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１．会 議 名  第１１回伊達７町合併協議会 

 

２．開 会  平成１６年７月１５日（木）  午後２時００分 

 

３．閉 会  平成１６年７月１５日（木）  午後５時１５分 

 

４．場 所    桑折町中央公民館 

 

５．出 席 委 員  

  

 桑折町 林王喜久男君 高 橋 宣 博 君 大 槻 深 悦 君 近 藤  宏 君 

     斎 藤 兵 徳 君 畠 腹 桂 子 君 

 伊達町 冨田健一郎君 吉 田 一 政 君 鈴 木 益 美 君 羽 田 次 男 君 

     佐 藤 孝 雄 君 中 村 宗 成 君 

 国見町 冨 永 武 夫 君 佐 藤 忠 美 君  八 島 博 正 君 斎 藤 喜 助 君 

     賀 藤  貞 君 高 橋 貴 夫 君 

 梁川町 池 田 善 治 君 高 橋 幸 吉 君 佐 藤  勲 君   

     大 橋 信 夫 君 小 野 洋 子 君 

 保原町 仁志田昇司君 滝 澤 福 吉 君 橋 本 宥 恭 君 佐 藤 晃 司 君 

     大 森 瑛 子 君 大 枝 清 定 君     （所用のため途中で退席） 

 

 霊山町 大 橋 芳 啓 君 菅 野 康 男 君 菅 野 政 秀 君 高 野 金 助 君 

      佐 々 木 彰 君 

 月舘町 遠 藤 五 六 君 高 木 征 治 君 斎 藤 和 人 君  

     菅 野 由 宏 君 渡 辺 利 彦 君 

 

６．欠 席 委 員    佐 藤  勇 君 斎 藤 厚 子 君 太 田 康 一 君 

 

７．その他出席者   

 

顧問（代理）福島県県北地方振興局 次長 川田 明 様 

  福島県 市町村領域 広域行政グループ  

主事 藤田浩司 様 

  福島県県北地方振興局 企画商工部  

主幹 菅野盛雄 様、主査 鈴木秀一 様 

監査委員（梁川町監査委員） 木村正七 様 

幹事長 佐藤昭治、副幹事長 伊藤良司 
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専門部会  企画部会長 佐々木才市、水道部会長 小野治男 

  事務局長  今村正志、事務局次長 鈴木洋一、石本仁 

事務局職員 渡辺美昭、土田一紀、羽根洋一、斎藤喜行、佐藤三雄、 

大橋浩人、宍戸利洋、寺田和也、石澤 廣、斉藤雅史 
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１ 開会  午後２時００分 

 

事務局（羽根洋一君） 定刻となりましたので、只今より第１１回伊達７町合併協議会を次 

  第により始めさせていただきます。 

 会議の進行は本協議会議長である高橋幸吉委員にお願いします。 

 

議長（高橋幸吉君） それでは会議を進めさせていただきます。みなさまのご協力をお願い 

申し上げます。 

本日の委員の出席状況は４２名の委員中３９名の出席でありますので、規約第１０ 

条第１項の規定により、本協議会が成立していることを宣言いたします。 

なお本協議会は規約第１０条第２項及び会議運営規程第２条により公開と致します。 

   始めに、伊達７町合併協議会  池田会長から挨拶を受けます。池田会長。 

 

 

２ 会長あいさつ  

 

会長（池田善治君） ごあいさつを申しあげます。本日、ここに、第１１回伊達７町合併

協議会を招集いたしましたところ、委員の皆様には、節柄何かとご多端の折にもかか

わらずご壮健にてご参会を賜り開会できますことは、誠に喜びにたえないところであ

ります。厚く御礼申し上げます。また、本日は福島県より、川田県北地方振興局次長

をはじめ、市町村領域広域行政グループから藤田主事、振興局から企画商工部の菅野

主幹、鈴木主査のご臨席をいただいております。ここにご紹介申し上げますとともに、

本協議会に対し、さらに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、本日の協議会に提出いたしました案件は、報告案件１件、議決案件１件、協

議案件３件のほか、前回第１０回協議会でご協議をいただいた新市名称の選定にかか

る経過報告であります。以下、その概要を申し述べ、あいさつといたします。 

まず、報告第１５号 「新市将来構想及び新市建設計画策定小委員会中間報告」に

ついては、全８章からなる新市建設計画のうち、１章から４章について、小委員会で

の協議が整ったとのことから、委員長よりその報告を受けるものであります。 

次に、議案第１１号 「平成１５年度伊達７町合併協議会会計決算」については、

法定協議会設置以降の１５年度にかかる本協議会の決算を調整いたしましたので、規

約並びに財務規程の定めるところにより認定をいただきたく、監査委員の意見を付し、

これを提案したものであります。 

次に、協議案件について申し上げます。 

まず、協議第４４号 「広域行政（広域連携関係）」については、従来、伊達７町

が広域的まちづくりの観点に立って推進してきた広域連携事業について、現行のとお

り新市に引き継ぐことを提案するものであります。なお、広域行政のうち一部事務組
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合等の取り扱いについては、別途ご協議いただく予定であります。 

次に、協議第４５号 「広報広聴関係事業」については、広報紙、ホームページ、

市勢要覧、広聴活動及びケーブルテレビ事業等の取り扱いにかかる調整方針について、

ご確認をいただくものであります。 

 次に、協議第４６号 「水道事業」については、７町が実施している上水道事業並

びに簡易水道事業にかかる統合方針及び料金等の調整方針についてご協議願うもので

あります。 

以上が本日提出いたしました案件の概要でありますが、本日は、「新市名称及び事

務所の位置検討小委員会」の報告を受けてご協議をいただいている新市名称の選定に

ついて、前回第１０回の協議会以降の経過を報告いたしますので、委員の皆様には十

分ご協議を尽くされますとともに、新市名称が住民の大きな関心事となっており、合

併協議の最も基本的事項であることにかんがみ、本協議会の総意をもって円滑に決定

できますよう希望するものであります。 

以上、提出した案件の詳細につきましては事務局から所要の説明をいたさせますの

で、よろしくご協議賜りますようお願い申し上げ、あいさつといたします。 

 

議長（高橋幸吉君） 只今、会長あいさつにもありましたとおり、本日は、県北地方振興局次長

川田明様、県市町村領域広域行政グループ及び県北地方振興局より３名の出席をいた

だいておりますのでご紹介申し上げます。また本日の議案であります平成１５年度決

算監査をお願いしております、梁川町監査委員の木村正七様に出席を頂いております。 

 

 

３ 経過報告 

（１）一般経過報告 

 

議長（高橋幸吉君） 次に経過報告に移ります。 

まず第１０回協議会以降の一般経過について事務局の報告を受けます。事務局。 

 

事務局長（今村正志君） 一般経過報告を申し上げます。お手元の資料１ページをご覧頂

きたいと思います。 

   ①小委員会であります。第６回新市将来構想及び新市建設計画策定小委員会、６月

２４日、月舘町保健福祉センターで開催されました。臨時新市名称及び事務所の位置

検討小委員会、６月２４日、月舘町保健福祉センターで開催されました。第９回新市

名称及び事務所の位置検討小委員会、７月６日、伊達地方衛生処理組合会議室にて行

われました。 

   ②正副会長会議であります。臨時正副会長会議、７月１日、伊達地方町村会会議室

にて開催されました。第１２回正副会長会議、７月９日、伊達地方衛生処理組合会議
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室にて開催されました。 

   ③幹事会であります。第１２回幹事会、７月２日、伊達地方衛生処理組合会議室で

行われました。 

   ④専門部会等の開催でありますが、６月２４日から７月１４日まで、１２専門部会

において延べ１９回開催致しました。 

   ⑤平成１５年度会計決算監査。６月２５日梁川町役場第４委員会室において行われ

ました。 

   ⑥事務局先進地視察でありますが、７月８日、新潟県の阿賀野市役所を視察して参

りました。事務局長ほか職員４名で視察して参りました。内容は、阿賀野市の組織機

構、職員配置等であります。 

   以上です。 

 

議長（高橋幸吉君） 只今の報告に対し、ご質疑はありませんか。 

 

（「異議なし」という声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） 質疑がないようですので、次に新市名称関係報告に進みます。 

 

 

（２）新市名称関係報告 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、前回総務省からの見解を受け、さらに北海道伊達市との

調整を図るとの内容でしたので、伊達市との調整について報告願います。会長。 

 

会長（池田善治君） 報告に先立ち私から一言申し上げます。前回の行われました新市名

称の討議のなかで集約をされた意見は、北海道伊達市の意向について確認をすべきで

あったということであります。これを受けて、私は事務局に対し、事務協議のため、

北海道伊達市を訪問することを指示をいたしました。それを受けて事務局長は、事務

局次長の鈴木洋一、総務班リーダーの羽根洋一の両君を、去る６月２８日伊達市に訪

問をせしめたところであり、私共はその復命を受けているところであります。直ちに

鈴木次長から報告を致させますのでお聞き取りを願いたいと思います。 

 

事務局次長（鈴木洋一君） 事務協議の結果についてご報告を申し上げます、6月28日、私事

務局次長鈴木と総務班リーダーの羽根とで伊達市役所を訪問いたしました。面会をい

ただいた相手方は総務部長疋田氏、企画財政部長有田氏、企画課長的場氏、企画課長 

補佐鎌田氏、総務課長補佐武川氏であります。 

大変丁重な応対を受けまして約1時間10分にわたり意見の交換をいたしました。 
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その結果、北海道伊達市としては伊達７町合併協議会が独自の判断で新市の名称を

定めることに「異議を唱える立場ではない。」ということでありました。 

したがいまして、名称選定にかかわる漢字表記の伊達市の扱いについては、伊達７

町合併協議会が主体的に判断し進めてよいものと理解をいたしてしてまいりました。 

以上であります。 

 

議長（高橋幸吉君） 只今、事務局から事務協議の報告がありました。 

   報告に対し、ご質問があればお願い致します。はい、吉田委員。 

 

委員（吉田一政君） 伊達の吉田です。ひとつ確認したいことがあるのですが、前回伊達

町長、桑折町長が総務省に伺って、その報告では「同じ漢字の表記でも相手の了解を

得れば問題ない」という報告を受けました。ただし、今次長の報告は、文句はつけま

せん、異議は唱えませんという報告でございますが、ひとつ確認は、総務省がですね、

伊達市、例えば（北海道）伊達市があとで住民運動とかなんか起こって、混乱状態が

あった場合、総務省がですね、その伊達市、自主的判断でこの委員会が決めた漢字の

表記、それを受け付けるというようなことでしょうか、その辺を確認したいのですが。 

 

議長（高橋幸吉君） 事務局答弁。はい、会長。 

 

会長（池田善治君） ただいまの吉田委員にお答えをいたします。ご指摘のような状況が

仮に起こったとしても、総務省の私共に対する見解は変わりはないと考えております。 

 

委員（吉田一政君） わかりました。ありがとうございます。 

 

議長（高橋幸吉君） それではご質問がないようですので、前回の協議会において、その

判断を正副会長に委ねておりますので、漢字表記の扱いについて、会長から正副会長

の見解を述べていただくことをもって、意見の集約と致したいと思いますが、これに

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」という声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、会長から正副会長の見解を述べていただきます。会長。 

 

会長（池田善治君） それでは私から申し上げます。私共は去る７月１日、さらに７月の

９日、２回にわたって事務局次長の復命について検討を重ねて、協議をいたしてきた

ところであります。その結論としては、「漢字表記による伊達市を名称選定の対象に

することについては問題がない。今後問題の起こる懸念がない。」ということで７人
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の意見の一致を見たところであります。したがいまして、今後の名称選定については、

本協議会が主体的な判断をもって進めることが最も適当である、と考えているところ

であります。 

以上です。 

 

議長（高橋幸吉君） 正副会長の見解が示されました。当協議会の主体的判断として、漢字 

表記による「伊達市」を、新市名称の選定の対象として協議を進めることについて、

委員の皆様のご意見を求めます。 

なお、念のため申し上げますが、ここで漢字表記の伊達市を新市名称選定の対象と 

することについて確認された場合は、引き続き新市名称の選定方法、すなわち、小委

員会報告の５案から選定し、ひらがなの「だて市」が選ばれた場合、表記について再

度協議する方法により選定するか、あるいは、小委員会報告の５案に、漢字表記によ

る「伊達市」を加え、６案から選定する方法によるかについて、ご協議を申し上げる

ことになります。 

   それでは、当協議会の主体的判断により漢字表記の「伊達市」を新市名称選定の対

象とすることについて、意見を求めます。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） はい、近藤委員。 

 

委員（近藤宏君） 桑折の近藤です。只今、会長さんの方から、主体的判断で進めていい

というお話があった訳でございますが、それを受けて、５プラス１、あるいは５から

選んで「だて」を「伊達」にするという２つの方法のお話がございました。 

   私が考えるに、当初の公募条件の際には、漢字の伊達市は駄目だ、ということで公

募した訳でございますが、その後只今お話がありました総務省あるいは北海道の伊達

市の見解、お話し合いの結果を踏まえて、「伊達」を使用してもよろしいということ

でありますので、当初の条件が変わった、ということになると思います。 

   従いまして、住民の意思を反映させる上で、公平な反映をさせるという立場から、 

  まさに原点に返って、公募のやり直しから始まる、ということも一つの案として、考

え方としてあるのではないかとそのように思うのですが、如何でしょうか。 

 

議長（高橋幸吉君） はい、会長。 

 

会長（池田善治君） 近藤委員のご指摘にお答えをいたします。お話がございましたとお

り名称公募の際においては、総務省の見解がご案内のとおり進められた訳であります。  

それによって、同一名称の使用は不可能であるこういう判断のもとに公募いたした
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訳でございますが、ご案内のとおりその後、名称選定に関わる基本的な考え方が大き

く変わってまいりました。まず私共は、その変わったという事実を率直に受け止め、

その視点に立ってこの問題を考えてほしい、このように考えておりますのでお答えを

いたしたいと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） 近藤委員。 

 

委員（近藤宏君） 条件が変わったということに基づいて、そのような考え方を示された

ということであり、十分理解をしているところでございます。ただ先ほど申し上げた

とおりですね、２つの案で、私が申し上げました案を加えたなかで、この協議会で協

議をするというのが筋だろうというふうに思うのです。それに固執をするとかこだわ

るということではないのですが、それも選択肢のひとつに入れるべきだろうと思って

仕方ないのですが、どういうものでしょうかね。 

 

会長（池田善治君） お答えをいたします。只今、再度ご質問があったわけありますが、

先ほど議長が示した２案にプラス、近藤委員の案を追加するいうことについては改め

て議長から本協議会にお諮りをいただきたいと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） それでは近藤委員のご意見、受け止めておきますが、まず当協議会の 

主体的判断として、漢字表記による「伊達市」を名称選定の対象に含めるべきとの意 

見が大勢と思われますので、お諮りいたしますが、当協議会の主体的判断として、漢字表記 

による「伊達市」を名称選定の対象に含めることにご異議ございませんか。 

 

（異議なし、異議あり、議長という声あり） 

 

委員（斎藤和人君） 今近藤委員からお話がありましたとおり、最初にですね、決めたと 

きには、小委員会の方から出た５案ということで、漢字は使わないということで住民 

の方々にそういう説明をしてきました。総務省の考え方あるいは色々な世間の考え方 

が変わってきて、漢字表記あるいは同じ名前を使ってもいいのではないか、というふ 

うな流れにはなってきてはいる訳ではありますが、そのことについて、はっきりと住 

民に対する説明はまだしていない訳であります。それをしないで、ここで漢字の表記 

を入れるというのは、全く住民を馬鹿にした話になってしまうのではないかなという 

ふうに思いますので、やはりこれは漢字表記を入れるのであれば、最初からやり直し 

か、あるいは私個人としての考えは、漢字表記はやるべきではない、このように考え 

ますので、委員の皆さんのご意見を伺って頂きたいと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） はい、吉田委員。 
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委員（吉田一政君） 伊達の吉田です。先ほど議長の方から、２つの案が示されました。

というのは、小委員会で５つの案が出てまいりまして、一応それが平仮名の「だて

市」に決まった場合、漢字表記は再度、そこでもう一度決まった後に考えましょうと

いう案と、はじめから５案とそれに漢字の「伊達市」を入れて、６つにして議論審議

するか、という案でございました。その後に、漢字の表記を皆さんにお諮りして、

「伊達市」をここに入れるべきかどうかという議長の発言でありましたが、「伊達

市」は事務局、正副会長間では、自主的判断で問題ないということでございますので、

私は議長から言われた、その「伊達市」、漢字も入れるということで、議長の二つの

案、まあ小委員会でせっかく決めたのですから、まず小委員会の５案の中からひとつ

を決めて、例えば「だて市」、平仮名になった場合、次の段階でその「だて市」の表

記をどうするか、ということに考えたらどうだろうか、という案には私賛成でござい

ます。まだ名前が決定していない段階でございますけど、漢字の伊達市賛成でござい

ます。 

 

議長（高橋幸吉君） なお、申し添えますが、先ほど申し上げました２案につきまして、

さらに近藤委員から一案が提案されまして、その選定方法については、後で皆さんに

ご協議いただく予定でございますのでご了承をいただきたいと思います。 

   はい、八島委員。 

 

委員（八島博正君） 国見の八島です。経過報告を兼ねてご質問したい。私も小委員会の

委員で、２月の１９日開催の小委員会で、事務局から資料の提案がありました。その

原案には、「伊達市は使ってはいけません」という項目が入っております。ここにそ

の資料がございます。「全国に同一市名が存在する場合、同じ表記の名称は使用でき

ません。」その件について小委員会で議論をした。いろんな議論があった中で、最終

的に皆さんに公募する要綱が決まったときには、「北海道の伊達市が存在するため使

用できません」と、はっきり謳って公募を開始した。それでその結果、６,４１０名

の方が応募しました。その人達は、「伊達市」は使えないものとして応募した。とす

れば、その中に使えないとわかっていて、「伊達市」を書いたというのは、これは無

効になるはずでございます。合併協議の協議会で一旦決めたルールを、次の機会に別

な事で書けば、それなりの議論と議決が必要だと思う。とすれば私は少なくとも、こ

の６,４１０名の応募した方に、どういう形でお知らせするのか。「伊達市」の漢字

が使えるようになりましたとか。まず最初に、６,４１０名の方に知らせるつもりが

あるのかないのか、もし知らせるとすればどういう方法で知らせるのか事務局の考え

をお伺いいたします。 

 

議長（高橋幸吉君） 事務局答弁。 
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事務局次長（鈴木洋一君） それでは只今、八島委員からご指摘をいただきました件につ

いて、事務局としての考えを申し述べさせていただきます。 

これまでの小委員会、さらにはこの合併協議会における協議の経過につきましては、

その都度３週間に一度、広報誌を発行させていただいております。今日お手元にも、

前回第１０回協議会の経過について記載した広報誌を配布させていただきました。そ

の他、事務局と致しまして、各町の広報誌にも広報のご依頼をし、その都度協議の経

過等について、７町住民の皆様にお知らせをしてまいりましたし、ホームページ上で

も逐一、詳細情報まで公表させていただいております。 

そういったことで、可能な限りの住民の皆様への周知を行ってまいりました。私共

としては、可能な限りの対応をしたと考えてございますけれども、不十分であるとい

うことでありますならば、なおさらに手段を重ねて広報するということについては、

吝かではございません。 

以上であります。 

 

委員（八島博正君） 可能な限り皆さんにお知らせした、と言ってますけれども、まだ伊達 

  市使うか使わないかわからないんですよ、まだお知らせしてないんです。これからな 

  んです。今日の協議会の議論を経て初めて、「伊達市」を候補の中に入れるよ、ある 

いは入れないよ、という事が決まって、それからですから。みんなで今ルール違反を 

しようとしているのです。今の次長の話では「可能な限りやっているからいいんだ」 

って、これは違うんですよ。今日の決定の通知を、６,４１０名余りの方にどうお知 

らせするのかということです。その人達はホームページであったり、あるいはハガキで応募 

した人達です。少なくとも住所、氏名、職業まで全部書かせているんですよ。「こういうことで、 

申し訳なかったけど、協議会の全員の協議で賛成の結果、漢字の名前でも公募できることになり 

ました」とそういうふうに発表しなくてはならないという事だと思うのですが、私の言っている 

ことと、次長の答えとで質問がずれていると思うんです。これからどうしようかな、なんです。 

もう一度お伺いします。 

 

議長（高橋幸吉君） 事務局答弁。 

 

事務局次長（鈴木洋一君） 只今も申し上げましたとおり、可能な限りの対応してまいり

ましたし、今後とも対応してまいりたい。さらにその、６,４１０名とう実数をあげ

てのご指摘をいただいておりますが、広報の手段と致しましては、不特定多数の皆様

に、同様の対応をさせていただく方向以外にない、と考えておりますので、従来通り

の広報誌、あるいはホームページ、その他各町の広報誌等を活用させていただいた中

でのお知らせ、という手段を講じてまいりたいと思います。 

以上です。 
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議長（高橋幸吉君） はい、八島委員。 

 

委員（八島博正君） はい、それではお願いしておきますが、少なくともハガキでもいい、

メールでもいい、応募された方に、このようになりました、と知らせるのが本当だと

思います。なかには、他の市町から、伊達７町に勤務している人もいるはずなんです。

そういう方は、事業所で、仕事場で合併協議会のたよりを読んでいればいいんですけ

ど、福島から保原に勤務している人が全然分からなかったならば、見ていなかったら

分からないことになってしまいます。だから私は、何らかのお知らせはやるべきでは

ないかと考えますので、事務局でご検討願えれば結構であります。意見として申し上

げます。 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、皆さんにお諮りをいたしますが、小委員会５案の件、さ

らに「伊達市」を加えた件、そして再公募、というようなお話がございますが、その

点についての審議に移らせて頂いてよろしいでしょうか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、新市名称の選定方法について、協議いたします。選定方法 

について、事務局の説明を求めます。 

 

（「説明ではなくて協議になるのではないのですか。方法論について協議をするので 

はないのですか」という声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） 協議をする前に説明をいただく訳です。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局長（今村正志君） それでは、新市名称の選定方法についてご説明申し上げます。 

新市名称選定の方法としては、まず①として、小委員会報告の５案から選定し、平 

仮名の「だて市」が選ばれた場合には、漢字表記について再度協議する方法。 

②として、小委員会報告の５案に、漢字表記による「伊達市」を加え６案から選定 

する方法。③として、只今近藤委員からありました再公募する方法。 

以上３つの方法がありますが、1番目と2番目の場合には、公募の経緯及び小委員会 

報告並びにこれまでの協議会における協議経過等を踏まえますと、事務局としては、  
①の小委員会報告の５案から選定し、平仮名の「だて市」が選ばれた場合、漢字表記について再 

度協議する方法 が適当と考えております。 

 以上であります。 

 

（異議なしという声あり） 
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議長（高橋幸吉君） ただいま事務局の説明がありましたが、はい佐藤委員。 

 

委員（佐藤勲君） 梁川の佐藤でございます、ただいま事務局から提案がありました①の

案について私は賛同いたします。 

 

議長（高橋幸吉君） 申し上げますが、協議事項がございます。それで協議を４６号まで 

進めた後に、後でご協議を頂ければと思うのですが如何でしょうか。 

        

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、そのような形で進めさせて頂きたいと思います。 

 

 

４ 議事録署名人の指名 

 

議長（高橋幸吉君） それでは議事に入ります。   

はじめに、議事録署名人の指名について、私から指名させていただきたいと思いま

すがよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは議事録署名人には、月舘町、菅野由宏委員、桑折町、畠腹桂子委

員を指名します。 

 

 

５ 報 告 

（１）「報告第１５号 新市将来構想及び新市建設計画策定小委員会中間報告について」 

 

議長（高橋幸吉君） それでは報告事項に移ります。 

報告第１５号「新市将来構想及び新市建設計画策定小委員会中間報告」について、吉田委員長

より報告を求めます。吉田委員長。 

 

委員長（吉田一政君） それでは、報告第１５号、新市将来構想及び新市建設計画策定小

委員会の中間報告を申し上げます。去る４月１５日の、第７回合併協議会梁川で開か

れました。その時、新市建設計画について小委員会に付託されました。それに基づき

まして中間報告をするものであります。小委員会は去る６月２４日、月舘町の福祉セ
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ンターで開催されました。13 名の委員が出席しております。それで新市建設計画、

先の付託された時に、計画の対応でありますけど、第 1 章から第 8 章、財政計画まで

ございます。今回は第 1 章序論から、第 2 章新市建設計画の策定方針、第 3 章新市の

概要、第 4 章新市計画の基本方針、この４つが皆さんに了承をいただきました。これ

に基づいて報告するものであります。この 4 章まではですね、前回新市将来構想とい

うもので協議会の皆様にご承認いただいております。それを大体まとめたものでござ

いますのでご理解いただきたいと思います。なお別冊１の中間報告、この第 1 章から

第 4 章まで要点の説明はですね、石本事務局次長より説明いたさせますので、どうぞ       

ご審議のほどお願い申し上げまして報告といたします。 

 

事務局次長（石本仁君） それでは、別冊１の新市建設計画の案について説明いたします。 

事務局次長の石本と申します。よろしくお願いします。 

別冊１の表紙を一枚おめくり頂きたいと思います。ここで今、委員長からお話があ

ったとおり、建設計画につきましては、１章の序論から第８章の財政計画において構

成されております。章立てにつきましては、第７回協議会におきまして、新市建設計

画の策定方針ということで、協議会に提案いたしまして了承頂いた章だてのとおりと

なっております。今回小委員会で了承して頂きましたのは、このうち第１章から第４

章までの分についてでございます。この１章３章４章につきましては、先ほど委員長

からありましたとおり、新市将来構想の中身となっております。第２章、新市建設計

画策定方針につきましては、４月１５日の第７回協議会にお諮りしました策定方針の

計画の内容、その内容になっておりますので、これにつきましては、今まで作りまし

たものを土台としまして、１章から４章まで成り立っているということをご理解願い

たいと思います。         

それでは第１章から４章までについてご説明したいと思います。 

まず１ページ第１章序論でございますけれども、これにつきまして内容的なものに

つきましては、新市将来構想の中でご説明しておりますので、策定の考え方について

の趣旨をご説明したいと思います。 

まず第１章の序論、１の合併の必要性についてですけれども、これにつきましては

新市将来構想の中で合併の必要性というものを謳っております。これにつきましては

合併の必要性１ページの（１）から２ページの（５）までございますけれども、この

文章につきましては、新市将来構想で記述しました内容そのままでございます。 

続いて３ページ、２の合併の効果ですけれども、これにつきましても、基本は新市

将来構想、合併の効果とほぼ同じでございますけれども、ただ一点だけ、建設計画策

定するにあたりまして、カットした部分があります。これにつきまして新市将来構想

の中では、合併の効果で数値的なものが入っていたんですけど、これにつきまして今

回抜かさせていただきました。例えば４ページをお開き願いたいのですけれども、４

ページの（３）行財政運営の効率化と基盤の充実強化、①財政規模（歳入・歳出の総
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額）の推移という行がありますけれども、下から４行目の終わりのほうに「年々累積

収支のマイナスの幅が拡大していくと見込まれます」というような表現があります。

将来構想ではこのあとに、「この結果累計収支は平成２６年度までに約２２９億円の

マイナスと予想されます」というような表現がございました。ただ将来構想の時のこ

の数字につきましては、昨年行いました財政シミュレーションの結果に基づいた数字

であります。それで今、財政計画の策定作業を進めておりますけれども、財政計画に

おいては、財政シミュレーションでは、平成１４年度の実績値というものを中心にさ

せてもらいましたけども、財政計画の策定にあたりましては、平成１５年度の実績値

とか最新の数値を使う形で作っております。また三位一体の改革とか、今議論されて

おりますが、その方向性が見えませんので、平成２６年度の累積収支を、今の段階で

作ったとしても、かなり数値的に無理がくるのではないかということで、こういった

数字的な部分については、敢えて削除させていただきました。 

続きまして６ページお開き願いたいと思います。第２章の新市建設計画の策定方針

ですけれどもここには１の計画の趣旨、２の画の構成、３の計画の期間ということで、

これにつきましては、４月１５日の第７回協議会の、新市建設計画策定方針の計画の

内容というところに記載したとおりの内容となっております。 

続いて第３章７ページございますけれども、新市の概要ですけれども、これにつき

ましては、新市将来構想中では、伊達７町の特性というような項目で載っていた部分

です。建設計画におきましては、新市の概要ということで、伊達７町をひとつの市と

して見た場合の記述の方に、改めさせて頂ましたので、将来構想で載っておりました、 

  各町の、それぞれの個別の記載やデータにつきましては、今回建設計画を策定するに 

あたりましては、全てその部分については削除して、７町をひとつの市として見た場 

合の表現というようなことで再度構成したところです。これにつきましては７ページ 

に位置・地勢ということで載ってまして、８ページに地勢・気候、９ページに歴史・ 

沿革、１０ページも沿革の中身になっております。これにつきましては、歴史につき 

ましては将来構想そのままになっております。１１ページの２人口・世帯ですけれど 

も、（１）としまして人口の推移、１２ページに移りまして（２）世帯の推移、１３ 

ページ（３）人口構成となっております。続いて１４ページ産業構造ということで、 

（１）産業分類別就業人口、１５ページ（２）としまして農業、１６ページ（３）と 

しまして商業、１７ページ（４）としまして工業、というような記載となっておりま 

す。１８ページ（４）としまして交通基盤。１９ページ以降が５として公共施設等と 

いうことで、伊達７町の公共施設の状況について２５ページまで記載しております。 

続いて２６ページをお開き願いたいと思います。６としまして主要指標の見通しとい 

うことで（１）人口ということでございます。将来構想の中では、主要指標の見通し 

につきましては、人口のみの記載が計上されていました。ただ、他の協議会の主要指 

標の見通しとか見ますと、人口だけではなくて２７ページにありますとおり、世帯数 

とか２８ページの就業人口、こういったものの見通しも立ててありましたので、私共 
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今回建設計画を作成するにあたっては、新たに人口だけではなく、世帯数とか就業

人口というものを今回建設計画を作成するにあたって、新たに付け加えた部分であ

ります。 

続いて２９ページ、第４章新市計画（まちづくり）の基本方針ですけども、これ

に関しては新市将来構想の中の、新市将来ビジョンの中にありました、まちづくり

の課題そのものの文言を掲載しております。２９ページ（１）旧町のまちづくりの

継承・発展と協働のまちづくりから、３２ページの（１０）自立できる行財政基盤

の確立まで、将来構想のとおりであります。３３ページ、まちづくりの将来像、続

いて３４ページのまちづくりの基本的考え方、これにつきましても、将来構想で謳

いました、それぞれの文言のとおり、建設計画の方に記載させていただいておりま

す。 

以上で１章から４章までについての、策定の考え方についてご説明しましたが、若干今後の

予定について簡単に触れさせていただきます。本日１章から４章まで報告いたしました。今第

５章から８章まで、事務局の方で案を策定中でありまして、８月中には小委員会の方に協議を

していただきたいということで、進めております。５章から８章まで小委員会で協議が整いま

したところで、本日と同じように協議会の方に報告という形で上げさせていただきたいと思い

ます。その後で、県と事前協議を致しまして、県と事前協議が整った段階、多分県から色々な

修正が求められると思いますが、もし修正があった場合は修正した内容で、１章から８章まで

の分について、正式に協議会に協議案件として挙げたいというふうに考えております。説明に

ついては以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議長（高橋幸吉君） 報告第１５号「新市将来構想及び新市建設計画策定小委員会中間報告」につい

て報告がありました。ご質疑、ご意見があれば発言願います。 

 

（質疑なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ご質疑がないようですので、、報告第１５号について、報告のとおり了承する

ことでご異議ありませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、新市建設計画第１章から４章について、別冊１のとおり

確認することと致します。吉田委員長をはじめ、委員の皆様には引続きの協議をお願

いします。 
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６ 議 事 

（１）「議案第１１号 平成１５年度伊達７町合併協議会会計決算について」 

 

議長（高橋幸吉君） 次に、議決事項に移ります。 

議案第１１号「平成１５年度伊達７町合併協議会会計決算」を議題といたします。 

決算内容について事務局の説明を求めます。また、監査をしていただきました、梁川 

町、木村正七代表監査委員の出席を頂いておりますので、監査結果については木村様

より報告願います。はじめに事務局の説明を求めます。事務局。 

 

事務局（羽根洋一君） それでは議案第１１号、平成１５年度「伊達７町合併協議会会計 

決算」についてご説明申し上げます。別冊２をご覧下さい。平成１５年度伊達７町合 

併協議会決算書です。この決算については、法定協議会が設立された昨年１２月から 

今年３月までの決算内容であります。 

それではご説明申し上げます。歳入につきましては、収入済額 16,828,599 円、支 

出済額 10,780,315 円であり、歳入歳出の差し引き額は 6,048,284 円となりました。 

また、翌年度への繰越等ありますが、詳細は次ページ以降の事項別明細にてご説明い

たします。   

２ページをお開きください。事項別明細です。詳細をご説明いたします。歳入です 

が、負担金として、各町より１００万円負担いただき計７００万円ということです。

諸収入の清算金ですが、任意協議会の清算金については、７町にかかる分５,９５６

千円、及び任意協議会からの引き継いだ、財政シミュレーション及び財政計画策定の

経費３,７８０千円について、本項目で収入しております。雑入については、預金利

子と臨時職員の雇用保険の本人負担分を収入しています。歳入合計で 16,828,599 円

となりました。          

次ページの歳出に移ります。文字の訂正があります。３～４頁において１１節に需

要費とありますが、本来、需用費の用のところが、需要となっております。３箇所程

ありますが訂正方願います。運営費の会議費ですが、この項目からは主に協議会運営

に要する経費を支出し、2,882,149 円の支出となりました。事務局費では事務局の維

持、運営経費を支出しています。事務用品をはじめ事務機の借り上げ、購入等があり

ます。3 ページ下の負担金においては、職員の超過勤務手当等について記載あります

が、これは規程において、職員超過勤務手当ては協議会予算で処理することとなって

いることから、一旦各町で職員に支払い頂いた分を、協議会から各町に負担金として

戻すということになります。また、その下に臨時職員の負担金があり、さらに上の方

にも７節の賃金に同様の記載がありますが、これは、当協議会は今年１月に事業者登

録に伴い、１月から臨時職員を直接雇い入れした関係で、昨年１２月分の賃金につい

て、国見町で雇い入れ頂いていた関係から、国見町の方に負担金で支出したというも

のです。事務局費で 6,171,671 円の支出となりました。 
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つづいて４ページでは、事業費の事業推進費で事業推進にあたる経費を支出してい 

ます。協議会だより、ＨＰ関連ですが、任意協議会から引き継いだ財政シミュレーシ

ョン関係については、財政計画策定業務も含んでいることから、今年３月の補正予算

で繰越事業として１６年度も引き続き進めることを認めいただいており、その財源を

１６年度に繰り越すことになっております。事業推進費の支出額は 1,726,495 円で

3,780,000 円は翌年度に繰り越すものです。 

５ページは実質収支の調書で、歳入総額、歳出総額の差額が 6,048,284 円で、翌年

度繰越額 3,780,000 を差し引いた実質収支は 2,268,284 円となります。 

   財産に関する調書では、重要な物品として自動車がありますので計上しています。 

６ページは後ほど、木村監査委員より報告があります。 

７ページは繰越計算書で、財政シミュレーション及び財政計画策定にかかる業務委

託について、繰越事業費とその財源を含め、確定内容を報告するものです。 

以上です。 

 

監査委員（木村正七君） 梁川町監査委員の木村正七です。監査報告を行います。 

伊達７町合併協議会規約 15 条に基づき、また同財務規程第８条により監査を実施

いたしましたので、その結果についてご報告いたします。 

さる６月２５日、梁川町役場におきまして、安藤喜昭監査委員とともに、平成１

５年度伊達７町合併協議会会計決算について監査を行いました。今村正志事務局長

ほか関係職員２名の出席の下、内容と説明を受け、決算書、事項別明細書、収入・

支出票等、関係諸帳簿及び通帳について監査を行いました。 

   その結果、決算書の計数は各諸帳簿と符合し、正確であり、予算の執行も適正と

認められましたので、ここに報告いたします。 

   なお、別冊２の６ページに意見書の写しが添付されておりますので、ご参照願い

ます。 

以上であります。 

 

議長（高橋幸吉君） 議案第１１号「平成１５年度伊達７町合併協議会会計決算」の説明及 

び監査報告がありました。 

ご質疑・ご意見があれば、発言願います。 

 

（質疑なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） 質疑が無いようですので、質疑を終結し採決に入りたいと存じます。 

議案第１１号「平成１５年度伊達７町合併協議会会計決算」は、原案のとおり認定

することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ご異議なしと認めます。よって議案第１１号については、原案のと 
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おり認定されました。 

 

 

７ 協 議 

（１）「協議第４４号 広域行政（広域連携関係）について」 

 

議長（高橋幸吉君） つづきまして、協議事項に移ります。 

協議第４４号「広域行政（広域連携関係）について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。事務局。 

 

事務局（佐々木才市君） 企画部会、部会長の佐々木です。よろしくお願いします。協議第 

４４号についてご説明を申し上げます。 

協定項目は２４－１、広域行政（広域連携関係）となっております。広域行政（広 

域連携関係）については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ということで、

この広域連携関係につきましては、ある程度一体となる事業ですので、広域連携に関

係している町村が単独で判断するものではありません。しかし、３つ程この事業があ

りますので、若干ご説明を申し上げたいと思います。 

   次のページをお開き頂きたいたいと思います。南東北中枢広域都市圏構想、この内

容につきましては、福島市、仙台市、山形市を中心とする南東北地域につきましては、      

相互に７０ｋｍの圏内にありまして、東北地方の中では都市機能の集積が高く、東北

地方の新たな発展を奉引する役割が期待されております。そういうことで平成６年に

南東北サンプランが策定されまして、特に東北中央道、東北自動車道などの広域幹線

道路の整備や、または常磐自動車道の延伸をはじめとする重点プロジェクトの促進を

図り、地域内交通体系の整備によりまして、産業または文化、それから様々な機能を

分担しながら、相互に補完し合う地域として、広域都市圏の形成が進められておりま

す。このため南東北中枢広域都市圏構想推進協議会が設置されております。対象地域

といたしましては、福島県は１６市町村、宮城県４７市町村、山形県１８市町村の８

１市町村になっているわけですが、伊達７町は全域対象地域に含まれております。 

続きまして、地域拠点都市地域整備構想でありますが、福島地方拠点都市地域の整

備を推進する為、地域間の連携を強化し、福島地方拠点都市地域基本計画、それから

県北地方総合開発重点事業に取り組みながら、魅力ある総合都市圏福島の形成を進め

るということで、福島拠点まちづくり協議会が設置され活動されております。構成町

につきましては、２市１３町２村の１７市町村になるわけですが、伊達７町は全域構

成町になっております。 

３点目の阿武隈地域総合開発事業につきましては、阿武隈地域の特性を生かしなが

ら、周辺都市と連携しつつ生活環境の向上、企業誘致や産業の創出、または多様な文

化交流の展開を図りまして、道路網や生活安全基盤の整備を目的として阿武隈地域の
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総合開発を推進しております。このため阿武隈地域総合開発協議会が設置されており

ます。対象地域と致しまして、中通り浜通り地方にまたがっており、また阿武隈山系

等にもまたがっております。構成町といたしましては７市１９町８村の３４市町村で

ありまして、伊達７町の中では霊山町と月舘町が構成町になっております。 

以上であります。よろしくご協議を頂きたいと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） 協議第４４号「広域行政（広域連携関係）について」説明がありまし 

た。ご質疑・ご意見があれば、発言願います。 

 

（質疑なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） 無いようですので、質疑を終結し採決に入りたいと存じます。 

協議第４４号「広域行政（広域連携関係）について」原案のとおり確認することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ご異議なしと認めます。よって協議第４４号については、原案のと

おり確認されました。 

 

 

（２）「協議第４５号 広報広聴関係事業について」 

 

議長（高橋幸吉君） 協議第４５号「広報広聴関係事業について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。事務局。 

 

事務局（佐々木才市君） それでは協議第４５号についてご説明申し上げます。協定項目２ 

４－４であります。広報広聴関係事業。一度読み上げてみたいと思います。 

１．新市において広報誌を月一回発行し、配布については町内会長等に依頼をする。 

名称等については、合併後検討する。２．新市においてホームページを開設する。３．

市勢要覧については、合併後速やかに作成する。４．市政懇談会等の広聴活動は、新

市において検討する。５．ケーブルテレビ事業については、現行のとおり新市に引き

継ぐものとする。合併後、地域イントラネット基盤の活用により、広報広聴に努める。

以上であります。 

 これらについてご説明をしたいと思います、次の９ページをお開き頂きたいと思い

ます。これにつきましては、広報誌の発行関係でございますが、広報誌につきまして

は、各町情報提供またはお知らせ等でそれぞれ発行しております。新市におきまして

- 19 -



 

は、月１回発行するということで一応提案させていただきたいと思います。       

というのはやはり財政事情、またはスタッフ等が決まりませんと明確にできませんが、

月１回発行ということであります。それからもう１点は配布方法につきまして、これ

は協定項目２２で、すでにご確認を頂いているところでありますが、行政連絡機構の

取扱い、この中で行政連絡機構については現行のとおり新市に引き継ぐものとし、合

併後に調整する、ということでありますので、こちらの方については町内会長等に配

布を依頼していくということで提供させていただきました。なお名称等につきまして

はまだ決まっておりませんので、それらに関しましては決まり次第公開されるものと

思います。それはあくまで、その協議は新市において検討されるものでございます。 

 続きまして１０ページをご覧頂きたいと思います。広報広聴の中のホームページで

ございます。ホームページにつきましても、各町とも情報提供のため、ホームページ

をつくりまして情報提供に努めているところであります。なお、これにつきましては

先程お話ししましたように、予算等色々ございますので、役場の機構関係も決まりま

せんと、いろいろ決定できません。そういう意味で、新市において検討するというこ

とでご提案をさせていただきたいと思います。 

続きまして１１ページ、町勢要覧であります。これも各町とも町勢要覧を発行して

いるところでございますが、中を見てみますと、主な目的は視察団体への配布とか、

または来庁者への配布が主になっております。当然市の状況については、住民の方に

おきましては広報誌またはホームページ等で常に情報を提供しておりますので、新市

にお出でになった方に対して、場所、市を分かっていただくということで作成をする

ものと思っております。そういうことで市勢要覧については、合併後速やかに作成す

るということでご提案をさせていただきたいと思います。 

続きまして１２ページ、こちらは市政懇談会等に関してであります。広聴活動とい

うことになりますが、一般的にはＥメール、ファックス、ホームページの掲示板等で   

で色々と市民の皆さんのご意見を頂いているところでありますけれども、住民の皆さ

んのご意見を頂くということになるわけですが、広聴会の一番は、現在各町で実施し

ていますように、市政懇談会になると思われます。市政懇談会につきましても、組織

機構が明確になっていませんと、どのようにするというご提案はできませんので、こ

こに市政懇談会との広聴活動は、新市において検討するということでご提案させてい

ただきたいと思います。 

続きまして１３ページをご覧頂きたいと思います。ケーブルテレビに関してであります。現在

ケーブルテレビ事業につきましては、伊達町さん単町で実施されているところであります。ただ

伊達町さんにおかれましては、加入率９０％、２，９００世帯の方が加入して広報広聴を取得し

ているわけでございますが、事業といたしましては基本サービス、そして自主放送チャンネル、

お天気チャンネル、文字放送チャンネル、有料基本番組といたしまして、多チャンネル放送、こ

ちらの方を提供しております。またこれに関連しまして、在宅健康管理事業なども実施している

ところであります。ケーブルテレビ事業につきましては、伊達町の政策として導入しております
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けども、このケーブルテレビ事業そのものは、やはりこれからの一つの事業と判断できるわけで

あります。そういう中で現在の伊達町に限らず、やはりその有利な部分については、新市になっ

た場合、各町に対応していきたい訳ですが、光ケーブルの接続とか、色々な意味で問題がありま

すので、とりあえず新市になった段階では、ここに記載させていただきましたように、地域イン

トラネットの基盤を活用しまして、各町の公民館等に、議会の中継または自主制作番組等を    

放送してまいりたいと考えております。そういうことで提案といたしましては、ケーブルテレビ

事業については現行のとおり新市に引き継ぐものとする。合併後地域イントラネット基盤の活用

により、広報広聴に努めるということでご提案をさせていただきたいと思います。よろしくご協

議のほどお願いいたします 

 

議長（高橋幸吉君） 協議第４５号「広報広聴関係事業について」の説明がありました。 

ご質疑・ご意見があれば、発言願います。 

 

（質疑なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） 無いようですので、質疑を終結し採決に入りたいと存じます。 

協議第４５号「広報広聴関係事業について」原案のとおり確認することにご異議あ

りませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ご異議なしと認めます。よって協議第４５号については、原案のと

おり確認されました。 

 

 

（３）「協議第４６号 水道事業について」 

 

議長（高橋幸吉君） 協議第４６号「水道事業について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。事務局。 

 

事務局（小野治男君） 水道部会、部会長の小野治男と申します。よろしくお願いします。

協議第４６号についてご説明申し上げます。協定項目２４－２４水道事業であります。 

１．水道事業計画については、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後新たな水道事業

計画を策定する。２．上水道事業及び簡易水道事業については、現行のとおり新市に

引継ぐものとする。３．水道料金及びメーター使用料については、現行のとおり新市

に引継ぎ合併後調整する。４．水道料金等は、毎月徴収する。５．水道加入金につい

ては、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後調整する。６．給水工事に係る設計審査手
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数料等及び給水装置設置工事事業者指定手数料については、合併時に統一する。以上

が協議事項の内容であります。 

内容についてご説明申し上げます。１６ページのシートをご覧頂きたいと思います。

調整方針の水道事業計画については、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後新たな水道

事業計画を策定するというものでありますが、水道事業計画につきましては、各町７

町それぞれに計画を持っておりまして、現計画につきましては、新市に引継ぎ新市建

設計画に基づく新たな計画を策定することで調整を行いました。次に上水道事業及び

簡易水道事業については、現行のとおり新市に引継ぐものとするということでありま

すから、上水道事業、簡易水道事業につきましては、現在各町それぞれに事業認可を

取得しまして、水道事業を実施しているものであります。合併後の水道事業は、料金

を統一しまして、ひとつの事業として統合を図ることが望ましいというようなことが

言われております。しかし現況を見ますと、７町のうち６町が上水道事業を行ってお

り、１町が簡易水道事業を実施しております。そのほかに、国見町と梁川町で公営の

簡易水道事業を実施しているところであります。これらの事業を統合するためには、

ひとつには会計、上水道事業につきましては公営企業会計を行っております。簡易水

道事業につきましては、一般会計の特別会計の会計を行っております。これを統合す

ることになりますと、早急な統合は中々困難であると思います。 

それから簡易水道の補助事業を実施している場合には、事業の認可を受けまして上

水道に統合されますと、事業の計画が困難になってくるというようなこともありまし

て、現在月舘町におかれましては、広域拡張事業を実際補助事業で行なっております。      

補助率等の関係で、簡易水道の方が補助率がいいということがありますので、その事

業が終了した後にでも統合した方が有利だというようなことから、以上のようなこと

をふまえまして、早急な統合、統一は困難だということになります。従いまして、上

水道事業、簡易水道事業につきましては現行のとおり新市に引継ぐものとするという

ことで調整を行いました。 

次に１７ページをご覧いただきたいと思います。１７ページは、水道料金でありま

す。調整方針の中で、水道料金及びメーター使用料については、現行のとおり新市に

引継ぎ、合併後調整するというようなことであります。水道料金につきましては、水

道口のシートをご覧いただきましたとおり、水道料金算定方法に、用途別にメーター

使用料を加えて料金を算定する方法と、口径別に料金を算定する方法の二つの方法が

ございます。いずれ方法を統一しなければならない、このように思っておりますが、

この７町のうち、用途別が４町、口径別が３町あり、最終的には先ほど申し上げまし

たように統一の必要があります。これらの料金の算定方法、及び算定されました料金

につきましては、基本的には合併の日、住民サービスの公平性を確保する観点からも、

合併時に事業を統合しまして、統一料金にすることが望ましいと、このように言われ

ておりますが、統一にあたりましては、一般家庭で、一般家庭用の水道口径１３ｍｍ

で、約２０tを使用した場合ですね、比較をしてみますと高いところでは４,９３５円、
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安いところでは２,７３０円で、約１．８倍の格差になってございます。さらには福

島地方水道用水供給企業団が現在、トン１００円の暫定受水を行っております。これ

は平成１９年度から本格的に受水する計画であります。今後、本格受水するための料

金につきましては、まだ決まっておりませんので、料金を合併時に統一するというこ

とは困難であると判断いたしました。したがいまして水道料金及びメーター使用料に

つきましては現行のとおり新市に引継ぎ、合併後に調整することということで調整を

致したところでございます。合併後の調整につきましては格差解消をするために、新

市において激変緩和措置をとりまして、段階的な解消を行い、料金の統一を図るべき

だと考えております。基本的には合併後に、専門のプロジェクト等を結成をしまして、

新市における浄水場の施設の配管とか、職員の定数のあり方等を検討致しまして、新

市における財政計画の策定を行い、本来あるべき水道料金を定めまして、現行の料金

との格差をどのように詰めていくのかというようなことを検討していくことになると

思っております。次に、調整方針の水道料金等は毎月徴収するということであります。

シートの一番下の段をご覧いただきたいと思いますが、水道料金等の徴収につきまし

ては、６町が毎月徴収を行っており、ここを見ますと国見町さんだけが２ヶ月に１回

だということでありますので、この際合併時では統一をする必要がある、ということ

で毎月徴収することで調整を致したところであます。 

次に１８ページをご覧頂きたいと思います。１８ページにつきましては水道加入金

についてであります。水道加入金につきましては、旧水道使用者と新規水道使用者の

負担の均衡を図ることを目的としておりまして、併せて水道財政基盤の強化を図るこ

とを目的に負担を頂く制度であります。新規及び水道管の増径、管の径を太くした場

合の給水工事の申込者が対象者となるものであります。統一することで検討してまい

りましたが、各町加入金には格差があります。あるいは、加入金を取得していない、

とってないという町もあることから、現行のとおり新市に引き継ぎまして、合併後に

統一することで調整をいたしたところであります。 

次に１９ページをご覧いただきたいと思います。１９ページ、２０ページにつきましては手数

料についてであります。手数料につきましては、各町それぞれに異なっておりまして、端の使用

料を参考にしながら、合併時に統一することで調整を行いました。調整の結果はシートのとおり

でありますが、調整したものにつきましては、２番目の設計審査手数料、これにつきましては１

件当り２，０００円、４番目は竣工検査手数料１件当りですが２，０００円、それから次のペー

ジ２０ページになりますが、分岐立会手数料につきましても１件当り、不断水による立会につき

ましては３，０００円、断水による立会につきましては、不断水の２倍ということで。それから

休日及び勤務時間外の立会ということで、休日及び勤務時間外の割増につきましては、断水不断

水の１．２５倍。それから深夜工事の場合につきましても割増は、断水不断水の１．５０倍とい

うことで調整を致しました。それから、６番目の給水装置工事事業者指定手数料でありますが、

１件あたりでありますが、桑折町さんが５，０００円、他町が１０,０００円ということで、こ

れは１０，０００円ということで調整をさせていただきました、その他の手数料につきましては、
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１町のみ該当するものや、頻度の少ないものでありましたので、今回合併時には廃止をすること

で調整をさせていただきました。 

次２１ページから２３ページにつきましては水道関係の関係法令を抜粋したものでございます。

２４ページにつきましては先進事例の参考事例を載せたものでございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議長（高橋幸吉君） 協議第４６号「水道事業について」説明がありました。 

ご質疑・ご意見があれば、発言願います。はい、八島委員。 

 

委員（八島博正君） 事務局の方にお伺いします。１６ページ。国見町における現況は、こ 
こに記載しているとおりですけれども、対象人口が１１，０００人。現在給水人口８， 
２８８人。簡易水道が４５２で、合計が８，７４０人であります。とすれば、その普 
及率は７８％だと思いますけれども、なんで９７．９％になるのでしょう。多分これ 
は、東北本線から西の方、いわゆる小坂峠を中心として、そっちのほうが民間の簡易 
水道になっている。その人口が加味されていないからだと思うが、その辺をお伺いしたい 

 

議長（高橋幸吉君） 事務局。 

 

事務局（小野治男君） お答えいたします。只今ご質問があったとおり、普及率をだす際

には、民間の簡易水道の対象者も含めた形で出しておりますので、只今質問があった 

とおりで計算しますと、少ない値になってしまうということであります。ご了解願い

ます。 

 

議長（高橋幸吉君） 八島委員。 

 

委員（八島博正君） 続いて、貝田簡易水道と国見町上水道の両方がありますが、十分議

論されたと思いますが、これは東北本線、新幹線のトンネル工事に伴って、断水する

ことにより貝田地区に対して、国鉄から補償金を受けており、貝田地区の簡易水道が

独立している。これは貝田地区の受益者以外に使えない金だと思うのですが、新市に

おいてはどのような形になるのかお伺いします。 

 

議長（高橋幸吉君） 事務局答弁。 

 

事務局（小野治男君） お答えします。現在、貝田簡易水道事業は、特別会計で行なって

おりますので、そこの財産として付いていくものと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） 八島委員。 
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委員（八島博正君） 併せて質問致します。説明によりますと、水道料金は合併後は統一

することが望ましいけれども、施設の相違等があり中々難しい。よって料金体系では、 

激変緩和措置をとって、当分の間、現行の料金でいくという形ですけれども、実は国

見町においては、先程言った２,２００人くらい、２,０００人以上の方々が組合を作

って、簡易水道を維持している。よって現行の料金体系でいきませんと、中々合併し

た場合難しい、ということで、いろんな合併した市町村の研修視察等々で研修してき

ますと、水道料金については均一した、統一の料金じゃなくて、不均一料金。いわゆ

る旧町村単位の料金は当分の間、しかも、それは一年二年じゃなくて、少し長い間続

きますよという協定書が多い。よって私は、料金の統一ということは、中々難しい問

題でありますので、事務局当局としては、現行のとおり引き継ぎ、どのような方法を

考えているのか。料金を最終的には統一するのか、それとも、不均一料金なのか。そ

の辺の考えはあるのでしょうか。 
 

議長（高橋幸吉君） 事務局答弁。 

 

事務局（小野治男君） 不均一の課税のあり方というご質問かと思いますが、当面はこの

まま、合併時は不均一のまま、このままの料金になると。その後早い時期に、統合に

向けての、新市の財政計画を策定していき、新市の中で検討していくこととなると思

います。 

   ただ、摺上川ダムからの受水等がありまして、料金そのものについては、中々決め

難い部分もありますので、そういったことを見据えた上で、合併後にプロジェクトチ

ームを編成し、新市としての考え方を統一していくことと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） ほかにございませんか。はい、近藤委員。 

 

委員（近藤宏君） 桑折の近藤です。水道事業、とりわけ水道料金については、住民の方々の 
関心が非常に高いもののひとつであります。そういうことから、できるだけ具体的に 
表示できるものについては、分かりやすい表示をした方がよいと思います。そのよう 
な観点から１点質問したいと思いますが、協定項目の原案の３番と５番ですが、「水 
道料金及びメーター使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整す 
る」「水道加入金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する」とな 
っておりますが、只今の説明で、大分各町間の料金の格差があるようであります。そ 
れを合併後に調整をするということで、激変緩和しながら、合併後直ちに、合併後速 
やかにということだと思いますが、同じ市にあって、地区によって長期間、料金が違 
うことは、私は望ましくないと思います。 

従いまして、新市において調整するという説明もあった訳ですが、どうしても安い 
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地区については、そのままにしてほしい、逆に高い地区については、安くしてほしい 
ということだろうと思います。そういう事で、いつまでも調整がつかなくて、不均一

の状態が長期間続くということが考えられない訳ではないと思います。平成１９年度

の摺上川川ダムの本格受水も控えておりますから、何年後を目途にとか、目標の年次

時期を、この協議会で表現をしておかないと、合併後に調整がつかなくなるという心

配もありますから、その辺を表示した方がいいだろうと思いますが、どうでしょうか。 
 

議長（高橋幸吉君） 事務局答弁。 

 

事務局（小野治男君） 只今ご質問いただきましたことにつきましては、確かにそのよう

なことも考えられない訳ではないと思いますが、先行きの摺上川ダムからの受水の料

金がまだ決まっておりません。それによりまして、各町の施設をどうしていいのか、

ということもまだ決まっておりません。これは、現在ダムからの受水は暫定給水を行

っております。したがいまして１９年度までは、施設を無くす訳にはいかない、と      

いうようなこともありまして、施設をどうするのか、そして今後、市として水の拡張

をどのようにしていくのか、というような事も含めて検討していかなければならない

と思っております。 

したがいまして、ここで、いついつまで、というようなことについて、中々判断し

難いと私は思っております。したがいまして、それは新市の中でご検討いただき、新

市の財政力等を勘案しながら検討していただきたいと思っております。よろしくお願

いします。 

 

議長（高橋幸吉君） 近藤委員。 

 

委員（近藤宏君） ただいまの説明で、できるだけ早く調整するというようなことについては、私の

考えと同じように聞こえる訳ですが、ただですね、一番住民が関心を示している水道料金。それ

もまた新市において調整をするというようなことになると、住民の方々からしてみれば、合併し

たらどうなるのか、ということになり、各協定項目でたくさん新市において調整すると出てきて

いる。ですから、やはり出せるものは出すという姿勢は、説明責任の点からも必要だと思います。

従いまして、はっきり何年度、ということにならなくても、概ね何ヶ月あるいは何年度を目指す

というような表現の仕方くらいは、しておくべきではないでしょうか。 

 

議長（高橋幸吉君） 事務局答弁。 

 

事務局（小野治男君） その点につきましては、先程申し上げたように繰り返すようにな

りますが、新市における財政計画のたて方によって、その年限が決まってくるかと思

います。したがいまして、人的配置、それから施設の統廃合をどうするのかいうこと
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につきましては、ダムからの平成１９年度の本格受水にあたりまして、これまでの間

に、検討されることになると思います。ですからここで何年度までにという判断は難

しいと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） 近藤委員。 

 

委員（近藤宏君） 確かに難しい問題もたくさんございますので、そういう表現でも仕方

がないと思いますが、只今私が申し上げた趣旨がですね、分かって頂ければ、今日の

協議案件を、継続にして、次回に持ち越して十分検討された上で採決して頂くという

ことにはできないでしょうか。 

 

議長（高橋幸吉君） 事務局答弁。 

 

事務局（小野治男君） 只今の件につきましては、現在協議している期間中には、中々結

論は出せないと思いますので、ご了解を頂きたいと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） ほかに、ご質疑はございませんか。 

 

（質疑なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ないようですので質疑を終結し、採決に入りたいと存じます。 

協議第４６号「水道事業について」原案のとおり確認することにご異議ありません

か。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ご異議なしと認めます。よって協議第４６号については原案のとお

り確認されました。 
ここで暫時休議致します。 

（午後３時４８分） 

 

 

 

議長（高橋幸吉君） それでは再開いたします。 

                                （午後４時７分） 
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（４）「新市名称の選定方法について」 

 

議長（高橋幸吉君） 申し上げます。去る１０回目の協議会にて、正副会長に委ねた件に

つきまして、先程ご異議なしとご了承頂いた訳ですが、つきましては、漢字表記の

「伊達市」を名称候補に選定することにご賛同頂いたものと考えておりますがご異議

ありませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それで、次に方法論に入りたいと存じますが、そのようにご理解を

頂きたいと思います。 

   まず、小委員会報告の５案から選定し、「だて市」が選ばれた場合には、漢字表記

について協議する。それから、小委員会報告の５案に漢字表記による「伊達市」を加

え６案から選定する方法。さらに、先程ご提案ありました再公募。その３つについて

皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。斎藤委員。 

 

委員（斎藤喜助君） 国見の斎藤です。新市の名称については、最初の公募の時、「伊達

市」は使えないということで公募をした訳であります。小委員会においても、その漢

字の「伊達市」を使わないで、ひらがなの「だて市」という表記をして５案にまとめ

た訳でありますが、皆さん公募してくれた、ひらがなの「だて市」と書いてくれた方

に、我々委員が、何と説明、謝ったらいいのか、という事であります。したがって今

後は、この期日を短くして、１週間か１０日くらいの期間で再公募を実施する。そう

すれば、自ずと漢字の「伊達市」が加えられてくると思いますので、私は公募をお願

いしたい。 

 

議長（高橋幸吉君） 吉田委員。 

 

委員（吉田一政君） 伊達の吉田です。只今議長から、３つの選定方法について提案があ

りましたが、私は、小委員会の意向を十分に踏まえて、１案の、小委員会で採用した

５つの中からまず選んで、もし平仮名の「だて市」が選ばれた場合、漢字の「伊達

市」を再度協議するという案に賛成であります。 

 

議長（高橋幸吉君） 近藤委員。 

委員（近藤宏君） 桑折の近藤です。この件につきましては、先程申し上げましたとおり

考えは変わっておりません。新市の名称の問題は、合併の基本をなす極めて重要な問

題であります。そういうことで、後で住民の方々から、色々な批判とか苦情とか、悔

いを残すというような決め方はやめるべきだと考えます。漢字の「伊達市」を使う、
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使ってもいいということで、住民の方に協議会だより等、広報してお知らせするべき

だろうと、国見の八島委員のご意見ですが、お知らせをすることによって混乱する、

その後どうなんだ、ということが問題であって、条件が変わってもそのまま進めて決

めてしまう、ということは無理があることだと思います。特に、公募された６,４０

０余りの方につきましては、まさに残念というか、協議会に対する不信感が出てくる

可能性もあると考えますので、やはり、住民の方々の民意を、十分に反映させるとい

う立場から、やはり多少の予算と時間が掛かるかもしれませんが、将来のことを考え

れば、やり直しを実行する、公募を実施するのが適当だと思います。具体的に申しま

すと、公募があって、５つの名称候補が選定された訳でありますが、これはあくまで、

漢字の「伊達市」が使えないという条件のもとに選ばれた５案であって、その「伊達

市」が使えるということになれば、全く違った結果が出てくるということが予想され

ます。そういうことですので、その５つの案から選定し、後に漢字表記を協議すると

か、５案に「伊達市」を加えての選定は、理にかなわないと考えます。繰り返します

が、最初から公募のやり直しがベストだと考えます。以上です。 

 

議長（高橋幸吉君） そのほか・・・。はい、佐藤委員。 

 

委員（佐藤勲君） 梁川の佐藤です。先程、私は１番目の案に賛同するという意見を申し

上げましたが、確認をさせて頂きます。 

   この前の６月２４日の協議会時に、次回の協議会では、新市名称について議題とす

る、というふうに謳われており、本日の会議には正式協議事項として載せられてくる

のかなあと思っておりましたが、それが無かった。その結果については只今までご説

明、ご報告がありました。しかし、本協議会のこの前の最後のまとめの中で、高橋議

長より、（新市名称については）選定の方法案も含めて、次回協議会に提案すること

を正副会長に委ねるということで、確認して解散したはずだったと私は理解しており

ます。これについてはどなた様も異議なし、という事だったと理解しています。です

から、十分それを重んずることが本協議会の使命であると思っており、私は事務局案

に賛同致します。 

 

委員（八島博正君） 私は、斎藤委員、近藤委員の意見である、公募のやり直しというこ

とがベターで、公正であると思います。期間ややり方等については、今後協議される

と思いまけれども。また、只今佐藤委員が言ったように、前回の協議を受けて、正副

会長に委ねるということであります。まさにそのとおりでありますが、どう考えても、

これはルール違反であります。それに、新市名が決まったら、記念品を差し上げるこ

とになっております。これをどうするかが困ると思います。そうした色々な状勢を考

え、これからの新しい市がみんなに喜ばれて合併するには、やはり再募集がベターで

あると思い、３番目の案に賛成であります。 
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議長（高橋幸吉君） 崇高なご意見を賜っておりますが、皆さんその他ご意見がありまし

たら・・・。はい、鈴木委員。 

 

委員（鈴木益美君） 私も、小委員会の一人として協議に参加しておりました。色々なご

意見がありますが、漢字表記の「伊達市」の話が先行しているように思います。我々

小委員会は、色々な理由があって、漢字表記にはできないことを前提に、公募致しま

して、ひらがなの「だて市」が一番多かったということは事実でございますが、その

中から５つ選んだ訳ですから、まずその５つの中から１つを選んで頂いて、そうなっ

た場合に、漢字で表記するのかどうかを検討していくのが正しいことと思います。こ

こでまた公募するということになれば、我々小委員会のこれまでの議論はどうなるの

か。何回も会合を重ねて、検討して、その当時は好ましくないという意見に従いまし

て、ひらがなの「だて市」が選ばれ、それも５つの候補の中に入っている訳でありま

す。まず５つの中から１つを選んで頂いて、「だて市」が選ばれた場合には、それを

漢字表記にするかどうかを検討して頂いて結論を出して頂きたいと思います。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、１案、２案、３案が出ている訳でありますが、会議のル

ールに従って、この３つの案について、皆さんに賛否を表明して頂きたいと思います。

はい、佐々木委員。 

 

委員（佐々木彰君） 霊山の佐々木です。私自身、今まで再度公募することが必要だと思

っておりました。しかし、公募だけが、民意を吸い上げるものではないと思いました。

それで、合併協議会で、５案から「だて市」が選ばれて、その後、漢字の表記をどう

するかについては、公募するか又は、公聴会を開くとか、その他住民の意思を吸い上

げる方法を考えていけばよいと思います。それで、もうすこし議論を深めてから採決

した方がよいと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） 今皆さんから異議なしの声があったんですが、如何ですか。３つの

案に対して。はい、渡辺委員。 

 

委員（渡辺利彦君） はい。随分この話で長引いている訳ですが、確かにある意見として

決まってから漢字に変えるという意見がありましたが、自分としては、随分進んだ考

えだなと思い納得はしていたんです。小委員会にも所属していますので、小委員会よ

り５案で上がってきて、１案が付帯で上がってきたわけですけれども、後で漢字に表

記を変えるとなれば、それなりの裏付け、つまり「伊達市」は使ってもよいというこ
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とを押さえておかないとできないと思いますが、使ってもいいと流れがどんどん狭ま

ってきて進んできたと思います。それで、小委員会が選定した５案で選んで、後の表

記の問題は協議会の中でどうするか、相談をして、次の段階になると思います。でき

れば、小委員会の意見も取り上げて、５案で採決の方向に進んで頂きたいと思います。

 以上です。 

 

議長（高橋幸吉君） はい、高橋委員。 

 

委員（高橋宣博君） 桑折町の高橋です。只今色々と３案についてご意見が出ているよう

ですが、まず１点目の、５案から選定して、「だて市」が選ばれれば漢字に表記変え

をするというふうなお話も出ている訳でありますが、中には、本当に平仮名の「だて

市」がよくて応募されている方もいるのではないか、と判断できる訳であります。そ

の辺のことを勝手に表記変えしてよいものかどうか疑問が残ります。私もあくまで、

公募を開始した時点での条件がまるっきり違ってきておりますので、費用も掛かるか

も知れませんが、公平に民意を反映すべく、再公募をするのが正しいやり方ではない

かと思います。 

   以上です。 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、この３案について皆さんの賛否を頂きたいと思いますが

ご異議ありませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、この３案について、挙手をもって賛否を表してもらいた

いと思います。まず一番目には、小委員会の５案について選定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

 

（正副会長除く３１名の委員中２１名が挙手） 

 

議長（高橋幸吉君） ありがとうござました。次に２番目の、５案に１案を加えての６案

に賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（正副会長除く３１名の委員中１名が挙手） 

 

議長（高橋幸吉君） ありがとうござました。次に３番目の再公募に賛成の方の挙手をお

願いします。 
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（正副会長除く３１名の委員中９名が挙手） 

 

議長（高橋幸吉君） はい、ありがとうございました。 

それでは皆さんの賛否の結果、１案が大多数でございますので、１案に決定させて

頂きます。ありがとうございました。 

それではお諮り致します。新市名称についての議題を追加提案とさせて頂きたいと

思いますが異議ございませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、そのようにさせて頂きます。 

   それでは暫時休議を致します。               

（午後４時２５分） 

 

 

 

議長（高橋幸吉君） それでは再開いたします。 

                               （午後４時３５分） 

 

 

（５）「協議第６－２号 新市名称について」 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、お手元に協議第６－２号「新市名称について」が配布さ

れております。 

   お諮りします。追加提案された議案第６―２号「新市名称について」を議題として

扱うことに異議ありませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ありがとうございます。それでは、議案第６－２号「新市名称につ

いて」を議題と致します。事務局から内容確認も含めて説明致させます。事務局。 

 

事務局長（今村正志君） それでは説明いたします。協議６－２号、新市名称について。

新市名称について、次のとおり提案する。協定項目３、新市の名称。新市の名称は○

○市、右側はふりがなでございます。 

   次に、新市の名称の選定案でございます。 

１．新市の名称の候補。新市名称及び事務所の位置検討小委員会より報告のあった、
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次の５点の中から選定する。ふりがな５０音順でございます。左側が新市名称候補、

右側がふりがなでございます。「あぶくま市」「新伊達市（しんだて）」「だて市」

「伊達みらい市（だてみらいし）」「桃花市（とうかし）」、（注）と致しまして、

「だて市」が選定された場合には、小委員会協議経過に基づき、漢字表記について協

議会において協議の上決定する。 

２．新市の名称の選定方法。選定は、協議会出席委員の投票により決定する。「だ

て市」が選定された場合は、漢字表記について協議会において協議する。なお、投票

に際し、立会人２名を選出するものとする。①投票等の結果、大方の得票を得た名称

候補がある場合は、その名称候補を新市の名称とする。（協議会運営規定第５条によ

る。）②上記①の条件を満たす候補がない場合は、投票等の結果上位２点について、

決選投票等を行うこととする。 

以上であります。 

 

議長（高橋幸吉君） 只今、事務局から説明がありました。選定方法について、質問、意

見等があれば発言願います。 

 

議長（高橋幸吉君） 無いようですので、選定方法については、確認頂いてよろしいでし

ょうか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、先に確認したとおり、次の５案から選定を進めて下さい。

選定方法については、委員１人１票を持ち票として投票により選定したいと思います。 

   投票により選定する事にご異議ございませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ご異議なしと認めます。それでは、只今より名称選定の投票を実施

します。投票に先立ち、立会人を選出したいと思いますが、議長より立会人を指名す

ることにご異議ありませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、本日の議事録署名人であります、月舘町、菅野由宏委員、

桑折町、畠腹桂子委員に立会人をお願いします。 

   投票の準備を致しますので、暫時お待ちください。事務局は投票用紙を配布して下

さい。 
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（投票用紙の配布） 

 

議長（高橋幸吉君） 投票用紙の配布漏れはございませんか。 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、投票の方法について、事務局から説明を致させます。 

事務局。 

 

事務局（羽根洋一君） 皆様のお手元に、投票用紙が配布になっているかと思います。只

今ありました５案、あぶくま市以下５案が出されておりますが、用紙の右側に１箇所

だけ、ふさわしいと思う名称について○を記入して頂きたいと思います。その後投票

となります。用紙の回収につきましては、これから投票箱を持って、各委員のみなさ

んのもとに、立会人の方とともに回りたいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

（投票用紙の記入、投票箱の確認） 

 

議長（高橋幸吉君） それではまず、立会人のお二人の投票をお願いします。 

 

（立会人の投票） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、建制順に桑折町の委員から順に投票願います。 

 

（立会人同行の上、桑折町より建制順に投票の開始） 

 

議長（高橋幸吉君） 投票のお済でない方はいらっしゃいませんか。それでは開票をお願

いします。 

 

（会場中央で立会人同席の上、開票作業の実施） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは開票作業が終了しましたので、結果を事務局から報告致さ

せます。 

 

事務局（羽根洋一君） それでは申し上げます。投票総数３８、うち有効総数３７。 

申し上げます。「あぶくま市」３票。「新伊達市」２票。「だて市」３１票。「伊

達みらい市」１票。「桃花市」０票。無効１票。合計３８票。以上であります。 

 

議長（高橋幸吉君） 只今報告がされたとおり、「だて市」が最多の得票となりました。 
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   新市の名称を「だて市」と決定することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） ご異議なしと認めます。新市の名称は「だて市」とすることが確認

されました。 

   それでは、選定の際の条件として、５案からひらがな表記の「だて市」が選択され

た場合、表記について再協議することになっておりますので宜しくお願い致します。 

   新市名称「だて市」の表記について、再協議いたします。新市名称「だて市」の表

記について、協議議題とすることにご異議ございませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、新市名称の表記にかかる追加議案の準備ができるまで、

暫時休議をします。 

（午後４時５０分） 

 

 

 

議長（高橋幸吉君） それでは再開いたします。 

                               （午後４時５５分） 

 

 

（６）「協議第６－３号 新市名称『だて市』を『伊達市』とすることについて」 

 

議長（高橋幸吉君） 協議第６－３号 新市名称ひらがな表記の「だて市」を漢字表記の

「伊達市」とすることについて、議案の説明を求めます。事務局。 

 

事務局長（今村正志君） 協議第６－３号 新市名称ひらがな表記の「だて市」を漢字表

記の「伊達市」とすることについて。新市名称、名称の表記について、次のとおり提

案する。 

   協定項目３、新市の名称。新市の名称ひらがな「だて市」を漢字の「伊達市」とす

る。 

   以上です。 

 

議長（高橋幸吉君） 協議第６－３号 新市名称ひらがな表記の「だて市」を漢字表記の 

「伊達市」とすることについて、説明がありました。 
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 ご質疑、ご意見があれば発言願います。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それではご異議ございませんので・・・。 

 

（異議あり、議長と呼ぶ声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） 佐々木委員。 

 

委員（佐々木彰君） 霊山の佐々木です。今の議長の説明では、漢字の「伊達市」とする

ことに異議がないか、と問われたのですか。それであれば、公募の段階で「だて市」

と応募された方の中には、平仮名の「だて市」がよくて応募された方もいると思いま

すので、その部分について、先程再公募という話もありましたが、何らかの形で住民

の方に説明し、意見を吸い上げる方法が必要だと思います。最初の公募の段階で、応

募要項に、採用されたものは一部修正する場合がありますということで、この協議会

で決めれば、そういうふうになってしまうこともありますが、公募した以上は、何ら

かの形で住民の方の意見を吸い上げる方法が必要だと思います。 

 

議長（高橋幸吉君） 要望ですか。 

 

委員（佐々木彰君） 意見です。 

 

議長（高橋幸吉君） 意見として賜っておきます。はい、賀藤委員。 

 

委員（賀藤貞君） 国見の賀藤です。今後心配されるのは、公募をした際に、漢字の「伊

達市」は使えませんということで公募をした訳でありまして、ひらがなの「だて市」

が８２３の応募があった訳であります。「だてし」には変わりない訳でありますから、

抽選によって賞品をだすということでありますから、ひらがなの「だて市」と漢字の

「伊達市」を一緒にして、そこから抽選をして賞品をだすというやり方がよいと思い

ます。 

 

議長（高橋幸吉君） 意見として賜っておきます。その他ございませんか。高橋委員。 

 

委員（高橋宣博君） 桑折の高橋です。本来ならば、議会ですと討論の中で意見を述べる

訳ですが、この場をかりて意見を述べさせて頂きたいと思います。 

   先程も申し上げましたとおり、選ばれた５案というものは、あくまで漢字の「伊達
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市」は使えないという条件のもとに選ばれた５案でありまして、そこから１点平仮名

の「だて市」が選ばれたことは、今までの協議経過からして了解をした訳であります

が、私は先程申し上げましたとおり、再公募という方法で、さらにしっかりと、条件

が変わったという点を踏まえながら、民意を反映して公募をやり直すべきという意見

を主張してきた手前、漢字の「伊達市」とすることについては反対を致します。 

 

議長（高橋幸吉君） はい、斎藤委員。 

 

委員（斎藤和人君） 月舘の斎藤です。「だて市」ということで名称が決まったというこ

とで、これを漢字の表記にするかどうかという話に入ると思いますが、少なくと最初

から「だて市」に決まったならば、漢字の表記にするんだというような意向で話は進

んでしまって、先程平仮名の「だて市」が選ばれたらば、漢字の表記にするかどうか

協議をするというようなお話だったのですが、いきなり漢字の「伊達市」にしてしま

うということには非常に遺憾に思います。私も「だて市」を選ぶ段階では、町民の方

は、漢字の「伊達市」は選べないということで選べないということもあると思います

が、平仮名がよくて公募した方もいると思います。今全国的な流れを見ますと、「さ

いたま市」のように、わざわざ平仮名にしている。これから、この合併につきまして

は、十年くらいで終わる訳ではありませんので、長い年月を考えたときに、やはり若

い人達の意見を尊重しますと、平仮名がいいという意見が非常に強いということもあ

りますので、その辺の議論もしっかりと行った後にですね、住民に対する説明も必要

だと思いますし、先程ある委員からも意見があったように、名称を選んでくれた方々

に賞品を差し上げるという問題についても、平仮名の「だて市」選ぶ他にないのでは

ないか、というように思いますし、漢字の「伊達市」を選んだ方は違反でありますか

ら、その辺についても、しっかりとした議論をしたあげくに、採決をして頂きたいと

思います。 

 

（賛成という声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） はい、八島委員。 

 

委員（八島博正君） 意見を申し上げたいと思います。まず１点は、ルール違反はルール

違反だということであります。どんなスポーツでもルールがございます。試合前にル

ールを決めて行うのは常だと思います。野球であれば９人であって、今日は人が足り

たいから・・、ということでは駄目であるということ。こういったルールは最大限尊

重されなければならないと思います。「だて市」が選ばれたなら、再度協議するとい

うことであったので、私も漢字の表記には反対です。 

   もうひとつ、賀藤委員からもありましたが、募集要項にありますとおり、「名付け
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親大賞」は、記念プレート抽選で１名、「名付け親賞」抽選で３５名以内に７町の特

産品、「特別賞」各町７町公共施設の利用券、多数と書いてあります。ここに募集要

項の結果がございます。それを見ましても、「だて市」は８２３件。それに対して、

ルール違反だよと私が言った「伊達市」が１１０件余り。約８分の１なんです。募集

要項をルール違反して、恥の上塗りをするようなことはできない。よって、どのよう

にこういった問題を今後議論して、募集された方や住民に対する説明をどうすればよ

いと考えているのか。広報すればよいのか。広報は読まない人もいる。だから理解し

てもらうには、色々な方法で周知徹底する必要があるし、その辺の理由はどうするの

か。ルール違反はルール違反だが、多数決で決まったよ、という説明をするのですか。

その辺はどのように考えているのか、もう一度お伺いしたい。 

 

議長（高橋幸吉君） はい、鈴木委員。 

 

委員（鈴木益美君） 私も同じ小委員会に所属しておりましたが、決してルール違反をし

た覚えはありません。小委員会でも、数の多いものから選ぶということは決めており

ません。公募を参考にして、５つを選ぶということは決めました。そのとおりに行っ

てきております。そして５つの選ばれたものを、この合併協議会で１つに選んで、そ

れを平仮名にするか、漢字にするかの問題なのです。決してルール違反ではありませ

ん。これは多数決で決めるなら、それはそれで決まる話です。ただ、公募したものを

参考にしながら我々小委員会で５つを選ぼう、ということを決めておいて、そのとお

りに行ってきた訳でありますから、住民の合意とか、そうであれば、７町の住民全て

に一人一人聞いてまわらなければならない問題だと思います。 

   私は、決して応募した数の、多いものを決める等とは全然言ってませんから、あく

までそれを参考にし、我々小委員会が５つを選んで、後は合併協議会で決定するとい

うことだと思います。合併協議会の席上ですから、ここで、どのように決めようと、

皆さんの意見で決めることに何ら差し支えがないと思いますので宜しくお願いします。 

 

（賛成という声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それぞれ皆さんの崇高なご意見を頂きました。 

   それでは、新市名称を漢字表記とすることについて、採決をとりたいと思います。

採決により決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、採決をいたします。新市の名称を漢字表記の「伊達市」

とすることに賛成の方の起立を求めます。 
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（異議ありという声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） 新市の名称を漢字表記の「伊達市」とすることに賛成の方の起立を

求めます。 

 

（賛否の確認） 

 

議長（高橋幸吉君） ありがとうございました。大方の賛同をもって、新市の名称を漢字

表記の「伊達市」とすることが確認されました。ありがとうございました。 

   それでは、以上を持ちまして本日の案件の審議を終わります。 

 

（議長と呼ぶ声あり） 

 

議長（高橋幸吉君） 八島委員。 

 

委員（八島博正君） 新市の名称は今日決まりました。そこで、その名称決定を、この場

で追加の議案として提出するということ。やはりこれだけの委員がいるのですから、

最初から議題に、名称を選定すると入れといて、もし今日出席できない委員がいるな

らば、出席する委員に委任状を出す等をすることが必要かと思います。名称選定は最

初から議論してきたことで、それを決めるのに、そういったことをやらないで今日決

めてしまうということは問題だと思いますので、これから議事の運営については、協

議事項は最初から次第に入れて、予め審議内容をお知らせすることが正しいと思いま

すので、ひとつ意見を申し上げます。 

 

議長（高橋幸吉君） 意見として心に留めておきます。はい、高橋委員。 

 

委員（高橋宣博君） 只今の採決でありますが、「大方」という表現に対して、「大方」

とはどの程度を指すと議長は認識しておりますか。 

 

議長（高橋幸吉君） 過半数、多数決です。 

 

委員（高橋宣博君） そうすると今は、何対何だったのでしょうか。 

 

議長（高橋幸吉君） 事務局発表して下さい。 

 

事務局（羽根洋一君） 只今３８名の委員が出席しておりますが、２２名が起立というこ
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とであります。 

 

議長（高橋幸吉君） そういうことでありますのでご理解を頂きたいと思います。 

 

委員（高橋宣博君） そうすると、今後もこのような場面がでてくるかもしれませんが、

「大方」とは過半数という理解でよろしいのでしょうか。非常に拮抗していると思う

のですが。「大方」という表現からしますと。 

 

議長（高橋幸吉君） それでは訂正してお詫びを申し上げます。 

   過半数の賛同を持って、新市の名称を漢字表記の「伊達市」とすることが確認され

ました。ご理解願います。 

 

委員（高橋宣博君） 規則上はどのようになっていますか。「大方」ということでいいで

すか。 

 

議長（高橋幸吉君） この辺でご理解下さい。  

 

 

８ その他 

 

議長（高橋幸吉君） それでは、次回協議会の日程及び協議予定項目があげられておりま

すが、事務局の説明を求めます。事務局。 

 

事務局（羽根洋一君） 次第の下段を見ていただきたいと思います。（３）その他という

ことで、次回協議会の日程ということで平成１６年８月５日木曜日、午後２時から、

場所につきましては伊達町ふるさと会館、提出協議案件としては、下段の内容になっ

ております。以上であります。 

 

議長（高橋幸吉君） 只今、説明がありましたが、この件についてご質疑、ご意見があれば発言願い 

ます。 

 

〔 異 議 な し の 声 〕 

 

議長（高橋幸吉君） なければ、次回協議会は、８月５日午後２時から、伊達町での開催

と致します。事務局から通知を致しますので宜しくお願い致します。 

   その他、皆さんから何かございましたらお願いします。 
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議長（高橋幸吉君） 無いようですので、本日の全ての案件、その他の事項について審議

を終了致しました。 

   委員の皆様のご協力、まことにありがとうございました。これをもって議長の任を

終わらせて頂きます。 

 

事務局（羽根洋一君） ありがとうございました。それでは最後に当協議会副会長であり

ます林王桑折町長より閉会のごあいさつをいただきます。  

. 

副会長（林王喜久男君） 本日は第１１回伊達７町合併協議会にご出席頂きまして、慎重

なるご協議をいただき、真にご苦労様でした。また皆様には合併協議会のみならず、

小委員会においても活発なるご審議をいただき、併せて感謝を申し上げます。７月も

中旬を迎えて、これからいよいよ厳しい暑さを迎えることになると思います。委員の

皆様におかれましても、ご慈愛を頂きながら今後ともご活躍されることを心からご祈

念申し上げまして、本日の会議を閉じたいと思います。本日は真にありがとうござい

ました。 

 

事務局（羽根班長） 長時間にわたりありがとうございました。引き続き、新市名称及び

事務所の位置検討小委員会が、伊達地方衛生処理組合会議室にて開催されます。小委

員会の委員の方は、会場の方へ移動をお願いします。 

 

 

９ 閉会  午後５時１５分 


