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第 18 回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日 平成 16 年 5 月 28 日（金曜日） 午前 10 時 00 分 

招集の場所 久賀町民センター・大ホール 

 
 

開 会 平成 16 年 5 月 28 日（金）午前 10 時 00 分 議 長 中本 冨夫 開閉会の日 
時及び宣告 閉 会 平成 16 年 5 月 28 日（金）午前 11 時 20 分 議 長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 36 名  

職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
   委 員 学識経験者 田村伊都子 
会 長 橘 町長 中本 冨夫 委 員 大島町議会議長 冨田 安英 
副会長 東和町長 西木  宏 委 員 久賀町議会議長 中野 正良 
副会長 久賀町長 吉村  基 委 員 学識経験者 中原 昭二 
副会長 大島町長 河野 洋治 委 員 橘 町議会議員 村上 圭右 
委 員 山口県市町村 

合併推進室次長 山部 哲郎 委 員 学識経験者 中本 健雄 
委 員 柳井県民局長 古川  晃 委 員 学識経験者 中山 松夫 
委 員 

大島町議会議員 荒川 政義    
委 員 

久賀町議会議員 伊藤 秀行    
委 員 学識経験者 伊村 光由    
委 員 学識経験者 絵堂 光雄    
   委 員 学識経験者 原   清 
委 員 学識経験者 大浪 和郎 委 員 学識経験者 平井 昭輝 
委 員 学識経験者 沖永 明子 委 員 学識経験者 平野 和生 
委 員 学識経験者 鍵本 憲治    
委 員 橘 町議会議員 河野 公二 委 員 学識経験者 松谷智恵子 
   委 員 久賀町議会議員 松村  定 
委 員 学識経験者 河村  勤 委 員 学識経験者 棟広  斉 
委 員 学識経験者 岸田 邦子    
委 員 学識経験者 久保 盛行    
委 員 学識経験者 小泉 光香 委 員 学識経験者 安本 良夫 
委 員 学識経験者 佐々木 清 委 員 学識経験者 山縣  惠 
委 員 学識経験者 篠本純一郎    
委 員 学識経験者 嶋元  貢    
   委 員 学識経験者 吉兼 健一 
   監査委員 大島町監査委員 相川  實 
   監査委員 久賀町監査委員 末満 良勇 
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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 東和町議会議員 新山 玄雄 
委 員 学識経験者 大永 忠博 委 員 学識経験者 西村  均 
委 員 学識経験者 河原 芳樹 委 員 東和町議会議長 坂岡 茂生 
委 員 学識経験者 杉山 藤雄 委 員 大島町議会議員 平村 眞成 
委 員 学識経験者 高田壽太郎 委 員 学識経験者 村田 岩治 
委 員 橘 町議会議長 武政 輝夫 委 員 学識経験者 村元 和枝 
委 員 学識経験者 珠山キミ子 委 員 学識経験者 山中八洲通 

 
 
欠席委員

等 

委 員 学識経験者 奈村 種臣 委 員 東和町議会議員 山本  保 
     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 
大島町助役 茶木 規之 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   
久賀町総務課長 布村 和男   

  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課長補佐 中尾 豊樹 

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 

大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫 大島郡合併協議会総務課課長補佐 川口 満彦 

    

 
 
事
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柳井県民局次長 内山 禮介   

市町村合併推進室主任 山崎 直和   
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会議の概要 別紙のとおり 
委 員 学識経験者 鍵本 憲治 委 員 学識経験者 沖永 明子 会 議 録 

署名委員 委 員 学識経験者 大浪 和郎    
特記事項 傍聴者 8 名 （一般 5 名  報道 3 名） 
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〔午前 10 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、おはようございます。ただいまから第 18 回大島郡合併協議会を開催いたします。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） 
おはようございます。今日で第 18 回になりますが、合併協議会を開催いたしましたところ、皆

様方、大変ご多用のなかご参集をたまわりまして、まことにありがたく厚くお礼申し上げます。 

合併特例法期限まであと半年を切るようになったわけでございます。全国的にみましても、4月

1日で 11 の市が誕生しておるわけでございます。 

県内をみてみますと、今朝のテレビニュースでもお隣の平生・田布施が民間の協議会を立ち上げ

るということでいろいろと問題があるようでございますが、この大島におきましては、皆さん方の

ほんとうに真摯なお取り組みをいただきまして、ご存知のように 1 月 22 日、皆さん方全員の調印

式を行い、議会を通り、そして 4 月 12 日に総務省の方の告示をいただいたわけでございまして、

10 月 1 日に「周防大島町」が誕生するという運びになったわけでございまして、大変、皆さん方

のご尽力のお蔭でございまして、こころから厚くお礼を申し上げます。 

予定のとおりに 10 月 1 日に発足するということになったわけでございます。いま、最終的な、

これに伴ないまして、電算の打ち合わせ、あるいはまた事務事業の擦り合わせ、それから条例等の

擦り合わせ等々を行っているわけでございます。専門部会や分科会が毎日開かれまして、10 月 1

日に間に合うようにということで一生懸命努力しております。 

そういったことで、今日はまた平成 15 年度の協議会の決算の認定、あるいは平成 16 年度の補正

予算等のご審議をいただくことになっております。慎重にご審議をいただきましてスムースな運営

ができるようにお願いいたしましてごあいさつといたします。今日はようこそありがとうございま

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それではさっそく会議に入りたいと思いますが、規約第 11 条によりまして、会議の議長は会長

となっておりますので、中本会長にお願いいたします。なお、本日、欠席の通告をいただいており

ます委員さんのご紹介申し上げたいと思います。 

朝から会議ということで大変欠席の委員さんが多うございます。まず、顧問の柳居県議さん、そ

れから橘町の大永忠博委員、大島町の河原芳樹委員、橘町の杉山藤雄委員、東和町の高田壽太郎委

員、大島町の珠山キミ子委員、大島町の奈村種臣委員、東和町の新山玄雄委員、同じく西村均委員、

同じく坂岡茂生委員、それから大島町の平村眞成委員、それから橘町の村田岩治委員、大島町の村

元和枝委員、東和町の山本保委員、大変多くの方から欠席通告がございました。以上でございます。 

 

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

をしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではさっそく議事に入りますが、会議録署名委員に鍵本憲治委員さん、それから大浪和郎委

員さん、沖永明子委員さんを指名をいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に認定第 1 号、平成 15 年度大島郡合併協議会歳入歳出決算の認定についてを議題といたしま

す。事務局の方の説明をお願いをいたします。 
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○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
それでは説明をさせていただきます。資料 1 ページ、認定第 1 号、平成 15 年度大島郡合併協議

会決算の認定についてでございます。協議会の財務規程第 7条の規定により認定をお願いするもの

であります。資料にそって説明をさせていただきます。資料 3ページをお願いいたします。収支決

算でございます。 

歳入、3款、県支出金につきましては、予算現額 8,000,000 円に対しまして、実収入額は同額の

8,000,000 円を収入いたしております。 

5 款、繰越金については、予算現額 18,953,000 円に対しまして、18,953,736 円を収入いたして

おります。6款、諸収入につきましては、予算現額 0円に対しまして 235 円で、実収入額の合計は、

26,953,971 円となっております。 

次に歳出につきましては、1 款、運営費は、予算現額 10,588,000 円に対しまして、支出済額が

10,595,925 円となっております。これは 1項の会議費が 3,358,742 円、2項の事務費が 7,237,183

円の支出でございます。 

2款、事業費、1項の事業推進費でございますが、予算現額16,242,000円に対しまして、15,775,224

円の支出額となっております。3款、予備費は予算現額 123,000 円に対しまして支出額 0でござい

ます。 

歳出合計は、予算現額 26,953,000 円に対しまして 26,371,149 円の支出となっておりまして、欄

の下にありますように、歳入歳出差引残額は、歳入額 26,953,971 円から歳出額 26,371,149 円を差

し引きまして、歳入歳出差引額 582,822 円となり、これは 16 年度への繰越金として処理をさせて

いただくことといたしまして、次の協議題として補正予算案を提案させていただいております。な

お、予算現額との差額は、それぞれ差額欄のとおりとなっております。 

次に 4ページをお願いいたします。事項別明細書でございます。真中辺りの実収入額の欄をみて

いただきたいと思います。歳入につきましては、3 款、1 項、1 目の県補助金につきましては、市

町村合併推進事業補助金として、これは 1町当たり、3年間で 2,500,000 円の補助金が県から合併

協議会に交付されるものですが、県との協議により、15 年度は各町 2,000,000 円ずつということ

で 8,000,000 円が交付されたものであります。 

次のページになりますが、5 款、繰越金につきましては、18,953,736 円の歳入となっております。

6款の諸収入については、説明欄にございますように預金利息 235 円の歳入となっております。 

次に 6ページ、歳出にまいります。真中辺りの支出済額をみていただきたいと思います。 

1 款、運営費の 1 項の会議費につきましては、1 節の報酬と需用費で、表頭の真中あたりの欄の

支出済額ですが、協議会 12 回、各小委員会 25 回を開催し、委員報酬や会議賄費で、3,358,742 円

を支出いたしております。2 項の事務費につきましては、7,237,183 円の支出で、事務局のいろい

ろな維持管理経費でありますが、4節の社会保険料 149,886 円と 7節の賃金 1,036,490 円は、臨時

雇職員 1名の経費でございます。 

9 節の旅費は、県への出張や調査旅費として 110,400 円でございます。 

11 節の需用費は、説明欄にありますように、会議用や事務局用の事務用品等の消耗品 990,630

円、自動車のガソリン代として 70,910 円、新町建設計画のダイジェスト版や建設計画の冊子の印

刷代等として 877,044 円、食料費として 35,725 円であります。計で 1,974,309 円となっておりま

す。 

12 節の役務費は協議会資料送付、開催通知等の郵便料 273,810 円、事務局の電話料、ファック

ス、インターネット回線に係る料金等で 828,136 円、会議開催時の委員さんの保険料として 74,870

円、その他として職員のウイルスソフトの更新料として 31,500 円で、計 1,208,316 円を支出して

おります。 

14 節の使用料及び賃借料は、説明欄にありますように車、印刷機、複写機、事務所等の借上料

やリース料等、計で 2,727,332 円であります。 

18 節の備品購入費として、職員用の机・椅子一式を 30,450 円で購入しております。19 節、負担

金及び交付金につきましては、支出はございません。 

次のページですが、2 款、事業費の 1 項、事業推進費につきましては、15,775,224 円の支出で、

10 節の報償費 110,000 円は、名付け親賞等の記念品であります。 
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11 節の需用費は協議会だよりの発行 6回で、1,305,464 円を支出しております。12 節の役務費、

516,350 円は、住民意向調査の返信の後納郵送料、国保税の税率調整に伴なう財政診断の手数料等

であります。 

13 節、委託料につきましては、事務事業一元化調書作成、新町建設計画策定、新例規策定と電

算統合の関係の業務に関する支出でございますが、説明欄にありますように、計で 13,843,410 円

を支出しております。 

これらの委託業務のうち 16 年度に継続いたしておりますものは、新例規策定業務と電算統合コ

ンサル業務の 2 業務で、他の業務は 15 年度で終了いたしましたものでございます。3 款、予備費

につきましては、支出はございません。 

なお、8 ページには、事業報告として本予算を通じて実施した協議会の平成 15 年度の各事業を

掲載しておりますが、説明については、重複をいたしますので報告を省略をさせていただきます。 

また、9 ページには、さる 5 月 11 日に本協議会の監査委員さんによって実施された監査報告書

の写しを添付しておりますので、監査報告の際にはご参照願います。以上で説明を終ります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので、ここで監査委員の方から監査を受け

ておりますので、ご報告をお願いをいたします。 

 

○監査委員（久賀町監査委員 末満 良勇） 
それでは平成 15 年度大島郡合併協議会歳入歳出決算の監査報告を申し上げます。先ほど話がご

ざいましたように去る 5 月 11 日、合併協議会事務所におきまして、村田事務局長さんほか 1 名の

立会いのなかでですね、相川監査委員さんと平成 15 年度決算につきまして、収支に伴なう帳票関

係及び現金出納検査ということで、金融機関の通帳、残高の照合等を行いました。そのなかで帳票

関係につきましては適正に処理をされており、また残高照合につきましては不一致はございません

でしたので、監査委員を代表しましてご報告申し上げます。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、平成 15 年度の大島郡合併協議会歳入歳出決算につきまして、ご質疑があればお願い

をいたします。 

 

【質疑なし】 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ないようでございますので、質疑を打ち切ります。それでは平成 15 年度大島郡合併協議会歳入

歳出決算につきましては、提案のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。したがいまして平成 15 年度の大島郡合併協議会歳入歳出決算

の認定につきましては、提案のとおり認定をされたものといたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 66 号、平成 16 年度大島郡合併協議会補正予算（案）につきまして、これを議題とい

たします。事務局の方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） 
説明をさせていただきます。資料 10 ページをお願いをいたします。協議第 66 号、平成 16 年度

大島郡合併協議会補正予算（第 1号）（案）についてのご提案でございます。 
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本補正予算は、平成 15 年度の決算確定に伴う繰越金に係る補正でございます。これは協議会財

務規程第 3条の規定により承認をお願いするものでございます。 

12 ページをお願いします。第 1 条、予算の補正につきまして、歳入、歳出それぞれ 582 千円を

追加し、総額を歳入、歳出それぞれ 7,482 千円とするものでございます。第 2条では、予算の流用

においては、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 13 ページが第 1 表歳入歳出予算補正でございます。表頭の補正額の欄でございますが、5

款、繰越金、582 千円を補正をいたしまして、歳入合計が 7,482 千円でございます。 

歳出につきましては、1 款運営費、2 項事務費におきまして 372 千円と 2 款事業費、1 項事業推

進費におきまして 210 千円を計上しております。 

次の 14 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、もう 1 ページめくって

いただいて 15 ページをお願いいたします。5款の繰越金、582 千円の補正は、説明の欄にございま

すように、先ほどの決算でお示ししました 15 年度決算の翌年度繰越額、582 千円でございます。 

次に歳出ですが、16 ページをお願いします。1款運営費、2項、1目の事務費、11 節、需用費の

消耗品におきまして 372 千円を計上して調整させていただいております。 

次のページ、2款事業費、1項 1目の事業推進費の 13 節の委託料、210 千円につきましては、説

明欄に掲げております補正額を計上させていただいております。これは、新町の電算統合コンサル

業務で、中電技術コンサル株式会社との継続分であります。本来、当初予算に計上されるべきもの

でございましたが、計上漏れとなっておったものであります。補正での対応をお願いいたしたいと

思います。以上で補正予算第 1号の説明を終らさせていただきます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので、委員さんの皆さん方、ご質疑があれ

ばうけたまわります。 

 

【質疑なし】 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ないようでございますので、質疑を打ち切ります。それでは平成 16 年度大島郡合併協議会補正

予算につきましては、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」と発言する者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。異議ないものと認めます。したがいまして平成 16 年度大島郡

合併協議会補正予算につきましては、提案のとおり決定をされたものと認めます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
これからは報告に入りますが、報告第 1号、合併に伴なう、官報の告示について、事務局の方よ

りの報告をいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、それではご説明いたします。資料 18 ページをお開きいただきたいと思います。報告第 1

号、官報の告示について、平成 16 年 4 月 12 日発行の官報において、総務大臣により下記のとおり

告示がされたので報告するという報告でございます。 

先ほど会長のあいさつのなかにもございましたとおり、18 ページの下に書いておりますが、官

報の方に告示をされております。内容を読まさせていただきますと原文は縦書きとなっております

が、総務省告示第 344 号、町の廃置分合、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 7条第 1項の規

定により、山口県大島郡久賀町、大島町、東和町及び橘町を廃し、その区域をもって周防大島町を

設置する旨、山口県知事から届出があったので、同条第 6項の規定に基づき、告示する。右の処分

は、平成 16 年 10 月 1 日からその効力を生ずるものとする。平成 16 年 4 月 12 日、総務大臣、麻生
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太郎、ということの告示でございます。これをもちまして地方自治法に基づきます一連の合併の手

続きがすべて完了したことになるわけでございます。以上、報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。これは報告でございます。質疑はないと思いますが、ありませ

んか。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、報告第 1号を以上で終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告第 2号、周防大島町の、組織機構についての件を事務局の方から報告をいたさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

はい、それでは組織機構について報告をさせていただきます。19 ページをお願いいたします。

組織機構につきましては、昨年の 7月 22 日の第 9回協議会で提案いたしまして、8月 19 日の第 10

回協議会、9月 11 日の第 11 回協議会において協議をし、確認をいただいております。 

この確認をもとにいたしまして各町の助役、総務課長で構成されています組織機構専門部会にお

きまして、計 6回、町長会において計 4回の協議をし、今回の協議会のための幹事会、首長会の審

査を経て、本日ご報告をさせていただくものでございます。 

それでは 20 ページをお願いいたします。先ず、確認されております組織機構の整備方針にあり

ますが、「現在の 4 町の庁舎を有効活用した組織及び機構とする」と、また「それぞれの庁舎機能

を有効活用できるよう組織及び機構は当分の間 4庁舎方式とし、すべての庁舎を総合支所＋分庁分

散型庁舎とする」との基本方針に基づきまして組織機構を検討した結果、指揮命令系統や総合支所

の決裁権の強化を図り、各地域の意見や要望に積極的に対応できる組織に視点を置きまして部長制

を導入することといたしております。 

また、各庁舎に総合支所を設け、住民にとりまして各課への日常的な用務に対応可能な総合窓口

班と地域からの要望の多い道路や水路の維持管理や地域コミュニティー、または地域のイベントの

支援を行います地域支援班を設けております。 

分庁分散型の庁舎とするとの確認に基づきまして、本課と呼ぶべき機構は、大島庁舎に、議会と

総務部関係の会計課、総合政策課、総務課、財政課、企画課、税務課、契約監理課を置きます。 
次に橘庁舎に健康福祉部関係の健康増進課、福祉課、医療保険課、介護保険課、介護保険課は現

在の広域連合で行っている業務でございますが、これらを置くことになります。 

久賀庁舎に、産業建設部関係の商工観光課、農林課、水産課、建設課を置くことになります。 

東和庁舎に、環境生活部関係の生活衛生課、環境施設課、現在の環境衛生施設組合で行っている

業務が主なものでございます。水道課、下水道課と教育委員会関係の教育委員会総務課、学校教育

課、社会教育課を配置することといたしております。 

また、本課の出先といたしまして健康増進課の出先として保健センター、教育委員会の出先とし

て教育支所、公民館、図書館と総合支所に従来の出張所を統括するという形で配置をいたしており

ます。 

部制を導入することによりまして、ブルーで色づけをいたしております部長相当職に 12、グリ

ーンに色づけをいたしております本課の課長職に 19、ベイジュに色づけをいたしております出先

の長に 11、計 42 の管理職ポストということになります。なお、参考までに現在の管理職ポストは

4町合計で 66 でございます。 

次に 21 ページをお願いいたします。事務の執行体制につきましては、現在の課長補佐、係長と

いう職名を廃止いたしまして、グループによる班を編成することによりまして課内をフラット化し

た組織とするということで、できるだけ業務を固定化しないでグループ全体で業務に取り組むとい

うことによりまして、職員の協働意識や行政課題に迅速、かつ弾力的に対応できる組織とするとい
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うことでございます。住民サービスの充実を図ることとしております。また、課の主要な業務につ

きましてもここでお示しをいたしております。 

次に 24 ページをお願いいたします。現在の大島郡国保診療施設組合の業務に地方公営企業法の

全部を適用いたしまして、公営企業局として新町に引き継ぐこととなります。公営企業局には地方

公営企業法第 7条によりまして管理者を置くこととなり、その組織につきましてお示しをいたして

おります。 

事業管理者のもとに医療、福祉、保健、学校、看護学校ですが、学校等の事務関係を統括する総

務部を設けるとともに、東和、橘、大島の 3 病院、介護老人保健施設のさざなみ苑、やすらぎ苑、

さらに訪問看護ステーションたちばな、大島看護専門学校を運営する、非常に大きな組織となって

おります。 

次のページには、この公営企業局の総務部の組織につきましてお示しをいたしておりますが、病

院とか、老人保健施設、看護専門学校等の組織につきましては、現在の組織をそのまま引き継ぐと

いうことでここには省略させていただいております。以上で組織機構の構成につきましての報告を

終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、この件は報告でありますが、これはなかなか皆さんがご理解がいただけん点もあろうかと

思いますので、ご質疑があればうけたまわります。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
大島町の吉兼です。組織をみまして非常によく考えられたものだと思うのですが、先般の合併協

議会のなかで、まあ、私も言いましたし、周りでもであったことばでございますけれども、総合支

所長と総合支所次長、この関係についてですね、どうだろうかという質問があったと思うんですが、

それに関していろんな議論がされたと思うんですが、その点に関してどのような議論があったか、

それをお聞きしたいと思いますが。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

大変、大枠でのご質問なんで、ちょっと具体性に欠けると思うんですが、総合支所の組織機構に

つきましてはですね、いろいろ検討を重ねた結果、こういう形になってきたわけですが、総合支所

長を部長制にすると、部長職を置くということにつきましては、説明でも申し上げましたように、

まず決裁権を大きく与えるという意味で、部長職を充てるということになっております。要するに

いちいち本課、またはトップである町長に決裁を仰がなければ、要望、または業務を処理できない

ということは、大変まあ、いまの各町の庁舎からすればですね、後退するということからできるだ

け総合支所長のもとで住民要望には答えられるという形で、部長職を充てるという形にいたしてお

ります。 

次の次長という名称なんですが、実はこれは課長職という形なんですが、これは総合窓口班と地

域支援班という、どちらかといいますと、窓口部門と地域支援をするという班をですね、バラバラ

に置くということではなく、これを両方を統括する課長が 1人必要なということでですね、ここで

次長を、課長職の次長を置くという形にいたしております。総合支所長と次長の関係でございます

が、総合支所長は、非常にまあ、4 町が一つになるわけでございますので、町長さん、助役さん、

または収入役、教育長という特別職の方につきましては、いろいろな行事、または事務的なことに

ついて多忙になるということが予想されまして、例えば地域の行事等になかなか参加しにくいとい

うこともあると思います。そういうことからすると、部長職である総合支所長がそれに代わるとい

うことが多々あるということから、課長は内部的なこと、部長は、部長職である総合支所長は対外

的なことに当たるというふうな大きな色分けが必要なんではないかというふうな形でございます。 
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これらのことを考えて総合支所長が部長職で、次長が課長職であるという形の総合支所、これを

4町の庁舎にまったく同じような形で配置するという形を取っております。 

 

 

（「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、よく分かりました。どうも、ありがとうございました。あと、まあこれは将来のことであ

りますけれども、大体ですね、年功序列というのが、まあ当然、これはあってしかるべきと思いま

すが、どうしてもポストが増える傾向に、管理職がですね、増える傾向に、例でなるんじゃないか

というのがあると思います。 
ですからそこら辺のところは、むしろ合理化を進めるわけでございますから、いらなくなった、

まあ、すごくことばは悪いですけれども、役目を終えて合理化できるところは、どんどんどんどん

合理化して、違うサービスにですね、ぜひとも振り向けていただくような柔軟な体制を作っていた

だきたいなというのが一つと、あと、実際に業務が始まってですね、ものすごく最初は混乱してで

すね、各課、総合窓口にしてもどこにしても、町民もみなさんも混乱すると思うんですけれども、

それを少しでもですね、皆に周知徹底してですね、早くみなさんに慣れれるように十分広報してい

ただきたいというのが一つと、あとは現場の声をですね、ぜひともしっかり汲み上げていただいて、

人を振り向けなくてはならないところにはですね、まだもうちょっとやってみないと分からないよ

ということばがでるかとは思うんですけれども、そこは汲んでですね、どんどんどんどん、自動的

にどんどんそこはしていただきたいなというのが一つ、あともう一つ、私いま大島町に住んでいま

すけれども、合併しましてですね、ご意見箱みたいなですね、設置されておってですね、まあ、あ

まり入ってないようには聞いたんですけれども、やっぱり、各場所にですね、庁舎にですね、そう

いうみんなが入れ易いところにですね、やっぱり、町民の一人ひとりが自覚してきて、これはちょ

っとなんとかしてくれんかというのもいいにくいと思うんですよね、ぜひとも、ああ、自覚してき

てというのも失礼なんですけれども、そういったご意見の問題はですね、ぜひしていただいて、少

しでも、まあ町民の、要はこの組織がですね、効率的にですね、いい方向にいけるようなシステム

にして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。いろいろと貴重なご意見がありました。ほかにありませんか。 

 

（「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 安本 良夫） 

20 ページの機構のですね、色分けがしておりますが、分庁方式を取りますので、各町に例えば

橘町の場合ですと、健康福祉部というのがありますが、久賀町ですと産業建設部ということですが、

本庁から離れておりますので、そういう意味で、大島町の場合、総合政策課長と総務課長兼選管書

記長は、給与上の職として部長に相当するという位置付けでございますね。そう読んでよろしいで

すか。 
ええと、それから総合支所の次長の意味と、いわゆる 19 名の課長職とは給与上の職としては同

じだということですか、色分けはしてありますが、それは各庁舎の次長として、だから課長職、給

与上の職としては課長職ということですね、各支所の課長ということでございますね。 
それから黄色の 2というのはなんですか、これは部長職相当ということですか、衛生センターの



 
 
 

 

 11

所長、清掃センターの所長、いままでの給与上の職としてそういう職をしてきたから、そういうこ

とだということなんですか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

はい、少し説明させていただきます。20 ページの機構一覧表の中で、ブルーについているとこ

ろは、部長相当職というふうにいま申し上げましたが、具体的に申し上げますと、議会事務局長と

教育次長、それと部長が各総合支所に 1名づつ、総務部長、健康福祉部長、産業建設部長、環境生

活部長、さらに各総合支所長 4 名、それと総合政策課長と総務課長が部長相当職ということで 12

名の想定をいたしております。 

次にグリーンの課長職でございますが、これは本課の課長という形で、課長相当職で課長でござ

います。さらにベージュの 11 名の色分けがしてありますが、グリーンと同じく課長ではあります

が、本課の課長と出先の長という形で色分けをしておるわけでございまして、給与表は課長相当職

ということでございます。 

次に黄色のところなんですが、これはいま現在あります環境衛生施設組合の衛生センターと清掃

センターの所長というのは、要するに技能職といいますか、技術屋さんでここの衛生センターを維

持管理、運転するという技能職なんでですね、それで清掃センターも同じくそういう職級でござい

まして、一般職の課長とは分けて考えるという形で色分けをいたしておりまして、当然、グリーン、

またはベージュのところの課長と人事交流ができるという職ではないということでございます。 

それと課長のポストを置くということではなくてですね、いま現在、4町の管理職としてのポス

トを合計いたしますと、さきほど申し上げましたように 66 名おるわけでございますが、それがい

まここで合計いたしますと黄色の 2 名を除けましても、42 名になっておるわけでございまして、

非常にまあ、これは人事を考えれば非常に難しいことになるのではないかということでございます

が、新町の機構を考えるうえでは、例えばスリム化をしなければならないということとですね、や

はりまた分庁方式になるわけでございますので、できるだけサービスを落さないような方法を考え

なければならないというところの接点が、この 42 管理職ということになったというふうに考える

わけであります。 

 

（「はい、分かりました。もう一つ質問して 

                     よろしゅうございますか」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 

大変あの、新町ができあがって将来的に、それでいまこういう形の管理職がおられると、いまの

お話ですと課長相当職が 4町あわせますと、現行のこの人よりは多いわけですよね、その当分の間

というものは、それは給与職として減額するわけにはまいりませんからね、対応しなければならん

のですから、そうするとまあ、主幹を設けたり、主査を設けたりせざるを得なくなる、その辺も十

分含んでおかなければならない、もちろん図面の上でこれを表す手段を申し上げて、ご意見を・・・、

昔のように景気のいいときだったら、主幹を設けたり、主査を設けて、いろいろな職をつくって課

長相当職に主幹を、それから補佐相当職に主幹をという形で処遇をしてきたんですけれども、しか

し、ある時期ほんとうに担当するまでは、私はやむを得ないことだと思います。ボランティアでは

ないでしょうから、その辺はどうする、人事には関わりとうはないんですけど、やはり給与を減額

して職を得る・・・、なかなか難しい問題であります。その辺はどうですか、そういう率直な感想

を申し上げました。以上です。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 嶋元  貢） 

いま質問されているように、要するにこういった問題、ここで委員会でもでるように、こういっ

た内容が組織図ですよと、ですからこれを一般に出すときにはもっと注意しなければいけないだろ

うと、特にカラー、色の部分で、いまピンクの課長職でも敢えて変える必要はないんだと、支所長、

支所次長ですか、これはほかの課長と同じように、色は変えなくてもいいと、この一覧表で線があ

るんですから、線と配置で機構は分かるはずなんですよね、それで敢えて色を変えるから、こうい

う混乱が起こるんで、課長職は課長の同じ色でいい。 

それと上の助役や収入役のところに黄色を使っています。下の方にも黄色を使うからこういうふ

うに誤解を招くということですから、みてすぐ分かるように、もっと工夫、色の工夫が、ほかのこ

とはいいません。色の工夫がまずい。これじゃあ誤解を招くということです。一覧表といったら、

ぱっと分かるように、いいですか、変える意志はない、ある。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

さきほど吉兼委員さんからもご指摘がありましたように、いま住民に対する広報といいますか、

分かり易い広報をお願いするというのもありましたが、まったく同感でございまして、この組織機

構を含めましてですね、多様な新町での行政の中身、要するにＰＲにつきましてはですね、新町の

インフォメーションというものを発行する予定にしております。いま現在、それに事務局の方で取

り組んでいるわけでございますが、そのインフォメーションのなかではですね、だいぶボリューム

があってですね、中身が詳細に分かるような形でお示しをしたいと思っております。 

いまご指摘のようにグリーンとベージュが同じ箇所にあって分かりにくいというご指摘につい

ては、まったくそのとおりなんですが、私たちは本課の課長ということで、本課の課長職の数が

19 あるというのをお示しした数ということでございまして、いっしょの方がまあ課長の数が分か

り易かったということでございますれば、そういうことなんですが、実際に住民の皆さん方にお出

しするインフォアメーションでは、例えば課長同等職が、保育所の所長が課長同等職かどうかとい

うふうなことは、特に必要ないんではないかと思いまして、機構図につきましては、もう少し具体

的なもの、また、さらにその機構図のなかで各課、各班の職務が分かるというインフォメーション

を発行するということで、いま準備をいたしております。 

 

（「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 嶋元  貢） 

支所、出張所を分かり易いようにということで、この配置をみたら支所というのは分かるんです

よ、出張所をみてもこれで分からんことないんですよ、この線で。いまの回答はなっていないんで

すよ。さっきの質問者に対しては、その質問に回答すればええし、私については変える気があるの

か、ないのかだけなんですよね。変えんということです、結局、要は。いや、ほじゃから、変える

なら変えるだけでいいんですよ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

分かりました。課長がちゃんと明確に分かるような色分けをして、次回でもお出ししたいと思い

ます。 

 

（「変えるんですね、出したことをもっと・・・」と発言する者あり） 

 

（「はい」と発言する者あり） 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 

一般に示される場合は、機構図だけで結構なんです。あとは給与上の職については、いわゆる管

理職規程というものがあるわけで、われわれ一般には機構図があれば分かるわけです。それは協議

会なので、親切にこういう職ですよと、指揮命令系統を明確にされたということであろうと思いま

すから、じゃが、一般的には、組織だから実際には管理職規程があるし、給料上の職を定める規程

もあるしですね、そういうことで・・・、協議会なので、こういう状況で、いわゆるまあ指揮命令

系統はこうなんですよということを詳しくお示しをいただいたから、こうして職階を付けたんだろ

うとそういうように思います。まあ色分けをされなくても、いま嶋元先生がおっしゃられたように

するのであれば・・・と思います。 

 

（「色は変えなくてもですね」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええですか。まあ今日は委員さんの皆さん方によう分かっていただけるように、色分けして・・・、 

 

（「あのう、色は変えんでも・・・」と発言する者あり） 

 

今度は、住民の皆さん方によく理解できるように、色を分けるというのは、分かるように・・・、 

 

（「ええですか」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 嶋元  貢） 

いまのこの表を変えるんですか、このとおりやってんじゃないんですか、色は。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
そうです。住民の皆さん方、よう分かるように、理解できるような仕組みで提示したいというふ

うに思っています。ええですか。 

 

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 中本 健雄） 

すいません。中本でございます。2点ほどちょっとこれは確認なんでございますが、22 ページの

教育次長のところなんですが、普通であれば公民館、図書館は、課じゃなくて班のところに行くの

が、普通の書き方じゃないかと思います。あすこになると課の課長職になるんじゃないかと思いま

すが、いかがでしょう。 

それともう一点、20 ページのですね、教育の庁舎のなかで、文化交流センターが一番下にあり

ます。それで現在、東和町ではこの文化交流センターにつきましては、教育次長が兼務しておるわ

けでございます。それで東和町のなかの位置付けとしては、教育長の肩書き程度の人を文化交流セ

ンター長にいくということではなかったかと思いますが、これじゃったら社会教育課長の下に館長

は、交流センターの館長は下になるということでございますが、その 2点ご確認を願います。 



 
 
 

 

 14

 

○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、図書館の位置付けでございますが、図書館は 22 ページのなかで、教育支所、公民館、図

書館、22 ページの一番下であれば大島学校給食センターということになっておりますが、要する

に兼務するということでございまして公民館長が図書館長を兼務するというふうな意味で課長の

ところに書いてあるわけでございます。実質的に実務の中身とすればですね、班長、または職員が

図書館を運営するということになると思います。ただ、図書館長は公民館長、要するに課長職が兼

務しておるということでございます。 

次の 20 ページの文化交流センターでございますが、いま教育長さんが館長をなされておるとい

うことでございますが、教育長が館長をするというところまでは、まだ私たちは具体的に議論がで

きておりません。要するに文化交流センターの館長、図書館長、公民館長、体育館の館長というも

のは、東和町が教育委員会の本課でございますので、本課におる社会教育課長が館長を兼務すると

いう意味でしておるわけでございます。 

 

○委員（学識経験者 中本 健雄） 
そうするとすべての館長を社会教育課長が、すべての図書館とか、公民館の館長を兼務するとい

うことでございますか。 

 

（「そういうことでございます」と発言する者あり） 

 

大島郡内、現在あるすべてをですね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

あのですね、22 ページをみていただきたいんですが、22 ページにですね、22 ページの下の方が

教育委員会の関係ですが、まず、部長級として教育次長を置きまして、そこのなかに、教育長及び

教育委員会の本課というべき庁舎は、東和町でございますので、東和町に教育委員会の総務課、学

校教育課、さらに社会教育課という本課的要素を持った課が 3つほど配置されます。それのなかで

社会教育課は、東和町の公民館、東和町の図書館を兼務するということでございます。 

次の久賀町では教育委員会の出先として、教育支所というものを設けまして教育支所長が久賀公

民館、久賀図書館の館長を兼務するという意味でございます。 

 

（「はい、分かりました」と発言する者あり） 

 

（「22 ページで、質問です」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 安本 良夫） 

学校、教育委員会、そこで学校教育課、（県派遣）は、学校教育課長ということになるんだろう

と思うんですけれども、これはいわゆる県の派遣指導主事、県のこれだけは県派遣とこうしてあっ

て、社協主事はほとんど県の派遣じゃないんですか、入っているのじゃないですか、本来、教育事

務所によって社会指導で派遣されているという格好で、だから敢えてここだけ県派遣と書かれなく

ても・・・。 

 

○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、これはですね、いま現在、4町でもっております教育事務協議会、教育事務協議会に県の

教育委員会から派遣職員を受け入れております。教育事務協議会は、合併と同時に廃止されるとい

うことになりますので、その事務は新たな新教育委員会でその事務を行うことになりまして、そこ
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にいま教育委員会から派遣されている職員を学校教育課長として処遇するというふうな意味合い

でございます。 

 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 

分かりました。つまり、このいわゆる大島郡学校教育協議会が廃止されたときに、完全に県から

派遣されている職員、1名、これはなにがなんでも残してもらうよという意気込みでですね、現実

には派遣主事は、確かに（聴取不能）で入ってくるのではなくて、そういう意味合いでということ

で理解します。分かりました。 

 

（「ちょっと待ってください」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 中本 健雄） 

さっきのあれ、各町の公民館ですよね、これ色分け自体、社会教育課長になっておったよ、さっ

き総合支所長がなんか、総合支所長とか、橘は日良居支所長の、どうなんですかこれは、ラインの

ところ・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

ええとですね、実際には総合支所の次長の下から出ている出張所の色と社会教育課長、学校教育

課長、総務課長から出ているラインの色は実は違うわけでございますが、みたところ見分けがつき

にくいということはあります。 

 ただ、社会教育課長から、また学校教育課長から各教育支所、または公民館長というふうに出て

おりますのは、東和町に本課があるということで東和町の教育委員会の総務課長、東和町におりま

す学校教育課長、社会教育課長からはすべての公民館、図書館、学校、教育支所というふうなとこ

ろにラインがつながっているという意味でございます。総合支所から支所長に出ておりますが、こ

の色とは実はちっと見分けが付けにくいんですが、実は違うラインでございます。 

 

○委員（学識経験者 中本 健雄） 
違うんでしょ、ラインは違うんでしょ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

いえいえ、出張所とですね、総合支所はつながっておりますが、教育委員会の教育支所とつなが

っている色ではないということです。 

 

○委員（学識経験者 中本 健雄） 
いや、私がいうのは機構図の色は色なんですが、社会教育課長さんが、すべての公民館、図書館

の館長ではなくて、社会教育課長さんは東和の、ほいじゃあ図書館と公民館の館長を兼ねるんであ

って、それ以外であれば久賀の総合支所長さん、久賀の総合支所長さんがそれぞれの図書館の館長

も兼ねるということになるんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

そういうことです。 

 

○委員（学識経験者 中本 健雄） 
それじゃあ、おかしいじゃないですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 
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教育支所長ですよ。教育支所長と総合支所長は違うわけですから、教育支所には教育支所長がお

るわけです。教育支所長は公民館長と図書館長を兼ねるということです。 

 

（「教育支所長がじゃね」と発言する者あり） 

 

教育支所と通常の総合支所とは、まあ要するに教育委員会の教育支所長というのは、公民館長

と図書館長を兼ねるということです。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

あのですね、総合支所、または出張所というのは町長部局のラインになる。それで教育委員会

からのラインは、教育次長、社会教育課長等の課長から各教育支所長、または公民館長と図書館

長にラインが出ているということです。総合支所から出ておるラインとは、また別のラインです。 

22 ページの方でみていただきたいんですが、要するに久賀の教育支所長はどこにつながって

いるかといいますと、東和町が本課でございますので、東和町のところにあります総務課、学校

教育課、社会教育課につながっております。 

それで東和町の本課にあります社会教育課長さんは、東和の公民館長、図書館長を兼務すると

いうことでありますし、久賀の教育支所長は久賀公民館、久賀図書館、または大島教育支所長は

大島公民館、大島図書館の館長を兼務するという意味であります。 

 

（「はい、分かりました」と発言する者あり） 

 

（「次にいってよろしゅうございますか」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 

東和町におられるから、ここの本課の社会教育課長さんは、大島町の場合はよその・・・、教育

支所長さんは、当然、あわせておやんになる、したがって各町のいままでの図書館は各教育支所長

さんが当然、運営されるということですね。しかし、全体的には、全体的には社会教育課長さんが

各町のとこと先ほどの線でつながっているわけですから、下がっているわけですから、当然、各町

の教育支所長さんの下で、社会教育関係の事務所は総括されておりますよと、そう理解したらよろ

しいですね。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
そのとおりじゃないでしょうか。 

ええと、ほかにありませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 小泉 光香） 

この表の下のところにですね、子育て支援センターというのがありますですよね、これは大島町

と橘町のところにはあるんですけれども、久賀町、東和町のところにはありませんね、久賀町、東

和町のところは、どういうところがカバーしていくのか、訪問看護ステーションも、やっぱり大島

町と橘町にあるんですけれども、東和町、久賀町さんはどういうふうにカバーしていくかというの

を、この表ではとっても分かりにくくって、ないところはどうやって配慮していくのかということ
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をお聞かせください。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

いま 4町のなかで子育て支援センターが設置されているのは、大島町だけなんですね、それで新

町では、子育て支援センターを大島町と、まあ橘町がこの保健福祉関係の本課になるわけでござい

ますので、ここに設置しようということでございまして、当面は、大島の子育て支援センターで大

島、久賀をカバーし、橘の子育て支援センターで、橘、東和をカバーするというふうなことでスタ

ートしたいと考えております。 

また、訪問看護ステーションにつきましては、いま現在、大島町にあるだけでございまして、橘

町にあるのは、これはいま国保診療施設組合、要するに病院の組合でもっておる中部病院にありま

す訪問看護ステーションでありますが、これにつきましてもですね、大島町の訪問看護ステーショ

ンは現在のまま、条例でやっていこうということでございますので、まだ、これはいろいろ協議が

残っておりますが、当面、大島町にあるのが条例で、橘町にあるのが、組合系であったんですが、

これも町立病院のなかということになりますので、ここについては特に区域は設けておりませんの

で、2箇所の訪問看護ステーションで新町全体をカバーするというふうな考えのようです。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 嶋元  貢） 

訪問看護ステーションは、非常にあいまいな考えですよね、統一した周防大島町として、もっと

はじめから意見があるのではないか、どうでしよう。 

それで機構図でも、子育て支援センターにしても、あとの 2箇所に設ける予定があるのでしたら、

点線ででも少しですから書いておくべきだろうと、住民がみたときにはどういう感じを持つか。 

まず単純な質問で、訪問看護ステーションの、一つは町、一つは病院というよう状態で置く、こ

れが初めからスタートの考えとしていいかどうか、そういうあいまいなことじゃあいけんでしょ。

全部、周防大島町としての考え方を聞かしていただきたい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

事務局の方では、大変、なんともお答えが重たいような質問だと思うんですが、この件につきま

しては、福祉の担当課長で持っております専門部会を、この協議の場としてやってきたわけでござ

いますが、いま嶋元委員さんからお話がでましたような、どうせ新町のなかでは一本になったよう

な訪問看護ステーションがいいと、当然、新町のなかですから一本化された方がいいと思いますが、

新町のスタートまでにそれが一本化するのが、いささか困難であるよというようなことからですね、

当面、いまある訪問看護ステーションをそのまま新町で引継ぎ、合併後の協議にというふうな福祉

の専門部会からの意見もありましてこういう形でスタートするということになったわけでござい

ます。 

 

○委員（学識経験者 嶋元  貢） 
決まってないものは、はっきりとこういう黒の角できちっと書くべきではない。将来、これが崩

れるのでしたら相談のうえ決めるのですから、いまこういうカチッとしたふうに書き入れてしまっ

たら、一覧表としてよくないです。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええまあ、いろいろとご提言がありますが、当初からいろいろ枝葉を作るわけにもなかなかいき

ませんので、皆さん方のご意見を尊重しながらですね、暫時、こう近づいていくということが、ベ

ストじゃろうとそりゃあ思うわけで、嶋元先生のお話もよう分かるんですが、今の時点ではこうい
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う姿でいったらどうかということでご提示を申し分けるでございまして、これからまたいまの嶋元

先生のお話も拝聴しながらですね、暫時、素晴らしいものに作っていかなければならないというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 
 

○委員（学識経験者 嶋元  貢） 
あのね、そういうことは分かるんですが、検討中なら検討中、そこへポイントなんか、ぽんと打

っておいて、これについては検討中とか、考慮中とか、なんかそういうもので印して置かないと、

もう確定しますよ。そういう考え持ちますよ、これはもう公表するんでしたら。そうでしょ。 

それからさっきも質問がありましたが、何ページをみて下さい、それをみにゃあ分からんような

一覧表なら作らん方がええですからね。（聴取不能）な細かいところをみにゃあ分からんような一

覧表はダメなんですから。確定したものは確定、将来考慮中のものは考慮中のような、一覧表をみ

て、分かるような一覧表でないとダメ、と思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええ、ご提言ありがとうございました。まあ、そういうことで検討を重ねたいと思います。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

大島町の吉兼です。先般の合併協のなかで、私申し上げまして、今日は合併に関してですね、進

められるいろいろな事項を全体的に監督する課が必要なんじゃないかということでお伺いしたと

ころですけれども、それは総合政策課長ということでよろしいんでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

総合政策課のことでございますが、21 ページをみていただきたいんですが、総合政策課のなか

には、班として総合政策班を設け、そこの中で総合政策の調整、または先ほど委員さんからもお話

がありました行政改革の管理、または一番大きなものはこの合併の管理、要するに新町建設計画の

進行状況、または管理等をここで行うということでございます。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
はい、であれば各支所長とのつながりがもっともっと強くなければいけないんじゃないかと思う

んですが、こういう形でいくと要は総務部長の下になる、全体的な総務関係のところの一つという

形になると思うんですが、もう少し新役になってもいいのじゃないかなという気がするんですが、

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） 

要するに総合支所というのは、すべての本課からつながっているというふうに考えてください。

このラインをすべてに出すというのは、非常に難しいということでしてですね、総合支所というの

はあらゆる課の事務を実質的にやっていくわけでございますので、あらゆる課からつながっている

と考えていただきたいんです。 

また、総合政策課は非常に町長の特命事項、または合併の進行管理というふうなこともやるわけ

でございまして、そういう意味からして部長相当職を充てるというふうにしているところでござい

ます。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
はい、すいません。ちょっといままでの話と離れるのですけれども、部長職の方は部長というこ

とで給料が上がってくるんですか、給料が上がるんでしょうか。 
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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） 

給料はですね、現給を保障するということがございますので、先ほど申し上げましたようにいま

現在、66 名の管理職手当を支給されておる職員がおりますが、これが 42 名になってしまうという

ことでありまして、ただ、いま現在受けている給料を少なくするとかいうことはできないわけでご

ざいます。 

要するに現給を保障するということが大前提でございます。ただ、管理職からはずれれば、当然、

管理職に対する手当というのはなくなるということは、想定されます。 

また、部長になったら給料が上がるかということでございますが、例えば職務職階制という条例

規則になっておりますので、当然、部長職、または部長相当職がどこの職階職務に該当するかとい

うことで、例えばいま給料表が 1級から 8級までありますが、部長職をどこに貼り付けるのかとい

うのはあると思うんですよ。ただ、部長になったから途端に今度 5級上がるということにはならな

いと思います。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
多分、その点はよその合併したところでは、すごく、近くだったら周南ですね、町民はすごく、

まあもともと公務員さんに対しては厳しいというのがあると思うんですよね。役職は離れるけれど

も現給は保障されるということなんですから、合併に乗じて新しくなったところは増やすようにし

ておってですね、要は結局増えるんじゃないか、全体的には増えるじゃないかというふうなことに

なると思いますので、その辺のところは、きちっとコントロールされた方がいいんじゃないかなと

いうことで・・・、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 絵堂 光雄） 

大島の絵堂です。さきほど各委員の方からご意見が出ておりましたが、私は一つこういうことを

事務局にお願いしたいと思います。 

それはこれを即、冊子にしてみんなに分かるようにする。そのために自治会に各回覧でほとんど

が廻っている、その回るなかで、いまこうしたこと、私たちの自治会でみますと、各家、一軒一軒

に一冊一冊、一部づつ取りなさいというのがある。それからこれは一部しかありませんから良くみ

て、そして回しなさいということでね。 

ご承知のように大島郡が高齢化率 43 パーセント以上ですか、そうするとこの字がみな読めるか

どうか、そしてもう少し何とか工夫できないだろうか、ここは問題点ですけれども、はっきり分か

るようにするということが一番大事であると思います。 

したがって、回覧するのにもう一度こういう作り方をですね、考え直して、みなさんに良く分か

るように、高齢者にも良く分かるようにし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次長兼総務課長 椎木  巧） 

もう少し、機構だけでなくてですね、全町での事務事業、そういういろいろなものをインフォメ

ーションという形で冊子にしてからお配りしたいと思っております。 

いま、ご指摘のようにどうしても、量を多くしようということで字が小さくなったりしておりま

すが、できるだけ分かり易いような方法で周知したいと、そういうインフォメーションという冊子

を出したいと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ほかにありますかね。 
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                【質疑なし】 

 

ないようでございますので、以上で報告第 2号を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告第 3号、大島郡合併協議会の廃止について、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、それでは資料 26 ページをお願いいたします。報告第 3 号、大島郡合併協議会の廃止につ

いて、平成 14 年 10 月 10 日に設置した大島郡合併協議会を平成 16 年 9 月 30 日をもって廃止する

という内容でございます。 

先ほどご報告申し上げましたとおり、官報の告示によりまして、10 月 1 日合併ということにな

りますので、前日であります 9 月 30 日をもちまして合併協議会を廃止するという内容でございま

す。本日の協議会の報告をお受けいたしまして、6月に開催をされます大島郡内 4町の定例議会に

置きまして、廃止する旨の議案を提出することにしております。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
これにつきましては、ご異議ないと思います。報告第 3号を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告第 4号、公共施設の名称についてを事務局の方から説明をお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは引き続きまして、資料 27 ページでございます。報告第 4 号といたしまして、公共施設

の名称について、別紙のとおり報告するということで、28 ページ、29 ページ、30 ページにわたり

まして、郡内にあります公共施設等の名称について、現在の名称と新町での名称の取り扱いについ

てお示しをしております。 

30 ページをお開きいただきたいと思いますが、30 ページの中段よりちょっとうえ、米印がつい

ております。○○町△△□□、あるいは○○町立☆☆△△というようなものにつきましては、周防

大島町△△□□、周防大島町立☆☆△△という形となりますので、名称自体の変更はございません。

ただし、同種類のものが複数ある場合等は、必要最小限内で変更や統一の取り扱いをしております。 

ということで、ここに番号からしますと 1 番から 53 番まで番号を振っておりますけれども、こ

れらの名称については、左側にございます○○町、あるいは○○町営というものの区別をするため、

下の施設を区別をするために敢えて町をそのまま残して、町、あるいは町営というものをはずした

名前にしておるということでございます。 

参考までに 28 ページに戻っていただきたいと思いますけれども、番号でいいますと 5 番の出張

所の関係でございます、5番の出張所、橘町ということで、いま現在、橘町役場日良居支所という

ことで、郡内では支所が日良居支所だけでございますが、先ほどの機構と重複いたしますけれども、

新町になりましたら周防大島町役場日良居出張所ということで、支所から出張所になるという扱い

でございます。 

また、6番の保育所につきましては、いま現在、橘町日良居保育園ということになっております

が、新町になりましたら周防大島町立日良居保育所と、保育園を保育所ということの取り扱いをさ

せていただきたいと思っております。ほかの 3町におきましては、すべて保育所ということで、で

きるだけ統一していこうという考えのもとで、今回のお示しをしているところでございます。 

また、先ほど訪問看護ステーションのお話がございました。16 番をみていただければと思いま

すが、現在、大島町に大島町訪問看護ステーションという名称がございますが、これを新町になり

ましたら、訪問看護ステーション、ひらがなで、おおしま、大島郡全体を掌握するという意味合い

の趣旨で、おおしまということにしております。あわせて、30 ページをお開きいただきたいと思
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いますが、30 ページの一番下でございます。大島国保組合訪問看護ステーションというものがご

ざいますが、これも先ほどの大島の訪問看護ステーションと同様に、周防大島町訪問看護ステーシ

ョンたちばなということで、ここもひらがな扱いということで、おおしま、たちばなという名称に

しております。 

ただし、このおおしま、たちばなにつきましては、ほかの施設と違いまして名称の最後にひらが

なを付けておるということがちょっと違います。これはおおしまを例に取りますと、ひらがなのお

おしまであって、大島を示して大島郡全体を示すというおおしまというひらがなを使います。 

それからたちばなにつきましては、橘町のたちばなでなくて、柑橘の橘をたちばなということで、

ひらがなでたちばなということで全域を示すんだというご理解をいただいたらと思います。ここで

ちょっとほかの施設との取扱いが違うというふうにご理解いただいたらと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
報告が終わりましたが、委員の皆さん方、ご質問でもあればお願いします。 

ございませんか。 

 

                【質疑なし】 

 

ないようでございますので、報告第 4号を以上で終わります。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

以上をもちまして、本日、ご提案をいたしました議題の協議は、すべて終了いたしたわけでござ

います。どなたかご意見ございますかね。 

 

                【意見なし】 

 

ないようでございますので、以上で第 18 回の協議会を閉会いたしたいと思います。大変、長時

間にわたりましてのご協議、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

              〔午前 11 時 20 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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