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第 10 回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日 平成 15 年 8 月 19 日（火曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 久賀町民センター・大ホール 
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職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
委 員 学識経験者 鍵本 憲治    
委 員 橘 町議会議員 河野 公二    
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久賀町総務課長 吉田 芳春 大島郡国保診療施設組合助役 川田 昌満 

久賀町企画開発課長 西本 芳隆 大島郡環境衛生施設組合事務局長 浜田 武重 

大島町総務課長 岡村 春雄 周防大島広域連合事務局長 末長 健寿 

 
 
 
幹 
 
 
事 
 

大島町企画財政課長 奈良元正昭      ―       ―   
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  大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり

 
 
事

務

局 

  大島郡合併協議会総務課主任主事 竹本 香織 
柳井県民局次長 内山 禮介 橘町教育委員会次長兼総務学校教育課長 浜中 清孝 

 
 
 
 
 

 
会議事件 
説明のた 
め出席し 
た者の職 
氏名 
 

 
オ 
ブ 
ザ 
｜ 
バ 
｜ 山口県市町村合併推進室 田平  隆   

会議の概要 別紙のとおり 
委 員 橘 町議会議長 武政 輝夫 委 員 東和町議会議員 新山 玄雄 会 議 録 

署名委員 委 員 学識経験者 中本 健雄    
特記事項 傍聴者 30 名 （一般 22 名  報道 8 名 テレビ取材あり） 
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              〔午後 2 時 00 分  開 会〕 

 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  定刻となりましたので、ただいまから第 10 回大島郡合併協議会を開催いたします。本日の会議

は先般お配りをしております議事日程にそって進めさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。それでは開会にあたりまして中本会長がごあいさつを申し上げます。   

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは一言ごあいさつを申し上げますが、本日、第 10 回目の合併協議会になりますが、柳居

先生はじめ、委員の皆様、大変お暑い中、ありがたく厚くお礼申し上げます。 

いま申したとおり、これで 10 回を数えるわけでございますが、これまで 52 項目のうち 41 項目、

パーセントにして 79 パーセントの提案をさせていただいたわけでございます。 

それから郡民の多数の皆さん方の新町建設計画に関するアンケートをいただきましたが、その集

計結果ができましたので、概要について後ほど報告をさせます。 

つねづね、皆さん方に申し上げておりますが、われわれ 4町が合併をするわけでございます。後

世に誇れるような新しい町づくり、計画を創りたいというふうに思っております。 

したがいまして、皆様方の忌憚のないご意見を十分出していただきたいと、こういうふうに思っ

ておるわけでございます。最後に事務局の方から今後のスケジュールについてのご報告をしていた

だくことになっております。   

本日の協議会におきましては、新町建設計画策定検討小委員会の方から活動報告をいただくこと

にしております。それに加えまして、この度、継続協議となっておりました 5 項目に、新たに 5

項目を加えまして協議をしていただくことになっております。 

したがいまして、皆様方の思っております忌憚のない意見等々、あるいはご質問があれば十分話 

を煮詰めながら、新しい域を目指したいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いをい

たします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは会議に入りたいと思いますが、規約第 11 条によりまして、会議の議長は会長となって

おりますので、中本会長にお願いいたします。 

なお、本日、欠席の通告をいただいておりますのは、橘町の鍵本憲治委員、橘町の河野公二委員、

お二人から欠席の通告をいただいております。それでは会長、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは私が議長を務めさせていただきますが、座ったまま議事進行をしたいと思いますが、ど

うかよろしくお願いをいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

まず、会議録署名委員に武政輝夫委員、中本健雄委員、新山玄雄委員さんを指名をいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告に移りますが、報告第 1号、新町建設計画策定検討小委員会設置要綱第 7条の規定に基

づきまして、委員会活動報告の申し出がありますので、新山委員長さんの方からご報告をお願いを

いたします。 

 

○新町建設計画策定検討小委員会委員長（東和町議会議員 新山 玄雄） 

新山でございます。それでは報告をさせていただきます。新町建設計画の策定に関連して実施い

たしました住民意向調査の集計結果がまとまりましたので、お手元に報告書を配布しております。

時間の制約もありますので、協議会では簡単に要点のみご報告をいたしますので、詳細は報告書を

ご覧下さい。 

まず報告書の 7 ページをご覧下さい。ここでは新町「まちの将来像」について尋ねております。
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元気 にこにこ 安心で 21 世紀にはばたく先進の島というテーマが新町の将来像としてふさわし

いかどうかを尋ねておりますが、結果はふさわしい、賛同できるが 65 パーセントで、賛同できな

いが 10 パーセントで、このテーマが大島郡全体にふさわしい、新町まちづくりの将来像として大

方のご賛同をいただきました。今後は将来像に向けた実践がキーワードとなります。 

次に報告書の 9ページをご覧下さい。一般町民の現在の住まいの地域環境の満足度を尋ねており

ます。20 ある設問の中から満足度が高いものは、一番目が自然環境の豊かさ、55 パーセント、2

番目が水道の整備状況、40 パーセント、3番目がごみの収集・処理の状況、30 パーセントでした。 

逆に満足度の低かったものは、1 番目が就労の場・雇用の機会等の環境、2 番目が公共交通機関

の便利さ、3番目が日常の買物の便利さなどでした。 

一方、学生の集計では、満足度が高いものが、1 番目が地域文化の伝承・保存活動、2 番目が各

種教育・講座の充実、3番目が農水産業を活発にするための整備と続きました。逆に満足度が低い

ものは、一番目がバス・渡船など公共交通の充実、2 番目が娯楽・レクリエーション施設の整備、

3番目が怪我や急病の時、安心できる医療体制の順となっています。地域別に見ても一般、学生と

も順位に大差はありませんが、満足度の割合では各町ごとの特色がでています。新町まちづくりに

おいては、満足度の高いものをさらに充実させ、満足度の低いものを着実に改善していく必要があ

ります。 

次に 11 ページをご覧下さい。一般町民に合併後の新町でどの分野の施策に期待するかを尋ねて

います。9 項目の設問の中から期待している項目は、1 番目が保健・医療・福祉環境の充実を図る

で、70 パーセント以上、2番目が生活基盤の整備や広域的な重点課題に対応する、3番目は公共交

通機関の運行維持、コミュニティバス事業の実施と続いています。 

一方、学生にも同様に新町に期待することを尋ねています。1番目がバス・渡船など公共交通の

充実で 60 パーセントを超えています。けがや急病の時、安心できる医療体制、3 番目が学校施設

の整備充実の順となりました。この項目は住民が新町になにを期待しているのか尋ねたものですが、

その答えは毎日の生活を取り巻く生活に密着したサービスの充実を求めるものでした。 

次に16ページをご覧下さい。4町が合併するにあたってどのようなことが心配か尋ねています。

一般住民では、心配している項目は本庁が遠くなり不便になる、行き届いたサービスが受けられな

くなる、税金や公共料金等負担が増える、中心部だけが発展し自分達の地域が取り残されるとなっ

ています。心配していない項目は、地域住民の連帯感が薄れてくる、文化・歴史・伝統、地域の個

性がなくなる、学校が統合されるなどがあげられています。 

一方、学生では心配している項目は1番目が税金や公共料金など負担が増えるが50パーセント、

2番目が本庁が遠くなり不便になる、行き届いたサービスが受けられなくなる、中心部だけが発展

し自分達は取り残されるが 40 パーセント代となっております。合併に対して心配不安は、新町が

これまでよりも組織的にも面積的にも大きくなるので、住民に取っては細部まで目が行き届かなく

なるという不安感、中心部だけ発展して周辺は過疎化が進むのではないかという不安感が大きいこ

とが現れています。新町では地域間に偏りがでないように均衡の取れた施策の展開が必要であると

考えられます。 

次に 31 ページをご覧下さい。学生の皆さんに将来の居住地域を尋ねています。大島にずっと住

み続けたいという学生は、5パーセントに留まりました。働く場所があれば住み続けたい、10 パー

セント、郡外に住み節目には戻りたい、15 パーセント、郡外に住み退職後は戻りたいが 15 パーセ

ントと続き、郡外の町に住みたいが 40 パーセントと最も高くなりました。地域別にするとずっと

住み続けたいは東和町、働く場所があれば住み続けたいは久賀町、郡外の町に住みたいは大島町、

郡外に住み節目には戻りたい、郡外に住み退職後は戻りたいは橘町で最も高くなっております。若

者が住み続けたいと思う町に職場は不可欠で、魅力ある町づくりを推進するためには町が向かうべ

き将来像を定め、長期的な展望に立った施策の推進が求められているといえます。 

以上、住民意向調査のまとめですが、各質問に対する詳しいまとめについては報告書をご覧いた

だきますようお願いいたします。以上で報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。新山委員長さんの報告が終わりましたので、なにかご質疑があ

れば承ります。 

ございませんかね。 
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【質疑なし】 

 

ないようでございますので、次に移ります。以上で、報告第 1号、新町建設計画策定検討小委員

会の報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

次に報告第 2号、電算システム統合にかかる電算業務調査委託についてを事務局の方から報告を

いたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課課長補佐 中尾 豊樹） 
それでは、電算システム統合についてご報告いたします。まず、統合業者選考でございますけれ

ども、一次選考されました 5 社から提出をされました見積書及び提案デモを選考委員会で評価し、

推薦された上位 2社から首長会で総合的、客観的評価により日本電気株式会社を選考いたしました。 

次に協議会予算に計上されております電算統合業務調査委託は、選考されました日本電気株式会

社と 1,050,000 円で委託契約を締結するものでございます。業務内容といたしましては、電算シス

テム統合業務の前段となります 4町の電算業務の流れ、入力出力の形態、機器の状況などシステム

全体を調査するものでございます。契約期間は平成 16 年 3 月 31 日までを予定をしております。 

電算システム統合業務にかかる金額につきましては、この度の電算業務調査に着手し、システム

構築を再確認しながら調整をしていきまして、調査が終了した時点で確定することとなります。現

在提示されております統合総経費につきましては、約 3億 8,000 万円でございます。今後、調査の

結果、内部会計システムや図書館システムなど情報化に伴う経費が必要になってくると思われます。 

電算システム統合業務経費につきましては、各町議会において合併関連議題の議決及び電算統合

補正予算成立後に各町、または代表町で契約を締結する見込みとなっております。以上でございま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。以上で報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではただいまから、協議に入りたいと思います。継続協議となっております協議第 9号、協

定項目 3、新町の名称についてを議題といたします。第 2回、第 3回、7月 22 日開催の第 9回の協

議会に引き続きまして提案をするものでございます。事務局の方から説明をお願いをいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは説明をいたします。協議第 9号、継続協議となっております新町の名称についてでござ

いますが、先般の協議会に提案申し上げておりますとおり、2 ページ記載の 13 点の候補の中から

新町名の決定をお願い申し上げるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
協議第 9 号、新町の名称につきまして、いま説明のとおり、13 点の候補があがってきておりま

す。まずこの中から、いかようにして新町名を決定していくかにつきまして、ご協議をお願いいた

します。委員の皆様方のご意見があれば、拝聴をいたします。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

41 番の橘町の村田でございます。ただいま説明ございましたように 6月 28 日に新町名選定の小
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委員会におきまして、すでに出されております 13 点の新町名候補が選定されております。 

以後、広報、新聞、テレビ等におきまして十分ピーアールもされ、町民への浸透もある程度いき

わたっておると、また関心もあるように私は実感として捕まえております。 

したがいまして、すでに候補が選定されてから約 2ヶ月を現在経過しつつあるわけでございます。

したがって、まあ今後このまま、この問題を後送りしましてもですね、今日おかれましたこうした

立場、状況、これは基本的にはですね、こんど日にちを延ばしましても変わらないんじゃないかと

いうように考えられます。したがいまして、まあ私の試案といたしましては、本日この席において

協議、決定してみてはどうだろうかという意見でございます。 

もちろん町名の選定につきましては、いろいろな方法が考えられようかと思います。すでに小委

員会の選定の方法でございますが、報告がございましたように第 1 回目は 85 点に絞り込んだと、

第 2回目は 23 点に選定したと、したがいまして、出されましたのが第 3回目において 13 点に絞り

込んできたというのが、この経過であろうかと思います。 

したがいまして、それを踏まえて同じような方向ではないわけでございますが、まあ選定方法と

しましては、私、3つぐらいですね、あるんじゃあないかと思います。 

第 1 点はこの 13 点を今日の委員 50 数名の全体会議の中でですね、いろいろけんけんがくがく、

意見を戦わしながら選定する方法、これが一つあろうかと思います。それから 2つ目はですね、13

点を委員けんけんがくがくの意見を戦わすんではなくってですね、13 点を今日ご出席の 50 数名の

委員の投票によって決定するという方法もあろうと思います。 

あるいはまた、この方法はあまりいい方法ではないんですが、50 数名だけに限らず今後日にち

をおいて、例えば 1町 5名の町民代表、したがいまして 4、5、20 人ですか、20 人の町民の代表を

この 50 数名の委員さんの中に入れ込んでやる方法もあろうかと思います。まあ大きく分けて 3 つ

でございますが、基本的には私 2つだろうと思います。先ほども申し上げましたように今日の全体

会議の中で最終的に選定するということと、委員 50 数名の投票で、これはもちろん法的には成立

するわけでございますから、この 2つに絞られるわけでございます。 

したがいまして、この 2つの中から考えられますことは、全体会議でけんけんがくがく、すでに

13 項目はでておるわけでございますから、さらにここでご意見を戦わすことは結構かと思うんで

すが、果たして 50 数名の意見の、皆様方ひとり一人からですね、果たしてそれだけの意見がでる

んであろうかということが危惧されますし、またすでに 13 点の新町名の候補につきましては、十

分ここの中に説明がなされております。その歴史的な背景、状況、経済状況、あるいはここまでき

た、そうした新町の名称等については、その背景が十分もうご説明があるわけでございまして、こ

れ以上の説明はですね、まずまずいらないんじゃあないだろうかと、ということは決められるんじ

ゃあないだろうかというような感じがしております。 

したがって、全体会議で委員すべての意見がでにくいという問題とすでに説明がなされておると

いうことの中で、最終的には賛否で決める方法が一つあろうかと思います。それからまあこれは私

の試案なんでございますが、そうではなくてけんけんがくがく今日の会議の中で意見を申し上げる

のではなくて、すでに説明が十分なされておるわけでございますから、13 点をですね、投票によ

って本席の 50 数人の委員の投票によってですね、最終的に決める方法があろうかと思いますし、

私はまあそういう意見を持っております。 

もちろんこれは最大公約数を求めるわけでございまして、その辺の位置づけをですね、どこにも

っていくかということは、いろいろ議論があろうと思うんですが、ごく普通一般的にこうした重大

な決め事につきましては、特別議決ということで一般的に企業等でやられておりますのは、3分の

2以上の決議ということがですね、最大公約数の最低の条件であろうかと思います。まあそうした

場合、13 点を各委員の投票によって決定するといった場合にはですね、どの候補の一つを採りま

しても、それが委員の 3分の 2以上、例えば 50 人おればですね、おそらく 30 数名になろうかと思

いますが、これがもう最低限の限界ですよということで、3分の 2以上の投票によってですね、決

定するという方法があろうかと思います。 

ただ、私の独断ですが、おそらく 13 点の中からですね、3分の 2以上の得票ができるかどうか、

私、相当分かれるんじゃないかということが危惧されます。したがいまして、まあもちろんそれは

当然ですが、その次は 3分の 2以上ではなくて、上位得票数、これを 3つに絞るか、5つに絞るか

ですが、3 つなり、5 つをですね、上位得票数の順番でもってですね、決定し、さらにそれを本席

の 50 数名の委員によって決選投票を行うというようなことを、いま考えておるわけでございます。 
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いずれにしましても、委員が決めることによって、まあ法的に成立するわけでございますし、意

見、けんけんがくがく結構なんですがね、50 数名の意見の方が全部意見が分かれるかどうか、そ

うなりますと、やはり一つの表現方法として、投票ということであれば委員すべての方々の意見が

ですね、投票によって反映されるというような、まあいってみれば公平な決定方法ではないかとい

うふうに感じております。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。大変、村田委員さんの方から、微に入り細に入り、ご意見を述

べられたと思うんですが、まあ帰するところ、投票したらどうかというようなご意見であったろう 

と思います。 

ほかになにかご意見ございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議長 山本  保） 

いま、そういうご説明もありましたし、趣旨もありましたが、私も投票にして、そしてこの 13

件の中から選ぶというのが、一番適当な、またいい方法じゃないかと私は思いまして、投票は賛成

でございます。 

いろいろとこの場で発言するのが当然なことではございますけれども、なかなかそういう勇気を

持ってやるということが、現状においては難しいんじゃなかろうか、それで自分の意思を紙に書い

て、あるいは投票によるということで赤裸々な気持ちをだすという投票の方法を、私は選びたいと

思います。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ありがとうございました。山本委員さんの方からも投票にしたらということでございます 

が。いまお二方のご説明のとおり投票によって決定したらということでございますが、いかがでご

ざいますか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

  異議ございませんか。はい、それでは異議なしの声がございますので、異議がないものと認めま

す。したがいまして、新町の名称につきましては、委員さんの投票によって決定することといたし

ます。 

  ここで事務局の方で、投票によった場合にはどういうふうなことが、先ほど村田さんからも 3

分の 2というようなご意見がありましたので、事務局の方でもある程度検討しておりますので、そ

のことを踏まえて事務局の方から再度詳細な説明をいたさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

それでは、投票という場合を想定をいたしまして、事務局が作成し、幹事会においてお話をして

おります。投票に関する要領及び事前確認事項について発表いたします。 

この新町名称の投票できる方でございますが、本日出席の委員さん全員、会長及び顧問の柳居県

議さんも一票投じていただくということでございます。それから投票は、1人1票でございまして、

投票用紙には 13 点の候補名を記載したものをお配りいたします。投票用紙にはすでに 13 点の名称

が書いてあるということでございます。その中から新町にふさわしい名称の○印欄のところに○を

つけていただきます。ただし、2つ以上に○をつけた場合はすべて無効とさせていただきます。 

投票の結果、1 回目の投票で先ほど村田委員さんがいわれた 3 分の 2、奇しくも今回私どもも 3

分の 2ということで考えておりましたけれども、有効投票の 3分の 2以上を得れば、その名称が新

町の名称となります。なお、どの名称も 3分の 2以上の得票がない場合には、上位 3点の決選投票

を行います。ただし、同数の得票が多くて 3点以上になる場合、その名称も対象になります。具体
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的には、得票順に 1位、2位、3位は当然でございますが、1位、1位、2位、あるいは 1位、2位、

2 位はこの 3 点となります。次に 1、2、2、2、あるいは 1、2、3、3 は 4 点ということでございま

す。それから 1、2、3、3、3というような場合には 5点の決選投票ということで実施したらどうか

と思っております。なお、この決選投票に入る場合には、初めの投票のときの得票数は発表いたし

ません。 

それから決選投票の場合でございますが、上位 3点、あるいは 4点、5点というとになろうかと

思いますけれども、それぞれの名称に番号を付して掲示をいたします。その番号に今度は○をつけ

ていただくという投票用紙にさせていただきます。実際どういった名称が選ばれるか分りませんの

で、投票用紙に名称を刷ってかまえておくというのが不可能でございますので、番号で大変失礼で

ございますが、処理をさせていただいて、その名称に該当する番号に○をつけていただくといった

形になろうかと思います。なお、これも 2つ以上に○をつけた場合はすべて無効といたします。 

それから決選投票の場合でございますが、最高得票数を得た名称を新町の名称として決定するこ

ととするということでございます。開票にあたりましては、委員さんの中から開票立会人さんを指

名していただきまして、投票といった形で進めてまいりたいと思っております。以上が案の説明で

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ありがとうございました。以上、事務局の説明がありましたが、これに対しましてなにか

ご質疑がありますかね。 

 

（「質疑なし」と発言する者あり） 

 

  はい、ないようでございますので、ただいま説明をいたしました取扱要領に基づきまして投票し

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

はい、ありがとうございました。異議なしと認めます。取扱要領に基づきまして投票を行うこと

に決定をいたします。それでは投票を行いますのに立会人が必要になっておりますので、本日の、

吉兼健一委員さんと山本保委員さん、ご両名を指名いたします。立会人をお願いします。 

先ほど事務局の方から私も気兼ねせんでも投票権がありますとのことで、これから後のことは事

務局の方へ一任をいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

それでは若干時間がかかりますので、しばらくお時間をいただきたいと思います。 

いまから委員さん、それぞれ一票ずつの投票用紙をお配りいたしますので、まずそれをお受け取

りください。なお、筆記道具をお持ちでない方はおっしゃっていただければ、筆記道具をお持ちい

たしますのでお申し付けくださいませ。なお、本日、出席の委員さんは 50 人の方でございます。

全員で 50 人の方でございます。 

投票用紙、いまお配りをしておりますけれども、この中から一つほど選んでいただきまして、○

印をつけていただきます。2つ以上に○をつけたものは、すべて無効ということで取扱いをさせて

いただきますので、十分ご注意いただきたいと思います。 

  

 

【投票用紙配布中】 

 

 

  すべて、投票用紙、届きましたでしょうか。 

 

（「まだ」と発言する者あり） 

 



 10

  まだ、そうですか。 

残票は 3票でございます。すべての委員さんに行き渡っておるかと思いますが、投票用紙をいた

だいてない方はいらっしゃいませんか。いらっしゃいませんね。はい。 

  それでは 13 点の名称のどれか一つに○印をおつけいただきたいと思います。 

 

 

【投票用紙記載中】 

 

 

  ○印をおつけになったかと思います。ただいまから投票箱を先ほどの内側の方から、箱を持って

まいりますので、その中に投函をお願いをしたいと思います。なお、投票箱の中は空でございます

のでご安心いただきたいと思います。総数で 50 票しかございませんが、最初の方にですね、投票

箱が空であるということだけ、確認をいただきましょう、よろしくお願いいたします。 

   

 

【投票箱確認中】 

 

 

いま空でございますね。蓋をしてください。 

それではそのままでずっと一周まわしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

【投票中】 

   

   

  本日の投票者総数が 50 票になりますので、3 分の 2 ということになりますと、34 票以上と、第

1 回目の得票で 34 票の得票を得れば、その 1 回の投票で名称が決定するということになります。

すべて有効という解釈でございます。有効投票数が 50 票であればということです。 

  皆様、投票はお済でございますか、投票漏れの方いらっしゃいませんか。それでは皆さん、投票

されたということで、投票を締め切ります。 

  それでは早速、開票に入ります。吉兼委員さんと山本委員さんに立会方をお願いいたします。こ

ちらの方でお願いいたします。 

 

 

【開票・立会中】 
 （開票開始 14:37  開票終了 14:45）                     

   

   

  はい、お待たせいたしました。開票結果、投票総数 50 票、有効投票 49 票、1票が無効票でござ

いました。2つに○印をつけておりましたということで集計をさせていただきました。 

  それでは 49 票でございますが、3分の 2以上ということで 33 票必要でございますが、33 票を得

票した名称はございませんでした。したがいまして、上位、1、2、3の得票を得ましたしあわせ町
ちょう

、

新大島町
しんおおしまちょう

、周防大島町
すおうおおしまちょう

、この 3 点によりまして、再度、投票をしていきます。しかしながら、こ

の 1、2、3は得票の順番ではございません。仮置きの番号ということで、どうぞお間違えのないよ

うに再確認いたします。 

  いまから投票用紙、1、2、3を書いた投票用紙をお配りいたしますので、この 1、2、3に該当す

る番号に○をつけていただくということになりますが、1 番が、しあわせ町、2 番が新大島町、3

番が周防大島町でございます。それでは 2回目の投票用紙を配布いたします。 

 

 

【第 2回目 投票用紙配布中】 
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  1、2、3、お間違えのないように再度確認させていただきます。1番はしあわせ町、2番が新大島

町、3 番が周防大島町でございます。どうぞ、お間違えのないようによろしくお願いいたします。 

○印は一つでございます。二つも三つもつけますとすべて無効となりますので、お間違えのない

ようよろしくお願いいたします。 

  投票用紙がすべて行き渡ったでしょうか。投票用紙、すべて行き渡っているかと思いますが、投

票用紙を受け取られてない方は、いらっしゃいませんか。それではすべての方に行き渡ったという

ことで、それでは 1、2、3、お間違えのないように十分気をつけていただきまして、番号、該当の

ところに○印をつけていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。 

 

 

 

【第 2回目 投票用紙記載中】 

 

 

  投票箱、まわしてください。 

 

   

【第 2回目 投票箱確認・投票中】 

 

     

  投票は終わりましたですか、投票漏れがないということで、投票を閉じます。 

  それではおそれいります。いまから開票をいたしますので、開票立会人の吉兼委員さんと山本委

員さん、もう一度、開票場所にお越しください。 

 

 

【第 2回目 開票・立会中】 
  （開票開始 14:49  開票終了 14:53）                     

   

   

  ええ、以上を持ちまして新町の名称選定にかかる投票、開票を終わらせていただきます。開票結

果につきましては、会長の会議の進行と合わせて、お渡ししますのでよろしくお願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、ただいま投・開票が終わったわけでございます。山本さんと吉兼さん、大変ご苦労さ

までございました。第 1回目の投票で 3分の 2以上の投票が得られなかったわけでございます。 

したがいまして、あとの 3点の決選投票を行ったわけでございまして、その結果をご報告を申し

上げますが、しあわせ町が 10 票ございました。新大島町が 4 票ございました。周防大島町が 36

票でございます。合計 50 票ということになろうかと思います。 

したがいまして、周防大島町
すおうおおしまちょう

が最高得票を得ましたので、取扱要領に基づきまして、新町の名称

に周防大島町
すおうおおしまちょう

ということに決定をいたしました。 

 

【大拍手あり】 

 

  それでは一言お礼申し上げますが、ただいま周防大島町という新町名が誕生したわけでございま

す。大変皆様方のお力添えに寄りまして素晴らしい名前がつけられました。全国から大変多くの方

に応募をいただきまして、そういう皆様方に対しましても厚くお礼申し上げます。さらに検討委員

会の皆様方におかれましても、最後の絞込み等々大変ご苦労をかけたわけでございますけれども、

大変厚くお礼を申し上げますが、これで一つの名前ができましたので、これからまたさらに山を越

えたということで、大きな山を目指して、大きな山が控えておりますので、それに向かって前進を
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したいと思っております。皆様方のさらなるご協力、ご支援をお願いいたしまして、お礼のごあい

さつといたします。 

 

【大拍手あり】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは引き続いて、次の協議に入らさせていただきます。協議第 12 号、協定項目 6、議会議

員の定数及び任期の取扱いについてを議題といたします。3回、6回、7月 22 日開催の第 9回協議

会に続きまして提案をするものであります。 

議会議員の定数及び任期の取扱いにつきましては、議会議員の身分に直接かかわる問題であり、

各町の議会でも多くの議論をいただき、これまで 2回にわたりまして各町議会での協議の状況の報

告もしていただきました。その後、大島郡議長会においてもご協議をいただきまして、今回、各町

議会や議長会の真摯な議論を参考にさせていただき、具体的な提案をさせていただいております。 

提案の内容でありますが、合併に伴う議会議員の特例につきましては、合併前の議員全員が合併

後 2年以内の期間、引き続き在任することができる在任期間の特例や合併後、最初に行われる選挙

によって選出された議員の任期に相当する期間に限り、本来の定数の 2倍以内の範囲で定数を増加

することができる定数の特例などが設けられており、4月現在で、すでに合併の協議の中で議会議

員の定数及び任期の協議が進んでいる全国 66 の協議会の状況をみてみますと、在任か定数の特例

を適用するとした協議会が 53 であります、実に 80 パーセントの協議会でいずれかの特例を適用す

るとしております。 

このことにつきましては、大島郡 4町の議会議員の皆様には、多様な議論の中で、合併のメリッ

トである行政の効率化に向け、いずれの特例も適用しないというご意見が多数であったとのことで

あります。個人の利害得失にとらわれず、地域住民の福祉向上を最優先される議会議員の皆様に心

から敬意を表します。いずれの特例も適用せず、50 日以内に選挙を行うとの提案をさせていただ

いております。 

また、新町の議会の議員の定数につきましては、自治法の上限定数であります、26 名で提案さ

せていただいております。 

定数につきましても、いろいろとご議論はあろうと思いますが、4 町で 56 名の議員さんが、26

名となり、30 名の削減となるわけであります。 

合併後に新たに選出される議会の中で、議員自らの定数の議論は当然になされるべきであろうと

考えております。以上のような経過をたどり今回、ご提案をさせていただきましたが、再度事務局

より補足説明があればお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

それでは説明をさせていただきます。継続協議となっております協議第 12 号、議会議員の定数

及び任期の取扱いについて、協定項目 6 でございます。資料は今回は、3、4 ページとなっており

ます。 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。議会議員の定数及び任期につ

いては、市町村の合併の特例に関する法律による定数に関する特例及び在任に関する特例の規定は

適用せず、新町の設置の日から 50 日以内に選挙を実施する。なお、新町の議会の議員の定数は、

地方自治法第 91 条第７項の規定により 26 人とするとしております。            

本協定項目につきましては、議員さんの身分に直接かかわることであり、ことの性質上、議会の

意向を協議会の方に十分反映をしていただきたいということで、今年 1月に 3つのパターンをお示

ししまて、ご提案以来、協議会、各町議会、議長会等において、一本化案に向けて、度重なるご検

討いただいてきておったところでございます。 

この間協議会においては、、4月と 7月に、2回にわたって各町議会の状況を中間報告として報告

していただき、協議会委員さんのご意見等を承ってきたところであります。 

前回の協議会でご説明した協議スケジュールのとおり、このたび、議長会において、協議調整を

いただきましたので、それを参考にさせていただきまして、具体案をもってご提案をいたすところ

でございます。  

  なお、協定文につきましては、先にお示しした 3つのパターンの間の特例の適用関係等を明確に
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するために、お示しのように前段に、議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に

関する法律による定数に関する特例及び在任に関する特例の規定は適用せず、新町の設置の日から

50 日以内に選挙を実施するという一文を追加させていただいております。 

4 ページの資料でございますが、これは特例を適用しないケースの全国の例を一覧表にまとめた

最新のものでございます。ここにありますように定数、在任の特例を適用せず、設置選挙によるケ

ースは、協議中も含めまして全国でも 26 例とまれでありまして、合併が進んでおります広島県に

おきましても、2 例しかございません。なお、新町の定数につきましては、この 20 数例の例を見

ましても、3 市町村以上の合併で、現員数が 40 人を超えるというような多数の場合には、ほぼ 9

割以上が、自治法上の上限定数を新町の定数として採用しているところでございます。この表の丁

度、中間あたり神石郡合併協議会、広島県というのがございます。それと下から 3番目に山県東部

合併協議会、広島県がございます。これにつきましては上限数が 22 で条例定数が 18 名となってお

ります。それから下の山県東部合併協議会につきましては、26 名のところが 20 名となっておりま

す。これは大変まれなケースでございます。下の山県につきましては、備考にございますように、

当初の設置選挙につきましては、26 名ということで実施されるということでございます。 

新町の定数につきましては、自治法に上限数が示されてあるのみで、客観的な基準というものが

ございませんので、議会の意向や協議会委員さんのご意見、合併の先進事例、同規模市町村の定数

の状況、住民感情等を考慮して総合的に判断して調整することが一般的なところでございます。 

ちなみに、この新町の定数の正式な決定については、自治法第 91 条第 7 項等の規定により、旧

4町の議会において、合併申請議決の段階で、これとは別の議案による議決等がなされて、はじめ

て新町の定数としてみなされるということとなっておりますので、ご了解のほどよろしくお願いい

たします。 

本提案は、去る 7 月 26 日に開催された議長会において、先ほど申し上げましたようなことを踏

まえまして議長会において協議調整をしていただきました結果を参考にさせていただき、ご提案を

しているものでございます。よろしくお願いをいたします。以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、いま説明が終わりましたので、協議第 12 号、議会議員の定数及び任期の取扱いにつきま

して、委員の皆様方、ご質疑等があれば拝聴をいたします。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 中山 松夫） 
  久賀町の中山です。本件につきましては、各町長、議長さん、議会議員さん方、大変建設的なお

気持ちで、ここまで進まれたと思い、大変感謝したいと思います。特に在任等に関する特例は適用

せずという勇断を持ってここに協議をされたことに誠に敬意を表する次第でございます。 
しかしながら定数の 26 人というのに若干問題があろうかと思います。さっきの経過におきまし

ても定数の問題いろいろありましたが、現在の柳井市の議員定数よりも若干多いということで、大

島郡民の方がどういうふうに感じるかなというふうに私もそういったことを考える 1 人でござい

ますので、少なくても柳井市の定数にまで下げるべきか、あるいはもう１点、もう１点ですね、合

併当時はこの辺ぐらいの定数におきまして、速やかに、あるいはまあ 4 年先ですね、一回目の選

挙はまあ 26 人としまして、その次は少なくても柳井市の議員定数まで下げるのであれば、先ほど

のお話の中にありましたように 20 人程度に下げると、そういったことを思うわけで、できたらそ

ういったことにしていただきたいとこういうふうに考えるわけです。ひとつ意見として申し上げた

いと思います。以上です。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんかね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
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はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  46 番、吉兼です。この提案に対してですね、まあ私もいまの意見とほとんど同じではあるんで

すが、26 名という、ええと、それまでの特例を使わないことに関しましては素晴らしいと思いま

すけども、本当にお隣の柳井が 30.000 人以上いる市が 20 名ぐらいしかいないのに、何で 10 年後

に 17,000 人になってしまう島が、なぜ 26 人なのか、例えばその 6 人がいなかったら、10 年で例

えば 2億円以上、経費が浮くわけで、その 6人さんがいらっしゃったお陰で 2億円儲かるのならで

すね、それはいていただいてもいいと思うんです。それはないと思いますね。これはまあ本当に金

額でばっさり切ったことですから、これはもう感情的にはそういうことはないと思うんですけれど

も、とにかくその周りの、今回の合併の目的というのが、なんといっても効率化にある、例えば 6

人の人数を、例えば各町、今ある町で割ってみると、まあ 1人または 2人いくか、いかないかとい

う人数になると思うんですよね、まあその方がいて、本当に効果があがるかというのは非常に失礼

ないい方なんですけれども、まあ私としては、いまある住民感情としては 26 名というのは到底受

け要られないものじゃないかと、で私は新町の位置の検討小委員会にも入っていますけれども、い

ま 26 名を収容できるような議場はどこにもありません。そうなるとまた大きな改修が必要になっ

てきますでしょうし、そうするとまたお金がかかって来ると思いますので、その辺はまあこれは

26 名という、整数を出されてきたからにはその理由があると思いますので、是非ともその辺の 26

名、例えばまあ住民感情が 20 名にというところにあったとして、26 名を出してきた理由というの

をはっきりと議会の方からですね、説明していただきたいなと思うんですが、よろしく・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

議員の定数につきましては、先ほどから申し上げましたように客観的な判断基準というようなも

のはございません。同規模の市町村の数、それから住民感情、また議会の意向ということが大変重

要になってこようかと思います。それで数につきましては議長会におきましても、いろいろ検討を

していただきました。例えば当然 20 名というような話もございました。各町議会のご意見もござ

いました。最終的には当面、26 名でということで意見がまとまりました、調整をつけていただき

ました。そのようなことでございまして、客観的な基準がないわけでございます。それで先進例を

みましても、そういうことで多くの先進例が上限定数を使っております。 

また、議場につきましては、現在 16 名の定員が座っておりますが、まあ席を並べておりますが、

これにつきましても 2人掛け等になっておりまして余裕がございますので、若干の改修ということ

が必要になってまいろうかと思いますが、各町においても収容可能ではないかと考えております。

以上でございます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  先般も申し上げましたが、4町の議員さん方のご識見といいますか、これを高く評価いたします。

全国的にですね、8割を超す市町村が特例を採用し議員定数においても特例を採用してきたとい 

う経過をみましてもですね、大島郡の 4町の議員さん方が住民の意向を本当にお酌みになって、そ 

して、特例によらない、そして定数についても上限の 26 名でがんばりたいと、こうおっしゃった 

ご識見に高く評価をしたいと思っております。 

で現有のですね、56 名の方々が 4町合併で 26 名になるわけですから、各議員さん方を選挙をし 

てまいります各町の選挙人もですね、56 名が一旦 26 名になるわけですから相当数の不安をやっぱ

り抱くであろうと思うんです。そういう意味からも 26 名が最も、上限の 26 名というのが、一番適

切な数字ではないかと、確かに柳井市の例からするとそういうことになるかもしれない、いまここ

に新しいですね、大島郡の 4町合併に伴う議員定数、およびそれについてですね、新しく議員の方々
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も真摯に考えられた、そしてそういう結論をおだしになって、協議会に参考としてご報告になった

ということを高く評価をする、私は原案のとおりで、一番適切である、胸を張って堂々と全国の合

併の範として示すことができるであろうと、どうか 50 日以内にですね、新町の新しい計画を堂々

と打ち出されて、選挙をしていただいて活力のある新周防大島町を作っていただきたい。 

そのスタートに当たるその議員定数及び任期の取扱いということですから、議員さん方のそうい 

う識見を高く評価すると共に本協議会においてもそういう意向を大いに酌みたいと思うわけでご

ざいます。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 はい。ありがとうございました。 

ほかに・・・。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 
○委員（橘町議会議長 武政 輝夫） 

 議長会の武政です。先般、議長会の皆さん方と協議いたしまして、定数 26 という案を提案させ

ていただきました。理由といたしまして、これといった理由はございませんが、やはり新町でスタ

ートでする以上、上限定数の 26 でスタートさせていただいて、そして住民の皆さん方のご批判が

あれば、住民請求で定数削減、あるいは議員反省で議員提案で削減をするというような方法もあり

ます。 

サービスは高く、負担は軽くそうした意味からしても住民サービスには、一人でも多く議員さん

がおられてこそ、サービスは届くという信念から、26 が最高の定数ではなかろうかと思っており

ます。これは余談になりますが、先般、東和町へ、私、同級生の葬儀にいったときに、伊崎のある

同級生が、輝ちゃん、合併したら伊崎も忘れないでねといわれました。本当に大島郡で伊崎が忘れ

られておるんかと不思議に思いました。そうすれば一人でも多くの議員さんに出ていただいて、ひ

とり一人の住民のサービスに徹底していただいて、住みよい町づくりに従事していただく、それが

議員の責務ではなかろうかと思います。そうした意味から 26 が、最高の私は定数であると思って

おりますので、ご提案に賛同させていただきます。よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 はい。 

ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

佐々木さん、ちょっと待って。 

 
○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

どうもすいません。ちょっと意見を申し述べさせていただきます。先ほどもからご発言がありま

したように、ある地域では私の地域を忘れないで欲しいというふうな住民感情を持つということは

ごもっともなことです。それから意向調査の中でもですね、合併に伴う町民の皆さんの不安という

のは、非常に多く感じられると思います。 

それでまあ先般からのいろいろなシミュレーションの数字などもみてみますと、まあ今回が 26

人という上限定数ということでもってきておりますが、これは 2万人以上というところへ来ている

わけでございまして、当然、議会の皆さん方も十分にこの辺もご審議された上での、こういうご意

見をお持ちになったと思うんですが、シミュレーションによりますと次の国勢調査では 2万人そこ
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そこ、あるいはこの間の例の建設計画の中でも、まあ 17 年でまあ 21,000 人ぐらいの見通しになっ

ておりますし、一応、16 年が新町発足の年でございますけど、次の国勢調査のときには、シミュ

レーションでも新町建設でも 2 万人を割っております。2 万人を割りますと、定数は確か 20 人で

したかね、22 人ぐらいでございましたか、削減されることになっております。合併当初の非常に

不安な状態の中で 26 名というのは、妥当な数字ではないかなあというふうな、まあ実は感触もし

ておるわけでございます。 

それとまあこれはあくまでいまからの議員さん、皆さん方の卓見によることでございますけれど

も、まあ先ほどのような町民の姿、まあ考えました場合には、議員が 56 名が 26 名というふうに半

数以下になるわけでございます。そうした場合にこれは前に議論があったか思いますが、確認して

おきたいんですが、選挙区はどうなるのだろうか、あるいは合併特例法で決められております地域

審議会、地域の意見を吸い上げる、そういうふうな審議会については、どういうお考えをお持ちに

なっているか、あるいはいまからまた議論をされます住民の意向を吸い上げていく面からもですね、

自治会、行政連絡機構の協議というようなことが、協議項目にあがっておりますが、まあその辺と

の関連がでてくるのじゃないかと、まあそういうふうなことを地域審議会等の住民の意向を、地域

の意向を反映する方法等ですね、あるいは選挙区における各地域からのそういうふうな議員の定数

の持って行き方というようなことを考えればですね、どういうふうに補完されてくるのだろうかと、

補完されてくるとするならば 26 はですね、次の合併して間もなく到来するであろう、もう 22 とい

う数字がすでに予測されるわけですから、まあそれに近い数字を持ってくるかということも考えら

れますでしょうし、あるいはさっきの柳井市の例等も考えられてくると思います。その辺の検討の

経過等がございましたらお示しをいただいたらというふうに思うわけでございます。以上でござい

ます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

選挙区を設けることにつきましては、現在、まあ全国で 3町、選挙区が設けられております。こ

この近くでいえば中島町、愛媛県の中島町、これは各島に、島嶼部に別れておりますので、そうい

うことで選挙区を設けております。こういう例が 2つと、それから和歌山県に合併をしまして、大

変広大な地域になったと、そういうことで選挙区を設けた例がございます。したがいまして、大島

郡は同質な町が、各町とも同じような町でございますので、選挙区を設けるとうことは議題にあが

りませんでした。 

それから地域審議会につきましては、4町、同じような町でございます、要望等も同じような要

望でございます。で議会が新たに、まあ議会もございますということでございます。ということで

地域審議会を特別に設けるというお話もございませんでした。それから自治会等のことにつきまし

ては、今後、組織機構と広報公聴等ということで、そういう住民の意見を聞くような体制を極力築

いてまいりたいと考えております。 

それから議員さんの定数につきましては、今後、新しい議会において、新町の議会が委員さんの

ご意見を踏まえまして、また検討なりされることになるのではないかと思います。以上でございま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 よろしゅうございますか・・・。 

佐々木さん、なんかないですか。はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 佐々木 清） 

おそれいります。いまの議員定数の件で、26 名という数字につきまして、私から一言意見を述

べさせていただきます。 

先ほど吉兼委員さんの方から柳井市の人口の、われわれの議員定数ということをいわれましたが、

ここで私がそれをちょっと復習しますけれども、柳井市がいま現在、皆さん方ご存知と思いますが、

人口は 34,000 人です。それで市会議員が 20 名です。そして岩国市がですね、人口が 108,000 人で

す。そして市会議員が 28 名です。そしてこれはちょっと遠くなりますけれども、小野田、山口、

宇部、美祢、萩のを私全部調べてここに持っておりますけれども、美祢市がこれが市会議員 18 名

です。そうしてみると大島郡は人口 23,000 人です。それで 26 名という数字は、すなわち財政上非
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常に豊かといいますか、そういった面があれば 26 名ぐらいの定員で済むと思いますが、大島はい

ま非常に財政上、いろいろ苦しいところもあろうかと思いますので、やはり定数辺りは、20 名か、

あるいは 18 名ぐらいの数字にしていただいたら、今後の財政上、非常にまた役に立つと思います

が、そして議員さんが少なくなったからといって、それは各地区へのいろいろ連絡的なものが怠っ

ているということではないと思います。いままでの例でみますと、これは久賀町ですが、議員さん

が地域の懇話会といいますか、そういった住民の声を聞くという懇話会をやったところは私１回も

知っておりません。 

そういったところで、やはり議員さんは立候補するときには、町民の手となり足となり、頑張っ

ていきますから清きご一票をお願いしますと公約しております。それが当選された後には、まった

く、ね、懇話会もなんにもなにも住民の、地域の意見を聴こうとはしておりません。ですからそこ

辺りをもっと議員の方々もほんと努力されて、新しいまちづくりのために貢献していただきたいと

私は思います。以上で終わります。 

 

【拍手あり】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
どうですかね、まだ、ほかにご意見ございますかね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

46 番、吉兼です。柳井市の例があがりました。それから住民自治、懇話会の意見を聞くのはで

すね、議員さんじゃないとできないというふうなご意見がありました。 

いま盛んに叫ばれておりますのは、国からいえばですね、地方自治であり、われわれからいけば

住民自治である。いまコミュニティというのが、まあ私大島町しか知らないのでですね、あれなん

ですけれども、コミュニティという組織があるんですね、要は住民が自分達の住んでいる場所のた

めにですね、いろんなボランティアをしたり、要望をあげたりとか、要はそういった住民から出て

くる自発的な動き、そういうのがないとその場所は絶対に栄えないと私思います。 

柳井の町でですね、私いろいろ関わっていますけれども、本当に沢山の町づくり団体が活躍され

てですね、町を盛り上げるためにどうすればいいかと、みんな一生懸命考えて、町を盛り上げよう、

盛り上げようと思って頑張っていらっしゃいます。で大島の中でそういう団体があるかというと、

そういうのは余りみあたらないですね、そこら辺の、要は住民の意識の向上というか、そこを図る

ためにも、もうほんとうに住民自身が立ち上がらなくてはならない、そういう時期に来ているので

はないかと思います。いま、ここで道を変えておかないとですね、もう 10 年後には本当になにも

残らない、まあ私若者としていわせていただきますと、本当に老人の島になってしまうじゃないか

なという気がして、本当にいまは私の回り、私は商工会青年部でがんばっていますけれども、若い

人間がいっしょうけんめい自分達の地域を盛り上げようというふうに頑張っていますから、そうい

う動きをですね、支援していくことこそ大事であって、議員数が増えたからといって、それが住民

の意識の向上につながるかといえば、それはないと思いますので、そこら辺のところは本当にしっ

かり考えていただいて、まあこれから長い年月ずっとこの周防大島町でやっていくわけですから、

その中で本当にこの 26 名というのが、ふさわしいのか、さきほど答弁にもありましたけれども、

根拠はないとおっしゃった。根拠がないものに対しては、まったく納得はできない、例えば先ほど

佐々木さんがおっしゃったほかの地域の議員定数なんかも、十分、根拠になるんじゃないかと私は

思います。 

柳井市はいま県の中でですね、一番の財政の豊かな市として位置づけられていますけれども、そ

こがこの前まで 22 だった定数を 20 にへずってまで頑張っているところで、なんでこの大島が 26

なんだという気持ちが私はしてなりませんので、是非とも、まあ少ないにはこしたことはないと思

うんですけれども、まずは 26 というのだけは勘弁していただきたいなと私は思います。 
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（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

 ちょっと、いまの定数の問題で事務局からちょっと補足をさせていただきます。私ども事務局の

方も、各町の議会での議論、または議長会での議論にもずっと参加させていただいております。 

それで結果的に 26 名という提案をさせていただいておりますが、確かにいろいろな委員さんか

ら先ほどからご意見がありましたように、例えば柳井市の人口規模に対する議員定数の問題という

ふうなことは、他の自治体に比べても、確かに大島郡の 23,000 人に対する 26 人というのは、当然

多いというのはよくわかっております。ただ、それはですね、柳井市も途端に 20 名になってきた

というわけではないわけです。要するにいろいろと議会の中での議論の中から、削減、削減として、

結果的に今現在が 20 名になってきたということでございます。各町も同じだと思うんです。各町

もいま 12 名、14 名、16 名という定数をもっておりますが、これも当然途端にぱんと 14 名になっ

たというわけではなくて、22 名からだんだんとこういろいろな経緯をたどってきておるわけです。 

それでまあ今回の大島郡の合併による議員の定数の提案としたらですね、当初から上限定数を

26 であるものを、それでは 24 がいいのか、22 がいいのか、20 がいいのかというのは、各町の議

会の中でも大変議論されております。それの中で当然各町とも、先ほどどなたかご意見がありまし

たが、議員定数の削減については住民からの請求か、またはありますけれども、大体は議会の中の

議論の中で、自らの議員定数を削減してきた経緯があると思います。 

まあそういうことからすると合併当初のスタートは、26 名で、スタートで提案させていただい

て当然先ほど申し上げました会長からの話もありましたように、新たに選任された議会の中では、

当然 26 名でいいのかという議論は、当然議論してまたやっていただくようになると思いますし、

また住民の方からもそういう議論は起こってくるのではないかと思います。そういうことからする

とスタートはこの 26 名で提案させていただいて、当然、新たに選任された議会の中で十分な議論

をしていただき、そこの中で議員さんの自らで定数削減、または定数条例の改正というものをやっ

ていただくというのがいいのかなという形で、今回 26 名で提案させていただいておるものです。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい。どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
41 番、橘町の村田でございます。26 名以下というような原案のなかで、まあ原案にはございま

せんが、そういう意見のある中で、まあどうするかということですが、まあまあ適正な議員数とい

う根拠付けがですね、まあいろいろ難しいわけでございますが、基本的には私、少数精鋭、必ずし

も行政のサービスにならないというように思っております。 

一気に半数以下になるわけでございますから、したがって将来にですね、多いということであれ

ば、例えば議員定数の半減ということも当然おきようかと思います。またそれで結構だと思います。 

あくまで町議は公僕ですから、議員報酬が高い方があれではございません。したがって、財政の

状況をみながら、前よりか議員の報酬を削減する、これ可能でしょう、あるいはまた議員定数を減

員するということも、議会で決めればいいわけでございますから、一気にですね、半数以下になる

わけですから、それをさらに下げてですよ、小数精鋭、必ずしも行政の民主的な、行政に反すると

いう場合もあり得ると思います。あるいは少なくなればなるほど決定はしなければなりませんから、

非常に言葉は悪いんですが、官僚化するというような懸念もあろうかと思います。まあ適正議員数

がどこからくるといういうことは非常に難しいんですが、最大公約数的にはですね、私は 26 人で

当面走っていくというような意見でございます。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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  ご意見もでつくしたようでございますので、以上で質疑を打ち切りますが、ここで確認を取らし

ていただきますが、まあいろいろのご意見がありましたので、それを踏まえまして確認を取らせて

いただきたいと思いますが、協議第 12 号、協定項目 6、議会議員の定数及び任期につきましては、

提案のとおり確認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 
（「異議あり、異議あり」と鋭く発言する者あり） 

（「賛成じゃ、賛成、賛成」と発言する者あり） 
（「異議あり」と発言する者あり） 

（「賛成です」と発言する者あり） 
 

ええですかね。採った。 

もう一回、ほんなら、すいません。 

 
（「はーい」と発言する者あり） 
（「はい」と発言する者あり） 
（「いつからそんな合併協になったんですか」と鋭く発言する者あり） 

 

【挙手多数】 

 

はい、それでは大方の賛同が得られたものと認めます。 

 
（「失礼ですが、何名ですか、賛成は」と鋭く発言する者あり） 

 

協議第 12 号、協定項目 6、議会議員の定数及び任期につきましては、提案のとおり確認済とさ

せていただきます。 

 
（「ありがとうございました」と発言する者あり） 
（「議長」と発言する者あり） 

 

  はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 佐々木 清） 
  いま、何対何んぼですか、ちょっと数字をはっきりしてください。確認できたというんなら、そ

れは数字はいっておりますんですか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それではもう一回数字をやります。どうぞ、賛成の委員さん・・・。 

 
（「はーい」と発言する者あり） 
（「はい」と発言する者あり） 
（「事務局、数、数えなさい、数をこだわるんじゃから」と発言する者あり） 

 

【挙手多数】 

 

いいですか。はい、それでは、ただいま 3分の 2というと・・・、34 名ということですから、3

分の 2以上になっておりますので、確認ということになっておりますので、確認済みとさせていた

だきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは次に継続協議となっております・・・。 

ここでほんなら 10 分間、休憩をさせていただきます。 
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（「失礼ですが、退席させていただきます。 

お騒がせしました」と発言する者あり） 

 

45 分まで休憩いたします。 

 

 

【午後 3時 37 分  休憩】 

 

 

【午後 3時 45 分  再開】 

 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

時間がまいりましたので、会議を続行いたします。 

協議第 39 号、協定項目 24-17、簡易水道等の取扱いについてを議題といたします。 

前々回の協議会で事務局の提案説明は行っておりますが、再度、補足説明をいたさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

  はい、協議第 39 号、継続協議となっております協定項目 24-17、簡易水道等の取扱いについて

を説明させていただきます。5 ページをお願いいたします。簡易水道等の取扱いにつきましては、

6 月 27 日の第 8回、7月 22 日の第 9 回に協議会におきまして、提案し協議をいただいております

が、主に水道使用料の調整をいかにするかということについてが、大きな問題としておきておりま

す。いままでにもご説明をいたしておりますが、現在の各町の水道会計の財政状況というのは非常

に厳しいということになっております。 

しかしながら、負担は低いところにという原則に立ちまして、統一料金とした場合に各町の合併

前の使用料の総額を上回らないところで調整するというようなことは、当然必要になってくるので

はないかということで考えております。  

それで前回の協議会でも、前々回の協議会でも参考資料を出させていただいておりますが、特に

前回の協議会の参考資料 9－2 ページにありますが、そこに具体的に 1 案から 5 案までの調整案を

出させていただいております。要するに 1案から 5案とも各町の現在の使用料の総額よりも低くな

るような調整案を提案させていただいております。 

そこで 9－2 ページをみていただきたいんですが、調整案の 1 案から 4 案まですべて 1－Ｂとい

うところの紫のところをみていただいたらわかると思いますが、すべてマイナスになっております。

マイナスになっておるというのは、改正後の現在の使用料よりも調整案の方が安くなる、低くなる

ということでございます。低くなるのですが、いくら低くなるところで調整するのかということに

なろうかと思いますが、前段で申し上げましたように財政状況を考えますと極端に低くおさえると

いうことが、果たして将来の新町の財政にとっていいことなのかということにもなりますし、安く

はなるけれども、できるだけ財政状況を考えながらということを考えますと、そこにでております

調整案 4でございますが、調整案 4辺りを中心に考えてみたらというふうに、そういうふうな考え

でおります。 

郡全体の試算でございますが、郡全体の試算では、4 億 500 万円となっておりますが、調整案 4

では、3 億 9,100 万円となっておりまして、1,400 万円ぐらいのマイナスが出るということでござ

いますので、各町とも多少の差はございますが、どの町もみていただきましても各町とも安くなる

という調整案になっております。この案を中心に調整をして後日調整後の、どういいますか、調整

の決定案をまたお示ししたいと思いますので、よろしくご協議をお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ええと、説明が終わりましたので、協議第 39 号、簡易水道等の取扱いにつきまして、ご協議を

お願いいたします。 
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（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 
 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 
  伊藤と申します。ええと、合併までに調整し統一するということなんですが、まあ、これはこの

項目だけではないんですが、合併までに調整して統一するというのが、多くあるわけなんですが、

これは調整して統一するのはいいんですが、統一したものはどの段階で発表されるんですかね。こ

れ委員にそういうものを配るのか、町民の皆様方にこう配るのか、どういう方法で統一されたやつ

をですね、調整されたやつを発表するのかお聴きしたいんですが。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

  はい、合併時までに統合するとか、統一するとかいうのが、たくさんでてまいります。それらの

中で、例えばすべてが合併時までに、まあ合併時までには統一するわけですが、すべてを法定協の

皆さん方に即報告できるかというと、合併直前までほとんどいくものもあろうかと思います。 

ただ、いま伊藤委員さんのお尋ねのような、この水道の使用料というようなものは、大変、まあ

住民の負担に関わることでございますんで、このことについてはですね、早急に調整案を決定し、

報告したいと思っております。 

なぜなら、新町建設計画の中に財政計画がでてまいりますが、要するに財政計画にここがいくら

少なくなって、一般会計に財政負担がおこるかというのは、当然、決定しなければ新町の財政計画

に反映できないということになっておりますので、例えば国民健康保険税の税率の問題とか、大き

くいえばですね、それとか水道料、下水道使用料、または保育料というような、大きなものにつき

ましてはですね、すべて新町の建設計画にででまいります財政計画に反映することになりますので、

それらはそれまでに決定して報告したいと思っております。 

ただ、こまごまとしたたくさん調整が残っておりますので、それは特に財政計画に反映してもで

すね、額がそう大きくならないというものについては、新町誕生前までにということになろうかと

思います。まあいずれ決定したものについては、すべて協議会に報告するという形にしたいと思っ

ております。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 絵堂 光雄） 
  いまのに関連いたしますが、非常にいまの水道の問題が大事なので、できるだけ早くというよう

に受け取ったんですが、ほかにもたくさんあるんです。特に福祉問題のことについては、もう 2（1）

②よるとか、2（1）によるとか、ほとんどなんです。 

これについてやはり町民、住民がやはりこまかい願い、おそらく願望があると思うんです。それ

らについて、私たちはやはりこれだという納得をしたい、ここに委員で出ている以上やはり、それ

が合併時までになるものについては、もうそれが過ぎたら職権で解散でしょうからどうにもならな

いんでしょうけれども、それまでに分るものは、やはりできるだけそれについて、意見を述べ、そ

してそのように、皆さんのためになるような意見がだしたいということで、お願いをしたいと思う

んです。よろしくお願いをいたします。これは水道問題ばかりではないと思います。以上。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、福祉の関係でございますが、これにつきましても、当然、国あるいは県の要綱に準拠して、

どうのこうのという形もございますが、可能な限り、できるだけ早い時期に先ほど水道料という話

もございましたが、出来るだけ早い時期にお示しできるような状況にもっていきたいと思っており

ます。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかに、ございませんか。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 
ひとつ、直接関係ございませんが、といいますか、一応申し上げておきたいんですが、まあ合併

協議会の運営規程の検討の過程ではですね。議事は全会一致をもって進めることを原則とするとい

うことを大前提といたしまして、大方の賛同というのをつけております。それで特にまあ委員がい

ろいろな意見をお持ちになるのは結構なんですが、やはり大方の合意が得られるようなですね、時

間をいただきたいと思いますですね。 

したがって、先ほど 1人、どなたか知りませんが、退場されましたけれども、多分あまり理解い

ただいていなかったんじゃないかと思いますね。むしろ、ああいうふうなものは、時間が取れると

するならば継続審議のような格好でですね、時間を取っていただいた方がよかったんじゃないかな

あというふうな感触を受けます。これは私の感じとして申し上げておきます。 

それから今度の簡易水道の料金の問題でございますが、非常に技術的な数字が並べてございまし

て、なかなかちょっと理解できにくいわけでございますけれども、前回も議論があったと思います

が、水道の問題は非常に基本的な問題でもございますし、町民がですね、お互いに十分理解をした

上で合併に、合併といいますか、当初の料金調整に入っていくし、どういう将来の状況があるぞと

いうことも十分ですね、理解をした上で当初の調整をしていただきたいと思うわけでございます。 

いわゆる根本の財政計画等の中でですね、まあ繰入金もですね、一般会計からの繰入金を、先般

なんか 4億円ぐらいの数字をお示しでございましたが、そういうものを毎年持つということですね、

あるいは途中で耐用年数が過ぎてですね、管の、水道管の補修等した場合も、いわゆる引当金的な

ですね、準備というものもですね、どうなっておるのか。それから職員もですね、職員が一般会計

からされておるというお話も承りました。 

そういうふうな状況の中で、本来はまあこれぐらいの必要があるんだけれども、これだけを要す

るに福祉的な観点から補完するんだというふうなですね、こともですね、そういうお示しがいただ

きたいと思うんですよ、それで例えばここの数字の中で、1 トンから 50 トンという、50 トンです

か、そういう大量な水の使用料が出ておりますが、例えば標準的な一般家庭における水道の使用料

金、使用される家庭においてはですね、現在大島町ではいくら、東和町ではいくら、久賀町ではい

くら、それが今度はこうなりますと、しかし、これは本来、全体で考える場合にはこういうふうな

非常に一般会計から負担をいただいているんだと、したがって、これは将来どういう方向、まあ方

向いま書いてありませんが、そういう状況の中でもこれだというふうなことはですね、一応数字的

に示していただけれるならば、そういうことでですね、われわれも理解できるし、発表された場合

に町民の中にも、その辺の理解が得られるんではないかというふうに思っております。それからこ

の調整の問題につきましてはですね、その辺のところをちょっとご説明されたらいかがかなという

ふうに思っておりますので、一応意見として申し上げます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

いまのご意見なんですが、前回に各町の 1月当たりの使用量別の使用料の比較と 2月の使用量別

の使用料金の比較というものをつけて、これは結果的には 1月のものを倍にすれば、2月になるわ

けですからあれなんですが、それを1月の場合には12ヶ月で、12をかけると1年分になりますし、

2 月であれば、6 をかけるということで計算をいたしましたが、それでございますと例えば 2 月の

使用量比較というのが、前回の 9ページについておりますのでみていただきたいんですが、先ほど

説明しましたように 4 案の調整を軸にというふうに考えますと、例えば 2 月で 15、6 トンから 20

トンが標準的な使用量が多いという家庭、世帯が多いんですが、まあ例えば 20 トンで計算してみ

ますと久賀町でいきますと現在 4,250 円の使用料でありますが、調整案 4ですが 3,560 円というこ

とになってまいります。大島町では、3,759 円が 3,560 円、東和町では 3,860 円が 3,560 円、橘町

では 3,990 円が 3,560 円というふうにすべての段階では下がっております。 
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ただ、これが先ほど申し上げましたのは、こういうふうなトン別の部分だけで計算するのではな

くて、各町の全体の年間の使用料、要するに久賀町で申し上げますと、これは試算でございますが、

久賀町の年間の使用料は改定後で試算をしておりますが、89,151,000 円という試算になっており

ます。それが調整案 4 では 82,244,000 円でございまして、約 690 万円のマイナスになってくると

いうようなことで、橘町では 210 万円、東和町では 120 万円、大島町では 390 万円のマイナスにな

ってきまして、トータルで、大島郡全体で 1400 万円のマイナスになるということを第 4 案として

から、調整案として示しておりますのでこれを中心に調整をしたいというふうなご提案を申し上げ

たわけでございます。 

ただ、いま委員さんのおっしゃられますように、個々にはですね、大変あの、この説明をですね、

こういう短時間で簡単に皆さんに全部やっていくというのはですね、非常にむずかしいんでござい

ますが、例えばこれをすべてを資料を持ちながらやるとですね、こういう説明ではなかなかご理解

いただきにくいんかなぁと思いましてですね、どうしてもトータルな数字での説明になってしまう

わけでありまして、要するに水道使用料というのは、各世帯が毎月使用料も違いますし、4町ごと

にも大変使用料金体系が異なっておりますので、大変比較も実際には難しいというようになってお

ります。 

と申しますのは前回も申し上げましたが、2月で計算方法、検針によって使用料をいただいてお

るところと、毎月いただいておるところというのがございまして、まあ調整案は 2月でやりたいと

いうことでございますので、その比較だけでもちょっと 2月でお示しするとうちは 1月なんじゃけ

どねということになりましてですね、大変、比較検討が難しいということでございまして、そうい

うことから 1月の表と、2月の表を両方お示しをして、ここの町ではどちらがいま現実になってお

るかなというのがみえるようにお示ししておるところでございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかに、ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ほかにないようでございますが、これは今回で確認を取らしてもらって、よろしゅうございます

か。 

 
（「異議なし」と発言する者あり） 

 

はい、異議ないというご意見がございましたので、協議第 39 号、協定項目 24-17、簡易水道等

の取扱いにつきましては、提案のとおり確認することに賛同の諸君の挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 

はい、ありがとうございました。大方の賛同が得られたものとして、協議第39号、協定項目24-17、

簡易水道等の取扱いにつきましては、提案のとおり確認済とさせていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  次に継続協議となっております協議第 45 号、協定項目 14、組織及び機構の取扱いについてを議

題といたします。前回の協議会で事務局の説明は行っておりますが、さらに追加資料がありますの

で、再度、事務局の説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

はい、協議第 45 号、継続協議となっております協定項目 14、組織及び機構の取扱いについて説

明をさせていただきます。6ページをお開き願います。 

組織・機構の取扱いにつきましては、7 月 22 日の第 9 回協議会において協議していただいてお

りますが、追加資料もありますので、追加説明をさせていただきます。7ページに前回の資料に追

加いたしまして、病院関係の機構図を追加資料として添付をいたしております。 
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また前回、各庁舎機構をもっと分かり易く示して欲しいとのご要望がありましたので、別紙とし

てそこの机の上にカラー版のやつを前回のやつとは別のやつでお配りをしております。 

と申しますのは前回のは各庁舎の総合窓口だけができておって、上におる部分は右に全部まとめ

て書いてありましたが、それをちゃんと分けて、例えばＡ庁舎では環境課関係、Ｂ庁舎には農林、

商工、建設課関係、Ｃ庁舎には税務、福祉関係とか、Ｄ庁舎では、総務、管理関係というようなも

のを載せたらこういうふうになりますよという形で機構図を分かり易くお示しをいたしておりま

す。 

それでもう１点のご要望がございましたが、職員配置人数を示して欲しいということがございま

したので、職員の配置人数を記入いたしております。しかしながら職員数や課につきましては、ま

だ事務所の位置が決まっておりません。事務所の位置が決まれば当然その事務所にあったまた組織

機構の配置が決まるということになろうかと思いますので、大枠での仮置きの数字というふうにご

理解をいただきたいと思います。 

例えば一番右のＤ庁舎の一番下に健康増進課というのをあすこに設けておりますが、郡内の 2

町には保健センターが設置されておりまして、その町の福祉課というものが、福祉課とか、保健課

とかが大体中に入っておりますが、これは福祉課は庁舎ではなく、保健センターに入ることになろ

うかと思います。そこでＤ庁舎に保健センターがある、まあ例えばＤ庁舎が保健センターがある町

ということになった場合には、この健康増進課というのは下の保健センターというところにいくと

いうふうなことになりましてですね、そういうこともありますので、大変数字にしましても、課に

おきましても、いま申しあげましたように仮置きというふうな形でみていただきたいと思います。 

また下水道課等の場合につきましては、事業を実施する町の庁舎に現地事務所的な事務所を設け

る必要があろうかとも思いますし、また支所、出張所の数もいまはどの庁舎がどこかということが

決まっておりませんので、支所、出張所も同じような数でやはり掲載しております。そこで人数に

つきましても標準的な人数をお示ししておるというように限られているわけでございます。そのよ

うに考えてみますとまったくの仮置きの数字というふうにしか思えませんが、そこら辺はまだＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄがどの町の旧町の庁舎になるのかということがでておりませんので、ご理解をいただき

たいと思います。 

それでですね、もう１点そこに人数を赤の数字で書いておりますが、例えば 15 名からというふ

うに書いておりますが、これは大体各庁舎の総合窓口に配置する人数ではないのかなというふうに

考えております。それで例えばＡ庁舎でいいますと、環境課から教育委員会まででいうと約 45 名

で、60 名のこの庁舎の人数ということになっております。それで下の 15 名というのは例えば保健

センターの本課的な保健福祉課ではなくて、保健師さんが保健センターで健康診査等を、健康指導

をやるところの部門と公民館と出張所というイメージでだしております。そういうことで数字も本

当の仮置きになっております。 

またもう一つですね、いま現在、本庁に職員が何人勤務しておるかというのも出しておりますが、

例えば大島町では本庁には 74 名おられますが、その隣のしまとぴあには 10 数名おられまして、本

庁としまとぴあを合わせますと 95 名の職員が入っておるということになります。東和町では本庁

に 63 名ですが、隣の東和町公民館の方に建設とか環境関係が入っておりまして、合わせますと 81

名と、橘町では本庁には 60 名ですが、隣のケアプラザに 15 名おりまして、トータルでは 75 名と

いうことになっておりますので、ここに本庁の人数だけを示すというのが非常にまあ困難な状況に

になっておりますんで、そこら辺もご理解いただきたいと思っております。以上のようなことを追

加でださせていただいております。 

それで、すいません、7ページをみていただきたいんですが、この 7ページには、いま追加でお

示ししました機構図の新庁舎におります町長、助役、その下に事業管理者、括弧して病院関係別掲

となっておりますが、そこの別掲の部分だけが今回 7ページにお示しをさせていただいております。 

後ほど出てまいりますが、一部事務組合のうち、一部事務組合の中で国保診療施設組合と大島郡

環境衛生施設組合は構成町が 4町でございますので、新町の中に入ってくるということになります。

そういったときに先ほどの機構図の一番右に出ておりますが、まあ言葉としてはいいのかどうか分

りませんが、開作庁舎という形にしまして、廃棄物リサイクル課とまたは衛生センター、清掃セン

ターというので出しておりますが、ここら辺りがいまの大島郡環境衛生施設組合がイメージされて

おります。それでいまの広域連合につきましては、介護保険課の方に入っております。それでこの

機構図に入ってないのが、病院関係でございまして、それを今回、7ページにお示しさせていただ
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いております。 

病院のことにつきましては、事業管理者を置くという形で調整をしてまいりたいと思っておりま

すので、事業管理者の下に事務局と医務局を置いて、各病院、または老人保健施設、または看護学

校というふうなものが、こういうな形で事業管理者のもとに置かれるというふうなことになろうか

と思っております。以上で追加の説明を終わりといたします。 

それともう 1点ですね、前回の説明で文書の中に大島方式というのが出ておりまして、ちょっと

ここに大島方式というのはどうだろうかというのがございましたが、今回、周防大島町という新町

名が決定いたしましたので、これは周防大島町方式というふうに訂正をさせていただきたいと思い

ます。 

それともう１点ほど、1 階、2 階、3 階というふうなイメージを前回出しておりましたが、まあ

いちおう庁舎によっては 3階がないよといったこともありましたが、特にそういうものは意識しな

くて、3階には議会がおるというふうなイメージで作っておりますので、そこら辺はご理解をいた

だきたいと思います。以上でご説明を終わります。よろしく審議をお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、それでは協議第 45 号につきまして、ご意見、ご質問があれば承ります。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 村田 岩治） 

41 番、橘の村田でございます。まあ基本的にはいいわけでございますが、最終的には次の事項

を基本として合併までにということで、各 1 から 8 まで、縷縷、説明、項目があがっております。

したがって今後、これの肉付けといいますかね。具体的な方向が決まってくると思うんですが、今

後の理解において、なにかそこら辺の原案が再度だされるんですかね。それとももうここで決めた

らお任せというようなことになるんでございますかね。確認の意味でひとつ。 

 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

はい、いまのご質問ですが、これは先ほども申し上げましたように、まだ庁舎の事務所の位置と

いうのが決まっておりません。当然、事務所の位置に、例えば先ほどお示ししました機構図であれ

ば、Ｄ庁舎というイメージでございます。例えば町長、助役、または議会事務局、議会というよう

なものが、入ることになるのではないかというふうに考えておりますので、このＤ庁舎が旧 4町の

内のどこの庁舎になるのかということが決まりまして、初めて、例えばいまここに示しております

ような人数が果たして入るのかどうかといったことも分りませんし、まあそれから決めるというこ

とになりますと確かに流動的な話になってきていると思います。ここにお示ししておるのは、ごく

標準的な形でのお示しでございますので、当然、事務所の位置等が決定された後に具体的な案をま

たお示ししたいと思っております。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
よく分かりました。まあいずれにしましても、庁舎の位置が確定して、まあその後、合理的なで

すね、いろいろとこう組織機構が出来上がっていくことと思いますけれど、逆にいえばこれは相当

のですね、大事な役割、仕事になろうかと思いますが、逆にいえばできるだけ早く新庁舎の位置を

決めないとね、これがギリギリまで伸びますと、最後にこの大事な問題がですね、走ってしまうと

いうようなことが懸念されますんで、非常に新庁舎の位置は大事な問題と思いますが、できるだけ

早くですね、決める方向のが良いだろうと思いますが。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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はい、どうぞ。 

 
○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

東和町の新山です。この組織図を見ますとまあ大体、いまあるやつを縦割りでポンポンとこう、

割ったような感じであります。まあそういうことなのかなと思いますが、基本的に異議があるわけ

じゃあないんですが、合併の論議の中で合併は無駄を省くと、リストラをすると、そして余剰とい

いますか、余ったという言い方はちょっと間違いかも分かりませんが、有効的にその、まあ例えば

何人か余るから新しい課を作るとかですね、プロジェクトチームを作るとかですね、つまり新町の

いろいろな建設計画がいま少しずつ具体化されておりますが、それを具体化していく、そういう推

進部隊といいますか、まあ新しい課でもいいんですが、ひとつのプロジェクトチームでもいいんで

すが、そういうものもやっぱりこういう中にきちんと組み込んでですね、やるような形にしないと

旧来のままを縦割りに割ったということだけでは、なにかこう新鮮味もないし、夢も希望もないと

は言いませんけれども、なんかそういうものが欲しいなというふうに思うんですけれども、検討し

ていただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

あのう、事務局の方が作った案でございますので、大変、一般論的な話しかできておりません。

要するにこの組織機構というのは、出来ればまあ町長さんが中心になってからすると、または助役

さん、町長さん辺りでこの具体的な形で詰めていただくということに当然なろうかと思います。 

それでいまここに出ておる範囲内で申し上げましたら、行政改革推進室とかですね、または入札

管理室とか、または今後、大変大きな事業になってくるであろう下水道の建設課とか、下水道の管

理課とかというふうなことも、新たな新町での管理になったら必要なんではないかということであ

げておりますが、ここら辺りまでちょっと事務局がどんどんやっていくことが、果たしてどうかな

という気がいたしまして、まあ一般的な仮置きの課になっております。これは当然、この協定項目

の確認をいただいたら、また新町の事務所の位置が決定されれば、町長さん、助役さん辺りを中心

にですね、この組織を固めていかなければならないというふうに考えております。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

組織機構の取扱いについてのご提案がでておるわけでございますが、前回のときも、いろいろ本

庁機能について、ご意見が沢山あったと思います。 

その辺のところが、まあ私はちょっと認識を間違えておりまして、この場に提案される議案とい

うものは、専門委員さん、専門委員会の十分な審議をされ、4町長さんも含めた協議を経たうえで

ですね、ご提案されるとそういうふうに認識をしておったわけでございますが、いま事務局の話で

は事務的なものがいま提案されておるということのようでございますから、前回のちょっと私の意

見を敢えてもう一度、まあ採用していただきたいと思いまして・・・。 

やはり、われわれの協議会で議論をいたしますのは、われわれ、特に会長さんから委嘱を受けて

おるわけでございますんで、いわゆる新町の新しい大島の合併に向けてですね、新しい町の活動の

舞台装置と申しますか、そういうふうなものを作り上げていくのが、われわれの仕事だと思ってお

ります。 

したがって、まあここおられる町の職員の皆さん方、特に中枢幹部の皆さん方でございますけれ

ども、今後、新町の町政を担っていただく方々でございます。それから新町の町長さんのスタッフ
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としてですね、町長さんがまた議会の皆さま方と一体となってですね、新しい大島のですね、町政

をですね、弾力的にですね、運営していただくと、そういう舞台装置をいまここで検討することに

なろうと思います。そうした場合にまあ町民の立場から考えました場合に、いま 4町の役場がある

ところで用事が済んでおったことは、少なくともそこで済むような、業務が 4つの庁舎、これ分庁

舎ともうしますか、そういうふうなことを希望しておこうと思います。その方面においては、この

提案は私は結構な提案かと思っています。ただ、町長室がないだけで、これは支所長さんが相当な

権限をもって町民の皆さんの要望等に答えていただくと、そこでほとんどの問題が済むというふう

な、要するに各庁舎の窓口に相当な権限を移譲していただくということはですね、方向としては私

は結構なことだと思っております。 

それと先ほど申し上げました本庁舎機能でございますが、町議会とですね、新町長さんが一体と

なって新生大島のですね、発展のためにですね、打てば響くような町政運営をしていただきたいと、

そういうために、果たしてこういうふうな分散型の本庁舎ではですね、果たして適切かどうかと、

これは私は非常に疑問があると思います。それと庁舎の収容人員を頭に入れた分庁舎の物の考え方

でありますが、これは私は間違っておると思います。庁舎を活用するべきものであってですね、そ

れに本庁の中枢機能を分散すべきものじゃあないと、割り振るべきものではないと思っております。 

そういう面からですね、ここで大島方式というのは、町長さんがお考えになったことかと思って

非常に気兼ねしておりましたが、事務局の案でいまから町長さんにお諮りになるとするならば、そ

の辺の本庁舎のですね、管理機能をしっかりお考えいただいた上で再検討いただきたいと、庁舎の

有効利用ということは確かに結構でございます。ほじゃからその庁舎の有効利用の中で必要なもの

はですね、2つの庁舎にこの本庁機能を分けるということは、いいかも分りませんが、ここで提案

されておるように均等にですね、庁舎のスペースに合わした配分をしていくということは、いかが

なものか、必要に応じては、本庁舎の位置が決定されましたら、その周辺に仮庁舎やらなんなりを

ですね、作っていただくと、あるいは 10 年後には 250 人ぐらいの役場の職員の執行体制でできる

というふうな、シミュレーションの報告もいただいておるわけでございますから、250 人でいいも

のをですね、収容できればいいものを、いま 400 人近いスペースをですね、いまこれはあくまで恒

久的なものではなくて、暫定的なものでやっていけばいいということじゃあないかなあと、それと

いまのような、一つの本庁舎に入らないとするならば、そういうふうな分散がある程度やむを得な

いと、これは移行時の暫定措置としてご提案されるなら、私は理解できると思います。 

まあその辺をですね、われわれのここでの前回からの意見というものがですね、こういうふうな

ものに再度、提案されるのであれば、やはり管理されてですね、検討されたものを出していただき

たいというふうに思います。以上でございます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

あのう、すごく誤解があったようでございますが、この各協定項目の提案につきましては、分科

会、専門部会、または幹事会、それを通りまして首長会で 4町長さんのご了解をいただいてから出

しておるものでございまして、まったく事務局だけから飛び出でくるものじゃあございません。当

然、各町長さん方にもご了解をいただいた後に、その提案をさせていただいております。そういう

ことをちょっといまのことでお考えをしていただきたいと思います。 

また、いま委員さんのおっしゃられるように本庁方式といいますか、いま現在ある 4町の庁舎の

方式というのは、当然、本庁方式でございまして、町長以下、各課がすべてその庁舎の中に入って

いるというのが、まあ、ちっとずつ出ておるところもありますが、大体そういうふうになっており

ます。それが今回の提案でなかなか難しかったというのは、前回のときにお話したと思いますが、

各町の庁舎から本庁にずっと引き寄せるということになりますと、残った本庁でなくなった庁舎の

職員数が急激に減少すると、したときに合併したらわが町の庁舎からは極端に職員が少なくなった

と、えらく寂れてしまったなというふうな懸念が住民の方から多数の声が合併の説明会のときに出

てきたということを、各町から懸念事項として出されておりますので、それをまず避けるというこ

とが、まあ一つ分散庁舎になった理由でございます。 

またもう一つは小委員会の方からも出されておりましたが、集めようとすれば当然、250 人ぐら

い、もう少しですか、ぐらいの人数が入る庁舎にしなければなりませんが、いま現在ある 4町の庁

舎をみましたところ、その 250 名以上の人数が入れるような本庁型の庁舎というふうにしたら相当

大きな増改築が必要になってくるということが考えられますので、そういうことをするのが、結果
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的には 10 年後にはまた 250 名ぐらいの、まあ 250 名から 300 名ぐらいの職員になっていくとした

ら、そのときにはもうその大きな庁舎が必要ないということになりますと、結果的には無駄な投資

といいますか、そういうことが考えられますので、まあそれも避けなければならないということを

考えますと、折衷案というような形になるかと思います。 

それでいまご意見のようにですね、暫定的ではないかというふうにいわれましたが、暫定的であ

るというふうに考えていただいても結構なのではないかと思っております。将来は必ずこの庁舎方

式でですね、分散型でずっと将来もいけるかどうかということになりますと、それはやっぱり当然、

無理が出てくるのではないかと、ただいまの現在の合併時には、職員が 400 名近く厳然としておる

わけでございますから、それをまあどういいますかね、一つでまとめて来るということになると、

先ほどのような問題点がおきますので、まあ暫定的といいますか、当面の話ということかも分りま

せんが、合併スタート時はこういう形でというふうなことを提案させていただいておるわけでござ

います。 

 

（「すいません」と発言する者あり） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

東和町の西本ですが、新町の組織図、あっ機構図がまだ提案されてないと思います。次回はひと

つ機構図を出していただきたいがと思います。それともう一つ病院の関係の機構図が出ております

が、これの事業管理者の権限といいますか、位置づけというものはどのように考えておられるのか、

ご説明ください。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

いまの機構図でございますが、組織図、機構図ということになって、ちょっと具体的な話が私に

ちっと理解されてないんですが、例えば機構図というようなものを出そうとすると、当然、庁舎の、

事務所の位置というものから決まらないと、まあできにくいんではないかと思っておりますが。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

病院関係。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

すいません。病院の事業管理者のことでございますかね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
 

病院の事業管理者を置くということはですね、まあいまのところ、事業管理者を置いてですね，

病院の独立性を保った運営にあたっていただこうということでございまして、病院の方の関係につ

きましては、できるだけいまの体制をそのまま維持できるような形にしたいということで事業管理

者を置くというふうなことを考えております。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

行政の方の組織図、機構図ですが、ここへ庁舎関係の、分散型って出ておりますけれども、指揮

命令系統をみるうえでは機構図がないと分らないわけでございます。庁舎は、各組織は分散してい

るけれども、じゃあその指揮命令系統はどうなるのか、これをみるには機構図がないと分りません。
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是非、機構図を示してください。例え分散したものであっても、機構図がいると思います。 

それから事業管理者でございますが、事業管理者の位置付け、企業管理的な権限を持つのかどう

か、あるいは管理者については行政の方の 3役、あるいは 4役と同じように議会の承認を得た上で

の、事業管理者となるのかどうか、その辺りの考えがあったら示していただきたいと思います。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

事業管理者の位置づけでございますが、事業管理者の位置づけというのは、地方公営企業法に定

められた事業管理者でございまして、議会の承認は必要ないと思いますが、町長が任命をするとい

うことでございまして、任期は 4年でですね、まあいえば議会の承認が要る助役さんと同じような

形になると思います。 

ただ、公営企業法の中ではですね、これが公営企業法を全部適用する場合の事業管理者と一部を

適用する場合の事業管理者がありまして、そこら辺りはまだちょっと、今後、4町長さん方に詰め

ていただきたいというふうに考えております。 

それと機構図のことでございますが、機構図が是非とも必要だというのは、いえば決裁権の問題

とか、指揮命令系統の問題とかいうことで、例えば本課といわれるような課が分散するわけですの

で、そこの課長さんの権限と、総合支所に置かれておる総合支所長といいますか、管理部長といい

ますか、こことの権限の兼ね合いのことではなかろうかと思っておりますが、総合支所長の指揮下

に入るというふうには考えておりません。できれば町長から、いまある現在各町が、庁舎におりま

す町長以下、助役、課長という指揮命令系統と、その総合支所は総合支所での指揮命令系統という

ふうな形での、まあ分れておるということになると思いますが、そこら辺りがどういいますかです

ね、同じ館
やかた

の中におりながら、命令系統が違うのではないかということになるかと思いますが、

町長、助役から総合支所の管理者と、その各課の課長への命令系統が別立てだということになるの

ではないかというふうに考えております。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  いいですか。 

 

（「機構図はじゃあ、まあ出さないというとですか」と発言する者あり） 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

分りました。次回にじゃあ、機構図は出ささせていただきたいと思います。 
 

（「はい、分かりました」と発言する者あり） 

（「はい」と発言する者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（東和町議会議長 山本  保） 

あのう、始めごろに、組織については、本庁方式とそして総合支所方式でいくというような話が

あったと思いますけれども、本庁の場合には総務、企画、財政等そういうふうなものをやって、現

状の総合支所には、現状の住民に直接影響するものはおいて、住民に不足をさせないという方式で

進んできたと思いますが、ここに新たに分庁分散型庁舎というのが入ってきて、これが周防大島町

型だというふうな提案をされておるわけでございますけれども、この分庁分散型庁舎、4つの部門

をそれぞれの 4つの何庁舎に張りつけるのだというような意味合いと思いますが、詳しく具体的に

説明していただけませんか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

前回のご提案とまったく同じでございますが、前回の 16 ページに組織機構検討資料ということ

の中にもありますように、また大島方式と書いておりますが、これが周防大島町方式でありまして、

総合支所＋分庁という形の提案を前回させていただいておるわけでございまして、それで前回のお
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示ししましたこのカラー版の機構図では、どうもその分りにくいというご意見がありましたので、

今回、各庁舎にその分庁分散する各課を載せたものを今回お示ししたわけでございます。 

だから前回のカラー版の機構図を見ていただきますと、これはＡ庁舎からＤ庁舎まではすべて総

合支所と、窓口だけをおいておりまして、その右側にあります本課といわれるような括りの課につ

きましては、これがどこへいくか分りませんよという形であそこにまとめて書いておったわけでご

ざいますが、それでは分りにくいということでありましたので、今回、それを例えば環境課関連、

教育委員会関係をＡ庁舎にと、Ｂ庁舎には農林水産、商工観光、建設関係をというふうな形で載せ

て、まあ分かり易くお示ししたということでございまして、前回の提案と同じものでございます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（東和町議会議長 山本  保） 

この提案はこの前のと同じですけれども、ずっと前に出たのが、いま申し上げた本庁と総合支所

方式が望ましいんじゃないかということがあったかと思いますが、具体的にですね、ほじゃあ、分

庁分散型ということになると 4町に、その 4つの部門を置くということですよね、そこが主管にな

るんですよ、主管課になるわけでしょう。じゃあ、例えばですよ、例えば漁港、建設部門がおりま

して、東和町が漁港とか、海岸線が長いからそこに置くよと、例えばの話ですよ、置きますよね、

そうすると今度はそういう事業は皆、補助事業になりますよ。と国とか県とかの問題を折衝せなけ

ればならないし、2、3 年の経過も要してきます、金額大きいために、そうなるでしょう。そうす

ると、そこの各町というか、そこはいわゆる最終の町の決定を行って、町長との協議を行うという

ことになるわけですか。そうなんでしょ、と大島町からその漁港の問題が出た場合には、そこの大

島町の総合支所を経由して、そこから東和町にあれば東和町にいくと、だけどそれは住民に取って

は具体的に陳情というか、説明をせなければいかんというときは、そこへいかにゃあならん、こと

が済まん。そういうことですか、この 4町の分庁分散方式、で教育なら教育で、学校の問題はまた

よその町へある、そこを確認したいんです。そしてそこが町長と最終的に事務的には詰めて、町長

と協議して町の決定になる。そういう形ですか、この分庁分散方式っていうのは・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

ちょっとまあ誤解があると思うんですが、通常のですね、例えばいまおっしゃられました陳情が

あるということにつきましては、各町の総合窓口の方に、例えば建設関係の陳情であればですね、

事業管理課と、まあこれは名前もちょっと仮置きなんですが、事業管理課というふうに置きまして、

そこに建設係というものを置いております。それは各町の総合支所の総合窓口にすべてあります。

ここでそういうふうな陳情等はお受けするということで考えております。 

それでいま委員さんがおっしゃられたように、例えば建設課が東和町の庁舎におるよということ

になったときは、東和町で補助事業はすべてやっておるということになるんだろうと思うんです。 

それで例えば通常の陳情問題につきましてはですね、例えばここに漁港を新たに 10 億円で作っ

てくださいよというふうな陳情というのは、そう度々あるものではございませんし、それは総合支

所で受けるべきものでもないだろうと思うんでですね。通常の例えば陳情なり、要望なりというの

は、そう、住民に密着したものにつきましては、すべて総合支所の窓口の方で受けられるというと

いうふうな形で、総合窓口というのを置いております。 

それで補助事業につきましてはですね、これが本庁方式であっても、どっか本庁になったときに

そこにまあ、建設課の補助事業は、すべてそこにおるということになりますので、そこから郡内の

それぞれの事業をやっていくということにならざるをえないと思っております。 

それが本庁でなく、分庁された庁舎でそれをやるということになってくるんだろうと思っており

ます。 

 

（「はい、よろしいですか」と発言する者あり） 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（東和町議会議長 山本  保） 

山本です。いまのようなことは確かに言葉の上では、あるいは文書の上ではできると思いますけ

れども、大きな問題になってきたときに、現実的にですね、まあ本庁がどこにあるかは分りません

ですけれども、そういうようにそこで、部長というか、所長というか、よう説明せよと、これから

はスピードを要求されて、そして事務を簡略化しながらやってゆくというのが、一つの合併の大き

な目的の中にもあるわけですよ。こういう方式を取ったら手間を食うんじやないですか、そういう

ふうにしたときに、それはちょっと山口に行っちょる、町長は東京にいっちょる、ちょぃと待ちん

さいませよと、いま同じ庁舎の屋根の下におるからちょいと来いというんでできるんですけれども、

こういう現実的な問題になったときに確かに支障が出てくるのではないですか、この分庁分散方式

というのは、住民の不便を考えたときには、やはり本庁と総合支所方式というスピーディな行政が

できるという方式の方がええんじゃないかと私は思いますが、もうちょつと分庁分散型が分るよう

に説明をしてください。 

それでないと、この部門については、そこが本庁になるという考え方を持てばいいわけでしょう。

そうなるわけでしょ。もう町長はそこにおらんわけですからね、その間の連携というのは、どのよ

うにして取るのか、いま私が申し上げたような具体的な問題というのは必ず出てくるわけです。 

ここの辺が住民サービスを低下させるひとつの問題になると私は思うんで、ひとつ具体的な問題

として・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

はい、ご懸念は十分分っているつもりでございます。というのはですね、本来、役所というのは

町長以下、命令系統がずらっと下がってですね、すべての課長がそこに責任者がおるというのが、

それは町長がちょっと何々課長さん相談しましょうというときに、まあ即座にできるということで、

それは一番指揮命令系統がはっきりするということではあると思います。 

まあ、それができないというのは、先ほど申しましたように職員数の問題とか、住民の要望の問

題とかからして、こういうふうな分散をせざる得なかったということでございますが、それの対応

策として通常の住民からの要望につきましては、総合窓口で対応できるような体制を各庁舎の総合

窓口に作っておるということでございまして、ただ、もう一つはいま委員さんのおっしゃられまし

たように、じゃあ町長と各担当課の部長、課長との、が同じ庁舎におらん場合に、その連絡調整が

難しいではないかというご懸念があると思いますが、それにつきましてもですね、できるだけ情報

通信基盤整備というようなものを整備しまして、できるだけまあそこで情報が滞らないように即座

にそういうことが、情報交換ができるというふうなことも考えていきたいというふうなことで対応

していきたいと考えております。 
 

（「はい」と発言する者あり） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  どうぞ。 
 
○委員（東和町議会議長 山本  保） 

大変、あのしつっこいんで申し訳ございませんけども、確かにいま言葉やら文章ではまことに立

派な回答でございますけれども、例をあげて県庁の職員の方もいらっしゃいますので悪いですけれ

ども、ここでも土木、農地事務所、いっしょに総合庁舎の中に入っております。しかし、やはり日

本の悪いところの行政が縦割り行政になるんです。ですからなかなか同じ事業をしても県に行かな

いとできないと、こういうことは必ず起きてくるじゃないですか、それを起こさんというのならば

誠に立派ですけれども、起こさんのならその方策をお尋ねしたいということです。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

まあ、二つあると思うんですが、一つは町長とその分庁されたところにおります管理職、まあ課
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長、部長ということとの連絡調整の問題と、もう一つは各庁舎の総合窓口に準じての対応する部分

ということがあると思いますが、通常、陳情等の受付というのは、そんなにまあ普段の大きな問題

を今日来て今日ということには、多分ならないと思いますので、その方につきましてはある程度総

合窓口で調整しながら、総合支所の方で対応できるのではないかと、いま委員さんの意見の、新町

のトップとその新町の各担当課長、部長、管理職とのその連絡調整が難しいのではないかというご

懸念があると思いますが、このことにつきましてはそれが一番いい方法になるとは、それはあくま

でも本庁方式ということでございまして、町長以下、その各課の管理職務者、管理課長、部長とい

うものがすべて一緒のところにおるというのが当然一番いい形だろうと思っております。ただ、そ

れらは先ほど申し上げましたようにいろいろな条件がありまして、それが一つにはなれないという

ことで、暫定的なことといいますか、将来ずっとこれでからいくということは、われわれも考えて

おりませんが、合併時のスタート時点はやはり、職員数 400 人を抱えているわけでございますから、

それを新町の総合支所方式の本庁に 250 人乃至 300 人をまとめてしまうというようなことは、非常

にハードルが高いということから、分庁分散型の庁舎方式ということで提案させていただいたわけ

でございます。だからそのことにつきましてそのご懸念を払拭するといいますか、そのことについ

ては、自体は、さっき申し上げましたように情報基盤整備等の充実によりましてから、できるだけ

そういうことがおこらないようにしていかなければならないというふうなところで考えておりま

す。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ええですか。 

山本さん。 
 

（「ええないんじゃがね」と発言する者あり） 

 

【笑いあり】 

 
ほかにございませんかね。 
 

（「すいません」と発言する者あり） 

 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 河原 芳樹） 

いろいろ詳しくご説明になった後なんですが、これは確認と私自身あれなんですが、先ほどのお

答えの中に専門部会、幹事会、首長会さん等でご了解を得られたとおっしゃった中に、新町の事務

所の調査検討小委員会の名前が出てこないんですが、これはもう全然別個の考え方なんでしょうか、

それがお伺いしたいんですよ、というのが、前回のこの問題が提案されたときに、逆に小委員会の

方から意外な組織図が提案されたなあという、ご質問が私のメモが書いてあるわけですが、となる

と小委員会との連携が取れているのか、取れてないのか、その方は外しながら進んでいるのかなあ

というふうな、まあ気がするわけです。一番最初のときも、無論、本庁式、分庁式、総合支所式と

いうことで、権限等についてもいわれておりますし、いろんな面でそういうものが立ち上げられて

いきますけれども、私が気になるのは小委員会と皆様方のいまこの決められた、ここで報告がある

のか、連携があるのかないのか、それとは別に、小委員会とは別な方法で、ちゃんとしたもので提

案してくるのかということもお聴きしたいなと思います。すいません、よろしくお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、お答え申し上げます。新町事務所検討小委員会につきましては、最終的に新町の事務所を

どこにするかという結論をだしていただきたいということで、小委員会を設置しておるわけです。 

その中で新町の事務所の位置を検討する中で、じゃあ組織機構はどういった形になるんであろう

かということがございましたので、組織機構につきましてはこういった形になるということで、先

般、7月 1日に開かれました小委員会におきまして、ご紹介方々申し上げましたといったところで
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ございまして、基本的には新町事務所検討小委員会と組織機構、全体的には関係いたしますけれど

も、これと確実にリンクしておるというわけではございません。 

 

○委員（学識経験者 河原 芳樹） 
いいです。わかりました。 

今後のあれに、これは今日おそらく決定ではなかろうと思っておりますので、その辺がわかった

らいいです。はい。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 
どうも、先ほどはちょっと言葉が過ぎましてご無礼いたしました。先ほど事務局の方からご説明

がございまして、前回もそうでございましたが、一つも二つも大きなハードルがあると、それをク

リアーするための苦渋の選択である、こういうふうなまあご意見があったと思うんです。苦渋とい

うのは委員さんがいわれた、どなたかが評価で出てます。それで私はこの協議会というのが、やっ

ぱり議会でいえば本会議でありますから、ここでいろいろな議論をしていくことに、重要案件につ

いてはなると思いますが、まあ 2つのハードルというのは、どこからどういうところで出てきたの

だろうかと、ハードルは外してもいいじゃないかと思うわけです。 

それで、ただ 4町舎が、4町の庁舎がでございますして、どこかにひとつその庁舎を活用してで

すね、本庁舎にしてもらう。あとは分庁舎にしてというふうな選択というものはですね、当然、そ

れはいままであったものをですね、この苦しい財政の中でですね、チラにして、田圃の中に大きな

ものをひとつ作るというふうなことは、これはもうとても考えられるケースがあるもんじゃあござ

いません。ございませんが、いまのような 4つ町が一つの町としてですね、町政の運用機能を発揮

するわけですから、ある程度の予算を投入してですね、それなりの舞台装置を作っていく必要は、

当然あると思います。そじゃから、そういうふうなことを一つと、それとあの職員の数をですね、

職員の数と申しますか、約 80 パーセントは各町へ戻さにゃあいけんというハードルがあるという、

こういうふうな意見がございました。これも私はいかがなものじゃろうかと思うんですね、こうい

うハードルを外したらどうかと思うんですね。純然たる組織論をここで提示していただきたい、そ

れを現在ある庁舎にどういうふうに配置していくかというハード面の検討をですね、提案していた

だくと私は理解できますしね。それでまあ提案でございますが、合併促進法は過疎促進法であると

いうふうなことをいう方もございます。確かに統合すれば過密、過疎がでてくるのは当然のことな

んですけれども、それを公平に各過疎地、少なくなるところについてですね、町政の目を向け、そ

こに発展を検討していくというのがですね、検討課題であって、役場の職員を 8割は残さにゃあい

けんというふうな発想はですね、ちょっと私はいかがなものかということをですね。したがって、

2つのハードルがあるから非常に苦しい、こういうふうな・・・、当然、本庁機能をですね、町長

さんのもとに１本にしていくということをですね、誰が考えても一番ベターであるわけですよね、

それを敢えてこう分散してですね、山本委員さんがさっきおっしゃったように非常にこう半身不随

になったようなですね、執行をしいられるような、新しい町の舞台装置というのはですね、私は避

けたい、避けていただきたいというふうに思っております。 

したがって、その 2つのハードルをどう考えるべきかと、その辺を議論する必要があろうと思い

ますし、その前提となりますのは、やはり、庁舎建設、庁舎でなくて、いつも私は委員会の委員で

ございますが、新町建設計画策定検討小委員会のですね、そういう面での議論をいただいて、いか

にどこの庁舎が一番有効に予算を少なくすましてですね、最大限の本庁機能を吸収しうるかという

ことをですね、検討していただいて、提案していただく方がいいと思いますね。これは両方の、組

織のあり方と庁舎の方へ人をどう配分するかということの 2つが議論になっておるので、どうもち

ょっと議論が非常に噛みにくいところがあるように思います。この辺のちょっと整備をひとつお願

いしたいと思います。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

いまのご意見なんですが、その 2つのハードルを外したらどうかというご意見なんでございます

が、要するにこの 2つのハードルが外せないということを前提に組織機構を考えてきたわけでござ

います。と申しますのは昨年、各町とも地域懇談会というような形、または合併説明会という形で

地区を回りましたが、その時の懸念がやはり合併して、うちの町は多分本庁はこんだろうが、こん

かったときにはガックリ職員数が減ってから、やあそれじゃあ寂しうなってしもうてから活力が失

われてしまうと、そじゃから、急激な、要するに職員の減少はどうもならんよというのが大きな懸

念材料としてあがってきたというのが、この 4町の合併での説明会でのご意見だったわけです。ま

あそれがありますので 20 パーセント以下というのは別問題といたしまして、急激な職員の減少と

いうのは避けたいというのが、まず第一前提、もう一つは事務所の位置の検討小委員会の方から出

されました大きな増改築をしないよというのも、これも小委員会のご意見でございますので、それ

を私どもの方でそりゃあ外しましょうというふうなことは、とてもできることではございませんし、

その両方を加味したものから、その分庁分散型の庁舎ということになってきたわけでございます。 

それでいま先ほどから何度もお話がでましたが、いまある庁舎を十分活用してというのがですね、

いまこの方式が一番十分活用されて、なおかつ増改築が必要ないという方式だと考えておるわけで

ございます。要するに各町の庁舎を十分に活用するためにいまの職員数をあまり、人数的にはあま

り多くしたり、減らしたりしないということで、増改築も少なくて、なおかつ活用が十分にできる

ということでございまして、いまの庁舎を十分活用するということと、増改築をするということは

かなり相反するということではないかと思っております。 

それはさきほどから申し上げておりますように、例えばＡ庁舎であれば、それは 250 人入るんで

すよということがあるんであればですね、当然、そこを十分活用したらということになると思いま

すが、いまのところ、4町の庁舎とも 200 人以上超すような職員がそこへ勤務できるという庁舎は

ないわけでございます。それからしますとその小委員会からの報告がありましたように、あまり大

きな改装しないで、なぜならば将来は職員数の削減目標を立てるのであれば、当然、そのときには

不要なものが増改築されたということにならないように、効率的にいまの 4町のものを使いながら、

将来、縮小したときに、まああまり無駄がなかったなあという形にしたいというご意見だろうと思

っておりますので、この二つのハードルは是非ともクリアーしたいというふうなことで検討してお

るものでございます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
41 番、村田でございます。まあ 2 つの本庁がございましょうけれど、これはまあ、極端に詰め

ていけば、どちらを採用しましても、プラスがあればマイナスがある。だから、結論的にはマイナ

スが少ない方がいいわけでございまして、それをどのようにまあ考えていくかということでしょう

けれども、もともと 4町の規模の点からみてですね、まあまあほとんど格差がないという前提に私

は立っていると思います。4町の行政いろいろな面から、機能、構成、人口、すべての経済を含め

てですよ。したがって、大きな格差はなく、まあまあ平等であろうと、これがまあ原点にある。 

しかしながら、合併というですね、本当、50 年か、100 年に一遍の、この歴史的な変革の中で、

基本的には当面、住民にですね、極端なサービスの低下になるような機構図というのは、これは好

ましくないと思います。 

したがって、まあ極端な本庁中心主義の指揮命令、規模、これは好ましくないと思います。そう

した中でですね、しかしながらそうはいいながら、やはり基本的には 4 支所はこれは平等でない

と思います。平等でございません。職務権限においてはですね、当然これは濃いところもあろうし、

濃淡はあります。また、濃淡がないとですね、本庁は機能しないと思います。 
したがって、支所イコール本庁と支所オンリーのところにおいてはですね、当然、これはその辺

の職務権限、これは濃淡があってしかるべきであるし、まあないといけないと思います。したがっ

て、そういうのでどのようにまあ構築していくかというようなことでございして、まあその辺はで
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すね、まだ見えてこないわけですから、いろいろ、皆さんがここでいっしょに心配しておるような

状況の現状でございます。 
まあそういうことでございまして、当面、住民に直結するような、もろもろの事業、仕事につい

てはですね、これは当然、支所長決裁というとが前提でありますし、そういった中で本庁、支所の

ですね、機能、権限をどう構築していくか、これにかかると思います。鑑定しておりましてですね。

私はやっぱりいまの原案について、当面、これでいくと。将来、情勢の変化に応じてですね、これ

はまあ、変革も、変えることもありうるというようにまあ感じでおるんでございます。以上でござ

います。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

だいぶ意見もでたわけでございますが、先ほど西本委員さんの方から機構図等の意見もございま

したので、継続協議といたして、次回以降の協議会で、再度、協議したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

 

はい、それではないようでございますので、協議第 45 号は継続協議といたしたいと思います。 

 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に継続協議となっております協議第 47 号、協定項目 24-9、各福祉事業の取扱いについてを議

題といたします。再度、事務局の方からご説明をお願いいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それでは資料綴り 8ページでございます。各福祉事業の取扱いについてということで、前

回に引き続きまして、継続としておだししております。 

1 番、2番、そして（1）、（2）、①、②、前回とまったく同様でございます、いずれにいたしまし

て、調整方法等々について、具体的なものができましたならば、また重要なものにつきましては、

協議会に随時報告さしあげるということで、ご了解をいただいたらと思っております。以上でござ

います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええ、説明が終わりましたが、これに対しまして、ご意見がある方・・・。 

 

（「質疑なし」と発言する者あり） 

 

はい、ないようでございますので、これも確認を取らしていただきますけれども、協議第 47 号、

協定項目 24-9、各福祉事業の取扱いにつきましては、提案のとおり確認することに賛同の諸君の

挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 

はい、ありがとうございました。大方の賛同が得られたものとして、協議第47号、協定項目24-9、

各福祉事業の取扱いについては、提案のとおり確認済とさせていただきます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 48 号、協定項目 15、一部事務組合・広域連合等の取扱いについてを議題といたしま

す。事務局のご説明をお願いいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

はい、協議第 48 号、9 ページでございますが、協定項目 15、一部事務組合・広域連合等の取扱
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いについて、一部事務組合・広域連合等の取扱いにつきましては、5項目にわけて、提案させてい

ただいております。 

まず、この 9 ページの一番おもてにあるこの提案がですね、次の 10 ページから 1 項目ごとにで

ておりますので、10 ページ、まず第 1を説明させていただきます。まず、1といたしまして、大島

郡国民健康保険診療施設組合、大島郡環境衛生施設組合については、大島郡 4町が構成団体となっ

ている一部事務組合でありますことから、合併の日の前日をもって、当該一部事務組合を解散し、

合併の日にすべての事務、事業、財産及び債務を新町に引き継ぐと、又、一般職の職員は新町の職

員として引き継ぐというものでございます。それで 10 ページの附表でございますが、まず名称が

大島郡国民健康保険診療施設組合と大島郡環境衛生施設組合でございまして、これが構成団体が大

島郡 4町になっておりますので、構成団体が新町になるわけでございます。そして財産、債務は別

紙にありますが、新町に引き継ぐと、特別職は国保の方が組合長 1、助役 1、議員 16、監査委員 2

と環境衛生の方が、組合長 1、助役 1、収入役 1、議員 12、監査委員 2 となっておりまして、組合

の解散により失職するとなっております。一般職につきましては、職員数と職員の条例定数と実人

数が記載されてますが、新町の職員として引き継ぐものでございます。また、担任事務については

そこに記載してありますとおりですが、新町組織に組み入れるということになると思います。 

次に 11 ページでございますが、提案の 2 でございますが、2 として周防大島広域連合につきま

しては、大島郡 4町が構成団体となっている広域連合でありますことから、合併の日の前日をもっ

て当該広域連合を解散し、合併の日にすべての事務、事業、財産及び債務を新町に引き継ぐと、又、

一般職の職員は新町の職員として引き継ぐということにいたしております。これも 11 ページの附

表をみていただきたいんですが、大島郡広域連合は構成団体が 4町となっております。財産債務に

つきましては、次のページにございますが、別紙で説明をいたしたいと思います。次に 4番の特別

職でございますが、連合長 1、副連合長 3、収入役 1、議員 8、監査委員 2、選挙管理委員会 4とな

っておりますが、連合の解散により失職することとなります。一般職につきましては、これは各町

からの派遣でございますが、条例定数 8人にして，実人数が 8人おりますが、新町の職員として引

き継ぐ。担任事務は、介護保険事務でございまして、新町の組織に入ってくるわけでございます。 

次に 12 ページでございますが、いま説明しました 4 町で構成しておる一部事務組合と広域連合

でございますが、解散する 3つの団体につきましての財産及び債務等が記載してあるところでござ

います。 

次に 13 ページでございますが、3 番目の提案といたしまして、柳井地区広域事務組合、柳井地

域広域水道企業団、柳井地区広域消防組合、山口県東部地方税整理組合、山口県市町村職員退職手

当組合、山口県市町村消防団員補償等組合、山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合、山口県市

町村災害基金組合、山口県自治会館管理組合というのに 4町が加入しておりますが、合併の日の前

日をもちまして当該一部事務組合を脱退し、新町において合併の日に当該一部事務組合に新町とし

て加入するという提案でございます。まず、1 番のところから名称がでておりますが、9 つの組合

に入っております。で組合を構成する団体といたしましては、現在の大島郡 4町の他何団体という

のをそこに記載しておりますが、すいません、上から 1、2、3、4、5番目の山口県市町村職員退職

手当組合の 59 というのを 60 に訂正していただきたいと思います。そういうふうな 4町他何団体で

構成されている組合でございまして、担任事務につきましては、そこに記載しておりますが、そう

いうふうな事務を担任して一部事務組合を構成しております。 

次に 14 ページでございますが、4 番目の提案といたしまして、山口県市町村公平委員会につい

ては、合併の日の前日をもって当該機関の共同設置を脱退し、新町において合併の日に当該機関の

共同設置に新町でもって加入するという提案でございます。これは自治法上の問題でございまして、

一部事務組合でなく、機関の共同設置ということになっておりますので、この機関の共同設置から

一度脱退し、再度また新町で加入するという提案でございます。 

最後、15 ページでございますが、大島郡合併協議会でございます。この協議会については、合

併の日の前日までに解散するという提案でございます。構成団体は 4町で、合併協議が担任事務で

ございます。 

次に 16 ページをお開き願いたいと思いますが、いまご説明いたしました 1 から 4 までの一部事

務組合等が出ておりますが、そこのパターンの①、②というふうになっておりますが、これは右下

の方に①、②として、どういう形になるのかということが説明されております。なお、設置年月日

とか、大島郡が設立しております一部事務組合等、加入しておるものがなにかというのが、そこに
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掲示しておりますのでみていただきたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくご協議の方を賜りたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終わりましたので、協議第 48 号に対しまして、ご意見なり、ご質問なり承りたい

と思います。 

   

（「はい」と発言する者あり） 

   

はい、どうぞ。 
 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
東和町の西本です。一部事務組合等をですね、新町に引き継ぐということですが、特に病院関係

が長い期間一部事務組合で経営されております。でまた住民に取っても大変身近な問題でもあるわ

けでございますが、病院というのは、で新町において引き継ぐのはそれはまあいいとして、いまま

で一部事務組合で経営してきた場合、あるいは今度、新町において町直営の病院ということになる

わけですが、その当たりのデメリットとメリットを示していただきたいがと思うわけでございます。 

こういう部分がよくなりますよと、いままでは一部事務組合という一つのワンクッションがあっ

て、いろいろと住民の声なりが届いておったということですが、今度は直営でございますので、わ

りとそこら辺りのメリットがでてこうかと思うんですけれども、いずれにいたしましても、大変大

きな問題でありますので、住民にも説明をしたいと思いますんで、こういう部分がよくなりますよ、

ただし、こういう部分はちょっと懸念がありますよ、ただ、その懸念の部分については、こういっ

た方法で克服していきたいというようなですね、メリット、デメリットを列挙していただいて、そ

れへの対応を文書化して、本協議会に提案していただきたい、参考資料としてだしていただきたい。

それによって判断をしていきたいがと思うわけでございます。 

やはり、大変、住民に取っても身近な問題です。是非ひとつそこら辺りを示していただければ、

われわれも協議がしやすいがと思うわけです。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

あの、一部組合組合と直営の病院ということになるわけでございますが、これのメリット、デメ

リットというのはですね、これはまた今回でなく次回のときまでにすこし調査もさせていただく時

間が欲しいと思うんですが、実をいいますとこれは一部事務組合が解散して、新町の直営になると

いうことにつきましてはですね、まあ直営といいますか、新町になってくるということにつきまし

ては、まあ法的選択肢のない状況でございまして、構成町が 4町でございますので、4町が 1町に

なれば、当然、1町のフィールドということでございますので、まあ選択肢はないということでご

ざいます。 

ただ、いま委員さんおっしゃられるように一部事務組合の方が、例えば、よかった点とか、また

は今度、新町の中で経営するときにどういうことが懸念されるかということにつきましては、次回

またお示しをさせていただきたいと思います。ただ、これはいま委員さんいわれましたように昭和

34 年から各町ともすべての病院関係事業につきましては、組合の方で一括してやっていただいて

いる関係上、各町の方には、まったく内容につきましてからはっきり分るといいますか、そういう

ことが理解できるような職員というのは数少ないんだろうと思うんで、そういうことからしますと

病院の助役さんにも、幹事会、幹事としてでていただいておりますので、病院の方でも検討してい

ただきながらお示しをしたいと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ええですか。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
お願いします。 

できるんですか。提出していただけるわけですね。   
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（「ええ」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、次回。 

ほかにございませんか。 

   
【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、協議第 48 号、一部事務組合・広域連合等の取扱いについては、継

続協議といたしまして、次回以降の協議会で再度協議をしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

 

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

 

はい、ないようでございますので、協議第 48 号は、継続協議といたします。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 49 号、協定項目 24-13、保健衛生の取扱いについてを議題といたします。事務局の

ご説明をお願をいいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、協議第 49 号、保健衛生の取扱いについて、協定項目 24-13 でございます。協議綴りは 18

ページでございます。保健衛生の取扱いについて次のとおり提案する。 

1、保健衛生の制度については、次の区分により調整する。(1)国又は県等が定める制度について

は、その要綱等に準拠しながら調整する。(2)各町が独自に実施している制度又は事業については、

次の区分により調整する。①合併時までに調整するもの。②新町において調整するものということ

で提案させていただいております。 

考え方といたしましては、前回、提案をいたしまして先ほど確認をいただきました各福祉事業の

取扱いと同様な考え方であります。19 ページ以降に現在各町が実施しております保健衛生関係の

事業の全部を記載しておりますけれども、右の欄の具体的な調整方法をご覧いただきますと、1－

（1）として、国又は県等が定める制度については、その要綱等に準拠しながら調整をするという

事業が半分以上を占めております。25 ページまでは大体そういった形の調整方針になっておりま

して、26 ページ以降に渡りましては、各町が実施しております制度、あるいは事業についてその

ほとんどを合併時までに調整するという提案でございます。 

この提案につきましては、保健福祉専門部会としての考え方を基にいたしまして提案をしており

ますが、さらに具体的な方針等が決まりましたならば、また特に重要なものにつきましては、協議

会に随時報告さしあげるということで進めていく予定にしております。 

最後に 30、31 ページに、先進の事例を 3 つほどおつけしております。参考にしていただければ

と思います。以上、保健衛生の取扱いについて提案させていただいております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは協議第 49 号に対しまして、ご意見等があれば承りま

す。 

   
【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、協議第 49 号、保健衛生の取扱いにつきましては、継続協議といた

しまして、次回以降の協議会で再度、ご協議をしていただきたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

 



 39

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

 

はい、ありがとうございます。ないようでございますので、協議第 49 号は、継続協議といたし

ます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 50 号、協定項目 24-16 公営住宅の取扱いについてを議題といたします。事務局のご

説明をお願いいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

  協議第 50 号、協定項目 24-16、各種事務事業の取扱いうち公営住宅の取扱いについてご説明い

たします。資料は 32 ページでございます。 

本文でございますが、1としまして、町営住宅、一般住宅、改良住宅及び特定公共賃貸住宅につ

いては、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、家賃の算定方法については現行のとおりとする。2、

公営住宅入居者管理等調整が必要な事項については、合併時までに調整をするとして提案いたして

おります。 

 資料 33 ページをお願いいたします。公営住宅の建設事業につきましては、公営住宅法や特定優

良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、各町とも町営住宅管理条例、特定公共賃貸住宅管

理条例等を定めて、住宅に困窮する低額所得者に対しては低廉な家賃で賃貸するための町営住宅等

を、また、中堅所得者に対しては居住環境が良好な特定公共賃貸住宅を国・県の補助を活用して設

置して、住宅環境の整備に努めているところであります。目的、事業内容の基本において、4町に

相違がないので、現行のとおり新町に引き継ぐとしております。 

なお、後ほど出てまいりますが、橘町にございます改良住宅や町が単独で建設した一般住宅につ

きましては、これは密集地の住宅環境の改善や戦後の引揚者用等のために設置した住宅ですが、事

務事業の内容につきましては、町営住宅に準じたものになっておりますので、これらにつきまして

も、現行のとおり新町に引継ぐものであります。 

 次のページでございますが、公営住宅入居者管理につきましては、34 ページの入居者募集及び

選考、35 ページの入居者選考委員会について掲載しております。まず 34 ページ、入居者募集及び

選考ですが、この事務の概要は、公営住宅入居者に対し、入居・退去の条件等を定めて適正に管理

をしていくものです。事務手順としましては、そこに①から⑧までに書いておりますように入居者

の公募から始まり、入居者の選考等、住宅入居（入居説明）まで条例で定められております。 

なお、ここの④の入居者の選考につきましては、申込書類による入居者資格審査を経て、大島町

を除く 3町は入居者選考委員会で、大島町では、公開抽選会により、選考を実施しております。 

次の 34 ページの入居者選考委員会ですが、そこに名称、目的、委員構成、活動状況、委員報酬

を掲載しておりますが、先ほど申し上げましたように大島町は、公開抽選会により選考しており、

この委員会を設置しておりません。専門部会においては、入居者選考委員会は、廃止の方向も含め

て、合併時までに調整したいとしております。選考委員会を設置しておる 3町では、申込者が募集

の戸数を超える場合には、公営住宅施行令第 7条の選考基準に基づく詳細な選考採点表を作成して、

そのたびごとに入居者選考委員会を開催して選考を実施しておるところでございます。 

廃止の理由につきましては、1戸を募集する場合にも、委員会の開催準備等、入居者決定までに

時間がかかること、また新町になって町域が拡大すると委員さんの知らない応募者も多くなり、選

考に支障をきたす懸念があること、また事の真偽は別としまして選考に恣意的な面が出る、またプ

ライバシー事項の漏洩等の欠点が指摘されており、選考に漏れた者からの苦情も少なからず出てお

るところであります。 

 一方、大島町では、同様に選考採点表を作成して、担当課において点数によるＡ、Ｂのランクに

よる第一次選考を実施した後、必要度の高いＡランクの応募者による公開抽選会で抽選を実施して

決定をしておるところであります。 

いままでに制度上の支障や苦情もなく、迅速かつ公平に運営されているところでございます。な

お、県においては、選考委員会の設置はしておらず、応募者の選考についていちいちの個別の詳細

な調査はしておらず、施行令程度の精度で調査したうえで抽選をしておるところであり、また柳井

市においては、選考委員会は設置しておりますが、受付順に入居者を決定しているところでありま
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す。このように行政区域が広い場合には、受付順や抽選という方法で処理をしている事例が多いと

ころであります。 

したがいまして、専門部会においては、更なる公平性の確保及び行財政改革の観点から大島町の

方式を基本に調整をしたいということであり、これらつきましては、調整が必要な事項については、

合併時までに調整をする。なお、入居者選考委員会については廃止の方向も含めて、合併時までに

調整をするといたしております。 

次に、36 ページですが、入居者資格につきましては、それぞれそこにありますように定められ

ております。町営住宅については、一般世帯については、①現に同居し、又は同居しようとする親

族があること、②現在、住宅に困っている方、③過去 1年間の収入が基準の範囲内であること、こ

の所得基準額は、総所得から扶養控除等を引きまして 12 で割って、200,000 円以下である必要が

あります。④町税を滞納していないこととなっております。 

なお、単身者世帯については、一般世帯の同居者ありの条件が 50 歳以上又は身体障害者等とな

っており、ほかの条件は同様でございます。 

  特定公共賃貸住宅については、入居者募集等の事務の概要、事務手順は、町営住宅と同様ですが、

入居者資格は、①同居要件、②収入基準、この所得基準額は、200,000 円を超えている必要がござ

います。③住宅を必要としていることとなっております。 

それから家賃の減免ですが、町営住宅、特定公共賃貸住宅の家賃の減免や減額に関して掲載して

おります。そこにありますように、申請があれば要件にしたがって減額の措置を講じて、入居者負

担の軽減を図っておるところでございます。 

次に 37 ページには、各町の公営住宅の設置状況と住宅の使用料である家賃状況を掲載しており

ます。少し文字が小さくて大変申しわけありませんが、ご了承願います。 

  町営住宅については、久賀町の 231 戸から橘町の 134 戸まで、計 502 戸で、住宅の家賃について

は、入居者の所得に従って、そこにあります範囲でそれぞれ月額で定められております。 

  特定公共賃住宅については、同様に計で 62 戸、一般住宅、改良住宅については、橘町にござい

ますが、55 戸と 89 戸が設置されております。 

次に 38 ページから 39 ページですが、住宅使用料いわゆる家賃の算定方法ですが、法律等により

規定されており、4町とも同一でありますので、現行のとおりとするといたしております。 

家賃の設定は応能応益方式で、入居者の収入額、またその住宅の規模、築年数、立地等の条件に

応じ、それぞれの住宅ごとに決められております。 

38 ページでございますが、各町にともそこに一つの例を示しておりますが、東和町の例でご説

明いたしますと、これは平野団地の家賃表でございますが、そこにありますように入居者全員の所

得から扶養人数 1 人につき 38 万円を控除した額、これは所得税の控除と同様でございますが、本

人老年者の場合は、50 万円となっております、を 12 月で割り、その額をこの表に当てはめた金額

が月額の家賃ということになります。例えばその額が 100,000 円であれば、左から 3番目の 11,300

円ということになります。 

なお、右に収入超過者とありますのは、引き続き 3年以上入居している場合で、200,000 円を超

える収入がある場合に適用される家賃であり、所得額に応じて 26,400 円から 55,400 円の最高額、

これが近傍同種の家賃額ですが、そういうふうになっております。 

この表をもう少し詳しく説明いたしますと、そこに左から 1番目と 2番目に政令収入と家賃算定

基準とありますが、これは政令で定められておるわけでございますが、これに住宅ごとの立地や規

模、経年、利便性に係る各係数から算定される係数、そこの表の下にある応益係数、0.3052 です

が、これを左の家賃算定基準額に乗じてものが、この平野団地の家賃、11,300 円となっておりま

す。 

表の下にもうひとつ近傍同種の家賃ということで、55,400 円という数字がございますが、この

数字がこの住宅の本来の家賃ということで最高額の家賃になっております。 

この近傍同種の家賃は、それぞれの住宅について、建設費、用地費、また減価償却費、修繕費、

管理事務費等の必要経費等を控除して、規則に従って複雑な計算をして算出されておるものでござ

います。 

したがいまして、1ページ戻っていただきまして、町営住宅の東和町の下から 2番目の平野団地

の 1 戸当りの使用料のところを見ていただきますと、11,300 円～55,400 円とありますのが、この

額になるわけでございます。特定公共賃貸住宅や一般住宅、改良住宅についても、ほぼ同様な方法
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で家賃が算定されております。 

次に、40 ページから 41 ページ、公営住宅の管理として、住宅の修繕、模様替え・増築、取り壊

しについてですが、ごく一般的な管理上の取扱いを示しております。また 41 ページの下の方には、

家賃の収納管理について掲載をしております。 

これらにつきましては、ほぼ同様な取扱いでございますので、調整が必要な事項については、合

併時までに調整するといたしております。 

なお、その他の参考資料につきましては、42 ページから 44 ページには、公営住宅関係の取扱い

に関する法令を、45 ページには、先進地事例を掲載しております。以上で説明を終ります。 

 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。協議第 50 号につきまして、委員さん方のご質問なり、ご意見

があれば承ります。 

  ないですかね。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

  

それでは質問がないようでございますので、今回の提案ではありますが、確認をとらせていただ

きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

  

 

異議ないものと認めます。よって協議第 50 号、協定項目 24-16、公営住宅の取扱いにつきまし

ては、提案のとおり確認することに賛同の諸君の挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 

はい、ありがとうございました。大方の賛同が得られたものとして、協議第50号、協定項目24-16、

公営住宅の取扱いについては、提案のとおり確認済とさせていただきます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 51 号、協定項目 24-20、商工観光の取扱いについてを議題といたします。事務局の

ご説明をお願いいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、協議第 51 号、商工観光の取扱いにつきまして、協定項目 24-20 でございます。議案の綴

りは 46 ページからでございます。商工観光の取扱いについて、1 といたしまして、商工業振興事

業及び観光施設の管理業務については、次の区分により調整する。(1)、現行のとおり新町に引き

継ぐもの。(2)、合併時までに調整するもの。(3)、新町において調整するもの。２といたしまして、

各種の観光イベントについては、新町において調整をするという協定項目でございます。 

47 ページ以降にそれぞれ、商工振興関係の事業を掲げてございますけれども、例えば各町の、

47 ページでございますが、各町の商工会に対する補助金が記載され、調整方針といたしまして、1

－（3）、すなわち、新町において調整をするということでございます。 

各町にあります商工会は、公共的団体の一つでありまして、先般の公共的団体等の取扱いの協定

項目におきまして、各町に共通している団体はできる限り合併時に統合できるよう調整に努めると

いうことで、確認をいただいております。また、合併特例法におきましても、合併関係市町村の区

域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併関係市町村の一体性の速やかな確立に資す

るため、その統合整備を図るように努めなければならないとあるわけです。 

4 町の商工会におきましては、今年度から広域合併調査研究事業に取組みをいたしまして、商工

会の合併に向けて協議を始めるということでございます。商工会に対する補助金につきましては、
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新町において調整をするという提案をさせていただいております。 

また、そのすぐ下にございますけれども、商工業振興対策設備資金助成につきましては、4町の

内容が同じでありますので、1－（1）といたしまして、現行のとおり新町に引き継ぐという形で提

案をさせていただいております。また、その下でございますけれども、商工業者特別融資につきま

しては、久賀町と大島町が実施をしております。1－（2）といたしまして、合併時までに調整する

という提案でございます。 

同様な形でそれぞれ調整法方を記載させていただいておりますけれども、49 ページに観光イベ

ント事業というものの記載でございます。これにつきましては、各町それぞれ地域のイベントを展

開しておりますので、この取扱いにつきましては大きな 2番といたしまして、新町において調整を

するという提案をさせていただいております。 

また 1 ページ飛びまして、51 ページの後段になるわけでございますが、バス交通対策というこ

とで、このページには現状の廃止バス路線代替運行補助事業、あるいは町営バス運行管理、生活路

線等のバス運行、運行負担額を計上しておりますけれども、特に生活路線等のバス運行の国庫補助

残の負担額としましては、実績に応じての負担ということになりますので、これは新町において調

整をするといったような形での提案でございます。 

それぞれ、調整方法といたしましては産業専門部会という部会の方での考え方を基本に提案をさ

せていただいております。先ほどの保健衛生の提案と同様に具体的な方針が決まりましたならば、

また特に重要なものにつきましては協議会に報告を申し上げるという形で進めていきたいと思っ

ております。以上のとおり、商工観光の取扱いについて提案申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
説明が終わりましたので、ご質問をお願いいたします。 

  ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、協議第 51 号、商工観光の取扱いにつきましては、継続協議といた

しまして、次回以降の協議会で再度協議をしていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

はい、ないようでございますので、協議第 51 号は、継続協議といたします。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 52 号、協定項目 24-23、教育事務協議会の取扱いについてを議題といたします。事

務局のご説明をお願いいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、それでは協議第 52 号、資料は 53 ページでございます。教育事務協議会の取扱いについて、

協定項目 24-23、これは今回新規の提案でございます。 

ご提案する調整内容は、大島郡教育事務協議会は、合併の日の前日をもって当該協議会を解散し、

合併の日にすべての事務及び財産を新町に引き継ぐとしております。 

ご承知のように教育事務協議会は昭和 42 年に郡内 4 町が教育事務のうち広域的に処理したほう

が教育効果がいっそう期待できる仕事を共同で処理するために、地方自治法第 252 条の 2に基づい

て設置をしたものでございます。今日
こんにち

まで 37 年間、大島郡の教育行政を共同処理してきましたが、

4町の合併により、今後は新町の教育行政に引き継がれることになり、事務の処理そのものは廃止

し、協議会は解散、事務及び財産を新町に引き継ぐことになります。 

次の 54 ページには、これまで協議会が行ってきた事務の現況を掲載しています。54 ページ上段

には、協議会の設置根基等、全国的にもめずらしい特別な指導体制で郡教育が行われてきたこと、

また、事務の管理執行は各町の教育委員会の名において行われ、事務の一部として共同処理されて

きたとこ。 
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54 ページの下段には、協議会の組織を掲載しております。協議会委員は各町の教育委員長と教

育長で構成し、会長は 4町の教育委員長から選任しております。 

次のページの 55 ページには、協議会の事務組織と協議会の総務課、56 ページの上段に指導課の

事務分掌を掲載しております。特に指導課の事務には学校教育に関する重要な事務が多く含まれて

おります。 

56 ページの下段には、協議会の基本方針、事業について、次の 57 ページには協議会の会議、予

算について掲載しております。 

以上のような事務を大島郡教育事務協議会で管理・執行してきましたが、新町では 4町が一つの

町になりますので、事務の共同処理ではなく教育委員会の事務として管理・執行されることになり

ます。 

最後の 58 ページには、参考資料として協議会の地方自治法第 252 条の 2 の設置根基の条文、ま

た下段には教育事務協議会規約第 28 条の解散した場合の措置について掲載しております。解散し

た場合には関係町がその事務を継承し、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった

者がこれを決算し、監査委員の意見をつけて、議会の認定に付すような手続きになっております。

以上、事務局から説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終わりましたので、ご質疑をお願いします。ご質疑があれば・・・。 

   

（「はい」と発言する者あり） 

   

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
いまお話がありました。東和町、高田です。合併の日にすべての事務並びに財産を引き継ぐとい

うことで、私もそれに対しては異論ございません。 

ただちょっと確認でございますが、現在、協議会におります指導課長、教育相談員、ＡＬＴ、こ

れは外国語の指導助手でございます。この人たちの身分といいますか、ちょうど学期のなかばにな

るわけですね、10 月は。それをそのまま新町へ、まあ移行するといっちゃあご無礼ですが、皆入

れるわけですか、それともダメじゃといってパッと切られるわけですか、そこのところをちょっと

確認をしておきたいと思います。 

それからもう一つですね、協議会に関係したたくさんの委員会があります。学校保健会、結核対

策委員会、特殊学級の委員会、そういう委員会がありますが、それ以上はまあ大小ありますが、20

人ばかりの委員がおります。で、この委員につきましては、10 月までにすべてのことが終われば

ええんですが、継続してずっとやらにゃあいけんということ、学期の終わりまで続くような仕事も

あろうかと思うんです。その時の委員はどうなるのか、その 3点をちょっとお聴きします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、事務局では少し荷が重い部分もありますが、基本的にはこの調整内容についてご了解をい

ただければ、今後、この方針に基いて専門委員会等で検討がなされるということであります。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
  続けてちょっと質問させていただきます。専門委員会で検討されるのはいいんですが、まあ本年

度終わりますよね、来年 4月からまたふたたび協議会は動くわけです。ストップしないわけですね。

もう解散、合併するからここで解散よといって 4月に解散するのならええですが。継続しなきゃあ

いけないですね、学校教育ですから。そうしますとその時点で、いまの課長の問題とか、教育相談

員の問題等は決まっておらにゃあいけないんですよ。あるいは各、なんといいますか、先ほどいい

ました学校保健委員とか、あるいは結核対策委員会とか、そういうものも、ことを決めておかない

とですね。決めた、やめというわけにはいかんですよね、だからいま検討されるということはいい

んですが、その検討をですね、少なくともどっち側になるかということを少なくとも 3 月 31 日ま

でには決定しておいてもらわないと、そうしないと出発して 4月か、5月になってですね、そのこ
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とが決まりますと、非常に現在の協議会のサイドとしては、教育長さん辺りとか、教育委員長辺り

が、どうしていったらいいかということが具体的に分らないと運営ができないと思います。以上で

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、解散した場合には、関係町がその事務を継承しというところがございますので、この点の 

具体的なこまかいところについては、教育事務協議会が解散される場合の手続きに具体的要望を新

町事務組織へ引き継ぐか、あるいは教育専門部会で協議をされて新町に引き継いでいくということ

でご理解いただきたいと思います。 

 

（「はい、分かりました」と発言する者あり） 

   

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 
質問ですがね、単純な質問です。指導課長とおっしゃった、おそらく充て指導主事かなにかで派

遣をされているのでしょうね。英語指導助手の場合もそうだろうと思いますね、単県でついておる

わけですか、おそらく単県でついておるんでしょうね。大島郡教育事務協議会、まあ唯一ここしか

ないわけです。県下全体を探してもどこにもないわけです。昔からここしかない。それ、指導主事、

正式には指導主事でしょう。それを指導課長と呼んでいるんでしょうが、あるいは英語助手ですね、

これはおそらく単県で、県が措置してくれているんでしょう。そう理解してよろしいですよね。そ

うするとまあ大島郡の教育にとっては減るわけですからね。特に英語指導助手なんていうのは減り

ますよ。そういう方向で今後とも努力されると、新教育委員会におかれてですね、新町におかれて

ですね、そういう方向もあろうと思いますが、よろしくお願いをしたいと思います。以上です。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

   

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
いま安本委員さんからお話がありましたように、指導課長は県の方から入っておられます。充て

主事といいまして、身分は久賀の小学校の地位についておりますね、そして協議会の指導課長とし

て、学校あるいは教員の指導に当たっていると、それからＡＬＴにつきましても同じことがいえる

と思います。 

したがって、合併した後にそういうことを県の方にまた続けてお願いするとか、前に私ここで発

言をさせてもらいましたけれども、まあ大島郡 23 校ほど小・中学校がありますけれども、現在の

一人の指導課長さんでは到底やれそうにないんですね、だから新しく組織を作っていただくうえで、

もし許されれば指導主事といいますか、そういう者を 1名増していただくという、これは私個人の

委員としての意見でもあるし、教育事務協議会での皆さんの意見でもございます。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

   

ないようでございますので、質疑を打ち切りますが、この扱いも今回の提案でございますが、確

認を取ら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」と発言する者多数あり） 
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はい、異議がないようでございますので、協議第 52 号、協定項目 24-23、教育事務協議会の取

扱いにつきまして、提案のとおり確認することに賛同の諸君の挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 

はい、ありがとうございました。大方の賛同が得られたものとして、協議第52号、協定項目24-23、

教育事務協議会の取扱いにつきましては、提案のとおり確認済とさせていただきます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

以上で本日ご提案いたしました議題は、すべて議了したわけでございます。 

ここで事務局の方から、今後のスケジュール、日程の説明をお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは今後の合併協議会のスケジュールにつきまして、事務局が想定しております案につきま

してご説明申し上げます。 

昨年の 11 月に第 1 回目の協議会を開催いたしまして、以後、毎月定期的に開催をさせていただ

きました。本日の協議会をもちまして、数えて 10 回目となったわけでありますが、提案をいたし

ております協定項目は、すでに 41 項目にのぼりまして、未提案項目につきましては、残すところ

あとわずかとなりました。このままのペースでまいりますと余程のことがない限り、あと 2回乃至

3 回の協議会ですべて提案することができ、遅くとも 11 月には全項目を終了し、合併協定書調印

ということになろうかと想定しております。 

それまでに残りの協議会開催におきましては、いままで確認をいただいております協定項目の基

本的な方針に基きまして、住民生活に大きく影響する使用料、手数料、保険料や水道使用料、こう

いったものにつきましては、報告という形で委員さんにはお示しすることになりますし、協議会で

の報告を経て、住民の方に対しましても新町建設計画の方針や住民生活にかる具体的なものが示せ

る状態になったときに説明会を開催するということを計画しております。 

説明会の日程などにつきまして、具体的なものが決定いたしましたら各町を通じまして、お知ら

せしたいと考えております。なお、予定どおり、11 月の協定書調印が終わりましたならば、各町

の 12 月定例議会で合併議決、2月定例県議会で議決、県知事の配置分合処分の決定を受けまして、

4月に総務大臣の告示、10 月 1 日の合併ということを想定しておりますけれども、万が一、日程調

整がずれ込んだ場合でも、各町における来年 3月定例議会議決、6月の県議会議決、県知事の配置

分合処分、7月の総務大臣告示でも日程は可能というふうに考えております。 

また、この協議会につきましては、協定項目がすべて終了いたしましても、2ヶ月に、あるいは

3ヶ月に１回程度の定期的な会合を開催させていただきまして、こまかな項目や報告事項について、

お示しをしたいと思っております。以上が事務局が想定しております今後のスケジュール案でござ

います。以上でございます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

さらに、事務局の方から 11 回目の協議会の日程等につきまして説明させます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
本紙の会議次第の一番初めのページでございます。その他の項のところ、第 11 回の協議会予定

ということで記載しております。次回 9 月の 11 日、今日からいくと 20 日後と、23 日後というこ

とで、若干早くなっておりますが、午後 2時から開催する予定にしておりますので、どうぞ、よろ

しくお願いいたします。以上でございます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ありがとうございました。それでは大変、長時間にわたりまして、ご協議をいただきまし

て、本当にありがたく、厚くお礼を申し上げます。 

今日は、町名、周防大島という名前が誕生いたしました。皆様方のご協議、ほんとうに感謝いた
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しております。今後、また大きな課題も残っておりますので、皆様方とともにですね、素晴らしい

誇れるような島を創りたいというふうに思っておりますので、今後ともご尽力の程どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

以上で閉会をしたいと思います。ありがとうございました。 

 

【拍手あり】 

 

 

              〔午後 5 時 51 分  閉 会〕 
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