
 

 

 

第1２回大島郡合併協議会会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開  会  平成15年10月10日(金曜日) 午後２時00分 

閉  会  平成15年10月10日(金曜日) 午後３時55分 

開催場所  橘町総合センター・大ホール 

  

 

 

 

大島郡合併協議会 

 



  1

                                                                  

第 12 回大島郡合併協議会会議録索引簿 

事件番号 会 議 事 件 名 頁数

 会長あいさつ  4P 

 会議録署名委員の指名  4P 

報告 1 新町事務所調査検討小委員会報告  5P 

報告 2 新町建設計画策定検討小委員会報告  9P 

報告 3 使用料・手数料・補助金・交付金等について 

（その 1・保育所徴収金）
10P 

協議第 57 号 （継続協議）建設関係事業の取扱いについて 

（協定項目 24-22）
12P 

協議第 58 号 （継続協議）社会教育の取扱いについて（協定項目 24-26） 14P 

協議第 60 号 自治会・行政連絡機構の取扱いについて（協定項目 24-1） 20P 

 意見交換 25P 

 第 13 回協議会予定等  
（平成 15年 11 月 10 日（月）午後 2時 東和町総合センター・大ホール） 

28P 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  2

 

第 12 回大島郡合併協議会会議録 
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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） 
  皆さん、こんにちは、定刻となりましたので、ただいまから第 12 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届けいた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。

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） 
それでは開会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げますが、本日は多数ご参集たまわり皆様

方にお礼申し上げます。顧問であります柳居先生におかれましては、県会中でございまして、欠席

をされておるわけでございます。 

また、先の東和町議会議員の選挙におきまして、大変、本席でご活躍されました西本委員さんが

勇退されたわけでございます。議長に就任されました坂岡議員さんに当協議会の委員として、委嘱

させていただきましたのでご報告いたします。 

本協議会も本日で 12 回目となったわけでございます。あと一年となってまいりました。協定項

目にいたしましても今回の新規提案 1項目加えますと、残りが 3項目を残すのみとなっておりまし

て、継続審議となっております事務所の位置、あるいは新町建設計画など最も重要な課題が残って

おるわけでございます。 

小委員会におきましても鋭意努力をされておられるわけでございまして、後ほどこの件につきま

しては、ご報告をいただけるものと思っておりますが、今回の新規提案をいたしますのは、住民の

皆様に係わり合いの深い自治会組織・行政連絡機構の取扱いについて提案をさせていただいており

ます。 

また、すでに確認をいただいた協定項目の中で調整の整った主なものについて順次ご報告をさせ

ていただきますが、今回は 9月 11 日の第 11 回協議会でご確認をいただきました保育事業の取扱い

の保育所徴収金について報告をさせていただきます。 

基本的にはサービス水準は高い方に、あるいは負担は低い方に調整をすることを原則に調整をす

るわけでございますが、活力ある「周防大島町」の創造には、やはりなんといっても財政基盤の健

全化が最も重要であります。新町の財政の健全化も視野に入れながら、適正な住民負担のあり方に

つきましても配慮をし、調整を行っておりますのでご理解をたまわりますようよろしくお願いいた

します。 

新町の誕生に向けまして、十分な協議をいただきながら、大所高所からのご意見、ご発言、ある

いはまたご判断をお願いをいたしたいと思います。本日は大変ご苦労さまでございます。よろしく

審議のほどお願いいたしましてあいさつといたします。 

 

○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、この協議会へ欠席の通告をいただいております委員さん方についてご報告を申し上

げます。顧問の柳居県議さん、それから橘町の鍵本憲治委員、大島町の河原芳樹委員、同じく嶋元

貢委員、橘町の平井昭輝委員、大島町の吉兼健一委員、以上の方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、座らしていただきまして議

事を進めたいと思いますので、どうぞ、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りたいと思います。まず、会議録署名委員の指名を行います。松谷智

恵子委員さん、平野和生委員さん、平村眞成委員さんを指名をいたします。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ここで事務局の方から報告がありますので、事務局の方から報告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） 
はい、それでは座ったままで失礼いたします。本日、机の上に配布資料といたしまして、大島郡

合併協議会委員の交代についてということで、報告書をお配りしております。会長あいさつの中で

ございましたとおり、9月 30 日に任期切れとなりました東和町議会議員につきましては、新しい議

会構成が 10 月 3 日にできあがりました。当合併協議会規約第 8 条第 1 項第 2 号に定める議会の代

表委員さんの交代がございました。 

したがいまして、本日付けをもちまして別紙のとおり新しく議長さんに坂岡茂生さんが就任され

ましたので、協議会の委員さんとしてご参加をいただくことになります。どうぞ、よろしくお願い

をいたします。また、西本信男委員さんは東和町議会議員を勇退されましたので、協議会委員とし

てもご退任ということになります。後任に山本保委員さんが委員として引き続き推薦をされました

ので、どうぞ、よろしくお願いいたします。なお、小委員会の委員構成につきましては現状どおり

でございますので、あわせて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） 
それでは次に報告第 1号に移ります。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。 

 

（「議長」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
どうぞ。 

 

○新町事務所調査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の報告をいたします。10 月の 3日、午後 2時から委員全員出席のも

と東和町総合センターで第 7回目の新町事務所調査検討小委員会を開催いたしました。 

協議の内容は、前回の委員会で課題となってとおりました新町の事務所の位置について、検討項

目をまず大項目として、一つ、庁舎の現況、一つ、庁舎周辺の状況、一つ、住民の利便性、一つ、

官公署の位置、一つ、将来的なもの、一つ、歴史的なものの 6項目を掲げ、さらに大項目をそれぞ

れ数点の項目で区分し、小項目として協議することといたしました。 

庁舎の現況では、新しさ、大きさ、部屋の数、職員収容人数、駐車場のスペース、議会関係スペ

ース、周辺の公共建物について、庁舎周辺の状況については、周辺の人口、国道、県道、金融機関

の有無について検討いたしました。次に官公署の位置については、国の施設、県の施設は大島郡内

のものと柳井広域管内の施設の検討、警察署、消防署、交番などについて協議をいたしました。将

来的なもの、歴史的なものについては、公共的団体等の設置状況予定、合併の効果としての職員の

定数削減に伴う組織機構の再編機構などについて協議をし、歴史的なものとしてそれぞれの地域に

ある故事来歴については各町にはそれぞれ歴史があり、それを判断することは住民感情を逆なです

ることもあるのではないかということで、歴史的なものについては検討項目にあげないことといた

しました。 

4 時間以上の協議で、それぞれの項目でおおよその判断がでてきたところでありますが、その中

で特に住民の利便性においては、多くの意見がでましてなかなか方向性がでてこなかったわけであ

ります。委員各位が新町となる周防大島町の住民のことを考え、合併効果を考えて、町の将来を背

負って協議をしていくことを再認識し、この項目については今後さらに検討していくことといたし

ました。以上のとおり、小委員会の協議状況を掻い摘んでお知らせし、第 7回の小委員会報告とい

たします。なるべく早く結論がでるように鋭意努力をいたします。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。荒川委員長さんのご報告が終わりましたので、ご質問があれば
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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、橘町の村田でございます。まあご案内のようにこうした新町の事務所の位置の問題が最終

的な協定項目の重点課題ということで残りました。逆にいえば 4町の町民にとって一番高きな関心

事の事項であろうかと思います。それだけに協議会におきましても公正、透明な判断基準に基づい

て、いまお話しがございましたように周辺人口、町民の利便性、官公署、あるいは庁舎の現況と将

来課題等々、まあ中心にですね、最大公約数的な方向を見出そうとして小委員会での慎重審議をや

ってきた報告でございます。大変、ご心痛でございます。 

それはともかくとしましてですね、事務局の方にちょっとお聞きして見たいんですが、おそらく

小委員会の中においても、今後の進め方としてですね、なにかの案、あるいは意見等々がですね、

当然出たと思うんです。例えばまあやり方といたしまして、小委員会で原案を作ってそれを協議会

に出すのか、あるいは小委員会ではまあ原案を作らずにですね、協議会にかけるのか、あるいはま

た小委員会での案を町長等が参画しました幹事会等に付して、そしで幹事会等が決定するのか、あ

るいはさらに幹事会等から協議会に諮るのかですね、この辺がまあこれからの進め方のオープンな

基本方向になるわけですが、事務局にお聞きしますが、この辺は小委員会、もう 2回も 3回もやっ

ておるわけですが、いままでの小委員会ではその辺がどうなっておるんでしょうか、説明をしてく

ださい。 

 

○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。いろいろご意見ございましたけれども、小委員会の基本的な考え方

は、ある程度の方向性を、小委員会をして議論を出すというところで、委員さんはご理解をいただ

いております。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

ではお聞きしますが、まあ小委員会で原案をだすということはですね、検討された、まあいま 8

つとか申されましたが、8 項目ぐらい、まあ 6 項目ですか、それを判断基準として一つの点数制を

設け、その原案をだすのか、それともやはり点数制ということになりますと、最大高得点を取った

ところがですね、やはり一つの候補ということになると思うんですが、その 4町の中の一つの候補

名までをだす考えですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
いま点数制というお話がございました。小委員会の中でも点数を付けるのはどうだろうかという

ふうな意見もございまして、まだ最終的な結論的なものはでてきておりません。それから原案を小

委員会の方でだしていただくという基本的な考えでございますので、小委員会の協議の中で、極端

な話、4町の中の 1つという案がでる可能性もございます。 

逆に一番悪い例かも分かりませんけれども、4 つの中でどうしても決められなかったという結論

がでる可能性もございます。これは当然、いまからまだ、先ほど小委員会の委員長の申されました

とおり、これから中を詰めていくよということでございますので、もうしばらく協議の方を見守っ

ていただきたいと思います。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

はい、分かりました。ではあの、次にこれは私の提案でございますが、先ほど冒頭ふれましたよ

うに 4町の町民に取って最大の関心事であるだけにですね、先だってもこの協議会においても、ご

提案申し上げたんですが、やはりですね、全町民が納得という線は出ないと思うんですよ。でも町

長はじめ各委員においてはですね、これだけの期間をかけて、これだけの問題の提起をして、この

ような利点があって、最終的にはこうなりましたよという一つの明確な、まあある程度明確な説明
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がですね、住民に当然なされるべきだろうと思います。もちろんこれは公平、公正の原則に立って

ですよ、あまりにも 私
わたくし

的な、恣意的な考えが入らずにね、それをやらなくちゃあいけない、そう

なりますとですね、そういう形で進まないとですね、非常に困るんじゃないかと思います。 

具体的にはいままでの協定項目をですね、まあ初からここにかける、あるいは小委員会の議を経

て案をもって協議会にかけていくと、まあこういう方向でございましたが、私はやっぱりですね、

冒頭からふれますように最大の大きな課題であるだけにですね、当然、最終的にはこの法定協議会

の特別議決、3 分の 2 以上のですね、特別議決によって決めていく事項であろうと思うわけです。

最小限ですね、これは守ってほしいということを提案申し上げます。 

次に、まあいま 6項目ぐらいのですね、項目にしたがって、大所高所から公平、公正な原則のも

とに小委員会において協議検討がなされておる。結構かと思います。ただ、客観的にみますとです

ね、これはどちらかというと物理的な面もですね、ある程度みたですね、方向性ではないかと思い

ます。まあ当然、経済性もありましょうし、いろいろな問題が加味されるわけでございますが、ご

案内のように 4町とも、大島郡全部含めて少子高齢化の時代がきております。あるいはまた年々人

口が減ってもう過疎化ばっかりでございますよね。さらにこれは将来とも進展する見通しであろう

かと思います。まあそういうことで、こうした 4町の合併という問題がでてきたわけでございまし

ょうけれど、したがって、大島郡の将来を見据えた課題に対して、新町のどのような行政を行うこ

とによってですね、これを最小限に食い止めながら大島郡の発展に寄与するということが、最終的

なねらいであろうと思います。 

したがって、小委員会においてですね、原案のたたき台を作り、まだ決まっておりませんが、ど

ういう方向でだすか、それはともかくとしまして、私は先だっての委員会におきましても、ご提言

申し上げたですけどね、やっぱり 4町のおのおのの意見をですね、町ごとにひとつ意見集約しても

らって、それをですね、小委員会に文書でだすか、あるいは即この協議会にですね、文書でだすか、

あるいは代表者がですね、我が町はこう思うんだというような方向性を出しながら、さっきの小委

員会の 6項目にわたる検討項目、これと並行してですね、そこら辺を並行して、その中で新町の位

置がですね、最終的には最大公約数的にこれでいくんじゃないかというようなことに決まる方がい

いんじゃないかとこのようにまあ感じておるわけでございます。これはまあ先だって協議会におい

ても提言し、そのままの形になっております。敢えて再度まあ提言するわけでございます。 

もう一遍申し上げます。まあ次の会議までに、小委員会に報告するか、あるいはこの協議会に案

をだすか、それはともかくとしまして、4 町ごとにですね、さっきいいましたようにまあ名称はな

んでもよろしゅうございます。我が町はこう思う、いろいろなんでもいいんですがね、とにかくそ

れがイコール新事務所の位置に直結する理論構想、そうしたものをですね、私、最小限、各町の委

員さん、町長さん、どなたでもそう思うんですがね、町民に対して、町民の付託に答えるべくです

ね、最低限その辺はですね、ひとつの方向としてやらないとね、いろいろ問題が発生するんじゃな

いかと懸念されます。敢えてご提言申し上げる。以上です。それについては事務局いかがでしょう

か。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、おおよその住民が納得できる、明確なもの、あるいはそれなりの理論付けが必要である  

というようなご意見でございます。これについては小委員会の中でも、十分そういった方向で検討

しております。 

それからもう一点、前回の協議会の中でご提案ございました、またいまもご提案ございました件

につきまして、小委員会の中で投げかけがございました。これについては、小委員会そのものがど

ういった形で方向をだすかということを、小委員会に付託をされておるわけでございますので、ま

ず小委員会がだした結論に対して、あるいは方向性に対して委員さんからご意見をいただく方がい

いんじゃないかと、協議会の中で。事前に協議会のこの中で各町それぞれが意見をだされると小委

員会そのものの存在がなくなるのじゃないかというような考えでございました。以上でございます。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

したがって、あれですかね、よく分かるんですが、一つの方法としてですね、おのおのの委員が

ここで、けんけんがくがくとやりますとね、これは混乱を生じかねん場合がありましょう。ほじゃ

がいずれですね、やっぱり最大限、公正、公平な判断が必要でしょう。そういう意味で 4町のほと
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んどの意見をまとめて、4つの意見をだしてですね、この方向なんですよ、ダメですかね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
私ども、事務局の方でダメですというわけにはいきませんが、そういう意見を踏まえて、小委員

会の中でどうするかという方向を定めていただきたいと思います。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

言葉で逃げんようにしていただきたいんですがね。まあ、行政マン、非常にあの表現が上手です

から、われわれ、住民、正直なんですから、まあ、皆さん方の悪口をいうんじゃありませんよ。 

ですから、議事録としてはっきりですね、明示されておるんですから必ずそういう方向で、はっ

きり、結果をお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、大変、貴重なご意見ありがとうございました。 

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 佐々木 清） 

おそれいります。私、15 番の佐々木と申します。今回の小委員会にも私出席させていただいたん

でございますが、これはまず皆さん方にですね、ご理解をたまわりたいと思いまして、いまマイク

を取った次第でございます。 

事務所の位置としてはですね、まず、住民の皆様方の利便性、平等性を考えてその場所に設置す

るのが、一番適切であろうと思います。そこでその理由は、大島 4町のどこからその事務所へいっ

ても、距離感が大体同じぐらいの距離である中央へ持っていくのがいいんではなかろうかと思いま

す。私はコンパスをもってこの距離感を測ってみました。そうすると皆様方のお手元に早くからお

配りしております、この距離を書いたＡ4 の用紙があります。そこでこの数字をみますと大体 14

キロメートル以内に収まる数字がでておるわけでございます。そうすると例えば 3町の方がおいで

になりましても、大体の距離が同じですからいちおう平等性というニュアンスがあろうかと思いま

す。そこでこの距離についてのバラツキがなくなると思うんです。 

そして私先日ですね、ちょっと合併協議会へ、商工会の方で先進地の方にですね、研修にいきま

して、向こうのですね、先生のお話を聞きますと、その事務所はどこへ設置したのが一番いいかと

いう質問に対して、その先生はやはり中央で集積率のいいのが、まず第一だということをいわれま

した。そして二番目にですね、公共施設のある、官公署のあるところが望ましいということもいわ

れました。そして三番目にですね、利便性のある場所を選択するのが一番いいのだということをい

われました。それで 3つが揃っていけば、その一番適切なその事務所の位置にかなうんじゃあなか

ろうかと思いますので、これからの事務所の位置を選択するにつきましては、皆様方のご理解とそ

してご協力をよろしくまたお願い申し上げたいんでございます。これからもやはりだんだん歳を取

ってお互いにきますもんで、皆さん方の、やはりいい案をもって、いい場所に設置してもらいたい

と思いますんで、よろしくお願いいたします。以上で終わります。 

 

○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、どうぞ。 

 

○委員（大島町議会議員 冨田 安英） 
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大島町の冨田でございます。いま佐々木さんの方からなんか自分のところへ引っ張るような意見 

のような感じがしたんでございますが、まあ各町ともですね、いろいろとこの小委員会のもとで、

中でできたものでやろうということにしておりますので、ここの中でですね、あまり早うからそう

いうことをいうとですね、ほかの地区の委員は、なんかそこに皆いくんじゃないかというような気

になりますので、まあそういう発言は委員会のあれがでてからにしてもらいたいと思います。以上

です。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（久賀町議会議長 中野 正良） 
久賀町の中野でございますが、いまの小委員会の委員長さんの方から報告がありました。その内 

容的な、詳しいことは全部分かりませんが、6 項目の大きな項目を設け、その項目ごとにまた小さ

く細分化した検討資料を提示したということでございますが、最終的には、まあこの次、11 月です

か、あるいは 11 月に関わらず、12 月にまあ最終的なことが、この協議会に示されると思います。 
協議会においては、それは最終的にいろいろな議論の後にまあ確認決定がされると思います。こ

の資料、小委員会で委員さんの皆様方が協議検討したこの資料そのものが、協議会で確認決定され

る前に、われわれ協議会の委員に提示、あるいは提出、それがしてもらえるのかどうか、この点に

ついてまたご検討を願えたらと思いますし、この場でご答弁ができればお願いしたいと思います。 
    

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
小委員会で決定したことに対する、いわゆる裏づけの資料といいますか、参考資料といいますか、

そういった形は当然、協議会の中でも提案する添付資料として付けるべきものだと思っております

ので、そういう方向で対応していきたいと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、いいですか。 

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、荒川委員長さんに対する質疑を打ち切ります。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ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告第 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、新山委員長さんの方から報告をお願いいたします。 

 

○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） 

はい、新山です。新町建設計画策定検討小委員会からご報告を申し上げます。新町建設計画策定

の基本的な手順について申し上げたいと思います。 

大島郡合併協議会から新町建設計画策定検討小委員会へ付託されている、新町建設計画の策定に

ついては、第 4回合併協議会でご確認をいただきました新町建設の基本方針に添って取りまとめを

行いつつありますが、前回、第 11 回の合併協議会では、その構想編についてはご報告を申し上げ

ました。現在、建設計画、計画編の取りまとめに入っておりますが、10 月 8 日開催の小委員会で、

計画編策定の基本的な取りまとめ手順について大方の合意を得ましたので、報告をいたしたいと思

います。 
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計画編は新町まちづくりの将来像である「元気 にこにこ 安心で 21 世紀にはばたく先進の島」

を具現化する元気のあるまちづくり、にこにこのあるまちづくり、安心のあるまちづくりの方針の

もとに、これを構成する主要施策に添って取りまとめを行っていくこととし、建設計画を具体化す

るために次の 4点について策定作業を行っております。 

まず第 1点目は新町建設計画策定検討小委員会で、各委員から施策の大綱に基づく具体的な施策

について、ご提言をいただき計画に反映をさせていくこと、2 点目は郡内各種団体へのヒアリング

を行った結果、団体からだされた建設計画に対する要望事項等について計画へ反映させていくこと、

3 点目は現在郡内各町が基本構想や過疎地域自立促進計画等で年次計画として保有している事業計

画、あるいは各町の抱えている懸案事項等について、新町に事業計画として継承していくこと、4

点目は合併により新町の組織機構の一部となる大島郡国保診療施設組合や大島郡環境衛生施設組

合が保有している事業計画を新町建設の施策、事業として取りまとめていくこと、5 点目は大島郡

合併協議会の専門部会が検討する新町建設計画の諸施策について、部会提言を計画に反映させてい

くことなどを策定作業として行っております。 

以上の作業から新町建設計画編を取りまとめていきますが、これら事業の計画実施年度及び実施

に係る年度間の事業調整等は、新町でのまちづくり施策の優先順位にも影響があるため、旧町段階

での事業調整は行わず、新町の財政計画との整合性も考慮して、事業実施の調整は新町において行

うこととし、本建設計画では各町の事業計画の継承と新町の将来ビジョン、新町建設の方向性を重

点に小委員会で取りまとめをしていくこととしました。 

計画編の協議会への報告は、次回の第 13 回協議会辺りを予定して作業を進めておりますので、

いましばらく時間をいただきたいと思います。以上、新町建設計画策定検討小委員会からのご報告

でございました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、それでは新山委員長さんの方から報告がありましたが、これに対するご質疑があれば承り

ます。 

 

【質疑なし】 

 

別にないようでございますので、委員長さんに対する質疑を打ち切ります。以上で報告を終わり

ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは、次に使用料・手数料、補助金・交付金等の調整（その 1）について、事務局の方から

報告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） 
はい、それでは協議会報告・協議事項綴りでございますが、1 ページをみていただきたいと思い

ます。使用料・手数料、補助金・交付金等について（その 1）として、これらの取扱いについて協

定項目の基本的な方針に基づき調整したので、その主なものについて別添のとおり報告しますとい

う形でございます。 

前回、第 11 回の協議会におきまして提案いたしました保育事業の取扱いの中で、3番といたしま

して保育所徴収金については、国の徴収基準を参考に新町において定める。ただし、合併年度の残

存期間の保育所徴収金については、現行のとおりとするということで確認をいただきました。 

本日は合併後、すなわち 17 年度以降の保育所徴収金について報告をいたします。確認をいただ

きました内容は、徴収金は国の基準を参考に新町において定めるとしておりますけれども、各種使

用料や手数料の項目の中でも大変関心が高い項目でございます。新町建設計画の財政計画にも反映

することでありますので、方向だけは報告申し上げたいということで、本日の提出でございます。 

この保育所徴収金につきましては、専門部会や幹事会、首長会におきましても、少子化対策、児

童福祉の一環として負担金を安くという基本方針でありまして、先日の協議会におきましても、委

員さんのご意見として、父兄の負担を軽くして、子供がたくさん住めるような島にして欲しいとい

う考えがございました。 
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資料の 2 ページをお開きいただきたいと思います。協定項目 24-11 報告、平成 17 年度以降の保

育所徴収金、新町における保育所徴収金は、各階層とも最も負担が少ない旧町の例を採用するとい

たしました。旧町すなわちいまの 4つの町の例でございますが、これの一番負担が少ないところと

いうことでございます。この表でございますが、上の段の表には新町方針といたしまして、第 1階

層から第 7 階層までの 3 歳未満児、3 歳以上児のそれぞれ金額、右側には国の基準を記載しており

ます。 

これによりまして徴収金の試算としての、下の表の欄でございますが、15 年 4 月の園児を 17 年

4 月にそのまま当てはめたものでございます。父兄からの徴収金につきまして、②の個人徴収金の

ところでございますが、9,178,000 円の減額、新町の負担、④のところでございますが、9,178,000

円の増額ということになります。減額割合は現在の平均 28.90 パーセントから 35.36 パーセントに

なります。 

3 ページには、現在の各町の徴収金額が参考としてお付けしております。これは前回の参考資料

と同様なものでございますが、それぞれの金額の、各階層の一番低い金額にアンダーラインをお付

けしております。この金額が最低の金額でございますので、これを採用するという報告でございま

す。 

本日は保育料についての報告だけでございます。今後の協議会におきましては、住民生活に大き

く影響する、財政計画に反映する事項について報告する予定でございます。現在、住民の負担を少

なくするという基本的な考え方で擦り合わせをしておりますが、項目によっては個々に全てを安く

するということは、非常に難しい面がございます。この辺りにつきましては今後の報告でお示しす

ることになりますけれども、トータル的には安くなるという基本的な考えもございますので、その

辺りでご理解をいただくよう、まだ調整がございますので、その節はどうかよろしくお願いいたし

まして報告といたします。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、報告が終わりましたので、委員の皆さん方のご意見なり、ご質問があればお願いいたしま

す。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 

19 番の東和町の高田です。いまの報告の中に少子化対策として負担を少なくするというお話があ

りましたけれども、この表を見る限りでは 3 歳未満、3 歳以上というだけで、これでは少子化対策

にはならないんじゃないかと思いますね、第 3子についてはどうだろうか、第 4子についてはどう

だろうか、子供を増やすというのですから、3歳がどうこうというんじゃなくて、3番目の子供、4

番目の子供の負担というものをもう少しこう少なくするといというような方法というのは、考えら

れないんでしょうか。以上です。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
基本的には、いまの 3 歳未満児、3 歳以上児ということで、ここに金額をお示ししております。

それからいまございました第 3子、第 4子というような、いわゆる多子世帯でございますが、これ

につきましては前回の第 11 回の協議会の参考資料の中にですね、3子、4子、多子世帯の軽減とい

う制度がございますので、これにつきましてはそのままの金額を、割合を踏襲すると、したがいま

して、ここで今日お示しておりますのは基本的なものはこうですよと、多子世帯については、前回

お示しした数字がそのまま適用になりますという形での提案でございます。 

 

（「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） 
よろしゅうございますかね、ほかに、ございませんか。 
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【質疑なし】 

 

ないようでございますので、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いよいよ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

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。第 11 回の協議会で

事務局の提案説明は行っておりますが、再度事務局のご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） 

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、再度説明をさせていた

だきます。4 ページをお開き願います。建設関係事業の取扱いにつきましては、4 項目に分けて提

案をさせていただいております。 

まず、1といたしまして町道、農道、林道及び漁港等につきましては、現行のとおり新町に引き

継ぎ、町道の認定基準については、若干 4 町に差異がございますので、合併時までに調整し、統一

するということにいたしております。 
  2 といたしまして、道路等の維持管理事業でございますが、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といたしております。 
  3 として、建設関係事業については、これは新町建設計画と密接に係わりのあるものでございま

すので、新町建設計画等に基づきながら計画的に実施をし、特に継続の事業につきましては、新町

においてそのまま引き続き実施するということでございます。 
  4 として、建設工事の入札制度については、合併までに調整し、統一するといたしております。

これも 4町で制度的なものは、若干の差異がございますので、調整し統一するということといたし

ております。前回はその他にもいろいろと資料をお付けしておりますが、今回は前回の資料そのま

までございましてお付けしておりません。 
特に入札関係の事務につきましては、できるだけ透明性の高いものとしたいということを考えて、

先進的なものとして調整をしたいというふうに考えております。以上で説明を終わります。ご協議

のほどお願いいたします。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは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いて、ご協議をお

願いいたします。ご意見なり、ご質問のある方、お願いします。 

 

【質疑なし】 

 

  奈村さん、なにかありませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

どうも、ご指名をいただきまして、ありがとうございます。ひとつ意見をいわしていただきたい

と思うんですが、前回の協議会でまあ建設業の大島郡内における位置付けと申しましょうか、非常

に大島の産業構造の中に占める建設業の位置付け、あるいはその雇用面からみました場合の位置付

けということについて、ご理解をいただいたと思っております。 

そういう建設業でございますが、現在ご案内のとおり、まあ景気が非常に低迷しておる中でです

ね、公共事業が大幅な削減傾向にあるという中で、建設業が非常に厳しい経営環境の中にあるとい

うことはご案内のとおりでですね、このような状況の中でありますが、地元建設業のそういう重要

性を考えましたときに、これのまあ健全性と申しますか、経営の健全性を維持すると申しますか、
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保持すると申しますか、これは非常に難しい問題があるように思うわけでございます。 

しかし、大島地域の景気対策と申しますか、景気をより浮揚させていくためにも、また雇用対策

といたしましてもこの辺は慎重に取扱っていただく必要があろうと思っておるものでございます。

これはまあ当然、各町の現在町長さん方がお取組みいただきまして、相当な成果をあげていただい

ておるわけでございますけれど、今後、新町に向けてですね、第 4項にございますように入札制度

について、まあ調整を図るということになっておりますが、その中においてですね、いわゆる地元

建設業者への優先発注と申しますか、そういうふうな配慮をですね、ぜひとも検討課題に加えてい

ただきたいというふうに思っております。 

ご案内のようにまあ山口県でもですね、こういう状況の中で、去る 10 月 1 日以降のですね、請

負契約につきましては、下請工事の県内業者への優先発注、あるいは建設資機材につきましては、

県内で生産されたものを優先利用ということを実施に移している、これは新聞等にも報道されてお

ります。これは県知事名で元請業者にそういう要請を出すということで、具体的に一歩、こういう

ような地元建設業に対する配慮が示されてきておるわけでございます。 

新町におきましてもですね、大島がそういうふうに非常に公共事業、建設業が公共工事に非常に

依存しておる特殊な産業である、しかも大島の景気、雇用を下支えしておる、そういう位置付けと

いうものを十分ご配慮いただきまして、地元建設業の健全化に向けた調整、施策を講じていただき

たいというふうに思っておりますし、まあそのように期待をいたしておるわけでございますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○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、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 山本 保） 

いまの意見と同じでございますけれども、これから国の財政が厳しくなると補助金の削減、こう

いうふうなものが非常に厳しく大島にもやってくると思います。でいま照会がございましたように

建設業業界の競争というか、経営は一段と厳しくなってまいりますけれども、新聞紙上でよく見聞

するようにやはり入札制度の明暗が非常にこの事業について注目されているわけでございます。 

そこでこの大島郡では久賀町が県下でも模範になるような入札制度を作っておりますので、これ

を参考にして、そして新町の入札制度を明瞭化させていく、そういうことが建設業協会ともどもに

生きていく大きな柱になると思いますので、この 4の調整をそのような方向で統一してやっていっ

たらいいと思います。希望意見として・・・。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ほかにございませんかね。 

佐々木さん、なにか。どうですか。 

いいですか。 

 

（「ええです」と発言する者あり） 

 

【質疑なし】 

   

はい、ほかにございませんか。ないようでございますので、質疑を打ち切ります。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は、提案のとおり、確認をいたしたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 
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はい、ありがとうございます。異議ないものと認めます。したがいまして、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。大方の方が賛同されたものと思います。したがいまして、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 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。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、説明をいたさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、それではご説明をいたします。協議第 58 号、継続協議ですが、協定項目 24-26、社会教育

の取扱いについて、資料は 5ページでございます。前回の協議会の資料で各町の社会教育で実施し

ている各事業、各種委員会、委員の状況、各施設の設置状況等について、お示しをし説明をいたし

ましたが、今回、その後の変更はございませんので、資料的なものは添付しておりません。 

前回資料にそれぞれの項目に調整方針が示してございますので、ご確認をいただきたいと思いま

す。 

なお、前回、公民館の分館的な施設の取扱について、ご意見ございましたが、4 町とも同様な集

会施設等がございますので、これは教育専門部会においてさらに同様な施設の実体と取扱いについ

て詰めていただくことにしたいと思います。また、住民に関係の深い施設の管理運営方法等につい

て、決定された段階で開陳するようにご要望がございましたので、これも何らかの方法で事前に周

知をいたしたいと思います。本日の協議会で確認が取れましたらそれに基づき、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、説明が終わりましたので、協議第 58 号、社会教育の取扱いについて、皆様方のご質問な

り、ご意見があれば、お願いいたします。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

成人式のことについてちょっとお尋ねしますが、もうたちまち来年の 1月には成人式があるんで

すが、各町でおそらく対象の年が違うと思うんですよ。東和町はちょっと早いから、例えば来年、

対象になっても、新町になってもさらにもう一回対象になるという、そういうふうな状況が生まれ

ると思うんですが、その辺のところはどういうふうにお考えでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

これは前回、その成人式の取扱いのところでも説明いたしたかと思いますが、確かに対象年齢が

異なっております。それにつきましては、今後、ご確認いただいたあと、専門部会でですね、詳し

く具体的に調整するような形にいたしておりますので、そのようにご理解いただいたらと思ってお

ります。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

はい,分かりました。それとね、まあいまご説明ありましたが、いろんな社会教育施設について

は、いろんな論議が、運営については論議が進んでいくと思いますが、その都度、開陳というか、

開示をしていくとこういうことですけれども、例えば図書館だとか、歴史民俗資料館等については、



  15

まあいろいろ関心も深いわけですね。例えば図書館だったら図書館友の会というようなグループも

あります。そういうふうな人達は例えば図書館は合併になったらどうなるんだろうというような思

いがあるんであります。 

ですからまあ理想をいえば、各町のそういう団体が話し合ってですね、今度の新町の図書館の運

営については、こういうふうにしたらいいのではないかとか、そういうふうな話し合いをなされた

らいいのではないかと思います。まあ新町になるわけですから、例えば久賀町で本を借りて橘町で

返せるとか、橘町であるものを久賀町で借りられるとかですね、そんないろいろなことがあるかと

思うんですが、そのためにはやっぱり利用者の声をまあ聞くというんですか、で新町はこういう方

向を目指すということで、まあそういうふうなことをですね、ぜひやっていただけたら新町に対す

るまあ期待というか、気分的にも高まってくるし、関心も高まってくるのではないかと思うのでそ

ういうことでお願いしたいと思います。 

 

○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、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 山本 保） 

あのこの成人式の件で、いまでましたですけれども、この 4に、成人式は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とこうなっておる。でこれはあれですか、いままで 4町で別々

にやっておるのを一ヶ所でやりますよというふうに理解していいんですか、まず一点。それでその

場合に先ほどもでましたけれども、年齢とか、そのことについては後ほどどうせるん。ほんならこ

こで成人式は統一してやるんだというんだったら、統一して実施しますってなんでできんのん。な

んで調整せにゃあいけんのん。4 町で一ヶ所でやるのにどこを調整するんですか、なんでここにだ

すのに新町において成人式は統一してやりますと・・・、なんか含みがあるような感じがいたしま

すが、どこを調整するんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、あのう、山本委員さんがいまおっしゃいましたように、対象年齢がまちまちであります。

それで、これに・・・、 

 

○委員（東和町議会議員 山本 保） 

あのう、さっき、対象年齢でなくて成人式の統一の件、統一して行うこととする方向で、新町に

おいて調整をすると。いま聞いたら郡内一ヶ所で、一ヶ所になるか、一緒にやるんですよというこ

とでしょ、そういうことでしょ、そんなら統一でやりますよいうてなんで書けんのんかということ

です。調整するということは含みがあるんかと聞いているんです。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、調整するというのは、その 4町の成人式は一ヶ所で行うということで、専門部会ではその

ような形でいままとめつつあります。で新町で調整をするというのは、合併が来年の 10 月でござ

います。で成人式は 1月になってます。その間にいろんなことを調整する。場所の問題とか、どん

な形で行うか、まあそのようなことも調整をする時間があるわけでございます。 

ですから新町において、この間に調整をするということをあげております。で前回も説明をいた

しましたが、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と、それから対象年

齢が異なる町があるなどの点もあり、開催場所等についてもあわせて、これについては合併時まで

に調整するという調整案を示しております。 

 

○委員（東和町議会議員 山本 保） 

あのう、いまの対象年齢とかというのは隅においておいて、新町で統一した成人式を行いますよ



  16

と、なんでここに明記できないのかと私聞いておるんですよ。もうやると決まっておるならば、調

整する必要ないじゃないですか、やりますよと。それが再来年の 1月になれば、もう再来年だった

らもう新町は発足しておるんですよ。だからここで協議会にだすのは、新町になったら成人式は統

一でやりますよということをはっきりとなんでだされんのんかと聞いておるんですよ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

ええと、いわれておることがですね、ここに書いてあると思うんですけれども、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と、ですから開催月日、開催場所・・・。 

 

○委員（東和町議会議員 山本 保） 

なんで新町でせにゃあいけんのんかと聞いておるんですよ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

ですから開催月日、開催場所等について、協議をしていくということです。統一してやるという

ことは、最初にここで表現しておると思います。開催月日、開催場所等について、新町において調

整していくということでございます。 

 

○委員（東和町議会議員 山本 保） 

それは事務的なことであって、ここでやるのはもう統一してやりますよ、成人式はいままでのよ

うに個々にやりませんよと、統一して新町でやるんですよということを決めておったら、あと場所

がどことかというのは、ここで決める・・・、ほかの問題でも決めりゃあせんじゃないですか。そ

ういう大綱だけピシッと決めておく必要があって、調整をしますよということについては、なんか

含みがあるような感じがしますね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

別に含みはございません。統一をして行う。ですからその開催月日、開催場所等の内容等につい

て決めていくという、そういうことが書いてあると思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
山本さん、いいですか。 

 

（「もう、ええです。」と発言する者あり） 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

さっき質疑しましたけれども、具体的にいうと東和町がもう今度ありますよね、でええと 19 歳

に、ちょっと早いんですよ、とにかく、1 年早いんですよ。で来年になったらまた、いや新町にな

ったらもう 1回やるのか、つまり東和町が今年は止めて、来年その次の新町でやるのか、具体的に

いうとそういう話なので、で私の実は娘も対象になると思います。どうなんだろうという話もある、

まあ町民の皆さん、そういう声がありますので、その辺のところをはっきりさせて、まあ新町にな

ってやるんじゃというのなら、それはそれで私は構わんと思いますし、それとも 2度やるのも、ま

あこれもめったにないことなので、いいのかなと思よるんですが、その辺をはっきりしていただき

たいと思うわけでございます。 

 

（「それを調整するわけでございます」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。 
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○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 

東和町の高田です。いまお二人の意見がこうでておりましたですけれども、私、ここに書いてあ

りますように新町において開催し、開催場所、年齢等について調整すると謳ってありますので、新

しくなってから考えられた方がいいんじゃないかと、このように思います。 

それから先ほど新山委員さんの方からでました社会教育に関連した図書館の問題でございます

が、現在、図書館は 4町それぞれ独立したものを持っております。そしてその 4つの図書館は互い

に連携をし合って、まあ一例をあげますと東和町で町民の方が読みたい本があったと、そのときに

東和町の図書館にはないというものがあるわけです。そういう場合には直ちにほかの町、大島町、

橘町、久賀町の図書館の方に連絡を取りまして、そしてそこから借りる。それがない場合は、こん

どは郡外の図書館、あるいは県の図書館というように、その辺の連絡は十分ついております。 

それと私ちょっと感じるのは、町がこれだけ大きくなってきた場合、ちょっと先走るのですが、

図書館につきましては、私いまの現状のままでいいんじゃないかと思うんですが、すでに久賀町が

取組んでおりますように図書館専用の車を走らすことによって、読者の層を深めて広めていくとい

う、そういう方法もこれから新しい町になりましたら、検討してもらっていいんじゃないかとこの

ように感じます。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、いまの図書館のことにつきましては、合併協議会の方にも直接お話がございました。それ

から図書館の方からもいろいろとお話は聞いております。でいま高田委員さんがおっしゃった方向

で調整は取られればいいんじゃないかというふうに思っております。でそのことにつきましては、

各町の社会教育の担当者の方とよく協議をしていただいて、この協定に反映できるように、あるい

は専門部会で議論されるようにということを、まあそういう団体の方にもお願いをしておるという

ことでございます。 

それから先ほどの年齢の調整の件ですが、新山委員さんがおっしゃった方向だと思うんですけれ

ども、事務局ではなかなかそういうことを申し上げられないという状況もございますので、これま

た具体的にですね、専門部会の方で調整をされて適用されて行くんだと理解しております。よろし

くお願いします。 

 

○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（学識経験者 村元 和枝） 

すいません。前回の資料をいただいた中身がよく頭に入ってないので分からないんですが、子供

会の方の関係というのは、社会教育の方に入りますでしょうか。子供会。それは入るんだったらど

ういう関係になるのか、ちょっと分からなかったので・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、前回では青少年の健全育成ということで調整案を示しておると思いますけれども、子供育

成連絡協議会、あるいは青少年健全育成連絡協議会、町によりましては青少年育成町民会議、前回

の資料では 56 ページに書いてございますが、このような組織については、合併時までに調整して

いくと、それから新町においてはまあ一つの協議会を設置をして、引き続き実施をしていくという

ふうな調整案を示しております。でこのことが検討されれば、組織なり、内容なり、具体的なこと

について専門部会で、これから協議されていくということになります。 

 

（「はい」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（学識経験者 安本 良夫） 

質問をいたします。橘町の安本です。社会教育講座に関連をする事柄ですが、公民館が主催する

社会教育講座は、これから随時、住民の要望を反映しながら新町において調整をする、これはよく

わかります。で次の 2番目の自主教室が主催する各種講座については、現行のとおり新町に引き継

ぐ。そして次に各種講座の内容等については、新町において調整をするという、この意味ですがね。 

自主教室というのは、各町でそれぞれ各町の独自性に基づいて、各種の講座が開かれていますか

ら、それは新町で引き継いでやりますよと、各地域ごとにと前半部分が読めるんですね。そして次

のとこになると内容等については新町において調整するとこうなりますから、引き継ぎます、しか

しまた検討を加えて、例えば橘町でいまやっている講座は適当でありませんからやめてくださいと、

まあそうはおっしゃらんと思いますがね、なんかそこが。 

それとも、とにかくいま 4町にある自主教室を一回再検討しまして、再検討しますよ、それは新

町において再検討しますよというんですか、それともそのまま主体性を、各町の特色ある自主講座

として認めていきますよというのなら、後半の部分と整合性がよう分からんのですがね。 

そういう点は、例えば公民館の主宰する社会教育講座についても、そういう部分があろうと思い

ますね、4 町とも全く同じ社会教育講座を開いているわけではないし、しかし、それは一度白紙に

戻して地域住民の要望をしっかり加えた上で新町で調整しますよという考え方なのか、1 と 2 との

部分ですね。1 の方はまあ分かる気がするんですよ。2 の方はどうなんでしょうね、ちょっとそこ

が分かりません。以上です。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

あの、1 の方については、いま委員さんがおっしゃったとおりでございます。それから 2 の自主

講座については、これは自主的な皆さんのお集まりでございますので、そのまま新町に引き継ぐと

いうことでございますが、各種講座の内容等という、ちょっとここで説明不足かも分かりませんけ

ど、各種自主講座とそれから行政との間にあるさまざまな取り決め、これが各 4町で多少とも違う

ところがある、というのは自主講座で会場を使われる皆様の、例えば会場使用料、これについては

無料でやっておるところもありますし、冷暖房費を取っておられるところもある、まあそのような

差がございますので、そこらを新町において調整するということでございます。 

それから自主講座についても、行政の方でもある程度財政的な支援をしておられるところもござ

います。で講師が遠くから来られるところについては、例えば旅費をある程度助成されたりという

ふうなことがございますので、後半の部分については、そのようなことを表現しているということ

でださせていただきました。以上でございます。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 

基本的には新町に引き継ぐ。しかし、相違のあるものは、例えば会場使用料だとか、それから講

師が近くにいない、ある程度助成されたりという講座もあろう、そういったものについては、新町

において調整をすると、こういう意味ですね。 

 

（「そのとおりです」と発言する者あり） 

 

分かりました。 

 

（「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） 

大島町の絵堂です。先ほど図書館のことについて意見がありましたが、先般のときにも私意見を
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だしまして、その内容は管理運営方法等については、合併時までに調整をすると、その調整をした

ものは、またここへ再提出して、またいろいろと検討を願う、了解を願うということでありました

のですが、同じようにですね、歴史民俗資料館、これについても現行のとおり新町に引き継いだだ

けじゃあ困るんです。 

まあいろいろなことがありましょうが、例えば、例えばこういうことがいま現在もあるとしたら

ちょっと・・・、というのはうちの町の者でなければ、この歴史民俗資料館には受付けません。だ

から町に大事なものがあっても、それはよその町の者じゃあダメなんだというようなことがありま

す。もしそういうことがあるとすれば、十分そこを検討して、新町において計画して、また引き継

いでもらいたいということをお願いしておきます。以上です。 

 

○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、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 

皆様ご存知のことで、私がこういうことをいうのはどうかと思うんですが、社会教育というもの

の振興を図るためには、町が新しくなったから一ヶ所ですべてをやるという方向では、社会教育は

育たないと思うんですよ。 

ご存知のように学校教育以外の教育は全部、社会教育ですから。幼児の教育から先ほどでました

子供会から、老人クラブの家庭教育、すべて社会教育ですから。そうしますとなんもかんもこう一

ヶ所に集めてすべて切り回すというよりも、各地区にそれぞれあるものを育てて、まず社会教育の

一番むずかしいところは人集めですから、人集めが一番むずかしいんですから、だから人を集めさ

えすれば、もう社会教育というのは 80 パーセント成功したと、こういうことがいわれるくらいで

す。 

だから、いっしょになれるものはなっていいと思うんです。また、なることによってさらに発展

すると思うんですが、やまくもですね、この講座も、この講座もみな新町で調整をしてやるという

考えよりも、いま各町が持っておるものをそのまま各地区で発展させていく方が、社会教育全般の

進展につながるのではないかとこのように思います。意見です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ほかにございませんかね。 

 

【質疑なし】 

 

ご意見も出尽くしたようでございますので、協議第 58 号、本日、確認を取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） 

   

はい、ありがとうございます。それでは協議第 58 号、協定項目 24-26、社会教育の取扱いについ

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をいたします。 

 

【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て、協議第 58 号、協定項

目 24-26、社会教育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） 
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  次に協議第 59 号、協定項目 24-1、自治会・行政連絡機構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をいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 

はい、それでは協議第 59 号、協定項目 24-1、自治会・行政連絡機構の取扱いについてご説明い

たします。資料は 6ページでございます。 

ご提案の内容は、1、自治会（住民自治組織）については、現行のとおりとする。2、新町の行政

連絡機構の名称、業務内容、所管区域及び報酬等については、合併時までに調整する。ただし、合

併年度の残存期間においては、現行のとおりとするとしております。 

この協定項目では、地域の自治組織であります、いわゆる自治会というものと、それから町から

の委嘱によりまして広報誌の配布ですとか、そういった行政への協力をお願いするシステムでござ

います行政連絡機構ということで、2つを区別して提案させていただいております。 

次ぎ 1 つめくっていただきまして、7 ページの方に簡単に表にしておりますけれども、まず、自

治会についてでございますが、各町にあります自治会やあるいは区という住民自治組織につきまし

ては、地域に深く根ざしておりまして、地域住民の方の生活に果たす役割は非常に重要なものがあ

るというものでございます。この住民自治組織につきましては、資料 7 ページにありますように、

のちほどまた詳しくは説明いたしますが、各町においてそれぞれ自治会の呼び方、あるいは連合会

組織があるかないか、あるいは補助金の額といったものが異なっております。 

この自治会というのは、旧来から自主的に運営されております組織でありますので、現行のまま

新町に引き継ぐということで考えております。ただし、その 7ページの一番下に同一名称の自治会

ということで、一番下の方に書いておりますけれども、3 点ほど同一名称の自治会が 4 町の中にご

ざいます。これにつきましては調整が必要になるという場合がございますので、一言付させていた

だきます。 

それから行政連絡機構、行政と地域との連絡役的な役割を担っている機構でございますけれども、

これにつきましては先ほどお話した自治会というものと同じ区割りの町もございますけれども、駐

在員制度を設けている町もございまして、各町でこれも制度が異なっております。こちらは町から

委嘱いたしまして、行政への協力をしていただくというシステムですから、これにつきましては合

併時までに調整をするということにいたしております。 

ただし、各町からの委嘱期間が、任期ですけれども、各町とも 1年間ということでございまして、

4月から 1年間ということでございますので、合併は 10 月 1 日の予定でございますので、その日か

らいきなりシステムを変更するというのも混乱を招くということにもなりますので、合併の予定の

16 年度につきましては、現行のとおりということにさせていただきまして、翌年の 17 年 4 月から

新しい行政連絡機構システムに移行するというふうに考えております。 

参考までに先ほどのちほどご説明すると申し上げておりましたので、自治会と行政連絡機構つき

まして資料 7ページの簡略化した図で整理いたしましたので、簡単にご説明させていただきたいと

思います。 

まず、一番左側、久賀町でございますけども、久賀町には 45 の自治会とその下に班がございま

す。この流れでございますが、各町とも左側が自治会の方の流れ、右側の方が行政連絡機構の流れ

というふうにご理解いただければと思います。久賀町でございますが、先ほどいいましたように 45

の自治会がございまして、自治会長さんに行政連絡機構としての役割もお願いするということでご

ざいまして、報酬が支給されていると、また、班の方にも班長さんがいらして、こちらにも手当が

支給されているということでございまして、この自治会単位への補助金でございます自治会振興奨

励金についても支給されておるところでございます。 

それから大島町につきましては、自治会は 108 ございまして、その下に班がおかれておるという

ことで、行政連絡機構につきましては、この自治会から推薦があった方を行政協力員という形で委

嘱して報酬を支給しておるところでございます。また、大島町には大島町独自の制度といたしまし

て、22 のコミュニティ地区というのが設置されております。このコミュニティ地区は自治会より大

きな括りでございますけれども、自治会との間に上下関係はないというものでございます。また、

このコミュニティ地区には推進委員さんというものがおかれておりまして、これも活動ごとに報酬

が支払われております。また、このコミュニティ地区単位で推進活動補助金というのもございます。 

それから 3 番目の東和町でございますが、東和町には 22 自治会、あるいは一部、部落というと
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ころもあるんですが、そういったものが 22 おかれておりまして、その下に区等がおかれておると

いうことでございまして、行政連絡機構については、この駐在区単位ということで区単位に報酬が

支給される駐在員というものをおいております。それから補助金につきましては、地域振興助成金

というものを駐在区単位で計算されて支給されておるというものでございます。その他自治会長さ

んの研修視察もありましてこれに対する助成もございます。 

それから橘町でございますが、これには 29、橘町には 29、区がございまして、その下に班がお

かれているということでございます。橘町も行政連絡機構としての役割を久賀町さんと同じように

区長さんにお願いをしておりまして、報酬が支給されているということでございます。それから地

域振興補助金はこの区単位で支給されております。それから橘町には連合組織として自治会連絡協

議会がございまして、県の広報誌の配布手数料が支給されておりまして、視察研修などに活用され

ておるというものでございます。 

この県の広報誌の配布手数料については、県との契約に基づくもので、ほかの 3町にも契約はあ

るんですが、ほかの 3町は町と県との直接の契約でございますので、いったん、手数料が役場の方

に入りまして、一般会計の方に入りまして、各町の自治会の補助金等の財源になっているというこ

とでございます。 

それから今回、合併までに調整するといたしております行政連絡機構の役割、あるいは報酬等の

現状については、資料 8ページの方に整理しております。これにつきましては 4町とも名称は違っ

ておりますけども、担う役割はほぼ同じでございます。また、報酬の額が異なっておりまして、こ

れについては調整が必要であるということでございますので、いま一番左から久賀町の方からいい

ますと自治会長、大島町が行政協力員、東和町が駐在員、橘町が区長という形になっておりますが、

こういった名称、あるいは業務の内容、所管区域、報酬、こういったものを合併時までに調整をい

たしまして、さきほど申しましたように合併半年後の平成 17 年 4 月から新しいシステムに移行す

るというのが、今回のご提案でございます。 

なお、参考資料といたしまして、9 ページの方に先進の市あるいは町の事例を掲載をさせていた

だいております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
説明が終わりましたので、協議第 59 号につきまして、ご意見なり、ご質問があればお願いしま

す。 

   

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 西村  均） 

東和町の西村です。住民自治組織についてですが、先般、新町の将来構想編が案として示された

中で、合併で懸念される事項として、議員数の減少、これによって町民の意見が反映されにくくな

るというのがあがっております。その対策としてこの合併を契機にあらたに広報広聴制度を検討し、

町民の声を町政に反映させていくことを視野に入れながら、町民が主役となるまちづくりを進める

ことが大変重要であるとされております。 

私も地域懇談会が部落を回ったとき、皆さんのご意見として、すみずみの人達から意見をどのよ

うに吸い上げるのかということを聞いてまいりました。その際、地域のまちづくりに対する協議会

的なものを組織としては考えている、といったような意見をいただいておりました。で今後ですね、

この新町の将来構想を踏まえて、具体的にどのように住民の意向を吸い上げようとしているのか、

こういったところをまあ町長さん方のお考えをお伺いしたいと思うんですが、よろしくお願いいた

します。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 

いま、町長さん方のご意向をということでございましたけれども、事務局からご回答をさせてい

ただきたいと思いますが、いまおっしゃいましたように、地域の声といいますか、住民の皆さま方

の声を吸い上げる組織といいますか、仕組みといいますか、そういったものにつきましては、例え
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ば、いま旧町ごとに、旧 4町ごとに自治会連合会的な組織をまずつくっていただいて、例えば、そ

の代表の方によります新しい組織を設置すると、そういったことも検討しては、いかがかというの

はいま事務局レベルでちょうど考え始めているところでございます。 

 

○委員（学識経験者 西村  均） 

はい、まあ、1 回か 2 回ぐらいでなくてですね、この新しい町づくりの方向、このパンフレット

にもありますようにですね、まあ、地域振興対策といいますか、こういうものをまあ特別枠でです

ね、予算の方も認められているようでありますので、ひとつ大いにその辺を利用していただいたら

と思うわけです、ということでお願いしたいと思います。 

それではちょっと事務局の説明ですので、このたび提案されました住民自治組織については、現

行どおりとするということで、別に私は異論があるわけではありませんが、いまご回答していただ

きましたように、今後ですね、合併して町民の声を取り入れていくためには、新たに住民組織とい

うようなものを検討することが大切、重要になってくるんではなかろうか私思うんであります。 

でこの機構の取扱いの中で、取り上げるかは別としましてですね、具体的に協定項目としてです

ね、提案し確認しておくことが必要ではないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

もし、協定項目に入れられることが必要でないとすればですね、いま事務局さんの方から考えを

述べていただきましたが、町民の声を反映させる方法の制度的な位置付けといいますかね、そこら

辺が非常にあいまいになってくるんではなかろうかということが懸念されますので、事務局の方の

お考えを再度お尋ねをいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 

さきほどお答えいたしましたとおり、そういった住民の方の意見を汲み上げる組織というのをち

ょうど検討をはじめたところでございますので、皆様方、お許しいただければ、例えば次回の協議

会で、例えば今回のその 2という形でですね、提案するということも検討させていただければと思

いますが、いかがでございましょうか。 

 

（「ええです、お願いしたいと思います。」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（東和町議会議員 新山 玄雄） 

東和町の新山です。まあ自治会組織はとてもこれから重要なことになろうかと思います。まあ広

域行政ということをよくいいますけれども、広域行政はもちろん大事なことですが、これからは狭

域行政といいますかね、小さな単位の自治組織ということが、とても、大島が一つになるので重要

になる、先ほどの西村委員さんと同意見なんですが、そのためにはこのような自治会の組織がきち

っと議論されるべきで、行政との連絡もきちっと取っていけるというようなことでないとダメだと

思うので、自治会の・・・、 

そこでまあお尋ねですが、自治会の補助金というのがありますよね、これも調整するということ

なんですが、かなりこれは役に立っておるわけで、やっぱりこれはちゃんと残すという方向で、し

かもちゃんと生き目がいくようにですね、やっていただきたいというふうに思います。それがちょ

っと要望であります。かなりバラツキがありますのでね、なるべくサービスは高い方に、それはま

あお金のこともありますけれども、そういう要望もしておきたいがと思いますが、それとこういう

自治会組織というものの充実ということと、これとちょっと話が広がりますけれども、議会の議員

の定数も減るということになります、もちろん新議員さんは一騎当千でやられると思いますけれど

も、地域審議会ということがございますよね、前から。そういう地域審議会を全体の自治組織とか、

住民の声を吸い上げるというようなことを考えたときに、やっぱりそういうこともちょっと検討し

てみる必要があるのではないかと、あんまりこの場では、検討があまりなされてなかったと思いま

すが、うちの町の特別委員会では、委員さんのほとんどの人が、やっぱりそういうふうな地域審議

会というのはちゃんと設けるべきではないかというような意見が多数ございましたので、そのこと
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もひとつ、ご検討の中に入れていただきたいと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 

さきほど私どもがいま検討を始めたという、イメージの部分ですが、いま考えておりますのが、

地域審議会というようなものではなくて、いま考えておりますのが、先ほどいいましたように自治

会連合会的なものをまず組織していただく、各4町ごとに、旧の4町ごとに組織していただい中の、

例えば、代表の方にお集まりいただくような連合会的な組織というようなレベルでいま考えており

ます。 

 

（「議長」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 新山 玄雄） 

まあ地域審議会というのは、ちゃんとした法的に位置付けられてるわけですね、ですからやっぱ

りそういうものが必要なんではないかということ、意見が多かったということ、ここで大いに申し

上げたらということで・・・、ですから全体を考えながらですね、みつめて計画を立てていただき

たいと思いますけれども、ですからともかく皆様の声が十分反映されるような形のものをですね、

そのためにはやっぱりちゃんとした位置付け、そしてシステムをきちっと作らないとダメなんです。

そのためのまず前提が自治会ですよね、その上で地域審議会がどうあるべきかというのは、また検

討課題として考えていただきたいと、こういういうことなんですよ。ともかくうちの特別委員会で

は、ほとんどそういう意見が多かったんですが、ですからまあそういうことでぜひよろしくお願い

します。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、大変、貴重な意見でございますので、この案も継続協議になりますので、次回はそういっ

た意見も踏まえて提案をいたしたいと思います。 

ほかに、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 篠本 純一郎） 

橘町の篠本でございます。あのいろいろな問題あると思いますけれども、これは例えば区長とい

いますと、部落へ持って帰りますとね、これ大変なことなんです、正直なところ。まあ安下庄では

30 戸ぐらいから 80 戸、100 戸単位の部落もありますけど、区長の任期も 1年のところもあれば、2

年のところもある。ところが、区長になると第一にですね、この次、誰が受けてくれるのじゃろう

かそれが心配ですね。それほどこの区長とか、こういうものの役割は、もうたらい回しに近いよう

な格好・・・。だから極端な話すると、60 歳になってもまだ区長を一回もやらん、わしゃあはあ 3

回も 4回もやったぞと、そういうような形なので、部落では大変なことなんですよ。末端の・・・。

だからいろいろな面で調整とか考えるときに末端ではそんな大変なことがあるということをひと

つ十分承知の上で、ひとつ検討していただきたいと思います。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ほかにございませんかね。 

 

（「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） 

大島の絵堂です。項目の中に現行のとおりとする、それから合併時までに調整をすると、それか

らまた、残存期間も現行のとおりとするというふうなこの 3つになっておりますが、その中で大島

町でひとつありますのが、ほかの町にはありませんが、コミュニティという組織であります。これ

一口に大島町・・・、自治会が 108 つあるんです。町長さんが全部ちょっと集まってください自治

会長さんたちといったら 108 つですよ、これもう大変なことなんです。 

そしてそれを中間的に上下左右なく、調整をしたいろんなことについて、指導するような役割と

いうので、コミュニティというのが現に作られておる、ただ作られておったと思います。もちろん、

これは地域の推薦によりますが、まあ町長もそこにおりますが、無報酬、なんにもありません。そ

れだけにまた別なやりがいをもってやっておられるんですが、まあ、これにつきましては、実は町

につきましては、この規則は来年で大体このコミュニティは終わるようになってます。 

しかし、これは新町において行政を最高に担当する方がそういうふうに、先ほどからありました

自治・・・、住民が基本の基本の基本であるということが、徹底してなくてもよろしい、十分やれ

るというなら結構だと思いますし、いや、それだけではやっぱりということになれば、また連帯し

た立場から特に勉強をしていただくことが先だと思います。よろしくお願いいたします。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 河村 勤） 

11 番、河村です。いまあの住民の自治組織のことについていろいろ協議いただいておりまして、

私もかねてから大島町、いま絵堂委員さんおっしゃっておられたコミュニティというのをお聞きし

たことがあるんですが、なかなかいい組織だなと思ったことがあります。 

それからいま篠本委員さんがおっしゃられましたように、役が回ってくると大変だというような

それもあるかと思うんですね、ですけどいま現在私も、新町建設計画策定検討小委員会の方に所属

させてもらっておりまして、いろいろ皆さんのご意見をお聞きしておるんですけれども、やはり大

島郡が将来、やっぱりより良い新しい町になるためには、住民のですね、意見というか、考えてお

ることを、とにかく、それをこう結集するといいますか、その建設的な意見を集めて、それを行政

に反映していくということは、やはり基本的に大切であろうかと思うわけです。 

町の財政も豊かな町ではないというふうに思われますので、やはり住民が本気にならなければい

けないと、つねにですね、思うわけです。もちろん住民の考えていることを行政に反映するには、

議会の議員の方々のご活躍ということもあるわけでございますが、それと同時にやはり住民が本気

にならなきゃあいけないということをつねづね考えておりますので、まあそういった、住民をそう

いった方向にリードしていくということも行政の大きな使命ではないかというふうに思いますん

で、ぜひ自治組織というものを、住民の声が十分に反映できるような組織だけはがっちり、今回、

新しい町が生まれるときに作っていただくと大変いいのではないかというふうに考えております

ので、そういうふうにお願いいたします。  

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんかね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 

東和町の高田ですが、いまいろいろこう意見がでておりますが、私はちょっと極端な言い方か分

かりませんが、次のように思っております。 



  25

各地区の現在ここに書いております自治会会長、そして区長、班長というようなこう職がありま

す。これは私はこれでいいと思うんです。これを一つにまとめる必要ないと思うんです。それぞれ

の地域でいまでも任期が 1 年のところもあれば、2 年のところもある、たびたび回ってくるところ

もあれば、5 年ぐらい経たないと回って来ないところもある。それは特徴があっていいんじゃない

かなあと、大島町のコミュニティというこの組織辺りもそのまま存続されていいと思うんですよ。

それがよければ、また東和町の方でも、よし大島がああいうふうにやっておるなら、ひとつ見習っ

てやろうじゃないかと、それは作ればええ・・・。 

で私がひとつ問題になるのは、行政とつながる役員ですね、まあ具体的にいいますと行政協力員

とか、あるいは駐在員とか、まあいろいろの名前で呼ばれておる、この行政と直接つながっておる、

そこのところが私は、この新町で問題になるところじゃないかなとこう思うんですよ。それをどう

されるのか、それを使って行政からのいろいろ文書等をどのように回すかっていうことは、もう小

さい地区地区にお任せして、そして自主性を尊重していく方がスムーズじゃないかと、そして何年

か経ったら、次にまたいい形がでれば、それはその時点で検討していくと、新町の中で検討してい

くという方向にいった方が、まあ先ほどもちょっといいましたように、なんでもかんでも形を初め

から作っていくところには、ちょっと問題があるのではないかなあと思います。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ほかにございませんかね。 

 

（「ちょっと、会長」と発言する者あり） 

 

どうぞ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 

いまの高田委員さんのご質問というか、ご意見にお答えするといいますか、再度の説明でござい

ますけれども、今回、ご提案いたしますまず前段として、一番最初の方に申し上げましたけれども、

いわゆる自治組織でございます自治会と、各地区で区と呼ぶところもありますけれども、そういっ

た部分と行政からお願いごとをする、それを担っている部分、行政連絡機構というのを分けてご提

案しますというお話をさせていただきました。 

ですから今回のご提案では、いわゆる地域の自治会について、ああしてください、こうしてくだ

さい、こういう仕組みにしましょうというご提案ではありません。それにつきましては 1番の現行

のとおりとするというふうなご提案でございます。 

ですから今回、整理しようとしておりますのは、いま各町の表でいいますと右側でございます。

例えば行政からの配物を配っていただきますとか、 それにつきまして同じ役割を、同じ報酬で、

同じ名称で、そういった形で揃えましょうというのが、今回のご提案でございますので、その辺り

ご理解いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは以上で質疑を打ち切りたいと思います。 

大変、貴重なご意見たくさんいただいたわけで、厚くお礼を申し上げますが、協議第 59 号につ

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 59 号は、継続協議といたします。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

以上を持ちまして、本日、ご提案申し上げました協議がすべて終わったわけでございますが、若

干、時間もございますので、意見交換をしたいと思います。どなたからでも、どういうご意見でも、

ご提言でもよろしゅうございますから、お願いしたいと思います。 
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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、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

あとまあ数回ぐらいで、いよいよ合併計画の骨格が出来上がるわけでございます。まあ大体順調

に進んでおります。今年度中にというようなことになれば、来年からいよいよ住民との対話が始ま

るものと思います。その場合にやっぱり随時、町民との対話を開くのに、ある程度定型的なですね、

考えももちろん考えられておると思うんですが、と申し上げますのが、大分、町民の関心も高くな

りまして直接聞かれるんですよ、いよいよ出来上がった場合に、これからどう説明するんだろうか

というようなことをちょっと聞きますから、そのときにですね、さあ、そりゃあよく知りませんで、

いずれ町の方から話がありましょう、それじゃあ、面白みがないですから、やっばり、われわれ委

員で、側面からですね、啓蒙促進しなければいけない立場でもあるわけですから、その辺なんか大

きな方向だけでいいんですが、お考えがあれば・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
いま現在事務局が考えておりますのは、協定項目がすべてできて協議会に提案できたと、そして

およその大きなものが報告できたというようなものを経過したのちに、当然、住民説明会を開催し

ていこうということでございますが、その住民説明会、説明会の内容、回数等につきましては、各

町の幹事会にでていただいております担当者、あるいは町長等の協議を進めていきながら、どうい

った形で説明会を開いていくかということをいまから協議をしていこうというところでございま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、私も一つ意見があるんですが、いま残っておるのが、庁舎の位置の問題と将来計画で 

あろうと思いますが、庁舎の位置につきましては、まあ私個人からいたしますとですね、先ほど村

田委員さんがお話になったんですが、私はこの会の会長であり、橘町の町長でもあり、ということ

からいたしますと、大変こう使い分けにゃあいけんかなあというふうには思っておる。これは 4人

の町長さんそれぞれ自分のところへ持って来にゃあ、町民からの抵抗があるからということで、お

そらく皆いま 4町では、我が町、我が町ということはあろうかと思います。 

しかしながら、これは大義名分が立たなければいけないというふうに思いますときに、やはり、

折れるところは折れにゃあいけん、曲げるところは曲げにゃあいけんということになろうと思いま

す。 

だから先ほど佐々木さんもおっしゃいましたが、距離とかなんとか、いろいろ課題があろうと思

いますが、私は橘町の町長としたらやはり橘町へなんとかならんかなあという気持ちはあるわけで

す。そうしたことを踏まえますときに小委員会において、4 人の町長さん、先ほど村田委員さんい

われたとおりでございまして、4人の町長の意見もある程度聞いていただきたいと思うんですがね。 

 

（「それはもっともなことですね」と発言する者あり） 

 

町長たるもの、やっぱり執行者でございますのでね、やはりそれぞれで考え方が違うんではない

かなあと思いますので、ご提案申し上げるんですが、ただ、小委員会で決めたものが、即この協議

会に提案されるというよりは、やはり町長の意見もある程度聞いていただきたいというふうに私は

思うんですがね。 

 

（「いいですか」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
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○委員・新町事務所調査検討小委員会委員長（大島町議会議員 荒川 政義） 

小委員会の方で一つの方向性づけができた場合にですね、それをですね、すぐ例えばここの協議

会でかけていくというんじゃなくてですね、当然、いまの幹事会とか、町長会の中でですね、練っ

ていただければ、それはそれで結構なことだというふうには私は思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

町長会の意見を小委員会が聞いて、そして小委員会が最終的な結論を出すというのでは・・・。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 

意見はでましたよ。そういう意見はでたですよ。 

 

（「そうです」と発言する者あり） 

 

段取りよくですね、首長会なり、専門部会なり、幹事会ですか、そういう意見もでたじゃないで

すか、意見は。ですからそれはそれで、それを踏まえながら、また、私ども小委員会へだしたらい

い、大切なことだとこういう意見がございました、小委員会で。そうでありますね、委員長。 

 

○委員・新町事務所調査検討小委員会委員長（大島町議会議員 荒川 政義） 

まったくそのとおりです。そういう意見はでました。でましたが、でましたが、いままでのです

ね、いま初めてご提案いただいたんですが、いままではあくまでも小委員会についてですね、 一

つの結論をだしてくれというご指示をいただいておりましたので、その方向にしたがって検討をし

ておりました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、ここでひとつ、私の意見を聞いていただきたいと思いますが、元へ戻します、元へ戻

しますが・・・。ほかにご意見ありませんかの。 

 

○委員・新町事務所調査検討小委員会委員長（大島町議会議員 荒川 政義） 

町長さん方が小委員会に向けてこういう意見があるよという、ご提案をいただくのは結構ですよ、

それは。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ああ、そうかの。 

 

（「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） 
  たびたびすいません。今日、東和町の方から車でこっちに皆さんといっしょに来るときに、いま

の新町位置の小委員会の方もおられまして、いろいろこう頭が痛いという話を私は聞きまして、私

達は名前を付ける方でしたから簡単にできたよと、もう解散したよということで、少しこう優越感

をもったんですが、まあこれから大変と思うんですが、せっかく、小委員会が立ち上げられておる

んですから、しばらく小委員会の方に任されて、これには各町のそれぞれ委員さんがおってですか

ら、そこで決定するわけではないわけですから、決定権はどこまでもこの協議会の皆さんの中で、

先ほど村田さんですかね、発言だされましたように 3分の 2とか、そういう最終的な採決をもって

決定されると思うんです。 

それから佐々木さんのだされたご意見もよく分かりますが、コンパスを立てる、これは昔、小学

校を作るときは全部そうしてやったという話は聞いております。だからどうこうという方法論は、

私分かりませんけれども、まあこれから小委員会の方々は大変と思いますが、しばらくその成り行
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きをみていただいて、そしてある程度詰まった時点で、町長さん方の声とかお聞きするという方向

がいいんじゃないかなあとこのように思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんかね、それではほかにないようでございますので、これで次に移りますが、

次回のことにつきまして事務局から・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
本日の会議次第の一番下にございますが、その他の項目に第 13 回協議会予定ということで、来

月、11 月の 10 日、月曜日となります。ちょうど 1 ヶ月あとでございますが、東和町で開催をする

予定でございますので、日程の確保方よろしくお願い申し上げます。 

  それともう一点、本日、机の上に封筒に入れた文書を委員さん方にお配りしております。15 年度

の前期の 4月から 9月までの執務報酬につきまして、振込みをさせていただきましたので、ご確認

をしていただいたらと思います。以上でございます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それでは以上で第 12 回協議会の協議は、全部終了いたしました。長時間にわたりまして、大変、

ありがたく厚くお礼を申し上げます。終わります。 

 

 

              〔午後 3 時 55 分  閉 会〕 
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