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        第４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  4P 

 会議録署名委員の指名  4P 

報告 1 新町名候補選定小委員会  4P 

報告 2 新町事務所調査検討小委員会  9P 

報告 3 新町建設計画策定小委員会 10P 

報告 4 協議調整にあたっての基本方針について 11P 

協議第14 号 （継続協議）一般職の職員の身分の取扱いについて 

（協定項目 9） 

13P 

協議第15 号 （継続協議）特別職の職員の身分の取扱いについて 

（協定項目10） 

16P 

協議第17 号 町名・字名称の取扱いについて（協定項目11） 20P 

協議第18 号 慣行の取扱いについて（協定項目12） 20P 

協議第19 号 条例・規則等の取扱いについて（協定項目13） 22P 

協議第20 号 平成14 年度補正予算（案） 23P 

協議第21 号 平成15 年度予算（案）及び事業計画（案） 24P 

協議第22 号 新町建設計画について（協定項目25） 27P 

 意見交換 30P 

 第 5 回協議会予定 平成15 年 3月 31 日（月）午後 2 時 31P 
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第４回大島郡合併協議会会議録 

招集年月日 平成15 年 2月 20 日（木曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 橘町総合センター 大ホール 

 
 

開会 平成 15 年 2 月 20 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 15 年 2 月 20 日（木）午後 4時 24 分 議長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 49 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 
   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  済 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
委員 学識経験者 大永 忠博    
委員 学識経験者 嶋元  貢    

 
 
欠席委員

等       
     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 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 大島郡合併協議会総務課係長 川口 満彦 
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 徳光 康弘   

会議の概要 別紙のとおり 
委員 学識経験者 河原 芳樹 委員 学識経験者 岸田 邦子 会 議 録 

署名委員 委員 学識経験者 河村  勤  －   －   －  
特記事項 傍聴者 35 名 （一般 22 名  報道 13 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） 
  お待たせいたしまた。時間になりましたので、ただいまから第 4 回大島郡合併協議会を開催いた

します。それでは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） 
それでは一言ご挨拶を申し上げますが、本日は第 4 回の大島郡合併協議会を開催いたしましたと

ころ、格別、寒い中ではありますが、委員の皆様方始め、また顧問でございます柳居先生にはご出

席を賜り本当にありがたく、厚くお礼申し上げます。 

皆さん方、既にご存知と思うんですが、今まで委員でありました久賀町長さんが辞任をされまし

たので、総数が 51 名ということになっております。ご報告申し上げます。 

本日の協議会におきましては、前回の協議会で設置いたしました 3 小委員会からの活動報告と各

種事務事業の協議調整にあたっての基本方針につきましてご報告申し上げますとともに、前回から

の継続協議になっております 2 項目に加えまして、新たに 4 項目の協議をお願いすることにいたし

ております。また平成 14 年度の補正予算並びに平成 15 年度予算、事業計画についての協議をお願

いすることになっておりますので、委員の皆さん方におかれましては、どうか積極的なご意見を十

分たまわりまして心からお願いいたしましてご挨拶といたします。どうかよろしく願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
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、これからの進行につきまして

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、大島町の嶋元貢委員、東和町の新山

玄雄委員につきましては若干出席の時間が遅れるという通告を頂いております。それでは会長の方

に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、私が議長をやるということになっておりますので、しばらく皆様のご協力によりまし

て議長を務めさしていただきます。座ったまま、どうぞよろしく。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

まず最初に、会議録の署名委員の指名を行います。会議録署名委員に河原芳樹委員さん、河村勤

委員さん、岸田邦子委員さんを指名を申し上げます。よろしく願いを申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それから、次に報告に移ります。報告 1 号、新町名候補選定小委員会設置要綱第 7 条の規定に基

づきまして、小委員会の中野委員長より委員会活動報告の申し出がありますのでご報告をお願いい

たします。 

 

○新町名候補選定小委員会委員長（久賀町議会議長 中野 正良） 

それでは失礼いたします。新町名候補選定小委員会より報告をさせていただきます。本小委員会

は先月 28 日の第3 回合併協議会におきまして、会長より 12 名の委員が指名を受けました。 

協議会終了後、別室におきまして 11 名の出席のもと、第 1 回の新町名候補選定小委員会を開催

をいたしました。会議におきましては、委員長、副委員長の互選を行い、委員長に私中野、副委員

長に冨田安英委員が選任をされました。 

その後、協議会におきまして説明を受けました新町名候補選定スケジュールに基づきまして、早

急に募集要領、選定基準のそれぞれの案を作成し、第 4 回協議会に報告、確認を受けることが必要

であることから事務局からそれぞれの素案を受け取りました。各委員はその草案を持ち帰り検討い

たし、先週の 12 日午前 10 時から第 1 回の小委員会を開催いたし、募集要領案、選定基準につきま
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して、協議検討いたし別紙報告のとおり作成をいたしました。 

それぞれの案は、議案と一緒に報告第 1 号としてお届けしているかと思いますが、まず募集要領

の案につきまして説明をいたします。3 ページをご覧くださいませ。 

1 の公募の目的は、住民の合併に関する喚起、住民参加の推進を図ることといたし、2 におきま

しては、合併新町にふさわしい町名を公募することといたしております。3 の公募の方法につきま

しては、応募資格を広く、多くの方から受けるということで、特に制限を設けないこととしており

ます。日本全国、あるいは外国からの応募もできるということでございます。応募の方法は、官製

はがき、電子メイル、ファックスの 3 とおりといたし、必要事項は記載のとおりといたしておりま

す。応募された方に贈呈する賞品につきましては、名称としてふさわしい、公募名として採用され

ました名前を応募した方とし、該当名が複数の場合は抽選により決定をいたします。 

名付け親賞としまして 1 名の方に 50,000 円相当の商品券の贈呈、その他の候補名を応募されま

した 10 名程度の方には、記念品といたしまして 5,000 円相当の商品券、又は特産品を贈ることと

いたしております。新町名が決定されましたら、合併協議会だより、各町の広報紙、ホームページ

等を通じて発表いたすこととしております。なお、名称は漢字、ひらがな、カタカナのみとするこ

とといたしております。 

次に次のページの公募期間といたしまして、本日の協議会におきまして確認決定をいただきまし

たら、来月 3 月 1 日より 4月 30 日までの間に受け付けることといたしております。そして応募活

動といたしましては、協議会だより、各町の広報、ホームページ、また委員さんから出されていま

す各町の町人会、広報各社等の依頼等積極的に行うことといたしております。 

また事務局で募集チラシの作成をいたし、募集することを検討しているようでございます。6 ペ

ージに参考としてお付けをいたしております。募集作品の位置付けといたしましては、原則といた

しまして、公募されたものの中から決定するといたしておりますが、新町名としてふさわしい名称

が応募されなかった場合にはこの限りではなく、また応募作品をそのまま採用をすることが困難な

場合には、必要最低限の修正は可能とし、応募された数によって決定にあたっては影響を及ぼさな

いといたしております。名称の決定方法は、この小委員会において選定基準により、5 から 10 点

程度選定をいたし、協議会へ報告をいたし、協議会の中で決定するとしております。 

なお、協議会におきまして決定できない場合は住民アンケート等の実施により、決定することと

いたしております。選定基準につきましては、5 ページに記載しておりますが、基本事項といたし

まして、新町合併であり、既存の 4 町を廃して新しいまちづくりをするということから既存の町名

は使わないこととしております。新町名の候補は、読み書きが容易な名前で、既存の町名と同じ表

記及び読みが入っていない作品で、漢字がひらかなに変わっても同様でございます。 

次に 1～7 まで条件を記載しておりますが、これに基づき選定していくとしております。以下は

先ほどの募集要領案と重複しておりますので説明を省略いたしますが、次のページに事務局が作成

をいたしました募集チラシ案を添付いたしております。 

以上のとおり新町名候補選定小委員会におきまして、協議決定した募集要領案と選定基準案の説

明は終わりますが、質問に応じまして詳しくまた事務局の方からお答えをいたしますので、検討協

議をたまわり、決定をいただきますようよろしくお願いいたしまして、小委員会の報告といたしま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ありがとうございました。中野委員長さんの方からの報告が終わりましたので、ここで事

務局から追加訂正の申し出がありますので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） 
失礼をいたします。事務局から追加訂正をお願いいたします。先ほど正副委員長と協議をいたし

まして募集要領について追加訂正させていただくということでご了解をいただきました。 

3 ページをお開きいただきたいと思いますが、3 ページの 3、(2)に公募方法の欄の中ところに①

として、官製はがきと記載されておりますが、はがきに加えまして封書による応募も受け付けると

いうことで、官製はがきの後ろに封書という言葉を加えていただきますようお願いいたします。 

したがいまして 6 ページにお付けしております参考としてのチラシにつきましても、4 月 30 日

の下の欄に（官製はがきは当日消印有効）とありますが、ここも（官製はがき、封書は当日消印有
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効）ということになります。 

さらにもう 1 点でございますが、委員会の中で新しい名称が決まったら山口県○○町となるのか

あるいは山口県大島郡○○町となるのかというようなご意見もございました。小委員会で大島郡と

いう名前が残りますというお話しをしてご理解いただいておるわけでございますが、議案をお届け

した後に委員さんの中から、このこともチラシの中で説明した方が良いのではないかというご意見

をいただいております。敢えて、このことにつきましては要領等にはございませんが、チラシの下

の方の選考の欄のところに、新しい町の名称が決まれば山口県大島郡○○町となりますという文言

を追加してチラシの作成をする予定ということで、ご了解をいただきたいと思っております。 

なお 6 ページのチラシにつきましては、あくまでも参考でございますので実際にできあがります

と多少イメージが変わることもございますので、その辺りもご了承をお願いしたいと思います。以

上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、それではただいまから新町名候補選定小委員会の協議又は調整の経過及び結果につきまし

てご質問があれば承ります。よろしくお願いします。 
  

（「議長」と叫ぶ者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 
ちょっと、お聞きしたいんですが、小委員会での大変有意義なご審議に敬意を表するものですが、

広く公募するということになりますと、今の留意事項について旧町名を入れないということはです

ね、私たちの議会の中でも、もう広くやるんだったらもう何でもいい、これがふさわしいという町

名があれば募集要領で規定をする必要はないんじゃないかという意見があったのをご披露さして

いただきたいと思います。 

それとですね、もう 1 点、例えば漢字で久賀町、大島町、東和町、橘町と書いたら駄目ですよと

いうこと、この要綱の中ではそういうことになっているんですが、ひらがな、カタカナであったら

どういうふうになるのか、そこら辺がちょっとこの募集要項の中では、若干理解できにくいところ

がありますが、そこらの点はいかがでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは、事務局の方から、座ったままでお答えします。まず広く公募するということで既存の

町名を入れないという要綱になってございます。取扱い上要領ということになっておりますが、委

員会の中におきましても、いまの既存の町名を使ったらどうだろうかという話も当然出てまいりま

した。その中で新しい町を 4 町が合併して創るのであれば、今までの町名等を使うというのはあま

り好ましくないんじゃないかと、逆に既存のいまの 4 町の名前が出てきたときには、じゃどういっ

た形でそれを選定するのか、非常に難しい、選定もできないという話が出てまいりました。逆にじ

ゃあ、数で勝負したらいいじゃないかという話もありましたが、じゃあ数で勝負ということになり

ますと、それなりにそれぞれの町に愛着のある名前でございます。はがきをみんなに配ってみんな

が投票するようにするぞというような話も出ました。そういうことで最終的には、この協議会に古

い町名といいますか、旧町名は使わないということでお出ししようということで今日お出しをして

おります。 

それからひらがなの関係でございますが、6 ページのチラシ、いま案ということでお示しをして

おりますが、この中に募集要綱の 3 番目でございますが、①といたしまして、名称は漢字の「久賀

町」「大島町」というような形でずっと書いておりまして、その下の段に例といたしまして、ひら

がなで、くか町、おおしま町、とうわ町、たちばな町とひらがなで書いてございますが、これにつ

いては異なる表記の名前のために無効ですよという形で、この募集のチラシでその辺りひらがなの

関係については、周知をしていこうという考えでおります。またチラシにつきましても、当然、大

島郡内全戸配布でございますし、マスコミ関係等につきましてもすべて配信するという体制でいま

考えております。以上でございます。 
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（「失礼ですが、もう 1 点」と叫ぶ者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい。 
 

○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 
すいません、もう 1 点、すいません、しつっこく言うようになるんですが、たとえばですね、冠

に周防をつけた場合ですね、それがいまの旧町村名と一致するかどうか、そこらちょっと教えてく

ださい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
そういう話も出ました、正直なところ。それは今度は小委員会の中で、5 点から 10 点を選考す

るわけですから、あくまでも旧町名は使わないよということでございますので、逆に頭に周防が付

いた場合はどうするか、この辺は小委員会の中でそういう候補名が出てきたときに十分協議しまし

ょうということで結論は付けておりません。あくまでも周防なんとかというのは既存の町にないと

いう解釈でございました。 
 

（「はい、ありがとうございました」と叫ぶ者あり） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

  46 番の吉兼です。2 点ありまして、まずひとつが賞品に関してなんですが、ああ、賞品の前にで

すね、町名をですね、応募されてきたものの中から決められるということだろうと思うんですが、

それは例えばこの名前が多いからこの名前にしようとかそういうことはないんですか、そういうこ

とが基準になるのではなくて、あくまでも委員の皆さんがこれはいいなというふうなのが名前にな

るというのが 1 つと、あと賞品に関してなんですけども、名付け親賞とかが 1 つなんですけども、

たくさんの方が応募されてですね、重なってしまう場合というのは当然あると思うんですが、その

辺はどうなんでしょうか。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

すいません、事務局の方からお答えいたします。まず、いわゆる投票の数によって左右されるの

かどうなのかということだろうと思います。これにつきましては先ほども委員長の方からも報告ご

ざいましたが、選定基準、例えば 5 ページのですね、4、①、1 つの作品に対する応募数は、候補

選定や新町の名称の決定に影響を及ぼさないものとするということで、多かろうと少なかろうとそ

れが新町の名称にふさわしい名前であれば選びますよということがまず 1 点、ですから 1 番にござ

います選定基準、これに見合ったものというのが選定の候補になります。 

それから賞品の関係でございますが、これにつきましては全国の合併協議会でいろんなところで

公募というスタイルが結構いま流行っておりまして、およそ 50,000 円ぐらいの名付け親賞と、こ

れもお一方というような形で実施しているようでございます。特にその他の 10 名程度の方、5,000

円相当の商品券又は特産品ということが書いてございますが、当初、商品券というイメージを持っ

ておりましたが、委員さんの中からせっかく大島にそういうものを応募いただいたんだから、時期

的に見合う物があれば地域の特産品ということも考えてもいいんじゃないかということで、あえて

商品券又は特産品という記述をしております。以上です。 

 
（「はい、ありがとうございました」と叫ぶ者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。はい、どうぞ。 
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○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

選定基準等いろいろご配慮をしておられる内容はよく分かるんでございますが、ここに全国の町

名にあるものは除くとこういうふうに、全国にどういう町があるかというのはなかなか難しいこと

ですから、そういう資料もチラシと一緒に出されるんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
最終的に小委員会の中では、その辺はお配りするように準備はしております。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

これはまあちょっと考え方によるんですが、新しい町名でございますから、広くですね、あまり

縛りをかけないでですね、夢なり、将来の展望なりですね、という大島郡民の皆さんを中心とする

方々の声を広く聞いてですね、その理由も当然ここに書いてございますように、応募した理由も記

載するようになっておるわけでございまして、そういうふうな住民からすれば、あるいは秋田県の

方にある名前と一緒の名前に、まあそれはなっても支障はないんじゃないかと、まあ少なくても山

口県内で同じのがあればですね、これはちょっと支障が出てくると思いますけれども、それといま

のような考え方は既存のいまの町などというふうなものにも、新しい願いが込められたものが出て

くるとするならばですね、あんまり初めから縛りをかけ過ぎない方がええんじゃないかなという気

はいたします。 

これは大変基本事項ということで、非常なご配慮したうえで決めておられるわけですからこの基

準は基準としてあるのは結構なことなんですが、まあそれに基づいてこういうチラシを配っていた

だくようになるということですから、特に異議を申すわけではございませんが、特にそういうふう

な関係もですね、幅広い、希望に満ちた名前の公募というのが決まりましたけれども、あまり初め

から束縛しなくてもいいんじゃないかと、こんなことを感じましたので、ちょっと感じだけ伝えて

おきます。 

 

○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（学識経験者 西村 均） 

東和町の西村です。私も先ほどの意見と同じなんですが、確かにあまり枠組みは少ない方がいい

と思います。中に書いてあるのをみますとですねえ、既存の町名を使った場合、協議会そのものが

潰れた例があるとか、まあ具体的にお伺いをしたいというのが一つと。もう一つは漢字とひらがな

とカタカナを使用するとこう書いてありますですね。のみというのがですね、どうも引っかかって

仕方がないんですが、私も国語は日ごろからあまり、まあ最近になってどうにか興味出したぐらい

でですね、よく分からないんですが、名称は、漢字、ひらがな、カタカナを使用するでいいんじゃ

なかろうかというような気がするんですが、漢字、ひらがな、カタカナのみを使用してくださいと

書いてある、のみというのがちょっと引っかかりましてね、カタカナならカタカナだけでないとい

けないのか、ちょっとニュアンスを（聴取不能）したので、のみというのは消された方がええんじ

ゃないかなと思いました。この 2 点ちょっとお尋ねなんですが、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） 
はい、まず 1 点目の、5 ページの基本事項の関係のことでございますね、ご質問がありましたの

は、これは実例を挙げていただきたいといことでございましょうか、実例でしょうか。 
 

（「はい、そうです」と叫ぶ者あり） 
 

はい、広島県の江田島での、あそこの協議会におきまして新町を決める際に、いま現在は江田島

町、能美町というような形で構成をされておりますが、新しい名前を、市の名前を江田島市という

名前に決めました。その段階でこの合併協議会は停止状態、解散状態になっております。そういっ

た実例のお話を小委員会の中でお話しました。 



 9

それからこののみでございますが、まあ言葉の、文章の流れの中でこういうふうな形になってお

るわけでございますが、逆にカタカナ以外にですね、例えば数字とか記号とかいうような応募を制

限するという意味合いで、これとこれとこれだけですよという意味合いでの文字ということでござ

います。それで敢えてこの募集要領はですね、広く一般に出しませんし、これに基づいてチラシと

かもろもろ多少の文書等で啓発するということでございます。そういう意味合いで使っております。 

もしそういう西村委員さんのような意見ございましたら、今後、この形の文についてはちょっと

考えてみたいと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
よろしゅうございますか、ほかにございませんかね。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 篠本 純一郎） 

似たような意見があると思うんですけれども、16 番の橘町の篠本です。1 つ、2 つほど。一つは、

他県に存在しないというとこがちょっと気になったんです。あまりにも広すぎると思うんです。 

それからもう 1 つは、名付け親賞、1 名 50,000 円、この 50,000 円はどういうあれで、なんか、

自分もちょっと、50,000 円というのはちょっと低いんじゃないかな、せっかくだからもうちょっ

と多いてもいいんじゃないかなという気がしてならんのです。この 4 町の合併の名前の名付け親と

いうたら、それは大変なことだろうと思います。少しそこらも検討して欲しいと思います。以上で

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
一応ですね、景品の関係でございますが、50,000 円ということで、案をお出ししまして、委員

さん方におきましても、これぐらいということで別段ご意見ございませんでした。他の協議会等の

実情を見ますとですね、やれ 100 万円にしようとか、やれ 50 万円にしようとかいうような議論も

出ているようでございますが、大体高くとも 100,000 円で収まっているようでございます。 

それから他県にないものというか、いうような表現ということで、できるだけ他県にあってもで

すね、それなりに夢のある、（聴取不能）というのであれば、それなりの委員会の中で考慮あるか

もわかりませんが、原則としましては他県にもない、どこにもない、いわゆる新しい町を目指した、

4 町の合併を目指した、新しい希望に満ちた名前にしようという意味合いでございました。ちょっ

と説明が答えになるかどうかわかりませんですけれども、そういうところでございます。 
 

（「了解でございます」と叫ぶ者あり） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ないようでございますので、それでは質疑を打ち切ります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
新町名の名称の公募につきましては、3 月 1 日から開始するよう事務局で調整することにしたい

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） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。それでは新町名の名称の公募につきましては、3 月 1 日から開

始するよう事務局で調整することといたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告 2 号、新町事務所調査検討小委員会設置要綱第 7 条の規定に基づきまして、小委員会の

荒川委員長さんより委員会活動報告の申し出がありますので報告をお願いいたします。 
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○新町事務所調査検討小委員会委員長（大島町議会議員 荒川 政義） 

はい、報告をさせていてできます。すいません、座ったままで。本小委員会は先月の 28 日開催

された第 3 回合併協議会において、会長から 16 名の委員が指名を受けました。協議会終了後、別

室において 15 名が出席し、第1 回新町事務所調査検討小委員会を開催いたしました。 

会議においては、委員長、副委員長の互選を行い、委員長に私、荒川政義、副委員長に杉山藤雄

委員が選任されました。その後、小委員会を開催しておりませんので経過報告は出来ない状況にあ

りますが、私の個人的な見解になるかもしれませんが、庁舎の位置の検討にあたって、本庁方式や

分庁方式の違い、メリット、デメリットさらには先進事例を委員さん方といっしょに勉強し、十分

論議を深めながら、先の協議会の中でありましたように協定項目にある組織及び機構の取扱いや専

門部会の動向、支所等の権限を十分検討し、それらを踏まえていただきたいという意見を受けまし

て、委員会を運営していきたいと思っております。 

なお、本日の協議会終了後、第 2 回目の小委員会を開催いたしますので、委員の皆さん方におか

れましては、お運びをいただきますよう申し上げまして報告とさしていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは荒川委員長さんの報告がありましたので、とりあえず新町事務所調査検討小委員会の協

議又は調査の経過及び結果につきましてご質問があれば承ります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
荒川委員長さんの報告 2 号を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告 3 号でございますが、大島郡合併協議会小委員会規定第 7 条の規定に基づき、新町建設

計画策定検討小委員会の新山委員長さんより委員会活動報告の申し出がありますので、ここでご報

告をお願いいたします。 

 

○新町建設計画策定検討小委員会委員長（東和町議会議員 新山 玄雄） 

それではご指名を頂きましたので、委員会の報告をさせていただきます。第 1 回の委員会は 1

月 28 日、大島町のしまとぴあスカイセンターで行いました。出席者は 19 名で、欠席は 1 名でござ

いました。協議事項は新町建設計画策定検討小委員会の組織構成について話し合いました。 

小委員会の委員の互選により、次のとおり委員長、副委員長の選任をいたしました。委員長は私、

新山で、副委員長は平井昭輝様です。 

そして 2 番目に新町建設計画策定検討小委員会の役割等について協議いたしました。事務局より

次の項目について説明を受けました。小委員会の役割、小委員会の構成、合併協議会との関わり、

策定のスケジュール、まあ概要でございましたけどもその説明を受けました。 

そして今後の小委員会の開催スケジュール等について、開催日については事前に日程を調整する。

小委員会は月 2 回のペースで開催する。資料は極力事前に配布し、検討して出席するよう努めると

いうことであります。 

その他としてさまざまな意見がでましたが、主なものをご紹介いたします。小委員会の運営につ

いて委員から出された意見、要望であります。計画の策定にあたっては、山口県、広域圏、郡内各

町の現在のまちづくり計画について、よく把握できる資料を提示してもらい、新町のまちづくりに

ついて取り掛かりたい。また大島郡のおかれている位置付けについて把握できるような資料を提供

してもらいたい。4 町のビジョンと小委員会の方向性に大きなズレが生じないようによく整合性を

図ること。コンサルに全面委任するのではなく、時間をかけても委員の意見を聞いて策定してもら

いたい。4 町に福祉の格差があることを認識し、住民福祉の向上のため格差是正に努める配慮する

こと。各委員の質問に対し専門部会長が十分応えることができる態勢を作ること。情報公開の立場

から委員会は原則公開し、あらゆる媒体を活用し、住民への情報を発信することであります。 



 11

そして 2 回目の委員会は2 月 10 日に行いました。久賀町民センターの視聴覚室で行いました。

出席者は 14 名、欠席は 6 名でありました。委員のほか、主席したものは大島郡合併協議会各専門

部会長 9 名、4 町の企画担当課長 4 名、大島郡モデル居住圏推進協議会事務局長 1 名、大島郡合併

協議会事務局計画課 2 名、ぎようせい研究所、これはコンサルでございますが、3 名出席いたしま

した。 

協議事項といたしましては、新町建設計画の基本方針、事務局から新町建設の基本方針について、

提案説明を受け、質疑を行い基本方針を確認をいたしました。なお、この方針は次回協議会に協議

案として提案することを了承いたしました。大島郡 4 町の現況について、事務局より統計資料によ

り説明を受けました。そして山口県、柳井広域圏及び大島郡 4 町のまちづくりへの取組みについて

ということで、山口県そして柳井広域圏、大島郡 4 町、周防大島モデル居住圏推進協議会の各機関

から現況のまちづくり計画について説明を受けました。 

自由討議の時間を設けまして、テーマは新しい島づくりへの展望ということで、いろいろ意見を

出していただきました。4 町の速やかな一体性を築くネットワークの構築というようなことでござ

いましたが、道路交通網の整備、公共交通機関のネットワーク、情報通信ネットワークの構築等を

テーマに意見交換を行ったところであります。以上、2 回にわたりまして小委員会を開催し、協議

をいたしましたご報告であります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ありがとうございました。ただいま、新山委員長さんの方からご報告が終わりましたので、新町

建設計画策定検討小委員会の協議又は調整の経過及び結果につきまして、ご質問をお受けいたしま

すが、新町建設の基本方針に関する質問につきましては、協議第 22 号で詳細な説明を行いますの

で、その場で協議、質問をお願いしたいと思います。それでは新山委員長さんのご報告につきまし

て、委員の皆様方のご意見、ご質問があればお願いします。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 

小委員会の報告について云々する気持ちはございません。大変ご苦労さんでございます。ただそ

の他のことで小委員会が指摘しておられますように、コンサルに全面委任するのではなく、時間を

かけても委員の意見を聞いて作成してもらいたいというご意見でございました。もっともなことで

あろうと思います。 

と申しますのは概してコンサルが制作するものは、とかくカタカナ言葉が多く、制作の主体であ

る委員会あるいは協議会自体が、いわば真にその意味を理解しえない言葉がままあるように思って

おります。いままでのいろいろなそういう報告書などを見ましても極めてカタカナ的な言葉が多く、

これは時代の趨勢もございますので、非常に日本語に訳しづらい部分もあろうかと思いますが、そ

の辺は十分コンサルに事務局におかれても、住民にその意図するところが明確に伝わるような言葉

で、翻訳をされた言葉で書かれるようにお願いをしたい。でないとこの新しい理念ですね、伝わり

にくい。いわばムードで、いわばなんとなくハイカラな言葉ということになり勝ちでございますの

で、その辺のお願いをしておきたいという趣旨でございます。よろしくお願いします。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。 

ないようでございますので、質疑を打ち切ります。以上で報告 3 号を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告 4 号、各種事務事業の協議調整にあたっての基本方針について事務局の方からご報告を

させます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

それでは報告さしていただきます。ページで 13 ページ、14 ページでございます。この報告は協

議調整にあたって基本方針について報告をいたすものであります。本報告は専門部会が行う各種事

務事業の協議調整、すり合わせにあたっての基本原則を報告するものであります。各町では課長で
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構成する専門部会、担当で構成する分科会において、昨年後半からの事務事業の洗い出しを終わり、

1,200 余りの事務事業の実施状況を 4 町の横並びの比較表、事務事業現況調書を作成をいたしまし

た。これを受けて本年から 11 の専門部会において、この事務事業をＡ、Ｂ、Ｃ、最優先、優先、

普通の 3 つのランクに区分をし、事務事業を比較し、差異がある場合等の課題の抽出等、それに対

する調整を検討し始めました。Ａは協定項目に関わるもので、急を要するもの、Ｂは住民に影響の

あるもの、Ｃは行政内部の事業の区分です。なお、すでに提案をしている一部については、先行し

て調書を作成しまして、その資料に基づきご提案をしているところであります。 

14 ページでございますが、久賀町、大島町、東和町及び橘町が現在行っております各種事務事

業の協議調整にあたっては、次の 6 つの原則を総合的に勘案して調整するものとする。 

1 としまして協議調整の原則でございます。 

アが一体性確保の原則、新町に移行する際、住民生活に支障のないように速やかな一体性の確保

に努めるといたしております。新町に移行する際、住民生活に混乱をきたすことがあってはなりま

せん。特に住民票などの各種証明書の発行や各種申請の手続き、保健福祉サービスや各種施設の利

用など住民生活に直接にかかわる事項については、支障が生じないように速やかな一体性の確保に

努めるものであります 

イといたしまして、住民福祉向上の原則、住民サービス及び住民福祉の向上に努めるといたして

おります。現在 4 町で行っております各種の行政サービスについて、そのサービスに差異があるも

のについては現行のサービスの水準を低下させないことを原則として、受益と負担、制度の健全な

運営等を勘案しまして調整をするものといたしております。 

ウとしまして、負担公平の原則、負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努める。地

方税や保険税、使用料など住民が直接負担するものについては、その税率や料金について負担公平

の原則に立ち、住民に不公平感を与えないように十分配慮し調整に努めるものとしております。た

だし、新町への移行期において、負担の急激な変化が生じるものについては、緩和策等考慮するも

のとしております。 

エとしまして、健全な財政運営の原則、新町において健全な財政運営に努めるとしております。

事務事業の一元化を図る際には、後年度の負担を考慮し、地方分権社会に対応した健全な財政運営

に努めるものとしております。 

オとしまして、行政改革推進の原則、行政改革の観点から事務事業の見直しに努める。行政改革

の視点に立って調整に努めるものでございます。 

カとしまして、適正規模準拠の原則、自治体の規模に見合った事務事業の見直しに努めるといた

しております。 

なお、その下の協議調整等の進め方でございますが、原則としまして、合併時に制度等を統合す

るものとするが、これまでの経緯や住民への影響等から統合が難しいものや新町において統合を図

った方が適当と考えられるものについては、新町において調整をしていくものとする。 

また、協議調整にあたっては、この協議会におきましては、各協定項目の基本方針を合併協議会

で協議することとして、詳細につきましては各専門部会等の行政事務レベルで調整を図るものとす

るということでございます。 

なお、協議会への提案はこの基本方針に基づいて、専門部会、分科会で原案を作成し、事務局で

調整を行った後、幹事会、首長会議の了承を得て、提案をすることといたしております。 

次のページ、15 ページ、16 ページでございますが、すり合せの区分でございますが、16 ページ

の表を見ながらお願いしたいと思います。事務事業の取扱いにつきましては、存続、一元化、廃止

という区分がございます。存続と申しますのは、4 町すべての事務の取扱いがいっしょで、そのま

ま現行どおりいくもの、それとある町で実施していることを新町に持ち越しまして、1国 2 制度的

な取扱いをしていくものとがございます。一元化につきましては、統合と再編がございます。統合

と申しますのは、いずれかの団体の事務事業の制度や仕組みを新町全体に適用していく場合を統合

と申します。それから再編につきましては、構成団体の制度や仕組みを改変し、新町として新たな

ものとしていく場合を再編と申します。それから廃止につきましては、新町において執行する目的、

役割がないと判断され、廃止すべきもの。これも合併時又は合併後に廃止するものの 2 とおりがご

ざいます。ああすいません。常識でございますが、これはそれぞれ、合併時に統合する、合併後に

統合する、すべて合併時に再編する、合併後に再編するというような区分に分かれてまいります。

以上で説明を終わります。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。報告が終わりましたので、各種事務事業の協議調整にあたって

の基本方針につきまして、ご意見があればお伺いいたします。 

ございますか、どうぞ。 
 

（「質疑なし」と叫ぶ者あり） 
 

ないようでございますので、以上で報告 4 号を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それではただいまからいよいよ協議に入らせていただきます。前回の協議会で上程をされました

が、継続協議となっております協議第 14 号、協定項目 9、一般職の職員の身分についてを議題と

いたします。前回の協議会で事務局の提案説明は行われておりますが、再度、説明をいたさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
  それでは協議第 14 号、前回からの継続協議となっております一般職の職員の身分の取扱いにつ

いて、協定項目 9 でございますが、一般職の職員の身分の取扱いについて、次のとおり提案すると

いうことでございまして、この提案の内容につきまして、再度、説明をさしていただきます。 

一般職の職員の身分の取扱いにつきましては、合併特例法第 9 条に規定されておりますように現

職の職員につきましては、合併後も引き続き、新しい町の職員として身分を保有するように措置し

なければならない。また職員の任免給与その他身分の取扱いに関しましては、職員のすべてについ

て公正に処理しなければならないという合併特例法の規定になっております。新設合併をすでに選

択しております。当協議会といたしましては、4 町の一般職の職員を新町の職員として引き継ぐ旨

の提案をしているところでございます。 

次に 2 番目の職員数のことでございますが、平成 14 年 4 月現在の条例定数は 433 名でございま

す。4 町合計でございます。実配置人数では 391 名となっております。平成 16 年の 9 月末の推計

でございますが、職員数見込が合計で 380 名となっておりますが、およそこれらの人数が新しい町

へいくようになると思います。また合併によるメリットであります効率化の観点から合併後におい

ては、定員適正化計画を策定いたしまして、定員管理の適正化に努めていく必要がございます。そ

ういうことで 2 番目の提案をいたしております。 

3 番目でございますが、職員の職名及び職階についての問題でございますが、4 町においては職

名にも違いがございます。人事管理及び職員の処遇の観点から合併時に調整をいたしまして統一を

図る必要がございます。また職階につきましても職務の級に対応する職種、職名がまちまちでござ

いますので、合併時に職名と共に級分類を調整をし統一を図る必要がございます。そういうことで

3 番目の提案をいたしております。 

次に 4 番目の現給の保障の件でございますが、4 町とも給与体系は国に準じたものとなっており

まして、現職につきまして現給を保障するという提案をいたしておるところでございます。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。それではただいま説明がありましたが、一般職の職員

の身分の取扱いにつきまして、ご協議をお願いをしたいと思います。委員さんのご意見、ご質問が

あれば伺います。 
 

（「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。項目 4 つ目のですね、現職員については現給を保障するということで、現給
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というものについての定義をお願いしたいんですが、これには例えば課長手当、そういうのは入る

のか、そうじゃなくて基本的な給料のことをいうのか、その辺を説明をしていただきたいと思いま

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
提案をしております 4 番目の現職員については現給を保障するという現給の定義でございます

が、給料のことでございます。給料です。それでその他諸手当につきましては、当然、各町で支給

範囲又は支給額等に差異があるということでございます。そこにつきましては事務調整の段階で調

整をさして頂きたいと思っております。 
 

（「分かりました。はい、ありがとうございます」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。 

 
（「質疑なし」と叫ぶ者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 篠本 純一郎） 

質問ではなくてお尋ねでございます。これは大変なことだろうと思います。職員 300 人のですね。

4 番目の、いまの現給というと 4 町、現時点ではかなりの差があるわけなんでしょうか、それとも

似たような格好になっているんでしょうか、それからですね、3 番目の項で合併時に調整すると、

ヘタをすると課長の下の人の方が給料が上だったというような格好になりかねんと思うんですよ

ね、そこらもいろいろ問題があると思いますので、ちょっとお尋ねをしたかったんです。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
では、今の 4 番目の現給、現在支給しておる給料ですが、給料の 4 町の差異でございますが、大

変、個々の給料の差をはじき出すというのは、大変難しいんでございますが、要するに国家公務員

を 100 といたしましたラスパイレス指数というのがですね、各町の職員全体で見ております。要す

るに国家公務員 100 としたときに橘町の職員全体は指数がいくらかという数字が出ておりますが、

これが 97 から 100 ぐらいで、4 町ともそう差異はないということでございます。ただ個々の職員

についての比較というのは非常に難しいことがございます。 

要するにそれは役所に入庁してから現在までの職員の経歴というものが皆違うわけでございま

すので、それがすべて同じルートをたどって昇給、昇格してきたということではございませんので、

それは比較するのが非常に難しいということでございますが、よく使われておるのがそのラスパイ

レス指数ということでございまして、大島郡の 4 町のラスパイレス指数の現況は大体 2.いくらか

ら 3 ぐらいの差でございますので、大きな差異はないと考えております。 

それと職名、職階でございますが、前回の資料に付いておるんですが、見ていただきたいと思い

ますが、職名、職階につきまして非常にまあ大きな、どういいますかですね、各町の職名につきま

しても職階につきましても、大変統一性がとれておりません。そういうことで当然、新町になれば

これを統一しなければならないと思いますが、確かにいま委員さんご指摘のように大変な作業では

ないかと思っておりますが、現給を保障するということを基本にですね、調整をしてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 
   
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

よろしいですか、ほかにございませんかね。はい、どうぞ。 
 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

はい、どうぞ。 
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○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

46 番の吉兼です。2 つ目の項目なんですが、合併後の職員数については、新町において定員適正

化計画を策定しとのことなんですが、以前頂いたですね、市町村合併シミュレーション調査報告書

でですね、まあ 150 人ぐらいは、要は減員できるんじゃないかという提案がなされていましたです

けれども、まあ単純に考えてですね、サービスは向上しなくてはいけないのに、いまでも人手不足

は叫ばれているところもあるんじゃないかと思うんですけども、非常になんか減員するというのは

難しいような気がするんですが、それも例えば 10 年を目標にやるとしても、かなり難しい計画な

んではないかと思うんですが、当然、定年で退職される方もいらっしゃると思うんですけども、若

い力もどんどんどんどん入れていかなくてはならないという状態もあると思うんですが、その点の

ところはどうお考えでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
以前、郡内全部にお配りした市町村合併シミュレーション調査報告書の中にも出ておると思いま

すが、その時の数字はですね、4 町の職員数の状況が出ておりましたが、13 年の 4 月 1 日現在で

404 名ですね、この時の数字のことをおっしゃられよるんじゃろうと思いますが、この時の比較で

約 150 名の削減が可能であるということが出ておりました。 

これはですね、この比較はどういうふうにしてやったかといいますと大島郡 4 町が一緒になった

ときに 23,000 人と約、人口になるわけですが、23,000 人の全国の町とか村とかがたくさんありま

すが、それの中で産業構造等が似たような団体を国の方で選んでおるわけですが、それを類似団体

というふうにいたしております。それの中で、大島郡 4 町がいっしょになったとき、既に 23,000

人の町があるとことの比較で、既にいま 1 町になっておるところであれば、まあこのぐらいの、250

名ぐらいの人数でやっておるよということの比較でございまして、非常に荒っぽい比較だと思いま

す。 

そういうことでございますので、いまそれがすべて 150 名の削減ができるかといわれると、それ

は今からの例えば組織機構の問題又は組織機構の問題から例えば本庁方式、分庁方式、総合支所方

式というようなことの中でですね、総合的な職員数ははじき出さなければならないだろうというふ

うに思います。例えばその総合支所方式ということになればですね、それは削減は、そんなに大き

な削減はできないだろうというふうにも思いますし、そこら辺りは今後の協議の中で行っていきた

いと思います。そういうふうになって組織機構がちゃんとできあがりましたら、それに合った定員

適正化計画というのが必要になるんであろう思っておりますので、定員適正化計画は新町の中で検

討するということになると思います。 

 

（「ありがとうございました」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 安本 良夫） 

関連なんですが、そのようにおっしゃいました。定員適正化計画策定に関する関連質問です。当

然、新町ができて適正化計画に則って職員定数の管理が行われるものだと思います。それは当然だ

ろうと思います。その際にやはり行政改革の観点から減員枠は定員適正化の計画に十分ご配慮いた

だきたい。 

ここで協議会の意向として注文を付けるのもいかがかと思いますけれども、国公法も地公法もそ

うですけれども公務員の身分は保障されておると、定年退職で漸次、いわゆる条例定数に近づけて

いくということになろうかと思います。その際に 1 番問題になりますのは、いわば高齢化が進んで

町政に活力を失うということがあってはならない。まあその辺も含めた、いわゆる規制改革の観点

から定員適正化計画が策定されるのであろうとこういうふうに理解をしております。 

したがって 4 町の状態、いま事務局が説明されましたいろいろな問題は非常に分かります。その

中にそういう部分を含めて新しい町の活力を失わないご配慮をいただける、その辺に注文を付ける

とおかしい、協議会の注文事項ではございませんけれども、いわばそういう形で定員管理の適正化



 16

に努めるものとするという議題としてこれで提案されておりますから付け加えて申し上げたわけ

でございます。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ありがとうございます。拝聴さしていただきます。ほかにございませんか。 

それでは、ほかにご意見、ご質問もないようでございますので、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は、提案のとおり確認することに賛成の諸君の挙手をお願いを

いたします。 

 

【挙手多数】 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。挙手多数であります。したがいまして、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は、提案のとおり確認とさせていただきます。 

 

○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 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。これも前回の協議会で事務局の提案説明を行っておりますが、追加の資料

もありますので、再度ご説明をお願いします。 

 

○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さしていた

だきます。 

資料は 2 ページでございます。前回もお話いたしましたけれども、特別職と申しますのは、3 役、

教育長、議会議員、行政委員会の委員、審議会等の委員こういったものでございます。この特別職

につきましては、前回の確認で新設合併ということになりましたので、4 町の法人格が消滅をいた

しますので、すべて失職するということになります。 

そこでご提案のとおり、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。以上のよう

にご提案さしていただいておるところでございます。前回、3 役及び教育長、それから議会議員に

つきましての資料、それからそれに行政委員会の委員を加えました報酬額の資料をお届けさしてい

ただいておるところでございますが、その際、次回以降でその他の職別職についても資料等を提出

いたしますというお話をさしていただいておりますので、今回追加で提出をさしていただいておる

ところでございます。 

前回のをもう一度ご説明をいたしますと、3 役及び教育長につきましては、町長ほか常勤の特別

職として助役、収入役、教育長を置く。任期は各法令の定めるところによる。報酬は 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いうことでさしていただいております。議会

議員につきましては、報酬は 4 町の現行の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

いうことにいたしておりますが、定数及び任期の取扱いにつきましては、議会議員の定数及び任期

の取扱いという別の協定項目がございますので、そちらで別に協議をいたしますということにさし

ていただいております。 

それから今回の項目につきましてですが、資料は 3 ページでございます。4 町の行政委員会及び

その他の特別職につきまして、横表で比較さして頂いております。前回の資料で 1 といたしまして、

3 役及び教育長、2 で議会議員ということでさしていただいておりますので、3 でその他の特別職

という資料としております。 

行政委員会の委員につきましては、具体的な調整といたしましては、委員の数及び任期は各法令

の定めるところによるということにさしていただいておりますが、これも前回ご提案をさしていた

だいておりまして継続協議となっておりますが、農業委員会委員については、別に協議するという

ことにさしていただいております。報酬額につきましては 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いうことにしております。それから公平委員会というのがございますが、
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それぞれ 4 町の3 番目でございますが、共同設置ということにしておりますけれども、これにつき

ましては公平委員会というのは、ほかの地方公共団体に委託したりとか、あるいは共同設置ができ

るという規定になっておりまして、当大島郡 4 町におきましては県内の 4市 42 町村、42 町村です

からすべての町村になりますが、それと 34 団体によりまして構成されております山口県市町村公

平委員会というのが設置されておりまして、これに加入しておるところでございます。 

それから 4 の特別職でございますが、これにつきましては新町において引き続き設置する必要の

あるものは、現行の人数、任期をもとに調整をいたしまして新町において新たに設置をするという

考えを持っておりまして、報酬額につきましては、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いうことでございます、なお、その他の特別職の報酬額につきましては、1 ペ

ージめくっていただきまして 4 ページに4 町の比較を掲載さしていただいております。5 ページに

つきましては、行政委員会のそれぞれの制度的な概要を載せております。それから 6 ページ、7 ペ

ージでございますが、これは合併した際の行政委員会のそれぞれの次の選び方等の取扱いでござい

ます。なお 7 ページの 1 番上が農業委員会となっておりまして、農業委員会の①で新町に一つの委

員会を置き、4 町の選挙による委員の部分は平成 17年 7月 19 日まで在任するということでしてお

りますが、これは先程いました別に協議いたします農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いのと

ころで、7 月 19 日まで在任するという提案をいたしておりまして、まだ確認はされておりません

が、そちらと時期を合わせた事例を作っております。以上が今回のご提案でございます。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ご説明ありがとうございます。それでは特別職の職員の身分の取扱いについてを委員の皆

さん方、ご質疑なりあれば承ります。 

 

（「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。大変、素人的な質問で申し訳ないんですが、特別職の給料に関してなんです

けれども、例えば町長さんとか議員さんなんですけれども 4 町がくっ付いてですね、大きくなると、

当然、政治的な活動費とかもあがるんじゃないかと、心労もあがるんじゃないかと思うんですが、

大体くっ付くと給料はあがるもんなんですかね、どうでしょうか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 

実際、どうあがるかということにつきましては、資料を持っておりませんが、ご提案の趣旨、こ

ちらからの提案の趣旨といたしましては、現在のそれぞれの報酬、4 町同じでございますけれども、

それと合併した後の 23,000 人程度の市町村の特別職の方の報酬額と比較いたしまして検討してい

きたいというふうに考えております。それが今回の提案でございます。そういったことでご理解を

いただけたらと思います。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  46 番、吉兼です。そういう意味として捉えまして、ぜひとも合併してですね、町が広くなって

ですね、皆さん、走り回るわけですからちゃんと給料払っていただいて、しっかり政治活動してい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  東和町の西本でございますが、特別職の人員といいますか、配置といいますか、お尋ねですが。
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収入役の問題でございます。まあ県内の市町村においては、収入役を置いていない町村が半数以上

ということで、久賀町においても収入役さんは置いてございません。会計課の方でいろいろと処理

をされているようでございます。新町においてそういったことの検討がなされたかどうか、ああ、

現在の段階でですね。この提案をするときにそういった収入役はどうするか、県内の他町村を見て

も半数以上の町村が置いておりません。そういった観点、いわゆるまあ経費削減なりででてすね、

置いてない町村があるんですけれども、この合併そのものがひとつには行政経費の削減ということ

が大きな狙いのひとつでもあるわけですが、そこら辺から考え合わせるにそういったことの検討が

あって然るべきと思うんですが、その点はいかがですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  収入役につきましては、前回の資料でお出しして、資料があるんですが、収入役につきましては、

一応欠けた場合には、その職務を代理そのものをまず置くという原則があるんですが、いま委員さ

んがおっしゃった収入役を新町で置くか、どうかということにつきましては新町の条例を検討する

中で最終的には決定するようになろうかと思います。 
 
○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） 
  じゃあ、法定協の中では、そこまで踏み込んだ協定はしないということですね。 
 
○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  そちらにつきましては、こちらで別に検討させていただきたいと、法定協の場ではなくて、検討

さして頂きたいと思っております。 
 

（「はいわかりました」と叫ぶ者あり） 

 

  なお、組織機構という別の協定項目がございますので、その中でもトータルに検討はいたします

けれども、いずれにいたしましても新町の組織でございますので、別の協定項目で検討ということ

になろうかと思います。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  ちょっと今、どういうことなんですか、なにか隠れた部分があるような感じを受けたんですが。 

 

（「いえ、決してそういう意味ではなくて、新町のですね」と叫ぶ者あり） 

 

組織として認めるとですね、そのまま、まあ決まったんだからという格好になりかねないような

受け取り方ができるわけなんですけど、あくまでも新町の中で設置するかどうかを検討するという

のであれば分かるんですけども、その辺はどうなんですか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  いずれにいたしましても、決めるものは新町で決めるということになりますけれども、先程言い

いました組織機構というのはですね、新町はどういう組織で、例えばどういう課があってとかです

ね、そういった新町の組織を決めるというのはですね、同時並行で検討するということになります

ので、そちらの中には話として入ってくるということでございます。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  ということは、この特別職、今日の協議第 15 号をですね、協定項目 10 を承認したら即、収入役

を設置を認められるということにはならないというふうに理解してもいいんですか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
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  さようでございます。 
 

（「はい、分かりました」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんかね。ないよう・・・、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  資料の 5 ページですね、行政委員会の概要の部分で、人事委員会と公平委員会がございます。公

平委員会の場合は、勤務条件に対する措置要求と不利益処分にかかる審査ということですが、とい

うふうに読めるわけですが、いまは当然、小さい市町村においては、当然、県の統一試験ですね、

いわゆる山口県人事委員会に委託をして、そして採用試験を行う。そういうことになっておるんだ

ろうと思いますが、現実は先ほど説明がありましたように 4 市何町ですか、公平委員会を作って法

令に基づいてできるわけですから、そういうふうにやっておられるようですが、その試験に関する

部分は、現実には県の統一試験によって委託して処理させることができるという法令に基づいて行

われているわけですか。実情をお聞きをして置きたいということでございます。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  お答えをいたします。この 5 ページに書いております人事委員会、公平委員会といわゆる職員採

用の試験等の関係とは、かけ離して考えていただきたいと思います。特に職員採用につきましては、

統一試験センターという試験問題等がございます。これを採用して職員採用しているということで

ございます。今回お出ししておりますここにあります人事委員会とは、ちょっとかけ離れたものと

いうことでご理解していただいたらと思います。 
 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  いわば人事委員会に委託をしてという形ではないわけですね、そしたら、県の統一試験というの

は・・・。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  大島郡、4 町それぞれ試験をしておりますが、この試験については他のいわゆるそういう、試験

に関してといいますか、県の町村会を経由してお願いをしております。 
 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  それは法令の何に基づくわけですか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  ですから試験の関係につきましては、何度もいいますけれども、人事委員会とか公平委員会とか

法令にかかわるものでなくて、いわゆる各町が独自に、というか試験問題は統一でございますが、

各町が独自にやっております。そういうことでございます。 
 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  試験し選考するということですね。分かりました。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。それではご意見、ご質問もないようでございますので、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きましては、提案のとおり確認することに賛成の

諸君の挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。挙手多数であります。したがいまして協議第 15 号、協定項目
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10、特別職の職員の身分の取扱いにつきましては、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 17 号、協定項目 11、町名・字名称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） 
  それでは協議第 17 号、協定項目 11、町名・字名称の取扱いについてご説明をいたします。資料

8 ページでございます。まず、ここでいいます町というのは市町村の町ではございませんで、市町

村の中にございます区域の名前で、区域で町
まち

とあるいは町
ちょう

と、○○町
まるまるちょう

、○○
まるまる

町
まち

というものがござ

いますが、それを意味しております。 

今回のご提案の内容でございますが、4 町の字の区域及び名称は、現行のとおりとするというこ

とにしております。では資料の 9 ページをご覧ください。現在 4 町には、先ほど言いました市町村

の区域の中の町
ちょう

、あるいは町
まち

というものはございません。また、大字については、久賀町に 2 つ

です、大島町と東和町に 13、それから橘町に 7 つございます。これだけございますが、同一の名

称というものございません。それから下の方に字の数とありますが、これはいわゆる通称名称の小

字ということでございまして、久賀町に 1,415、大島町に 1,283、東和町に 1,335、橘町に 858 ご

ざいます。 

今回のご提案は、今の資料の右側の具体的な調整の内容と、調整の具体的内容ということに例を

あげておきましたが、新町の名称を仮に○○町ということにいたします。例えば現在の久賀町大字

久賀であれば、○○町大字久賀、大島町大字出井であれば、○○町大字出井と以下はそういった形

になるわけでございます。通称の、字名の小字名の方でございますが、これは先ほど各町、1,000

前後ございますけども同じ名称も存在いたします。しかし、大字ですでに明確に地域が区別されて

いること、あるいは住民の皆さん非常に身近な名称であって、すでに定着していること、こういっ

たことを考えまして、現行のままとするということでご提案をさしていただいております。 

なお現在の 4 町の名前を残すという観点から各町名を大字に残すということで、例えばこの会場

でいいますと今は橘町大字西安下庄ということになりますけれども、例えばこれを○○町大字橘西

安下庄というようなことも検討いたしましたけれども、合併したときの住民の皆さんの混乱を避け

るためには、従来の大字名とする方が適当であろうということと、先進事例におきましても極力字

名等をそのまま使用するという方向にあると、そういったことを考えまして今回の提案ということ

にさし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） 
ありがとうございました。協議第 17 号の町名・字名称の取扱いにつきましては、ご説明が終わ

りましたので、これから委員の皆様方のご意見なり、ご質問があれば拝聴いたしたいと思います。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、協議第 17 号、町名・字名称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。ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 
 

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 17 号は継続協議とさしてい

ただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 18 号、協定項目 12、慣行の取扱いについてを議題といたします。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次長兼総務課長 椎木 巧） 
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それでは協議第 18 号の説明をさしていただきます。慣行の取扱いについて、協定項目 12 でござ

います。資料の 13 ページからとなってございます。慣行の取扱いにつきましては、次のとおり提

案するということで、1、町章、町民憲章、町花、町木等につきましては、新町において定めるも

のとする。2 番目、各種宣言については、新町において定めるものとする。3 番目、表彰制度につ

いては、新町発足後において新たな制度を創設するものとするいうことでございまして、この 3

つの提案でございます。 

次の 14 ページをお開き願いたいと思いますが、各町の町章と町民憲章が記載されております。

いずれも違った町章と町民憲章でございますので、新たに新町において定めるという提案をしたい

と思います。次の 15 ページでございますが、町木、町の木、町の花ですね、町木、町花につきま

しても、各町の特色のある町木、町花が選ばれていると思いますが、これも新たな町になったとこ

ろで、新たに定めるいう提案をしたいと思います。次に宣言でございますが、各町において議会の

議決を受けたもの、又はそうでないものもございますが、そこに記載してある宣言が出されており

ますが、これもすべて新しい町において再度、検討し、定めるという提案をいたしたいと思います。

以上でございます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

協議第 18 号の説明が終わりましたので、これからご意見なり、ご質問があれば承ります。 
 

（「はい」と叫ぶ者あり） 
 
  はい、どうぞ。 
 
○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 

  すいません。ええと町章、町民憲章、町花、町木等の中に入っているかも分かりませんですが、

歌はどうなるんですか。等の中に入っているんですか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

  町民歌とかですね、まあ応援歌というんですかね、何曲か各町にあります。それでいま委員さん

がおっしゃられるように等ということでしておるわけです。 

 

（「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 安本 良夫） 
当然、新しい町の理想が描かれて計画ができあがるわけでございますから、それに応じて新町が

できあがったときに町章も町花も、そういうのは決まって来ると思います。原案のとおりで全く異

議がない、継続審議も必要ではないのではないか、確認してよろしいのではないか、こういうふう

に思いますが。いかがでしょうか。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうも。 

ほかにございませんか。 

  今、せっかく安本委員さんの方から継続の必要ないんじゃないかというご意見もでましたですけ

れども、いかがですか。はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 河原 芳樹） 
  大変結構なご提案で賛成はいたしますが、この公募は以前に各町がとっておりましたような公募

方式でございましょうか。それだけをお聞きしたいんですが、ご予定はどんなもんでしょうか。 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
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  いまの町章、町民憲章、町花、町木、またその他のことでございますが、新たな町になりまして

ですね、そこの中で新執行部、又は議会の代表とかいう方を入れましてですね、新たな選定方法考

えたらどうかというふうに考えておりまして、事務局の方ではそこまでは考えておりません。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ご意見も出尽くしたようでございますので、協議第 18 号、慣行の取扱いにつきましては、原案

のとおり継続協議といたしたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ないようでありますので、それでは協議第 18 号は、継続協議といたしたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 19 号、協定項目 13、条例・規則等の取扱いについてを議題といたします。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 19 号、条例・規則等の取扱いについて、協定項目 13 につきましてご説明を申し

上げます。議案書の綴りは 18 ページでございます。18 ページに条例、規則等の取扱いについて、

次のとおり提案する。3 項目掲げてございます。ご承知のとおり新設合併が行われますと、合併の

日の前日を持ちまして 4 町のすべての条例、規則等は失効いたします。新町の事務事業に支障を来

たさぬよう合併の日及びそれ以降に新たに条例あるいは規則等を制定をいたしまして施行するこ

とになります。 

そこで調整の方針でございますが、1 といたしまして、条例、規則等の制定に当たっては、合併

協議会で協議、承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとす

るということでございます。具体的な作業につきましては、合併協議が整いまして、そして各町議

会の合併に関する議案等が議決された後に開始される作業でございますが、整備の方針といたしま

しては、（1）合併と同時に町長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させるもの。（2）

として、合併後、一定の地域に暫定的に施行させるもの。（3）としまして、合併後、逐次制定し、

施行するものということにしております。2 番目でございますが、同一又は 1 団体のみが制定して

いる条例、規則等については、原則として現行の例によるものとする。3 番目でございますが、類

似、相違又は数団体に制定されている条例、規則等については、いずれかを基本に調整統一すると

いうことでございます。 

先ほど報告の 4 でございましたとおり、4 町が合併したときには、住民生活に支障のないよう速

やかな一体性の確保に努める、基本的にはサービスは高く、負担は低くというような原則がござい

ます。具体的な例をあげますと水道料について基本料金も支払月も違うと、4 町それぞれ違ってお

ります。これらを可能な限り原則に則りまして、基本料金の低いところすり合わせをし、あるいは

住民生活に影響を及ぼさないよう専門部会で調整、協議するという事務作業になりますけれども、

このことが新町の条例とか、規則に反映することになるわけでございます。 

これら基本的な考え方を調整方針といたしまして、この度この協議会におきまして確認をいただ

くということで提案をしております。今後、この協定項目 13、条例・規則等の取扱い以外のもの

につきましても、基本的な事項を協議会において確認をいただきまして、詳細については事務方で

調整をするという観点が出てまいりますので、理解をいただきますようよろしくお願いします。 

19 ページの下の欄の方に施行の方法による区分として、若干詳しく記載しております。また、

20 ページにおきましては、4 町それぞれただいま現在持っております条例とか、規則、要綱等の数

を記載しております。少ないところ 299、多いところで 402 という条例、規則、要綱等がございま

す。100 も差がるということでございます。これらの条例、規則等を方針に従いまして、今後、調

整をして行きますということでございます。また 21 ページ、22 ページにおきましては、参考法令

あるいは先進事例を取りまとめたものをお付けいたしております。以上、協議第 19 号の説明を終

わります。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
協議第 19 号の説明が終わりましたので、委員さんの皆さん方のご意見なり、質問なりございま

したら、お伺いいたします。 

 

【質疑なし】 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ありませんか、ないようでございますので、協議第 19 号、条例・規則等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、協議をいたしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 
 
○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 19 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 20 号、平成 14 年度大島郡合併協議会補正予算を議題といたします。事務局からの説

明をお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

それでは説明をさしていただきます。23 ページ、24 ページをお願いいたします。平成 14 年度大

島郡合併協議会補正予算（案）について別紙のとおり提案するということであります。 

この提案は国、県の補助金の変更に伴う補正でございます。25 ページをお願いいたします。第 1

条におきまして、歳入、歳出それぞれ 16,000 千円を追加し、総額を歳入、歳出それぞれ 28,500

千円とするということでございます。次のページをお願いいたします。26 ページでございます。

各町からの負担金 20,000 千円、これは 4 町掛ける 5,000 千円でございます。3 番の県支出金につ

きましては、県の補助金が 4,000 千円減額ということで、歳入合計が 16,000 千円でございます。 

歳出におきましては、事業費におきまして 16,000 千円計上さしていただいております。これの

説明でございますが、年度末におきましてこのような増額補正をするということでございますが、

これは県を通じまして 2 月になりまして、15 年度に多数の市町村から補助金の要望が予想される

と、国の補助金でございますが、それで満額対応できない恐れがあるので、ついては合併協議が進

んでおる市町村においては、14 年度においてこれを利用して欲しいというよう依頼がございまし

た。それで 14 年、15 年にまたがった事業がございますので、14、15 年の予算を合算と考えてやり

たいということで、これは国の了解済みでございます。 

次のページでございますけれども、事項別明細書でございます。27 ページの負担金でございま

すが、各町 5,000 千円、この補助金は国の補助金が各町に入ってまいります。それを負担金として

出していただくということでございます。それから県の補助金の 4,000 千円につきましては、これ

は合併協議会に入るべきものでございますが、両補助金とも清算ということがございますので、実

際には入っておりません。これは精算をいたしまして入ってくるということでございます。この

4,000 千円につきましては、当初 3 年間 2,500 千円というような県の補助金があるわけでございま

すが、これの 1,000 千円について、14 年度分に補助をいただきたいということで4 町分を組んで

おりましたところが、そのような国の要請もありまして、ここで 5,000 千円を 4 町で組むというこ

とで、この県の補助金ついては来年の予算に 2,500 千円掛ける 4 町ということで計上するというよ

うなことにしております。 

それで支出でございますが、30 ページになります、16,000 千円でございますが、これにつきま

しては、当初の予算におきまして、事務事業の一元化、新町建設計画策定、例規立案ということで、

総額で 21,210 千円の委託料を計上しておりました。それでその他に電算統合のコンサル委託料と

しまして 4,000 千円ということで合計 25,210 千円ということでございました。今回そのような補
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助金が増えたことに伴いまして、委託料の組み替えをいたしました。そこにあげてございますよう

に事務事業の一元化を 1,600 千円増額、将来構想、新町建設計画 3,000 千円、新例規策定 4,245

千円、それでその他としまして 7,155 千円とありますけれども、これは委託料に充てがないわけで

ございますが、ここに計上さして貰っておいて、新年度の方に繰越金として引き継ぐというような

処理をさしていただけたらと思います。これは先ほども申しましたように 14、15 年度にまたがっ

た事業でありまして、14 年度でいったん精算をして 15 年度に繰り越しをさしていただく、14、15

を合算した予算という考え方で、国もご了解をいただいているということでお願いをいたします。

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、協議第 20 号、平成 14 年度の大島郡合併協議会補正予算案につきまし

て、ご質疑があれば。 

 

（「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 西村  均） 
いま説明を聞いて、若干私の方で、14 年度と 15 年度の予算関係がありますね、ここら辺との関

連がですね、どう見ても数字が辻褄があわないといいますか、むしろ先ほどの説明によりますと、

どこでしたかね、かなり使用されてない金額があるんじゃなかろうか、繰越分ですね、来年度予算

を見てますと繰越が 3,500 千円でしたかね。ああ、7,500 千円ですかね、34 ページですか、だから

できれば 15 年度の大島郡合併協議会の予算案がありますね、これと一緒に審議していただいた方

が、よく分かるんじゃないかというような気がしますが、いかがでしょうか。 

ちょっと質問の主旨が分かりますかね・・・、 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、分かりました。15 年度の方も説明をいたさせます。 

 

（「その方が関連した数字が出てくると思います」と叫ぶ者あり） 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

それでは 15 年度の予算と事業計画につきましても、一緒に説明さしていただきます。32 ページ

でございます。15 年度の合併協議会の予算案でございます。 

第 1 条におきまして総額は歳入、歳出はそれぞれ 17,500 千円と定める。2 条におきましは 15 年

度中当会計の予算支出に当たり、款相互の金額は必要に応じて流用することができるとしておりま

す。36 ページでございますが、県支出金としまして、これは 3 年間で 2,500 千円を県の合併準備

補助金ということで、各町に 2,500,000 円がございます。これを 4 町ということで 10,000 千円、

これは合併協議会に直接入ってまいります。それで 5 の繰越金でございますが、これにつきまして

は、14 年度の委託料につきまして、その他として 7,150 千円、7,155 千円、これと今後の残余を足

しまして 7,500 千円ぐらいの繰越しになるであろうということで繰越金に計上いたしております。 

歳出は会議費が 6,168 千円、事務費が 6,420 千円、事業推進費といたしまして 4,789 千円、予備

費 123 千円で、歳出合計として 17、500 千円ということでございます。 

次のページが事項別明細書でございますが、35 ページの 1 番下でございまする。先ほどの県の

補助金でございます。それから 36 ページの第5 款繰越金でございます。7,500 千円でございます。

それと 37 ページでございますが、会議費 6,168 千円の内訳につきましては、委員報酬ということ

で 5,786 千円、これは1 日、4,700 円ということで、委員会を 13 回、小委員会を3 小委員会で 37

回というような予算を組ませていただいております。報償費、旅費、需用費ということでそれぞれ

右側にございます。事務費につきましては、6,420 千円、事務局の運営費でございます。これにつ

きましては共済費、賃金というところで臨時職員 1 名の社会保険料と賃金が組んでございます。旅
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費につきましては、51 千円、需用費につきましては、消耗品ということで 583 千円組んでおりま

すが、会議資料のコピー用紙、コピーのカーボン等につきまして組んでおります。燃料費は 46 千

円、これは車の燃料でございます。計 629 千円ということでございます。それから 12 の役務費に

つきましては、1,514 千円、郵便料といたしまして協議会だよりの発送、それから委員会、小委員

会の案内ということでございます。電話料等ということで、1,170 千円、これは電話、ファックス、

インターネット等のランニングコストでございます。委員さんの保険料として 55 千円組んでござ

います。使用料及び委託料につきましては、車の借上料 504 千円、事務所借上料 360 千円、30 千

円掛ける 12 ヶ月でございます。複写機のリース料 324 千円、これは 27 千円掛ける 12 ヶ月でござ

います。コピーパーフォーマンス料として 480 千円、これは 40 千円掛ける 12 ヶ月でございます。

輪転機のリース料 252 千円、これは 21 千円掛ける 12 ヶ月でございます。その他にハイウエーカー

ド、テレビ受信料ということで 1,986 千円ということでございます。それと負担金補助及び交付金

につきましては、県の職員の手当等に充てるためのものを計上しております。 

それから 38 ページ、次のページですけれども事業推進費として 4,789 千円、先ほどもございま

した報酬としまして、名付け親賞 50 千円、その他で 50 千円 10 名程度でございます。それから 11

の需用費、1,399 千円つきましては合併協議会だよりの発行、2 カ月に 1 回ぐらいの発行を予定し

ております。それと役務費の 960 千円につきましては、建設計画等作成に伴うアンケート等の調査

費でございます。それから委託料につきましては、事務事業で 500 千円、新町建設計画、将来構想

等で 830 千円、新例規策定 1,000 千円、合計 2,330 千円ということでございますが、14 年度の当

初の予算の説明のときに、15 年度の協議会においては、約 9,000 千円ばかりと 16 年度に 3,000 千

円ばかり、委託料が残るということでございましたが、この補正によりまして、15 年度に 2,330

千円ということで、16 年度に今度は例規立案ということで 2,000 千円が委託契約の負担が残って

まいります。 

それと平成 15 年中の、39 ページでございますが、平成 15 年度の事業計画ということで、これ

は 14 年度の計画と大体一緒でございますが、事業目標としましては、建設計画の作成、住民サー

ビスや負担に関する取扱い等、合併協定項目に基づく協議、調整を行い、合併に関し必要な協議を

行うということでございます。それと今回新しく新町例規集の策定ということで入ってまいりまし

た。 

2 といたしまして、事業内容といたしまして、大きな項目といたしまして、（1）合併協定項目の

協議、調整、（2）としまして、新町例規集の策定、（3）としまして、住民への積極的な情報提供に

努めるということ、（4）としまして、国、県との連絡調整、それから協議会を毎月開催することを

原則とするということであげさし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、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 西村  均） 
ちょっと 2、3 お尋ねしたいんですが、まず、28 ページではですね、諸収入の 600 千円、説明欄

には預金利息と書いてあるんですが、預金利息が 600 千円というとかなりの額なんですが、600 円

の桁間違えじゃないかという気がするんですが、ほかに主だったものをですね、この説明のところ

へ記入していただけるとより分かりやすいんじゃないかと思います。預金利息が 600 千円というの

は、えらい多すぎるのではなかろうか、600 円の間違いじゃなかろうか。2、30,000 千円の収入で

すかね、いまの利息では 10 年ぐらいなにせんと。 

それとですね、もう一つ 30 ページでですね、ただいま説明がありましたが、7,155 千円ぐらい

は、使用されない見込みのようにおっしゃっておられました。そうするとこれは、当然、これはマ

イナスの補正をしてですね、やった方が、次のなんといいますかね、7,500 千円、前年度繰越金で

すね、そこら辺の経緯ていうか、辻褄が分かり易いんじゃないかというような気がします。私ども

が見た範囲ではですね、7,500 千円、新年度の予算、どこから来るんだというような感じを持つわ

けです。 

この方を修正するか、来年度予算の方を 7,500 千円の繰越金を没にするか、まあ、これは今期に

使ってしまえば、15 年度の歳入の方の計画にはあがってこないんじゃないかというような気がし

ますが、その辺はいかがでしょうか。 
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（「よろしいですか」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

28 ページの諸収入の 600 千円でございますが、これは預金利息ではございません。預金利息は

はゼロでございまして、内訳としましては、まあ内訳といいますか、補正額はゼロでございます。 

それで当初の 600 千円につきましては、大島郡町長会から 400 千円、大島地域推進協議会から

200 千円ということでございます。今回は補正額はあがっておりません。 

それから 7,155 千円を 14 年度で計上さしていただいておりますが、国、県の補助金につきまし

ては事業が終わらないといただけないというようなこともございます。それで 14 年度には各町か

ら負担金を 1,975 千円いただいておりますけれども、それがいただけないと費用が払えないという

ことがございます。一時借入金とかできませんので、それでこの 7,155 千円は支払いの方の、補助

金ということで、7,155 千円は充てはないわけでございますが、これを組んでおるわけでございま

すが、これを来年に繰越したときに、来年の予算としましては県の補助金が 10,000 千円とこの繰

越金でございます。そうしますとこの繰越金がないと県の補助金だけということになると 3 月とい

うことになりましてですね、この繰越金は繰越をさしていただいて使わさして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次長兼総務課長 椎木 巧） 

すいません、ちょっと、いい足します。26 ページの負担金のところで、新たに 20,000 千円の増

額補正をしながら、7,500 千円の、翌年度に繰越しが出るのはいかがかという質問であろうとか思

うんですが、要するに先ほどの説明はですね、今回、20,000 千円の増額補正をするというのは、

国の方の予算の関係上、法定協が進んでいる協議会については、今年度でその 10,000 千円を取っ

てくれないかと、要するに町が 5,000 千円の補助金が貰えるわけですね。その 3 年間の、16 年度

中であればですね、だから法定協が進んでおるところは、もう 14 年度で取って欲しいということ

になりましたので、実際には今年度、14 年度の予算の中ではここまで予算総額は必要ないんです

が、国の方がまあ来年度はちょっと大変法定協が沢山できておるので厳しくなるということから

14 年度進んでおるところは先に取ってくれということでございますので、ここで 2,000 千円ほど 1

町 5,000 千円ですが、4 町で 20,000 千円の増額補正をさして頂きたいということでございます。

そういうことで県のほうから1町1,000千円の4,000千円を県補助として貰うつもりでございます

が、これは 1町 2,500 千円の 3 年間でございますので、これはもう来年に回そうということで、来

年は 2,500 千円まるまるで4 町で 10,000 千円を 15 年度の予算に、県補助でございます。 

そうすると 14 年はもう既にあと日数もありませんし、当然、執行はできないと思うんです。そ

うしたことで大変あの町の予算と比べると、既に繰越しを出しておるというふうな形に見えますが、

大体これは、法定協の予算というのは、14 年、15 年、16 年と 3 ケ年つながった予算というふうに

考えておりますので、当然、委託契約も 3 年分で契約いたしております。そういうことからして

7,500 千円は、当然、20,000 千円の国からの合併準備補助金が入るということになりますと、これ

は 15 年度に充当するということで当初からもう繰越し、じゃなくて繰越しを見込んでここに計上

さしていただいたということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
よろしうございますか。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございますかね。 
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（「なし」と叫ぶ者あり） 

 

ないようでございますので、質疑を打ち切ります。協議第 20 号、平成 14 年度大島郡合併協議会

補正予算案につきましては、原案のとおり決定をいたしたと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 

 

はい、ありがとうございました。原案のとおり決定をさしていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に協議第 21 号、平成 15 年度大島郡合併協議会予算案及び事業計画案を議題といたします。予

算案につきましては、いま説明がありましたけれども、事業計画について、また事務局に説明を 

願います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

説明はないようでございますので、平成 15 年度の予算案及び事業計画案についてのご質疑を承

ります。 

 

（「質疑なし」と叫ぶ者あり） 

 

はい、ないようでございますので、それでは質疑を打ち切ります。協議第 21 号、平成 15 年度大

島郡合併協議会予算案及び事業計画案につきましては、原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 

（「なし」と叫ぶ者あり） 

 

はい、ありがとうございました。異議ないものと認め、協議第 21 号、平成 15 年度大島郡合併協

議会予算案及び事業計画案につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 22 号、協定項目 25、新町建設計画についてをご議題といたします。事務局のご説明

をお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  はい、それでは協議第 22 号、新町建設計画について、これは協定項目 25 の最初の提案となりま

すが、新町建設計画の基本方針についてご提案をいたします。41 ページをお開き下さい。これか

ら新町建設計画を策定していく上で、建設計画全般にわたり、その基本方針をご確認いただくもの

で、他の先進の合併協議会においても同様な形で確認をしていただいておりますが、建設の小委員

会では 2 月 10 日の委員会において基本方針を協議検討、ご確認をいただきましたので、本日ご提

案をするものです。それから 43 ページ、44 ページの構成案にありますように小委員会でこれらを

協議検討を重ね、これを協議会に報告、確認の作業を重ねていくことになります、新町建設計画の

成案につきましては、全協定項目が確認される終盤になるものと思われます。 

新町建設計画は大きく分けまして、先ほどの 43 ページの新町将来構想の部分とその構成を受け

ての 44 ページの新町建設計画の部分で構成されており、この将来構想と建設計画の策定に関する

基本的な方針を確認していただくものであります。 

合併特例法では、新町建設計画に盛り込むべき事項といたしまして 4 点が示されております。ご

紹介いたしますと 1 点目といたしまして、合併市町村の建設の基本方針、2 点目として山口県が実

施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項、3 点目として公共施設の適正配置、

統合整備に関する事項、4 点目としまして合併市町村の財政計画、これらを建設計画に盛り込むも

のとされております。このような基本的なことを念頭に置いていただきまして、そこにお示しして
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いるような策定の方針で臨むものといたした提案をいたします。 

1 の新町建設計画の策定方針でございますが、新町建設計画は 4 町の合併後の新町を建設してい

くためのまちづくりの指針となるもので、新町のマスタープランとして位置付けられます。また合

併特例法に定めるさまざまな財政計画が本計画に講じられます。 

①計画の趣旨でありますが、本計画は大島郡 4 町の合併による新町建設を総合的に効率的に推進

することを目的に一体性の速やかな確保及び住民福祉の向上を図り、新町の均衡ある発展に資する

ものといたします。②計画の期間につきましては、合併年度及びこれに続く 10 年間の期間につい

て定めものといたします。③計画の構成、新町を建設するための基本方針、基本方針を実現するた

めの主要施策、公共施設の適正配置計画及び財政計画を中心として構成をされます。 

次に④で基本的な考え方について定めております。本計画の基本的な定め方を以下の 6 項目とし

ております。まず①の重点施策の発掘・選定、これは現在の4 町の基本計画をはじめ、国、県など

の上位計画との整合性を図るとともに現在各町で推進をしているまちづくり計画を地域発展の戦

略的施策として、これを取り入れていくものといたします。②計画課題の設定、ハード、ソフト両

面にわたる課題、新たな行政需要を可能な限り想定をいたしまして、これらを計画課題として設定

をいたします。③推進体制の構築、新町の一体性を早期に確立し、新町建設のための推進体制の構

築を図るものといたします。④住民福祉の向上と効率化の推進、多様化する住民ニーズや意識を把

握し、真に住民福祉の向上と新町の均衡ある発展に資するものといたします。また建設計画の実施

を通じまして地域全体がレベルアップし、地域住民の生活水準、文化水準を高めるものといたしま

す。⑤公共施設の適正配置、公共施設は住民生活が今まで以上に利便性の向上が図れるよう適正配

置に努めることといたします。⑥健全財政と着実な計画、真に新町発展に向けた効果的な事業を選

び、合理的で健全な行財政運営に裏付けられた着実な計画といたします。 

以上のようなことを基本方針といたしまして、先程お示しをいたしました 43 ページ、44 ページ

の構成案にしたがいまして、これから協議検討を重ねていくことといたしております。以上で協議

第 22 号の説明を終ります。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  それでは協議第 22 号、新町建設計画につきまして、説明が終わりましたので委員の皆様方の方

からご質問があれば承ります。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  計画でございますけれども、新町の計画は現町の要望事項なり、現計画をですね、持ち寄ったも

のを法定協なり、あるいは執行部の方で調整しながら具体的な計画を進めていくのであろうという

ふうに予測するわけですが、いまひとつ合併特例債の問題があろうかと思います。合併すればこの

大島郡でやはり 127 億 10,000 千円程度の合併特例債が認められるわけでございます。この 127 億

10,000 千円をですね、使ってまあ 10 年間の事業を展開するように、指導してますというか、投げ

かけております。皆が皆これを使う必要もないわけでして、他の町村においては全部は使っており

ません。借金は残しませんよという町村もあるようでございますが、なかんずく非常に財政の厳し

いこの 4 町でございますので、おそらくこの 127 億円は全部消化するようなケースが出るんじゃな

かろうかと思うわけです。この場合、各町村へ、いまの現 4 町へある程度の割り振りをしたもので、

合併特例債の使用を前提とした計画が立てられるんじゃないかというふうに思うわけでございま

す。 

ちなみによその合併先進町においては、すでに各町へですね、その特例債を割り振ってですね、

これに基づいて計画を持ち寄るというような方式を取っておる市町村もあるようでございます。全

部が全部、この 127 億円を割り振るのではなくて、ある程度は、一部は本部の方に置いて、まあ調

整あるは予備費的に置いておると、例えば 100 億円をですね、それぞれの人口割で割ったものでで

すね、いうようなことも考えられるんじゃないかと思うんですが、この辺りの特例債の使用方法な
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り、まあ特例債の計画といいますかね、そこら辺を論議したことがありますか、あるいはこの建設

計画でどのようにこの特例債を採用するものか、お示しをいただきたい。 

 

（「はい、いいですか」と叫ぶ者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  いま西本委員さんがおっしゃられましたことは、大変重要なことではございます。現在、小委員

会で確認をいたしておりますことは、しっかりした将来構想、ビジョンをですね、まず皆さんの意

見を出していただくと、そしてこのビジョンに基づいて、例えば重点的なプロジェクトを貼り付け

るというような作業ですね、まず行いたいということで、小委員会ではそのような意見でございま

す。特に福祉についてはかなり格差があると、ハードに偏った計画ではなくて、しっかり新町を見

据えたソフト面にも配慮した計画を立てるというような意見も出されております。 

先進例を見ますと先ほどおっしゃいましたように特例債をある程度、例えば大島郡でいえば 4

町ですが、割り振ってですね、それで各町の緊急的な事業を出していただくような方法でやってお

られるところもございます。これにつきましてはまだ小委員会の方で検討がされておりませんので、

この場では何とも申し上げられませんけれども、進め方といたしいたしましては、先ほど 43 ペー

ジ、44 ページにありましたようにまず将来ビジョンをしっかりしたものにしていこうと、これも

まあコンサルから提案されたものでなくって、4 町が 1 つになってどういうことが考えられるか、

ここらをですね、しっかりやって欲しいというようなことで、小委員会では毎回、新しい島づくり

と展望ということで自由な意見を出していただく時間を設けまして、話し合いをして、まず第 1

回目を終わったような状況でございます。以上でございます。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  ほぼ、分かりましたけれどもですね、われわれが合併の説明会を町内で開いて、いろいろと住民

の意見を聞いた場合、その、合併をすると周辺といいますかね、僻地のような、町内にもあります

けれどもそういったところが、ますます寂れてくるんではないかという懸念を大変受けております。 
  したがって、むろんそのビジョンもいいでしょう、夢を描くのもいいでしょう、現実に大変辺鄙

なところが寂れるということに対するですね、配慮をやっぱりハードの面で、ソフト面もなんでし

ょうが、それに答えていくためにはですね、ある程度、ただ委員さん方のアイデアだけで競う、ま

あ各町のアイデアだけで競うのではなくて、具体的かつ地域的にですね、今の特例債なり配分して

あげんとその辺りの周辺がまた寂れていくというような懸念が多分にあるわけです。まあ今からの

ことでしょうけれども、そういったことに対する特例債の使用なり、配分なりを十分に考慮に入れ

たですね、建設計画に取り組んでいただきたいがという要望でございます。 
 
○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） 
  私は今の西本委員さんの意見とちょっと違うんですが、まあ過疎的、もうこの島自体が過疎の地

域なんですが、そこが寂れるかどうかは住んでいる人の気持ちによるんじゃないかと思います。 
もうハードを、建物を建ててそれがあるからそこの場所が栄えるなんてことは、自分らはとても

考えられないわけですね。そこに住んでいる人がその住んでいる場所をどういうふうに盛り上げて

いくか、一人ひとりが真摯に考えることによってその地域が伸びていくんじゃないかと私は思って

おります。ですからハード的、まあハード的な面はもう十分、私この島は豊かになっているんじゃ
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ないかと思っていますので、ソフト的な面、要は放送であるとか、情報だとかそちらの面に眼を向

けた方がいいんではないかと、で将来ビジョンに基づいてですね、この島をどうしていこうかとい

う考え方の視点は、非常に賛成でありますし、ぜひともその方向で進めていただきたいと思います。

以上です。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、まあ大変貴重なご意見でございますので、小委員会の方でいろいろな配慮をお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにご質疑ございますかね。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、協議第 22 号、協定項目 25、新町の建設計画につきましては、提案

のとおり新町建設の基本方針を定めることにつきまして、ご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 

 

はい、ありがとうございました。ないものと認めます。したがいまして協議第 22 号、新町の建

設の基本方針を定めることにつきましては、提案のとおり決定をいたしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
以上を持ちまして、本日の提案をいたしました議題はすべて議了したわけでございますけれども、

ここで若干の時間をとりまして、意見の交換会をしたいというふうに思っております。 

今度もいろいろご意見ございましたが、協議の進め方、あるいはまた議題等々につきましてなん

でも結構でございますので、答弁できるものは答弁いたしますからご質疑がありましたら、この場

を借りましてひとつ発言していただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いをいたします 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

46 番の吉兼です。小委員会に対してなんですが、公開ということなんで、ああ、中身を一応公

開をするということで、各小委員会は動いていると思うんですが、実際の傍聴というのは可能なん

でしょうか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  傍聴は可能と考えております。ただし、その小委員会の開催がですね、皆様方に周知できる時間

的なものがあるかどうかというのが、ひとつ問題になっております。ですから公開という、会議規

程の公開もそうでございますが、会議の結果を公開するホームページあるいは協議会だより等でで

きるだけ公開に努めていくという気持ちの方が強いかなという気がしております。 
 
○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

分かりました。ただホームページでは、リアルタイムで発信できるんじゃないかと思うので、ぜ

ひともこういう小委員会、まあ重要な問題を議論しているわけですから、それをどんどん公開して

よりよい合併を目指してますということを町民の方にも、理解してもらうためにもリアルタイムで

どんどんこういう委員会をやりました、やりましたという内容は発信した方がいいと思うんですが

いかがでしょうか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
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  そのような努力をしたいと思います。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

せっかくの機会ですから。 
 
○委員（学識経験者 篠本 純一郎） 
  先ほどの意見、確かにいいことなんですけれども、私みたいな者から見ますとですね、小委員会

そのものをすべて、なんというかな本当の形で話し合いをするのが小委員会だろうと思います。 
こういった形のもので、それを報告するんですから、逐一公開するというのではなくて、やはり

小委員会は小委員会としての話し合いの仕方があると思います。そこはひとつ考えていただきたい

と思います。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ほかにありませんか。ないようでございますので、それではこの意見交換会を閉じたいと

思います。最後になりますがその他の報告について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） 

第 5 回の協議会の予定でございますが、来月3 月の 31 日、月曜日、午後 2 時から開催する予定

にしております。また議案等を発送する、あるいは事前にはがきでお知らせをしますので、ご日程

の確保方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） 
  ほかにないですね、それでは以上で、第 4 回の協議会を閉会をいたしたいと思います。皆様方の

ご協力によりまして大変スムーズに進行いたして、こころから厚くお礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶といたします。 
 

 
 

              〔午後 4 時 24 分  閉会〕 
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