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第１回
大船渡市・三陸町合併協議会会議録

　　　　　　　　　　　　　（　平成１３年７月１９日　）

　　　　　　　　　　　　　大船渡市・三陸町合併協議会
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　　　　　　　　　　第１回大船渡市・三陸町合併協議会会議録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 13 年７月 19 日　午前 10 時 00 分開会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　シーパル大船渡　　大会議室

　議事日程第１号

　　日程第１　　開会

　　日程第２　　規約の説明及び協議事項の報告

　　日程第３　　あいさつ（会長・副会長）

　　日程第４　　委嘱状の交付

　　日程第５　　委員の紹介

　　日程第６　　経過報告

　　日程第７　　協議

　　　(1) 報告第１号　大船渡市・三陸町合併協議会事務局規程について

　　　(2) 協議第１号　大船渡市・三陸町合併協議会財務規程について

　　　(3) 協議第２号　大船渡市・三陸町合併協議会の現金預入金融機関について

　　　(4) 協議第３号　平成 13 年度大船渡市・三陸町合併協議会予算について

　　　( 5)  協議第４号　大船渡市・三陸町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関す

　　　　　　　　　　　る規程について

　　　(6) 協議第５号　大船渡市・三陸町合併協議会会議運営規程について

　　　(7) 協議第６号　大船渡市・三陸町合併協議会会議傍聴規程について

　　日程第８　　閉会

　出席委員（25 名）

　　１号委員　甘竹勝郎君　佐々木菊夫君　紀室輝雄君　中村隆男君　佐々木一雄君　

　　　　　　　木川田敏郎君

　　２号委員　今野雄吾君　佐藤榮助君　佐藤文男君　道下喜美男君

　　３号委員　村上健一君　佐藤丈夫君　志田嘉功君　掛川秀邦君　千田隆三君

　　　　　　　及川和也君

　　４号委員　田村　誠君　福田　毅君　上村俊一君

　　５号委員　菅野佑三君　小松智友君　熊谷孝嘉君　佐々木昭夫君　中井昭樹君

　　　　　　　片山秀樹君

　欠席委員（５名）

　　３号委員　鎌田和昭君　平田武君

　　４号委員　藤原良信君

　　５号委員　藤原榮喜君　中島　信君

　事務局出席者

　　事務局長　金　昌治君　　　　　　次　　長　及川　潔君

　　次　　長　吉田良雄君　　　　　　主　　幹　新沼辰男君

　　補　　佐　新沼秀人君　　　　　　係　　長　後藤俊一君

　　係　　長　佐藤浩徳君　　　　　　係　　長　江刺雄輝君

　　主　　事　金野　正君　　　　　　主　　事　山口秀樹君
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　会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを確認し、ここに署名する。

　　

　　　　　　　大船渡市・三陸町合併協議会会長　　甘　　竹　　勝　　郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名委員　　菅　　野　　佑　　三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名委員　　佐 々 木　　昭　　夫
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　　　　　　　　　　　　　　　午前１０時００分開会

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　ご案内の時間となりまし

たので、ただいまから第１回大船渡市・三陸町合併協議会を開会いたします。

　私は本日の会議の司会を勤めます合併協議会事務局の吉田です。よろしくお願いしま

す。なお、協議第６号で会議傍聴規程について協議しますが、本日の会議は公開として

進めてよろしいでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　それではそのようにした

いと思います。

　それでは本日の会議はお手元に配布しております次第及び資料により進めさせていた

だきます。

　本日の出席委員は 25 名であります。本協議会の規約第 1 0 条では、両市町の委員それ

ぞれ半数以上が出席しなければ会議を開くことができないと定めているところでありま

すが、会議が成立しておりますことをお知らせいたします。なお、本日の欠席の委員の

方々は岩手県議会議員藤原委員、大船渡市議会議員鎌田委員、三陸町議会議員平田委員、

大船渡市農業協同組合代表理事組合長藤原委員、三陸町農業協同組合代表理事組合長中

島委員、以上であります。

　次に本協議会の規約の説明及び協議事項の報告を行います。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　それでは規約と規約に基づく協

議事項について報告を申し上げます。

　まず大船渡市・三陸町合併協議会規約でございます。次のページをお開き願いたいと

思います。大船渡市・三陸町合併協議会規約。（設置）第１条、大船渡市及び三陸町（以

下「両市町」という。）は、地方自治法第 2 52 条の２第１項及び市町村の合併の特例に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、合併協議会（以下「協議会」という。）を置

く。（協議会の名称）第２条、協議会は大船渡市・三陸町合併協議会と称する。（協議会

の任務）。第３条、協議会は次に掲げる事務を行う。第１号、両市町の合併に必要な調

査研究。第２号、合併後の建設計画の作成。第３号。両市町の合併に関する協議。第４

号、前３号に掲げるもののほか、両市町の合併に関し必要な事項。（協議会の事務所）

第４条。協議会の事務所は、大船渡市に置く。（組織）第５条、協議会は会長、副会長

及び委員をもって組織する。（会長及び副会長）第６条、会長及び副会長は、両市町の

長がその協議により、次条第１項の規定に基づき委員となるべき者の中から、これを選

任する。第２項、会長及び副会長は非常勤とする。（委員）第７条、委員は次に掲げる

者をもって充てる。第１号、両市町の長、助役及び収入役。第２号、両市町の議会の議

長及び副議長。第３号、両市町の議会の議員各４人。第４号、両市町の長が協議して定

めた学識経験を有する者４人。第５号、両市町の長がそれぞれ定めた学識経験を有する

者各４人。第２項、委員は、非常勤とする。（会長の職務代理）第８条、会長に

事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。（会議）第９条、
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協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。第２項、会議の開催場所

及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければなら

ない。（会議の運営）。お開き願います。第 10 条、会議は、両市町の委員のそれぞれ半

数以上が出席しなければ、これを開くことができない。第２項、会長は、会議の議長と

なる。第３項、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って

定める。（事務局）第 11 条、協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。第

２項、事務局の職員は両市町の長が協議して定めた者をもって充てる。第３項、前項に

定めるもののほか事務局に関し必要な事項は会長が別に定める。（協議会の経費）第 12

条、協議会に要する経費は両市町が協議して負担する。（監査）第 1 3 条、協議会の出納

の監査は、両市町の監査委員各１人に委嘱して行う。第２項、監査委員は、監査の結果

を会長に報告しなければならない。（財務に関する事項）第 14 条、協議会の予算の編成、

現金の出納その他財務に関し必要な事項は、大船渡市の例により会長が定める。（協議

会解散の場合の措置）第 1 5 条、協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、

解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。（補則）第 1 6 条、この

規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。附

則、この規約は、平成 13 年７月 16 日から施行する。以上でございます。

　それから協議事項の報告でございますが、大船渡市・三陸町合併協議会規約第６条第

１項、第７条第１項第４号、第 11 条第２項に規定する大船渡市及び三陸町の協議事項

について、７月 1 6 日に定めたことを報告いたします。まず大船渡市・三陸町合併協議

会の会長及び副会長でございますが、会長には大船渡市長甘竹勝郎、副会長には三陸町

長佐々木菊夫が就任することが決められております。それから二つ目といたしまして大

船渡市・三陸町合併協議会の委員、これは学識経験を有する委員でございますが、これ

も協議してございますので報告を申し上げます。４名でございます。岩手県議会議員藤

原良信様、岩手県議会議員田村誠様、岩手県地域振興部市町村課長福田毅様、大船渡地

方振興局長上村俊一様の４人でございます。なお、監査委員には大船渡市の佐々木喜美

男代表監査委員、三陸町の平田正治郎代表監査委員を委嘱したところでございます。以

上でございます。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　次に次第の３あいさつで

ございます。初めに本協議会の会長であります甘竹大船渡市長にお願いします。

○会長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　おはようございます。委員の皆様方にはそれぞれ

ご多忙のところ、そして遠方から当会にご出席を賜りましたことを厚く御礼を申し上げ

ます。ありがとうございます。

　さて、ただいま報告がありましたとおり、その規約によりまして、第６条によりまし

て会長に就任をおおせつかった甘竹でございますし、副会長には三陸の佐々木町長様が

ご就任をいただいているところであります。非常に私は微力ではありますが、この会の

趣旨にのっとりまして努めさせていただきますので、よろしくご指導とご協力を賜りた

いと思うところであります。

　さて、この両市町の合併につきましては、いろいろございましたが、おかげさまで最

終の協議となりますところの法定協議会というところに相なった次第でございます。ご
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案内のとおり、この法定協議会に至るまでは任意の協議会が開催をされまして、合併に

関する 4 7 項目につきまして調整をさせていただいているところであります。いよいよ

もって、この法律に定められました法定協議会でございまして、皆様方にご就任をいた

だき、皆様方とともに、この歴史に残ります合併という大事業を議論をしていただくこ

とは、たいへん意義深いことでありますし、この結論は、後の方々からも、いい結論を

求めたと言われるような立派なものにしていきたいなと、このように考えておりますの

で、大所高所からご判断を賜りまして、よろしくお願いを申し上げるところであります。

　なお、ご案内のとおり、この法定の協議会ということになりますので、法律に定めら

れました合併への手順を一つひとつクリアをしていくという極めて重要な案件でござい

ます。したがいまして、この一つひとつの手順につきまして、吟味に吟味を重ねながら

進めさせていただきますが、我々といたしましても初めてのことでございますので、全

国の合併への手順等を参考にさせていただきながら、その準備はさせていただいたとこ

ろでございます。

　どうぞそういう意味におきまして、より一層次元の高いところからの委員の皆様方の

ご指導を賜ればありがたいなと、このように思うところであります。本当にお忙しいと

ころご出席をいただきましたことに重ねて御礼を申し上げ、ごあいさつとさせていただ

きます。今日は本当にありがとうございました。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　次に三陸町佐々木町長に

お願いいたします。

○副会長（三陸町長　佐々木菊夫君）　おはようございます。ただいま甘竹会長の方か

らごあいさつありましたが、私は三陸町長ということでのご指名でありますので、一言

御礼をかねたごあいさつを申し上げたいと、そう思います。

　今朝の岩手日報をちょっと拝見いたしましたところ、市町村の約４割が合併協議の組

織を設置したと、そのように報じておるところでございます。関係市町村は約 1 ,247 市

町村で、38. 8％の割合にのぼると、そういうことで、最もその数の多いのは、熊本県の

98.9％がトップだと、そのようにあります。

　本県では大船渡市と三陸町が今年６月、任意の合併協議会を設け、また本日、法定協

議会が正式に設置されるという、そういう報道であります。私は約１カ月ぐらい前の情

報などを聞いたところ、かなり数が全国に低いというような事情を聞いておりましたっ

たから、このような数字に現在なっているということにつきましては、一種の驚きの目

をもってこの新聞を眺めたところでございます。おそらく国の財政構造改革が、皆さん

新聞、テレビなどで報道されておりますように、かなりの厳しさをもって進められるの

ではないかと。そういう中で、やはり我々はこれからの地方自治というものをどのよう

にしなければならないのかという、そういう意識の高まりが、このような数字に現れて

いるのではないかなと。我々も是非大船渡市、三陸町両市町の現在と将来の住民の幸福

のために、この際、これ、みんなで、住民も議会も私たちも、あるいは県も一緒になっ

て、この問題に一生懸命取り組むべき、そういう責務がまた新たに出てきたものだろう

と、そのように感じながら新聞を見た次第であります。

　市長さんが申し上げましたように、今までいろいろなことがありましたけれども、そ
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ういう問題はそういう問題としての、いわゆるこれからの仕事を進めるためのこの薬に

すると言いますか、そういうようなものにしながら、これからの法定の合併協議会がこ

の地域あるいは地方の発展のために是非成功するように、そういう気持で私たちも頑張

りたいと、そのように思っておりますので、皆様方の一層のご支援、ご協力をお願いを

申し上げまして、粗辞ではありますが、ごあいさつに代えたいと、そのように思います。

本日は誠にご苦労さまでございました。よろしくお願い申し上げます。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　次に会長から委員の皆様

方に委嘱状の交付を行います。委嘱状の交付は代表受領とさせていただきますので、ご

了承をいただきたいと存じます。お名前を読み上げますので、呼ばれた方はどうぞ前の

方にお進みの上、受領をお願いいたします。綾里漁業協同組合代表理事組合長佐々木昭

夫様。○会長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　委嘱状。佐々木昭夫様。あなたを大船渡市・

三陸町合併協議会委員に委嘱します。平成 13 年７月 19 日。大船渡市・三陸町合併協議

会会長甘竹勝郎。よろしくどうぞお願いを申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　（　　　委嘱状授与　　　）

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　ただいま受領されました

方以外の委員の委嘱状は、あらかじめ本日の資料と一緒に配付しておりますので、ご確

認をいただきたいと思います。

　それではここで委員の紹介を行います。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　それでは私の方から委員の皆様

をご紹介させていただきます。大船渡市議会議長今野雄吾様。

○２号委員（大船渡市議会議長　今野雄吾君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町議会議長佐藤榮助様。

○２号委員（三陸町議会議長　佐藤榮助君）　よろしくお願いいたします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　岩手県議会議員田村誠様。

○４号委員（岩手県議会議員　田村誠君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　岩手県地域振興部市町村課長福

田毅様。

○４号委員（岩手県地域振興部市町村課長　福田毅君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡地方振興局長上村俊一様。

○４号委員（大船渡地方振興局長　上村俊一君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡市議会副議長佐藤文男様。

○２号委員（大船渡市議会議員　佐藤文男君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡市議会議員村上健一様。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君）村上でございます。よろしくお願いしま

す。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡市議会議員佐藤丈夫様。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡市議会議員志田嘉功様。

○３号委員（大船渡市議会議員　志田嘉功君）　志田です。よろしくお願いします。
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○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町議会副議長道下喜美男様。

○２号委員（三陸町議会副議長　道下喜美男君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町議会議員掛川秀邦様。

○３号委員（三陸町議会議員　掛川秀邦君）　よろしくどうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町議会議員千田隆三様。

○３号委員（三陸町議会議員　千田隆三君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町議会議員及川和也様。

○３号委員（三陸町議会議員　及川和也君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡商工会議所会頭菅野佑三

様。

○５号委員（大船渡市商工会議所会頭　菅野佑三君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　末崎漁業協同組合代表理事組合

長小松智友様。

○５号委員（末崎漁業協同組合代表理事組合長　小松智友君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡青年会議所理事長熊谷孝

嘉様。

○５号委員（大船渡青年会議所理事長　熊谷孝嘉君）　よろしくお願いいたします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　綾里漁業協同組合代表理事組合

長佐々木昭夫様。

○５号委員（綾里漁業協同組合代表理事組合長　佐々木昭夫君）　よろしくお願いしま

す。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町商工会長中井昭樹様。

○三陸町商工会長（中井昭樹君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町商工会青年部長片山秀樹

様。

○５号委員（三陸町商工会青年部長　片山秀樹君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡市助役紀室輝雄。

○１号委員（大船渡市助役　紀室輝雄君）　よろしくお願い申し上げます。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　大船渡市収入役佐々木一雄。

○１号委員（大船渡市収入役　佐々木一雄君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町助役中村隆男。

○１号委員（三陸町助役　中村隆男君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　三陸町収入役木川田敏郎。

○１号委員（三陸町収入役　木川田敏郎君）　よろしくお願いします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　以上で紹介を終わらせていただ

きます。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　それでは次に６の経過報

告、大船渡市と三陸町の合併推進に係る経過について説明いたします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　それでは今日の次第の最後のペ
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ージに大船渡市と三陸町の合併推進に係る主な経過が記載されてございます。要約をし

て説明いたしたいと思います。平成 13 年５月 1 7 日、第１回大船渡市・三陸町合併合同

検討会を開催しております。それから三つほど飛びまして５月 3 1 日でございますが、

三陸町長が大船渡市長を訪問し、任意の合併協議会を設置することなど、６項目につい

て申し合わせを行い確認をしておるところでございます。それから６月６日には第１回

大船渡市・三陸町合併推進協議会を開催したところでございます。この間は合同検討会、

幹事会等を開催しております。次のページをお開き願います。６月の 19 日には第２回

の大船渡市・三陸町合併推進協議会を開催しております。それから６月の 27 日でござ

いますが、この間には合併推進だより、あるいは合同検討会等を開催しております。そ

して６月の 2 7 日には第３回大船渡市・三陸町合併推進協議会を開催しております。飛

びまして７月６日には第４回大船渡市・三陸町合併推進協議会を開催しております。同

じく７月の６日でございますが、大船渡市長と三陸町長が協議を行い、法定の合併協議

会を設置することなど、６項目について申し合わせを行い確認しておるところでござい

ます。７月 1 3 日でございますが、両市町議会臨時会で大船渡市・三陸町合併協議会の

設置を議決しているところでございます。そして今日に至るわけでございますが、この

間、両市町においては合併建設計画案等の住民説明懇談会等を開催しているところでご

ざいます。そして平成 13 年７月 19 日、今日に至っております。以上でございます。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　それでは７の協議に入り

ます。ここからの進行は、規約の規定によりまして会長が議長となって進めることにな

っておりますので、甘竹会長、よろしくお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それではただいまから協議に入らせていただきま

す。報告第１号から協議第６号までございますが、説明は一括提案をさせていただき、

後程１号ずつ質疑を行うという方法でこの会議を進めたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それではそのようにさせていただきます。事務局

の方から説明をお願いを申し上げます。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　

　（報告第１号　大船渡市・三陸町合併協議会事務局規程について）

　（協議第１号　大船渡市・三陸町合併協議会財務規程について）

　（協議第２号　大船渡市・三陸町合併協議会の現金預入金融機関について）

　（協議第３号　平成 13 年度大船渡市・三陸町合併協議会予算について）

　（協議第４号　大船渡市・三陸町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

　　　　　　　　について）

　（協議第５号　大船渡市・三陸町合併協議会会議運営規程について）

　（協議第６号　大船渡市・三陸町合併協議会会議傍聴規程について）

　（別紙のとおり朗読説明する）

　（この部分の会議録は省略する）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ご苦労さまでございました。以上をもちまして説
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明を終わらせていただきます。ただいまから質疑となりますが、この時計で 11 時まで、

約 1 0 分近く、８分ですか、休憩をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いを申し上げます。それでは休憩いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　午前１０時５３分休憩

　　　　　　　　　　　　　　　午前１１時０２分再開

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　時間になりましたので、会議を再開させていただ

きたいと思います。それでは先程事務局から説明がありました件につきまして質疑を深

めてまいりたいと思います。それでは報告第１号大船渡市・三陸町の合併協議会事務局

規程につきまして質疑をしたいと思います。どなたかございましたなら、ご発言を賜り

たいと思います。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤文男君）　大船渡の佐藤ですけれども、もちろん

この規約については、７月 13 日の臨時議会で提案をされ議決をしておりますから、特

にということではないんですが、第３条の協議会は次に掲げる事務を行うということで、

１項目のですね、両市町の合併に必要な調査研究と、こう一般的に言いますと先進地視

察したり、あるいは必要と思うような方々をお招きをして話を聞くとか、そういうこと

が当然考えられるのでありますけれども、事務局段階では、この１項の部分については

具体的にはどのような事項を計画しようとしているのか、お聞かせを願いたいと思いま

す。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　合併に関する調査研究というの

は、非常に幅広い事項かと思いますが、主に合併に関する調整案等について調査研究を

深めることになろうかと、そう予測しておるところでございますが、今のところ、今日

提案した予算書を、先程説明申し上げましたが、その視察等は今のところは考えていな

いところでございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。その他ございましたな

らば、ご発言を賜りたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは報告第１号につきましては報告のとおり

承認とさせていただきます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次に協議第１号大船渡市・三陸町合併協議会の財

務規程についてを議題といたします。ご質問のあります方は挙手をお願いを申し上げま

す。はいどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君）　佐藤でございますが、第２条の両市町

の負担金というのはわかるんですが、県支出金というのは、直接、県支出金というのは、

これは協議会に入金になってくるんだか、それとも各行政を通して入ってくるんだか、



—11—

その辺をお尋ねをします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局どうぞ。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　県支出金については各市

町を通して交付をされるということでございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい、どうぞ佐藤委員。

○３号委員（佐藤丈夫君)(続）　そうしてきますと、各行政を通してということになり

ますから、各行政の一般会計の県支出金となるわけですが、各地区の負担になるのでは

ないかなという感じがするわけです。そういうふうに処理をすべきではないかなという

ふうに感じますが、そういう処理の仕方ですから、私はそういうお金ではないのかなと

いうように感じたわけでございますので、もう１回お伺いをしたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　協議会の予算については、

大船渡市、三陸町で負担金等、いろいろな収入をもって充てるということで会計します

が、支出金については各自治体に入るということでございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。その他ございましたな

らばご発言を賜りたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは協議案第１号につきましては提案のとお

り決定をさせていただきます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　協議案第２号大船渡市・三陸町合併協議会現金預

入金融機関の件でありますが、この第２号につきましてご質問、ご意見等ございました

ならば、ご発言を賜りたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　なしということでございますが、よろしゅうござ

いますか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは協議第２号につきましては原案のとおり

決定をさせていただきます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次、協議第３号でございますが、予算についてで

ございます。質疑をよろしくお願いを申し上げます。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　志田嘉功君）　３点質問申し上げます。１点は予算に

おける会議費でございます。会議費の中に報酬欄がございますが、これはここで、これ

はあくまでも予算であり、あくまでも予想でございます。しかしながら、やはりこのよ

うに数字を出すということは、たいへん重要な意味をもつもので質問します。今後、法

定協議会を５回ぐらい予定しておるのかどうか、それがまず第１点。

　二つ目は、会場借上げがございます。いわゆる 1 4 節、いわゆる使用料及び賃借料、

この中に 20 万計上してありますが、これは先般、三陸町あるいは大船渡市それぞれが、
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三陸町の場合３地区、大船渡の場合９地区ですか、これの地域懇談会を挙行したと。こ

れは前回のものとはどういうかみ合わせになっているか。あるいは今回はこの法定協議

会が開催されているうちに１回ぐらい行う予定があるのか。その辺もあわせてご答弁願

います。

　それから第３点は、２款の事業推進費でございます。現在まで広報も３回ほどですか、

出されておるわけですが、ここには４回と１回、あわせて５回予定されております。こ

れは５回が、当然、今ですら情報不足が問われているわけでございます。これは議会に

おいても様々な意見が出ております。そうした中で、これが５回挙行するのか、それと

もそれ以上に計画されておるのか、その辺について、以上３点についてお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　予算の内訳についてでございま

すが、まず会議招集が５回になっていることから、会議も５回かということでございま

すが、これは会議が何回ということは、あくまでも進捗状況によることと理解して認識

しておりますが、ですが、予算を作成する場合は、例えば一定の数字をもってお示しを

するということが必要でございますので、まず多くても５回だろうということで、この

予算にお示ししたということでございます。

　それから会場借上料の 2 0 万円でございますが、これは当法定協議会が会議を開催し

た場合の借上料ということでございますので、これは公共施設あるいは民間施設でも開

く場合が予想されるということから、その会場借上料をここに計上したということでご

ざいます。

　それから広報費でございますが、これは５回となっていますが、これは少なくとも、

その法定協議会の開催回数にあわせたぐらいは広報でお知らせ、市民の方々にお知らせ

したいということから、５回とここにお示ししたわけでございます。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　志田委員。

○３号委員（大船渡市議会議員　志田嘉功君)(続）　二つ目の、いわゆるその会場借上

げは、当然私も、たぶんその 20 万という予算からいくと前回ですか、この議会等で様々

あったわけですが、いわゆる地域懇談会、これらについても１回となくやるべきではな

いかと。それについて議会等においても検討しておらないと、そういう答弁は、我々も

いただいております。そしてどういう形にしろ、いわゆる地域懇談会が開催されたと。

その中でも先般も様々、時間設定の問題等もございました。当然ながら、たぶんそうだ

ろうとは私も思っておりますが、少なくとも会議回数もそうですが、やはりこういうふ

うに５回という数字は、進捗状況といってみたものの、既に今、部長もお答えしました

が、進捗状況は、現在までの例えば合併協議会、任意の協議会、これまで４回について

も、資料等が前の日あるいは当日、そういった中で、今回もこういった資料がその日に

配付されて、その中で進行されると。私は異常な事態でありまして、しかも今回の報酬

についても５回という数字は、進捗状況によってどうにでもなるんだと。ただ、現在ま

での進捗状況というのが、流れが、ほとんど出されたものがその場で決められてきたと。

そうすると自ずと進捗状況というのは定番ができておると、そういう認識をもっておる

と。その点についてもう一度お伺いいたします。
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○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　この５回というのは、あくまで

も先程申上げましたが、それからその会場借上料についてですが、いわゆるその当法定

協議会が、その民間の施設をもお借りをして開く場合も予想されることから、そういう

ことでこの会場の借上料にも予算を計上したということでございます。それから会議を

開催するにあたりましては、それぞれ会場ということを準備しなければなりませんが、

それが会場がどこも満員ということも考えられますので、公共施設、民間施設、両方考

えたところでございます。

　それから事務の進め方については、当協議会の規約、その他に従って、今後、できる

だけ迅速にと言いますか、正確にと言いますか、そういうふうに心がけたいと、そうい

うふうに考えております。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。志田委員。

○３号委員（大船渡市議会議員　志田嘉功君)(続）　事務局からたいへん親切な答弁を

いただいたわけですが、ただ、迅速な形は、ここに 25 名の委員が５名欠席で、出席し

ておるわけですが、やはりどなた様も、私はやはりもっと早く出してほしいなとか、少

なくとも予算というものは、もう少し大事にしてほしいなと、そういう考え方をもって

いると思うんですよ。しかも、そういった言葉で、５回が、これはあくまでも進捗状況

であるとか、そういうことのみで解決するんではなくて、もう少し誠意のある言葉が私

は必要だと思います。答弁は必要ございません。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　答弁は必要ないんですか。それでは次に移ります。

どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　及川和也君）　三陸の及川でございます。関連がありま

すけれども、ただいま進捗状況によってという説明がありましたけれども、これは合併

の時期にも問題があると思いますけれども、これは５回で、この会議ができると思うの

でしょうか。いろいろその時期の問題が絡むと思いますけれども、その点をどのように

お考えか、お伺いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　予算をお示しする場合には、何

回という想定をしなければ、もちろんなりませんが、ただ、事務局と言いますか、両市

町で協議をして、５回の予算ということで、それを計上したということでございますが、

ただ、その合併時期との関連となりますと、それは事務局といたしましては、その進捗

状況を何て言うんですかね、指示を受けながらと言いますか、そういうことで進めたい

と、そういうふうに思っております。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。参考までに、全国の調

査結果を私の方からお知らせいたしますと、１回目の法定協議会ですべてを決定という

協議会の場もございます。２回で決定したという場合も多いようでございます。ただ、

全国の参考にお話しをさせていただいたところでございます。それでは協議第３号につ

きましてよろしゅうございますか。どうぞ。

○５号委員（三陸町商工会長　中井昭樹君）　予算は、なるほど 200  何十万ということ
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ですが、余った場合はどうするかというわけですが、規程にないようですが、その部分

は、我々民間から見ますと、ちょっと、その辺。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　これは決算をして監査をしてい

ただいて、その結果が会長のところに報告があるものと思いますが、残余が出た場合に

は両市町が協議をして、あるいは両市町にまた会計に入るとか何とかということが協議

なされるものと、そう思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは改めて確認しますが、以上をもちまして

第３号を原案のとおりということでよろしゅうございますか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それではそのようにさせていただきます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次は協議第４号でございます。４号につきまして

ご質問等ございましたならば、ご発言を賜りたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　なしということでございますが、よろしゅうござ

いますか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは第４号につきまして提案どおり決定させ

ていただきます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは第５号につきまして、運営規程につきま

してを議題といたします。ご質問等ございましたならば、ご発言を賜りたいと思います。

どうぞ村上委員。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君）　村上でございます。二つほどお尋ねを

いたします。何せ先の任意の協議会の時は出ていなかったものですから、重複した質疑

の経過もわからずに質問することをお許しいただきたいと思います。まず、その一つは、

先程もありましたんですけれども、合併協議会の規約なり、あるいはこの合併協議会の

運営規則にも載っているところでございますが、この第１回のこの会議には、今、提案

されている事項、予想されたと思うんでありますけれども、さて、いわゆる合併のため

の調査検討であるとか、あるいは建設計画であるとか、いわゆる核心に迫る協議という

のは、いつからに予定をされているものでしょうかというのが一つ。あわせて、それは、

つまり議会とすれば、次の会議というのを、いつ頃に予定しているかについてお尋ねを

いたします。

　それから第２点でございますけれども、本規程の第２条で会議の公開をすると、こう

ございまして、誠に結構なことだと私は思います。結構なことでありますけれども、た

だ、我々大船渡市議会の段階で強くこのことを申し上げましたところ、全国的に公開で

運営しているところはないといったような意味の答弁もありまして、おやおや、そうで

あればなおのこと、当三陸・大船渡の合併協議会は公開にすべきだと、こう申し上げて

きたところでありますが、やはり全国的に公開はないものなんでしょうか。そうであっ

てほしくない。公開を原則だけではなくて、文字どおり公開するということで、これに
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沿った会議がなされるものと期待をしているところでありますけれども、その点、全国

の、先程甘竹市長から全国的な例を紹介いただいたんですが、そこのところを、ちょっ

と教えていただけませんか。よろしくお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　まず第１番目の合併に関する核

心的な事項はいつ頃からか、あるいは次回の会議の予定はということでございますが、

これにつきましては会長、副会長の下にご指示をあおぎながら、あるいは三陸町、大船

渡市の協議を経ながらということになるかと思います。

　それから公開ということについてということでございますが、これは確かに任意の協

議会につきましては、全国的な例を見ますと非公開が多いということでございますが、

この法定の協議会になりますと、公開が多いということでありますし、また、その公開

か、今回は公開と、会議を公開とするという規程でございますが、この合併の先程申し

上げた調査研究と言いますか、その合併事項の議論につきましては、これまでも任意の

協議会等で多くの議論がなされてきたところでありますので、その新規だということで

はないところなので、その法定の協議会は多くは公開になっているのかなと、そう推察

もいたします。また、いずれ全国的な他都市の例を見ましても、この法定の協議会は、

公開としているところが多いということでございます。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。はい、どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君)(続）　再度ご質問申し上げたいと思いま

す。いわゆる調査研究あるいは合併の建設計画等についての日程は、今日が終わってか

ら会長と副会長さんの協議、指示をあおいでからという、そうであれば、それもやむを

得ないんでございますけれども、全く白紙でございますというのもいかがなものかなと

私は思いながら質問したところですけれども、できれば一人ひとり、委員の方々の諸日

程もあるわけでございまして、できれば次の会議はいつというような設定はしながら、

会議を開いてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。それが一つでございます。

　それからもう一つは、ただいま事務局の答弁で、大船渡市議会で議論したことが、や

や違うがなと思いながら私は聞いたところであります。何かと言いますと、７月 1 3 日

の臨時会で議論をしたのは、経過等と言うよりも、むしろ法定協議会を立ち上げるため

の前の規程について議論をした中で、私も提案した一人でございます。その時に認可の

時のことについて触れたのではなかったのでございますが、いずれ推察ということもあ

りますから、これはその段階ではやむを得なかったと思いますが、是非、公開で進める

ことを、そのとおりお願いしたいと思いますし、それにつけても先程、志田委員の発言

の中にもありましたが、非常に短い期間で協議を、会議を招集されるということがもし

あったとすれば、傍聴規程そのものが、傍聴される方々が、例えば前の日に会議が招集

されますと、傍聴を希望されている方々が明日、翌日傍聴したいなと思っておっても、

かなわないことが多いと私は思うんであります。そういう意味で傍聴を原則としながら、

なおかつあらかじめ次の会議を明らかにしておくような、そういう事務局の、あるいは

会議の運営も、そういうふうにしてほしいなと。そのことが、ここまでお互いに合併を

進める上でも、あるいは計画そのものが手触り良くと言いますか、あるいは準備良くと



—16—

言いますか、進めることにもなると思いますので、よろしくどうぞ。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局答弁。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　会議の開催についてでございま

すが、規約によりますと、会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会

長があらかじめ委員に通知しなければならないと、そういうふうに規約に載せてござい

ますので、できるだけこの規約を基に進めたいと、そしてまた遅くならないように進め

たいという心がけでおりますし、また、それとの公開の関係でございますが、公開とい

うことになりますれば、やはりこれを会議の場所、日時等についても、できるだけお知

らせしたいというふうに考えております。以上です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　なお、参考までに公開か、全国的な例でございま

すが、この会議の別の会議の話ではございましたが、私どもが答えておりますのは、任

意の協議会は、全国的に非公開でありますということを念を押しておりますので、議場

でも。お調べをいただきたいと思いますし、あと法定につきましては、10 年以上前は、

かなり非公開、それから最近のは公開ということで調べておりますので、付け加えてお

話しをさせていただいたところであります。いずれ委員さんのおっしゃるとおり、趣旨

どおり公開にすべきだというのが原則だと思いますので、可能な限り多くの方々が聞け

るような体制を、今後とも取っていきたいなと、こう考えておりますので、一層のご指

導を賜りたいなと、こう思います。その他。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは第５号につきましても提案のとおり決定

をさせていただきます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次、最後でございますが。第６号につきまして質

疑ございましたなら、よろしくお願いを申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　異議なしということでございますが、よろしゅう

ございますね。それでは第６号につきましても提案のとおり決定をさせていただきたい

と思うところであります。

　以上をもちまして協議につきましては終わらせていただくところであります。たいへ

ん熱心なご討議をいただきましたことに御礼を申し上げまして、協議の一切を終了させ

ていただきます。ありがとうございました。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　たいへんありがとうござ

いました。これをもちまして第１回大船渡市・三陸町合併協議会を閉会とさせていただ

きます。たいへんご苦労さまでした。どうもありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　午前１１時３０分閉会
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