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「村上市岩船郡６市町村合併協議会」の経緯 
 

村上市岩船郡６市町村合併協議会 
（平成 17年 3月 31日現在） 

 
平成 16年 4月 12日 村上市から４町村提案に対する回答書を送付。 
     ４月２６日 ６市町村長と正副議長との懇談会（荒川町欠席）。 

       議題：村上市からの回答書に対する４町村確認事項の説明
と協議（合意） 

       会場：岩船地域広域事務組合 
     ５月 １日 荒川町の動向により一時休止状態であった事務局を再開。 
     ５月１４日 第５回幹事会を開催。 

       議題：協議会事務局業務の再開について 
       時間：午後３時００分～ 会場：岩船地域広域事務組合 

     ６月 ６日 荒川町の合併の意思を問う住民投票が施行され、即日開票の結果「村

上岩船６市町村による合併」が過半数を超える。 
     ６月２４日 第６回幹事会を開催。 

       議題：６市町村合併協議主要課題の方針確認について 
       時間：午後１時３０分～ 会場：岩船地域広域事務組合 

     ６月３０日 ６市町村長会議を実施。 
       議題：(１)合併の期日について 
          (２)市名の決定方法について 
          (３)新庁舎の建設について 
          (４)建設計画登載主要事業について 
          (５)組織機構及び職員給与等について 
          (６)主要事務事業調整項目について 
          (７)システム統合について 
          (８)地域審議会の設置について 
          (９)広域事務組合の取扱いについて 
         (１０)その他 
           ①今後のスケジュールについて 
           ②平成１６年度協議会予算補正について 
           ③事務局体制について 
       時間：午後１時３０分～ 会場：ホテル汐美荘 

     ７月 ６日 ６市町村正副議長、首長懇談会を開催 
       内容：６月３０日に開催された６市町村長会議の内容報告 
       時間：午後５時～ 会場：ホテル大清 

     ７月１５日 財政会計分科会を開催。 
第７回幹事会を開催。 



村上市岩船郡６市町村合併協議会経緯 2 

       議題：(１)第６回法定協議会の協議題等について 
       時間：午後２時～ 会場：岩船地域広域事務組合 

     ７月２０日 下水道分科会を開催。 
上水道分科会を開催。 

     ７月２１日 母子児童援護分科会を開催。 
建設管理分科会を開催。 
民税収納国保年金合同分科会を開催。 

     ７月２２日 農業委員会分科会を開催。 
学校教育分科会を開催。 
林政水産分科会を開催。 

     ７月２３日 商工観光分科会を開催。 
       時間：午前９時４５分～ 会場：岩船地域広域事務組合 

     ７月２６日 第６回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
       時間：午後６時３０分～   

会場：村上市民ふれあいセンター 
       報告第１９号 経過報告及び業務報告 
       報告第２０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 
       報告第２１号 新市名候補選定委員及び新市建設計画策定

委員の交代について 
       第５号議事 平成１５年度村上市岩船郡６市町村合併協議

会決算認定について 
       第６号議事 平成１６年度村上市岩船郡６市町村合併協議

会予算（専決）について 
       第７号議事 平成１６年村上市岩船郡６市町村合併協議会

補正予算（第１号）について 
       協議第２号 合併期日について（変更協議） 
       協議第１４号の１ 事務事業調整（第１回）について（再

提出） 
       その他 
国土計画分科会を開催。 
介護保険分科会を開催。 

     ７月２７日 社会体育分科会を開催。 
防災交通分科会を開催。 

     ７月２８日 社会教育分科会を開催。 
     ７月２９日 高齢障害分科会を開催。 
     ７月３０日 国保年金分科会を開催。 
     ８月 ２日 事務局を１５名体制にする。 

商工観光分科会を開催。 
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     ８月 ３日 第４回新市名候補選定委員会を開催。 
       時間：午後２時～  会場：村上市役所第５会議室 
       議題（１）副委員長の選任について 
         （２）経過報告 
         （３）委員会のスケジュールについて 
         （４）新市名候補の選定について 
       その他 
下水道分科会を開催。 

     ８月 ４日 建設管理分科会を開催。 
上水道分科会を開催。 
国土計画分科会を開催。 

     ８月 ５日 母子児童援護分科会を開催。 
学校教育分科会を開催。 
総務人事分科会を開催。 

     ８月 ６日 第４回新市建設計画策定委員会を開催。 
       時間：午前１０時～  会場：岩船地域広域事務組合 
       諸報告等 
        今後の日程等について 
        その他 
       計画策定素案の審議について 

     ８月 ９日 農業委員会分科会を開催。 
国保年金・民税収納分科会を開催。 
防災交通分科会を開催。 
電算分科会・関係正副分科会長会議を開催。 
６市町村長会議を実施。 
       時間：午後４時～  会場：岩船地域広域事務組合 
       内容：第７回合併協議会の協議題について 

     ８月１０日 高齢障害分科会を開催。 
保健衛生分科会を開催。 
商工観光分科会を開催。 
環境衛生分科会を開催。 

     ８月１１日 第８回幹事会を開催。 
       時間：午後２時～  会場：村上市役所 
       協議題（１）基幹系システムの選定について 
          （２）第７回協議会の協議題等について 
社会体育分科会を開催。 

     ８月１２日 農政分科会を開催。 
     ８月１９日 国保年金分科会を開催。 

高齢障害分科会を開催。 
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母子児童援護分科会を開催。 
     ８月２０日 学校教育分科会を開催。 

総務人事分科会を開催。 
     ８月２３日 第７回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 

       時間：午後６時３０分～   
会場：村上市民ふれあいセンター 

       報告第２２号 業務報告 
       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 
       協議題１５号 財産の取い扱いについて 
       協議題１６号 介護保険事業の取り扱いについて 
       協議題１４号の２ 事務事業調整（第２回）について 
       説明会 
        「合併特例区等新たな地域自治組織について」 
         ＜講師＞新潟県総合政策部市町村合併支援課 

 関谷参事 様 
       その他 
農業委員会分科会を開催。 
国保民税合同分科会を開催。 

     ８月２５日 第５回新市名候補選定委員会を開催。 
       時間：午前９時３０分～  会場：岩船地域広域事務組合 
       議題（１）新市名候補の選定について 
            （１次審査結果表による２次審査） 
         （２）その他 
       その他 

     ８月２６日 農委産業部会を開催。 
     ８月２７日 土木建設部会を開催。 

電算分科会を開催。 
     ８月３０日 教育部会を開催。 

税政・住民福祉合同部会を開催。 
住民福祉部会を開催。 

     ９月 １日 第６回新市名候補選定委員会を開催。 
       時間：午前１０時～  会場：岩船地域広域事務組合 
       議題（１）新市名候補の選定について（報告案文協議） 
         （２）その他 
第９回幹事会を開催。 
       時間：午前１０時～  会場：村上市役所 
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       協議題（１）第８回協議会の協議題等について 
          （２）第９回協議会の協議題等について 
          （３）その他 
総務財政部会を開催。 

     ９月 ３日 第５回新市建設計画策定委員会を開催。 
       時間：午前１０時～  会場：岩船地域広域事務組合 
       諸報告等 
       計画策定素案の審議について 
民税収納分科会を開催。 

     ９月 ４日 ６市町村長会議を実施。 
       時間：午前９時３０分～  会場：村上市役所 
       内容：第８回合併協議会における協議議件等について 
          第９回合併協議会における協議議件等について 
          主要な事務事業調整方針について 
          新市建設計画（案）策定進捗について 

     ９月 ６日 基幹系システム統合デモンストレーションを実施。（～８日） 
教育部会を開催。 

     ９月１０日 第８回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
       時間：午後６時３０分～   

会場：村上市民ふれあいセンター 
       報告第２５号 業務報告 
       報告第２６号 村上市岩船郡６市町村合併協議会幹事会規

程の一部改正について 
       報告第２７号 新市名候補選定結果について（委員長報告） 
       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 
       協議第１４号の３ 事務事業調整（第３回）について 
       協議第３号の２ 新市の名称について 
       その他 

     ９月１４日 農政分科会を開催。 
林政分科会を開催。 

     ９月１５日 第１０回幹事会を開催。 
       時間：午後３時～  会場：岩船地域広域事務組合 
       協議題（１）第１０回協議会の協議題等について 
          （２）一部事務組合の取扱い方針について 
          （３）その他 
             ・財務会計システム構築に関する推進体制

（案）について 
     ９月１６日 第９回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
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       時間：午後６時３０分～   
会場：村上市民ふれあいセンター 

       報告第２８号 業務報告 
       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 
       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 
       協議第１８号 補助金、交付金等の取扱いについて 
       協議第１４号の４ 事務事業調整（第４回）について 
       協議第３号の２ 新市の名称について（継続協議） 

     ９月２１日 農業委員会分科会を開催。 
防災交通分科会を開催。 
選挙管理分科会を開催。 

     ９月２２日 財政会計分科会を開催。 
民税収納分科会を開催。 
資産税分科会を開催。 
企画広域分科会を開催。 

     ９月２７日 村上市長が同市議会定例会本会議において、自立を選択すると表明。 
国保年金分科会を開催。 
母子児童援護分科会を開催。 
高齢障害分科会を開催。 
環境衛生分科会を開催。 

     １０月 ４日 村上市長と関係町村長及び議会議長とが面談。 
       時間：１１時～  会場：村上市役所 
       内容 村上市岩船郡６市町村合併協議会の継続の申し入れ

について 
     １０月 ６日 １０月７日（木）に開催予定とした第１０回協議会を延期。 
     １０月２２日 村上市で住民説明会が開始され、村上市長が自立表明に至った経緯

などの説明を行った。（市内６会場、２９日まで） 
     １０月２９日 村上市議会臨時会が開催され、議員発議による「村上市が荒川町、

山北町、朝日村、神林村及び粟島浦村と合併することの是非を問う

住民投票条例制定について」が提案されたが、賛成少数により否決

となった。 
     １１月１０日 ６市町村長会議を実施。 

       時間：午後４時～  会場：村上市役所 
       内容：今後の合併協議会の方向等について 
          法定協議会の開催について 

     １１月１８日 第１１回幹事会を開催。 
       時間：午後２時～  会場：岩船地域広域事務組合 
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       協議題（１）経過報告 
          （２）今後の合併事務局の運営等について 
          （３）その他 

     １１月２５日 第１０回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
       時間：午後６時３０分～   

会場：村上市民ふれあいセンター 
       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 
       報告第３０号 業務報告 
       協議事項 
        ①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 
        ②質疑応答 
        ③その他 

     １１月２９日 関係町村長及び正副議長会議を開催し、今後についての対応を協議

した。 
     １２月７日 村上市議会第４回定例会が開催され、議員発議による「村上市が荒

川町、山北町、朝日村、神林村及び粟島浦村と合併することの是非

に関する住民投票条例制定について」が提出され、可決された。（賛

成１０、反対９） 
     １２月１７日 先の村上市議会に於いて議決された住民投票条例について、村上市

長からの再議請求に基づき審議を行った結果、賛成１０人、反対１

０人の同数となり、再議における特別多数決（３分の２以上の賛成）

を得られなかった為、同条例は廃案となった。 
     １２月２０日 村上市議会において全員協議会を開催し、合併協議再開に向けた協

議を行った。その結果、関係町村議会に対して合併協議再開に向け

た働きかけを行うこととした。 
     １２月２７日 関係市町村議会の正副議長会議が開催され、村上市議会側から合併

協議再開に向けた諸条件について提案がなされ、協議を行った。し

かし、新市の名称について、村上市議会側の提案では新市名候補選

定委員会から提案された「村上市」「岩船市」「いわふね市」から、

住民による投票で決めることとしているのに対し、町村議会側から

は「村上岩船市」という名称で決定することが提案され、結論に至

らなかったため、再度会合を持ち協議することとなった。 
なお、村上市議会側から提案した諸条件としては、「合併協議に当た

っての考え方」「行財政改革方針」「新市名の決定方法」「新市建設計

画策定方針」など。 
平成 17年 １月１１日 ６市町村議会正副議長懇談会が開催され、先の村上市議会提案につ

いて協議を行ったが、新市の名称についての決定方針で合意に至ら
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ず、進展はみられなかった。 
       会場：岩船地域広域事務組合 
       時間：午前１０時３０分～ 

     １月１３日 村上市議会の全員協議会が開催。先の６市町村議会正副議長懇談会

の協議内容が報告され、市議会として、これまでの提案事項に変更

がないことを確認。村上市長も「現状のままでは、６市町村の枠組

みでの合併協議継続の考えがない｣ことを表明した。 
また、関係５町村長が会合を行い、新市名を「村上岩船市」としな

ければ協議の続行は無理と決定。５町村で研究会を立ち上げ、合併

を模索する方針を示した。 
     １月２６日 ６市町村長会議を開催。 

       会場：岩船地域広域事務組合 
       内容：協議会廃止の時期について 
          事務局職員の取り扱いについて 

     １月３１日 関係町村の事務局職員９名を解任。 
     ２月 ６日 村上市の事務局職員のうち２名を解任。 
     ２月 ７日 ６市町村長会議を開催。以下のことを決定した。 

       会場：岩船地域広域事務組合 
        ○協議会の廃止議案を３月１８日に統一して提案するこ

と 
        ○廃止議案提出前に協議会を開催すること 

     ２月１５日 第１２回幹事会を開催。 
       時間：午後１時３０分～  会場：岩船地域広域事務組合 
       協議題（１）第１１回合併協議会の開催について 
          （２）廃止議案について 
          （３）清算事務について 
          （４）その他 

     ３月１０日 第１１回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
       時間：午後６時３０分～   

会場：村上市民ふれあいセンター 
       報告第３１号 業務報告 
       報告第３２号 村上市岩船郡６市町村合併協議会の廃止及

び清算について 
       その他 

     ３月１８日  「村上市岩船郡６市町村合併協議会の廃止について」が関係市町

村議会に同時提案され、以下のような審議結果となった。 
         村上市  賛成少数（９対１０）  否決 
         荒川町  異議なし        可決 
         神林村  賛成全員（１７対０）  可決 
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         朝日村  賛成多数（１６対１）  可決 
         山北町  賛成全員（１２対０）  可決 
         粟島浦村 賛成全員（ ７対０）  可決 

     ３月３０日  村上市議会臨時会が開催され、先に否決となった「村上市岩船郡

６市町村合併協議会の廃止について」を再提案し審議を行うが、ま

たも賛成少数により否決となった。 
         村上市  賛成少数（９対１０）  否決 
       ※この結果、法定協議会は法律的には残るものの、５町村

が既に可決していることから、事実上廃止状態となりま

した。 
     ３月３１日 会計を決算し、剰余金について関係市町村へ返還。 

事務局職員全てを解任。（村上市２名） 

 


