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 4

〔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） 

本日は、大変お寒い中、ご出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから第 15 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ておりますが、その議事日程にそ

って進めさせていただきます。それでは開会にあたりまして中本会長がごあいさつを申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
皆様こんにちは、あらためまして新年あけましておめでとうございます。今年はいよいよ記念す

べき合併の年を迎えましたわけでございまして、委員の皆さん方、議員さんの皆さん方、それぞれ

お元気でお歳を迎えられたことをこころからお慶びを申し上げます。 

一昨年の 11 月の第 1 回合併協議会が開催されて、毎月のように協議会が持たれたわけでござい

ますが、委員の皆さんのたいへんな真摯な取り組みによりまして協定項目もあらまし確認をいただ

いたわけでございます。本当にありがたく厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

12 月の協議会におきまして、協定項目のすべてをご提案を申し上げたわけでございます。した

がいまして、各町におきましても住民説明会等を開かれたわけでございまして、昨日、それが全部

終わったようでございます。 

住民の皆さん方からのいろいろなご提言、ご意見があったようでございますが、これもまた真摯

に受け止めたいと思っております。 

本日ご提案申し上げますのは、残された新町の建設計画でございます。これとあわせまして平成

15 年度の補正予算、16 年度予算並びに事業計画等々について、これからご審議をいただくわけで

ございます。いよいよ新町の建設計画、これが残されたわけでございまして、皆さん方におかれま

しても、十二分なご意見、ご提言をたまわりたいと思っております。以上をもちまして開会のあい

さつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
続きまして、平成 16 年の初頭でもあります。この協議会の顧問でございます柳居県議さんから

一言ごあいさつをいただきます。 

 

○顧問（山口県議会議員 柳居 俊学） 
あけましておめでとうございます。委員各位におかれましては、お元気で新年を迎えられたこと

をお慶びを申し上げます。特に合併に向けまして、委員各位におかれましては、大変なご尽力をい

ただきまして、ほとんどの協定項目をそれぞれ今日にいたる熱心なご討議、ご活動をいただいてお

りますことを衷心より敬意を表し謝意を申し上げたいと思います。 

まさに新年を迎え、この大島郡にとりましても歴史に残る記念すべき年になりそうでございます

が、新しい枠組みで、新しい可能性を信じまして、そして、ともに手を取り合いましてこの周防大

島の更なる飛躍発展のために、格別のお力添えをさらにさらにお願いを申し上げたいと存じます。

皆さんとともに歴史の 1ページをつくらさせていただきたい。そういう思いであります。委員各位

のご健勝とご活躍と周防大島町の発展をお祈り申し上げ、ごあいさつといたします。終わります。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
どうもありがとうございました。それではさっそく会議に入りたいと思いますけれども、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、中本会長に進行をお願いしたいと

思います。 

なお、本日、この協議会へ欠席の通告がございますのでご紹介申し上げます。橘町の大永忠博委

員さん、久賀町の佐々木清委員さん、橘町の篠本純一郎委員さん、久賀町の山中八洲通委員さん、

それから柳井県民局長でございます古川晃委員さんもご欠席という通告をいただいております。ま

た久賀町の小泉光香委員さんにおきましては遅刻ということの通告をいただいております。以上で
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ございます。それでは会長、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは規約によりまして、私が議長を努めさせていただきます。座ったままで進行いたしたい

と思い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らせていただきます。まず、会議録署名委員の選任を行いたいと思い

ます。坂岡茂生委員さん、山本保委員さん、吉兼健一委員さんを指名をいたします。よろしくお願

いをいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それではただいまから協定項目の協議にはいらせていただきます。継続協議となっております協

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。前回の協議会でも事

務局の説明を行っておりますが、さらに県よりの事前協議の回答も受けておりますので、事務局の

説明をあらためていたさせます。ご苦労ですがお願いいたします。 

   

○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、継続協議でございますが、新町建設計画（案）について、協定項

目 25 を提案いたします。 

資料は 1 ページをお開き願いたいと思います。新町建設計画につきましては、前回協議会、12

月 11 日に協議題としてご提案いたしたところでございます。提案後、山口県との事前協議におき

ましては、さる12月24日に県から異議なく了知したとの正式な回答を受けたところでございます。 

また、昨年 12 月 20 日の橘町から始まりました合併に関する住民説明会においても、昨日までに

4町の説明会をすべて終了をいたしましたが、この説明会におきましても新町のまちづくりに対し

て多くの建設的なご意見をいただきましたが、特に現在、案として提案しております新町建設計画

に修正を加えるようなご意見もみつかりませんでしたので、本日、このような経緯も踏まえまして、

再度、継続協議案として提案いたすものでございます。 

本日、提案についてご確認をたまわりますと、県知事への正式協議を行い、新町建設計画が確定

をいたします。以上、よろしくご審議をたまわりますようにお願いいたします。以上、説明を終わ

ります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明を終わりましたので、協議第 62 号、新町建設計画（案）につきまして、ご協議をお

願いしたいと思います。委員の皆さん方、ご意見なり、ご質問があれば拝聴いたします。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。中野委員さん。 

ちょっと中野委員さん。 

 

○委員（久賀町議会議長 中野 正良） 

それでは新町事務所の位置の件についてお尋ねをいたしますが、建設計画がこうして、まだまだ、

やはり先にはいろいろあってですね、質問いたします。この中におきまして先ほども各町の住民説

明会の中でも、いろいろご意見があったように伺っておりますが、久賀町におきましても住民より

の提案、あるいは要望等が出されておりますし、また、その半面、委員さんに対してのねぎらいの

ご意見も多かったように思います。 

一点ほどお尋ねいたしますが、この中におきまして 12 月 11 日の協議会におきまして付帯決議を
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していただいて、全会一致で確認をされております。本日の提案のですね、新町建設計画の中にこ

の確認事項はどのような形で反映されているのか、また、今後、事務的にはどのように取り扱われ

るのか、その点についてお尋ねをいたします。 

 

（「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。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、ただいまのご質問は新町建設計画と協定項目との関係についてのお尋ねだと思いますが、

ご承知のとおり、新町建設計画にはこれまで各町や郡内のいろいろな団体、あるいは小委員会等で

協議検討されてきましたことが、ハード、ソフトの両面から各施策としてそれぞれ掲載され、新た

なまちづくりの方向として示されております。 

したがいまして、お尋ねの新町建設計画と新町事務所の位置に関わる関連性につきましては、こ

の建設計画の 86 ページにありますように県出先機関の再編整備の検討項目に関係をしてくるもの

と考えられます。しかしながら、これから県におきまして出先機関の再編整備が検討されるところ

でございますので、今後、検討の結果、大島総合庁舎が改築されるという結論にいたった場合には、

確認事項を尊重するという立場から、県との協議も含めて新町において検討がなされるというふう

に考えております。そのようなことでございますのでご了知をいただきますようお願いをいたしま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええですかね。 

どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議長 中野 正良） 

ええ、了解いたしました。いまの答弁の中にもございましたが、確認事項をですね、今後、協議

会においての確認事項を十分尊重されますようによろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
よろしゅうございますか。 

はい。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

46 番の吉兼です。組織に関してなんですけれども、これから新町ができまして、あらたな新組

織も全部できあがるのではないかと思うんですが、その中にぜひとも、この合併協の新町建設計画

において話し合われたことをですね、当然、各支所をもって個々に計画を進められていくんではな

いかと思うんですが、総合的なですね、進捗状況とかですね、こういうふうな状況であるとか、そ

ういうのを、例えば町民に発信することもですね、含めてですね。新町のこの合併による新町建設

計画推進企画室みたいな、そういうところをですね、ぜひとも漏れがないような、皆のですね、あ

あ、本当にこの計画が実施されたんだなというふうに町民の皆さんにですね、ご理解されるような

そういう組織も作った方がよろしいんじゃないかなと、いまのままでは、いままでやっぱり行政と

いうのは、これまでのまま流れていきますので、縦割行政と思うんですが、それをつなぐ横の役目

としてですね、そういう企画室をぜひとも作っていただいて、進捗状況とか、当然、町長のすぐ下

に作る、とても重要なポジションになると思うんですけれども、そういうふうな形で企画室という

ようなものをぜひとも作られたらどうかなというのが、まず、これに関して執行部になんかこうい

ったご計画等ございますでしょうか。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

はい、いいご提案をいただいたと思っております。組織機構のところでも申し上げたと思います

が、まあ名称につきましては、まだそういうふうな具体的な詰めはできてないと思いますが、例え

ば既に合併しておる先進事例等をみますと、行革推進室というふうな名称でもってですね、ここで

協議されたこと、または協定確認されたことの実施をですね、総合的にチェックをしながら行政を

進めていくというふうなポジションができておるように思っております。新町でも組織機構を検討

するのは、今からでございますが、具体的な中でそういうことも検討してまいりたいと思っており

ます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。あとですね、この冊子をめくってお

りましてですね、76 ページの一人ひとりを重んじる社会の構築というところで、男女共同参画意

識の醸成と推進ということで、これが当然、学校教育にも反映されていくと思うんですが、国が推

進する政策、教育が果たして本当に正しいのかどうか、本当にその地域にあっているのかどうかと

いうのは、なかなか一概に国がやっているから大島にあうというようにはなってないんじゃないか

と思います。 

宇部市の方では、独自に議員さんが提案されて、そういった男女共同参画社会における教育関係

とかですね、その辺に関してすごくきめ細かくお決めになっておられますけれども、そういったこ

とも含めて、この教育ですね、いま新しく例えばこの島に人口を増やすとすれば、若い人に住んで

いただかなければしょうがないわけで、その中で他所と差別化できるのは、大島独自の教育機構で

あったり、考え方であったり、そういったことではないかと思うので、もし男女共同参画というこ

とで、もうすでに決まったことがあったとしても、ぜひとも旧 4町の皆様が頭を付き合せてですね、

本当にいい教育というのはなになのかということをぜひとも、話し合っていただきたいと思うんで

すが、その辺のすでに男女共同参画に関する法令というか、法案というのはもうできあがっている

のではないかと思うんですけれども、その辺のことはもう引継ぎというような形で、新たに議論さ

れることはないんでしようか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、学校教育の推進につきましては、これまでこの協議会でも多くのご意見をいただきまして、

新町の独自の教育方針というのは、どういうものなのかというようなことでお尋ねがありました。

これは今、現在、4町の教育委員会にもおつなぎをしてですね、今後、審議をするように、確実に

引き継いでいただくようお願いをしております。 

それから男女共同参画社会の形成のことなんですが、それぞれ学校教育の中でも個性を大切にす

る教育の推進、あるいは地域のその特性を無視をしたようなことが推進されるようなことにはなら

ないと思いますし、それとまだこの施策の取り組みについては、時代的にも新しい取り組みのよう

な形でございますので、4町においてもまだ差異があるような感じがしておりますので、今後、教

育委員会等で、教育委員会等と申しますか新町において協議がなされて、いまおっしゃいました意

見のことというのは、尊重されて引き継いでいかれるのではないかと考えます。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええ、ですか。 

 

（「すいません、もう一点よろしくお願いします」と発言する者あり） 
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どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

例えば、例示が多いんですけど 78 ページの豊かな地域文化を育てる事業ということで、地域活

動への支援とか、いろいろなことが行われていくんだと思うんですが、そのときにですね、当然、

新しい新町の組織になって、住民としてはこのことはどこに聞けばいいんだろうというのが、真っ

先にでてくるんだと思うんですね、当然、これを処理するために各旧町の役場があるところに総合

支所の窓口があるわけなんですけれども、それにしても、例えばよくどこの行政でもいっしょだと

思うんですが、庁舎に電話するとですね、そのことはあこに聞いてくれと、で、あこに電話すると

ですね、いやそれはここじゃないんだと、そんならこれはどこに聞けばいいんだと、そんならまた

あこに聞いてくれと、結局、たらいまわしにされてですね、どこが窓口なのか分からないというこ

とが多々ありますね。 

今回、特に分庁組織になってですね、各課が分散するだけに、あるところに聞いて、例えば東和

町にかけてくれということで、東和町にかけたら、いや、それは違うんだ、久賀町なんだと、いや

違うんだ、それは本庁だとか、大島町だとか、そういうふうになると非常に困るので、どこになに

を聞けばいいのかというのを、当然、分かりやすくあらわすことも必要ですけれども、それが簡単

に分かるようなですね、国の縦割行政にとらわれないですね、分かりやすい組織をぜひとも作って

いただきたいと思います。以上です。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
いま、そういうご要望ございました。で、組織機構はまったく白紙状態ということでございます

ので、先ほどからいろいろご意見をいただいておりますけれども、それを十分加味したですね、組

織機構になるように努力していきたいと思います、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんかね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

まあ、今日が第 15 回の合併協議会ということで、あと 2 回程度の協議会で終了だと思います。

この間、多くの小委員会における会議が行われまして、結論的には協定項目すべての事項について、

合併までに調整する、合併時に調整する、合併後調整する、こういう基本的には 3つに区分されて、

整理して、今日にいたっております。いよいよ、これらの調整についての具体的な関係者の、いわ

ゆる意見集約がでてくるものと思いますが、そういった中で私が思いますのは、この長い間かけて

ですね、各委員の、そうはいいながらやはり町民の代表の意見をここで申し上げると理解しており

ます。 

したがって、1年以上のですね、期間をかけていろいろ意見がだされていく中、私は貴重な意見

だったと思います。したがって、これを風化しないようにですね、これからいよいよ調整が行われ

るわけでございますが、その辺はどのように取り組むのか、姿勢をお聞かせ願います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

はい、大変、どういいますか、大枠での質問でございますので、個々の具体的なことではなかな

か説明しにくいと思うんですが、１年間以上にわたりまして、大変合併ということを前提にご協議

いただきました、大変多くの意見もでておりますし、またこの協議会だけでなくて、小委員会、ま

たは行政サイドの専門部会、または分科会等で、大変大きないままでの行政で経験しなかったよう

な行政の仕組み、または行政の執行の仕方ということにつきましてから、大変大きな洗い出しがで
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きたというふうに思っております。 

これは一ついえばこういう合併というふうな問題がなければ、こういうことを 4町が集まってや

るということは、とてもできなかったであろうと思っておりますし、こういうことは行政職員にと

りましてもですね、大変大きな経験があったのではないかと思っております。 

これらを踏まえまして、新町移行の間、具体的な調整項目にはいってくるわけでございますが、

これらを整理しながらですね、新町がいままで 4町ではできなかったことというものを、新町でで

きるだけ可能なように、また新しいまちづくりに資するようにということで、こういうものを十分

踏まえて、新しいまちづくりの協議調整をしていきたいと思っております。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

良く分かりました。具体的にはですね、膨大なですね、今日までの協議の結果が議事録に残って

おりますよね、したがって、協議の中で、この議事録の理解につきましては、ほとんどの方がです

ね、議事録をみないと記憶に残っていないと思います。大事な問題は残っていますけれどもね。し

たがって、そこら辺の整理をですね、折に触れて、記事録をみて検討するのか、それとも大事な部

分だけをみるのか、あるいはみないのか、まあ、みないということはないと思いますが、そこら辺

の対応をお聞きしたいと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

いまのご質問につきましては、大変大枠での話でございますので、当然、議事録にでておるとい

う部分は、大きな枠の中での協議がまず優先されて、議事録に残っていると思いますので、これを

検証しながら進めていくというのはごく当然のことでございますが、実をいいますと 4町の行政職

員サイドで、約 1,200 項目にわたる事務事業の調整というのを行っております。済んでおるものも

ありますし、まだいま実際の個別の具体的な作業を行っている部分もあります。要するに各町で行

っている 4町のいままでの事務事業を洗い出してみると、当然、やり方も違いますし、実施方法だ

けではなくてですね、制度自体も目的は大きく同じものであっても、個別に違うということもござ

います。これは個別に1,200項目を4町の比較表を作りまして、これで調整を行っておりますので、

当然、大きな資料として残ってくることになると思います。 

要するに新町では、これで調整したものが、新町での行政執行のマニュアルということになるの

ではないかと思っておりますので、ここで調整をしたものが、ペーパーとして残るわけでございま

すので、大きな枠ではこの協議会の協定項目、または新町建設計画、それについて実際に具体的な

個別の調整につきましては、その事務事業の調整作業を行ったそのものによりましてから、新町の

行政執行のマニュアル化というものをやっていきたいと思っております。 

 

（「分かりました」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ね。 

 

（「ちょっと」と発言する者あり） 

 

○委員（学識経験者 河野 公二） 

河野でございます。94 ページの財政計画について、これについてちょっと意見をいわせていた

だけたらと思うんですけれども、平成 32 年度までの単年度の収支が、ここにでているわけなんで

すが、やはり、財政的に合併効果がでてくるのは、いつごろだろうかというのを一目で分かるよう

な形で、借入金とか、あるいは基金を年度毎にいれてもらったら、僕らが理解できやすいのではな

いかと思いますが、その点いかがでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

はい、新町建設計画の中にございます財政計画ですが、この財政計画はいまご質問、ご指摘のよ
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うに大変みずらいものというふうになっておるわけでございます。と申しますのは、実際にはいま

私がここに資料を持っているのですが、だいたいこのぐらいの資料が元になっておりましてですね、

それで最後の一番上にでております、普通会計の財政計画を一枚にまとめたということでございま

すので、これだけで理解をお願いするというのも、大変どういいますか、ちょっと具体性に欠けて

いるのではないかというご指摘もよくわかります。ただ、この財政計画の中身を具体的にご説明す

るという資料をつけますと、なかなかそれも難しいということでございます。 

ただ、今のご質問のような借入金の問題、公債費、要するに起債の借金の問題とか、歳入、歳出

の差引による基金残高の問題というふうな問題は、なかなかこれではすぐに提示しにくいというふ

うになっておりますが、いまの借入金の問題につきましては、歳入の地方債のところをみていただ

きますと、平成 16 年度では、24 億 91,000 千円の地方債を発行するというものから将来的には平

成 26 年度では 16 億 35,000 千円、平成 32 年度では 11 億 87,000 千円ぐらいにしていくというふう

な財政計画を立てております。それに伴ないまして、当然、歳出の方の公債費としては、平成 16

年度では 32 億円くらいの数字が平成 26 年度では 23 億円ですか、最終的には 23 億 50,000 千円ぐ

らいにしたいということであります。 

要するにこの財政計画を立てるときにどういうことを念頭において立てたかと申し上げますと、

いま4町でまあ年度でいろいろ違うわけですけれども、約34億円から35億円ぐらいの起債の償還、

公債費の予算を立てております。要するに借り入れた地方債は返さなければならないということか

ら、35 億円ぐらいの起債の償還を行っておりますが、要するにその償還がすごく大きな財政負担

になっている、要するに財政の硬直化を招いているのは、ここに大きな原因がある。他にも沢山あ

ると思いますが、こういうことからいたしますとこれを 30 億円以下に押さえていくということが

大きな一つの目標になるのではないかと思っております。ただ、この 30 億円というような目標は

ですね、ここでは普通会計だけでございますので、特別会計も含めて 30 億円くらいに押さえたい

ということになりますと、自ずと普通会計では、22～23 億円というところぐらいに押さえないと

できないと思います。 

そういうことからですね、この大島郡の合併協議会における財政計画は、非常に合併によるバラ

色というふうなものがあまりでてないというふうないわれ方をしております。なぜかというと、先

に財政の健全化ということを第一に掲げております関係上、建設計画もみていただいたら分かりま

すように、普通建設事業は伸びているどころではないわけです。ここにはひとつ特別会計の方の普

通建設事業が大きく伸びているという要素もありますが、いずれにいたしましても、地方債の発行

をある程度押さえながらですね、それで健全経営を取り戻していこうということでございます。 

それでこれには大変不親切なんですが、歳入と歳出の差引は自分で差し引いてみなければ、でて

いないという表になっております。それでございまして平成 16 年度から 20 年度までは差し引きを

していただきますと、プラス、マイナス、ゼロになっております。プラス、マイナス、ゼロと申し

ましても、歳入の方の繰入金に数字があがっております。要するに繰入金というのはなにかと申し

ますと、新町の中における基金の取り崩しで運営をする、そういうふうにして収支をゼロにあわせ

るということでございます。要するにこの間は歳入より歳出が上回っているという状況でございま

す。21 年度からあとは、差し引きをしていただくと分かりますように、段々とその合併の効果が

でてまいりまして、ピークでは約 10 億円くらいの黒字となっております。 

ただ、各町での住民説明会でもそういうお話はあったんではないかと思います。合併したからと

いってから全てが好転する、バラ色になるというものではございません。要するにやはり合併の効

果というのは、人件費が削減されるというだけではなくてですね、やはりできるだけ行政コスト、

行政サービスを行うコストを下げるということが、大きな一つの目標だと思っておりますので、当

然、人件費も大きな削減効果がでますが、それ以外の物件費とか、または行政のサービスコストの

効率化というようなものをどんどん追及していって、それを行政サービスに振り向けるということ

が必要になってくると思います。 

要するにここでは、基金の積立額は示しておりませんが、地方財政法で申しますと、歳入から歳

出を差し引きした黒字部分の 2分の 1は、基金に積み立てるか、または起債の繰上償還に充てると

いうことになっておりますので、基金に積み立てるということになるのだろうと思います。そうい

たしますと平成 21 年度辺りからは、若干基金への積立金が可能になってくるというように思って
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おります。いずれにいたしましても、合併の効果を最大限にだしてサービスの向上、要するに行政

サービスを向上させるということが、前提でございますので、合併になったからなんでもできると

いうふうな形の財政計画にはなっていないということはご理解いただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ええですかね。いま程度の答えで・・・。 

ほかにございませんかね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい。 

 

○委員（学識経験者 絵堂 光雄） 
  先ほどから、議事録については慎重にこれをみて実践に移すということがありましたので、敢え

て申し上げることもないと思いますが、かって、私、お願いしたことあるんですが、その中におい

て学校教育がでましたが、なお、その中にありますが、生涯学習、特に社会教育関係ですね、こう

いう面についてですが、資料館とか、またはそういう館のつくもの、または図書館等についてです

ね、図書館についても 4ヶ所ありますが、かってその職を務めた者としてみた場合に、非常にここ

には問題が沢山あるようにも思いますので、これについては特に前にも申しましたが、もう一度精

査できるようにお願いをしておきたいと思います。ネットワーク化等を推し進め、どういいますか、

電化等で、ここにありますが、基本的なものがまだまだ沢山あります。これらについて大島郡全体

の者が皆、豊かにそれらが利用できるようにするような企画をする、管理運営については特に後ほ

どまたあたらしくなって決定をするというふうに文章にはありますが、よろしくお願いいたします。

はい、以上です。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、答弁いりますかね。 

ええですか。 

 

（「はい、はい」と発言する者あり） 

 

答弁ええですかね。 

 

（「ええです」と発言する者あり） 

 

ええですか。ほかにございますか。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

課題提供が小さいので、まことに申し訳ございませんが、水産関係でございます。新町建設計画

の小委員会の中におきまして、水産部門に限り、いろいろ私なりの意見を申し上げたわけです。結

論的にはですね、現在のおかれた、大島郡の 6 漁協、6 水産、6 漁協これの、合併後における振興

を図っていきたいということが基本的な課題です。したがって現状のままいくとどうなるか、これ

が路線でございます。また、そういうことでまとめられているんでございますが、もうすでに新聞

紙上にもでておりますとおり、あるいは柳居県議さん十分ご承知だと思いますが、この 2月から 3

月にかけての県議会、あるいは委員会になるかも分かりませんが、ここでいよいよ大枠が決まるこ

とと思います。これが山口県 58 以上の漁連、信漁連が開催して、一括合併するというような基本

構想が、この 2月、3月県議会にかけられ、委員会付託になるかよくわかりませんが、どちらにし

ても、どちらかになろうかと思います。 
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もう一つは仮にこれが実現できない場合において、近い将来大島郡 6漁協の合併を目安に入れた

協議が今後進むものと思います。 

したがって、元にもどりますが、私の意見はこうした発言はございますけれどね、それはまだま

だ可能性はないわけですから協議の段階においては、したがって、この可能性のないことを前提に

ですね。新町建設計画の水産部門を取り上げるわけにはいきませんから、いまのままの横並びでで

すね、私、意見を申し上げ、それが反映しているものと思います。したがって、こういう状況の変

化がございますから今後さらにこれの位置付けにつきましてはですね、状況に応じて効率的な行政

運営ができるような方向でお考えいただきたいと思います。返答、よろしゅうございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんかね。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、質問を打ち切りたいと思いますが・・・。 

それでは質疑もないようでございますので、ここで確認を取らせていただきたいと思います。 

協議第 62 号、協定項目 25、新町建設計画（案）につきましては、提案のとおり確認することに

賛同の諸君の挙手をお願いいたします。 

 

【挙手全員】 

 

はい、全員賛成でございます。したがいまして、協議第 62 号、新町建設計画（案）につきまし

ては、提案のとおり確認済とさせていただきます。 

    

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 62 号、平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算（第 2号）（案）を議題といたします。

事務局のご説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
資料の 2 ページをお願いします。協議第 63 号、平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算（第 2

号）（案）についてのご提案でございます。 

本補正予算は、15 年度の予算の 2 回目の補正予算であります。山口県の市町村合併推進事業補

助金の申請の変更に伴なうものであります。この補助金については、合併協議会単位に補助金が交

付されるものですが、合併協議会構成市町村数に対して、1町当たり 3年間で 2,500 千円、したが

いまして大島郡合併協議会に 4 町で 10,000 千円が交付されるものです。当初予算において、4 町

分の満額、10,000 千円の補助金申請を予定にしておりましたが、事務事業の調整、新例規策定業

務の進捗状況等にあわせまして、県との協議の結果、15 年度に 8,000 千円とし、16 年度に 2,000

千円を申請することといたしたく補正をいたすものであります。 

なお、ちなみに補正予算の第 1 号につきましては、昨年 6 月の第 4 回協議会において、14 年度

の決算確定に伴う繰越金に係る補正をお願いいたしたものでございます。 

4 ページですが、第 1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入、歳出それぞれ 2,000 千円

を減額し、総額を歳入、歳出それぞれ 26,953 千円とするというものでございます。第 2 条、予算

の流用については、款相互の金額は、必要に応じて流用することができるとしております。 

次の 5ページ、第 1表歳入歳出予算補正でございます。歳入の、表頭の左から 4番目、補正額の

欄をご覧いただきたいと思いますが、3 款、県支出金、1 項、県補助金におきまして、2,000 千円

を減額をいたしまして、歳入合計が 26,953 千円となっております。 

歳出につきましては、1 款、運営費、1 項、会議費におきまして、2,000 千円を減額いたしまし

て、歳出合計を 26,953 千円としております。 

次のページからが事項別明細書でございます。歳入でございますが、3 款の県支出金、2,000 千
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円の減額は、先ほど説明いたしましたように県の市町村合併推進事業補助金の減で、当初の 10,000

千円から 16 年度に振り替えた申請分 2,000 千円を差し引きまして、計 8,000 千円でございます。 

次に歳出ですが、2枚めくっていただきまして 8ページをお願いします。1款、運営費、1項、1

目の会議費におきまして、1 節の報酬、2,000 千円につきまして、各小委員会の付託事項の報告の

終了に伴なう開催日数の減、また、今後の協議会の開催日数の減少等を見込みまして、それぞれ減

額させていただいて調整をいたしております。以上で平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算（第

2号）案の説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
説明が終りましたので、これから質問をお受けいたします。 

ありませんか。 

 
【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。協議 63 号、平成 15 年度大島郡合併協議会補

正予算案につきましては、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

 
はい、ありがとうございました。平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算案について、提案のと

おり決定をされました。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 64 号、平成 16 年度大島郡合併協議会予算（案）及び事業計画（案）を議題といたし

ます。事務局のご説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

資料の 10 ページをお願いいたします。協議第 64 号、平成 16 年度大島郡合併協議会予算（案）

及び事業計画（案）につきましてのご提案でございます。、 

合併期日が平成 16 年 10 月 1 日の予定でありますので、歳入、歳出の各項目について、平成 16

年 4 月から 9月までの 6ヶ月の収入と経費を計上させていただいております。また、ほぼ従前とど

うようでございますが、協議会が行う事業の計画を提案させていただいております。 

12 ページをお願いします。第 1 条、歳入歳出予算でございます。総額は歳入、歳出はそれぞれ

6,900 千円と定めるとしております。第 2条は、予算の流用で、16 年度中当会計の予算支出に当た

り、款相互の金額は必要に応じて流用することができるとしております。 

次のページ 13 ページをお願いします。第 1 表、歳入歳出予算でございますが、歳入は、まず第

1款、第 1項、負担金でございますが、4,900 千円、第 3款、県支出金、第 1項、県補助金に 2,000

千円を計上し、歳入合計 6,900 千円としております。 

歳出は、1 款、運営費は、4,117 千円、内訳としましては 1 項、会議費におきまして、1,009 千

円、2 項、事務費が 3,108 千円を計上しております。次に 2 款、事業費、1 項、事業推進費といた

しまして 2,783 千円で、歳出合計として 6、900 千円ということでございます。 

次の 14 ページからが事項別明細書でございますが、歳入は、まず第 1 款、負担金でございます

が、説明欄をみていただきますと、合併協議会負担金として、4町の負担金でございます。各町均

等割で、1,225 千円、4町分ということで 4,900 千円を計上しております。 

次に 3款、県支出金、第 1項、県補助金としまして、説明欄にありますように県の市町村合併推

進事業補助金、2,000 千円でございます。先ほど 15 年度補正予算で説明いたしました 16 年度に振

り替えた申請分でございます。 

次に 2ページめくっていただきまして歳出は、16 ページからでございます。1款、運営費、1項、

会議費としまして 1,009 千円、内訳につきましては、1節の報酬は、委員報酬ということで 969 千

円、協議会を隔月開催ということで 4回程度見込んでおります。11 節の需用費は 40 千円でござい
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ます。 

2 項、事務費につきましては、3,108 千円、事務局の諸々の運営の経費でございます。これにつ

きましては 4 節、共済費、111 千円、7 節、賃金 594 千円、これは臨時職員 1 名分が組んでござい

ます。  

9 節の旅費につきましては 51 千円、11 節の需用費 609 千円、内訳としましては、消耗品という

ことで 586 千円、会議資料のコピー用紙、コピーのトナー等につきまして組んでおります。車の燃

料費は 23 千円ということでございます。 

それから 12 節の役務費 643 千円、内訳としましては、郵便料 64 千円は、協議会等へのご案内、

関係機関への協議会だよりの発送等でございます。電話料等ということで、531 千円、これは電話、

ファックス、インターネット等のランニングコストでございます。委員さんの会議参加時の保険料

として 48 千円組んでございます。 

次に 14 節の使用料及び賃借料 1,104 千円につきましては、これらはいずれも 6 ヶ月分でござい

ますが、車の借上料 252 千円、事務所借上料 180 千円、複写機のリース料 162 千円、コピーパフォ

ーマンス料として 360 千円、輪転機のリース料 126 千円、そのほかハイウエーカード、20 千円と

いうことでございます。 

次の 17 ページでございますけれども事業推進費として 2,783 千円、11 節の需用費は、印刷製本

費として、788 千円は合併協議会だよりの発行、2 カ月に 1 回ぐらいの発行を予定しております。

13 節の委託料につきましては、進捗状況にあわせた新例規策定の費用として 1,995 千円でござい

ます。 

次に平成 16 年度の事業計画案についてでございますが、18 ページでございます。これは 15 年

度の事業計画の内容と大体一緒でございますが、変更の事項としましては、事業が完了するものと

いたしましては、新町建設計画に関わることがございます。逆に新規に追加された事項としまして

は、1の事業目標の 4、5行目に追加されました項目として、「なお、事務局に合併準備室、これは

仮称でございますが、これが併設された場合には、その業務についても取り組みを行う」としてお

ります。 

その他は平成 15 年度と同様でございますが、変更点としまして事業内容の（4）その他の②協議

会日程（予定案）としまして、協議会は隔月開催することを原則とするということであげさせてい

ただいております。 

以上で平成 16 年度大島郡合併協議会予算（案）及び事業計画（案）につきましての説明を終わ

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。説明が終りましたので、協議 64 号、ご質疑があれば・・・。 

ございませんか。 

 
【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、質疑を終結をいたします。協議 64 号、平成 16 年度大島郡合併協議

会予算（案）及び事業計画（案）につきましては、提案のとおり決することにご異議ございません

か。 

 

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

 
はい、ありがとうございました。したがいまして、協議 64 号、平成 16 年度大島郡合併協議会予

算（案）及び事業計画（案）につきましては、提案のとおり決しました。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 65 号、合併協定書協定項目の変更についてを議題といたします。事務局からの説明

をお願いいたします。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それでは協議綴の 19 ページでございます。協議第 65 号、合併協定書協定項目の変更につ

いてということでございます。内容といたしましては、第 1 回大島郡合併協議会、平成 14 年 11

月 11 日開催において、確認を受けた合併協定書協定項目について下記のとおり変更する。協定項

目のうち、26、その他必要な事項に関することを削除するという提案でございます。これは第 1

回協議会におきまして、協定項目の一覧をお示しをし確認をいただいたところでございますが、当

時は 26 の大きな項目と 24 番の各種事務事業の中に小項目といたしまして 27 項目ございました。

合計 52 項目を大島郡合併協議会で協議をいたしますということで、いろいろ協議をいただきまし

た。最終的にはその他必要な事項に関することで、提案する事案がございませんでしたので、今回

この協定項目を削除させていただきたいという提案でございます。ご確認がいただけましたならば

大島郡合併協議会の協定項目は 51 項目ということになります。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。協議第 65 号、合併協定書協定項目の変更について、説明が終

わりましたので、委員の皆さん方、ご意見があればお願いします。 

 

【質疑なし】 

 
ございませんかね。ないようでございますので、協議第 65 号、合併協定書協定項目の変更につ

きましては、提案のとおり変更することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

   

はい、ありがとうございます。ないものと認めます。したがいまして、協議第 65 号、合併協定

書協定項目の変更につきまして、提案のとおり変更することに決しました。 

 

（橘町長 中本 冨夫） 
次に使用料・手数料、補助金・交付金等（その 3）について、事務局の方から報告をお願いをい

たします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
それでは 20 ページをお願いいたします。使用料・手数料、補助金・交付金等の取扱いについて

（その 3）ということで、ご報告をさせていただきます。参考の資料としましては、別添の合併協

定書付属書類ということでお願いをしたいと思います。 

これらの取扱いについては、協定項目の基本的な方針や第 4回協議会でご報告いたしております

協議・調整にあたっての 6つの基本方針等に基づき調整をいたしましたので、幹事会、首長会を経

まして、別添「合併協定書付属書類」という形で本日ご報告いたすものでございます。 

この報告は、主に第 6 回協議会で提案・確認をいただきました協定項目 18、使用料・手数料等

の取扱い、また協定項目 19、補助金・交付金等の取扱い、これには福祉サービスであります扶助

費等も含めまして、個別調整方針を参考資料としてお示しをするものであり、また同時に地方税、

報酬につきましてもご報告させていただくものであります。 

したがいまして、現在、4町で行っている住民の皆様に関係のある行政サービス、また負担に関

わる項目等については、ほぼ細大漏らさず網羅して 500 項目を超えてお示しをいたしております。

委員さん方に合併後の新町の姿を容易にご理解できるようにするための参考資料、「合併協定書付

属書類」ということで、ご報告をさせていただくものでございます。ちなみに周南市の合併協議会

におきましても同様な取扱いをいたしております。 
それでは簡単にこの資料の見方をご説明をいたしたいと思いますが、まず、別添の資料の方をお

願いいたします。表紙でございますが、この参考資料の内容につきましては、右肩に示してありま

すとおり、内容現在ということで、平成 16 年 1 月 6 日としております。先般協議をいたしました
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首長会の開催の日付の時点での内容となっております。 

それぞれの項目、地方税から補助金・交付金等について、目次としてページが振ってございます。

それで、まず地方税等ということで、1ページから 4ページとなっておりますが、次の 1ページを

開けていただきたいと思います。文字が小さくて大変読みずらくて申し訳ないんですが、最上段に

7つの調整区分がございます。1、現行のとおり新町に引き継ぐ。2、○○町の例により調整をする。

3、新たに制度等を創設する。4、新町に移行後、速やかに調整する。5、新町に移行後も当分の間

現行のとおりとし、随時調整をする。6、廃止の方向で検討する。7、その他というふうに調整区分

を設けております。 

その下には、協議会の資料と同様にそれぞれの項目の現状が 4町横並びで示されております。一

番右側の方に調整分類欄と調整の具体的内容欄がございますが、ここに各専門部会で調整をいたし

ました、それぞれの項目の方針を、この 7つの調整区分にしたがってお示しをしております。なお、

この方針の頭に○印が付いておるものは、それぞれの協定項目の提案時に参考資料としてお示しを

したという印であります。  

例えば 2ページを開いていただきたいと思いますが、このページの半分より下に、先般の協議会

でご報告いたしました国民健康保険税についての項目が記載されております。4町横並びの現状と

一番右側の調整の具体的内容欄に、3、新たな制度等を創設するということで、前回の調整結果の

報告と同様なことが簡潔に記載されております。 

次に、報酬等ということで、5ページから 8ページとなっておりますが、例えば 8ページをお開

きいただきたいと思います。ここには消防団員の報酬額と各種出動手当について、同様に 3、新た

な制度等を創設するということで、調整の結果が具体的に記載されております。 

また、使用料につきましては、9ページから 50 ページとなっておりますが、例えば 12 ページで

すが、12 ページをお開けいただきたいと思います。火葬場使用料につきましては、3、新たな制度

等を創設するということ、またその下の霊柩車使用料ということで、東和町、橘町の例により調整

するということで、サービス水準は高い方へ、負担は低い方へという原則によって調整した具体的

内容につきまして記載しております。なお、各町にありますいろいろな建物施設の使用料につきま

しては、ご確認いただいた調整方針のとおり、すべて現行のとおり新町に引き継ぐといたしており

ます。ただし、同一または類似する施設である水道料、下水道料等については、負担公平の原則に

したがい、先般ご報告しましたとおり統一したところであります。 

また、手数料につきましては、51 ページから 56 ページとなっておりますが、例えば 55 ページ

をお願いいたします。その中段辺りには、基本健康診査自己負担額、またその下には、各種ガン検

診自己負担金、肝炎ウイルス検査自己負担金ということで、これらにつきましては 3、新たな制度

等を創設するということで、同様な原則によって調整した具体的内容につきまして記載しておりま

す。 

また、補助金等につきましては、これは扶助費等を含みますけれども 57 ページから 90 ページと

なっておりますが、例えば 65 ページお開けけいただきたいと思います。ページの上の方に離島高

齢者福祉対策事業助成金、これは単町の事業でありますが、同様に 2、東和町の例により調整する

ということで調整の具体的内容を記載しております。 

なお、補助金等につきましては、ご確認いただいた方針にもございますように、整理・統合でき

るものについては、統合・廃止する方向で調整するということで、なかには廃止の方向で検討する

としたものもございます。これは介護保険等の他制度との関係や県内実施の状況等を勘案して、そ

のように専門部会で調整をいたしておりますので、ご了承をお願いいたします。 

それからこの補助金等について金額がでておりますが、これは 13 年度の決算書の金額を記入し

ております。これはそれぞれの事業等の大きさの判断とするための目安としてみていただいたらと

思います。ただし、橘町については、13 年度の予算額を記入しております。 

なお、この資料の調整内容につきましては、みていただいたらお分かりのように、まだ全てが調

整が終わって具体的内容が決定されておるわけではございません。現在、各専門部会において、条

例等の詳細な内容や事務事業の制度の運用方法等について調整を実施しております、これから本格

的な調整に入るわけでございます。 
したがいまして、今後、これらの調整の都合等によって、また現在、国、県等においていろいろ
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な分野において、矢継ぎ早な改革が進められておるところでありますので、今後、法律の改正や制

度の改正、また相手方のある項目について今後の相手の対応状況のいかんによって、やむを得ず内

容を変更するという取扱いも生じてまいるものもあるかと思われますので、その点につきましても

内容現在日の参考資料ということでご了承をお願いをしたいと思います。 
また、ここにお示しております諸々の調整結果やこれらの制度の運用等につきましては、先ほど

ご意見がございましたように、今後、新町発足の前には、新町の制度等のご案内といいますか、住

民生活に関するものについて、全体を網羅した分かりやすく利用しやすいパンフレットを作成して、

全戸に配布をいたしたいと考えております。 
なお、本日は、これらの調整を担当いたしました各専門部会長にもオブザーバーとして出席をい

ただいておりますので、これから本格的に細かく調整をしていくわけではございますが、ご質疑、

ご要望等があれば、お答えできるものについては、ご説明させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。以上で説明を終わります。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。報告が終わりましたので、委員さん方のご意見があれば、お願

いいたします。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

46 番の吉兼です。他人の給料を非難するわけではないんですが、非常勤の特別職の報酬のこと

で、5ページ、議員さん方の給料ということで、要は同規模の自治体の例を参考にするということ

でありますが、そこの考え方として、同規模の自治体の、予算額を参考にして欲しいなと、そこに

いらっしゃる一人ひとりの給料額ではなくてですね、全体の予算が、例えば議員さんの給料に対し

ていくらいくらの金がかかってきていると、ですからそれを 26 人の均等割で給料については裏返

すのが早い話なんですが、要はまあここら辺の近くでいきますと徳山、失礼、周南市のようなです

ね、あまりよくない例でもみますのでぜひともその辺はですね、しっかりとしていただいて、財政

の悪い周防大島町ですから、そこら辺のことは十分に自覚をいただいてですね、同規模の自治体の

予算をですね、ご参考にしていただきたいなと希望して、一応、終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

事務局の方から一点あるようですから・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

この項目には載っておりませんでしたが、一つほどお願いがございます。と申しますのは、第

10 回の協議会でご確認いただいております一部事務組合・広域連合等の取扱いについてという協

定項目でございまして、提案のとおり確認をいただいておるところでございますが、山口県東部地

方税整理組合という一部事務組合に 4町が加入しております。4町だけで設立しているわけではご

ざいませんが、熊毛郡、玖珂郡と大島郡の町村で設立をしております、徴税、要するに滞納税等の

徴収の組合でございますが、この組合につきましては合併の前日に脱退し、合併の日に新町で加入

するというご確認をしておるわけでございますが、ご存知のようにいま柳井地域、または玖珂郡地

域で合併の協議がどんどん進んでいるところでございます。 
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要するにこれらの合併がいまの枠組みの中で進んでしまいますと、この東部地方税整理組合に最

後に残る、組合を構成する自治体というのが、大島郡を除きまして 3町になってしまうということ

になります。と申しますのは、それは柳井とか、岩国とかが、新柳井、新岩国がこのまま対応して

くれればいいわけですが、当然、一部事務組合に加入しなくて自前でやるという可能性も大きいわ

けです。そうしますといま合併の協議に加わってない、和木町、玖珂町、上関町、それと新町にな

ります周防大島町というふうな 4つの町でこの一部事務組合を構成する、構成団体に残るというこ

とになるわけですが、実際にいまの業務量が少なくなってくるということにもなりますし、実際に

そういう形で運営できるかどうか、まあ業務量のこともありますし、当然、職員数のこともありま

す。そういうふうなことからいたしますと、いま構成町の町長さん方でいろいろなご協議をいただ

いておるところでございますが、例えば協定項目ではそういう前日に脱退し、新町になった日に加

入するという確認をいただいておりますが、それまでに例えばこの一部事務組合がまだ不確定要素

ばっかりなんですが、例えば解散するというふうになった場合ですね、それは実際にはこういう確

認をいただいておりましても、加入するということはできなくなるということにもなりますし、ま

たは合併までに脱退するという可能性もございます。そういうことが起こる可能性を秘めておると

いうことが最近でておりますので、そこら辺りつきましては、合併までにこの一部事務組合がなく

なれば、この協定項目とは若干違った形での新町への引継ぎになるということは、ご理解をいただ

きたいというように思っております。以上、報告の追加としてからご説明をさせていただきました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかに、ご質疑ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

はい、ないようでございますので、以上で報告を終わらせていただきます。 

    

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
以上をもちまして、大島郡合併協議会は、51 の項目のすべてにつきまして、委員の皆様方にご

確認をいただくとともに、使用料、手数料、補助金、交付金等の概要につきましても、ご報告させ

ていただいたわけでございます。委員の皆様におかれましては、1年 3ヶ月という大変長い間、真

剣なご協議をいただいたわけでございます。まことに厚くお礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。 

それではここで暫時休憩をいたします。 

 

 

              【午後 3時 13 分   休憩】 

 

 

 

 

【午後 3時 20 分   再開】 

   

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

次回の協議会開催日程と合併協定書の内容につきまして、事務局の方から説明をさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それではまず次回、第 16 回合併協議会の日程についてお知らせいたします。今月は、今日と次

週 2 回目の協議会となります。大変申し訳ございませんが、来週の 1 月 22 日、木曜日、通常であ
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りましたら午後 2 時からでございますが、来週の 1 月 22 日、木曜日は、午前 10 時でございます。

お間違えのないようによろしくお願いします。午前 10 時から橘町総合センターで開催をさせてい

ただきたいと存じます。先ほど新町建設計画の確認をいただきましたので、山口県と正式協議には

いります。その正式協議の回答が 22 日までに受けられるという予定でございますので、この 22

日に協議会を開催したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。1 月 22 日、

午前 10 時でございます。なお、当日は報告事項といたしまして新町建設計画が最終決定というこ

とになるわけでございます。 

また第 16 回協議会が終了いたしましたら、引き続き午前 10 時 30 分から合併協定調印式を執り

行う予定でございます。 

ただいま、休憩中にお席にお配りしております書類について説明をいたします。7 ページ、8 ペ

ージぐらいの綴でお配りをしております。合併の方式からずっと番号を打ちまして記載をいたして

おると思います。その合併協定書の内容でございますが、本日まで 15 回にわたる協議会におきま

して、議案として提案をし確認をいただいております各項目の内容をそのまま記載しておりますの

で、詳細につきましては省略をさせていただきますが、協定項目の内容順に記載をしておりますの

で、お持ち帰りいただきましてお目通しをいただきたいと存じます。 

合併協定書綴の後ろから 2ページ目をお開きいただきたいと思います。左側でございます。そこ

には調印書、ここには久賀町、大島町、東和町及び橘町は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 252 条の 2 第 1項及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40 年法律第 6号）第 3条第 1 項

の規定に基づく大島郡合併協議会において、上記のとおり合併に関する協議が整ったので、ここに

署名調印するということでございます。先ほど 1 月 22 日の合併協議会の終了後に調印式というこ

とでございます。 

先ほど 1 月 22 日の合併協議会終了後に調印式ということで、いまここは空欄となっております

が、最終的にはここは平成 16 年 1 月 22 日と 4町長の署名という形になるわけでございます。それ

からその後調印の立会人といたしまして、来賓として、二井山口県知事さん、柳居県議さん、お二

人にご案内を差し上げて、ご出席をいただく予定に、お願いすることになっておりますけれども、

お二人にまず立会人の署名をいただきます。 

そして、その後、協議会委員さん全員の方にも署名をいただく予定にしております。当日は、ど

うぞ、よろしくお願いいたします。なお、紙はここには協議会委員さん、7名の協議会委員としか

書いてございませんが、当日は全員の方が署名ができるように書類を調整して用意をいたします。

以上でございます。どうぞ、よろしくお願いをいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
ええ、ここの署名のことでございますが、4 町長さんのみ署名と各町長印が必要でございます。

委員さん方は印鑑は必要ございません。なお、筆記道具等も私の方で準備をいたしますので、出席

方、よろしくお願いいたします。 

それと 4町でございますので、協定書は 4部ございます。協定書には先ほど協議いただきました

新町建設計画、そして使用料、手数料等のもろもろの付属書類がございましたが、これなんかも最

終的には閉じ込んだ形の協定書ということになろうと思います。署名につきましては 4部ございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（「委員さんが欠席の場合はどうなるの」と発言する者あり） 

 

委員さんが欠席の場合は、署名は省略ということでございます。委員さん方の署名がないから無

効だということはございません。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは、事務局の説明のとおり、次回の第 16 回合併協議会は、1月の 22 日、木曜日、午前 10

時から橘町総合センターでございます。引き続きまして午前 10 時 30 分から合併協定調印式を執り

行いますので、委員の皆さん方全員のご出席をお願いをいたします。 
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それでは以上で第 15 回の協議会の協議は全部議了いたしました。大変長時間にわたりましてご

審議ありがとうございました。厚くお礼を申し上げまして閉会のごあいさつといたします。 

 

【大拍手あり】 

 

 

 

                〔午後 3 時 28 分  閉 会〕 

 

 

 

 

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                    

  




