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第 13 回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日 平成 15 年 11 月 10 日（月曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 東和町総合センター・大ホール 

 
 

開 会 平成 15 年 11 月 10 日（月）午後 2時 00 分 議 長 中本 冨夫 開閉会の日 
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久賀町議会議員 伊藤 秀行 委 員 東和町議会議員 新山 玄雄 
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 東和町議会議長 坂岡 茂生 
   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 鍵本 憲治    
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 
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委 員 学識経験者 杉山 藤雄 委 員 学識経験者 吉兼 健一 
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職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
顧  問 山口県議会議員 柳居 俊学 委 員 大島町議会議長 平村 眞成 
委 員 学識経験者 大永 忠博    
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欠席委員
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委 員 学識経験者 平野 和生    
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久賀町助役 田村 好美 東和町総務課長兼総務専門部会長 吉村 正晴 
大島町助役 濵本  定 東和町企画課長 中野 守雄 

東和町助役 藤野 信夫 橘町総務課長 坂本  薫 
橘 町助役 山崎 敏勝 橘町企画課長兼企画専門部会長 平田 好男 
久賀町総務課長 布村 和男 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      ―       ―   
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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 
大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 

椎木  巧      ―       ―   

大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義 大島郡合併協議会調整課長補佐 近藤  晃 
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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
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柳井県民局次長 内山 禮介 税務専門部会長 中村 博一 

山口県市町村合併推進室 田平  隆 住民専門部会長 田村 敏範 

  環境専門部会長 武下 高明 

  下水道専門部会長 西村 利雄 

  保険福祉専門部会長 馬野 正文 
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  農業委員会専門部会長 奥村 正博 
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会議の概要 別紙のとおり 
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署名委員 委 員 久賀町議会議員 松村  定    
特記事項 傍聴者 20 名 （一般 14 名  報道 6 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） 
  皆さん、今日は、ただいまから第 13 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添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、欠席の方が多少おられるようでございますが、時間

になりましたので、開会をいたしたいと思います。 

本日は、委員の皆様方、大変ご多忙の中ご出席をいただいたわけでございますが、雨の中、多数

ご出席をたまわりまして本当にありがたく厚く御礼申し上げます。柳居先生におかれましては、県

会の方がありますので、欠席ということでございます。 

今回、橘町議会推薦の中原臣雄議員に代わり、村上圭右議員さんが本協議会の委員としてご推薦

されましたので、協議会委員として委嘱させていただきましたので、ご報告をさせていただきます。  

さて、本協議会は昨年 10 月 10 日に設置されたわけでございますが、11 月 11 日に第 1回の合併

協議会を開催いたしたわけでございます。その後、協議を重ねること今回で 13 回目となったわけ

でございます。この間、委員の皆さん方におかれましては、非常に慎重なご議論をいただき順調に

協定項目を消化しておるところでございます。ここに改めて厚くお礼を申し上げます。 

今回、2件の新規提案を予定しておりますが、未提案の項目は「新町建設計画」を残すのみとな

ります。今回、新町建設計画の素案につきまして小委員会の方より報告をいただきまして、次回の

協議会に協定項目としての提案を予定しておるわけでございます。また、継続協議となっておりま

す項目の中で、「新町の事務所の位置に関する項目」につきましては、未だ未確認でございますが、

新町事務所調査検討小委員会で鋭意ご協議をいただいておりますので、まもなく本協議会に調査検

討結果の報告をいただけるものと考えております。 

合併まであと一年を切るようなことになったわけでございまして、最終段階となったわけでござ

います。既に確認をいただいた協定項目の中で国民健康保険税、水道使用料、下水道使用料などの

主な調整結果につきましても、次回にご報告をさせていただく予定であります。 

基本的にはですね、サービス水準は高い方に、負担は低い方に調整することを原則に調整してお

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、なんといいましても財政基

盤の健全強化が最も重要であるわけでございます。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いたしまして調整を行っておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

さて、本日は、継続協議となっております「自治会・行政連絡機構の取扱い」に加え、新たに「三

セク・出資法人の取扱い」、「公共下水道等の取扱い」の協議をお願いすることといたしております。

委員の皆様には、新町の誕生に向け十分なご協議をいただきまして、大所、高所からのご意見、ご

発言、ご判断をお願いしたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いをいたしまして、開会の

ごあいさつとさせていただきます。今日はご苦労さまでございます。 

 

○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、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、本日の協議会の欠席者の報告を申し上げます。顧問であります柳居県議、今日は県会があ

るということでございました。それから橘町の大永忠博委員、橘町の篠本純一郎委員、同じく平野

和生委員、大島町の平村眞成委員、以上 5人の方から欠席の通告をいただいております。なお、遅

刻の通告がございますが、後ほど出席をされるということでございますので、省略させていただき

ます。それでは会長、よろしくお願いいたします。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは規約第 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、私が議長を務め

させていただきますので、よろしくご協議のほどお願いをいたします。座ったまま議事進行をさせ

ていただきますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

 

○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、会議録署名委員に平井昭輝委員さん、松村

定委員さん、棟広斉委員さんを指名をいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ここで事務局からの報告事項がございますので、事務局からご告をいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは座ったままで報告をさせていただきます。先ほど会長のあいさつの中でございましたが、

大島郡合併協議会の委員の交代についてということで報告書をお届けいたしております。10 月 9

日に任期切れとなりました橘町議会議員につきましては、新しい議会構成が 10 月 14 日にできあが

りまして、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 15 日付けをもちまして別紙のとおり中原臣雄さんに代わり、村上圭右さんに協

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

なお、村上委員さんには、新町建設計画策定検討小委員会に所属していただきまして既に小委員会

にも出席をしていただいておりますので、ご報告を申し上げます。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。次に報告第 1号、新町建設計画策定検討小委員会設置要綱第 7

条の規定に基づきまして、委員会活動報告の申し出がありますので、新山委員長さんの方から報告

をお願いをいたします。 

 

○新町建設計画策定検討小委員会委員長（東和町議会議員 新山 玄雄） 

はい、新山でございます。それでは報告をさせていただきます。本日、別途のとおり合併協議会

から小委員会へ付託をされておりました新町建設計画の計画編について合併協議会でご報告でき

ることになりましたので、お手元に案としてお配りをしております。前回、第 12 回合併協議会に

おいて計画編の策定手順について説明し、ご承認をいただきましたが、その方針に添って小委員会

において協議、取りまとめを行いました。基本的には本日ご報告する計画編は、第 6回合併協議会

において確認をいただきました新町建設の基本方針に基いて、これまで 10 回の小委員会において

協議されてきたことをご報告することになります。 

本建設計画は、各町が総合計画等で策定している諸事業計画、各町が政策的課題としている懸案

事項、大島郡国保診療施設組合が策定している事業計画、大島郡環境衛生施設組合が策定している

事業計画、また農協、漁協、商工会等郡内各種団体が建設計画に要望する諸事業等を新町まちづく

りの将来構想に実現するために設けた施策の大綱に分類して、建設計画の計画編として取りまとめ

たものであります。 

したがって、本計画編には各町の行政等が保有している計画事業、ＪＡや漁協が事業主体となり、

国、県、新町等補助を受けて実施する事業、また県事業の推進として第 6章に掲げる県事業計画が

含まれています。これら建設計画に掲載されている諸施策を新町建設計画により新町まちづくりの

政策的課題として継承し、新町の将来構想に添って、財政計画との整合性を図りながら事業を実施

していくこととしております。本日は建設計画の新町建設の根幹となる事業、新町における県事業

の推進、公共施設の適正配置、財政計画についてご報告をし、ご意見をいただき、次回、合併協議

会に先に報告している構想編とあわせて、新町建設計画の協議案として提案することといたしてお

ります。 
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なお、新町建設計画は合併特例法第 5 条に基き、都道府県知事に協議が必要でございますので、

本日ご了承がいただければ新町建設計画について山口県と下協議を行いたいと思います。 

これから建設計画について、それぞれ所管からその要点について概略説明をいたさせますのでご

協議、ご意見を承りたいと思います。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは詳細につきましては、事務局の方から説明をお願いを

いたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、それでは本日は第 11 回の合併協議会で、構想編でご報告をいたしました「元気 にこにこ 

安心で 21 世紀にはばたく先進の島」の将来構想に基く施策の大綱により、計画編をこれまで協議

し、委員長報告にありましたような方針、取りまとめの手順にしたがい策定し、小委員会等におい

て協議策定した計画編が、本日、ご報告できる段階にまとまりましたのでお手元にある計画書を協

議議案として提案する前にご説明をいたすものでございます。しばらく時間をいただきたいと思い

ます。 

それでは計画編の 1ページを、1ページめくっていただきますと、計画編の目次がでてまいりま

す。本日は、第 4 章、新町まちづくりの主要施策、第 5 章、新町における県事業の推進、第 6 章、

公共施設の適正配置、第 7章、財政計画までそれぞれ順にご説明をいたしたいと思います。 

 それでは、1 ページをめくっていただきますと、ページ 47 からは新町まちづくりの主要施策の

重点プロジェクトを第１節としてあげております。これは新町の将来像実現のためのリーディング

プロジェクトとして位置付け、これら施策、事業を重点的、計画的に進めていこうとするものでご

ざいます。 

重点プロジェクトは、47 ページから 50 ページに掲載しておりますが、まず、元気のあるまちづ

くり（発展）プロジェクトとして、3 つあげております。①番目が安全な島づくりプロジェクト、

②番目が産業自立支援プロジェクト、③番目が情報通信基盤整備プロジェクトの 3 プロジェクト、

次ににこにこのあるまちづくり（創造）プロジェクトとして、①番目が下水道施設整備プロジェク

ト、②番目がリサイクルプラザ整備プロジェクト、③番目が生涯学習推進プロジェクト、次のペー

ジになりまして、安心のあるまちづくり（連携）プロジェクトとして、①番目が生涯現役社会の仕

組みづくりプロジェクト、②番目が医療・救急体制強化プロジェクトの 2プロジェクトを柱として

おります。これらにつきましては、第 2節の主要施策の中でプロジェクトが該当する箇所と合わせ

て説明をいたしたいと思います。 

では、51 ページからの第 2節、主要施策にはいります。これからは、「元気 にこにこ 安心」の

3つの目標について、その具体的なまちづくりの方向と主要な施策、主要事業について説明してま

いります。 

まず、第Ⅰは「元気のあるまちづくり（発展）」の実現をめざしていきます。この目標は、連携・

安全・自立・交流を基本にした新町の創造に向けて、あらゆる分野で積極的な交流と自立の仕組み

づくりに取り組み、新町の一体性の向上と均衡ある発展を図る施策を展開し、元気のあるまちづく

りをめざしていきます。 

  元気のあるまちづくりの目標に向かいまして、51 ページから 68 ページにある 4つの取り組み事

業を推進してまいります。51 ページからは 1 番目の魅力のあるまちをつくる事業、65 ページから

は 2番目の地域の安全を守る事業、ご無礼しました、これは 55 ページからです。それから 59 ペー

ジからは 3 番目の地域の産業を活かす事業、それから 66 ページからは 4 番目の交流で新たな連携

を拓く事業となっております。 

それでは 51 ページの 1 番目の魅力のあるまちをつくる事業では、道路交通網の整備と交通体系

の利便性のを向上を図るとともに住環境の整備、公園、住宅等ですが、これに取り組んでまいりま

す。 

  主要な施策と事業は、51 ページには 国道、主要県道の改良、広域農道の整備など広域幹線道

路の整備や主要町道等の改良整備について、次の 52 ページには、生活バス路線の維持対策を基本
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とした新たなコミュニティバスシステムの検討、また、離島航路の運行維持対策ついて、次の 53

ページには、下段から 54 ページにかけてですが、公営住宅、若者定住促進団地の造成事業等を計

画としてあげております。すいません。53 ページには、霊園、斎場の整備、緑地、公園等の整備

についてあげております。次に 55 ページの 2 番目の地域の安全を守る事業では、安心して暮らせ

るよう町土の保全施設、港湾施設の整備を図るとともに交通安全と防犯対策に取り組んでまいりま

す。 

自然災害から町土の保全に努めること、また、高齢社会に対応した地域安全対策を図り、安心し

て暮らすことのできるまちづくりを推進していきます。 

  主要な施策と事業は、55 ページには 海岸保全対策事業、低地浸水対策、治山治水対策の推進

などの町土保全対策ついて、また、56 ページには 港湾施設の整備、四国方面への玄関口となる

拠点港の整備計画ついて、同じく 56 ページには 消防防災対策事業について、消防体制の強化に

取り組みますが、広域化する新町の安全性をさらに高めるため、新町のまちづくり重点プロジェク

ト事業として、47 ページに記載の安全な島づくりプロジェクトを推進してまいります。おそれい

りますが、47 ページとあわせてみていただきたいと思います。 

  このプロジェクトは、具体的には、災害関連情報の伝達と避難態勢の迅速化を図るため、新町に

おいて、情報伝達システムを整備していこうとするものです。現状は広域消防の屋外防災放送シス

テムがございますが、各町にも同様の伝達システムがあります。なかでも橘町には無線による全戸

への伝達システムがあり、これを新町において全域に拡大していくようなイメージの事業になると

思います。特に大規模地震の際、津波警報等については、広報車では間に合わないことがあります

ので、この伝達システムを新町において全域に拡大していくようなことになります。 

次に本文に返っていただきまして、58 ページには、車時代への対応をするため交通安全教育と

安全施設整備、また、防犯対策の推進を進める対策をたてております。 

次に 59 ページの 3 番目の地域の産業を活かす事業では、島の基幹産業の充実を支援するハード

並びにソフトの仕組みづくりに取り組んでまいります。 

大島の豊富な地域資源を最大限に生かした多彩な産業の振興に向けて、基幹産業である農林水産

業の一層の振興対策、また、地域の賑わいを創り出す商業や地場産業の活性化、交流人口の拡大を

目指す観光・交流産業等の推進を図り、地域の特性を活かしていく対策を進めます。 

  主な施策と事業につきましては、59 ページの農林業の振興並びに水産業の振興は、4町あるいは

関係団体のヒヤリングにおいても、最重点課題として、島の基幹産業で飯の食える仕組みづくり、

対策支援を是非、新町においても検討して欲しいと要望のあった事業項目であります。これの対策

としては、重点プロジェクトとして、47 ページに産業自立支援プロジェクトの扱いにしておりま

す。おそれいります、47 ページとあわせてみていただきたいと思います。その手法としては、農

業、漁業ともに共通点がございますが、農業においては、まず、産地の再生を図ることが課題であ

るといわれておりますが、現状は柑橘の生産量は 30 年前の 5 分の 1 に減収しているといわれてお

ります。 

  また、島の生産物の名称の統一、すなわち、生産物のブランド化を図ることがより消費を拡大し、

収益をあげるために必要であるといわれております。 

基本的には生産者団体の代表機関でございます農協と関係機関が連携して、各事業を展開してい

くこととなりますが、基盤整備事業を行いながら、生産体制の強化に努め、担い手の育成、確保を

図り、できた生産物を販売する流通販路の多様化を図り、収益を上げていく仕組みづくりを計画し

ていきます。販路の多様化では、市場主義を取りつつも、地産地消や直販施設による販路の多様化

も展開の一方策としています。 

漁業振興では、一人ひとりが資源管理につとめ、作り育てる漁業の推進を図ります｡また、農業

と同じように漁協と関係機関が連携しまして、各事業を展開していくことになりますが、漁業基盤

の整備を中心に、漁場、漁村の環境の整備、儲かる漁業の推進、これは収益を上げていくために特

産品の開発や魚のブランド化、まあ、この地域には周防のたこ、太刀魚、ハモ等もございますので、

これをブランド化することによって付加価値を高めてまいります。 

  また、できたものを販売していく体制を強化するため、流通体制・経営体制の強化も図ってまい

ります。同様に市場主義は貫きつつも、販路の多様化を図ることが必要だということで、直販施設、
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特に漁業版の道の駅の検討も関係団体から提案をされております。 

この他、農業、漁業の共通点として、ブルーツーリズム、グリーンツーリズムに代表される、体

験型観光の振興も団体から希望されております。交流人口の拡大とともに、産業の担い手の定住化

を図る効果もありますので、活気あふれるまちづくりにつながっていくものと思います。 

おそれいりますが、本文に返っていただきまして、これらを推進をしていく主要事業といたしま

しては、農林業では 60 ページから 61 ページに主要事業と事業の概要を掲載しています。それから

水産業では、62 ページに同じく主要事業と事業の概要を掲載しておりますので、ご覧いただきた

いと思います。 

  次に 62 ページには、商工業の事業展開を支援する融資、助成対策、また、新たな起業化などへ

事業展開をする支援対策、地場産業の振興を図る振興ネットワークの展開を中心とした商工業の振

興の計画をたてております。 

63 ページの下段から 64 ページには、大島の持てる観光施設のネットワーク化や広域観光ネット

ワークの形成、グリンツーリズム、ブルーツーリズムに代表される体験型観光の開発等を推進する

観光産業の振興への取り組みを推進をしていきます。 

64 ページ下段には、地域の持つ多様な特性を複合化させて、関連する産業の連結により新たな

地域の産業の展開を図り、複合産業の振興を推進していきます。  

次に 4 番目の 66 ページになりますが、4 番目の交流で新たな連携を拓く事業では、地域間交流

を促進いたしまして、人・モノ・情報の往来を盛んにする仕組みづくりを行っていくことに取り組

んでまいります。 

  これはソフト事業が主体となりますが、66 ページには、住民の地域づくりへの支援事業につい

て、66 ページから 67 ページには、国際交流など地域間交流を促進する、人、モノ、文化交流の促

進事業について、67 ページ中段には、新たな時代の定住対策として、定住希望者に対し、定住情

報を提供し、新住民として受け入れる事業の推進を計画しております。 

67 ページ下段には、今回、合併に際し特に計画推進の希望が多かった事業であると思いますが、

情報システムの構築を推進する事業計画を、プロジェクトであげております。すいません、48 ペ

ージの情報通信基盤整備プロジェクトとあわせてご覧いただきたいと思います。住民から大きな期

待を寄せられております事業ですが、それなりに事業費のかかる計画でございます。情報通信基盤

の地域格差を解消するため、新町で地域情報化計画を策定いたしまして、高齢化社会に適した活用

方法も加味して、周防大島の新たな高速通信網の整備を推進していきます。この事業を推進するこ

とによって、また地域の新しい魅力につながっていくものと思います。 

この事業を図ることで、公共では電子自治体の実現が図られまして、住民サービスの向上につな

がっていくことができると思います。住民には高速通信のインターネット環境が改善できること、

あるいは図書館ネットによる図書の検索、あるいは学校教育ネットによるＩＴ教育の推進、福祉に

おいては介護ネットによる福祉サービスの向上が図られる。あるいはすでに始められておりますが、

遠隔医療へ活用することによりまして医療体制の充実が図られるなど、住民生活への貢献度も高い

ものがあると思われます。 

  それではまた本文に返っていただきまして、Ⅱ番目の大きな目標は 69 ページにございます。「に

こにこのあるまちづくり（創造）」の実現をめざしてまいります。この目標は、大島郡独自の風土、

文化の継承と創造、地域の自然環境の保全に取り組み、住民の笑顔が輝くまちづくりをめざします。 

  この目標に向かいまして69ページから80ページにあります4つの取り組みの事業を推進してい

きます。69 ページからは 1 番目の地域の環境を守る事業、72 ページからは 2 番目の地域の生活基

盤を整える事業、77 ページからは 3 番目の生き生きとした人をつくる事業、78 ページからは 4 番

目の豊かな地域文化を育てる事業に取り組んでまいります。 

  まず、1番目の地域の環境を守る事業では、計画的な土地利用を推進し、大島の豊かな自然環境

を保全するとともに、公害防止と環境美化に取り組んでいくことを目標としております。 

主な施策と事業は、69 ページの自然環境の保護と 70 ページの公害防止の推進について、次の 70

ページ下段の環境美化への取り組みについて、71 ページの計画的な土地利用の推進についてが主

要施策になりますが、ここでは新町の環境を保全していく効果的な施策を作り上げていくことがポ

イントであると思います。具体的には、都市計画マスタープランの策定や新町の一体的な土地利用



 
 
 

 

 9

計画、逆に土地利用規制もはいると思いますが、これらをもって乱開発の防止等を行う施策を検討

することになります。 

次に 72 ページの 2 番目の地域の生活基盤を整える事業では、快適な暮らしを支える上下水道の

整備とともにリサイクル施設の基盤整備に取り組んでまいります。 

その主要な施策と事業は、72 ページには、水道水の安定供給、未給水地区の解消、離島への生

活用水の安定供給対策など水道施設の整備事業について、それから 72 ページ下段には、新町全域

にわたる公共下水道の整備事業の推進について、それから 73 ページには、資源循環型社会の推進

を施策の核としたごみ処理とリサイクルの促進ついて取り組んでまいります。 

  下水道事業とごみ処理、リサイクルについては新町の重点プロジェクトとしておりますので、お

それいります、48 ページ、49 ページとあわせご覧いただきたいと思います。まず、下水道施設整

備プロジェクトですが、この事業の実施にあたっては、地域の実情にあわせた適切な処理基盤の整

備を推進することとしています。具体的には新町において汚水処理施設整備構想を策定し、下水道

事業を実施していきますが、事業の実施にあたりましては、人口のある程度密集している地域には

公共下水道事業、農村集落には農業集落排水事業、漁業集落には漁業集落排水事業、集落から離れ

ており処理区域外で管路等を引くことが困難な箇所については、浄化槽を設置するなど地域の実情

にあわせた整備を、新町で全域にわたって実施していくことにしております。 

次にリサイクルプラザ整備プロジェクトですが、まあ新町発足早々の大型プロジェクトとなりま

すが、資源循環型社会の推進を図るという事業で、リサイクル施設を併設した一般廃棄物最終処分

場の整備を実施してまいります。事業計画予定地は、安下庄大泊地区に建設される予定で事業が予

定されております。 

本文に返っていただきまして、74 ページ、次に 3 番目の生き生きとした人をつくる事業では、

学校教育、生涯学習環境の充実を図り、一人ひとりが参画して築き上げる社会の実現に取り組んで

まいります。 

  主要な施策と事業は、74 ページには、個性を大切にする教育の実践と教育環境の整備を進める

学校教育の充実について、75ページから77ページには、生涯学習機能の充実を図るということで、

重点プロジェクトとしております。49 ページとあわせてご覧いただきたいと思いますが、この生

涯学習推進プロジェクトは、過疎化の中にありまして、やはり「心の過疎」をいかに防止していく

か、この課題に取り組むプロジェクトであると思います。 

  具体的には、ソフト・ハード両面から取り組む事業で、生涯学習の充実を図っていきますが、例

としましては、4町に今ある学習施設を結び連携いたしまして面的に利用していくことが考えられ

ます。合併協議会でも議論がありましたように図書館のネットワークを図ることにより、まあ、例

えば大島町で借りた図書が橘町で返却できる、また、自分の読みたい本の検索、移動図書館を全町

実施、あるいは図書館の情報機能の充実整備などがあげられてくると思います。また、社会教育講

座の充実がありましたが、公民館主催の講座、あるいは自主的にグループ等で学ぶ公民館の自主講

座への支援を行っていくことになります。 

また、一人ひとりの人権が大切にされる社会づくり、男女共同参画社会の構築、人権侵害のない

社会づくりに取り組んでいきます。 

元気面では、生涯スポーツの活性化に取り組んでいくこととなります。施設面の充実、あるいは

指導者の質の向上の両面から取り組んでいくようなことになると思います。 

本文に返っていただきまして、次に 78 ページの 4 番目の豊かな地域文化を育てる事業では、文

化財の保護と伝統文化の継承を図るとともに新しい風土、文化を創造する地域活動の活性化に取り

組んでまいります。 

  その主な施策と事業は、78 ページには、住民の地域活動への支援、ボランティア組織の育成、

地域リーダーの育成、青少年の健全育成事業を推進していくことついて、また、79 ページには、

文化芸術活動の推進ついて、79 ページから 80 ページには、地域の文化財、伝統文化の保護と継承

を推進していく事業を計画しております。各町の歴史や文化を紹介する記念館、資料館の整備、ま

た、新たな事業として大島に関係のある古文書を保存していく施設の整備、また、合併により整理

をされる公文書の適正保存等の事業も計画しております。 

次に 81 ページ、Ⅲ番目の大きな目標である「安心のあるまちづくり（連携）」の実現をめざして
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いきます。その目標は、少子高齢社会に対応した新町の創造に向けまして、地域の協力を得ながら、

子どもからお年寄りまですべての住民が安心して暮らすことのできる質の高い行政サービスの提

供に取り組み、住民主体のまちづくりをめざしてまいります。 

この目標に向かいましては、81 ページから 88 ページにあります 4つの取り組み事業を推進して

いきます。81 ページからは 1 番目として生涯現役を支え見守る事業、84 ページからは 2 番目とし

て安心な暮らしを支える事業、86 ページからは 3 番目として行政サービスの向上と財政運営の健

全化、88 ページからは 4 番目として町民が参画して築くまちづくりに取り組んでいくことになり

ます。 

まず、1番目の生涯現役を支え見守る事業では、すべての人にやさしい島づくりを推進し、高齢

者等が隣近所の見守りの中で、生き生きと暮らせる仕組みづくりに取り組んでいくことを目標とし

ております。この取り組みも新町においては、大きなテーマでプロジェクトとして取り組むことに

しております。50 ページの重点プロジェクト、生涯現役社会の仕組みづくりプロジェクトをあわ

せてご覧をいただきたいと思います。このプロジェクトは、高齢者等が生き生きと暮らしていける

先進モデル地域として、高齢者や障害者の自立支援、地域による支援体制の充実を進めていこうと

するプロジェクトでございます。4 本の施策をたてておりますが、まず、1 番目として高齢者の自

発的な活動を促す環境づくりで、生きがいづくりの充実対策を支援してまいります。老人クラブの

活動支援、あるいは生涯学習活動の支援、高齢者の知恵の活用などを図り社会参加の促進を行って

まいります。2番目としては、援護や介護が必要になる状態を防ぐための介護予防の推進を図って

まいります。内容的には、温泉等を活用した健康づくり、住民サロンの開設、ふれあいデイサービ

スの実施、毎日給食サービス等の全域拡大を検討していきます。3つ目の柱としては、保健・医療・

福祉の連携ということで、24 時間ホームヘルプサービスの均質化を図るということ、介護保険サ

ービスの充実を図ること、それから 4番目の柱といたしまして、社会福祉協議会と連携した福祉の

まちづくりを推進していくことで、高齢者や障害者が地域で安心して暮らしていけるように支援を

してまいります。内容的には、ボランティア組織への支援、団体の育成を図ること、情報のバリア

フリー化を推進すること、成年後見制度の充実を図ることなどをあげております。 

本文に戻りまして、82 ページには、障害者への自立支援と支援制度の充実を図る事業について、

83 ページには、地域の福祉を推進する社会福祉協議会との連携による福祉のまちづくりの推進施

策を計画をしております。なかでもボランティア活動の充実、成年後見制度の充実等をあげており

ます。 

次の 84 ページ、2 番目の安心な暮らしを支える事業では、一人ひとりの健康づくりの推進と医

療体制の充実を図り、子育て支援の充実に取り組んでいくことを目的といたしております。 

この施策の推進も地域づくりの重要なテーマでございまして、重点プロジェクトしています。50

ページの医療・救急体制強化プロジェクトとあわせてご覧いただけたらと思います。 

医療環境の充実は、高齢化社会の中にあっては最も重要なことですが、このプロジェクトを進め

ることにより、町全体に暮らしにおける安心感を育てていこうとするものであります。ここで安心

して子育てができる、安心して暮らしていける、安心して老齢期を迎えることのできる環境づくり

を推進してまいります。また、4町には有人離島や辺地等があり、この地域における医療体制の整

備も進めてまいります。詳しくは 84 ページから 85 ページに記載されておりますが、このプロジェ

クトを推進する柱としては、医師会との連携を図りながら、地域医療環境の充実に取り組みます。

まず、地域医療の役割分担としては、病診連携による在宅医療の充実、一般家庭では、かかりつけ

医・ホームドクターを持つことによる医療体制の充実を図ることを進めてまいります。  

次に離島医療・救急医療の充実については、離島における定期巡回診療、訪問指導の充実、緊急

時の患者輸送艇、ヘリポートの整備、それから現在も進められていますが、医師会の協力の下に休

日・夜間診療体制の継続を図っていくこと、以上のようなことを推進していくこととしております。 

  84 ページには、関係機関が連携して健康づくりに取り組み、生活習慣病対策に取り組む健康づ

くりの推進について、85 ページには、地域ニーズに応じた保育サービスの実施と地域での子育て

支援を推進する子育て環境の充実を推進していくことにしております。 

次の 86 ページ、3 番目の行政サービスの向上と財政運営の健全化では、合併効果により行政サ

ービスの向上と財政の強化に努め、新しいまちづくりを進めるための基盤強化対策に取り組むもの
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でございます。86 ページには、行政組織の効率化について、新町の 4 総合支所をネットワークで

結び、住民サービスの向上を図り、支所、出張所から離れている地域においてもサービスが行き届

くように、郵便局に地方公共団体が処理する事務のうち、特定のものの取扱いを委託するなどの、

サービスの充実を図る仕組みづくりを検討していきます。87 ページには、合併しても住民サービ

スが低下することなく、新町の魅力づくりが着実にできる財政基盤の強化対策をたてております。 

88 ページには、4番目の町民が参画して築くまちづくり、ここでは町民がまちづくりに主体的に

参画する、町民・地域・行政が一体となった新しいまちづくりを進めていくことを掲げております。 

計画段階からまちづくり計画への町民の参画や行財政運営の透明性を高める情報公開制度の充

実、また、あらたな広報広聴制度の検討など住民と行政がともに地域づくりに取り組む仕組みづく

りを高めていくことを推進をしていくことにしております。 

以上が新町まちづくりの主要施策ですが、後ほど第 7章までの説明が終わりました段階でご意見

をたまわりたいと思っております。以上、第 4章の説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。事務局より第 4章の新町まちづくりの主要施策につきまして説

明があったところでありますが、資料の 86 ページにあります 3「行政サービスの向上と財政運営

の健全化」の①「行政組織の効率化」の（3）「県との連携の強化」につきましては、県の方から山

部委員さんが出席をされておられますので、県における検討状況等について説明をお願いをします。 

 

○委員（山口県市町村合併推進室次長 山部 哲郎） 

県の合併推進室の山部と申します。初回から委員として参画させていただいております。いま

86 ページで、「県との連携の強化」というのがでてございますが、県でも大島郡地域での県のあり

方というのは検討しておるところでございます。県といたしましても現在、合併が進展をした県組

織全体のですね、あり方を検討しているということでございますが、県の出先機関のあり方につき

ましては、地域実情を十分に踏まえた検討が必要であるということを考えておりますが、特に周防

大島町、まあ新しい名前であります周防大島町でございますけれども、大島郡は島嶼部に位置して

おるということがございます。従来から災害、危機管理等含め県行政に求められる役割が他地域に

比べ非常に大きなものがある、このように考えているところでありまして、県といたしましてもそ

うした状況を踏まえて、まあそうした状況に配慮しながら取り組まなければならないということで、

いま進めておるわけでございます。 

それで久賀町にございます大島総合庁舎でありますけれども、これは昭和 44 年に建設をいたし

ておりまして、既に 35 年くらい経っております。で老朽化も相当進んでおるということでありま

すので、来年度からですね、調査をしたいというふうに考えておりまして、その中で大島総合庁舎

のあり方というものを検討していくということにいたしておるところでございます。 

いずれにいたしましても、県といたして今後、県出先機関の再編整備につきまして、新町におい

て県が実施する事業としてですね、新町建設に位置付けを行うとともに、引き続きまあ周防大島町、

新町とよく連携をして、新しい周防大島町が円滑にスタートできて、新しいまちづくりが進められ

るようにできるだけ支援していくということで検討を進めているところであります。ご報告を申し

上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして第 5章以降の内容につきまして、事務

局の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） 

それでは第 5章、新町における県事業の推進につきまして、ご説明をさせていただきます。資料

89 ページでございます。県事業は第 4 章の新町まちづくりの主要施策に掲げられておりますけれ

ども、第 5章ではこの県事業のみを抜き出しまして整理しております。県事業は県道や農道などの

整備、あるいは防災対策、そういった県が管理する施設の整備、あるいは改修の事業といったもの
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が中心になっておりまして、いわゆるハード事業中心ということになっております。現時点で県と

微調整の事業もございますけれども、大まかにはご覧のとおりとなっております。 

道路で申しますと大島大橋から伊保田港まで、島の北側を走ります国道 437 号、この未改良区間

の整備、あるいは大島大橋から島の南側を回ります大島町から橘町に至ります県道大島環状線の改

良、こういったものが予定されております。 

道路の整備は、道幅の狭い箇所の拡幅、こういったものや歩道、あるいはバイパスの整備といっ

たものが予定されております。また、農林業の振興にも関わってまいりますが、広域農道、いわゆ

る大規模農道の整備も継続して進められていきます。公園整備につきましては東和町の片添ヶ浜海

浜公園の整備が進められているということでございます。 

それから町土を保全する防災事業といたしましては、道路災害防除事業ですとか、砂防事業、こ

ういったものが進められてまいります。それから港湾施設の整備ですが、これは防災対策も含んで

おりますけれども、護岸の改良ですとか、防波堤の改修、こういったものが予定されております。 

農林業の振興では、先ほど申しました広域農道の整備のほか、さまざまな事業で、農道とか、用

排水施設、こういったものの整備が進められています。それからソフト事業として周防大島かんき

つ産地いきいきモデル事業というものがございまして、これも実施されているところでございます。 

それから水産業につきましては、岩国地域、柳井地域、大島郡に囲まれた海域で漁場となる藻場

の整備というものが行われております。県事業については以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして第 6章、公共施設の適正配置について

の説明をお願いをいたします。 

 

○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 90 ページの第 6 章、公共施設の適正配置についてご説明させていただきます。

この公共施設の適正配置の案を出すにあたりましては、前提条件として次のようなことに配慮いた

しました。 

住民サービスに配慮された計画になること、既存施設の有効利用、相互利用を第一として運用し

ていくこと、それから地域の事情、地域のバランスを考慮していくこと、それから 4番目に財政事

情を考慮していくこと、このようなことを前提に公共施設の適正配置計画を作っております。短い

文章ですので読まさせていただきます。 

公共施設の適正配置にあたっては、新町の将来展望を踏まえて、地域の実情や地域間のバランス、

さらには財政事情等を勘案しながら、住民生活に急激な変化を及ぼさないように十分配慮し、逐次

検討していきます。適正配置を進める上では行財政の効率化はもとより、現在ある公共施設の有効

利用、相互利用等を勘案し、住民サービスの低下を招かないよう配慮するものとします。 

合併にともない旧役場庁舎等については、新町の総合支所として住民サービス総合窓口の役割を

担い、地域振興、地域発展のかなめとして整備活用していきます。また、当分の間、本庁機能を 4

庁舎に分散し配置する分庁分散型庁舎として位置付けます。 

なお、東和庁舎については、建物が老朽化していることから、ネットワーク機能の強化や大規模

災害等から地域を保全するための施設改善も含めて、適正規模の庁舎を設置するものとします。以

上が公共施設の適正配置でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは引き続きまして、第 7章、財政計画についての説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 
 はい、それでは 91 ページにございます第 7 章の財政計画につきまして説明させていただきます。

委員の皆様には別冊で財政計画資料というものをお配りしておりますので、そちらの方ともうひとつ

大きいＡ3 版の 4 町現状 10 年間財政シュミレーションという資料を委員さん方にはお配りしており

ますので、これによってご説明したいと思います。 
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先ず、この説明を行います前にはじめにお断りいたしますが、今回、ご説明をいたしますのは、新

町建設計画の中の財政計画の報告という形でございまして、まだ、実際には財政計画ができあがって

いるわけではございません。今現在、お示しする、または説明するのは財政計画につきましては計画

策定の方法、手順、または策定方針というようなことを今回お示しするというようなことでございま

して、まだ、その中にもいろいろ現在調整を行っておるものもございますので、現在、そこにありま

す財政計画資料の中にも一部、現在までの策定されたものがついておりますが、まだこれは十分にい

まから調整が行われた後に変わってくるということでございますので、このまま外にもうでてしまう

ということになりますと、これが新町の財政計画か、ということにもなりますので、取扱いにつきま

してはご注意をお願いしたいと思っております。 
また、今後、詳細な検討を加えまして次回以降の協議会で正式に提案させていただくと、そのとき

は当然、調整後の数字ということになりますので、現在、ここで説明するのはそういう含みがありま

すのでご了承をお願いしたいと思います。 
 それでは財政計画の説明に入ります前に、まず現在の 4町の過去の財政状況、または現在の財政状

況というものが十分把握されておらなければ、新町の財政計画というものは、まあできないのではな

いかということでございまして、協議会の委員の皆様方にも過去、現在の状況、現状につきまして十

分ご理解をいただくために、まず大きいＡ3版の資料がついていますので、こちらの方からみていた

だきたいと思いますが、この 2ページからご説明いたします。 

この 2ページ、3ページ、4ページは、現在の 4町の平成 12 年度から平成 24 年度までの各町ごと

の財政状況がお示ししてあります。それともうひとつは 4町をそのまま合計した場合、要するに合併

をしたという意味ではなくて、4町がいまあるものを単純に合算したという状況での数字がここにで

ております。要するにこれは合併せずにいまの現状のままでいったならばどうなるだろうかというこ

とを各町に推計していただいたものでございまして、平成12年度から14年度までの数字については、

決算の数字でございます。普通会計という会計で推計をいたしております。それで平成 15 年度から

平成 24 年度までにつきましては、各町が合併せずに、各町ごとにいまの財政状況をみながらいった

ならばどういうふうになるだろうかということを出したものを 4町の合計として、2ページから 4ペ

ージ各町ごとにありますし、その合計もでております。1ページについては、その合計だけを抜き出

したものでございます。 

それでここで若干説明をさせていただきますが、これはいま申しましたように各町の普通会計をベ

ースにいたしまして、平成 12 年度から 24 年度までの推計を行っております。平成 15 年度以降が各

町がそのまま存続した場合についてでございまして、3 ページに歳入の計がでております。4 ページ

には歳出の計がでております。それで 4ページの一番下に歳入歳出の差引が出ておると思います。 

14 年度で見ていただきたいのですが、すいません、一番上に手書きでちょっと 14 年度と書いてあり

ますが、下の方にもありますが、平成 14 年度の差引きでございますが、歳入歳出差引が各町ごとに

でておりますが、郡の合計で 4億 77,290 千円となっております。平成 15 年度ではこれが 2億 98,000

千円という推計、平成 16 年度は 2億 27,000 千円、平成 17 年度からは 4 町の合計でいいますと収支

はマイナスとなりまして、以後収支が改善されることはございません。各町単位でみますと平成 16

年度から収支マイナスになってくるという、4町の中ではそういう町もでてくるという非常に厳しい

状況がお示しされていると思います。 

 それでは 1ページの方に返っていただきたいと思います。この 1ページは、2ページから 4ページ

までの 4 町の合計の欄だけを抜き出した平成 16 年度から 24 年度までの推計でございます。平成 16

年度では 2 億 27,000 千円の収支の黒字ということになっておるような数字になっております。一番

下の歳入から歳出を差し引いたというところをみていただきたいんですが、差引額が 2 億 27,000 千

円ということになっております。ただ、その下の財源不足額は、5 億 65,000 千円ですよというふう

にマイナスがついております。これはどういう意味かと申しますと、要するに 2 億 27,000 千円の黒

となっておる歳入歳出差引額の中には、収入の方に、収入の方の歳入合計の少し上にありますが、繰

入金、まあ 16 番ですが、16 番の繰入金というところに 7 億 92,000 千円の繰入金が計上されており

ます。要するに 7 億 92,000 千円の繰入金を、すなわちこれは基金からの繰入金でございますが、基

金から 7億 92,000 千円の繰入れをして、2億 27,000 千円の黒となっておるということを、逆に考え

ますと財源の不足は、5 億 65,000 千円あるということでございます。しかしながら、これはいまま
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で基金が若干各町にも積立てがございましたので、そういうことで財源調整ができたわけでございま

すが、いま平成 16 年度からずっと以降、一番下に財政調整基金とふるさと創生基金と減債基金、通

常、まあある程度使えると、基金の取り崩しができるという基金がそこに 3つでておりますが、4町

合計してもそのような基金合計額しかございません。要するに平成 16 年度はそういうことでござい

まして、2億 27,000 千円の黒がでます。でも平成 17 年度には既にみていただけますように基金の繰

り入れをしたとしても 1 億 43,000 千円の収支のバランスが崩れるということになります。財源不足

に至っては、6 億 34,000 千円くらいの財源不足がでると予想されております。それでなおかつ、基

金がそこに示してあるような数字しかなくなってまいります。要するにずっとみていただきますと平

成 19 年度で基金はほとんど底を突くというような状況になることが推計されております。要するに

財源不足を基金の繰り入れで賄うということが不可能になってくるという、こういう非常に厳しい状

況になっております。これがいま現在の状況でございまして、その後は基金も当然、底を突きますし、

財源不足は非常に大きなものになってくるということになります。この要因でございますが、大きい

ものでは、まず歳入の方から申し上げますと、町税の伸び率が大島地域の経済情勢とか、人口減少と

か考えますと当然、町税の歳入額というのはマイナスになってくるということでございます。 

次に地方交付税のことでございますが、要するに町税が落ち込めば、通常であれば地方交付税が増

額されるという単純な考え方があるわけですが、いま現在では、地方交付税が段階補正とかの見直し

とか、人口減少による減少というふうなことが当然でてきております。要するに制度改正プラス人口

減少による交付税のマイナスというのが、当然予想されるわけでございます。また、それに加えまし

てからいま国の方で検討されておる地方交付税を含めた三位一体の改革といわれるような地方交付

税等の制度改正が検討されております。これをある試算で、まあ学者の方の試算によりますと 17 パ

ーセントから 20 パーセントの減少が見込まれるというふうな数字もでておるわけでございます。 
また、歳出におきましては、合併せずにこのままの現状ということになりますと、人件費でござい

ますが、当然、抑制の基調では各町とも推計をしておりますが、そうは申しましても大幅な人件費削

減というのは、できないということでありますから当然、抑制基調ではあるが、若干の伸びがでると

いうぐらいのことではないかと、また扶助費につきましては、いまの高齢化率の問題、または福祉の

充実というふうな問題からしますと、扶助費が伸びるのは当然伸びるという要素でございます。 

また、公債費でございますが、公債費につきましては普通建設事業の伸びをみていただくと分かり

ますが、当然、普通建設事業は大幅に抑制するというふうなことになっております。それにともない

まして地方債の発行も当然、抑制されるということから当然、その公債費は時間のずれはありますが、

漸減するということは考えられます。そういうことで公債費につきましては、歳出項目から漸減して

おるということはみていただけると思います。ここでは普通会計での公債費を考えておりますので、

当然、特別会計にあります下水関連の事業は今後大幅に伸びてくるということになりますと、特別会

計の中での公債費は大幅に伸びてくるということは当然予想されるわけでございます。 

そういうことで繰出金の方では、下水等特別会計の伸びが考えられることから当然、大幅な伸びが

考える推計がされております。 

また、補助費でございますが、補助費は当然、これも抑制基調ということではありますが、大幅な

減額というのは当然、合併しない、そのままの存続ということになりますと非常にむずかしい問題が

あるというような、この推計の表から読める問題点、または要因が読めるのではないかと思っており

ます。 

以上のように現状は非常に厳しいという状況にあります。各町ともどこが非常にということではな

く、非常に厳しい状況に各町ともおかれております。こういう現状をご理解いただいた上で、新町の

財政計画についてご理解をいただかなければならないということでございますので、これが既にベー

スにあるというふうに考えていただきたいと思います。 

 ちょっと字が小さくて申し訳ないんですが、まず財政計画につきましてどういうふうに作成するの

だろうかということもあると思いますので、このⅠの財政計画策定の手順でございますが、これにつ

きましては、そこの 1ページからでておりますように、まず 4町の過去の財政状況をしっかりと把握

しということでございますが、いま先に説明しましたような過去、現在、またこれから将来の状況と

いうのをしっかりと把握しながら、基本的な策定方針をまず決定するということでございますが、基

本的な策定方針につきましては、会計区分の問題とか、何年間の計画とするかとか、または計画の性
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格付けを積極的なものにするか、堅実的なものにするかというふうなものが考えられると思います。

また、計画期間の歳入歳出の推計の方法につきましても、いろいろとそれについての方法もあると思

いますが、これらについても推計方法を検討しながら、それに特殊的要因としての勘案すべき事項を

検討しながら、それを計画期間の各年次ごとの歳入歳出に入れていくというふうなことが、推計の方

法になろうかと思います。すなわち、そういう形で財政計画を策定するということといたしておりま

す。具体的にはですね、いまの 1ページの右のページなんですが、Ⅱの大島 4町における策定内容（概

要）として、ここにはまあ 14 年度決算だけを出しておりますが、先ほどの推計もございますので、

こういうものを使いながら財政状況を反映していくということでございます。 

次に各費目ごとの推移につきましては、平成 12 年度から平成 14 年度までの普通会計の決算額を元

の数字といたしまして、それから推計を始めるとまあ記載しておりますが、実際には推計は、推計を

やり始めてみますと 12 年、13 年、14 年で既に各町とも財政の内容が大幅に変わってきておるわけで

ございます。そうしますとむしろ平成 14 年度決算額だけをベースにする方がより現実的なものにな

るのではないかというふうな考えで現在、検討をおこしておるところでございます。 

次に会計区分につきましては、普通会計ということで考えておりますが、この普通会計の文言とし

ましては、いまの 91 ページの次の 3 ページですか、一番最後の辺りですね、財政用語の解説という

のをつけておりますので、またお持ち帰りいただいてからみていただきたいと思うんですが、普通会

計というのが、各町に共通した会計でございますので、普通会計でやるというふうにいたしておりま

す。また計画期間は 16 年度から 10 年間、計画の性格付けといたしましては、堅実な財政運営を基調

にするものといたしております。 

次のページでは、各費目の具体的な推計方法について記載をいたしておりますが、この推計方法に

つきましても現在細部の調整を行っておるところでございます。 

次のページでは、勘案すべき事項として人件費や格差是正に係る経費、または国、県の財政支援に

ついて記載しておりますが、ここを若干説明させていただきます。 

まず 4の勘案すべき要素といたしまして、大きなものといたしまして、（1）の人件費の取扱いがご

ざいます。合併協議会時の協議に基づきまして、協定項目とし確認されたものについては、その調整

方針にのっとって経費の算定を実施しております。それで、まず人件費につきましては、括弧で小さ

な数字ですが、10 年間の合計で 41 億円というふうにでておりますが、この内容につきましては現状

維持による人件費、要するに合併をしないままでの各町の人件費を先ほどの推計方法によりまして、

10 年間の人件費を推計いたしますと 333 億 5,000 千円という 4 町の数字がでてまいります。それで

その下に縦書きになっておりますが、合併による削減効果というものでございますが、類似団体を参

考にいたしまして、これは普通会計の試算でございますから、類似団体を参考に 10 年間で 110 人程

度の職員を削減をするということでございまして、括弧にありますように 10 年間の退職者、まあ定

年退職者ですが、143 名に対し、新規採用は 33 名程度に抑制するということで 110 名の職員の削減

をするとした場合に、年度ごとにずっと推計をしますと 10 年間では 15 億 56,000 千円の減額、要す

るに削減効果がでてまいります。 

また、特別職と行政委員と書いております、すいません、ここは行政委員会の委員でございます。

要するに 4町の特別職、または選挙管理委員会とか、教育委員会とか、監査委員とか、そういうふう

な行政委員会の委員でございまして、当然、合併後には単純に考えまして 4分の 1になるということ

でございまして、ただ、これらの特別職や行政委員会の委員につきましては、いま現状の報酬という

ことではないと思いますので、若干の報酬改定につきましても試算の数値の中にはいれておりますが、

10 年間で 14 億 89,000 千円の削減効果がでると試算をいたしております。 

また、議会議員につきましては、在任特例とか、定数特例をもうしないという協定確認がなされて

おりますので、合併後の議員数は 56 名から 26 名に削減されます。この議員につきましても若干の報

酬改定を勘案して推計いたしておりますが、10 年間で 8億 81,000 千円の削減ということになってお

ります。 

また、農業委員につきましては、17 年の 7月までは在任特例、その後、59 名が 38 名に削減すると

いうことでございまして、これは報酬の改定等も織り込んで計算しますと、10 年間では 23,000 千円

のプラスになります。 

また、付属機関の委員につきましては、これは各町でまったく共通ということではございませんの
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で、あまりこまごまとした試算ができておりませんが、大枠で 3分の１ぐらいの削減ができるのでは

ないかということで 10 年間で 2億 71,000 千円の削減効果です。 

ということでございまして 10 年間で 41 億 73,000 千円の削減効果が得られるということでござい

まして、合併後の人件費で申しますと 10 年間で 291 億 31,000 千円ということでございまして、一番

上にあります現状の333億 5,000千円から差し引きますと約41億円という10年間の人件費の削減効

果がでるというふうに推計をいたしております。  

また、次に（2）の格差是正等に係る経費の取扱いでございますが、保健福祉のサービス等の拡充

等とか、または公共料金等の地域間格差の是正等に必要な経費を試算をいたしまして、その各費目へ

の影響額を計上いたしております。これは括弧でありますように試算額では 10 年間の合計で約 9 億

円のプラス要因ということになるわけでございます。まず、福祉サービスの拡充のところでございま

すが、これは福祉医療がですね、各町にサービス格差がございまして格差の中で一番サービスの高い

ところ、まあ、いろいろの分野がありますが、それらの中でも福祉医療の中で 4町の中でサービスの

高いところに合わせたときにどのぐらいの経費が必要になってくるかということを試算をいたして

おります。 

それで現在 4町の合計では、2億 6,522 千円必要なわけでございますが、これが新町のサービスは

高い方にあわせて 4 町にそれを全部適用するとした場合には、2 億 17,600 千円ということでござい

まして、11,114 千円の費用が必要になってくるということでございます。 

次に在宅の福祉事業につきましてはですね、47,300 千円の経費が必要になってまいります。と申

しますのはいま 4町で在宅福祉事業を各町ごとにやっておりますが、これはベースになります 1町当

たりの、まず基本額というのがございますが、これが新町が一つになれば 1町がベースになるわけで

ございまして、いちばん基本額が4つをプラスするものが1つしか取れないということになりまして、

相当大きな一般財源の必要額がでてまいります。ただ、サービスはいまの中で高いところに合わせる

ということにいたします。プラスそのベースが 4つから 1つになるということでございまして、単年

度で 47,300 千円ぐらいのプラス要因がでてまいります。 

まあ、ほかにもですね、福祉サービス以外のサービスを高い方にあわせるための経費の必要額とい

うのは、いま現在、まだ各専門部会からいろいろ集計しておる段階でございまして、そこに空欄があ

りますが、そこにまた埋めていきたいというふうに考えております。 

また、公共料金等の格差是正でございますが、これは要するに出る方でなくて、入る方でございま

して、負担は低い方にあわせるという調整方針に基いて調整をするということでございまして、すで

に保育料につきましては、前々回、前回ですか、保育料の調整額につきましては報告をさせていただ

いております。今回のお手元に配布いたしてあります合併協だよりにも既に保育料の額のことにつき

ましては掲載させていただいております。要するに 4 町いままでの合計額は、1 億 970 千円ですが、

だったものが新町の調整後では、91,792 千円になるということから単年度で 9,178 千円の一般財源

の額が必要になってまいります。 

また、水道と下水につきましては、まだご報告を申し上げておりませんが、いまのこの試算段階で

の数字でございますが、水道使用料が 4町で 3 億 91,900 千円が 4 億 4,400 千円なって 12,900 千円、

まあプラスになるというふうにこれは書いておりますが、これはですね、平成 14 年度と比較してお

ります。要するに平成 15 年度で水道使用料の改正が行われておりますので、改正後ははっきりいっ

てまだ実績がでておりません。推計で申し上げますと改正後の推計から新町の調整額を引きますと

18,000 千円のマイナスということになってまいります。いま、この 8月と 10 月で 2町ほど水道使用

料の改定が行われましたので、それで推計いたしますとその推計額から新町の水道使用料で計算をい

たしますと 18,000 千円の試算額、マイナスが、一般財源の必要額がでてまいります。要するにここ

でプラスになっているのは、なぜかというと使用料の改定前との比較になっておる、14 年度との比

較になっておりますからこういう形になっておりますが、実際のいま皆さんが使ってお支払いしてい

ただいておる使用料額からすれば、18,000 千円のマイナスがでるということでございます。 

下水道料につきましては、ちょっと、いま調整中でございますので、まだこれはないと思います。 

また、国税税につきましても、まだご報告はできておりませんが、いま調整しつつあってこれ申し

上げますと 4町合計額で 7億 55,885 千円の国保税額に対して、調整後は 7億 21,282 千円となりまし

て、4町合計で 34,600 千円の一般財源が必要になってまいります。 
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要するに公共料金の格差是正での歳入の負担は低い方にあわせるということで、いま現在でておる

ものでございまして、30,826 千円、また上の欄のサービスは高い方にということで一般財源が必要

になってくる歳出分につきましては、58,414 千円ということで、これを両方の財源必要額を計算し

ますと、89,240 千円が単年度で、一般財源が必要になってまいるということでございまして、これ

をまあ 10 年間で計算すると約 9億円の財源が必要になるということになるわけでございます。 

また、右の欄でございますが、（3）の国、県の財政支援の取扱いということでございまして、①の

合併特例債ということにつきましては、通常の起債をできるだけ有利な合併特例債に切り替えるとい

うことでございまして、限度額が 127 億 10,000 千円でございますが、これが標準全体事業費でござ

いまして、これの 95 パーセントが借入限度額でございますので、120 億 70,000 千円ですか、という

ことに考えております。また、基金の造成につきましては、基金の規模は 14 億 70,000 千円というこ

とになっておりますが、この基金につきましては財政調整等に使えるような財政調整基金というふう

な形でのものではございませんで、果実運用型ということでございますので、現在の低金利のもとで

は 14 億円積んでも実際には数十万円という果実しか生まれませんので、むしろこれは基金造成を行

わない方がいいのではないかという形で、これはいまゼロということにいたしております。 

②でその他の国の財政支援等がでておりますが、まず普通交付税の合併算定替というものにつきま

しては、現在、試算中でございましてこれは後ほどまたご説明したいと思います。次に普通交付税の

合併補正ということでございまして、格差是正とか、電算統合等に平成 16 年から 20 年までの、5年

間で 3 億 20,000 千円の支援が受けられます。ただ、特別交付税で合併市町村に対する財政措置とし

て、これはまあやはり格差是正等に使うものでございますが、3 年間で 6 億 90,000 千円、次に合併

市町村への補助金として、3年間で 3億 30,000 千円というふうな国の財政支援がございます。 

また、③の県の財政支援といたしましては、合併支援特別交付金といたしまして 10 年間で 4 億円

の財政支援がございます。これらを格差是正やサービス水準は高い方にということの財源に充てると

いうことになるのではないかと思っております。 

以上のようなことを現在の各町の推計プラスこういうふうな要因を加味いたしまして、次のページ

にありますような計画年次ごとの歳入歳出の一覧表を策定するということでございまして、それが結

果的に新町の財政計画になるということでございます。 

そこにもまだ若干書いてございますが、問題点といたしまして、格差是正、サービス水準の統一等

の経費を正確に財政計画に反映しているのかという疑問もあろうかと思います。今現在、各専門部会

の方である程度の額にまとまりのできるような、サービスの統一を高い方にあわすとか、または負担

を低い方にあわすとかいうことで、それらが財源に影響するものの 1,000 千円以上というものについ

ては、いま現在、専門部会の方から洗い出しをお願いしているところでございまして、まもなくこれ

らをこの計画の中に反映しながら財政計画に載せていくということでございます。 

それと次の 5ページ目ということでございますが、地方交付税の合併算定替ということ、先ほどま

だ数値が 3つありましたが、この合併算定替につきましては、大変、面倒な計算が必要でございまし

て、その真中辺りにちょっとアンダーラインが引いて、約何億円の差額が生じということが書いてあ

ると思いますが、要するに各町で交付税の計算をするときに基準財政収入額と基準財政需要額という

ものをはじくようになっているんですが、一冊の冊子になるぐらいのずっと積み上げ計算をやってい

くわけでございますが、それを新町、まあ要するに 4町を 1つにしたときにどうなるかという基準財

政需要額を出さないとでないということになってきますので、いま現在その作業に取り掛かっており

ますが、これを数値上での推計でございまして、これを出しましてここの合併算定替の額をはじき出

したいということでございまして、まあ皆さんも、委員の皆さん、いろいろ合併算定替が 10 年間ほ

どあるよと、その 11 年目から今度は 90 パーセント、70 パーセント、50 パーセント、30 パーセント、

10 パーセント、ゼロということで、5 年間に、16 年目からが本来の交付税に戻ってくるよというこ

とでございますが、要するに本来の交付税額がいくらかというのが分からなければ、その段階的に率

が落ちるということも計算できませんので、ここでこの合併算定替えの数値がでてくれば、要するに

通常の 10 年間がいくらで、それから 5 年間下がってきたときの最終的な新町での普通交付税額はい

くらだというような試算をするためのここの資料でございます。これは次までにはご報告したいと思

っております。 

それでは次の 6ページが財政計画の作成についての取りまとめでございますが、その次の 7ページ
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に新町の 10 年間の普通会計による収支見込額とこれがまあ財政計画といわれるものでございまして、

今現在、ここにおいてある数字につきましては、先ほどから何度も申し上げておりますように今現在、

勘案される事項だけにつきましてから取り込んだものでございますので、いまからまだこれにいろい

ろなサービスの問題とか、負担の問題等につきましてからこれに関連しながら最終的な財政計画に仕

上げていくという数値でございますので、ここにつきましては、まだ一つのこういう形の財政計画が

できるということをお示しするものでございます。そういうことでございますので、これはまだでき

ておるものではございませんので取扱いについては十分ご注意いただきたいと思います。 

ここではみていただくのは一番下にあります要調整額とでておりますが、要するに歳入合計から歳

出合計を差し引いた数値でございまして、当面は収支均衡ゼロということでございまして、平成 22

年ごろからは少しずつ黒がでてくるということになっております。ただ、要するにゼロというのはな

にかというと、歳入の方の 16、繰入金で収支の均衡を保つよという形になっておるわけでございま

して、本来的には歳入、歳出だけで、繰入金なしで収支を保たなければならないというのが当然のこ

とだと思っております。 

次に 8ページ、最後でございますが、起債の償還予定額でございまして、一番初めにありますのは

平成 14 年度までに借り入れた分での償還の表でございまして、まず平成 15 年度の末から出しており

ますが、15 年度末で約 231 億 19,000 千円という起債残高がございます。それでその年の償還額が 32

億 32,000 千円ということでございまして、で 15 年度に、その右ですが、22 億 5,000 千円の借り入

れを 4 町で起こしております。まず一番左の 14 年度に借り入れた額については、当然それだけで計

算をいたしておりますので、その分はどんどん返済が始まれば起債の残高はずっと減ってくるという

ことでございまして、平成 40 年頃が最後となります。 

また、次の 15 年度以降分の元利償還でございますが、15 年度に借り入れておるのが、22 億 5,000

千円、16 年度が 8億 96,000 千円というふうにずんずん借り入れを起こしておりまして、26 年度まで

は財政計画に反映するため、そこに示しておりますが、それに対する償還額と年度末の起債残高がで

ております。 

また、16 年度には減税補填債の借り換えが発生します。これは国の制度といったらおかしいです

が、国の方針でございまして、15 年度に全国の市町村はすべて減税補填債の借り換えが起こるよう

になっております。それを 1億 50,000 千円借り替えたら、これがずっとまた 26 年度まで償還額がで

てきます。また、電算等の導入、または合併にともないいろいろもろもろの経費につきまして、きら

めき資金、これは県の無利子の資金でございますが、これを 2 億 72,000 千円借り入れるという予定

にしておりますが、これは 3年間の据え置きで無利子でございますので、元金だけの償還額が 4年目

からでてまいります。 

それと合併推進債ということで、合併する前に必要な費用、これも電算関係の費用になるわけでご

ざいますが、合併推進債というものを借り入れることにいたしておりますが、これも 16 年度でござ

いまして、これは 17 年度から償還が始まります。また、16 年度から合併特例債の借り入れが始まり

まして、それも 10 年間、平成 26 年度まで借り入れが続きますが、実際の償還が済むのは・・・、ち

ょっと、いまここのあれをしてないんですが、46 年度まで、3 年据え置きの 20 年償還という起債を

考えておりますので、26 年度が特例債の発行は最後になりますが、当面、ずっと起債の償還は必要

になってきます。 

また、臨時財政対策債というのが、地方交付税から振り返られて交付税の代わりというふうな形で

の財源のために、臨時財政対策債というのがでておりますが、14 年度から出始めましたが、一応、

これは 14 年度、15 年度、16 年度までということになっておりますが、交付税の方に返るという話は

ございませんので、ここの推計では臨時財政対策債をそのまま、いまと同じ額を借り入れるというこ

とで試算をいたしております。 

以上のような部分の償還額のところだけを拾って歩きますと、要するに一番右側から 2番目ですが、

年度合計の償還額というのがでてまいります。これに一応参考的に特別会計の方も若干出しておりま

すが、要するにこういうふうな償還額をまず財政計画の中に出してみまして、それに対して実際の収

支の保てる財政計画はどうなるのかというふうなことをまあ試算をいたしております。 

まあ、実際にはそれは本当に必要な普通建設事業なり、いろいろなもろもろの事業を先に出して、

それに対して財源をどういうふうに手当てするかということが、本来的な手法なのかも知れませんが、
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いま大島郡のおかれているように財政的に非常にまあ困窮しておる状況からしますと、まず財源の確

保といいますか、財源がどのくらいまでなら本当に財政運営が健全性を保ちながらできるかというこ

とを先において、それから歳出額をどのぐらいに保てば収支が保てるということにまあならざるを得

えないということになると思います。 

そういうことからいたしますと、結果的には普通建設事業は相当な抑制という形になっております。

ただ、まあここでその抑制ですよといってもあれなんですが、普通会計でのことでございますので、

当然、繰出金を特別会計、要するに下水道関連の特別会計にはどんどん出す、大きくふくらむという

ことになっておりますように特別会計の方の普通建設事業、まあ建設事業は当然、大きく伸びてくる

ということになると思いますので、まあ考え方なんですが、普通会計の方を抑制し、特別の方で建設

事業を推進すると、特にまあ下水道事業を推進していくということで、新町では相当、通常の普通建

設については抑制気味、下水道等につきましてはまあやっていくというふうな形になろうかと思いま

す。 

以上のような要素を踏まえて財政計画を策定するということを、いま作業として行っております。 

ただ、大変、問題点も残っておりますし、来月の法定合併協議会には、案としてからお示しできると

いうふうに鋭意努力をいたしておりますので、このいま現在の、これが最終的な財政計画ではないと

いうことを十分ご理解いただきながら、まあご質問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、ありがとうございました。それでは報告が終わりましたので、各章にわたりまして委員の

皆さん方の方から、ご意見なり、ご質問があれば承ります。どなたからでも結構です。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 山本  保） 

新町建設計画の案について、89 ページ、89 ページの新町における県事業の推進のところに道路、

橋梁の整備について、ここに大島大橋の設置事業として、第二大島大橋の建設というか、架橋とい

うか、その事業をあげておくべきではないかと思いますが、いかがでしようか。 

それから、いっぺん、いっぺんにやる・・・。 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
どうぞ、続きにやってください。 

 

○委員（東和町議会議員 山本  保） 

それから、86 ページで、行政組織の効率化の（3）で、県との連携の強化について、県の方から

先ほど説明がなされました。で大島の場合は、離島でもあるし、また危機管理の面からも特別な対

処が必要であるという、まあ県の考え方についての説明がございました。 

でその中で、この市町村の合併にともなって、県は県独自でまた県の出先機関の整備統合という

ことを考えていくことは、当然のことと思いますけれども、先ほど申し上げましたように大島が離

島であり、また危機管理上もひとつの離島として非常に孤立する危険性もあるわけでございますの

で、いわゆる県全般の出先機関の整備統合の中で、大島はそういう特殊事情の上でなにか考えてお

られるかということ、それから次は久賀にある大島総合庁舎の 40 年の建設で老朽化しているので、

これらを整備、あるいは調査検討するのだという方針を持っておるという説明でございましたけれ

ども、これは大島総合庁舎を引き上げる算段でやるんでございますか、それとも新しく立派に作っ

て、いま私が申し上げたような特殊事情があるからもっと立派なのを作ってあげようという温かい

心からそういうふうにいうのか、私は山口県が主張しております県土 1時間構想の中で、この大島

が一番、この構想の中からはずれているわけでございます。 

一番遠いところにあるわけでございますので、特殊な状況の中で私たちも一所懸命になって、こ

の合併を考えて進めておるわけでございますので、その辺の熱意のあるところもお含み願って、善
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処し、前向きな検討をしていただきたい、こういうことでございますんで、要望と質問がいっしよ

になりましたが、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。 

要望だからいったん野口さんの方から・・・。その次に・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

ここですぐ明確なお答えができないわけなんですけれども、この建設計画につきましては、県と

協議するということがございますので、いま委員さんからお話がありましたことは十分お伝えをし

ていきたいと思っております。第二大島大橋の建設等については非常に大きな問題だと思います。 

しかし、大島にとっては必要なことで課題であるとは思いますけれども、その辺のところをよく

伝えていきたいと思います。で現状は、いま大島大橋の改修の作業が行われておるということはご

存知だろうと思います。 

 

○委員（山口県市町村合併推進室次長 山部 哲郎） 

県の合併推進室の山部でございます。いま、大島大橋についてもご要望は確かにいただいており

ますが、大変、膨大な事業でありますので、当面はですね、改修は毎年、数億円かかるんですね、

毎年、毎年なんですね、それで精一杯出してもらうという方向になるんではないかと思います。私

が権限持っておりませんから、明確なことはいえません。 

それから、総合庁舎、県出先でございますけれども、先ほど私がお話申し上げましたのは、前向

きに捉えてください。さっきも申し上げましたけれども、この大島というのが、島嶼部にある、そ

ういった関係もありまして非常に危機管理が他の地域に比べると非常に重要な問題を抱えている、

まあ、ご心配はですね、いま 4町あるから総合庁舎があって、今度は 1町になって、1町に県の出

先、特に総合庁舎という形でそのままあるかと、ご懸念かと、いうご心配があると思うんですよね。 

まあね、その辺も踏まえて、本日、私がご回答申し上げたということでありますので、前向きに

捉えていただいて結構です。それで大島総合庁舎、昭和 44 年です。ですからさっき申しましたけ

れども約 35 年経っておりましてですね、で県内には下関とか、萩とか、その頃に建った庁舎がご

ざいまして、こうしたものも含めましてですね、総合庁舎そのものの整備というか、これについて

来年度から調査をやっていこうということでございますので、さっきいわれました、温かいですか

ら。頑張って対処していきたいと思っております。 

 

（「ありがとうございました」と発言する者あり） 

 

○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 高田 壽太郎） 

東和の高田です。小さい言葉のことですが、これはどこまでも案でございますので、これからそ

れぞれの役場で文章辺りも直されていくんだと思うんですが、全部、目を通したわけではないんで

すが、77 ページのところの④スポーツ・レクリエーション活動の充実という中に（3）指導体制の

強化というのがあります。ここに、その 2行目のところに「体育指導員など生涯スポーツリーダー

の育成」とこう書いてあるんですが、確かこの体育指導員というのは、ことはあるんですが、これ

は現在、各町で町長さんによって委嘱されている人たちを指しているんだろうと思うんですが、そ

れであれば体育指導委員で、体育指導員という言葉はございません。スポーツ指導員というのはあ
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るんですよ。 

どう違うかというとスポーツ指導員というのは日本体育協会の認定を受けた指導者です。だから

体育指導委員ということになりますと、各町で町長さんの委嘱によって、現在、各町に 10 名前後

おると思います。それを指しておるんです。その辺の真意がよく分かりませんので、ご無礼なこと

をいったかも分かりませんが、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（橘町議会議員 河野 公二） 

橘町の河野でございます。立派な新町建設計画がお示しされたわけなんですが、この中でちょっ

と気になるのが、具体的に事業の、もう事業関係の中にですね、具体的な地区名が載っております。

それで、これからこれをもとに住民への説明会等があるんじゃないかと思います。でこの地域名が

載ってないところは、これらの事業はできんのんかというような誤解を受ける可能性もあるかと思

います。そういうことで、この地区名をはずしていただいた方がいいんじゃないかという気がして

おるわけなんですが、まあここらの、ほかの委員さんのご意見辺りを聞かしてもらったらと思いま

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、いまの地区名の件ですが、小委員会においても、同じような議論がでたわけですが、県事

業につきましては、それぞれ地区名が出されていると思います。それから新町での建設計画につき

ましては、特に特定できるもの、それから地区名をいれた、例えばでておりますのは、60 ページ

の農業なり、それから 62 ページの水産関係、ここらが主に地区名がでていると思いますが、同じ

事業をやるにしても、一方では単県の土地改良事業、あるいは一方では国の事業というふうにです

ね、それぞれ目的を達成するために補助金名をですね、いろんな国なり、県なり、そこらの事業を

取り入れてやっておられるというふうなことで、特に 4町にそれぞれその事業が当て嵌まるような

ものについては、地区名を出しておるような状況なんでございます。 

そのようなことで特に地区名が特定できるものについては、地区名を特定させていただきました。

で地区名が載ってない、記入されてないものについては、全域においてこれは今後考えることだと

いうようなことで、それらの基準でまあ地区名はいれております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

よろしゅう、ございますか。河野さん、ええですか。 

 

○委員（橘町議会議員 河野 公二） 

住民の方への説明会というのが、これからあったと思います。特に先ほど申しましたように、ま

あそこらでうちの地域はこういう問題がほかの地域よりもっと切羽詰った状態なのに、うちはやら

んのんかというような声がでてくるんじゃないかという、まあそこらが懸念されるわけですよね。

そこら辺りがちょっと納得いかんところでございます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

それでは、いま、いっておられましたご意見を、小委員会を開催することも考えておりますので、

その方で、再度、考えらせていただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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河野委員さん、いいですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい。 

それではほかに・・・。中野さん、どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議長 中野 正良） 

中野でございますが、この計画の中には、まあ、すべての行財政サービスが網羅されております。

非常に充実した新町建設計画とお見受けいたします。私、一点だけお尋ねしたいんですが、この中

に若者の定住促進、特にシミュレーションの中でみますと、年々、合併後の人口が減っていく、こ

のままでただこれをみてればいいと、そういうことが絶対ないように、そのためにこうした計画が

出されていると思うんですが、特に医療、福祉、学校教育、その他もろもろの大切なことがたくさ

んあります。最重要課題であります行財政の基盤強化はもちろんでありますが、若者の定住対策と

いうことについてですね、重要施策の一つとして、このことを取り上げていただければなとそうい

うふうに考えるわけです。子育ての環境整備、あるいはまたたくさんの子供が住める町、そうした

ことのためには教育施設の充実、この中にもありますが、上下水道の整備、あるいは先般、前回で

すか、確認されました水道料金、その軽減をするであろうと思うし、保育料等の軽減も、子育てが

しやすい環境づくりではないかと、そういうふうに考えるわけです。農林水産業等の振興はもちろ

んでございますが、この定住対策、たくさんの子供が育てられる環境づくり、このことにもう少し

力をいれていただきたいなと考えるわけです。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。西村さん。 

 

○委員（学識経験者 西村  均） 

すいません。ちょっと、質問ですが、10 年間財政シミュレーションという表がございますが、

これは単位は千円でいいわけですか。 

 

（「はい、いいと思います」と発言する者あり） 

 

それとこの表はどの程度まで、今後ですね、かなり苦労なさってこの数字を出しておられると思

うんですが、まあ県の支援資金とか、国の財政支援とか、県の財政支援措置とか、それからきらめ

き資金とか、こういうようなのをかなり駆使した上での数値か、それともまだ柔らかいものといい

ますかね、いまからなお精度を上げたシミュレーション表が作られて、私ども地区民に提示される

ものか、そこら辺をちょっとお尋ねいたしたいんですが、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 
お答えいたします。いまですね、大きなものにつきましてはいれております、ほとんど。先ほど

サービスを高い方に調整をするとか、負担を低い方に調整するという面でまだ若干でてない面があ

りますし、また、それの中で専門部会でお願いしておるのは、そんなに大きな年度ごと何千万円と

いうふうな影響がでるものは、すでにもう出しておると思います。ただ、専門部会の方では、いま

年間 1,000 千円以上の影響がでるような調整項目があればチェックをしてくださいということで

お願いしております。 
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例えば町税で申しますと、どういうふうにやっておるかと申しますと、当然、12 年度、13 年度

の税金、また 14 年度のものは決算から出しておりますし、今後、人口の減少の推計がでておりま

すので、人口減少するということは、当然、租税は削減要因でございますんで、当然、均等割だけ

でもどんどん減ってくるということでございますし、国の示しておるような経済見通しとか、そう

いうようなものは数値として使っております。 
それで国の財政支援につきましては、何年度間ということも、額も決まっておりますし、それら

も含めてはいっておりますし、ただ、地方交付税のところでですね、これは先ほどもちょっと触れ

ましたが、いま国が大変大きな制度改正も含めた検討を行っておるわけでございますが、それを反

映するということになりますと、根本的に、どういいますかですね、私たちの手に負えないという

分野がでてまいりますので、地方交付税につきましては、いまの現在の制度での検討の中に、当然、

平成 12 年の国勢調査で、前回、これから 12 年以降に 13 年から人口減が反映されるわけですが、

そういうものは次の国勢調査までの間に 5 年間で段階的に人口の少なくなった分を反映するとな

ってますんで、まあそういうこととか、または既に決まっておる交付税のカウントをする中にでて

おります段階補正というようなものは落としておりましてですね、それとかそういうふうにいま既

に一般的に推計できるものはすべて入っています。ただまあ、もう少し、先ほども触れましたよう

に平成12年度から13年度の決算額をベースにというように考えておったわけですが、各町の12、

13、14 年度の決算額をみてみますと結果的にすごく大きな変動があっておるわけですね、そうす

るとむしろ 3 年平均を使うよりも 14 年度の決算額をベースにする方が、むしろまだ正確なものに

なるのではないか、現実的なものになるのではないかということもありますので、そこら辺のベー

スをもう一回、再検討しようということは考えております。 

 

（「よく分かりました。どうも、ありがとう 

ございました」と発言する者あり） 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

ええ、10 年間の財政計画、まあこれからの作業は大変だろうと思います。と申し上げますのは、

3 年先がみえない世の中になりました。経済を含めましてですね。そうした中で 10 年間という長

期の財政計画ですから、それなりの根拠、見通しといいますか、予測といいますか、まずまずこの

辺だろうというものを踏まえてですね、当然、作っていくわけですが、大変だろうと思います。 

そうした中で、あれなんですかね、新町の行政の健全経営を維持していくということのための

10 年間の自主的な計画と、それからもう一方では当然、来年 10 月に向けて国の認可とか、いうこ

とのもとに発足するわけですが、当然、国の認可の一つの資料として、当然、必要である。この複

数の考えのもとにいくんですかね。自主的であるということと、認可基準で当然、財政計画がいる

んだと、まあこの複数と私は考えているんですが、それからもう一つは、自主計画であればこれは

歯止めはある程度いらないと思いますが、国の認可基準ということになれば、その中である程、そ

こら辺に規制といいますか、歯止めといいますか、それがあるのかないのか、例えば起債の圧縮を

含めましてですね。 

それと同時にその財政計画の位置付けといいますか、当然、位置付けがあれば、将来、この 10

年間の財政計画は、合併と同時に生きるわけですから、そこら辺のできた 10 年間の財政計画の位

置付け、例えば生きるとするならば、将来、新町においてその収支計画に基く計画の年々の修正計

画というものも、必要になるのか、ならないのか、その辺がですね、お答えいただければと思いま

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） 
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お答えいたします。自主的なものかといわれますと、これはまあ自主的なものだというふうにお

答えしてもいいのではないかと思っております。要するに国の方から認可の基準等が示されて、そ

の基準の中におさまるようにというふうなものはいただいておりませんので、自主的にこの新町の

財政計画、新町建設計画に基く財政計画をたてるということではないかと思います。そういうこと

からすると、自主的な計画というふうに考えております。ただ、基準があるのか、ないのかといわ

れればですね、これは自主的に決めたということになってもいいと思いますが、要するに収支のバ

ランスの崩れたような計画というのは、これは当然、県の協議も受けるわけでございますので、当

然、県もそのように収支バランスの崩れた財政計画を認めるというわけでもないでしょうし、また、

私たちも収支バランスの崩れたままで財政計画をたてるということはできないと思っております

ので、自主的な計画ではあるけれども、当然、その枠というものは、その健全財政だということが

大きな枠としてあると思っております。 

また、この財政計画が新町での財政計画にどういうふうに反映できるのかということでございま

すが、いまここで出している財政計画というものは、そうは申しましても相当大枠での話というこ

とになっておると思います。当然、まだ新町が発足してみればまたさらに財政的な必要性、まあ需

要というものが、まだ予測がつかない分野も当然あると思っております。また、反対に合併したこ

とによってスケールメリットが発生するということも、いま予測外のことも考えられるのではない

かと思っておりますので、これが即新町の、まあ言葉でいえばどこの自治体も、ある程度の中期予

測的な財政見通しというものを持っておるわけでございますが、新町の中で中期財政的な見通しと、

中期財政見通しというものをたてるときも、そのベースには当然なると思います。当然、いま現在

でも各自治体では、中期的な財政計画、財政見通しというものを持っておりますが、それとはもう

まったく異質なものになるというのは明らかでございます。 

要するにいろいろな国の財政支援というもの、または合併のための特例債というもの、または反

対に合併することによっての財政需要がおきるということもありますので、いままでの各町が考え

ておったような財政見通しというものとは当然、まあ変わってくると思いますので、この財政計画

が新町での中期的な、または長期的な財政的な見通しには、当然、反映することになると思ってお

ります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
よろしゅう、ございますか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

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。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

46 番、吉兼です。ええ、いまここにですね、素晴らしい新町建設計画・計画編ということであ

がってまいりましたけれども、さきほど椎木さんの方からご説明がありました。要は健全財政の中

で、このような素晴らしいことが 10 年間でできるということで、これがでてきたのか、これを頑

張ってやろうという形ででてきたのか、できるということであれば素晴らしいと思うんですが、そ

の辺のところはどうでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

ええ、お答えをいたします。当初、この計画編を作っていく上で、作成の手順について前回の協

議会なり、それから先ほど委員長の方から作成の手順、これも策定小委員会でやってきたことにつ

いて説明をしたと思いますが、この計画書に載っておりますことは、各町で総合計画等を策定しま
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して、それぞれ 4つの計画がございました。その中でそれぞれの町が計画をしておる、すべての事

業、それから各町でこれから取り組んでいかなければいけない懸案事項、それから各団体が新町建

設計画にいれてもらいたいという要望事業なり、それから一部事務組合が持っております事業、こ

れらについて新町の将来像に向かって、さっきも施策の大綱に基く主要施策を説明いたしましたが、

それに基いてそれぞれ計画を貼りつけております。 

したがいまして、これから建設事業計画はたくさんあるが、すべてできるのかという吉兼委員さ

んの質問なんですが、これにつきましては財政計画の方を無視して、事業がいけることはできない

と思います。したがいまして、これはこれからもっと精度を高めていかれる財政計画の中で、普通

建設事業なり、各下水の特別会計なり、企業会計等へ繰出される繰出金等、これらの財政計画の中

で、この事業計画に新町で順位なり、総合計画の実施計画を作っていただいて、それで優先順位を

つけて事業を実施していくというふうなことになってくるだろうと思います。 

したがいまして、いまのご質問に対しましては新町において新町の財政計画にしたがって、この

事業を実施していくというふうなことで考えておると、そういうことでご了解いただけたらと思っ

ております。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

はい、それでこれが絵に描いた餅にならないのかなというのが、心配でございまして、出来もし

ないものを書いてですね、新町に変な夢をみせても仕方がないんじゃないかなというのが、ひとつ

です。 

それからいま地方分権、地域主権ということで、どんどんどんどん、自分のことは自分でやらな

くちゃあいけない、財政においてもですね、自分らが稼ぎ出したもので自分たちの地域を作ってい

かなきゃいけないという状況になっていく中で、ただ単純に希望ばかりみせても仕方がないんじゃ

ないかなと、そういうところ、シビアなところをもっともっと盛り込んでいって、本当に町民がで

すね、自主自立の理念に基いて、やっていかなくてはいけないんだというふうな形で方向をある程

度示していかないと、ここに書いてあることがですね、ただ単に合併するときに、合併したらこん

なにいいことがあるんだよということが書いてあるだけで、これが本当にできるかどうか、全然、

分かりませんというのではですね、すごく町民としては納得できないと思うところがたくさんある

んじゃないかと思いますので、もし、出されるのであれば、財政計画を出していく中で、これはも

うできないんじゃないかなと思うことは、どんどんはずしていかなきゃいけないと思うんですが、

その辺はいかがでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

新町において、新町の将来構想のテーマにしたがって、必要なためにこの計画を作ったわけでご

ざいます。したがいまして、財政計画を無視をしてですね、この計画をたてるということは考えら

れないことです。今おっしゃっておられました、ですからあわせて計画をしておるということで、

新町でこの計画が実現できるよう努力していくということで、現状ではみていただいたらと思いま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええですかね。 

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。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 

29 番の高田ですが、「元気 にこにこ 安心」という 3本の柱をたててのまちづくり、新町建設計

画の案でございますけれども、私、個人的には素晴らしい計画と思います。これができたらどこへ
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持っていっても日本一くらいの町になるのではないかと思います。 

問題はですね。いまもちょっと吉兼委員さんが申されておりましたが、これをいかに形にするか、

形といいますか、計画倒れにしないで郡民全員が取り組んでいく、もちろん財政の必要なものもあ

ります。金がなければできないものもあります、金がなくてもできるものがあるはずです。そうい

うものからでも、皆で取り組んで郡民の理解と協力を得て、やっていくことがこれからの大島郡民

の姿じゃないですかね、ダメです、ダメです、じゃあ寂しいと思うんですよ。なんかやっていかに

ゃあいけん、いまなにができるかということをお互いが考えていけば、この計画が一つでも二つで

も前に進んでいくんじゃないかと、私はこのように思うんですが、もちろん、財政的なこともあり

ますが、金につきましては、私はちょっと素人で分かりませんが、大変な事業と思います。各事業

とも大変な事業と思いますけれども、皆でそういう意識を持って呼び掛けていき、やっていこうと、

そういうことでどうでしょうか。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 

橘町の安本です。74 ページの①学校教育の充実というところで、少し意見を述べさせていただ

きたいと思います。新町独自の教育方針のもと云々とこうあります。以下でてまいりますのは、ど

この県の、どこの町のものをみましてもほぼ大切にする教育項目ばっかりですね、情報化とか、国

際化とかということがあるわけですね、ここは大変、むずかしいところではあろうと思いますが、

きわめて新町独自の教育方針とか、理念とかというものがみえないという感じがしております。大

変、申し訳ございません。率直に申し上げます。 

そうすると島独自の長い歴史と伝統の中で、国際化に対応する教育のあり方というものが、具体

的に考えられるのではないかなと、ひとつのこれは、新町建設計画、ある意味では夢を書くわけで

ございます。しかも、それは長い大島の歴史と伝統を踏まえた教育理念というものがでてこなきゃ

あならないのかなあという気がしてならないんですね。具体的な施策、事業概要にしても大島体育

館の整備、改修していくとか、充実した教育カリキュラムを作るとか、その教育カリキュラムの中

にどういう点に重点をおくのだというのがみえてこないわけです。 

いつだったか、一番最初の頃に大島郡には大島独自の教育があるのではないかという意見も、あ

る委員からいわれたことがあるわけでございますね。少し、もう少しこの辺に工夫をいただきたい、

そんな気がしております。大変、失礼なことを申し上げましたが、どうか、しっかりこの辺は練っ

てみてください。人間、人が人を作ることが大島の前進につながることであります。長い大島郡の

歴史の中で、安下庄中学ができたのは 1町の予算をはるかに超える、これを投入して町民がみな金

を出して作ったような経緯もあることでございます。 

例えば国際化、外国語教育の充実対策事業なるものが、例えばハワイの学校と交流をするとかで

すね、それはもう小学生も中学生も、英語教育はこうするんだとかですね、だから新町独自の教育

方針のもとと書いてありますが、新町独自の教育方針というのが、どこにも計画の文面として、で

てこないことがちょっとものたりないと、率直に申し上げまして、お許しください、お許しくださ

い。むずかしいことではございます。どうか、その辺も十分に専門部会でご検討をいただきたい。

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。 

 

（「ご無礼は十分・・・、お許しください」と発言する者あり） 
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貴重なご意見でございますので、拝聴いたしておきます。 

ほかに・・・。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

奈村でございます。私も新町建設計画策定検討小委員会の構成メンバーとしてですね、当初から

検討に従事しました。先ほどから吉兼委員さんやら各委員さんからいろいろご懸念、意見がござい

ました。 

本来の新町建設計画の性格付けというんですか、位置付けがですね、どういうふうに位置付けて

いくべきなのかということがですね、実は度々議論されております。これは要するに委員から新町

における計画についての提言があることから始まってきておりますが、一応、いまここに固まって

おりますのは、先ほど委員長からもお話がございましたように、各町における長期構想、長期計画、

あるいは農協、漁協、各種団体がそれを、事業計画等を持っておられるようなもの、というふうな

ものがベースになってここにでてきておるわけでございまして、ほかにでてきておる事業計画とい

うようなものはですね、ある程度、現行の町において計画の中にはいっておるものがでてきておる

というふうな認識を、実はしておるんです。ところが現在ここにでてきておる事業は非常に抽象的

でございます。 

下水道事業、今日も後々でてくると思いますが、にしましても、新町の一体性を確保するとか、

あるいはバランスをきちんとやっていくというところから事業計画というものが、進められていく

と思いますが、要するに計画の期間、10 ヵ年における財政見通しはこれでということで、初めて

具体的なものが協議会にお示しをいただいたところです。そうすると 10 ヵ年になにが、どれだけ

この財政計画でできるかというふうなものがですね、この財政計画の積算の根拠とされたものがで

すね、専門委員なりのところに実はあるものだと思うわけですね。そうすると下水道事業を優先的

にやっていきましょうとこうした場合にですね。10 ヵ年で下水道事業が普及率を何パーセントま

でもっていこうとするのかというふうなですね、事業の一つ一つできるものについてはですね、数

値目標的なものが設定されるとするならば、この計画はより具体性のあるものになってくると思う

んですね。 

それでいま金がこういうふうにして捻出されてくる、その捻出されてくる大きなものは要するに

人件費等から生み出してくる、あるいは合併にともなう財政の特別措置等がこれに加味されてくる

ということでございますので、合併効果をあげるための、その辺が着実にされてくるような仕組み

も必ず新町においては必ず必要になってくるわけです。 

それから財政計画にこれだけ、言い方悪いですが、総花的な事業をやってきておりますから、し

かも、各分野において載せておるわけでございますから、今後、新町におきましてはですね、私は

組織の効率的な運営というのが、一つの規定もございますから、ここでしっかり新町の建設計画を

推進するための機構というようなものも作るだろうと思います。 

それでそういうふうなものが、私はこれは絶対に必要になる、強力な推進組織がですね、必要に

なってくると思います。それから同時にこの計画で合併を一応示しているわけでございますから、

この合併協議会がまもなく解散するわけでございますが、さらに町民に対してはこの建設計画がど

ういうふうに実現されていっておるかというのは、特に確認していく必要があろうと思うんですね。

そうすればそういうふうな組織が、行政組織の中に、あるいは専門部会的なものと、こういうふう

な促進状態を確認していくような、あるいは改善していくような仕組みも検討されなければならん

と思います。 

それから安本委員さんからもご意見ございました。こういうふうな非常に専門性のある、専門的

なですね、問題意識はわれわれないわけでございます。そういう専門的な立場から大島の教育のあ

り方を検討するとかですね、あるいはその、さっきのさらに下水道事業については、いろいろな事

業の施工を、これをどの地域はどういうふうにするかというふうな計画を作っていくということか
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らはじめていかにゃあいけん、そういうふうなものができあがってくれば、ほんとうに具体的なも

のになってくるんでしょうけど、いま時点ではなにもございませんでした。この合併協議会そのも

ので、それほどの専門的なものまで突っ込んだですね、ことを検討していくこともちょっと不可能

ではないかと思います。ここもまあさらにこれを進めていくについて、行政組織の効率かといいま

すか、そういうふうな計画を実現していく、大島の姿を作っていくための、そういうふうな検討組

織を作るというふうなことが一つここにはいってくればですね、将来の新町についても、方法論  

としてですね、期待につながれるんじゃないかという気もしておるわけですので、これは私の感想、

意見として申し上げるものです。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、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。 

 

○委員（学識経験者 村元 和枝） 

すいません、大島町の村元です。ひとつだけ、いまの教育のところで、母親として一言だけ申し

上げたいことがありまして、この中にですね、先生自身の改革ということが入っていないので、経

験上からいいまして、私もいろいろな先生にお会いしてまいりましたし、尊敬する先生、思い出に

残っている先生、たくさんいらっしゃいますけれども、中にはちょっと先生のちょっとした一言で、

親子で傷ついたりとか、これはちょっとおかしいんではなかろうかと思うような先生にお会いした

ことがございます。でそれがあるからといって、その先生個人一人を否定するわけではありません

が、やはり、長い教職員の方、私たちも仕事に対してもそうですが、これでいい、これで終わりと

かいうものは教育にはないと思います。先生の方も、一生、教育をというか、向上されるべきもの

であるんじゃないかと思います。 

だからいまでもそういう研修とかは行われているんではないかと思いますが、できれば学校教育

の充実というところに、先生の教員住宅の整備も大切ですけども、先生ご自身の向上というものも、

載せる載せないは別にして、どうか考えておいていただきたいがというふうに思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫）  

ほかに、ございませんか。  

 

【質疑なし】 

 

それでは、時間が経ちましたんですが、ないようでございますので、冒頭に委員長さんの方から

報告がありましたとおり、次回の協議会に提案をさせていただきたいと思います。県の方からご説

明がありましたので、山口県ともまた下協議を行いたいと思っておりますので、ご理解のほどお願

いいたしたいと思います。 

以上で報告第 1号、新町建設計画策定検討小委員会の報告を終わりますが、だいぶ時間が経ちま

したので、暫時、10 分間の休憩をしたいと思います。10 分間、休憩をいたします。 

 

 

             【午後 4時 20 分   休憩】 

 

 

【午後 4時 30 分   再開】 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではただいま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 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。追加提案がありま

すので、事務局の方から説明をお願いをいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 

それでは協議第 59 号、継続協議となっております協定項目 24-1、自治会・行政連絡機構の取扱

い（その 2）について、ご説明いたします。 

資料は 1ページをお願いいたします。提案につきましては、前回、ご提案いたしました 1番と 2

番、これに加えまして今回追加で 3番をご提案させていただいております。 

内容につきましては、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。3、地域づくりの推進や行政への提言等を

行う制度を新町において検討するとしております。 

この協定項目では、前回、ご説明したとおり地域の自治組織でございます、いわゆる自治会と町

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

あります行政連絡機構を区別して提案をしております。 

自治会につきましては、旧来から地域で自主的に運営されている組織ですので、現行のとおりと

いうことにしております。また、行政連絡機構につきましては、名称や業務内容等調整することと

しておりますが、合併時の混乱を避けるため、合併の年度は従来のとおりとしまして平成 17 年 4

月から移行することとしております。 

今回はこれに加えまして追加のご提案といたして、地域づくりの推進、あるいは行政への提言、

あるいは要望等を行う制度の創設について、新町において検討することとしております。これまで

の協議会で地域審議会について検討してはどうかといったご意見とか、まちづくりに対する地域の

声を吸い上げる仕組みを検討してはどうかとか、そういったご意見をいただいておるところでござ

いますが、地域審議会につきましては、大島郡 4 町のようにほぼ同じような状況の町の合併では、

新町の一体感の醸成に逆効果ではないかといった考え方や、議会とは別に地域審議会を設置するこ

とは屋上屋を重ねることになるのではないかとかいったような考え方もありまして、設置しない方

向でご回答申し上げておるところでございます。 

しかし、委員さん方のご意見にもございましたように地域の声を行政に活かしていく、あるいは

地域づくりに行政サイドが協力していくといった新しい制度が必要になることも考えられますの

で、新町において検討していくことを今回追加で提案をさせていただきたいと思います。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） 
はい、どうも、説明が終わりましたので、協議第 59 号、自治会・行政連絡機構の取扱いについ

て、委員の皆さん方のご質疑なり、ご意見があれば拝聴いたします。 

 

【質疑なし】 

 

ございませんか。 

よろしゅうございますか。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

 

ご意見もないようでございますので、それでは確認を取らさせていただきます。協議第 59 号、

自治会・行政連絡機構の取扱いについて、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

いたします。 
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【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 59 号、自治会・行

政連絡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。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 60 号、協定項目 23、三セク・出資法人の取扱いについてを議題といたします。事務

局の説明をお願いいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 

それでは協議第 60 号、協定項目 23、三セク・出資法人の取扱いについてご説明いたします。資

料は 2ページでございます。 

提案につきましては、1、第三セクター及び公益法人への出資・出捐については、現行のとおり

新町に引き継ぐ。2、久賀町土地開発公社及び大島町土地開発公社については、合併の日の前日ま

でに解散するとしております。 

第三セクターにつきましては、定まった定義はございませんが、一般には政府や地方公共団体と

いった公共部門を第一セクター、民間の営利法人等を第二セクター、これに対しまして民間非営利

法人のことを指すもので、広い意味では政府や地方公共団体と民間企業とが共同で出資、出捐を行

っている商法法人及び民法法人のことをいいます。狭い意味ではこのうちの商法法人のみをさしま

す。公益法人は民法の規定に基づいて設立される法人で、人の集まりである社団法人、財産の集ま

りである財団法人、この 2種類がございます。 

これをめくっていただきまして、3ページと 4ページでございますが、現在、各町が出資してお

ります第三セクターあるいは公益法人は、この 3 ページ、4 ページの資料のとおりでございます。

これらの第三セクター等は各町におきまして重要な役割を果たしておりまして、新町におきまして

も同様な役割が期待されることから出資・出捐については、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。ただし、事務的には株主の名義変更が求められた場合には、新町で速やかに手

続きをとる必要があります。また、役員についても変更の手続きが必要な場合があります。そのほ

か定款ですとか、寄附行為の変更が必要な場合もあります。 

また、土地開発公社につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて設立される特

別法人で、資料は 5ページでございますが、こういった形で現在 4町のうち久賀町、大島町に設置

されております。先ほどいいました土地開発公社ですが、目的といたしまして公有地の先行取得等

がございまして設立されたものでございますが、各町での役割をほぼ終えておるということでござ

いますので、合併時までに解散する方向で調整が進められているところでございます。 

なお、参考資料といたしまして、6ページに先行事例を掲載しておりますので、よろしくお願い

いたします。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。協議第 60 号、三セク・出資法人の取扱いについて、委員の皆

さん方のご質疑なり、ご意見があれば拝聴いたします。 

 

【質疑なし】 

 

ございませんか。 

 

ないようでございますので、今回の提案ではございますが、確認を取らさせていただきたいと思

います。協議第 60 号、協定項目 23、三セク・出資法人の取扱いについて、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いたします。 

 

【挙手多数】 
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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 60 号、協定項目 23、

三セク・出資法人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 61 号、協定項目 24-18、公共下水道等の取扱いについてを議題といたします。事務

局の説明をお願いいたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

はい、それでは資料 7 ページをお願いしたいと思います。協議第 61 号、公共下水道等の取扱い

について、協定項目 24-18 でございます。 

公共下水道等の取扱いについて、次のとおり提案するといたしております。1、下水道事業につ

いては、新町建設計画に基づき、新町において汚水処理施設整備構想を策定し、公共下水道事業、

農業集落排水事業、漁業集落排水事業、浄化槽市町村整備推進事業を基本として、新町全域の下水

道整備を推進する。継続事業については、新町において引き続き実施する。2、公共下水道事業、

農業集落排水事業、漁業集落排水事業は別会計とし、各町の特別会計は合併時に統合する。3、新

町における受益者負担金及び使用料については事業の別によらず、合併時までに調整し、一元的な

料金体系に統一する。ただし、事業実施中の受益者負担金については合併時までに調整する。4、

排水設備改造資金融資制度については、合併時までに調整し新町に引き継ぐといたしております。 

8 ページから各事業ごとに分けてから掲載いたしております。まず、はじめに公共下水道事業で

ございまして、公共下水道事業は東和町と橘町で既に供用が開始されております。いずれも公営企

業法非適用の公営企業会計でございますが、下水道事業特別会計を各町とも持っておりますが、特

別会計は合併時に統合するという提案でございます。その下につきましては、特定環境保全公共下

水道事業という事業名でございますが、この事業概要、事業規模等が記載してありまして、東和町

では平成 3 年から平成 15 年で整備が完了しておりますし、橘町におきましては平成 8 年から平成

21 年でまでの事業で、いま現在進捗をいたしておるところでございます。 

次のページでございますが、下水道の維持管理でございますが、合併時に統一する、だいたいい

ずれの町におきましても、委託におきましてから維持管理業務を行っておりますが、当然、新町に

なれば統一した維持管理を行うということでございます。 

次に受益者負担金でございますが、いま現在、東和町と橘町の受益者負担金につきましては、条

例によりまして、1平方メートル当たり300円という受益者負担金を条例制定いたしておりますが、

合併時までに統一する。ただし、事業実施中の受益者負担金については合併時までに調整するいう

ふうな提案になっておりますのは、これは公共下水道事業につきましては、橘町、東和町は同じで

ございますが、後ほどでてまいります農業集落排水事業につきましては、この宅地面積当たりの取

り方と定額による取り方ということで各町に差異がございますので、これは事業は別であってもい

ずれ新町の中では下水道事業という位置付けになるわけでございますので、統一をするという提案

をいたしております。 

次のページでございますが、11 ページでございますが、使用料でございます。これは東和町と

橘町の使用料に差異がございます。東和町の使用料の基本的な考え方は累進性・従量制料金を設定

いたしております。橘町については従量制料金を設定いたしております。これも合併時までに調整

し統一するといたしておりますが、後ほどでてまいります農業集落排水事業、漁業集落排水事業に

より、各町の使用料金の設定が差異がございますので、ただ、農業集落排水事業と公共下水道事業

とが、使用料に差があるということになりますと、これは下水道を利用する住民の方からいたしま

すと公共下水道であろうと農業集落排水での下水道であろうと、まあ同じ下水道でございます。要

するに補助事業が違うというだけで使用料が違うというのはいかがなものかということで、新町で

の使用料についても統一をすると、事業の別によらず統一をするという提案をいたしております。 

14 ページをお願いいたしたいんですが、その間のことにつきましては、水道の使用料の徴収と

か検針等のことでございますのでみていただきたいと思います。 

14 ページにはですね、排水設備改造資金の融資制度というのを橘町、東和町で設けております。
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これは下水道の供用が開始されまして、トイレ等の改造、またはその排水設備等を改造して下水道

の方につなぎ込むわけですが、そのときに無利子での融資制度を設ける、できるだけ皆さんに、住

民の方々に下水道へのつなぎ込みを、経費負担を少なくして、できたらすばやくつなぎ込みをして

いただく、下水道の普及率を早く高めようというためのものでございます。そういうことでござい

まして合併時までに調整し新町に引き継ぐということにいたしております。新町でもこの排水設備

改造資金の融資制度を新町で設けようと、統一的なものとして設けようということの提案でござい

ます。 

次に 16 ページでございますが、16 ページから今度は農業集落排水事業になります。ここで大島

町、東和町、橘町の農業集落排水事業がでてまいりますが、これも公営企業法非適用の公営企業会

計で、同じ形で 3町が特別会計を持っておりますが、農業集落排水事業特別会計という形で新町で

の特別会計として一本化したいという提案でございます。で農業集落排水事業の事業概要等につき

ましては、そこに 16 ページ、17 ページにでております。先ほど申し上げましたが 18 ページには

大島町の農業集落排水事業の使用料がでております。橘町、東和町につきましては、まだ農業集落

排水事業につきましては供用開始はされておりませんので、受益者負担金や使用料については、制

定されておりません。要するに農業集落排水事業も公共下水道事業も使用料は一本化しようという

提案を行っております。 

次に 20 ページですが、ここから漁業集落排水事業になります。漁業集落排水事業は今後、地域

での整備というのはむずかしいんではないか、要するに漁家比率の高い地域というのが、そんなに

ありませんので、事業採択がむずかしいんではないかと思っておりますが、いま橘町の浮島という

地区ですでに供用開始がされております。これも漁業集落排水特別会計という形で、新町での特別

会計にしようということで提案しております。それで使用料等につきましては、ほかの公共下水道

事業、農業集落排水事業とあわせて統一的な使用料を設定するということにいたしております。以

上でございますので、よろしくご協議をお願いいたします。 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは協議第 61 号、公共下水道等の取扱いについて、委員

の皆さん方のご質疑なり、ご意見があれば承ります。 

 

【質疑なし】 

 

ございませんかね。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

 

ご意見もないようでございますので、今回のご提案ではございますが、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】 

 

はい、それではないようでございますので、協議第 61 号、協定項目 24-18、公共下水道等の取

扱いついては、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61号、協定項目24-18、

公共下水道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） 
以上で本日提案をいたしました議題は、すべて協議を議了したわけでございますが、ここで 15

分間ぐらい皆様方のご意見があれば、意見の交換会をしたいと思いますが、どなたからでもよろし
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ゅうございますが、ご発言をお願いしたいと思います。 

 

【発言等なし】 

 

ございませんか。 

ないようでございます。 

それでは別にないようでございますので、以上をもちまして本日の協議会を閉じたいと思います。 

次回の協議会等につきまして、事務局の方から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長 村田 雅典） 
それでは、ご説明いたします。次回でございますが、第 14 回の合併協議会でございますが、12

月の 11 日、木曜日、午後 2 時から予定をしておりますので、委員さん方の日程の確保方よろしく

お願い申し上げます。場所は久賀町でございます。 

それからあと 2点ほどご説明させていただきたいと思います。 

1 点でございますが、先般、8月に開催いたしました第 10 回の合併協議会におきまして、私ども

事務局が今後の合併協議会のスケジュールということで、想定しております案についてご説明をい

たした。そのときに 11 月には全項目終了するであろうということを想定しておりましたけれども、

その後の議案の作成、あるいは住民生活に大きく影響する使用料等々の報告事項の調整に時間を要

しておりまして、今回の協議会においてすべて報告ということができませんでした。この場をお借

りいたしましてお詫び申し上げます。 

次回以降の協議会の開催におきましては、いままで確認をいただいております協定項目の基本的

な方針に基づきまして、専門部会等で方針がでてきたものを報告という形で、委員さん方にはお示

しをするという手筈となっておりますので、どうぞ、ご理解をいただきたいと思います。事務局の

方といたしましては、いましばらく委員さんにおつきあいいただ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。 

それからもう 1点、お手元に本日、合併協議会だより第 6号をお届けしております。この中で 4

ページ目に、前回の合併協議会におきまして保育料の報告をさしあげました。そこでこのページの

第 6階層というところの新町の方針、3歳児以上、38,400 円、下から 2段目でございます、左から

3番目でございますが、38,400 円というのがございますが、これは印刷ミスでございまして、正式

にまた印刷所と協議いたしまして刷り替えをいたしまして、後日また各家庭すべてに配布をすると

いうことで、今日手元に届いておりまして、若干ミスがございましたので訂正をさせていただきま

してまた配布させていただきたいと思いますので、ご了解いただきたいと思います。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。それでは以上で第 13 回合併協議会を閉会をいたします。長時

間にわたりましてご苦労で、本当にありがたく厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

              〔午後 4 時 55 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                    

 

 

   大島郡合併協議会 委 員                    

 

 

   大島郡合併協議会 委 員                    

 

 

   大島郡合併協議会 委 員                    

  

 




