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第２回
大船渡市・三陸町合併協議会会議録

　　　　　　　　　　　　　（　平成１３年７月３１日　）

　　　　　　　　　　　　　大船渡市・三陸町合併協議会
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　　　　　　　　　　第２回大船渡市・三陸町合併協議会会議録

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 13 年７月 31 日　　午前 10 時 00 分開会

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＡおおふなと会館　中ホール

　議事日程第１号

　　日程第１　　会長あいさつ

　　日程第２　　会議録署名委員の指名

　　　　　　　　　第１回開催分　菅野佑三委員　　佐々木昭夫委員

　　　　　　　　　第２回開催分　藤原榮喜委員　　中島　信　委員

　　日程第３　　協議第１号　合併協議項目について

　　日程第４　　協議第２号　合併の方式について

　　日程第５　　協議第３号　市の名称について

　　日程第６　　協議第４号　事務所の位置について

　　日程第７　　協議第５号　町、字の名称の取扱いについて

　　日程第８　　協議第６号　道路認定の取扱いについて

　　日程第９　　協議第７号　水路の取扱いについて

　　日程第 10  　協議第８号　まつり行事の取扱いについて

　出席委員（27 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　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　平田　武君

　　４号委員　藤原良信君　田村　誠君　福田　毅君　上村俊一君

　　５号委員　菅野佑三君　藤原榮喜君　小松智友君　中島　信君　佐々木昭夫君

　　　　　　　中井昭樹君　片山秀樹君

　欠席委員（３名）

　　２号委員　佐藤文男君

　　３号委員　鎌田和昭君

　　５号委員　熊谷孝嘉君

　一般傍聴者（７名）

　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

　　係　　長　後藤俊一君　　　　　　係　　長　江刺雄輝君

　　主　　事　金野　正君
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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　　藤　　原　　榮　　喜

　　　　　　　　　　　　　　　署名委員　　中　　島　　　　　信
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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）　おはようございます。た

だいまから第２回大船渡市・三陸町合併協議会を開会させていただきます。

　本日の会議はお手元に配布しております議事日程により進めさせていただきます。

　本日の出席委員は 27 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のでお知らせいたします。なお、本日の欠席の委員の方々

は大船渡市議会副議長佐藤文男委員、大船渡市議会議員鎌田委員、大船渡青年会議所理

事長熊谷委員であります。

　それでは開会にあたり甘竹会長にごあいさつをお願いします。

○会長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　おはようございます。第２回目の法定協議会を開

催をさせていただきましたところ、委員の皆様方には何かとご多忙のところ、まげてご

出席を賜りましたことに、まずもって厚く御礼を申し上げます。全国的にたいへん重大

な案件の行事と言いますか、行事がございましただけに、それぞれ日程調整が大変だっ

たとは思いますが、まげてご出席をいただきまして、本当に重ねて御礼を申し上げると

ころであります。ありがとうございます。

　さて、この合併についての全国的な動きでありますが、先日、総務省から発表されま

した数字が手元に届きましたので、皆様方ご案内のこととは思いますが、お知らせをさ

せていただきますと、今年の６月末現在で 1,24 7 市町村が合併に向けて取り組んでいる

と。現在、3,224 の市町村が全国にあるわけでありますので、概算でありますと、約 40％

近い市町村が、この合併に取り組んでいるということに相なるところであります。私が

驚きましたのは、この数字よりも、これは今年の６月末でありますが、半年前の昨年の

末にはわずか 800 市町村が合併に取り組んでおりましただけに、この半年間で 4 00  の

市町村が新たに加わったと、合併へ取り組みを始めているということであります。更に

この最終の合併の協議会となりますところの法定協議会についてでありますが、現在、

25 地区、つまり 93 市町村が法定協議会を行なっていると。何とこれも半年前は 66 市町

村だけでありましただけに、わずか半年でこの 27 市町村が法定協議会に移行している

と。全国的に急激にと言いますか、猛スピードと言いますか、そういう傾向で、この合

併への取り組み、なおかつ法定協議会に取り組まれているという様子が明らかになって

きたわけでありますが、全国的に見まして、この合併に向けてかなり猛スピードで事が

進んでいるんだなということが、この数字でわかったところであります。

　さて、この当市町におきますところのこの法定協議会でございますが、１度目は委嘱

状の交付等が行われ、本日が実質第１回目の会議ということになるわけでありますが、

今日は８項目の議案をお願いを申し上げたところであります。いや、その任意の協議会

であらかた決めてあるんだが、８項目というのは少ないんじゃないかという方もおあり

のことと思いますが、何しろ法律に定められた法定の協議会でありますので、きちっと

手順を踏む必要があるというふうに我々も判断をいたしておりまして、合併の方式が対
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等なのか編入なのか、そのことによって、その次のあらかたの項目が決まると。したが

いまして法定協議会におきましては、合併の方式を対等、編入、きちっと決めた後に、

その他の大方の調整項目を決めていくという段取り、あるいはこの任意の協議会では新

市に引き継ぐという調整をしてきたわけでありますが、新市とは何という名前なのかと。

市の名前をきちっと決めなければ、次の国県の方に報告した場合にも、新市ってどこな

のということになりますので、きちっと、やっぱり合併の方式と市のネーミングを決め

た後に、そのあらかたの調整項目の審議に移行していただくということになるところで

ありますので、今日はたいへん重要な合併の方式並びに名称等を最終的にお決めいただ

ければ、たいへんありがたいなということから、８項目ということになっておりますの

で、よろしくお願いを申し上げまして、私のごあいさつとさせていただくところであり

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）　それではさっそく議事に

入らせていただきますが、本協議会の規約によりまして、議長は会長が勤めることにな

っておりますので、これからの議事進行は会長にお願いしたいと思います。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）　それでは会議の進行役を勤めさせていただきます。

お手元の議事日程に沿って進めてまいります。

　日程第２、会議録署名委員の指名ということでございますが、本協議会の会議運営規

則によりまして、会議録の作成を進めるわけでありますが、会議録署名委員を選任させ

ていただきたいと存じます。誠に僣越ではございますが、議長の私から指名をさせてい

ただきたいと思いますが、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）　それでは異議なしということですので、私の方か

ら指名をさせていただきたいと思います。まず第１回目でありますが、第１回目、先日

開催されたわけでありますが、あの会議において会議録署名委員を置くということが決

定されておりますので、あの１回分を大船渡市側からは菅野佑三委員さん、そして三陸

町側からは佐々木昭夫委員さんにお願いを申し上げたいと思います。それから今日の分

でありますが、本日の第２回目の会議録署名委員には、大船渡市側からは藤原榮喜委員

さん、それから三陸町側からは中島信委員さんにお願いを申し上げたいと思いますので、

よろしくどうぞお願いを申し上げます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは会議に入らせていただきます。日程第３、

協議第１号合併協議項目についてから、日程第 1 0、協議第８号まつり行事の取扱いにつ

いてまで一括提案説明し、その後に審議、質疑を行いたいと思いますが、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）　それでは異議なしということでございますので、

一括提案をさせていただきます。事務局、よろしく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）　それでは第２回大船渡市・三陸

町合併協議会議案書をご覧いただきたいと思います。表紙をお開きいただきます。ここ
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には今日の協議項目が書いてあります。協議第１号合併協議項目について。協議第２号

合併の方式について。協議第３号市の名称について。協議第４号事務所の位置について。

協議第５号町・字の名称の取扱いについて。協議第６号道路認定の取扱いについて。協

議第７号水路の取扱いについて。協議第８号まつり行事の取扱いについて。以上、協議

は８項目となってございます。

　お開きいただきます。まず協議第１号でございますが、合併協議項目について。合併

協議項目を別紙のとおりとすることについて提案するものでございます。お開き願いま

す。別紙でございます。合併協議項目。１、合併の方式について。２、合併の期日につ

いて。３、市の名称について。４、事務所の位置について。５、財産の取扱い。６、議

会の議員の任期及び定数の取扱い。７、農業委員会の取扱い。８、地方税の取扱い。９、

一般職の職員の身分の取扱い。10、特別職の職員の身分の取扱い。1 1、条例、規則及び

要綱の取扱い。12、組織機構の取扱い。13、地域審議会の取扱い。1 4 指定金融機関の取

扱い。1 5、一部事務組合等の取扱い。1 6、第３セクター、地方公社の取扱い。1 7、行政

連絡機構の取扱い。18、使用料及び手数料の取扱い。1 9、公共的団体等の取扱い。2 0、

補助金等の取扱い。21、町・字の名称の取扱い。22、市町の花木鳥、産物、憲章等の取

扱い。2 3、国民健康保険事業の取扱い。24、介護保険事業の取扱い。25、消防団の取扱

い。お開き願いまして 26、姉妹都市、銀河連邦の取扱い。27、電算システムの取扱い。

28、防災行政無線の取扱い。29、交通指導員の取扱い。3 0、公共施設の管理運営の取扱

い。31、診療所の取扱い。32、保健医療事業の取扱い。33、各種福祉制度の取扱い。34、

保育所、幼稚園等の取扱い。3 5、農道、林道の取扱い。36、道路認定の取扱い。37、水

路の取扱い。38、水道事業の取扱い。39、下水道事業の取扱い。40、学区の取扱い。41、

学校給食の取扱い。42、スクールバス等の取扱い。43、育英事業の取扱い。44、指定文

化財の取扱い。45、ブック・ワールド椿の取扱い。46、まつり行事の取扱い。4 7、合併

建設計画について。以上、合併協議項目でございます。

　お開き願います。続きまして協議第２号でございます。合併の方式について。合併の

方式を下記のとおりとすることについて提案します。記といたしまして合併の方式につ

いて。気仙郡三陸町を廃し、その区域を大船渡市に編入する編入合併とする。協議第２

号は以上でございます。次のページをお開き願います。合併の方式についての資料が添

付されてございます。大船渡市と三陸町でございますが、大船渡市の方は、国勢調査人

口でございますが、３万 6,569 人、三陸町は 8,59 0 人、合計人口は４万 5,1 59 人。世

帯数は大船渡市が１万 2,256 世帯、三陸町は 2 ,751 世帯、合計いたしまして１万 5 ,007

 世帯。面積でございますが、大船渡市は 186 .06 平方キロメートル、三陸町は 137. 13

平方キロメートル、合計いたしまして 323.19 平方キロメートルでございます。

　お開きいただきまして協議第３号でございます。市の名称について。市の名称を下記

のとおりとすることについて提案するものでございます。記といたしまして、市の名称

については大船渡市とするというものでございます。お開き願いまして、大船渡市は大

船渡市、三陸町は気仙郡三陸町ということでございます。

　続きまして協議第４号でございます。事務所の位置について。事務所の位置を下記の

とおりとすることについて提案するものでございます。記といたしまして、事務所の位
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置について、現大船渡市役所の位置とする。お開きいただきます。現在の事務所の位置

が書いてございます。大船渡市の方は大船渡市盛町字宇津野沢 15、三陸町は気仙郡三陸

町越喜来字前田 23 ということでございます。

　続きまして協議第５号でございます。町、字の名称の取扱いについて。町、字の名称

の取扱いを下記のとおりとすることについて提案するものでございます。記といたしま

して町、字の名称の取扱い。三陸町の区域の大字は「三陸町綾里」、「三陸町越喜来」、「三

陸町吉浜」とし、大字は表示しないこととする。字は現行のとおりとするというもので

ございます。お開きいただきます。そこには大船渡市と三陸町の区域が書いてございま

す。大船渡市の場合には盛町、大船渡町、末崎町、赤崎町、猪川町、立根町、日頃市町。

三陸町は綾里、越喜来、吉浜ということでございます。

　続きまして協議第６号でございます。道路認定の取扱いについて。道路認定の取扱い

を下記のとおりとすることについて提案するものでございます。記といたしまして、道

路認定の取扱い、大船渡市の例による。お開きいただきまして大船渡市と三陸町の現況

が書かれてございます。大船渡市を申し上げますと、市道の路線数 979 路線、総延長 3

52. 7 キロ、改良済延長 209.5 キロ、舗装率 60.4％、こういうことでございます。認定

基準でございますが、大船渡市にあるということでございます。続きまして三陸町でご

ざいますが、現在の町道でございます。路線数は 3 56  路線、総延長は 2 44. 2 キロメー

トル、改良済延長 154.8 キロメートル、舗装率でございますが、56.8％、認定基準はな

しということでございます。次のページでございますが、大船渡市の道路認定基準の概

要が書いてございます。詳細な説明は割愛させていただきます。

　続きまして協議第７号でございます。水路の取扱いについて。水路の取扱いを下記の

とおりとすることについて提案するものでございます。記といたしまして、水路の取扱

い。大船渡市の制度に統一するというものでございます。お開き願います。水路につい

ての現況でございます。先に大船渡市を申し上げます。水路の所有権でございますが、

末崎町、盛町、日頃市町、立根町地内の水路等については、大船渡市が所有権を有する。

準用河川は５本ございます。小通川、長岩川、坂本沢川、大野川、大立川でございます。

管理規程でございますが、河川法施行細則と道路法等の適用を受けない公共用財産の管

理に関する条例等がございます。占用料でございますが、大船渡市河川流水占用料等徴

収条例が定められておるところでございます。それから道路法等の適用を受けない公共

用財産の管理に関する条例等を定めているところでございます。続きまして三陸町でご

ざいますが、綾里、吉浜地内の水路等については、三陸町が所有権を有する。準用河川

でございますが、１本ございます。双元川。それから管理規程、占用料はないというこ

とでございます。

　続きまして協議第８号でございます。まつり行事の取扱いについて。まつり行事の取

扱いを下記のとおりとすることについて提案するものでございます。記といたしまして、

まつり行事の取扱い。まつり行事は、従来の実施状況を尊重し、新市の活性化につなが

るよう実施するというものでございます。お開き願いまして、現況欄に大船渡市と三陸

町のまつり等が書いてございます。大船渡市でございますが、観光的イベント、碁石海

岸観光まつり、長崎海岸ウニ・アワビまつり、大船渡・かがり火まつり、大船渡市夏ま
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つり、大船渡市産業まつり、大船渡市秋刀魚まつり、三陸大船渡浜一番まつり、世界の

椿館・碁石椿まつり。教育的イベントでございますが、生涯学習、市民運動推進のつど

い、郷土芸能まつり、市民芸術祭、大船渡ポートサイド女子マラソン大会、成人式、四

大ロードレース大会等がございます。三陸町でございますが、観光的イベントでござい

ますが、三陸町産業まつり、パラグライダーカップ IN 夏虫、綾里地区夏まつり、三陸

港まつり、吉浜磯まつり。教育的イベントでございますが、生涯学習推進大会、郷土芸

能まつり、芸術鑑賞会、町民文化祭、成人式等がございます。

　以上、協議第１号から協議第８号についてご説明申し上げました。よろしくお願いを

申し上げます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　お聞きのとおりでございます。それではさっそく

協議に入らせていただきますが、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）　それでは異議なしということで協議に入らせてい

ただきます。１項目ずつに入らせていただきます。それでは日程第３、協議第１号合併

協議項目についてを議題とさせていただきます。どなたか質疑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）　大船渡の村上でございます。この合併

協議項目について、私は合併の推進にあたりまして、できるだけ地域の皆さんや、ある

いは両市町議会等で出された問題が反映されるべきと、そう思っているところでござい

ますが、多分にそういう傾向はあるんですけれども、もしも当局がこの際に説明を加え

ることができるならば、地域の説明会や懇談会等で、あるいは両市町の議会等で出てき

た意見について、当初の検討会ではこうだったけれども、その後の任意協議会なり、あ

るいは本日提案している議案に対して、ここの分をこのように追加をしたい、あるいは

訂正をしたいというような項目がありましたならば、かいつまんでご説明をいただきた

いなと思います。どうぞよろしくお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは追加あるいは訂正があった部分について

ということでありますが、事務局、何かありましたらどうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　過日開きました住民懇談会につ

きましては、市民の方々から多くの意見を、あるいは提言をいただきましたが、その多

くは、今回の合併後の将来と言いますか、そして町づくり等について多くの意見が寄せ

られましたが、その合併協議項目についての具体的な提案と言いますか、提言はなかっ

たように覚えております。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。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君)(続）　再度お願いいたしますけれども、

私は全部の市民懇談会に出ておりませんので、十分承知はしておりませんけれども、例

えば大船渡市議会の場合ですと、この協議項目の中で、いわゆる様々な情報について公

開をする、そういう必要性が当然あるわけなんですけれども、合併後について、情報公

開はどうあるべきということについて、どこの項目で検討されることになるかというこ

との意見、質問も出たところでありましたが、それらはどのように検討されましたかと
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いうことについてお尋ねをいたします。また、合併自体は究極の行革だよという言葉も

しばしば使われておりまして、私もそのように思っておるところでございますが、合併

を進めながら、なお事務局において、あるいは幾つかの項目で行革を一層強力に推進を

しなければならないのではないかと思うようなところもあるところでございます。よっ

て、今後、行革を推進していく項目というのは、どこの項目で検討したらいいのかとい

うことをどう検討されたか、お答えをお伺いしたいと思います。あわせまして、三陸に

しても大船渡にしても、合併後、一体感を感じる、合併してよかった、利便性が高まっ

た。それは窓口サービスを含め、福祉や教育や施設利用等々含めてですけれども、その

ことが若干できるような事務的な改善等々も一層進められなければならないと思うとこ

ろなんでありますが、そういう項目というのが、この項目で検討されることになるのか、

それとも新しく作ります建設計画の中で検討されることになるのか、その点はどのよう

に検討されましたかということについてお答えをいただきたいと思うところでございま

す。とりあえず以上です。どうぞ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１点目の情報公開でござい

ますが、これにつきましては大船渡市、三陸町も既に情報公開については条例等を定め

まして、その情報公開を行なっているところでありますので、今後もそれに基づきまし

て、その情報公開に努めることになるものと、そう考えております。

　それから行革でございますが、これ以後、大船渡市、三陸町とも、既に行革は今後の

行政運営をはじめまして、肝要なものであるとの認識から既に始めておりますし、また

今後についても、これまた鋭意努力しなければならないものと認識しておるところでご

ざいます。　それから事務的な改善、あるいはその他の事務の改革ということでござい

ますが、これらについては今後とも詳細に、あるいは綿密な事務事業の点検から始まり

まして、改善改革すべきところは双方、お互いに協議しあい、その改善改革に努めるべ

きものと思いますし、そうなければならないものと、そう考えているところでございま

す。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　どうぞ村上委員。

○３号委員（村上健一君)(続）　簡単に申し上げますけれども、最初に私どもが検討委

員会の結果でありますと示されたのは 4 8 項目でございました。その後、いろんな検討

会議、あったことと思うんでありますが、現在では 47 項目なっているんですが、もし

かして、この１項目が少なくなったというのは、地域振興出張所問題かなと思ったりす

るんでありますが、もしそうだとしますと、他の項目と合併されたことなのかなとも思

うんでありますが、もしその辺、検討された経過、あるいは 48 項目が 47 項目になって

提案されているその理由と言いましょうか、検討の経過等についてもお願いしたいと思

います。どうぞ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）　当初の 48 項目から 47 項目にな

った理由ということでございますが、議員さんご発言のとおり、組織機構の取扱いにつ

いて出張所がございますが、これが１項目ということでございましたが、これは組織の



—10—

中に入るということでございますので、これが一つ少なくなりまして、48 が 47 項目に

なった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）　いいですか。その他、どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君）　三陸町の平田でございます。案件項目の２

番目でございますが、会長さんにお尋ねしますが、この合併を進める進行上、一番の問

題は、期日の設定が一番重要項目だと思うんですが、期日の設定をしてから、会議を進

める、進めないというのが、一番スムーズな方法じゃないかなと思うんですが、ここら

で、今日が２回目ですから、法定協議会で期日の設定するというあれがありましたので、

期日の方のあれに入っていただきたいなと思うんでございますが、いかがですか。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それではこの期日につきましては、議員ご発言の

とおりでありますので、法定協議会の場において示させていただきたいなと、こう考え

ております。なお、今日につきましては、一応８項目を予定しておりますので、８項目

を説明を賜り、後日、その２番目の期日についてもご提案をさせていただきたいなと、

こう思っておりますので、よろしくどうぞお願いを申し上げます。どうぞ。

○３号委員（平田武君）(続)　いや、８項目はいいんですが、私事でたいへん恐縮でご

ざいますが、三陸町にも諸事情がございまして、そっちの方が完全に決定をしていただ

かなければ、この協議がちょっとスムーズにいかないんじゃないかなと思うんで、２項

目目にありますから、次とか、またお家の事情でございますがね、いろんな絡みがござ

いますので、この設定のあれをしていただきたいと思うんですよ。大船渡さんはまだい

いですが、三陸町にはいろいろな事情がございまして、それで重ねてお願いするんです

が。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ただいまのご発言でありますが、まさにその三陸

町には三陸町の独自のいろいろな課題もあると思いますので、なるべく期日の提案も早

目にしたいと、このように考えますが、本日につきましては、この 4 7 項目の項目決定

と、それからできれば提案させていただきました８項目についてご審議をいただきたい

なと、こう考えておるところであります。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　いや、先程も言いましたとおりね、８

項目はいいんですが、その事情がございますからね、何回も言うとおり。その悠長なこ

とを言われない事情があるんですよ、実際。三陸町は三陸町さ。ほんだから、もうそろ

そろね、はっきりしていただかなければ困る。わかるでしょうが、市長は。だから一番

先にその期日のね、それから入るべきが、まず妥当でないかなと思うんだけれども、ほ

んだからできれば今日、ここらで審議していただきたいなというのが、本当、三陸町の

事情なんですよ。それ、次回って言ったら、ほんじゃ次回はいつですか。その時、ほん

だら発表するんですかということになるでしょう。それが何回も言うとおり、いろんな

絡みがございますから、早目早目に宣伝をしてもらわなければ困るんですよ。そして会

議の進行上も、これによって段取りがつくと思うんですが、できれば本当、今日、今日

ね、言っていただきたいんですが。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　そういうことでございますが、どなたかただいま

のご発言に対しましてご意見がありましたら、ご発言をいただきたいと思いますが、ど
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うぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　志田嘉功君）　ただいま平田議員のおっしゃるとおり、

私どもも本来であれば、今まで全員協議会あるいは臨時議会もそうですけれども、期日

が早い時期に出て、そしてそれにあわせた、いわゆる中身の検討、そういったものが、

私も順番から言って正しいんではないかなと、そんなような感じで本日までまいってき

ております。ただ、今回、全国的な会議はどうなっているかわかりませんが、法定協議

会で期日を出して、それからその中身の検討、それからまたその逆だか、これは私は存

じません。しかしながら、ここまできて、やはり期日が未だに出ないというのも私も不

本意であります。やはり期日を想定して、そしてなおかつ中身に入ると。そして中身の

様々な行革を含めて棚上げ、あるいは将来の検討課題、やはりそれらが将来、いつまで

なのか、そういった面も考えると、やはり期日、あえて、そしてそれに向けた様々な施

策を、きちんとお互い、ここに参画しておる 3 0 名の法定協議会委員、そしてなおかつ

両議会、それらがやはり真摯な気持で、やはり政策をきちんと片付けていかなければ、

何ら法定協議会の意味が薄いんではないかと、そんなように私も思っております。以上

です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他、ただいまのご発言等を踏まえましてござ

いませんでしょうか。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　掛川秀邦君）　三陸町の掛川と言いますが、今、平田議

員が話したのはですね、三陸町の、はっきり言いまして議会の任期が９月の 2 9 日とい

う事情があるんです。そして選挙管理委員会の方から告示がなされましたので、今、一

斉に議員の選挙に動き出しているわけですね。その辺を踏まえた形の質問だったと思う

んですけれども、このことについても私も、とにかく三陸町の議会から出る皆さんもそ

うなんですけれども、議会の前に議員の特別委員会での方向、９月の 29 日に合併が可

能であるかということなんですけれども、若干、その辺について、いろいろ建設計画、

その他あると思うんですけれども、その辺だけの話だと思うんですけれども、その辺、

会長の方から、できましたらご報告願えればという気持だと思うんです。私もそう思い

ます。よろしくお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他、ただいまのご発言を考慮いたしまして、

ご発言される方ありましたならば、ご発言をお願いしたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　なければ、先程から出ております三陸町におきま

しては特殊な、いろいろな課題案件があると。つまりいろいろその議員さんの選挙日程

が押しているということ等から判断をいたしますれば、いろいろ複雑に考えなければな

らない事態でありますが、ここまで協議項目を詰めてきた事務局段階から、ちょっとそ

の辺を解説をいただきますので、助役、紀室委員、中村委員、どちらか、とりまとめ役

の責任者として発言をいただきたいと思います。

○１号委員（大船渡市助役　紀室輝雄君）　それでは私から一言、お答えを申し上げさ

せていただきますが、いずれ、これまで当市議会においてお答えをしてきておりますの

は、つまり 17 年３月の特例法の期限内。しかしながら両市町の諸条件が整った時点で、
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こういうことで進めてまいってきておるところでございますので、それには様々、事務

段階の精査等もございますが、現段階で、まだそこまで到達にはいっていないものと、

そのよ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）　そういうことでおわかりいただけましたでしょう

かと言っても、なかなか難しいところもありますが、いずれ三陸町のそういう特殊事情

がございますので、可能な限り法定協におきましても、ただいまの項目等について議題

にするということで、とりまとめをしたいと思いますが、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たいと思いま

す。

○５号委員（大船渡商工会議所会頭　菅野佑三君）　ただ、あまり遠くない時期に、こ

の会がまた開かれるように、やっぱりある程度遅くなっては大変だと思いますので。た

だ事務局としては、我々も新聞紙上でしかわからないんですが、このこういう進め方が

ちょっと早すぎると、拙速だという意見があって、そういうことでこの時期を出すタイ

ミングを事務局もいろいろ考えておったんではないかと推測するんですがね、ただ、皆

さんがそういうご意見であれば、やはり一つの結論的な、そういった部分を早く取り進

めた方が私はよろしいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい、どうぞ。

○４号委員（岩手県議会議員　藤原良信君）　だいぶ話が出ておりますけれども、この

基本項目の中で最も大事なのは、これは合併は推進する必要があると思うんです。その

ことを進捗させる上で、一番やっぱり進捗率を高める方法論としては、この期日を明確

に出す必要があると思うんです。そのことを前提にいたしましてスケジュールを組んで

いくことが大事だと思うんです。それからしたがって今、三陸町で選挙があるという話

がありましたけれども、三陸町の事情は事情としても、それ以上にこれらのものを進捗

させる上では、期日というのは、これは先に決めるということが必要だと思います。そ

れを目途として任意の合併協議会を組み法定の協議会を組み、住民の説明会等を開くべ

きだと思うんです。ですからこの辺が最も大事なことだと思うんです。それから２点目

なんですけれども、この中で大事なのは建設計画、これも合併後の、これは町づくりの

指針となるわけでございますから、これが重要になってくると。そしてその後に、今度

はできる限りのディスクロージャーが必要だと思います。そういう意味で協議事項の項

目ですから、発言させていただきたいと思いますけれども、ある意味で提案にもなりま

すけれども、事業項目についてまで、私はディスクロージャーが必要だと思います。し

たがって、この３点が重要な観点だと思います。したがって、この期日については、で

きる限り前提、早い時期に出す必要があるということを申し上げさせていただきたいと

思います。以上です。これについて会長さんからお伺いしたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　先程、皆さんでとりまとめをしたとおり、可能な

限り早く提案をするということで、それから任意の協議会でも、法定協議会で決めると

いうことにさせていただいておりますので、可能な限り早く提案をさせていただいて、

その後の決定を進めてまいりたいと、こういうふうに集約をさせていただきたいと思い
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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とりまとめをさせていただき

たいと思います。その他、１項目目につきまして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）　それでは協議項目の１項目目につきましては原案

のとおり決定をさせていただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次に協議項目２番目に移らせていただきたいと思

います。２番目は合併の方式についてを議題とさせていただきます。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）　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）　それでは異議なしと認めまして原案のとおり決定

をさせていただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その次は協議項目第３号市の名称についてを議題

とさせていただきます。どなたかご質問、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。はいどうぞ。

○５号委員（大船渡商工会議所会頭　菅野佑三君）　将来的には三陸市の方がですね、

この地域としては有利な名称になるのではないかなと思いますが、それというのは今、

たいへん何年か前から、この地域で会議所等も含めまして、国立公園の名称変更運動を

10 年ぐらい前からやっているわけですが、皆さんもご案内のように、最近、駄目だとか、

やんたと言ってた地域も、何かその名称変更に賛同の意を表してきているので、近々、

近い将来に、やっぱり三陸というふうに名称になるのではないかなと。そういった時に、

現在、三陸町でもあるし、それが三陸市という方が将来的には有利な名称になるんじゃ

ないかなというようなことで、三陸市も事務局も頭の中にあるのではないかと思います

けれども、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）　そういうご発言もありましたが、どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　千田隆三君）　三陸町の千田でございますが、ただいま

菅野委員さんが申し上げましたとおりですね、やはり将来的には、やっぱり世界に通じ

ております地域でありますので、三陸というものについて、２市２町の合併の時でも結

構でございます。あるいはその合併後でも結構でございますが、ご検討をいただきたい

という要望でございます。よろしくお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ただいまお二方からご発言がございましたが、た

だいまも将来的にという話がございましたが、将来的に積極的にそのことを考慮しなが

ら検討するということでとりまとめたいと思いますが、よろしゅうございますか。
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　　　　　　　　　　　　　（「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。協議第

３号につきましては原案のとおり決定をさせていただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　協議第４号でございますが、事務所の位置につい

てを議題とさせていただきます。どなたかご質問、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、原案のとおり決

定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）　それでは協議第４号事務所の位置につきましても

原案のとおり決定をさせていただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次、協議第５号町、字の名称の取扱いについてを

議題とさせていただきます。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、原案のとおりで

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）　それでは協議第５号名称につきましても、字等の

名称につきましても原案のとおり決定をさせていただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　協議第６号道路認定の取扱いについてを質疑を行

いたいと思います。どなたか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）　それではなしと認めまして、協議第６号につきま

しても原案のとおり決定をさせていただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　協議第７号水路の取扱いについてを議題とさせて

いただきます。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。

　　　　　　　　　　　　　　（「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７号につきましても原案のとおり決定

をさせていただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　協議第８号まつり行事の取扱いについてを議題と

させていただきます。どなたか発言が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）
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○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）　それではこの案件につきましても原案のとおりと

決定をさせていただきます。

　本日予定をいたしました議題につきましては、すべてこれをもちまして終了をさせて

いただいたところであります。本日出されました意見を十分に加味しながら、次の協議

会を開催をさせていただきたいと、そのように考えておるところであります。ご協議い

ただきましたことに御礼を申し上げます。議長職を解かせていただきます。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）　どうもご苦労さまでした。

これをもちまして第２回協議会を閉会いたします。どうもありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　午前１０時５１分閉会
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