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         第１回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日  平成１４年１１月１１日（月曜日）午後２時００分 

招集の場所  東和町総合センター・大ホール 

 

開会 平成 14 年 11 月 11 日（月）午後 2時 00 分 議長 中本 冨夫 開閉会の日 
時及び宣告 閉会 平成 14 年 11 月 11 日（月）午後 4時 00 分 議長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 ５１名の内 出席者 ４６名  

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 22 学識経験者 田村伊都子 
会 長 橘 町長 中本 冨夫 委員 23 大島町議会議員 冨田 安英 
副会長 東和町長 西木  宏 委員 24 久賀町議会議長 中野 正良 
副会長 久賀町長 大田敬三郎 委員 25 学識経験者 中原 昭二 
   委員 26 橘 町議会議員 中原 臣雄 
委員 山口県市町村 

合併推進室次長 山部 哲郎    
委員 柳井県民局長 川尻 博之 委員 28 学識経験者 中山 松夫 
委員 1 大島町議会議員 荒川 政義 委員 29 学識経験者 奈村 種臣 
委員 2 久賀町議会議員 伊藤 秀行    
委員 3 学識経験者 伊村 光由 委員 31 学識経験者 西村  均 
委員 4 学識経験者 絵堂 光雄 委員 32 東和町議会議員 西本 信男 
   委員 33 学識経験者 原   清 
委員 6 学識経験者 大浪 和郎 委員 34 学識経験者 平井 昭輝 
委員 7 学識経験者 沖永 明子 委員 35 学識経験者 平野 和生 

委員 8 学識経験者 鍵本 憲治 委員 36 大島町議会議長 平村 眞成 
委員 9 橘 町議会議員 河野 公二 委員 37 学識経験者 松谷智恵子 
委員 10 学識経験者 河原 芳樹 委員 38 久賀町議会議員 松村  定 
委員 11 学識経験者 河村  勤 委員 39 学識経験者 棟広  斉 
委員 12 学識経験者 岸田 邦子 委員 40 学識経験者 村田 岩治 
委員 13 学識経験者 久保 盛行 委員 41 学識経験者 村元 和枝 
委員 14 学識経験者 小泉 光香 委員 42 学識経験者 安本 良夫 
委員 15 学識経験者 佐々木 清 委員 43 学識経験者 山縣  惠 
委員 16 学識経験者 篠本純一郎 委員 44 学識経験者 山中八洲通 
委員 17 学識経験者 嶋元  貢 委員 45 東和町議会議長 山本  保 
委員 18 学識経験者 杉山 藤雄 委員 46 学識経験者 吉兼 健一 
委員 19 学識経験者 高田壽太郎 監査委員 監 査 委 員 相川  實 
   監査委員 監 査 委 員 末満 良勇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出席委員等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委員 21 学識経験者 珠山キミ子 ― ― ― 
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職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
副会長 大島町長 河野 洋治 委員 27 学識経験者 中本 健雄 
委員 5 学識経験者 大永 忠博 委員 30 東和町議会議員 新山 玄雄 

 
 
欠席委員等 
 委員 20 橘 町議会議長 武政 輝夫    

久賀町助役 内本 信男 東和町総務課長 吉村 正晴 

大島町助役 濵本  定 東和町企画課長 中野 守雄 

東和町助役 藤野 信夫 橘町総務課長 坂本  薫 
橘 町助役 山崎 敏勝 橘町企画課長 平田 好男 
久賀町総務課長 吉田 芳春 大島郡国保診療施設組合助役 川田 昌満 

久賀町企画開発課長 木田 満典 大島郡環境衛生組合事務局長 浜田 武重 

大島町総務課長 岡村 春雄 周防大島広域連合事務局長 末長 健寿 

 
 
幹 
 
 
事 

 

大島町企画財政課長 奈良元正昭      ―       ―   
大島郡合併協議会事務局長 
 

村田 雅典 大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義 

 
 
会議事件 
説明のた 
め出席し 
た者の職 
氏名 

 

事

務

局 大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧 大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫 

会議の概要 別紙のとおり 
委員 1 大島町議会議員 荒川 政義 委員 3 学識経験者 伊村 光由 会 議 録 

署名委員 委員 2 久賀町議会議員 伊藤 秀行  －   －    －  
特記事項  
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○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  定刻になりましたので、ただいまから第 1 回大島郡合併協議会を開催いたします。私は合併協議

会の村田と申します。会議に入りますまで進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 

  開会にあたりまして会長がごあいさつ申し上げます。後ほど報告第 2 号でご紹介いたしますけれ

ども、先般 4 町長の協議の結果、大島郡合併協議会の会長に中本冨夫橘町長、会長職務代理と副会

長に西木宏東和町長、副会長に大田敬三郎久賀町長、同じく河野洋治大島町長が就任することにな

りました。それでは会長であります中本冨夫橘町長がごあいさつを申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ただいまご紹介を頂きましたように本協議会の会長を仰せつかりました橘町長の中本でござい

ます。本日は大変多忙なところ、第１回大島郡合併協議会にご出席を賜りまして厚くお礼を申し上

げます。 

開会に先立ちまして、この度柳居顧問をはじめ各町より委員にご就任を頂きました皆様方に先ず

もってお礼を申し上げたいと存じます。この度は、大島郡合併協議会委員を快くお引受けを頂き誠

にありがとうございます。本来ならば、委員の皆様方お一人お一人にお願いとお礼を申し上げるべ

きところでございますが、お手元の委嘱状をもちましてこれに替えさせていただきたいと存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、ご承知のとおり大島郡 4 町は、島という特性から四方が海に囲まれております、地理的に

も産業構造的にも、また、文化や生活面からも非常に結びつきが深いものがあります。こうした背

景から昭和 34 年には大島郡国保診療施設組合を設立し、また、昭和 40 年には大島郡環境衛生施設

組合が、さらに平成 13 年には周防大島広域連合を設立するなど、医療面やごみ･し尿等の環境衛生

面から、また、介護保険や保健、福祉に至るまでのさまざまな分野におきまして、大島郡 4 町で実

施した方が効率的なことなど、スケールメリットのあることについてはすでに共同で実施しており

ます。 

さらに昭和 51 年に大島架橋が実現いたしました。国道 437 号線、県道大島環状線の整備や町道

が整備されたことによりまして、日常生活圏が拡大されてきましたことは皆さんご承知のとおりで

ございます。なおまた少子高齢化が進展してきたことなど郡内を取り巻く社会情勢が著しく変化し

てまいりました。 

また、一方ではバブル経済が崩壊後、国、地方を通じて財政が非常に悪化をし、特に自主財源に

乏しい 4 町においては、経常経費が高騰する等大変財政状況が悪くなり、このままでは地域住民に

質の高いサービスを将来にわたり提供していけるかどうかが大きな課題となってきております。こ

のような状況下、平成 12 年 4 月 1 日、地方分権一括法が施行され、地域のことは地域で考え、自

ら解決し、それに対し自らが責任を持つこと等、国と地方公共団体との役割分担が明確化されたわ

けであります。 

こうした責任を地方自治体が果たすためには、この合併問題を真剣に考えなければなりません。

そのためには平成 13 年 1 月、4 町で大島郡広域行政研究会を設立いたし、合併に関する調査研究

を重ねてまいりまして、先般、4 町が同じ日であります 10 月 8 日に臨時議会を開会し、合併の是

非を含めて正式に議論する場であります大島郡合併協議会を設置するに至ったわけであります。 

今後は、本日ご委嘱申し上げました 51 名の委員さんと共に、この大島郡の将来について真剣に

議論を交わし、新しい活力ある島づくりのために英知を結集し、大島のあるべき方向性を見出して

まいる覚悟でございます。 

これからお互い長い期間お付き合いを頂くことになりますが、どうか、皆様方のご協力を心から

お願い申し上げ、ごあいさつに替えさせて頂きます。今日はどうもご苦労様でございます。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） 
  続きまして、山口県柳井県民局局長川尻局長さんにご挨拶をお願いいたします。 
 
○委員（柳井県民局局長 川尻 博之） 
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柳井県民局の局長でございます川尻でございます。本日、第 1 回目の大島郡合併協議会が開催さ

れるに当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

皆様方ご承知のとおり、県内で法定合併協議会が設置されましたのは、この大島地域が周南地域

に続きまして２番目にということでございます。地方分権、あるいは少子高齢化が急速に進展して

います中で市町村合併が避けて通れない課題であるということを早くからご認識をされまして積

極的に取り組んでこられました 4 町の町長さん、議長さん、あるいは町会議員の皆様方、そして職

員の皆様方に深く敬意を表する次第であります。 

この 10 月 1 日時点での総務省が調査しました全国の合併に関する情報では、全国 3,200 ぐらい

市町村がありますが、その 8 割、約 2,600 の市町村が合併協議会等で合併につきまして検討を進め

ておるということでございます。その内すでに法定合併協議会を設置いたしましたのが、519 とい

うふうになっております。合併特例法の期限まで 2 年半を切ったわけでありますけれども、全国的

にも、いま合併を検討する動きが加速化してきておるという状況でございます。こうした中で市町

村合併が円滑に進みますように国は、合併特例法にも基づきまして合併特例債をはじめとしたさま

ざまな財政支援措置を実施することにしておりますし、県におきましても今後とも、市町村合併支

援プランに添いまして人的な支援、あるいは財政的な支援を積極的に行ってまいることにいたして

おります。 

本日の合併協議会、新しく住民の代表の方にも委員として参加されるということになります。市

町村合併は、地域の将来あるいは住民の生活に係わる重要な問題であります。そうした意味におき

まして、今後、行政、議会、住民の方々が一体となって、この地域の将来について、この法定合併

協議会で新しい地域づくりということで十分に論議を進めていただきますようにお願い申し上げ

まして簡単でございますが、ごあいさつといたします。よろしくお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
続きまして、本協議会の顧問を頂いております柳居俊学山口議会議員さんにご挨拶をお願いいた

します。 

 

○顧問（山口県議会議員 柳居 俊学） 

ご挨拶を申し上げます。11 月 1 日付けで顧問として就任いたしました柳居俊学でございます。 

委員の皆様方におかれましては、今日までそれぞれのお立場で地域の発展のために大変なご尽力を

頂いておりますことをここに敬意を表します。この度はこうして第 1 回の合併協議会の運びとなり

ましたこと重ねて皆様方のご労苦に対しまして深甚なる敬意を表するものであります。 

会長はじめ県民局長様、縷縷ご挨拶がございました。どうかひとつ新しい枠組みでもって、新た

な地域社会、地域の創造に向けて皆様方の格別のご活躍、ご尽力をこころよりご期待を申し上げ、

そして合併が大島の再生となりますことを祈念を申し上げ、ご挨拶といたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
どうもありがとうございました。それでは、引き続きまして委員の皆様に委嘱状を交付いたしま

す。委員を代表されまして大島町の荒川政義委員さんにお渡ししたいと思いますので、荒川さん、

会長の席までお願いいたします。 

 

【中本会長より荒川政義委員に委嘱状交付】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
委嘱状、荒川政義殿、大島郡合併協議会委員を委嘱します。任期は、当合併協議会が解散するま

でとします。平成 14 年 11 月 1 日、大島郡合併協議会会長中本冨夫。 

ひとつ、よろしくお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  なお、時間の関係上、各委員さんにも机の上に委嘱状をお届けいたしておりますので、ご確認を 

 いただきまして、ご了承のほどお願いいたします。 

引き続きまして本日が初めての会議でございますので、各委員のご紹介を申し上げたいと思いま
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す。本日受付におきましてお渡しいたしました配席図と 50 音順配席表をご覧いただきたいと思い

ます。この会議は会長、顧問、委員、監査委員さん、総勢で 55 名の方で構成されております。事

務局の方で勝手ながら 50 音順で、委員番号と席を指定させて頂いております。委員番号におきま

しては、当協議会が解散するまで変わりませんのでよろしくお願いいたします。なお、配席につき

ましては、その都度、会場によって変わりますのでお含みおきを頂きたいと思います。それでは、

正面向かって左手から後列となります委員番号から順番に申し上げますと、 

1 番の大島町の議会議員、荒川政義さん。 

 
（「荒川です、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 

 

  2 番、久賀町議会議員、伊藤秀行さん。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
 

  3 番、大島郡老人クラブ連合会から、伊村光由さん。 

4 番、大島町の絵堂光雄さん。 

5 番、橘町の大永忠博さん、まだお見えになっておりません。 

6 番、大島郡商工会連絡協議会、大浪和郎さん。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  7 番、大島町、沖永明子さん。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
  

  8 番、大島郡小中学校ＰＴＡ連合会、鍵本憲治。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  後ろの席になりますが、9 番、橘町議会議員、河野公二さん。 

 
（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 

   

  10 番、大島町、河原芳樹さん。 
 

（「河原です。よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  11 番、大島郡社会福祉協議会、河村 勤さん。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  12 番、東和町、岸田邦子さん。 
 

（「岸田と申します。よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

左前列となります。13 番、東和町から久保盛行さん。 
 

（「久保です、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  14 番、久賀町、小泉光香さん。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
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15 番、久賀町、佐々木 清さん。 
 

（「佐々木です、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  16 番、橘町、篠本純一郎。 
 

（「篠本です、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

17 番、大島郡医師会、嶋元 貢さん。 

  18 番、橘町、杉山藤雄さん。 

 
（「杉山です」と叫ぶ者あり） 

   

19 番、東和町、高田壽太郎さん。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

20 番の橘町、武政輝夫議長さんは、今日は欠席でございます。 

21 番、大島郡連合婦人会の珠山キミ子さん。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  22 番、橘町、田村伊都子さん。 

 
（「どうぞ、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 

   

23 番、大島町議会、冨田安英さん。 
 

（「富田です、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  24 番、久賀町議会議長、中野正良さん。 
 

（「中野です、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

正面向かって右から前列となります。25 番、東和町、中原昭二さん。 

 
（「中原です、よろしく」と叫ぶ者あり） 

             

  26 番、橘町議会議員、中原臣雄
た み お

さん。 
 

（「よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

27 番、マルトウト東和町農協、中本健雄さんは遅れて来るという通告を頂いております。 

  28 番、久賀町、中山松夫さん。 
 

（「中山です。どうぞ、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

29 番、山口県建設業協会大島支部、奈村種臣さん。 

30 番、東和町の議員さん、新山玄雄さん、本日欠席でございます。 

31 番、東和町、西村 均さん。 
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（「西村です。よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  32 番、東和町議会議員、西本信男さん。 
 

（「西本です、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

33 番、久賀町、原 清さん。 
 

（「原です。よろしくお願いいたします」と叫ぶ者あり） 
   

  34 番、山口大島農協、平井昭輝さん。 

 
（「平井です、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 

   

35 番、橘町、平野和生さん。 
 

（「平野と申します。よろしくお願いいたします」と叫ぶ者あり） 
   

36 番、大島町議会議長、平村眞成
しんじょう

さん。 

 
（「平村です。よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 

   

右側の後列になります。37 番、久賀町、松谷智恵子さん。 
 

（「松谷でございます。よろしくお願いいたします」と叫ぶ者あり） 
   

  38 番、久賀町議会議員、松村 定さん。 
 

（「松村です。どうぞ、よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

39 番、大島町、棟広 斉
ひとし

さん。 
 

（「よろしくお願いいたします」と叫ぶ者あり） 
   

  40 番、大島郡漁協組合長集会、村田岩治さん。 

 
（「村田です。よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 

   

41 番、大島町、村元和枝さん。 

  42 番、橘町、安本良夫さん。 
 

（「安本でごさいます」と叫ぶ者あり） 
   

43 番、東和町、山縣 恵さん。 
 

（「山縣でございます」と叫ぶ者あり） 
   

44 番、久賀町、山中八洲通さん。 

45 番、東和町議会議長、山本 保さん。 
 

（「山本です。頑張りましょう」と叫ぶ者あり） 
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  46 番、大島町、吉兼健一さん。 
 

（「はい、吉兼です。よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

47 番、この会の監査委員さんをお願いしております。相川 實さん。 
 

（「相川です。よろしくお願いします」と叫ぶ者あり） 
   

  48 番、もう一方監査委員さんいらっしゃいます。末満良勇
よ し お

さん。末満さんも遅れて出席という

通告を頂いております。 

なお、正面の席でございます。左側から先ほどごあいさつを頂いた柳井県民局局長、川尻局長さ

ん。右へいきまして大島町長河野町長は本日欠席でございます。次にこの会の会長の職務代理者で

ございます副会長、東和町長の西木宏町長でございます。会長の中本町長でございます。副会長の

久賀町長の大田敬三郎町長でございます。この会の顧問をお願いしております柳居俊学県議会議員

さんです。合併推進室の次長であります山部哲郎さんです。最後に私ども後ろの席に 2 列重なって

座っております、この協議会の幹事ということで、大島郡 4 町の助役、それから総務課長、企画担

当課長、大島郡国民健康保険診療施設組合助役、大島郡環境衛生組合事務局長、周防大島広域連合

事務局長、そして私ども 4 人の大島郡合併協議会の事務局の職員でございます。よろしくお願いい

たします。 

なお、本日出席されております皆さん方の名簿につきましては、本日お手元にお渡しの白いファ

イルの、黄色の付箋がついている一番最後の資料ということになりますけれども、資料1 と資料 2

ということで一覧をお配りしておりますので、後ほどご高覧をいただきたいと思います。以上で役

員さん、委員さん方のご紹介を終わります。それでは早速議事に入りたいと思います。 

本協議会の議長は、規約第 11 条によりまして会長が務めるということになっております。これ

からの議事進行につきましては、中本会長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは規約によりまして、私が会の進行役を仰せつかりましたので、議長として進行をさして

いただきますが、よろしくご協力のほどお願いいたします。それでは座ってから、ご無礼ですが、

進行さしていただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは早速でございますが、議事に入りたいと思います。のちほどご説明をいたしますが、会

議運営規程第 7 条において会議録を調整するというふうになっておりますので、会議録の署名委員

に 1 番の荒川政義委員さん、2 番の伊藤秀行委員さん、3 番の伊村光由委員さんを指名をいたしま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

次に報告に移ります。まず大島郡合併協議会の設置に至る経緯について、事務局の方から報告を

させます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 

橘町の役場からきております事務局の椎木でございます。それでは大島郡合併協議会の設置に至

るまでの経緯につきまして説明をさしていただきます。ちょっと座ってから説明さしていただきま

す。 

資料はこの白いファイルの中に大島郡合併協議会の設置に至る経緯というのがつけてあると思

いますので、ご覧いただけたらと思います。それでは大島郡のこの合併協議会が設置されましたが、

それまでに至る経緯が随分ありますので、そのことにつきましてまず説明さしていただきまして、

皆さんのご理解をいただいておきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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今ここに書いてある以前にちょっとお話が及ぶんですが、平成 11 年の 8月 6 日にこの合併問題

というのが大きくクローズアップされてきております。要するに当時の自治省から各都道府県知事

に対しまして、市町村合併の推進についての指針という通知がなされたわけでございます。これは

市町村合併のパターンを広く、市町村の合併の推進についてとそういうふうな要綱を作ってくださ

いという要請が自治省の方から知事宛にきております。その後に平成 12 年の 4月 1 日ですが、地

方分権一括法が施行されております。要するに戦後の地方自治法が全面的というふうな大幅な改正

がなされた分権一括法の施行でございます。 

次に平成12年の12月1日なんですが、これは政府与党の方で市町村合併後の地方自治体を1,000

ぐらいというのが目標だというふうな方針を踏まえまして、行政改革大綱の中で自主的な市町村合

併を積極的に推進するということが、閣議決定をされております。まあ、ここら辺りが伏線になっ

ておるんだというふうに考えております。 

それでこの協議会の設置に至るまでの経緯ということでご説明をいたしますが、平成 12 年 12

月 11 日に山口県の方に市町村合併推進本部が設置され、さらに地域の推進本部というものも設置

されました。この大島地域は柳井地域推進本部の中におるわけですが、先ほどの川尻局長さんが推

進本部の局長さんになっておりますが、推進本部が設置されました。 

それと山口県の広域行政推進要綱の中で、3 類型 27 の合併のパターンが示されたわけでござい

ます。これによって大島郡の 4 町も、柳井を含めた 1市 8 町と大島郡 4 町という 2 つのパターンが

示されてきまして、ここで合併の議論が始まりになったというふうに考えております。 

次にこれを受けまして平成 13 年の 1 月 10 日に大島郡広域行政研究会というのを４町の助役、総

務課長、企画課長、計 12 名で発足をいたしまして、この合併問題に対する調査研究をしようとい

うことで設立がされました。 

次にいろいろ調査研究をした中で、合併をしたらどういうふうになるんだろうかということがな

かなか明らかにならないということから、平成 13 年の 5月 1 日ですが、市町村合併シミュレーシ

ョン調査事業というのを県が、県事業として行うということでございまして大島もこれの要望を行

いました。要するに合併をしたらどうなるであろうかというシミュレーションをまずやってみて、

それを明らかにすべきであるということから、このシミュレーション調査事業を要望し、取り組ん

だわけでございます。 

平成 13 年の 6 月に第1 回の打合せを行いまして、都合 3 回ほど行いましたの後に、平成 13 年の

12 月に中間報告を各町の議会において行いました。さらにそれから 5 回、6 回、7 回と行いまして、

このシミュレーションの調査の最終報告を行い、これを議会で 3 月の定例議会で行いましたと同時

に、さらに郡内の全所帯にこの概要版を配布いたしております。 

これで 13 年度のシミュレーション調査事業を終えまして、14 年度から新しく大島郡広域合併研

究会というふうに名称も組織も少し変えまして、会長には 4 町長の中から中本橘町長、副会長には

東和町の山本議会議長さんをお願いし、新たに大島郡広域合併研究会を発足いたしました。 

それで 8 月の 16 日には、郡内の各団体長にご参加をいただきまして、このシミュレーションの

報告を兼ねまして、意見交換会を行った大島地域市町村合併地域懇談会というものを開催をいたし

ております。 

次に第 2 回、第3 回とずっと会議を重ねまして、第 3 回の 6 月の 12 日ですが、いろいろその経

緯はあるわけですが、この経緯のシミュレーション等を踏まえまして、この協議または調査を行っ

た結果、この合併の枠組みを大島郡 4 町の枠組みとするということが、この研究会の中で確認をさ

れまして、そこにありますが 6 月の 24 日に柳井市の市長さんにパターンが１市 8 町と 4 町という

2 つのパターンに属しておりましたので、これを大島では当面 4 町のパターンでいこうということ

に決まりましたということを報告にまいりました。 

それで同時にこの合併重点支援地域というものを県の方に要請いたしまして、県の方からは 7

月 1 日付でもって大島郡の合併重点支援地域に指定するという通知をいただきました。 

これまでの研究会の中でいろいろとありましたが、やはり事務局を独立したものとして置いてお

かなければ、なかなか調査研究が進まないということから、この 7月 1 日、支援地域の指定と同じ

日なんですが、大島郡広域合併研究会の事務局を専任事務局として、各町から 1 名ずつ、4 名の事

務局を開設をいたしております。 

次にその後研究会をずっと進めてきたわけでございますが、この研究会を進める中で、まず各町

でもってこの合併問題を住民にいかに周知していくかということを検討の結果、各町で地域懇談会



 

 11

を開催しようということで、6 月、7 月、8 月ぐらいからずっと各町で計 60 回開催し、延べ 2,450

名ぐらいのご参加をいただきました。これで各町の住民の方々に合併のシミュレーションを含めた

問題等につきまして、ご説明をして歩いたわけでございまして、その 2,450 名と申しますのは 1

世帯にしたら 1 名の参加ということで計算しますと、9,000 世帯でございますので、約 27％ぐらい

世帯から参加をいただいたというふうに考えているわけでございます。 

同時にこの研究会のホームページを立ち上げる又は合併研究会だよりという広報紙を出す、また

各町の今ある広報誌にページを割いていただきまして、3 回連続で3 カ月にわたって、この合併問

題の特集を掲載するとうようふうなことで、住民への周知を図ったところでございます。 

この研究会の中で法定協を 10 月中に立ち上げようではないかという気運になりまして、9 月 30

日ですが、第 8 回目、最後の合併研究会になったわけですが、9月 30 日に 10月 8 日に大島郡合併

協議会の設置についての議案を臨時議会に 4 町同時に提案しようということになりまして、10 月 8

日に 4 町の各町議会で法定合併協議会設置議案を提出し、4 町とも可決されたわけでございます。 

それで規約につきましては 14 年 10月 10 日に規約が施行され、これを知事に届け出て合併協議

会が正式に発足したということでございまして、本日の 11月 11 日、第 1 回の協議会になったわけ

でございます。 

この間ちょっと 1 カ月あったわけでございますが、できるだけ広範な、郡内の広範囲な中から委

員さんをお願いしたいということから、若干 1 月ばかりかかりましたが、大変いろいろ各界、各層

からの委員さんが選出されたのではないかと思っております。そういうことでございまして、今日

が協議会のスタートでございますが、相当長い期間になると思いますが、よろしくお願いしたいと

思いますが、合併協議会の設置に至るまでの経緯とさしていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではただいま報告があったわけでございますが、本来ならば報告で終わるわけでございます

が、初めての会議でございますので、今の報告に対しましてなにかご質疑があれば、承っておきま

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、それでは次に移りたいと思います。報告第 1 号、各町の議会におい

て議決をいただいた大島郡合併協議会規約について、これを議題として事務局の方から報告をさせ

ます。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは報告第 1 号、協議会の規約についてご説明申し上げます。ただいま説明いたしました資

料をもう1枚めくっていただきたいと思います。右の上に報告第1号ということを書いております。 

この規約は先月 10 月 8 日、郡内 4 町が同一日に臨時議案として提案いたしまして、可決をして

いただきました。大島郡合併協議会の設置議案の添付資料としてお出ししたものであります。座っ

て説明をさしていただきます。 

まず設置につきまして、この協議会の規約は地方自治法と市町村の合併の特例に関する法律に基

づいて、設置するということであります。 

第 2 条でございます。この合併協議会の名称でございます。名称につきましては、大島郡 4 町は

1 島 1郡 4 町ということで、郡を形成しておりますので、大島郡合併協議会という名称にしており

ます。 

この会の担任事務でございますが、第 3 条でございます。第 3 条の 1 号に 4 町の合併に関する協

議、2 号に4 町の合併に伴う新町建設計画の作成、これは合併特例法に謳われております事項でご

ざいまして、合併した場合における新町の将来的なビジョン、あるいはマスタープラン等に関する

計画の作成のことでございます。3 号に4 町の合併に関し必要な事項としておりまして、最終的な

合併の是非に関する協議も、この中に含まれるというふうに考えております。 

第 4 条でございます。事務所の位置でございますが、今年の 7 月に大島郡広域合併研究会の事務

所が設置されることになりまして、郡内各町の適当な場所を検討いたしました。たまたま久賀町民
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センターの 2 階の講義室が空いておりまして、4 町から駐在する職員の通勤に支障がないであろう

ということで、久賀町のご好意でお借りすることになっております。電話設備あるいは空調設備等

も整備をいたしまして今に至っておるわけでございますが、合併協議会に移行いたしましても、そ

のままの形で久賀町民センターの 2 階を事務所として使用したいということで、事務所の位置は久

賀町民センターとしております。 

次に主だった組織上のことについて概要をご説明申し上げます。 

まず第 6 条の会長につきましては、4 町の町の協議により 4 町の長の中からこれを選任するとい

うことになっております。 

それから第7条につきましては、副会長は6条以外の3人の町長をもって充てるとしております。

また会長の職務代理につきましても、あらかじめ定めるとしております。 

次に第 8 条の委員であります。第1 条では4 町の長ということで、会長を除きますので、3 名の

委員さんということになります。1 ページめくっていただきまして、2 号におきましては、各町の

議会の代表、議長ほか 2 名ということで、各町から 3 名の議員さん合計 12 名になります。次に 3

号の学識経験を有する者 36 名以内とお示ししております。36 名以内の内容でございますが、県か

ら市町村合併推進室と柳井県民局、それぞれ 1 名の職員の方に、そして大島郡内に大きな組織とし

ていろいろな団体がございます。山口大島農協から小中学校ＰＴＡ連合会などの 10 の団体からお

一人ずつ推薦をいただく。この 10 の団体でございますが、これはお手元の資料 1、最後から 2 番

目の資料 1 のページでお示しをしてございます。そしてこの 10 名の方とは別に各町 6 名の方に学

識経験ということで推薦もいただきまして 24 名、ですから最後の学識経験を有する方として、県

が 2 名、団体が 10 名、各町が 24 名ということで合計 36 名ということになります。なお郡内の団

体から推薦をされた 10 名の方と各町から推薦されたに 24 名の方は、学識経験を有する方という解

釈で途中交代とか、あるいは補充選任とかいうことは考えておりませんので、合併協議会が解散す

るまでご在任をいただきますようよろしくご承知おきくださいますようお願いいたします。 

したがって 1 号、2 号の委員さんにつきましては、充て職であるという解釈ですのでご理解をい

ただきたいと思います。 

第 9 条におきましては顧問を設置することができるとしております。 

第 10 条は会議の招集方法、第 11 条から第 14 条までは会議の運営や小委員会の設置などについ

て記載をしてございます。 

それから第 17 条の監査でございますが、1 枚めくっていただきます。すいません。第 17 条の監

査でございますが、4 町の監査委員のうち 2 名の方にこの協議会の出納関係につきまして監査をし

ていただくということで、監査委員さんを委嘱するという条項でございます。規約の中には、4 町

の長が協議するもの、あるいは会議に諮り定めるもの、また会長が別に定めるものというものがご

ざいます。これらの内容で該当するものにつきましては、後ほどの報告事項及び協議事項の中でご

説明をしていきたいと思います。 

なおこの規約の施行日は平成 14 年 10 月 10 日からとなっております。以上で報告第 1 号合併協

議会の規約についての報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。これもですね、初めての会議でございますので、質疑があれば

承ります。 
 

（質疑なし） 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ないようでありますので、次に移りたいと思います。報告第 2 号、報告第 3 号の協議書について、

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長 村田 雅典） 
報告第 2 号、報告第 3 号の協議書につきまして報告をいたします。先ほど規約の概要について、

ご説明をいたしましたが、この中で 4 町の長の協議により定めるものがございます。そのことにつ

きまして協議し、取り決めたものを協議書としております。まず報告第 2 号でございますが、規約
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第 6 条協議会の会長、第 7 条会長の職務代理をする副会長、第 15 条事務局職員、第 16 条経費の負

担、この 4 項目につきましては、去る 10 月 8 日に取り決めをいたしました。右上に報告第 2 号と

書いてございます協議書をお開きいただきたいと思いますが、まず 1 といたしまして合併協議会会

長に橘町長の中本冨夫町長、2 といたして職務代理の副会長に東和町長の西木宏町長、事務局につ

きましては私ども各町から 1 人ずつ4 人、それから郡の合併協議会に要する経費の負担ということ

で、事務的な経費につきましては、4 町が均等割により負担するという 4 項目でございます。これ

につきましては 10 月 8 日に協議をして締結をしております。 

2 枚めくっていただきまして、報告第3 号同じく協議書というものがお手元にございます。これ

につきましては学識経験者としての委員の選任と、それから第 9 条の顧問の設置についての協議書

を交わしております。学識経験者としての委員の選任につきましては、郡内 10 団体から 10 名、各

町からそれぞれ 6 名ずつ、そして山口県から 2 名の方を推薦いただきましたので、皆様方を委員と

して委嘱する。また 1 枚めくっていただきまして、協議会の顧問につきましては、柳居俊学山口県

議会議員にお願いすると、これも 11月 1 日に協議をいたしまして 11月 1 日付で委嘱状を発効させ

ていただいております。なお、本日お手元にはお配りしておりませんけれども、その他に打ち合わ

せ事項、打ち合わせ確認ということで、監査委員の選任につきましては、久賀町の末満良勇
よ し お

さんと

大島町の相川實さんに委嘱するということを確認しております。以上、報告第 2 号、報告第 3 号の

協議書の報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。それではただいまの報告第 2 号、第 3 号につきましても、ご質

疑があれば・・・、ございませんか。 
 

（質疑なし） 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ないようでありますので、次に移りたいと思います。報告第 4 号から報告第 7 号まで、その他の

規程について、これは事務局の方から報告をさせます。 
 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 
それでは報告第 4 号から報告第7 号につきましてご報告申し上げます。これら 4 件の報告につき

ましては、いずれも規程でございますが、いずれも会長が別に定めるということになっておる、規

約の中での定めでございます。それに基づきまして会長が定めておるものでございますが、この協

議会で報告をさして頂きたいと思います。まず 1 枚めくっていただきまして、報告第 4 号のところ

なんですか、大島郡合併協議会の幹事会規程でございます。幹事会規程につきましては、規約の方

の第 13 条第 2 項の規定に基づきまして、大島郡合併協議会の幹事会の組織及び運営に関しては、 

会長が定めるとなっておりますので、そのことにつきましてこの規程を定めております。幹事会の

所掌事務でございますが、協議会の会長の指示を受けまして、協議会に提案する必要な事項につき

まして協議または調整するものとなっておりまして、この幹事につきましては別表がついておりま

すが、各町の助役、総務課長、企画担当課長と広域連合または一部事務組合の局長さん、助役さん

が 3 名、計 15 名と事務局の 4 名、計 19 名で構成することになっております。それでこれは会長か

らの指示に基づき、幹事会を開きまして会長の方に報告を申し上げるということになっておりまし

て、この規程は平成 14 年の 10 月 10 日から施行するとなっております。 

次に報告第 5 号でございますが、これは規約の第 14 条第 2 項の規定に基づきまして、これを設

置するものでございます。専門部会の所掌事務につきましては、協議会の幹事会の幹事長の指示を

受けまして、合併に必要な事項につきまして、専門的に協議または調整するものとなっております。

これにつきましては各町の課長さん方を専門部会の会員にお願いすることといたしております。 

なおかつまた、専門部会の下には、各町の担当者を委員とする分科会も置くことができるという

のが第 7 条に定めてございます。これも同じく平成 14 年 10月 10 日から施行することといたして

おります。 

次に報告第 6 号でございますが、事務局規程でございますが、これは規約の第 15 条の第 3 項の

規定に基づきまして設置するものでございます。事務局の所掌事務を第 2 条で掲げておりますが、
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協議会の会議に関すること、または協議会の協議資料の作成に関すること、または協議会の庶務に

関すること、その他協議会の運営に関して必要な事項について事務局で事務を所掌するというふう

に定めております。また事務局の組織つきましては、事務局に総務課、調整課、計画課を置くとい

うふうになっておりまして、それの所掌事務につきましては別表がついておりますのでご覧いただ

きたいと思います。また組織につきましては、事務局に事務局長、事務局次長、課長、その他必要

な職員を置くというふうになっておりまして、いま現在各町から 1 名ずつ計 4 名の職員と臨時職員

1 名、5 名で事務局を運営しております。さらに 15 年の 1 月から県の職員 1 名の派遣を予定してお

りますとともに各町からもう 1 名ずつお願いするということで 4 名の職員を、合わせまして 10 名

の体制で事務局を運営していきたいと思っております。 

それと次のページをお願いしたいんですが、各町から派遣しておりますが、第 10 条でございま

すが、職員の服務につきましては各町バラバラというわけにはまいりませんので、会長の属する町

の例によるというふうに定めております。また職員の給与等につきましては、それぞれの職員の属

する町、要するに派遣元の町の方で負担していただくということで考えております。また旅費につ

きましては、協議会の方で負担する、残りの給与関係につきましては、各町の派遣元のほうで負担

するということで考えております。この規程も平成 14 年 10月 10 日から施行するとなっておりま

す。 

次に報告第 7 号の財務規程でございますが、これは協議会規約第 18 条の規定に基づき定めたも

のでございまして、歳入歳出の予算でございますが、協議会の予算につきましては、4 町の負担金

と県の補助金及びその他の収入をもってその歳入とするということとし、歳出につきましては、協

議会に要する経費を歳出とするという定めで、財務規程を定めております。また第 7 条の決算等で

ありますが、毎会計年度終了後、3 ヶ月以内に協議会の決算を調整して、監査委員の監査に付した

後、協議会の認定を得なければならないというふうになっております。 

すいません、ちょっと前後いたしましたが、第 2 条の第 2 項ですが、協議会の会長は毎会計年度

の予算を調整し、年度開始前に協議会で承認を受けるといたしております。 

次のページでございますが、附則で平成 14 年 10 月 10 日から施行するとなっております。 

さきほど申し上げました予算のことでございますが、年度開始前となっておりますが、第 1 回目

の、今回につきましてはですね、年度開始前にとあるのは、第 1 回のと読み替えるというふうに考

えております。以上、4 件の報告をいたしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ただいまご説明がありましたが、4 号から 7 号まで、ご質疑があれば承わります。ござい

ませんか。 

 
（質疑なし） 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではないようでございますので、以上で報告を終わります。 

これから協議に入りたいと思いますが、協議第 1 号は、大島郡合併協議会会議運営規程案につい

てであります。大変これ大事なことになってまいりましたので、事務局の方からご説明をお願いい

たします。 
 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
  それでは協議第 1 号、大島郡合併協議会運営規程案について、別紙のとおり提案いたします。次

のページをお願いいたします。本規程は会議を公平・公正に進め、また迅速かつ能率的に運営する

ために申し合せ的に定めるものでございます。 

第 1 条におきまして趣旨でございますが、規約第 11 条第 3 項の規定に基づきまして、本協議会

の運営に関し、必要な事項を定めるものとしております。本規程におきましては、会長が会議に諮

り別に定めるとしておりますので、本規約はご承認をいただきますと本日からの施行ということに

なります。 

第 2 条で、基本方針といたしまして、会議は原則公開するということでございます。ただし、出

席委員の 2 分の1 以上の賛同があるときには、公開しないことができるとしております。第 2 項で
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ございますが、会議の運営に際しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとするとしておりま

す。 

第 3 条の会長等の責務でございます。会長は副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運

営することに努めなければならないとしております。なお、委員は会議に積極的に参画し、円滑な

議事運営に協力しなければならないとなっております。 

第 4 条の会議の開会及び閉会等でございますが、開会閉会につきましては、議長が宣告するとな

っております。第２項におきまして、発言のときには議長の許可を得た後、発言するものとしてお

ります。なお、発言に際しましては、マイクをお持ちいたします。また着席のままでの発言で結構

かと思います。それから会議録を作成してまいりますので、委員さんの番号、お名前を言って発言

をお願いいたします。 

第 5 条の会議の進行でございますが、会議の議事は原則として全会一致をもって進めるとしてお

ります。ただし、意見が分かれた場合は、大方の賛同をもって議事を進めるものとするとしており

ますけれども、意見が分かれた場合は、一つの方向性を見出せた場合には、次のステップに進むと

いうことでございます。協議会でございますので、少数意見を取り入れながら、多数決方式という

ものではなく、大方の賛同ということで進めさしていただいたらということでご提案をいたしてお

ります。 

第 6 条の傍聴でございます、会議は傍聴することができる。第 2 項におきまして傍聴に必要な事

項については、議長が別に定めるとしております。傍聴規程につきましては、案は持っております

が、研究会の段階におきましても、原則公開と言うことで、傍聴をフリーな立場で受け入れてまい

りました、傍聴規則というものが制限をするという方に取られがちでございますので、今回は提案

はいたしておりませんが、今後様子を見まして整理がつかないようであれば、また議長が定めると

いうことになっておりますので、その場で施行さしていきたいと思っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

第 7 条の会議録でございますが、議長が会議録を調整するとなっております。1 号から 4 号まで

ございます、開催の日時、場所、そして出席委員等の氏名、議題及び議事の要旨、その他議長が必

要と認めた事項を記録するようになっております。 

第 8 条の会議録等の公開でございますが、会議録及び会議に提出された文書は、原則公開となっ

ております。第 2 項で公開は議長が定める方法によると規定されておりますが、議事録については

事務局及び各町の役場の方に一部備え付けまして、公開をしていきたいと思っております。   

第 9 条の規律でございますが、先ほどの傍聴の規程の内容がありますけれども、何人も会議中み

だりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならないと定めております。また第 2

項において、会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければ

ならないとしております。次のページですけれども、補則としまして、この規程に定めるもののほ

か、必要な事項は議長が会議に諮り別に定めるとしておりますので、この規程について追加をする

場合には、またご提案をさしていただくようになっております。以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは説明がおわりましたので、協議第 1 号について、ご質疑があれば承わります。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
 

○委員 46 番（学識経験者 吉兼 健一） 
  46 番の吉兼です。第 2 条に関してなんですが、原則公開とするということで、ただし出席委員 

の 2 分の 1 以上の賛同があるときには、公開しないことができるものとするとありますが、、公開 

できないことというのはどういうことなんですかね。例えばどういった種類のものかご説明いただ 

くとありがたいんですが。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  お答えいたします。いま現在公開しないで会議をするということは想定しておりません。しかし 
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ながら何らかの問題等で、まだ公開する段ではないよというような事例が発生し、なおかつ委員さ 
んのご了解がいただければ公開はしませんよということでございます。以上です。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

よろしうございますか。 

はい、どうぞ。 
 
○委員 46 番（学識経験者 吉兼 健一） 
  では極力公開というか、ほとんど公開ということですかね。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  はい、原則すべて公開するという気持ちでおります。 
 
○委員 46 番（学識経験者 吉兼 健一） 
  はい、よろしくお願いします。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ほかにございませんか。ないようでございますので、質疑を終結をいたします。 

  協議第 1 号、大島郡合併協議会会議運営規程案につきましては、原案のとおり決することにご異

議のない方、拍手をお願いします。 

 

（拍手多数） 

 

  ありがとうございます。 

  拍手多数と認めます。れでは協議第 1 号、大島郡合併協議会会議運営規程につきましては、原案

のとおり決定をいたしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  続きまして次に、協議第 2 号は、大島郡合併協議会小委員会規程案についてであります。事務局

から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） 
  協議第 2 号、大島郡合併協議会小委員会規程案について、別紙のとおり提案するとしております。

次のページをお願いいたします。小委員会は協議会の中に設けるもので、特に重要な問題について、

少人数で、専門的に集中的に審議をしていただくために設けるものであります。 

第 1 条の趣旨といたしまして、協議会の規約第 12 条第 2 項の規定に基づきまして、この小委員

会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるといたしております。 

第 2 条、所掌事務であります。小委員会は協議会から付託をされた事項について、調査又は審議

等をするものとしております。小委員会に付託する項目をどういうものにするかということでござ

いますが、これらは今後の協議会の中で決められることになると思いますが、例えば新町の名称、

事務所の位置、建設計画等集中して審議する方が望ましい特定の問題、または政治的な事項等に係

わるような問題について取り組んで行くようになるのではないかと思っております。それから小委

員会で協議していただきましたことは、最終的には小委員会から全体会議の方へ報告していただき、

決定するのは全体会議の方になります。 

  委員さんの数についてですが、各町 3 名乃至4 名、12 名から 16 名というような、少人数で当た

るようになるのではないかと思っております。 

第 3 条の委員でございますが、小委員会の委員は、会長が協議会の委員の中から指名するという

ようになっております。 

第 4 条、組織でございますが。、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長、副委員長

は委員の互選によるとしております。 

第 5 条の会議でございます。会議は委員長が招集するとなっております。第 2 項におきまして委
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員の 3 分の2 以上の出席がなければ、開くことができないとなっております。第 3 項において委員

長は小委員会を主宰し、会議の議長となる。第 4 項としまして、副委員長は委員長を補佐し、委員

長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するとなっております。 

第 6 条におきまして、関係者等の出席でございますが、小委員会には必要に応じて、参考人等関

係者の出席を求めることができるとしております。 

第 7 条の報告でございますが、委員長は小委員会における審議の経過及び結果について、随時協

議会の会長に報告するものとなっており、この報告につきましては、協議会の中で口頭で報告等を

していただくことになると思います。 

第 8 条の庶務につきましては、この協議会の事務局において、小委員会の庶務を担当するように

なります。 

第 9 条の補則は、この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めるとなっておりま

す。   

  本規程におきましても、ご承認が頂ければ本日から施行するということでございます。よろしく

お願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

説明がおわりましたので、これから協議第 2 号につきまして、ご質疑があれば承わります。ござ

いませんか。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
 

○委員 46 番（学識経験者 吉兼 健一） 
  たびたび、申し訳ございません。46 番吉兼です。この小委員会における議決方法というのは、 

合併協議会の会議の運営規程に準ずるというふうに理解すればよろしいでしょうか。例えば小委員 

会ということで、10 何名、15、6 名とおっしゃいましたけれども、まあ集まってですね、集中審 

議をされた場合、最終的に報告というか、小委員会としての結論を出さなければならないと思うん 

ですけれども、その議決方法に関しては書いてないんですが、その点はいかがでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  小委員会の運営の関係上、規約にございます大方の賛同というのがございますが、その中で準用 
するということになります。ですから小委員会の中でも、いろんな議論を活発に出していただいて 
方向性を見出していただきたいという意味合いがございます。 

 
○委員 46 番（学識経験者 吉兼 健一） 
  先程もですね。よろしいんですかね、発言して、 
 

（「どうぞ」と叫ぶ者あり） 
 
  はい、一つの方向性を見出すという場合が、大方の賛同ということなんですけれども、かなり曖

昧だなと思うんですが、その点いかがでしょう。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  協議会の考え方としまして、白か黒か、あるいは右か左かと、あまりカチッと固めないで、皆さ

んがご理解をいただいた方向でという気持ちでおります。これが正しいかどうか分かりませんけれ

ども、いろいろな他地域のこういう協議会を見ますと、確実に線を引いてどうのこうのというので

なくて、皆さんが大方ご理解をいただくという方向で、決着といいますか、確認といいますか、そ

ういう流れで会は運営されているようでございます。 
 
○委員 46 番（学識経験者 吉兼 健一） 
  公正に・・・、変な運営の仕方はないと思っておりますが、よろしくお願いいたします。 



 

 18

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ほかにございませんか。それではないようでございますので、質疑を終結をいたします。 

  協議第 2 号、大島郡合併協議会小委員会規程案につきましては、原案のとおり決することにご異

議がなければ、拍手をお願いします。 

 

（拍手多数） 

 

  ありがとうございます。 

  拍手多数とみとめます。それでは協議第 2 号、大島郡合併協議会小委員会規程については、原案

のとおり決定をしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に、協議第 3 号は、大島郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程案についてであ

ります。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） 
  協議第 3 号でございます。大島郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程案につきま

して、別紙のとおり提案するとしております。次のページをお願いします。本規程は会議等に出席

した報酬等をお支払いするための規程でございます。 

第１条の趣旨でございますが、規約第 19 条の規定に基きまして、委員等の報酬及び費用弁償に

ついて必要な事項を定めるとしております。 

第 2 条の報酬の額でございますが、協議会の会長、副会長、委員及び監査委員の報酬は、日額

4,700 円としております。ただし、各町の長及び地方公共団体の常勤職員についてはこれを支給し

ないとしております、これは町の職員、県の職員ということになります。 

第 3 条の費用弁償でございますが、各町で定めている範囲と一緒でございますけれども、協議会

の委員等が協議会の職務を行うために柳井市、田布施町、平生町、上関町、由宇町、大畠町及び大

島郡以外の区域に出張したときに、費用弁償として旅費を支給するということでございます。 

費用弁償の支給方法は、会長の属する町の、橘町でございますが、町長等の給与及び旅費に関す

る条例の規定を準用するとしております。本規約おきましても、会長が会議に諮って定めるという

ことになっておりますので、ご承認がいただければ本日から施行することになるかと思います。で、

参考人に対しては報償費というような形で同じ額を支払うようになろうかと思います。以上でごさ

います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

説明がおわりましたので、これから協議第 3 号につきまして、ご質疑はありませんか。 
 

（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、質疑を終結いたします。 

協議第 3 号、大島郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程案について、原案のとお

り決することにご異議がなければ、拍手をお願いします。 

 

（拍手多数） 

 

  ありがとうございます。拍手多数と認めます。 

  したがいまして、協議第 3 号、大島郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程につい

て、原案のとおり決定をしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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  次に、協議第 4 号、平成 14 年度大島郡合併協議会事業計画（案）及び協議第5 号、平成 14 年度

大島郡合併協議会予算（案）につきましては、関連がありますので一括して議題といたします。事

務局の方にご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） 
事務局の野口と申しますどうぞよろしくお願いいたします。それでは協議第 4 号からご説明をい

たします。平成 14 年度大島郡合併協議会予算（案）について、ご提案を申し上げます。その前に

全体のスケジュールについて、委員の皆様に承知していただくために事業計画案の、次のページへ

行きます。2 枚めくっていただきますと、Ｂ4 サイズの横長の用紙がございます。合併前のスケジ

ュール案、横長の用紙がございますが、それをご覧頂きたいと思います。この案はこれから合併の

論議を深めていく標準的なスケジュール抽出したものでございますが、具体的な年月日はまだ記入

されておりません。これから協議を行う中で煮詰まっていくものでございます。それでは座って説

明さしていただきます。 

それでは一番上の段に書いてございます法定合併協議会の欄は、これから合併協議会で主にご審

議を頂くスケジュールでございますが、合併協議第Ⅰ期、合併協議第Ⅱ期、合併準備期と 3 区分に

分けて計画をしております。既に合併協議第Ⅰ期につきましては、大島郡合併研究会等を設けまし

て、合併シュミレーション調査事業、住民懇談会開催等に取り組んでまいりましたが、去る 10 月

8 日には、4 町一斉に臨時議会を開き、大島郡合併協議会設置についてご議決を頂き、10 月 10 日

をもって大島郡合併協議会が設置をされたところでございます。 

これから合併協議第Ⅱ期に記載されておりますように、合併論議の手順として後ほど説明がござ

います、合併に関する協定項目の協議・確認、また同時に新町建設計画の策定が行われ、すべて確

認がいただけますと合併協定書の調印となります。その後は各町の議会での合併議案の可決、県知

事への申請、県議会での議決、総務大臣の告示を経て新町の誕生という手続きになってまいります。 

合併までの大まかなスケジュールとしては、さきに合併協議を行った町の例から予測をしてみま

して、大島郡合併協議会が設置をされて、合併調印への調印までが約 1 年、調印から合併準備期を

経て新町誕生までが約１年くらいかかるだろうと予測いたしております。 

スケジュールの予測につきましては、すべての合併協定項目の確認、新町建設計画の決定等がな

され、合併することが是であるということが早く確認されれば、合併までの期間も多少は変動する

ものと思います。 

次にスケジュール案の中段にございます。事務局、合併スケジュールの期間に、先ほどから報告

事項と協議事項がございましたように、合併協議会の専門部会、分科会等で検討されましたものを

4 町の首長会議、幹事会で調整をいたしまして、協議会で審議をしていただく議案や新町建設計画

の資料作りなどの事務調整を行ってまいります。スケジュール案の下段、1 番下の段でございます

か゛、ここに 5 項目ほど上げております。これは合併を検討するための事務事業の大項目を掲げて

おります。 

まず新町建設計画は、大島郡 4 町が一緒になった場合の将来構想を検討いたしまして、新しい町

の建設計画を策定して、皆さんに審議をしていただく作業でございます。 

次に事務事業の一元化が、4 町の行政で行っているすべての事務、現況では約 1,200 の事務を洗

い出しておりますが、これを 4 町で事務比較を行い、新町での事務方針等を決めるなど事務事業の

一元化を図ってまいります。 

次に新例規立案・策定は 4 町に現在あります条例・規則・規程等を新町の事務を進めていくため

に新しく例規を作成するものでございます。 

次に情報発信、ＨＰと書いてありますが、ホームページでございますが、あらゆる広報媒体を活

用いたしまして、住民の皆さんに情報の提供を行うものでございます。具体的には、協議会だより

の発行、ホームページの立ち上げによる情報の提供を行っていきます。ホームページにつきまして

は、本日昼に一応ホームページを立ち上げておりますので、インターネットを開ける方は、ご覧に

なっていただけたらと思います。 

次に住民説明会、アンケートの実施につきましては、その行う時期につきましては、十分効果的

なものになるようにタイミングを測る必要がございますが、スケジュール的には、新町の将来構想

がまとまった時期また新町の建設計画のまとまった時期の 2 段階を想定をしております。 
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以上が合併協議会の全体スケジュール概要ですが、これらを実施する平成１４年度の事業計画案

を別紙にご提案をしております、1 ページ前に戻っていただきたいと思います。 

協議第 4 号、平成 14 年度大島郡合併協議会事業計画案をご説明申し上げます。まず 1 の今年度

の事業目標でございますが、新町建設計画の作成、あるいは合併協定項目に基づく協議調整を行い

まして、合併に関し必要な協議を行ってまいります。 

2 の事業内容ですが、具体的には、（1）の合併協定項目の協議・調整を行っていきますが、その

調整のために①の次の会議を開催いたします。協議会での合併協定項目の協議、そのための幹事会、

専門部会、分科会を開催し、協議会にあげる議案の調整を行います。あるいは必要に応じまして４

町の首長会議、あるいは協定項目を更に詳しく調査・検討するために必要に応じまして協議会に小

委員会を設置いたしまして、小委員会の委員で協議を行い、合併協議会へ報告してまいります。 

②でございますが、協定項目の中でも重要な項目の新町建設計画の作成に向けまして協議を行い

ます。将来構想のとりまとめが本年度の主な事業となります。 

（2）、次に住民へ積極的に情報を提供するために①の協議会だよりの発行を行います。平成 14

年度は年度末までに 3 回の協議会だよりの発行を計画しております。②でございますが、合併協議

会の協議内容をより詳しく、早く住民に情報提供するため協議会ホームページを充実していきたい

と思います。ホームページのアドレスがそこに書いてございますが、このホームページアドレスで

本日立ち上げておりますので、見ていただきたいと思います。③でございますが、住民に関心の深

い新町建設計画を進捗状況に合わせて随時公表してまいります。 

また住民への説明会及びアンケート調査を実施していきますが、タイミング的には将来構想がま

とまった時点、新町建設計画の素案ができた時点を予定をしております。④各町に合併の検討会が

ございますが、住民周知のための情報資料を提供をしてまいります。この他、住民の皆さんのご要

望に応じまして、各町の合併検討会や協議会でも出前講座に出かけることなどで対応して行きたい

と思いますので、それぞれお知らせいただければと思います。 

  ⑤につきましては、広く合併の論議を深めていただくために、合併のシンポジウムを開催をして

まいります。本年度は大島地域の合併シンポジウムということで、次の日曜日でございますが、11

月 17 日、橘町の総合センターでシンポジウムを開催する予定にしております。ぜひ協議会の委員

の皆さん方には、ご出席がいただけたらと思います。（3）その他でございますが、①県、国との連

絡調整ほか必要な事項を適宜実施をいたします。それから②今後の協議会の日程として、そこに予

定案を書いてございますが、毎月１回のペースで年度末まで、今日を含めまして、5 回の合併協議

会を開催して行く計画をいたしております。 

  次に 2 枚めくっていただきまして、協議第 5 号、平成 14 年度大島郡合併協議会予算（案）につ

いて、ご提案を申し上げます。先ほど説明をいたしました事業計画を進めていくための予算という

ことになりますが、概略ご説明を申し上げます。 

１枚めくっていただきますと、第 1 条には、歳入歳出予算の総額を定めております。歳入歳出そ

れぞれ 12,500,000 円といたしました。第１条の第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額を定めております。次のページに第１表歳入歳出予算のとおりございます。。 

それから第 2 条には、予算の流用について定めております。平成 14 年度中当協議会の予算支出

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いうことを謳っております。 

それでは 2 枚めくっていただきまして、歳入歳出予算の事項別明細書よりご説明をいたします。 

まず第 1 款、負担金でございますが、説明事項をみていただきますと、合併協議会負担金と書い

ておりますとおり、4 町の負担金でございます。１町均等割で、1,975,000 円の 4 町分ということ

で 7,900,000 円が計上されております。次に第 3 款の県支出金です、これは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で、当協議会で行う合併協定に関する審議事項に対する県補助金

でございます。本年度は 1町 1,000,000 円の交付を受けるものでありまして、4 町で補助金の合計

が、4,000,000 円となっております。1 ページおめくり頂きたいと思います。次に第 6 款、諸収入

でございますが、これも説明欄にありますように大島郡町長会から 400,000 円、大島地域振興推進

協議会から 200,000 円の計 600,000 円が頂けることになりまして計上いたしております。以上が歳

入予算でございます。 

1 枚めくっていただきますと、歳出の予算がございます。第 1 款、運営費のうち会議費として

2,359,000 円を計上しております。これは当協議会の委員の報酬及び費用弁償でございます。内容

は節に記載のとおりでございます。次に事務費は事務局の経費として 2, 731,000 円を計上いたし
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ております。主な経費は節に記載のとおりですが、４節共済費、7 節の臨時雇用賃金は事務局の臨

時職員の経費でございます。9 節は旅費でございまして、職員の旅費でございます。11 節需用費は

事務局の消耗品、燃料代でございます。12 節役務費は協議会だよりの郵送代、あるいは委員会の

開催通知などの郵送代、それから事務局の電話代、このようなものが計上されております。14 節

の使用料及び賃借料は、事務局の事務機器等のリース料でございます。詳細は説明欄に記載のとお

りであります。次に 1 ページめくっていただきますと、事業推進費でございますが、7,360,000 円

を計上しております。節の説明事項に記載のあるとおりでございます。11 節の需用費は、協議会

だよりの発行の経費、12 節の役務費はアンケートを実施した場合の往復の郵送料等を計上をいた

しております。13 節委託料に住民アンケート調査委託料、それから 4 町の電算システムの統合業

務等の基礎調査委託料が計上されております。次の第 3 款の予備費に 50,000 円を計上いたしてお

ります。以上、歳入歳出合計、12,500,000 円といたしました。以上が協議会の予算の概要でござ

います。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ありがとうございました。説明が終わりましたので、それでは、まず協議第 4 号について、質疑

はありませんか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 

   

○委員 17 番（学識経験者 嶋元 貢） 
いま説明がありました協議会の日程ですが、第 2 回目は平成 14 年 12 月 5 日、予定日ということ

になっておりますよね。これはもう大体、それで 1 月はまだ決めていないんですか、1 月下旬だけ

ですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、1 月、2 月、3 月につきましては、いま現在まだ日程は押さえておりません。 

 

○委員 17 番（学識経験者 学識経験者 嶋元 貢） 
はい、分かりました。それでこれは規約によって、あらかじめ通知をすればいいことにはなって

いるんですが、これだけの委員がおって、非常に忙しい、ということよりも非常に大事な会議です

から、かなり早く通知をしなければ、あらかじめといってもかなり早く、今回は 10 日でしたね。

いま 12 月の 5 日と、まあいいんですが、それで 1 月頃までかなり以前に余裕をもって通知しなけ

れば、全員出席していただけないと、そういうことになるとこの大事な会議か皆に周知を徹底して、

吸収していくということにはならないということになりますので、なるべく早く通知していただき

たいとこう思います。はやく通知をしていただければ、われわれのスケジュールは変更できますの

で、その点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） 
はい、なるべく早くというご意見でございます。例えば今日第 1 回でございます、今日の会合で

第 2 回のお知らせをすると、第 2 回の時には第 3 回のをお知らせすると、いうような形で次の次の

会議の形を調整をしていきたいと思っております。 

 

○委員 17 番（学識経験者 嶋元 貢） 
 もう少し・・・、 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

1 月以上ですか。 
 

○委員 17 番（学識経験者 嶋元 貢） 
  これだけの大事な会議です。それだけの意欲を見せるべきではないでしょうか。 
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（「よろしうございますか」と叫ぶ者あり） 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、できるだけの早め早めにお知らせするという体制はとりたいとは思います。 
 
○委員 17 番（学識経験者 嶋元 貢） 
  皆が（聴取不能）、そのときは（聴取不能）。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ご意志に添うように事務局の方に申し伝えます。 
  ほかにございませんか。はい、どうぞ。 
 
○委員 40 番（学識経験者 村田 岩治） 
  40 番の村田でございます。協議会の事業計画の内容については、大体把握できたんですが、い

よいよこれから具体的なスタートですね、今後の推進のあり方、方法等々について、よく分かりま

せん、お聞きします。まあ基本的にはこれから幹事会等々においてですね、特に事務局原案が作成

され、それが協議会に直に提出されるであろう。あるいはまた協議会の中で先ほどから協議のあり

ました小委員会を設置して、その小委員会の意見を総合して協議会にかける、いろいろパターンが

あろうかと思いますがね。そうした協議会の決定を受けて、今度は議会の方にケースバイケースで

行くんですかね、といいますのは、議員の代表が 2 名ずつ出ておられるわけですから、まあそこら

辺がよく分かりません。 

  それから基本的には、やっはり合併論議は非常に難しいことでしょうけれど、住民参加の意見集

約が非常に大事かと思います。そういうことで協議会、あるいは小委員会から協議会、協議会から

議会、議会から住民へのＰＲ、推進、というような流れになるんですかね。ちょっとよく分かりま

せん。以上です。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 
いまのことについてお答えいたします。各町の議会との関係でございますが、最終的には当然こ

の協議会で審議した協議が確認され、それでもって協定が結ばれた後には、最終的にはまた各町の

議会でもって議決が必要になります。要するにいまある 4 つの町を廃止して新しい町をつくるとい

う議決が必要になります。その後にまたそれを知事に申請し、知事は県議会の議決を取るというよ

うなスケジュールになっておりますが、当然そこで最終的には、この協議会が確認したものを再度

また各町の議会で議決するということになります。たからこの協議会で協議をする段階で、各町の

議会に、正式な議会への協議というのはないと思います。 

ただ議員さんは各町から 3 名ずつ出ておられますので、当然各町の議会に帰られたときのこの協

議会の内容の報告というのは、あるのではないかというふうに考えております。 

またもう一ついま委員さんがいわれました住民の周知、また住民の声を吸い上げるということは、

大変大事なことでございましてあらゆる手段を使ってやりたいと思っておりますが、また先ほどの

計画の中にもありましたが、アンケートとか、または地区の懇談会とかというようなことも当然場

面によっては検討しなければならないというふうに考えております。この協議会だよりというもの

も出すように先ほど説明いたしましたが、またインターネットのポームページも立ち上げておりま

す。またそれの中にもこの議事録もできるだけ早くインターネットのホームページに載せたいとい

うふうに思っておりますので、いろいろな住民周知を図り、また住民の声を吸い上げる方策は取っ

ていきたいと思っております。 

 

○委員 40 番（学識経験者 村田 岩治） 
  よろしゅうありますか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 
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○委員 40 番（学識経験者 村田 岩治） 
  もう 1 点ですが、よく分かりました。最終的にはこれから約 1 年半か 2 年、合併計画が素案が提

起、知事の決定を受けてということでございまして、最終的にはどの町も現在の議会において、4

町の合併基本計画が承認される、これよく分かるんですが、途中に議会の決定がないままですね、

まあ推進協議会で原案が策定され、それがまあどういいますか、3分の2以上以上といいますかね、

意見が集約される、出れば、適宜、住民へのＰＲ、推進ということになるわけですよね。 

そこで住民の多数意見が合併はいいじゃないかということになれば、次々とこう前に行くわけで

すよね、それでこのやり取り、ずっとやり取りするんですか、議会はそのまで全然最終の計画まで、

その辺・・・、ケースバイケースで議会にかけるんですかね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 
  いまの、協議第 6 号のことを、いま後ご説明いたしますが、要するにこの協議会で協議をするの

は、ここの合併協定項目、協議第 6 号、この次の議題なんですが、この協定項目を一つ一つ協議を

して同意をいただくということになっております。それでこの協定項目案を協議するのが、この合

併協議会であるということになっておりまして、特にこの合併協議会での議論、例えば第 1 回目、

第 2 回目、第 3 回目と会ごとに各町の議会のすり合わせというのは特に正式にはないと思っており

ます。 

  

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
よろしゅうございますか。この次にまた項目がありますので、ほかにございませんか。 

   
○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 
  もう一つ補足的にあれですが、当然、各町の議会におきましては、この法定合併協議会がスター

トしましたので、当然議員さんの方からは、町長に対していろいろなこの合併の協議の内容、また

は協議の進行具合というようなことにつきましては、当然、各議会で質問もあるでしょうし、また

執行部の方からも、当然、いま現在の協議の協議状況、または協議の進捗状況ということも適宜、

報告がなされるというふうに思っております。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにないですか、質疑がないようでございますので、質疑を終結いたします。 

協議第 4 号、平成 14 年度大島郡合併協議会事業計画（案）につきましては、原案のとおり決す

ることに異議がなければ、拍手をお願いします。 

 

（拍手多数） 

 

  ありがとうございます。拍手多数と認めます。 

  協議第 4 号、平成 14 年度大島郡合併協議会事業計画について、原案のとおり決定をいたしまし

た。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次は協議第 5 号、平成 14 年度大島郡合併協議会予算（案）について、ご質疑を承りたいと思い

ます。 

ございませんか。 

       

（質疑なし） 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

協議第 5 号、平成 14 年度大島郡合併協議会予算（案）について、原案のとおり決することにご

異議がなければ、拍手をお願いします。 
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（拍手多数） 

 

  ありがとうございます。拍手多数とみとめます。 

  協議第 5 号、平成 14 年度大島郡合併協議会予算について、原案のとおり決定をされました。 

ありがとうございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に、協議第 6 号、合併協定書協定項目案でありますが、これを事務局の方からご説明をいただ

きます。 

 

○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、本日の協議、一番最後になります。協議第6 号、合併協定書協定項目案につい

てご説明を申し上げます。 

1 ページめくっていただきまして、合併協定書協定項目案ということで、番号からいたしますと

1 番から 26 番まで、枝番で 24-1 から 24-27 までということでお示しをしております。協定項目と

いうことでございますが、この協定項目につきましては、最終的にその項目ごとに協議を進めてま

いりまして、合併協定調印書の中に記載される項目であります。しかしながら合併特例法におきま

しては、新町建設計画を策定するとされておりますが、それ以外には特段定められているものはあ

りません。強いていえば、合併をすることによって直接住民生活に少なからず影響が出るであろう

と思われるものにつきまして、統一的な考え方や方針を定めるという考え方でございます。 

項目一覧表をご覧頂きまして、一般的にいわれておりますのが、まず自治体の存立に関わる基本

的な事項といたしまして、1 番の合併の方式から5 番の財産及び債務の取扱いまでの5 項目、そし

て 11 番の町名・字名称の取扱いから 14 番の組織及び機構の取扱いまで、この 4 項目が一般的に自

治体の存立に関わる基本的な事項というふうにいわれております。またその他の項目につきまして

は、事務事業の一元化に係わる事項、そして 25 番の新町建設計画に係わる事項、この 3 本柱でご

ざいます。今回お示ししております協定項目については、24 番目の各種事務事業の取扱い、27 項

目に細分化しておりますが、これを加えますと全部で 52 項目になります。この項目がこれからの

協議会の中に議題として提案をさしていただきます。項目ごとに協議をいたしまして、調整をして

いただくということになるわけでございます。 

合併協議が進んでいる地域の状況の協定項目に照らしましても、ここに掲げさしていただいてお

ります項目と大きな相違点は見当たりませんが、特に大島郡 4 町の場合におきましては、それぞれ

離島を抱えておりますので、24 の 5、この項目の中に離島の取扱いということで、協定項目を掲げ

ております。なお、この協定項目につきましては、合併協議会の前進であります大島郡広域合併研

究会におきまして、8 月から3 回の協議を経てきたものであります。協議を進めていく段階で協定

項目があらたに必要であれば、新しく加えるという方法と 26 番目にその他必要な事項に関するこ

と、ということがございます。この中にひっくるめるという方法も考えられます。以上、協議第 6

号、合併協定書協定項目案について説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  協議第 6 号の合併協定書協定項目案につきまして、質疑はありませんか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  はい、どうぞ。 
 
○委員 40 番（学識経験者 村田 岩治） 

40 番です。合併は避けて通れない課題である。私の意見としますと、絶対的にもう進めるべき 

だと感じております。そうした中で、ただいま今後の合併協議の項目が具体的に出たわけでござい

ますが、二つ方法があるのではないかと思います。したがってこの基本項目の中でどこから協議に

入るのか、まあこの辺、次の恐らく第 2 回の推進協議会では、その辺が出るんではないかと思うん

ですが、ちょっと早まった見方かもわかりませんが、考えられますことは、非常に町民に取って一



 

 25

番関心のある事項、こうした基本的な基礎をですね、先に協議すれば、そしてすすっと行きますよ

ね、それからちょっとそれはいろいろ問題があるなと、みやすい問題から先に入ったということに

なればね、いよいよギリギリになってですね、一番大きな問題が出てくる、そうしますと、折角こ

こまで積み上げた合併協議の意見というものがね、ギリギリになって混乱するというようなこと考

えられます。二つあるわけですが、まだ早いと思うんですが、どういう基本的なこの、どっからや

るか、お分かりが、説明できれば説明して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） 
一応いま事務局が考えております事項についてご説明申し上げたいと思いますが、先ほど事業計

画の中で、いわゆる事務事業の一元化に 1,200 項目ぐらいの事業があるというご説明をいたしまし

た。この 1,200 項目というのは、各町役場の各課、各係が持っております事業の総合計が 1 町当た

り 1,200 ぐらいでございます。それの 1,200 の事業がベースとなりまして、この協定項目 52 項目

という形になるわけでございますので、できるだけ事務事業の調整を進めていきまして、それをバ

ックデーターとしてもてるものにつきまして、協定項目としてあげたいというのが 1 点ございます。 

それから 1,200 の事業の項目以外にこの中には、それなりに事務の擦り合わせをしなくても出せ

るような項目もございます。いろいろな先進地の事例等を見ましても、この協議会におきまして協

定項目を出していくわけでございますが、できるだけいろいろな、協議会の中で難しい問題であろ

うというものは、早め早めに出した方が、どうしても最終的にはそれが残ってくるということでご

ざいますので、先進例を取りまして考えてみましても、できるだけ難しいかなという問題につきま

しては、頭出しだけは先にして行きたいというふうに思っております。結論は後になるかも分かり

ません。そういった気持ちでおります。 
 

（「分かりました」と叫ぶ者あり） 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  ほかにございませんか。 
 

（「はい」と叫ぶ者あり） 
  どうぞ。 
  ないですか。 

（質疑なし） 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  それではないようでありますので、質疑を終結いたします。 

協議第 6 号、合併協定書協定項目案につきましては、原案のとおり決することにご異議がなけれ

ば、拍手をお願いします。 

 

（拍手多数） 

 

  拍手多数であります。したがいまして協議第 6 号、合併協定書協定項目につきましては、原案の

とおり決定をいたしました。 

以上で、第 1 回目の協議会の協議が全部終了したわけでございます。 

  以上をもちまして、第 1 回大島郡合併協議会を閉会をいたしますが、事務局の方で連絡事項でも

あれば・・・、 

 

（「すいません」と叫ぶ者あり） 

はい、どうぞ。 

 

○委員 46 番（学識経験者 吉兼 健一） 
すいません。最後に。46 番の吉兼です。いま質問するのはですね、この会議の進め方自体なん

ですが、今日、私共ここにまいりましてですね、この資料を頂いてですね、中にあるものを読みな
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がら、説明を聞きながらですね、理解してですね、直ぐ質問はないかと言われてもですね、なかな

かポッと出てこないんですね。この資料というのは、今日は例えば次回は第 2 回目になると思うん

ですが、第 2 回は何を、どういうふうに話すというのは、前もってお知らせいただけないものでし

ょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、今日はですね、報告がほとんど、それと一般的といわれている規程がほとんどということ

でございまして、11 月の 1 日に委員さんが確定いたしましたので、11月 1 日付けでご案内をいた

しました。10 日あまりの期間、まあいろんな資料、本日お手元にお配りする協議会の報告事項、

協議題以外に違う資料もお届けしたということで、事前にそれをまあお勉強していただいたらとい

う意味合いでお送りさして頂いております。次回の協議会以降につきましては、案内と合わせて事

前に協議題もお送りするという気持ちでおります。それが 1 週間前になるか、10 日前になるか、

その辺がちょっと時間的なもの等もございますので、確約はできませんけども、ご案内と同時にで

きるだけ協議題もお送りするという気持ちでおります。 

 

○委員 46 番（学識経験者 吉兼 健一） 
ありがとうございます。あとですね。これが私の 1 人の思いかどうか、分からないんですけれど

も、一番最初にですね、私は基本的に合併は非常にいいことだなと思っているんですが、一番最初

のところでですね、枠組みを決めるということで、1 市 8 町と、この大島郡4 町ですね、2 つの選

択肢があったわけなんですけれども、シミュレーション事業等でですね、出た報告書を見てですね、

グラフを見ると大島郡 4 町は非常に財政的にも、4 町とも逼迫してですね、非常に辛い状態であっ

て、しかも島は少子高齢化がどんどん進んでですね、新しい産業がなかなか起こりにくいような状

況じゃないかと思うんですが、そこで柳井市との合併をですね、あらかじめ決めて、まあ柳井市の

方へ報告に行かれたということなんですけれども、お話によると、ちょっと風評じゃないですけれ

ども聞いたところによりますと大島郡は柳井市に振られたんじゃないかというふうな話もありま

すけれども、あらかじめ決めて行かれたということで、大島郡 4 町でですね、合併すればやって行

けると、当然いま町長をやっていらっしゃる 4 人の方がですね、ご判断されたんだと思うんですけ

れども、その点をですね、会長にですね、力強くご説明をいただければと思うんですが。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

先ほどからもご説明がありましたけれども、34 年に国保が一緒になったというようなこと、こ

れはですね、皆さん方まだお生まれになっておらんかも知れませんけれども、屋代に診療所があっ

て、沖浦にあって、三蒲に診療所があったんです。大変医療につきましても、赤字が嵩んだという

ことから 1 本にしようじゃないかということで、時の行政の長の皆さん方が相計りまして、34 年

に国保診療施設組合というものを作ったわけです。 

これも当然のことながら、やはり冗費を節減して効率的な医療を施そうじゃないかということで

始まったと思います。それから 40 年に環境施設組合ができたんです。これも同じことであろうと

思います。その時もやはり最終処分場がいま沖浦にございますが、あとの 4 町がそれぞれ分担しな

がらやろうじゃないかということで、久賀にはごみの焼却場を建てました。東和と橘がその焼却場

の灰を頂こうじゃないかというようなことで、それぞれ分担をしながら大島郡はいままでやってき

たわけで、大変この気心の合っておりますといいますかね、なんかこう打って一丸となる素質があ

るとか、そうしたことでいままで一体になってやってきたということがあります。これは基本的な

問題であろうと思うし、人間性でもあろうかと思いますが、そういったことで柳井市ということが、

一つの県のシミュレーションの中に入っておったと思いますけれども、さりとて私ども大島郡がや

はり、まあ柳井が嫌ったというのではないんですが、やっぱりあの中に入って果たして 17 年 3 月

までに合併ができるかなということになりますと大変疑問の点が多うございます。 

どなたも、中にいろいろと町がございますが、あの方達のグループの中に入って 17 年までに全

うするかな－ということを、案外疑問に思っておられるんではないかなと思いますが、大島郡はや

っぱり同じような考えを持っておりまして、まあ申し上げれば上関の原発等々もございますので、

恐らく相当苦労されるだろうと思います。 

したがいまして、大島郡といたしましては、大変財政的に苦しい状況は 4 町は揃っておりますが、
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そこら辺りをクリアーしてですね、さっきの国保診療施設組合の話のようにお互いに助け合ってや

ろうじゃないかという気持ちがあればですね、乗り切れるのではないかなというように私は思って

おります。 

合併特例債等々出ますがね、これらを重点的に配分してこれを使用すれば、これから先に町民ニ

ーズがだんだんエスカレートしてくる中で、大島郡も案外いい島になるんではないかなあというふ

うに思いまして、先ほど村田事務局長の方からもお話ございましたが、やはり皆が助け合いの精神

がなけらにゃあ、これはできません。自分の町だけがようなろうというような気持ちであったらで

きんわけでございまして、先ほどから申したように医療も福祉も一体になって、いまやっています

が、こうした気持ちがですね、一番大事なことであろうというふうに私は思っております。したが

いまして、やはり大島郡はいっしょにやってきておりましたので、こういうような大島郡 4 町がま

ずやることが、一番ベターであろうということで、いま進んでおるんです。 
 

（「ありがとうございました」と叫ぶ者あり） 
（「17 番」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
 

○委員 17 番（学識経験者 嶋元 貢） 
さっき村田さんが言われたように案内と資料を送るということになると、事務局大変です。遅れ

ます、どうしてもね、案内が。ですから案内は先に送っておいて資料はあと、会議の何日か前にな

りましょうけれども、案内は先に出す、それで後ほど資料を送りますということでないと、案内と

資料を揃えて送るいうことになると、どうしても案内が遅れてわれわれの予定がつかないですね。

ですから案内は先に送って、資料を後できた段階で送るという方がええんじゃないですかね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

ありがとうございます。それではそういうふうに訂正をさせていただきます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
先ほど引き続き、連絡事項ということでございましたので、引き続いてご説明を申し上げたいと

思います。 

委員さんのお手元に委嘱状と一緒に、こういう青い紙が入っていたかと思います。1 番から 48

番の委員さんのみでございます。実は合併協議会委員さんの報酬につきまして、会議の都度お支払

いするのが本当ではございますけれども、私ども事務処理の関係上、大変勝手ではございますけれ

ども、年度末締めで、出席回数に応じて、金融機関への口座振込みで委員報酬としてお支払いをし

たいというふうに考えておりますので、大変失礼でございますが、次回あるいはまたその次の会で

も結構でございますので、是非この青い紙を事務局の方にお出し頂きたいと思います。また事務局、

会議の都度お出しするというのはあれですが、今日、帰ってすぐ書こうという方がいらっしゃいま

したら、また事務局の方にお送りを頂きたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

それからこの青い紙 1 枚めくっていただきましたら、傷害保険とはというのが書いてございます。

協議会委員の皆さんの活動につきましては、非常勤公務災害の対象になりません。協議会として傷

害保険に加入をさせていただきます。不幸にして仮に当日会場往復の際に事故等に遭遇した場合は、

見舞金程度ではございますけれども、保険金を支払うという保険に加入をしてございます。行き帰

りの道中、何かございましたら事務局の方にご連絡いただきたいと思います。それからもう 1 点で

ございますが、シンポジウムは後ほど椎木課長の方からご説明いたしますが、次回第 2 回の合併協

議会につきましては、12 月 5 日、木曜日、午後 2 時から、久賀の町民センターを予定をしており

ます。また後日ご案内もいたしますし、資料もお送りするということでございますので、12 月 5

日、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 
それでは最後のお知らせでございますが、大島地域市町村合併シンポジウムの開催についてとい
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うチラシを入れていると思います。11 月 17 日、日曜日でございます。1 時半から 4 時までの予定

で、基調講演とパネルディスカッション、大島地域市町村合併シンポジウムということで、みんな

で考えよう新しい島づくりということで開催をいたします。基調講演には、広島県の大崎上島 3

町というところが、9 月 10 日に合併調定を結びました。それで来年の 4 月 1 日に合併をするよう

にもう既に決定をいたしておるところの、大崎町の町長さんのお話を頂くようになっておりますの

で、向こうも 3 町の島でございます。大変参考になると思いますので是非とも参加いただきたいと

思います。橘町の総合センターでございます。 

 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは大変長時間にわたりまして、いろいろご審議、ご決定を頂いたわけでございますが、不

慣れな司会進行で大変ご無礼なことをいたしました。これからまた皆さん方と長いお付き合いにな

ろうかと思いますが、よろしくご協力、ご支援のほどお願いをいたしまして、閉会といたします。

ありがとうございました。 
 

【拍手】 
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