
 
『広域行政制度と合併』 

天童市副市長 鈴木 周宏 氏 

近年、車社会の進展により、 

通勤や買物など、私達の生活 

範囲は、市町村の枠を超えて 

広がってきています。 

 そのため、行政範囲を超えた 

さまざまなサービスが求められ 

てきています。これらに対応し 

て、より効率的な行政運営を 

行うために、各市町村が連携 

した取り組みを行っているところです。市では 10 年前で

はありますが合併の必要性の市民アンケート調査を実

施しました結果、必要がある約 40％、ない約 46％と合

併の必要がないが多かった現在はどんな割合になる

か？ 

これまで市町村の大合併は 3 回ありました明治・昭和・

平成と今回の合併は行政経費の無駄を少なく、効率化

を一層進める必要がある人口規模が少ない市町村ほど

合併が多くなる。合併で期待されること、広域的な観点

から地域づくりやまちづくりができるのでは？ 

道路や公共施設の整備、環境問題・水資源問題・観

光振興など、行財政運営の効率化と基盤強化ができる

のでは？ 

合併で心配されること、きめ細かな行政サービスが受

けられなくなるのではないか？ 

歳入が減り行政サービスが低下するのでは？地域の個

性が失われるのでは？ 

合併で期待されること、心配されることは、合併後の自

治体の運営によっても変わる。以前県では当市に市町

村合併を検討する４パターンを示しております。①山形

市を中心とした組み合わせ②天童・東根・河北の組み

合わせ③村山市を加えた組み合せ④どことも合併しま

せん、現在は④で進んでおります。天童市  今の状況

は、面積は市の中で最小人口増加率は高い、高齢化

率は県内で最も低い、隣接市町に大病院が多い、下水

道普及率は県内 1 位、土地区画整理も進んでいる、工

業と商業も健闘している、健全な財政運営を維持、少な

い職員数で効率的な運営、市の借金（市債）の他より少

ない、バランスのとれたまち天童市、今後の国の動きに

注目しております。 

★本日のプログラム★

例会日 2012 年 4 月 18 日 例会場 天童ホテル 通算 1292 回 本年度 37 回 

会長挨拶  志田 泰久 会長 
４月１４日、南陽市で地区協議会が開催されまし

た。いよいよ和田ガバナー年度、武山年度のスター

トだなと感じました。また、来年の地区協議会担当

の、水戸部実行委員長と分銅副実行委員長も視察

に行ってくれました。こちらも新関ＧＥ年度のスタート

です。 

さて、今日はプライベートな話をさせて頂きます。 

それはつい先日、５６年間も不思議に思っていたこ

とが解決した話です。 

 私は天童小学校に１年生の３学期に転校してき

ました。なぜ半端な３学期だったのだろうとずっと思

っていました。私の父は青森で自衛官となり、天童

にきてからは自衛隊の官舎に入らず天童から通っ

ていました。自衛隊の音楽隊・隊長で、子どもながら

に指揮する父の姿はかっこいいなと思っていまし

た。 

 先日ＧＳＥのオランダチームを自衛隊に案内し

て、資料館に入りました。そこで、３１年の１２月に、

青森第２０普通科連隊が神町に移駐、という写真が

展示されているのを見ました。それを見て初めて、

私の一家もこの時、この普通科連隊と一緒に山形

県に来たのだとわかり、だから半端な３２年の１月、３

学期からの転校となったのだとわかったのです。こ

れで５６年間のもやもやが解決したというわけです。 

 後日談がありまして、小学５年生の時には私たち

はついに官舎に入りました。そこに、突然、同級生

だった斎藤栄一さんが友達４人を連れて訪ねてきた

のです。子供５人が、自衛隊の営門をどうやって、な

んと説明をして通ってきたのか。これもまた不思議な

話です。 

出席報告 米野 幸治 委員長 

本日会員 50 名(48 名) 出席者 38 名 出席率 79.16％

※前々回出席率を、68.75％に修正いたします。 

＜委員会報告＞ 
★社会奉仕委員会          斎藤 栄一委員長 

1.ひまわり園生とのグランドゴルフ大会。５月１６日 

午前１１時～午後１時、天童市スポーツセンター 

2. 園生への入賞商品の提供について 

募集期間：４月１９日～５月１５日 

賞品：一個千円～２千円程度（１個以上） 

その他：賞品は包装のうえ、中身・提供者のメモを添え

てください 

★次年度会長          武山 茂 会長エレクト 

 ４月１４日、赤湯にて次年度の区協議会がありまし

た。次年度の代表委員長８名と新関年度地区役員

等の合計１２名で参加してまいりました。 

ロータリー財団のプログラムが大きく変わります。 



 
 
 

スマイル （平成２４年 ４月１８日例会）紹介：古瀬正勝 

 
志田 泰久  鈴木周宏副市長を歓迎します。卓話楽しみです。   

 村山 征彦  副市長卓話ご苦労様です。 

 緑  三郎  鈴木副市長に卓話をお引き受け頂きありがとうございます。 

瀬野 芳雄  副市長の来訪を歓迎します。 

古瀬 正勝  鈴木副市長卓話楽しみに広域合併についての話、今度どこと合併ですか？ 

       東京都との合併ですか？大賛成です。 

村山 光男  サンデータイムス創刊 35 周年記念。24 日開催のスペイン.フラメンコディナ- 

       ショーチケット、お蔭様でお買上げ好調残りわずかです。 

 柴崎 勝義  結婚記念日 

 村山与四郎  会員誕生日、企業創立記念日 

  押野 茂彦  嶋店。オープンしました。 

  

 

 

 

（水カード） 

新関弥一郎  副市長さんのお話楽しみにお聞きします。 

 工藤 一夫  鈴木副市長の卓話楽しみにしています。 

 土屋 政浩  鈴木副市長、本日の卓話宜しく願います。 

 佐藤 栄治  鈴木副市長いつもお世話様です。本日の卓話宜しくお願いします。 

 赤塚 弘実  鈴木副市長、日頃天童市民の為のご活躍大変ご苦労様です。今日は楽しみです。 

 武山  茂   4 月 14 日地区協議会が開かれ次年度委員長始め８名.新関Ｇ年度メンバー４名 

        計 12 名で参加して参りました。新関年度地区の皆様の委員会代理出席大変あり 

        がとうございました。 

 阿部 米位  ①先週欠席しました、すみません。 

        ②地区大会でのスリーウォンＲＣとのマッチンググラントのガバナー賞、受賞 

         おめでとうございます。 



武山　茂 (会長) 横尾　博（ｴﾚｸﾄ･会員増強･研修委員長）
村山光男 (副会長･ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長) 相馬勝博 (職業奉仕委員長)
工藤一夫 (社会奉仕委員長)  米野幸治(国際奉仕委員長) 橋本重幸 (新世代奉仕委員長)
村山与四郎(ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長) 志田泰久(理事) 　　　今田治雄(理事)
◎土屋政浩(幹事) ◎ 村山征彦 (会計)　　　　◎ 水戸部陽一 (SAA)

会　　長 武山　茂 幹　　事 土屋政浩 ◎副 幹 事 野川晶弘
会長ｴﾚｸﾄ 横尾　博 会　　計 村山征彦 ◎副 会 計 斉藤幸雄
副 会 長 村山光男 S　A　A 水戸部陽一 ◎副 SAA 原田正夫

◎委員長 ○副委員長

◇プログラム委員会 ◎ 赤塚弘実 ○ 斎藤栄一 富樫　猛 押野茂彦 村山光男
水戸部陽一 瀬野芳雄

◇出席委員会 ◎ 後藤重雄 ○ 矢萩武昭 佐藤栄治 五百沢　繁 小松和雄

◇親睦･スマイル委員会 ◎ 分銅昭夫 ○ 佐藤　豊 半澤清彦 増川　誠 鎌倉景昭
押野茂彦 古瀬正勝 高橋久雄

◇クラブ会報委員会 ◎ 今田治雄② ○ 野川桂一③ 斉藤幸雄 原田正夫 山口　孝②
國井和行② 長岡豊志 伊藤敏明

◇記録･広報・雑誌委員会 ◎ 野川晶弘 ○ 佐藤栄治 鎌倉景昭 阿部米位 伊藤則雄
伊藤　繁 志田泰久

♪ ソングリーダー ◎ 鞍掛彰秀 ○ 増川　誠

黒澤　洋

村山征彦 國井和行

富樫　猛

山口　孝

◎ 村山与四郎 ○ 長岡豊志 瀬野芳雄 柴崎勝義

●2012～2013年度　国際ロータリー第2800地区

◇パストガバナー 野川桂一 ◆ 長期計画検討委員会 新関弥一郎 志田泰久
◇ガバナーエレクト 新関弥一郎 ◆ 未来の夢計画準備委員会 新関弥一郎 志田泰久
◇地区副幹事 志田泰久 村山征彦
◇ロータリー財団委員会 鞍掛彰秀 ◆ 補助金小委員会 新関弥一郎

◆ 危機管理委員会 新関弥一郎

☆会計監事 斎藤栄一

☆ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山奨学会委員会

　☆新世代奉仕委員会 ◎ 橋本重幸 ○ 高橋久雄 矢萩武昭 押野達男

　☆国際奉仕委員会 ◎ 米野幸治 ○ 阿部米位 鞍掛彰秀 新関弥一郎

古瀬正勝 高橋繁夫 半澤清彦　☆社会奉仕委員会 ◎ 工藤一夫 ○

緑　三郎 白鳥　功 伊藤則雄　☆職業奉仕委員会 ◎ 相馬勝博 ○

赤塚弘実
今田治雄

後藤重雄
野川晶弘

分銅昭夫

　☆会員増強･研修委員会 ◎ 横尾　博 ○ 押野　宏 野川晶弘 伊藤　繁

☆クラブ管理運営委員会
◎ 村山光男 ○

天童東ロータリークラブ理事･役員･委員会
(2012～2013)

理事(◎印は職権上の理事

役員(◎印は職権上の役員


