２ページに新しい協議会委員の名簿を付けさせていただきました。それでは、３ページ報告第

３０号でございます。９月１１日から１１月２０日までのこの間の業務報告でございます。主

なもので申し上げますと、９月１５日に第１０回協議会の幹事会を開催しております。第１０

回に予定をしておりました協議会の協議案件についてであります。それから９月１６日第９回

のこの合併協議会の開催をこの会場でいたしております。それから１１月１０日には、この間

村上市ではいろいろございましたけれども、協議会の動きはご覧の通り分科会として動いてお

りましたが、１１月１０日の６市町村長会議のところまで実質的な動きはなかったわけでござ

います。６市町村長会議を村上市役所５階第４会議室で開催し、今後の合併協議会の方向付け

といいますかそういったものについて６市町村長間で協議をいたしました。尚、本日の協議会

につきましてもその時に開催をしてご説明すべきであるということになったわけでございま

す。それから１１月１８日に第１１回でありますが本協議会の幹事会を開催し、今後の合併事

務局の運営等について協議をいたしました。その他この分科会・部会、延べ１４分科会、専門

部会は２専門部会を開催してまいりました。そのほかはご覧の通りでございます。以上でござ

います。 
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佐藤会長 
・ ありがとうございました。ただいまの報告３０号について、何かご質問ございませんでしょう

か。 
（「ありません」の声） 
   ないようでございますので、ご了承いただいたものといたします。 
 
４．協議事項 
【村上市岩船郡６市町村合併協議会の今後の運営について】 
佐藤会長 
・ つづいて協議事項に移りますけれども、ここからは副会長のほうに議長を変えさせていただき

ます。 
 
大滝副会長 
・ 議長の申し出によりまして、私が暫時議長を勤めさせていただきます。 
・ ４ 協議事項「村上市岩船郡６市町村合併協議会の今後の運営について」ということで村上市

長から発言を求められていますので、これをお願いします。 
 

佐藤村上市長 
・ それでは私の方から、９月１６日の経緯を含めて、皆様方に私としての考え方をお示ししたい

と思います。 
・ 昨年７月３０日に村上市岩船郡６市町村合併協議会を設立し、私は会長としてよりよい合併に

向け協議の円滑な運営に配慮し、協議を進めるために最大限の努力をしてきたつもりでござい

ます。昨年１２月から半年の間中断がございました。この間合併問題について村上市では議会

や市役所内で議論し、特例法の期限の迫る大切な時期であることから、当面５市町村で合併を

進めるべきと、２月に住民説明会を開催し、合併の必要性を市民に訴えてきました。もちろん

新市名の決め方も提案させていただきました。市民から寄せられた９千名を超える「村上市を

残してください」という声も、また、「市名に拘らないで」という声もいただきました。そこ

で、合併をすぐにでも進めるためにも、合併をする全ての住民による投票で新市名を決めると

いう提案をし、７０％の市民の方が賛同していただいたわけでございます。また、新市建設計

画の話もその住民説明会ではさせていただきました。できるだけ箱物を造らないで合併を進め

たいと、何故なら、その維持費だけでも多額になり将来の負担が大きいということも説明させ

ていただき、２月の住民説明会ではそういうことをお話をし、市民に理解をいただき、そうで

あれば合併もいいでしょうとご判断をいただいたわけでございます。そこで、住民説明会の結

果を受けて町村に対して要望をいたしました。いろいろな問題があり、時間をかけて協議しな

ければならなかったわけであります。ただ合併をすることが目的ではなく、中身が大切だから

でございます。紆余曲折を経て、本年４月には荒川町を除く５市町村が各議長・副議長の同席

の下、新たな基本合意の 1 つとして、「合併の方式は、新設（対等）合併とする。」２つ目とし

て「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。」３つ目とし
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て「新庁舎の位置と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

をする。」この 3 点を確認し、荒川町の動向を見守りながら、中断している本協議会の再開を

目指したというところでございます。さらに、本年６月、荒川町が本地域での合併の枠組みを

選んだ住民投票の結果を受けて、本協議会の再開に向けて加盟６市町村長による会議において、

合併協議主要課題である「合併の期日」「市名の決め方・決定方法」「新庁舎の建設」「建設計

画登載主要事業」についてなどの方針を、4 月の基本合意に基づき確認した上で本年７月２６

日の協議会再開に至ったことは、委員各位もご承知のところであると思います。本市は協議会

の再開に当たって、確認された４月、６月の２度の合意の下に、９月１０日の本協議会に新市

名決定方法の提案を行ったわけでございます。その前に９月４日、市町村長会議を開きました。

９月１０日の新市名に関しても打合せもいたしました。４町村に提案すら反対をされました。

私は２月の住民説明会での市民との約束や、これまでの合意が、町村長の皆さんに拒否されて

も提案をさせていただくと申し上げたところでございます。９月４日の会議でおおよその判断

をいたしておりましたが、やはり提案に対し、「提案は会議を混乱させるだけ」「提案は遅すぎ

た」など、提案自体を否定するような発言がほとんどで、内容審議には程遠いものでした。４

月、６月、２度にわたる確認した基本合意では「新市名については新市名候補選定委員会にお

いて数点に絞込み、法定協議会において協議、決定する。ただし、２月に村上市の行った住民

説明会の経過を理解し本法定協議会において十分協議する」事でございました。法定協議会に

おいて十分協議すると６市町村で合意・確認したことに基づいて提案したことが、「提案は会

議を混乱させるだけ」「提案は遅すぎた」とほとんど内容の議論がなく否決されたことは、村

上市にとって納得のできないことであります。合併協議の最高協議決定機関がこのような状況

では、その後に審議が予定されている重要案件も同じような取扱いになることが心配され、危

惧の念を抱かざるをえません。これまでの合併協議の主要課題でいくつかの町村が予め話し合

い、まとめて、合併協議会に持ち込むやり方は、独立した自治体の議論にならず、すべきでは

ないと、市町村長会議で再三申し上げてきましたが、逆に「町村が考えをまとめて何が悪いの

か」ということであります。本協議会は、独立した自治体が平等な立場で議論との理念から、

自治体規模にかかわらず各市町村委員を５人としたはずでございます。この精神はどこに行っ

た事でしょう。亡くなられた前市議会議長加藤勝弥さんが９月１０日の協議会の様子を心配さ

れ、町村議会に、「何とか住民投票はできないか」と持ちかけてくれました。しかし「提案は

遅かった」「新市名は漢字にするか、ひらがなにするか、そこまで話し合っている」との事で

ございました。９月１６日に加藤勝弥さんは残念な顔をしながら、「議長としてやることはや

った」と私に伝えてくれました。村上市民の声を理解していただけないことが、私にも残念で

ございました。以上のことから私は、９月１６日議事終了後、やむなく協議会を閉会したもの

でございます。１１月１０日開催の６市町村長会議において、改めて本協議会の再開に際し、

６市町村で確認した基本合意が守られていない等の状況改善がなければ同協議会の再開はで

きないとお伝えし、再考を求めましたが進展はありませんでした。誠に残念でございます。し

たがいましてこのような状況が続くことは、関係市町村それぞれが将来への選択肢を狭めるこ

とになります。これまで申し上げたように、この地域での市町村合併についてはその重要性・

必要性を市民に訴え協議に臨んできたところであり、各市町村委員の皆さんと同じ認識もして
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いるところでございます。しかしながら、基本合意の根本的な約束の履行ができない協議会の

状況では真の合併協議とはいえません。このような状況が続くことは関係市町村それぞれが将

来への選択肢を狭めることになります。したがいまして、本市は村上市岩船郡６市町村合併協

議会から離脱することを表明するものでございます。協議会委員の皆様始め、関係町村の皆さ

んには、何分のご理解を申し上げるところでございます。本当にいろいろとありがとうござい

ました。 
 
大滝副会長 
・ はい、以上でございます。ここで、質疑ありましたらお願いします。 

 
村上市 野口委員 
・ ２点確認願いたいのでありますが、私どもの市議会と町村議会とですね、確か１月ですか、市

町村連絡協議会ということで１２月１０日からの全然進まない状況を心配しまして、あの当時

の森川議長と板垣山北議長と私と各町村を回りまして、１月２７日にですね、村上市岩船郡６

市町村長と岩船広域圏市町村議会正副議長との話し合いをやってまいりました。約４回やりま

したけれども、先程市長も言われているように、４月２６日には確認事項が示されたわけでご

ざいます。その後ですね、この確認事項をどのくらい協議をしたのか聞かせていただきたいと

思います。 
 
大滝副会長 
・ 今の質問はですね、確認事項についてどのくらいこの法定協議会で協議をしたかということで

すか。 
・ それは手元の資料にありますとおり、９月１０日そして９月１６日の２回に渡って協議をした

ということでございます。 
 

村上市 野口委員 
・ すみませんが、９月１０日の日に協議をして１６日になったという、１週間しかないわけです

から、当然ながらその前にですね、いろいろな面で協議をすればよかったのではないかと私思

うんですが、私は合併は決して反対するものではありません。市長も多分全面的には反対する

ものではありません。その協議方法を守られておればそれは合併するということでしょうから、

ここまで何年かかけて、いろいろ協議をして大金をかけてやってきたわけでありますし、いつ

ごろでしたか、粟島村長さんが、どうしても合併しなければならないと、万障繰り合わせてと

いいますか、そういうように何とかしましょうと言いました。そういうことを思い出しますと、

ここで離脱するのは簡単でしょうけども、これを離脱して果たしていいのかという問題になり

ますと、昔からこの圏域仲よくやってきたわけですから、市長にもこの辺をご理解いただきた

いし、各町村にもその辺を今一度分析しまして、どうか市長との話をしていただければなとこ

のように思います。以上であります。 
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大滝副会長 
・ ほかにございましたらお願いいたしたいと思います。 
 

佐藤村上市長 
・ 私から話をするのは、１１月１０日に、皆様のお手元にも６市町村長会議の資料行っていると

思います。その一番最初のページが、合併を再開できる条件だということで、１０日の日も話

をさせていただきました。その条件というのは、少なくとも「基本合意が守られていない」「市

対町村の構図から脱却できない」この状況を改善していただきたいということが、第一前提で

ございます。その時点では、町村長さんには持ち帰って十分議会ともご相談いただき、本協議

会で方針を伺いたいということでその時はさせていただいたんですけれども、今日の事前の確

認では、話すことはないという事でございますので、私としてもそういうことしか述べられな

いというふうに思います。 
 
大滝副会長 
・ 他に。 
 

鈴木朝日村長 
・ 今ほど市長さんから、離脱というような話がありました。事前に１１月１０日に市町村長会議

を開催いたしまして、その通りでございます。いろいろ「基本的合意が守られていない」「市

対町村の構図が改められていない」それと「法定協議会は全会一致を原則とすべき」という提

案でございました。このことからいえば、議会制民主主義の形から言いますと、そんなことで

これは飲めないんではないかと、そんなことでありますし、また、法定協議会で合併を進めて

いるわけでありますので、我々市町村長間で合併を進めているわけではございません。これを

ご理解いただきながら法定協議会で十分説明をしていただきたいということで、申し上げたと

ころであります。いろいろ私どもの町村長の構図があるというようなことでありますけれども、

あくまでも合併は法定協議会皆さんの理解と同意を得たしっかりとした形での協議会であり

ます。そんな中で十分協議もされたかと思っておりますので、よろしくお願いします。以上で

あります。 
 

大滝副会長 
・ 他にありましたら、お願いします。 
 

村上市 土居委員 
・ 今ほど会長から離脱という言葉が出てまいりました。法定協議会の中で離脱という言葉は初め

て使ったものと思います。ただ会長に申し上げたいのですが、「基本合意が守られていない」

については、先に出てくるわけでありますが、これまでの第１０回を迎えるまでの、基本合意

というのは各市町村の係長或いは課長補佐・課長各分野の分科会を開いて、そしてそれを積み

上げて、福祉なら福祉或いはその他のものならその他のもので分科会を開いて全部積み上げて
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きたものを、今ここに居られます首長、その方たちに上がってきてそれを了解されたものがこ

の法定協議会で決定する。これは決して違うとは言えないです。今まで９回もあって、その分

科会で積み上げてきたものが皆さんの承認を得て、我々の法定協議会に出てくるんです。です

から、市町村の対立構図というのは、私は今までの中では確認はできていない。むしろ会長さ

ん一人がそう思っているだけではないでしょうか。これは、他に法定協議会委員がいらっしゃ

っていますから、私が間違っているんだったら教えていただきたい。ですから、基本合意が守

られていないというのは、市長さん自身が言っているのであって、私どもは、委員としては、

そういう認識はないんでありますが、そこはどこなのか、それをはっきりと教えていただかな

ければ法定協議会委員の方の理解が得られないのではないか。ただ、その対決軸がある、基本

合意が守られていない、要するに、このことについて４月の何日かに皆さんが集まりました。

荒川町長さんはその時おられませんでしたが、首長会議を開いて、そして４つの項目を挙げた

わけでありますよね。そしてその４つの中で、このことだって 4 月２６日にあがったことが、

市長(会長)さんが、今出している対立構図が変わってきているんですよ。４月２６日合併方式

について「新設（対等）合併。」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。」もう１つ、新庁舎及び新庁舎の建設について「荒川町の住民投票の結果

を受けて改めて協議をする。」こういうことなんですよね。ということは、今新しく出てきた

のは、「この法定協議会で全会一致でなければならない。」ということがでています。これは全

く変わっているんですね。ですから、４月２６日に出した言葉と今現在出している言葉は、全

く変わっているんです。あの、民主主義の世の中ですから議論をしなければならない。そして、

賛成も反対もあるでしょう、そんな中において、やはり法定協議会の中で対等で行けるんだと、

会長自身がはかってこの法定協議会がスタートするときにお決めになったことです。ですから

その辺りをもう一辺確認をさせていただきたい。 
 
佐藤村上市長 

・ 今の確認というと、基本合意のことですか。 
   
村上市 土居委員 

・ ですから、全会一致で無ければいけないという言葉は、４月２６日の４町村の確認事項には

何も入ってないわけです。 
 

佐藤村上市長 
・ あくまでも先ほど言ったように、１１月１０日の日も、市町村長会議でお話ししましたよう

に、市としての考えかたは、そうでなければいけない。特に重要な問題がこれから出てきた

時に、それをすべきというお話をさせていただいているわけでございます。全てが全会一致

というとそうでは無いと思います。事務調整会議も含めて、改めてということでは無いと思

います。大事なものはこれからまだまだあります。その中でやはり合併するのは、やはり皆

さんが理解する、やっぱりそうやっていこうという合意がなければならないと思う。そうい

う意味で全会一致というものは必要。で、この全会一致というのは、今回村上市のこの合併
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協議会では取り入れられてませんけれども、現実的に山北の隣で温海町の方の協議会の中の

会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とするというのがあるんですね。だいた

い法定協議会を私一つ一つ見ますと結構そういうのがございます。やはり合併というのは全

ての関係市町村が理解しなければいけない、それが前提であると私は思っています。 
 
大滝副会長 

・ 今、鶴岡市の話が出ましたけど、鶴岡市はそういう話って言うのは、一番最初の段階でそう

しようと言って決めているということであります。もう一つ、土居さんの質問はですね、建

設計画について各市町村で十分に摺り合わせをして担当課で幾度も会議をしてその会議の結

果が市町村長に上がってきて決済を受けてやってるのに、おかしいとはどういうことかとい

う質問がでている、この件について、お答えいただきたいと思います。 
 
佐藤村上市長 

・ 建設計画はまだでておらない状況です。煮詰めてるという中です。ただ、あの私は２月の説

明会でも申し上げて、市民に申し上げてきたように、やはり箱物を造るべきじゃないという

前提が私にはございます。ということはこれから必要最小限にとどめて、せっかくの特例債

であるなら投資した効果がある、要するに税収につながるとか、何か利用率が高まるとかそ

ういうものでなければ、将来非常に大きな負担を背負うわけです。それを少なくしなければ

いけない、という協議をしっかりしなくてはいけない。ということが前提であります。 
 
村上市 土居委員 

・ 引き続き質問させて頂きます。 
・ 箱物を造るということの中身は、これからなんですよ、造るか造らないか。今、そのことに

ついて、それで法定協議会委員の皆さんにも示されていない。まだ、新市建設計画委員が、

その中身を見て、まあ首長さんは当然見ているでしょう。だからこれからその素案が出され

て「これではいけないよ、こんなもんは要らないよ」と、まさに協議を重ねる矢先なんじゃ

ないですか。ところが、市長さんは箱物は要らない。箱物が有るか、無いかを知らないんで

すよ。新市建設計画委員以外はね。 
 
佐藤村上市長 

・ あの、今、土居委員が箱物と言ったから、私、箱物と答えただけなんですね。私も言ってお

りません。それでですね、箱物というのはさっきの形のものは言いましたよ。基本的に私は

１１月の町村長会議の中でもそれは提案しています。ということは、前提条件があって、そ

れがまず最初なんですね。それ以後で、そういうことをこれからすべきということで、ご提

案をさせていただいております。 
 
村上市 土居委員 

・ まあ、私と会長だけがやりとりするわけにもいきませんので･･･。問題は、この基本合意が守
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られているということは、まず私は確認しておきたい。それから、市町村の対立構造は無い

んです。ですから、会長が言われる首長の対立構造はあるかもしれません。市町村の対立構

造は無いんです。そこを、間違えてもらっていては困ると思う。それをご理解いただきたい

ことと、それから会長が、今、この皆さんの前で離脱を宣言するということは非常に重いん

ですよね。重いということは、この村上市岩船郡６市町村合併協議会のこの規約の中に、第

８条「会長は、協議会を代表し、会務を総理する。」という総理すべき能力を今失っているん

ですよ。ですから、それをふまえて離脱宣言をして頂きたいし、それから荒川町長さんが、

住民投票をやって、それで、村上市・岩船郡にやっぱり合併はこちらに来るよと言ったとき

に、首長さんの会議の中でその話、その４項目の話が出ているんですよ。それで、その中で

荒川町長さんが、新聞報道もされてますから、４対２でそれは否決されたとはっきり申し上

げているんです。ですから、あくまでも民主主義のルールからいけば、それはやはり合議制

ですから、その中ではっきり答えを出してですね、また９月１６日にそのお願いの問題を、

他の委員の方から首長さんから一人ずつに聞きましたよね。ですから、荒川町長さんははっ

きり答えてくれました。そのときも、あくまでも合議制でありますから、その点はなんの対

立構造もないということは私はご報告をしておかなければいけないと思います。 
 
大滝副会長 

・ 他にございましたらお願い申し上げます。 
 
神丸粟島浦村長 

・ あくまでも、基本合意というものは、私はこの合併について、研究会から発足し、任意協議

会、そして法定協、３年６ヶ月です。この間、基本合意に基づいていたから、法定協が成立

し今日に至っているんですよ。そういう流れの中で、来年の２月には廃置分合をやりましょ

うと、これも皆さんで決めたんです。合併する日まで落としてあるんですよ。そういう中で

中心的になる市長が自立を求めている。これらについては非常にいろんなものが私の手元に

ありますが、ここで私はこれから皆さんに知事調停の話をかいつまんで話します。私ども５

町村で１０月の５日、朱鷺メッセの１３階において、知事を囲んで牧野総合政策部長の立ち

会いの下、我々に調停案を持ち出してきた。これらにつきましては、色々と知事が今後の県

北のことを案じられて、今、辞める矢先なんです。しかしそれでも、知事が調停に乗り出し

てきたということは、知事の本当に重い責任で我々の、県北のスムーズな合併を望むために

やったことが１つありましたが、それらを我々町村は全部呑みました。それは、新市名の住

民投票で、「村上市」「岩船市」「村上岩船市」の３点。そして、色々な点が話し合われた結果、

結構ですと、知事の調停に応じましょうというふうになったわけであります。しかし、村上

市は、ここに来ていらっしゃる方が市長命令として県に行きまして、市長の意志を伝えたわ

けです。申し上げますが、「新市名は村上市で無ければ駄目だ。」これが１点。それから、こ

の協議会の皆さん３０名いますが、「全会一致。誰も反対することなく議決されればそれは通

りますけど一人でも反対した場合にはその会は否決する。」という風なことであります。もう

一つは、「対等合併でなくて、吸収合併」ということの３点でした。これを知事に報告されま



 10

して、知事はこれでは呑めるわけないし、全会一致とはどこにいったってありえないですよ、

必ず反対する人間があるんですよ。そういった思いから知事は本当に残念な思いをしながら

言った、というのが現状であるかと思います。市長さんこの３点は市長さんは行かなくて代

行者をやった。ということですが、この３点につきるのですか。これを教えてもらいたい。 
 
大滝副会長 

・ 今、粟島村長さんが、知事の調停案に対して、市長の使者をやって、今言ったようなことを

話したと言うことですが間違いございませんか。もし、あったら説明してください。 
 
佐藤村上市長 

・ 知事の調停ということなんですけど、実質的には調停に至らなかったということでございま

す。今言ったことの１０月９日の日に私自身知事公舎にいってまいりました。その時点で、

知事としては２つほど町村長さんに申し上げたということを、私は聞いております。「市対町

村との構造を解消し、譲歩したらどうか」ということ。先程言った「新市名は村上市でどう

か」というこの２点は話をされたということは聞いております。そういうことで合併に応じ

る条件としてはこれはできない。という回答で知事としては調停に至らないという結果であ

ったということです。 
 
大滝副会長 

・ いや市長、そういうことを粟島村長さんは聞いているんじゃなくて。３つのことを村上市か

ら回答したのは本当か、と言うことについて。一つは村上市の名で無くては駄目、あるいは

編入じゃなければというようなこと、もう一つは全会一致じゃなければ、３０人全員が賛成

じゃ無ければこの会議は成立しないことにするというようなこと。この３点です。 
 
佐藤村上市長 

・ あの、今言ったように、私が１０月９日の日に最終的に知事にお会いをして、その点をまと

めてお話ししたというのは間違いないです。 
 
大滝副会長 

・ 朝日村長さんからお話あるようです。 
 
鈴木朝日村長 

・ 私ども１０月５日に知事さんとお会いしまして調停をされました。知事はそういうことで粟

島村長さんの言われるような話でどうかということで、私ら５人では、それは呑むと言うこ

とで返事をさせて頂きました。その後、村上市の収入役さんが知事さんの元へ走って粟島村

長さんがおっしゃったことを言ったかどうか、それについて質問をしているのであります。 
 
大滝副会長 
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・ これはちょっと答えられないということでございます。 
 
神丸粟島浦村長 

・ こういうふうな基本合意が守られていないというのは、私の頭では考えにくいんですよね。

今日までどれくらい多大なみなさんによって合併に向けてきたものを、基本合意はなんなん

だということを、合併というものは名前で決めるんじゃないんですよ。これからの新市のそ

こに住んでるみなさんの、本当により以上の幸せのための、住んで良かったと思えるような

市にするのが基本合意である。それが、いたるところで２転、３転、４転ですよ。これで４

回ですよ。市長がころころころころしたの。独立してやって行きます、合併から離れますと

言うのはこれは村上市のことであります。我々は何ら文句言うことはできません。しかし、

今日に至るまでに基本合意が守られてきたからこそ、今まで続いてきたんじゃ無いですか。

地域の皆さんのいたるところにおいて。私、市長の説明会、色々な資料も見てますと、全然

異なっているということが多々あるとはっきり申し上げます。 
 
大滝副会長 

・ ちょっとお待ちください。次、どうぞ。 
 

村上市 野口委員 
・ 粟島村長さんは、ちょっと誤解している点がありますので、一つその点だけ申し上げます。

基本合意の所で市長の言われている基本合意とは何を指すのかと言うと、４月２６日の村上

市岩船郡６市町村合併協議会再開に向けての４町村確認事項。そのことをいっていると思い

ます。 
 
大滝副会長 

・ どうぞ板垣委員。 
 
山北町 板垣委員 

・ 村上市長の名前と、合併協議会の会長ですよね。私自身だぶるのでご理解していただきたい。

まず、村上市長が、１４年７月５日「編入合併でなければ残らない」。これは、任意協でござ

いました。その時に、市長は任意協の中で、心改めて「合併は必要なんだから粛々と進めて

いきたい」。こういう答弁で任意協も一致をして、その後、任意協の会長を引き受けまして、

さらに法定協議会へ来たという経緯がございます。さらに、昨年の１２月、これは神林の会

場でございましたが、「村上市でなければ合併をしない」。これは荒川町がこれから住民投票

をしようかしまいか議論されていたときでございまして、そういう討議をしたかどうかはわ

かりませんけども、そういう発言をしている。そして、法定協の反感を得たわけであります。

その後、今年の９月になりまして、突然、村上市は自立宣言を法定協ではなく議会で宣言を

し、今日は離脱の表明をされました。私の言いたいことは、村上市長として色々提案された

ことは市長としてであっても、私どもの２年半に及ぶこの協議会の中で、市長から提案のあ
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った件数、承認事項、調整事項或いは議決事項たくさんございました。一件だけが、否決さ

れたからといって、合併協議会の会長としての市長はとりまとめをする立場なのである。そ

れなのに、いつの間に変わったか、ここ２ヶ月ちょっとですよ。町村が市と対立が続くから

合併協議はだめだと。そこで、町村がだめだと言うことは、今、大きな事業を抱えている広

域的な事業がございます。これは広域事務組合事務を全て私申し上げてるわけでありますが、

年間約３０億。町村と市が対立するのであればこれも代表理事をしているのは村上市長であ

ります。なぜ、その対立の構図を今ここで打ち出し、あるいは、そのもの自体を解決しよう

とする姿が、私には一向に見えてこない。この件をまず一つ市長にお聞きしたいと思います

し、冒頭、９月１６日の法定協で会長が抜け出たんです。あの時の皆さんの顔。傍聴者もた

くさんいたでしょう。そのうえですよ、おわびの一言も今日申し上げてない。法定の協議会

の会長として私は責任があることを、いくら考えてもそう言わざるを得ない。謝罪してもら

いたい。これだけの大勢の、そして法定協にかかった経費。町民の金なんですよ、住民の金

なんです。皆さんの金で、私どもの金じゃ無いんです。そういう観点からね、広域的な問題

としてこの圏域をどうするのか、それから謝罪ついてどう考えてゆくのか、まず２点をお聞

きしたい。 
 
佐藤村上市長 

・ 広域の関係に関しましては、これは広域の今までの流れの中で７市町村いろいろやってまい

りました。これは私ももちろん大事なことであって、ただ、最近理事会でお願いしているの

は、本来の一組の組織に戻すべきであるという話は、今日もさせて頂きました。あまりにも

広域の事業が拡大しすぎて、これはまずいというお話をさせて頂いております。本来有るべ

き姿に戻すことが大事ではないかという話をさせて頂いております。そういう意味では、広

域でやっていく所は少なからずともやっていかなくてはいけない部分がございます。そして、

１６日の件に関しては、大変私としても反省すべき所はございます。閉会したとはいえ、本

来であれば皆様を見届けてというか、終わらせて行くべき、ということはございます。ただ、

そういう意味では、私としても反省すべきところはもちろん、お詫びしたいというふうに思

っております。あと、合併の進めについて私は、否定しているものはございません。ただ合

併を、これからの圏域の広域の中で、７市町村でやっていること自身がもちろん持ち出しで

す。連合です。みなさん協力してやっている。このことは、まちがいないことですね。ただ、

これからの自治体のあり方ということをしっかりと考えると、無駄なことはできないんです。

なぜかというと税収がないところなんです。そうするとやはり、どうやって税収を確保する

かということを真剣に考え、そして合併するにしても、無駄なことをどうやって抑えていく

かということをやはり真剣に考えなければならない。そういうことはしっかり、私としては、

今のテーマの中でもやってやれることかなというふうに考えております。 
 
大滝副会長 

・ はい、どうぞ。 
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山北町 板垣委員 
・ 村上市長さんは今日離脱を宣言されました。それで、当然法定協の会長は、今まで長い間大

変な努力をしていただいてきたわけでありますが、この件については、どのように市長さん

はお考えなんですか。 
 
大滝副会長 

・ 離脱を宣言したわけですので、この協議会の会長をどのように考えているのか、という質問

ですね。 
 
山北町 板垣委員 

・ そうです。 
 
佐藤村上市長 

・ 今、私としては、村上市としては離脱せざるを得ない中で、離脱表明させていただきました。

この後は、逆に町村の中でどう考えていただけるかということが現実問題として出てくると

思います。協議会をどういう形で継続するか、それとも廃止するか、というのは村上市を除

いた町村の中で考えていただくということになると思います。その辺のところを私はお願い

しながら、村上市としては先ほど言っているように、合併を否定しているということはない

んです。ただ、やはり基本的な、先ほど皆さんにも申し上げた、１０日の日にも申し上げま

した。その意味がわからないと町村長さんも言っておられます。その「基本合意が守られな

い」しかも「町村の構図」それもさっき言った、「いや、それは市長と村長、町長だけだ」と

いうことも言われました。そうかもしれません。ただその辺はしっかり守らなければ、合併

というのはやはり、皆さんが一緒の気持ちになってやらないと、うまくいかないと思うんで

す。その辺を私は繰り替えさせていただきます。 
 
大滝副会長 

・ はい、どうぞ。 
 
山北町 板垣委員 

・ 市長さん、ここで、村上市は離脱するというのは、村上市の問題で私どもが干渉できるもの

ではございません。ただ、他の町村が、これからいろいろと模索することがあるわけです。

村上の市長がこの協議会の会長であり、招集権を持って、議長の権限を持っているんです。

ですから、あなたがこのまま協議を閉じてしまうと、この法定協が運営できなくなるんです。

招集することもできない。立ち止まってしまう。そのことを、市長さんは理事会で止めてお

くということをいうのか、それとも、どういうことなのか、その辺わかりません。 
 
美濃事務局長 

・ 私からでないような質問だったんですが。法律上から言いますと、村上市が離脱をしたいと
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いう事の場合、前回は、荒川町さんの時には、統一見解ということで、トップの会談の際、

解散しましょうということがありました。それで、各議会それぞれに、解散の、いわゆる廃

止の議案を自治法の規定によって、廃止の議案を出したわけですが、否決又は審議未了とい

うことで、どこも可決しなかったという経緯があります。今回は、村上で離脱したいと言っ

たときに、残った町村が５つでこの協議会を継続するという判断になれば、５つの町村は規

約の変更、先ほどどなたかがおっしゃったように、規約の中に６つの市町村名がはっきり書

いてありますので、その規約の中身を変更して各町村議会に出す。それから村上市は、やは

り脱退の議案を出すという整合の取れた形でしないといけないということになります。この

際、一旦解散しましょうということになれば、６市町村全てが各議会に廃止の議案を出す。

現実的には、そういうふうな違いがございます。それまでの間の会長の職務はどうするのか

ということになりますとですね、この協議会はこの度、離脱を認めるか認めないかという、

そういう協議会の場でございませんので、これを終了して、今日とは言いませんけれども、

後日またトップの間で話し合いをしていただいて、もちろん持ち帰って、各町村議会とも話

し合いが必要だろうと思いますので、それを踏まえて、町村議長さんが集まり、或いは町村

長が集まるなりして、先ほど私申し上げた２つのことのどちらを選択するか、こういう条件

が出てくるだろうと思います。 
 
大滝副会長 

・ はい、どうぞ。 
 
荒川町 松田委員 

・ 市長さん、常日ごろお世話になっている中、大変失礼を省みず申し上げます。私が最初に申

し上げたいのは、スライドを見ていただきたいのですが、そこに映っている文書を初めても

らいました。その最後の方に「基本合意が守られていない」「市対町村の構図から脱却できて

いない」という文書があります。最後の２行目、「状況改善とその表明なくしては同協議会は

再開できません。」となっている。それで、私はまだ改善していないけれども、話し合いによ

って、一番大事な合併をやめるなんてことは到底考えられなかったのであります。そして、

めくっていったら４つあるのです。ひとつは協議にあたっての基本的事項、先程からお話が

ありました。しかし市長さん、最後の「法定協議会の意見の一致（全会一致）を原則とする。」

とあります。それは原則でしょう。けれども例外はあるのではないでしょうかと私は読みま

した。ですから、絶対原則とするのではなくて、町長さんも市長さんも原則とする。その内

容は先程からお話がありましたが、こういう大事なことも話し合いによって、あるいは胸襟

を開いた中で打開できるのではないか、と思ったわけでございます。２番目には「合併前の

行財政改革の実行」これは当然であります。おっしゃることはもっともだと私も共感しまし

た。それから３番目、「新市名の決定について」。これはおっしゃるとおりですがここに引っ

かかる、一番最初の住民による投票を実施すると書いてあります。それはいつ決まったのか。

これはちょっと違うのではないかと思いました。その場合は、新市名選定委員会で提案され

た「村上市」「岩船市」「いわふね市」の三択で実施することが前提となります。これは当然
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ですよね。４番目、「新市建設計画策定について」。これも先程土居委員がおっしゃいました。

本当に我々は、事務局から提案されたものに真剣に取り組み始めたところなんです。それを

市長さんがこうであるべきだとおっしゃった。これも当然であります。これからその当然の

道を歩もうとしてきたわけです。ということを前提にすれば、今日は最初に読みましたとお

り、このことについて打開の道を探ろうというふうな気持ちで私は来たのですが、皆様いか

がでございました。少なくても離脱なんて言葉は聴くとは思わなかった。これが会長さんの

声なのか、方針なのか、ここを疑問に思って先ほどからお聞きしているわけであります。も

う余地はないのか、どうなのか。もし余地がないというのであれば大変なことになるのでは

ないか。そのようなことを思いながら失礼を省みず意見を述べました。お答えいただける面

があればよろしくお願いします。以上です。 
 
佐藤村上市長 

・ 現実的には昨年７月以来、合併協議会再開後も一つにまとまるということに向けて一生懸命

やらせていただきました。その中で問題的には何回も言っているとおり、ご理解いただきな

がらも、基本的なことが現実的に守られてこなかった。６月、９月のところです。しっかり

町村が構図状況を直してもらわなくてはならない。どういう風に直すのか私はわかりません。

ただ、少なくても単体、市町村が独立した自治体ということであれば、その圏域の中から独

立した考え方がもちろんあるべきであって、ひとつにまとまって答えをだすということは普

通ありえない。こう私は思っています。そうすれば、そういうことをひとつの法定協議会の

場でそれぞれがまとめて、町村でどうこうするのではなく、６つの形が一体となって物事を

進めるということを前提に私はしてほしい、ということが前提でお話を続けています。 
 
大滝副会長 

・ 他にございませんか。 
 
神林村 近委員 

・ 法定協議会のみなさんの意見をお伺いして、みなさんがもっともだなというふうに私もお聞

きしました。どう言ってみても、村上の市長さんは離脱するの一点張りで、あとほかの事は

意味を持たないという感じがしてならないのですが、たとえ協議会会長であろうとも、今後

の運営についてきちんとした対応をたてて離脱をされるのが筋であろうと私は考えます。そ

こで完璧に協議会を離脱する場合に、法律的なことはわかりませんので間違っておったら勘

弁してください。先だっての荒川町離脱の件について、離脱する、自立するということで大

矢町長さんが住民投票をした。結果、復帰したわけですが、議会としては、それはまかりな

らんという NO を突きつけた。それが結局住民投票になって、こういう結果になってきた。

そういうことからしますと、離脱をされる以上は議会もきちっとした提案をなさるのか、そ

れで村上市議会もやめるのは結構だということになって、初めてこの場で離脱表明をするの

が順序じゃないかなと私は考えます。もしも万一、あなたが辞めたいと言っても議会で辞め

ちゃならんと言ったらどうしますか。その辺を私は聞きたいのですが。 
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佐藤村上市長 

・ この件に関しまして、村上市の議会の方に、今現状を考えれば、私としては離脱の議決をい

ただくということを本来考えていたんです。ところが、実質的には、これは法的な根拠が何

もないという事でございます。これは要するに、私が村上市の市長としての判断でさせてい

ただいて、もし、それが悪ければ、議会としてもそれなりのことをしていただくということ

にならざるを得ない、いうふうに思っています。 
 
大滝副会長 

・ 今、議会の議決は必要ないということですが、そうではないと思うが、離脱するときにも議

会の議決・協議が必要であるはないのか。 
 
美濃事務局長 
・ 今、近委員がおっしゃった中身は、提案をして、まず議会の承認を得てから話を持ってくるべ

きでないか。どっちが先かの話について言えば、やはり表明が先で、そして議会にかけるのが

後とは思うんです。ただ法律的に申し上げますと、自立を表明している自治体が、この場合村

上市が脱退を表明しているわけですが、それが、先に議案を議会に出しなさいという話にはな

らないという法体系がございます。地方自治法２５２条の２から規定があるわけですけれども、

いわゆる、構成市町村の協議によって設置した協議会でありますので、離脱するにも、事前に

協議、合意をして、さっき申し上げた２つのこと、解散するのか、或いは残ったところでまと

まってやって、ひとつだけ外れるのか、その辺の整合を図った上で、或いは会計の清算の仕方

をどうするのか、清算日はいつにするのか、そういったものを事前に協議をして議案を提案し

ないと、いわゆる瑕疵ある議案とまではいかないかもしれませんが、とにかく整合の取れない

議案の提案というような出し方というようにはできない。それらを、いくつかの自治体が協議

によって、構成をしている協議会の性格でありますし、地方自治法の協議会という章を見ても

そうなんですが、そういう前提に構成されている法律制度ですので、先にやりなさいよという

ことにはならない法体系になっています。したがって、提案する前に少なくとも市町村長間で

は、どっちにするか、やはり決めてから議案を提案すべきだというふうに考えております。 
 
大滝副会長 

・ 議会の提案は必要であるということです。後先になろうが、議会の提案は、必ず議会の承認は

必要であるということだと思います。よろしいでしょうか。 
 
神林村 近委員 

・ わかりました。それでは後先の事で私の勘違いであったと良くわかりましたが、理解できな

い部分もありますけど、いずれ議会には提案することになるとは思います。その経過がどう

なるかわからないんですが、その前に事前に、首長さんたちが集まって、この協議会の存続

をどうするか、やめる場合にはどうやっていくかということを、みなさん合意されて、それ
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から合意に基づいて市町村において議会で議決する、という形になろうかと思いますが、そ

うしますと、議会の独自性というものはどこにあるか、ちょっと私わからなくなっています。

議会としての立場を担当するのであれば同時進行ということが必要ではないでしょうか。そ

れは無理だということで、いまの事務局長の話であったろうと思うのです。その辺あまりに

も首長さん主導で、どうにも辞めるにも、生かすも殺すも、あんたがた次第だと我々考えて

いいんですか。 
 
大滝副会長 

・ そういうことではないと思います。要するに、私どもで話をして、その結果を議会に提案し

て、そこで議会の皆さんがどう判断するかというのが、行政側と議会側の分権といいますか、

そういうことになるんじゃないかなと、そのように思っておりますので、決して議会の軽視

とか、そういうことには繋がらないんじゃないかと考えます。 
・ 他にございましたらお願いします。 

 
粟島浦村 前田委員 

・ いろいろ最終的な意見が出ましたけど、私は今この協議会の中で、会長たる市長さんから離

脱という言葉が今日初めて聞きましたので残念でなりません。それは、市長さんが市民にど

れだけの説得を得られているのか、私らもそれぞれ、村上市民の身内の方が相当おります。

おそらく、この会場で市長の離脱という言葉を聞いて、残念だと思っていたと思います。そ

の中で私はいろいろと皆さんの意見がありましたけれども、今最終的な考えの中で、はらの

煮えくり返った市長さんのあれもあるが、また、我々の委員の中でもそのようなことがあろ

うかと思いますけれども、なんとかここで話し合いのあれを、もうひとたび持つような方法

にならないのかということを、念願ということではありますが、市長さん、私が言いたいこ

とは、市長さんの要望を市民がどれだけ、何パーセントくらい、市長さんが思う何十パーセ

ント以上同じ考えを持った人がいるのかを言ってもらえば幸いでありますけれども、この点

はどうですか。 
 
大滝副会長 

・ それは答えられないと思いますので、了解していただけますか。 
 
粟島浦村 前田委員 

・ 予想と言えば悪いけれども、そういった問題になろうかと思います。最終的には村上市民の

問題でありますので、また市民の問題が我々に降りかかってくるんです。ここの点を考えら

れて、また町村の方も取りやめの、今まで数年間苦労してやってきて信念を進めてきた中で、

本当に、はらの煮えくり返った最終的な問題もあろうけれども、その点をなんとかならない

かという１つの形ではないかと思います。 
 
大滝副会長 
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・ はい、わかりました。意見も大分出たようであります。 
・ 朝日村長から発言があるとの事でございます。 

 
鈴木朝日村長 

・ それでは私の方から発言をさせていただきます。この協議会開催前に６市町村長さんで今日

の協議をさせていただきました。市長の議会答弁でもそうですけど、離脱の表明をするとい

うことを市長さんの方からお聞きしまして、企画したわけでございます。そういうことであ

りますので、今日の中では変わらないというようなお話申された訳でありますので、今後は

私ども残された町村はどうするか、この対応についてこれから協議を進めなければいけない

ということでありますし、村上市議会として、市長さんから離脱の議案を提出していただい

て、議会でどうなるか、それを見ながら我々も解散になるのか、他の変更の形になるのかそ

れらが決まりますので、早急に議会に提案をしていただいて協議していただきたい。私ども

残された町村は、今後とも、時間の許す限り合併に向けて調整してがんばっていく、そんな

決意でありますのでよろしくお願いを申し上げます。 
 

大滝副会長 
・ 今、朝日村長から結果みたいなことが発表されましたが、どうしても、もう一度言いたいと

いうことがありましたらお願いします。 
 
山北町 板垣委員 

・ 先程からお聞きしますと、市町村長さんの背中に７万人の重責を担うと言って過言でござい

ません。小異を捨て大同につくという言葉があります。市町村長さんに申し上げます。真剣

に議論して、そして、住民が今までのアンケート調査、住民投票の結果を十分把握し、そし

て私どもにも早い時期にその内容をご説明していただければ非常に私はありがたいと思いま

す。 
 
大滝副会長 

・ 今、山北町の議長さんから、そういうご意見と要望を持っているんだというご発言がありま

したので、今日全部の市町村長いますので、それをしっかりと受け止めていただきたいとこ

んな風に考えております。 
 
山北町 齋藤委員 

・ 先程来、村上市長さんのお話、また各委員からのお話お聞きして十分理解しておりますが、

今日の議題は、これからの運営についてというひとつの課題でございます。今日の会議でど

のような最終結論になるのかわかりませんが、今日の会議に私も出席するためには、各方面

の方々、また様々の方々にご相談をしてまいりましたけれども、この会は元来出てみなけれ

ばわからないというのが一般の方々の感想でございます。法定協は出てみなければわからな

いと、前もって言っていることが全然通用しないことが数多くあったんじゃないかと言うよ
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うな出来事がございまして、余談でございますが、今日のこれからの運営に対して、さっき

板垣委員がおっしゃったように合併を離脱する会長さんが議長であって、それが様々な事で、

首長さんの会議で様々な問題が出てくるというようなことであればそれで結構ですが、ひと

つその辺は、今日のこの法定協の委員の中でできちっと決めていただきたい。説明できるよ

うにしていただきたい。できればこの場で、辞任をしていただいて新たな会長さんをここか

ら選出するというのがこれからの課題なのではないかと、私はそう思います。決して、これ

まで様々な考えをもとに離脱を考えた村上市長の意見をここで撤回とか何とか有り得る訳な

いんでございますので、その辺は時間も少ない中のことですから、これからの郡部の残され

た町村が合併に向かってがんばっていかなければならないんじゃないかと、そんなふうに思

っていますが、各首長委員の皆さんにお聞きしたい。今の形でどうなのか。 
 
佐藤村上市長 

・ 今の話ですけれど、今、６市町村でこの協議が続いております。今私は離脱ということの説

明をしました。ということは、今後協議会を開くとすれば、村上市は出てきませんので、実

質的には町村で考えていただくということになると思います。町村長さんが集まってどうす

るかというお考えの結論を出していただいて、今後の協議を変更して皆さんでやっていくか、

それとも、しばらく考えてどうするかという結論を町村長が出して、町村の議会、そして皆

さんが出していかなければならない、ということになります。その結果を受けて私としては、

村上市として廃止の議案を提案になるか、皆さんが変更で幾つか一緒になるとすれば、その

議案と併せて村上市は脱退の議案を出すということになります。 
 
大滝副会長 

・ よろしいでしょうか。 
 
山北町 齋藤委員 

・ そういうやり方というのは事務局から説明を受けて私重々わかるのです。前もってチラシ、

パンフレットにも書いてあるし、議会等々十分わかっているつもりです。これからの、明日

からの運営方法についてが議題です。運営のやり方をどうするかというんです。私は、運営

は、これから例え村上が離脱宣言したにしても、この法定協というものは成立しているんだ

と、成立しているということは会議しなくちゃならないし、そういう連携プレーをどのよう

に今決めていくのかということを、答えが出るのかでないのか、それを明解にしなければな

らないとこういう意見です。 
 
大滝副会長 

・ 齋藤さんおっしゃるのは、全てが決まるまでの間、法定協議会を継続しなければならない。

その時に会長に招集権があるわけでございますので、そういう点をどう考えておるのか、そ

ういうことですか。 
（「はい」という声） 
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・ これ以上開かないのか、或いは開くときにはどういうことで開くのかということです。 
 
佐藤村上市長 

・ 先程の市町村長会議の中では、この結果を受けて町村長さんが集まって、どうするかを決め

たいという事でございますので、それでどうするかという結論が出てくるかと思います。 
 
大滝副会長 

・ この協議会の規約の内容の通り、会長というのは協議会委員です。会長でなければ招集でき

ないということですし、また副会長が会長を代理することは、事故があれば、或いは死んだ

りした場合というのでないと開会できないということになっておりますので、この点につき

ましては、早速私ども皆さんの意見を踏まえまして、６市町村長で会議を開きまして、いず

れにしても、この法定協議会というのは最終的な結論が出るまで継続しなければなりません

ので、それまでの間どうするかということも含めて、話をするべきじゃないかと思いますが、

会長どう思いますか。 
 
佐藤村上市長 

・ とにかく早急に、先程言ったように町村長会議開くというので、その結論を私は待ちたいと

思います。 
 
鈴木朝日村長 

・ この会議が終了した後、６市町村長が集まって改めて協議をする。会長は各市町村長の互選

によると規約にありますので、それで決めさせていただきますが、いかがでしょうか。 
 
大滝副会長 

・ よろしいでしょうか。それで結果については、また法定協議会を開くということにいきませ

んので、おそらく文書等によってということになります。 
 
大矢荒川町長 

・ それはちょっと決まらないと思います。なぜなら、６市町村で合併していくのが本来のどう

なるかであって、この町村でも様々ありますから、それですぐには決められないと思います。 
 
大滝副会長 

・ そういうことを言っているんじゃなく、要するに、この法定協議会は、最終的な結論が出る

まで継続していかなければならないので、その継続する間の会長としてやっていきますかと

いうことを聞いているんです。 
 
村上市 土居委員 

・ 先程申し上げたように、協議会規約第８条「会長は協議会を代表し、会務を総理する」と書
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いてあります。ですからその会長さんが現在、お辞めになるというようなことなんです。そ

うしますと、ここでまだ６市町村の法定協議会は現在残っているんです。であるのだから、

ここで会長さんが、私降りたいといったら、６人で協議をして、誰が次の会長になるのか、

その後に村上市長は、俺は抜けるんだから、抜けさせてくれということの答えが出てくるん

じゃないですか。実際には、まだそこまでいってないんでしょ。今、協議中なんです。です

から、それらについて抜けるなら抜ける。会長を変えるか、変えないか。その結論をみなさ

ん法定協の委員は、待っているじゃないでしょうか。そういうふうにしてください。 
 
大滝副会長 

・ これは会議を統括している会長の意見を聞かなければなりませんので、会長からのお答えを

お願いします。 
 
佐藤村上市長 

・ 先程から言っているように、今後のことについては、まず５町村、私は今離脱という表明を

させていただきましたが、それに対して、町村長が話し合いをするということがございます

ので、そのままでいいと思います。今日はこのままの形の中で進めさせていただきまして、

後日どうなるかは、連絡を差し上げるというふうになると思います。 
 
大滝副会長 

・ それでは事務局、会長の選任方法について説明してあげてください。１号委員で話して、そ

してそこでそういったものを、ここで仕事できるんですか。 
 
美濃事務局長 

・ 前提としまして、この法定協議会は、言い方が適切かどうかありますが、不正常な状態なん

です。正常な状態でないんで、そういう中で会長だけ変えてみたところで、この協議会は動

かない位置にいるんです、現実。この法定協議会には、なんのために設置をしたかというの

はこの規約の中にも書いてありますけれども、担任事務として、関係市町村の合併に関する

協議、市町村の建設計画の策定、その他合併に関する合併を進めていくための諸条件、諸要

件を調整し、決定しましょうという法定協議会な訳でありますが、それが本来な訳でありま

すので、それが今、村上市が離脱をしたいということになりますと、不正常な状態で法定協

議会は動かないということになりますから、また元に立ち返って、各市町村で提案をし、各

議会の議決を得て設置をした法定協議会でありますので、もう一度、やはり市町村に立ち返

って、これからどうするかというのを決めていただく、これが本筋、大前提。会長を変えて

みたところで、言い方悪いかもしれませんけれど、法定協議会は動かないということであり

ますので、前段６時から市町村長会議をしたわけでありますが、その中で、村上市が表明し

たら、まず町村長さんで相談しようという話になっておりますので、それを受けてまた、お

話が進行するものと私も思っております。 
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村上市 土居委員 
・ 大体わかりました。合併協議会の事務局長にお聞きしますが、今、村上市長がこの法定協議

会から抜けたいということであります。当然表明した以上は、村上市議会に離脱の案件が出

されるんであろうと思います。その時村上市議会が否決をしたとなったらどうなるんですか。

例えば今、神林村長さん、荒川町長さん、山北町長さん、鈴木朝日村長さん、神丸村長さん

この方々を含め、皆さん６市町村が合併をしたいということでこの法定協議会が設置された

んです。それでもう寸前に合併しようという時になって、離脱になったんです、村上市長だ

け。その時に村上市議会に離脱の案件が出されて、村上市議会が否決をしたと、その案件に

対して。それでも法定協議会はなくなるんですか。その点をお聞かせください。 
 
美濃事務局長 

・ 法定協議会はなくなりません。存続します。ただ、協議は動かないという状態が依然として

続くということになります。 
 
村上市 土居委員 

・ 協議が動かないから、会長を変えてはどうですかと私は言っているんです。 
 
美濃事務局長 

・ そういう問題ではなくて、行政のトップが合併に加わらないと、そういう判断というのはや

はり重いものなんです。従って、私どもは事務事業調整をしていってもそうなんですが、分

科会・部会というのは職員間で、保健なら保健、下水道なら下水道の担当で集まって、そし

て事務調整関係の案を作るわけですけれども、その際にもおそらく、脱退を表明している自

治体からは職員を出さないというでしょう。そうなれば、協議そのものが正に瑕疵ある協議

ということになりますので、それを提案すること自体不可能になる。もし仮に提案して、通

ったとしても、最後には合併協定書という調印があります。そこで調印しないとなれば、そ

れまでの協議というのは全て無駄になるということになりますので、やはり大前提には、正

常に機能して動くということが大前提だと申し上げさせていただきます。 
 
山北町 齋藤委員 

・ 事務局が言っていることを私は聞いているんではないんです。今日の議題は、今後の運営に

ついて、今、町長が議題に出たものを討議するような議題でなくてね。今後の法定協の運営

をするためにはどうしたらいいかというものを議題にしているんですね。それなりに動かな

ければならないと思っているんです。運営できないものを何も会議する必要はないわけです

から。離脱をするだけで、一方的でいいんです。その運営というものはどういうものかとい

う、そういうことです。 
 
大滝副会長 

・ 離脱宣言したわけですし、まだ法定協議会が解散したわけじゃないので、解散するという正
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式に決まるまで、会長として法定協議会は開くんですか、開かないんですかと、こういうこ

とも含めてです。 
 
佐藤村上市長 

・ 先程から申し上げている通り、私は今ここで離脱を表明させていただきました。この開催前

の町村長さんとの話の中では、それをさせていただいて、我々は町村長集まって会議をしま

すと言う事でございます。そういう経過で今後のことはどうなるかということが決まるわけ

ですので、それで今日は、今後の運営となればそういう話をさせていただきます。 
 
大滝副会長 

・ そのように、辞めないと言う事です。わかりました。それを含めて早急に、今日ではなくて、

私ども早急に話に入らせていただきたいと、そういうふうに考えておりますが、それでご了

承いただけませんか。 
 
村上市 土居委員 

・ だいたい今、意見が出尽くしたようであります。ただ、先程松田委員から言われてますが、

問題は、村上市長さんの考え方を変えるのは、どこをどう直せば合併ができるのか、その点

を答えていただきたい。 
 
佐藤村上市長 

・ 先程から申し上げている通りに、皆さんの先程から言っているところの一番最初の問題なん

です。そこを･･･ 
 
村上市 土居委員 

・ そこが大事ですから。 
 
佐藤村上市長 

・ だから具体的に町村長さんにお話をしたわけでございます。 
 
大滝副会長 

・ 話が堂々巡りですので、協議の方はこれで終わりたいと思いますが、よろしいですか。どう

してもこれは、というのがあればお聞きしますけれども。 
・ なければこれで議長を変わります。 

 
佐藤会長 

・ ありがとうございました。 
・ それでは、そのほかもございませんか。ないようでございますので、閉会の言葉を副会長か

らお願いします。 






