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第 5 回大島郡合併協議会会議録 

招集年月日 平成15 年 3月 31 日（月曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 東和町総合センター 大ホール 

 
 

開 会 平成 15 年 3 月 31 日（月）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 3 月 31 日（月）午後 4時 07 分 議 長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 43 名  

職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
      
会 長 橘 町長 中本 冨夫    
副会長 東和町長 西木  宏 委 員 久賀町議会議長 中野 正良 
副会長 久賀町長 吉村  基 委 員 学識経験者 中原 昭二 
副会長 大島町長 河野 洋治    
委 員 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 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 橘 町議会議員 河野 公二 委 員 学識経験者 松谷智恵子 
   委 員 久賀町議会議員 松村  定 
委 員 学識経験者 河村  勤 委 員 学識経験者 棟広  斉 
委 員 学識経験者 岸田 邦子 委 員 学識経験者 村田 岩治 
委 員 学識経験者 久保 盛行 委 員 学識経験者 村元 和枝 
委 員 学識経験者 小泉 光香 委 員 学識経験者 安本 良夫 
委 員 学識経験者 佐々木 清 委 員 学識経験者 山縣  惠 
委 員 学識経験者 篠本純一郎 委 員 学識経験者 山中八洲通 
委 員 学識経験者 嶋元  貢 委 員 東和町議会議長 山本  保 
委 員 学識経験者 杉山 藤雄 委 員 学識経験者 吉兼 健一 
委 員 学識経験者 高田壽太郎 監査委員 ― ― 
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 
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 
委 員 学識経験者 大永 忠博 委 員 大島町議会議員 冨田 安英 
委 員 学識経験者 大浪 和郎 委 員 橘 町議会議員 中原 臣雄 
委 員 学識経験者 河原 芳樹 委 員 大島町議会議長 平村 眞成 

 
 
 
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 

    

大島町総務課長 岡村 春雄 周防大島広域連合事務局長 末長 健寿 

 
 
 
幹 
 
 
事 

 

大島町企画財政課長 奈良元正昭      ―       ―   
大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典 大島郡合併協議会総務課課長

補佐 
家室 幸喜 

大島郡合併協議会総務課長 椎木  巧 大島郡合併協議会計画課課長

補佐 
中尾 豊樹 

大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義 大島郡合併協議会調整課課長

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 香川 昌則      ―       ―   

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

署名委員 委 員 学識経験者 小泉 光香  －   －    －  
特記事項 傍聴者19 名 （一般 13 名  報道 6 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） 
  定刻となりましたので、ただいまから第 5 回大島郡合併協議会を開催いたします。本日の会議は

お手元の議事日程にそって進めさせていただきたいと思います。それでは開会にあたりまして中本

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。本日は第 5 回になりますが、合併協議会開催にあたっては

委員の皆さん方におかれましても大変ご多用の中ご出席を賜りまして大変ありがたく厚くお礼申

し上げます。 

委員の皆様方には、すでに新聞報道等々でご承知おきのことと思いますが、この度、久賀町長の

選挙によりまして吉村基さんが無投票で当選されたわけでございます。しがいまして新たに大島郡

合併協議会規約第 8 条第 1 項委員に就任をしていただくことになったわけでございます。また 8

条第3項委員の川尻柳井県民局長さんが4月 1日を持ちましての人事異動によりまして古川晃氏に

明日付で交代することになりましたのであわせてご報告を申し上げる次第でございます。 

本日の協議会におきましては、本協議会に設置をされております 3 つの小委員会からの活動報告

と電算システム統合業務の基礎調査委託契約につきましてのご報告を申し上げますとともに前回

から継続協議となっておりました 3 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

しております。委員の皆様方には積極的なご意見、あるいはまたご発言をお願いいたしまして開会

のごあいさつといたします。よろしくお願いをいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
次に会議に入ります前に新たに本協議会の委員に副会長としてご就任をいただきました吉村久

賀町長にごあいさつをお願いいたします。 

 

○副会長（久賀町長 吉村  基） 
ただいまご紹介いただきました久賀町の吉村でございます。中本会長さんを始め、委員の皆様方

がこれまで協議を進めてこられましたことに対しまして敬意を表し、また、今回いっしょにこの協

議会に入れていただきまして、また合併の進展に努めてまいりたいというふうに思います。 

私もＪＡの方の合併では、若干たずさわらせていただきましたが、行政の方は初めてでなにもわ

かりませんので、委員の皆様方のご指導をまたお願いいたしまして簡単ではございますが、あいさ

つとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

                  【拍手多数】 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは早速議事に入りたいと思いますが、議長は協議会規約第 11 条によりまして、会長が務

めるということになっておりますので、これからの進行は中本会長にお願いいたします。 

なお、本日の会議に欠席の通告をいただいておりますのは、顧問の柳居県議、大島町の川原芳樹

委員、珠山キミ子委員、冨田安英委員、橘町の中原臣雄委員、大島町の平村眞成委員の方から欠席

の通告をいただいております。それでは会長さん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、協議会の規約にしたがいまして私が議長を務めさしていただきますのでご協力のほど

お願いいたします。座って進行を行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、早速議事に入りたいと思います。まず会議録署名委員に久保盛行委員、小泉光香委員、

佐々木清委員を指名をいたします。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 

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さんより委員会活動報告の申し出がありますのでご報告の方をお願いいた

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から報告を申し上げます。3月 1 日から新町

名の公募を開始いたしましたが、事務局よりの報告では事前の新聞報道等に基づき、2 月中にすで

に 30 通以上の応募があったようでございます。お手元に公募のチラシをお配りいたしております

が、15,000 枚を印刷いたしまして郡内各戸配布を始め、各方面に配布をいたしております。 

また、各町の広報、ホームページ、懸賞応募雑誌への掲載など可能な限り、ＰＲをしているよう

でございます。なお、先週末の 3 月 28 日現在、公募開始から中間点といったところでございます

が、応募総数 1,132 通とのことであります。また、地域別の応募状況につきましては、郡内が 44

パーセント、県内が 21 パーセント、県外が 35 パーセントであります。 

今後の委員会につきましては、4 月 30 日の公募締め切り後、事務局で取りまとめをした後に選

定会議を開催する予定としております。以上で新町名候補選定小委員会からの報告とさせていただ

きます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ありがとうございました。中野委員長さんの報告が終わりましたので、新町名候補選定小

委員会の協議また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。 

  ございませんか。 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、それでは報告 1 号、新町名候補選定小委員会の報告を終わりといた

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、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。 

 

○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、荒川です。お願いします。本小委員会は先月 20 日開催された第 4 回合併協議会終了後、

別室において委員 16 名、全員が出席をいたしまして 2 回目の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、事務局から機構組織の本庁方式、分庁方式、総合支所方式の説明を受け、それ

ぞれ委員さんから意見をいただきました。いろいろな意見が出されたところでありますが、事務局

内においても機構組織の専門委員会が立ち上がり、検討を始めたということでありますので、その

推移も追って聞きたいと思っております。 

次に今月 24 日、東和町総合センターにおいて第 3 回目の小委員会を開催をいたしました出席委

員は 14 名です。協議内容は現在の各町の組織機構図、そして前回示された本庁方式、分庁方式、

総合支所方式の具体的なイメージ、機構図を資料に再度委員さんから意見を伺いました。前回同様

いろんな意見が出されたわけでありますが、意見の中で 1 つの方向性として、新庁舎の建設という

新たな支出は行わず現況の庁舎の利用をする、組織機構にも左右され若干の改修、改良が必要かも

しれませんが、経費的にも住民感情等からもふさわしいのではないかということが出されました。 

また、地方自治法に事務所の位置を定めるにあたっては、住民の利用に最も便利であるように、

交通事情、他の官公署との関係等について適当な配慮を払わなければならないとあり、新町の組織

機構を協議検討することもその中のひとつの事由であり、たとえば住民の利便性、他の官公署との

位置関係、現在の役場の機能性、収容能力、増改築の余地、島外からの来島の利便性を考慮した位

置、機能的、効率的な役割分担などあらゆる角度からメリット、デメリットを協議検討するという

ことも必要であるということ、あわせて合併シミュレーション報告書にある 10 年後、15 年後に職
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員の削減目標が 80 人から 150 人ということや大島郡の将来人口推計ということも考慮していかな

ければならないという貴重な意見をいただきました。 

それを踏まえまして次回の小委員会は、組織機構だけでなく、新町の位置を定めるにあたり可能

な限り検討資料、事務局案を作って協議をすることとなりました。 

以上、新町事務所調査検討小委員会報告といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございます。荒川委員長さんの報告が終わりましたので、新町事務所調査検討

小委員会の協議または調整の経過及び結果につきましてのご質問があれば承ります。委員の皆さん

方のご意見、ご質問ひとつよろしくお願いいたします。  

なんでもよろしゅうございますから、どうぞ、ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ございませんかね、ないようでございますので、報告 2 号、新町事務所調査検討小委員会のご報

告を終わりといたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告第 3 号、大島郡合併協議会小委員会規程第 7 条の規定に基づきまして、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、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） 

新山でございます。それでは報告をさせていただきます。新町建設計画策定検討小委員会の活動

の報告であります。開催日時は 3 月 7 日、午後 2 時から 4時 25 分まで行っております。開催場所

は久賀町民センターで開催しております。委員の出席状況は出席者は 14 名で、欠席は 6 名でござ

いました。委員のほか出席したものは 17 名、大島郡合併協議会各専門部会長 9 名、4 町企画担当

課長 4 名、周防大島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 1 名ということであります。 

前回の議事概要の確認を行い、協議に入りました。そして第 3 回の協議事項は、前回からの継続

議題であります新町建設計画の将来構想について協議を行いました。大島郡における合併の必要性

と期待される合併効果と、そして合併で懸念される事項と対応策、これについてはすでに合併シミ

ュレーションで提案、確認されている事項でございます。 

小委員会におきましては、協議の進む中で新たに対応される事項等について協議を行いました。

議論のまとまりました時点で協議会に報告をいたします。地域の現状と課題、新町の概況、これに

ついては各種統計資料により説明を行い、今回は新たに各町の財政状況について、財政統計資料に

基づいて説明を行い、現状の認識を行いました。資料請求を行い、まとまりました時点で協議会に

報告をいたします。 

そして次回までの検討事項について 2 点提案を行いました。1 点は新町の将来像とまちづくりの

方向性、その理念について体系図を提案いたしました。2 点はアンケート、一般用の原案について

事前検討を行うこととしました。 

最後に毎回、小委員会で行っている自由討議を行いました。テーマは新しい島づくりへの展望と

いうことで、活力ある産業の振興について、公共施設の適正配置について自由討議を行いました。

出された主な意見をご紹介いたします。各町が現在計画しているプロジェクトと新町でのプロジェ

クトについて方向が異ならないように事務方との十分な調整を取る必要がある。基幹産業を振興す

ることにより農林漁家に所得をもたらすが、流通の過程で、農業でいえば選果場などで新たな雇用

を生むという波及効果もある、大島型の教育を推進することを提案したい。大島郡の地理的条件、

気候、海、山に囲まれた農林水産業のフィールドを多感な青少年の学習の場として提供することに

より大島型の教育が生まれてくる。合併に際し福祉サービスは各町に格差がある、必要なサービス

と見直した方がよいサービスもあり調整が必要であるということであります。 

続きまして、第 4 回の小委員会の報告をいたします。3 月の 26 日、午後の 7 時から 9時 30 分ま
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で行いました。場所も前回と同じ久賀町民センターで開催しております。委員の出席状況は出席

14 名、欠席は 6 名ありました。委員のほか出席したものは 17 名、書いてあるとおりであります。 

これも前回議事概要の確認を行い協議に入りました。第 4 回の協議事項は、前回から引き続き新

町の将来像とまちづくりの方向性、その理念について各委員の意見をいただきました。将来像のテ

ーマ、これは案でありますが、元気、にこにこ、安心の島で拓く 21 世紀の先進居住圏をテーマと

して提案いたしました。 その理由は大島郡のおかれている少子高齢化の現状を打破すること、ま

た平成 10 年大島郡 4 町と山口県で作成いたしました周防大島モデル居住圏構想、通称「元気、に

こにこ、安心の島づくり構想」の継承とこれに新町の施策を踏まえ、さらなる発展、創造、継承図

っていくという理念で、このテーマを提案いたしました。 

またこのテーマを具現化するために 3 つの基本方針を定めております。元気のあるまちづくり、

これは発展ということであります。にこにこのあるまちづくり、これは創造ということであります。

安心のあるまちづくり、これは継続ということであります。この 3 つの基本方針のもとにまちづく

りの方向性、基本となる施策の展開を肉付けして、将来像のテーマを具現化していくこととしてお

りますが、今後、更なる協議を行い、議論をまとめていく予定であります。 

次にアンケートについては、5 月実施を目標にしております。一般用アンケートは対象を郡内の

各世帯約 11,000 世帯を対象とします。中・高校生のアンケートは対象を郡内中・高校に在籍の生

徒及び郡内から近郷圏域の高校に通学する生徒を把握して行うことを原則として、原則であります。

ということで協議に入っております。成案がまとまり次第協議会に提案をいたします。 

そしてその他の事項では、前回の合併で懸念される事項の協議の中で質問が出されました。公共

施設の配置状況の概要について報告を行いました。合併後、庁舎、支所、出張所から比較的離れた

集落で、本庁から遠くなる地域について住民サービスが低下しないように郵便局等にワンストッ

プ・サービスを委託できる地域が何箇所存在するかを確認をいたしました。集落的には東和町が 4

箇所ありました。橘町は 1 箇所ありました。それを確認いたしましたが、今後、新町での組織及び

機構の中につないでいくこととしております。以上が報告でございます。失礼しました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。新山委員長さんの報告が終わりましたので、これより新町建設

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のご質問をお受けいたします。 

どなたからでもよろしうございます。どうぞ、お願いします。ございませんか。 

  

【質疑なし】 

 

それではないようでございますので、報告 3 号、新町建設計画策定検討小委員会の報告を終わり

といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告 4 号、電算システム統合業務等基礎調査委託契約についての事務局よりの報告を行いま

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課課長補佐 中尾 豊樹） 

計画課の中尾と申します。よろしくお願いいたします。それでは電算システム統合業務等基礎調

査委託契約について説明を申し上げます。 

まず第 1 点でございますけれども、電算システム統合のためのコンサルタント委託、電算システ

ム統合のためのコンサルティング業務について透明性を維持するため、電算システム統合業者選定

に中立な業者から見積もりを提出していただきました。見積もりの結果、中電技術コンサルタント

株式会社と平成 15 年 2 月 6 日に委託料 3,150.000 円で契約をいたしました。なお、契約期間につ

きましては、平成 15 年 2 月 6 日から合併特例法に基づく法定合併協議会が廃止される日といたし

ております。 

2 点目でございますが、電算システム統合業者の第一次選定でございます。電算システム統合業

者の第一次選定につきましては、郡内 4 町導入業者、富士通株式会社、株式会社東芝、四国情報管

理センター株式会社及び国内主要業者でございます株式会社日立製作所、日本電気株式会社を含め
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た 5 社を選定いたしました。以上、報告いたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは電算システム統合業務等基礎調査委託契約につきまし

てご意見があればうけたまわります。ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、それでは報告 4 号を終わりといたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
以上で報告事項全部終了いたしました。ただいまから協議に入らせていただきます。継続協議と

なっておりました協議第 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。 

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

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  それでは継続協議となっております協議第 17 号、協定項目 11 でございます。町名・字名称の取

扱いについてご説明いたします。座ったままご説明さしていただきます。資料 1 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なく、市町村の区域の中の町
ちょう

、あるいは町
まち

を意味しております。今回のご提案の内容は、4 町の字の区域及び名称は、現行のとおりとすると

さしていただいております。前回の資料をお持ちの方は協議資料の 9 ページでございます。 

大島郡 4 町には、現在、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。それから大字については、久賀町に 2 つ、大島町に 13、東和町に 13、橘町に 7 つが

ございますが、この中に同一の名称のものはございません。また通称の 町
ちょう

名でございます字につ

きましては、久賀町で 1,415、大島町で 1,283、東和町で 1,335、橘町で 858 ということでござい

ます。 

今回ご提案を具体的に例にいたしますと新町の名称を仮に○○ 町
ちょう

ということにいたします。例

えば久賀町大字久賀というのが現在ございますが、これは○○町大字久賀、それから大島町にも例

えば出井
い ず い

というところがございますけれども、これも○○町大字出井、同じように○○町大字伊保

田、○○町大字秋というような形でそれぞれ存在する大字名をそのまま使うということでございま

す。また、先ほどいいました通称の 町
ちょう

名の字につきまして、かなり数がございますし、同じ名称

も存在いたしますけれども、大字ですでに明確に区別されているということ、あるいは住民の皆さ

ん身近な名称であって定着しているということを考えまして、現行のままということにさしていた

だこうと思っております。 

現在の 4 町の名前を残すという観点から、大字名を変更して各いまの 4 町の名前を大字に残すと

いう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

来の大字名をそのまま使う方が適当であるということ、あるいは先進事例におきましても極力その

まま使用するという方向にあること、こ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） 
はい、ありがとうございました。それでは協議第 17 号、町名・字名称の取扱いにつきまして、

ご協議をお願いいたします。委員の皆様方のご意見なり、ご質問があれば承ります。 

 ございませんか。 

【質疑なし】 

 

それではご意見もないようでありますので、協議第 17 号、協定項目 11、町名・字名称の取扱い

について提案のとおり確認することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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【挙手全員】 
 

はい、どうもありがとうございました。全員賛成でございます。したがいまして協議第 17 号、

協定項目 11、町名・字名称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 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。前回の協議会で事

務局の提案説明は行っておりますが、訂正や参考資料の追加もありますので、再度、説明をいたさ

せます。事務局、お願いします。 

 

○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、協議第 18 号、協定項目 12、慣行の取扱いについてをご説明をさしていただきます。資料

の 2 ページをお開き願います。まず前回の協議会の資料の訂正と追加をお願いいたします。すでに

ここに示しておるのは訂正後のものでございますので、説明をさしていただきます。ただ提案の内

容の変更ではございません。字句の訂正でございます。 

提案の内容の 1 のですね、新町において定めるとなっておりました箇所を新町において新たに定

める、いますでにもう新たに定めるとなっておりますが、新たにというのを加えさしていただくと

いう訂正でございます。 

2 の新町において定めるとなっておりました箇所を同じく新町において新たに定めるに訂正さ 

せていただきます。 

3 のですね、新町発足後において新たな制度をとなっておりました箇所を新町において新たな制

度をに訂正をし、提案をさしていただきます。 

要するに 3 項目とも言い回しを同じような形で行うということに統一さしていただきたいとい

う訂正でございます。 

次に 3 ページございますが、久賀町の町章、町民憲章の制定年月日の訂正でございます。町章つ

きましては、昭和 5 年、町民憲章につきましては、48年 1月 1 日と訂正をさしていただきます。 

次のページで久賀町の宣言の追加でございますが、久賀町の宣言のところに町木、町花が宣言と

しては入っておりませんでした。この度調査の結果、町木、町花を宣言としてからなされておると

いうことでございましたので、ここに新たに町花、町木の、久賀町の宣言を加えさせていただきま

した。 

次のページでございます。表彰制度でございますが、これは今回追加の資料でございまして、表

彰制度の名誉町民の項目を追加しておりますのでご確認をお願いいたします。 

それでは慣行の取扱いにつきましては、次のとおり提案さしていただいておりますので、再度説

明をさしていただきます。1、町章、町民憲章、町花、町木等につきましては、新町において新たに

定めるものとするという提案でございます。2 番目、各種宣言については、新町において新たに定

めるものとする。3 番目、表彰制度については、新町において新たな制度を創設するものとすると

いう提案でございます。 

これらはいずれも現在の町にふさわしいものとして、制定されていたものでありまして新町にな

った後においては、新町にふさわしいものとして新たに制定をしようとするものでございます。 

新町の執行部が選任をされた後に、適当な時期に適当な方法によりまして新たに制定するという

解釈であります。 

前回の協議会でご質問もございましたが、このほかにも町民歌、町の応援歌も町の何々音頭、ま

たはシンボルマーク等があると思われますが、いずれも 1 の町章、町民憲章、町花、町木等の等の

中に含まれているというご理解をいただきたいと思います。以上が提案の理由でございます。 

 

○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 18 号、協定項目 12、慣行の取扱いにつきまし

てご協議をお願いいたします。委員の皆さんのご意見なり、ご質問があれば承ります。 
 

【質疑なし】 
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それでは質問もないようでありますので、協議第 18 号、協定項目 12、慣行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。 

 

【挙手全員】 
 

はい、ありがとうございます。全員の賛同が得られたものとして、協議第 18 号、協定項目 12、

慣行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 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。前回の協

議会で事務局の提案説明は行っておりますが、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長 村田 雅典） 

はい、それでは資料ページで行きますと 9 ページでございます。前回、継続ということで 9 ペー

ジ、協議第 19 号、継続協議ということでお出しをしております。 

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ので、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、規則等を制定し、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。 

（1）といたしまして、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）といたしまして、合併後、一定の地域に暫定的に施行させるもの。（3）といたしまし

て、合併後、逐次制定し、施行するものということで提案しております。 

2 番目に、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 番目に、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。 

前回の会議の資料でいきますとそれぞれ各町の条例が、久賀町 299 本、これは条例、規則、要綱

を含めてでございますが、久賀町が 299 本、大島町が 366 本、東和町が 402 本、橘町が 313 本とい

うような形で随分差異がございますが、この辺りを今日お示ししております基本方針ということを

お決めいただきましたら事務方の方で調整を進めていくということでございます。以上でございま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは協議第 19 号、条例、規則等の取扱いについての、こ

れからご協議をお願いいたします。委員さんの皆さん方のご意見なり、ご質疑があれば承ります。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

  はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  大島町の吉兼です。現行の条例、規則等の数は、4 町合わせてかなりの数になると思うんですが、

このような調整内容で、どのくらいの数になるのか、ちょっと知りたいなというのが 1 つですね。 

あと、今後ですね、合併をするまでにですね、条例等をですね、制定する予定というのが各町お

有りなのかなというのがもう 1 つです。それとですね、あと、2 の項目でですね、1 団体のみが制

定している条例、で原則として現行の例によるということで、原則じゃないというのはどういう項

目になのかなと、ご説明よろしくおねがいいたします。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、3 つほどご質問いただきました。まず条例、規則等の数がどのくらいになるのかというこ
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とでございますが、前回の資料をお持ちの方はお開きいただいたらと思いますが、私先ほど数字を

申し上げましたが、一番多い東和町の条例、規則が 402 本でございます。これは当然、東和町だけ

である条例、規則もあります。でほかの 3 町とほとんど同じような条例等もございます。ですから

数でいくらになるかというのは、今からすり合わせをやって調整をしていくわけでございますが、

多くて 400 から 500 ぐらいになるのではないかなと思います。これがまず第1 点でございます。 

それから合併までに制定される予定の条例、規則ということでございますが、当然、条例、規則、

いろいろな形で事業を進める段階で条例なり、規則を制定しなくてはいけないものがございますの

で、いくらになるということは、ここで数字をお示しすることはできませんけれども、それなりの

通年ペースでいけば規則の改正もありましょうし、新たに制定をするというものもあろうかと思い

ます。これは合併までは当然、いまのペースで条例制定をしていくということになります。 

それから 2 番の原則として現行の例によるものとするということでご質問ございました。現行の

例と、それ以外のものということでございますね。これはですね、当然、合併のまで、来年の、16

年の 10 月 1 日までにいろいろ調整をしていく中で、1 町にしか条例がないけれども合併までには

もうこれは必要ないよ、合併したら必要ないよというのが当然、出て来ようかと思います。この辺

りがもう原則として現行の例に拠らずにもう廃止してしまうという解釈になろうかと思います。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  ええ、わかりました。ただ各町の思いがあってですね、条例等が制定されているものに関しては

ですね、ある程度議論も必要なんじゃないかなと思いました。後ですね、今後制定される条例とい

うことで私どもが非常に興味があるのがですね、男女共同参画推進条例に関してなんですけども、

まあ当然、世の中この問題でですね、かなりもめておりますので、今後の大島においてですね、合

併した後にですね、こういう重要な問題は議論した方がいいんじゃないかと、山口県においてはで

すね、宇部市の例もありましてですね、非常にいい条例が出来上がっていますので、こういった重

要な問題はですね、ぜひとも合併してからやっていただきたいなというのが私の希望です。以上で

す。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。 

ほかに、ございませんか。はい、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、各種事務事業等の調整内容によって、次の事務事業によって整理するとい

うことですが、各町 4 町共通のものはそれでいいと思うんですけれども、合併の後、一定の地域に

暫定的に施行させるものとかですね、あるいは 1 団体のみが、2 のような場合、あるいは 3 のよう

な場合にですね、それぞれの規則、条例等を整理、あるいは存続させるというようなものについて

は、これは協議会で協議するんですかね。後ほど、整理分類したのちに。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  はい、お答えいたします。これは今日お示しておりますのは、当然、基本的なことを協議いただ

くわけでございます。その後事務方のいわゆる事務の現況調査とか、調整、すり合せ等で方向性が

でました段階で、委員会におきましてはご報告という形でお出しする形になろうかと思います。  
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

委員会とは・・・。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
あっ、ごめんなさい。この協議会でございます。この協議会におきまして報告という形でお示し

するような形になります。 
 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
協議会で議決とか、確認ということでなくて報告。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

基本的な方向は、今日お示ししております協議第 19 号で基本的なものは決めていただくと、中

の細かい調整等については、事務方、われわれ職員の方で調整をいたしまして、最終的には協議会

に再度こういった形になりましたというご報告をするという流れになろうかと思いますが。 
 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
いや、まあそれはそれでいいと言えばいいんですが、これはまあ方向性というか、基本的な取扱

いの方向性でしょう、いまの取扱いというのは、議案は。 
 

（「そうです」と発言する者あり） 

 
で、例えば合併後に一定の地域に暫定的に施行させる条例、規則等をですね。ただ専門部会の協

議によって、それをただ法定協に報告して新町はそのまま暫定施行するとこういうことですか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
条例とかの制定につきましては、当然、この協議会の中で決めるものではなくて新しく出来上が

った町の議会なり、あるいは新しく町長になられた方、あるいは逆に合併当日、専決処分というこ

とで職務執行者の方が専決を処分する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） 
いやまあ、それはわかるんですけれども、しかし、条例、規則をですね、ある程度、その法定協

の中で、新町においてもこれは施行させる、というようなですね。提案していくとかですね、新町

において提案するとか、提案するという言葉は適当でないかも分かりませんけどね、専門部会で協

議したものをただ報告するだけで、あとは新町にまかすということですか。そうなるとですね、こ

の法定協議会は、じゃあ何んのための法定協議会かということにも、ある程度、法定協で承認を受

けるとかいうようなことが必要であるんじゃないですか。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
すいません。ちょっと休憩します。 

 

              ［午後 2 時 46 分  休  憩］ 

 

 

 

              ［午後 2 時 50 分  再  開］ 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
再開します。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） 

  申し訳ございません。この資料の 9 ページの1 のところで条例、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ということがございます。この事

務事業の調整内容ということでございますが、当然、協定項目の中に事務事業ということで、20

数項目、例えば補助金とか使用料とか諸々のことが、いずれこの協議会の中に提案させていきたい

と思っておりますけれどもその調整内容に基づいて、この（1）、（2）、（3）という方針を定めると

いうことでございます。 

 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  したがって、どういうことですか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
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  で、方向性をこういう形で決めていくという形で事務方が調整す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） 
  そうすると 1 の合併協議会で協議承認されたという、結局は分離するけども、（1）、（2）、（3）あ

るいは大きな 1、2、3 についても協議会で承認されたというふうに理解、されたものについてとい

うことですか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  各種事務事業に引っかかってまいります。  
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  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。どうもこ

の意味がよくわからないんですが。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  それぞれの項目の、一番初めに協定項目お示ししましたけれども、その中が当然、事務事業も入

っているわけですから、これを協議する段階でどういうふうに調整しますよというのをこの協議会

の中でお決めいただくわけでございます。それに基づいて条例、規則等を整備をしていきますよと

いうこの度の提案になるわけでございます。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  ということは、場合によったら条例等も示しながら協議会で協議するということですか。 

   
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  内容によったら当然、条例に反映するものもございますのでその辺りは、参考資料という形でお

付けすることもあろうかと思います。 
 

（「はい、わかりました」と発言する者あり） 

 

○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 村田 岩治） 
いまの説明で大体わかったんですが、まあ解釈を間違っちゃあいけませんので、確認の意味にお

いてご質問いたします。行政とそれから団体、あるいはその他一般会社企業等々のですね、やり方

というのは基本的に違うだろうと思うんですが、まあ一般団体企業等におきましてはですね、合併

を議決しまして合併時まで、まあこれが 3 ヶ月か半年か知りません、いろいろあろうと思うんです

が、したがって合併を決議しましてですね、スタートする日まで法的ないろいろの措置がございま

すが、これは一般的には設立委員が出ましてですね、設立委員が出まして、その人に最重要課題に

なる法的ないろいろの措置とか、決め事これを決めていくわけでございますが、いまのご説明では

そこまでは入らないというように解釈してよろしいわけですかね。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  言い方が大変口幅ったい言い方になるかもわかりませんが、協議会の委員さんにおきましては協

定項目の概要を詰めていただくというのが、まず第一の仕事でございます。 
 

（「はい、わかりました」と発言する者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 
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【質疑なし】 

 

  ほかにご意見もないようでありますので、協議第 19 号、協定項目 13、条例・規則等の取扱いに

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。 

 

【挙手全員】 
 

はい、ありがとうございます。全員の賛同が得られたものとして、協議第 19 号、協定項目 13、

条例・規則等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 23 号、協定項目 8、地方税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（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
  協議第 23 号、協定項目 8、地方税の取扱いについて、ページ 10 ページでございます。地方税の

協定内容につきましては、合併後の最初の賦課年度であります平成 17 年度の賦課徴収関係につい

てご提案申し上げるものでございます。 

 地方税の取扱いについては、次のとおり提案するといたしております。1、個人町民税、法人町

民税、固定資産税、特別土地保有税、町たばこ税、入湯税については、現行のとおり新町に引き継

ぐ。軽自動車税の税率及び納期については、合併時に統一する。2 としまして、国民健康保険税の

税率及び納期については、合併時に統一する。ただし、税率については、応益割合及び介護納付金

額の確保を考慮しながら、負担公平の原則に立ち、急激な負担増加が生じないように調整に努める

ものとするとしております。 

11 ページをお願いいたします。個人町民税の税率、納期とも 4 町同一でございます。所得割は 3、

8、10 パーセントの 3 段階で、均等割は 2,000 円でございます。納期につきましては、6、8、10、

1 月の 4 回となっております。 

法人町民税についても 4 町同一で、法人税割は、国税であります法人税の 14.7 パーセントが課

税されることになっております。均等割は後ほどの地方税の概要に出てまいりますが、資本金等の

区分に応じて 50,000 円から 3,000,000 円の 9 区分となっております。 

  固定資産税も税率、納期とも 4 町とも同一で、税率は 1.4 パーセントで、納期につきましては、

5、7、12、2 月の 4 回となっております。 

  軽自動車税につきましては、税率は 50 ㏄のバイクから専ら雪上走行するものまで 11 区分となっ

ております。この 11 区分につきましても後ほどの地方税の概要に表示しております。この中で専

ら雪上走行をするものの税率に相違がございますが、これは 4 町とも課税対象はありませんので、

他の税率と同様に、条例準則に基づく税率であります久賀町、東和町の例によるとしております。

納期については 4 月と5 月の相違があります。これにつきましては、軽自動車協会からの軽自動車

税の異動の連絡が 4 月に送付されますので、翌月の5 月を納期とするということで、久賀町、東和

町の例によるとしております。 

  12 ページですが、特別土地保有税については、税率は 4 町とも保有分 1.4 パーセント、取得分 3％

となっておりますが、この制度は平成 15 年度で廃止の予定となっております。 

  町たばこ税については、4 町とも税率は、旧 3 級品以外は、千本につき 2,668 円、旧 3 級品につ

きましては、千本につき 1,266 円となっております。 

  入湯税については、久賀町を除きまして、3 町に条例がございますが、税率はいずれも 1 回の入

湯について、150 円の課税となっております。 

  13 ページの国民健康保険税でございますが、賦課方式は 4 町とも所得割、資産割、均等割、平

等割のそれぞれの税額の合算による 4 方式の賦課であります。国保税の税率につきましては、医療

分と介護分の合算ということですが、4 町に相違がございます。特に資産割について橘町と他の 3

において大きな相違がございます。 

 

  合計のところを見ていただきますと、所得割については、久賀、大島、東和、橘、それぞれ 7.5、 
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7.4、7.2、7.3 パーセントとあまり相違はございません。資産割につきましては、これは固定資産

税額に対するものですが、50、48、47、20 パーセントと橘町が一番低くなっております。均等割、

これは世帯員１人ごとに課税される額ですが、高い方では久賀、橘がそれぞれ 27,200 円と 26,000

円となっており、低い方では東和、大島が 22,900 円、23,000 円となっております。ここにもかな

りの相違がございます。 

  平等割、これは１世帯につきて課税されるものですが、高い方では、久賀、橘が 26,400 円、24,400

円、低い方では、大島、東和が同一で 23,800 円となっております。 

  賦課限度額については、これは課税額の合計がこの額以上になったときの頭打ちですが、4 町と

も医療分は 530,000 円、介護分は 70,000 円となっております。納期については、9 回と 8 回にな

っております。これらの調整につきましては、納期につきましては町県民税の賦課が終わる 6 月の

翌月の 7 月から8 回ということで、東和町及び橘町の例によるとしております。また、税率につき

ましては、応益割合及び介護納付金の確保を考慮しながら、負担公平の原則に立ち、急激な負担増

加が生じないように調整に努めるものとするとしております。 

ここでいう応益割合と申しますのは、国保税の賦課につきましては、担税力に応じて賦課する応

能課税としての所得割と資産割、受益に応じて賦課する応益課税として均等割と平等割があります

が、応益割合は、総課税額に対する均等割と平等割の割合でございます。これは税を公平に負担す

る趣旨からのものでありますが、この割合が 50 対 50 の平準になるように指導されております。 

この割合が 45 パーセントから 55 パーセントの割合におりますと所得区分に応じて、均等割と平

等割について、2 割、5 割、7 割という有利な軽減を被保険者に適用することができ、その費用は

交付金として県と国が補填してくれます。この割合を外れると 4 割、5 割という不利な軽減しか適

用できなくなってまいります。なお、現在は 4 町とも応益割合は、45 から 55 パーセントの間にあ

ります。 

また、介護納付金については、国の方から 40 歳から 64 歳の 2 号被保険者 1 人について、15,000

円程度の負担金が割り当てられてきますので、これを確保するような税率を設定することが必要に

なってまいります。 

具体的な税率の決定につきましては、今回ご提案しております原則をもとに、今後、専門部会等

で、平成 14 年度の決算における国保会計への繰入金の状況や 15 年度の当初課税の総賦課額の状況

を参考にしながら、また、新町における財政負担の状況、今後、提案される水道料、保育料等の使

用料、手数料の取扱いとの関連も考慮しながら、負担公平の原則に立ち、急激な負担増加が生じな

いように調整を進めて行くことになろうかと思っております。 

  14 ページから 16 ページは、地方税の概要を示しております。その中で 14 ページの上の方には、

個人町民税の税率についての記載がありますが、新町になっても均等割の税率は、5 万人以下とい

うことで、2,000 円で変わりません。また下の方には、法人町民税の均等割の税率が資本金と従業

員数に従い示してあります。 

15 ページの下の方、軽自動車税の税率が示してあります。 

  17 ページには、平成 13 年度の 4 町の町税の現況を掲げております。   

  18 から 19 ページには、地方税の取扱いに関する法令を掲載しております。一番上が合併特例法

による地方税の不均一課税でありますが、著しい不均衡があると認められませんので、この特例の

適用は考えておりません。真中が、地方自治法施行令による合併の場合の事務の承継の規定であり

ます。新町が旧町の事務を継承するという一般的な規定であります。事務とは、歳計現金、租税債

権を含む債権、債務、証書、公文書類のみならず、一切の行政処分を含むものとされています。下

の表が地方税法の地方団体の課税権、市町村が課すことができる税目等の規定であります。 

  19 ページには、中段に第 8 条の 2 には、合併があった場合の課税権の承継の定めがあります。

消滅市町村に係る徴収金の徴収を目的とする権利は、継承市町村が承継するとなっております。こ

の場合においては、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続き及び消滅市町村に対してした申告、

不服申し立て、その他の手続きは継承市町村に対してしたものとみなすとなっております。また、

4 項には、この承継をする場合に、新町において条例で別段の定めをしない限り、旧町の条例等に

よるものとするとなっております。これは先ほどすべての条例等は、合併の前日をもって失効する

ため、合併の日に新町の条例を専決処分するという説明がありましたけれどもこれに対する特例で

あります。 

16 年度以前の賦課徴収関係につきましては、この特例により、旧町の税条例で課税されたもの
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が引き継がれたり、修正申告等の場合には、旧町の条例で遡って課税されることになります。 

20 ページから 22 ページについては、先進地事例を掲載しております。下線が引いてありますよ

うに、国保税においては 20 ページの篠山市、個人町民税等においては、21 ページの大崎上島町の

例を参考にしております。 

22 ページには、先進地の各税目ごとの決定方法の例が掲載しております。 

なお、ほかの税務関係の申告体制や前納報奨金、口座振替等については、各種事務事業の協定項

目でありますので、納税の取扱いのところで、次回以降の協議会において、ご提案さしていただく

ことになります。以上でございます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。説明がおわりましたので、協議第 23 号、地方税の取扱いにつ

きましてご協議をお願いいたします。ご意見なり、ご質疑があれば承ります。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

  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、いまの提案で 2 項の国民健康保険税のところですが、負担公平の原則に立

ち、急激な負担増加が生じないように調整に努めるとこうありますが、急激な負担増加ということ

は、これはがっくりは増税ということですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
  13 ページの表を見ていただきたいと思いますけれども、この一覧表で見ますと合計のところを

見ていただきたいと思いますが、大島町と東和町は、ほぼ似通ったこの税率で課税しますと似通っ

た額になろうかと思います。それで例えば大島町、東和町の辺りですり合せをいたしましたとしま

すと、橘町におきましては資産割か 20 パーセントということでございますので、均等割、平等割

は下がりますけれども、例えば固定資産税が 100,000 円かかっておった場合等につきましては、20

パーセントであれば20,000円でございますが、資産割が48パーセントとかになってくると48,000

円ということで、これは負担割合が高くなるわけでございます。それで調整につきましては、この

辺りが一番問題になろうかと思いますが、勘案をしまして資産割について 48 パーセントでなくて

もっと低い率で押さえまして、急激な負担がおこらないというような調整をどうしてもしなければ

ならないんじゃないかなと思っております。それと先ほども申しましたように全体のかかる費用が

ございますので、それらを財政計画等に反映をするといいますか、ほかの使用料、手数料等も調整

をしますとそれらすべてについてどれくらいかかるかということが、当然、今後、必要になってま

いると思いますので、そこら辺りも勘案しながら専門部会等、また幹事会、首長会議等で調整をし

ていくという形になろうかと思います。以上でございます。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
  合併の説明会でですね、まあシミュレーションでも出ておりましたけれども、いわゆるまあ皆さ

んもご承知でしょうが、負担は低い方に、合併後ですね、サービスは高い方に合わしますから住民

の皆様にはご迷惑がかかるようなことはありませんよと、負担は低い方へ、サービスは高い方に合

わせていきましょうということでしたから、原則でもある訳でしょうけれども、もし急激な負担増

加という、これバックには、恐らくいま事務局から説明があったように高い方に合わせていこうと

いうことのようでございますが、そうでしょう。取りようによってはそう取れんこともないわけで

ございます、急激な負担増加が生じないように、むしろ低い方に合わすのであれば、こういうこと

は出て来ないわけですけど、いずれにしても、もしどうしてもある程度、凸凹するためには低い方

を少し上げていかにゃあいけんというのであれば、これは当然に十分な財政状況を住民に示して理

解を求めるというのが、まず前提ではないかと思います。負担は低い方にと言うて歩いておるわけ

ですから、合併をしたら国保税が高うなったというんじゃあ、住民は納得がいかんと思います。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

  ちょっと補足説明を行います。西本委員さんのいまおっしゃられました急激な負担増加が生じな

いようにという意味はですね、要するに合併によって当然、条例が一本化されるわけですが、当然、

国保税の条例の税率が一本化されるということになりますが、その場合に急激な負担増加が生じな

いようにということは、基本的には低くということなんだろうと思います。急激な増加が生じない

ということは、要するに増加にならないということですから、それで先ほど橋本課長の方から説明

がありましたが、13 ページの中で見ていただきましたらおわかりのように、当然、国保税は 4 方

式でございますので、4 方式の中の所得割、資産割、均等割、平等割と 4 つの中がすべて 4 町とも

税率が違うわけです。それでこれの中をですね、例えば調整の方法とすれば、東和町に合わせるか、

橘町に合わせるかと、どっかに合わせるということになります。それでいろいろ試算を行っており

ますが、東和町に合わせた場合には大島郡の 4 町の中で橘町のところで、若干増加が見られると後

の 3 町については、東和町は東和町の税率を適用するわけですから変わりませんが、久賀、大島に

ついては、税額自体は下がってまいります。そういうことでこの調整の中身はまだ出しておりませ

んが、この試算の中では例えば東和町に合わせるか、または 4 つの税率を少しずつ調整して全体で

いまの税額よりあがらないようにするという意味でございます。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 

（「いいですか」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 西村 均） 
  東和町の西村です。この資料の 20 ページですが、先進地事例でですね、篠山市の場合はですね、

国保税の③、財政調整基金は、まあ各町持っておられると思うんですが、これを合併時に適切な額

を持ち寄ると、まあこれ実際にはどのくらい持ち出しているんでしょうか。それと 4 番目の納期前

納付の奨励金ですが、これは郡内どうなんですかね、実際には同じ割合なんでしょうか、そこら辺、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

  国保の基金のことでございますが、国保の基金は当然、4 町合併した時には持ち寄るということ

になります。それで国保の基金の昨年の 12 月 5 日の第 2 回の合併協議会の時の資料でございます

が、財産及び債務の取扱いというところで、12 月 5 日に提案さしていただきました協定項目5 の

資料についておりますが、これはその時の資料の額でございますが、久賀町の国保基金が 20,000

千円、大島町が 24,000 千円、東和町が 49,000 千円、橘町が 56,000 千円という基金ということに

なっております。当然、財産、債務はすべて持ち寄るという、第 3 回目で協定確認を交わしており

ますので、これはすべて持ち寄って国保の基金となるということでございます。 
 
○委員（学識経験者 西村 均） 
  その金額は、いいんですがね。ここに書いてあるのは合併時に適切な額を持ち寄ると書いてあり

ますね。篠山市の場合、実際にはそしたら、まあ例えば東和町が案外、基金がいま 20,000 千円積

み立てがあるとしますか、そうすると 20,000 千円全部持ち出したんじゃあないんじゃあなかろう

かというような考え方がおこるんですけどね。まあ、それはよろしいです。 

  その次の納期前納付ですかね。奨励金の問題なんですが、ここら辺、各町同一なんかどうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
  納期前納付につきましては、今後の納税等の取扱いのところで出てまいるわけでございますが、

各 4 町とも一緒でございます。2、3 年前に納税貯蓄組合の補助金等を廃止を4 町でしましたとき

にそこで統一をいたしております。以上でございます。 

 

（「はい、分かりました」と発言する者あり） 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 村田 岩治） 

40 番です。まあ、先ほどの資料で税金の比率の問題じゃなくて、債務の問題になると思うんで

すが、収納率が各 4 町とも若干相違しておりますよね、多分、これが結果的には延滞ということに

なると思いますが、まあ 4 町の延滞額はいくらあるのか、それもちょっと不明ですが、それはいい

としまして、これは合併時に処理はどうされるのか、恐らく新町に引き継ぐということにならざる

をえないと思うんですが、その場合には当然、旧町は廃止でしょうから新町において責任を持って

継続して新町の条例によって請求していくということになるんですかね。 
 
○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
  新町に引き継ぎまして、徴収活動をいたしまして、徴収を努力するということにしております。 
 
○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。 

 

【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、協議第 23 号、地方税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」と発言する者あり） 

 

はい、異議ないようでありますので、協議第 23 号は継続協議といたします。 

ここで 10 分間休憩いたします。 
 

              ［午後 3 時 20 分  休  憩］ 

 

 

 

              ［午後 3 時 30 分  再  開］ 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  再開をいたします。 

  次に協議第 24 号、協定項目 16、公共的団体等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（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  それでは、協議第 24 号、協定項目 16、公共的団体等の取扱いについてご説明をいたします。資

料は 24 ページをお開き下さい。提案の内容は、公共的団体等については、新町の速やかな一体性

を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。 

（1）各町に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。（2）統合

に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。（3）独自の目的

を持った団体は、原則として、現行のとおりとするとしております。 

  この公共的団体等ということでございますが、資料 28 ページに書いてございますが、説明した

いと思います。その市町村の区域内にある農業協同組合、森林組合その他の協同組合、商工会、商

工会議所等の産業経済団体、青年団、婦人会等の文化事業団体等公共的活動を営むすべての団体を

含み、法人たると否とを問わないとされております。なお、主な公共的団体等につきましては、資

料の 25 ページから 27 ページにわたりまして一覧表としてお示しをさしていただいております。 
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  合併後の新町の区域におきまして、いつまでも従来の 4 町単位で各種の公共的団体が存在すると

いうことは、新町の一体性を確立するという点で好ましいことではありません。合併特例法の第

16 条の 8 項におきましては、合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際して

は、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければな

らないという形で努力義務が定められております。つまり、合併前に各町にあった公共的団体等と

いうものは、合併後においては、新町の一体性の速やかな確立に資するために統合整備に努めなけ

ればならないということでございます。今回のご提案でございますが、公共的団体等のうち、各町

に共通しており、統合が比較的容易にできる団体については、できる限り合併時に統合できるよう

調整に努めるということといたしまして、統合に時間を要する団体につきましては、統合に向けて

検討がなされるよう調整に努めるということにいたしております。また、独自の目的によって設置

されておる団体につきましては、原則として、現行のまま存続させるということとしております。 

 いずれにいたしましても、各団体の実情を尊重いたしまして、調整に努めていくということとし

ております。なお、一覧表にはあるんですが、社会福祉協議会ですとか、消防団といったものにつ

きましては、別に協定項目を設定しているものにつきましては、そちらで協議をさしていただくと

いうことにしております。    

また、農業協同組合ですとか、漁業協同組合、あるいは商工会といったものにつきましては、独

自の取り組みをされているところもございますので、その動向を見守りますとともに、実情に応じ

て関係機関の指導、あるいは助言等も受けまして、協議調整をしてまいりたいと考えております。 

なお、参考資料といたしましては、28 ページに関係法令、あるいは 29 ページ、30 ページに先進

の事例という形で掲載を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、説明がおわりましたので、協議第 24 号、公共的団体等の取扱いについてご協議をお願い

をいたします。ご意見なり、ご質疑があれば承ります。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

  はい、どうぞ。 

 
○委員（学識経験者 嶋元 貢） 
  医師会の嶋元です。質問じゃあございませんが、参考資料の 26 ページに郡の公共的団体の中に

大島郡医師会、大島郡歯科医師会はあるんですが、大島郡薬剤師会がこれは漏れているんじゃない

ですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  大変申し訳ございません。確かにございますので、次回改めまして掲載さしていただきます。 

 

○委員（学識経験者 嶋元 貢） 
  私も 3 団体の代表ですから・・・、 

 

（「申し訳ありません、お悪うございました。」と発言する者あり） 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
40 番です。（3）の独自の目的を持った団体は、原則として、現行のとおりとする、まあこれは

農林水産だろうと思うんですが、わざわざこの原則としてと原則が付いておるんですが、なにか背

景があるんですか、原則の意味について。 
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○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  背景というのは、特段あればでございますが、例えばでございますけれども、このように決まっ

たというわけではございませんが、例えばということでお聞きいただきたいんですが、27 ページ、

ちょっと私開いておりましたので、27 ページでご覧いただきますと、その他のところに久賀町で

なむでん踊保存会というのがございます。それから大島町、隣に日見神舞保存会というのがござい

ます。例えばこういったのは、それぞれ独自の目的がございます団体なんですが、例えばこれから

将来、人口が減っていく、あるいは若い方が減っていくとということでですね、こういった無形文

化財的なものをですね、保存していくのに一緒になった方が効率的ではないかという話が例えば出

てまいる可能性もございます。ですからあくまで基本的にはそのまま存続ということもあり得るん

ですが、そういった可能性も残しながら調整していくということも必要かと思いまして原則という

ことで入れ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） 
  よろしゅうございますか。 

  ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

（「はい」と発言する者あり） 

 

  はい、どうぞ。 

  先にそしたら吉兼さん。 
 

（「すいません。」と発言する者あり） 
 
○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  大島町の吉兼です。この表を見ておりまして、大体横並びのところは、一つの存在になるんだろ

うなという見方をしたんですが、大体もうどういうふうにするというのが分かっているようでした

ら、もう方向が決まっているようでしたら、もう書いていただいてもいいんじゃないかという気が

するんですが、いかがでしょうか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  それにつきましては、あくまでも関係の団体の方のご意志もございますし、これから専門部会の

調整もございますので、今回はまあ 3 種類の継続の仕方といいますか、この取扱いの仕方というこ

とで提案さしていただいております。 
 
○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  はい、分かりました。あとですね、いま大体横並びということで私言ったんですが、分野をです

ね、例えば子供の教育っていうことに当てて、子供の教育とか、ＰＴＡとか、子供会とかその辺が

入ると思うんですけれども、そういうふうにいま組織が分かれてますけれども、同じ分野に携わる

団体としてですね、ある一つの大きな団体を作ってですね、総合的にやっていくというのは、これ

から人数が少なくなっていくこの大島に取ってですね、すごく必要なことなんじゃないかと思いま

す。それの方が予算の効率化も図れますでしょうし、まあ当然それに出席する、皆さん方の都合と

いうのも付きやすいでしょうし、よりいい意見が集まってくると思うんで、是非もし事務方の方で

ですね、この団体はもしかしたらくっ付いた方がうまいこといくんではないだろうかという提案が

あればですね、その機会にそういう提案をしていただいてですね、是非とも今後とも集中してその

分野における問題を討議するような団体というふうな、教育を団体というふうな位置ずけてです

ね、、集中した議論をして効率を高めて、いい大島を作っていっていただきたいなと思うんですが、  

その辺を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。 
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  吉兼さん、いいでしょ。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

  答弁いいでしょ。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

要ります。 

 

（「いえ、要件だけ・・・」と発言する者あり） 

 

ええですね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

  はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
  東和町の高田ですけれども、新町ができまして各種団体が一本化していって、まあこの意味も分

かりますし、またそれがなければ、新しく合併した趣旨も損なわれると、理解できるんですが、会

によりますともう既に郡単位、あるいは郡から県につながっておるというふうなものもあります。 
私が関係しております団体がこれには書いておりませんけれども、東和町の場合、体育指導員協

議会というのがあります。これは郡でも一つになっておるし、お互いが連携しておるし、管内でも

県でもそういうことになっております。活動につきましても、それぞれの町で現在活動してありま

すが、それなりの成果をあげてやっております。 
で私が言いたいのは、一緒になったからすぐ何もかんも一緒にするという考え方はどうかなと、

活動が十分できる体制というものができておるかどうか、小さい方がかえっていい場合もあります。 
まあ私も学校関係におりましたけれども、学校でも大きい学校にすればいいというものでもない

と思うんですね、小さい学校であるが故にいいこともある、だから地域の団体の活動につきまして

も、何でもかんでも一緒にするんでなくて、その関係者と十分協議をした上で、これなら一緒にな

ってもやれるよと、それぞれ思い切った活動ができるよという見通しを持って、活動といいますか、

一本化していくという、そういうふうにご検討していただいた方がええんじゃないかと思うんです

が。以上です。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

  はい、どうぞ。 
  
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

基本的なことですけども、東和町の西本ですけれども、協定項目ですから、これは前のスケジュ

ールを見れば分かるんでしょうけれども、協定は何時頃の予定ですか、各 4 町が協定を結ぶのは。

合併はまあ来年の 10 月 1 日ということは決まっていますけれども、それまでに協定を結ぶわけで

すか、ということは協定を結ぶ時期は、いつごろになるんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  はい、それでは協定はいつごろかということでございます。この合併協議会のスケジュール的な

ものをまずお話したいと思いますが、昨年の11月11日に第1回の合併協議会を開催いたしました、

その時に全体的な流れといたしまして、合併協議会ではこういったことを協議していただきますよ、
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事務的なものはこういったものがありますというスケジュール等もお話したかと思います。 

で最終的には合併の期日までには、どういったことをやらなければいけないといったことで、先

般、平成 16 年の 10月 1 日が合併の期日ということは確認をいただいております。逆算をいたしま

すと国の手続き、あるいは県の手続き等々を踏んで、合併が正式に決まるわけでございますので、

逆算をいたしますと、今年中、今年一杯ぐらいまでにこの協定項目がすべて議了していけば、スム

ースに流れるであろうというふうに私どもは掴んでおります。逆に最悪の場合でも来年の 2 月、あ

るいは 3 月ぐらいまでには協定項目をすべて終らなければ、事業は順調に進まないであろうという

ふうに思っております。ですからいつというのは、ちょっと表現はできませんけれども、イメージ

としては、今年中にどうにかいけばいいかなというふうに思っております。 
 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

はい、分かりました。じゃあ、そのいった後から、例えばここのですね、（1）のできる限り合併

時に統合できるよう調整するように努めるというのは、協定項目の協定がなされて、協定項目が確

認された後から調整に努めるというふうに理解していいですか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  事務的なものはそうなりますが、逆に既に大島郡内におきまして社会福祉協議会、当然これは 4

つの町が 1 つになれば、その中の社会福祉協議会等についても、1 つの団体という形になるわけで

ございますが、既に社会福祉協議会の方では合併の協議の調整を進めております。ですから法定協

がどうのこうのではなくて、既にそれを踏まえてやっている団体さんもいらっしゃいます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ええですか。 

  ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
 

はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 村田 岩治） 

もう一遍確認します。農林水産ですがね、私も（3）の独自の目的を持った団体とこのようにも

う決めつけて物言ったわけですが、（2）番ですか、（3）番ですか、あれは、農林水産団体というの

は。 
 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
農林水産団体、おっしゃいますようにかなり団体ございますけれども、これにつきまして、いま

それを（2）番にするとか、（3）にするというのは特には決めておりませんで、まあ各団体さんと

の協議ですとか、あるいは専門部会の協議の中で、どういった統合なり、取扱いをしていくかとい

うのは各町で明らかになって来ようかと思います。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  よろしゅうございますか。ええですか。 

  ほかにございませんか。 

 

（「もうちょっと」と発言する者あり） 

  はい。 
 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
まあ水産関係ですが、もう新聞で出ておりますようにですね、来年 1月 1 日、県内 1 漁協という

方向で行きょうります。この 4 月にもう各組合ともですね、合併臨時総会という方向で予定ありま

すと思うんですが、そういう方向の中ですから、仮にこれが 2 番になりましたところでね、そこま
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で新町のですね、まあ施行はできるでしょうが、積極的な調整活動ができるのかどうかですね、大

枠で動いておりますから。 
 

○事務局（大島郡合併協議会総務課長補佐 家室 幸喜） 
  今おっしゃられましたのは漁業協同組合の動きでよろしいんでしょうか、いまおっしゃいました

ように 1 県 1 漁協という動きがございますので、例えばこういったものにつきましてはですね、特

殊な取り組みをされていらっしゃいますので、私どもといたしましてはその状況を見守るといいま

すか、その状況を把握しながら、調整を、まあ調整といいますか、私どもが積極的に調整というの

は取りえないと思いますけれども、そういった状況を拝見さしていただいておるということでござ

います。よろしうございますでしょうか。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それでは、議論も出尽くしたようでありますが、協議第 24 号、公共的団体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ご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」と発言する者あり） 

 

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 24 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 25 号、協定項目 17、消防団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） 

  それでは協議第 25 号、協定項目 17、消防団の取扱いについてご説明をさしていただきます。31

ページをお開き願います。 

  消防団につきましては、住民の生命、身体及び財産を火災や風水害から守ることを任務といたし

て設置されておりまして、団員の方々は有事の際には、いつでも出動できるように日頃から鍛錬さ

れているところでございます。32 ページから 34 ページに 4 町の消防団の概略を提示さしていただ

いておりますので、参考にしていただきたいと思います。 

  消防団の名称、区域につきましては 4 町とも条例で定めておりまして、町内の区域ごとに分団を

配置いたしております。その合計数は 32 ページに出ておりますが、62 分団、定員 967 名となって

おります。合併いたしましたら当然、その指揮、命令系統を一本化する必要がございます。 

そこで提案といたしましては、次のような提案を行っております。基本的なことでございますが、

消防団については、合併時に統合するということでございます。1、名称、区域については、合併

時に統合する。2、任用、給与、分限及び懲戒､服務その他身分の取扱いについては、調整し新町に

引き継ぐ。久賀町、大島町、東和町及び橘町の消防団の団員である者については、新町に引き継ぐ。

3、組織、階級、定員、訓練、礼式及び服制については、調整し新町に引き継ぐ。4、消防相互応援

協定については、調整し新町に引き継ぐ。5、消防施設整備については、新町において調整するこ

とといたしております。 

次に 35 ページをお願いいたします。消防団の取扱いに関する法令でございまして、消防組織法

というところの中で、第 1 条はその任務が書いてあります。15 条の 2 項でございますが、先ほど

各町とも条例で定めておるというように申し上げましたが、この組織法の中で消防団の組織は市町

村の規則、すいません、消防団の設置、名称及び区域は条例で定める、次の組織については、市町

村の規則で定める。15 条の 2の 2 項でございますが、消防団員の定員は、条例で定める。15 条の

6 につきましては、消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて

は、下の方に非常勤の消防団員については、条例で定めるとなっております。また、訓練とか礼式、

服制については、規則で定めるというふうになっておりまして、各町ともこれに基づいて条例、規

則で消防団の取扱いを定めておりますが、その中身に若干の調整をしなければ、全くの同じという
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ことになっておりませんので、そこにつきまして調整を行っていき、合併時に統合するという提案

でございます。以上でございます。すいません、もう一つ、次の 36 ページでございますが、すい

ません、先進事例がございましてですね、さぬき市、周南市、東かがわ市、三次市というのを載せ

ておりますが、大島の場合、東かがわ市を参考に調整案を作っております。と申しますのは、ほか

の 3 つの事例につきましては、分団等の組織は、いずれも当面、現行のとおりとするとか、移行後

も当分の間現行のとおりと、または新市の中で統一するとか提案されておりましたので、大島の場

合は東かがわ市の例を参考に合併時に統合するという提案を行うものでございます。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明がおわりましたので、協議第 25 号、消防団の取扱いにつきましてご協議をお願いを

いたします。ご意見なり、ご質問があれば承ります。 

ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、協議第 25 号、消防団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」と発言する者あり） 

 

はい、ありがとうございます。ないようでありますので、協議第 25 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 26 号、協定項目 22、電算システム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計画課長補佐 中尾 豊樹） 

  それでは、37 ページをお開き願いたいと思います。協議第 26 号、協定項目 22 でございます、

電算システムの取扱いについて説明さしていただきます。新町の電算システムの取扱いについては、

住民サービスの低下を招かないよう合併時に電算機器及びシステムを統一し、ネットワークシステ

ムにより運用する。ただし、単独処理業務システムについては、合併後随時調整をするということ

で提案をいたしております。38 ページから 40 ページまで、現在 4 町で電算のシステム化がされて

おります項目がでております。 

下の方に右側でございますけれども、AA、A、B、C というふうに緊急度の度合によりまして、AA

から C まで区分を付けてございます。AA につきましては、統合するときには必ずしておかないと

後々いろいろと業務に支障、差し障りがある等の業務でございます。今回この一覧表に載っており

ますのが、87 業務でございまして、AA につきましては 20 業務、A につきましては 31 業務ござい

ます。 

郡内 4 町におきましては、住民情報を始めといたして、各種の業務を電算システムに移行してお

ります。電算システムを合併期日までに統合しておきませんと住民票や各種の証明書等の発行が出

来なくなる恐れがございます。これは住民生活に多大な影響を及ぼすことが十分考えられるわけで

ございます。 

自治体の規模によりますけれども、通常、電算統合につきましては、業者選定後、約 1 年半から、

2 年必要だといわれております。大島郡におきましては、平日合併でございます。リスク回避のた

めに時間を十分見込んでおく必要があると思います。早期の統合作業に取り掛かる必要があるとい

うことで今回提案を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、ありがとうございました。それでは協議第 26 号、電算システムの取扱いについてご協議

をお願いをいたします。ご意見なり、ご質問があれば承ります。 
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（「はい」と発言する者あり） 

 

  はい、どうぞ。 
 
○委員（学識経験者 西村  均） 

ちょっとお聞きしたいんですが、ここに書いてあります、電算機器及びシステムの統一と書いて

ありますが、電算そのものが 4 町によってそれぞれ違うと思うんですがね、これらはどうなんです

かね、今後、どこどこをダウンしてですね、どこどこの機械を立ち上げて行こうとかっていうよう

な具体的な計画と、まあそれとシステムを同一していこうということなんでしょうか、それと次の

ページに電算業務一覧というものが書いてありますが、これが○とか×とか、各町によってここ書

いてあるんですが、ここら辺の意味がちょっと、ご説明いただければと思うんですが、この 2 点、

ひとつよろしくお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長補佐 中尾 豊樹） 

  はい、第 1 点目でございますけれども、現在 4 つの町で、4 つのシステムが稼働しております。

今回考えおりますのが、新しいシステムに一本化をしたいというふうに考えております。2 点目の

○、×でございます、38 ページから 40 ページの右の方に書いてございますけれども久賀町、大島

町、東和町、橘町と○が書いてあるところが、電算システムに入っている業務でございます。×に

ついては、現在のところ電算化されていない業務でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
よろしうございますか。 

   
○委員（学識経験者 西村  均） 

ちょっと変な話なんですが、かなり機器までですね、統一するということになると金もかかるん

じゃあなかろうかと思いますし、まあ出来れば汎用といいますかね、なかなかいまそれぞれのメー

カーによって、汎用性のない機械が多いように思うんですよ。だからここら辺を互換性を持たした、

この前どこですか、電算機を入れられたというお話でございましたですが、そこら辺からもですね、

そういった知識といいますかね、そういうものをどんどん入れて出来るだけ、安うにですね、統一

を図っていただきたいと思うんですが。よろしくお願いします。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。 

ほかにございませんか。 
 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、協議第 26 号、電算システムの取扱いにつきましては、先ほども説

明がありましたが、統合準備に相当の期間を要するということから継続協議にしないで、今回の協

議会で確認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」と発言する者あり） 

 
はい、ありがとうございます。異議がないものと認めます。 

よって協議第 26 号、協定項目 22、電算システムの取扱いについては、提案のとおり確認するこ

とに賛同の諸君の挙手をお願いをいたします。 

 

【挙手全員】 
 

はい、全員賛成でございます。したがいまして協議第 26 号、協定項目 22、電算システムの取扱
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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） 
以上で本日提案をいたしました議題は、すべて協議を終了いたしました。ここで若干の意見交換

の時間を設けたいというふうに思っております。委員の皆様方から協議の進め方、なんでも結構で

ございますので、ご意見があれば、あるいはまたご質問があれば承ります。よろしくお願いします。

折角の機会ですから、あればどうぞご発言をいただきたいと思います。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  大島町の吉兼です。まあ私の周りでいろんなことが、合併に関しておこっているんですが、町名

の公募に関してですね、町民の声というか、かなりの声を私いただきましたんで、ちょっと皆さん

に伝える義務があるかなということで伝えさしていただきます。その内容はですね、要はこの公募

の内容に関してですね、一応、合併協議会の小委員会で選定基準を設けて、いうことでまあ既存の

町名を使わないとか、その辺のことをいろいろ出しておりましたが、なんでこんなことを言われる

んだと、当然、住民の感情とか、そういうのがあると思うんてすが、合併協議会の人達は選挙で選

んだ人でもなんでもないし、何でそんな人にこんなこと言われなきゃあならないんだという声も回

りにありましたので、是非ともこの合併協議会のですね、意義をですね、皆様方、周りに広げて行

ってですね、いい合併ができるように皆さんの意見を汲んで頂きたいなと思います。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。 

ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
40 番、村田でございます。まあ最終的には合併でしょうから、町民とのですね、積極的な対話

の基に合併計画が了承されるというのが一番望ましいと思いますが、まあ、そういう面につきまし

てはいろいろの角度からですね、合併協議については、合併情報等々各戸にもう配布されて、それ

なりに町民の方は見ておるとは思いますけれどね、それは非常に常備されていると思うんですが、

もう一歩中に入って積極的な町民との会話といいますかね、なにかそこら辺、お考えおありでござ

いましょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
いま村田委員さんの言われることごもっともなんですが、確かに住民の方々すべてがこの合併に

非常に興味を持ってとか、または合併に対してすごく広報、合併協議会だより、または新聞報道等

について、細やかに興味を持っておるかということについては、若干、疑問があるところもありま

すし、また行政サイドからの情報の提供につきましても、提供したものが果たしてちゃんと読んで

いただいておるんだろうか、または理解いただいておるんだろうかというジレンマは確かにあると

思います。 

先般来、3 月には各自治会の総会というのが、ずっと各地区で行われていると思いますが、そこ

の総会に対して各自治会長さんに出前講座的なものでの、説明会等を要請をお願いしますというこ

とを各町長宛でから出しております。それで各町の自治会の組織も、また先に協定項目にもありま

すが、4 町の自治会組織というのが、大変、数の問題からしてバラバラになっております。 

まあそういうことですから、各地区の総会は同じようには行われてないと思いますが、そこには

各町から、要請があれば出前講座的に出向いていって、ご説明といまの大島郡法定合併協議会の現

状、どういうことが議論されておるんだということも説明するようにいたしております。どのぐら
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い行われたかというのは、まだ実績がつかめておりませんが、まあそういうことでございましてほ

かのまたあらゆる機会を通じまして、出前講座、各町の行政からの出前講座というのも予定してお

りますので、また委員の皆様方もそういう小さな集会でも出前講座に呼んでくださいというのをＰ

Ｒしていただいたらと思っております。いろいろな場面を通じてもやらなければならないというの

は、よく分かるんですが、なかなかこちらから何もないところに出向くというのも難しい状況でご

ざいまして、そういうことも行政と議会、または合併協議会の委員さんを通じてできるだけの周知、

または説明というものをやって行きたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

  ないようでございますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、先ほどの吉兼先生、高田先生の

ご意見を拝聴いたし、謙虚に受け止めておきたいと思っております。いいご意見であったというよ

うに思っております。 

したがいまして、次回、6 回目の協議会の予定につきまして、事務局の方からのご説明をお願い

いたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それでは次回、第 6 回の合併協議会の予定でございますが、先般、はがきでお知らせして

おりますとおり、来月 4 月の 30 日、水曜日、午後 2 時からを予定にしております。また詳細につ

きましては、2 週間程度前にはご案内を差し上げますので、どうぞ、4月 30 日の日程を確保してい

ただいたらと思います。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、以上で第 5 回協議会の協議は全部終了いたしました。以上をもちまして第 5 回の協議会を

閉会をいたしたいと思います。どうも、ありがとうございました。 

 

 

 

              〔午後 4 時 07 分  閉 会〕 
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