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        第２回大島郡合併協議会会議録索引簿 

 

事件番号 会 議 事 件 名 頁数 

 会長あいさつ 4 P 

 会議録署名委員の指名 5 P 

報告 大島郡4町合併に係る調査業務委託契約 5 P 

協議第 7 号 合併の方式について（協定項目 1） 6 P 

協議第 8 号 合併の期日について（協定項目 2） 7 P 

協議第 9 号 新町の名称について（協定項目 3） 12 P 

協議第10 号 財産及び債務の取扱いについて（協定項目 5） 14 P 

 第 3 回協議会予定 18 P 
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第２回大島郡合併協議会会議録 

招集年月日 平成14 年 12 月 5 日（木曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 久賀町民センター・大ホール 

 
 

開会 平成 14 年 12 月 5 日（木）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 12 月 5 日（木）午後 3時 15 分 議長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 47 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 大島町議会議員 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 大田敬三郎 委員 学識経験者 中原 昭二 
   委員 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 学識経験者 中本 健雄 
委員 柳井県民局長 川尻 博之 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 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 東和町議会議員 西本 信男 
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 平井 昭輝 
委員 学識経験者 沖永 明子    

委員 学識経験者 鍵本 憲治 委員 大島町議会議長 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 学識経験者 河原 芳樹 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 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 村元 和枝 
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 山中八洲通 
委員 学識経験者 嶋元  貢 委員 東和町議会議長 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 ― ― 
   監査委員 ― ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 平野 和生 
副会長 大島町長 河野 洋治 委員 学識経験者 棟広  斉 

 
 
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 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 学識経験者 絵堂 光雄 委員 学識経験者 大浪 和郎 会 議 録 

署名委員 委員 学識経験者 大永 忠博  －   －   －  
特記事項 傍聴者 18 名 （一般 9名  報道 9名） 
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              〔午後 2 時 00 分  開会〕 

 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  定刻になりましたので、ただいまから第 2 回大島郡合併協議会を開催いたします。初めに会長で

あります中本会長からごあいさつを申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは、開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げますが、本日は委員の皆様方、大変ご多用

の中、ご出席をたまわりまして本当にありがたく、厚くお礼を申し上げます。今日は柳居先生が所

用がありまして欠席をいたしておりますけれどもが、本日は合併協議会も第 2 回目の開催となりま

した。 

第 1 回の協議会でご確認をいただきました 52 項目でございますが、合併協定項目を一つずつ本

日はご協議いただくわけでございます。 

協議会の運営につきましては、先に確認いただきました協議会会議運営規程にそって、公平、公

正に協議を進めてまいりたいと思っております。 

委員の皆様方におかれましても、できるだけご意見、あるいはまたご発言をいただきまして積極

的に会議に参画され、円滑な議事運営にご協力いただきたいと思っております。 

それでは本日からいよいよ本格的な個別の協議に入るわけでございますので、2、3 点お願いし

たいことがございます。 

まず、法定合併協議会でありますが、市町村の合併の特例に関する法律の第 3 条でごさいますが、

市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法の規定により、新町の建設計画の作成、その他

合併に関する協議を行う合併協議会を置くとする規定に基づき設置されるもので、合併協議会規約

第 3 条の担任事務の規定にありますように、1 号といたしまして合併に関する一般的事項の協議、

2 号といたしまして新町の建設計画の作成、3 号といたしましてその他の合併に関する協議、すな

わち最終的な合併の是非に関する協議も行い、その結果を合併協定書として取りまとめることとな

ります。 

協定項目の協議の方針といたしましては、まず、4 町のこれまでの町づくりの歩みを尊重しなが

ら、新しい町の行政サービスや負担を統一する必要がありますので、現在進めております事務事業、

制度等の比較、検討を行いまして、住民生活に及ぼす影響などを含めまして、一体化するための調

整案を協議していただくことになります。 

また、新町建設計画につきましては、新町を建設していくための基本方針を定めまして、これに

基づく建設計画を作成し、その実現を図ることによりまして、4 町の速やかな一体化を促進いたし

まして、4 町が力を合わせ、魅力ある島づくりと行政サービス、また住民サービスの高度化、多様

化及び住民福祉の向上を図ろうとするものであります。 

一番大事なことは、合併後の新しい町の中で、どういう町づくりをしたいか、どういう町にした

いかというビジョンや夢、新町に対する期待や思いが充分論議されなくてはならないと考えており

ますので、51 名の委員の皆様の方におかれましては、英知を結集されまして、すばらしい夢のあ

る計画をぜひまとめていただきたいと考えております。 

最終的には、各町の議会の議決をいただきまして、合併となるわけでございますが、この協議会

の中で本当に夢のある、将来に希望の持てるものをまとめあげていかなければ、議会にも住民の皆

様にも理解をいただくものはできないと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

もう 1 点、4 町が合併した場合の協議でありますので、4 つの町のいろいろな文化的財産や、あ

るいはまた人的な財産など有形無形な財産がありますが、みんなが共通の財産であるとの認識を持

たなければいけないと思っております。また、反対に借金とか負債につきましても、やはり共通の

負債だという、共通の財産、共通の負債という感覚でないと、新しい町づくりというのはできない

だろうと思っております。 

当然ながら今までの文化的なものでありますとか、独自のいろいろな政策を今後、協議、調整を

しながらですね、いいものは残していき、マイナス面、デメリットはできるだけ取り除いていくと

いう姿勢を持ち合わせないといい町づくりはできないのではないかと考えております。 

これら 52 項目の協定項目を協議する中で、合併の是非も検討されるものと考えており、協定項
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目ごとに提案し、協議、確認をしていただくことになりますが、その協議の進め方といたしまして

は、まず幹事会において協議、調整されたものから、順次この協議会にご提案、ご説明申し上げて、

協議、調整に入っていきたい、基本的には提案された次の回以降に協議、調整の整ったものから順

次、確認、決定をお願いしたいと考えております。 

例えば、この第 2 回協議会に提案したものは、次回の第 3 回協議会以降に確認、決定をお願いす

るということで協議を進めていきたいと思っております。ご協力のほどお願いします。 

本日は、4 項目の協議をお願いすることといたしておりますので、委員の皆さんの積極的なご意

見、ご発言をお願いいたしまして開会のご挨拶とさせていただきます。本日はご苦労様でございま

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは早速議事に入りたいと思いますが、議長は、協議会規約第 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ので、これからの進行は、中本会長にお願いいたします。 

なお、本日の会議に欠席の通告をいただいておりますのは、柳居俊学顧問、河野洋治副会長、20

番の武政輝夫委員、35 番の平野和生委員、39 番の棟広斉委員さんでございます。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） 
会長が指揮を取れということになっておりますので、座らしてやらしていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは早速、議事に入ります。まず、会議録の署名委員に 4 番の絵堂光雄委員さん、5 番の大

永忠博委員さん、6 番の大浪和郎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。大島郡 4 町合併に係る調査業務委託契約について、事務局からのご説明を

お願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは報告事項として、1 点ほどお知らせをいたします。座ったままで失礼をいたします。お

手元にお配りをしております本日の会議次第をご覧いただきたいと思います。 

(2)報告事項といたしまして、大島郡 4 町合併に係る調査業務委託契約ということでございます。

この契約につきましては今年の 7 月から事務局を構えました大島郡広域合併研究会としまして、8

月 1 日付けで株式会社ぎょうせいと基礎調査についての業務委託契約を締結しております。10 月

10 日から大島郡合併協議会が発足しましたので、前日の 9 日で基礎調査業務を終え、引き続き、

10 日から調査業務委託契約を締結したものであります。 

契約金額は 15,225,000 円でございまして、うち 2,050,000 円につきましては、11 月に開催しま

した第 1 回協議会におきまして、14 年度予算として予算化していただいております。残りの金額

につきましては、平成 15 年度、平成 16 年度の支払いになるということでございます。 

業務の内容につきましては、事務事業の一元化支援業務あるいは新町建設計画・将来構想を含み

ます策定、そしてアンケート調査、新例規立案・策定業務の三本立てとなっています。 

契約の期間につきましては、平成 14 年 10月 10 日から法定合併協議会が廃止される日までとい

うことで締結をしております。 

以上、報告を終わります。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ありがとうございました。それでは次に協議に入らさせていただきます。 
   
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  協議第 7 号、協定項目 1、合併の方式についてを議題といたします。事務局からのご説明をお願
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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、それでは説明をいたします。協議第 7 号、合併の方式でございます。この合併の方式につ

きましては、協定項目の 1 番になっております。先般お配りいたしました議案書の１ページ目に、

合併の方式についてということで、大島郡久賀町、同郡大島町、同郡東和町及び同郡橘町を廃し、

その区域をもって新しい町を設置する新設合併とするという提案でございます。 

1 ページめくっていただきまして、2 ページをご覧いただきたいと思います。2 ページには、い

わゆる新設合併と編入合併の違いを参考資料として記述しておりますが、今日は新設合併というこ

とで提案でございますので、特に新設合併の欄につきましてご説明を申し上げたいと思います。 

また編入合併につきましては、その都度見ていただいたらと思います。 
まず、新設合併の定義でございます。2 以上の市町村を廃して、その区域に新たに 1 つの市町村

を置くことでございます。 
市町村の法人格といたしまして、合併関係市町村、いわゆる合併前の市町村でございますが、の

法人格はすべて同時に消滅し、新しい市町村の法人格が発生をします。 
首長の身分でございます。合併関係市町村すべての法人格が消滅することに伴い、すべての首長

がその身分を失います。新首長は、新しい市町村による選挙で選任される。 
次に議員の身分でございます。原則としては、首長と同じく合併と同時にすべての議員がその身

分を失い、新しい市町村による選挙で選任をされます。ただし、定数、任期等については合併特例

法による特例がございます。 
一般職員の身分でございます。市町村の法人格の消滅によりその身分を失うことになりますが、

合併特例法の規定によりまして、新しい市町村に身分が引き継がれます。 
最後に特別職の取扱いでございます。市町村の法人格の消滅によりその身分を失う。助役、収入

役等はあらたに任命されることになります。ただし、それぞれの団体には、行政委員会というもの

がございまして、特にここに書いてございます行政委員会については、特別の選任手続きというよ

うな形で、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会等につきましては、特別な選任

手続きが定められております。 
  真中には、編入合併ということでございます。これはまたお読みいただきたいと思います。また

一番右側には、備考といたしまして最近の先進事例ということで新設合併、あるいは編入合併の市

町村名がそこに書いてございます。もう 1 枚めくっていただきまして3 ページでございます。ここ

にやっぱり新設合併と編入合併の相違点ということで、記述してございますが、新設合併につきま

して説明を申し上げたいと思います。なお、一番左側に分類ということで数項目書いてございます

が、この分類の欄に書いてございます項目につきましては、すべて協定項目でございます。 

  まず、合併市町村の名称でございます。これは合併関係市町村が全て廃されるため、新たな名称

を定める必要がございます。 

それから事務所の位置でございますが、合併関係市町村の全ての地域から住民の利便性等を考慮

して決定をするということでございます。 

それから財産及び公の施設の取扱いは、合併市町村が引き継ぐと、すべてというとまた議論の余

地があるところでございますが、合併市町村が引き継ぐということでございます。 

先ほど議員の身分ということでお話しておりましたが、ここでもやはり議会議員の定数及び任期

の取扱いということでございまして、原則として先ほど申し上げましたとおり、その身分を失いま

す。しかし、地方自治法に定める定数の議員選挙を行い、任期は選挙の日から 4 年ということが大

原則でございます。しかしながら、合併関係市町村の協議によりまして、次のいずれかによること

ができます。1 つは設置選挙により選出される議会の議員の任期に限り、法定数の２倍までの議員

を置くことができます。これを定数特例制度といっております。2 番目といたしまして、合併関係

市町村の議会の議員で、当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、全員、

2 年以内の間引き続き在任できる。在任特例制度ということでございます。難しい言葉が書いてご

ざいますが、2 番目としましては、今の議員さんは、最大 2 年間在任できますよという特例でござ

います。この協議につきましては、いずれ議会議員の定数及び任期の取扱いということで、協議題

として出てくることになろうかと思いますので、そのときまた内容につきましてはご説明したいと

思います。 

これ農業委員会の委員の関係もやはり協定項目ということでございますので、農業委員の関係の
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協議題のときには詳しくご説明をしたいと思いますが、農業委員会の委員につきましても、原則と

してその身分を失います。特例といたしましては、最大 1 年間、1 年間は在任はできますというこ

とでございます。 

それから条例・規則等の取扱いでございますが、これにつきましては、合併関係市町村の条例・

規則はすべて失効いたします、新たに制定することになります。 

それから建設計画でございます。建設計画につきましては、合併関係市町村全域に係る建設計画

を作成する必要があるということでございます。 

以上、協議第 7 号の協定項目1 であります合併の方式について、概要をご説明いたしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは協議第 7 号につきまして、質問があれば承ります。 
 

（質疑なし） 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  質疑がないようでございますので、質疑を打ち切ります。 

  それでは協議第 7 号につきましては、この合併の方式につきましては、始めのごあいさつでも申

し上げましたが、継続審議ということになっておりますので、次回以降の協議会で再度協議いただ

きたいと思いますが、これにつきましてご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 

  異議がないものと認めます。よって協議第 7 号は、継続協議となります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に、協議第 8 号、協定項目 2、合併の期日についてを議題といたします。事務局からのご説明

をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それではご説明をいたします、協議第 8 号、合併の期日について、協定項目 2 番でございます。

議案書のページは 4 ページでございます。ここに提案しておりますのは、合併の期日は、平成 16

年、西暦 2004 年でございますが、10月 1 日とするという提案でございます。 

平成 17 年 3 月 31 日まで、いわゆる合併特例法の法定期限内を目指しているからという認識のも

とに、正式な協議の開始からおよそ 22 ヶ月から 2 年はかかるといわれております日程を考慮いた

しまして、協議会の目標といたしまして合併の期日を定めており、提案をさせていただいておりま

す。ただし、これは合併協議会が常時動いている状態で、障害なく協議が進んだ場合という前提で

ございます。 

5 ページをめくっていただきたいと思いますが、5 ページの留意事項の 1 番でですね、合併等の

手続きにつきましては、いろいろな手続きがございますので、相当の日数を要することになるとい

うことが記述してございます。また真中に先進事例ということで、それぞれのいままでの市町村の

日程がそこに参考例として記述をしてございます。これはすべて土曜日とか、日曜日とか、月曜日

とか、バラバラでございます。 

それからもう 1 ページめくっていただきまして6 ページでございます。6 ページに最近の合併事

例における法的手続きの状況ということで、新潟市を始めましてさいたま市まで、4 つの市の合併

協定書調印から合併の期日までの日にちが書いてございます。また、その下の段の表には、それぞ

れかかった日数が書いてございます。終いに右側にはみでた欄がございますが、下側に平均値と書

いてございます。これは 4 つの市のそれぞれの手続きにかかった日数の平均日数がここに書いてご

ざいます。結構時間がかかるという感覚でございます。また、最近の合併事例を見てみますと、ま

ず合併の目標期日を定めて、初めて協議会おける協議が本格化したと、また、期日にあわせて協議

スケジュール等を決定していくというような場合が多いという例もございます。以上、協議第 8

号につきまして、ご説明を終わります。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 

協議第 8 号につきまして、質疑を承ります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  16 年の 10月 1 日ということでございますけれども、もう少し早い時期にですね、例えば7 月 1

日とか、そういったことが考えられないのかどうか、まあ事務局の説明によるといろいろな手続き

上、これがギリギリの線だということでしょうけれども、その辺りについて、少しでも私達考える

ところは、1 カ月でも、2 カ月でもですね、早く合併して、いろいろな行政経費を節減していただ

きたいというのが、私の意見です。考えです、この点いかがでしょうか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、事務局。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
10 月 1 日を案として決定した理由でございます。これは 9 月のいわゆる決算議会が終わるとい

うのが、一つございます。それから年度の途中ではございますが、通常いわれております四半期で

いきますと、年度の第 3 四半期がスタートするという形の区切りのいい日にちということで、10

月 1 日を設定をさせております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  決算とか、年度途中というようなこともいろいろあるんでしょうけれども、ほかの例を見てもい

ろいろな日にちを設定しております。いずれにしても年度途中の合併、あるいは年度始めの合併に

しても、ここにも設定例がいろいろ書いてございますけれども、いろいろ問題点はあるようでござ

いますけれども、事務的にですね、また手続き上どうしてももうこれ以上は縮めることはできんと

いう考え方なんですか。そこをちょっとお聞きします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、事務局。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  西本委員さんおっしゃる 7 月 1 日という日程でございます。これは物理的には不可能じゃないと

思います。ただし、最近ほとんどの市町村が事務の関係を電算化をしております。電算化をしてい

ることが理由にはならないわけでございますが、いろいろな事務調整、電算の導入等の事務調整を

すると、やはり 22 カ月という意味で、ゆったりした感じで事務調整をしていきたいという気持ち

でおります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 西村  均） 
いまの合併の時期との関係が、合併問題についてはですね、一番ネックになるのが、いわゆる民

間とのなんというんですかね、さっきの電算関係のが、これがですね、ほかの市などによっては、

どういう種類が入っているのかよく分かりませんが、お話に聞くと郡内では 3 機種ぐらい、いろい

ろ機種はありますけれど、その辺での比較は十分できると聞いているんでございますけども、かっ
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てある銀行のようにですね、大型合併をしたところが、ＡＴＭに払い出しにいったところが、金が

出ずに（聴取不能）というようなことが、そういうことのないよう充分注意してお願いします。   

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

答弁要りますかね。 

 

○委員（学識経験者 西村  均） 
ええです。要りません。まあ、そういうことがありますので、よろしく願いしたい。今の電算の

対応ですがね、これはほかの町村での合併はどうなんですかね、同じ種類ですか、それとも機種そ

れぞれ違うんですかね。例えば新潟市とか、西東京市とか、ここに出ておりますけれども、全部い

っしょではわけですよね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  はい、原則 1 つが一番ベターだと思います。しかし、それぞれの合併の形態によりまして、状況

が違うようでございまして、来年の 4 月に合併をいたします周南市、これは 2市 2 町でございます

が、3 業者、3 メーカーがそのまま張り付きます。それからシステム的には、4 つのシステムとい

うことで、大変複雑な状況です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 

 

○委員（大島町議会議員 冨田 安英） 
合併の日にちですけれど、10 月 1 日というのをですね、非常にまあさっきの、新町に（聴取不

能）というので決めたというふうに聞いたんですけども、前回議会の中では内々に伝えたんですが、

まだ審議もしてないのにね、日にちを決めるのはどうじゃろかという意見があったんですよ。それ

で別に、この日程をきちっと定めるというのは、決めなきゃあいけないんですか。いまの時点で。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

これはあくまでも努力目標でございます。目標がなけらねば、まあ船はどっちへ行くか分かりま

せんので、やはり目標として定めていかなければならんもんでありまして、だから 4 町ともこれに

歩調をあわせて協議を進めていただきたいということで、だから先ほど西本委員さん言われた、 

   

○委員（大島町議会議員 冨田 安英） 
  秋のね、だから 10 月の・・・、10 月というか秋の時点でというふうな、日にちをキチッと言わ

ずに定める、まあ 10 月というか、16 年の秋とかですね、そういうわけにはいくまい。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ある程度、日にちを決めちょいたぐらいがはっきりするんじゃないですか、ただ西本委員さんの

方からもありましたが、できるだけ早くやれというのもありましたが、やはり事務量が大変多いと

いうようなこと、それから、 

 

○委員（大島町議会議員 冨田 安英） 
いや、そじゃからね。審議をしようる、まあ1 カ月先にですね、日にちを、これぐらいの審議を

しますよという前提のもとで、日にちを決めるというわけにはいかないんですか。そねいなこと

は・・・。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それを含めて継続審議も可能でございますので、協議の場で協議されたらいいと思います。 

 

（「ほじゃけ、日にちを・・・」と叫ぶ者あり） 
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これは一応 10 月 1 日で提案をいたしますということでございます。あなたが反対ならば反対と

いうことをこの次ぎの会の方でやっていただけたらいい。  

 

○委員（大島町議会議員 冨田 安英） 
  反対とか、賛成とかじゃなくて、協議の中でこういうふうに持っていっちゃあどうでしょうかと

いう提案なんです。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  ああそうですか、ほじゃから 10 月 1 日でどうでしょうかということで、あなたも意見を出され

たんで、だからこれも継続審議も不可能じゃなくて、可能でありますし、次ぎの機会でやっていた

だけたら。 

 

○委員（大島町議会議員 冨田 安英） 
  変えられるという可能性もあるということですね。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

そういうことでしょうね。多数決であればね。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
 40 番です。合併の期日を勉強するということではないんですが、確認の意味でお聞きします。

最終については、平成 17年 3月 31 日ということで、これまでに合併すれば合併特例法のいろいろ

の措置があるということのように思いますが、どういっても政府の政策そのものはですね、状況に

応じて変更もあり得るということでございましょうけれど、現時点においてはこの最終期限は、平

成17年 3月 31日ということで、これが4月以降にずれるということはないということで、確認で、

よろしうございますかね。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、そのとおりであります。 

 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行）  
会長がですね、いままでの会合の中で申されておりましたのは、16 年のできるだけ早い時期と

いうことでしたので、私はもう少し早い時期で提案されるのではないかと思ったんですが、まあ

10 月 1 日が早い時期か、遅い時期か分かりませんけれども、先ほど西本委員が言われましたけど

も、私もどうせその、合併するのであればですね、事務手続きは大変なところでありましょうが、

目標を立てるのもいいですが、できるだけ早くやった方がいいんじゃなかろうかと、 

 

【拍手】 

 

どうせやるのであればですね、どうせやるのであれば、17 年 3 月まで待ってやるのではなしに、

早くやった方がいろんな面でメリットがあるのではなかろうかというふうに感じますので、できる

だけ早く日にちを決定してもらいたいというのが私の願いでございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 
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 はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
 46 番、吉兼です。合併期日を 10月 1 日ということで目標の日ということなんですけども、一住

民としてですね、これに関して抱く感情というか、そういうのを言わせていただきますとですね。

先ほど会長の言葉にもありましたとおり、合併の是非をもちろんここで検討すると、まあおっしゃ

いました。そのとおり検討していくんだと思いますけれども、こういうことをですね、いきなり決

めると、もう合併前提の状態になってしまう。そして住民としたらですね、先ほどからいわれると

おり合併後の新町になった時の方針、どういう町づくりをしていくかと、そういったこと考えてい

くことが非常に重要だとおっしゃいました。そのとおりだと思います。 

そういった意味で、いまここで単純に、まあほんとに先ほどご質問があったとおり、まだなにも

審議をしない時点で、もう 10 月 1 日にもう、まあ目標ではありますけれどもやりますということ

をいいますと、住民の方からするとですね、ああ 10 月 1 日にもう合併をしてしまうんだというふ

うに勘違いしてしまうという、逆にいうともっともっとこれを住民一人一人が真剣に考えるために

は、もっともっと議論されていくんだということを、この協議会が各町民に示さなくていけないと

思うんですよ。そういうことを考えると事務的な手続きはございますでしょうけれども、こう日に

ちを具体的に今の時点で決定するのは、どうかと私は思います。 

当然合併するということを考えれば、事務は進めていかなくてはならないと思います。ですから

事務方がというかですね、事務の方で進めていかなくてはいけないことは、その例えばゴールイン

を目指してですね。10 月 1 日を目指してどんどんどんどん進めていくのはいいとは思いますけれ

ども、こういうのをこういう時期に早く打ち出すということが、かえって住民の諦めムードという

か、もう事務方の気持ちでもう進んでしまうんだなというふうな気持ちになってしまうような気が

して、まあこういう合併のことに関してはかなり不安という面を私達はすごく大きく持っているの

で、こういうまあ、先ほど日にちじゃなくて、例えば秋頃とか、こういう審議はこういう議題が出

たけれども、もうちょっと先で決めようよとか、そういうことは、もちろん考えられなきゃあいけ

ないことだと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

【拍手】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

 だからいろいろな考え方があろうと思います。さっきからそのことはやはり努力目標を定めてお

かなければ、方向が迷うじゃないか、いつでもええじゃないかというわけにはいかんのんですよ。 

 17 年 3 月までには、なんとかしてやらなけりゃならん、そのためには事務量もある、電算もい

っしょにへにゃあならん、大変な大きな課題を抱えております。 

したがいまして、やはり 10 月 1 日という一つの目標を定めておらんと、事務量だけではなくて

ですね、仕事が進まないということがございます、先ほどのまだ 16 年の早い時期でええじゃない

かと、そういう意見もあるんだから、そういったご意見を出していただくために、この協議会があ

るわけですから、この次に十分、あなた方のそういう意見を出してもらうことをですね。 

私は 10 月 1 日に提案しておるんだから、こういうふうに、住民にこれでどうですかということ

を皆さん方にお諮りしておる。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
 私が今こういうことを申し上げたのもですね。先ほど大島の冨田さんが、ご質問されたことをで

すね、ああいう口調でここで、ご一断のもとに、こう発言を止めることはちょっと良くなかったの

ではないかと思ったので、それをお願いしました。 

で事務方、事務方とおっしゃいますけれども、本当に私達がいま、まだ大島町、大島郡の中でで

すね、まだそんなに合併が具体的なところでこう見えてきてない、各町に 1 人、分かってきてない

というところがあると思うんですよね。 

で例えばこの合併協が 12 月 5 日に第 2 回がありますと、これを郡内の人がどれだけの人が知っ

ているか、そういうことを考えるともう、今ここで期日を、まああの継続審議でいいということな
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んですけれども、皆さんがどういうふうに考えるかというのはあるにしても、いまこういうふうな

議論を出されてきたということは、まあ進まなくてはいけない、それはもう皆さん合併協に参加さ

れている方はもう十分分かっていることなんでですね。 

それは本当にまあ努力目標ということなんですけれども、もう少し先で例えば具体的な日にちを

決めてもいいんじゃないかと思います。例えば先ほどいった秋頃とか、冬頃とか、そういうのでも

いいんじゃないかと、で審議が進んでですね、未来の町の構想がまとまれば、どんどんそれで先に

持っていってもいいんじゃないかという意見も先ほどありましたけど、だからその辺は今まだここ

に参加している方もですね、どういう方向に行くのか、協議会がどういう感じで進んでいくかも分

かっていない状態で、もうそういう時点で、こういう議題が出てきたのが、少し疑問だと思ったの

でよろしくお願いいたします。そういうことでお考えを、すいません、もう一度よろしくお願いい

たします。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

 いま、全部前に話したとおりでございまして、やはり目標を定めて、これらのものを出したいと

いうふうに思っております。 
 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 中本 健雄） 
  27 番でございます。そもそもこの会議はですね、先ほどから意見がでていますが、大島郡合併

協議会の規約に基づいて、第 1 条に基づいてですね、設置されているものでございますのでですね。 

一応合併を前提とした中での前向きな意見でやっていきたいと思いますし、またものごとをです

ね、成就していくためには、期日はピタッと決めていかないと、目標がなければなにもできないわ

けですから、目標は早い内に決めていただいてですね。その目標に全員で力を合わして、この合併

協議していくということをしていただいたらと思います。よろしくお願いします。 

 

【拍手多数あり】 

 

（「そうじゃ、そのとおりじゃ」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  一応、期日を定めない方がええ、定めたんがええということでございますが、これはまあ、先ほ

どから申しておりますが、継続協議になりますので、次の協議会でまた十分議論していただきたい

と思います。 
それでは、今の議題については、継続協議にするということでご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 

  異議がないものと認めます。したがいまして、協議第 8 号は、継続協議といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に、協議第 9 号、協定項目 3、新町の名称についてを議題といたします。事務局からのご説明

をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、それでは協議第 9 号、新町の名称について、これは協定項目 3 になります。議案書の綴り

は、8 ページでございます。提案の内容といたしましては、協議第 7 号におきまして、新設合併と

いうことで提案をしておりますので、それに関連しまして新たな名称を決めるということで提案し
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たいと思います。 

その方法といたしましては、一般公募の後、協議会において名称を決定することとするという提

案でございます。内容といたしましては、詳細な説明になろうと思いますが、9 ページをお開けい

ただきたいと思います。9 ページの留意事項というところに、上から 4 行目でございますが、新た

な町として 1 つの法人格が発生するために、新町の名称を新たに定める必要があると、ただし名称

の定め方につきましては、法律上、特に規定がないことから、基本的には自由に定めることができ

る。もちろん現在の名称も使用することもできる。というようなことがここに留意事項として書い

てございます。また、真中の欄につきましては、先進事例としまして、次ぎのページまでの 4 つの

市の内容が書いてございます。名前を決めるのも大変難問であるということがここに書いてござい

ます。 

で提案をいたしました一般公募の流れということで、案といたしまして 11 ページをご覧いただ

きたいと思います。ここに新町の名称選定方法案ということで、具体的にスケジュールが流れてい

きますと、まあ仮置きでこれ書いてございますが、公募開始につきましては、来年の 2 月以降、公

募の締切りにつきましても、一応仮置きということで 3 月 20 日、そして 4 月に取りまとめ整理を

して、早くて５月、新しい町の名前が決定するというような流れで書いてございます。 

ただし、この公募につきましては、募集要項等、あるいは小委員会等の設置もしたらどうだろう

かということで、今回 11 ページには全体の流れと小委員会の設置、新町名の選定基準等々のいろ

いろな取り決めが必要ですよということで案ということでお示しをしております。以上でございま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  はい、それでは協議第 9 号について、ご質疑を承ります。まあ他市町村の例をみますと、大変こ

の問題も難しい問題だと思いますが、これに対するご質疑があれば承っておきます。 

 

（「いいですか」と叫ぶ者あり） 

 

  はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  46 番の吉兼です。小委員会に関してなんですが、確か人選は会長の方でするということでした

が、ちょっと私そこがあいまいなんですが、いま大体どういうメンバーにするかとか、そういうふ

うなことは事務方の方でお考えになっていることなんでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  まだ、小委員会を設置するかどうか、検討するかどうかというご意見までは出てきておりません

ので、案としてはありますが、ここでまだ出せる状態ではないと思います。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  ということは、この案がとおり次第、そういう内容に関して議論するということですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  はい、この名称を決定する際に小委員会を作ったらどうでしょうかという当然委員さん方のご意

見があった段階で、設置するということでございます。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  ありがとうございました。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  はい、どうぞ 
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○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  よその例を見るとですね、旧町名は中に入れないという方式で、公募しちょるところもあります。

例えば新東和町とか、新大島町とか、あるいは東和橘町とかといったような、旧町名を入れなくて、

あらたな感覚で、やっはり新町の名称を決めたと聞いたことがある、その辺りを検討したことはあ

りませんか。 

もう一点は広く郡内、郡内に限らず広く一般からということですが、私の考えでは大島郡域に限

ってのご応募をぜひ入れていきたいなと、まあこういっちゃあなんですが、東京都の方の人がいく

らいい名前をつけてくれてもどうも親しみが湧かない、郡内の町名ですから郡民で決めたいなとい

うことです。郡民に限るというようなことを検討してないか。この辺どうですか。 
 

【拍手】 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、11 ページをご覧いただきたいと思います。ちょうど 2 月と 3 月の間ぐらいに応募資格等

というのがあります。いまこの資料の 2 点目でございますが、ここにはまあ郡内在住に限定するこ

となく広く一般からということで記述してございます。これも案でございますので、またこれ中を

十分練っていただくということが 1 つ、それからもう１点は旧町名は入れないというご意見ござい

ました。これにつきましてはまた 3 月の欄のところで新町名選定基準というのがございます。この

選定基準の中に、いまいわれたような、いま現在の 4 町の名前は入れないよとか、あるいはどうい

った感じのイメージの名前がふさわしいよとか、いうような形の選定基準を設けていって、公募が

きたものに対しては、そういった形の対応をして行きたいというふうに考えております。これはま

だ全く案の段階でございます。 

 

（「はい、分かりました」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  ほかにありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

それでは、ないようでありますので、協議第 9 号につきましては、継続協議ということでご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 

はい、ご異議がないものと認めます。したがいまして、協議第 9 号は、継続協議といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に、協議第 10 号、協定項目 5、財産及び債務の取扱いについてを議題といたします。事務局

ご説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  はい、それでは協議第 10 号、財産及び債務の取扱いについて、協定項目によりますと 5 番に相

当いたします。議案の綴りは 13 ページでございます。 

  提案の内容でございますが、大島郡 4 町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新町に引

き継ぐものとするという提案でございます。 

  通例でございますけれども、合併前の市町村が持っていた財産につきましては、新町に引き継ぐ

というのが通例でございますし、また公の施設につきましても、新しい町の公の施設として設置し

ていくということが通例となっております。 

14ページをお開けいただきたいと思います。14ページ以降は大島郡内に4つ町がございますが、
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それぞれの町が所有しております財産あるいは公の施設を記述したものでございます。14 ページ

でございますが、これ全部ご説明すると時間がかかりますので、まず一番左の久賀町を例にとって

ご説明したいと思います。 

久賀町におきましては、公有財産で土地が 343,067 平方メートル。建物につきましては 45,597

平方メートル、これは役場の庁舎、あるいは学校、保育園、あるいは福祉施設等々の建物でござい

ます。山林につきましては 24,814 平方メートル、蓄積量といたしまして 246 立方メートル、それ

から、物権といたしまして地上権が 76,903 平方メートル、有価証券としまして株券が 12,500 千円

と 1,400 千円の株券ということでございます。それから一番下に書いてありますが、物品といたし

まして、庁用車等、町政推進のために必要な物品が多数ございます。ここに記述し切れませんので

省略させていただいております。 

ページをめくっていただきまして 16 ページをご覧いただきたいと思います。左から 2 番目の大

島町の例をとってご説明を申し上げたいと思います。 

それぞれの町がいろいろな団体等々に出資をしております。大島町におきましては一番初めに書

いてございます。山口県暴力追放県民会議 775 千円に始まりまして次のページの 17 ページでござ

いますが、酪農ヘルパー事業 1,240 千円まで、トータルで 1,573,633 千円、これがいわゆる出資の

関係でございます。このそれぞれの負担金につきましても、久賀町が 10 億 2,000 万円、東和町が

16 億 1,000 万円、橘町が 12億 4,000 万円といった形で出資をしております。 

18 ページをめくっていただいたらと思います。次にこれはそれぞれの町が条例により設置をし

ております基金の残高でございます。これ 13 年度末の残高でございます。今度は右から 2 番目の

東和町を例にとって申し上げます。財政調整基金 270,804 千円、土地開発基金 61,095 千円という

ふうな感じで基金をしてございまして、トータルで東和町の基金が 1,333,715 千円、ほかの 3 町に

おきましても久賀町が 4 億 4,600 万円、大島町が8 億 700 万円、橘町が 13億 8,000 万円というこ

とで、それぞれを保有して 13 年度末の残高がこの基金でございます。 

それからもう 1 ページめくっていただきまして、今度は 19 ページでございます。19 ページ、今

度は橘町の例をとって申し上げたいと思います。一番右側でございます。地方債、企業債の残高と

いうことで、一般家庭におきますと借金という形になろうかと思います。これにつきまして普通会

計の地方債が 5,854,750 千円、以下、公共下水道とか、簡易水道、農業集落排水、漁業集落排水、

渡船会計等々で、合計 8,552,720 千円の地方債がございます。 

その下の覧にうち交付税算入額 4,900,421 千円という数字がございまして、差引き 3,652,299

千円という数字があがってございます。うち交付税算入額ということでございますが、一般の家庭

では考えられないことなんですが、地方自治体の会計におきましては、この地方債、あるいは後ほ

どご説明いたしますが、債務負担行為、こういった金額に、各家庭でいいますと借金とかローンと

いうことになりますけれども、これを国に返したときにまた交付税という形でお金が戻ってまいり

ます。 

ですから橘町を例にとりまして 85 億のいろいろな形の負担、地方債等がございますが、これを

返せばまた交付税として返ってくる、実質差し引き 36 億の負担でいいですよという数字でござい

ます。でこのそれぞれの町がこの地方債とか、企業債の残高にバラツキがございますが、交付税算

入額で差し引きをしますとおよそ 40 億を出てくるか、あるいは 40 億をちょっと出てないかという

ような形で、4 町とも同じレベルに地方債と企業債はなりますということでございます。 

それから 19 ページの後半になりますが、債務負担行為額というのがございます。これにつきま

してはそれぞれの町でなくて、それぞれの町に有しておりますほかの団体等が借り入れをしたもの

に対しまして、負担とか、利子補給をしようという金額でございます。今度は一番左側、久賀町へ

返りますと、農地浸食防止事業というようなことで 4 事業ばかり事業ございますし、弁天地区の埠

頭用地造成、あるいは慈光福祉会元利補給金というような形で債務負担を起こしております。 

次のページには、それぞれ各町の合計が書いてございます。でここにもう一つ先ほど申し上げま

したうち交付税算入額というものがここに、これにつきましても先ほど説明しましたとおり債務負

担をしますとこの交付税の対象になるということで、差し引き各町がそういうことで、実質は差し

引きの数字が債務負担の金額になるといいますか、いうことでございます。 

なお、大島 4 町の場合におきましては、その他に大島郡 4 町で設立をしています一部事務組合と

いうのがございます。大島郡国民健康保険診療施設組合、これは大島病院、中部病院、東部病院の

関係でございます。それからし尿、ごみの関係で大島郡環境衛生施設組合という組合もございます。
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また、介護保険等の共通事務をやっております周防大島広域連合という団体がございます。 

この 3 つの団体のいわゆる財産の現況調書、先ほどから説明をしておりますいろいろな負債なり、

基金なり等々の明細につきましては、次回の協議会におきましてお示しをする予定にしております。 

   

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  はい、それでは協議第 10 号の 4 町の財産及び債務について説明があったんですが、これに対し

てご質疑があれば承っておきます。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

  はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
  40 番の村田でございます。まあここにありますように資産並びに債務等々が基本的には、新町

に引き継ぐというようなことになっておりますけれど、まあ基本的には賛成でございますが、こう

なりますと俗に言う負の財産、負の遺産、マイナス遺産ですね、例えば先ほど説明ございましたよ

うに借金、あるいは既にはずされておると思うんですが、それを引き継ぐことによって新町の財政

が圧迫を受けるというようなこともあるかも分かりませんし、もちろんこれは既にはずされている

わけですけれど、冒頭ありましたようにやっぱり新設合併ということは、逆にいえば対等合併、い

うような観点からいきますとこの原案でよろしいかと思うんですが、そこら辺の懸念というのはど

のようにお考えなんですか。 

あくまでも対等合併だから 4 町によって財産の格差はあるけれど、これがもう対等合併、新設合

併だからもうなにもいうまいやぁということなんか、それとも今後、具体的な協議がこれから来年

（聴取不能）月にかけてずっと行われるわけですが、あくまでも今日これを決定すれば、今後細か

い協議の中においてですね、こういった問題をまたひっくり返すということもできないと思うんで

すが、そこら辺はどのように理解したらよろしうございますか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 
  事務局の方から補足的に説明さしてもらいます。財産債務の持ち寄りということにつきましては、

先進事例を見ますともうほとんどこの財産管理は、対等に引き継いでおるということが原則でござ

います。債務については、置いておくところがなくなるということでございますので、当然引き継

ぐということだと思いますが、例えば財産につきまして大きな較差があるところで、旧町に財産区

というような形を設けて残しておこうではないかというような議論が進んでいるところもあるや

に聞いておりますが、それは先ほど委員さんの方からもご発言がございましたが、対等合併という

ことなら、それは負債は全部でこぼこがあってももっていくけれど、大きな財産の方側については

一部は残していくよというのは果たして対等合併なんかなという気持ちはあります。 

  基本的には財産も負債も、今日冒頭で会長のあいさつの中にもありましたように、財産も負債も、

良いものも、悪いものも皆引き継いでいくというふうにやって対等な合併にしたいというふうな提

案でございます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  ほかにございませんか。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

  はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  46 番の吉兼です。ちょっとここが、私行政の尻の方がちょっと分からないので、素人考え的な

質問かも知れませんけどさしていただきます。民間の企業でいきますと、こういう財産とか資産と

かの公告は一番よく分かるのは財務諸表というようなものがあると思うんですが、私ちょっとこれ
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を見ていて、バラバラに書いてあるので、さっぱりちょっとこう当を得ないというか、まあ理解ち

ょっとなかなかしずらいところがあるんですけれども、例えば貸借対照表みたいな形でこういう項

目をですね、一元的に各町ごとに資料として出してもらうことはできますでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 
  公共団体の会計がそういう簿記会計ということにはなっておりません。例えばいまご質問の主旨

はよく分かります。例えば財産の 1 枚目の一番初めの公有財産、土地または建物というものはです

ね、ここに表示してあるとおり面積とか保有数だけであげております。要するに金額に換算してお

りません。要するに毎年毎年の単年度決算でございまして、要するに例えば一例を申し上げますと、

ここに 3 億の学校を建てました。当然簿記会計であればその 3 億は財産として残るわけですが、行

政の会計の中では要するにできたものはそれで終りと、ものはこの行政財産として残るだけでござ

いまして、金額としては残ってないと、まあカウントされてないという形になっておりますので、

いまのところこれを簿記会計で、貸借対称表で出すというのはちょっと無理があるかと思っており

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。 

  どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議長 中野 正良） 
  1 点ほどお尋ねしますが、地方債、企業債残高等で 4 町のこういった数字が示されております。

先ほどの 10 月 1 日でしたか、これを目標に、16 年の 10 月 1 日を目標にということで話が進めら

れましたけども、今後ですね、15 年度の各町の建設計画、あるいは 16 年度の上期の建設計画等に

よりましてここの数字もある程度動いてくるのではないかとこういうふうに考えられますが、よく

いわれるように駆け込み事業です。そういった事業に対して、あるいはまた今からの大きな 4 町の

建設計画がですね、この協議会の中で、幹事会のなかで、どういったふうに検討されるのか、審議

されるのか、その辺りお尋ねします。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  実は先般の首長会議におきましても、やはり合併は 17 年 3 月の一つの期限があるならば、この

際 4 町の駆け込み事業はやるまいじゃないかという申し合せをしております。したがいまして、こ

の数字はあまり異動がないように理解しております。 
 
○事務局（大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧） 
  若干補足さしていただいておきます。いま中野委員さんのおっしゃられた、例えば 14 年度のま

ず予算、または 15 年度の今から審議されます当初予算等につきましては、この今の財産、例えば

財政調整基金とか、減債基金とかには全く反映されておりません。13 年度決算でお示しをしてお

ります。要するにこの橘町で申し上げますと財政調整基金が 4億 1,300 万円ございますが、これか

ら当然 14 年度の予算の中で取り崩しも計上しております。また 15 年度の、今から、当初予算を作

成しますが、それの中でも当然基金を取り崩しをしなければ新年度の予算は組めない状況だという

ふうに思っております。 

いま 15 年度からの 10 年間の各町の財政シミュレーションというものをいま作っております。そ

れの中でも各町の財政内容をいろいろ検討いたしておりますが、いずれの町も基金の取り崩しなく

して予算が組めるという状況ではないように思います。そういうことからして、ここの 13 年度決

算から実際に合併をするまでには、そういう基金の方につきましては相当減少の傾向にあると思っ

ていただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  いいですか。 
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（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
  もう 1 点だけお聞きします。まあ土地等が沢山ありまして、これが新町に全部引き継ぐわけです

が、将来ですね、引き継いだ後、この土地が売却された場合に、橘町の中で、例えば例としていい

ますが、橘町の土地が売却されて 5 億円入ったということの、この 5 億円については新町に引き継

いでおるんですが、原則的には新町の財産資金ということで、合併前の市町村にそれだけよくする

ということはないんですよね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  はい、法人格自体がなくなりますので、それは不可能でございます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、議論も出尽くしたようでございますので、質疑を打ち切ります。協議第 10 号、財産

及び債務の取扱いにつきましては、これも継続協議としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 

ありがとうございます。ご異議がないものと認めます。よって、協議第 10 号は、継続協議とい

たします。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次にその他の項目で、次回第 3 回協議会の予定につきまして、事務局の方から説明をいたさせま

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
次回第 3 回の合併協議会の日程でございますが、お手元にお配りしております次第の一番下に書

いてございます。年が明けて平成 15 年の 1 月 28 日、火曜日、午後 2 時からを予定しております。

詳細につきましては、場所等につきましては、また後日ご案内申し上げますのでよろしくお願い申

し上げます。 

あと 2 点ほど連絡がございますが、本日お手元に参考資料といたしまして、今年の 4月 1 日に合

併をいたしました香川県さぬき市の合併協定書、抜粋という形でお配りしております。この協定書

は、昨年の 8 月の 20 日に締結をされたものでございまして、およそ 7 カ月かかって合併の期日を

迎えたというような協定でございます。また内容につきましては協定項目につきましておよその方

針を示しておるということでございます。これがいわゆる最終的に協議会の中で締結をします協定

書の一部ということで参考ということでお配りしました。 

もう 1 点、合併協議会が発足いたしまして、先月第 1 回の合併協議会を開催いたしましたその状

況等々につきまして、合併協議会だよりの創刊号をいま印刷にかけております。来週中、早い町に

おきましては文書配布に合わせるわけでございますので、来週中に届く予定になっております。遅

い町におきましても再来週といいますか、20 日過ぎぐらいまでには各戸全戸配布という形でお配

りできるかと思いますので、どうぞご高覧いただきたいと思います。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは以上で第 1 回目の協議会を、 

 

（「すいません、質問なんですが」と叫ぶ者あり） 

 

  なんかある、はい。 
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○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  すいません。46 番の吉兼です。次回のここは、今回継続審議となったことがですね、まあ確認

されるということもあると思うんですが、一応会議運営規程にありますとおり、全会一致をもって

進めるのを原則とする。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という

ことでありますけれども、やっばり多数決をお取りになるんでしょうか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

そうですね。そうしたいと思っております。大方の賛同ということで、おっしゃるようにしたい

と思っております。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  あともう 1 点、先日ですね、私、橘町で行われたシンポジウムに出席さしていただいてですね、 

あの時の大崎町長、長岡さんがおっしゃったんですね、すごくいい言葉、たくさんあったのでそれ 

に関してご提案申し上げたいですが、当然この合併協議会で発言するというのは、すごく勇気の要 

ることではないかとは思うんですが、なかなかまあ今日発言されている方もいろいろいらっしゃい 

ますけれども、大体決まってくるようなことがあるんじゃないかと思うんですが、長岡さんがおっ 

しゃっていたとおりですね、例えばお一人お一人に意見を聞いてみるとか、協議会に参加されたか 

らには一言しゃべって返ってもらうとか、そういった方針はおありになるんでしょうか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それは当然のことでございまして、皆様方のご意見を、活発なご意見を採用しております。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
そこでなかなか手をあげてというのが、難しいという方もいらっしゃると思うんですが、その辺

は、例えば指名でご意見を聞くような形はないでしょうか。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

この 51 名の方、皆各町からすばらしい方がでておられますので、恐らくそういう方たちではな

いんじゃないかというふうな、討論できるんじゃないかと大いに期待しております。 
 

（「どうもありがとうございました」と叫ぶ者あり） 

 

  ええですかね。 

それでは以上で、本日の予定を全部、協議会の、以上全部終了いたしました。大変ふつつかな司

会進行でございましたが、次回からいよいよ本論に入るわけでございます。まあ来年ということで

ございますので、その間におきまして皆さん十分議題につきましてですね、ご勉強いただきまして、

また十分な暇を持ちまして、十分な協議をいただきたいというふうに思っております。今日は大変

ご苦労さまでした。ありがとうございました。 
 

【拍手】 
 
 

              〔午後 3 時 15 分  閉会〕 
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