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第３回
大船渡市・三陸町合併協議会会議録

（　平成１３年８月１０日　）

大船渡市・三陸町合併協議会

　　　　　　　　　　



第３回大船渡市・三陸町合併協議会会議録

　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成13年８月10日　　午前10時00分開会

　　　　　　　　　　　　　　　 大船渡プラザホテル　飛翔の間

　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

　　　　　　　　　小松　智友委員　　中井　昭樹委員

　　日程第３　　協議第１号　合併の期日について

　　日程第４　　協議第２号　財産の取扱いについて

　　日程第５　　協議第３号　議会の議員の任期及び定数の取扱いについて

　　日程第６　　協議第４号　農業委員会の取扱いについて

　　日程第７　　協議第５号　地方税の取扱いについて

　　日程第８　　協議第６号　一般職の職員の身分の取扱いについて

　　日程第９　　協議第７号　特別職の職員の身分の取扱いについて

　　日程第10　　協議第８号　条例、規則及び要綱の取扱いについて

　　日程第11　　協議第９号　組織機構の取扱いについて

　　日程第12　　協議第10号　地域審議会の取扱いについて

　　日程第13　　協議第11号　指定金融機関の取扱いについて

　　日程第14　　協議第12号　一部事務組合等の取扱いについて

　　日程第15　　協議第13号　第３セクター、地方公社の取扱いについて

　　日程第16　　協議第14号　行政連絡機構の取扱いについて

　　日程第17　　協議第15号　使用料及び手数料の取扱いについて

　　日程第18　　協議第16号　公共的団体等の取扱いについて

　　日程第19  　協議第17号　補助金等の取扱いについて

　　日程第20　　協議第18号　市町の花木鳥、産物、憲章等の取扱いについて

　　日程第21　　協議第19号　国民健康保険事業の取扱いについて

　　日程第22　　協議第20号　介護保険事業の取扱いについて

　　日程第23　　協議第21号　消防団の取扱いについて

　　日程第24　　協議第22号　姉妹都市、銀河連邦の取扱いについて

　　日程第25　　協議第23号　電算システムの取扱いについて

　　日程第26　　協議第24号　防災行政無線の取扱いについて

　　日程第27　　協議第25号　交通指導員の取扱いについて

　　日程第28　　協議第26号　公共施設の管理運営の取扱いについて

　　日程第29　　協議第27号　診療所の取扱いについて

　　日程第30　　協議第28号　保健医療事業の取扱いについて

　　日程第31　　協議第29号　各種福祉制度の取扱いについて

　　日程第32　　協議第30号　保育所、幼稚園等の取扱いについて

　　日程第33　　協議第31号　農道、林道の取扱いについて
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　　日程第34　　協議第32号　水道事業の取扱いについて

　　日程第35　　協議第33号　下水道事業の取扱いについて

　　日程第36　　協議第34号　学区の取扱いについて

　　日程第37　　協議第35号　学校給食の取扱いについて

　　日程第38　　協議第36号　スクールバス等の取扱いについて

　　日程第39　　協議第37号　育英事業の取扱いについて

　　日程第40　　協議第38号　指定文化財の取扱いについて

　　日程第41　　協議第39号　ブックワールド椿の取扱いについて

　　日程第42　　協議第40号　合併建設計画について

　出席委員（30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　文男君　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　鎌田　和昭君

　　　　　　　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　熊谷　孝嘉君

　　　　　　　中島　信　君　佐々木昭夫君　中井　昭樹君　片山　秀樹君

　欠席委員（０名）

　一般傍聴者（１１名）

　関係部課長

　　大船渡市　生活福祉部長　　　　伊藤　亘　君

　　　　　　　産業振興部長　　　　猪股　省一君

　　　　　　　都市環境整備部長　　菊池　恭二君

　　　　　　　教育次長　　　　　　今野富次男君

　　　　　　　総務部総務課長　　　今野　義尚君

　　三陸町　　企画商工課長　　　　及川寛次郎君

　　　　　　　町民生活課長　　　　野間慎一郎君

　　　　　　　保健福祉課長　　　　佐藤　次夫君

　　　　　　　水産振興課長　　　　斎藤　満　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



　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

　　　　　　　　　　　　　　署名委員

　　　　　　　　　　　　　　署名委員
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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）　ただいまから第３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。

　本日の出席委員は全員の予定でありますが、福田委員が若干遅れております。それでは開会に

あたり甘竹会長にごあいさつをお願いいたします。

○会長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　おはようございます。本協議会の開催にあたりまして一言

ごあいさつを申し述べさせていただきたいと思います。委員の皆様方には何かとお忙しいところ、

まげてご出席を賜りましたこと、厚く厚く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、本協議会も３回目となりましたが、前回の会議におきまして、合併の調整項目は47項目

と決定をさせていただき、その合併の基本となりますところの合併の方式を編入合併とさせてい

ただき、市の名称をそのまま大船渡市とさせていただき、事務所、つまり役所の住所を、現在の

大船渡市役所の住所とさせていただくことなど、基本中の基本を先日の協議会で正式決定を賜っ

たところであります。これら７項目の決定を受けまして、その後、いずれも関連がございます残

りの40項目につきまして、本日はご提案をさせていただいた次第であります。この40項目の中に

は、ご案内のとおり、その合併の期日並びに合併の建設計画についても入っておりますので、よ

ろしくどうぞお願いを申し上げるところであります。特にもこの合併の期日につきましては、任

意の協議会におきましては、この法定協議会の場で決定をすべきものというふうに決まっており

ましたので、この法定協議会のご決定を賜りたいと思うところでありますし、前回の協議会の席

におきましても、委員の皆様方から早く決定すべきとの意見が数多く出されましたことを受けま

して、そのことを重く受けまして、本日、ご提案をさせていただいた次第であります。

　こうしたことから、合併の時期につきましては、三陸町長さんをはじめ、より多くの方々と協

議に協議を重ね、慎重に慎重に重ねました結果、両市町の合併実現に向けての環境等を総合的に

判断をいたしました結果、合併の期日は平成13年11月15日とすることが最適であると判断をいた

しまして、本日、ご提案させていただいた次第であります。　どうか他の協議項目ともども十二

分にご協議いただきますようお願いを申し上げまして、開会にあたりましてのごあいさつとさせ

ていただく次第であります。よろしくどうぞ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）　それでは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。

　それではさっそく協議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

が務めることになりますので、これからの議事進行は甘竹会長にお願いいたします。なお、協議

でのご意見、ご提言のある方はマイクをお渡しいたしますので、その後のご発言をお願いしたい

と思います。それでは甘竹会長、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務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たいと考えております。

　日程第２、会議録署名委員の指名ということでありますが、本協議会の会議運営規程によりま

して、会議録の作成を進めるわけでありますが、会議録の署名人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、議長の私において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）　ご異議なしということでございますので、私の方から指名

をさせていただきます。本日の第３回の会議録の署名委員には大船渡市側と言いますか、から小

松智友委員、三陸町側からは中井昭樹委員、このお二人にお願いをしたいと思いますので、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）　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号合併の期日についてから、日程第42、協議第40号合併建設計画についてまで一括提案説明し、

その後に数項目ごとに質疑を行うということで進めてまいりたいと存じますが、それでよろしゅ

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）　異議なしということでございますので、そのように進めさ

せていただきます。それでは事務局の説明をお願いをいたします。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　それでは私の方から議案についてご説明

申し上げます。協議第１号から協議第40号までの提案でございますが、まず協議項目についてで

ございます。協議項目は、先の任意協議会でお示ししたものとの相違点を申し上げますと、今回

の案は、合併の方式が編入ということになりましたので、それに伴う字句修正があったこと、ま

た法によるものは、その法律名を記入したこと。できるだけ用字、用語の統一を図ったことでご

ざいますが、内容の変更はないところでございます。以上のこと等から、長文でもございますの

で、協議項目の資料については、できるだけ説明を省略させていただきたいと存じますので、ご

了承のほど、よろしくお願いを申し上げます。

　それでは議案書をお開き願います。表紙の次の協議第１号から協議第40号までの件名について

は省略させていただきます。

　協議第１号でございます。合併の期日について。合併の期日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。記といたしまして合併の期日について。合併の期日は平成13年11

月15日とする。以上でございます。

　続きまして協議第２号でございます。お開き願いまして協議第２号でございます。財産の取扱

いについて。財産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

いたしまして財産の取扱い。三陸町の所有するすべての財産は大船渡市に引き継ぐものとする。

ただし、財産に係る権利を有するものがある場合は、合併後もそれを尊重する。ふるさと創生基

金の使途については三陸町の意向を尊重する。以上でございます。資料の説明は省略させていた

だきます。

　協議第３号でございます。協議第３号議会の議員の任期及び定数の取扱いについて。議会の議

員の任期及び定数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

いたしまして議会の議員の任期及び定数の取扱い。三陸町の議会の議員は市町村の合併の特例に

関する法律第７条第１項第２号の規定を適用し、大船渡市の議会の議員の残任期間、引き続き大

船渡市の議会の議員として存在するものとする。

　続きまして２枚ほどお開き願いまして協議第４号でございます。協議第４号農業委員会の取扱

いについて。農業委員会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。
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記といたしまして農業委員会の取扱い。三陸町の農業委員会は大船渡市の農業委員会に統合する

ものとする。三陸町の農業委員会の委員のうち、選挙による委員10人は市町村の合併の特例に関

する法律第８条第１項第２号の規定により大船渡市の農業委員会の委員の残任期間、引き続き大

船渡市の農業委員会の委員として存在するものとする。その他、必要な事項については両市町の

長が別に協議して定めるものとする。

　続きまして協議第５号でございます。協議第５号地方税の取扱いについて。地方税の取扱いを

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。記といたしまして地方税の取扱い。

両市町で税率の異なるものは、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により合併年度及

びこれに続く３年度は不均一課税とする。納期の異なるものについては合併年度は現行のとおり

とし、翌年度から納期を統一する。

　続きまして協議第６号でございます。協議第６号一般職の職員の身分の取扱いについて。一般

職の職員の身分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

たしまして一般職の職員の身分の取扱い。三陸町の一般職の職員は、すべて大船渡市の職員とし

て引き継ぐ。職員の任免、給与、その他の身分の取扱いについては大船渡市の職員との均衡を考

慮して公正に取り扱うものとし、その細目は両市町の長が別に協議して定めるものとする。定員

適正化計画を策定し定員管理の適正化に努める。

　続きまして協議第７号でございます。協議第７号特別職の職員の身分の取扱いについて。特別

職の職員の身分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

たしまして特別職の職員の身分の取扱い。三陸町の特別職の職員の身分の取扱いについては両市

町の長が別に協議して定めるものとする。以上でございます。

　１枚お開き願いまして協議第８号でございます。協議第８号条例、規則及び要綱の取扱いにつ

いて。条例、規則及び要綱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。記といたしまして条例、規則及び要綱の取扱い。条例、規則、要綱等は合併同時に所要の改

正を行い必要に応じ経過規定を設けるものとする。

　１枚お開き願いまして協議第９号でございます。協議第９号組織機構の取扱いについて。組織

機構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。組織機構の取扱い。

(1) 組織機構の取扱い。現三陸町役場を支所とする。支所の所掌事務は住民のサービスの低下を

来さないよう配慮する。綾里地域振興出張所及び吉浜地域振興出張所は現状を維持する。(2) と

いたしまして各種委員の取扱い。両市町に置かれている付属機関等は、原則として統合するもの

とする。なお、独自に置かれている付属機関等については、実態を考慮し整備するものとする。

委員構成については両市町の長が地域性に配慮しながら別に協議して定めるものとする。

　７枚ほどお開きいただきまして協議第10号でございます。協議第10号地域審議会の取扱いにつ

いて。地域審議会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

いたしまして地域審議会の取扱い。三陸町区域に合併の特例に関する法律第５条の４の規定によ

る地域審議会を置く。

　１枚ほどお開きいただきまして協議第11号でございます。協議第11号指定金融機関の取扱いに

ついて。指定金融機関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。

指定金融機関の取扱い。三陸町の指定金融機関等は大船渡市の指定金融機関、指定代理金融機関

及び収納代理金融機関として引き継ぐものとする。



　お開きいただきまして協議第12号でございます。協議第12号一部事務組合等の取扱いについて。

一部事務組合等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

たしまして一部事務組合等の取扱い。三陸町が加入している一部事務組合等については合併の前

日をもって脱退する。

　お開きいただきまして協議第13号でございます。協議第13号第３セクター、地方公社の取扱い

について。第３セクター、地方公社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。記といたしまして第３セクター、地方公社の取扱い。三陸町の第３セクター、地方

公社については、地域振興に果たしてきた役割を勘案し、その実情を確認し支援する。

　３枚ほどお開きいただきまして協議第14号でございます。行政連絡機構の取扱いについて。行

政連絡機構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。行政連絡機

構の取扱い。三陸町の行政区の名称及び区域は現行のとおりとし、大船渡市の地区として引き継

ぐものとする。行政連絡員、補助員及び使送者の取扱いについては、当分の間、現行のとおりと

し、早期に見直しを図る。

　続きまして協議第15号でございます。協議第15号使用料及び手数料の取扱いについて。使用料

及び手数料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

まして使用料及び手数料の取扱い。(1) 使用料の取り扱い。当分の間、現行のとおりとする。(2)

 手数料の取り扱い。両市町で差異のある手数料は大船渡市の例による。(3) といたしまして占用

料の取扱い。両市町で差異のある占用料は大船渡市の例による。

　続きまして協議第16号でございます。協議第16号公共的団体等の取扱いについて。公共的団体

等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。公共的団体等の取扱

い。公共的団体等については、それぞれの実情を尊重しながら統合の指導に努める。(1) 両市町

に共通している団体は合併時に統合するよう調整に努める。

 (2) 統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努める。

　続きまして協議第17号でございます。補助金等の取扱いについて。補助金等の取扱いを下記の

とおりとすることについて提案するものでございます。記といたしまして補助金等の取扱い。両

市町の補助金等は、従来からの経緯、実情等に配慮し、合併後において検討するものとする。(1)

 両市町で同一あるいは同種の補助金等については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協

力を得て統一の方向で調整するものとする。(2)といたしまして、両市町の独自の補助金等につい

ては市全体の均衡を保つように調整するものとする。(3) 他の補助金等に整理統合できる補助金

等については統合の方向で調整するものとする。

　続きまして協議第18号でございます。協議第18号市町の花木鳥、産物、憲章等の取扱いについ

て。市町の花木鳥、産物、憲章等の取扱い等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。市町の花木鳥、産物、憲章等の取扱い。大船渡市は合併後、早期に制定委員会を設

置し、花木鳥、産物、憲章等について検討する。三陸町の憲章等は三陸町区域において長く伝承

していくものとする。

　続きまして協議第19号でございます。協議第19号国民健康保険事業の取扱いについて。国民健

康保険事業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。国民健康保

険事業の取扱い。(1) 保険税の取扱い。保険税率は市町村の合併の特例に関する法律第10条の規

定により、合併年度は不均一課税とし、翌年度から新たに税率を設定する。(2) 保険給付、保健
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事業の取扱い。合併年度から給付水準の高い方に統一する。

　続きまして協議第20号でございます。協議第20号介護保険事業の取扱いについて。介護保険事

業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。記といたしまして介

護保険事業の取扱い。合併年度は現行のとおりとし、翌年度から調整する。保険料の納期につい

ては大船渡市の例による。

　続きまして協議第21号でございます。協議第21号消防団の取扱いについて。消防団の取扱いを

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。記といたしまして消防団の取扱い。

三陸町の消防団は現行体制のまま大船渡市の消防団に統合する。団員の報酬等については大船渡

市の基準に統一する。

　協議第22号でございます。協議第22号姉妹都市、銀河連邦の取扱いについて。姉妹都市、銀河

連邦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。姉妹都市、銀河連

邦の取扱い。三陸町の姉妹都市、銀河連邦については合併後も継続するものとする。

　続きまして協議第23号でございます。協議第23号電算システムの取扱いについて。電算システ

ム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。記といたしまして電

算システムの取扱い。原則として大船渡市の制度に早期に統一を図るよう調整する。

　続きまして協議第24号でございます。協議第24号防災行政無線の取扱いについて。防災行政無

線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。記といたしまして防

災行政無線の取扱い。防災行政無線の運用については設備の統一など、効率的な運用が図られる

よう早期に検討する。

　続きまして協議第25号でございます。協議第25号交通指導員の取扱いについて。交通指導員の

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。記といたしまして交通指

導員の取扱い。合併年度は現行のとおりとし、翌年度からの定数は50人以内とし、その他の基準

は大船渡市の基準に統一する。

　続きまして協議第26号でございます。協議第26号公共施設の管理運営の取扱いについて。公共

施設の管理運営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

たしまして公共施設の管理運営の取扱い。公共施設の管理運営については、当分の間、現行のと

おりとする。(1) といたしまして庁舎業務委託の取扱い。合併年度は現行のとおりとし、更新時

に効率的に見直しを図る。(2) といたしまして小中学校夜間管理業務委託の取扱い。合併年度は

現行のとおりとし、早期に大船渡市の方式に統一する。(3) 中央公民館の管理運営の取扱い。当

分の間現行のとおりとし、早期に機能の調整を図ることとする。(4) 団所有の消防屯所の取扱い。

当分の間現行のとおりとし、市の施設として取り扱う方向で団と協議する。

　続きまして協議第27号でございます。協議第27号診療所の取扱いについて。診療所の取扱いを

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。記といたしまして診療所の取扱い。

国民健康保険直営診療所は現行のとおりとする。

　続きまして協議第28号でございます。協議第28号保健医療事業の取扱いについて。保健医療事

業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。記といたしまして保

健医療事業の取扱い。合併年度は現行のとおりとし、翌年度からは合併後において調整を図る。

　続きまして協議第29号でございます。協議第29号各種福祉制度の取扱いについて。各種福祉制

度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。記といたしまして各



種福祉制度の取扱い。合併年度は現行のとおりとし、両市町の従来の経緯等を考慮しながら翌年

度から調整、検討する。

　続きまして協議第30号でございます。協議第30号保育所、幼稚園等の取扱いについて。保育所、

幼稚園等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

して保育所、幼稚園等の取扱い。(1) 保育所の取扱い。三陸町の保育所は大船渡市に引き継ぐも

のとし、保育料については合併年度は現行のとおりとし、翌年度から大船渡市の例による。(2)

へき地保育所及び託児所の取り扱い。三陸町のへき地保育所及び託児所は大船渡市に引き継ぐも

のとする。(3) として幼稚園の取扱い。三陸町の幼稚園は大船渡市に引き継ぐものとする。

　続きまして協議第31号でございます。協議第31号農道、林道の取り扱いについて。農道、林道

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。記といたしまして農道、

林道の取扱い。三陸町の農道及び林道は大船渡市に引き継ぎ、管理規程等については今後調整を

図る。

　続きまして協議第32号でございます。協議第32号水道事業の取扱いについて。水道事業の取扱

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道事業の

取扱い。三陸町が経営する簡易水道事業は大船渡市に引き継ぐものとする。(1) 水道事業負担金

等の取扱い、当分の間、現行のとおりとする。(2) 水道使用料等の取扱い。使用料については、

当分の間、現行のとおりとし、手数料については大船渡市の基準に統一する。

　続きまして協議第33号でございます。協議第33号下水道事業の取扱いについて。下水道事業の

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。記といたしまして下水道

事業の取扱い。(1) 漁業集落排水処理施設に係る使用料及び分担金の取扱い。使用料及び分担金

は現行のとおりとし、大船渡市の漁業集落排水処理施設供用開始前に統一の方向で調整を図る。(

2) 排水設備工事指定店指定手数料の取扱い。大船渡市の例による。

　続きまして協議第34号でございます。協議第34号学区の取扱いについて。学区の取扱いを下記

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。記といたしまして学区の取扱い。学区

の取扱いについては、当分の間、現行のとおりとする。

　続きまして協議第35号でございます。協議第35号学校給食の取扱いについて。学校給食の取扱

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。記といたしまして学校給食の

取扱い。三陸町の学校給食の取扱いについては、当分の間、現行のとおりとする。

　続きまして協議第36号でございます。協議第36号スクールバス等の取扱いについて。スクール

バス等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

てスクールバス等の取扱い。三陸町のスクールバス及び患者輸送車の運行については現行のとお

りとする。

　続きまして協議第37号でございます。協議第37号育英事業の取扱いについて。育英事業の取扱

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。記といたしまして育英事業の

取扱い。(1) 育英事業の取扱い。三陸町の育英事業については、財団法人大船渡市育英奨学会に

移行する。三陸町で実施している高等学校生への貸与については、当分の間、現行のとおりとす

る。(2) 医療従事者奨学資金の取扱い。当分の間、現行のとおりとする。

　続きまして協議第38号でございます。協議第38号指定文化財の取扱いについて。指定文化財の

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。記といたしまして指定文
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化財の取扱い。三陸町の指定文化財については大船渡市に引き継ぐものとし、保護の一元化を図

り、合併後に指定基準を検討する。

　続きまして協議第39号でございます。協議第39号ブックワールド椿の取扱いについて。ブック

ワールド椿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

ましてブックワールド椿の取扱い。三陸町が経営するブックワールド椿は大船渡市に引き継ぐも

のとする。

　続きまして協議第40号でございます。協議第40号合併建設計画について。合併建設計画を下記

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。合併建設計画について。合併建設計画

は別添の大船渡市・三陸町合併建設計画書に定めるところによるものとする。この協議第40号の

合併建設計画でございますが、現在、県と事務的な調整を進めておりますが、任意協議会後に両

市町において精査を重ねた結果、文書においては特に拠点都市の形成及び建設の基本方針につい

て、理解しやすいように明確化に努めたところでございます。事業の展開による建設計画は合併

後の今後10年間、健全な財政運営を見据え、これを基本としてできる限りの事業展開を盛り込ん

だものであり、内容については大船渡市、三陸町のこれまでの歴史経過、地域性を考慮しながら、

新市の発展の礎となる根幹の事業について精査をしたものでございます。なお、今回新たに建設

計画の中に岩手県に期待する事業を加えたものでございますが、これは県との調整が整ったもの

ではございませんので、今のところ期待する事業ということになります。次回の法定協までには、

大方固まるものと考えておるところでございます。

　それでは建設計画の説明を申し上げます。建設計画、表紙をお開き願います。目次でございま

して、この建設計画は七つの区分からなっております。１、合併の必要性。２、計画策定の方針。

３、建設の基本方針。４、建設計画。５、岩手県に期待する事業。６、公共施設の適正配置。７、

財政計画ということでございます。文章については説明はところどころ省略させていただきます。

まず１ページの１の合併の必要性でございますが、大きく分けまして合併の必要性は、１番の生

活圏の拡大と一体化に伴う効率的な行政運営の実現ということでございます。２番としては住民

意識の高まりがあるということでございます。それから２ページにまいりましては３番目として、

三陸沿岸地域の拠点都市の形成でございます。その三陸沿岸地域の拠点都市の形成、前文は地方

行政を取りまく情勢が書かれてございますが、後半に入るところを読み上げますと、こうした現

状を打破するため、両市町の合併により財政基盤の強化、効率的な財政運営を推進し、海を共通

の発展基盤としてきた地域の特徴を生かしつつ、重点的な投資による都市及び産業基盤の整備を

はじめ教育、文化、福祉、医療等に関する都市的サービス機能や人、物、情報の交流機能の強化、

学術研究機能の積極的な活用により、産業、福祉、教育など、様々な分野での活性化、ひいては

総合的な活力の強化を図り、恵まれた自然や風土を生かした個性的なまちづくりを進め、地域の

イメージアップを図り、拠点都市の形成をめざす。これらにより新市の発展が図られるとともに、

新都市創造のエネルギーが三陸沿岸地域活性化の起爆剤となり、周辺市町村の発展を誘引する役

割を果たすものと考えるということでございます。　次のページは３ページでございますが、計

画策定の方針。１番は計画策定の趣旨。２は計画の構成であります。計画の構成は、建設の基本

方針、建設計画並びに財政計画で構成するということでございます。それから３番は計画の範囲。

４番は計画の期間でございます。計画の期間は建設計画及び財政計画は、平成14年度から平成23

年度までの10年間とするというものでございます。



　お開き願いまして４ページの建設の基本方針でございます。１、新しいまちづくり。この基本

方針は、新市の市政運営にあたっては、豊かさを実感できる都市環境づくり、魅力と活力あふれ

る地域産業づくり、健康と優しさに満ちた福祉社会づくり、文化の香り高い生涯学習のまちづく

りを基本指針としております。それから５ページの１番の後段、上から５行目でございます。新

市は大船渡港港湾整備の拡充により、物流基盤の整備を基にした産業の活性化と、新しい魚市場

を核とした水産業振興を市勢発展の原動力、推進力と位置づけ、保健、福祉、医療、商業、観光、

教育、文化等の都市機能の更なる強化に努め、一層の住民福祉の向上を図るとともに、新たな都

市創造に向けた活力を周辺市町村に波及させることにより、豊かなポテンシャルを有した三陸沿

岸地域の社会的、経済的な地位向上に積極的に貢献していくものである。それから２番として、

三陸町地域の役割と整備方針でございます。(1) の役割でございますが、中ほどから水産業のこ

とが記載されております。次は学術面での記載が書かれております。それから次は交流でござい

ます。それから次のページ、６ページにまいりますと観光面が記載されてございます。その６行

目から読み上げますと、このように三陸町地域は、水産業振興、地域間交流の推進、更には観光

振興等を通じて三陸沿岸地域の拠点都市形成の上で期待される役割は大きいというものでござい

ます。それから(2) の整備方針でございます。三陸町地域のまちづくりは計画策定の趣旨及び三

陸町地域の役割に配慮しながら、次の方針により総合的、計画的に整備を行い、住民福祉の向上

と地域の一体的発展を図るものである。１として道路や河川等の都市基盤整備を推進するととも

に、上下水道、消防機能の整備を進め、快適な生活環境を創出する。次、２といたしまして、水

産業を中心に第１次産業の生産基盤等の整備、充実を図り、活力に満ちた地域産業づくりを推進

する。３といたしまして、少子、高齢化の進展に対応し、保健、福祉の充実を図り、健やかでぬ

くもりのあるまちづくりを推進する。４といたしまして、学校教育の充実及びコミュニティの醸

成を図り生涯学習時代にふさわしい環境づくりを推進するものでございます。３の三陸町地域の

土地利用は省略させていただきます。

　次、７ページの建設計画でございます。大船渡市と三陸町との速やかな一体化を促進し、住民

福祉の向上と地域の一層の発展を図るため、建設の基本方針に基づき財政計画との整合を図りな

がら、三陸沿岸地域の拠点都市の実現に向けて、それにふさわしいまちづくりの総合的、計画的

な整備を積極的に進める。そこで以下において各分野における開発整備の施策を掲げる。１、豊

かさが実感できる都市環境づくり。活力にあふれる産業活動と快適な住民生活を支えていくため

恵まれた自然と調和した産業、都市、生活環境、情報通信等の基盤整備を図るとともに、交通安

全施設や防災施設等の整備を進め、安全で災害に強いまちづくりを推進する。(1) 産業活動を支

える基盤である大船渡港湾の整備促進を図る。(2) 地域の情報格差を解消するため、テレビ難視

聴地域の解消に努める。(3) 行政事務の多様化、事務量の増大に対応し、市庁舎の改修を進める。

(4) 住民の日常生活の基盤をなす道路、上下水道の整備を進める。(5) コミュニティ意識の高揚

を図るため、住民自らが取り組むまちづくり事業を支援する。(6) 住宅需要に対応し、良好な居

住環境を提供するため、公営住宅の建替え等を進める。(7) 住民が暮らしに潤いと安らぎを感じ

ることができるよう公園、緑地の整備を進める。(8) 水資源の確保と水の安定供給を図るため鷹

生ダムの整備促進を図る。(9) 海岸の保全に努めるとともに消防力を強化し、災害に強いまちづ

くりを進めるため、消防防災機能の充実を図る。　(10)水害対策及び山崩れ、崖崩れ対策を強化

するため河川改修、急傾斜地崩壊対策事業を推進する。(11)交通事故防止のため、交通安全施設
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の整備充実に努める。次のページにまいりますと、今申し上げました豊かさが実感できる都市環

境づくりの事業名等が書いてございます。豊かさが実感できる都市環境づくりの中を更に分けま

すと、未来にはばたく港湾環境の整備、交流連携のための道路網、情報通信網の整備、調和のと

れた都市環境の整備、ゆとりある都市空間の形成、総合的な土地利用の推進と資源の開発、安全

で快適な生活環境の整備というふうに施策が分かれてございます。一番右は概算事業費が100 万

円単位で記載されてございます。合計のみを申しますと、合計は391 億9,100 万円でございます。

　９ページにまいります。２の魅力と活力あふれる地域産業づくり。自然豊かな地域特性を生か

し、農林水産業及び観光の振興を図るとともに、産学官交流の推進、雇用環境の充実に努め、活

力に満ちた産業づくりを進める。(1) といたしまして、漁業及び漁村の活性化を図るため、その

基盤となる漁港や漁場、集落環境などの整備を推進するとともに、つくり育てる漁業及び資源管

理型漁業を推進する。(2) 新鮮で安全、安心な水産物の安定供給を図るため、ハセップ方式を導

入した施設設備の充実を図る。(3)三陸漁場の拠点水揚げ基地にふさわしいハセップに対応した魚

市場を整備する。(4) といたしまして、広域観光拠点の一つである碁石海岸に周辺全体の観光資

源をアピールする観光インフォメーションを整備するとともに、大船渡市と三陸町にまたがる今

出山に自然散策を主とした公園を整備する。(5) 将来の農業の担い手を育成するとともに、中山

間地域における農地保全を図る。(6) 農林業生産活動の基盤となる農林道等の整備を推進する。(

7) 地場産業の振興を図るため、地元企業と北里大学水産学部をはじめ学術研究機関等との連携交

流を支援する。(8) Ｕターン者等の受け入れ事業を推進する。10ページでございます。魅力と活

力あふれる地域産業づくりの施策である事業概要が記載されてございます。施策名でございます

が、活気あふれる水産業の振興、個性ある観光の振興、地域の特性を生かした農林業の振興、活

力ある鉱工業の振興、うるおいのある就業環境の整備というふうに分かれてございます。概算事

業費でございますが、合計は124 億8,700 万円でございます。

　それから３は健康とやさしさに満ちた福祉社会づくり。少子高齢化の進展や多様な福祉ニーズ

に適切に対応し、誰もが安心して生き生きと暮らせる地域社会を築くため、保健、福祉の充実を

図る。(1) 出生率の低下と多様化する保育ニーズに対応し、幼保一体型施設及び託児所を整備す

るとともに、民間の保育所整備を支援する。(2) 高齢者福祉の充実を図るため、要介護高齢者の

在宅療養生活支援施設等の整備を支援する。(3) 障害者の社会参加を促進するため、心身障害者

向けの通年開設作業所整備を支援する。

(4) 住民の保健、医療の充実を図るため、公営医療施設の改築を進めるというものでございます。

ここの健康とやさしさに満ちた福祉社会づくりの事業計画でございます。施策名は安心して暮ら

せる福祉社会の創造。保健・医療と社会保障の充実でございます。それから概算事業費は合計は

５億700 万円でございます。それから次は４の文化の香り高い生涯学習のまちづくりでございま

す。住民の多種多様な学習ニーズに対応し生涯を通じて主体的に学習できる社会を構築するため、

教育、文化の充実及びスポーツの振興を図る。(1) 幼稚園において３歳児教育を実施するため、

教育環境の充実を図る。(2)新たな時代の変化に柔軟に対応し、安全で快適な教育環境を整えるた

め、小中学校施設の整備を推進するとともに、情報教育設備の充実を図る。(3) といたしまして、

遠距離通学児童、生徒の利便性の向上を図るためスクールバスの更新を図る。(4) といたしまし

て、学校給食の充実を図るため、学校給食センターの移転改築等を進める。(5) 各種資料等の収

集、保存、活用を通じて住民の生涯学習活動を支援するため、図書館、博物館、公民館の整備を



進める。(6) 貴重な史跡の保存を図るため、対象用地の取得を進める。(7) 住民の自主的な芸術

文化創作活動を促進し多彩な芸術文化の発表と交流機会の拡大を図るとともに、芸術鑑賞の機会

をより一層充実させるため文化施設を整備する。(8) 住民が快適にスポーツに親しめるよう利用

施設のトイレの水洗化を進める。お開き願いまして、ここは４、文化の香り高い生涯学習のまち

づくりの施策名、事業概要等でございます。施策名は、新しい時代の創造力を育む教育の充実。

歴史と風土に根ざした市民文化の創造。健やかさを育む社会体育の振興でございます。事業名と

事業概要の次に概算事業費が記載されてございます。概算事業費の合計は112 億800 万でござい

ます。　次は岩手県に期待する事業でございます。まず１番の豊かさが実感できる都市環境づく

りということでございます。まず大船渡港港湾整備の促進でございます。多目的国際ターミナル

等の整備促進、大船渡港水質浄化対策の推進、大船渡港臨港道路と漁港臨港道路の接続、赤崎地

区の臨港道路及び周辺環境の整備促進、エコポートモデル港の指定、大船渡町野々田地区の保管

施設及び樹木緑化帯の整備促進。次は県内陸圏との広域交通網及び主要地方道等の整備促進でご

ざいます。一般国道107 号の改良整備促進、荷沢峠付近の抜本的改良、住田町柏里地内急カーブ

の解消でございます。次は一般国道397 号の改良整備促進、住田町下大股～栗木トンネル間及び

一般国道107 号との交差点～ささのほらトンネル間の早期整備。それから次は主要地方道大船渡

綾里三陸線の整備促進、永浜・山口地区埠頭から主要幹線道路までのバイパス整備、大立地区カ

ーブの改良、永浜地区歩道の設置、三陸町小石浜トンネルの早期着工。主要地方道大船渡広田陸

前高田線の整備促進、大船渡町丸森地区、末崎町船河原地区間の改良整備。一般県道は碁石海岸

線、崎浜港線、吉浜・上荒川線の整備促進でございます。それから市道県代行事業の実施。それ

から次は県営鷹生ダムの早期完成及び周辺環境整備計画の推進でございます。次は海岸保全事業

の推進、大船渡漁港、門の浜漁港、越喜来漁港でございます。次は砂防事業の推進。次は急傾斜

地崩壊対策事業の推進。次は盛川河川改修事業の推進でございます。お開き願いまして14ページ

でございます。次は魅力と活力あふれる地域産業づくりでございますが、拠点工業団地の整備促

進、エコタウン事業の推進、漁港・漁場整備事業の推進、水産振興事業の推進、マリン・リゾー

ト大船渡21プラン基本計画の推進、中山間地域総合整備事業の推進、県営林道開設事業（県代行

事業）の推進でございます。それから次は公共施設の適正配置でございます。ここは省略させて

いただきます。

　それから次は財政計画でございます。この財政計画は一般会計の財政計画でございます。先程

申し上げました建設計画の事業計画は、これは一般会計と特別会計が網羅されたものでございま

すが、この財政計画は一般会計でございます。歳入の方でございますが、地方税は平成14年度計

画額は41億100 万円でございまして、23年度には43億900 万円ということでございます。それか

ら額の大きいものを申し上げますと、７番の地方交付税は平成14年度は752 万1,000 円、平成23

年度は690 万6,000 円でございますが、平成14年度は合併準備金等の交付税が交付されるものと

考えております。申し訳ございませんでした。100 万単位でございました・それから歳入合計を

申し上げますと、平成14年度は182 億900 万円でございます。平成23年度は191 億1,100 万円の

単年度ごとの財政計画ということになってございます。それから歳出でございますが、１番の人

件費でございます。平成14年度は39億ということでございます。平成23年度は38億2,700 万円と

いうことでございます。それから６番の普通建設事業は平成14年度は32億2,800 万円、平成23年

度は44億8,400 万円ということの計画でございます。それから歳出合計でございますが、平成14
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年度は182 億900 万円、平成23年度は191 億1,100 万円ということになっております。

　それから次のページでございます。ここは大船渡市・三陸町の合併に関する事業計画一覧表を

資料として提出したものでございます。先程説明をいたしました建設計画を系統的に網羅し、そ

の個別の事業名を記載し、その事業費を記載してあります。この資料の説明については省略させ

ていただきます。後でご覧いただきたいと存じます。

　以上、建設計画につきまして説明をいたしました。委員の皆様にはよろしくご審議くださいま

すようよろしくお願い申上げます。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　以上をもちまして説明を終わらせていただくところであり

ます。なお、任意の協議会では審議はいたしたところではございますが、委員の皆様方に変更が

ございましたとか、欠席等がございましたものですから、改めて詳細にすべてをご提案を、審議

をいただきたいと、こう思って説明を進めさせていただいたところであります。これから協議と

いうことになりますが、10分間休憩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20分から始め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。休憩とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　午前１１時１０分休憩

　　　　　　　　　　　　　　　午前１１時２１分再開

○議長（甘竹勝郎君）　会議を再開をさせていただきたいと思いますが、私、冒頭、40項目ござ

いますので、数項目ずつまとめてと言いましたけれども、それはそのとおりなんですけれども、

日程第３の協議第１号合併の期日につきましては、任意の協議会で話し合ってはおりませんので、

１項目だけですが、単独で審議をしたいと思いますが、いかがなものでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それではそのとおり、合併の期日、つまり協議第１号につ

きましてだけは単独で協議を進めてまいりたいと思います。どなたかご質問等ございましたらど

うぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君）　期日の設定についてでございますが、本日、11月15

という決めてきましたが、三陸町のことでございますが、この設定の方法でございます。まず会

長から聞きたいと思うのは、昨日、全員協議会やりまして、町長が11月15の、どういうあれで設

定したって言いましたら、私も選挙があるし、いろいろ言われないことがありまして、甘竹市長

から11月15日でいかがですかと言われまして、それでよろしゅうございますという返事をしたっ

て、昨日答弁したんです。そういう馬鹿げた協議が可能なものがね、全然自分の考えもなしに、

甘竹市長から、これでいかがですかと言われ、嫁ごもらいよりも程度悪い、それでよろしゅうご

ざいますという返事になったって。それであなたの考えはないのって言ったら、そういうあれで、

私の選挙があるもんで言われなかったと、そういう昨日の話ですから、そこらあたり、そうなる

と11月15も当然、見直すべきじゃないかなと思うんですが、そこらあたりお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それではこれは事務局というものでないでしょうから、こ

の11月15日と定めましたのはですね、総合的にあらゆる角度から分析をした結果でありまして、



そのあらゆる角度の中でも、特に決定的な要素となりましたのは、今回、こういった法定協議会

を開いておりますが、法定協議会で決まりましたことはですね、再び住民の方々に建設計画を含

めて周知徹底をしなければならないところであります。任意の協議会でもお決めいただきました

ことは、その後、両市町で住民合意のための説明をさせていただきましたし、今回の法定協議会

で、今日決まりましたことにつきましても、住民の方々にお知らせをする。そして住民の方々の

意見を聞く期間が必要でございます。それを受けましてから、皆様方と再度こういう法定協議会

を開かせていただき、そしてその後、調印という運びになり、調印が終わりました後、両市町で

議会議決をいただくということに、今後のスケジュールはなるところであります。それらの諸手

続、つまり地元の大船渡、三陸町でのその作業が、今後１カ月は続くところであります。したが

いまして８月を超して９月になるものと思います、県への申請がですね。したがいまして１カ月

間は必要であります。今日は８月の10日ですから、９月の10日前にはと思いますけれども、いず

れ９月の上旬になります。日程ですよ、私が言ってるのは。それから県に上げまして、県に申請

をしまして、県議会並びに県知事の決定等々、県が必要とする期間が約１カ月間というふうに聞

いております。そうしますと我々地元での事務作業が残っているのが１カ月間。それから県議会、

その事前の対応を含めて県知事が決定するまで、あわせて２カ月間が必要であります。県がすべ

て終って国に、総務省に上げますが、総務省が上がってきて、いいよというか、告示ということ

になりますが、それまで１カ月というふうに国の方から言われているところであります。そうし

ますと今後、地元での事務作業が残り１カ月、県の作業が１カ月、国の作業が１カ月。ちょうど

どんなに急ぎましても３カ月ということになりますと、今日以降３カ月間が必要であります。今

日は８月の10日でありますので、３カ月後ということになりますと、11月の10日ということにな

ろうかと思います。したがいまして11月の10日以降というふうに我々はよんでおりまして、11月

の中日、15日というふうに案を出させていただいたところであります。今後、必要な日数が、と

にかく３カ月かかると。この３カ月は我々が何としても縮めるという性質のものではありません

ので、それぞれ国の手続等がございますので、３カ月間必要でございますので、11月の15日と案

を出させていただきましたので、ご理解を賜ればと思うところであります。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　いや、ただいまの説明で、その３カ月の期間は

わかりますが、前にも申しましたとおり、三陸町もまたお家の事情がございまして、11月の17日

が町長選なんです。それがほんじゃ両首長がね、11月15日で可能だって、何かの確約があってね、

絶対大丈夫ですというあれの下に出してきているものだかね。これが２日ずれると、大変な事態

になるんですよ。町長選挙が17日でございますから、任期が。だから15日でやって２日間、何か

あって１週間ずれたら、大変な混乱が招く原因になるんで、大船渡の議会もそうです。市長が言

ってるとおり特例法内の手続が整った時点ということも、その視野さ入れるべきじゃないかなと

思いまして、その確約があるんならいいんですよ。何の保証もないでしょう。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　国の方から、ここまでに上げればいいですという確約はな

いところであります。なかなかこれは誰が確約するというものではありませんので、なかなか今

の質問に対しても難しい答えに、苦しいって言うか、難しい答えになるんですが、いずれはこれ

まで合併した市町村の事例でありますとか、国が示している県から上がってきて約１カ月間とか、

こういうスケジュールがございますので、我々はそのスケジュールのマニュアルと言いますか、

従いまして設定をいたしておりまして、したがいまして３カ月間かかりますので、11月の10日以
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前ということは不可能ですので、11月の10日以降の中日の15日を選びましたが、今、平田委員ご

発言のとおり、２日、これが延びますと、町長選挙に影響するということも、我々はよく頭の中

においているところであります。ただ私どもは、たいへん失礼ですが、町長さんの任期があるか

ら、そこにもっていこうということでは決してございませんので、早期合併という大半の意見を

受けまして、早期合併に可能な限り努力をさせていただいておりまして、それが今日から３カ月

後でありまして、それがたまたま11月の15ということで、その町長さんの任期のあわせたわけで

はございませんことにご理解をいただきたいと。たまたま17日が町長選挙であるということは我

々も熟知をいたしております。なお、この然らば提案した11月15日が保証されてるのか、確約さ

れたのかということでありますが、確約はされておりませんけれども、提案した以上は、責任を

もってこのことに全力でぶつかりたいと、こう考えておりますし、我々といたしましてはある程

度の何て言いますか、ＯＫサインを自分自身で固めているところでありますので、ご理解をいた

だければと思うところであります。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　いや、市長のあれもわかりますが、この残され

た日にちがね、たった２日だから、もし不可能だったらばね、ほんだら年度末、年度初めの４月

１日とか、仮にね、そっちの方がいいんじゃないですかということになるがすと、まず。無理に

やって２日間がずれて、それが国から許可がおりなかった時ね、間にあわなかった時、本当、混

乱になるのは目に見えてるんですよ。だから安心する意味でも、仮に特例法内の手続が整った時

点でもいいですし、そこらあたり再考慮していただきたいと思いますが。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ただいまのご質問でありますが、私は委員さんが合併が不

成功に終ったら大変だよという気持もあってのご発言かなと思っておりまして、感謝をするわけ

でありますが、いずれ、その17年の法定協の特例法のことも視野に入れ、なおかつ早期合併を願

う方々のことも視野に入れ、あるいはまた急ぐべきでないという方々のことも視野に入れ、総合

的にこの11月15日を案として出させていただいたところであります。したがいまして、確かに２

日しかありませんが、その分を若干見ていると。例えば今日が８月の10日ですから、３カ月後と

いうと11月の10日なんですよね。それらも計算をしながら、いずれ11月の10日までには国の方か

ら告示があればいいなと。ただ、そしてその合併の告示、国の方がＯＫという日と、この15日と

いう日と合併する期日は決まっているわけですから、その前に国の方からＯＫが出ることを望み

まして、そのことに全力を上げたいと、こう思っておりますので、合併が失敗しないように全力

を上げたいと思いますので、委員のなお一層のご指導をお願いを申し上げたいと。いいですか。

以上、期日につきましてどなたか、どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤文男君）　私も質問すればいいのか意見を言えばいいのか、

ちょっとわからないところもあるんですけれども、同じ委員ですから、委員同士で質問するのも

どうなのかなという思いも多少あるんですけれども、いずれ今、平成13年の11月15日に合併する

と、期日について明確に初めて提案されたわけでございますが、その理由を私はお尋ねしたい。

今、平田委員さんが質問したことと、ある意味では同じになって、同じ答えが返ってくるのかな

という思いもなくはないんですが、私は違う形で、きちっとお話しをしていただければいいのか

なと、こう思うんであります。と言いますのは、期日の関係等を言われておりますが、少なくと

も私は議会の立場から言えば、特別委員会を作って議論を重ねて、そして大船渡市議会は合併賛

成の立場を明確にしております。しかし、その中身につきましては、その平成17年３月まで、諸



条件が整った時点なら、事前に合併することもかまわないだろうと、こうは思っていますけれど

も、無理やりに諸条件をあわせる必要はないだろうという思いもあるのであります。市長が先程、

平田委員さんの質問に対する答弁で１カ月、そして県の関係１カ月、国の関係１カ月と、こうい

うことでありますが、それから日にちを追っていくと11月の10日だと、こういうことであります

が、１カ月かかるんであれば、１カ月半の余裕をもってもいいだろうと。私は大船渡市で言えば

ですね。そしてそれから以降、例えば２週間なり１カ月でもおいて県に申請をして、そして時間

のゆとりをもって合併の期日を決定した方が、私はいいのではないかなと、こういうふうに個人

的にも思っているものですから、同じ答えになるのかどうかわかりませんが、きちっと、三陸町

の町長の選挙の関係については、一切頭にないというお話しもありましたがゆえに、ひとつ会長

から聞くということでよろしいのかどうかわかりませんけれども、事務局でも結構ですし、会長

の市長でも結構でございますから、ひとつお答えをいただければと、そう思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　これは会長と委員とのやりとりというわけにはいきません

ので、その他、どなたか意見がございましたならば、ご発言を賜りたいと思いますが、どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　志田嘉功君）　平田委員、そして佐藤文男委員のお話しを聞い

て、私も最もだと思う一人でございます。私ども大船渡市議会の場合については、法定協議会が

本日、そして全員協議会が13日と。これについては様々な要因もあって13日になったわけですが、

あえて言うのであれば、私どもにすれば法定協議会を今日でなく、やはり13日以降にずらしてほ

しかったと。これが私どもの、私どもと言うより一部の議員の本音でございます。そうした中で、

やはり様々な諸要因、そして一般論としての考え方からいって、やはり年度初め、あるいは３月

とか２月、やはりそういった単に言葉のやりとりではなくして、やはり自然な状態の中で、そし

て住民の合意形成を考えた場合、今、お話し出ましたけれども、いずれその建設計画あるいは財

政計画、こういったものも、いずれ十分に知らしめる機会をもちたいと、そういうお話しもあり

ますが、やはりそれらを考えた場合、ゆとりをもった合併が、やはり私は必要ではないかと、私

はそのように思います。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ありがとうございました。その他、どなたかございません

でしょうか。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　及川和也君）　三陸町の及川でございます。期日の設定について

お伺いいたします。合併は住民の合意と理解が第一条件だと、私はこのことに対して異論があり

ません。そのことを踏まえてですね、今回示された合併、新市の建設計画と財政計画が、既に住

民に対して説明されていたと、こう思いますけれども、このことが大幅に変更なされております

が、再度このことを住民に理解を求めるために、時間は十分に考えた上での合併の期日であるか。

その点についてお伺いいたします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　時間が十分かということ、事務局、ちょっといいかな、事

務局の答弁。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　この建設計画、任意協議会の時にご提案

申し上げましたものとの今回との相違点につきましては、現在、この法定協議会後に、こういう

案を提案いたしましたというようにことを詳しく、その合併協議会だより等で、市民の皆さんに

お知らせをいたしまして、そしてまたそのご意見等を頂戴するように呼びかけてまいりたいと、

そう思っております。
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○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他どなたか、どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君）　大船渡市議会の村上でございます。私からも意

見を述べながら、当局のご答弁があればいいなと思っているところなんでありますが、まず一つ

は、先程同僚委員さんから質問がありました町長の任期といかにも紛らわしいと。私も正直そう

思います。ご本人がいて、たいへん恐縮でございますが、しかし先程、甘竹会長さんからは、町

長の任期とは関係なく考えたということでありますから、ああ、そうですかと。それにしても、

ずいぶん紛らわしいなと思いながら聞いたところでございますが、いずれ関係あらせるべきでは

ないと私は思います。であればですね、もっとすっきりとした期日を設定してもいいのではない

かと私は思います。ご説明の中で１カ月、１カ月、１カ月、３カ月間が必要だということでござ

いますけれども、相当無理があるのではないかと思います。私も議会の中でも、あるいはそうで

ないところでも、こういう時期に来たし、合併を首尾良く進めてほしいし、手順、その他でその

混乱を起こしてはいけないと、こう考えてきたし、発言をしてきたところなんでございますが、

どうもこう紛らわしい期日が設定をされ、あるいはそれは11月の15日であれ、別な何月かの期日

であれ、理解をし納得をすれば、それでいいと言えば、それまででございますけれども、やっぱ

り同僚議員のお話しもありましたように、もっとゆとりをもって、そして確実に進めるというこ

とであってほしいなと思うところなんでございます。先程の協議案の説明の中でも、この議論は

後にしますけれども、建設計画の中で、まだ煮詰まっていない事項もあると。ましておや県の方

にお願いする要請する事業等について、まだ合意に達していないと、こうなりますと、今日から

３カ月というのには、かなり無理があるのではないかと私は思います。そんなことで繰返し申し

上げますけれども、もっとゆとりをもって期日を設定すべきだと思います。これはこれから進め

ていく中で、こういうことだってあるのではないかと思いながら、心配のあまり発言をするわけ

なんですけれども、例えば自治法の７条関係の解説では、町村が合併することについて申請をし

て、そして議決書に合併を実現する期日の表示があったとしても、あったとしても、それで県と

か国とかが拘束される法律上の義務はないと、こういう解説と言いましょうか、解釈もあるよう

に聞く、あるいは見るところであります。そうなりますというと、無理な時点を設定をして、そ

してまだまだ流動的だというようなふうに解釈をされるようでは、うまくないのではないかと思

うんであります。そういうことを含めまして、甘竹会長さんは努力に努力を重ねて、この３カ月

以内で進めるということであるかも知れませんけれども、無理な日程設定は、またリスクも伴う

のではないかと心配しながらの意見なんでございますけれども、いかがでございましょうか。そ

の辺についてのお答えなり考えなり、日程等について再度お答えをいただきたいなと思います。

よろしくどうぞ。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　どなたかその他、どうぞ。

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

長さんの方より、11月15日という期日がご提案されたわけでございますが、ただ、ご答弁の内容

をみますと、三陸町の町長の任期が11月17日ということで、それとのにらみあいというのは、な

いというようなおっしゃり方をしたわけでございますが、私はですね、この合併の期日あるいは

合併というものはですね、いろんな要素があります。そのためにですね、国は合併特例法の中で、

いろいろ議員の任期でありますとか、あるいは農業委員の任期でありますとか、そういうふうな

特例の中で合併を進めようというような考えが特例法の中にあるわけです。そういう意味合いに



おきまして、やはり政治でございますので、そういうチャンスなり、あるいは機会というものは

当然出てくるわけでございます。会長はそういうものを頭の中には踏まえて、この期日設定をし

たんだろうというような私は考え方を、そういうふうな思いをもってございますが、やはりそう

いうことでありまして、いわゆるその時期というものが到来あるいはチャンス、そういうものが

政治の中にはあるんだろうというようなことで、私たちの町の将来を眺めてみましても、なかな

かこれを逃すと、そういう時期が遠のくというようなことを、しみじみ最近もまた財政状況を見

ても異常な状況でございまして、やはり合併特例法による、いわゆるその交付税の交付財務計画

がありますとおり、10年間のそういうものを得て、安定した財政の中で行政を続けるというのが

最大のベターだろうと、このように考えてございます。これは私の意見でございます。考え方で

ございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ありがとうございました。その他、どなたかどうぞ。

○５号委員（大船渡商工会議所会頭　菅野佑三君）　今、今まで発言なさった方々のお話しを聞

きますというと、何か今すぐでやんたというように私には聞こえるわけでございます。私はね、

この合併は、以前、今年の春でしたか、百人委員会みたいな形での席でも話しましたんですが、

私ども商工会議所といたしましては、昭和62年ですか、宮澤会頭時代にこの合併を取り上げまし

て、２市２町の合併でございましたけれども、とにかくこれからの行政というものは、民間企業

においても合併再編が進んでいる中で、やはりそういった効率的な運営も、行政もやっていかな

ければならないんだというような考えから、それを考える会というものを作って、２～３年、住

民の意思あるいは先進地で合併をして成功したところを研修したりなどして、その推進方をみん

なでやってきた経緯があるわけですが、その時に最終的なとりまとめとして、とにかくこの合併

をですね、２市２町の議会に持ち込んで、何とかこの合併を取り上げてくれと、検討委員会なり

の設置をお願いすると、そういう要望、請願をいたしたわけでございます。しかし、２市２町で

取り上げたところはね、たった大船渡市だけですよ。あとのところはやんたずんだ。それ、やん

た、わかるんですよ。行政を司る人、議会を構成する方々、一番犠牲を被るわけですからね、わ

かるんですよ。ほんだから、ほんだどもそういう犠牲を被るからやんたでははじまらないではな

いですか。この地域の発展などを大局的に考えた場合さ。やはり身を犠牲にしても、あるいは自

分の多少のマイナスがあっても、地域が大きく飛躍するなり発展するなり、住民がそれ以上のサ

ービスを受けられるようなことが明らかであればですね、どうして進めないの。その時は私はた

いへん議会に対する何て言いますか、大船渡市議会だけが取り上げていただいたわけですが、し

かし、その結果というものは、時期が早いとか遅いとか、15年前ですよ、15年前。その時は佐藤

文男さんも議員してたんでなかったの。していたでしょう。よく検討され、でも大船渡市議会は

採択をいただいたわけですからね、それなりの検討を加えられたと思うんですが、しかし、その

中でまた住民に理解を得られたとか得られないとか、この48項目、なるほどね、これを取り上げ

るべきたいへん大事な問題ですよ。だから住民のこの中の問題を100 ％理解をいただくというこ

とはね、100 年経ったってできないですよね。ですから私は政治家というのは、やはり多少未来

学的な要素もあって、私どもがいろいろ日常、身近なことで経営とか、そういうことであれして、

将来、こういうふうな形とかビジョンを描くというのは、やはりそれは政治家の役割なんだろう

と思います。それは日本の政治においても然り。ほんだから国民が、住民が、こうあらねば駄目

なんだという引っ張っていくようなね、情熱をもってね、そういういい方向にね、引っ張ってい
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く。やっぱり私は義務なり、そういう政治姿勢は必要だと思いますよ。これ、ほんだらば来年の

４月がいいとか、来年の８月がいいって言ってるうちに、今度は大船渡の市議会の選挙きますよ。

大船渡の市長選がきますよ。おかしなこと、あまり語るなでば。やっぱり善は急げ、11月15日賛

成。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他、どなたかございませんでしょうか。是非ありまし

たならばご発言をいただきたいと思います。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、実はこの合併の期日でご

ざいますけれども、実はここに私、大船渡市の合併を考える会が新聞紙上でアンケート取った調

査書があるわけでございますが、その数字を眺めていたわけでございますが、その中で合併の時

期については問われておりますけれども、その中で、期日にこだわらず、慎重に検討した場合に

は合併すべきだというようなことが、半分以上の方が回答しているようでございますが、私たち

はこの合併を慎重に検討したということになれば、合併の期日が11月15日でも、私はいいのでは

ないかというふうに考えるわけです。それでまだ我々がこの合併について検討しないということ

であれば、延期ということもあるだろうと思いますけれども、私はこの任意の法定協議会の中で

様々な角度から検討したというふうに考えられますと、合併の期日はちょうど真ん中頃でいいん

でないべかなという考えで、私はこの11月15日にはよろしいのではないかなというふうな感じを

もって、この数字を見て調査結果から考えて、私、そのように考えているわけですが、実は今、

これ、個人的な考えでございますけれども、いずれ議会において様々な会派なりありますので、

そこで検討しなければならない事項だろうと思いますけれども、いずれ11月15日の合併には私は

賛成であるということを言明したいと思います。以上です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他、どなたか。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　掛川秀邦君）　合併の期日について、こんなに揉める、いろいろ

な意見があるとは思いませんでしたんですけれども、やはり私も合併の勉強したり、いろいろの

会議があったりした関係でですね、こういう大改革の時にはですね、やっぱり最後は市長のです

ね、市長、町長の政治生命をかけた11月15日のね、判断だと私は感じているわけです。でありま

すので、私は当然、４月がいいとか、いろいろありますけれども、いろいろな諸条件が整った時

期が、11月15日という市長の政治判断こそが、やはり尊重してですね、新しいまちづくりのため

にですね、我々は今、商工会の会頭さんが言うとおりに、この不景気の中でですね、いろいろな

建設計画、その他で、ある程度の活性化が図られる可能性もありますので、どうぞ自信をもって1

1月15日の合併で進んでいただくことをお願いを申し上げたいと思います。以上です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ありがとうございました。その他、是非ご発言という方あ

りましたらどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　鎌田和昭君）　大船渡市委員の鎌田です。２回の法定協議会の

委員会を、私の都合によりまして欠席いたしましたことを深くお詫びいたします。私は任意の協

議会の委員にもなっておりませんし。初めてこの回に参加いたしました。そしていろいろな先生

方のご意見を聞く中で、やはり今日の合併の期日の明確さ、11月15日ということは、大いに私は

賛同しております。なぜならば、機は熟すということは、そんなに簡単にあるものではございま

せん。これは皆様方が話しているように。４月がいいのか、８月がいいのか、ゆとりをもってと

いう言葉も様々出ておりますけれども、じゃ、その４月がいい、８月がいいという手だては、ど



のような手だてをすれば、４月、８月がいい合併の時期になるのか。その手だてというものを、

やはりお互いに話し合いをして、11月15日はうまくないとか、いいとかということを判断すべき

じゃないかというふうに私は考えております。お互いに、私も企業出身の議員でございますけれ

ども、やはり先程会頭が述べましたように、60年の会議所で合併を早期に実現すべしということ

を、私も今もその気持は変わりございませんが、やはりこの11月15日は、当局が出してきた期日

は、県との十二分な調整を図った上で、私は出してきた期日と感じております。そういう中で十

二分にゆとりをもってこの期日で、そして市民、町民が将来、満足のいく手だてを十分に施した

施策を、100 ％というわけではございませんけれども、ある程度織り込んでいるのではないかな

というふうに感じております。そういう中で、先程平田委員が話されたように、２日間の延長を

しないように、どうか努力に努力を重ね、11月15日の期日に合併が実現するようお願いいたした

いと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ありがとうございました。その他、どなたかございません

でしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　なければ、そろそろ議論、質疑を終了ということ

でよろしゅうございますか。いいですか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは以上をもって期日の質疑を終わらせていただきま

すが、この協議第１号につきまして、本案は原案のとおり決することにご異議ございませんでし

ょうか。

　　　　　　　　　　　　　（「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。

　それでは協議第１号は原案のとおりと決定をさせていただきます。ちょうど12時でございます

ので。お昼に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）　それでは昼食のため休憩とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　午後０時００分休憩

　　　　　　　　　　　　　　　午後１時３０分再開

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは時間になりましたので、休憩前に引き続き会議を

再開いたします。次に日程第４、協議第２号財産の取扱いについてから、日程第９、協議７号特

別職の職員の身分の取扱いまでをご審議をいただきたいと思います。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　佐藤丈夫君）　最初に、合併の初年度というのは何年からさす

ものなのかお聞きしたい。まずそこ、まず第１点はそれです。

　それから財産の取扱いでございますけれども、私も前にも任意の協議会で申し上げましたけれ

ども、大船渡市民に合併だよりが出ましてから、この財産の関係で、住民の方々もずいぶんと興

味をもって見たようでございますが、このふるさと創生基金の関係については、この前も私が質
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問しましたけれども、その１億1,000 万という金額を、三陸町の町民のために使うというような

お話しでございましたけれども、私はその住民の方々からのアドバイスを受けた関係上から、ど

うしてもそれは大船渡市のふるさと創生基金とあわせまして、新しい町になった住民のために使

うべきだというのが、大船渡市の住民の意向でございますので、再度、私はこの問題について三

陸町の町長さんから、この問題について大船渡市と一緒にさせて、お互いの住民のために使うと

いうようなお話しをいただければいいがなというふうに考えるわけでございまして、その点にお

いてもう１回、私が運営協議会で申し上げたことについて、どのようにお考えになっていたのか、

経過を踏まえてお答えいただきたいというふうに思います。以上です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　合併の初年度について、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）　合併の初年度ということでございますが、

先程期日が、当法定協議会で決定になったということでございますので、合併の初年度は今年度

ということになろうかなと、そう考えております。

　それから財産の取扱いのうちのふるさと創生基金でございますが、この先程ご説明申し上げま

した調整項目は、ふるさと創生基金の使途については三陸町の意向を尊重するということでござ

いますが、今、議員さんが申し上げたことを、これは新しいと言いますか、新市になるわけでご

ざいますから、そういうことも十分踏まえまして、これからの検討になるものと、そう考えてお

ります。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他どうぞ。

○３号委員（佐藤丈夫君)(続）　今、合併年度が13年の11月15日から初年度ということでござい

ますから、平成14年は第２年度になるわけでございますが、この総体的な協議事項の中で、初年

度の次は翌年度調整するということになりますと、翌年度というのは来年の４月１日になるわけ

でございますが、その間に４カ月間の中で調整ができるのかどうかという私は疑問をもつわけで

ございますが、それについて当局ではどのような考えをもっているのか、お尋ねしたいと思いま

す。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　この調整項目全般について申し上げます

と、合併年度は現行のとおりとするというふうに、あるいはその翌年度から統一を図るというふ

うな調整項目になっておりますが、これらのことにつきましては、これから合併がなりました時

には、それこそそういう調整項目あるいはこの他の事務事業等についても全般に、この調整項目

に沿って進めるようになろうかと思いますし、また新年度においては、それこそ本当に一体的に

なるように、そしてまた一体的になって事務事業が進められるように、これから懸命に努力した

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）　はいどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君)(続）　実は消防団の関係でお尋ねするわけでござ

いますが、消防団が合併しますと、大船渡市の消防団に現三陸町消防団が一緒になるわけでござ

いますが、指示、命令等がどうしても必要な場合が出てくるわけでございますが、早期に、それ

は合併した時点で早期に体制を作らなければならないということになるだろうと私は思うわけで

ございますが、そういうふうにして急がなければならない事項も多々あるというように感じるわ

けですが、それらについては即検討し、実行していただきたいというふうに要望いたしたいと思



います。以上です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　ありがとうございました。その他ございませんか。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君）　２点ほど、事務的なことでたいへん恐縮なんで

ございますけれども、財産の取扱いの中で土地及び建物の表がございます。ここの中で二重記載

でないだろうかと思われる点がございます。それは土地及び建物の中の土地、山林として445 万

平米何がしという記載がございますし、そして今度は下の方の２の山林というところで、これは

必ずしも上の方の内訳ではないんだろうなと思いながら見たんですけれども、やはり所有、分収、

その他の現場によるものと。ここで同じ面積が記載をなっているんでございますけれども、トー

タルした面積に影響がないかどうかということを、この項目ではお尋ねをしておきたいと思いま

す。

　それからもう１点は、ずっと飛びますけれども、税の税率等の取扱いのところなんでございま

すけれども、いわゆる固定資産の課税標準というところがございまして、その説明に、１月１日

現在における当該固定資産の価格、これを課税標準とすると書いてございます。はてはて、私の

勘違いでしょうか、課税標準の基礎となった価格で課税台帳に登録をされているものが課税標準

だと思っているんでございますけれども、当局が示しました課税標準とは、当該固定資産の価格

を課税標準とすると、こういう記述、私の勘違いでしょうか、あるいは私の属する自治体の協議

会の方で協議をすべき内容かなと思ったりしたところなんですけれども、このことについて事務

局からの説明があればいいなと思いながら質問したところでございますが、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）　それでは事務局どうぞ。佐々木委員。

○１号委員（大船渡市収入役　佐々木一雄君）　これは陸前高田市及び大船渡市営林組合の所有

に係る山林について記載しておりますが、前段については土地の面積がそういうことだと。それ

から(2) の２番目については流木の推定蓄積量がそういうことだということで使い分けておりま

す。そのようにご理解をいただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい、どうぞ事務局。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　固定資産税につきましては、１月１日現

在に所有する固定資産について課税になると。そしてその評価額も１月１日現在の課税評価額で

課税になるというふうに思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしいですか。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君)(続）　申し訳ないです。細かいことなのかも知れ

ませんけれども、いわゆる課税標準という概念について質問したところなんでございます。１月

１日現在における当該固定資産の価格、これを課税標準とするというには、いささか無理がある

ような気がするんでございます。そしてまた実際にも課税標準とはとなりますというと、基礎と

なった価格で、そして課税台帳等に登録されているものということなのではないかと思いました

ので、質問しましたのですが、これはまた大船渡市の事務局の方々と話し合いする機会も必要か

なと思いましたので、それでもご答弁があればお願いしたいんですが、よろしくお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　ここの資料には、１月１日現在における

当該固定資産の価格となっておりますが、厳密に申し上げますと、価格と課税標準とはまたいさ
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さか違うということは事実でございます。それはその価格でございますし、また課税標準は、土

地についてあれば評価額のこれこれと、あるいは家屋等についてもあると、課税と価格標準につ

いては違うことも事実でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。あとよろしゅうございますか。

はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君）　７号の特別職のことでお聞きしますがね、これ、編

入合併になりますと、特別職の待遇はどういう取扱いになりますか。会長。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい事務局。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　協議項目につきましては、特別職の職員

の身分の取扱いでございますが、三陸町の特別職の職員の身分の取扱いについては、両市町の長

が別に協議して定めるというふうに書かれてございます。これは編入の場合で、合併の方式は編

入ということでございますので、三陸町の特別職の職員は失職をするわけでございますが、この

取扱いについては、後で両市町の長が別に協議するということでございますが、これらについて

は、この合併の事務事業が進むに従って、両市町の長がそれこそ協議なさるものと、そういうふ

うに、事務局ではそう思ってございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）今、部長が編入合併だと、これ、そういうことに

なったでしょう。簡単に。失職するということになりましたが、そうなりますとね、会長、この

文言は失職するという文言にしておかなければ、記の分です、長が別に協議して定めるものとす

るということになると、別にその編入合併のあれと全然違うくなるんでないの。だからここも記

の分さ、編入合併の際は特別職は完全に、これは書き直さなければならないんじゃないですか。

違いますか。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　そのことについては合併のその方式でも

って、その法令によって合併の方式はこうであればこうだということが、あらかじめ決められて

おるということから、ここにはということでございます。そしてまたそういう扱いになりますの

で、両首長が協議するということかと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　部長、今言ってるのは、失職ということでなく

なってくるがすと。進め方で生きるも死ぬもなるよということになるがすと。編入合併は失職と

いうことになってるでしょう。そう説明してるでしょう、部長は。そしたら全然このあれが違う

くなってくるがすと。この編入合併の際はこうですよと言ってることがす。そしたらばここの文

言さ入れてもらわないば、それが生きてこないということになるがすと。どうもそこらになると

全然納得されなくなってくるがすと。部長とも事務局、会長、そこら、不思議に思わないの。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　会長の方から、会長に先立ちまして、この案をとりまとめ

た委員長、答弁を。

○１号委員（大船渡市助役　紀室輝雄君）　いずれ法律で失職はそのとおりでございますので、

失職後の、失職するわけですから、その後の取扱いをどうするかというところは、両市町長さん

が協議して定めるということをうたっております。



○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　助役さんね、全然意味が通じないがすと、ほん

で。失職はわかるのす。失職だって助役言ってるから、そのとおりだと思うの。その後、だりゃ

火葬されたものが出はってくるずことになるんだよ。だりゃ、そんな馬鹿なことあるもんだって。

失職はあくまでも失職だがすと。それが方法によって生きたり死んだりするという馬鹿なことは

ないがすと。ほんだから、ほんだから死ぬものは死んでいいのす。ほんだからこれもちゃんとう

たえということなの。だりゃ生きるか死ぬかわからないような決め方ないがすと。そうでないの。

死ぬ者は死んでいいの。ほんだらピタッとうたえっていうことす、これ。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい。

○１号委員（大船渡市助役　紀室輝雄君）　要するに砕いて申し上げますれば、町長さんとか、

そういう職で町長さん、市長さんがそのことを協議して定めるということではなくて、ここに定

まっている特別職の職は失職はそのとおりでございますから、あと例えば、例えばの話ですよ。

何かの非常勤特別職とかですね、様々考えなければならないこともあるかと思うんです。そこに

ついては両市町の市長、町長さんが協議をしてという表現を表しているんです。町長さんとか助

役さんとかというその特別職をそうするということをいってるわけではないんです。そこのとこ

ろでご理解をいただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　だんだん助役と話してると、だんだん話こんが

らがってくるね。失職するって、そういう法律でやるんだったら、それで私はいいのす。ほんだ

から簡単な話、だって両市町って、片方いなくなるんだよ。協議はなくなってしまうんだよ、こ

れは。そうでない。これ、合併した後の話だよ。したら両市町ということはないがすと、ね、こ

の取扱いは。ほんだからこの文言がおかしいのす、やっぱり。ほんだから俺も面倒臭いの好かな

いから、もしあれだれば、俺、言ってる方がわかりやすいと思うが、助役、あんまり頭いいから

難しいことばかり語ってわかんないからす。簡単なのす。ここさ、文言さね、失職するってうた

ってもらった方が、決なら決取ってもらった方が、30人の委員さんに。その方がすっきりするん

でないかなと思うのす。どうもこれで死ぬか生きるか、ほうだいなくなってくる。せっかく御詠

歌上げたもの、お前様、やめるようになるよ、途中で生きてきて。ほんだからこの文書、できれ

ばね、合併さ特別職は、編入合併の際は失職するって、簡単にうたってもらえればす、簡単な話

なの。ほんだから簡単な方法はそうだと思うんだが、もしできれば会長にその採決なり何なりね、

ほんでないば指名でもいいが、採決の方が一番はっきりすると思うんだがす、そこらあたり諮っ

てもらいたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　何か補足答弁があれば。

○１号委員（大船渡市助役　紀室輝雄君）　いま一度お答えをさせていただきます。失職は法律

でそのとおりでございます。ですからここで失職すると書かなくても失職なんです。ここはひと

つご理解をいただきたいと思います。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　ほんだから失職は失職とうたっておけばいいの

す。

○１号委員（大船渡市助役　紀室輝雄君）　すみません。生きてくるということではなくて失職

なわけですから、それはあえてここに文言を入れなくても失職でございます。そこはご理解をい
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ただきたいと思います。ここに書いておるのは、その特別職をそのまま特別職にするとか何とか

という考え方でなくて、扱いがもしあるとするならば、両市町で協議をして定めるという表現な

んでございます。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　いや、じゃね、助役、合併して両市町ずことは

どこにあるのずの。わかる、意味。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい。それでは私の方から、よくわかりましたので、私か

ら答えますが、編入合併の場合には、例えば市長が、首長が２人ということはありませんから、

自動的に失職ということでありますから、そのとおりであります。ただ、その他に農業委員とか

選挙管理委員とか教育委員会とか、いろんな特別職がありますので、この特別職のことにつきま

して、合併前に両首長で協議をするということですので、是非ご理解をいただきたいと。特別職

というのはいっぱいございますから。そこで是非、賢明な委員さんにご理解をいただきたいと。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　いや、それはわかるの。別な特別職の分は。簡

単に語ると、要は三役四役なのね。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　三役四役は失職ですから。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　ほんだから、そのあたり、そのあたりだってす、

どうも助役の答弁だと紛らわしいのす、首長が２人いない世界が２人で協議して定めるとなると、

ますますおかしくなってくるの。ほんだからこの文言の改正す、要は。うたってもらいたいの、

ピタッと。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　おっしゃる意味もよくわかります。ただ、法律で決まって

いますから、そのとおりになりますので、ただ、その他もろもろの特別職がありますので、そこ

さもろもろの特別職と書けばいいんでしょうけれけども、もろもろは書かないで、両市町が合併

前に決めますので、決めなければなりませんので、要は何ですか、教育委員会、選挙管理委員、

監査委員、固定資産委員会、農業委員会、特別土地保有税委員、国民健康保険委員、その他いろ

いろございますので、これらの特別職等を含めて、いろいろその協議をするということで、是非、

わかりましたから、言ってる意味は。わかりましたから、わかりましたから。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　いや、会長はわかってたけれども、俺はどうも

納得しない。ほんだからね、ほんじゃ、その特別職ずの抜いてす、三役にすればいいの、四役だ

れ。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それも含めて、みんな特別職なので。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　この文言が、この特別職がいろいろなあれがあ

ると言うんだれば、四役は合併、ほんだってみんな特別職がすぐ失職するわけじゃないでしょう、

これは。ある程度す。要は一番俺言ってるのは三役なの。その分を聞いてるのす。ほんだからこ

の文言、変えるべきではないかって。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　他の方の意見もちょっと参考に聞きますので、どなたかこ

の件につきましてご意見をお持ちの方、ご発言をお願いしたいと思います。どなたか。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　誰も意見がなければ、俺の意見が通るというこ

とですか、そうなると。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　いやいや、お宅の意見もあるし、これをまとめた責任者の



意見もありますので、それも委員ですから。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　委員はわかるども、誰も発言しないば満場一致

で俺の意見が通るということにもなると思うんですが。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　後ほど諮りますから。その他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　佐藤文男君）　任協の際と法定協の関係で、ちょっと違いはな

いのかも知れませんが、資料に記載されているのと、されていない部分がありますので、ちょっ

と持論をしゃべって、見解をお聞かせいただきたいと思いますが、一つは、一つって、一つだけ

でございますが、議員の任期の関係はですね、これはこのとおりだと思います。ここに記載のと

おりでありますが、その定数の関係でありますが、私ども大船渡議会として、この問題が出てか

ら振興局長さん、前の局長さんを呼んで勉強会した際には、定数特例と在任特例を併用して、例

えば今、選挙がないということで前提であれば、三陸町が20人、大船渡が24人ですから、平成16

年５月８日、９日ですか、大船渡の任期までについては44人と、こういうことでお話しをいただ

きました。そしてそれから以降、大船渡市の選挙の改選の際には、定数特例と在任特例を併用し

て、人口比に応じて選挙すると。三陸町は当時の振興局長さんの説明ですと６人の定数で選挙す

ると。大船渡は24人の定数で選挙をして、４年間はトータルで30人の定数。そしてそれから以降

については法律改正もございましたから、人口５万人以下の関係については、上限を26の中で定

数を決定して、これからは１市で選挙をすると、こういうことの説明をされましたので、そうか

なと、そういう理解をしていましたが、議会に対する説明あるいは任協の関係では、大船渡市の

残任期間だけ市会議員の身分を有し、それから以降の選挙については１市で定数26人でやると、

こういうお話しでございましたが、ここにはその部分が記載がなってございませんが、そういう

ことで理解していいのかどうかということが一つと、私としてはその定数特例なり在任特例を併

用して選挙するのも一つの方法かなと、こういうふうに考えているものであります。と言います

のは、定数、例えば26にやってもですね、それは選挙の結果ですから、どちらの方々が多く出る

とか何とかというのはわかりませんけれども、少なくとも例えば定数特例、在任特例を併用しま

すと、６人の部分については保証できるという思いもなくはないわけです。それは垣根をとっぱ

らえば、10人も11人も、三陸町出身の方々が当選する可能性も、これはあるわけでございますけ

れども、何とも言いがたいんでありますけれども、私としてはそれも定数特例、在任特例も併用

してやるのも一つの方法かなと、こう思うんですけれども、ここに26名という調整の部分が入っ

ていないということは、ひとつさっき言ったように、どういうことなのか、まずお聞かせをいた

だきたい。そのように思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい事務局答弁。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　今回のこの文章の意味は、委員さんおっ

しゃいますように、任協の意味と同じでございまして、ただ、26人という数字が入っていないと

いうことでございますが、これはその26人というのは、いわゆるその人口で申し上げますと、４

万5,000 ～6,000 人という人口になりますので、その定数が、その法律によりますと26人になる

ということでございますので、その大船渡市の区域と三陸町の区域を分けて選挙を行うというこ

とではなくて、大船渡市という市名がそうなっていますから、大船渡市ということで一つの選挙

区と言いますか、分けないで一つの区域で選挙を行うということでございます。以上でございま
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す。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤文男君)(続）　今まで話されたことですから、それはわか

りましたが、それで法律改正になりまして、人口５万人以下が上限で26でございますが、ただ、

全国的に、議員の定数の削減というのが結構ございまして、その法律の上限いっぱいで条例を決

めるというところが、あんまりないようであります。たまたま県内で盛岡が上限定数で条例を制

定したようでありますけれども、全国的にはそういうところはあんまりないと。上限から１人な

り２人なり３人なり減じて条例を定めているところが圧倒的に多いということからすれば、私は

将来的には、上限定数から１名でも２名でも減らした議員定数がいいのではないかなと。そうい

うことを考慮すれば、当初の部分で定数特例と在任特例を併用して、選挙をやった方がいいだろ

うという意見をもっているんですが、そういう議論は事務局段階ではなかったのかどうかという

ことと、私ども大船渡では、振興局長さんからそういう説明を受けましたが、参考までにもし、

議員の方々おられますから、三陸町の議員の皆様方も、たぶん勉強会しただろうとは思うんです

けれども、どういうお話しを受けたったのかどうか、参考までにどなたかしゃべっていただける

人でもあれば、お聞かせいただきたいものだと、そう思います。以上です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい事務局。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　議員の定数につきましては、法律的には

５万人以下の人口規模であれば26人以下となってございますので、この議員定数については、こ

れからその議員定数が26人以下の数字で決められる場合もあると言いますか、決まるものと、そ

う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）　その他ご発言ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　　（「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、それではご発言がないようでございま

すので、以上でこの項目につきましての質疑を終ってよろしゅうございますか。以上で質疑を終

わりたいと思いますが、まだあればどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君）　７号の平田議員さんが言ってる内容なんですが、

実はこの内容を見ますと、いずれ合併の編入ですから、この次のページの教育委員から全部失職

になるわけですね、もちろん三役も失職になりますけれども。そしておのおの条例がありますね。

条例で定数を増加若しくは増減しなければ、それらの方々が何て言いますか、就任することがで

きないということを、おそらく両市町が相談するんだという内容であろうかなというふうに私は

解釈しているわけでございますが、いかがなものでしょうか。そういうふうな理解では駄目なも

のですか、これは。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは以上をもちまして質疑を終ってよろしゅうござい

ますか。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは質疑がないようでございますので、協議第２号財

産の取扱いについて、それから第３号の議会議員の任期及び定数の取扱いについて、それから協

議第４号の農業委員会の取扱いについて、協議第５号地方税の取扱いについて、協議第６号一般

職の職員の身分の取扱いについて、それから協議第７号特別職の職員の身分の取扱いについて、



以上６件について、本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市議会議員　甘竹勝郎君）　なしということでございますれば、原案どおり可決

ということになりますが、異議なしですね。

　　　　　　　　　　　　　（「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の声がございましたので、以上を確認

をさせていただきます。それでは第２号から第７号までは原案のとおり決定をいたします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次に日程第10、協議第８号条例、規則及び要綱の取扱いに

ついてから、日程第15、協議第13号第３セクター、地方公社の取扱いまでご審議をお願いを申し

上げます。どなたかございませんか。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤文男君）　大船渡市と三陸町が合併しても、例えば遠野市

の面積にもまだ足りないぐらいの、決して大きい面積ではございませんが、そこでその協議第９

号の中でですね、その組織機構の取扱いの中で、例えば綾里地域振興出張所及び吉浜地域振興出

張所は現状を維持すると。私はとりあえずはこれでよろしいかと、そう思っています。ただ、市

内の方々で意見交換しますと、昨今では道路事情もだいぶ良くなりまして、綾里から大船渡に、

例えば役所に用を足すという場合ですね、市内の末崎の碁石の先、そういうところを距離を計っ

てみますと、時間的にも距離的にも末崎町の方が遠いんじゃないかという人たちも多々あります

が、この地域振興出張所については、当面はよろしいとは思いますが、現状を維持をするという

ことであれば、いつ頃まで現状を維持するということなのか。未来永劫にわたって現状を維持す

るのか。あるいはそうでなくて５年なり10年経ったら見直しをすると、こういうことなのか。そ

の辺についてひとつお聞かせをいただきたいと、そう思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　この出張所については現状を維持すると

いうことで、そのいつまでかということは明記はされてございませんが、ただ、その組織機構の

場合には、住民サービスの低下はしないということ、それから組織機構は、行政機構は簡素で効

率的な行政運営ということも、いろいろなもろもろの考え方がございますが、ただ、現在におき

ましては、現実に出張所があるものですから、まず合併してもそのサービスを、住民サービスを

低下させないということで、こういうふうな書き方をしたわけでございます。ただ、未来永劫か

と言われますと、これはまた、その財政運営とか、先程申し上げました簡素で効率的な行政運営

ということもございますので、それらもいつかはそういうお話しも出てくるかとは思いますが、

ここで期間を区切って、いつまでというふうな書き方には、事務局としては至らなかったという

ことでございます。いずれ、その合併をしたからといって急激な変化ということもまた、これま

た住民サービスの点から申し上げますと、これまたよろしくないという考えもあって、こういう

ふうな書き方をいたしましたので、ご理解を願いたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤文男君)(続）　事務局の答弁はわかりました。ただ、合併

は究極の行政改革でありますから、今後の行政執行をする中にあたって、やっぱりこのことも十

分に考慮に入れていただいてですね、いずれかの時期には、やっぱりこの問題についても、現状

をいつまでも維持するということではなくて、究極の行政改革ということをも頭に入れていただ
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いて、繰り返しますが、いつかの時点では、やっぱり出張所問題についても廃止の方向で、こう

いう言葉を言いますれば、決して地域住民の方々からは歓迎されないかも知れませんけれども、

そういう方向で行政執行にあたっていただければと、そう思います。これは私の意見であります

し、お願いでありますから、答弁は必要ございません。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　千田隆三君）　第８号の条例、規則及び要綱の取扱いでございま

すが、ここに必要に応じ経過規定を設けるものとするということで、特に三陸町は編入というこ

とになりますので、いろんな機会の中で、この条例の中で急激な変化が出るということが予想さ

れるわけでございますので、そういうことのないように、ひとつこの経過規定を十分活用いただ

いて、ご配慮をお願いしたいと、要望でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他、ご発言がありましたならば。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　なければ以上で質疑を終ってよろしゅうございますか。そ

れでは協議第８号条例、規則及び要綱の取扱いについて、協議第９号組織機構の取扱いについて、

協議第10号地域審議会の取扱いについて、協議第11号指定金融機関の取扱いについて、協議第12

号一部事務組合等の取扱いについて、協議第13号第３セクター、地方公社の取扱いについて、以

上６件について、本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　（「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８号から第13号まで原案のとおりと決定を

させていただきます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次に日程第16、協議第14号行政連絡機構の取扱いについて

から、日程第20、協議第18号市町の花木鳥、産物、憲章等の取扱いについてまでご審議をお願い

を申し上げます。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　及川和也君）　18号でございますけれども、私は勉強不足なので、

ちょっとお伺いしますけれども、この鳥の名前なんですけれども、カモメとウミネコとなってお

りますけれども、これはなかなか私もちょっとわからない、カモメとウミネコは同じでないかな

と感じるんですけれども、その点について。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい事務局どうぞ。

○１号委員（大船渡市収入役　佐々木一雄君）　大船渡市市政施行40周年記念行事の一環として、

大船渡市の花木鳥を設定したわけですが、その時の事務局を担当した者として、参考になるかど

うか、お答えを申し上げます。カモメは、いわゆる渡り鳥なんだそうです。ウミネコは常時ここ

にいる鳥だと。したがって、その鳥を決定するにあたっては、一定時期しかいないカモメよりも、

常時いるウミネコの方が適当であろうといった話がありまして、当市の場合にはウミネコといた

しております。参考までに。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい、その他どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君）　花木鳥の関係なんですが、私はこの新しい町が

三陸の海を大々的に宣伝するということで、水産の町というふうにうたっておりますが、私はで

きるものならば、魚の名前もここでうたった方がいいのではないかというような感じがするわけ

です。全国的に魚で名前を使っている市町村があんまりないようでございますけれども、そうい



うふうにして大船渡市を全国にＰＲするということも必要だろうと思いますが、その件について

事務的に検討されたかどうか、ひとつお尋ねいたしたいと思います。以上です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　この花木鳥の他に魚もということでござ

いますが、なるほど水産の町でもありますので、ここに書いてあることから申し上げますと、合

併後、早期に制定委員会を設置し、花木鳥、産物、憲章等について検討するとございますので、

今、委員さんが申し上げられた事項は、ありがたく頂戴をいたしまして、その時に議論の対象に

なるものではないかなと、そういうふうに考えます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　なければ以上で質疑を終わらせていただきますが、協議第1

4号行政連絡員機構の取扱いについて、協議第15号使用料及び手数料の取扱いについて、協議第16

号公共的団体等の取扱いについて、協議第17号補助金等の取扱いについて、協議第18号市町の花

木鳥、産物、憲章等の取扱いについて、以上５件について、本案は原案のとおり決することにご

異議ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それではなしということでございますので、協議第14号か

ら協議第18号は原案のとおりということで決定をいたしました。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次に日程第21、協議第19号国民健康保険事業の取扱いにつ

いてから、日程第26、協議第24号防災行政無線の取扱いについてまでをご審議をお願いをしたい

と思います。どなたかありましたならばご発言を賜りたいと思います。ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　　（「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。それでは以上で質疑を打ち

切らせていただきます。協議第19号国民健康保険事業の取扱いについて、それから協議第20号介

護保険事業の取扱いについて、協議第21号消防団の取扱いについて、協議第22号姉妹都市、銀河

連邦の取扱いについて、協議第23号電算システムの取扱いについて、協議第24号防災行政無線の

取扱いについてまで、以上６件について、本案は原案のとおり決することにご異議ございません

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声がございますので、協議第19号

から協議第24号までは原案のとおりということで決定をさせていただきます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次に日程第27、協議第25号交通指導員の取扱いについてか

ら、日程第31、協議第29号各種福祉制度の取扱いについてまでを審議をお願いを申し上げます。

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）　なければ前に進んでよろしゅうございますか。どうぞどな

たかご発言ございますか。なしということでございますので、質疑を終ってよろしゅうございま

すか。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）



—33—

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは協議第25号交通指導員の取扱いについて、協議第2

6号公共施設の管理運営の取扱いについて、協議第27号診療所の取扱いについて、協議第28号保健

医療事業の取扱いについて、協議第29号各種福祉制度の取扱いについて、以上５件について、本

案は原案のとおり決することにご異議ございませんでしょうか。　　　　　　　　　　　　　

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　異議なしという声がございます。それでは協議第25号から

協議第29号まで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）　それでは次に日程第32、協議第30号保育所、幼稚園等の取

扱いについてから、日程第36、協議第34号学区の取扱いについてまでの審議をお願いを申し上げ

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）　なしということでございます。以上で質疑を終ってよろし

ゅうございますか。

　　　　　　　　　　　　　　（「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30号保育所、幼稚園等の取扱いについて、

協議第31号農道、林道の取扱いについて、協議第32号水道事業の取扱いについて、協議第33号下

水道事業の取扱いについて、協議第34号学区の取扱いについてまで、以上５件について、本案は

原案のとおり決することにご異議ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　異議なしという声がございます。それでは協議第30号から

協議第34号は原案のとおり決定をいたします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　次に日程第37、協議第35号学校給食の取扱いについてから、

日程第41、協議第39号ブックワールド椿の取扱いについてまでのご審議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）　スクールバスの関係でちょっとお尋ねをしたい

んですが、実は第３セクター並びに公社の関係についても、教育委員会でバスをもって、第３セ

クターでもっておりながら、この学校給食の配達を、配達と言うか、配布をするということでご

ざいますけれども、これは検討の中で、おのおの学校給食の事業として、その第３セクターから

外して、そのスクールバスを運行するという可能性はできなかったものかどうか。そこら辺がど

うなんだろうというように考えます。改めてスクールバスを第３セクターでやるということも、

私は若干問題があるんではないかというように考え、この学校給食の中でのスクールバスも一本

化にした方がいいんではないかというように考えますが、そこら辺についてどのようにお考えに

なっているか、お尋ねいたしたいと思います。

○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）　スクールバスの運営につきましては、ス

クールバスあるいは給食のような形、給食でも活用するというような形にはなっていますが、事

務局段階での議論は、これまたその現在は給食は給食で、大船渡市の給食との関係もございます

ので、当分の間は現行どおりだと。それに伴うこのバスの活用も現行どおりということにいたし

たところでございます。その運行については民間委託あるいは直営等の話もございましたが、こ



れまた今後のどのように運営したらいいかということにつきましては、今後どのように事業運営

したらいいかということの議論の中で、これからの議論になっていくというふうに事務局段階で

は結論付けたところでございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君)(続）　第３セクターの三陸町教育施設運営会と言

うんですか、この中でもっている業務内容が学校給食の調理及び運搬業務並びにスクールバスの

運行となっていますけれども、この中でスクールバスと、その給食センターの直営でございます

から、改めてこれも第３セクターでなくて、この中でやっぱり直接取り扱うべきだというふうに

私は考えますが、これは合併後の問題になるだろうと思いますけれども、これについても事務局

の方である程度煮詰めていかなければならないというふうに、改めて第３セクターだから外すべ

きだというふうに私考えますが、ご検討いただきたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　中村委員、どうぞ。

○１号委員（三陸町助役　中村隆男君）　それではこのスクールバスと学校給食センターの関係

について、ちょっと私の方からご説明いたしますが、佐藤委員さんがおっしゃるのは、教育施設

運営会に委託しておりますスクールバスの運行分を外して、直営にした方がいいんでないかとい

うご質問、そういうことでよろしいですね。それにつきましては、いろいろお考えがあるとは思

うんですが、いずれ教育施設運営会の方に委託しております業務につきましては、朝夕のスクー

ルバスの運行、それからそのスクールバスが終って、その間には運転手さん等の調理の従事、そ

れが終われば給食の学校への配送、そしてそれの何て言いますか、後片付けと言いますか、それ

から学校からまた持ってきて整理すると。その後にまたスクールバスの運行するということで、

一体的にスクールバス、給食、配送というのが行なっておりますので、私たちとすれば、そうい

う実態の方がより合理的な運営がなされるものと思って、そのような形態でやっておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。

○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　佐藤丈夫君)(続）　私は実態わからないでお話しするというの

は、たいへん恐縮でございますけれども、ひとつそのスクールバスの運行で、一番学校から遠い

地域というのは、何キロぐらいあるものなのすか。大船渡の場合ですと、そういうのやっていな

いわけですが、そういうの何キロぐらいあって、是が非でもこのスクールバスでなければならな

いのかなという現状を、ひとつお聞かせいただきたいというように思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　中村委員。

○１号委員（三陸町助役　中村隆男君）　一番遠いところは綾里地区の砂子浜から綾里中学校ま

での運行だと思うんですが、大体８キロぐらいはあると思います。

○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。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　なしということです。それでは以上をもって質疑を終わら

せていただいてよろしゅうございますか。それでは協議第35号学校給食の取扱について、協議第3

6号スクールバス等の取扱いについて、協議第37号育英事業の取扱いについて、協議第38号指定文

化財の取扱いについて、協議第39号ブックワールド椿の取扱いについて、以上５件について、本

案は原案のとおり決することにご異議ございませんでしょうか。ございませんか。
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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）　なしということでございます。それでは協議第35号から協

議第39号は原案のとおり決定をさせていただきます。

　ここでお諮りしますが、休憩を取った方がいいか、このまま続行したらいいか、お諮りをいた

します。

　　　　　　　　　　　　　　（「続行」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　続行でいいですか。それでは休憩なしということでござい

ますので、そのまま続けさせていただきます。

　次に日程第42、協議第40号合併建設計画についての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。はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　及川和也君）　任意の協議会と今日の協議会においてですね、建

設計画と財政計画が、先程も話しましたけれども、大幅に変更された理由は何があったのか、そ

の点についてお尋ねいたします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　事務局答弁。任意の協議会との変更。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　概算事業費が大幅に変わっている

ということでありますけれども、これは事業の精査、それから計画年次、改修年度の調整等、そ

れらによってローリングされた部分、それから県計画等、それから市の計画等に記載されてあり

ましたものを整合を取ったならば、こういう変更になったということでございます。以上です。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　よろしゅうございますか。その他どうぞ。村上委員。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君）　新市建設計画の案、先日、資料の配付をいただ

きました。時間なくて十分、私なりの調査というのは行き届かなかったんでございますけれども、

しかし、内容をずっと見てみますというと、項目の増えている部分もあります。例えば豊かさを

実感できる都市環境づくりという内容については、もう11項目のうち６項目が追加になっており

ます。あるいは魅力と活力あふれる地域産業づくりの中では、８項目のうち３項目余が追加をさ

れております。その他にもありますけれども、いろんな夢が膨み、あるいはその事業が増えるこ

とは、これはこれでいいと思うんでありますけれども、ところが一方で、先程ごあいさつの中に

もありましたように、まだ県との調整が終っていない計画でありますというお話し、説明があり

まして、正直、おやおやと思ったところでございます。そういう中で期日を決めていいのだろう

かと、こう思いながらも、それでも一定の目標は必要だということで、調整に了承したところだ

ったんでございますけれども、この県との関係の調整がほぼできる日程というのは、いつ頃に予

定しているものでございますか。そしてまた今回、その任意の合併協議会の時よりも新たに加え

られました岩手県に期待する事業ということについて、実は私は大船渡市議会の中で、県との関

わりの事業が見えないよと、こういうことで申し上げた経過もございましたが、いずれ今回、こ

うして新しく県に期待する事業という項目が盛ってありまして、このことがまだ県との調整が進

んでいないということになるのかも知れないような感じで受け止めてるんですが、これらも含め

て、このまんまに近い形で、次の法定協議会には出されるということになりますかどうですか、

そこのところをお答えをいただければありがたいと思います。

　そして今度は事業計画についてでございますが、豊かさが実感できる都市環境づくりの事業計

画の中では、今回の総事業費391 億円余でございますが、実はこれは先の示された計画を、どう



しても印象に残るものですから、それと比べますというと、17億減額になっております。豊かさ

実感が17億減額されるというのは、はてなと思うところでございますが、いずれ、どうしてこう

いうことになったのかということについて、ご説明をいただきたいと思います。何せ我々は大船

渡市議会の全員協議会では、まだこの内容が説明されていないものですから、さっきはザッと説

明をいただきましたんですけれども、私も理解というところまでには及んでおりません。それか

ら魅力と活力あふれる地域産業づくりの事業計画の中で、124 億何がしかの事業計画なんでござ

いますけれども、これも27億余減額をされております。健康とやさしさに満ちた福祉社会づくり

の中でも２億円余減額をされた、こういう事業計画になっているところなんでございますけれど

も、その当初の計画が精査しました結果、圧縮されましたということだけでは、どうも説明不足

のような気がするんでございます。その辺、どうしてこうなったのかと。今、及川議員さんから

もありましたですけれども、もう少し詳しく説明をお願いしたい。このように思います。

　また財政計画についてもなんでございますが、合併の成果として使う方は何もかにも減ってと

いうようなことを期待しているわけではありませんけれども、是非、必要な事項については予算

措置が必要だと思いますし、そんなわけなんですけれども、財政計画の中の歳入の分について、1

0年先のことはちょっと予測が難しいにしましても、当面、平成14年から５年ぐらいの間にでござ

いますが、その旧計画よりも、新しい財政計画によりますと、地方税でもって、何だかんだで税

収が６億円ぐらい増えることになっているんでございますが、どういう部分が期待できるという

ことで、こういう額にしたものか、ご答弁をいただきたいと思います。

　もう一方では歳出の方なんでございますが、人件費についてでございます。先の精査が十分で

なかったという内容を、いつまでも拘るのはどうかと思いますけれども、いずれ精査をした今回

の計画で10項目の間にですね、前回は370 億ぐらいの人件費ということであったと記憶しており

ます。今回精査をした結果、385 億4,600 万かかるようだということで、10億円ほどプラスにな

ってございます。理由はあってのことだと思うんでありますが、これはどのような根拠があって

このようにしたものか、お願いをしたいと思いますし、あわせまして普通建設事業費なんでござ

いますが、計画も減額したことでですから、普通建設事業が減額になるのは、ある意味では当た

り前かも知れませんが、14年から18年度あたりまでが、かなり大幅に先の計画よりも減額になり

ます。そして10カ年計画になりますというと、先の計画に比べまして普通建設事業費がですね、6

3億余減額をされることになるのかなと、こう見たところなんでございますが、長くなって申し訳

ありませんが、計画が見直しされたからこうだということだけで、本当にいいのだろうかと思い

ながら質問するわけでありますが、それぞれに当局の、あるいは会長さん等からのコメントなり

ご答弁があればいいなと思うわけでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○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）　今、多くのご質問があったように思いま

すが、まず県との調整がなるのかというふうなご質問、あるいは事業がこのとおりいくのかとい

うふうなこと等がございましたが、これらは先にその期日の問題で、これからのスケジュール等

が、大まかなスケジュール等が話されたように思いますが、その期日、大まかな期日までには間

にあうものと確信をしておるところでございます。それからこの事業についても、今後、法定協

議会での意見等あるいは市民の意見も募るわけでございますが、募るわけではございますが、そ

の大幅な変更と言いますか、それはないんじゃないかなというふうには考えております。それか
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らそれぞれの分類ごとの事業については、先程課長の方から、減額になった分はこういうことで

減額になったということを申し上げましたが、ただ、事業計画というのは、あくまでもその財政

計画との整合が必要なわけでございます。財政計画は、やはり何と言いましても、10年間という

長期スパンの財政計画を打ち立てるということは、やはり健全な財政運営が一にも二にも求めら

れるということでございますし、また事業、ここには財源内訳は書いてはございませんが、その

事業をするということは、多くは起債に頼る事業もございます。そういうことから考えますと、

その健全財政あるいは後年度に多くの負担を強いては、これまたいけないなという考え方もござ

います。委員さんおっしゃいましたように、14、15、16は、その事業が少なくなるというふうな

感じだったというふうにおっしゃっておりましたが、これもまた14、15、16、10年のうちから申

しますと、その先の方の年度になるわけですが、これまたこれまでの財政状況を勘案いたします

と、どうしてもその事業が先の方の年度には多くは実施できないだろうなというふうに考えて、

このような10年計画あるいは財政計画をお示ししたところでございます。事業、当初の説明で申

し上げましたが、その財政状況あるいは健全な財政運営を維持しながら、その精一杯の事業を盛

り込んだものと私どもは考えております。

　それから人件費等につきましても、これまた人件費の多くは、これは一般職の人件費が一番多

いわけです。あるいはまた各種委員の人件費等もございますが、一般職の人件費がかなりの割合

を占めるということからみましても、これは組織機構の在り方から、あるいは今後10年間の定員

適正化計画を策定するという前段の下に、その職員の何て言いますかね、少なくなるというふう

なことを想定をして、この人件費等を算定した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）　よろしいですか。はいどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　村上健一君)(続）　簡単に申し上げますけれども、健全な財政

計画に基づいた事業計画というのは、これは当然のことだと思うんでありますが、ただ、つい先

だって任意の協議会があって、そして極めて短い期間の間に、今度は法定協に進んでいる。この

段階でその計画も、財政計画もかなりの変更があった。かなりと言うには大袈裟かも知れません

けれども、本来は短い期間であれば、あまり大きな変更はなかったはずなのに、こういう形でそ

の変更を余儀なくされたと言いましょうか、先の計画が任意の協議会で審議をした計画と財政計

画は何だったんだろうと、こう思いながら、決してその意地悪でこんなことを言ってるんじゃあ

りませんけれども、やっぱりこういう事情で変更せざるを得なかったと、こういうことをもっと

きちっと答弁していただければありがたいなと、こう思うがゆえに質問しているんでございます。

ましておや、これから地域に説明に入るんでございましょうから、その時に、この事業計画が少

し増えましたよということであれば、語り様があるかと思うんでありますけれども、実は相当減

りましたと、こういうことをもって説明に歩くことは、非常に苦労が多いところでございまして、

そこのところの反論を心配するから、私は答弁をもっときめ細かくお願いしたいと述べていると

ころでございますので、そこのところをどうぞ理解をいただいて、ご答弁をいただきたいと思い

ます。まるで誰かの何かによって、その財政が圧縮したなどというように思われたり、言われた

りするようなことがあってはならないと私は思うんであります。

　それからもう一つは人件費の問題なんですけれども、私は何が何でも人件費が安くなるから、

あるいは低く抑えられるからなどいうことを求めているんではないんであります。例えばその専

門職等を今度置くことになるので、その分は一般職よりも高くなるとか、金額が張るとかと言う



んなら、それならそれでもいいんでございます。とにかくその当初、計画を任協に発表した時よ

りも、今回吟味した結果、人件費が高くなることになりましたというような形というのは、どう

もその精査した結果には違いありませんけれども、その辺のところをもっと、私はわかりにくく

質問してるんだかもわかりませんけれども、何かこの質問の趣旨をご理解をいただいて、ご答弁

をいただきたいなと思うところでございます。あるいは会長さんのコメントでもあれば、この判

断基準みたいなことについてご答弁いただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　とりあえず事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　この建設計画の策定にあたりましては、

その基本的な視点を、私どもがまず基本的な視点を定め、それから文章にある豊かさが実感でき

る都市環境づくり、あるいは魅力と活力あふれる地域産業づくり、健康でやさしさに満ちた地域

社会づくり、それから４番目の文化の香り高い生涯学習のまちづくりということを、この項目ご

とに両市町の現況等を比較検討し、それを勘案しながら、その今後のあるべき町、あるいはこう

いうところは低いところは高い方にというふうな観点からもって、この事業計画を定めたところ

でございます。その事業計画を定めるにあたりましては、いわゆるその財政計画との整合が必須

条件でありますから、ただ、これまでの、これまでお互い大船渡市、三陸町で事業展開してきた

わけでございますが、その事業展開の歴史をも勘案はいたしましたが、ただ、今後の財政を見ま

しても、今、それだけでもまた成り立たないということもございまして、その各項目の具体的な

事業のその重要性等も勘案して、このような事業計画になったところでございます。これまで両

市町、お互いに予算を定めて、その事業執行をしてきたところでございますが、この事業計画は、

このペースから見ますとかなり増えておると、事業そのものは増えております。13年度ベースで

見ますと、大船渡市も三陸町も13年度ベースの事業費から見ますと、1.5 倍くらいになっている

のかなというふうに感じますので、これらは合併の準備事業、あるいはその特例債というふうな

こともございますが、いずれにいたしましても、その項目ごとに議論を戦わせまして、例えば大

船渡市地域と三陸町地域における整備水準の均衡を考慮したと、あるいはこれからのまちづくり

の重点的な投資は何かと、あるいはこれからの教育、文化はどうあるべきかというふうなことを

議論した上でのこれは事業計画ということでございます。

　それから人件費についてでございますが、これらは人件費と言っても、先程も申し上げました

が、一般職等、それから非常勤特別職ということになりますが、非常勤特別職の、これは多くは

その大船渡市の例によると、報酬等は大船渡市の例によるというところが多いわけですが、それ

らを精査した結果、増となったところもございます。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　いろいろあるようでありますが、当初は合併ということで、

この際、長年解決しなかった問題、あれもこれも、あれもこれも、あれもこれもという問題も入

れたと、そういうのもあるようであります。しかし、国の方の財政等が徐々に明確になってきて、

いろいろなものが出てきたと。あるいは国県の、例えば漁港等の整備でも、県のかさ上げの部分

がなくなったとか、いろいろなものがございましてですね、この精査に精査を重ねていって、無

理のないところで後年度の負担増加等々のないように、可能な財政の限られた範囲の中での事業

展開ということ等も精査をさせまして、今回の案ができたというふうにご理解をいただければ、

たいへんありがたいなと、こう思うところであります。いいですか。その他ございませんでしょ
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うか。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　志田嘉功君）　まず１点は、魅力と活力あふれる地域産業づく

りと。会長の方から、いわゆる漁港の場合については、かさ上げ部分もなくなるとか、そんなお

話しも出ましたけれども、この地域産業づくりの中で前回の任意の協議会、そして今回の法定協

議会、その中で事業計画、概算事業費で28億減額しておるわけです。これは全体で53億減額にな

っておるんで、まずその半分が地域産業づくりで減額になっていると。これらの減額、28億、決

して少ない金額ではございません。特にも漁港整備、増養殖場整備、漁業集落環境整備、それと

反対に魚市場の方が若干増えておると。そして更には林業生産基盤整備、これも相当減額になっ

ておると。この辺についてどういった過程が、プロセスがあったのか。その辺もう少し噛み砕い

て説明してほしいと、これが第１点。

　それから第２点は、当初、任協での事業計画、これは686 億円と。そして今回のこの法定協議

会での数字は633 億9,000 万と。そして特にも当初任協では、大船渡市が467億、これが約68％。

三陸町が219 億で32％と。今回は53億のうち三陸が約45億円マイナスになっております。そして

大船渡が８億。したがって、三陸が前回32％のものが27.5％に落ちておると。ここで５％ほど落

ちておるわけでございます。吸収合併という形の中で、私は基本的には、もう少しその数字が、

やはり前回の任協と同じぐらいの32％、あるいは30％ぐらいの数字は保てなかったのか。この辺

について見解を伺います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい事務局どうぞ。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　事業費が減額になったこと、それからそ

の事業費の減額が三陸町の方が多く減額になったことということでございますが、これらは委員

さんのご発言のとおり、その地域産業づくりの欄が多いわけでございます。とりわけ、その活気

にあふれる水産業の振興、漁港整備等の金額が減になったことが多いわけでございます。これら

はその漁港等につきましては、極力、次期整備計画にのっとって進める必要があるだろうと。あ

るいはまた率直に申し上げまして、その漁港の整備計画は長いスパン、継続事業であると。そし

てまたその金額が多額であるということも事実でございますので、これらは重点的あるいは計画

的に執行しなければならないだろうという観点から、このようなことになったものでございます。

ですから全体としては686 億から633 億になりましたが、今、委員さんご発言のとおり、当初か

ら今回のこの建設計画の数字を見ますと、三陸町さんが、その漁港等の関係で、三陸町さんの分

が多く減額になったこともそのとおりでございます。以上です。

○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　志田嘉功君)(続）　確かに今、費用対効果等、様々な評価制度

も入っており、漁港等についても、あるいは林道についても、相当、世間の目は厳しいものがあ

ります。そして公共事業の是正から言っても、当然、そういった面にも目を向けられるのは、ま

た当然だと思いますが、いずれにせよ、これは三陸町長の場合においても、あるいは甘竹市長に

あっても、水産業を基盤整備の中では第一次的なものに掲げております。そういった意味では、

単に無理だったとか、あるいは長いスパン、それにかかわらず、もう少し積極的に対応してほし

いものだと、さよう思うわけです。それについてご意見があれば伺います。

　それと先程の第２点の問題でございますが、やはり32％、いわゆる任意の協議会で32％計画し

たものが27.5％、約45億円も今回計画が落ちておると。これは私は三陸の立場として重大な問題



だと私は思うんですよ。少なくとも、例えば大船渡の場合は68％。それが今回72.5％。ですから

大船渡の計画は任協の計画よりも８億しか下がっておりません。三陸の場合は45億、いわゆる５

％ほど下がっております。そういった意味では、やはり三陸の方々は、あまり不満はないのかな

と、そう思いながら、今、この数字をお話ししておるわけでございます。私は全体のバランスか

ら言っても、やはり30％ぐらいは保てるような、やはり意識が必要でないかと、私はそう思いま

す。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ、紀室委員。

○１号委員（大船渡市助役　紀室輝雄君）　ただいまのご意見に対してお答えを申し上げます。

三陸と市の構成が三陸部分については低いんじゃないかと、こういうお話しでございましたが、

いずれこの計画は、大船渡が一体となって建設計画、つまり新しいまちづくりをいかに定めてい

くかと、こういうところで一体感をもちながら、そういう議論を展開をしてきたところでござい

ます。なお、減額になった部分につきましては、先程来説明がありましたから、割愛させていた

だきますが、そうしたこれからの、まずそういうことを踏まえた際には、やはり現在の両市町の

職員、これは一体的に物事を考えていかなければならない。先程もお話しにありますように、水

産業はそのとおり大事でございます。大事だからこそ、そういうことに力もいたしていかなけれ

ばなりませんが、均衡の取れた発展もまた図らなければならないものと、このようなとらえ方も

また一方にはあるところでございまして、そういうことを今後とも総合的に考えながら、事業実

施に向けまして進めていかなければならないものと、このようにとらえておるところでございま

す。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　その他ございましたならばどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君）　２～３お尋ねいたしたいと思いますが、実はこ

のまちづくりを作る場合に、先程、会長の方からも大船渡の念願の事業も入ってるというような

ことも申されておりますけれども、私はひとつ考え直していただきたいというのが二つあります。

と言いますことは、私たちがしょっちゅう大船渡の市役所に今、行っているわけでございますが、

あの市役所の入り口、過去に建設主要課、検討した経過があるそうでございますが、特に今回、

合併することによって、確かに視察が私は数多く来るだろうというふうに予測をしております。

その中で45号線から入る市役所の位置が、若干不明なような感じがするわけです。そして市役所

に行っても抜けることなく、Ｕターンしてこなければならないということでございますが、それ

らを考えて、その道路の整備というものを、なぜこの新しいまちづくりの計画で検討されなかっ

たものなのかについて、まず第１点、お尋ねいたしたいと思います。

　それからもう１点は、大船渡市の総合発展計画にもあるところでございますけれども、これは

豊かさを実感できる都市環境づくりの中に調和の取れた都市環境整備構想がありますが、その中

で大船渡市の商店街の位置付けを、大船渡駅前と盛駅前というふうに位置付けておりますが、そ

の中で生活関連体系の整備ということで、その中の現状認識としまして、大船渡の駅の東口と西

口を結ぶ道路の問題が出てきております。これは大船渡市が開発して以来の大きな地域課題でご

ざいまして、それらを地域の方々から要望として出されているわけでございますが、未だに、若

干駅前の整備が始まりますけれども、着工されないで、すべての大船渡市の発展計画の中にはう

たわれておりながら、何となく何と言いますか、置き去りになっているような感じがするわけで

ございますが、是が非でも私はこの今回の新しいまちづくりの中には、これらを入れてもらって、
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ひとつ大船渡駅の東口と西口を開発するような活動がなぜできなかったものか。その二つの問題

について、第１点お尋ねしたいというふうに考えます。

　それから財政計画でございますけれども、私は地方債の関係でお尋ねしますけれども、地方債

の10年間の見通しを見ておりますけれども、一般会計でございますけれども、私の資料には11年

度の三陸町と大船渡市の決算書もございますけれども、その中でこの11年度の地方債残高、要す

るに借入金でございますが、三陸町では11年度現在ですから、若干少ないわけでございますが、8

0億5,900 万円と、大船渡が102 億9,200 万。あわせて182 億6,100 万円の残高がありますが、特

に平成12年、13年度の数字はどのぐらいになっているかわかりませんけれども、おそらくこれ以

上増えているのではないかというような考えをもっておりますけれども、この11年度の実績を基

本に考えてみますと。10年間のその起債の発生、借入れですが、合計で205 億4,500 万円、10年

間です。それから返済、要するに公債費で返済額が224 億6,200 万円でありまして、その間には

特例債の100 億が入っていると思うんですが、この特例債の100 億円の借入期間と、それから借

入れたものがいつから返済されるものか、これについて、まず一応お尋ねしたいと思います。

　それからもう一つ、この10年間の借入れの中で、特例債の借入れが前回の任意では、有利な起

債を利用したいというふうに申されておりますけれども、この100 億をまるまる10年間で借入れ

ているものかどうか。この借入れの205 億4,500 万で入っているものかどうか、お尋ねしたいと

思います。とりあえず以上です。

○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）　市役所の位置ですか、入口でございます

が、あそこはご案内のとおり、国道から狭い道になっていることはご案内のとおりでございます

が、ただ、あれについても両側に家があるということで、なかなか拡幅するのも困難なわけでご

ざいます。これはまたこれでまた考えなければいけないことなのかなというふうに思いますが、

今回のその事業計画には入っておらないところでございます。確かになかなか国道からすぐとい

うことではございますが、わかりにくいということでもございます。これも考えなければ、検討

しなければならない事項かなというふうに思っております。

　それから大船渡駅の駅前の周辺環境の整備でございますが、今年度は、あそこは駐車場の整備

を今、今年度行うということになっております。あそこの駅前の環境整備につきましては、今後

もできる事業から逐次実施したいというふうには考えておるところでございますが、今回のこの

建設計画には、建設計画に盛るまでには至らなかったということでございます。これまたその計

画、こういうふうにすべきだという計画もあることでございますので、これまた頭に入れておか

なければならないものと考えております。　それから特例債につきましては、これは２年据置き

の10年ですか、10年というふうになっております。ですから事業を実施してから12年間というこ

とになるわけでございます。それからこの特例債につきましては、この事業計画の中に入ってお

ります。以上でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　あとありましたらどうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君)(続）　いずれ大船渡は、市役所の入り口と大船渡

の駅前の関係については、そのままの状態で、今後も50年なり100 年なり進むのかなというよう

な悲観的な考えをもったわけでございますが、いずれ、これについて財政計画が出てくるだろう

と思いますけれども、毎年毎年ローリングされていると思いますが、是が非でもこれらについて、



是非計画の中でうたっていただきたいと。そうしなければ大船渡市の商店街の活性化、発展があ

り得ないというように私は考えておりますので、その点をよろしくひとつお願いします。

　それから地方債の関係は、ひとつわかりましたが、その関係でもう１回お尋ねしますけれども、

実は地方債が、この数字から見ますと、一応私は先程申したように、地方債の毎年の支払額を見

ているわけでございますが、実は平成11年度しかございませんので、今、11年度を基準にします

けれども、借入れした、要するに起債を起こした額は、大船渡が10億6,000 万、三陸が11億2,300

 万で、21億8,900 万の起債を起こしているわけですが、そのうちで返済は大船渡が13億6,600 万、

三陸が７億9,200 万で、合計で21億　6,100 万円の11年度の起債の借入れと返済があるわけです。

この数字を見ていきますと、私は毎年出されておりますこの事業計画の数字と比べたわけでござ

いますが、この計画は、毎年起債を起こす借入額が少なくて、返済額が多くなっているというふ

うに見ているわけです。例えば初年度の14年度でございますが、14年度の借入額は19億,200万円。

これは11年度よりも２億7,700 万少ないわけでございますが、返済額は24億1,400 万。これは11

年度よりも２億5,300 万多いわけです。これらをいったりきたりしますと、５億3,000 万の余裕

金がなければならないということになるわけです。そしてこの金額がどこから生まれてくるのか

なというふうに考えたわけですが、これらは事業の縮小や行財政改革の実行しかないわけでござ

います。それで今回も合併に伴う47項目の調整の中で、当面のとおりとか現行どおりとかとうた

ってありますが、私は即、行財政改革に取り組まなければ、この数字そのものが厳しくなるので

はないかというふうに予測されます。そしてこの毎年出されましたその数字の根拠は、どのよう

な形で算出されているのだか、まず一つお尋ねしてみたいというふうに考えます。

　それからこれに伴いまして地方交付税の関係で若干お尋ねいたしますけれども、地方交付税を

見ますと、これも毎年の地方交付税がございます。やはり11年度の地方交付税は、全部で三陸あ

わせまして67億2,300 万でございますけれども、これは初年度の14年度は合併に伴ういろいろ様

々な補助金があって、増額されるものだろうと思いますけれども、その数字の中で地方交付税が

毎年、例えば平成15年度は67億6,900 万円というふうに、平成11年度に比べて同じような金額が

並んでいるわけでございますが、今現在、国の行政改革若しくは構造改革で、地方交付税を減額

しようというようなことが言い伝えられておりますが、その中で、どのような形でこの地方交付

税が毎年同じような数字が並ぶのかなというふうに考えられるんです。と同時に、その特例債の1

00 億の使って、２年据置きで70％の交付税対象になるわけですが、それらが加算されたとしても、

この年60億7,000 万、8,000 万、66億から67億の数字が、果たして確実にこの数字が交付される

ものかどうかという私は疑問をもったわけでございますが、それについてどのような形でこの数

字が出されてきたのか、ひとつお尋ねいたしたいと思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　いいですか。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）　市役所と駅前については、ご提言あった

ということで、念頭におきたいと思います。

　それから財政計画でございますが、特にも起債でございますが、起債は、これは過去の起債は、

これは償還しなければならないというのは、これも最もな当たり前の話でございますが、その起

債あるいは財政上から申しますと、この公債費がどんどんどんどん高くなるということは、それ

だけ予算を圧迫する、あるいは硬直化させるということにもなりますので、我々とすれば、その

公債費がどのぐらいになるか、あるいは過去３年のベースで平均化した公債費比率がどのくらい
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になるのかと。公債制限比率が高くなれば、これは財政の適正化計画あるいは再建団体というふ

うなこともございますので、それらのことが一番財政上は気になると言いますか、気をつけなけ

ればならない点でございます。それでこの起債の償還の数字につきましては、その事業ごとに、

この事業費のうちのどれくらいが起債が充当するか、それが何年償還であるかということを、一

つひとつ積み上げまして出てきた数字でございます。その他の数字も皆、そういうふうに積み上

げしております。ですからその事業が、例えば事業の一つを実施する場合でも、その財源内訳を

見ますと、我々、一般財源と言っているわけですが、持ち出しということ、それから国の補助金、

県の補助金、それから起債、その他の特定財源というふうな財源内訳がございますが、それらの

財源で事業をやるという場合には、事業が一つ動いても、それまた試算をし直して積上げをして

いるということでございます。この財政計画の数字は、いずれもその積上げによって出てきた数

字でございます。

　それから交付税等は、14年度は委員さんおっしゃるとおりでございますが、これまでの過去の

経緯等も見まして、15年度からは横ばいの状態になっておりますが、これも今後、国ではどうす

るかということはございますが、現在、この数字は、今申し上げましたとおり、過去、それから

この合併の法律によるもの等を見まして、ここに計上したと。結果的には横ばいのような状態で

はございますが、そういう積上げと言いますか、そういう見通しの下にやった数字でございます。

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。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　佐藤丈夫君)(続）　先程も特例債100 億を10年間で、その数字

入ってるということでございますが、この地方債並びに公債費から見まして、私は今回の事業総

額が633 億9,300 万、これがすべてこの10年間で実施されるものかどうか、ひとつお尋ねいたし

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）　現在これは、この10年間のまちづくりに

必要な事業ということで、実施できるものということで計画を策定したところでございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　大体よろしゅうございますか。いいですか。はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君）　建設計画でございますがね、この案はいつ公表され、

議員がわかりましたが、住民にどのような説明でもっていくのか、まず。

○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）　この住民へのお知らせでございますが、

この建設計画は、ただいまこの資料をも、今、ご覧いただいているところですが、この建設計画

は全部と言いますかね、ほとんどは住民にお知らせしたいと、そういうふうに考えております。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　いや、どのような方法で、方法を聞いてるの。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　合併だより等で今、策定しておるところ

でございます。それは大船渡市も三陸町も同じものをもってお知らせしたいと、そういうふうに

考えております。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　周知期間はどのくらいですか。



○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい期間。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　今、本当に原稿を書き終えてる頃かなと

いうふうに思いますので、来週早々にはお知らせできるものかなと、そういうふうに思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　いつ出すかじゃなくて、十二分にその周知徹底の期間があ

るのかということでございます。

○事務局長（大船渡市広域合併推進室長　金昌治君）　これはそのお知らせする場合に、皆さん

からのご意見をどうぞということも書きますが、この期間については、本当にこの建設計画が何

て言いますかね、この会議の中で、これでよしというまではご意見をいただけるものと、そうい

うふうに思っていますが、その何日、次の法定の協議会がいつというふうには、まだ決められて

おりませんので、その期間までは、いずれ１週間あるいは10日ぐらいはあるものかなというふう

に思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　次に副会長である町長にお聞きしますが、先日

の７月の10日号、合併推進だよりによりますとね、両市町が一体となった新しいまちづくりに対

する住民の意識は、日増しに高まっていると書いておりましたが、確かに住民の意識、合意は合

併の最も大切な条件でありますが、そこで町長から８月１日、三陸町民から県知事宛てに出され

た陳情書が、3,000 人あまりのあれが出ていると思うんですが、その有権者の40％の人が署名し

ているところでございますが、また先程、佐藤議員が言ってた７日のアンケートですか、このア

ンケート調査でも、三陸町は700 人ぐらいの回答が回収され、そのうち80％が慎重な意見と発表

されています。そこでその副会長である町長であるあなたは、その住民合意の確認という観点か

ら、これから町民の動向をどう受け止めていくか、それを副会長からお聞きします。

○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、いいですか。

○１号委員（三陸町長　佐々木菊夫君）　ただいまのこの会議は、両市町の法定協議会でありま

すので、その中で一三陸町のことに関わることについて、三陸町長という立場でお答えするとい

うことは、必ずしも私は適切な答弁の方法ではないと、そのように思っておりますし、また、そ

の話の中で８月１日に住民の方がこれに対して云々という話も、私は新聞情報しかわかりません

ので、詳しいコメントはできかねます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　町長としてね、その住民合意の確認って言って

るの。何も難しい話でないがすと。それをお聞かせくださいって言ってるんです。

○１号委員（三陸町長　佐々木菊夫君）　ですからただいまの会議は、皆さんもご承知のとおり、

両市町の法定の合同合併協議会ということでありますので、私はその中で一市町の問題について

いろいろお話し申し上げるということは、必ずしも適切ではないと、そういうことで申し上げて

おりますので、ただいまのお話しに対するお答えも変わりはありません。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　町長ね、合併の話でも住民合意だべ。ここは合

併の協議会ですよ。ほんだから三陸町の住民合意、どのように確認するんですかって、それが全

然この場の話でないっていうことないがすと。合併協議会だよ、ここは。この30人のメンバーは

いいですよ。住民のことを言ってるんだよ。どのように合意して確認しますかということを、こ
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れが最終的に議会さ出すことになるでしょう。町長が出すんだから。甘竹市長が出すんでないか

ら、三陸町さは。そのどの時点で、ほんだから合意したもので出すのかって聞いてるの。

○１号委員（三陸町長　佐々木菊夫君）　今、委員が申し上げましたように、合併の決定につき

ましては各市町の議会で提案し議決すると、そういうお話しはそのとおりでございます。そのよ

うに思います。

○３号委員（三陸町議会議員　平田武君)(続）　このままやっていくということだね。この住民

の説明会とか計画の推進、合併だよりとか、あれでやって、その住民のあれはこのままの何もな

しでやるということでいいんですね、町長。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　うちの方も、うちと言うのも変だけれども、大船渡市とし

てはそのように考えております。その他ございませんか。どうぞ。

○３号委員（大船渡市議会議員　鎌田和昭君）　市町が合併して大きな市になるということは、

非常に喜ばしいことでございます。ましてや４万5,000 数百ということは、私たち大船渡市民と

して、４万人の人口ということで、常にそれを目標にしてきたことが、三陸町さんのおかげで、

これは４万5,000 人ということになってくるわけでございますが、果たしてこの建設計画あるい

はもろもろ、この中を見ますと、その施設の有効利用ということが、あまりにも考えていないと

言えば語弊だかわからないけれども、有効利用について、その建設計画がなされていないんじゃ

ないかなというふうに、私なりに見て感じております。それというのは、確かに建設計画だなと、

633 億の中で600 億がドンズンバンズンドンズンバンズンという建設なわけですね。支援政策が3

0億足らずということは、やはり少子化、それからまた様々な事業の促進を図るためには、やはり

この支援事業が、今後、役割を果たしていくのではないかなというふうに、私は私なりに感じて

おります。そういう点をこの中に織り込んではあるとは思いますけれども、やはり人口４万5,000

 人から５万人、５万5,000 人というふうな考え方で、この建設計画がなされていると思います。

それに見合った人口増を図るようご努力をお願いしたいというふうにして、要望といたしたいと

思います。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　要望ということで、貴重な意見として噛みしめさせていた

だきます。そろそろよろしゅうございますか。はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　千田隆三君）　事業計画の２ですね、魅力と活力あふれる地域産

業づくりなんでございますが、港湾整備あるいは漁港の整備等が計画にあるわけでございますが、

この(1) の中でですね、やはりこれからの特に三陸、浜、いわゆる一般の浜でございますが、こ

の作り育てる漁業及び施設管理型漁業を推進すると。いわゆるソフト的なもりが非常に生産活動

の中で、あるいは技術の面であるとか、重要なわけでございますが、それらの具体的な数字とい

うものが、ここの中にあるんでしょうか。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はい事務局、はいどうぞ。

○事務局次長（大船渡市広域合併推進室次長　吉田良雄君）　この建設計画は主にハード事業だ

け取り入れてありますけれども、これからは毎年度、予算の策定にあたりましては、ソフト事業

等も取り入れながら進めたいと思っております。よろしくお願いします。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　はいどうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　千田隆三君)(続）　そういうことでございますので、是非この浜

の活性化は、そういうハードの事業も大切ですけれども、これから生産、いわゆる所得というも



のが、非常に大事な要素になってきますし、合併してよかったということも、そういうふうなも

のが取り入れてはじめて実感できると、そのように私は考えてございますので、ひとつ今後も進

め方についてよろしくお願いをしたいと。要望でございます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　これまた建設的なご要望を賜りましてありがとうございま

した。その他ございましたら。よろしゅうございますか。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　掛川秀邦君）　９ページのですね、魅力と活力ある、この最後か

ら２行目なんですけれども、北里大学の問題がありますけれども、私、地元なものですから、あ

る大学の先生とよく会って話してるんですけれども、なかなか少子化になって、子供が少なくな

って、大学の継続というものを非常に危機感をもっているお話しを聞いてるんですけれども、せ

っかくある大学でございますので、この合併を機会にですね、何とかこの北里大学を利用しなが

ら、また継続をしていただきながら、その若い学生をですね、踏みとどまらせてもらって、ある

いは今、千田委員が言うように、漁業の振興にですね、大いに活躍をしていただきたいという気

持があるんですけれども、会長としてこの大学の問題はどのようにとらえておるか、お尋ねを申

し上げます。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　私もかつて教職の身にありましたが、やっぱり人間形成が

非常に大事だと。そのためには学校というものの存在を離れることができませんし、特にも北里

大学は水産学部でありますだけに、今度、大船渡と三陸が合併しますと、県内最大の漁場面積を

もつということになりますし、三陸沿岸の水産拠点の新市をめざしますだけに、産学の一層の連

携が重要になるものと、こう思っておりますので、お互いが、行政にとっても住民にとっても、

そしてまた大学にとってもいいような形を更に構築をしていかなければならないものと、このよ

うに思っておるところであります。こんなところでよろしいでしょうか。どうぞ。

○３号委員（三陸町議会議員　掛川秀邦君)(続）　それからですね、先程もちょっと触れたんで

すけれども、学校のですね、危機感が、非常に子供たちが受験を募集しても、なかなか前のよう

に数多くの子供たちが来ないという危機感をもっているんですね。それで合併をしたならば、直

ちに大学と、北里大学とですね、話し合ってですね、いろいろと地元との協力体制、その他をは

っきりと明示していただければ、非常にありがたいなという希望でありますけれども、これにつ

いてもどのようにお考えですか。

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　三陸沿岸を見ますと、北の久慈にはアレン大学、それから

中央の宮古には短期大学がありますし、それから今度合併しますと、当市にも北里大学があると

いうことになりますので、貴重な貴重な学術機関でございますので、当市もこのことにより恩恵

があることの方が地域住民に望ましいと考えておりますので、連携を深める行動に、なお一層踏

み込んでまいりたいと、こう考えております。よろしいですか。大体意見が出尽くしたのかなと

思いますが、よろしゅうございますか。

　　　　　　　　　　　　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大船渡市長　甘竹勝郎君）　それでは以上で質疑を終わらせていただきますが、この建

設計画につきましては、住民への徹底的な周知という案で、概ね了承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）　なお、この住民に周知をいたしますので、住民からご意見
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を募るという形で、今度は合併推進だよりを出したいと考えておりますので、それらこれら、あ

らゆる意見を網羅いたしまして、その最終的な建設計画案にしたいと。今日のはこれで原案賛成

をいただき、新たに住民要望等が出てきましたならば、これに若干変更があるものにつきまして

は、次の法定協で最終決定をとり決めるということに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）　それでは協議第40号はそのように決定をさせていただきま

す。

　以上で本日提案いたしました協議議題は終了といたしたところであります。１時半から始まり

ましたので、午後は２時間と思っておりましたが、３時半頃に終わるかなと、自分の議長として

の考え方がございましたが、概ねその時間になりましたことを感謝を申し上げます。

　以上をもちまして議長としての務めを終わらせていただきます。なお、今後とも合併は大問題

でございますので、多くの方の知恵をお借りしながら、英知を結集して事に当たらなければなり

ませんので、一層のご指導とご協力を重ねてお願いを申し上げまして、議長職を解かせていただ

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）　長時間にわたり慎重な審議をいた

だきましてありがとうございました。これをもちまして第３回大船渡市・三陸町合併協議会を閉

会いたします。誠にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　午後３時３５分閉会


