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第 11 回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日 平成 15 年 9 月 11 日（木曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 蒲野農村環境改善センター・多目的ホール 

 
 

開 会 平成 15 年 9 月 11 日（木）午後 2時 00 分 議 長 中本 冨夫 開閉会の日 
時及び宣告 閉 会 平成 15 年 9 月 11 日（木）午後 5時 23 分 議 長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 46 名  
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久賀町議会議員 伊藤 秀行    
委 員 学識経験者 伊村 光由 委 員 学識経験者 西村  均 
委 員 学識経験者 絵堂 光雄 委 員 東和町議会議員 西本 信男 
委 員 学識経験者 大永 忠博 委 員 学識経験者 原   清 
委 員 学識経験者 大浪 和郎 委 員 学識経験者 平井 昭輝 
委 員 学識経験者 沖永 明子 委 員 学識経験者 平野 和生 
委 員 学識経験者 鍵本 憲治 委 員 大島町議会議長 平村 眞成 
委 員 橘 町議会議員 河野 公二 委 員 学識経験者 松谷智恵子 
   委 員 久賀町議会議員 松村  定 
委 員 学識経験者 河村  勤 委 員 学識経験者 棟広  斉 
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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 河原 芳樹    
委 員 学識経験者 嶋元  貢    
委 員 学識経験者 珠山キミ子    
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欠席委員

等 
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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      ―       ―   

大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典 大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜 
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  大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり
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務

局 

    
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 
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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 学識経験者 西村  均 委 員 学識経験者 原   清 会 議 録 

署名委員 委 員 東和町議会議員 西本 信男    
特記事項 傍聴者 25 名 （一般 18 名  報道 7 名） 
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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。ただいまから第 11 回大島郡合併協議会を開催いたします。本日の会議は先

般お送りしました議事日程にそって進めさせていただきます。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、本日は、委員の皆様方並びに柳居先生におかれまし

ては、大変暑い中、こうしてご参集をたまわりまして厚くお礼を申し上げます。 

いまご案内のとおり、本協議会も 11 回を数えることになったわけでございまして、前回の協議

会で大変重要であり、また注目すべき協定項目でありました新町の名称とそれからもう一つは議会

議員の定数及び任期につきまして、ご確認をいただいたところでございます。 

新町の名称につきましては、大島郡は一つの島であるという皆さん方の感覚に加えまして、古代

から歴史にも登場する大島への愛着から、「周防大島町」と決定せられたところでございます。後

ほどですね、この新町名称の応募をいただきました皆さん方の中から、名付け親大賞と特別賞を選

定をしたいというふうに予定をしております。 

また、議会議員の定数及び任期につきましては、全国的にいずれかの特例を適用するとしている

法定協が多い中で、4町の議会議員におかれましては、在任や定数の特例措置をですね、適用しな

いとの多数意見をいただきました。議員各位、自らが合併のメリットである行政経費の効率化に向

け、真摯にご議論をいただいた結果でございます。心から敬意を表するものであります。 

また、定数の問題につきましても、いろいろなご意見があったわけでございますが、現在の 56

名から合併後の議員定数を 26 名と、半分以下になるものであります。大島郡の確認について各方

面からですね、大きな反響をいただいておるわけでございます。 

協定項目も今回の新規提案 6項目を加えますと残りが 4項目のみとなってまいりました。継続協

議となっております重要項目や新町建設計画も今後の大きな協議題になってまいるわけでござい

ますが、つねづね申し上げておりますとおり、行政基盤のしっかりしたですね、活力ある周防大島

の創出を図りたいということでございますので、委員の皆様方の大所高所からの忌憚のないご意見

をたまわりまして、よりよい島づくりをしたいというように思っておりますので、どうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

 

○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委員さんでございますが、大島町の河原芳樹委員、

同じく嶋元貢委員、珠山キミ子委員、東和町の新山玄雄委員、橘町の安本良夫委員、以上 5人の方

から欠席の通告をいただいております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは規約によりまして、私が議長を務めさせていただきますが、座ったままで議事進行をし

たいと思いますので、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） 

それではさっそく議事に入らせていただきます。まず、会議録署名委員に西村均委員さん、西本

信男委員さん、原清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。報告第 1号、新町事務所調査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、荒川委員長さんの方からご報告をお願いをいた

します。 
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○新町事務所検討小委員会委員長（大島町議会議員 荒川 政義） 

新町事務所調査検討小委員会を 9月の 2日に橘町の会議室で開催いたしました。 

まず協議では、事務局が作成いたしました事務所の位置に関わる検討項目のたたき台について説

明を受けました。委員から意見を拝聴いたしましたところ、検討項目については、利便性や建物規

模などの 12 項目を掲げ、各町の現況と実態を比較したものでありましたが、委員さんの意見とい

たしまして、歴史的な経緯、公共バスの運行形態の現状と将来性など、得心のいく結論がでるため

の資料づくりがさらに必要だ、合併した後の将来のことも考慮に入れるべきだ、最終的には事務所

決定に際して、理論立てできるものにしなければならないというものでありました。そのほかにも

いろいろご意見いただいたわけでありますが、次回は大項目として、庁舎周辺人口、住民の利便性、

官公署の位置、庁舎の現況、町の将来的な面をさらに細項目にして、例えば官公署についても、住

民の方と事業関係者との立場の違いによっては考え方が異なることや、先般の協議会で議員定数が

確認されたことから、議場の大きさについても検討項目とすることなどを踏まえての、検討資料作

成を事務局の方に依頼をいたしました。 

協議会も最終コーナーにさしかかっておりますので、早い時期に小委員会としての報告ができる

よう精力的に小委員会を開催してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上のとおり、第 6回の小委員会報告といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。委員長さんの報告が終わりましたので、これから委員の皆さん

方、ご質疑、あるいはご意見がありましたら拝聴いたします。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

41 番の橘町の村田でございます。まあ今後、新庁舎の位置について検討協議がされるわけでご

ざいますが、ご案内ように協議事項としては最後にきております。と申し上げますのは、やはり 4

町の町民にも関心が高い、それから将来にわたって非常に大事なですね、事項の決定というような

背景のもとに、こうしてこの位置の問題が最後に回ったというように受け止めております。 

ただいま、小委員会の結果報告にございましたように、歴史、あるいは交通バス等々、そのほか

たくさんな資料のもとにですね、理論的な武装のもとに決定する、まことにそのとおりであろうと

思います。 

まあそれはともかくといたしまして、新庁舎につきましては、もう一般常識からみて一度決定し

ますと余程の条件変更がない限りには、おそらく将来にわたってもですね、変更すべきでないし、

または変更はできないというように感じております。まあそうなりますと当然、英知ある町長さん、

あるいは議員の皆さん方のお考えのもとに、その背景としてあらゆる要素を踏まえて十分検討、協

議決定すべき事項であろうかと思います。まあ新庁舎ができまして、その後において例えば 4町の

町民が一体ここに新庁舎が決定したが、どういう理由があって、どういう協議経過を踏まえて、ど

ういう小委員会の意見があって、最終的にここにしたと、このように町長さんが、あるいはわれわ

れ委員の方に町民から質問がもし仮にあったとするならばですね、やはりそれに答えてこの席にお

いて、あるいは確たる資料に基いてですね、十分検討、時間をかけて検討すべきであろうというよ

うに、まあ受け止めております。 

まあそういった意味におきましても、まあ今日はおそらく決定するわけにはいきませんでしょう

が、今後あらゆる資料をもとにした、この委員会における慎重審議こそですね、やはり町民の深い

付託に答えるひとつの方法であろうというように私は受け止めております。 

まあ正直申しまして、4町の町長さん始め、各議員さん、まあ私もそうなんですが、どうあれこ

うあれ、新庁舎はですね、自分の町に持ってきていただきたい、これがまあ偽らざる本心かと思い

ます。 

まあしたがいまして、それはそれとしまして、私は提案します。次の委員会においてはですね、
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再度、今日のこの事項がでてくると思いますけれど、次の委員会、あるいは次の委員会でも結構な

んですが、私はこの新庁舎の位置について、わが町はこのように思う、まあこのようなご提案を次

回以降の委員会にだしていただきたい、そこにおいてですね、その 4町からでた資料のもとに、意

見をお互いに述べながら禍根のない新庁舎の位置を決定したいとこのように思うわけてございま

す。以上お願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。 

ほかにございませんか。 

  ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、それでは報告第 1号、新町事務所調査検討小委員会の報告を以上で

終わりたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは次に報告に移ります。報告第 2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、新山委員長さんが今日は所用のため

ご欠席でありますので、代わりまして事務局の方から報告をいたさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、それでは新山委員長、ご欠席でございますので、事務局が代わりまして報告をさせていた

だきます。お手元に配布をしております新町将来構想編をお出しいただきたいと思います。 

これまで小委員会では、新町建設計画を策定をするため、7回の委員会審議を重ねてまいりまし

た。本日はこの計画の中の新町将来構想編として、ご報告をさせていただくものでございます。 

その報告の内容につきましては、既に住民意向調査を実施する際に将来構想のダイジェスト版と

して報告させていただきましたが、その調査結果を今回取り入れまして報告をいたします。 

今後は計画編についてご報告いたしまして、本編とあわせて建設計画の原案とする予定でござい

ます。本日はすべてご報告する時間がございませんので、概略説明をさせていただきます。 

1 ページめくっていただきますと、構想編の目次がございます。一応本日は 1 ページから 42 ペ

ージまでについて報告をさせていただきます。 

1 ページをだしていただきますと、第 1 章として序論、1 ページから 3 ページまで大島郡におけ

る合併の必要性ということを 5つの視点から書いてございます。人口減少、少子高齢化の進展の面

から、それから社会基盤整備、行政サービスの提供の面から、2ページは地域産業の活性化の面か

ら、地方分権の進展の面から、21 世紀の社会に適応する面から、この 5 つの視点で書いてござい

ますので、またお読みいただけたらと思います。 

4 ページになりますと第 2節、期待される合併効果についてまとめております。これらの件につ

きましては、これまで合併協議会の協定項目の審議の中で、絶えず議論の中心になってきた事項で

ございます。3 つ挙げておりますが、行財政基盤の強化、行政サービスの向上、町民負担の軽減、

新しいまちづくりの実現、これらの合併効果についてそこにまとめておりますけれども、またお読

みいただけたらと思います。第 3節には合併で懸念される事項と対応策について、一般的に指摘を

されております、ここでは 4つの懸念事項について新町がどのように対応できるか、またそれに対

して新町では具体的にどのように対応しているか、事例を挙げてまとめております。 

まず 1 番の合併しても中心部だけ良くなり、周辺部が取り残されるということに関しましては、

具体的な事例として、そこに 2点ほど挙げております。大島地域の均衡ある発展に配慮した新町建

設計画を策定します。2番目として、新町まちづくり重点プロジェクトとして、新しい町づくりの

ためのハード面、ソフト面にわたる各種プロジェクトを推進していきます。 

それから議員数の減少によって、町民の意見が反映されにくくなるということにつきましては、

6ページに具体的な事例といたしまして、議会議員の定数及び任期については、先にご確認いただ

きましたが、新町の議員定数は現在の 56 名から 26 名になりますが、町民や地域の声に耳を傾ける
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ことは、新町でも変わらずに行っていくことで、新しいまちづくりに住民の意見を反映することが

できます。次にこれまで各町が実施をしてきた広報広聴制度を基にいたしまして、新町で新たな広

報広聴制度を検討するなど町民の声を一層町政に反映させていきます。 

3 つ目といたしまして、役場の位置は一つに定める必要があることから、遠く不便になる、これ

の具体的な事例といたしまして、現在審議が行われている最中でございますが、そこに 4つほど挙

げております。いまの各町役場は、合併後も地域の総合支所として使われ、通常の窓口サービスは

低下することなく受けられます。組織、機構も町民の声を適正に反映できる形態をめざし、日常的

な業務や維持管理業務、地域支援業務等の機能をそのまま残します。2番目として、総合支所から

遠く、出張所からも離れている地域で郵便局がある地域につきましては、役場の窓口サービスの一

部を委託することができるようになりまして、住民票や印鑑証明などの交付を受けることができま

す。3番目といたしまして、情報通信基盤整備を進めることによりまして、電子申請、証明書等を

発行するシステムを導入することができ、地理的な距離は問題にならなくなると考えられます。4

番目としては、本庁と総合支所などを連絡する公共交通機関の整備も検討していきます。 

最後に職員数が削減されることにより、行政サービスの低下につながるというこのことに関して

は、具体的な事例といたしまして 2つあげております。いまの町役場から職員数が急激に減少する

ことを避け、住民サービスが低下しないように適正な職員配置をめざしています。また専門スタッ

フの養成、研修などを行い、地域課題、プロジェクトに取組みます。2番目としまして、各総合支

所には、住民の日常的な用務に対応可能な総合窓口部門と住民から要望の多い町道等の維持管理業

務や地域コミュニティ、地域イベント支援等も含めた日常的な用務に対応可能な周防大島型組織を

めざしております。これらのことによりまして、懸念事項に具体的に対応していくようになってお

ります。 

次の 8 ページから 32 ページにつきましては、地域の現状と課題ということで、地域の概況を 8

ページから 32 ページまであげております。この中身につきましては説明は省略させていただきた

いと思います。32 ページをお開けいただきたいというふうに思います。第 2 章の第 3 節というこ

とで、地域特性とまちづくりの課題をそこに設けております。大島郡の概況と広域圏における地域

の位置付けを踏まえまして、地域特性とまちづくりの課題を整理をしております。大島郡全体の特

長ということで、地域の特長をそこに 5点ほどあげております。それから時代の波が押し寄せてい

るということで、時代潮流のことについて、8点ほどそこにあげております。 

で 34 ページをお開きいただきたいと思いますが、これらの特長を延ばし、あるいは時代潮流に

対して 4町がどのような対応を取ってきたかということで 4町の将来像ということで、各町の総合

計画に示されておる将来像をそこに掲げております。久賀町では、“ふるさと力”あふれる町衆文

化の町 久賀の創造、大島町では、心なごむ 和
なご

やかなまち、東和町では、安全で、あたたかく、豊

かな町、橘町では、いきいきと輝くうるおいのまち 橘町、というふうなテーマを設けまして取組

んでまいりました。 

で先般、実施をいたしました住民アンケート調査の結果をそこに載せて課題の絞り上げを行って

おります。アンケートの調査結果から住民はどのように合併について感じておるかというようなこ

とにつきましては、3 番目に合併に対しては、最優先に「保健・医療・福祉の充実」、次に道路、

下水道などの「生活基盤・広域にわたる整備」、生活の足となる「公共交通機関の充実」など、身

近な暮らしを支えるサービスや事業の充実に期待をしておるということが特にまとめられており

ます。それから学生につきましては、2 番目に書いておりますが、新町に対しては、「バス・渡船

など公共交通の充実」、「けがや急病の時、安心できる医療体制」、「学校施設の整備・充実」これら

に期待をしているという特徴がございました。 

35 ページですが、これらの地域特性から挙げられてくるまちづくりの課題について、以下 3 点

にまとめ、新町建設計画の中で課題を克服するため、方向性を記述をしております。3点ほど挙げ

ておりますが、少子化、高齢化の進展や人口減少に対しての取組みが必要であるということで、太

字で書いてありますが、これからの時代に、暮らしやすく、発展性の高い、活力あるまちづくりが

求められていますということで、つまり「元気」のあるまちづくりが必要であるといえます。2番

目としては、大島郡の誇りともいえる豊かで美しい自然環境を守るため、あらゆる面で環境との共

生を実践していくことが必要ですということで、太字のところがございますが、豊かな自然の中で、

ここで育ってよかったと感じ、そして、温かいふれあいとともに、いつまでも楽しく暮らすことの

できるような、笑顔のあるまちづくりが求められますということで、つまり「にこにこ」のあるま



  8

ちづくりが必要であるといえます。3番目といたしまして、少子化、高齢化が進む中、できる限り

健康寿命を延ばすこと、あるいは保健・福祉の充実を図り、その中で特に安心した暮らしを支える

医療体制、救急医療体制の強化がより重要な取組みとなるということで、太字のところでございま

すが、一人ひとりの暮らしを見守り、まち全体の均衡ある発展を見守り、いつまでも安心して暮ら

すことのできるまちづくりが求められますということで、つまり「安心」のあるまちづくりが必要

であるということで、新町の将来像である、元気 にこにこ 安心の島づくりの将来像のテーマをこ

こで導いております。 

次の 36 ページには、第 3 章といたしまして新町まちづくりの将来像、これにつきましてはアン

ケート調査の実施の際に将来像のダイジェスト版として既に配布をいたしておりますので、細かい

説明は省略させていただきますが、新町建設の基本方針につきましては、すでに合併協においてご

確認をいただいておることをそこに載せております。 

37 ページには、将来像といたしまして、先般決定していただきました「元気 にこにこ 安心で

21 世紀にはばたく先進の島」ということで、その下に 3 つの目標を掲げてございます。38 ページ

にまいりますと、新町の将来像を実現させていく施策の体系をそこに、3つの目標とまちづくりの

12 の方向性をだしまして、今後、新町建設計画の主要施策で検討をしていくこととしております。 

39 ページには、新町まちづくりの重点プロジェクトが 8 つほど掲げられております。これにつ

きましては今後議論をしていく中でプロジェクトが増える要素がございますので、再度またご報告

させていただきたいと思います。 

次の 40 ページ、41 ページには土地の利用方針が出されております。青い海にカルシウム、野に

ビタミン、山にオゾンというようなことで、この豊かな自然に恵まれた新町の環境を次世代に継承

していくということで、基本方針を定めております。5つの機能別の整備方針と 2つの地域連携軸

を定めまして、土地利用の推進を図る予定でございます。詳しくは省略をいたしますが、広域連携

軸では、大島郡を大きく取り巻く連携軸を整備をしていく、あるいは西日本や四国地方などとの広

域的な連携を深めていく、町内的には県道等の整備を図りまして、町内の連携軸を整備していくと

いうふうなことで、そこにイメージ図を作っております。 

42ページから最後の46ページにつきましては、将来構想の基本フレームということで将来人口、

あるいは将来世帯数、将来の就業人口の推計をいたしております。これにつきましても新町の将来

構想のダイジェスト版で先にお示しをしておりますので、説明は省略させていただきます。以上、

新町将来構想編についての説明を終わらせていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
事務局の方から報告があったわけでございますが、委員さんにおかれましては、ご意見があれば

承りますが。委員長さんが欠席でございますので、答弁できるものにつきましては、事務局の方か

らお答えいたします。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 西本 信男） 

5 ページから 6ページにわたりまして、議員の減少によって町民の意見が反映しにくくなるので

はないかということに対して、普通、合併市町村においては地域審議会を設けるというような例も

あるわけでございますけれども、私これ自体、いいとは思っておりませんけれども、検討されたの

かどうか、お答え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長 村田 雅典） 
はい、私の方からご説明いたします。地域審議会の設置につきましては、合併をした際に行政区

域の拡大から住民の意見が施策に反映しにくくなる、行政サービスが低下するのではないかという

ような懸念を払拭するために設けるような制度でございます。協議会において設置をしているとこ

ろ、あるいは設置をしていないところというようなところがございます。 

大島郡 4町の場合、それぞれの人口規模、あるいは行政制度に大きな差がなくて、地域審議会が
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一体感を醸成する阻害要因になったり、議会に屋上屋を重ねるのではないかというような意見がご

ざいまして、特に設置の必要を感じておりませんでした。またこの合併協議会ができる前の研究会

の当時におきましても、地域審議会の設置についてはどなたからもご意見がなかった、事務局も地

域審議会の設置をするということは考えていなかったということでございます。またもう一点、新

町建設計画の協議の中でも、地域審議会設置のことについては協議がなかったというふうに聞いて

おります。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

よろしいですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

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、以上で報告を終わりたいと思います。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではいよいよこれから協議に入らせていただきます。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。第 9回、第 10 回の協議会

で事務局の提案説明は行っておりますが、追加資料がありますので、再度また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次長兼総務課長 椎木 巧） 

それでは協議第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。1ページでございますが、お開きをいただきたいと思います。組織機

構の取扱いにつきましては、7月 22 日第 9回、8月 19 日の第 11 回と 2回にわたりましてご協議を

いただいておりますが、追加資料もございますので、再度資料の説明をさせていただきます。 

2 ページに前回の協議会で指揮命令系統の分かる機構図をということでありましたので、追加事

項といたしまして添付をいたしております。また 3ページには、第 9回協議会の資料につけており

ましたが、第 9 回協議会の資料の 19 ページでお示ししておりました総合支所の組織機構等業務内

容が分かる資料でございますが、それを少し手を加えまして今回 3ページにおつけをいたしており

ますので、参考にしていただきたいと思います。これまでもご説明をいたしましたが、この組織機

構図はあくまでもモデル的なものでございまして、基本的には 4町のどの現在の役場にも当てはま

るというような形での組織機構図となっております。 

と申しますのは、いま現在、新町の事務所の位置というものが決まっておりません。その段階で

この町の庁舎にしかあわないというようなものをだすということは、非常に難しいということでご

ざいまして、いま申し上げましたようなモデル的なという形で、どの役場にもあうという形でのお

示しでございます。それで今後事務所の位置が決まりましたら具体的にこれで調整をしながら進め

ていかなければならないというふうに思っております。 

すなわち 1 ページでご提案をしております組織機構の 3 つの整備方針でございますが、まず 1

番としては、4 町の庁舎を有効活用した組織機構とするということとか、2 番目にございますが、

新町において 4町の組織、機構をすべて統合し、まあ本庁方式的にですね、統合し、一元化を図る

には、4町いずれの庁舎も狭隘であることから、すべてを統合することは困難な状況にあると、要

するに大規模改修をしないという原則に立っておりますので、統合することが困難な状況にあるた

め、それぞれの庁舎機能を有効に活用できるように組織機構は 4庁舎方式とし、すべての庁舎を総

合支所プラス分庁分散型庁舎とするという 2番目の整備方針でございます。また 3番目では、この

新町における組織機構については、住民サービスが低下をしないよう十分配慮するということと、

さらに 1から 8の項目を基本に合併までに調整するということで、大きな 3つの整備方針と 8つの

基本的な事項を掲げましてこれにより整備をしていくというご提案を申し上げているわけであり
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ます。そういうことでございますので、この時点で参考資料としてお示ししている組織図は、あく

までも標準モデル的なものでございますので、まず整備方針なり、基本項目につきましてからご協

議、ご確認いただきまして、それに基づいた結果、事務所の位置が決定後、正式な組織機構を作り

上げていくということになると思いますので、よろしくご協議をお願いしたいと思います。 

 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
説明が終わったわけでございますので、協議第 45 号、組織及び機構の取扱いについて、ご意見

なり、ご質問のある方・・・。 

 

（「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 番の吉兼です。先般の、前回の合併協議会におきまして、退席というような行動を取りまし

てまことに申し訳ございませんでした。皆さんが議論し合ってやっている中で決して決まったこと

に対して不満があったということではないんですが、手続きをきちんとやるというのはそれはそれ

で当然のことなんですが、非常に反省しております。気持ちを入れ替えて頑張りたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

組織に関してなんですけれども、組織図がでてきたんですが、いままでですね、課長さんの上に

たぶん助役さんがいらっしゃったと思うんですが、各庁舎にですね、部長さんというのが入ってお

りまして、それに例えばですね、総合窓口センター長さんの上にまた総合支所長さんがいらっしゃ

ると、で総合支所長さんはなにを管理されているのかと思えば、出張所を管理されておるというこ

とで、あまりにもですね、普通の役職というのは、まあ部長の分でもですね、果たして 2万人ちょ

っとの町に必要なのかというふうに私思うんですが、その点どのように検討されてこのようになり

ましたかお聞かせください。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

はい、いま冒頭で説明いたしましたように、まあこれはこういう形になるというふうに思ってい

ただいては大変まあ、まだ不確定部分の要素がそのままなんです。要するに組織、またはこういう

命令系統が分かる機構図をということでございますので、一つのモデルとしておだししているわけ

でございまして、果たしてまだこれが本当に新町の組織機構をちゃんと整理していく段階で、部長

制を取るのがいいのか、またはいまご指摘のような課長だけでいいのかということまでは実際には

まだなにも決まっておりません。 

要するに先ほど申し上げましたように 1ページにあります整備方針なり、基本項目をお読みいた

だきましたならばそれに基づいた整備をしていくということでございまして、前々回のにも申し上

げたと思いますが、実際にこの組織機構、または人事に関わる部分までをですね、いまこの段階で

すべてだすというのは非常に困難な状況でございます。 

だから 1 ページにあるその基本方針を確認いただければ、それに基いて町長さんを中心に助役、

総務課長という段階に、まあ専門部会を入れまして、そこで作り上げていくということでないとで

すね、これは実際にはすごく大きな一つのモデルといいますか、実際には事務事業を精査しながら

組織機構を作れ上げていかなければ、まったくいまこれでからできるというものではまったくない

と思っております。それでまあ 1ページにある文言だけでご確認いただくというんでは、なかなか

イメージできないというご指摘でございましたので、前々回の組織図、前回の人数をいれた組織図、

今回の指揮命令系統の入った機構図というものをお示ししておりますが、これになるということで

はないということをまず頭にいれてからご協議いただきたいと思います。 

 

（「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（学識経験者 吉兼 健一） 

はい、ええと、これになることはないという・・・、なるかも知れないわけですけども、あえて

私たち、この協議会の前にですね、こういう組織図がでてきたということは私たちはこれをもとに

判断しなくてはいけないということで、当然その立場からいくといま課長制度からですね、こうい

う部長という職が入ったものに対して、これはどういう意味で入ったんだろうかということは、や

っぱり考えてしまいますので、もしそういう状態であるならば、いまここで部長といういう名前を

ですね、入れる必要があるのかどうかというのはですね、疑問に感じるところです。 

ですからこれを例えばわれわれが当然まあここの合併協の委員としてでてきておるわけで、周り

の人にみせたときにですね、この部長とか、支所長っていうのはなんなんだという話になるんでで

すね、このでたところはですね、わたしたちはあくまでもその後どうなるか分からないっていうの

はあるかも知れませんけれども、これが判断材料になって周りの人にみせるというか、お話するよ

うなこともあるんでですね、そこはなぜこういう制度が必要とされているのか、それぐらいはちょ

っと説明していただきたいなと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

はい、まず 1ページの方針でございますね、整備方針と 8点にわたる基本項目、これをご確認い

ただくということが基本でございます。それでこれだけでご確認いただくと申しましても、果たし

てどういうふうな組織機構になるかというのが、イメージが沸かないということでございまして、

それでまあいろいろな資料をおだししているわけでございます。 

それでいま委員さんご指摘のように部長制になるかも分からん、ならんかも分からんというのは

どういうことかということでございますが、例えばいま 4町に 15、6 の課、または課長さんクラス

がおると思いますが、新町になれば例えば上水道課と下水道課を分けるとかですね、または今まで

だったら環境課の中にもそれは一つでやっていたところが、2 つ、3 つに分かれるというような新

たなまあボリュームがふくらむということから、課が確かに増えてくるのは間違いないと思います。 

例えば産業振興課というところの中で、農林、水産、商工が一つになったところが農林水産課で

しょうから分けるかということもあるかと思います。まあそういうことになりますと物理的に課長

が議会に全部でるといったときに、議員さん 26 名ですから執行部が例えばそれ以上になるという

ような場面もあるかということも考えられますし、まあそういうことからすると各課を一まとめに

するなんらかの代表的な部長さんということがいえるのではないか、ということもまだ検討されて

おるわけでして、それなら一つに括った部というものにするのがいいのか、まだそこら辺りもそう

いう、まあこれで先ほど申し上げましたように決めてはございませんが、その整備方針をもとにや

るならば、そういうことも検討になるんだろうということでのお示しでございますので、例えばこ

ういう確認をされたよということが例えば住民にでるということであれば、1ページ目の整備方針

を確認したというふうなことが、この協議会での確認事項ということになるのではないかと思いま

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 吉兼 健一） 

ということですから、まあ私たちの思いとしてはとにかくシンプルでお金のかからない、分かり

易い機構を作っていただきたいなと、総合センターはないけど総合窓口センター長の上に総合支所

長がいるというのは、私はちょっと理解できないんですけども、とにかく町民の方がですね、窓口

にいってどこにいけばいいのかというのがすぐに分かる、最終的にこの人にいえばいいんだと、ま

あそれは最終的には当然首長になるんだと思うんですけれども、そういうことがですね、町民から

はっきりとみえるという視点をきちんと確立していただければと思います。よろしくお願いいたし

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） 

ちょっと、補足的なんですが、ちょっと 3ページをみていただきたいんですが、3ページにはで

すね、前回も、前々回も総合支所の機能につきまして、いろいろとご議論があったと思うんですが、

総合センター、まあ総合支所ですが、総合支所というのはですね、通常の、住民が常日頃その役場

に用事があるというふうな業務については、すべての総合支所で可能であるということを目標にい

ま組織を考えているわけでございますが、それで総合支所長というのは、総合窓口センター長と総

合支所長というのはどうなのかということでございますが、総合窓口センター長というのが例えば

地域振興班、事業管理班、総合調整班を束ねる課長とすればですね、総合支所長というのは、今度

は旧Ａ町の代表的な管理責任者であるというふうな考え方でやっています。それで総合窓口センタ

ー長というのは実務的な業務を統括する役職であるというふうなことで、まあこういう形を取って

おります。 

と申しますのは、今後Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと 4つの庁舎を総合支所としますと、当然その総合支所長

さんが、必ずしも周防大島町の町長がすべてに行事にも顔をだせるというわけでもございませんで

しょうし、そうすると総合支所長は町長を代理するというふうな形の役割も担うんではないかとい

うことから、総合支所長というのは業務の総括課長とは別にもう一つ上で総括的にいると、代表す

るというふうなことを考えておるわけでございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
東和町の西本さん、なにかご意見あるんじゃありませんか。指揮命令系統に関して・・・。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

ご指名ですので一言いわしていただきますが、先ほどから説明を聞いておりますとどうも庁舎が

先で、庁舎が決まらないと組織機構も決まらないという言い方ですが、私はこれ逆だと思います。

まず新町においてはどのような組織機構において行政をスタートさせるかということがまず先で

あって、庁舎は後ついてくるんです。庁舎が足らなければプレハブを建てればいいじゃないですか、

なんで庁舎が先になるんですか、機構が先ですよ。行政サービスをどう展開させていくという、機

構がなかったら・・・、庁舎なんか関係ないはずです。それが先です。それからあとは庁舎はつい

てくるものです。足らなければプレハブでもなんでも建てればいいじゃないですか。それをやらず

にですね、ただ庁舎云々どこに決まるやら分からんから、ああのこうの、そんな馬鹿げた話ないで

すよ。なんで機構を先に決めないんですか。そうでしょう。もういっぺん・・・、 

ある委員さんもご指摘がありましたけれども、総合窓口センター長の上に総合支所長を置くとい

うような、これもすでに機構的なものを作っておるじゃないですか、いま説明したように総合支所

長はもう町長の代理だというふうに、片方ではそういう機構を作ったようなことをいっておきなが

ら、前の方ではまだこれはモデル的なものですよとか、庁舎が決まらないとできませんよとか、モ

デル的なものだから本人が決めてつくったのか、おかしいじゃないですか。 

それから、あえていわすならば総合窓口センター長ですか、こんなのは私にいわせれば要りませ

ん。総合支所長だけで結構です。これが全部統括でやればいいんです、支所は。それで町長の代理

を務めればいいんです。 

あえて皮肉にいわせれば、職員が多いから適当に管理職を並べないとまかなえんといいますか、

配置が困ると、いままでおった課長さんを係長にさすわけにもいくまいと、あるいはいままでおっ

た助役さんを課長にさすわけにはいくまいというような配慮からですね、こんな馬鹿げた、馬鹿げ

たといっちゃあ大変ご無礼でございますが、機構というものを作るんかなというふうに思われても

やむを得んのではないですかね。もっと機構というものを真剣に考えてください。そうしないとわ

れわれ合併の画を描いて、それをさっきもいったように町民は画をみて合併がいいか悪いんかを判

断する、判断の材料にもならないじゃないですか、これでは。どんな機構になるか分からん、もう

少し庁舎はさておいて、機構からどういう行政サービスを展開するのかということをまず初めに検

討してください。よろしくお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

まず 1ページの 1、2、3をみていただきたいんですが、どういう組織機構かといいますと、ここ
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にでておりますように、2番ででておりますように 4庁舎方式とすると、すべての庁舎を総合支所

プラス分庁分散型の庁舎とすると、いまこれが大きな組織機構の整備方針だということでございま

す。 

それで先ほどから事務所の位置が決まれば、またそこの中で変更がありますというのはですね、

例えばいまこのＤ庁舎が事務所の位置となるというケースで作っておりますが、例えばＤ庁舎が 4

町のうちのどこかの役場と決まったときに果たしてそこにあります会計課から行政改革推進室、さ

らにはＤ総合支所というふうなメンバーが、職員がそこに収まり切るのか、切らないのかというこ

とが、事務所の位置が決まったときにはここが少し変更になってくるということを申し上げている

わけでございまして、だからいま現在は 4町これがどこに入っても収まりますよという形のもので

作っておりますのでモデル的だというふうにみているわけでございます。 

そういうことでございますので、例えば 1ページにだしております整備方針なり、基本的な事項

をまずご確認いただいてそれから後に整備をしていくということでないとですね。実際には先ほど

の吉兼委員さんのご指摘がありましたが、まだまだこの整備をしていくためには組織機構だけでは

なくていろいろ決裁の問題から、人員配置の問題から、すごくまだこの下にぶらさがってくる一般

の職員の数とかですね、業務量というものを全部精査しながら組織をあげていかなければならない

と思いますので、ここですべての組織機構を固まったような格好でおだしするというのは非常にま

あ難しいということでございます。そういうことからして基本的な方針とさらには基本的な項目を

ご確認いただいたら、それに基いて整備していくというふうなことでご確認をお願いしたいと思い

ます。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

ええ、何回もいいますけれども、いまの説明によると、やはり庁舎ありきでしょう。組織機構と

いうのが、やっぱり先じゃないんですか、でここに示されておるようにこういうふうにいきますよ

とはっきり言い切れば、それでもうわれわれ議論するわけですから、すべて、まあ大体こういう格

好でいきますよということになればそれでいいんですよ、そうでしょ。 

ただこれがモデルとか、町長によっては変わるんですよというようなことをいわれるといつまで

たっても前に進まん。それは確かにそれは、協定項目は 1ページのこれでしょう。しかし、これを

この協定項目を理解させるためにはこういう機構図が必要なんです。だから基本的にはこういうス

タイルで行きますよといい切ればいい。それはできないんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

いや、そのとおりでございます。要するに 1ページにある整備方針なり、8項目の基本項目、事

項を基本として整備すればこういう形になりますということでございまして、その事務所の位置が

決まったときにですね、例えばそのときは分散型庁舎ではなくなるんだよというふうな大きな変更

を申し上げておるわけではございませんで、例えばＤ庁舎には 6 課、7 課ですか、7 課がいま入る

ような予定になっていますが、例えばその事務所が決まった段階で、ああこの庁舎には 7課入らな

いからここは 5 課で押さえようかとかいうふうな変更があるということを申し上げておるわけで

ございまして、事務所の位置が決まったらばっさりまた機構が変わってくるというふうな思いでご

説明しておるわけじゃあございません。 

それともう一つ総合支所長と総合窓口センター長との兼ね合いのことが先ほどお話にありまし

たが、総合支所長というものは、考えますれば、その旧町の管理者と申しますか、代表者と申しま

すか、そういった形のものでございまして総合窓口センター長というのは、総合窓口というのが 3

ページに機構図がついておりますが、そういうふうな業務を、実際の実務的な業務を統括する課長

でありまして、総合支所長というのは、例えば対外的にもその旧町のＡ庁舎ですか、その区域を代

表するというふうな形のイメージを考えているわけでございます。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

そうすると、ほぼこの機構図でいくというふうに理解していいわけですね。したがって先ほどか

ら委員さんからご指摘ありました部長制度というようなものも当然にでてくるであろうと理解し

ていいわけですね、それから総合支所長と総合窓口センター長との関係ですが、先ほど総合支所長

については、旧町を代表するという説明ございました。さっき地域審議会については、そんなもの
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は屋上屋を重ねるので作らないと、4町一体になる上にもそういったものは必要ないといいながら、

この中ではこういう、いかにも権限を持たすようなことがでてくるんですが、いずれにしても窓口

センター長と総合支所長はこれは現行でこれは結構です。いわゆるこれこそ屋上屋を重ねる人事体

制じゃあなかろうかと思うわけです。まあそれは副所長というのなら別ですけれども、総合窓口セ

ンター長、長を 2つも置く、1つで可能ではないかと思います。せめてまあ副所長ぐらいのものを

置いて、あくまでも総合支所長がすべての権限を握るというぐらいのことで進めていきたいがと思

うわけでございます。 

  

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

いまのご質問でございますが、総合支所長のその権限と申しますか、権限のその、例えば決裁項

目までを詰めておるわけではございませんですけれども、たぶんですね、その地域のそのイベント

なり、地域のその行事なりについては、いちいちすべて新町の町長がお出ましということもなかな

か難しいんじゃないかとまあそういうことからするとですね、まあいま丁度時期ですが、敬老会に

町長が全部回れないときには、その総合支所長がその代理をするということも必要なんではないか

と、それでもう一つの総合窓口センター長という名前のことでございますが、特に名前にこだわっ

ているわけではありませんで、窓口を統括する課長という意味で、総合窓口センター長というふう

につけておるんですが、これは例えば地域振興課長という形でも、Ａ地域振興課長、Ｂ地域振興課

長ということでもいいと思いますしですね、窓口を実務的に管理する職務ということと、さらには

旧町の庁舎地域を管理する総合支所長というふうな意味合いでつけておるわけでございまして、特

にこだわっているわけではありません。 

それともう一つ地域審議会との兼ね合いでございますが、地域審議会は、先ほど局長からも説明

があったと思いますが、地域の声を吸い上げる一つのシステムというふうに考えているわけですが、

これは先ほどの説明でもあったように大島郡は大変 4町ともあらゆる面であまり差異がない、似通

っているというふうなことから、地域差があまりないようなところで、特に議論にならなかったと

いうことではないかと思っておりまして、特に地域審議会とこの総合支所長との兼ね合いはまった

く考えてなかったということであります。 

 

（「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（東和町議会議長 山本  保） 

あの、いろいろ意見がでてますけれども、いまの組織の扱いについては、やはりここに参考図と

はいっても、ちゃんとしたものが資料としてでてきたときに、これが中心になってやっぱり考える

というのは、当たりまえのことじゃないかと、でいまの説明でまあいろいろありますけれども、現

在の 4町の姿をそのままおいといて、そして住民の利便性を図っていくと、住民には迷惑をかけな

いようにするんだと、現在の組織の中で総合センターというのはないわけでして、ゴミの問題にし

ても環境課にいくわけですよ。そんならいったら住民はゴミのことではどこへいったらいいですか

とセンター長にいったりなんかするようなことしませんよ。直接いきますよ。それで合併の問題に

ついては、やっぱり住民がストレートに自分の要望をかなえてもらえる、そして効率的にやってい

くということは、合併の一番大きな使命なんです。回りくどいようなことすることない。 

ただここに問題が、私がいままででも申し上げましたけど、分庁分散型っていう形を入れて、4

町に媚びて、表現が悪いかも分かりませんが、遠慮して、そしてこういう形を取っているんじゃな

いか、あまりにもその毅然たる態度がないんじゃないかと私はそう思います。 

だから本庁と総合支所方式で、そして住民がスピーディーに行政にも対応できて、行政の方もそ

れに対応するという体制にもっていけばええんじゃないですか、現在の職員が非常に余る、それは

また余ったのは余ったような考え方で、生かし方はいくらでもあるわけです。私はこういう複雑な

形状を作るべきではないとこのように思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
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はい、いま山本委員さんの質問は、根本的な、まあ基本的な問題から、それで若干差異がでてい

るのではないかと思います。 

要するに総合支所方式というのは、それはどなたもあれはないと思うんですが、例えば分散型の

庁舎と本庁方式的な庁舎の差異を上げられておるのではないかと思いますが、当然、本庁方式が一

般的な庁舎の形態であるということは、私たちもよく認識しておるところでございます。 

ただこの組織機構を整備するときの前提条件といたしまして、本庁方式にすれば当然いま 4町に

ある庁舎であれば、いずれの庁舎であっても大きな増改築、大規模改築というのが必要になってく

る、または全面改築というのもあるかも分かりません。そういうことについては、将来職員数が減

少するわけでありますので、そんなに大きな増改築するということは将来またムダな投資になって

くるのではないかということから、そういうことはしないということが小委員会からの、まず報告

をいただいておるわけでございます。 

それともう１点は、いま例えば各町にまあ 80 名ぐらいの職員がおったんが、総合支所だけ、ま

あ総合窓口だけになってしまうと例えば 20 名ぐらいになってしまうということになりますと、昨

年の地区懇談会で説明して歩いたときのご意見が本庁がうちの町にこなかったときには、とたんに

職員数がまあ半分以下になってしまったと、いやそれはあんまりにも寂しいよと、地域の活力が失

われるんではないかというまあご懸念があるということが各町の説明会ででていたというご意見

がありましたから、それはじゃあ本庁方式でやると急激になりますし、そうではなくてあまり職員

数が激減しないような方法をという、その 2つは大きな前提条件として組織機構を整備するという

ふうにやってきたものですから、当然片方では増改築をしない、片方では職員数をあまり減らさな

いということのせめぎ合いの中からでた、まあこれはなんというんですかね、その結果の産物だと

いうことでございましてですね、それはいま山本委員さんがおっしゃられるように役場の庁舎とい

うものは、それはいま各町にあるように本庁にすべての課長さん辺りか、課辺りがそろっておって

ですね、出先にはまあ支所があり、出張所があるという形がいいと思うんですが、そうしたときに

本庁の中、庁舎には多数の職員が集まりますが、本庁にならなかった支所になったとこの庁舎には、

非常に職員数が少なくなってくるという形がありますので、そういう中での提案でございますので、

そこら辺りもご理解いただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ええですかね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

山本さん、ええですか。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 

ちょっと確認をしたいんですが、先ほどの説明では総合支所長さんが旧町を代表するというご理

解なんですけれども、そんなら収入役、助役はなにをする。町長の下に収入役、助役がおるわけで

すよね、町長が参加できないときに助役なんかが参加するわけではないんですか、あの総合支所長

というのは、町の職員でしょう、普通、会社でいえば、町長が社長で、副社長、専務、常務という

のが、役員がおって、その下に社員がおるわけですよね、社長が出席できないときには、副社長、

専務、常務が出席するわけですよね。ですから旧町の代表としていろんな行事、まあ先ほど敬老会

とかいう話がありましたけれども、敬老会にしても職員がいって代表であいさつするわけですか。 

それはちょっと私はおかしいんじゃないかという感じがするんですが。ちょっとその辺を説明願

いたいと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

はい、わたくしどもが考えておりますのはですね、当然、町長の代理は助役がするわけでござい

ます。まあ順番からすればですね、それで町長は 1人、まあ助役さんも 1人ということでございま

す。でいままでのように 1町の中でということであれば、対応も可能かと思いますが、例えば旧 4

町が歴然としてから、総合支所という形で残るわけでございますので、当然その 2名の町長、助役
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だけでは対応できないということも、当然、地域の行事とかたくさんある中でですね、だからいま

伊藤委員さんがおっしゃられるように、町長の代理ができるのはそれは職員ではないというのはよ

く分かります。ただ町長の式辞を代読するという出席もできるのではないかと、またはその地域の

問題点を総合支所長が、広聴活動を住民にやるというふうなことについては十分できるのではない

かというふうな形でございますので、特に町長のすべてを代理するという意味合いで捉えてもらっ

ては意味が違うと思っております。 

 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 

まあ助役、収入役の話がなかったのでね、それを飛び越えて町長の代わりを、もし町長がでない

ときは、その総合支所長の、Ａ総合支所長とか、そういうのがそこでやるのかなと、まあ助役、収

入役がまた都合がつかないときという意味でしょ。いや、その説明がなかったものでおかしいなと

思ったんですよ、はい、了解しました。 

 

○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、ちょっともう一つお伝えしておきたいんですが、すいません、この組織機構はですね、

1ページの、くどいようですが、この 1ページのこれをまず考えていただきたいと、要するに皆さ

ん、例えばこういう機構図がでますとこの機構図の一つひとつを検証したいというのは十分よく分

かります。ただこれはですね、1ページにありますこういう方針に基づいて、組織機構を作ったら

こういう形になるであろうというまあ一つの形でございますので、これをですね、まだ私たちはす

べてを、いまいわれましたように町長の代理を助役がでて、助役の代理をまた収入役がやって、そ

れのないときはどこをどういうふうにやるのかというふうなですね、指揮命令系統、または決裁権

というふうなものまでは、詰めておるわけではございませんので、まず第一にその 1ページの、こ

の基本的なものをご確認いただきたいというふうに思っております。 

 

（「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 奈村 種臣） 

今日で 3回目の提案になっておりますが、1回、2回で、いろいろ基本的な問題についてですね、

意見がいろいろあったわけです。そうした意見が具体的に反映されていないように私は思うんでご

ざいますけれども、一つここで考えたいことは、われわれいまここで議論をしておりますのは、新

町におけるですね、新しい執行体制の舞台装置をですね、どのようにあるべきかということを検討

するべきではないかと思っております。そうした場合に先般からこの 2つのハードルの問題が、ま

あ今日もお話がございましたけれど、それに基づいてこういうふうな場になっとるわけでございま

す。 

それでこれの、いわゆるここのナンバー2の前段にございますように、機構を統合し一元化を図

ることは非常に難しいと、したがってこうするのだという、いまの、私は総合支所をしっかり強化

するということは賛成でございます。分庁分散型庁舎ということに疑問を感じておるわけです。そ

れでそれと将来の新町が活力ある町政をですね、展開していくために一元化が理想であるが、2つ

のハードルがあるから分庁分散型庁舎にするんだと、それで委員さん皆さんよろしいかとこういう

確認の持って行き方と思うんですね。 

それでそれを今度はナンバー4 でですね、1 から 8 までの考え方でいきますと、こうなるわけで

すが、1から 8までのそれぞれについて、いまの分庁分散型庁舎が是か、組織及び機構を統合し一

元化を図るのが是かという立場でみた場合にはですね、1 から 8 までですね、すべて私は不適切、

適合しないと思うんですよ、そこでですね、私は一つの提案をしたいんですが、将来の新町におけ

る舞台装置を考える場合には、本庁の一元化を図るのが理想である、適当である。そういうものを

めざしていきたいんだけれども、当面移行時における暫定措置としてですね、こういうふうな分庁

分散型庁舎を作らざるを得ないと、町民の一般常識から・・・、分散型にするんだけれどもそのと

きの要するに精神はですね、各 1から 8までの考え方でやりたいんですよとこういうことであれば
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われわれは納得できると思うんですよ。 

いまのここの合併協議会のこの場での確認事項というか、意見というのはですね、将来の新町の

町長さん以下にですね、非常に大きな足枷を、足枷といいますか、条件をつけることになると思い

ます。この分庁分散形式ということでいきましょうということは、かなりの情勢変化がない限りは

ですね、本庁方式、統合方式はなかなか立ち上がらんのじゃないでしょうかね、ほじゃからその辺

を私は心配しょうるんです。ここで議論をしたものが非常に大きな拘束を新町長さんに与えるとい

うふうになるんじゃないですかね。執行部の皆さんは引き続き具合が悪いよの、ちいと。だからそ

ういうことを考えますときに移行時における暫定措置としてこういうことをしたいんだというふ

うな理解ができるなら、私はよろしいんじゃないかと思うんですが、いかがでございましょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

奈村委員さんのご指摘のとおりだと思っております。と申しますのは、そういう高いハードルを

2ついただいた中での調整をしてきたわけでございますので、そのハードルを取っ払えというので

あればですね、それは本庁方式でいけるんではないかと思います。要するにその本庁が来なかった

役場の職員は、急激にまあ減少する。もう一つは本庁になったところの庁舎は大幅に大きな予算を

つけて大改造をしていく、または増築をするということになると、いうことの懸念がですね、先に

その条件としてでたものですからこういう形にならざる得ないということでございます。 

それでいま委員さん、ご指摘のようにこれは暫定的なものなのか、当面の措置なのかといわれる

とすればですね、それは私たちはそうだといっていいんではないかと思っております。と申します

のは、以前にもちょっと申し上げたかと思いますが、庁舎の、事務所の位置とかですね、まあ事務

所の位置を含めてですね、組織機構というものにつきましてはですね、いまここで決めたから将来

永久にこの形を変えられないというものではまったくないわけでございます。 

例えば新町の町長さんが選任され、新たな議会が選任されましたら、例えばこういう分庁分散型

の庁舎機構だというふうになっておりましてもですね、例えば任期中でも、または次の任期であっ

てもですね、それは町長に提案権があるわけでございまして、組織を変えようとか、いうことも条

例改正でもってできるわけでございます。そのときも例えば議会の審議の中で議決をいただければ

ですね、それは当然その、やはり分庁分散型ではまずいからまた予算をかけてでも、増改築してで

も、本庁方式にやりかえようではないかということもまったく可能でございますが、いまこの合併

をするという前段で地区の方々、町民の声を聞いたときに、やはりあまりにも急激に職員数が一遍

に減少するのは大変心配だというご懸念があるものですから、こういうことになっているわけでご

ざいまして、まあそれが合併するための暫定的措置だというふうにいわれるのであれば、まったく

そのとおりだと思っております。 

そうでないと例えば本庁が来なかった町の住民の方々が大変まあ私たちはそういう懸念をだし

ておったのに、ああやっぱりね、本庁が来なかったから職員はおらんなってしもうたねというふう

なことは、これはまあ 4町長さんおられますが、4町長さんもその地区を回られてですね、そうい

うご意見を多数聞いておられると思いますんで、そういうことにも答えなければならないというこ

とからの措置だと思っております。 

 

（「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（東和町議会議長 山本  保） 

あのう、合併してじゃね、なんでその現在の 4町の、支所の職員がですね、減ってくるんですか

ね。現状の組織の中で住民にはそれだけのサービスをしてやりますよということが大前提になって

おるんですよ、機構が考えられてから、ただ、したときには 3役は首になるんじゃから、それと教

育長、4人は確実に減ります。あとは総務、企画、財政が、何人か本庁の方に移る、なんでそんな

に職員数が減るんですか。具体的に説明して下さい。減る減る減る減るいうが、そんなに減らして

もらったら住民にサービスができませんよ。どうですか。 
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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） 

ちょっとご説明いたしますが、いま山本委員さんのお考えでいきますと、例えば産業振興課は 4

町にいまのままの現状でずっとおくということの前提の話ではないかとお聞きするんですが、当然、

産業振興課は新町になれば、新町で 1つの課になるわけです、というふうに私たちはイメージして

いるわけでございます。だから例えば東和町の産業振興課、大島町も、久賀町も、橘町のもですね、

その 4町のいま産業振興課に、例えば職員が 10 人おればですね、その 10 人を一つにまとめて一つ

の産業振興課を作るということでございますので、当然、本庁方式になればその 10 人は本庁にい

きます。建設課もそうでしょう。保健福祉課もそうでしょう。それでそうしたときに支所の総合窓

口というのは、通常の窓口事務については、すべて各庁舎に戻しましょうとそれで例えば台帳管理

とか、異動の管理とか、例えば申請とかというようなものにつきましては、その本課的な一つのま

とまった課の中でやっていくということでございますので、すべての課をいまのように各町にその

まま残すというわけではございませんので、当然、まとまったところにまあ本庁であれば本庁に全

部いってしまうということになると思っております。 

 

（「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（東和町議会議長 山本  保） 

それでは具体的にですね、いってもらわんと困りますよ。いままでのような抽象的なことでなく

て、組織機構について、これが根本的なことだとか、人員が減らない比率とか、それをいまのよう

な具体的な話で皆さんに、本庁に集中するですよといったら、初め頃からいってる住民にはあくま

でも合併によって不便はかけませんよと、現状の行政水準は下げませんよと、それが大前提ですよ。 

だけどもその行政水準、それをやるということは、住民との直結はやはり職員ですよ、それがあ

んた、その 4町で・・・、それは機構上の、人間が作ることであって、組織上には一つも関係ない、

住民があってのことであって、私のいっているのは、現実的に住民が不便をこうむらんように、い

まと変わらんように、機構でするんだったら、そんなに全部調べてからでしょうが、そんなんじゃ

あないんですよ、そこの見解が私は違うといっているんですよ。 

 

○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、あのですね、ちょっといまいうように例えば産業振興課なら産業振興課を例に取りますと、

産業振興課の 10 人が例えば本庁にいってしまうと、後の機能ができなくなるというご指摘でござ

いますが、そのために支所の総合窓口というのを置きましてですね、いま 3ページにありますよう

な、3 ページの総合支所の業務内容をみていただきたいんですが、3 ページの支所長の下におりま

す、例えば A 事業管理者の下におります産業振興担当というところをみていただきたいんですが、

ここでは農業水産商工振興、農業共済、農業委員会関係事務事業、まあ当然受付になりますが、ま

たは農業水産商工関係の制度融資、または森林保険、または狩猟鳥獣保護、漁具倉庫の管理という

ようふうな通常、地域住民の方々が役場においでになってから、それをやるという業務については

すべて 4つの総合支所に残しておるわけでございます。 

それでそしたら産業振興課はなにをするのかということになりますが、それは例えば補助事業的

なものは当然 4町のをまとめて、予算要求もしなければなりませんし、交付申請にもいかなければ

なりませんし、例えば事業発注もしなければかりません。4つ町でバラバラに事業発注というのは、

大変効率の悪いことになりますのでそれを本課的な産業振興課というとこでやりますし、通常の住

民の方々に窓口においでいただくというような業務は、すべて 4つの庁舎に残しておるわけですか

ら住民サービスの低下にはならないという方法を取っているというふうに考えているわけでござ

います。 

 

○委員（東和町議会議長 山本  保） 

そうよ、だからそれで、なんで減るんかって、職員がなんで減るんかというのに、あんたがいう

のは・・・。なんで減るん。 
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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） 

あの総合支所はですね、いまここに書いてあります、3 ページの総合支所っていうのはですね。 

 

（「会長、休憩とりやれ」と発言する者あり） 

（「ちょっとこれだけは・・・」と発言する者あり）  

 

ちょっと、ここだけほじゃあ、3ページの総合支所っていう部分ですね。この部分は前回の資料

の、後ろについている部分の、組織機構の人数の入ったのがあったと思いますが、これのですね。

前回の資料の、すいません、8ページですね、8ページ〔別途配布分〕の中に、みていただくと分かり

ますが、ここにはですね、総合支所、窓口の辺りは 15 人から 20 人ぐらいとみなしておるわけでご

ざいます。だからいま今回の 3ページの人数というのは 15 名から 20 名ぐらいになるんです。まあ

そういたしますとこれだけになりますと、いま 60 人から 80 人おる職員が 15 人から 20 人になって

しまうという懸念があるということでございます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、吉兼さん、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

46 番、吉兼です。ということでですね、いろいろ皆さんの意見を聞くと、要は今回のこの項目、

1、2、3、4 を確認しますと、要はこのような組織図になるということですから、合併はなんのた

めにするかという問題にやっぱり戻ると思うんですけれども、結局周りの市町村で合併を進めてい

るところがですね、いろいろな問題にぶち当たって、なんで自分達は合併をしなくちゃあいけない

んだということで、いろいろな方がいろんな議論をされているんだと思います。 

大島においては財政が危ない、これが一番だと思うんですよ、そして人口が減っていると新しい

大島を創るためにはなにかをしなくっちゃあいけないんじゃあないかということでやるわけです

から、そうすればいかに効率の良い、いかに皆が知恵が絞り易い、いかに分かり易い組織を作って

ですね、効率的に事務事業というんですか、役場の事務をですね、いかに効率的にこなしていくか

というのがポイントになると思うんで、そういうことから考えると果たして町民がいま支所にいる

人が減ってしまったら寂しいということだけで、この島全体の将来を縛ってしまうのはあまりにも

短絡的に過ぎる、町民はそんなにそういう考えではないんじゃないかなと常にやっぱり新しい  

効率的な・・・、生まれ変わるんだから、きっといい町ができあがると思ってやっているんだと思

いますんで、この中でこれを確認すればこうなってしまうといわれると、非常にいいづらいんであ

りますけれども、やっぱり例えば先ほど奈村さんおっしゃったように将来的には、一元化しますよ

という過程でこういう形ですということであれば、それはそれで当然過渡的なものというのは必要

だと思いますけれども、ここはやっぱり文言としてはきちんと入れておいていただきたいなという

ふうに思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

あのですね、要するに町民の方はそう思ってないというのでなくて、そう思っているというご意

見が多数あったからそういう結果になっておるわけでございます。 

要するにそれは本庁方式がいいと、その本庁方式になるとそうしますと、本庁でない後の 3つの

庁舎からは職員が大幅に急激に減少してしまうという懸念が強くあったわけですね、それはですね、

1 つにはですね、地域からすれば、例えば橘町の役場の中にいま 60 名から、ケアプラザを入れた

ら 80 名くらいおるわけですが、その方の中にはですね、近くでお弁当を食べにいったり、夕食を

取ったり、まあそういうふうなこともあるわけでございますね、そういったことが例えばそれが

20 人になってしまうと、やっぱりこれはいまの橘町の役場に 80 人おるのが 20 人になってしまう

と、ああやっぱり本庁がこにゃあどうもならんねというふうな、やっぱりそういうふうな感情的な

ですね、部分は当然あるんじゃないかと、そういう意見は地域の地区懇談会をやってみたらすぐで
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たわけですよね。 

それでいまは当然 400 名近くの職員がおるわけですから、それはそれが 10 年経つと例えば 100

名とか、まあ 120 名ぐらいの削減になってしまいます。そうしたことを踏まえていけばですね、将

来的にはそういうふうに分散型というのが果たして維持できるのかというたら多分それはできな

くなるんだろうと思っております。そうしたときに初めてですね、本庁型とか、または集約的な庁

舎型に返ってくるんではないかと思っております。そういうことでございますんで、それをいま大

きな大改造をやって、数億円もかけてですね、やったときには将来 10 年、15 年経ったときには、

やっぱり今度はそこもいらなくなってしまつたというのが、その当時、合併したときの無駄な投資

ではなかったのかというふうな懸念もあるわけでございますので、いま吉兼委員さんがいわれるよ

うに、それはいま当面の暫定的なものであるというふうにいわれるんだったら当然それで結構だと

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 吉兼 健一） 

すいません、ということで、やっぱり、文言としてはこれはこのままでいくということになるん

ですね。えー、私の意見と町民が違うということで、あっ、町民の意見が違うということであると

いってしまえばそれまでですが、やっぱり、効率的な事務を運営するということであれば、やっぱ

り、このシステムでいって、この組織になって、これだけの意見がでるということは、この組織が

このままいくというのはよくないんじゃないかと単純に思いますので、その辺はきちんと考え直し

ていただいた方がいいんじゃないかと思います。以上です。すいません。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではちょっと休んで、休憩をいたします。いろいろと検討することがあるようですから・・・、 

10 分間ほど休憩をいたします。 

 

 

【午後 3時 23 分  休憩】 

 

 

【午後 3時 33 分  再開】 

 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  それでは休憩を閉じまして、議事を進行したいと思いますが、事務局の方でさらに追加説明があ

るようでございますので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） 

  2 ページの機構図でございますが、これは前回の協議会のときに組織図だけでは命令系統が分か

りにくいということから、この機構図をだしたものでございまして、いまいろいろご意見いただき

ましたが、こういう例えば長とか、部長が入ってない、もう少しシンプルな形での指揮命令系統が

分かるという方が良かったのかなと、いま反省しておるわけでございますが、これは先ほども申し

ましたようにまだ規程とかですね、例えばいまＡ庁舎で申し上げますと環境衛生部長と支所長が 2

つに別れておりますが、例えばこれが兼務をすべきなのかというようなことも、たくさんまだある

と思います。そういうことをですね、ここで決めておるということではなくてですね、一つのモデ

ルとしてから、1ページのそういう方針でやればこういう形でモデルができましたということをお

示ししているわけでございますので、そこら辺りは十分ご理解をいただきたいと思います。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、この件につきまして、いろいろとご意見があったわけでございますが、事務局の方で

申しておりますが、１ページのこうした基本方針にしたがって整理をするということでございます

が、当分の間というのを４庁舎方式の前にですね、機構は当分の間、4庁舎方式にするということ

にしたいと思います。 

したがいまして、本日は 4回目のこの審議でございますが、１ページのいわゆるこの項目につき

ましては、基本方針ということで本日確認をいただきたいんですが、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、それでは異議ないというようなご意見がありますので・・・。 

事務局の方から当分の間の文言をいれることだけ・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

それでは 1 ページのですね、大きい算数字の 2、2 のですね、新町において 4 町の組織及び機構

をすべて統合し一元化を図るには、4町いずれの庁舎も狭隘であることから、すべてを統合するこ

とは困難な状況にあるため、それぞれの庁舎機能を有効に活用できるように組織及び機構は、当分

の間 4庁舎方式とし、すべての庁舎をというふうに、そこに当分の間という文言をいれさせていた

だきたいと思います。 

 

（「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（大島町議会議員 荒川 政義） 

当分の間 4庁舎方式にする、それが済んだらですね。総合支所方式にするのか、本庁方式にする

のかというのは。あとに任すわけそれは。 

 

（「後に任かすとそれは」と発言する者あり） 

（「それはよういうちょかにゃあね、（聴取不能）といわれるとね、 

後で困るから」と発言する者あり） 

（「それは後に任かさにゃあ」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） 

ここでですね、そういう確認を取っておってもですね、例えば先の行政執行者、または議会の考

えで、当然、これがずっと足枷になるというのは、・・・。 

 

○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 

それが足枷を科せられると大変困るなといま思ったので、ええですか、はい、分かりました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、協議第 45 号、協定項目 14、組織及び機構の取扱いについては、提案のとおり確認し

たいと思いますが、賛成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 45 号、協定項目 14、

組織及び機構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。 
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○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 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。前回の協議会でも提案説明は行っておりますが、再度、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 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、提案申し上げ

ております。4ページをお開き願います。 

一部事務組合・広域連合等の取扱いについては、前回の協議会で提案し、ご協議をいただいてお

りますが、追加資料等の要望もありましたので、引き続き説明をさせていただきます。 

前回の協議会で、一部事務組合で運営する場合と新町直営で運営する場合のメリット、デメリッ

トをだしてくださいというご要望がありましたので、5 ページ、6 ページにお示ししておりますの

で、5ページ、6ページをお願いいたします。 

前回の質問では、特に国保診療施設組合のご要望があったように記憶しておるんですが、組合は

環境組合もありますし、また広域連合もありますので、すべての 3つのことにつきましてからださ

せていただいております。 

ちょっとそこに書いておりますので、一部事務組合は複数の地方公共団体がその事務の一部を共

同処理するために設ける組合でありまして、各自治体ごとに行っておるその事務の一部を共同処理

することによりまして、経費の節減や事務の効率化等をするということでありまして、多くのメリ

ットがございます。しかしながら組合構成団体の合併に伴う組合解散により共同処理する事務がそ

のまま新町の事務となるということでございまして、既にいまと同じような形で新町に返ってくる

という形でございますので、特に大きなメリット、デメリットはないというのが、その考えでござ

いますが、強いてあげるならば次のような点が考えられるということでおだししておりますので、

若干説明させていただきます。 

まず、メリットといたしましては事務の効率化というのが、あげられるんではないかと思います。

例えば議会では、組合議会というものがちゃんと設置されておりまして、これが合併によりまして

町議会に一本化されるということでございますので、これだけの事務の簡素化はできると思います。 

また組合は組合長、4町いずれかの町長が組合長になるわけでございますが、そういうことでご

ざいますので、事務局は町長さんのおられる役場にたんびにまあ決済を取りにいくというふうな手

続きが必要になっておりますが、これが事務所の位置とも関係いたしますが、決済等が簡素化され

るということになろうかと思います。 

人件費の削減というメリットもあると思います。特別職は組合長、助役、議員、監査委員等があ

りますが、これは組合長、議員さんは各町の町長さんと議員さんが兼務されておられますので、そ

う人件費額は大きいわけではございませんが、なくなるわけでございますので、当然、費用の削減

ということはでてくると思います。 

また条例の簡素化ということもございますが、これはちょっと特殊な場合を除き、町に準ずると

いうことになりますが、前回ご説明いたしましたが、特に国保組合の場合は公営企業法の財務適用

がいま適用されていますが、これが財務適用だけでなくて、公営企業法のすべてを適用するという

ふうになった場合には、再度また条例は病院条例を持つわけでございますが、もしそうでない場合

はすべて町の条例の中に入ってまいります。例えばいまは医師、看護師、技術屋さんの給与条例と

いうのは、当然、組合で条例を持っておりますが、もしこれがいまのまま新町に入ってくることに

なりましたら新町の条例の中に医師の給料表、看護師さんの給料表、技術屋さんの給料表というも

のが、すべて入ってくることになるわけでございますが、まあこれが全部適用になればそうではな

いということでありますので、特殊な場合を除くと書いてありますが、簡素化されることには間違

いございません。 

また住民の声の反映ということもいわれておりますが、これは組合議会から新町議会となって、

今の組合議会というのは、各町の議員さんになられた、その議員の中から代表、数名の方がでられ

てそれで組合議会を構成しておるわけでございますから、今度は新町議会の議員さんすべてが、組

合の業務、または条例、予算等にしましてもすべてを審議するということになりますので、各町か

らの代表ではなくて、各町の住民から選ばれたすべての議員さんがこれに当たるということでござ
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いまして、住民の声が反映されやすくなるということになるんではないかと、そういうメリットが

あるんではないかと思っております。 

デメリットの方につきましては、特にないと思っております。また大島郡環境衛生施設組合もほ

とんど同じでございますが、一番下の人材の確保ということにつきましては、国保とはまた別に環

境ではそういうメリットがでるのではないかと思っております。と申しますのは新町の組織に組み

込まれることによりまして、人材の確保が容易になるということでございますが、いま現在環境衛

生施設組合につきましては、一般廃棄物の焼却処理、またはし尿の処理ということを主な業務にし

てやっておりますが、例えばいま環境衛生施設組合で計画をいたしておりますリサイクルセンター

とか、または一般廃棄物の最終処分場というふうな大きな数字のかかるような事業をやろうとした

ときに当然、人材、まあ人数が限られておりますので、10 数名しかおりませんのでまあそういう

ことに手が回らないということになると思いますが、新町の中であればそういう例えば建設を担当

する課で、土木、または建築技術屋さんをそれに派遣するということも容易になるということから、

こういう人材の確保になるということを書いておるわけでございます。 

次に 6ページでは大島郡の広域連合がありますが、これもいまの環境とまったく同じことを書い

ておりますので、まあそういうふうな 3つのいま 4町で作っておる、組合、広域連合についてのメ

リット、デメリットは前回の協議会で要望があったわけでございますので、説明いたしました。以

上でございます。 

 

○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、一部事務組合・広域連合等の取扱いについて、

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） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

東和町の西本でございますが、住民の・・・、これは大島郡国保診療施設組合、以下環境施設組

合、皆いっしょにいえると思いますけれども、住民の声の反映ということで、各町の既存の組合議

員が全議員になるということで住民の声が反映されやすくなるということのメリットがございま

す。 

これはそのとおりだと思いますが、ひとつ、この点で懸念されるといいますか、デメリットとい

いますか、懸念される部分で組合経営は病院経営という特殊な行政でございますが、これに対して

議員の方から不当介入される懸念が私はあると思うわけでございます。それによって歪められた病

院経営がなされる可能性があるということで、これに対してどのように対応していくのか、まあ不

当介入というと言葉は悪いんですけれども、現実にお上の方では外務省でもああいう事件がござい

ました。職員が逮捕されたり、議員が逮捕されたりするというような非常に不祥事な事件が多くあ

ります。 

病院においてもですね、大島郡の場合、特に施設が分散しております。東和にもありますし、安

下庄にもあります。いろいろと病院が分散しておりますが、そこそこの議員がですね、やれあの医

者はどうのこうのとか、看護婦がどうのこうのとかですね、いろんなもので中傷が入ったり、ある

いは嫌がらせが入ったり、あるいはまた事件的な介入が入ったり、私心配になっております。 

そこら辺りを外務省辺りいろいろと改革をしているようですが、そういったものも参考にしなが

ら、どうこれを乗り越えていくか、議員は議員活動の一環としてやるわけですから、それを止める

わけにはいきませんけれども、いたずらにそれに乗ると、歪められた行政が行われる、まあこれは

一般行政でも同じことがいえるんですけれども、特に病院の場合はそれが私は懸念されるわけです。

そこら辺りも十分配慮された町立の病院にしていただきたいと思います。 

それからもう一点ですね、やはりこれは病院関係でございますが、いままでは組合の中で、組合

の職員が一体となってまあこう経営をされ、チームに携わって、まあ独立採算制でやっておられた

ようですが、今度は町立の病院ということで、職員は一般の行政職の職員と同じような取扱いにな

ります。スタイルもスタンスもそういう格好になりますと、まあ殿様商売的な、親方日の丸的な病
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院経営がされるのではないかという懸念があります。どこの公立病院においてもあまり経営状態が

かんばしくありません。このひとつが親方日の丸的な経営ですからそうなるんです、特に病院経営

は大変厳しゅうございまして、競争が非常に激しいわけでございますから、競争の原理をもって、

職員も医者もですね、親方日の丸的な考え方でなくて、経営効率をあげるようなですね、感覚を持

ってやっていけるような、組織体系なり、あるいは指導体制なり、管理体制なりを持てるのかどう

か、この 2つの点を懸念するので、特に発言をさせていただきました。どのようなお考えか、もし

いまあればお示しをいただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
これは事務局の方にしたら、大変難しい問題でございますので、せっかくこの席に組合助役がお 

りますので、助役がいままで対応してきたことが、引き継がれると思いますので助役の方から、ど

うぞ。 

 

○幹事（大島郡国民健康保険診療施設組合助役 川田 昌満） 

申し上げます。いままでそういうことも多々ありましたけれども、一応そういうことをいってこ

られた議員さんもありました。その言ってこられた内容につきまして、十分私どもがお伺いしまし

て、各病院の院長、事務長を通じてそういうことがあるかないかということを確かめまして、ある

場合にはそういうようなことがないように注意をします。それが誤った中傷的なものでありました

ら、またその議員さんに対して、これはこうこうこういうわけでということで、そういうことは絶

対ありませんと申し上げております。まあそのときにはご理解をいただいております。今後そうい

うことに対しましてもいままでどおりのやり方でやっていきたいと思っております。 

例え議員さんがどうこうこうこういってきて、おられますけれども、それに間違った対応をして

いくような考えは絶対に持ってはならないというふうに私は考えておりまして、病院長、事務長に

対してもそのようなことで対応するように申し上げております。 

第 2点目に関しましては、先ほども事務局からちょっとでましたけれども、これから町の町長直

轄でやれば、西本委員さんがいわれたことも懸念されると思います。で今の組合のシステムを移行

するということで、事業管理者というものをおいて地方公営企業法の全部適用、全部その企業管理

者が責任を持つというような方法を取れば、経営的にもその事業管理者が責任がありますものです

からそういうふうな懸念はないだろうと思います。 

でいままでも山口県の自治体病院におきましては、町長直轄でやっております病院についてはほ

とんどが赤字でございます。ということは町の職員と病院の職員が 3年ごとに入れ替わるというこ

とでございまして、その経営がきた人についてはできないのにもう 3年経ったら、そういうふうに

3年経ったら本庁の方に帰っていくいうようなことがございまして、経営に対して、運営に対して

本腰が入れられんと、いうような格好でほとんどの病院が赤字をだしておる。幸いにして当組合に

つきましては人事交流が一切ございません。だから公営企業法を適用しておりまして、その法に基

づいた職員の働きによって黒字がでておるというような格好でございますので、今後も今度は、今

は一部、財務適用だけを適用しておりますけれども、今度はなんもかんも全部、全部適用というこ

とで、事業管理者を置いていただいて、その事業管理者に責任も権利もほとんど全部をお任せする

ということでやっていっていただきたいというふうに私は考えて、できるだけ一般会計の、本庁の

方には赤字に対する負担をできるだけ少なくしていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。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（東和町議会議員 西本 信男） 

いま助役さんから一応縷々説明がございました。やはり、私どもが懸念しておったことが大なり

小なりあった事実が、いまでたわけでございます。今後はですね、議員の数が増える、まあ倍ぐら

いになるわけですから、当然に不当介入という言葉は大変悪いんですが、そういった懸念があると、
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いま助役さんいろいろと非常になにか対応されて、あまりいままではトラブルはなかったというこ

とのようでございますが、さらに気を引き締められてそういうトラブルの対処をクリアーして、不

当介入の排除に向けていっていただきたいし、いろいろと外務省辺りいろいろな記録を取って、そ

れで口頭でなくて記録によって、それが今後上の方へ上がってきているとかなんかしようると、い

うような方法で不当介入を防ぐというような、あるいは歪められた行政を排除するというようなこ

とがあるようでございます。そういったことも参考にしながら是非ひとつ歪められた病院経営がな

されないようにお願いをしておきたいと思います。 

それからもう 1 点の親方日の丸的な経営でございますが、これは公営企業法を丸まる適用して、

企業会計的にやるんだからいいんだというようなお考えですが、今からのことなんで先走ったこと

は申し上げられませんが、世の中いま民営化しております、かって国鉄があねいな状態でですね、

大変な赤字を抱えて民営化された。公営企業といえども職員の感覚がですね、ああいう結果になっ

た、ああいうことになれば結果は大赤字でにっちもさっちもいかんようになるということでござい

ます。そこら辺りを重々、十分に会社経営的な感覚で経営に望んでもらいたいし、職員は従事して

もらいたいということを申し上げておきたいと思います。以上でございます。 

 

○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ので、この件につきましては確認を取らせていただきたいと思いま

す。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は、提案のとおり確

認することに賛成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いたしまして、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 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。前回の協議会で事務局の提案説明は行っておりますが、再度ご説明をお願をいた

します。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それでは協議第 49 号、保健衛生の取扱いについてでございますが、資料は 7 ページでご

ざいます。この保健衛生の取扱いにつきましては、前回以降の資料と変更がございませんので、保

健衛生の取扱いについてということで、鏡だけをおつけしております。協議会で確認をいただきま

したならばこれに基づきましていろいろな調整を進めていきたいと思っておりますので、どうかよ

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、協議第 49 号、保健衛生の取扱いについて、ご意見のある方、お願いをいたします。 

 

【質疑なし】 

 

ございませんか。それではご意見、ご質問もないようでありますので、この件につきましても確

認を取らしていただきたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 



  26

   

はい、異議がないようでございますので、協議第 49 号、協定項目 24-13、保健衛生の取扱いに

ついては、提案のとおり確認することに賛成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す。大方の賛同が得られたものとして、協議第 49 号、協定項目 24-13、

保健衛生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） 
  次に継続協議となっております協議第 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。前回の協議会でも事務局の説明はありましたが、再度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） 

はい、それでは説明させていただきます。協議第 51 号でございます。商工観光の取扱いについ

て、資料は 8ページでございます。前回の協議会資料に各町が実施をしております事業を掲載して

おりますけれども、今回その後変更ございませんので、資料的なものはおつけしておりません。そ

れぞれ具体的な調整方法を番号を打ってお示ししておりますが、協議会で確認をいただきましたら、

これに基づきまして調整を進めていきたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
説明が終わりましたので、協議第 51 号、商工観光の取扱いについて、ご意見なり、ご質問があ

れば、拝聴をいたします。 

 

（「質疑なし」と発言する者あり） 

 

ないようでございますので、それではこの件につきましても、確認を取らしていただきたいと思

います。ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

   

はい、異議がないようでございますので、協議第 51 号、協定項目 24-20、商工観光の取扱いに

つきまして、提案のとおり確認することに賛成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。この件も大方の賛同が得られたものとして、協議第 51 号、協

定項目 24-20、商工観光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 53 号、協定項目 24-2、情報公開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課長補佐 中尾 豊樹） 

それでは協議第 53 号、情報公開の取扱いについて、協定項目 24-2 でございます。資料 9ページ

をお開け願いたいと思います。 

調整の内容といたしましては、1、情報公開条例、規則については、調整し、合併時に統一する。

2に、政治倫理確立のための町長の資産等の公開に関する条例、規則については、合併時に統一す

るとしております。 

まず、情報公開条例でございますけれども、行政機関等の持っている情報を知りたいと思うとき

に誰もが自由に知ることができるようにすること、この知る権利を制度的に保障し、行政機関等に
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公開を義務付け、その説明責任を明確にする制度のことでございます。また広報誌の発行、ホーム

ページの公開など積極的に情報提供を行うことも本制度の一部というふうに思われております。 

ここで各町の情報公開条例、規則をみてみますと、公開請求に対する決定までの期間、コピー代

金等に若干の差異がございます。 

11 ページをお願いします。公開請求に対する決定につきまして、決定までの日数計算を行うと

きに起算日を請求を受けた日、または請求を受けた翌日等の日数を数える場合の起算日の相違、ま

たは起算日から 14 日以内、15 日以内、30 日以内など条例が施行された時期によりまして少々の違

いがございます。 

12 ページを開けていただきたいと思います。下の方に費用という項がございます。費用の一覧

表がございますけれども、まず閲覧につきましては無料でございますが、実際に掛かる費用につい

ては各町とも負担していただくようになっております。そういうものが実費負担となっております

けれども、コピー代金は使用するコピー機での 1枚当たりの金額などからだされているものと思わ

れます。これらにつきまして合併までに調整し、合併時に統一するとしております。 

次に 2 の政治倫理確立のための町長の資産等の公開に関する条例、規則についてでございます。

13 ページをお開けいただきたいと思います。下の方でございますけれども、内容的に同様と思わ

れますので、合併時に統一するとしております。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
説明が終わりましたので、協議第 53 号につきまして、ご意見なり、ご質疑をお願いします。 

   

（「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、この議題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、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

   

はい、異議がないようでございますので、協議第 53 号、協定項目 24-2、情報公開の取扱いにつ

いては、提案のとおり確認することに賛成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53号、協定項目24-2、

情報公開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 54 号、協定項目 24-5、離島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 54 号、離島の取扱いについて、協定項目 24-5、今回新規の提案でござい

ます。ページは 15 ページをお開けください。 

離島の取扱いについて、次のとおり提案するということで、2項目を提案しております。 

離島振興については、離島の持つ諸事情に鑑み、離島住民の生活環境の改善及び生活基盤の整備

並びに経済の自立を促進するため、引き続き新町において離島振興計画を策定し、諸施策を実施す

る。大島本土と離島をつなぐ唯一の公共交通機関である離島航路については、これを維持し、現行

のとおり新町に引き継ぐといたしております。調整案の取りまとめに当たりましては、本年度を初

年度として平成 24 年度までの 10 年間の離島振興計画を各町では策定をいたしておりますので、こ

れに基づきまして取りまとめを行っております。具体的には次のページの 16 ページから説明をい

たします。 

16 ページからは各町にございます有人離島の現況について記載をいたしております。項目にし
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たがい概略説明をいたします。4町にはそれぞれ前島、笠佐島、情島、浮島の有人離島がございま

す。各町には 1 島ずつございますが、人口では 4 島では 428 人、208 世帯、面積にして 5.32 平方

キロメートルございます。次に交通につきましては、離島航路がそれぞれ 1航路ずつございまして、

1 日に 3 便から 5 便を運行しております。所要時間は 7 分から 25 分程度かかっております。この

航路につきましては、現行のとおり新町に引き継ぐこととしております。 

次の 17 ページを開けていただきたいと思います。交通の下段に情報通信の表を掲げでございま

すけれども、これにつきましては必要な情報基盤整備が遅れておる状況にございます。 

次の 18 ページでございますが、産業から医療関係について各町横並びで記載してございます。

産業別就業者につきましては、第一次産業を中心に主に水産業への就業が多くなっております。浮

島におきましては、第二次産業に 33 名、これはいりこの加工場などがございますので、二次への

就業が目立っております。次に国土保全等でございますが、まあご承知のとおり島の地形は急峻で

ございます。それから人家、公共施設等が海岸沿いに集中しておりますので、津波、高潮、波浪な

どの災害を受けやすい状況があるということが書いてあります。生活環境につきましては、簡易水

道、ゴミ処理、し尿処理、コミュニティ、消防施設、島内の状況がここに書いてございますが、各

島の状況にあわせて諸施策が講じられております。東和町の情島におきましては、簡易水道を海底

送水により供給を行っております。それから浮島におきましては、漁業集落の排水施設の整備がさ

れております。これらが特徴的なところであります。それから医療につきましては、特に緊急医療

体制の整備をこれまで進めておりますけれども、前島にヘリポート、それから浮島にヘリポートが

既に設置をされております。通常の活動につきましては、保健活動を定期的に実施をしておるのが

特徴でございます。 

19 ページには、高齢者の福祉から観光について書いてございますが、高齢者の福祉その他の福

祉につきましては、ホームヘルパーの派遣、あるいは配食サービス、あるいは各種通所サービスの

提供がされているような状況がございます。それから毎日給食事業、まあこれらを行っております。

それから教育及び文化につきましては、情島に小・中学校、それから浮島に小学校がございます。

それから観光につきましては、どの島も取組んではいますが、まあ観光客のマナーの悪さもござい

まして、なかなか難しい状況にはございますが、前島、それから情島、浮島にはそれぞれ民宿がご

ざいます。 

次の 20 ページには、これらの現況から離島振興計画の振興の基本方針と目標を定めまして、具

体的な施策を 15 年から 24 年までの 10 年間で実施をすることが、そこに詳しく方向性が書かれて

おります。振興の基本方針と目標につきましては、それぞれの島の特徴を活かして、自立していく

方針が書かれております。それから具体的な施策として、公共施設につきましては離島航路の運行

等が書かれております。さらには着岸施設等に手すりをつける、バリアフリー化を図る、フェリー

や高速艇の増便を図る、あるいは海上交通や陸上交通の接続を考えて利便性を図る、あるいは農産

物、廃棄物の運搬に対応するため新型船舶の導入を検討する、まあこのような方策、方針が交通通

信に書かれております。それから産業振興につきましては、それぞれの島の産業を活かしていくと

いうことで、それぞれの振興方針が記載されております。 

21 ページをお開けいただきますと、生活環境から教育・文化について、具体的な施策が書いて

ございます。し尿処理、廃棄物の処理、簡易水道、浄水施設、まあ人口の多い島等については、海

底送水の計画などが記載されております。それから島の消防防災をどうしていくかというふうなこ

とで、消防団員の確保、防災機能の向上のためのシステムの整備を図るという方針が書いてありま

す。それから医療・高齢者等の福祉につきましては、保健師、栄養士による健康相談等を実施しま

して、緊急時には県消防防災課、県ヘリコプターによる移送体制の確立を図るというようなことで、

この緊急医療体制に対処するようにしております。高齢者の福祉としましては、ホームヘルプサー

ビスや毎日給食の充実を図る、あるいは住民サロンを継続することで、生きがい活動及び介護予防

の推進を図る方針が記載されております。教育・文化につきましては、情島、浮島に学校がござい

ますので、それぞれの教育環境の環境の整備を図る方針が掲げてございます。 

22 ページ、最後のページでございますが、観光開発につきましては、先ほど申し上げましたが、

島に入る客のマナーの悪さ、まあそこに住む人たちとの協調がなければ、難しい面がありますが、

振興のための条件整備は整えていく方針となっております。国土保全につきましては、島を災害か

ら守るためにそれぞれの方針が示されております。主に海岸の護岸整備を図るという計画等が記載

されております。最後の情報通信につきましては、公共施設に情報端末を整備するなどこれからの
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情報化の時代に対応する方針が記載されております。以上、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、協議 54 号、離島の取扱いにつきましてのご意見なり、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 平野 和生） 
橘町の平野です。8月 3日の日に浮島に知事がこられまして、そのとき 4町の町長さんもご一緒

じゃったと記憶しております。将来の離島について話し合われたわけなんですが、離島というのは、

まあ大島郡もおそらく昭和 50 年ですか、橋が架かる前に多分離島振興法の適用を受け取ったと思

います。橋が架かってないころで、大変交通の面で相当の不便を強いられたと思っております。ま

あこの案のとおりに絶対いまの交通機関は 4 島絶対崩さないように是非ともお願いしたいと思っ

ております。それと水なんですが、浮島においては今年は盆はかつがつ乗り切りましたが、大概盆

があやしい時期になっております。情島は海底送水がもう早くからなっておると伺います。是非と

もよろしくお願いします。それと老人問題、医療問題がかなり、お年寄りが増えて、浮島も 275

名のうち、65 歳以上が百二三十名おります。いま安本医院さんという近くに安心できる医院さん

があって大変喜んでおります。 

まあ浮島のことだけ話すようになるんですが、他の 3島もあるということを町長さんも念頭に置

かれていただけたらと思います。浮島は離島振興法のお陰でかなりよくなりました。申し訳ないぐ

らいに思っております。他の 3島のことも考えて、よろしく新しい町のために、新しい町長になり

ましてもよろしくお願いいたします。大変よくできた施策だと思っております。ありがとうござい

ます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ほかにございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでありますので、この議題も今回の提案でありますが、確認を取らさせていただきたい

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） 

   

はい、異議がないようでありますので、協議第 54 号、協定項目 24-5、離島の取扱いについては、

提案のとおり確認することに賛成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54号、協定項目24-5、

離島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 55 号、協定項目 24-11、保育事業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、それでは説明いたします。協議第 55 号、保育事業の取扱いについて、協定項目 24-11 で
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ございます、資料綴りは 23 ページからでございますが、24 ページをお開けいただきたいと思いま

す。24 ページに各町の保育所、保育園等の実態を記載しております。各町それぞれ町立の保育所

が 1 つずつ、それから私立の保育所がございます。4 町あわせますと 15 ヶ所の保育所がございま

す。これにつきましては、協定項目 1番といたしまして、保育所については、現行のとおり新町に

引き継ぐということでございます。 

次に 24 ページ下側の特別保育の欄でございますが、各町それぞれ特別保育を実施しております。

一時保育促進事業、あるいは町によりましては保育所地域活動事業という事業を展開しております

が、これらにつきましては現行のとおり新町に引き継ぐということで引き続き実施するということ

で提案でございます。それから 25 ページをお開けいただきたいと思います。 

25 ページには各町の保育所の徴収金を第 1階層から第 7階層まで、そして 3歳未満児、3歳以上

児に分けて記載をしております。それから一番右側には国の基準額を記載しております。 

各町の保育所の入所児童数でございますが、3ページめくっていただきまして、28 ページをお開

きいただきたいと思います。28 ページに 4町の平成 15 年 4 月 1日現在の入所の実人員が記載して

ございます。4町で 450 人の子供たちが各町それぞれの保育所に入所しておるということでござい

ますが、久賀町を例にご説明したいと思います。久賀町の場合はこの 4 月 1 日現在、乳児から 4

歳以上児まで合計 105 人の園児が入所しております。 

①でございますが、国庫負担金算定徴収基準額ということで書いてございます。これが

33,725,000 円と、②、町規定徴収金でございますが、これは先ほど各町の保育所徴収金という欄

がございましたが、これをはじいていきますと、久賀町の場合は 25,980,000 円、ご父兄からご負

担をいただいておるということでございます。それから③でございますが、多子世帯軽減対策県補

助金、子供が 1 人以外の、2 人、3 人というような場合には、県の方から補助金がございます。こ

れが 911,000 円、これは見込額でございます。それから④でございます、先ほどの国が定めた徴収

基準額、それから実際にご家庭が負担する徴収金、それから多子世帯の軽減、県からの補助金、こ

れを差っ引きますと、町が負担をしておるわけでございますが、久賀町の場合は 6,834,000 円負担

しております。最終的に⑤番目でございますが、国が定めた 33,725,000 円に対しまして、町が規

定をしております徴収金、割合からしますと 22.97 パーセントの減額ということになります。一番

右側の計の欄でございますが、4町を合計いたしますと④番目の 4町の負担金の総額でございます

が、36,880,000 円の負担をしております。減額割合はと申しますと、一番、減額率の高いのが、

33.66 パーセント、低いのが 22.97 パーセントということで、平均いたしますと 28.90 パーセント

が一応減額されておるという状況でございます。 

これらの状況から保育所の徴収金につきましては、協定項目の 3番目として国の基準を参考に新

町において定める、ただし、合併年度でございます、いわゆる平成 16 年度でございますが、これ

につきましては残存期間、保育所の徴収金については現行のとおりとするという提案をさせていた

だいております。また、合併期日が 16 年の 10 月 1 日という年度途中でございます、16 年度は現

行のとおりということで、新町において 17 年度以降の徴収金については定めるというものでござ

います。 

この提案では新町で定めるということで、いわゆる 16 年の 10 月 1 日以降に定めるものというこ

とで、ご懸念がございましょうから特にこの保育所の徴収金につきましては、専門部会、幹事会、

首長会におきましても、少子化対策の一環として、負担金は安くという方向の基本方針の了解をい

ただいております。早急に協議調整をし報告を申し上げたいと思っております。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終わりましたので、協議第 55 号、保育事業の取扱いにつきまして、ご意見なり、

ご質疑がありましたら・・・。 

  ありませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

   

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
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46 番の吉兼です。いま各町に公立の保育所があるということですけれども、すべて均一のサー

ビスではないと思うんですけれども、例えば延長保育とか、そういうことに関してですね、是非と

もこれを機会に、まあちょっと具体的には私ちょっとあれなんですが、サービスの高い方に是非と

もあわしていただいて、細かい制度ではありますけれども、皆さん納得した保育料が払えるような

調整をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ほかにはございませんかね。 

   

（「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、説明の中で少子化対策として、町の補助金を増やす方向で今後とも協議を進めるというこ

とでございましたが、是非ともこの町の補助金を増やして、父兄の負担が軽くなって、子供がよう

け住み着くように、ひとつお願いしたいと思います。 

   
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

  よろしゅうございますかね。 

 
【質疑なし】 

 

ないようでございますので、本題は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、いかがでございますか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

   

はい、異議がないようでございますので、協議第 55 号、協定項目 24-11、保育事業の取扱いに

つきまして、提案のとおり確認することに賛成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55号、協定項目24-11、

保育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 56 号、協定項目 24-19、農林水産関係事業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 56 号、農林水産関係事業の取扱いについてご提案でございます。協議資料は 30

ページでございますが、1としまして、農振農用地区域については、当面現行のとおりとし、新町

において作成する農業振興地域整備計画に基づき調整する。2、農林水産業の振興に関する各種計

画については、新町において調整をする。3、農林水産関係事業については、次の区分により調整

をする。（1）合併時までに調整をするもの、（2）新町において調整をするものということで、提案

をさせていただいております。 

31 ページをお開きいただきたいと思いますが、農業の基本となります農振農用地区域の見直し

につきましては、新町において農業振興地域整備計画に基づき調整する。また、農地利用集積計画

や農業経営基盤強化促進の基本的な構想、地域農業マスタープランにつきましては、新町において
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調整をするとしております。 

32 ページから 37 ページでございますが、農業関係の各町における取組状況を記載しております

けれども、4町がほとんど同じような事業を展開しておりまして調整が可能なものは合併時までに、

また事業が進行中のもの、あるいは年度途中で調整が難しいというようなものにつきましては、新

町において調整をするといった形で、専門部会としての考え方を基本に該当する番号で記載をして

おります。 

また、38 ページ、39 ページには林業関係、40 ページから 42 ページにおきましては、水産関係

事業等列挙しておりますけれども、先ほどと同じように同様な考え方でございます。内容をご欄に

なってお分かりのとおり、ほとんどが行政が推進する事業でございまして、直接住民の方に影響す

るものというものは少ないとは思いますけれども、確認がいただけましたならばこれに基づきまし

て調整を進めていきたいと思っておりますので、どうぞ、よろしくお願いをいたします。以上でご

ざいます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫）  
協議第 56 号、農林水産関係事業の取扱いにつきまして、皆さん方のご意見なり、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 村田 岩治） 
  まあ農林水産ということですが、水産に限ってご質問いたします。ご案内のようにこの基本方向

につきましては、現在大島郡には 6つの漁協があります。この 6漁協が今後ともですね、存続する

ということを前提にですね、お考えの上にこのような基本方針をだされたものと思います。 

しかしながら、もうすでに新聞紙上にでておりますようにですね、もう山口県においては、すで

にもう新組合の名称も決まりました。山口県漁業協同組合、本店は下関市というので、まあ合併を

重ねてきまして現在 53、4 の漁協が山口県に存続しております。そのオープンとしましては、来年

1月 1日、対等合併ということで、すべての漁協が合併して 1県 1漁協を作るという基本方向のも

とに、いま最終段階を迎えておるわけでございますが、しかしながら現実からみますとですね、ま

あ私の考えでは、おそらく来年 1月はちいと難しいのではないか、まあ伸びても来年の 3月、ある

いは 6月ぐらいにはですね、どちらか形に収まると思うんですが、まあそうした中で例えば県内 1

漁協、合併後申し上げますと、これは任意でございます、強制ではございません、合併するか、ど

うするかは。 

そうした中で大島郡6漁協が例えば3漁協は新組合と合併をしたと、3組合は合併せずにですね、

そのまま存続するというようなことが仮におきたとするするならば。6つあって 3漁協は県内 1漁

協の中に参加したということは、その時点を持って漁協の法人格はなくなりますよね。残った分野

については当然法人格は漁業協同組合として今後とも存続するというようなことがおきるわけで

ございます。 

  また大きく考えられますことはですね、県内 1漁協の中に入らず、あまりにも広いからひとつ大

島郡内の 6漁協合併しようじゃないかというようなことになるかも分かりません。これ非常に流動

的ですが、現状そういうことです。 

  この基本事項につきましては、2つ区分されておりまして、漁業者に対する利子補給、その他の

給付、それから漁協としての位置付けの中における助成、これが大きな柱になっておるわけですが、

いま申し上げましたように、そのような動きの中でですね、この計画では新町建設までに調整する、

新町建設後に調整するということがひとつのあれでございまして、10 月 1 日を目途にまあ話が進

んじょるわけでございますが、仮にそのような事態がですね、仮に 10 月 1 日までにおきたとする

ならば、あるいは 10 月 1 日以降におきたとするならばですね、基本的にいまのこのでておる計画

は、そのものの考え方、変更があるのかないのか、その辺をちょっと確認いたしたいと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
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はい、お答えいたします。特に水産関係のご質問でございますが、資料の 40 ページ、41 ページ

でございます。特にこれは事業関係でございますが、この事業関係につきましては、3-（1）とい

うことで、合併時までに調整するものという基本的な考えでいきます。それから負担金関係の 42

ページでございます。これは各町がそれぞれいろいろな団体等に支出等をしております負担金の関

係でございますが、これにつきましては 3-（2）ということで、新町において調整をするという考

え方で基本的にはおります。したがいまして、3-（1）か、3-（2）、どちらかの形で対応していく

ということでございますが、特に事業関係、漁協関係の事業関係も含めてでございますが、これら

につきましては合併時までに調整していくという基本的な考えで、これから内容を詰めていこうと

いうことでございます。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
まあ、したがって漁協の組織が変わっていく、変貌することと兼ね合わされて、今後、協定はで

ておるけれども変更がありうるというように理解していいわけですかね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

そういう漁協の動向にあわせてですね、当然、水産関係の対応について、新しい町、あるいは新

しい町になるまでにどういう対応をするかというのは十分協議していかなければいけないと思っ

ております。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
当然そのときには、漁協関係にも協議が当然なされるということになってくるんじゃろ。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

そういう形で進めていくべきだと思います。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

  ありませんか。 

 
【質疑なし】 

 

ないようでありますが、この議題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。ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

   

はい、異議はないものと思います。したがいまして、協議第 56 号、協定項目 24-19、農林水産

関係事業の取扱いについては、提案のとおり確認することに賛成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56号、協定項目24-19、

農林水産関係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 57 号、協定項目 24-22、建設関係事業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 57 号、協定項目 24-22、建設関係事業の取扱いについて説明をさせていただきま

す。45 ページをお開き願います。 
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建設事業の取扱いについては、4項目に分けて提案させていただいております。 

まず、1として町道、農道、林道及び漁港等については、現行のとおり新町に引継ぎ、町道の認

定基準については合併時までに調整し、統一するといたしております。2として、道路等維持管理

事業については、現行のとおり実施し、実施方法については新町において調整する。3として、建

設関係事業については、新町建設計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新町にお

いて引き続き実施する。4として、建設工事入札制度については、合併までに調整し、統一すると

して提案をいたしております。 

次のページに各町の町道の状況をお示しし、現行のとおり新町に引き継ぐとし、次に町道認定基

準を示しておりますが、4町ともその内容にはあまり大きな差異はなく、合併時までに統一すると

いたしております。これは特に大島町の町道認定基準が 1、2 級町道については「市町村道の手引

き」に準拠しておるというふうに記載されておりますが、これをもとに調整をしたいと考えており

ます。次のページに農道、林道、漁港の状況をお示しし、現行どおり新町に引き継ぐといたしてお

ります。また、道路等の維持管理の対応についてお示しをしておりますが、各町若干の違いがござ

いますが、維持管理につきましては、新町においては各総合支所において実施するということにな

ろうかと思いますので、新町において調整するといたしております。 

次のページに入札関係の事務をお示ししておりますが、各町に若干の差異がございますので、合

併時までに統一するとしておりますが、できるだけ透明性の高い先進的なものにしたいというふう

に考えております。特に久賀町の先般設置されました久賀町入札監視委員会というのが設置されま

したが、これらも新町においても引き続き調整の中で、新町での監視委員会というような形で設置

をするという方向で調整をしたいというふうに考えでおります。 

次のページに地域で実施する維持管理補修等に対する補助制度でございますが、各町とも原材料

の補助をいたしておりまして、合併時までに調整し、統一するといたしておりますが、橘町の補助

金交付規則をもとに調整したいと考えております。また占用料等については大きな差異はございま

せんので、統一するといたしております。以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審

議をお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
説明が終わりましたので、協議第 57 号、建設関係事業の取扱いにつきまして、皆さん方のご意

見、ご質疑があれば承ります。 

   

（「はい」と発言する者あり） 

   

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
46 番、吉兼です。一応、現行の事業は新町に引き継ぐということでありますけれども、一体で

すね、いくらぐらいですね、事業がいま行われているのかですね、まあ自分の近隣でいくとなんと

なくイメージがあるんですけれども、各町になるとまったく分かりませんので、一応そのいまのも

のが、必要、不必要とかいろいろありますけれども、まあそれはさて置いておいてですね、いま実

際にどういう事業が進んでいて、例えば何ヵ年計画で、いま何期ぐらいにさしかかってて、このぐ

らいの財政出動があるんだということを一応明らかにしていただくと、分かり易いような気がする

んですけれども、どうでしょうか。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

まず、第１に不必要な事業というのはないと思っております。次に各事業の内訳につきましては、

その協定項目につきましては、いまこの協定項目では資料は作っておりません。各町のですね、例

えばいま現在各町の 9 月定例会が行われておりますが、近いうちに 10 月の広報辺りには決算額が

すべてでてまいると思います、そこの中で建設関係の歳出項目をみていただければ、事業費という

のはトータルでございますが、でてまいると思います。また、各町で決算資料というのも公開され

ておりますので、みていただければと思いますが、特に必要とあれば集計をさせていただきたいと

思います。 
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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 吉兼 健一） 
あともうひとつなんですけれども、入札制度に関してなんですけれども、ずいぶんこの入札に関

してはですね、話題が多いんですけれども、できる限り進んだ透明性のあるものということですけ

れども、電子入札とか、その辺までも考えていらっしゃるのでしょうか。よろしくお願いいたしま

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） 

いまここに 4町の現在実施されております入札の方法につきまして、お示しをいたしております

が、これをみていただきましても各町で若干の差異がございます。それでいま、委員さんの方から

お話がございました電子入札でございますが、県内では下関市が先行してやっておりますが、すで

に各町の建設関係担当課におきましては、こういうふうな制度の説明等も県の方から行われておる

ようでございます。それらを踏まえましてからですね、新町発足と同時にすぐ移行できるものかど

うか、または新町になってから十分検討していくのかということもあります。 

それで電子入札と申しましても、行政の方側の対応だけでは当然できないということでございま

して、業者さんとの方との連携も取りながらやっていくということになりますので、新町発足時に

すぐということにはならないと思いますが、できるだけ調整するということは考えております。 

 

（「よろしゅうありますか」と発言する者あり） 

   
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  奈村さん、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 
ちょっと要望自体にもう移りますけれども、さっきもちょっと触れましたが、大島郡 4町におい

てですね、公共事業がどのように行われておるのかということでございましたが、現状をご認識し

ていただく意味においてですね、ちょっと資料がございますのでご説明しておきたいと思います。

これは西日本保証株式会社がですね、集計しております資料によりますとですね、平成 14 年度に

実施された公共事業、大島 4 町における実施された公共事業は県の発注した工事が 39 億円あるん

ですね、それから町の発注した工事が 20 億円あまり、あわせて 60 億円もですね、公共事業投資が

なされております。 

それとこれに関連する建設労働者といいますか、これの問題でありますが、ハローワークの調べ

によりますとですね、平成 15 年の労働保険を掛けております大島における比率を申しますと、大

島 4 町全体でもですね、雇用の大きさ、労働保険を掛けておられる方に対する比率がですね、20

パーセントあまりが建設労働者からの雇用保険になっております。それとさらにいろいろ生コンで

でございますとか、その他の建設材料等をですね、取り扱っておられる商工業の皆様方への波及と

いうものを考えますとですね、20 パーセントあまりというのは、かなりふくらんでくると思って

おります。 

まあ建設業がですね、非常にこういうふうにですね、大島の場合は大きなウエイトを占めている

というのをご認識いただきたいと思います。例えばいま 20 パーセントと申しましたが、まあ国等

でですね、いまの景気回復のための云々というときに、公共事業のそれが大体 10 パーセントとい

うふうに・・・、大島の場合はその倍というですね、非常にこれが公共事業に依存する体質が高い

地域であるということでございます。そこで無駄な投資がされておるのではないかという懸念がご

ざいますが、これはですね、現に身の周りをお考えいただきました場合に公共投資で無駄なものは
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私はないと思っております。これはいわゆる道路につきましても、農村の基盤整備につきましても、

あるいは水産の漁港等の基盤整備、これらのいわゆる大島の産業を支える基盤をですね、整備して

いっておると、これが公共投資として実施されておるというのが、現実でございましてですね、ま

ったくその投資されたものはですね、子供たちの時代に有効に残されておるんだと、そういう基盤

整備がなされるのが、公共事業であるというふうに私は認識をいたしております。 

ちなみに建設労働者、建設業を英国の例でいきますと、パブリック・ウァーカー、パブリックと

いうことで表現されております。公務員の皆さん方はパブリック・サーバントということでござい

ます。こういうふうにですね、非常に公共性の高い産業界であると思っているわけでありますが、

いちおう立場上、請負業ということでございますから建設業界からもですね、なかなかそういう声

があがっていないのが、現実というふうに思っておりますし、その辺が非常に誤解を招いておるの

が、現状であると思います。こういうのは公共投資だけでなくて、いわゆる将来にわたるですね、

資産形成をしているのだと、社会基盤の資産形成をしているのだというふうにまあご認識をいただ

きたいと思っておるところであります。 

それといまのご提案のありました入札方式、まあ指名競争入札なんかですが、こういうふうな透

明性の高い方法について、さらに発注手法のご努力をいただきたいと思っておりますし、特に最近

ですね、公共事業による・・・、提案されることでありますけれどもですね、低価格の要するに入

札というものが、あちこちでみうけられるわけでございます、これは本来、予定価格という、いわ

ゆる正当に適正に積算された予定価格が示されますので、その範囲内であればよろしいということ

になっておるわけでございますが、これを例えば極端なこといいますと、もう 50 パーセント以下

にですね、入札されて価格が決定されるというふうな事態も、まあ他の地域にはあるわけでござい

ます。これは先ほど申しましたように労働者の 20 数パーセントを抱えておる大島地域の建設業そ

のものを、要するにまあなんといいますか、業界を弱体化させるということで、これはひとつの大

きな社会問題になるだろうと思います。それといまの低価格につきましてもですね、いろいろなこ

とがございますけれども、この辺の適正なですね、まあ業界でという中でも・・・、ご検討をです

ね、今後の調整の中でですね、お願いしたいとこういうふうに思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  はい、ありがとうございました。 

   

（「以上でございます」と発言する者あり） 

 

  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、協議第 57 号、建設関係事業の取扱いについては、初めてのご提案

でございますので、継続協議といたしまして、次回以降、協議を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」と発言する者多数あり） 

 

はい、ないようでありますので、協議第 57 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 58 号、協定項目 24-26、社会教育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、協議第 58 号、社会教育の取扱いについて、協定項目 24-26、新規の提案でございます。

ページは 50 ページでございます。 

社会教育の取扱いにつきましては、次のとおり提案するということで 8項目の調整案を示してお
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ります。8項目の調整案の大きな仕分けは、現行のとおり新町に引き継ぐもの、合併時までに調整

するもの、新町において調整するもの、新町において新たに任命、設置するものの 4区分に仕分け

ております。具体的には 51 ページから記載をしております社会教育関係の事業について、項目ご

とに調整方針を説明いたします。 

51 ページをお開きいただきたいと思います。52 ページにかけまして各町のセンターをメインと

して、地区の公民館、あるいは学習等供用会館の設置状況が記載されておりますが、これらの施設

につきましては、現行のとおり新町に引き継ぐ、ただし、利用時間、休館日など業務内容、運営方

法等については、差異があるため新町において調整をすることといたしております。 

52 ページの下の段でございますが、教室・講座の状況、公民館が主催をする社会教育講座につ

きましては、地域住民の要望を反映しながら開催をしてきた経緯がございます。新町において調整

をすることといたしております。 

次に 53 ページをお開けいただいたらと思います。ここには町民が自主的に主催する各種講座に

ついて、53 から 54 ページに記載をしておりますが、現行のとおり新町に引継ぎ、各種講座の内容

等については、新町において調整をすることにしております。 

次の 54 ページですが、各種講座の会場使用料等について記載をしておりますが、使用料を免除

している町、あるいは徴収をしている町、冷暖房費のみを徴収している町など各町で差異があるた

め、新町において調整をすることといたしました。 

55 ページをお開きいただきたいと思います。ここでは各種委員及び審議会、協議会等について

記述しておりますが、これらにつきましては新町において新たに任命、設置することとし、委員及

び指導員の定数、任期等については合併時までに調整することとしております。具体的には社会教

育委員ですが、これは各町に 15 名から 20 名としております。社会教育指導員については各町に 1

名、それから体育指導員さんについては 10 名から 15 名以内、文化財保護審議会委員さんにつきま

しては、3名から 10 名以内いらっしゃいます。 

56 ページには、青少年健全育成事業関係の協議会を記載しております。4町にそれぞれ関係の協

議会等がございますので、これは新町において一つの協議会を設置し、実施する方向とし、合併時

までに調整することとしております。次に各町にある社会体育施設は、現行のとおり新町に引き継

ぐこととしており、57 ページにわたりまして記載をしております。各町には久賀町に農業者健康

管理センター、大島町にはＢ＆Ｇ海洋センター体育館、あるいはセンタープール、艇庫、東和町に

は総合体育館、陸上競技場、しらき野活センター、橘町にもウインドパーク・体育館という同様な

施設がございますが、ここでは社会教育が管理をしております施設をあげておりますので、ウイン

ドパークについては、先ほどの商工関係で取扱いをしておりますので掲載をしておりません。それ

から 4町にはそれぞれ町民運動場がございますが、管理、運営方法等については、合併時までに調

整をすることとしております。 

58 ページを開けていただきたいと思います。ここには各町のスポーツ大会が掲載してございま

すが、この大会は教育委員会主催、あるいは町体協主催、郡体育協会の主催、各競技団体の主催、

これらがそれぞれ実施をいたしておりますが、地域に根ざした行事でもあることから新町において

調整することとしております。 

次の 59 ページでございますが、スポーツ少年団は各町に 19 の少年団体がございます。これも同

じく地域に根ざした活動を行っていることから、各単位少年団の組織は現行のまま新町に引き継ぐ、

新町の新たな組織の管理、運営方法等につきましては、合併時までに調整するといたしております。 

次に体育協会がございますが、4町に同様な組織がございます。また郡においても各町を束ねる

組織があるため、各町の組織を支部として残すかなど、新町において新たな組織を設ける方法で合

併時までに調整をすることにしております。下の段でございますが、成人式の開催につきましては、

4町で統一して行うこととする方向で、新町において調整をするようにしております。しかしなが

ら、対象年齢が異なることもあることから、開催月日、開催場所等についても、あわせて合併時ま

でに調整することといたしております。 

次の 60 ページでございますが、図書館につきましては、現行のとおり新町に引き継ぐ、ただし、

管理、運営方法等については、合併時までに調整することとしております。開館時間、休館日にも

一応差異があります。また移動図書館を実施している町、いない町などがあり、合併時までに調整

することといたしました。 

次の 61 ページには文化財について、61 ページの文化財につきましては、国、県、町指定の文化
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財がございますが、これらは現行のとおり新町に引き継ぐということにしております。 

次の 62 ページから 63 ページにかけましては、各町の民俗資料館、あるいはハワイ移民資料館、

田舎美術館、陶芸の館などの施設が載せてございますが、これらにつきましては現行のとおり新町

に引き継ぐことといたしております。 

64 ページをお開けいただきたいと思います。ここには社会教育関係事業に関連する使用料、手

数料並びに補助金、交付金等の取扱いについてだしておりますが、これにつきましては、協定項目

18、19 の調整方針に基づき調整することといたしまして、原則、新町に移行後も当分の間現行の

とおりとし、随時調整することといたしております。64 ページ、65 ページには、それぞれ町民セ

ンター、文化センター、総合センター関係の使用料を載せております。橘町では総合センターが複

合施設になっておりますので、老人福祉センターの使用料も掲載しております。65 ページから 66

ページにつきましては、民俗資料館、ハワイ移民資料館、田舎美術館、しらき野活センター、陶芸

の館の使用料、これらを載せております。価格において有料、無料の差異がありますので、これら

につきましては現行のとおり新町に引き継ぐこととしております。 

次の 67 ページでございますが、ここも 68 ページにわたりまして、町民運動場、町民グランドの

使用料、体育館、Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、艇庫、陸上競技場の使用料を掲載をしておりますが、

それぞれ施設の設置年度、面積、設備等が異なるため使用料金に差異がございます。橘町にも同様

な施設がありますが、商工関係で取扱っておりますのでここでは掲載をしておりません。 

次に 69 ページを開けていただいたらと思います。ここに補助金、交付金を掲載をいたしており

ます。社会教育の主なものを例示をしておりますが、これも先の補助金等の調整方針によりまして、

まあいずれ統一の方向で検討される補助金、あるいはそういう団体を載せておりますが、地域との

関わりが深い団体であるため、統一されたとしても地域に残されていく方向であることから、新町

に移行後も当分の間現行のとおりとし、新町において随時調整をしていくこととしております。以

上、説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ご苦労さんでした。それでは協議第 58 号、あえて皆さん方のご意見、ご質問があれば・・・。 

   

（「なーし」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） 
ええと、このここでねえ、各公民館については、分館のこともそう理解してよろしゅうございま

すか。 

 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

そこに載せておる以外に、公民館があるということでございますか。 

 

○委員（東和町議会議長 山本  保） 
公民館は、分館がありますよね、だから公民館に総括して含まれると解釈していいんですかとい

うことです。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、町が管理をしておる公民館については、現行のとおり引き継ぐということでございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

   

はい、どうぞ。 
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○委員（学識経験者 絵堂 光雄） 
  社会教育が進めばその地域がよくなり、すべてが明るくなるということがいわれております。非

常に大事な社会教育なんですが、この中で一つ私が、先般、確認をしましたことをもう一回社会教

育の中で、確認をしてみたいと思うんです。それはなにかというと各体育施設、それから図書館、

歴史民俗資料館などいろいろここにあげておりますが、この中で現行のとおり新町に引き継ぐと、

ただし、管理、運営方法等については合併時までに調整をすると、この合併時までに調整をしたも

のは、また私たちにもう一遍開陳されるんですよね、これ、是非、そうしていただきたいと思いま

す。 

と申しますのが、ちょっと例に取ってみましても、図書館とありますが、この図書館も大島郡に

は 4つありますが、その内容の差異は非常に幅が広くございます。非常に点数でいってみれば 100

点とつくものもあろうし、または 10 点とつくのもあるかも分かりません。非常に差異があります。 

そこをもっともっと充実して、そしてやるということが、やはり地域教育の中で非常に大事な問

題であろうと思いますが、特にその中で管理、運営、これが専門職の立場からみた場合に非常に落

ちる点があるんです。したがって、その点をまた今度合併時までに決められた場合、よく皆さんに

見せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○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（東和町議会議長 山本  保） 
また公民館のことですが、しつっこいようですけれども、ただいまの説明では、町が管理すると

いうことで説明がございましたけれども、東和町には白木、油田、ちゃんとしたものがあります。

ここの資料にはぜんぜん載ってませんから、これはどういうわけですか。ちゃんと使用料も条例に

基づいてからしていますし、町が管理してますが、資料には載ってません、理由をお尋ねします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

よろしいですか、それは白木公民館とか、油田公民館ていう名称になっておりますでしょうか。 
 

（「いや、公民館というか、実質は公民館でしょうけれども、 

名称はなんといいますかね」と発言する者あり） 

   
あの、それは白木農村環境改善センターとか、そういうのんでしょうか。 

 

（「そうですよ」と発言する者あり） 

   
はい、それについては現行の施設でございますので、新町に引き継ぐということでございます。 
 

○委員（東和町議会議長 山本  保） 
いや、だから先ほど聞いたのは、そこなんですけれども、そういうのはどこに入るんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

ここに載せておりますのは、社会教育関係が管理をしております公民館、それから学習等供用会

館、そのようなところの施設を載せております。ですから施設によっては公民館的に使っておられ

る施設もあると思いますが、それにつきましては、まあ他の協定項目で取扱っているやも分かりま

せんですけれども、町の施設であれば新町に必ず引き継がれるものであると理解しております。 
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○委員（東和町議会議長 山本  保） 
だから先ほど私が聞いた公民館の中には、そういうものは入ってくるんじゃろ、いずれにしたっ

て、そうなるんですからいいですね。いいですね。 

  そういうのを公民館として使うルールにしょうるんじゃが、ええかって聞いちょるんです。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

ですから例えば、農村環境改善センターについては、保健関係の施設であれば、保健関係の協定

項目で新町に引き継ぐと・・・。 

 

○委員（東和町議会議長 山本  保） 
ただね、私は実質的なことからいまお尋ねしようるんですけれども、名称が、名称がそれは補助

の活用の方法で、そのような名称を使ったとは知らなかった、建物を建てる、実質的にはそういう

問題が生じておるわけじゃから、だからそれがここの公民館のあれの中に、ここに公民館が、分館

がどうじゃというような、センターがどうじゃというようなのではなくて、ね、含まれて、この協

定項目の公民館を理解していいかっていうのを私が聞きょうるんじゃが、実際の活用の中で、そじ

ゃけど、ここにぜんぜん入ってきてないでしょう。それがはみでているじゃないか、落ちているん

じゃないかって気にしておるわけです。 

だから、もし、まあこれが事務局の方で非常に難しいんであれば、東和町からでている幹事に聞

きます。これが幹事会で協議されたわけでしょうから、事務的なことで、どうしてでていかなかっ

たんですか、説明求めます。油宇にもちゃんとあるんですよ。白木にもあるんですよ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

原則的なことをご理解いただきたいと思うんですが、ここに載せておりますのは、社会教育関係

で管理をしております施設についての取扱いを載せております。 

したがって、東和町の公民館条例で管理をしておる、そういう施設がここに掲載がされておると

いうことでございます。ですから例えば油田の農村環境改善センターであれば、当然、公民館的な

ものに使っておるかも分かりませんですけれども、それは社会教育施設ということではなくって他

の項目で取扱っておるというふうなことになります。 

でもう一つ、ご理解いただきたいのは、橘町にも先ほど説明いたしましたが、橘町のウインドパ

ーク、広場、グランド、同じような社会教育関係で使っている施設、ございますけれども、これに

ついては社会教育関係の管轄外ということで商工観光の方で取扱っておりますので、ここではこの

協定項目の中には含めておりません。 

ですからこの施設も同じような、東和町の油田農村環境改善センターと同じように作られた施設

だそうです。したがって、今日のこの社会教育の取扱いの協定の中には載せてないと、そのような

理由で載せてないというようなことでございます。 

 

○委員（東和町議会議長 山本  保） 
油田、白木はちゃんと公民館活動を準じて・・・、実はやっておるんですよ。名前が先ほど申し

上げたように、貧乏な町ですから、補助を取るのに、だから・・・、 

 

（「ちょっと、ご説明します」と発言する者あり） 

 

これに入るんかどうかということを聞いておるだけで、これに準じてやるのならそれで結構なん

ですよ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、いまご質問のございます。東和町の建物でございますが、これは農業関係の施設の一つで

ございます。ただし、協定項目としてあげておりますのが、今日、お示しをしております社会教育

だけと、それで農業関係については、ほかのところであがるのかということになるかと思うんです

が、これは財産及び債務の取扱いということで、各町の持っている財産なり、債務はすべて新町に

引き継ぐという形になろうかと思います。その中にそれぞれの施設があると、で、それぞれの施設



  41

については当然新町が合併をします来年 10 月 1 日までには、条例等をそれぞれ整備をして、使い

方等については調整をしていくということでございます。 

 

○委員（東和町議会議長 山本  保） 
公民館は公民館で、ちゃんと町立、町のそういうことになっておるんですから、それが東和町公

民館の分館になっておるわけです。ただ、中身がその、いまいうように社会教育が主になって使わ

れておるというんじゃなしに、あまりにも分からんこというから、それも入るのかどうかというこ

と、じゃから・・・、 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

山本さん、これは継続協議にいたしますので・・・、 

 

（「はい、はい」と発言する者あり） 

 

  疑問がありましたら、またひとつ十分にご理解いただくように説明いたしますから、よろしうご

ざいましょうか。 

（「はい」と発言する者あり） 

   
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それでは、協議第 58 号、社会教育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たいと思いますので、協議第 58 号は継続協議といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではここで、冒頭のごあいさつの中で申し上げましたが、新町の名称にご応募いただきまし

た方々の中から、名付け親大賞と特別賞の選定を行いたいと思います。決定の方法につきましては、

事務局の方から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） 
それではご説明をいたします。先の第 10 回の合併協議会におきまして、新町の名称は周防大島

町ということに決定をいたしました。新町名称の公募にかかります記念品につきましては、名付け

親大賞 1名、5万円相当の商品券、特別賞は 10 名程度、5,000 円相当の商品券、または特産品とい

うことで、チラシ等に謳っております。 

この記念品の対象者の方は、小委員会が候補名として選定した名称を応募された方としておりま

して、新町名に決した名前を応募した方の中から名付け親大賞として 1名、その他の候補名を応募

した方には特別賞を贈るということが書いてあります。 

したがいまして、今回は 13 点の候補が選定をされましたので、周防大島町の名称を応募された

方の中から名付け親大賞を、大島新町から夕凪町までの周防大島町を除く 12 点の名称に応募され

た方には特別賞を贈ることになります。それでは、さっそく名付け親大賞の抽選に入りたいと思い

ますが、抽選は合併協議会の会長の中本会長にお願いしたいと思います。 

抽選方法につきましては、周防大島町に応募された方の名簿一覧表をここに作成しておりますけ

れども、私どもがこの番号を申し上げるよりも、どなたか立会をしていただきたいということで、

この席一番近い東和町の久保盛行さんと久賀町の小泉光香さん、このお 2人に名簿を確認いただき

ながら、会長に抽選棒を引いていただくということにしたいと思いますので、おそれいりますが、

この席までおいでいただきたいと思います。会長もお願いいたします。突然の指名で申し訳ござい

ません。 

 

 

【名付け親大賞抽選・立会開始】 

  

  ええとですね、まず、周防大島町に応募された方の名簿がこれでございます。全部で何名かお二

人でご確認をいただきたいと思います。 
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  最後のページに番号が打っております。 

 

○委員（学識経験者 久保 盛行） 
  276 名ですね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
周防大島町に応募された方は 276 名でございます。ですから、いまから抽選棒を引くわけでござ

いますが、まず 100 の桁を抽選していきたいと思います。 

100 の桁ということで、0、1、2の 3本を入れます。会長お願いします。 

 

【100 の桁を抽選】 

  

2 ということは、200 番代ということでございますので、200 番代は 76 名までしかおりません。

276 でございますので・・・。ですから、今度は 76 ということでございますので、0から 7までの

棒をこの中に入れます。 

   

【10 の桁を抽選】 

  

  10 の桁は 5 です。250 番代までいきました。そうすると 10 人いらっしゃいますので、0 から 9

まで、すべて入れます。じゃあ、1の桁を引いてください。 

 

【1 の桁を抽選】 

  

  1 の桁は 8です。じゃあ 258 番の方ですね、ちょっとすいません、お名前をおっしゃってくださ

い。 

 

○委員（学識経験者 久保 盛行） 
  258 番、愛知県ですね、犬山市、射場 正さんですね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、愛知県犬山市の射場 正さん、この方が周防大島町の名付け親大賞ということで決定しま

した。ありがとうございました。 

 

【大拍手あり】 

 

【名付け親大賞抽選・立会終了】 

  

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  次に特別賞 12 名の方の抽選でございます。今日もまた時間が相当経過しております。時間が経

過するであろうということで、今日、事前に名称の候補選定小委員会の委員さん方には、お集まり

をいただいて特別賞のみ抽選をさせていただいております。これにつきましては、4町長さんもご

了解済みということで、抽選させていただいておりますので、この 12 名の特別賞に当選された方

のお名前と住所、これは中野委員長から発表していただきたいと思います。それでは中野委員長、

よろしくお願いいたします。 

 

○委員（久賀町議会議長 中野 正良） 

  はい、それでは座ったままでしていきます。先ほど会議が始まる前に慎重に新町名候補選定小委

員会の委員さん方にお集まりいただき、事務局からの説明がありましたとおり、13 点の候補の中

から、周防大島町を除いた大島新町から夕凪町までの 12 点の応募の中から、お一人ずつ、特別賞

として抽選をいたしました。名称ごとの当選者は省略させていただきますが、当選者の発表をいた

します。 
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  埼玉県蕨市の川口美智子さん、福岡県田川市の松本敦さん、北海道札幌市の児玉くみこさん、山

口県宇部市の吉原美津江さん、同じく山口県大島町の高野節子さん、神奈川県鎌倉市の浜田哲夫さ

ん、東和町の山本博さん、山口県小野田市の安成昌恵さん、同じく山口県周南市の下瀬正美さん、

神奈川県藤沢市の原弘之輔さん、山口県柳井市の植野悦子さん、和歌山県桃山町の町田勇輔さん以

上のとおり 12 名の方が特別賞でございます。おめでとうございました。 

 

【大拍手あり】 

 

  先の協議会での新町名、本日の名付け親大賞、特別賞の決定をいたしましたので、新町名候補選

定小委員会は、その目的を達成いたしました。本日を持ちまして解散させていただきます。どうも、

ありがとうございました。 

 

【大拍手あり】 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
どうも、ありがとうございました。なお、大賞あるいは特別賞のお名前につきましては、各町の

広報にもお出しいたします。また今日、午後 7時以降ぐらいには、合併協議会のホームページにも

載せるということで準備をしてまいりますので、ご理解いただきたいと思います。それでは会長の

方にマイクをお返しいたします。よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは以上で本日提案をいたしました議題は、すべて議了したわけでございます。その他の項

目のことで、次回 12 回の協議会の予定につきまして、事務局から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） 
はい、次回第 12 回でございますが、10 月の 10 日、金曜日、午後 2 時から予定をしております

ので、よろしくお願いいたします。場所は橘町でございます。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。それでは以上で第 11 回協議会の議題を全部終了したわけでご

ざいますが、大変、長時間にわたりまして、ご審議、まことにありがたく厚くお礼を申し上げます。

次回まで、ひとつよろしくお願いをいたしまして、閉会といたします。ありがとうございました。 

 

 

              〔午後 5 時 23 分  閉 会〕 
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会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを確認し、 

ここに署名する。 

 

 

   大島郡合併協議会 会 長                    
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