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第 20 回大島郡合併協議会会議録 

招集年月日 平成 16 年 9 月 22 日（水曜日） 午前 9 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 9 月 22 日（水）午前 9 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 9 月 22 日（水）午前 9 時 59 分 議 長 中本 冨夫

出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 42 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 学識経験者 中本 健雄 
委 員 柳井県民局長 古川  晃    
委 員 

大島町議会議員 荒川 政義 委 員 学識経験者 奈村 種臣 
委 員 

久賀町議会議員 伊藤 秀行 委 員 東和町議会議員 新山 玄雄 
委 員 学識経験者 伊村 光由 委 員 学識経験者 西村  均 
委 員 学識経験者 絵堂 光雄 委 員 東和町議会議長 坂岡 茂生 
委 員 学識経験者 大永 忠博 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 沖永 明子 委 員 学識経験者 平野 和生 
   委 員 大島町議会議員 平村 眞成 
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 村田 岩治 
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 東和町議会議員 山本  保 
委 員 学識経験者 杉山 藤雄 委 員 学識経験者 吉兼 健一 
委 員 学識経験者 高田壽太郎 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出席委員等 
 
 
 
 
 
 
 
 

委 員 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 
顧  問 山口県議会議員 柳居 俊学 委 員 学識経験者 中山 松夫 
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 平井 昭輝 
委 員 学識経験者 鍵本 憲治 委 員 学識経験者 村元 和枝 
委 員 学識経験者 河原 芳樹 委 員 学識経験者 山中八洲通 
委 員 学識経験者 嶋元  貢    

 
 
欠席委員

等 

委 員 橘 町議会議長 武政 輝夫    
     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 橘町企画課長 平田 好男 
久賀町総務課長 布村 和男 大島郡国保診療施設組合助役 川田 昌満 

久賀町企画開発課長 西本 芳隆 大島郡環境衛生施設組合事務局長 浜田 武重 

大島町総務課長 岡村 春雄 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 橋本 澄夫 大島郡合併協議会総務課課長補佐 川口 満彦 

  大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり

    

 
 
 
事

務

局 

    
柳井県民局次長 内山 禮介 環境（下水道）専門部会長代

理（沖浦地区環境整備推進室長） 
上成  敏 

市町村合併推進室主任 山崎 直和 保健福祉専門部会長 馬野 正文 

総務専門部会長 吉村 正晴 
（幹事として出席） 

産業経済専門部会長 山内 章弘 

税務専門部会長 中村 博一 建設専門部会長 山本  治 

企画専門部会長 平田 好男 
（幹事として出席） 

教育専門部会長 浜中 清孝 

電算専門部会長 平田 好男 
（幹事として出席） 

議会事務局専門部会長 木元 眞琴 

住民専門部会長 田村 敏範 農業委員会専門部会長 奥村 正博 

 
 
 
 
 

 
会議事件 
説明のた 
め出席し 
た者の職 
氏名 
 

 

 
 
 
オ 
ブ 
ザ 
｜ 
バ 
｜ 

環境（水道・ゴミ・住宅）専門

部会長 
前崎 浩二   

会議の概要 別紙のとおり 
委 員 学識経験者 佐々木 清 委 員 学識経験者 小泉 光香 会 議 録 

署名委員 委 員 学識経験者 久保 盛行    
特記事項 傍聴者 5名 （一般 3 名  報道 2 名） 
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〔午前  9 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、お忙しいところをお集まりくださいましてありがとうございました。ただいまから第

20 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。皆さん方、大変お忙しい中、こうして最後の合併協議会でございますが、

ご出席をたまわりまして、本当にありがたく厚くお礼申し上げます。 

開会に先立ちまして、先般、18 号台風が襲来をいたしました。3 年の台風、それから 11 年の台

風を越す大変強力な台風でございました。皆さんそれぞれ被害を被られたと思います。心からお見

舞いを申し上げるわけでございます。 

県の方につきましても、やはり臨時の方で対応をされるような情報が入っております。早急な復

旧が望まれるわけでございます。 

それでは、第 20 回の合併協議会でございます。あと余すところ 10 日ばかりで周防大島町に移行

するわけでございます。 

思い出しますと 14 年の 10 月にこの合併協議会が設立をされまして、第 1回目が 11 月の 11 日だ

ったと思いますが、東和町の総合センターの方で辞令を交付させていただきましたが、回を重ねて

20 回になったわけでございます。この間、大変皆さん方の真摯な取り組みによりまして、皆さん

方の熱意によりまして、山口県で第 2番目という合併が成就したわけでございます。この間、顧問

の柳居先生、それから柳井県民局の局長さん始め、大変、アドバイスをいただきまして、適切なご

指導にこころからお礼を申し上げます。 

考えてみますと、昭和 30 年、皆さん方のご記憶にあることですが、それぞれ合併をいたしまし

て、また再編を迎えたわけでございます。それから 50 年の歴史を刻んだわけでございまして、い

まこうして、また 4町が合併していこうかということで、すでに閉町式を行なったわけでございま

すが、一抹の寂しさはありますけれども、これからあらたに周防大島町に発展するわけでございま

すので、後世にとって素晴らしい合併だったなあとみなされるように、住民の皆さん方といっしょ

にやっていきたいというふうに思っております。 

協議会の皆さん方にご尽力をいただいたことをこころから厚くお礼を申し上げる次第でござい

ます。今後とも、町の発展に対しまして、心からご支援、ご協力をたまわりたいと思います。 

さて、本日は新町の町長の職務執行者を 4町長の協議によって定めましたので、その報告いたし

ますともに、2,590 件に及びます事務事業の調整を終えましたので、これを皆さん方にご報告をす

るものであります。 

また、その他の報告といたしましても、新町の町長、あるいはまた町会議員の選挙の執行予定に

つきましても、ご報告をする予定にしております。 

慎重な審議に基づきましてから、協議をいたしますことをこころからひとつ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） 
失礼いたします。本日、20 回の協議会でございますが、柳居県議さんは、今日は県議会がござ

いましてご欠席でございます。「皆様方に 2 年間のながきにわたりまして、合併協議会でいろいろ

協議いただきまして、ありがとうございました。今後とも周防大島町の発展のために皆さん方のお

力添えをよろしくお願いいたします」というメッセージをいただきましたので、ご披露申し上げま

す。 

つづきまして、ここで古川柳井県民局長さんにごあいさつをお願いいたします。 

 

○委員（柳井県民局長 古川  晃） 
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 おはようございます。先の 18 号台風で、大島郡は大変被害を受けましたけれども、被害にあわれ

た方にこころからお見舞いを申し上げ、一日も早い復旧を祈って、山口県といたしましても、被害を

受けられた方の相談窓口を開いたり、あるいは県道の被害を受けたところの一日も早い回復に向けて

全力で取り組んで、いまいるところでございます。 

さて、大島郡 4町が大同団結をされて、県下 2番目の合併が無事成就されるということで、まこと

に喜ばしく思っております。これもひとえに協議会の会長であります中本町長さんはじめ、各町長さ

ん、各町議会、合併協議会の委員として参加されました各町議会の議長さん、議会選出の議員さん、

民間の委員さんの本当に真剣なご討議、ご協議の結果であるものと思っております。 

また合併事務局の職員の皆さん、また町の職員の皆さん、本当にご苦労でございました。頭の下が

る思いがしております。私も協議会の委員として参加をさせていただきましたけれども、大島郡 4

町が一体となって、少子高齢化等いろいろ問題がありますけれども、周防大島町として住み良い元気

な町を創るんだという意気込みを感じさせていただきました。これからも委員の皆様方には、周防大

島町を育てていくということで、また一段とご尽力をたまわりたいというふうに思っております。 

山口県といたしましても、また柳井県民局といたしましても、できるだけの支援をさせていただき

たいと思っております。皆さん、本当に長い間、お疲れ様でございました。 

 
○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、中本会長にお願いいたします。 

なお、本日の協議会への欠席の通告でございますが、先ほど報告しましたが、顧問であります柳

居俊学県会議員さん、合併推進室の山部哲郎次長、それから橘町の鍵本憲治委員さん、大島町の嶋

元貢委員さん、橘町の武政輝夫委員さん、それから橘町の平井昭輝委員さん、以上の方からは欠席

の通告をいただいております。それでは会長よろしくお願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは協議会の規約にしたがいまして、私が議長役をやらせていただきます。座ったままで進

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たいと思いますが、まず、会議録署名委員さんをご指名いたします。

佐々木清委員さん、それから久保盛行委員さん、それから小泉光香委員さんを指名をいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に、報告第 1号でございます。周防大島町の職務執行者について、事務局より報告をいたさせ

ます。事務局、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） 
はい、それでは座ったままで失礼をいたします。報告第 1号、周防大島町の職務執行者について

ということでございます。このことにつきましては、先月、31 日付けで、委員皆さん全員の方に

文書をもちましてお知らせをしているところでございますが、あらためて本日の協議会でご報告を

申し上げるものでございます。 

資料の 2ページでございますが、そこに示しておりますとおり地方自治法施行令の規定に基づく

職務執行者については、4町長が協議し、現在、東和町長でございます西木宏町長と定めたもので

ございます。任期につきましては、合併の日の平成 16 年 10 月 1 日から公職選挙法に規定する町長

選挙の執行日までということになっております。また職務執行者のこの決定につきましては、9月

1日付けで各町が告示をしております。以上、報告申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。次に、報告第 2号、事務事業の調整について、調整を確認いた
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しましたので、事務局よりの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 3ページをお願いします。報告第 2号、周防大島町設置に伴う久賀町、大島町、東和町

及び橘町間の事務事業の調整について、説明をさせていただきます。 

  平成 16 年 10 月 1 日から久賀町、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

を設置することに伴って、新町での円滑な事務処理及び事業運営等に資するため、4町間の事務事

業について、下記のとおり、調整したことを確認するということで、去る 9 月 17 日の首長会にお

いて 4町長さんにご確認をしていただきました。3種類の簿冊からなっておりますが、各町に 1部

ずつと合併協議会分で、5部を作成いたしました。 

 次の 4ページをお願いいたします。そこに平成 16 年 8 月 23 日、内容現在、最終版としておりま

すが、合併協事務局の取りまとめとしては最終ということであります。13 の専門部会のもと、39

の分科会によって、計 2,590 件の実務的な詳細な調整をいたしております。この簿冊には、ここに

は添付しておりませんが、専門部会長等名簿、分科会別の調整件数、会議の開催状況、事務事業の

分類目次をあげ、その後に各専門部会の事業ごとに詳細な調整表を綴っております。 

  一番下の欄の調整内容欄に記載してありますように専門部会、分科会ごとの調整内容は、別添、

そこに記載してありますような 3種類の簿冊のとおり、というとで取りまとめました。その内容は、

「事務事業現況調書及び一元化調書」は、１,566 ページからなっており、事務事業の大きな方向

性を専門部会により調整をいたしております。次の「事務事業の詳細調整総括整理表」及び「別添

資料」は、小分科会等において、事務事業ごとにさらに詳細に実務的な調整をしたものでございま

す、210 ページと 1,024 ページに及ぶ分量の簿冊となっております。ここに、ここの私の前におい

ておりますけれども、この簿冊の書類でございます。これを各町 1部ずつもっております。 

これらの簿冊につきましては、事務レベルのマニュアル等でありますので、資料を提出というこ

とにはいきませんが、各町の合併担当課に原本を一冊ずつ備え付けております。また、これらにつ

きましては、内示のあった新町の各課長を通して、ＣＤにより、これらを含めた合併資料一式を各

職員へも配布をいたしておるところであります。 

 事務事業の調整につきましては、4 町の事務事業の現況調査を平成 14 年 8 月から開始して、10

月の合併協議会設置とともに 51 の協定項目の提案にしたがって、協議資料を作成し、確認をいた

だいてきたところであります。 

本年の 1月協定書の調印、各町議会の合併議案の議決という流れの中で、組織機構、コンピュー

ターシステム、条例例規等が全体的に見え始めてきました。 

この間に先ほども申し上げましたように事務事業の大きな調整を 3月に取りまとめました。さら

に詳細な調整を 4 月から 3 度の締め切りを設けて、8 月 23 日の締め切りを最後に、専門部会、分

科会において 2年にわたる総仕上げとして、先ほどの簿冊を完成させていただきました。 

  これらの書類は次に上げる 3 つの役目を持っておるということであります。ひとつは決裁書類、

ひとつは事務引継書、ひとつは調整の進行管理書類であるということであります、したがいまして、

住民や職員が合併時に混乱なく新町に移行できるようにということで、この調整表や事務処理マニ

ュアル等の作成をお願いをしてまいりました。 

これらの調整の結果に基づいて、現在作成中の新町の条例例規やインフォメーションを作成しつ

つありますので、これを持ちまして条例例規やインフォメーション等の内容についてもご了解をい

ただきたいと思っております。 

  しかし、この調整については、8 月 23 日現在としておりますように、条例等に反映しなければ

ならないものも含めて、これからも法律や制度の改正、調整間の都合、また新課の考え方によって

も、変更されてくるものもあると考えております。また、新町においての調整課題があると思いま

すが、それらにつきましては、決定しましたら新町の広報で逐次お知らせさせていくことになると

と思います。 

  なお、インフォメーションについて、ちょっとふれさせていただきますと、既に関係者に十分内

容を校正をしていただいて、印刷にまわしております。70 ページに及ぶ冊子となっております。

これは 9 月の 27 日の週に、各町で、郡内全戸配布の手筈を整えております。以上で報告を終わり
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ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、それでは次に報告第 3 号でございますが、専門部会で協議調整された主要事項について、

藤野幹事長の方から報告をいたさせます。幹事長。 

 

○幹事長（東和町助役 藤野 信夫） 
おはようございます。幹事長をおおせつかっております。東和町助役の藤野でございます。報告

第 3 号でございます。5 ページでございます。住民生活等に関する事務事業について、専門

部会、助役会等で協議調整をし、首長会議でご承認をいただいたものの主要な事項につ

いて、その概要をご説明をいたします。本協議会に報告するものは、10 項目でありま

す。 

 それでは、1 点目の防災行政無線の整備についてでございます。集落や各戸への行政

連絡や緊急時の同時放送するもので、全町に拡充整備することについてであります。行

政からの連絡事項や災害時の緊急時に情報を伝達する通信網の整備や各町の通信体系

には差異があります。このため、現在、整備をされております橘方式を採用し、4 町に

拡充することといたしました。 

  次に、2 点目のは、消防組織及び機構についてであります。各町の団組織には差異が

ございます。4 町を一元化した組織を再構築することが必要であります。現団長協議等

を踏まえ、周防大島町団長は、旧町の支部団長から 1 名を推薦し、町長が任命すること

といたしました。なお、旧 4 町の持ち回りとし、任期は 2 年といたします。 

  次に、3 点目は、国民健康保険高額療養費貸付事業についてであります。高額療養費

の貸付けについては、4 町で貸付対象者や貸付額に相違がございます。このことから調

整をする必要がございます。 

  新町では、貸付窓口は 3 町でお願いをいたしております社会福祉協議会へお願いをし

たいと存じます。なお、原資は町から出資をいたします。また、対象者は、国民健康保

険の被保険者とし、貸付額は高額療養費相当額の範囲ということで調整をいたしました。 

  次に、4 点目は妊産婦出産手当でございます。出産祝金は大島町と東和町のみで実施

をいたしており、調整が必要であります。本制度は、平成 16 年限りで廃止することと

いたしておりますが、制度廃止には経過措置が必要であります。平成 16 年度は制度を

継続し、平成 17 年 3 月 31 日までに誕生した子には、祝金を支給することといたしまし

た。今後は、ちびっ子医療や子育て支援を含めた制度の充実については、新町において

拡充することといたしました。 

 次に、5 点目は周防大島町通学費補助金についてであります。前回、遠距離の児童や

生徒の通学については、スクールバスや公共機関を利用しておりますが、補助金につい

ては各町に差異があり、統一する必要があります。このようなことから子育て支援の面

からも、通学費ついては保護者の負担を解消する方向で、全額補助することといたしま

した。 

  次に、6 点目は成人式の実施についてであります。成人式については対象者年齢、開

催日及び開催場所の調整が必要であり、東和町では対象者年齢の調整のため、本年は取

り止めをいたしておるところでございます。協定項目の中で、統一して行なう方向で、

新町において調整することといたしております。 

  開催場所は、旧 4 町持ち回りとし、式典対応は教育委員会が所管することといたしま

した。今後、開催の順番や場所等についは新町で検討することといたしております。 

  次に、7 点目は一般廃棄物収集運搬処理手数料の改正についてであります。現在、有

料ゴミの手数料及び品目は、4 町で差異があり、統一を図る必要がございます。 

 なお、特定廃家電収集運搬手数料では、廃家電といわれるものの 5 品目でございます

が、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、冷凍庫でありますが、4 町で差異がないこと

から現行どおりといたします。なお、その他の手数料及び品目は、8 ページの別添資料
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1 のとおりであります。説明は省略をさせていただきます。 

  次に、8 点目は斎場及び火葬場の使用区域についてであります。現在 4 町で稼働中の

斎場及び火葬場は、3 施設、5 炉がございます。使用区域については、原則的に旧町単

位の斎場を使用することといたしました。なお、計画中の大島斎場が完成した折には、

使用料及び委託料、並びに施設等の見直しを図ることといたしております。 

 次に、9 点目は自治会及び区長報酬支払いについてであります。各町で自治会の名称

も自治会長、行政協力員、駐在員、区長さんと名称や組織、委嘱者の数も異なっており

ます。行政の文書を住民に伝達する連絡体制とその報酬について、統一を図る必要がご

ざいます。新町では、行政と住民の連絡役としての役割から行政連絡員といたしました。

また、報酬については、所帯割を 1,500 円を 2,000 円に引き上げ、各町を平等にして調

整をいたしました。 

 次に、最後になりますが、10 点目は自治会補助金等についてであります。補助金等

の名称及び交付基準額が、4 町で違っているため統一の必要がございます。名称は、自

治会振興奨励金とし、奨励金は、平等割と所帯割で算出し、平成 17 年度より別添資料

2 のとおり、年次的に減額補正を図ることといたしましたので、ご理解の程お願いいた

します。説明は、省略させていただきたいと思います。 

 以上で、専門部会等で協議調整をされました主要事項についての説明を終わります。 

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、報告を終わりましたので、報告第 2 号、第 3 号について、委員の皆さん方、ご意見なり、

ご質問があったらうけたまわります。 

 

（「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） 

46 番の吉兼です。先ほどですね、報告第 2 号の調整をした、そこにうずたかく積んである資料

の件について、調べまして、各役場に一冊ずつあるということで、職員の方にはＣＤロムの方で配

布をはかるということでしたけれども、電子文章による一般への公開なんかは、考えていらっしゃ

るのでしょうか。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） 
とりあえず、ホームページ等での公開ということになろうかと思います。ご覧になりましてお分

かりのようにページが非常に膨大な量でございまして、ホームページの、いわゆるドメインと申し

ますか、それを取る際にある程度容量が、どれくらいの容量でということで貼り付けをするわけで

ございますので、いま現在、これを公開するという予定はございませんが、おいおいいろいろな調

整の段階において、どうしてもここだけは公開しなければいけないよというようなことがあるかも

わかりません。そのときには公表に努めるということでご理解いただきたいと思います。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

はい、それは私もよく分かるんでしない方がいいと思うんですけれども、紙で保管するのといわ

ば、電子文書というかたちで保管するのとでは、ぜんぜん違うと思いますので、要は各庁舎ですか、



 
 
 

 

 9

そこでですね、それが閲覧できるような体制だけは整えていただきたいなあと、誰かがみようと思

ったらすぐみられると、今の技術ですからあれをめくって開いていくというのは大変でしょうから、

その辺はいいソフトがあると思いますので、そこの管理の仕方だけ、誰もがみようと思ったらみれ

るという環境だけは作っていただければと思いますので、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） 
さきほど私が申し上げましたのは、ホームページの開設についての解釈でございますので、吉兼

委員さんのいわれるように庁舎のロビーでＣＤロムをお渡しして、そこで開いてみていただくとい

う体制は可能だと思っておりますので、十分その辺は対応して行きたいと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかに。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

東和町の新山です。自治体振興奨励金という、いまご説明いただきました。まあ、徐々に減ると

いうことですね、これは。減らすということ、やっぱり、合併、新町誕生ということで、かなり地

域にいろんなバラツキもあります。一番不安というか、やっぱり合併によって、まあ、周辺地域と

いいますかね、取り残されていくんではないかという不安感があるわけですね。その最低の、なん

といいますか、団体、住民の自治組織、それを十分こうサポートしていく、それからそれを発展さ

せていくというのは、不安を解消することだし、また、将来的にこの周防大島町が発展していく、

安心して暮らせる、そういうふうな前提になると思うので、こういうふうに減らすというのは如何
い か が

かなというふうに思います。そういうやっぱり意見があるということをちょっと耳にしております。

よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
答弁は、どうする。 

 

（「答弁は、事情は分かりますがね、まあ、一言答弁 

いただけますか」と発言する者あり） 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 
それでは、現状と調整の内容のことにつきまして、ご説明をさせていただきたいと思うんですが、

現状でございますけれども、この調整につきましては、まず、久賀町さんからまいりますと均等割

が30,000円で世帯割が1,000円でございます。それから大島町さんでいいますと均等割がなくて、

世帯割が 340 円でございます。それから東和町さんにつきましては、均等割が 30,000 円で、世帯

割が 500 円ということになっております。それから橘町さんは、均等割が 35,000 円で、世帯割が

500 円ということになっております。 

ですから 4町でかなり、例えば均等割がなくて、世帯割のみというものもあれば、世帯割 1,000

円ということで、ほかの町よりも世帯割がかなり多いところもございますので、まず、これを調整

して行くということからスタートいたしました。そういったことから、まず、いきなり大きく固定

するというのも難しゅうございますので、均等割の方を 25,000 円というようにさせていただきま

して、それから世帯割につきましても、できるだけ小さいところにも配慮していくということで、

いままでは一律世帯割は世帯数に単価を乗じる計算だったんですが、20 世帯までのところについ

ては 1世帯当り 1,000 円、それから 21 世帯から 100 世帯までが 1世帯 1,000 円、それから 101 世

帯、つまり 100 世帯を超える部分については 800 円というかたちで、ちょっと段階をつけまして、
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これを年度ごとに少しずつ世帯の多いところについて減らしていくわけでございますが、いきなり、

おっしゃったように地域の活動を支援するというかたちで、小さいところでも活動ができるように

ということで配慮させていただいております。 

そういったかたちでできるだけ総額を、いったんは総額がこれで増えてしまうんですが、総額を

できるだけ増やさないようなかたちで、少しずつ調整させていただいておるというかたちでござい

ます。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

希望としてはですね、あまり減らさない、できたら増やすぐらいの、そういう気持ちが多分皆さ

んあると思いますので、そういう、これでどうですか、そういう意見もあって、かなり、どういう

んですかね、穏当というたらしかられるから、少し状況をみながらですね、これについては対応を

していただきたいというふうに希望します。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜） 
それでは追加で総額について説明させていただきますと、大まかな数字で大変申しわけないんで

すが、現在の各町のルールでまいります 17 年度の積み上げを申し上げますと、10,790,000 円とい

うことですが、今回のルールでいきますと 17,210,000 円になります。それから 18 年度につきまし

ては、本年度の数字ですからもともとのルールでいくと同じものですので、10,800,000 円くらい

なんですが、18 年度につきましては、15,070,000 円、19 年度でいいますと 12,930,000 円、20 年

度でいいますと 10,550,000 円ということで、20 年度でようやく今と同じ総額まで下がってくると

いうことでございますので、総額でご覧になりますと補助金は同じ程度になっておるということで

ご了解をいただければと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんか。 

   

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

40 番、橘町の村田でございます。報告関係につきましては、特にないわけでございますが、関

連質問として、まあ、最後の今日は合併協議会でございますので、確認の意味でお尋ねしたいと思

います。 

始めにさっきの合併前、合併時、合併後に調整するということで、3つの区分で今日まできたわ

けでございますが、それはそれで結構かと思います。問題は新町発足後に、合併後に調整するとい

うような案件もあると思います。 

その案件につきましては、何件ぐらい残っておりますか、報告できなければ結構なんですが、そ

れがひとつ。それからこれはケース・バイ・ケースで、比較的なことはないと思うんですが、合併

後に調整する項目については、今後とも専門部会、あるいは分科会ごとに調整協議会を開いて決め

られるのか、あるいはまた重要案件につきましては、新しく調整協議会といいますか、まあ、民意

を反映するといいますか、そうした組織をつくられるのか、あるいはまた執行部だけでやられるの

か、いろいろあると思います。 

これはいま申し上げなくても、画一的にさあこうしますよということではなく、やっぱり現実を
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見ながら現実の可能性の中で最大の答えを出していくということが求められると思うんですが、こ

れについて許す限りご説明をいただいたらと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、2つほどご質問がありました。まず、合併後に調整する案件は何件ぐらいあるかというこ

とでございますが、私ども何件あるかというのは、数をかぞえておりませんので、申しわけありま

せん。合併時までに調整する、あるいは合併時に調整するということで、一応皆さんにお示しして

おりますが、それ以外のものについては、ここで調整しております。 

もう 1件の合併後に調整するということの内容等について、今後、専門部会、分科会等で協議す

るのか、あるいは執行部でやるのかというご質問でございますが、専門部会、あるいは分科会とい

いますのは、この合併協議会があってこそ初めてある組織でございますので、今年 9 月 30 日で合

併協議会が解散いたしますので、専門部会、あるいは分科会は自然消滅というかたちになります。 

したがいまして、新町における課題等いろいろまだ未決定のものにつきましては、当然、それぞ

れ新町における課、あるいは課においてのいろいろな組織がございます。またいろいろな協議会を

設置することも必要だろうと思います。そこで協議していくものもあります。 

また、重要なものにつきましては、当然のことでございますが、条例規則等に反映してまいりま

すので、議会にかけて決定をいただくということでございまして、いろいろ取扱いが方が違うと思

いますけれども、ただ単にそれぞれのですね、新町の課で独自に勝手に決めるというようなことは

まずないということは、一応ここでいえると思います。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

発足しましてその後の調整項目は、何件ぐらい残っているんですか。3分の 1ぐらい残っちょる

んじゃろうか、全調整項目の・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
協定項目、そのものはすべて確認いただいておりますので、それはそれで全部確認済みというこ

とでございます。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

ですから協定項目以外で合併後に調整するという案件はあるわけでしょう。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
ございます。それは数がですね、ちょっといくつあるかというのは、ちょっとカウントしており

ませんので、申しわけありません。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

感覚的に分からんですか。200 も 300 もある。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
そんなにはないと思います。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

でしょう。あっても 10 か 15 くらい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それ以上でしょう。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

その中で特に重要な案件というのは、なにがあるんでしょうか。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
調整項目の中にも、いわゆる周防大島町と名前が変わりましたけれども、周防大島町としての、

町の町章といいますか、そういうたものはまったく白紙の状態でございます。あるいは町民憲章と

かいうものも決まっておりませんし、町花、町木というようないわゆる慣行といいますか、慣れ親

しむところの慣行でございますが、こういったものもまだ未調整というようなことでございまして、

まあ、どれが重要で重要でないかということは、なかなか判断がむずかしいところでございますが、

数的には、やはり感覚的に申し上げましても、50、60 はあると思います。 

 

（「分かりました」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええですか。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
もうひとつですが、これは本件とは関係ないわけですが、10 月 1 日から新町が発足するわけで

すが、そうはいいましても非常に過渡期でございます。 

特に人事も発令されてですね、外からみますと立派な人事機構であるとこのように評価されるわ

けですけれども、やはり行政、仕事をするのは人そのものですから、個人であります。もっとも責

任分野である課長以上の職種につきましては、まあまあ、短期間の間に新しい仕事があるわけです

ね、そこを奮闘していただいて、そのサービスの低下が住民に及ばないようにやっていただくし、

また、そのような気構えがあろうと思うんですけれど、なかなかそういうわけにはまいりません。 

したがって、その辺はですね、新町において特に執行部にお願いしたいんですが、十分その辺を

ですね、住民サービスが直ちにできないとは思いますが、最大限の努力をひとつやっていただきた

い、これは職員個々にいえることでございます。よろしくその辺ご指導のほどお願いします。以上

でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんですか。 

   

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 

橘町の安本でございます。多少、行政にかかわる者ですが、本日おいでの皆さん方というのは、

将来の周防大島町の幹部職員でございますので、お願いを申し上げるわけです。私、今年の春、大

島町の歩く、なんていうか、歩く会に参加させていただきました。なんていうイベントのテーマだ

ったか忘れたんですが、大島町のですね、行政の皆さん方が、あれは観光協会が主催をされた行事

であろうと思いますけれども、強力なご支援をいただいて、そしてたくさんの郡内の皆さん方がご

支援を・・・、そういう行事でございます。そして、ある方に大島町の総務課長さんが声を掛けら

れましてね、ほんとうに皆さん方大変だなあと・・・、もうだいぶでございますけれども。 

あと最近ですね、ごく最近です。東和町の文化交流センターで、宮本常一先生にかかる関係団体

の皆さんの行事に参加いたしました。その行事に 4本柱のですね、周防大島から外にでて情報を発

信し、そして、また大島の皆さん方が、郡内の皆さん方も、大島もやり手だなと実に活力を生む行

事であったと思います。それに幼稚園の皆さん方が大変にご苦労されて、協力を惜しまれなかった、

頭の下がる思いがしたんでございますが、これからたくさん地域独特の行事がございましょうけれ

ども、これは住民による調整にかかることとは、直接的にはなじまないものかもしれませんけれど

も、特に外に向けて情報を発信し、それから教育の遺産や、周防大島町の活力につながる諸行事が

あろうと、したがって、いままでの旧町の枠にとらわれず、あれは何町がやってきたことだからと
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いうような、いわば垣根は当然ないであろうと、皆さん方、行政の皆さん方がスクラムを組んで、

活力ある周防大島町に向けて、ご努力をしていただいておるわけですから安心をいたしております

けれども、ずいぶんそのようなことをされて、ご支援をいただきたいと思っております。 

たまたま、今年は大島町の行事に参加し、東和町の行事であります、いわゆる各種団体の行なう

行事、行政の支えがあって、しかもそれが、外へ向けてのすばらしい情報発信をと、同時にそれが

翻って周防大島町の活力となるということをしみじみ感じましたので、どうか、今日ここへお集ま

りの将来の周防大島町の幹部の職員の皆さん方にですね、頑張っていただきたい。そして、スクラ

ムをしっかり組んで、旧町の枠にとらわれない、意見を十分交換されて、政策と理解に努めていた

だきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。最後でありますので、いわしてい

ただきましたが、よろしくどうぞお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。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 奈村 種臣） 

合併協議会の新町建設計画でございます。今からの夢とそれから将来の展望というものが、合併

の大きな根幹になるものであると思いますので、今後、具体的に実施計画が練られる、実現されて

くるということになるわけでございます。この間にもですね、町民の皆さんが注目しているわけで

す。この実現こそですね、合併の眼目であると思います。その辺について、実施計画、あるいはそ

の状況等々について、新町におかれましては町民によく分かるように説明しながら、実現をしてい

ただきたいというお願いです。これは最後に希望、お願いということです。よろしくお願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ほかにございませんか。 

   

                【質疑なし】 

 

  それではないようでございますので、報告第 2号、第 3号終わります。 

  その他、事務局の方から報告がありますか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それではその他報告ということで、まず開庁式、あるいは開所式ということでございますが、現

在、詳細を詰めているところでございますが、基本的には簡素に行なうとことということにしてお

りまして、新町発足記念式典というようなかたちのものにつきましては、周防大島町の町長、ある

いは議会議員が決まったのち、内容を十分検討いたしまして開催されるものというふうに思ってお

ります。 

したがいまして、10 月 1 日につきましては、午前 8時から大島庁舎、9時 45 分久賀庁舎、10 時

30 分東和庁舎、11 時 30 分橘庁舎、そしてまた午後 1時からは公営企業局、それぞれにおきまして、

開庁式等を行なう予定にしております。時間的には業務に支障のない範囲で 10 分から 15 分程度と

いうことを想定しております。 

なお、合併協議会の委員さんにおかれましては、発足記念式典というかたちの式典についてのご

案内になろうかと思いますので、そのときにはどうぞよろしくお願いいたします。 

次に選挙でございます。すでに新聞報道等でご承知のことと思いますけれども、先般、4町合同

の選挙管理委員会が開催されまして、周防大島町の町長選挙、町議会選挙の選挙期日は、11 月 14

日が望ましてということを新町の暫定選挙委員会へ申し送り事項とするということを決定いたし
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ました。正式な日程につきましては、10 月 1 日に開催をされます暫定の選挙管理委員会で決定を

される予定でございます。 

次に合併協議会の委員さん方の委員報酬の振込みの関係でございます。本日の第 20 回の合併協

議会をもちまして、合併協議会そのものの業務が終了といったかたちになろうかと思いますが、委

員さん方の報酬につきましては、今年の 4月以降の出席に応じた報酬を今月末、あるいは遅くとも

10 月の上旬までには、それぞれ指定の口座の方に振込みをさせていただきますので、どうぞよろ

しくお願いをいたします。 

以上が報告でございますが、本日、最後の合併協議会でございます。副会長を務めてこられまし

た 3人の町長からそれぞれお礼のごあいさつを申し上げたいと思います。まず、東和町長の西木宏

町長、よろしくお願いいたします。 

 

○副会長（東和町長 西木  宏） 

今日をもちまして、この合併協議会の幕を閉じるということになります。本当に長い間、ご支持

いただきまして、決定をみました。10 月 1 日には、晴れて合併ということにあいなります。私ど

もといたしましては、4町長協力して進めてまいりました。 

また、議会議員の皆さん、また町民の皆さんもご協力をいただいたわけでございます。また、協

議会の委員さんたちには、特にたびたびにわたるご審議をいただきました、この合併の方針を決定

していただいたわけでございます。お礼を申し上げるものでございます。 

つきましては、今後、また新しい町が誕生するわけでございますが、どうか皆さんの厚いご支援

をお願い申し上げまして、豊かでよりよい町が誕生いたしますようにお願いを申し上げるものでご

ざいます。皆様のご苦労に対しまして、衷心よりお礼を申し上げまして、ごあいさつとさせていた

だきます。ありがとうございました。 

   

                【大拍手】 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
つづきまして、大島町長の河野洋治町長、よろしくお願いいたします。 

 

○副会長（大島町長 河野 洋治） 

最後の合併協議会ということでございますが、委員の皆様方、長期間にわたりまして、合併の可

否から始まりまして、熱心にご協議をいただきました。そして新町の建設に向けて、決定をいろい

ろなところでしていただきました。新町発足後、当分の間はいろいろんな困難がおこるのではない

かと思っております。住民の方々にも迷惑をかけることが多々あろうと思います。また、事務事業

の調整を確認をいたしましたが、これにつきましても時代の流れに添いながら変更を繰り返すこと

も必要であろうと思いますし、新町建設計画そのものも膨大な数でございます。 

特例債等を使っていきますと現在ある借金の上に借金を重ねて、人口が減るに連れて、いくら返

しても 1 人当りの借金残高は変わらないというような事態がおこりうるということを踏まえまし

て、年度割等きちんと組んで、適正な執行をしていかなければ最後に困るのは、やっぱり周防大島

町の住民であろうかというふうに思っております。 

また、組織機構等、あるいはその他の合併後の調整機構、こういったものも検討事項の中に当然

入ってこなければならないというふうに思っております。しかしながら、合併することは決定いた

しております。今後は町民の方々一緒になって、できるだけ早く対処するということが望ましいわ

けでございます。そして、安心、安全な町づくりに向けて、一致協力をする必要があるというふう

に思っております。なににいたしましても皆さん方のご支援、ご協力を、大島郡としては必要とい

うふうに考えているわけでございます。どうか、よろしくお願いをいたします。ほんとうに長い間、

ありがとうございました。 

 

                【大拍手】 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
つづきまして、久賀町長の吉村基町長、よろしくお願いいたします。 

 

○副会長（久賀町長 吉村  基） 

合併の協議会を閉じるに当りまして、ひとこと感謝とお礼を申し上げたいと思います。合併協議

会が、合併、そして新町の誕生という所期の目的を達成いたしまして閉じることになりましたこと

にほんとうに深い感慨を覚えております。委員の皆様には、島を想う心をひとつにして、大島はひ

とつという強い気持ちを持ったうえで、合併協議会で、真剣で、真摯な協議を重ねていただきまし

た。ほんとうにありがとうございました。私個人といたしましても、皆さん方とこういう歴史的な

協議をする場の一員であったということに誇りすら感じているものでございます。 

今後は、この合併協議会で決定されました 51 の協定項目につきまして、これが皆さんのこころ

が、意思が詰まった、結集した大変重要な事柄だろうというふうに思っております。大変、重いも

のがございます。そういう協定項目を活かしながら新町を創っていく、建設をしていくということ

が必ず新町の発展につながるというふうに信じております。 

あらためて合併が成就した感慨にしたりながら、ご指導いただきました県ご当局はじめ、委員の

皆様、議会の皆様、町民の皆様、それから合併協の事務局、専門部会の皆様、すべての島民の皆様

方に深甚なるお礼、感謝を申し上げたいと思います。新町周防大島町への変わらぬご支援、ご協力

をお願い申し上げまして、委員の皆様方のご健勝、新町の発展を祈念を申し上げまして、あいさつ

とさせていただきます。ほんとうにありがとうございました。 

 

                【大拍手】 

 

○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した。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは最後になりましたが、私の方もお礼を申し上げますが、14 年の 10 月に会長をおおせつ

かったわけでございます。もとより浅学菲才でございまして、この任に堪えるかどうかほんとう不

安があったわけでございます。 

しかしながら、協議会の委員の皆様方、事務局の皆様方、また柳居先生ともども、大変まあご尽

力、ご支援をいただきまして、なんとかこの周防大島町の誕生ができることになったわけでござい

ます。 

51 項目の合併協定項目が皆さん方の真摯な取り組み、そしてまた小異を捨てて大同に付かれた

あの心根というものが、大変麗しいものであったと、そして新しい町が発足するということになり

ましたが、先程申しましたが、大変、バラ色の明日が待っているものではないというふうに思って

おります。 

協定項目もまだ未整理のものもあるわけでございます。いろいろな課題もありますので、苦労も

重なってくることと思います。 

しかしながら皆さん方の志あるお取り組みによりまして、51 項目の協定ができたわけでござい

まして、これが実施に移されまして素晴らしい町づくりになるというふうに思っております。大変、

長い間ご協力いただきましたことをこころから厚くお礼を申し上げまして、これで最後のごあいさ

つといたします。ありがとうございました。 

 

                【大拍手】 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
以上をもちまして、大島郡合併協議会、第 20 回の協議会を終了させていただきます。どうもあ

りがとうございました。 
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                【拍手】 

 

 

 

 

              〔午前  9 時 59 分  閉 会〕 
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