
第２回大島郡合併協議会次第 
 

日時：平成１４年１２月５日（木） 
                                   午後２時～ 

場所：久賀町民センター･大会議室 
１．開  会 
 
２．会長あいさつ 
 
３．会  議 

（1） 会議録署名委員指名 
 
（2）報告事項 

 大島郡４町合併に係る調査業務委託契約について 
 
                      
（3）協議事項 
        協議第７号   合併の方式について 
                      ◎継続協議 
        協議第８号   合併の期日について 
                      ◎継続協議 
        協議第９号   新町の名称について 
                      ◎継続協議 
        協議第 10 号  財産及び債務の取扱いについて 
                      ◎継続協議 
         

４．その他  
 
５．閉  会 
 
 
 
 
 
 
 



 

第２回大島郡合併協議会 

 

協 議 事 項 綴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１４年１２月５日 
 

久賀町民センター 
 
 
 

 協議番号      件        名 

 協議第７号   合併の方式について （協定項目１） 

 協議第８号   合併の期日について （協定項目２） 

 協議第９号   新町の名称について （協定項目３） 

 協議第１０号   財産及び債務の取扱い （協定項目５） 

 



協議第７号 

 

 

 

合併の方式について(協定項目1) 

 

 

 

合併の方式について、次のとおり提案する。 

 

 

 

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。 

 

 

 

   平成１４年１２月５日提出 

 

 

大島郡合併協議会 

会 長  中 本 冨 夫 

 

平成１４（２００２）年１２月５日提出（継続協議） 

 

 

 

   平成  年  月  日 確認 

 



 

大島郡合併協議会の調整内容                                 参考資料 

協 議 事 項       １ 合併の方式 関 係 項 目        

調整の内容 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。 

 

項 目       新 設 合 併       編 入 合 併       備 考       

定 義       二以上の市町村を廃して、その区域に新たに一つ

の市町村を置くこと。 

一以上の市町村を廃して、その区域を他の市町村

の区域に編入(吸収する)こと。 

市町村の法人格 合併関係市町村(合併前の市町村)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す

る。 

編入する市町村の法人格はそのまま存続し、編入

される市町村の法人格は合併と同時に消滅する。 

首長の身分 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う。新首長は、

新しい市町村による選挙で選任される。 

編入する市町村の首長の身分に変更はなく、編入

される市町村の首長はすべてのその身分を失う。 

議員の身分 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

挙で選任される。ただし、定数、任期等について

は合併特例法による特例あり。 

首長と同様に編入する市町村の議員の身分に変更

はなく、編入される市町村の議員は、原則として

その身分を失う。ただし、定数、任期等について

は合併特例法による特例あり。 

一般職の職員の身分 市町村の法人格の消滅によりその身分を失うこと

となるが、合併特例法の規定により、新しい市町

村に身分が引き継がれる。 

編入される市町村の職員は身分を失うことになる

が、合併特例法の規定により編入する市町村に引

き継がれる。 

特別職の取り扱い 市町村の法人格の消滅によりその身分を失う。 

助役、収入役等は新たに任命されることになる。 

※行政委員会の委員のうち下記については、新市

町村長の就任を待たず、正規の手続による委員が

選任されるまでの間の委員を定める特別選任手続

が定められている。 

○教育委員会 ○選挙管理委員会 

○固定資産評価審査委員会 

編入する市町村の特別職は職員の身分に変更な

く、編入される市町村の特別職はすべてその身分

を失う。 

【最近の先進事例】 

〈新設合併〉 

篠山市(篠山町、西紀町、丹南町、 

今田町) 

あきる野市(秋川市、五日市町) 

ひたちなか市(勝田市、那珂湊市) 

北上市(北上市、我賀町、江釣子村) 

つくば市(谷田部町、豊里町、大穂 

町、桜村) 

西東京市(田無市、保谷市) 

さいたま市(浦和市、大宮市、与野 

市) 

〈編入合併〉 

鹿嶋市(鹿島町、大野村) 

飯田市(飯田市、上郷町) 

盛岡市(盛岡市、都南村) 

水戸市(水戸市・常澄村) 

新潟市(新潟市、黒崎町) 

潮来市(潮来町、牛堀町) 

 



 

「新設合併」と「編入合併」の相違点 
 

分    類 新 設 合 併（対等合併） 編 入 合 併（吸収合併） 

合併市町村の名称 ・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。 

・編入をする市町村の名称となる。 

事務所の位置 ・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。 

・編入をする市町村の事務所の位置とな

る。 

財産及び公の施設の

取扱い 

・合併市町村が引き継ぐ。 ・編入する市町村が引き継ぐ。 

議会議員の定数及び

任期の取扱い 

＜原則＞ 

・合併関係市町村の議員は、その身分を

失う。 

・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。 

 

＜特例＞ 

・合併関係市町村の協議により次のいず

れかによることができる。 

①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る。(定数特例制

度) 

②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) 

 

＜原則＞ 

・編入をする市町村の議員は、そのまま

在任し、編入される市町村の議員はそ

の身分を失う。(但し、合併により著し

く人口の増加があった場合には、地方

自治法に定める議員定数の範囲内で増

員選挙を行うことができる。) 

・任期は、編入をする市町村の議員の残

任期間。 

＜特例＞ 

・合併関係市町村の協議により、次のい

ずれかによることができる。 

①編入をする市町村の議会の議員の任期

相当期間について、人口に応じて、合

併市町村の議員の定数を増加し、編入

される市町村の区域ごとに選挙区を設

けて定数を配分することができる。(定

数特例制度) 

②編入される市町村の議会の議員で当該

合併市町村の議会の被選挙権を有する

こととなる者について、編入をする市

町村の議会の議員の残任期間相当在任

することができる。(在任特例制度) 

なお、合併時に「定数特例」又は「在

任特例」を適用する場合には、合併後

最初に行われる一般選挙により選出さ

れる任期相当期間についても、「定数

特例」を用いることができる。 

農業委員会委員の定

数及び任期等の取扱

い(合併市町村に 1

つの委員会を置くこ

ととする場合) 

＜原則＞ 

・合併関係市町村の委員は、その身分を

失う。新たに選挙及び選任により委員

を選出する。 

＜特例＞ 

・合併関係市町村の委員（選挙による委

員)のうち、合併市町村の農業委員会の

委員の被選挙権を有することとなる者

は、10 人～80 人の範囲で1 年以内の間

在任できる。 

＜原則＞ 

・編入される市町村の委員はその身分を

失い、編入する市町村の委員は、その

まま在任する。 

＜特例＞ 

・編入される市町村の委員(選挙による委

員)のうち、合併市町村の農業委員会の

委員の被選挙権を有することとなる者

は、40 人までの範囲で編入する市町村

の委員の残任期間在任できる。 

条例・規則等の取扱

い 

・合併関係市町村の条例・規則はすべて

失効し、新たに制定することとなる。 

・編入される市町村の条例・規則は失効

し、基本的には編入をする市町村の条

例・規則に統一される。 

建設計画 ・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。 

・少なくとも、編入される市町村の区域

についての建設計画を作成する必要が

ある。 

 



協議第８号 

 

 

 

合併の期日について(協定項目２) 

 

 

 

合併の期日について、次のとおり提案する。 

 

 

 

合併の期日は、平成１６年(西暦２００４年)１０月 １日とする。 

 

 

 

    平成１４年１２月５日提出 

 

 

  大島郡合併協議会 

   会 長  中 本 冨 夫 

 

平成１４（２００２）年１２月５日提出（継続協議） 

 

 

     平成  年  月  日 確認 

  

 

 

  



大島郡合併協議会の調整内容                                参考資料 

協 議 事 項       ２ 合併の期日 関 係 項 目        

調整の内容 合併の期日は、平成 １６年( 西暦２００４年) １０月  １日 とする。 

 

留 意 事 項       先 進 事 例       備 考       

１ 市町村が合併するためには、関係団体の各議会にお

いて議決してから都道府県知事への合併申請、都道府県

議会での議決、知事の合併決定、総務大臣への屈出(都

道府県)、総務大臣が官報に告示など、様々な手続が定

められており、相当の日数を要することとなることか

ら、この点を十分に考慮して合併の期日を定める必要が

ある。 

 

２ 期日決定のポイントとしては、住民との意見交換及

び合意形成に要する期問、住民生活への影響、合併に予

定される事務事業または公的行事との関係、協議会の協

議の進捗状況、首長・議会議員の任期、合併時の事務処

理・引継ぎの利便性等を総合的に勘案して判断し、期日

を決めることが望ましい。 

 

３ 先進事例を見る限り、必ずしも特定期日に限られる

ものではなく、各団体のそれぞれの事情により期日が定

められていることが伺える。 

平成 4 年 

3 月 3 日 水戸市     水戸市、常澄村      編入 

4 月 1 日 盛岡市     盛岡市、都南村      編入 

平成 5 年 

7 月 1 日 飯田市     飯田市、上郷町      編入 

平成 6 年 

11 月 1 日 ひたちなか市  勝田市、那珂湊市     新設 

平成 7 年 

9 月 1 日 鹿嶋市      大野村、鹿島町     編入 

9 月 1 日 あきる野市    秋川市、五日市町    新設 

平成 11 年 

4 月 1 日 篠山市  篠山町、西紀町、丹南町、今田町 新設 

平成 13 年 

1 月 1 日 新潟市     新潟市、黒崎町      編入 

1 月 21 日 西東京市    田無市、保谷市      新設 

4 月 1 日 潮来市     潮来町、牛堀町      編入 

5 月 1 日 さいたま市   浦和市、大宮市、与野市  新設 

 



最近の合併事例における法的手続の状況 

 

 新潟市 

(編入) 

西東京市 

(新設) 

潮来市 

(編入) 

さいたま市 

(新設) 

合併協定書調印 H12. 2.21 H12. 8.10 H12. 7.13 H12. 9. 5 

市町村議会議決 H12. 3.27 H12. 8.11 H12. 7.19 H12. 9.25 

合併申請書提出 H12. 3.28 H12. 8.16 H12. 7.31 H12.10.10 

総務大臣協議 － H12. 8.18 － H12.10.12 

総務大臣回答 － H12. 9.14 － H12.11. 1 

県議会議決 H12. 7.14 H12.10. 4 H12. 9.22 H12.12.22 

総務大臣 官報告示 H12. 8.29 H12.11.17 H12.12.11 H13. 1.25 

合併の期日 H13. 1. 1 H13. 1.21 H13. 4. 1 H13. 5. 1 

 

［手続に要した日数］                            （単位：日） 

合併協定 →合併の期日 315 164 262 238 ２４５ 

合併申請 →合併の期日 279 158 244 202 ２２０ 

合併申請 →県議会議決 108 49 53 73 ７１ 

合併申請 →官報告示 154 93 133 107 １２２ 

県議会議決→合併期日 173 111 192 131 １５２ 

県議会議決→官報告示 47 45 81 35 ５２ 

官報告示 →合併の期日 126 66 111 96 １００ 

                                       平均値 



熊本県あさぎり町新町移行月日についての事前調査の各町村回答要旨 

                             (平成 11 年実施) 

 
 4 月 1 日とした場合 10 月 1 日とした場合 

適当と思われる

事項及び内容 

・会計の区分が明確となる。 

・単独補助事業の切り替わりが年度で変わ

るので移行しやすい。 

・年度替わりであり、全てにわたり４月１

日が良いのでは。(特に公簿類作成につい

て) 

・学校関係では、現行年度区分がよい。・

学校給食についても同上の事由。 

・社会教育関係についても、各種事業及び

行事については、会計年度の関係から年度

当初が良い。 

・事業の事務的流れから考えると4 月 1 日

が妥当と思われる。 

・会計事務等について、ある程度落ち着い

た時期であり、合併事務がスムーズに行く

と思われる。 

・前年度事業が完全に終了しているので事

務的には移行しやすい。 

問題点及び課題 ・年度当初と合併のスタートが一緒になれ

ば事務が混乱する恐れがある。 

・国・県等補助事業等、前年度分の事務事

業が残っており、事務処理上問題である。 

・住民税について、申告書整理が終了して

いない。軽自動車税は設定直後で問題。 

・課税の統一について、国保税等の不均衡、

滞納額の差異による不均一課税の問題点

の方針決定、徴収体制の確立に支障がある

のではないか。 

・新町予算編成の調整に時間を要する。・

電算システムの統合・統一に関して困難な

点があるので、プロジェクトチームによる

方針決定が必要である。 

・工事の完了が年度末に集中している現状

から、関連する事務内容と新町事務との併

用が課題と考える。 

・学校関係について、4 月当初は多くの事

務処理を抱えているので、円滑な処理が課

題。 

・合併前に関係町村の事業の調整(事業カ

所、優先順位等)において密な協議等が必

須条件となる。 

・年度途中のため、予算・決算の事務が繁

雑となる。 

・学校関係については、年度の途中であり

混乱が予想される。 

・単独事業が年度途中であるので不都合を

きたす。 

・当初予算作成が難しい。 

・特に公簿類作成に関わる煩雑が予想され

る。 

・予算処理等において、決裁権者が変更に

なり、処理も違ってくると面倒になる。 

・建設事業関係について、年度途中でのス

タートのため、十分な引継が要求されると

考える。 

・補助金申請、契約等実施者の名称変更手

続きが必要。 

・記載申請者の変更手続きが発生する。 

選挙関係につい

て 

 

・首長については合併によりその身分を失

うので、合併の日から50 日以内に選挙。 

・町村議員については、合併前の議決によ

り特例法による議員の在任期間の特例措

置(任期の最長２年間延長)の適用が可能。

  

・3 町村長と町村議員については、任期が

4 月の統一地方選挙となっており、合併の

日以前に任期が切れることから現行町村

での選挙を実施しなければならない。 

 



  協議第９号 

 

 

 

新町の名称について(協定項目３) 

 

 

 

  新町の名称について、次のとおり提案する。 

 

 

 

  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。 

 

 

 

     平成１４年１２月５日提出 

 

 

                            大島郡合併協議会  

                             会長  中 本 冨 夫 

 

平成１４（２００２）年１２月５日提出（継続協議） 

 

 

      平成  年  月  日 確認 

  



                    大島郡合併協議会の調整内容                       参考資料 

協 議 事 項 ３ 新町の名称 関 係 項 目  

調整の内容 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。 

 

留 意 事 項 先 進 事 例 備 考 

新町名は、住民のニーズや歴史的地理的背景、４町の

首長や議会の意向等をふまえ、総合的に決定する必要が

ある。新設合併の場合、現在の町の法人格の全てが消減

し、新たな町として1 つの法人格が発生する（合併特例

法第 2 条第 2 項：市町村合併研究会 逐条解説）ため、

新町の名称を新たに定める必要がある。名称の定め方に

ついては、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、現在の名称を

使用することもできる。 

従来は関係市町村の名称の一部を単純に合わせたも

のが多かったが、最近は、その地域の歴史・文化や地理

的特性、名称の知名度・定着度、住民公募の結果等から

住民の一体感を醸成しやすく、対外的にも覚えやすい名

称を選択することが多い。 

首長の判断で決定する場合、協議会における協議の積

み重ね及び信頼関係の醸成が不可欠で、当事者全員が納

得して首長に一任できるものと考えられる。 

住民の意向に委ねる場合、名称の公募をした上で意向

調査を行うという手順を踏むのが丁寧な方法である。 

 

 

■あきる野市 

 合併協議最大の難問であった。旧秋川市の委員から、秋川の名前も

捨てるから、五日市町も五日市の名称にこだわらずに話合いを進めよ

うという提案がされたが、五日市側はあくまで五日市の名称にこだわ

る姿勢があったため、なかなか決まらない状況だった。 

 小委員会において住民アンケート、東京都知事一任等の案が提案さ

れたが、合併協議会で決めないと住民の理解が得られないということ

から、結局意見の一致をみずに小委員会は解散。最終的には両首長の

協議により地域の歴史的名称の由来から「あきる野市」が選ばれた。 

 

■西東京市 

 住民公募の後、小委員会を設置して10 点まで絞り込みを行うこと

とした。応募は市内在住者に限定することなく、応募葉書、電子メー

ル、FAX 等により幅広い参加をお願いし、多くの応募があった。 

 選定は困難を極めたが、①地理的イメージ、②地域的特徴、③歴史・

文化、④市民の理想表現、⑤合併記念、⑥その他の分類で絞込みを行

った。それを協議会では委員全員で無記名投票を行い5 点まで絞り込

んだ。さらに、市民意向調査を実施し、市民の投票数がもっとも多か

った「西東京市」に決定した。 

 

 



 新町の名称選定方法(案)   

（新町名の公募から決定に至るまでの流れ） 

 

 

公募準備等 

・公募実施及び新町名募集要領の決定 

      （第２回、第３回協議会で協議、決定） 

・募集準備及び広報活動. 

公募開始 

２月      協議会のホームページ 

      合併協議会だより 

      各町広報・マスコミ  で発表 

     【応募資格等】 

     （郡内在住に限定することなく広く一般から） 

     （応募ハガキ、電子メール、FAX 等で） 

・協議会規約第12 条により小委員会（新町名候補選定小委員会（仮

称））を設置（第４回協議会で協議） 

 

３月２０目公募締切り 

３月 

・小委員会で「新町名選定基準」を調整（決定） 

      （第５回協議会に報告） 

 

４月中 取りまとめ整理 

４月 

・応募作品の取りまとめ整理ができ次第、集計結果書を作成し、小

委員会に提出 

・応募作品を小委員会で検討し、候補名を5～10 点程度選定する 

・選定した5～10 点程度の候補名を協議会に報告する 

      （第６回協議会に報告、協議） 

 

 

 

      

５月 

・協議により、最終的な候補名を選定し、協議会本会議で新町名を

決定する 

       

協議会で決定 



新市の名称に関する公募例 

 

 ひたちなか市 篠 山 市 
田無市・保谷市 

合併協議会 

浦和市・大宮市・ 

与野市合併協議会 

公募に関する周知の 

方法 

合併協議会だより 

新聞 

合併協議会だより 

町広報 

合併協議会だより 

市広報 

新聞 

ホームページ 

合併協議会だより 

新聞・市広報 

ポスター・チラシ 

テレビ 

公募要綱等の制定 

有 － 

＊「篠山」を入れた

名称 

有 

 

有 

公募期間 
22 日 

(H6.3.25～4.15) 

29 日 

(H9.8.20 ～9.17) 

61 日 

(H11.11.1～12.31) 

40 日 

(H12.1.10 ～2.18) 

応募方法 

官製はがき 官製はがき 官製はがき 

応募はがき 

電子メール 

ファックス 

官製はがき 

応募はがき 

電子メール 

ファックス 

応募資格 

勝田市又は那珂湊

市に居住するもの

で、年齢は概ね小学

生以上 

篠山市、西紀町、丹

南町、今田町の住民 

制限無し 制限無し 

応募・記載の内容 

新市の名称 

提案の理由 

住所 

氏名 

年齢 

新市の名称 

提案の理由 

住所 

氏名 

新市の名称 

提案の理由 

住所 

氏名 

年齢 

電話番号 

新市の名称 

提案の理由 

住所 

氏名 

年齢 

性別 

電話番号 

懸賞等 

－ － 名付け親賞：1 人 

(10万円相当の旅行

券) 

その他の賞：数人 

(図書券・テレカ) 

名付け親賞：1 人 

(10万円相当の旅行

券) 

特別賞：10 人 

参加賞：1000 人 

その他 
1 人につき 1 点のみ

応募 

－ 何点でも応募可能 何点でも応募可能 

 



 

協議第１０号 

 

 

 

財産及び債務の取扱いについて(協定項目５) 

 

 

 

財産及び債務の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

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。 

 

 

 

   平成１４年１２月５日提出 

 

 

 

大島郡合併協議会 

 会長  中 本 冨 夫   

 

平成１４（２００２）年１２月５日提出（継続協議） 

 

 

   平成  年  月  日 確認 

 

 



 

 

大島郡合併協議会の調整内容                                 参考資料 

協 議 事 項 ５ 財産及び債務の取扱い 関 係 項 目  

調整の内容 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。 

 

現     況 （平成１３年度末） 

久賀町 大島町 東和町 橘 町 
調整の具体的内容 

財産】 

公有財産 

・土地  ３４３,０６７㎡ 

 

・建物    ４５,５９７㎡ 

（役場庁舎、学校、保育園、

福祉施設等） 

・山林 

    ２４,８１４㎡ 

    蓄積量 ２４６� 

・物権 

  地上権 ７６,９０３㎡ 

・有価証券 

株券（瀬戸内海リゾート） 

     １２,５００千円 

  株券（大島自動車セ） 

      １,４００千円 

 

・出資による権利 

（別紙１） 

物品 

庁用車等、町政推進のため

に必要な物品多数あり 

 

 

 

【財産】 

公有財産 

・土地  ２５６,１１７㎡ 

 

・建物   ４８,３７５㎡ 

（役場庁舎、学校、保育園、

福祉施設等） 

・山林 

 １,３８２,２４０㎡ 

      蓄積量 ８,７８３� 

・物権 

  

・有価証券 

株券（瀬戸内海リゾート） 

     ２００千円 

 

 

  

・出資による権利 

（別紙１） 

物品 

  庁用車等、町政推進のため 

  に必要な物品多数あり 

【財産】 

公有財産 

・土地  ５０４,３５０㎡ 

 

・建物    ４８,７２３㎡ 

（役場庁舎、学校、保育園、

福祉施設等） 

・山林 

 １,８１１,４２２㎡ 

 

・物権 

 

・有価証券 

  株券（瀬戸内海リゾート） 

       ２００千円  

   株券（岩国松山高速）  

      ２,４００千円 

 

・出資による権利 

（別紙１） 

物品 

  庁用車等、町政推進のため 

  に必要な物品多数あり 

 

債権 

  奨学資金貸付金  

      ２８,０８８千円 

【財産】 

公有財産 

・土地  ２８６,０７３㎡ 

 

・建物    ５２,２７６㎡ 

（役場庁舎、学校、保育園、

福祉施設等） 

・山林 

  １,６１５,８２８㎡ 

蓄積量 １７,１０１� 

・物権 

  地役権    １６８㎡ 

・有価証券 

  株券（瀬戸内海リゾート）     

       ２００千円 

 

 

 

・出資による権利 

（別紙１） 

物品 

  庁用車等、町政推進のため 

に必要な物品多数あり 

 

 

 



 

 

 

基金 

（別紙２） 

 

基金 

（別紙２） 

 

基金 

（別紙２） 

 

基金 

（別紙２） 

 

債務 

地方債・企業債残高等 

（別紙３） 

 

債務 

地方債・企業債残高等 

（別紙３） 

 

債務 

地方債・企業債 残高等 

（別紙３） 

 

債務 

地方債・企業債残高等 

（別紙３） 

 

 



山口県暴力追放県民会議 504 山口県暴力追放県民会議 775 山口県暴力追放県民会議 712 山口県暴力追放県民会議 673

山口県農業信用基金協会 850 山口県農業信用基金協会 700 山口県農業信用基金協会 2,110 山口県農業信用基金協会 420

山口県信用保証協会 13,000 山口県信用保証協会 11,200 山口県信用保証協会 11,200 山口県信用保証協会 20,500

山口県漁業信用基金協会 800 山口県漁業信用基金協会 1,000 山口県漁業信用基金協会 2,700 山口県漁業信用基金協会 1,950

やまぐち角膜腎臓等複合バンク 790 やまぐち角膜腎臓等複合バンク 867 やまぐち角膜腎臓等複合バンク 810 やまぐち角膜腎臓等複合バンク 897

山口県栽培漁業公社 4,140 山口県栽培漁業公社 4,941 山口県栽培漁業公社 6,900 山口県栽培漁業公社 5,642

山口県家畜衛生指導協会 140 山口県家畜衛生指導協会 140 山口県畜産振興協会 140 山口県畜産振興協会（衛生指導） 130

山口県家畜改良協会 10 山口県家畜改良協会 10 山口県畜産振興協会（家畜改良） 山口県畜産振興協会（家畜改良） 10

山口県農林開発公社 20 山口県農林開発公社 30 山口県農林開発公社 山口県農林開発公社 20

山口県福祉基金協会 460 山口県福祉基金協会 470 山口県福祉基金協会 290 山口県福祉基金協会 350

山口県青果物生産出荷安定基金協会 280 山口県果実生産出荷安定基金協会 270 山口県青果物生産出荷安定基金協会 330 山口県青果物生産出荷安定基金協会 410

山口県社会福祉協議会 100 山口県社会福祉協議会 120

山口県東部環境保全センター 200 山口県東部環境保全センター 200 山口県東部環境保全センター 200 山口県東部環境保全センター 200

柳井地域広域水道企業団 868,856 柳井地域広域水道企業団 1,151,744 柳井地域広域水道企業団 1,439,238 柳井地域広域水道企業団 1,103,261

大島郡国際文化協会 23,750 大島郡国際文化協会 23,750 大島郡国際文化協会 23,750 大島郡国際文化協会 23,750

山口県国際交流協会 946 山口県国際交流協会 1,194 山口県国際交流協会 1,139 山口県国際交流協会 1,120

柳井地区広域事務組合 39,585 柳井地区広域事務組合 51,225 柳井地区広域事務組合 47,372 柳井地区広域事務組合 45,881

山口県緑化推進財団 600 山口県緑化推進財団 730 山口県緑化推進財団 660 山口県緑化推進財団 640

大島町社会福祉協議会（ボランティア） 20,000 東和町福祉ボランティア基金 59,500 橘町社会福祉協議会（ボランティア） 5,300

大島町社会福祉協議会（高額療養） 4,000 橘町社会福祉協議会（地域福祉） 34,653

やまぐち森林担い手財団 725 やまぐち森林担い手財団 972 やまぐち森林担い手財団 820 やまぐち森林担い手財団 740

山口県建設技術センター 55 山口県建設技術センター 59 山口県建設技術センター 56 山口県建設技術センター 57

山口県新規就農支援センター 50 山口県新規就農支援センター 62 山口県新規就農支援センター 60

山口県東部森林組合 76 山口県東部森林組合 759 山口県東部森林組合 227 山口県東部森林組合 227

別紙１（出資による権利：平成１３年度末残高：単位　千円）

久　賀　町 大　島　町 東　和　町 橘　　町



山口県産業技術開発機構 400 山口県産業技術開発機構 400 山口県産業技術開発機構 400

山口県ニューメディア推進財団 800 山口県ニューメディア推進財団 1,000 山口県ニューメディア推進財団 900 山口県ニューメディア推進財団 900

久賀町土地開発公社 4,500 大島町土地開発公社 5,000 東和町土地開発公社 5,000

山口県漁村振興協議会 66 山口県漁村振興協議会 461 山口県漁村振興協議会 249

山口県漁業被害救済基金 43 山口県社会福祉事業開発振興 150 山口県社会福祉事業開発振興 120

久賀町漁業振興財団 30,000 大島国保診療施設組合 290,284 東和ふるさとセンター 6,000

山口県教育振興推進基金 168 酪農ヘルパー事業 1,240 （有）サザンセト東和 5,000

久賀町生涯学習振興財団 30,500

小型船舶相互保険出資 3

合　　計 1,022,417 合　　計　 1,573,633 合　　計 1,615,423 合　　計 1,248,311



財政調整基金 83,067 財政調整基金 297,359 財政調整基金 270,804 財政調整基金 413,353

土地開発基金 94,037 土地開発基金 206,755 土地開発基金 61,095 土地開発基金 157,198

減債基金 70,886 減債基金 95,307 減債基金 243,647 減債基金 207,286

ふるさと創生基金 4,334 ふるさと創生基金 371,921

ふるさと振興基金 38,444 ふるさと振興基金 331,867 地域振興基金 161,553

高額療養費貸付基金 3,021

中山間ふるさと・水と土保全基金 8,000 中山間ふるさと・水と土保全基金 3,075 中山間ふるさと・水と土保全基金 10,000 中山間ふるさと・水と土保全基金 10,044

国民健康保険基金 20,194 国民健康保険基金 24,907 国民健康保険基金 49,987 国民健康保険基金 56,506

農業担い手育成基金 12,630 福祉振興資金 71,887 国民年金印紙購入基金 5,000

社会福祉基金 153,707 屋代ダム少数残存者損失補償 5,222 県証紙購入基金 400

中山間地域活性化推進 4,394 中山間地域振興基金 4,128

斎場建設基金 60,006 庁舎建設基金 314,503

奨学資金貸付基金 42,284

合　　計 446,855 合　　計　 807,356 合　　計 1,333,715 合　　計 1,380,882

別紙２（基金：条例により設置：平成１３年度末残高：単位　千円）

橘　　町久　賀　町 大　島　町 東　和　町



普通会計 7,098,934 普通会計 5,914,260 普通会計 8,060,661 普通会計 5,854,750

下水道事業会計 876,130 公共下水道会計 869,127

簡易水道会計 509,658 簡易水道会計 2,062,643 簡易水道会計 1,508,888 簡易水道会計 1,203,019

農業集落排水会計 262,150 農業集落排水会計 103,200 農業集落排水会計 338,500

漁業集落排水会計 261,716

渡船会計 18,426 渡船事業会計 10,476 渡船会計 25,608

合　　　計 7,627,018 合　　　計 8,239,053 合　　　計 10,559,355 合　　　計 8,552,720

うち交付税算入額 3,904,216 うち交付税算入額 4,214,803 うち交付税算入額 6,087,394 うち交付税算入額 4,900,421

差し引き 3,722,802 差し引き 4,024,250 差し引き 4,471,961 差し引き 3,652,299

農地浸食防止事業（西地区） 10,617 教員住宅建設 13,342 農業近代化資金利子補給 263 ５７年度医師住宅 2,374

農地浸食防止事業（中地区） 5,993 大島病院建設 519,859 漁業近代貸資金利子補給 729 ５９年度職員住宅 11,068

農地浸食防止事業（東１） 5,196 授産施設建設 6,010 商工業振興設備資金利子補給 399 ５年度看護婦宿舎用地 10,794

農地浸食防止事業（東２） 36,939 特別養護老人ホーム建設 132,290 観光施設整備資金利子補給 468 ６年度附帯施設 763

弁天地区埠頭用地造成 21,216 屋内ゲートボール場建設 116,589 東部病院建設債償還 1,808,494 １０年度老人保健施設 139,023

慈光福祉会元利補給金 75,411 老人保健施設建設 561,400 特養「白寿苑」ショートステイ建設 21,690 １０年度大島中部病院 232,919

大島看護専門学校建設 885,225 特養「白寿苑」増床建設 14,211 １１年度老人保健施設 516,625

総合行政情報システム導入 61,621 文化教育交流センター建設 451,182 １１年度大島中部病院 834,150

戸籍記載システム整備 5,644 １１年度職員宿舎 2,775

１２年度中部病院外溝整備 26,628

債務負担行為額

地方債・企業債残高

別紙３（地方債・企業債残高等：平成１３年度末現在：単位　千円）

地方債・企業債残高

久　賀　町 大　島　町 東　和　町 橘　　町

地方債・企業債残高

債務負担行為額 債務負担行為額 債務負担行為額

地方債・企業債残高



１２年度職員・看護婦宿舎 153,842

１２年度医師住宅 19,636

役場内

電子計算機住基・印鑑証明 48,943

合　　　計 155,372 合　　　計 2,301,980 合　　　計 2,297,436 合　　　計 1,999,540

うち交付税算入額 うち交付税算入額 741,392 うち交付税算入額 1,085,096 うち交付税算入額 767,051

差し引き 155,372 差し引き 1,560,588 差し引き 1,212,340 差し引き 1,232,489


