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第 14 回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日 平成 15 年 12 月 11 日（木曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 久賀町総合センター・大ホール 

 
 

開 会 平成 15 年 12 月 11 日（木）午後 2時 00 分 議 長 中本 冨夫 開閉会の日 
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職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
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     職 名  氏 名      職 名  氏 名 
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 
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署名委員 委 員 学識経験者 村元 和枝    
特記事項 傍聴者 75 名 （一般 64 名  報道 11 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） 
  雨の中、ありがとうございます。まず、皆様方にお願いを申し上げます。 

会議の開催中におきましては、まことに恐れ入りますけれども携帯電話の電源を切られるか、あ

るいはマナーモードにしてもらいますようご協力をお願いいたします。また、本日はたくさんの傍

聴者の皆さんがお見えでございますが、傍聴に関しましては、守るべき事項を厳守していただきま

すようよろしくお願いいたします。 

それでは定刻となりましたので、ただいまから第 14 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、お届けしておりますが、その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、今日は第 14 回になりますが、合併協議会の開催に

あたり、委員の皆様方、大変、この雨の中ご参集をたまわりまして、ありがたく厚くお礼を申し上

げます。 

なかでも柳居県議におかれましては、今日は防衛施設庁長官が来られるということで大変ご多用

の中を割いてご臨席をたまわったわけでございまして厚くお礼申し上げます。 

本年もあと残すところ 20 日になっておるところでございまして、委員の皆様方におかれまして

は、昨年でございますが、11 月になりますが、第 1回合併協議会を開きまして今回で 14 回に達し

たわけでございます。だんだんだんだん煮詰まりまして、ちょうど大きな課題が 2つほど残ってお

るわけでございまして、本日はその中でも新町事務所調査検討小委員会の調査検討結果並びに新町

建設計画策定小委員会の報告をいただくことにしております。 

既にご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調整

結果につきましても報告をさせていただきます。 

また、各小委員会の報告を受けての「新町の事務所の位置」、「新町建設計画」のご協議をお願い

することといたしております。 

新町誕生に向けて最大の大変重要な協定項目でございますので、委員の皆様には大所、高所から

のご意見、ご発言をいただきまして、十分な議論とご判断をお願いいたしまして、開会のあいさつ

とさせていただきます。どうぞ、本日は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、本日の協議会の欠席者の報告でございますが、橘町の武政輝夫委員さん、欠席でございま

す。それから橘町の平井昭輝委員さん、多少、遅刻をするという通告が入っております。以上でご

ざいます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

（「発言、ええですか」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 山本  保） 

この度のこの議案について、配席表ですけれども、東和町からきております坂岡委員は席がござ

いません。西本信男となっておりますが、訂正方、お願いします。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、どうもすいませんでした。それでは訂正させていただきます。今回、お配りしております

第 14 回の合併協議会の配席表でございます。私のミスで委員さんのお名前が間違っております。

ご指摘のとおりでございます。 

配席表をご覧いただきまして、右の一番下側でございます。西本信男さんになっております。正

しくは坂岡茂生さんでございます。私の方のミスでございます。お詫びをして訂正をいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは協議会規約によりまして、私が議長を務めさせていただきます。座ったままで進行をい

たしたいと思いますので、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ます。まず、会議録署名委員に村田岩治委員さん、村元和枝委員さ

ん、安本良夫委員さんを指名をいたします。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

次に報告第 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

動の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。 

  荒川委員長さん、お願いします。 

 

○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） 

はい、それでは新町事務所調査検討小委員会のご報告を申し上げます。まずもって、この場をお

借りいたしまして、私達の小委員会の最終報告ができますことを小委員会の委員の皆様、そして関

係各位の皆様方に心からお礼を申し上げたいと思います。本当に委員の皆様、ご苦労さまでござい

ました。そしてありがとうございました。 

さて、新町事務所調査検討小委員会に付託された新町の事務所の位置について、協議検討した経

緯と結果をご報告いたします。当小委員会は 1 月 28 日から 11 月 21 日まで 9 回の小委員会を開催

し、新町の事務所の位置について、いろいろな角度から検討をいたしました。協議会が開催される

たびに小委員会の会議状況はお知らせしてきたところであり、協議経過内容は報告書に添付してお

りますので、参照していただきたいと思います。 

さて、11 月 4 日に開催された第 8 回小委員会において前回からの継続議案となっていた検討項

目の大項目の一つである住民の利便性について、検討判断を行い、さらに地理的なものを検討項目

に加え判断を行いました。これにより小委員会で検討してきた大項目の協議は、すべて終了いたし

ましたが、検討判断の結果については、敢えて配点は考慮せずとしたものであります。 

項目を列挙いたしますと別添の報告書のとおり庁舎の現況、庁舎の周辺、住民の利便、地理的な

もの、官公署、将来的なものの 6項目であります。これらの項目に対し検討判断をした段階で、こ

れ以上の項目については、町長会でさらに内容を練っていただこうではないかという提案発言につ

いて、小委員会において了承をいただき、11 月 10 日、第 13 回合併協議会終了後、町長会へ小委

員会が検討判断した内容についてご報告をし、町長会の意見集約をお願いいたしました。 

町長会におかれましては、小委員会の報告を受け、11 月 20 日に会議を開催され、内容を検討、

意見集約され、町長会の考え方としての回答が小委員会の委員長あてにございました。町長会から

の回答を受けまして、翌21日に午後2時から第9回の小委員会を大島町役場で開催いたしました。 

町長会の意見を尊重することを賛成多数で確認をし、いままでの小委員会の中で協議検討した結

果からいろいろ議論は展開されましたが、最終的には新町の事務所は大島郡久賀町に置くことがふ

さわしいが、当分の間、新町の事務所は、大島郡大島町大字小松 126 番地 2（現大島町役場）に置

くことの結論に達しましたので、報告書に記載のとおり 11 月 24 日付けで合併協議会長である中本
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会長に報告をいたしました。協議会の委員の皆様におかれましては、小委員会の 10 ヶ月にわたる

協議結果と町長会の意向を尊重した報告であり、本日この報告を受けて議案も提出されているよう

でありますので、ご理解をたまわりますようお願いをいたしまして報告といたします。ありがとう

ございました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、荒川委員長さんの方からの報告が終わりましたので、皆さん方にご意見なり、ご質問があ

れば承りたいと思います。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 

東和町の高田です。小委員会の皆さん方には 9回にわたる慎重な審議の結果の報告でございます。 

非常にご苦労さんでございました。この小委員会の報告につきましては、お聞きしたところでは

町長会の皆さん方のご意見をお聞きした上での報告ということでございます。非常にありがとうご

ざいますが、意見を出す前にこの文章の中で、2点ほどちょっと質問をさせてもらいます。 

「新町の事務所は、大島郡久賀町に置くことが」ふさわしいが、ふさわしいがというのは、その

なにかがあるわけですね、「が」があると、なにが問題があるのか、なぜふさわしいといかないで、

「が」がついたか、これが一点、もう一点は「当分の間」と書いてあるんですが、当分の間、久賀

町に問題があっての当分の間か、あるいは大島町に問題があっての当分の間か、そこら辺を明確に

ご返答をお願いをいたします。以上です。 

 

【拍手あり】 

 

（「ほうじゃ、ほうじゃ」と発言する者あり） 

 

 

 

（「わしがしましょうか」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。 

 

○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） 

まず、最初にふさわしいがの「が」ですね、これにつきましては、ふさわしいということは地理

的に大島郡の中心部に久賀町が位置しているということでございます。そして敢えて付け加えさせ

ていただければ、行政としての関係が深い県の総合庁舎等があるということでございます。 

しかし、久賀町にもし置くということになりますと、かなりの改善が必要な状況にあると思われ

ます。庁舎が大島町に比べると狭い、それから駐車場がない、エレベーターがないというような現

況がございます。大島町、敢えて「当分の間」ということになりますと小委員会における検討項目

の中にもございましたが、分庁分散型の組織機構が解消されるまでの間というふうに解釈をしてお

ります。よろしゅうございますか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
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いまのご説明で大体の意味は分かるんですが、久賀が地理的にみて中心部にありふさわしいと、

それであればですね、ふさわしいでいいんではないですか、やっぱり「が」を付けなければいけな

いんですかね、その辺はどうですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
荒川委員長さん。 

 

○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） 

現況では地理的な中心部であるということで、どうしてもこれは久賀町だろうと思うんですが、

いまの現状ではですね、やはり総合的に判断いたしますと機能的にも、それから条件的にもいまの

大島町の庁舎を使う方がですね、いいのではないかと考えております。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
じゃあ、2番目の点ですが、そういうことから「当分の間」という言葉がでたということで、久

賀町のいまの庁舎をある程度、なんというんですかね、補修するというか、なおしていくと、それ

が当分かかるということでいいんでしょうけど、今日は町長さん方も皆、みえておってですが、こ

れをこれから取り掛かっていって、どれくらい年数がかかるもんですか、この年数がはっきりすれ

ば「当分の間」と書かないで、1 年間とか、2 年間とか、そういう具体的な言葉がでてもいいんじ

ゃないかと思うんですが、このまま「当分の間」でいけば、「当分の間」が今日はですね、すった

もんだすると思うんですよ。行ったり来たり、で、町長さん方がおってですからね、ここは直そう

じゃないか、これぐらいの負担だったらええよ、といえば 2年なら 2年、謳
うた

えんですかね。以上で

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは私の方からも申し上げますが、町長会でもこれの 3番にも書いてありますが、4町の町

長、柳居県議先生のつてで県の方にもいっておるわけでございます。そういったことで、県の方と

もいろいろの話し合いをしておるわけでございます。というのが、総合庁舎の問題でいっておるわ

けでございますが、ここらのことにつきましては、後ほど柳居県議先生の方からご説明をしていた

だきますので、いましばらく、いまのご質問は保留にしておいてください。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
佐々木さん。はい。 

 

○委員（学識経験者 佐々木  清） 

それではちょっと質問させていただきます。私は 11 月 21 日の大島町を会場にしてありました小

委員会にも出席しておりまして、そこで町長会の案が報告されました。その中で先ほど高田委員さ

んが申されましたように「当分の間」というのは、なにをめざしている「当分の間」というのか、

それをはっきりしてくれということをその場で申しあげました。そうすると事務局長が、それは私

は町長会に出席しておりませんので、私は分かりませんという返事をされました。それで荒川委員

長さんの方へ、荒川委員長さんの方はご存知ですかということでお願いをいたしましたが、荒川委

員長さんも分かりませんという結果がでたんです。 

それで「当分の間」という、雲をつかむような、宇宙へいくようなことで、これが慎重審議がで

きますかということです、もっと具体的に皆さんに、委員の皆さんに詳しく話してくださいという

ことです。いまだに、この「当分の間」の解決がついておりません。私もそれが納得がいきません

し、理解もできません。 

それでいまの説明で、荒川委員長さんの方から中心部という言葉がでました。その中心部をさし

おいて、大島町の現在の庁舎の方にある程度スペースがあるから、その方へ当分の間、事務所をも
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っていくということをいわれましたが、スペースがあるならばその方へ内部機構の方を移動したら

どうですか、そして中央にあってこそ大島郡民の住民の皆さんの利便性ということが、非常に考え

られるんです。ですから、やはり、大島全体の中央ということをここに明記して、そしてこれから

その方向に進めていくのが、一番、理想的と思うんですが、いかがですか。 

 

（「その通りです」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、荒川委員長。 

 

○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） 

小委員会の委員さんから質問があるというのは、夢にも思っておりませんでした。 

今回のですね報告につきましては、大多数の方の賛成を得て報告を申し上げております。採決を

いたしました。敢えていわしていただければ、私は皆様方が今回の小委員会の内容については、ほ

とんどの方が賛同していただいて、ご報告を申し上げたという自負がございますので・・・、以上

でございます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 佐々木  清） 

この合併についてですね、やはり普通、合併というのは、住民のための合併ですから、そして住

民本位に、やはり今後の新しいまちづくりをしていかにゃあいけんのんですから、やはりその住民

が一番利便性のあるところを選ぶのが、一番理想と思うんですが、いかがですか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
いま、小委員会報告で、発表でございますからね、だから、さっきいっていたようにあなたも委

員じゃけ知っとるんじゃないかと、じゃったですかね、やっぱり委員長さんの報告のとおりでご理

解いただけん面もあるんだろうと思いますが、そういうようなことで 4町から皆、委員がでておら

れまして、それで小委員会が構成されているので、そのまとめ役を荒川委員長さんがやっておられ

る、まとめたものを今日、報告でございますから・・・、それから先は全体的な意見の場でもまた

ご意見はあるかも分かりませんが、いまは小委員会委員長さんの報告に対する質問でございますか

ら・・・。 

 

○委員（学識経験者 佐々木  清） 

その「当分の間」というのをね、小委員会でも私は質問しました。それが一応、答えがでてきま

せんでした。ですから、そこら辺りはいかがですか、ということです。 

 

○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） 

「当分の間」はですね、先ほども申し上げたように分庁分散型庁舎をですね、解消できるまでと

いうふうに私は解釈しております。敢えて申し上げますと、今回の最終報告は採決しました、小委

員会の中で。出席委員が 14 名、私は委員長でございますから採決に加わったのは 13 名でございま

す。12 対 1 で、圧倒的多数で今回の報告については、賛成していただいております。その案をも

って報告させていただいておるわけです。佐々木さんが委員さんでいらっしゃいますので、私は大

変残念なんですが、こういう議論はですね、もうすでに小委員会の場で消化されたというふうに解
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釈しております。 

   

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかに、ございませんか。 

（「はい」と発言する者あり） 

 

どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 

いま、小委員会の報告ですから、この問題はもう協議の中で・・・。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
委員長さんがぜひにいまご質問を承りょるんですが・・・。 

  それでは質疑を打ち切りまして、ここで柳居県議先生の方からいままでの県の方との打ち合わせ

等々・・・。先般の協議会におきまして、県の山部次長さんの方から 16 年度に大島総合庁舎の改

築も含めまして、調査を検討すると報告がありましたわけでございます。 

したがいまして、今日はそういったことで柳居県議先生においでをいただいておりまして、県と

のご協議等々あったのではないかと思っておりますので、ここでご発言をお願いいたします。 

 

○顧問（山口県議会議員 柳居 俊学） 
皆さん、どうもご苦労さまでございます。回を重ねて、熱心に合併に向けてご協議をたまわり、

合意形成もほとんど図られたということで、ほんとうに皆様方のご努力に対しまして衷心より敬意

を表すものでございます。 

いつも日程があいませんで、欠席がちで大変恐縮をいたしております。この庁舎の問題でござい

ますが、まあ、小委員会、当分の間等つきましては、あれでございますが、私が今日まで県にいろ

いろの要望や陳情を重ねてまいりました経緯等につきまして、ちょっと時間をいただきまして、皆

様方にご報告を申し上げます。 

実は平成 3 年の 19 号台風、このとき大島郡は過去経験のない大変な大被害を受けております。

私どもにとりまして、この大島大橋が大島郡民の暮らしの本当に命綱といっても過言ではないと思

います。 

そして、災害復旧をする中で県の出先が 11 も大島にありますが、所長公舎におられる所長さん

以外の方は、ほとんど通勤が不可能でございます。島民が皆が力をあわせて、これが復旧に、最初

のですね、災害の復旧に取りかかってきたところでございます。そこで、私ども、町長さんや議長

さん方、また関係の町の方々といっしょになりまして、もう数年来、5、6 年より前からですね、

大島大橋、これは大島郡の安全のために、もう１本、第 2大島大橋の建設の要望もいたしておりま

す。 

そして、この度、地方分権が進み、そして合併がですね、県下でこういった法定協が立ち上がり、

作業が進む中で来年度は山部さんよりもあったかと思いますが、県の出先組織の再検討を図ってい

こうと、こういう作業に県は着手をしてまいります。そんな中で大島大橋につきましては、強力に

陳情いたしておりますが、大変な予算もこれかかるということで、県におきましては、毎年、3億

円、4億円、費用を費やしていただきまして時々、片側通行になっていますが、橋脚やいろんな補

修等を行っていただきまして、ここ 10 年間で 40 億円、これに費用をいれてですね、橋の点検をし、

再補強しているということでございます。 

そういった背景の中でどうしても、県の機関であります総合庁舎につきましては、いろいろ山口

県全体の組織再編計画を進める中ではありますが、大島郡という島嶼部であり、地理的条件、自然

的条件の中でどうしても、これだけは存続をして残してくださいと、こういう陳情をですね、町長、

議長、県に対し、また、自民党政調会等々、機会を捕まえてはですね、熱心に陳情を今日まで重ね

てきたところでございます。そして、その具体的なことにつきまして、先日、山部さんの方から皆

様方にご報告があったと思いますが、私ども、4町長、知事さんとのお話の中では大島郡につきま
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しては総合庁舎を残そうと、こういうお話をいただいております。 

そして、県の出先の中では老朽化が進んでおります。これもですね、40 年代の前に建築をされ

た総合庁舎が、もう古い方から数えても一番前、一番古い部類に入っております。ご案内のように

大変、建物は古うございますし、そしたらこれをですね、一日も早く建てなおしてください、改修

をしてください、そういう陳情をですね、続けてきたところであります。 

そして、一方では大島郡におきましては、このように周防大島町を創って、4町が一つになろう

と、そして皆様方がこんなに熱心にご努力を重ねているところでありますが、私ども、4町長、議

会も考えましたことは、やはり、佐々木委員がいまお話になりましたように、ここに暮らす大島郡

民、周防大島町民、これの一番の利便性を考えていこうということでございます。そうしますと県

の行政サービスと町の行政サービスがこれが一元化、一体化するのが、これが一番利便性が得られ

ると、こういうことであります。これはわれわれ住民に取りましては一番望むところではなかろう

かと考えます。 

例えば浄化槽の許可いただくのは保健所へいけ、建築認可は土木へいけ、何々はどこへいけ、そ

れを走り廻らにゃあいけんわけですが、そういった諸々の県のサービス、町のサービス、これらが

一元化をされるということは、何よりも利便性に富んだことであると、こういうことでございまし

て、知事さんに総合庁舎の改築をしていただくんであれば、ぜひともですね、新しい周防大島町が

できましたら一緒に入れてくれと、同じ建物に入れてください、そうするとこんなに利便性に富ん

だところはありませんし、県下でも合併が進んでおりますが、県の機能と町の機能が一緒になると

ころは、他に例がありません。大変、素晴らしいことであろうということで、大変、理解もいただ

いておりますし、その際には合築でいこうと、こういう話もいたしているところであります。そし

て、そのための調査費を来年度で組んで調査をしていこうというところまで、山部さんがこの前、

皆様方にご説明をされたところであります。 

実はまだ来年の予算編成中でありますし、2月の予算議会、県議会も通っているわけではありま

せんから、山部さんとしても明確なことはいえません。私は県会議員の立場、大島郡の皆様方の思

いを伝える役目のものとして申し上げますと、そういうふうに理解をしておりまして、知事さんは

なんとしてもこの大島郡を含めたですね、総合庁舎のあり方について調査費を組もうと、こういう

ことであります。そうなりますと県の行政機関はなんとなんを残そう、それからまあこちらの新町

になりますわれわれ大島郡側もこういうところを一緒にしていただきたいというようなことを調

査研究をするようになるんではなかろうかと思います。そうなっていきますと自然に規模、大きさ、

こういったものも調査の中で明確化してまいります。 

そして、そういう目的に沿いまして、われわれといたしましては、一日も早く、一日も早くこれ

が実現をするように、これからも皆さんと一緒になってですね、県当局、知事さんにお願いをして

いきたいと、こんな思いであります。 

そして、名実ともに機能も、そして機関も、住民の方々に利便性に富んだ、そして安全な、私ど

もが合併をして目標にする大島郡をつくっていく、その行政サービスの中核施設を作ってまいりた

いと、こういう思いで一生懸命お願いをいたしておるところでありますが、こっから先は分かりま

せん、これは私は県会議員としての感触がありますが、そんなに長くはないと思います。いま、周

南市の県の総合庁舎もまもなく完成をいたします。そうしますとやはり県は順番を追ってですね、

県の出先の再編改築等を進めておりますが、そんなに長くかかるものではないというふうに感触を

得ております。皆さん方が頭の中で考えておられる期間内ぐらいにはですね、なんとかこれを実現

をしたい、していただきたいと思いますし、また、そうなるように皆さんと一緒にですね、これか

らも必死にお願い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） 
はい、大変、ありがとうございました。いまの柳居県議先生のお話で、委員の皆さん方も知らだ

ったこともたくさんあるのではないというふうに思われます。したがいまして、まあ「当分の間」

等々いろいろいがみ合っておるわけでございますが、いまの柳居県議先生のお話を聞きますと、一

日も早くというようなお言葉もあったわけでございます。 

したがいまして、委員の皆さん方におきましても、知らなかった面がいまのお話から伺えるので
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はないかなというふうに思うわけでございますので、そこら辺りをひとつ、これから暫時休憩をい

たしますが、各町の委員さんで、いままでの足らだったこと等の説明が至らぬ点があれば、また説

明をいたしますし、ご協議をしていただいたらと思うんですが、いかがでございましょうか。 

 

（「ちょっと、会長、休憩に入る前に」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議員 松村  定） 

県会議員さんにお尋ねをいたします。県会議員さんにおいては、これまでの大島がこんなに発展

したのは、柳居県議さんのお蔭だとほんとうにありがとうございます。この点については、ひたす

ら御礼申し上げます。今後も一生懸命、大島の発展のためにやってもらいたいと思います。 

そこでいまちょっと、いまの総合庁舎のことについてお尋ねしますが、いまある、あそこの新開

にある総合庁舎のことでしょ、あれは当初、建てたときには、県の出先機関がなんぼあって、現在

なんぼ残っちょるのか、それで今回、あれを建替えるかも分からんが、いま現在、よその方へいっ

たのも全部あすこへ戻してくるのか、どうか、そこら辺りをちょっとはっきりしていただく、皆さ

んもそれを知らんのんじゃろうと思いますけねえ、そこら辺りをちょっと、あの総合庁舎があるた

めにですね、いろいろの利便を、出先機関があすこに入っているから大島郡が幸せちょるぞと、ね、

あこにどれだけあるんかと、それで現在、あすこに入れておる、まあ、よそにいったのもあるとい

うのをちょっと聞いたんですが、私らはそれまで詳しいこと分からんのです。 

ほじゃから、現在、あすこの庁舎には、わしらがいきょうったときには、なんぼ入っちょったと、

ね、それが何年には向うへいった、何年には向うへいったと、いうようなものもあるような気がす

るんです。それで現在残っているのは、なんほ残っちょると、しかし、今度、総合庁舎を建ててく

れるということですが、建ててくれたときには、そういうようにあっちへ帰っておる出先も戻って

くるし、それ以上のものが戻ってくるのか、それがほんとうに、どうかということを皆が強く望ん

でいるんです、ちょっとそこ辺りをよろしくお願いいたします。 

 

○顧問（山口県議会議員 柳居 俊学） 
私、その議員の立場ですから、あれですが、今現在ありますのがですね、大島農地建設事務所ご

ざいますね、それから大島土木事務所、それから福祉事務所は、旧保健所と一緒になりました、県

の機構も一つになりまして、いま土居にありますね。松村委員さん。土居に。 

 

（「はい、そりゃあ戻るんですか」と発言する者あり） 

 

いや、そりゃあ、分からんのですよ。 

 

（「ありゃ」と発言する者あり） 

 

私が知事なら、そりゃあ、なんぼでも答えますが、議員ですからそりゃあいえんのです、すいま

せん。それからですね。農改があるじゃないですか、県の出先としては。それから柑橘試験場もあ

ります。それから久賀高校、安下庄高校、大島警察署、それから社会福祉の研修センターというの

がありますね、青年の家とか、たちばな園とか、県の出先いっぱいありますよね。 

 

（「あの総合庁舎にあるんですか」と発言する者あり） 

 

ええ、それも含めて県は調査をされるんだろうと思います。広域連合も入ってますよ、いろんな

ものが入っておりますが、そういう県の出先がですね、いっぱいありますが、いずれにしても県は

県で、整理統合、そして機能の強化もお図りをいただけると思いますし、われわれ、町の側として



 
 
 

 

 12

も利便性をよくするためになんとなんとなんとを一緒にしたらええと、こういうことは当然、調査

による中でしっかり検討していただいてということになろうかと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええ、いまお諮りいたしましたが、それでは各町、委員さんにお集まりしていただいて、それぞ

れ会議を開いていただきまして、いままで皆さん方、持っておった判断と、あるいは柳居先生がい

ま申されたご参考になることがあれば、すりあわせ等をやっていただきまして、再度また、お集ま

りをいただきたいと思います。これから 4町に分かれてしばらく休憩いたしますが、再度、検討い

ただきたいと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは、各町ごとの部屋のご案内をいたします。久賀町の委員さんは 1階の老人憩いの間、大

島町の委員さんは 1階の資料室、東和町の委員さんは 1階の児童室、橘町の委員さんは 2階の講座

室ということで、それぞれの部屋にご集合をお願いいたします。なお、大島郡の 10 団体からでて

おられている代表者、あるいは指名されておる委員さんにつきましては、それぞれ所属の町でお集

まりいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは 20 分ぐらいの休憩にして 3時から再開をしたいと思います。 

 

 

             【午後 2時 40 分   休憩】 

 

 

             〔各町委員ごとに別室で協議中〕 

 

 

【午後 3時 40 分   再開】 

   

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
再開いたしたいと思いますが、先ほどの新町事務所調査検討小委員会の委員長の報告を以上で終

わらさせていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは次に報告第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、

委員会活動の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） 

それでは報告をさせていただきます。新町建設計画策定検討小委員会から委員会報告を申し上げ

ます。前回第 13 回大島郡合併協議会において、新町建設計画の計画編についてご報告をし協議を

いただき、委員さんからご意見をいただきましたが、その新町建設計画策定検討小委員会を 11 月

21 日に開催し、委員意見に対する協議を行いました。また、建設計画について県への下協議を行

った結果、計画への修正意見の回答を得ましたので、それぞれ小委員会で箇所修正の協議をおこな

いました。 

まず、建設計画の報告に対する委員意見について、小委員会で協議を行いましたが、委員意見は

大きく分類して 5点ほど意見をいただきました。 

まず、第 1点は第 2大島大橋の建設要望、また、県出先機関の再編統合についてご意見をいただ

きましたが、これについては後ほど事務局から報告をさせます。 
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2 点目は建設計画の事業概要に久賀地区、橘地区などの地区名がある主要事業と地区名のない事

業があるものについて、住民説明会のときに対応が難しいのではないかというご意見がありました。  

この件について多くの時間を割いて検討を行いましたが、一定の基準を設け、一件ごとに協議をし

て、地区名を残す事業と地区名を削除する事業に分けて掲載することといたしました。その基準に

ついては、すでに事業が採択され継続事業として実施されているもの、また事業規模の上からも他

の地区では採択されないもの、あるいは他の地区では事業が想定されないものなどについては、地

区名をそのまま残していくことといたしました。 

3 点目は若者定住対策、基幹産業等の後継者対策について、重点的な取り組みを望むというご意

見をいただきました。本件については小委員会でも同様なご意見が出され、建設計画の「元気 に

こにこ 安心」を実現していくための施策の中で、若者定住促進団地造成事業、農村整備事業、基

幹産業の担い手、後継者対策、国際交流事業、学校教育・生涯教育の充実、青少年の育成、文化芸

術活動の推進、子育て環境の充実等で取り上げており、新町においても重点施策として実行するこ

とを確認いたしました。したがいまして、計画の記述の変更はありませんが、ご意見は尊重させて

いただきました。 

4 点目は新町の財政計画に対するご意見が 3点ばかりありましたが、これについては前回の報告

時よりさらに検討したものを後ほど協議題の中でご説明をいたします。 

5 点目は協議の中で、新町独自の教育方針、また具体的なカリキュラムが見えてこないというご

意見もいただきました。ご意見として教育専門部会にもお伝えいたしておりますが、現在、各町の

教育委員会でそれぞれの町の教育環境に適した教育方針をもって、義務教育を実施されておられま

すので、新町においてもさらに新町独自の教育方針が打ち出されて、ご意見の趣旨にそった教育が

展開されるものと思われます。また、教員の資質の向上については、協定項目、学校教育の取扱い

の協議案で明示しておりますので、新町においてそのようなことが行われると思います。 

参考までに 4町の教育委員会が策定した「新しい時代を切り拓く人づくり」のパンフレットを添

付しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

次に県への下協議にかかる修正意見については、後ほど事務局より説明をいたさせます。なお、

参考までにこれまでの小委員会での審議経緯を添付しておりますので、建設計画提案までの審議経

緯としてご覧いただければと思います。 

以上、合併協議会から小委員会に付託されておりました新町建設計画の策定については、成案と

なりましたので、本日、協議案としてご提案いたすこととなりました。後ほどよろしくご審議をお

願いいたします。以上でございます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 

はい、それではいまの委員長報告の中にございました資料の関係で事務局の方からご説明させて

いただきます。私の方から資料 1の①及び資料 2についてご説明させていただきます。 

まず、新町建設計画におけます県事業の考え方についてお話しいたしますと、県事業は、この計

画の計画期間であります合併後の 10 年間余りの期間に実施予定となる事業に限られます。逆のい

い方をいたしますと、現時点で、県事業として実施予定がない事業は掲載することができません。 

そこで資料１の①の第 2大島大橋についてですが、この第 2大島大橋につきましては、前回、委

員さんからご意見がありましたし、本日も柳居県議さんの方からお話の中にあったところでござい

ますが、現在のところ事業実施予定はございませんので、新町建設計画に記載することはできない

ということになります。 

ただし、現在、先ほどの柳居先生のお話の中にもございましたけれども、大島大橋の補修ですと

か、あるいは耐震対策というものを行っておりますので、この補修事業につきまして、第 4章の主

要施策に追加記載させていただくとともに、第 5章の県事業の推進のページにも加えてさせていた

だいております。 

また、県の総合庁舎につきましては、これも資料１のとおり、来年度の事業として出先機関の再

編整備について県の方で検討される予定でございますので、この建設計画の主要事業にも、この再

編整備について記載しておるところでございます。ただし、第 5章の県事業の方からは漏れており

ましたのでこちらの方へ追加をしております。 
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次に、資料 2の県との事前調整、いわゆる下協議に係る修正についてご説明いたしたいと思いま

す。新町建設計画の作成におきましては、合併特例法第 5条第 3項に「県知事に協議しなければな

らない」という旨が規定されております。そこで、前回の 11 月 10 日の第 13 回合併協議会におき

まして、新町建設計画の検討状況の報告を終えましたので、県との協議の前段といたしまして、記

載内容について事前調整を行ったものです。 

この事前調整におきまして、県から修正意見等がだされておりまして、その意見に基づきまして、

計画案に修正を加えましたので、主な箇所につきまして報告をさせていただきます。 

新町建設計画案と資料 2 をご覧いただければと思います。まず構想編の 37 ページでございます

が、 この新町建設計画は、平成 10 年 3 月に策定されました「周防大島高齢者モデル居住圏構想」

に基づいたさまざまな取組みや実績を踏まえて、これを発展させた内容となっております。また、

構想自体も平成 22 年までのものですので、この構想の実績を踏まえてまちづくりを行うというこ

とを計画の中に明記しようというものです。 

県の方からは、36 ページの（4）の策定の基本的な考え方に追加できないかというご意見でござ

いましたけれども、このページに記載してあります基本方針につきましては、この建設計画の作成

に当たりまして、この合併協議会で確認されている事項ですので、37 ページの将来像の本文中に

加えるということで訂正させていただいております。 

それから計画編 47 ページでございますが、①の安全な島づくりプロジェクトでございますが、

これにつきましては、去る 9 月 17 日に開催されました国の中央防災会議の専門調査会におきまし

て、東南海・南海地震防災対策推進地域の案がだされまして橘町が含まれておりました。この点を

踏まえまして、一番文章のはじめに「東南海・南海地震」に関する記述を加えております。 

それから 48 ページでございますが、これにつきましては、①下水道施設整備プロジェクトとし

ておりましたが、中身の中に下水道以外にも農業集落排水事業ですとか、漁業集落排水事業とか、

あるいは浄化槽設置整備事業といったものもございますので、下水道施設等整備プロジェクトとい

うことで「等」を加えさせていただいております。 

それから少し飛びまして、55 ページですが、（4）の道路災害の防除対策の推進ということで、

これにつきましては、本文の下の主要施策の一覧には、道路災害の防除対策の推進というのがあっ

たんですが、本文の方がその部分が落ちておりましたので、この部分について本文に加えさせてい

ただいております。 

また、主要事業の方に先ほどもお話いたしましたとおり、道路補修事業といたしまして大島大  

橋の補修及び耐震対策というのを加えさせていただいております。 

それから海岸保全対策の推進の主要施策につきまして、海岸高潮対策事業と海岸侵食対策事業に

つきましては、次のページの港湾施設の整備に入れておりましたけれども、こちらの町土の保全対

策の方が適当というご意見がありましたのでこちらに移動しております。 

それから 56 ページの港湾施設の整備ですが、（1）港湾施設の整備とそれから（2）港湾機能の拡

充を合わせまして、（1）といたしまして港湾機能の整備ということに改めさせていただいておりま

す。それから事業内容につきましては「ポートビルの整備、既存施設改修等」ということにさせて

いただいております。 

それから少し飛びまして、59 ページでございますが、（1）産地化の推進というところに「有機

栽培」というところがございますけれども、これにつきましては「循環型技術」という形で、多少、

幅広な表現に改めております。 

それから「軽量高収益農産物の産地開発」というところを「軽量で高収益が期待できる農産物の

産地化」ということで少し分かりやすいいい方に改めております。 

それから（2）につきましては、記載内容が生産基盤にあわせまして、生活環境の整備もあわせ

て記載してございますので、表題の方を多少を直させていただいております。 

それから次の 60 ページでございますが、「農業生産総合対策事業」の事業名につきまして「ブラ

ンド・ニッポン農産物供給体制確立事業」ということで改めさせていただいております。 

それから 62 ページの水産の関係ですが、「水産基盤整備事業」の事業概要のうち、ほかの事業も

特に該当するものがございましたので、そちらについて多少変更しております。 

それから少し飛びまして 68 ページですが、（3）高速情報通信網の活用というところで、「保健・



 
 
 

 

 15

医療・福祉の連携強化」という部分があったのですが、これを少し具体的に「高齢者対策をはじめ

とする健康福祉施策への活用」ということで、少し具体的な書き方に改めさせていただいておりま

す。それからその下の欄の施策の概要の中に事業の追加といたしまして「電子見守りシステム」と

「健康管理システム」を加えさせていただいております。 

それから 71 ページでございますが、これにつきましては都市計画区域のことを書いておるわけ

でございますが、大島郡におきましては、都市計画区域というのはございますけれども、その中で

市街化区域というものが、いわゆる線引きというものがされておりませんので、市街化区域、ある

いはその後の市街化調整区域というところがあったんですが、そう記載するよりも、一般的に「市

街地」、あるいは「市街地周辺地域」という方が誤解がないのではないかということが、県からあ

りましたので改めさせていただいております。 

それから次の 72 ページでございますが、ここの（1）の「水の安定供給」のところなんですが、

ここの部分につきまして、水道といたしまして各家庭に水を供給する部分ではなく、その前段とし

て水源の確保ということが、内容として書いてございますので、ここについては（1）の表題を「水

源の確保」ということで改めさせていただいております。 

それから、次の 73 ページでございますが、ここの「リサイクル可能商品」というところがあっ

たんですが、それにつきまして「再利用や再生利用が可能な商品」ということで、リサイクルとな

りますと再生利用ですが、再利用も含めて広い形でなおさせていただいております。それからその

後に「適正処理」ということがあったんですが、これにつきましても「減量化・再資源化」という

ことで、少し分かりやすくなおさせていただいております。 

それから 76 ページでございますが、スポーツクラブにつきましては、全国的な流れといたしま

して、単一のスポーツのクラブから総合的なスポーツのクラブへという流がございますので、「総

合型地域スポーツクラブの育成や」というのを 76 ページの本文中、あるいは同じような表現を 77

ページに加えさせていただいております。 

それから第 5 章の県事業のところでございますが、これにつきましては、89 ページでございま

すが、大島大橋の改修の追加ですとか、あるいは県の出先機関の再編整備といったものの追加等い

たしております。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは、ここで新山委員長さんの報告並びに県の下協議についての説明がございましたので、

委員の皆さん方のご質疑なり、ご意見があれば承りたいと思います。 

  どなたからでも、どうぞ。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、質疑を打ち切ります。以上で報告第 2号、新町建設計画策定小委員

会の報告を終わらさせていただきます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

次に報告第 3号、使用料・手数料、補助金・交付金等の調整（その 2）についての報告をお願い

いたします。国保税からお願いします。 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
それでは１ページをお願いいたします。報告でございます。使用料・手数料、補助金・交付金等

の取扱いについて（その 2）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ということで、平成 17 年度以降の国民健康保険税の税率にい

てご報告をいたします。 

国保税の税率につきましては、第 5 回の協議会で、協定項目 8、地方税の取扱いの中で提案し、

第 6回にご確認をいただいております。確認の内容につきましては、国保税の税率については、応

益割合及び介護納付金の確保を考慮しながら、負担公平の原則に立ち、急激な負担増か生じないよ

うに調整に努めるものということでご確認をいただいております。 
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この税率の適用につきましては、地方税法等の規定により、17 年度の課税から適用されること

になりますが、合併年度であります既に課税されております 16 年度の国保税については、従前の

各町の税率で引き続き課税されることになります。 

国保税については、保育料、上下水道料等大変住民の皆様に関心が高い項目でございます。10

数案の試案を作成し税務専門部会で検討をしていただき、本日提案しております案につきましては、

幹事会、首長会を経まして、報告するものであります。 

調整案は、説明会で申し上げておりますようにサービス水準は高く、負担は低くという基本方針

のもとに、トータルの税率で最も低くなる東和町の例を基本に調整をいたさせていただいておると

ころでございます。 

2 ページをお願いいたします。1 で各町現行税率と調整案ということでございます。各町の現行

税率と一番右側が調整案でございます。調整案の 3行目に税率がありますが、ご存知のとおり、国

保税は医療分と介護分の合計額によって課税されております。 

大島 4町の場合、3年ぐらい前までは、ある程度税率が同じ程度でありましたが、現在は 1町に

おいて医療分の資産割に大きな差異があります。 

調整に問題があったところでありますが、当初から負担公平の原則に立つということで、不均一

課税は採用しないということで確認をいただいております。 

この資産割について、6行目ですか、23 パーセントということで調整をさせていただいておりま

す。最低の税率の 10 パーセントと東和町の 37 パーセントの中間的な値である 23 パーセントを採

用させていただきました。その他はあまり違いがございませんが、これらは応益割合、介護納付金

の確保を考慮して調整案を作成いたしております。 

この結果、応益応能割合については、51 対 49 と平準化されたものとなっておりますので、現在

と同様に 7割、5割、2割の軽減が可能となってまいります。また介護納付金についても、50 パー

セントの国・県の支援措置がありますので、残りの半分を国保税で確保するということで、介護分

の税率については、東和町の税率をそのまま採用させていただいております。 

次のページ、2 でございます。各町現行税率と調整案の税率増減比較表でございます。右から 3

番目が現行税率、次が調整案、右側が増減率でございます。3 段目が東和町の欄でございますが、

東和町の例でいいますと、均等割と平等割の増減がゼロ、資産割マイナス 14 パーセント、所得割

が 0.2 パーセントの増ということになっております。ということで各町の欄を見ていただいたらと

思います。 

その下の 3 が調整案による各町の総課税額の増減額一覧表が示しております。現行調定額が①、

4 町で 7 億 55,000 千円ということでございます。次が調整案による調定額②の 7 億 21,000 千円、

その右側が新町負担額、①－②ということで、34,600 千円となっており、また、そこに示してあ

りますように各町ともトータルでは、それぞれ表のように減額されることになります。なお、財政

支援措置として、一般会計からの繰り入れということで、現在、4 町で 50,000 千円程度の繰り入

れに加えて、この額が必要となってまいります。 

次の4ページが、実際に課税した場合に夫婦2人で、100万円の所得の場合のケースであります。

上の表が固定資産税が 30,000 円の場合、下が固定資産税がかかってない場合ということでありま

す。 

左から同じように現行税率課税額、真中が調整案課税額、右側が増減額でございます。3段目が

東和町でございますが、東和町の例でいいますと、均等割の増減と平等割の増減がゼロ、資産割マ

イナス 4,200 円、所得割 1,340 円増、合計でマイナス 2,860 円となっております。それぞれ見てい

ただいたらと思います。 

なお、この調整案については、新町において何年か実施した後、漸次、国保運営審議会等が設置

されてくることになると思いますので、国保事業の財政健全化の面から医療費に見合った適正税率

を検討していくことになろうかと思っております。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、続いて簡易水道、下水道関係についてお願いします。 

 



 
 
 

 

 17

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 
  それでは 5ページをお願いいたします。協定項目の 24-27 で簡易水道等の取扱いの項目の中の水

道使用料につきまして、調整の結果をご報告いたします。この協定項目につきましては、第 8回の

協議会で提案され、9回の協議会を経て、10 回の協議会で確認をいただいているところでございま

すが、水道の使用料につきましては、調整が未調整でございました。今回、使用料の調整がつきま

したのでご報告するものでございます。 

  まず、5ページにでておりますように現状の各町の水道の使用料がでております。各町の基本水

量もバラバラでございますし、検針月につきましても 2月、1月とバラバラでございます。また消

費税につきましても、内税、外税とバラバラでございますし、超過料金につきましても各町皆違っ

ております。こういう形でございまして、大変、難しい調整になってきたわけでございますが、そ

の下にでておりますように新町の水道使用料につきましては、1 ヶ月 12 トンまでを 1,860 円、超

過料金は 13 トンから 32 トンまでを 1 トン当り 220 円、33 トン以上は 1 トン当り 200 円とすると

いう調整でございまして、消費税につきましては内税とするという調整でございます。この調整で

まいりますと、今現在の各町の水道使用料のどの使用帯からいいましてもすべて上がることはござ

いません。いまの現状とまったく同じか、または下がるという設定でございます。 

例えば何点か、ピックアップして申し上げますと、使用料が 0トンの場合、2ヶ月の換算でござ

いますので、1ヶ月の町につきましてはその 2倍、いま現状からすれば 2倍になるわけでございま

すが、例えば 2ヶ月で 0トンという家庭でありましたら、久賀町でいえば現状より 190 円安くなり

ますし、大島町では 450 円安くなります。東和町はいまの現状と同じですが、橘町では 30 円安く

なると、また 30 トンの使用帯で申し上げますと久賀町では、630 円のマイナス、まあ 2 ヶ月、2

ヶ月で 30 トン使う所帯でありますと、630 円安くなりますし、大島町では 354 円、東和町では 40

円、橘町では 270 円、いまの使用料金よりは安くなっているわけです。こういうような形でどのト

ン数帯もすべて現状維持か、または安くなるという調整をおこなっております。 

そういうことでございまして、下の表がございますが、現状の各町の使用料の推計、まあ推計で

ございますので決算額ではございません。要するに使用料の料金改正を 8 月と 10 月に久賀町、大

島町でなされておりますので、その改定後の使用料との推計を行っております。そういうことでご

ざいまして調整案と現状の使用料の推計との差が各町とも、すべてマイナスになっておるところで

ございます。 

そういうことでございまして、大島郡の 4 町の年間使用料を 4 億 23,482 千円と推計しておりま

すが、調整案でまいりますと 4 億 4,942 千円となりまして、18,539 千円の使用料の減がでてまい

ります。これを新町では一般会計から財政支援するということになると思っております。そういう

ことでございますので、水道につきましては一番生活に密着した身近なものでございますので、合

併時のスタートとしては、一番安いところにあわせると、または安いところ以上に安くなっておる

ということになっております。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 
  次に 6ページをお願いいたします。協定項目 24-18、公共下水道等の取扱いについてという協定

項目でございまして、第 13 回の合併協議会で提案確認をいただいておりますが、新町における下

水道料につきましては、未調整でございましたので調整がつきましたので、ここでご報告を申し上

げます。 

下水道の使用料につきましては、大島町は農業集落排水事業、東和町は公共下水道事業、橘町は

公共下水道事業と漁業集落排水事業という、いろいろ別々の補助事業で整備をしておりますので、

条例もたくさんでておるわけですが、これを一本化するということにつきましては、いろいろ協議

をいたしましたが、住民の方々からいたしますと、どういう事業で下水道を整備しようとも使用料

は同じでないとということがあると思います。例えば農業集落排水事業で整備した下水道と公共下

水道事業で整備した下水道との使用料の差がでるというのはおかしいと、将来的には必ず一本化に

なるべきであろうということからして、大変、この使用料の考え方が大きく 3町で違っておりまし

たので、調整は大変難しいということでございましたが、まだ普及率が大変低いものでございます

から、いま是非とも調整をしておかなければ、将来調整ができなくなるということで、大変、難し
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い調整を行っております。 

それでここの表を見ていただくと分かりますが、これも基本水量も違いますし、検針月も違いま

すし、基本料金も違いますし、超過料金も違いますし、消費税もまったく違いますということでご

ざいますので、これを一本化するということは、大変、難しかったのでございますが、新町では基

本水量、2 ヶ月、12 トンまでを 1,800 円ということで、超過料金を 13 トンから 40 トンまでを 1

トン当り 160 円、41 トンから 60 トンまでを 1 トン当り 120 円、61 トンから 1 トン当り 100 円と

いう段階的な調整になっております。そして、消費税につきましては内税となっております。 

この下水道の使用料につきましてはですね、まず大島町と橘町とでは、いま現在の使用料の設定

の仕方がまったく逆の考え方でもって設定されております。東和町はその中間ということでござい

ます。要するに、大島町は使用量の少ない使用帯につきましては、割と高めの設定をしている。そ

れが使用料が多くなるごとに、どういいますか、1トン当り 100 円でのぼっていくわけですから安

くなると、それで橘町の場合は反対に少ない使用量の方の時は安く、多く使う方が高くなるという

料金の設定の考え方でございます。だからまったく反対の考え方でございますので、それを調整す

るとなりますと、まあちょうど東和町はそれの真中をいっておるわけですから、ちょうどそういう

ことになって、それを調整するということで、一番低いところだけをつないで歩くということにな

りますと、要するに使用料金体系になりませんので、ここではすべてが安くなるということにはな

っておりません。 

水道の使用料のように若干トン数帯でご説明いたしますと、これも 1ヶ月の町と 2ヶ月の町とあ

りますので、新町では 2 ヶ月 12 トンまでが基本料金となります。そういうことですからいまの料

金と比較をいたしますと、例えば 1ヶ月 0トン、まったく使わないという状態のときの大島町では

2ヶ月で 2,400 円のマイナスとなります。その代わり橘町では 225 円のプラスになります。それで

橘町のプラスになるのは 225 円が最高の、まあ例えば値上がりと考えるならば 225 円が最高でござ

います。それから後は橘町はすべて安くなります。今度は東和町でございますが、東和町は、35

トンから今現在よりは高くなりますが、これが一番高くなるのがですね、2ヶ月で 240 円、35 トン

辺りから段階的に高くなっていくんですが、40 トンの辺りですね。 

次に大島町でございますが、大島町はずっと使用トン数の高いところ、2 ヶ月 42 トン以上使う

所帯になりますといまの現状の料金より高くなります。でも高くなっても一番高くなるのが、2ヶ

月で 280 円という調整になっております。ということでございますので、橘町では使用トン数の低

い辺りで、2ヶ月で最高で 225 円の料金増がでます。東和町では 40 トン辺りですか、240 円、大島

町では、42 トン以上のところがまた上がるというふうな調整になっておりまして、今度は反対に

低くなるところの額を申し上げますと、大島町では 0 トンから 12 トン辺りまでは 2,400 円マイナ

スになっておるわけです。まあ 2ヶ月ですが、そういうことで東和町では 0トンから 640 円のマイ

ナス、33 トン以下では最高 880 円くらいのマイナスになってまいります。使用トン数帯によりま

してですね、高くなる、安くなるはでてまいりますが、高くなるのは 2ヶ月で 300 円を越さないほ

どの、トン数での料金増がでてまいりますが、それ以上にマイナスがでてまいります。ということ

で苦肉の策で一本化しておるというふうにご理解をいただきたいと思います。 

と申しますのは、将来的に下水道使用料が、各町でまちまちということは、将来に禍根を残すと

いうことから、いまここで調整しておかなければ将来難しくなるであろうということでございまし

て、今現在、加入者数がまだほんとにわずかなんでございます。例えば大枠でいいますと大島町が

180 件ばかり、東和町が 500 件ばかり、橘町が 250 件ばかりということでございますので、いま、

なおしておけばできますが、将来に普及率が高くなったところでこういうことをやるということは、

大変難しくなるということで、今現在はこういう調整にさせていただきました。 

財政的にどういうふうに影響がでるかといいますと、大変、使用料金もあがっておりません状態

でありますので、特に大きな財政的支援が必要だというふうには考えておりません。以上、下水道

使用料の調整でございます。 

これで、前回、前々回ですか、保育料の調整を報告させていただきました。それで今日、国民健

康保険税と簡易水道と下水道の使用料につきましてご報告させていただきました。これで大きな住

民負担に関する調整、まあ大きな 4つの柱はすべて報告をさせていただきました。 

ただ、今後、使用料・手数料、補助金・交付金等につきましては、まだ、あまり財政的に大きな
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額でないという調整はたくさん残っております。これらにつきましては、次回以降の協議会におい

て報告をさせていただくということになると思いますので、どうぞ、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、説明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。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ないようでございますので、これで報告第 3号、使用料・手数料、補助金・交付金等の調

整（その 2）についての報告を終わります。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではただいまから協定項目の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 11 号、協定項目 4、新町の事務所の位置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（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それでは継続協議となっております協議第 11 号、新町の事務所の位置について、協定項

目 4でございますが、議案綴りは 7ページからでございます。新町の事務所の位置（その 2）につ

いて、次のとおり提案するということでございます。 

今年の 1 月 28 日に開催されました第 3 回合併協議会におきまして、新町の事務所の位置は、新

町事務所調査検討小委員会を設置し、協議の後、協議会において決定することとする。新町事務所

調査検討小委員会設置要綱を別紙（案）のとおり定め、委員を指名するということにつきましては、

既に確認をいただいているところでございます。その後、小委員会におかれましては、9回の委員

会協議を重ねていただきました。 

また、先ほど小委員会の荒川委員長から小委員会の協議結果が報告をされましたが、小委員会の

意見を尊重し、幹事会、首長会の協議を経て、今日の提案となったものであります。 

内容につきましては、「新町の事務所は、大島郡久賀町に置くことがふさわしいが、当分の間、

新町の事務所は、大島郡大島町大字小松 126 番地 2（現大島町役場）に置く。現在の久賀町役場を

久賀庁舎、大島町役場を大島庁舎、東和町役場を東和庁舎、橘町役場を橘庁舎と呼称する。」とい

う提案でございます。 

次のページには、前回もお示ししております地方自治法の関係法令を参考としてお付けしており

ます。以上のとおり、提案をさせていただきたい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） 
はい、それでは協議第 11 号、協定項目 4、新町の事務所の位置について、ご協議をお願いいた

します。委員の皆さん方のご質問なり、ご意見があればお願いします。 

  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。本庁以外は、各々、各庁舎、まあこのように呼びましょうと

いうことになっておりますが、教えていただきたいんですが、法律上は支所、あるいは出張所を設

けることとするということで、例えばこれは久賀庁舎、これはもう箱ものそのものですよね、支所、

出張所ということになれば、これが行政上の機能というように受け止められるんですが、あくまで

も支所とか、そういうのは残すのですかね。周防大島町橘支所というのはないわけですか。橘支所

というのはないわけですか、橘庁舎、看板はどうなるんですかね。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

組織・機構の関係にかかってくるわけでございますが、当面、例えば新町で事務所の位置を設置

した場合においても、それぞれ出張所の設置条例、あるいは支所の設置条例というものが、当然、

ついてまいります。そういった中で、いま委員さんいわれたようにどこそこ支所という固有な名詞

がつくという形です。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

ですから、看板、マルマル支所ですね、庁舎ですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

看板については、まあ総合支所という考え方もあるでしょうし、○○支所という考え方もあろう

かと思います。しかし、いまの考えでこういった看板になりますということは、今後の協議の中に

残されている課題だと思っております。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

そうしますと、橘庁舎と呼称すると、こういう提案ですが、これは変わってくるんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

いえ、これは箱物の呼称ということです。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

ですから、呼び名が変わったということですね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

庁舎自体は、すべて総合支所ということの解釈は、組織・機構の取扱いの中で確認されておりま

す。 

 

（「分かりました」と発言する者あり） 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 

久賀町の伊藤と申します。新町の事務所の調査検討小委員会の報告がでておりますが、ご検討し

たことに大変感謝しておりますけれども、私、この文章をみてですね、これはどうも日本語になっ

てないんじゃないかという感じがするんですよ。新町の事務所は、大島郡久賀町に置くことがふさ

わしいが、当分の間、新町の事務所は大島郡大島町大字小松 126 番地 2に置くというふうな部分で

すが、普通だったら、ふさわしいが、これこれこういう理由で当分の間とかいうのが、普通の日本

の文章でないかと思うんですが、そこで総合庁舎というのがですね、これに絡んでくるということ

は間違いないわけですけれども、それは普通の住民の方には、大島郡民の方にはまったく分からな

いですね、今日の協議会で説明があったので、初めて、今日、委員の方も分かるわけで、他の 4

町の住民の方にはこれは分からないわけですよね。先ほど委員長とか、県議さんからの報告があり

ましたけれども、ふさわしいというのであれば、なぜ久賀町ということにならないのか、どうもそ

の辺がよくわからないんですが、ぜひ久賀町に置くというようなことにできないのか。 

それとまた委員長さんから話もありましたのが、大島郡町長会からの小委員会への意見というこ

とでありますけれど、その中をみますとですね、合併協議会において組織・機構については、当分

の間、分庁分散型庁舎にすることを決定していると、また、現在の各庁舎を総合支所とするとの決
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定は、事務所の位置がどこになろうとも平常の窓口サービスや維持管理、地域支援、住民サービス

には低下をきたさないとの考えであるということであって、どこにいってもいいと、その中でいろ

いろ検討した結果が、検討した結果が全般的に考えて大島郡久賀町に置くことがふさわしいという

ことが謳
うた

われているのに、総合的にいうとなぜ久賀町に置くということができなかったのかという

ことでございます。 

それからもうひとつは、もし総合庁舎ができるということの確約というのは、これは県議さんが

本気になって一生懸命に大島郡に総合庁舎を建てたいということをやっていただいおるというこ

とに感謝を、当然、感謝を申し上げておるわけですが、これはもしそれができるということが確約

された場合でもですね、この後にあります事務所の位置に関する法令ということで、事務所の位置

を変更する場合においてはですね、議会の出席議員の 3分の 2以上の者の同意がなければならない

ということが謳
うた

っているわけでございます。ちなみになかなかその辺の 3分の 2以上の議会の議員

の皆さんの承認がなければ、事務所の位置は変えることができないということになるのではないか

ということで、ちょっとその辺を不審なものがあるのでお聞きをしたいと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、今回提案した内容につきましては、小委員会の報告、意見を尊重して提案するということ

での提案でございます。小委員会におかれましては、1 月から約 10 ヶ月にわたりまして協議検討

されて、そういう結果を出されたわけでございます。 

したがって、幹事会、首長会においても、小委員会の意見を尊重するということで提案させてい

ただきました。内容等におきましては、委員さんの協議の中で十分協議をしていただくという形に

なっております。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 河村  勤） 

11 番、河村です。小委員会で慎重に検討され、また町長会の方でそれをまたもう一回検討され

たという案でこれがでておりますんですが、大変、玉虫色で、どなたがみてもいいなあというよう

な結論になっていると思うんですけど、やはり将来にですね、課題を残しております。それでここ

にお集まりの方々は、今回、4町、郡内の最高のいろいろな見識のある方々がお集まりでございま

す。 

したがいまして、将来こうするというということも大事だと思いますけれども、ある程度もう先

がみえておるんですから、結論を出しておいた方が将来のために、どういいますか、正しい周防大

島町をスタートするという面においても、そういったものがすっきりとし、住民の方もですね、ど

うなるんか分からんと、わが町についてはいやいやまたちょっと変更ぞ、という辺りがありますと、

それだけに安定感がないといいますか、新町に対してまだ課題が残っているぞ、というふうなこと

になりますから、やはり、ここの場でですね、これだけたくさんの方々いらっしゃるので、ちょっ

と時間がかかるかも知れませんけれども、徹底的に協議をしてはっきりすっきりさせておいた方が

いいのではないかと私は思います。 

それで、いま伊藤議員さんの話にありましたように、あの中のことを郡の住民の皆さんがみてで

すね、住民利用の便利な地であって、交通事情がよくて、他の官公署との関係というような点から

みて久賀町がふさわしいとこうすれば、久賀町ですと、というような話の方が大島郡内の方々から

みても安心感があるし、それからほぼ理解をしていただけるのではないかというように感じますの

で、それもできたら 1つの案にしていただいて皆さんの協議をお願いしたらという案です。以上で

ございます。 

 

（「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 小泉 光香） 

久賀町の小泉です。私も小委員会にでておりましたが、そこでもいわせていただいたんですけれ

ども、少数意見でありましたので、この場でほかの委員さんにもだからよく考えていただきたいな

と思って、手を挙げさせていただいたんですけれども、いまの会長さんがいわれてましたように 4

町どこにでも設置可能である久賀で協議しているわけですので、分庁分散方式で、その組織・機構

は実情に合わせて構成していくということになっておりますので、中枢を、久賀町がふさわしいの

であれば、中枢を久賀町に置いて、職員の人数を大きなところである大島町の方に入れていただい

て、ふさわしい久賀町からスタートしていき、次第に久賀町に統合していくという形が取れるんじ

ゃないかと思うんです。その点をひとつ考慮していただきたいと思います。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 中山 松夫） 

久賀町の中山です。先ほどから伊藤委員さんからご意見がありましたが、まったく私も同感でご

ざいます。大島郡久賀町に置くことがふさわしいなら、ほんとうにふさわしいのなら最初から久賀

町に置くということを明言してもいいのではなかろうかと私は思います。 

また、当分の間という問題、これはさきほどもご意見がありましたが、非常に将来についてあや

ふやな表現なんです。先ほど柳居先生からいろいろなところに陳情され、これまたですね、大変、

ありがたく敬意を表するものでありますが、やはり、次のページに事務所の位置に対する法令とい

うようなことを考えますと、当面の間といううたい文句を置いておいてもですね、先ほどからそう

いう意見がありましたけれども、新町の議会で議決を得なけりゃあならんと、その数を聞くと 3

分の 2以上の議決がないと事務所の移転はできないというようなことになっておる、まあそういっ

たことが非常に不安ではありますし、できれば当初から新町の事務所は大島郡久賀町に置くと、ほ

んとうに望ましいのなら久賀町に置くということで終わっていいんじゃないかと、こういうふうに

考えます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 佐々木 清） 

先ほど河村委員さんから質問がありましたが、いいですか、いいですか、 

 

（「はい、どうぞ」と発言する者あり） 

 

私もまったく同感したんですけれども、というのはある意味、大島全体の住民の方々のことを考

えて、いまここで協議するわけですから、やはり久賀であれば県の出先機関、そういったものがこ

こにありますし、そしてＪＡの本所があります。そういったことでやはりここが一番ふさわしいと

思いますが、そこ辺りひとつご配慮をひとつよろしくお願いします。 

 

（「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 嶋元  貢） 

いま久賀町の方からいろいろご意見ありましたが、この合併の初めにしっかりとこの大きな問題、

非常にデリケートな問題、それからいろいろの差のあるものをどう合併していくか、大問題で、こ

れをどう取り組んでいくかというときに、やはり、ここの合併協議会は非常にすばらしいやり方を

したとそう思うんです。 

どういうことかといいますと、そういう問題をどういうふうに考えていくかというときに、問題

指向型に進んでおる、これは事務局並びにその基盤になる実務者、コンサルタントなどのアドバイ

スなどもあったんだろうと思うんですが、プロブレム、どういうプロブレムがあるか、プロブレム・

オリエンティド・システム、問題指向型の考え方でやっていこうと、そういうことで小委員会を２

つ作った、それでやはり問題指向型というのは、いま合併だからいろいろな条件だけを、いろいろ

な政策をみましても主張されておりますが、この問題指向型の一番ふさわしいところは、やはり、

まず住民がどういう考えをもっておるか、どういう希望をもっておるかというような、そういう調

査、それからこんどは現状はどうなっておるんだろうかと、それにさらにアセスメントを加えて、

さらにプランニングをして、そういう小委員会で協議を重ねていく、その方向はほんとうに正しい

方向だと思うんです。 

ですから、いまここで小委員会から出る意見というのは、非常に貴重なことだろうと思います。

ですから、その案をしっかり考えておかないと、その小委員会で考えられたことは、まあ言うなれ

ば、360 度的な全般的な視野の下でいろいろと検討されたこと、そういうことだから、いまここで

何時間討議しようと、それは本来の小委員会の意見を大事にし、それから協議会の方向を決めてい

く点からすれば、また、もとに戻った、そういう出発点に戻ったような感じで、私はこの大島郡合

併協議会は素晴らしかったと思うんですよ、で、ここでみんな真剣に語れたことは、いま今日聞く

とさっぱりもとに戻ったというような感じです。 

ですからもう一回よく今日のこの提案というのがどうしてこんな形で出てきたか、われわれは協

議会をどういうふうに歩んできたかと、そういうことをしっかり考えてやらないと、まあ協議会で

の一人ひとり発言は記録に残っておりますから、ここにでてきた人はほんとうに素晴らしく、いろ

いろなことを考えてやられたと思うんです。ですから、そういうことで、全体の道筋を立てて、や

はり小委員会の意見をここで皆で考えていく、そうしないと小委員会の意見をつぶすと言うことは、

合併協議会の意見を否定するということになりますので、皆さん、しっかり慎重に考えてください。 

それでしかも、合併協議会は初めに目標を掲げて、タイムリミットをあげてですね、ですから、

そういうふうなことで、もうしっかりと検討したことは、ここで十分、アセスメントも加わっとる

し、プランニングも加わっとるんですから、決 すべきだろうと私は思います。 

 
 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 河原 芳樹） 

大島町の河原です。先ほど嶋元委員さんの方から発言がございましたが、私は前々々回か、確認

の意味で質問ではないけれどもという意味で、議長さんにお尋ねをしたときに、この事務所問題が

でてきて、総合支所、そして分庁分散型方式ということが、事務方の方からでてらっしゃるときに

小委員会の意見はまだ入ってないないけれども、小委員会の意見は尊重されるのですねという念を

押しました。そしたらそれはまったくそのとおり、小委員会尊重ということで確認をさせていただ

きました。 
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で、先ほどから委員長の発言があり、12 対 1 で、非常に回を重ね、それは私は現場におりませ

んから分かりませんけれども、ここにおって考えても想像を絶するような討論が行われたのではな

いかと思っております。 

そうした中で委員さんがいろいろな角度からこうしてご苦労なさったものが、例えばこの協議会

でもう一度、小委員会を練りなおせとか、小委員会のことはもうそれはそれでいい、われわれが決

めるのだということで、一方的な発言からずるずると決まるようなことがあっては、大島郡の合併

がありえるのかないのかということのところのことにまで戻ってくると思います。だから、その辺

は、やはりお互い郡民で、これから一緒に生活する家族ですから、その辺のことも踏まえながら、

過去のことはいうまいということも、歴史的なこともいうまいということも、小委員会の中ででて

いますね、それらそのような考え方と未来をちゃんと踏まえることが、この平成 16 年 10 月 1 日か

ら同じ家族になるということを踏まえながらの、考え方でも、それぞれの発言が好ましい、お考え

が望ましいとそう思っております。終わります。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 嶋元  貢） 

いま大島町から発言されましたが、あれはねえ、ここでいまそういうこといわれたから、僕もい

まさっき、4、5人、ここで他の方が話されたことは、いけないことのようにいわれましたからね。

それはとんでもない話、私がいうのはやはり考え方を立てて、小委員会の意見を尊重しなさいとい

うことでね、もうそれに尽きるんですが、繰り返す必要ないんですよ、じゃから、いまさっき発言

されたひとことが悪いような印象を受けました、ダメ、もう委員も同じことじゃから・・・。 

 

（「ちょっと、いいですかね」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 河原 芳樹） 

いま嶋元委員さんの方からお前のいい方は、ちょっとおかしいんじゃないかといわれたですが、

誤解を招くのは確かに私が数少ない発言と申し上げたのは、ここだけの問題ではありませんし、い

ろいろなところであるわけですけれども、私も同じなんで、小委員会がそれだけ苦労してやられた

ことについての尊重をという意味ではしょったわけで、先生がおっしゃった、いま嶋元委員さんが

おっしゃったことは、中をはしょっておりますから、そういうふうに聞こえた部分があるかとも思

います。それは訂正させていただきます。 

 

○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（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 

私は先ほど意見述べさせてもらった伊藤でございますが、ええ、どうですか、私ももちろん小委

員会の、さっきもお話のあったとおり、小委員会の報告にはですね、ほんとご苦労さんだと、何回

も何回も回を重ねてですね。難しい問題をご議論されたことに対しては、ほんとうに敬意を表して
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おりますけれども、ただ、これをわれわれがそこに決めてですね。大島郡の全体の住民の方が理解

されるだろうかと、それが一番心配なんですよ。こういう内容の、ちょっと文章的にはあいまいな

文章なわけですが、それで住民が、郡民の方が賛同し、理解されるかどうかということを私が一番

懸念しているから、そういう意見を申し上げたわけでございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは・・・、 

 

（「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） 

東和町の新山です。小委員会も大変ご苦労されてこういう提案をされたということは、心から敬

意を表します。 

この件がありましてですね、私は東和町の合併問題調査特別委員会の委員長もおおせつかってお

りますので、特別委員会なり、協議会なり、そういうものを開いてですね、いろいろ検討をしても

らいました。そういうことで申しますと大変に疑問が多いかった。そして、ご意見に関してはもう

少し具体的に分かりやすくやってもらいたい、こういう意見が多数ありました。 

中にははっきり反対をいう人もありましたので、そうであるならばこういうことで、やっぱり、

審議を通じて、協議を尽くしてみんなが納得のいく形を、やっぱり時間がかかっても練り上げてい

かなきゃあならんのんではないでしょうか。 

それで、いまの委員長報告は尊重しますよ、あれはほんとうに尊重しますけれども、その委員長

報告に疑義があったり、分からない点があったら、それに補足をしたり、字句の、まあある意味で

は補正をしたり、よりいいものを作っていくのは、この協議会の役割だろうと私は思いますので、

多少、時間がかかってもですね、さらに各町でいろいろなお話をされましたですよね、各町で、そ

れはどういうことがあったのか、で、そういうものも、もうちょっとこう納得いくような形でです

ね、要するに、われわれはある程度いままでの経緯は分かっております。こういう文書がでてきた

のも、ある程度は理解できますけれども、やっぱり、郡民の皆さんが、町民の皆さんがやっぱり理

解できるような形で、私はこの協議会は示す責任があろうかと思いますので、もう少し、審議を重

ねていっていただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。 

ほかに、ございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議員 松村  定） 

私は久賀町の松村でございます。私は小委員会の、久賀町の議会推薦の委員でございます。 

私は小委員会で常にいっていることはですね、小委員会であったことは、それを一応帰って議会

に報告し、あるいは町民にいって、ああそうか、そうか、住民はそれならば、そういうことに決ま

ったのならええなあと、ほんとうに皆が理解して、そうして、えかったなあというふうにもってい

くのが本当と思ったんですが、それで再三、いろいろな議論の中で、いや、このことは他に漏らし

てはいけん、この書類はだしてはいけんと、先日の小委員会でも町長会から小委員会に回答がでて

おるんでしょ。その回答をですね、小委員会に出して回収して、それは小委員会としての公開の場

で、多くの傍聴者もおられるし、新聞記者もおられることですしね、やっぱり、そこをですね、小
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委員会のことを誰にも話したらいけん、ほじゃから、私はやる限りはですね、そういうことじゃか

ら、ほんとうにこれでいいのかと思って、それでねえ、こういう最後の、いま、今日、出した文面

についてもですよ、そのインターネットにでているわけですから、多くみておられる者もおるし、

公開してもいいことです。 

そういうふうにあるのにですね、小委員会の方は、内緒、内緒というようにやっておる、私はそ

れじゃから先日も、あの時も、ある委員さんが、はあ、ええじゃないの、事務所は久賀でええじゃ

ないかということを、ちょっと伺って、しかし、その文面がああいうふうになっていたから、それ

では私は承知せんぞと、私は手を上げなかった。 

ね、それでいま、これは新聞の記事ですが、ね、小委員会は今月 4日まで 8回の会議を開いてき

ましたが、意見集約できず、委員長が 10 日、4 首長に町長会の意見をまとめてと丸投げしていた

と書いてあるでしょ、ほんとうに情けないですよ、私は、これは。 

それでインターネットをみたら、これは最近のはまだ出ちょらんのですが、そこの部分をみたい

と思って、ちょっと全部みたんですがね、ちょっと、それは公開の場ですから・・、それで小委員

会ではですね、最初にどういうことを取り決めたかといいますとですね。いちおう、我田には水を

引くようなことはお互いにいうまいというのがあったんです。それだから私はそれなりに、こうみ

て大島郡で久賀の方が有利なことを考えたんですが、もしか私がこれがいいんですといったら、な

んぼそれがええ資料を出しても、よその方からみられたら我田に水を引くのではないかというよう

に思って、私は皆さんのご意見を聞きよったんです。 

そしたらですね。はあ、インターネットに載っているんですがね、大変、熱心に大島郡の中心と

して庁舎というのは、どこへ据えたらええかということをやる。町長会でもいうちょるように、小

委員会においてもですね、どこの庁舎に事務所を置いてもやれるんじゃという体制でいこうじゃな

いかと・・、総合支所方式であったら住民には絶対迷惑しないというのであったら、どこに置いて

もええんじゃったら、いまいうその地方自治法に載っている議論からいけば、町名さえ定めておけ

ば、その辺、分かるではないかと。結局、なんぼ協議会の申し合せでも、日本は法治国ですからね、

法に違ったことをしていても、最後にはそれは通らないです、ね。ちゃっと、そこに書いちゃるよ

うに今度なられた委員さんがですね、今回も大島町なら大島町に決めたらいいんですよ。 

現実に私は小委員会でそれは庁舎は大島郡でも橘町にできた、ああ立派な庁舎だなと思ったら、

この次また久賀町が最高にええのを作ったと、そしたら、その次大島町へいったと、このときに私

がいったのは、東和町も基金を積み立てて、こういう合併前じゃなかったら、次から次へと後に作

るほど立派なのを作るのじゃから、東和町が立派なのを早く作ってやろうけど、合併問題があるか

らやらんので、そのとき審査のＡＢＣＤ、ＡＢＣＤと付けたので、全部、大島町が庁舎関係だけＡ、

東和町はＤ、それはいけんじゃないかと、それは話が違うじゃないかと、どこへ置いてもええとい

うんじゃからと、それは確かに支持せにゃあいけんじゃないかと、そういう実のあるものであれば、

これは検討に値するのではないかなと、私はこのように自分なりに考えたのですがね。 

それでいま言うたようなものが、丸投げで、町長会に聞いても、こういう文面はインターネット

に入れて決して誰もみちょりゃせんのですと、ね、それが最後になぜあんな文面になったのかと思

うんです。会長さんにも聞きたいんですが、10 月上旬、法定協の席上、中本会長が 4 町長の意見

を聞いてほしいとあったんですが、それはどういうことを聞いて、どういうふうにやってもらうの

を聞きたかったか、それをお尋ねします。   

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええ、ここで休憩をいたしたいと思います。 

 

 

             【午後 4時 53 分   休憩】 

 

 

             〔各町委員ごとに別室で協議中〕 
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【午後 6時 38 分   再開】 

   

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは大変長時間お待たせをいたしましたが、これから再度、再開をいたしたいと思いますが、

その前に先ほど松村委員さんの方からご質問があったわけでございますが、町長会がどういう対応

をしたかということでございましたが、確か橘町の総合センターでの会議であったと思いますが、

10 月 10 日の日に開催された会議で、私の方からご質問、ご提案を申し上げたんですが、橘町長で

あり、この協議会の会長であるということから、将来、町長会を開いて私の腹蔵のない意見を申し

上げたい、そのためには小異を捨てて大同につくことも大事であろうということを申し上げたんで

すが、それらで町長会を開きましていろいろこう話し合ったわけでございます。これは既に小委員

会への意見として決着をしております。 

まあ皆さん方、小委員会のときにも知られない部分があったと、県議を含めて、4人の町長が二

井知事に陳情したということもありましたので、そうしたことも踏まえて文案にまとめまして、小

委員会の方へ提出をしております。ご参考までにどうぞこれを見ていただいたらというふうに思っ

ております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは、さっそく会議に入りたいと思います。さきほどから協議第 11 号、新町の事務所の位

置について、大変、貴重なご意見あったわけですが、ここで会長といたしまして付帯決議をつけて、

ご提案申し上げたいというふうに思っております。配布をいたします。 

 

【付帯決議案 配布中】 

 

それでは皆さん方のお手元に配布をいたしましたが、これに対しまして事務局の方から説明をい

たさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、長時間にわたりましてお待ちをいただき厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

お手元にお配りいたしましたとおり、本日提案いたしましたのは、中段に四角の枠で括っており

ます「新町の事務所の位置はから橘庁舎と呼称する」というところまでの提案をいたしたところで

ございますが、その後、いろいろ協議の結果、「付帯決議」、新町の事務所は、改築後の県総合庁舎

の所在地とする。ただし、新総合庁舎の完成までは、大島郡大島町大字小松 126 番地 2（現大島町

役場）とするという文言を付帯決議として付け加えさせて、ご協議をいただきたいと思っておりま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
すでに各町でそれぞれのご協議がされたわけでございますが、案文を読みましてご意見なり、ご

質問があれば・・・。 

 

【質疑なし】 

 

どなたも、ないようでございますので、質問を打ち切ります。 

協議第 11 号、協定項目 4、新町の事務所の位置について、提案のとおり確認することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 
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はい、ありがとうございます。大方の賛同が・・・。 

 

（「全員じゃろ」と発言する者あり） 

 

全員ですか、全員です。全員の賛同が得られたものとして、協議第 11 号、協定項目 4、新町の

事務所の位置については、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） 
続きまして、協議第 62 号、協定項目 25 新町建設計画（案）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（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、それでは協議第 62 号、協定項目 25 新町建設計画（案）について、ご提案いたします。

資料は 9ページでございます。提案内容につきましては、新町建設計画は、別添「新町建設計画」

に定めるとおりとするとしております。別冊の「新町建設計画」（案）をお出しいただきたいと思

います。先ほど委員長報告の中で、前回の合併協議会で行いました新町建設計画の報告と協議に対

する委員さんのご意見につきましては、協議内容並びに県事前調整、下協議に対する県からの修正

意見については、ただいまご提案いたしました「新町建設計画」（案）に反映させ、それぞれ該当

箇所の修正を行っております。 

各ページの内容については、それぞれ構想編、あるいは計画編等の報告時に詳しくご説明をいた

しておりますので、本日は各ページにわたる説明は省略をさせていただきますが、第 7章の財政計

画につきましては、前回からの協議もございますので、財政計画についての説明に移らさせていた

だきます。 

 

○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、それでは財政計画の説明をさせていただきます。第 7章の財政計画でございまして、新町

建設計画の 91 ページとなっております。 
表題だけちょっと読ませていただきます。財政計画は、新町の財政運営の指針として、歳入、歳

出の各項目ごとに、現況及び過去の実績や経済の情勢等を勘案しながら推計し、普通会計ベースで

作成されております。作成にあたっては平成 16 年度から平成 26 年度までの合併特例債等の財政支

援が行われる 11 年間と平成 27 年度以降 5ヶ年間交付税の激変緩和措置が行われるため、合併算定

替が終了いたします平成 32 年度までの計 17 年間について作成をいたしております。 
歳入、歳出の推計方法につきましては、前回の合併協議会で説明いたしておりますので省略させ

ていただきます。 
次に 93、94 ページに財政計画、普通会計の財政計画の表がでておりますのでみていただきたい

と思います。 

これの中で若干のご説明をさせていただきますが、特に歳入のうちの地方交付税でございますが、

地方交付税につきましては、そこにでておりますように平成 27 年度までは当然、いまの情勢であ

りますと普通地方交付税も特別地方交付税も若干マイナスになってまいりますが、平成 27 年度か

ら合併算定替による一本化算定がはじまりますので、平成 27 年度から 28 年度、29 年度、30 年度、

31 年度の 5年間で一本化算定ございます。それで平成 32 年度から最終の新町のあるべき地方交付

税という形になるということでございます。その他につきましては、特に大きな問題点はないと思

っております。 

次に歳出でございますが、歳出につきましては、人件費は前回の時に説明をいたしましたと思い

ますが、人件費の大きな削減がでております。ただ、平成 16 年度からの計画となっておりますの

で、平成 15 年度と平成 16 年度の差から違ってくるわけでございますが、当然、平成 16 年度、平

成 17 年度には特別職とか、議員さんとかということの削減が多くでてまいります。また、一般職

の削減につきましては、当然、退職不補充をもって人件費の削減を考えておりますので、何年も経

ってだんだんと職員数が減ってくるというようなことから、平成 32 年度までを推計いたしており
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ますが、その間で約 130 名ぐらいの人員削減を考えております。当然、いまここで考えております

のは、いろいろなケースを予想しましてですね、推計いたしておりますが、当然、新町になれば定

員適正化計画を立てまして、それの中で定員の目標に向かって、人件費の削減をやらなければなら

ないというふうに考えております。 

ここでは一般職と特別職、議員、教育委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員、その他

の委員という形で推計をいたしておりまして、平成 16 年度から平成 32 年度までの人件費の削減は

約 80 億円になるという推計をいたしております。 

次に扶助費でございますが、扶助費は大変、国全体で大きく伸びている費目でございますが、大

島郡の場合、既に高齢化のピークを迎えておりまして、今後、高齢化率は若干伸びてまいりますが、

高齢者人口全体の数は、これからはだんだん減っていくということになってまいります。要するに

国等の社会福祉費の伸びよりも、少しダウンするのではないかというふうなことを考えております。

また、公債費等につきましては、歳入の地方債と連動いたしまして積み上げ計算をしながら、公債

費の償還の予定額をだしています。また、物件費につきましては、合併後すぐに物件費の削減がで

きるということにはならないと思いまして、大体 5年ごとで削減目標をだして推計をいたしており

ます。 

また、ここでご注意いただきたいんですが、補助費等と繰出金というところに大島郡の場合、一

部事務組合と広域連合をあわせて 3つ、4町で作っておる一部事務組合 2つと広域連合が 1つあり

ますので、今までの一部事務組合、広域連合であれば、これは補助負担金という形で載っておりま

したが、新町になれば当然、国保組合、または連合は新町の特別会計ということになります。また、

環境衛生施設組合等は新町の一般会計ということになってまいりますので、いままで補助負担金と

してだしておったものが、環境の場合は、物件費、人件費、公債費となってまいります。また、国

保組合とか、広域連合、介護保険等をやっております広域連合等につきましては、特別会計となり

ますし、一般会計からの繰出金ということになっておりまして、ここの人件費、物件費、補助費、

繰出金につきましては、いままでの 4町の決算額を集計したものと比べると大きく変動がでており

ますのは、そういうことでございます。 

また、普通建設事業のことでございますが、ここで集計しておりますのは普通会計でございます

ので、平成 16 年度の普通会計をみていただきますと、23 億 58,000 千円とでておりますが、17 年

度から 44 億 60,000 千円とでておりますが、平成 18 年度が 31 億 95,000 千円ということになって

おります。これは大きな延びとなっておりますのは、すでに大島郡環境衛生施設組合で計画をいた

しております、年度間計画もできております、大島郡の一般廃棄物最終処分場、リサイクルプラザ

等の建設費がこの平成 16 年度、17 年度、18 年度にきておるということが大きな特長となっており

ます。それ以降につきましては、新町建設計画中に盛り込まれる事業を計上しておるわけでござい

ますが、事業は計上されておりますが、年度別の事業費というものは計上されておりません。そう

いうことでございますので、定額の 17 億 10,000 千円を均等に割り振っておるということでござい

ます。 

こういうようになりますと普通会計だけでみるのはなかなか新町建設計画に盛り込まれた普通

建設事業というのが、見えにくいということになりますので、ここでこの表にはありませんが、特

別会計での普通建設事業、要するに新町建設計画中では、下水道整備というのが大きなウエイトを

占めております、これは普通会計にはでてまいりません、特別会計の下水道事業会計ということに

なりますので、これのことを若干、この表にはありませんが、説明をしたいと思います。 

普通建設事業は大枠で申し上げますが、一般の会計では、平成 16 年度から平成 26 年度の 11 年

間で約237億円、特別会計の方で約145億円、トータルで382億円という推計をいたしております。

また、平成 16 年度から平成 32 年度という 17 年間もありますが、一応、新町建設計画で考える 10

年間での推計を一般会計、特別会計をあわせて 382 億円と予想いたしております。ただ、これも先

ほど申し上げましたように年度間の事業割というのができておりませんので、特別会計の方につき

ましても、下水道事業の普通建設事業は、均等に割り振っておるというのが実情でございます。 

以上のようなことから、歳入、歳出の集計をいたしておりますが、みていただきたいんですが、

歳入から歳出を引いたら平成 16 年度、17 年度、18 年度、19 年度、20 年度まではちょうど、 
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歳入、歳出がずっと同じなんですが、歳入のところの繰入金をみていただきますと、平成 16 年

度から 20 年度までは繰入金が必要になっております。要するに歳入から歳出を引いたときに財源

不足がでてくるということから、繰入金を入れなければ収支が均衡にならないということでござい

まして、平成 16 年度は 1億 22,000 千円、17 年度は 3億 30,000 千円、18 年度は 2億 29,000 千円、

19 年度は 3億 71,000 千円、20 年度は 1 億 19,000 千円、それから後は、当然、収支が好転してま

いりまして繰り入れがゼロになりますし、歳入から歳出を引いた数字に黒字が計上でるという形に

なってまいります。 

要するにここら辺りまでは、合併の効果がまだあまり現れないということと、もうひとつは合併

当初に、やはり電算の統合等大変大きな歳出が必要になってまいります。また、合併後の 3 年間、

または合併後の 5年間というものにつきましては、国の補助金、または特別交付税、普通交付税と

いうふうな合併の財政支援がございますが、その支援があったとしても、まだ、このように赤字が

でるよといういうふうな状況でございまして、合併当初は、やはり非常に厳しい財政運営を強いら

れるのではないかというふうに考えております。以上でございます。新町建設計画（案）の説明は

全部終わりました。ご提案をいたしますので、よろしくご審議をお願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
説明を終わりましたので、協議第 62 号、新町建設計画（案）について、ご協議のほど、お願い

したいと思います。 

この計画案につきましては、第 11 回の協議会において構想編、第 13 回の協議会におきまして計

画編の報告をしております、本日、この協議に対する意見を反映をいたしましたものに、県との下

協議の結果についても調整をいたしました。今回、これらを追加して提案をしております。 

したがいまして、委員の皆さん方、ご意見、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 吉兼 健一） 

46 番の吉兼です。今回の合併ででてくるのは特例債なんですけれども、特例債は当然、今回、

この提案された新しい事業をやるのに利用されると思うんですが、その特例債に関しては、これに

は書いていない、入っていないんですか。低レベルで申し訳ないんですが。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 
特例債はですね、歳入の合計の上にあります地方債の中に、この地方債の中に合併特例債は含ま

れています。 

 

（「ああ、いいですか」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
もうちょいと説明します。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

この地方債については、いま含まれていると申し上げましたが、地方債というのは、要するに起

債を起すということですから歳入に入ってくるわけでございます。 
平成 15 年度以降に、一般債、普通債といいますが、通常の事業をやるための起債も当然、起さ

なければ事業ができない。それと減税補てん債の借換債というのが、平成 16 年度に発生します。

また 16 年にはきらめき資金を電算の統合のために借り入れます。それと合併推進債もこれも庁舎

の改造等に必要でありまして、推進債の上限を、また、合併特例債につきましては平成 16 年度は

半年でございますが、先ほど申し上げましたリサイクルプラザ等の用地費等にまず起債を起します。
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それから後は合併特例債を使う建設事業に充当するための地方債を起すということでございます。 

また、いま地方交付税が地方特例債という形で振り替えられておりまして、ここでは臨時財政対

策債という起債を発行しながら財源を調達しているわけでございます。これらを全部、いろいろな

起債を集計いたしますと、例えば平成 16 年度で申しますと 32 億 92,000 千円ということになりま

して、その年度の起債残高が 251 億円ということになります。また、特別会計の方でも当然、平成

16 年度で 5億 77,000 千円という起債を起すということになっておりまして、地方債は積み上げて

やってきているものですから、ここではなかなか詳細にだせませんが、合併特例債につきましては、

普通会計と特別会計をあわせまして、限度額一杯の 120 億円を起すということで考えております。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

ということであれば、もう大体、その 120 億円というのは、大体ここにあるものに割り振るとい

うように考えてよろしいでしょうか。ここに新町建設計画に書いてあることすべてに割り振ってい

くという考えでよろしいでしょうか、それとも重点的にこれをやって最終的にこれはできないとい

うふうなことをいうのでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 
これは毎年、毎年のですね、事業計画をみながらでないとなかなかお答えできないと思うんです

が、例えば合併特例債でなくては充当できないもの、または過疎対策事業債という有利な使い方が

できるもの、いろいろなものを組み合わせながらですね、できるだけ地方交付税に跳ね返りの大き

い、基準財政需要額に加算されるものが大きい、率の高いやつを組み合せて使うということですか

ら、一概にいま合併特例債をどの事業に充てるということはいえないのではないかと、これは財政

運営上、できるだけ有利なものに充当していくということであろうと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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が、協議第 62 号、新

町建設計画（案）について、継続協議といたしまして、県との事前協議を行い、次回の協議会で再

度、ご協議を行いたいというふうに思っております。 

そのように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） 

 

ないようでございますので、協議第 62 号、新町建設計画（案）は、継続協議といたします。 

県との事前協議には、約 1ヶ月程度の期間が必要になるわけでございますので、県よりの回答を

受けた後に次回の協議会で確認をお願いしたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
以上をもちまして、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。

その他の項目で、第 15 回合併協議会につきまして事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、長時間、お疲れでございました。第 15 回の合併協議会でございますが、年が明けて早々

でございます。1 月の 13 日、火曜日、午後 2 時から大島町の蒲野農村環境改善センターで予定を

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。以上です。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それでは以上で全部、終了したわけでございます。今日は大変、大きな課題がクリアーできたわ

けでございます。皆さん方には長時間にわたりまして、ご審議いただきまして、本当にありがたく

厚くお礼を申し上げます。皆さん、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。 
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              〔午後 7 時 02 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。 
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