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        第３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 

 顧問あいさつ 4 P 

 会議録署名委員の指名 5 P 

報告 協議書報告（事務局職員の追加派遣） 5 P 

協議第 7 号 （継続協議）合併の方式について（協定項目 1） 5 P 

協議第 8 号 （継続協議）合併の期日について（協定項目 2） 6 P 

協議第 9 号 （継続協議）新町の名称（その２）について（協定項目 3） 11 P 

協議第10 号 （継続協議）財産及び債務の取扱いについて（協定項目 5） 14 P 

協議第11 号 新町の事務所の位置について（協定項目 ４） 14 P 

協議第12 号 議会議員の定数及び任期の取扱いについて（協定項目 ６） 18 P 

協議第13 号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて（協定項

目 ７） 

20 P 

協議第14 号 一般職員の身分の取扱いについて（協定項目９） 22 P 

協議第15 号 特別職等の身分の取扱いについて（協定項目１０） 23 P 

協議第16 号 新町建設計画に係る小委員会設置について（協定項目２５

関連） 

25 P 

 第４回協議会予定 平成１５年２月２０日（木）午後２時 27 P 
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第３回大島郡合併協議会会議録 

招集年月日 平成15 年 1月 28 日（火曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 しまとぴあスカイセンター（大島町） 

 
 

開会 平成 15 年 1 月 28 日（火）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 15 年 1 月 28 日（火）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 48 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 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 
副会長 大島町長 河野 洋治 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 原   清 
委員 学識経験者 大浪 和郎 委員 学識経験者 平井 昭輝 
委員 学識経験者 沖永 明子 委員 学識経験者 平野 和生 

委員 学識経験者 鍵本 憲治 委員 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 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 村元 和枝 
   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 ― ― 
委員 橘 町議会議長 武政 輝夫 監査委員 ― ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出席委員等 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ― ― ― 
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職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
委員 学識経験者 大永 忠博    
委員 学識経験者 小泉 光香    

 
 
欠席委員

等 
 

委員 学識経験者 珠山キミ子    

     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 

  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 大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜 
大島郡合併協議会総務課長 
 

椎木  巧 大島郡合併協議会計画課長補佐 中尾 豊樹 

大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義 大島郡合併協議会調整課長補佐 近藤  晃 

 
事

務

局 

大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫      ―       ―   
柳井県民局次長 内山 禮介   

 
 
会議事件 
説明のた 
め出席し 
た者の職 
氏名 

 

オ 
ブ 
ザ 
｜ 
バ 
｜ 

山口県市町村合併推進室 香川 昌則   

会議の概要 別紙のとおり 
委員 学識経験者 沖永 明子 委員 橘 町議会議員 河野 公二 会 議 録 

署名委員 委員 学識経験者 鍵本 憲治  －   －   －  
特記事項 傍聴者 47 名 （一般 33 名  報道 14 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、まだ 2、3 の委員さんお見えになっておりませんが、ただいまから第 3

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冨夫橘町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、一言開会にあたりましてご挨拶を申し上げます。本日は今年 1 番の寒さになりました

けれども、委員の皆様並びに柳居県議先生には大変ご多用の中、ご臨席をいただきまして誠にあり

がとうございます。厚くお礼を申し上げます。会に入るに先立ちまして私事で大変恐縮でございま

すが、1 月の7 日の日に橘町の町長選挙が行われたわけでございます。お蔭をもちまして無投票で

選任をされたわけでございまして、1 月 18 日から 4 期目に就任をしたわけでございます。引き続

きましてこの合併協議会の会長も、引き続きましてやることになりましたので、委員の皆様もご支

援ご協力を今後ともよろしくお願いいたします。 

この大島郡合併協議会も本日で 3 回目の開催となったわけでございます。前回から引き続きまし

た 4 項目、継続協議になっておりますが、4 項目ございましたが、新たにこの度 6 項目の協議をお

願いすることとしております。6 項目を加えまして協議をしていただくことになっております。 

前回も委員の中からいろいろとご意見がありましたが、合併協議会は地方自治法の規定によりま

して、合併に関する協議を行うわけでございますので、各委員の皆様方にはできるだけのご意見、

ご発言をしていただくようにお願いをいたします。 

各項目とも合併に関しまして大変重要な項目ばかりでありますので、議長の方から、私の方から

指名をさしていただきまして、ご発言をお願いすることもあろうかと思いますけどもよろしくお願

いいたします。 

また、協議会の協議は会長対委員という構図ではなくて、提案された項目につきまして、各委員

の皆様方の思い意見をどんどん出していただきまして、私はこのように考えている、私はこのよう

に思っているというようなこと、忌憚のない多様な意見の中から意見の集約をはかりまして、大方

の賛同をもって確認をしていくということでありますので、まずは委員の皆様方の積極的なご発言

をお願いする次第でございます。 

また、会議運営規定の大方の賛同をもっての確認の方法でございますが、議長の方で大方の賛同

の確認が困難というような場合にはですね、挙手をしていただくような場面もあろうかと思います

ので、その点はよろしくご了解のほどをお願いいたします。 

また、提案の内容や資料の内容つきましての質問につきましては、事務局や幹事の方で説明をさ

せていただくことにしたいと思います。そういったことに従いまして、どうぞお気軽にご質問をし

ていただきますように一言お願いをしておきます。 

先程も申し上げましたが、本日は前回からの継続協議となっておりますので、新たに 4 項目に加

えまして新たに 6 項目の協議をお願いすることとしておりますので、重ねて申し上げますが、積極

的なご発言をお願いいたします。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） 
それでは引き続きまして、新年初の協議会でもございます。この協議会の顧問でございます柳居

俊学山口県議会議員様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） 

年明け初めてということで、まずあけましておめでとうございます。大島郡では大変珍しい、今

日は雪が降りました、大変寒い今日でございますが、回を重ねること 3 回目の当協議会ということ

でございます。委員各位におかれましては、大変なご尽力を頂いておりますことを衷心より敬意を

表するものでございます。 

15 年度予算編成に各地方自治体もそろそろ入られるところでございますが、国におきましても、

また各市町村におきましても大変厳しい予算を提出するようでございます。そういった中でこの大
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島郡におきましては、こうして法定協も立ち上がりまして、いよいよ具体的な論議が、この 15 年

に展開をされ、皆様方のご尽力により合意形成を図っていただくというこういうことでございまし

て、新しい枠組みで新たな可能性に向かって、私どもの夢や希望を少しでも具現化できればと、活

発な議論を心より期待を致すものでございます。 

大変厳しい中ではありますが、将来に向けての素晴らしい協議会になりますことをご期待を申し

上げ、皆様方のご奮闘をお祈りを申し上げ、最後になりまして恐縮でございますが、中本会長にお

かれまして見事無投票再選されまして、お喜びを申し上げます。町村会長もお勤めということで山

口県のこの町村の代表として地方分権に向けてのご活躍を期待をいたします。選挙では 100 歳まで

元気なまちづくりということを公約をされたという中本会長であります。ますますお元気で、ご活

躍をお祈りを申し上げまして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） 
ありがとうございました。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、橘町の大永忠博さん、久賀町の小泉

光香さん、大島町の珠山キミ子さん、この 3 名の方から欠席の通告を頂いております。それでは進

行の方を議長さんの方にお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは協議会の規約によりまして、私が議長をやらさしていただきますので、どうぞよろしく

ご協力のほどお願をいたします。それでは座らして協議会の進行をさして頂きたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは早速、議事に入りたいと思います。まず、会議録の署名委員に大島町の沖永明子委員さ

ん、鍵本憲治委員さん、河野公二委員さんを指名をいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それから、次に報告に移ります。事務局の方からの報告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） 
では、座ったままで失礼をいたします。本日、協議次第ともう 1 枚お手元に資料をお配りしてお

ります。協議書という形でお配りしておりますが、この協議書につきまして大島郡合併協議会規約

第 15 条第 2 項に基づきまして、事務局職員について本年 1月 1 日付で 5 名の職員が新たに配属さ

れました。別紙協議書に氏名が掲載されておりますけれども、この 5 名が合併協議会の事務局職員

ということで増員ということになりました。お手元に 4 町長が取り決めをしたということで協議書

の写しとしてお配りをしております。このための配属によりまして事務局は臨時職員 1 名、そして

職員 9 名ということで総勢 10 名の体制となりました。今後ともよろしくお願いいたします。以上

で報告をおわります。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それでは以上で報告を終わりますが、それでは只今から協議に入らさせていただきます。 
   
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それでは継続協議となっておりました協議第 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。前回の協議会で事務局の説明を行っておりますが、合併の方式につきましては、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

合併とするということにつきまして、ご協議をお願いいたします。委員の皆様方ご意見があれば承

ります。はい、どうぞ。 
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○委員（学識経験者 村田 岩治） 

  40 番の村田でございます。私の記憶違いであろうと思うんですが、皆さんも前の会議にですね、

新設合併というのは決定しておったんでないかというような感じがしておるんですが、まあそれは

ともかくとしまして、新設合併に大賛成でございます。と申し上げますのは、ご案内のように 4
町が同じ日に法定解散して、その日をもって新しい町名のついた町をつくり、論議するということ

が、まあ論議の対等合併でありですね、新設合併であると思います。まあ反面ですが、4 町のうち

ひとつの町が残り、あと 3 つの町が解散して、解散した町民は残った町に吸収するということで、

町名はそのままで残るということが、論議の吸収合併であると思います。まあそうした観点からい

きますとですね、4 町の財産の格差は若干はあっても総合力において、まあまあ、ほとんど平等で

はないかというような感じがしておりますし、さらにまた町民の新町への（聴取不能）につきまし

ては、資産、財産とも原則的にはすべて新町に引き継ぐということも決議されております、これこ

そですね、対等合併のお考えであろうかと思います。そういう意味におきまして議案に賛成でござ

います。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、他にご意見はございませんね。 
  ご意見ございませんか。 
 

（「なし」と叫ぶ者あり） 

（「意見なし」と叫ぶ者あり） 

 

  ないようでございますので、それでは協議第 7 号、協定項目 1、合併の方式につきまして、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

設合併とすると確認することに賛成の皆さん方の挙手をお願いいたします。 

 

                   【挙手全員】 

 

はい、ありがとうございました。 

 

全員賛成でございます。よって協議第 7 号、協定項目 1、合併の方式につきましては、提案のと

おり確認済みとさせていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  引き続きまして継続協議となっております協議第 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。前回の協議会で事務局の説明を伺っておりますが、再度、合併の期日についての事

務局の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） 
それではご説明を申し上げます。先日 1 週間前にお配りを申し上げました議案綴りの 2 ページ目

をお開きいただきたいと思います。この度は先ほどの第 7 号も同様でございますが、前回に引き続

き継続協議ということで 1 番上に協議第 8 号、（継続協議）とういう形で、続けてお出しするもの

については継続協議とう括弧書きを入れております。 

それから提出する日にちについてでございますが、前回の 14 年の 12月 5 日に提出をしておりま

す。今回 15 年の 1月 28 日に提出をしているということで、提出月日としましては二本立ての提出

になります。さらにまだまだ継続協議ということになりますと提出の欄が 3 段書きあるいは 4 段書

になる可能性もあるということをお含み置きを頂きたいと思います。 

それでは協議第 8 号の継続協議でございますが、この合併の期日につきましては、先ほど会長か

ら申し上げましたように平成 16 年 10 月 1 日を目標とするということで、提案をさしていただいて

おります。この 16 年の 10月 1 日ということでございますが、合併特例法の期限でございます平成

17 年の 3月 31 日まで、いわゆる法定期限内でございますが、この期限内の合併を目指すべきとい
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う認識の下に、総務省等からいわれております、正式な協議開始からおよそ 22 カ月から 2 年ぐら

いはかかるといわれております日程を考慮いたしまして、私ども協議会の目標として合併の期日を

平成 16 年 10 月 1 日とするということで提案をさせていただいております。ただし、この日程につ

きましては合併協議会が常時動いている状態で、なおかつ障害なく協議が進んだ場合という前提で

あります。以上でございます。 

 

○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、これから協議第 8 号、合併の期日につきま

しては、平成 16 年の 10 月 1 日とすることにつきまして、ご協議をお願いいたします。 

委員の皆さん方、どなたからでも結構でございます。はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  橘町から出ております安本でございます。2 度目の、引き続き継続審議になっておりますが、今

の事務局の説明にもございましたように、この協議会が遅滞なく進んでいくことを前提として、（聴

取不能）の後の手続き等を考慮したうえで、平成 16 年の 10 月 1 日ということに賛成をいたしま

す。したがってですね、私どもは、むしろこれから協議していく新町の建設計画、これから描くど

ういう町をつくっていくかという内容の審議に、むしろ時間を割くべきであって、一応一種の努力

目標である、この努力目標に向かって私どもはこれから積極的に意欲的にそれぞれの意見を申し上

げるべきであろうと、そういう意味では 16 年 10 月 1 日、一応各委員の共通した目標として進め

るべきであろうとかように考えます。よってこの議案につきましては、賛成を致すものであります。

以上です。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ほかにございませんか。どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 村田 岩治） 

  合併の期日につきましては、先ほど説明があったとおりでございます。まあ、しかしながら考え

てみますとですね、本当、この大島郡の 4 町の合併、30 年に 1 回か、50 年に 1 回のですね、歴史

の転換期にふさわしいですね、大事業でございます。 
したがって、もう一般常識からいきましても、計画というものには必ずですね、目標がある、そ

の目標に向かって問題を整理するというような中で、整理された事項につきましてはですね、逐次

住民に対しまして問題点の提起、指摘、啓発を行いながら、最終的には議会の合併議決あるいは住

民参加の合併というふうな方向に向かっていくわけでございます。 
したがって、10 月 1 日の予定日の設定につきましては、機運が盛り上がって早く行けばですね、

当然 10 月 1 日よりも前もある、ありうると思います。あるいはまたそういうことがあってはいけ

ないんですが、調整が長引きましてですね、なかなか 10 月 1 日はちょっと難しいかなというよう

なことがもしあるとするならばですね、これはまあ、最終期日が 17 年の 3 月 31 日ですから、し

たがってですね、そういうことがもし仮に起きたとしましてもですね、若干の延引は致し方ないと

いうように勘案しておりますが，そういう皆におきまして、10 月 1 日より早く合併が実現すると

いうこともあるわけでございます。そういう意味におきまして 10 月 1 日、賛成でございます。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。ほかにございませんか。はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 鍵本 憲治） 

  8 番の鍵本と申します。私はＰＴＡの関係で、学校とお付き合いが深くなっておりますが、いま

教育改革等で、学校の現場とか、子供達もバタバタと教職員も含めて、私ども（聴取不能）な様子

であったりしていますので、できれば 10 月 1 日という年度途中でなくて、4 月 1 日からの年度始

めに合わせていただけると、学校の方も子供たちも教職員もバタバタせずに落ち着いた教育が行わ

れるのではないかと思って、4 月 1 日を目標に頑張ってみてはどうかなと思っております。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議長 山本 保） 

  東和町の山本です。私も今の意見に賛成でございます。議会で特別委員会で行いましたけれども、

まず今までの日本の行政が 4 月 1 日から新年度という出発になってしておりますし、すべてこう

いうふうな動きになっておるので、今の全ての法律や事業が 4 月 1 日、新年度で出発ということ

になっておるので、私は 16 年の 4 月 1 日というふうに思います。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうもありがとうございます。ほかにございませんか。 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（久賀町議会議長 中野 正良） 

  久賀町の中野でございますが、本日、議会サイドといたしまして、いままで委員長さんを中心に、

この協議会の終了次第、全員お集まりになっていろいろの委員の意見聞いております。その中でひ

とつだけ参考までに申し上げますと、委員の中には今の 3 回までで、月一回のペースで協議会が

開催されておりますけども、事務の支障がない限り、1 回でなしに月 2 回でもできるのではないか

と、そのくらい回数を重ねていって、できることならこの目標に向かってですね、進めてもらいた

いというふうに、そういうふな意見もあったことを参考までにお知らせしておきます。 
私もそのことがいいのではないかと、できることならそういう方向で進めてもらいたいとそうい

うふうに思います。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ほかにございませんか。荒川委員さん、どうですか。 

 
○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 

私の個人的な考え方なんですが、合併協を立ち上げまして 24 カ月の経過をもっての期日という

ふうに解釈をしております。その間、十分な協議がなされることだろうというふうに思っておりま

すし、また情報開示も住民に対して十分なされるというふうに思いますので、16 年の 10月 1 日と

いうのはですね、適当な時期だろうというふうに私は思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ありがとうございます。ほかにご意見ございませんかね。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 
 
  はい、どうぞ。中原さん。 
 
○委員（橘町議会議員 中原 民雄） 

  橘町の議会の中原でございます。橘町におきましては、特別委員会、昨日も開きまして、この合

併についての話がございました。おおむね 10 月 1 日を目標とするということは、先ほど執行部か

らご説明がございましたように 22 カ月を要するという国の場合の流れでございますか、そういっ

たことで了承を頂きました。 
しかしながら少意見といたしまして、合併効果早めに期待する、要するに議会議員の選挙が今年

橘町においては 9 月にございます。東和町もそのころだと思います。大島町においても 12 月ごろ

じゃないかと思います。そういったことで合併効果を上げるには早くして、まあご無礼な言い方で

すが、町会議員の歳費を早く少なくしてもらいたいということでございまして、4 月 1 日、平成 16

年 4 月 1 日を目指してはどうかという意見もございました。 

先ほど申しましたようにおおむね 22 カ月という日にちは必要だと思いますが、10月 1 日を目指
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すということには、おおむね賛成でございますが、まだ早くせよという意見がございますので付け

加えておきます。橘町は以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  どうぞ、どうぞ、嶋元先生、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 嶋元 貢） 

  17 番の嶋元です。社会福祉協議会の会長をしておる点からちょっと申し上げます。1 つの町にな

れば、社会福祉協議会も当然 1 社会福祉協議会になります。そのために社会福祉協議会もその準備

をしなければいけない。福祉の世界ではやはり 4 町にも同じようにこの福祉の整備がされておりま

すが、訪問介護、あるいは給食それぞれ特徴はありますが、かなりの格差があります。 

福祉をやはり平準化する、どこにおっても同じような福祉が受けられるようにするためには、い

ま各町の実態を十分調査して、それに合わせるのにどこがいいか、新しいシステム作りをしておか

なければいけない。その準備のためにいま事務局では、合併協議会をつくりまして整備をしており

ますが、準備を進めておりますが、ちょっと先ほどの 16 年の 10 月目標でないとかなり困難な状態

が起こっております。その実情はそういうことであります。終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい。 

 

○委員（学識経験者 河原 芳樹） 

  10 番、河原でございます。先程からいろんなご意見を承っておりましたけれども、わたし自身

は最初からずっと継続審議になっておりますこの議案に対して、この度ぐらいはある程度決まるの

かなという予感もしておりましてやぶさかではないわけですが、先ほどから 4 月論、10 月論とい

ろいろ出て、だいたい半々ぐらいに出ておりまして、10 月の方がちょっと多いのかなと思ったん

ですが、そういうまだ固まらないというのが、この 8 号で出るならばこれは今日これを決めるとい

うことについては、4 月を出された方になんらかの悔いを残すかなという感がないわけではないわ

けで、いかがでしょうかね、私が申し上げたとおり大方の人がそういう意見がある中で、いかに少

数であってもそういうものが口から出たということになると、これをやはり果たして決めてよいも

のかどうかということで、方向性を持ちながらもう 1 回待っていただけるという格好で、それがい

いではないかと思いますが、それは執行部にはないでしょうか、その辺をよろしくお願いします。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ということです。はい。どうぞ、高田先生ですか、ご無礼、はい、伊藤さん。 

 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 

  久賀町議の伊藤でございます。先ほどからいろいろ意見がありますけども、いま大島郡は県下で

2 番目に合併で走っているわけでございます。各地域では、いろいろ任意の合併協ができたりして

ですね、内容も少しずつ細かいところまで行ってですね、話が進んでいる地域もあります。へたを

するとですね。大島郡が 3 番目、4 番目になるんじゃないかなということを私は非常に心配をして

いるわけです。 
ナンバー２で走っていますので、これを何とか維持するためには、10 月 1 日をとにかく目標に

してですね。それ以後、それ以降にはならない、それよりもできる限り早く、まあ事務作業の問題

もありましょうけれども、そういうふうに審議をされてですね。10 月 1 日までにするというよう

な考え方ではいかがでしょうか、というふうに私も考えるわけですが。 

 

                   【拍手】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、高田先生、高田先生にお願いします。 

 



 10

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 

  12 月の第 2 回目の会議のときに、いろいろ委員の皆さんから意見がでましたが、そのときに秋、

もう少し遅くしたらどうかという案も、案といいますか意見も出ました、それから 7 月ごろはどう

だろうかという意見もあったと思います。ただ、このときに十分な意見を出さなかったんですが、

なぜ秋、なぜ 7 月というところまで説明がなかったように思うんです。 

目標というものは、ある程度具体的な目標で掲げるのが、お互いの努力する点からいうてもいい

んじゃないかと、したがいまして私もこの 16 年の 10 月 1 日ということに賛成でございます。 

で学校等がございますが、10 月 1 日に一応この会が完全に合併の線で行きましたら、それから

いろいろな手続きがありまして、17 年の 4 月 1 日からは、スタートできるわけですからやっぱり

その期間というのが要るわけで、4 月 1 日にやった、すぐスターというわけには行かないと思いま

す。その点が事務局の方からもこの前、そういう手続きが要るんだという説明があったと思います

ので、私はこの議案に賛成いたします。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  すいません。発言の際は議事録の関係がございますので、お名前をおっしゃって発言をいただい

たらと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○委員（橘町議会議員 河野 公二） 

  橘町の河野です。ちょっと意見が出尽くしたようなんですが、ちょっと気になりますのが、久賀

側の議員さんですか、平成 17 年の 2 月が任期なっていますよね、確か、まあそういうことからち

ょっといろいろそこらの問題がございまして、やっぱり 4 月 1 日よりはですね、10 月 1 日これが

妥当ではないかと個人的には思います。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ほかにございますかね。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 
 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

  大島町の吉兼です。私は前回の協議会でですね、まあ、時期が早いのではというような、合併の

10 月 1 日というのを、日にちに対していうのではなくてですね、いまこの協議会で協議をして、

この協議会として、協議会では目標かもしれませんけれども、もう明らかにこれは目標ではなくて

合併の日にちなんです。 

そこで、私は周りにいろいろ住んでいる方といろいろな会話をしたりですね、例えばまあ大島町

では、広報が回ってですね、それにちゃんと協議が行われましたということで書いてあるんですけ

れども、1 番最後の方にですね、これは継続審議になりましたということで書いてはあるんですけ

れども、やっぱり住民の皆さんは、ああ、10 月 1 日に合併するんだな、もう決まったよ、という

ふうに先ほど委員の方からもですね、例えばもうこの問題はもう決まったんじゃないかというふう

に勘違いされた方もいたようなんで、大体が普通の町民にしてみれば、ああ、このときにもう合併

をするんだなというふうに考えれば、しなくてはいけない議論がされずに、ただ駆け込みで合併の

ためのだけの合併になってしまうんじゃないかと、私はそこら辺のところを大変心配しております。 

10 月 1 日という日にちは、事務の事務方の目標としても、（聴取不能）のバランスから見ても、

合併の最終期限から見ても、すごくいい日にちではないかと私は思うんですが、これから重要な審

議がされていく中で、そういう合併のその審議が進んだところで、じゃあ本当にいついつ合併をす

るんだよという決定をしてもよろしいんじゃないかと私は思うんですが。 
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                   【拍手】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ほかにございませんか。どうぞ、新山さん、新山委員さん。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

  大体、皆、意見もほぼ議論も尽した、東和町の新山でございます、と思いますけども、やっぱり

前回も今回も事務局が示されました事務手続きをしていく場合には、大体 22 ヶ月が、そしてその

ためには 10 月 1 日が適当であるというふうな話であったと思います。その前提としては、さっき

吉兼さんがおっしゃったけれども、十分な議論が尽くせるという、そういうことがないとダメなわ

けです、そのために議論を尽くすということと、もう１つはやっぱり徹底した情報の公開ですよね、

そういうものが前提としてあったときに、しっかりそれが機能したときに、私はこの合併論議とい

うものが、広がるし、深まるし、意義があるものになると思う、だからそうしたことをここらを目

指すということで、10 月 1 日に目標を定めて進めていくということに私は賛成であります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、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） 
  先ほどもご説明いたしましたけども、10 月 1 日にしたもうひとつの理由といたしまして、私ど

も新しく合併するということになると新しい町の誕生日になるということでございます。それから

10 月は各町の議会のいわゆる予算の決算を審議する 9 月定例議会が終了いたします。9 月の段階で

終了いたします。なおかつ会社等でいきますと第 3 四半期のスタートが 10月 1 日だよということ

でこの 10 月 1 日を選定したわけでございます。 

合わせて先程も申し上げましたけれども総務省の22カ月あるいは24カ月という数字的なものが

でております。しかしながらこの数字的なものにつきましても、確たるものはございません。だか

らこの 22 カ月あるいは 24 カ月を拠り所にいたしまして、10 月 1 日を設定しておりますので、そ

のあたりご理解をいただいたらと思います。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それではご意見も出尽くしたようでありますので、これで質疑は打ち切ります。 

それでは協議第 8 号、協定項目 2、合併の期日については、大変重要な議決でございますので、

挙手によりまして決定したいと思います。平成 16 年、西暦 2004 年でございますが、10 月 1 日と

することにご賛成の皆さん方の挙手をお願いいたします。 

 

                   【挙手多数】 

 

ありがとうございます。挙手多数でございます。よって協定項目 2、合併の期日につきましては、

提案のとおり確認済みとさせていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それから引き続きまして、これも継続協議となっております協議第 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。前回に引き続きまして、その 2 として提案をさせていただきます。

事務局のご説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは協定第 9 号につきましてご説明申し上げます。お手元の資料は 3 ページでございます。

先程も申し上げましたとおり、継続ということで、継続協議というのが 1 番上についておりますが、   

この 9 号につきましては、あえて（その 2）というのがついております。これにつきましてその 2

といいますのは、その 3 行下にありますけれども、太枠で囲んでおります新町の名称、新町名候補

選定小委員会設置要綱を別紙案のとおり定め、委員を指名するというのが追加ということで、その
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2 の文言はこの太枠の括弧の中ですよということで、資料調整をさしていただいております。 

前回協議会におきましてスケジュールといたしまして、公募実施、あるには募集要綱の決定をし

て公募を開始するとその後小委員会を設置して、小委員会の中で選定基準等を調整するという案を

お渡しております。飛びますが、しかしながら事務局の方で再度スケジュールの状況等を確認しま

したところ、まず小委員会を設置して委員さんの中で募集要綱あるいは選定基準などを協議決定し

ていただきまして、公募を開始した方がせっかく応募しても選定基準から外れていたというような

不都合が出ないのではないかということで、本日は小委員会を設置し、委員を指名するということ

で追加提案をさしていただいております。 

4 ページには小委員会の設置要綱の案、そして 5 ページ目には新町名の候補選定小委員会の委員

さんの配分ということで、議会の代表が各町から 1 名の計 4 名、それから規約第 8 条第 1 項第 3

号学識経験ということで各町からお 2 人ほど都合 8 名、合計 12 名で、この新町名の候補選定小委

員会を設置したらどうでしょうかという提案でございます。 

6 ページには前回お出ししたものと若干スケジュール等を修正しておりますので、修正案という

ことで先月 12 月から今月の 1 月、それからずっとスケジュールどおり流れていけば、最終的には

5 月以降に新しい町の名前が決定するのではなかろうかという流れとして案をお示ししておりま

す。以上で協議第 9 号、新町の名称について、説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございます。 

それでは事務局の説明が終わりましたので、協議第 9、新町の名称、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、並びに新町名候補選定小委員会設置要綱を定めまして、委員を指

名をするについて、ご協議をお願いいたします。皆さん方のご意見があれば、拝聴いたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

東和町の新山です。公募のその対象ですね、あるいはこの前いろんな資料が出ていましたけれど

も、どうお考えですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、その辺りはすべて小委員会で決めていただくという気持ちでございます。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

ここでは意見はいわない。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

意見はおっしゃっていただかないと小委員会で指名された委員さん方がですね、委員さんのご意

見を反映することができかねますので、もしご意見がありましたらご意見を伺ったらと思います。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

私は大島はこれから、いわゆる交流等を向いて、世界に広がった大島とこういうことになろうと

思いますので、だから公募の対象はもう世界中に向かってですね、もう誰でもいいよ、この大島に

関心のある人はどうぞファックスしてくださいという形でですね、やられた方がいいと思います。

ですからインターネットなんか使ってですね、どんどん、それは同時に大島をアピールすることで

すから、対馬もそういうことをやっておられるということです。だけど実際の数は少ないと、公募

というか、でもそういうことをする姿勢というものは、私はこれから大事だと思いますので、私は

そう思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
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○委員（学識経験者 安本 良夫） 

橘町の安本です。いま新山委員さんからお話がございましたが、大変結構なことだろうと思いま

す。ただ本日提案をされましたのは、小委員会を開催をして、それで新しい町名募集の要綱を決定

しようと、その選定基準等の中にもいろんな理想を盛り込んでいこうと、そしてその結果を第 4

回協議会に報告し確認するという場が設けられておりますから、ここでもっとこういう視点がある

よと、こういう視点があるよという場面が、そうしますと今ここで小委員会にお願いする立場をた

くさん申し上げてもですね、いわば聞き置くということになってしまいます。 

十分小委員会では議論をつくしていただいて、そして第 4 回の協議会で詳細にご報告をいただい

て、そしてこういう視点に欠けるというわれわれの意見を申し上げてですね、これを進めたらいい

んじゃないかと、そのために公募開始の日程等が審議がされたものだと理解をしております。もち

ろん先ほどの新山さんのご意見等もあろうし、いろいろありますけれども、こういう意見はどんど

ん第 4 回の協議会で私どもが出したらとこういうふうに思います。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにありませんか。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 
 

はい、どうぞ。 

  

○委員（大島町議会議長 平村 眞成） 
いま新町名の話が出ておりますが、大島の平村でございます、新町名の選定小委員会の設置要綱

案でございますが、この案は（聴取不能）での協議だろうかと思っておりますが、さしむき、この

（聴取不能）が協議されて、それからその話もされる方がいいのではないかと思っております。な

お、この中の第 7 条に委員長は小委員会の協議又は調整の経過及び結果について随時協議会の会議

に報告するものとするとございますが、文書報告かそれとも委員長発言による協議会への報告かど

ちらかと私も疑問に思っているわけでございます。なお、これはまだ、この委員会というのは後の

協議に関わってくるわけでございますが、よろしくお願いいたします。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
 
○ 委員（学識経験者 絵堂 光雄） 

4 番、絵堂です。小委員会で審議する際に特にお願いなんですが、やはり先ほどから意見があり

ましたように、話を深く、これを決めるという立場に立って、特にこれはいけない、こういうこと

はいけないというあまり制約をつけないで、幅広く深くやっていただくようにお願いしたいと思い

ます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございますか。それではご意見もないようでございますので、以上で質疑を打ち切ります

が、協議第 9 号、協定項目 3、新町の名称その 2 につきましては、提案のとおり、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、並びに新町名候補選定小委員会設置要綱を定めまして、

委員を指名をするにつきましては、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 
 

はい、ありがとうございました。ないようでございますので、したがいまして、協定項目 3、新

町の名称につきましては継続協議といたします。その 2 の部分につきましては、ご提案申したとお

り、確認済みとさせていただきます。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に継続協議となっております協議第 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。前回の協議会で事務局の説明を行っておりますが、追加の参考資料が添付されてお

りますので、事務局からの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、協議第 10 号、継続協議でございます。資料は 7 ページとなります。前回と同様に 4

町の所有する財産、公の施設及び債務につきましては、すべて新町に引き継ぐものとするというこ

とで提案をさしていただいております。 

8 ページには、前回の会議でお約束しましたとおり、大島郡 4 町が作っております一部事務組合

であります大島郡国民健康保険診療施設組合、大島郡環境衛生施設組合それから広域連合でござい

ます周防大島連合、この 3 つの団体の財産状況につきまして8 ページにお示しをしております。 

この資料につきましては、協定項目であります一部事務組合あるいは広域連合の取扱いという項

目がございますので、その節にはまた新ためて参考資料ということでお示しすることになろうかと

思いますので、今回はあくまでも参考ということでお示しをしたいと思います。 

また 9 ページに前回お出しをいたしました東和町の出資による権利あるいは財産等の中で追加

訂正がございましたので、お示しをしております。数字的なものにつきましては、それぞれの町の

決算書から引用しておりますので、各町の取り扱い方によって見えていない部分があります。例え

ば出資とか出捐金のうち、町の財産として決算書に計上してないものにつきましては掲げていない

ということもございます。お示しをしております資料等については 4 町の保有している財産の概況

ということでご理解をいただきたいと思います。 

  詳細な部分の詰めにつきましては、事務事業の現況調書等の専門部会の中で最終的にすり合せ等

を行う予定にしておりますのでご了解をいただきたいと思います。以上で協議第 10 号の説明を終

わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうもありがとうございました。説明が終わりましたので、協議第 10 号、財産及び債務

の取扱いについては、4 町の所有する財産、公の施設及び債務につきましては、すべて新町に引き

継ぐものとすることにつきましてご協議をお願いいたします。 

ご意見があれば承ります。ええですか、ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 

ないようでございますので、それでは、協議第 10 号、協定項目 5、財産及び債務の取扱いにつ

いては、提案のとおり大島郡 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

のとすると確認することにご賛成の皆さん方、挙手をお願いをいたします。 

 

                   【挙手全員】 

 

はい、ありがとうございます。全員賛成でございます。全員の賛同が得られたものとして、協定

項目 5、財産及び債務の取扱いについては、提案のとおり確認済とさせていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 11 号、協定項目 4、新町の事務所の位置についてを議題といたします。事務局の説

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） 

  それではご説明を申し上げます。協議第 11 号、新町の事務所の位置について、協定項目 4 でご

ざいます。ページは 10 ページとなります。新町の事務所の位置について次のとおり提案する。新

町の事務所の位置は、新町事務所調査検討小委員会を設置し、協議の後、協議会において決定する

こととする。新町事務所調査検討小委員会設置要綱を別紙案のとおり定め、委員を指名するよう提
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案でございます。 

1 ページめくっていただきまして 11 ページでございます。11 ページにはいま現在のそれぞれの

町の本庁となります庁舎の住所あるいは建物の規模、敷地面積、それからそれぞれの役場の周辺に、

100 メートル以内程度にどのくらいの車の駐車スペースがあるかということを調査した数字でご

ざいます。また、一番下側にはその建物をいつから供用開始しましたかということで日付を書いて

おります。参考ということでお示しをしております。 

それから 1 枚めくっていただきまして 12 ページさらに 13 ページとなりますが、これにつきまし

ては先程の新町の名称の小委員会がございました。これとほとんど変わっておりません。委員会の

設置につきましては、こういった形で設置をしますという案でございまして、14 ページに新町の

事務所調査検討小委員会の委員さんということで、人数の振り分けをしております。議会推薦とい

うことで各町から 1 名、4 人の議員さん、それから学識経験ということで規約第 8 条第 1 項第 3 号

委員ということで、各町 3 名、合計 12 名、総合計でこの新町事務所調査検討小委員会につきまし

ては 16 名の委員さんで、いろんな検討していただきたいということの委員会設置の提案でござい

ます。それから 15 ページ等につきましては、事務所の位置に関する地方自治法等の説明を書いて

おりますし、16 ページにおきましては、先ほど申し上げました 4 つの町の本庁舎の位置からそれ

ぞれの他の本庁舎を結ぶいわゆる道路上の距離でございます。若干車によって距離等も違うかも分

かりませんが、およそでのということでお示しをしております。これはあくまでも参考資料という

ことでございます。この協議第 11 号につきましては、小委員会を設置してさらに協議をしていた

だくという提案でございます。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  説明が終わりましたので、これから協議第 11 号、新町の事務所の位置について、新町の事務所

の位置は、新町事務所調査検討小委員会を設置し、協議の後、協議会において決定することとする、

並びに新町事務所調査検討小委員会設置要綱を定めて委員を指名すると、このことについてご協議

をお願いします。 

委員の皆さん方、ご意見、ご質問があれば、承ります。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。この小委員会は位置だけですか、協議するのは。いわゆるこの 2 番目にその

他新町の位置に関しとありますが、この位置ともう 1 つ大事なのは、新町のシステムとか機能とか

ですね、どういうふうに出していくのか、だから合併でもいろんな形がありますよね。ですから合

併でも 3 つの形があるので、それに合うビジョンがないと位置に関しての十分な論議が尽くせない

と思いますよ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それではお答えいたします。当然、協定項目の中には、新町の事務所の位置に関すること

というのが 1 つございますが、その他にいわゆる機構とか組織、その辺のことも協定項目に上がっ

ております。当然どこの本庁にするかとか、どこを本庁舎にするかとか、支所にするかとかいうよ

うな協議の中で、いわゆる新しい町の組織をどうするのかということも関連して考えていかなきゃ

ならないと思っておりますので、これについては十分小委員会の中で、中身を詰めていただくとい

う気持ちでおりますので、早め早めでございますが、提案さしていただいております。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

東和町の新山ですが、ぜひそれをお願いしたい、要するにどこに庁舎が建つんといやというよう

な話ばっかりになっちゃってですね、本質的な議論といいますか、町のシステムとか、組織とか、

そしてこれからの大島をどうするとか、そういうところを全部抜け落ちて、そんな話だけになっち

ゃうので、ぜひ今後とも踏み込んだ論議をするように事務局の方も、お願いしたいと思います。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

すいません。当然、事務機構等についてもですね、私ども事務方の専門部会というのを構成して、

中を協議していくということになっておりますので、その辺りの意見等もですね、小委員会なり反



 16

映させていただいたらと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

安本委員さん。はい。すいません。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 
いま、新山委員さんの意見と屋上屋を重ねるようでございますが、新町の事務所の位置がまさに

その他の新しい組織に関わる問題でございます。例えば支庁舎となるのか、出張所となるのか、支

庁舎の会計長がどういう権限を付与されるのかといったような問題もございます。それ以外にたく

さん問題がありますので、まさに新山委員さんのご意見に屋上屋を重ねるようでございますが、事

務局の方でその委員会でいろんな資料をお出しいただいてですね、これは場合によっては職員の任

用の問題にもですね、関わってくると思いますので。それからあるいは公平委員会を置くのか、置

かないのかというような問題にも関わってきますから、専門部会の方でも十分検討されて、屋上屋

を重ねて恐縮でございますけれどもよろしくお願いをいたします。終わります。以上です。 

 

 

委員（学識経験者 村田 岩治） 

40 番、村田でございます。この設置要領からいきますとですね、まあ 2 条で明記されてありま

すように、まあ、この小委員会は新町の位置についての調査検討ということですよね、それでその

結果については、この協議会等に報告するということが明記されておって、協議会に報告された事

項等についての位置の最終決定ですよね、これは他の市町村の合併の事例の中でも、いろいろある

と思うんですが、どこで、何時ごろ、誰が、どのような成果を踏まえてですね、これを決定するの

か、その後のことが、よくわからんですよ、ほかの例はありませんか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

先進例を申し上げますと新町の事務所の位置ということで、小委員会の中で十分協議をしていた

だくと、で協議した中で、ある程度小委員会としては、こういうふうな形でもっていきたいという

結論が出るかと思います。それを先ほども設置要綱の 7 条で経過報告なり、結果報告ということに

なるんだと思いますが、これにつきましても協議会の中に最終的にこういう形で小委員会の方向は

出ましたと、だけど最終的な結果につきましては、この協議会の中で決定をしていただくというこ

とでございます。 

ですから先進例というふうに先ほど申し上げましたものの、5 回も 6 回も協議したけれども最終

的には小委員会も決定できなかった、なおかつ協議会にあげてもなかなか決定できなかったという

例はございます。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
7 条は決定とは書いてないですよね。随時協議会に報告するというだけですよ、決定のけの字も

ないでしょう。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

最終的には協議会です。協議会が決定をいたします。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
これは書いてはいけんのですか。なんか引っかかるんですか、これを書いたら。どうもそこら辺

が、やはり 4 町の町民にとってはですね、これはやっぱり町議、町長、ひとつの関心事ですよ。で

すからこの辺明確にしておかないとですね、流言蜚語が飛んで、ああでもないこうでもない、だれ

が決めるのか、ガタガタしていけんでしょう。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

10 ページをご覧ください。10 ページにですね、小委員会設置要綱を別紙のとおり定めるという

のが後段に書いておりますが、前段では新町事務所検討小委員会を設置し、協議の後、協議会にお
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いて決定することとするということが書いてございます。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 

はい、分かりました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかに。はい。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 

  質問をしたいんですがね、お教えいただきたい。協議会で決定をする、今度、地方自治法の参考

例がございますが、条例で制定をすると、ですね、第 1 項の条例を制定し又は改廃しようとすると

きは、いわゆる議会でこれをまあ承認をするわけですね、同意を求める、これとの関係はどうなる、

地方自治法との、協議会で決定をするということと条例を制定するということとの、パターンはど

ういうことになるんですか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  条例制定につきましては、当然、合併した日にちからスタートするわけですね、新しい町が。そ

れはまだ後ほどまた協議等が出てまいりますけれども、4 町長さんは実際に合併の前日に失職をす

るわけでございますので、新しく町がスタートした段階では、いわゆる職務執行者という形でお 1

人ほど残られるわけですが、その方が専決処分という格好で、新町の設計等をいたします。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 

  そうしますと、協議会の決定を受けて、新町がスタートした時点で、条例を施行し、その条例に

基づく新町の事務所の位置を決定するということになるんですか。議会との関係はどうなるんです

か。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  条例上はそうなります。それから議会の関係でございますが、52 項目の協定項目をこの協議会

の中で審議をしていただきます。最終的に 52 の項目がすべて確認がとれたことに対しまして、最

終的な協定書というものを締結をいたします。確認という意味で署名をしていただきます。これが

それぞれの町の議会に帰っていきまして、4 町が合併することについてよろしいかどうかという、

いわゆる付属説明書みたいな形になります。ですから議会の方もその協定書を参考という格好で受

けて議決をするわけでございます。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 

  はい、よう分かりました。 

 

○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） 

  東和町の西本ですが、新町の事務所の位置を決定するということに関してですね、やはり新町の

事務所の位置というのは、新しい建設計画にもおのずと関係が出て来ようかと思うわけですが、先

ほど 16 年 10 月 1 日ということで合併の期日が決まりました。それから逆算してですね、いつごろ

までに新町の事務所の位置を決めるのが、1 番ベターかどうか、建設計画のからみもあってやっぱ

り事務所を中心とした町づくりなりということも当然考えていくことになると思うわけですが、小

委員会としたらいつごろまでにですね、新事務所を決めるような目標、後で協議会の中で定めて、

その範囲内でひとつ決めてくださいよと、あるいは審議をしてくださいよというような方法につい

ては考えられないんでしょうか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
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お答えいたします。事務所の位置について、いつごろまでにというご質問でございますがこれは

当然、小委員会の中で十分審議をしていただく、そしてまた協議会の方に反映していただくという

ことで、私どもとしたらできるだけ早い時期ということぐらいしかお答えはできませんが、西本委

員さんの言われるように逆算したらどのぐらいになるというのは、十分お含み置きいただければ、

おおよその時期というのは定められるかと思います。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

  まあそりゃあ早い時期というても、（聴取不能）これ一番大事なことだろうと思ますれども、し

かし目標を定めてですね、いつまでもだらだらだらだら、難しいからといって、審議を先送りをす

るのではなくて、ある程度目標設定を定めて新町の位置を決めて頂きたいと。その辺りの協議会の

そういう意向をですね、今後できる委員会の方でですね、ぜひ反映していただきたいがとこう思い

ます。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議長 中野 正良） 

久賀町の中野でございますが、この事務所の設置の件につきましてはですね、協議会の委員さん

あるいは大島郡民にとりまして、最大の関心事であろうとこういうふうに思われます。まあ人口等

踏まえてこれが決定されるものと思いますけど、慎重審議を期すために継続審議で、時間をある程

度かけて協議をいたしたらどうかとこういうふうに思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございますかね。ないようでございますので、質疑を打ち切りますが、協議第 11 号、協

定項目 4、新町の事務所の位置につきましては、継続協議といたしまして、次回以降の協議会で再

度ご協議をお願いしたいと思いますが、今回提案をさていただいております新町の位置は、新町事

務所調査検討小委員会を設置をいたしまして、協議の後、協議会において決定する、並びに新町事

務所調査検討小委員会設置要綱を定め、委員を指名することにつきましては、ご異議ございません

か。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 
 

はい、ありがとうございました。それでは協議第 11 号、新町の事務所の位置の今回の提案分に

つきましては、確認済みとさせていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 12 号、協定項目 6、議会議員の定数及び任期の取扱いについてを議題といたします。

事務局の方のご説明をお願いいたします 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

協議第 12 号、議会議員の定数及び任期の取扱いについて、協定項目 6 でございます。議会議員

の定数及び任期の取扱いについて、別紙のとおり提案するといたしております。この別紙のとおり

提案するという提案の様式が他とちょっと違っていております。提案の内容は次の 18 ページに 3

つのパターンがあるわけでございますが、直接に案を書かない理由でございますけれども、この議

案につきましては、議会の意向を協議会の方に反映をしたい。それと特に合併の申請時におきまし

て、議決をもらうということですけれども、ほかに農業委員と議会議員の議決をもらわなければな

りません。それと財産の取扱いについてもそういうことで、特に別に議会の議決をもらわなければ

ならないということ、それとまた特例をとりました場合には、特例期間の終わるまでその条件が変

更できないということでこのような提案をさしていただいております。 

次の 18 ページでございますけれども、議会におきましては、郡で協議をしていただきましたこ

とを、この協議会におきまして各町の議員さんに意見を出していただくわけでございますすけれど
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も、一番初めに 3 つのパターンがございますけれども、一番は合併特例法を適用しない場合となっ

ております。新町の議会の議員の定数は、市町村の合併の特例に関する法律を適用せず、地方自治

法第 91 条第 7 項の規定により、○○人とするとなっております。○○人するという第 91 条第 7

項の規定は、特例を使用する場合でもこれがベースになってまいります。2、3 が特例を適用する

場合でございます。2 番の定数特例をとりました場合にもありますが、その下にも 91 条第 7 項の

規定による新町の議会の議員の定数は、○○人とするとなっております。在任特例が 3 番でありま

す。 

次ページが 19 ページでございますけれども、これがそれぞれの適用の説明でございます。合併

をしますと旧町の法人格がすべて失われます。それに伴いまして議員さんも失職をするわけでござ

います。 

1 番左が合併特例法を適用しない場合でございますけれども、この場合には設置選挙がございま

す。選挙をしまして、4 年の任期が新しく始まるわけでございます。定数につきましては、15 年の

1 月 1 日から自治法の改正がございました。それに伴いまして法定数が 26 名、20,000 人以上の町

村におきましては、26 名を超えない範囲で条例で定めなければならないということになっており

ます。 

それから設置選挙の期日につきましては、合併の日から 50 日以内。補欠選挙の適用につきまし

ては、欠員が 6 分の 1 以上出た場合にあるということでございます。選挙区につきましては、条例

を定めることによって選挙区を設けることもできるということでございます。 

真中の表が定数特例の適用でございますが、合併特例法第 6 条でございます。これも設置選挙の

日から 4 年ということで2 倍を超えない範囲でできるということでございますが、2 倍というのは

法定数の 2 倍の範囲でできるということでございます。ただし、途中で解散、総辞職等があった場

合には、条例で決めた先ほどの自治法 91 条 7 項の規定の数に復帰するということでございます。 

これも選挙区を設けることができる、選挙がある場合でございますので選挙区を設けることがで

きるということでございます。 

それから一番右側が在任に関する特例でございます。これは激変緩和の措置ということで設けら

れております。合併市町村の協議により、2 年を超えない範囲に限り、引き続いて議会の議員とし

て在任することができるということでございます。それとこの特例を用いる場合には、この制度は

選挙を行わず議員の在任を例外的に認める措置であるので、住民の意向にも十分配慮し、合併関係

市町村で、その必要性を明確にする必要があります。なお、その理由としては、1 番目としては、

合併前後の過渡期の予算や建設計画の事業を熟知した議員が責任を持って審議し、最大 2 会計年度

に渡って建設計画等の実効性を高めるということでございます。2 番目としましては、現議員は各

町から選出されているため、合併直後の地域の事情や声を届けられやすいということでございます。

それともう一つは合併に伴いまして身分を失うということが合体の阻害要因になってはいけない

ということでこの特例が設けられております。 

次のページでございますけれども、先進事例におきましては、まあ 1 番下でございますけども、

平成 7 年からこの制度が出来まして、ほとんどの事例がこの在任特例を適用しております。次の

21 ページでございますけれども、これも先ほどの説明と一緒のものでございます。22 ページでご

ざいますけれども、これも同じことが区分して書いてあるわけでございますけれども、この中で、

合併関係市町村の協議によりというところがアンダーラインで示されております。これは先ほども

申しましたように議員の件につきましては、議会の議決が必要でございます。別に議会に議案を出

しまして、協議書をこのどの案文に決めるかと、特例でございますけれども、どの案文に決めるか

ということで、議会に出しまして議決を受けた後に協議が成立するということが合併関係市町村の

協議によりという意味でございます。 

次のページでございますけれども、右側の 2 つの欄ですけれども、在任特例の延長の期間と特例

を使用した理由ということで先進事例があげてございます。 

それと 25 ページでございますけれども、特に 25 ページの 1 番下でございます。議会議員の退職

年金に関する特例というものがございます。これは先ほど合併によりまして、議員さんの阻害要因

になるということでございましたけれども、3 期の途中に合併を迎えた場合に、議員さんは 12 年、

3 期勤ますと年金がもらえる資格がございますけれども、それを3 期目に合併を迎えた場合に、特

例法適用によりまして、12 年勤めたものとみなすというような規定でございます。 

26 ページが在任特例をいました例でございます。27 ページも同様でございます。以上で説明を
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終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは説明が終わりましたので、協議第 12 号の議会議員の定数及び任期の取扱いにつきまし

て、ご協議をお願いしたいと思います。ご質疑なり、ご意見なりありましたら。 

 

（「これは今日決めるんですか」と叫ぶ者あり） 

 
  どうぞ。 
 
○委員（橘町議会議長 武政 輝夫） 

橘町の武政です。いろいろいま事務局の方からご説明を頂きましたが、実際われわれ議員といた

しましての問題でございます。私只今のところ郡の議長会長ということで、一応郡の議員さん方の

集まりの場を持たしていただいて、とくと事務局からのご説明をいただき、自分なりの判断という

ことで研究をさして頂きたいということからして、この問題につきましては、継続審議という形で、

ここを取り計り願いたいと思います。お願いを致しておきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。ほかにごいませんかね。 

それでは質疑がないようでございますので、協議第 12 号、議会議員の定数及び任期の取扱いに

つきましては、継続協議といたしまして、次回以降の協議会で再度ご協議をいただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。ないようでありますので、協議第 12 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 13 号、協定項目 7、農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについてを議題といた

します。事務局の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） 

  それでは協議第 13 号、協定項目 7 でございます。農業委員会委員の定数及び任期の取扱いにつ

いてご説明申し上げます。ページ数は 28 ページでございます。 

新町にひとつの農業委員会を置き、4 町の農業委員会の選挙による委員であったものは、市町村

の合併の特例に関する法律第 8 条第1 項第1 号の規定を適用し、合併後、平成 17年 7月 19 日まで

引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任するということで提案でございます。 

1 ページめくっていただきまして、29 ページになりますけれども、上段になりますが、各町のそ

れぞれの今現在の農業委員さんの委員数を記載してります。先ほどから選挙委員というお話をして

おりますが、農業委員さんには選挙される委員さんと選任委員と申しまして、議会からの推薦、あ

るいは農業協同組合から、あるいは農業共済組合から理事さんなどが推薦をうけられるという 2

種類の委員さんで構成をされております。で原則として、下の欄にもありますけれども新町に 1

つの委員会を置く場合ということで、原則は新たに選挙をいたします。そして条例に定める数が定

数となりまして、任期は 3 年です、ということでございますが、特例といたしまして 1 年を超えな

い範囲で、協議で定める期間は在任ができます。ただし、80 を超えないで 10 を下らない数の委員

さんですよということがここに書いてございます。 

いま、29 ページの下の欄に新町に 1 つの委員会を置く場合ということが、あえて書いてござい

ます。地域によりまして、あるいは土地の面積、あるいは農家数、農地面積等々によりまして、合

併をしても 1 つの農業委員会でなくて、複数の農業委員会を置くことができるという定めもござい
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ますが、大島郡 4 町の場合は、面積、あるいは農家数、農地面積等々で照らし合わせてみますと、

4 町が合併しても 1 つの農業委員会しか置けませんということになっています。 

それから、30 ページをめくっていただきまして、今現在のそれぞれの町の行政面積、あるいは

農家数、農地面積、選挙による委員の定数の基準、選挙による委員の条例定数、法 12条 1 号委員、

法 12 条 2 号委員ということで、法の 12 条 1 号あるいは 2 号にきましては、30 ページの一番下に

こういう方ですよということをお書きしております。 

なお、ここで１つ訂正をいただきたいと思うんですが、東和町の欄で選挙による委員の条例定数、

11 人ということで書いてございますが、ここは 12 人の誤りでございます。ですから合計が50 人

となります。今現在はこの委員さんがいらっしゃるわけでございますが、仮に合併をするとそこの

中段に書いてございますが、面積、あるいは農地面積等々で、大島郡 4 町が合併したときには、最

大で 30 人、いわゆる委員の定数は 30 人以下ということでございますので、最大で 30 人、それか

ら農協推薦、あるいは議会推薦ということも最大で 3 人あるいは 5 人ということになるわけでござ

います。 

31 ページをめくっていただきますと、農業委員会に関する法律あるいは施行令、32 ページには

先ほど面積等ということでお話しをしましたけれども、大島郡 4 町で、いまこの定数でいきますと

30 人以下ということであります。それから 33 ページ以降にも農業委員会に関する制度ということ

でお出ししておりますが、これも 1 番初めに提案しております平成 17 年の 7 月の 19 日まで、農業

委員会の委員さんを引き続き委員として在任するという提案でございますが、この 7 月 19 日につ

きましては、大島郡の久賀町と橘町の委員さんの任期でございます。農業委員会の委員の選挙につ

きましても、統一選挙的な考えがございまして山口県内 56 市町村のうち 35 の市町村、率にして

62.5 パーセントでございますが、17 年の 7 月の 19 日が任期となっております。 

事務処理上、県下の情勢に合わせていくことが妥当であろうということで、提案をさせていただ

いております。以上でございます。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、とうも、それでは説明が終わりましたので、協議第 13 号、農業委員会委員の定数及び任

期の取扱いについてを協議をいたしますが、ご意見、ご質問かあれば承ります。 

  はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 棟広 斉） 

大島町の棟広でございますが、ちょっと確認をいたしますが、大島は 1,324 ヘクということにな

ると、これは私ちょっと昔からここなんで知っておるんですが、定員を定めたなら、1,300 から 5、

000 ヘクまでは 30 人ということになっておりすが、これはどうですか、いま 3 名といわれたが、

農協推薦は 5 名まではええんじゃないんですか、いや、農協推薦じゃない議会推薦 5 名までは、5

名でしょ。5 名。合計大島では 38 名ということが、38 名はできるということでしょう。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

先ほど申しました 30 人というのは、選挙による委員さんの定数が 30、ですが議会の関係あるい

は農協、農業共済組合の推薦で、まだ 8 名さんは余裕があるということでございます。 

 

○委員（学識経験者 棟広 斉） 

それだけは獲得できるということですね。はい、分かりました 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにありませんか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

それから申し訳ございません。追加でございますが、この提案につきましては各町の農業委員会

の事務局と専門部会を開催いたしまして、中も十分協議していくという対応にしております。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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ございませんかね。 

ないようでございますので、質疑を打ち切ります。協議第 13 号、農業委員会委員の定数及び任

期の取扱いにつきましては、継続協議といたしまして、次回以降の協議会で再度ご協議をいただき

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。ないようでありますので、協議第 13 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 14 号、協定項目 9、一般職の職員の身分の取扱いについてを議題といたします。事

務局の方からの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次長兼総務課長 椎木 巧） 
  はい、それでは協議第 14 号、一般職の職員の身分の取扱いについて、協定項目 9 でございます。

これにつきまして、次のように提案をいたしております。 

まず 1 といたしまして、現に久賀町、大島町、東和町及び橘町の一般職の職員である者は、すべ

て新町の職員として引き継ぐものとする。2、合併後の職員数については、新町において定員適正

化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。3、職員の職名及び職階については、合

併時に調整する。4、現職員については、現給を保障するという提案でございます。 

  次に 36 ページを見ていただきたいと思います。ここで調整内容でございますが、すべて新町の

職員として引き継ぐものとするとしておりますが、資料といたしまして、4 町の町長部局の条例定

数並びに実配置人数、要するに条例人数に対してから実際の職員数を記載しております。議会部局、

教育委員会部局、農業委員会部局の定数に対して配置人数でございます。大島郡の 4 町の合計とい

たしまして、条例定数が 433 で、現在の職員数が 391 ということになっております。これらはすべ

て新町の職員として引き継ぐものとする提案でございます。 

次のページを開けてください。次には合併後の職員数については、新町において定員適正化計画

を策定して、定員管理の適正化に努めるという提案でございますが、4 町の一般職の職員と技能労

務職を加えました 14 年 4 月 1 日現在の職員数が書かれてあります。それで 1 番下の欄は平成 16

年 9 月 30 日現在、要するに合併の前日でございますが、これの職員数の見込みを掲げております。    

これは定年退職者のみをカウントして 9 月 30 日現在の職員数を記載しております。それで平成

16 年 9月 30 日現在では 380 人になるという予測でございます。要するにこのような合併の協議が

なされておると退職者が出ても、新たな退職補充はしないという前提の数字でございます。 

  次のページをお願いします。職員の職名及び職階については、合併時に調整するという内容でご

ざいまして、この 38 ページの現況は、各町現在ある職名でございます。次の 39 ページにつきまし

ては、級別職務表に添いまして、各町の給料表の級別に職務は何を当てているのかということでご

ざいまして、38 ページも 39 ページもいずれも各町とも統一されておりません。そこで合併時に調

整するという提案でございます。次のページをめくって下さい。最後のページですが、現職につい

ては現給を保障するという提案でございまして、現在の役場におります職員につきましては、現給

というのは、現在の給料を保障するという意味でございます。2 ページめくっていただきまして、

42 ページですが、ここにその提案の根拠が、提案の根拠となります市町村の合併の特例に関する

法律が出ておりますので、ご確認をいただきたいと思いますが、職員の身分の取扱いにつきまして

は、合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職にある合併関係市町村の一

般職の職員が引き続き、合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない

と、2 項で、合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通

じて公正に処理しなければならないというこれに基づいた提案でございます。以上でございます。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうも、ありがとうございました。説明が終わりましたので、協議第 14 号、一般職の職
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員の身分の取扱いについて、ご意見なり、ご質疑があれば承ります。 
   
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ないようでございますので、質疑を打ち切ります。協議第 14 号、一般職の職員の身分の取扱い

につきましては、継続協議といたしまして、次回以降の協議会で再度ご協議をしていただきたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。したがいまして、協議第 14 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 15 号、協定項目 10、特別職の職員の身分の取扱いについてを議題といたします。事

務局の説明をお願いいたします 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
それでは座ったまま失礼して説明さしていただきます。それでは協議第 15 号、協定項目 10 の

特別職の職員の身分の取扱いについてご説明をいたします。 
資料は 45 ページでございます。提案といたしまして、1、特別職の職員の設置・人数・任期に

ついては、法令等の定めるところに従い調整する。法令等の定めがない場合は、新町において新た

に設置する。2、特別職の職員の報酬については、4 町の現行報酬額及び同規模の自治体の報酬額

を参考に調整するとさしていただいております。 
まず特別職について簡単にご説明をさしていただきます。資料としては 52 ページの地方公務員

法の第 3 条という枠囲込みの中でございますけれども、簡単にご説明しますと、まず就任につい

て公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは条例によることを必要とする職、例えば市町

村長や助役、収入役そういったところでございます。 
それから法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは規程などにより設けられた委員及び委員会

の構成員の職で、臨時又は非常勤のものということで、教育委員会ですとか、選挙管理委員会など

行政委員会の委員さん、あるいは各種審議会の委員さん、こういった方々をさします。その他臨時

又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに順ずる者ということで特定の学識や経験に

より選任された委員さん方、そういった方々が特別職ということになります。 
では提案の内容についてご説明をいたしますと、まず前提といたしまして、合併の方式につきま

して、新設合併ということでご提案をさしていただいておりますので、新設合併を前提に考えてお

ります。 
新設合併の場合は合併関係市町村、合併する市町村でございますけども、こちらの法人格が消滅

をいたします。これに伴いまして市町村長、助役、収入役、教育長、行政委員会の委員、各種審議

会の委員、そういった特別職の職員は失職するということになります。 
市町村長につきましては合併後 50 日以内に選挙が行われます。それまでの間は選挙で新しい市

町村長さんが決まるまでは、合併関係市町村長の協議によりまして、市町村長の職務執行者という

ものを定めておく必要があります。 
助役につきましては、市町村長が決まった後の最初の議会で選任されます。それから収入役につ

きましては、これは欠けた場合には職務を代理することが規定されておりますので、合併の日に先

ほどちょっと申し上げました職務執行者の方が収入役の職務代理者を選任するという手続きにな

っております。今回資料として予定しておりますのは、大島郡 4 町の町長と助役、収入役、教育

長及び議会議員の報酬額、それから教育委員会、選挙管理委員会等の行政委員会の委員の報酬額を、

資料でいますと 46 ページ、47 ページそれと少し飛びますけれども 50 ページというところに一覧

表を示さしていただいております。 
先ほども少し特別委員会のところでお話しましたけども 51 ページ、52 ページに関連の法令につ

いて掲載さしていただいております。そのほか参考といたしまして 49 ページ、これが最近の合併

事例での三役及び教育長の合併後の状況、それから 53 ページ、54 ページに先進の合併事例での確



 24

認内容ということで参考資料としてつけております。        
なお次回以降の協議会におきまして、このほか今回お示ししておりませんが、審議会の委員さん

ですとか各種非常勤の特別職の職員についての資料も提出さしていただこうと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。以上でございます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうも、説明が終わりましたので、協議第 15 号、特別職の職員の身分の取扱いについて

を議題といたします。ご意見なり、ご質疑があれば承ります。 

  はい、どうそ。 
 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  意見ではございませんで、質問をさしていただきます。特別職の期末手当、加算 20 パーセント

というのは、期末手当に対する加算に 20 パーセントという意味ですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
それで結構でございます。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  議会関係もですね、そういうふうに理解したらいいですね。要するに期末勤勉、みんな含めて

20 パーセントということ、その都度 20 パーセントということ、加算 20 パーセントというのは。3

回のうち毎回 20 パーセントということ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
3 回、期末手当につきまして、 
 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 
もう 1 回 20 パーセントが加算されるということですね。はい、ありがとうございました。 
 

○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） 

  東和町の新山です。この件についても、またいろいろ議論が深まると思いますが、町が大きくな

ります。いろんな仕事も増える、それで町長さんの仕事も増えると思いますが、助役さんは 2 人制

度とか 3 人とか、あれがありますよね。そんなことはお考えなんでしょうか。まあ、答弁しにくか

ったら・・・、そこが論議になるかなと思うんですが。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  現在、それを想定しておりませんでしたけども、検討いたしますとすればですね、組織ですとか

機構、それをまた検討する場がございますので、そちらの中に含まれてまいると思うんですが。 

 

○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、質疑を打ち切りますが、協議第 15 号、特

別職の職員の身分の取扱いにつきましては、継続協議といたしまして、次回以降の協議会で再度協

議をしていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。ないようでございますので、協議第 15 号は、継続協議といた

します。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 16 号、新町建設計画に係る小委員会設置についてをご議題といたします。事務局の

方からご説明お願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  それでは協議第 16 号について提案の説明を行います。資料のページは 55 ページでございます。

本協議案は協定項目 25、新町建設計画について協議会に提案する事前の作業として、将来構想の

策定検討、建設計画の策定検討を行う新町建設計画に係る小委員会の設置について提案するもので

ございます。大島郡合併協議会規約第 12 条の規定に基づき、新町建設計画に係る小委員会を設置

し、別紙のとおり要綱を定め、委員を指名するということでございます。その提案の内容につきま

しては、要点がそこに 1 から 3 に記載しております。まず、名称及び委員の構成でございますが、

委員会の名称は、新町建設計画策定検討小委員会、小委員会の要綱は他の小委員会と同じような内

容でお示しをしております。 
構成する委員は、別途会長が指名するものといたします、2 番目の委員会への付託事項でござい

ますが、56 ページの要綱の第 2 条の括弧にございますが、第 1 号といたしまして、将来構想及び

新町建設計画に関する調査、2 号といたしまして将来構想及び新町建設計画の策定検討、3 号とい

たしましてその他将来構想、新町建設計画の策定に関し必要な事項といたしております。3 番目に

本協議会と小委員会との関係につきましては、他の委員会と同様小委員会設置後、調査審議等の状

況は随時協議会に報告を致すものとしております。 
56 ページに入らしていただきますが、56 ページには小委員会の設置要綱の案がお示しをしてお

ります。これは他の 2 つの小委員会と同じような内容でございます。 
次に 57 ページには小委員会の委員の考え方、委員構成の考え方を示しております。他の委員会

と同じような内容ではございますが、他と異なる点につきましては、規約第 8 条第 1 項第 3 号委

員さんの中に郡内の各団体の代表の委員さん 10 名が、学識委員さんとして協議会の委員さんとし

て加わっていただいておりますが、この委員さん方につきましては全員の方について、この小委員

会の方に加わっていただくというようなことで合計 20 名で、構成をしております。 
次の 58 ページには市町村の合併の特例に関する法律第 5 条に規定されております市町村建設計

画に関する法令関係を添付をしておりますのでご覧いただきたいと思います。 
最後の 59 ページには、新町建設計画を策定する組織について、イメージ図を示しております。

大島郡合併協議会から担任事務の一部について、調査審議を行うこの小委員会が設置をされまして、

庶務につきましては、合併協議会の事務局が行います。それと事務方の策定部会としまして、各町

の助役さん、各町の専門部会長さん、それから各町の企画調整担当課長さん、モデル居住圏の局長

さん、時に応じてその他識見を有する方々に加わっていただきまして、専門的な事項につきまして

は各専門部会の分科会も参加をいたしまして、新町建設計画を策定いたすことにしております。以

上で説明を終わります。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうも、説明が終わりましたので、協議第 16 号、新町建設計画に係る小委員会設置につ

いてを議題といたします。委員の皆さん方のご意見なり、ご質疑があれば承ります。 

  はい、どうそ。 

 
○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

  東和町の新山です。小委員会は基本的には公開をされるんでしょうか、それとも非公開なんでし

ょうかということと、委員をどのように選ばれるのか選び方です。それとこの委員会は、とても大

事な委員会になると思います。情報開示とか、情報公開はどうされるのかということをちょっと伺

っておきたいと思います。 
 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  すべて小委員会は、公開といたしております。それから委員の選任につきましては、ご了解をい

ただければ後ほど会長から、他の 3 委員会と合わせて、指名をいただくということになっており
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ます。 
 
○委員（東和町議会員 新山 玄雄） 

  だから公開は、よくわかりましたけれども、その話した内容を協議会で報告をすると、それをい

ろんな広報とかいろんな協議会があったり、座談会があったりいろいろするでしょうが、そういう

形で住民の皆さんにもどんどんどんどん知らせていくという、また必要な場合があれば、いろんな

なんというんですか、キャッチボールといいますかね、そういうようなものを考えておられますか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  委員会の審議状況につきましては、現在も協議会のホームページの建設計画の欄が、まだ工事中

ということで内容が示されておりませんが、そういう場所とかですね、それから協議会だより、そ

れから各町の広報等で随時お知らせをしていくと、それから協議会に対しましては小委員会が開か

れたときに随時文書をもって報告をさしていただくということになっております。 
 
○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

  東和町の新山ですが、あるところでは合併協議会でいろんな論議があったら、審議の内容を全部、

インターネットで流しておるところもあります。まあ大変ですから、そうせというんではないんで

すが、基本的にその姿勢で臨んでもらいたいと思います。 
 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  はい、協議会のホームページ、インターネットでもちろん貼り付けて、皆さんに見ていただくと

いうことを基本にしております。それから・・・、なるべく協議会だよりとかですね、各町の広報

にも毎回、合併に関する協議については載していただくということでお願いをするようにしており

ます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 河原 芳樹） 
  10 番、大島町の河原でございます。いまここの設置のところで、ちょっと文言的にですね、私

たちも加えながら 4 町さんの方とか、一般の市民でちょっと引っかからないかなあと思うのが、

大島郡 4 町の合併の是非を検討する資料として、云々があるわけですが、この是非論がここに文

言として載っておるわけですが、いままでずっと回答してきた中で、合併協だよりもすでにずっと

一連の目標として、いろんな協議を、継続協議を含めながらも、一歩一歩進んでいるような感があ

る中で、この是非という文字はどういうふうなお考えでしょうか、最初に私たちがまだ決をとると

いう事業がいっぱいあるわけですが、そういったものを含めてであろうか、その辺をちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 
 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  当初議論があったと思うんですが、合併協議会の、この協議会でも合併の是非を検討するという

ふうな流れがあったと思うんですけども、それを受け継いでの小委員会でございます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ええですか。はい、どうぞ。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

建設計画でございますが、これはコンサルに出して、ある程度のものを作るわけですが、われわ

れの願いとすれば、合併後の町の建設に携わるのは、実際には職員でございます。やっぱり、建設

計画には大いに職員が携わっていただいて、自分らのものにした建設計画を作っていただきたい。    

そのためには専門部会もございますが、大いに専門部会を使ってですね、職員の意見なり、手法

なりをどんどん取り入れてやっていただきたいと思うわけでございます。ただコンサル任せ、抽象

論に終わるのではなくて、具体的に今からその職員らが新しい町をつくっていくわけですから、計
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画の段階から携わって自分らの知恵を出したユニークなですね、建設計画を是非つくっていただき

たいがと思うわけでございます。 
われわれがいくら意見を述べても、実際働く人が携わってなければ、それこそ絵に描いた餅にな

るわけでございまして、ぜひそういうことにならないためにも、職員に大いに参画をしていただい

て、職員の発想が基になった建設計画を作っていただきたいように思っています。 
それからもう 1 点は、今からの世代を支えるといいますか、若い人の意見も取り入れていただ

きたい。中・高生、いわゆる中学生あるいは高校生の意見も取り入れた、あるいはアンケート調査

なり、意識調査をしたものを参考にしながら、建設計画に反映さしてですね、そういった手法もで

すね、検討していただいてできることなら若い世代の意見も反映して頂きたいがと、こう思います。

以上です。 
 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  よろしいですか。いま西本委員さんがおっしゃったような方向で現在検討しております。 
 
○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、質疑を打ち切ります。協議第 16 号、新町

建設計画に係る小委員会設置につきましては、提案のとおり、大島郡合併協議会規約第 12 条の規

定に基づきまして、新町建設計画に係る小委員会を設置をいたしまして、要綱を定め、委員を指名

することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ないようでございますので、協議第 16 号は、新町建設計画に係る小委員会設置につきま

しては、提案のとおり確認済みとさしていただきます。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは、以上で協議は全部終了いたしましたが、先ほどから協議の中で確認をされました小委

員会に大島郡合併協議会小委員会規程第 3 条によりまして委員の指名を行います。事務局より配

布させますので、記載のとおり指名をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

                   【委員名簿配布】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、いま配布いたしましたので、どうぞよろしくお願いをいたします。 
次にその他の項目で、次回の第 4 回の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） 

それでは次回、第 4 回の協議会の予定をご説明を申し上げます。先般はがきでお知らせをして

おりますけれども、第 4 回の合併協議会の日程につきましては、来月 2 月の 20 日の木曜日、午後

2 時からを予定しております。次は橘町の予定でございます。詳細につきましてはまた後日お知ら

せいたしますのでよろしくお願いいたします。 
なお、いま事務局の方から小委員会の指名、委員指名ということで会長名の指名書をお配りしま

したけども、この後すぐこの協議会終了後、各部屋にお集まりにいただきまして、第 1 回の小委

員会を開催いたしますので、よろしく移動方をお願いいたします。また最後に各小委員会の写真を

撮りたいということでございますので、そのままでお待ち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） 
  以上で、第 3 回の協議会の協議は全部終了いたしましたので、これで閉会をいたしたいと思い
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ますが、今日大変重要な案件がたくさんありました。今後の継続協議になっておりますので、ひと

つ十分なご協議を賜りますよう心からお願いをいたしましてお礼のご挨拶といたします。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 4 時 00 分  閉会〕 
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