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          第６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 新町事務所調査検討小委員会報告  4P 

報告 2 新町建設計画策定検討小委員会報告  5P 

協議第12 号 （継続協議）議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

（協定項目 6） 
13P 

協議第13 号 （継続協議）農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

（その2）について（協定項目 7） 
17P 

協議第23 号 （継続協議）地方税の取扱いについて（協定項目 8） 19P 

協議第24 号 （継続協議）公共的団体等の取扱いについて（協定項目 16） 22P 

協議第25 号 （継続協議）消防団の取扱いについて（協定項目17） 22P 

協議第27 号 使用料・手数料等の取扱いについて（協定項目 18） 23P 

協議第28 号 補助金・交付金等の取扱いについて（協定項目 19） 26P 

協議第29 号 介護保険事業の取扱いについて（協定項目21） 29P 

協議第30 号 消防・防災の取扱いについて（協定項目24-4） 30P 

協議第31 号 社会福祉協議会の取扱いについて（協定項目 24-10） 30P 

 意見交換 31P 

 第 7 回協議会予定等  
（平成 15 年 5 月 23 日（金）午後 2 時 蒲野農村環境改善センター 大島町） 

32P 

   



 2

 

第 6 回大島郡合併協議会会議録 

招集年月日 平成15 年 4月 30 日（水曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 久賀町民センター 大ホール 

 
 

開 会 平成 15 年 4 月 30 日（水）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 4 月 30 日（水）午後 4時 37 分 議 長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 45 名  

職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
   委 員 学識経験者 田村伊都子 
会 長 橘 町長 中本 冨夫 委 員 大島町議会議員 冨田 安英 
副会長 東和町長 西木  宏 委 員 久賀町議会議長 中野 正良 
副会長 久賀町長 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 古川  晃 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 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 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 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 平井 昭輝 
委 員 学識経験者 大永 忠博 委 員 学識経験者 村田 岩治 
委 員 学識経験者 杉山 藤雄    
委 員 学識経験者 珠山キミ子    

 
 
 
欠席委員

等 

委 員 橘 町議会議員 中原 臣雄    
     職 名  氏 名      職 名  氏 名 
久賀町助役 内本 信男 東和町総務課長 吉村 正晴 
大島町助役 濵本  定 東和町企画課長 中野 守雄 

東和町助役 藤野 信夫 橘町総務課長 坂本  薫 
橘 町助役 山崎 敏勝 橘町企画課長 平田 好男 
久賀町総務課長 吉田 芳春 大島郡国保診療施設組合助役 川田 昌満 

久賀町企画開発課長 西本 芳隆   

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 
大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 

椎木  巧 大島郡合併協議会調整課課長補佐 近藤  晃 

大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義 大島郡合併協議会総務課課長補佐 川口 満彦 

 
 
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 篠本純一郎 委 員 学識経験者 高田壽太郎 会 議 録 

署名委員 委 員 学識経験者 嶋元  貢    
特記事項 傍聴者33 名 （一般 26 名  報道 7 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、まだいらっしゃらない方もいるようでございますが、ただいまから第 6

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。どうぞ。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは一言ごあいさつを申し上げますが、本日は委員の皆様方には、大変お忙しい中をこうし

てご参集を賜りまして、ありがたくお礼を申し上げます。数をかぞえること 6 回になったわけでご

ざいます。皆様方には、すでに新聞報道等々でお知りおきのことと思いますが、4 月の 13 日に山

口県の県会議員の選挙がございました。当協議会の顧問をしておられます柳居俊学先生が無投票当

選ということになったわけでございます。 

引き続きまして 4 月 27 日、私の隣におられます西木町長さんが引き続いて、またこれも無投票

当選ということになったわけでございます。 

今後とも顧問並びに副会長としてですね、この合併協議会でご参加をいただき、ご支援をいただ

くことになったわけでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

本日の協議会におきまして、本協議会に設置をしております小委員会でございますが、委員会か

らの活動報告をご報告をいただきまして、それから前回まで継続協議になっておりますことが 5

項目あるわけでございます。さらに加えまして 5 項目の協議をお願いすることにしておりますので、

委員の皆さん、それぞれ積極的なご意見なり、ご発言をお願いをしたいと思っているわけでござい

ます。以上でごあいさつを終りますが、本日は大変ご苦労様でございます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
続きまして会議に入る前に 4 月 1 日付けの人事異動によりまして、柳井県民局長に古河晃氏が着

任されました。今回の協議会から協議に加わっていただきます。ここで古川局長さんにごあいさつ

をお願いいたします。 

 

○委員（柳井県民局長 古川  晃） 
4 月 1 日付けで柳井県民局にまいりました古川でございます。市町村合併は、県の最重要課題と

して位置づけておりまして、市町村合併支援プランを大幅に拡大をしたところでございます。 

柳井県民局といたしましても、この大島地域の合併につきまして出来る限りのお手伝い、努力を

したいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは会議に入りたいと思います。規約第 11 条によりまして、会議の議長は会長となってお

りますので、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、顧問の柳居県議会議員、橘町の杉山

藤雄委員、大島町、珠山キミ子委員、橘町の中原臣雄委員、平井昭輝委員、村田岩治委員の皆さん

でございます。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、規約によりまして私が議長を務めさしていただきます。よろしくお願いいたしますが、

座ったまま議事進行をしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、まず会議録署名委員の指名を行いますが、篠本純一郎委員さん、嶋元貢委員さん、高

田壽太郎委員さんのご 3 名を指名をいたします。よろしくお願いをいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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次に報告に移ります。報告第 1 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。 

 

○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。座ったままですが、ご報告をさしていただきたいと思います。新町事務所調査

検討小委員会報告をいたします。本小委員会は今月 21 日第 4 回の小委員会を開催いたしました。 

出席委員は 15 名でございました。先の協議会にご報告を申し上げたとおり、委員会の一つの方

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、若干の改修改良は必要かも知れませんが、経費的にも住民感情等からもふさわしいのではな

いかということを踏まえまして、今回は現有の 4 町の役場庁舎を視察いたしました。 

それぞれ各町の合併担当課長さんから説明とご案内をいただきまして、おおよその状況について

理解をしたところであります。視察を終えた後に久賀町民センターにおいて意見交換を行いました。 

実際に現状を見てそれぞれの庁舎における住民の利便性、交通事情、役場の機能性、収容能力、

増改築の余地があるかどうか、合併シミュレーション報告書にある 10 年後、15 年後の職員の削減

目標数値や大島郡の将来人口推計と比較して全国の市町村役場の人口 1,000 人当たりの一般職員

数の動き、現在の役場庁舎内収容可能スペース、面積などの状況のデーターについて説明を受けた

ところであります。 

合併によるメリットの一つとして職員の削減効果があがっておりますが、職員の年齢構成や階層

バランスを崩さない程度の定年退職者に対する新採用、激減緩和措置として例えば退職者の 3 割程

度の採用をしても合併後 10 年後には約 90 人の職員削減が図られるとのことでありました。 

このことは合併による効果が現れるということでありますが、合併協・専門部会の中で組織機構

の検討について協議が開始されたようでありますので、この部会の動向についても注目をして行き

たいと思っております。 

委員さんの意見として合併シミュレーション報告書にある職員削減目標にこだわらず、年齢構成

のバランスを考えた職員の定員適正化計画、採用計画を立てるようにとか、合併後の大島郡 4 町と

同規模の市町村の人口や職員数に応じた会議室の数やスペースはいくら必要か、各町の庁舎を含め

た公共施設の借地料はどのような状況なのかといった、次回の検討資料の請求や職員研修や職員の

服務規程等についても意見がでました。情報基盤整備が進めば職員が一ヶ所に集まらなくてもそれ

ぞれのところにいてネットワーク化をして会議ができるようになるのではないかという発言もあ

りました。 

以上のとおり、まだ意見交換の場といったかたちで、小委員会としての方向性がすべて出たわけ

ではございませんが、しばらく時間をいただきまして協議を重ねてまいりたいと思っております。  

以上で報告を終らさしていただきます。 

 

○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、ご質問があれば承ります。 

ございませんかね。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、報告第 1 号、新町事務所調査検討小委員会のご報告を以上で終わり

ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告第 2 号、新町建設計画策定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、ご報告をお願いをいたします。 

 

○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。それでは委員会の報告をさせていただきます。第 5 回新町建設計画策定検討
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小委員会は、今月 4 月の 24 日、午前 10 時から久賀町民センターで開催をいたしました。 

委員の出席状況は出席者は 16 名で、欠席は 4 名でございました。委員のほか出席した者 20 名、

大島郡合併協議会専門部会長が 10 名、周防大島モデル居住圏推進協議会事務局長 1 名、4 町企画

担当課長 4 名、大島郡合併協議会事務局3 名、ぎようせい総合研究所2 名でございます。 

前回の議事概要の確認を行いまして協議に入りました。その概要は前回から引き続き新町まちづ

くりの将来像、新町まちづくりの目標、将来の人口、世帯数等の基本フレーム、新町まちづくり重

点プロジェクトについて各委員からご意見をいただきました。 

その結果は本日お配りしておりますこのカラー版の新町将来構想案、ダイジェスト版とあります

ね、をまとめております。ご覧いただきたいと思いますが、また新町建設計画に住民の意見を反映

させるために住民意向調査実施についても協議を重ね、小委員会でご了承いただきましたので本日

あわせてご報告をいたします。 

協議会で報告を承認いただければ、新町将来構想案と住民意向調査表をあわせて配布して住民意

向調査を実施したいと計画しておりますので、よろしくお願いを申し上げます。それでは概要を報

告し後ほど補足説明を事務局よりいたさせます。 

それではまず新町将来構想案をダイジェスト版により報告をいたします。見開きの前面をお開き

を願います、こう開くようになっておりますので、ここには新町まちづくりの将来像のテーマを設

けて、まちづくりの目標を掲げております。また平成 10 年、大島郡 4 町と山口県で策定いたしま

した周防大島モデル居住圏推進構想、通称、「元気 にこにこ 安心の島づくり構想」の継承とこれ

に新町の施策を加えて、さらなる発展、創造、連携を図っていくという理念でこのテーマを提案し

ております。将来像のテーマは、「元気 にこにこ 安心で 21 世紀にはばたく先進の島」を提案を

いたします。大島郡のおかれている少子高齢化の現状を打破するとともに、新しい時代に向けて、

住民・地域・行政がそれぞれの役割と責任を担い、新しいまちづくりをめざします。このテーマが

決定される過程では、「元気 にこにこ 安心のある島で拓く 21 世紀の先進居住圏」を原案にして、

21 世紀安らぎの島、21 世紀躍動の島、21 世紀やすらぎ先進の島などの案が提案され、協議の結果、

「元気 にこにこ 安心で 21 世紀にはばたく先進の島」というテーマに小委員会では決定をいたし

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す。にこにこのあるまちづくり、創造、安心のあるまちづくり、連携、こ

の 3 つの新町まちづくりの目標のもとに、これまで 4 町でもヒアリング、小委員会で討議の中から

考えられた重点プロジェクトの案を報告書に記載しておりますのでご覧いただきたいと思います。 

今後、策定部会等で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。また住民意向調査の結果も踏まえてまとめていく予定にしております。 

そして、将来の基本フレーム、新町の人口、世帯数、交流人口の目標を定めております。いずれ

も合併後 10 年の平成 27 年、西暦 2015 年を目標としております。まず人口目標を 17,500 人と設定

しております。平成 12 年の国勢調査が人口 23,013 人ですが、人口問題研究所の推計値では平成

27 年は 17,209 人となっており、目標値を 17,500 人といたしました。ちょっと多めに目標を設け

ております。また世帯数は 8,000 世帯といたしておりますが、1 世帯当たりの人員を 2.19 人と推

定し 7,858 世帯の推定値となります。平成 27 年の目標値を、7,858 世帯でありますが、目標値は

8,000 世帯としておる、こういうことであります。交流人口の設定はどの数値をもって推定するか

ということですが、ここでは観光入込数をひとつの推計値とし現在より 150,000 人強多い 800,000

人と定めております。 

次に住民意向調査については、5 月実施を目標にこれまで検討されてきましたが、第 5 回の小委

員会でまとまり、報告できる段階にきましたので、本日協議会に報告し将来構想とともに配布し、

住民意向調査を実施したいと思います。一般用アンケートは対象を郡内の各世帯約 11,000 世帯を

対象として、各町の自治会を通じて配布し、郵便で回収を行います。中・高校生、専門学校生用の

アンケートは対象を郡内中・高校、専門学校に在籍の生徒を各中・高校、専門学校単位で実施する

とともに郡内から近郷圏域の高校、中学に通学する生徒を把握して実施いたすこととしております。

住民意向調査の内容については後ほど事務局より説明をいたさせます。 

なお、合併を進めるということは、当然、行財政改革を伴うことであり、しっかりした行財政改

革なくして、基本構想、これから策定する基本計画の実現はあり得ないという意見がありました。

行財政の改革、行政の効率化と財政の健全化は新町建設計画の前提であり、この計画を推進すると
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いうことが、行財政の改革となるものでなければならないという意見があったということもご報告

を申し上げておきます。 

以上、冒頭に申し上げましたが、今協議会で将来構想と住民意向調査の実施についてご了承がい

ただければ、5 月実施に向けて準備を行い住民意向調査の結果等を踏まえて新町建設計画に反映さ

せてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いをいたします。それでは将来構想、住民意向

調査の実施について事務局より補足説明をさせます。以上でございます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、それではただいま委員長さんからご説明がございましたが、事務局からかいつまんで、補

足説明をさしていただきます。 

まずＡ4 版のカラー版を見ていただきたいと思いますが、3 つのパートに分かれております。1

枚めくっていただきますと新町まちづくりの将来像、それから新町まちづくりの重点プロジェクト

案、最後のページに将来の基本フレームに分かれております。 

1 枚見開きを開いていただきますと、新町まちづくりの将来像のパートとなっております。左側

に新町建設の基本方針の計画策定の趣旨につきましては、第 4 回の協議会で確認をしていただきま

した基本方針によりまして策定をしてまいりますので、ここでは説明は省略さしていただきます。 

計画の期間は平成 16 年 10 月から平成 27 年 3 月までの 10 年間の計画となっております。次に新

町まちづくりの将来像でございますが、先ほども委員長さんから説明がありましたように新町まち

づくりのテーマを「元気 にこにこ 安心で 21 世紀にはばたく先進の島」と定めまして、このテー

マを具現化するための新町まちづくりの目標を 3 つほど定めております。大きく開いていただきた

いと思います。見開きのページに体系図をまとめて挙げて記載をしております。主要テーマのもと

に 3 つの目標を掲げ、その目標のもとにそれぞれ4 つの施策を展開していくこととしております。 

少し読み上げるようになりますが、まず 1 番目の左側でございますが、元気のあるまちづくり、

発展は連携、安全、自立、交流を基本にした新町の創造に向けて、あらゆる分野で積極的な交流と

自立の仕組みづくりに取り組み、大島郡全体の一体性の向上と均衡ある発展を図る、活力と魅力が

光る元気のあるまちづくりをめざしております。施策を展開するテーマといたしましては、①の魅

力あるまちをつくる事業、これは道路交通網の整備と交通体系の利便性の向上を図るとともに、住

環境整備、例えば公園、住宅等に取り組む施策等で構成をされます。②の地域の安全を守る事業、

これは安心して暮らせるよう、例えば風水害などの災害からまちを守る町土保全施設や港湾施設の

整備を図るとともに交通安全と防犯対策に取り組む施策で構成をされます。③の地域の産業を活か

す事業、この項目は今回各町のヒアリングや小委員会での議論で中心になったことでございますが、

大島の基幹産業の農業や漁業、これで飯が食える仕組みづくりをぜひ考えて欲しいという要望がた

くさんございました。ということで基幹産業の自立を支援するハードとソフトを組み合わせた仕組

みづくりに取り組む施策で構成をされます。④は交流で新たな連携を拓く事業、これは新しい町に

ふさわしい地域間交流を促進いたしまして、人、モノ、情報の往来を盛んにする仕組みづくりに取

り組む施策で構成されます。 

次に中央にございます、にこにこのあるまちづくり、創造は大島郡独自の風土、文化の継承と創

造に向けまして、地域の協力を基本にした自然環境の保全と次世代の育成に取り組み、21 世紀を

通して住民の笑顔、にこにこが輝くまちづくりをめざしております。施策の展開するテーマといた

しましては、①の地域の環境を守る事業、これは計画的な土地利用を推進し、豊かな自然環境を保

全するとともに、公害防止と環境美化に取り組む施策で構成されます。②は地域の生活基盤を整え

る事業、これは快適な暮らしを支える上下水道の整備とともに、リサイクル施設等の基盤整備に取

り組む施策で構成されます。③の生き生きとした人をつくる事業、これは学校教育や生涯学習環境

の充実を図り、一人ひとりが参画して築き上げる社会の実現に取り組む施策で構成されます。④に

は豊かな地域文化を育てる事業、これは郡内各地に残ります文化財の保護と伝統文化の継承を図る

とともに、新しい風土や文化を創造する地域活動の活性化に取り組む施策で構成をされます。 

最後に 3 番目の、安心のあるまちづくり、連携、一番右側でございますが、まず少子高齢社会に

対応いたしました新町の創造に向けて、地域の協力を仰ぎながら、子どもからお年寄りまですべて

の住民が安心して暮らすことのできる質の高いサービスの提供に取り組み、住民主体のまちづくり

をめざしていきます。施策を展開するテーマといたしましては、①の生涯現役を支え見守る事業、

これは大島郡の現状に照らし合わせ、すべての人にやさしい島づくりを推進し、高齢者等が隣近所
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の見守りの中で、いきいきと暮らせる仕組みづくりに取り組む施策で構成をされます。②は安心な

暮らしを支える事業、これは一人ひとりの健康づくりの推進と医療体制の充実を図り、子育て支援

の充実に取り組む施策で構成されます。③は行政サービスの向上と財政運営の健全化、これは合併

効果による行政サービスの向上と財政の強化に努め、新しいまちづくりを進めるための基盤強化に

取り組む施策で構成されます。最後に④は、町民が参画して築くまちづくり、これは 4 町の新しい

まちづくりの基本的なこととして、町民が計画の段階からまちづくりに参画し、新しいまちづくり

に取り組む施策で構成をされます。 

次に将来像の 3 つの目標にいままでの協議で考えられてきた重点プロジェクト案を提案してお

ります。閉じていただいた右側に新町まちづくり重点プロジェクト案を提案いたしております。元

気のあるまちづくり、発展では、3 つのプロジェクト案を提案しております。まず産業の自立支援

プロジェクトですが、これは先ほど説明をいたしましたが、4 町からも特に要望のありました大島

郡の基幹産業で飯の食える、生活のできる仕組みづくりをハード、ソフトを組み合わせて施策を作

り上げていくプロジェクトを計画いたします。次に情報通信基盤整備プロジェクトですが、いま正

に世の中は電子社会となっております。この進んだ社会から取り残されないように情報通信基盤の

都市部との格差是正に取り組んでいこうとするプロジェクトを計画をいたします。次に安全な島づ

くりプロジェクトですが、安全で安心して暮らしていくことのできる島にするために、災害時の情

報伝達手段等も含めまして消防・防災体制の強化に取り組むプロジェクトを計画をいたします。 

次に、にこにこのあるまちづくり、創造でも 3 つのプロジェクトを計画しております。まず下水

道整備プロジェクトですが、下水道計画は 4 町ですでに取り組みが始まって、すでに建設が進んで

いる町、まだ計画段階の町などがございますが、これらの下水道計画を推進していくプロジェクト

を計画いたします。次にリサイクルセンター整備プロジェクトですが、限りある資源を有効に利用

して、廃棄物循環型社会の構築に向けて地域の環境保全に根ざした資源のリサイクル化を進めるた

めリサイクルセンターの設置と最終処分場の整備を行うプロジェクトを計画をいたします。次に生

涯学習推進プロジェクトですが、人生は一生涯が学習という理念のもとに、生涯学習施設や教育施

設の充実に取り組むプロジェクトを計画いたします。 

最後に、安心のあるまちづくり、連携では、2 つのプロジェクトを計画しております。まず医療・

救急体制強化プロジェクトですが、これは大島郡の地域医療の充実と緊急時の救急体制の整備に取

り組むプロジェクトで、今後 4 町が一体となることから郡の国保診療施設組合ですが、4 町の事務

組織の一部となることから地域医療の充実に取り組むプロジェクトを検討いたします。次に生涯現

役社会の仕組みづくりプロジェクトですが、これは高齢社会を先取りしたモデル居住圏の中長期で

取り組む施策の継承、あるいはその中にございます隣近所の見守りや声掛けの中で高齢者が生き生

きと暮らしていける社会の実現に向けて、すべての人にやさしい島づくりを進め、地域福祉の向上

を図るプロジェクトを計画をしてまいります。 

将来の基本フレームにつきましては、先ほど委員長さんから説明がありましたので省略をさして

いただきます。 

続いて住民意向調査の説明でございますが、お手元に一般世帯用の住民意向調査と中高校生用の

意向調査表をお配りをさしていただいております。詳しくはご説明いたしませんけれども、ご承認

がいただければ、5 月に実施をしたいということでただいま準備をいたしております。調査の設問

の内容につきましては、まちの将来像、あるいは現在住んでいる地域の各環境についての満足度、

あるいは合併後の新町でどの分野の施策に期待するか、あるいは 4 町が分かれているために不便を

感じたことがあるか、またはこれからのまちづくりや地域づくりに参加をしたいと思いますか、あ

るいは合併するにあたっての懸念事項、そのような設問事項を設けてご回答をいただくようなかた

ちになっております。以上で説明を終ります。よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは新山委員長さんのご報告なり、事務局からのご説明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並びに結果につきましての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 西本 信男） 

 将来構想、立派なのが出来ておりますが、1 点お聞きしたいんですけれども、ゾーニング方式は
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取り入れてなかったんでしょうか、いわゆるこの地域においては交流をテーマに振興を図るという、

まあゾーニングですね、何々町は、あるいはここは産業振興ゾーンというような、大まかなくくり

をしたまちづくりを進めるところがあるようでございます。地域地域に特色を持たすというような

ことで、ゾーニング方式をされておると思いますが、そういったことを検討した経過はあるかない

か、あるいはそういう方式を採用しなかった理由というのがあれば説明して下さい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

 ゾーニングの方式につきましては、協議会ではやっておられる協議会とやっておられない協議会

が全国にございますが、この小委員会ではゾーニングのお話はございませんでした。で何故採用し

なかったかということなんですけれども、4 町が一体となってこのテーマに示されておる方向で全

体で進んでいこうというふうなご意見がございましたので、特に旧町ごとのゾーニングはいたしま

せんでした。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ええですか。ほかにございませんか。 

  

（「よろしいですか」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 嶋元 貢） 

 住民意向調査資料の新町将来構想案で、これでいいのが出来ておるんですが、もうこれ変えるこ

とはできん。印刷を少し変えることはできる。 

 

（「はあ、別にできます。まだ」と発言する者あり） 

 

 とすれば、まあ、私、欠席ばっかりしとって文句いうのはいけんのんですがね。実際は発展、創

造、連携の中に 4 つずつありますが、この中にはかなり無理をして分けておるところもあります。

そして一部はオーバーラップしておるところもあるわけですよね。で大きな黄色の中から 3 つに分

けてそれを 4 つに分けるという、この大きな図表の中、内容はこれでいいんですよ、ただそういう

ふうに一部は例えば生き生きした人をつくる事業と生涯現役を支え見守る事業の一部はオーバー

ラップする面がある訳なんですよね。こういうことをこの図表でひとつ考えるとすれば、真中の創

造のこのグレーにしてある四角のゾーンを縦長の両方の図面と一部ちょっとオバーラップして図

表を作れば、そういうことが考えておられるなということが分かる、この黄緑側の横に両方伸ばす、

少し伸ばして一部分ですよ、ごく一部分をオーバーラップさせるわけですが、草色と 

 

（「ちょっと聞きます。ここですか」と発言する者あり） 

 

輪郭としては施策が保たれておると、けど広がってちょっと重なると一部分、1 センチ、0.5、5

ミリでいいですよ。そういうことを重ねることによってこの図表が生きてくる、小さい細やかな配

慮がここに必要かなと思うんです。いやもう印刷してあるのならいいんですよ。 

 

（「大丈夫です。」と発言する者あり） 

 

大丈夫、いや欠席しとって悪くいうのはいけんのんですが、と思うんですがいかがでしょう。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは嶋元先生、事務局の方から答弁いただきますので。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

発展、創造、連携これはテーマにしたがってそれぞれ重なっておりますので、そのように委員長
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とも協議、相談いたしまして、新山委員長さん、ご検討いただきたいと思います。 

  

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 よろしゅうございますか。委員長は・・、 

  

○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） 

はい、よく分かりました。そのようにまた進めて、委員の皆様とも検討していただきますし、検

討したいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 ほかにございませんか。 

 

（「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） 
 はい、46 番の大島町の吉兼です。見てですね、これが実現できればすばらしい島になるのでは

ないかなという気がするんですが、それぞれに対するですね、具体的な事業というか、内容はもう

新町にゆだねるということになるんでしょうか。 
  

（「よろしいですか」と発言する者あり） 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 はい、どうぞ。 
 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

ただいまお示ししておりますのは、新町の将来構想のビジョンの部分でございまして、これから

新町の建設計画、具体的にテーマにしたがって事業をぶら下げていくというようなことがこれから

作業として入ってきますので、細かい事業はこれから入ってくると思います。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
 はい、引き続き質問です。いまこれからまだどんどん出てくるということなんですが、これらの

点に関してですね、まあ例えばこういうふうなかたちで広報とかですね、そういうふうなかたちで

十分それを周知するとか、住民の意見を聞くとか、そういったふうなお取り組みをされる予定はあ

りますか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

 いまおっしゃられましたことは、住民意向調査これに求めたりですね、それから小委員会の委員

さんがそれぞれ各郡代表の方、それから各町から出ておられますのでその方々のご意見をお聞きし

てまとめていきたいと思っております。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
 引き続きです。このまちづくりに関する住民意向調査ですが、この合併協議会というのが、この

場におよんで何を言うのかという話になるとお思いになる方がたくさんいらっしゃると思うんで

すが、まあ合併の是非を検討すると、要は将来こういうふうになるのだったらぜひとも皆いっしょ

になっていこうというかたちを、まあ合併協議会で示していくという原則があったように思うんで

すが、このまちづくりに対する将来像ですね、まちづくりに対する住民意向調査ですね、完全に合

併が前提となっています、これで多分反発する人というのはやっぱりいらっしゃると思いますよね。

その中で、この中でですね、今の合併協の議論に対する意見ですね、そういうことに対する意見も

聞かなくてはいけないんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。それともこれはまちづく
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りには関係ないからアンケートしないということなんですか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

 合併協の性格につきましては、当初も議論があったと思います。それにしたがって合併協議会か

ら小委員会に対してまちづくりの構想、建設計画を作るようにという諮問、命令がございました。 

 それにしたがって現在やっておるということでございます。したがいましていま吉兼委員さんお

っしゃられました意見は自由意見のところもございますので、まあその方でいろいろ合併に対して

の皆さん思っておられる方はそのところに書いていただけるのではないかと思っております。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
 であればですね、もう少し最後のところですね、最後に 4 町合併による新しい町の将来につい

て、あなたのご意見を自由にお書きください。でなくてもう少し言葉を加えてですね、何でも書け

るような文言づくりをしていった方がいいんではないかと思います。あとですね、合併、具体的な、

この内容に対してですね、具体的な何をして欲しいとか、こういうふうにして欲しとかという意見

は、ものすごく過去に町民の間にあると思うんです。町民一人ひとりがですね、こうなればよい、

こうしたらもしかしたらよくなるんじゃないかとかいうそういうふうな建設的な意見を持った人

をですね、どうしても作られた文言をですね、選ぶようなかたち、まあ期待しているとか期待して

ないとかですね、そういう書き方なんで、それプラスですね、何をして欲しいとかですね、こうい

うまちづくりに対してですね、こういう仕組みを作ったらいいんではないかというそういうふうな

アイデアをですね、募集する。あの、一番私も本当に問題にしているのはですね、このパンフレッ

トでですね、一番問題になるところが要は地域の産業を生かす事業という一番大事な部分だと思っ

ているので、こういうところで住民の方々がですね、抱いているアイデアをですね、ぜひともこう

いうアンケートを通し、これが実現になるようでしたらそういうことも織り込んでやっていただき

たいなと、その点に関してはいかがでしょうか。 
  

（「いいですか」と発言する者あり） 
 
○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） 

 いまおっしゃられたことは大変大事なことだと思います。そのために各問の最後にその他具体的

にというふうな欄も設けております。それで具体的な提案がございましたら紙を付けてですね、ご

意見いただくことについてはなんら問題はございません。それから最後に自由意見のところですけ

れども新しいまちについて、あなたのご意見をお聞かせくださいというふうな問いかけをしており

ますので、これにまた 2 枚、3 枚付けていただいてお書きいただければよりアンケートが活きてく

ると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
 一つまだいい足りないことが、まあこういうものをですね、私ども住民が貰いますと、あっ、こ

れも書かにゃあいけん、あれも書かにゃあいけんとかいうことで、選んで書いて、選んで書いてと

いうことになるわけですけれども、本当に住民の意見を吸い上げたいんだという気持ちがですね、

入ったかたちにしていただきたいなと、それでその他その他その他でいくとですね、本当に、あっ、

その他は何にもないやと、私も残念ながらその口だと思っていて、普通の皆も同じことだというの

はとても横暴な言い方なんですが、少しでも意見を引き出すようなそういった書き方を、書き方と

か、資料のつけ方とかですね、後は質問づくり、順番とかですね、どこを町としては聞きたいんだ

と、例えばあなた自身のことについて、じゃけどまちづくりに関して意見はないかとかですね、そ

ういうふうなまあこれはちょっとあまり良くないような気もするんですけれども、とにかくそうい

った、アンケートからですね、もうちょっとこう皆さんのこの合併協の思いがですね、伝わるよう

なそういったアンケートを出していただきたいなと思います。 
それで先ほどこのレイアウトに関して、ありましたけれども私これパッと見てですね、真中の方
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しか目に付かないんですよ。それで今ここに挙がっている施策というのは、まあこういった言い方 

をするといけないと思うんですけれども、お金を使うための、お金を使わなくては出来ない施策ば

っかりが書いてあるように思うんですよ。全部お金がいるやるにはね、この中で唯一お金を生み出

す作業、それがピンクの表、3 番のところだと思うんですよ。これを皆さんにアピールしていかな

い限り、皆がそっちの方向にちょっとでも向こうという考えは出てこないなと、あっ、出てこない

んじゃないと思うので、ぜひともレイアウトをですね、これではお金もないのにですね、サービス

ばかり要求するような、それを容認するような内容になってしまうじゃないかと思うんで、自分達

が頑張らなくてはこういった体制はできないんだよというかたちをもう少し出すためにこの地域

の産業を活かす事業というのをもっともっと前面に出さなくてはいけないのではないかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

 住民意向調査の検討につきましては、委員会で 3 回、それから各委員さんからご意見をいただき

ました。それから何度も何度も作り直して、した結果がこのようなことになっておるわけでござい

ます。決して心のないような問いかけをしたとは思っておりません。 

 それから元気のあるまちづくりの③の地域の産業を活かす事業、これは補足説明でもいたしまし

たように今回各町のヒアリング等につきましても基盤整備はもう出来ている、したがってハードと

ソフトを組み合わせた新町のまちづくり、このズバリをですね、産業で飯が食えるような仕組みづ

くりを考えて欲しいというふうなことが特にご要望がございました。したがいましてどの項目もや

はり大事だと思うんですけれども、そのような意思を持って作り上げていこうということで、これ

から各町の各専門部会にもお願いをして作り上げていこうと思っておりますのでぜひ大きい小さ

いのこともあるかも知れませんが、そのような注意をして、そのように意志を持っておりますので

このようなかたちでやらしていただければ幸せます。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 嶋元 貢） 

 いまレイアウトのことがでましたが、地域の産業という最も大事なことですが、事務局が言われ

たようにどこの丸を大きくしてどこを小さくするというようにはいかないだろうと思います。です

からまあそれで大きさは、私は丸の大きさはこれでいいと、それから画面の中央にこれがある、グ

レーですか、すみれ色ですか、これは大きく、私のいうのはもう少し大きくなるわけですが、大き

さ、広さだけじゃあない、これを 4 つに折るとしたら当然こういうふうにしか方法がないだろうと

思うんです。 

ただ今の交錯する点はできたらば直していただいたらいいだろうと、丸の大きさはこれはちょっ

と変えるわけには、これをいろいろ変えよったら大変なことになりますから、これはこのまま変え

られんのんじゃないかなと思うんです。これが仕事の大きさとか、重要さとかいうことではなしに

丸はしてあるんだという考え方でええんじゃないかと思いますがね。 

 

○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） 

委員長から申し上げますが、これが今日の会議に合わすためにギリギリ、さっき 1 時間前ぐらい

にできたものなんで、まだこれから本刷りになりますからまだその修正はできます。基本的に委員

会で何度も話をしてまいりました、全体的なものはほぼ網羅しておるのではないかと思いますので、

まあいまいろいろ貴重なご意見いただきましたので、それは重々配慮しながらこれから委員会運営

に務めてまいりたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 ほかにございませんかね。 

  

【質疑なし】 
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ないようでございますので、質疑を打ち切ります。それでは報告第 2 号、新町建設計画策定検討

小委員会の報告を以上で終わりといたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それではただいまから協議に入りたいと思います。継続協議となっておりす協議第 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。 

1 月 28 日開催の第 3 回協議会で事務局の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、資料は今回は、今回の資料は 1、2

ページとなっております。ちょっと座らさして説明をさしていただきます。 

この件につきましては、各町議会におきまして 2 月 13 日に郡内 4 町の議員研修会も開催されま

して、3 月定例会の全員協議会等で協議がされているものと思われます。本日、各町の議会から、

各町議会での協議状況や意見を中間報告的にご報告していただく予定があるということでござい

ます。 

なお、また事務局においては、この件につきましての今後のスケジュールにつきまして、各町議

長さんにもお願いをしているところですが、この度の協議会では、再度継続協議とさせていただき、

6 月定例会閉会までに各町議会での意見集約をしていただき、その後、郡議長会におきまして 4 町

議会の意見集約をしていただき、7 月の第 9 回協議会において、具体的な案を提案して、協議会で

協議の上、確認をお願いできたらというようなスケジュールを考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

それでは 1 ページでございますが、2 ページでございますが、提案の内容につきましては、3 つ

のパターンがあるわけでございます。上から特例を適用しない場合と定数特例と在任特例の場合で

あります。ここで直接に案をご提案し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、

議員さんの身分に直接にかかわることであり、議会の意向を協議会の方に反映をしたいということ

でございます。 

と申しますのは、議会議員の定数及び任期の取扱いについては、地方自治法第 7 条の合併の申請

の議決をするときに、これとは別に合併特例法第 6 条や第 7 条の規定を適用する場合、まあ特例を

適用する場合ですけれども、経過措置ということで協議が必要でございます。議会の議決を経るこ

とが必要になってまいります。またこの特例を適用した場合には、特例期間の終るまでその条件が

変更できないということがありますので、このようなかたちの提案にさせていただいております。 

別紙の調整の内容でございますが、①が特例を適用しない場合、地方自治法第 91 条第 9 項であ

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。基本的なこととしまして、合併をし

ようとする場合には、新町の議会議員の定数については、条例等を審議すべき議会自体が未成立で

あるため、地方自治法第 91 条第 7 項により、事前に旧 4 町の議会の議決を経て、協議により新町

の議会の定数も定めておかなければならないということになっております。この定数は新町の条例

により定められたものとみなすとされております。したがいまして、いずれの特例を適用する場合

でもこれがベースにあるわけでございます。 

②が定数特例で、合併特例法第 6 条でございます。合併後最初に行われる選挙により選出される

議会の議員の任期に相当する期間に限り、○○人とする。ということでございます。 

③が在任特例で、合併特例法第７条でございます。合併後○ケ月間、又は平成○○年○○月○○

日まで引き続き新町の議会の議員として在任するとしております。 

それぞれの適用の説明でございますが、第 3 回目の資料をお持ちの方は、19 ページでございま

す。議員の身分は、市町村の廃止と同時に議員も当然失職をいたすことになります。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。これが基本でございます。定数につきまして

は、20,000 人以上の町村におきましては、法定数は 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。先ほどの新町の定数が適用されることになります。 

それから任期は 4 年、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

用があり、選挙区につきましては、原則として選挙区はもうけず、全域を通じて選挙されます。特
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に必要があるときは、条例を定めることによって選挙区を設けることが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。任期は設置選挙の

日から 4 年ということで、定数は法定数 26 人の 2 倍を超えない範囲で実施することができるとい

うことでございます。選挙区につきましては、特例の適用をしない場合と同様でございます。 

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。2 年を超えない範囲に限り、旧町の議員全員が引き続いて新町の議会の議員として

在任することができるということでございます。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りますので、住民の意向にも十分配慮し、その必要性を

明確にする必要があるとされております。 

なお、この特例の選択の一般的理由としては、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

高めることができ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併の阻害要因になってはいけないというようなこ

とでこの特例が定められております。 

以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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、議会議員の身分に直接係わる

ことでもあります。各町の議会でも協議がされていると思います。ここで各町の議長さんに各町議

会の状況のご報告をしていただき本協議会の協議の参考にさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは最初に久賀町の中野議長さんからお願いいたします。 

 

○委員（久賀町議会議長 中野 正良） 
  それでは座ったまま失礼します。議会議員の定数及び任期の取扱いについての案件につきまして、

久賀町議会といたしましては、2 月、それとこの 4 月 22 日に臨時委員会を開催いたし、委員の意

見を聞いております。その結果についてご報告いたします。 

合併特例法を適用しない場合、91 条による設置選挙ということになりますが、この内容につき

ましては、合併と同時に 3 役は失職するということで、議員も失職し、ただちに選挙を行うべきで

あると。2 点目としまして合併の意義を考えますときに財政を考慮し、即設置選挙をすべきである

このような意見が出されました。 

  2 番目としまして定数に関する特例、合併特例法6 条を適用する場合でございますが、合併後の

新町では法定数を実施いたし、以降、条例で随時定めていくという意見です。2 点目といたしまし

ては、近隣市町の定数を十分に考慮いたし決定をすべきであると。3 点目といたしまして財政力を

考え、法定定数を削減すべきであるとこのような意見が出てます。 

  3 番目といたしまして在任に関する特例、7 条を適用する場合でございますが、予算時期を考慮

し、6 ヶ月延長すべきである。2 点目といたしまして合併後の膨大な新町予算を考慮いたし、初年

度の予算執行、あるいは決算の適法性を見守る意味において 1 年以内の延長が必要であるこのよう

な意見がございました。少数意見として、もう少し他町の動向を踏まえ結論を出したいというこう

いうふうな意見もされております。 

以上が久賀町議会の各議員の意見として取りまとめをいたしましたが、6 月定例議会での協議会

に向け、さらなる意見、協議会を重ね、結論を出していきたいこのように考えております。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。それでは続きまして大島町の平村議長さんお願いいたします。 

   

○委員（大島町議会議長 平村 眞成） 
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  大島町議会では、合併問題に関しましては特別委員会というものはないんでございます。合併問

題研究会というかたちで、全員で研究を重ねております。本問題については過去３回にわたって論

議してまいりましたが、3 回目はつい先日の 25 日に開催いたしましたが、その会議では特例を適

用しない、いわゆる設置選挙の意見でございますが、近隣市、人口規模の状況から定数は 20 人、

選挙区は設けないという意見と自治法に定められた上限数の 26 人を適用し、選挙区は設けない、

この 2 点が出ましたが、主として人口規模の状況から定数 20 人の方の意見が多かったように思い

ます。 

特例を適用する意見では、在任特例を適用し、半年以内に押さえるという意見と小数意見ではご

ざいますが、新町長誕生以前の町長選出選挙までの間の町長不在を考慮すると在任特例を数ヶ月で

も適用してはという少数意見ではありますが 2 点目としてございます。以上 4 点の意見に絞られた

感じがいたします。設置選挙による定数 20 名が基本であり、在任を適用するということであれば

長くても半年であろうという意見が多かったように思います。次にまた協議会を重ねてまいりたい

と思いますが、以上のような意見がございました。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。それでは続いて東和町の山本議長さん、お願いをいたします。 
 
○委員（東和町議会議長 山本  保） 
  では東和町議会の状況について、ご説明をいたします。私のところは昨年の 12月 13 日に特別委

員会でこの件についての協議を行いました。その時に事務局の方から全国的な動向について説明を

受けましてほとんどの先進事例が、在任特例を取っておるというような説明でございましたけれど

も、私達が東和町議会が協議の結果では、そういう在任特例をもって 2 年一杯やるというようなこ

とでは住民感情としても許されないし、また合併の意義にも背く、そういうことで長くても 1 年、

半年でいいじゃないかという意見が大部分でございました。できるだけ早く新しい議会を組み上げ

て新しい町を創っていくとそういう議員を選ぼうじゃないかということでございまして、半年とい

うのが大部分でございました。大体そのときの意向は半年ということでございました。 

それで定数につきましては具体的な協議はなされておりませんが、26 名の定数は多い、したが

って内々のところまあ 20 人程度じゃないかというふうな予想になっております。その辺もあらた

めて今日が終りましたらこの問題を至急協議することでございますが、現在までの状況は以上の 

とおりであります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ありがとうございました。最後になりましたが橘町の武政議長さん、お願いをいたします。 
 
○委員（橘町議会議長 武政 輝夫） 
  はい、橘町です。橘町では橘町合併問題調査研究特別委員会がございまして、過去 6 回委員会等

を開催し、いろいろな問題等を調査研究をいたしております。4 月 14 日に開催されました委員会

におきまして、標記の議員の定数及び任期の問題につきまして協議されております。ご報告申し上

げさしていただきます。 

定数につきましては、スタート地点は法定数の 26 が妥当であろう。合併後新町の状況を見なが

らこれはまあ何年先になりますか、見ながら新町の状況を見ながら削減をしていく必要性があるの

ではないかという意見もございました。また柳井市の例を挙げられ人口規模も勘案し、20 名ぐら

いにすべきという少数意見もございました。 

  任期につきましては、住民感情及び財政面を考慮し在任特例は適用をせず、町執行部と同時に合

併時失職し、設置選挙もすべきであるとの意見がございました。少数意見ではございますが、新町

の状況を当分見届ける必要があり、チェック機能として、1 年半在任特例を適用した方がよいとの

意見もございました。また久賀町の任期、平成 17 年 2 月の任期に合わせてとの意見もございまし

た。 

選挙区につきましては、選挙区を設けない、設けず実施した方がよいとの意見がありました。 

定数及び任期の特例を適用するならば、財政面を考慮し議員報酬の削減をして対応したらいいの

ではないかという意見もございましたが、今後、継続審議として調査研究をさしていただきたいと
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思っております。以上、橘町の報告をさしていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。協議第 12 号、議会議員の定数及び任期の取扱いについては、

まだ具体的な提案はいたしておりませんが、本日は各町議会の報告を中間報告といたしまして、6

月頃を目処に各町議会の意向も踏まえまして大島郡議長会で意見集約をお願いをいたし、その結果

を参考に具体的な確認事項の提案を行いたいと考えておりますのでご理解のほどをお願いしたい

と思います。 

それでは各町議会の中間報告を参考にいたしまして委員の皆様のご協議をお願いをしたいと思

います。ご意見、ご質問があれば承りたいと思います。ありませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  はい、これは、すいません。46 番の大島町の吉兼です。どこの議会も同じですが、見守るとい

う言葉なんですが、一体なにを見守るのか、どうやって見守るのか、見守るというのは新しい、例

えば選挙をしてもそれは十分できるわけで、新しい町長がこの新しい、この合併協の意向に基づい

て町政を敷いていくであろうし、新しい議員の方が町のために頑張っていくと、こういうのは見守

るというのには入らないのかなと、だからどういうことを持ってですね、見守るという言葉が使わ

れるのかというのはちょっと私分からないんで、 

 

（「そうじゃ」と叫ぶ者あり） 

 

  それでまあ私が周りの人といろいろな意見交換をしてもですね、やっぱりこの議員の問題という

のは、すごくでて来る訳で、いまやっぱりこの田舎で、かって議員の方なんですけれども、田舎で

行われる選挙というのは、どうしても人間の人脈とかですね、人間とか、知人とか、そういうふう

な縁故のつながりとか、そういうものをかなり重視してですね、行われているような選挙じゃない

かなと、それがもとで政治不信ていうのも生まれてきているんじゃないかと思っています。 

その中で合併後直ぐにですね、解散してですね、政策論争とか、施策論争をですね、軸にして   

一生懸命選挙をしていただければですね、例えば 10 月 1 日に合併をしますということになったと

してですね、例えばこの合併協議会は今年一杯で結論を出しましょうとこの前方向でましたけども、

その後 10 月 1 日まで十分それらの議論を有権者の方とする時間もありますでしょうし、これから

の新しい大島を作っていく中で、町民の関心をそこに一手にこう集中させるためにも、新しい定数

でですね、きちんと選挙をやった方がいいんじゃないかという意見が多いような気がするんで、そ

の見守るという言葉をですね、どういうふうなことで言っていらっしゃるのか、もう一度よく議員

の方はですね、考えられてですね、で 1 ヶ月でも延長すればですね、それだけの給料はかかるわけ

で、そこら辺のこともですね、合併の本来の目的もよく考えていただいてこれから審議をしていた

だきたいなと思います。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 ほかにご質問はございませんかね。 

  

【質疑なし】 

 

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が、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」と発言する者多数あり） 
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  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、第 12 号は継続協議といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に継続協議となっておりす協議第 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。 

1 月 28 日開催の第 3 回協議会で事務局の説明は行っておりますが、再度、追加項目もあります

ので再度説明をいたさせます。再度、よろしく。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  それでは説明申し上げます。資料は 3 ページでございます。協議第 13 号、農業委員会委員の定

数及び任期の取扱い（その 2）についてということでお出しをしております。先般第 3 回の協議会

におきまして、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を提案して

おります。 

この 2 月になりまして、各町の農業委員会において検討をしていただきました。平成 17 年の 7

月の 19 日は、4 町のうち、久賀町と橘町の任期であるということ、また農業委員会の統一選挙が

この 17 年の 7 月の 19 日ということで、異論はなかったと聞いております。 

今回はその下側に括弧で濃く囲んでおりますが、選挙による委員の定数は、30 人とするという

ことをその 2 として提案をいたしております。5 ページをお開けいただきたいと思いますが、5 ペ

ージに 4 町が合併したときの農家数、これは先般もご説明いたしましたけれども平成 12 年の農業

センサスの結果でございます。このときの数値は 4 町が合併したときの農家数が 2,877 戸、農地面

積が 1,324 ヘクタールということで、一番下側には柳井市の農業委員会の状況を参考としてお付け

しております。 

大島郡 4 町が合併したときには農家数が 2,877 戸、農地面積が 1,324 ヘクタールということで、

農業委員会に関する法律施行令によりまして、選挙による基準は 30 人以下ということが定められ

ております。現在は 4 町合計をしまして選挙による委員の定数は合計 50 人でございます。30 人と

定めた場合には 20 人の減員ということになるわけでございますが、基準がございますので致し方

ございません。大島郡の基幹産業である農業の農地に関する農家の相談役ということでございます

ので、基準で定められております最大の 30 人ということが妥当であろうということを判断いたし

ましたので本日その 2 ということで提案をさしていただいております。 

なお、議会の推薦、あるいは農協等の推薦の委員におきましては、合併の時合わせて選任をする

ということでございますので申し添えておきます。以上で農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

についての説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、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、ご意見なり、ご質

問かあれば承ります。 

  はい、どうぞ。 
 

○委員（大島町議会議員 冨田 安英） 
大島町の冨田でございます。ええとですね、委員の選挙は全体でいいと思うんですが、農業委員

の場合、各地区っていいますか、私むかし農業委員やったことがあるんですが、その地区の事情が

分からないとなかなか委員の勤めができないというのが、あったんですよ、それで各町村単位で面

積割するのか、というかそこら辺のところで考慮できないかというのが、思うんですが、そこら辺

のところはどうですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

いわゆる選挙区という解釈でしょうか。 
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（「そうです」と発言する者あり） 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

選挙区を適用した場合にですね、面積の適用がございまして、5 ページをご覧になってください、

各町の面積がございます。久賀町が 453 ヘクタールいう数字がございますが、選挙区を設ける場合

には 500 ヘクタール以上がなければいけないと、じゃから 1 町で、いわゆる 1 町に割り当てるわけ

にはいかない状況でございます。今の現況では・・・、 

 

（「今の状態ではできないということですか」と発言する者あり） 

 

  ですから 2 町まとめて選挙区だよというかたちが可能かと思いますが、その辺りまでをして 30

人の委員さん決めることが果たしていいのかどうなのかということで今回は敢えて提案しており

ません。 

 

○委員（大島町議会議員 冨田 安英） 
とりあえず私等が他所の地区に行ってですね、農地のことをとやかくいうとですね、他所の地区

の人が大変に腹を立てるといいますか、お前ら知らんのになにを言うかというふうなですね、こと

を言われるんですよ。それで農業委員の場合はその地区地区にいないとですね、なかなかまとまる

ものもまとまりにくいといいますか、そういうのがあるのでそこら辺のところをよく考えてもらい

たいということです。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（学識経験者 中山 松夫） 
久賀の中山ですが、いま大島町の方から発言がありましたが、私もですね、なんとかして、選挙

区というのは、まあこれからなるのかも分かりませんが、そういった方法で地区の委員が出て、そ

の地区の様子が分かった人がおらんとですね、やっぱり農業委員会、そういった問題出たときに他

町のことはなかなか分かりにくい、まあ例えばそういったことがありましたし、そういったことを

ぜひ検討し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、ほかにございませんかね。 

  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、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。 

ここで 10 分間休憩をいたします。 

 

 

              ［午後 3 時 20 分  休  憩］ 

 

 

 

              ［午後 3 時 30 分  再  開］ 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは休憩を閉じまして会議を続行いたしたいと思いますが、先ほど農業委員会委員の定数及

び任期の取扱いにつきまして、事務局の方から説明をしたわけですが、訂正したいということがご

ざいますので、事務局の方から訂正をいたさせます。 
 

○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。先ほど私の方から 5 ページの中で仮に選挙区を作った場合には、500 ヘクタ

ールということで久賀町の例で、453 というお話を申し上げましたが、453 は農家数でございます、

隣の農地面積の 213 でございます。ですから久賀町の、仮に選挙区を設けるということになると

500 ヘクタール以上必要でございますので、久賀町の 213 と大島町の 422 を足さなければならない

よというようなかたちになります。以上、訂正さしていただきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

  よろしゅうありますか。 

次に継続協議となっております協議第 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。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（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

失礼します。協議第 23 号、協定項目 8、地方税の取扱いについて、今回の資料で6 ページでご

ざいます。前回の資料では第 5 回でございますが、10 ページからとなっております。 

1 としまして、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。としております。これらの税は、条例準則にしたがっておりますので、ほとんど相違がござい

ません。 

  第 5 回資料で 11 ページから 12 ページでございますけれども、個人町民税の税率は所得割は 3

パーセント、8 パーセント、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、14.7 パーセント、均等割は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。固定資産税の税率は 1.4 パーセントで、納期につきましては、5 月、7 月、12 月、

2 月の 4 回となっております。軽自動車税は、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。これ

は久賀町、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ので、

これも久賀町、東和町の例によるとしております。特別土地保有税については、税率は保有分は

1.4 パーセント、取得分は 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。町たばこ税の税率は、旧 3 級品につきましては、千本につき 1,266 円、旧 3 級品以外は、

千本につき 2,668 円と同一でございます。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、これは鉱泉浴場所在の市町村が課税できる目的税でございます。税率は 1 回の入湯

について、150 円の課税となっております。 

次に 2 といたしまして、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。資料の方の 13 ページ

が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 4 方

式の賦課であります。医療分と介護分について、それぞれこの 4 つで計算された税額の合算が課

税されます。合計の税率のところを見ていただきたいと思いますが、所得割は、4 町とも 7.5 から

7.3 パーセントとあまり相違がありません。資産割につきましては、これは固定資産税額に対して

課税されるものですが、50、48、47、20 パーセントと橘町が一番低くなっております。橘町の資

産割について大きな差異がある訳でございますが、これに橘町では平成 12 年度に介護納付金分が

導入されたとき、漸次 3 方式、資産割を課税しない方向をめざしまして、資産割の税率を 33％か

ら 10％に下げた経緯がございます。均等割、平等割については、久賀、橘が高い方となっており、
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大島、東和が低い方となっております。賦課限度額については、4 町とも医療分、介護分の合計で、

600,000 円となっております。 

協定文の中でいう応益割合と申しますのは、税を負担する能力に応じた応能課税としての所得割

と資産割、受益に応じた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、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国

と県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、4 町では現在、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まいりますので、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。 

国保税につきましては、資産割に大きな差異がある訳でございますが、例えば、低い方の東和

町、大島町の税率を基本に、応益割合、介護納付金額の確保を考慮しながら税率を検討をしてい

くといたした場合に、この協定文の、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のは、この資産割の税率をどの程度にするかということ

が大きな問題になってきます。一部に負担増加になる部分があるわけでございます。その点に配

慮してこのような協定文にしておるということでございます。 

またさらに低い方の大島町、東和町の税率、あまり変わりませんけれども、大島町の税率を基

本にして設定した場合は、東和町では全員が少しではありますが、負担増加になる可能性もある

わけでございます。 

この協定文は、このような点に配慮した表現になっておるわけでございますので、ご了解をお

願いしたいと思います。 

それで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、提案されるその他いろいろ水

道料、保育料等の取扱いとの関連も考慮しながら、最終的に町長部局である事務レベルの方で調整

を進めてまいるようになろうかと思い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） 

それでは協議第 23 号、地方税の取扱いについて委員の皆さん方、ご意見、ご質問があれば承り

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、先の協議会でも私申し上げましたけれども、この 2 番の国民健康保険税の

ことで、急激な負担増加がというあの文言ですが、東和町の議会の合併特別委員会でも協定項目の

この案を示していろいろとしろんごろんしたんですが、やっぱりここに引っかかりが、各議員さん

ありまして、合併の説明会では負担増加はないということで説明をしておるのに急激な負担増があ

るじゃないかということで相当意見がでました。 

でいろいろ煮詰めた結果、煮詰めたというか説明を受けた結果、最後には先ほど事務局の方から

説明がありましたように橘町における国保税の負担増か若干生じてくるのは、やむを得んのではな

いかということが究極的には出てきたわけでございます。他の 3 町については負担増はあまりない

だろうとただ橘町の資産割が低いのでこれをそのまま合わすわけにはいかないと、（聴取不能）程

度に引き上げるべきではなかろうかというようなことでですね、最終的には橘町さんの方の、まあ

一部の方かも分かりませんが、負担増が出るという結論になった。そんな回答が出てきたわけです

けれども、その点について橘町さんの方の住民の皆様方にですね、そういった財政的に、恐らくこ

のままいくと難しいということで、まあそういう結論がでるのでしょうからそういった説明をです

ね、橘町さんの住民に十分説明をしていただいて、いままでの経緯はあるにしても合併後はこうな
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りますよということのですね、説明を十分説明をしないと他の 3 町についてはほとんど現行のまま

になるけど、橘町さんの保険税については負担増を生じるということのようでございます。その辺

りをひとつ十分橘町の皆さんに説明していただきたいがということでございます。そういったこと

で今からの進め方というものに何かあれば説明をしてください。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

例えばいま、13 ページでございますけれども、今後、具体的な税率を決定をいたすわけでござ

いますが、例えば補助金なり、いろいろまあございます。各町とも自分の売りといいますか、特別に

力をいれてやっておるところがございます。そういうものをすべて各 4 町がやってしまうとたちまち

の内に財政破綻をおこしてしまうのではないかというようなことも考えられます。 

それで具体的な税率の決定につきましては、4 町の国保税のようなものにつきましては、例えば東

和町にまあ合わせた場合には、その資産割をどの程度にするかということで急激な負担を押さえるか

ということに、税率を設定しなければならないということであろうかと思います。 

 また例えば低い方ということで東和町と橘町はあまり変わりませんので、例えば大島町辺りを基本 

にしましたら、まあこれは今後財政状況、繰入金等の関係もございますので、大島町を例に取るとい 

う可能性もある訳でございますので、もしそうなった場合には何がしか東和町の方では上がってくる、 

まあ同じ税率を使うわけではございませんでしょうが、今後その検討を 14 年度、15 年度の課税の状

況等を勘案しながら具体的には事務レベルの方で詰めさせていただきたいということでございます。 

 ただし住民説明会におきましては、先進事例ということでサービス水準は高い方へ、負担は低い方

へということで回っておりますので、その辺りも十分念頭に入れまして今後調整を詰めさせていただ

きたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんかね。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議長 山本  保） 

いま、国民健康保険税を例に取って質問もあり、回答もございましたですけれども、私達の東和

町の議会においては、合併の住民との対話の中で先ほど説明があったようにサービスは高い方に、

負担は低い方にということでこの合併の集約を行ってきておるわけでございまして、これからこの

協定項目の中でいろいろのこういうふうな問題がでてくると思いますけれども、どうしてもいまの

モットーに合わない場合には、各町で住民に納得できる十分な説明をしてもらわないとやはり住民

はサービスは高い方へ、それから負担は軽い方へというまことに天国のようないい話ばっかりにな

っとるから合併に賛成したんだというのが大部分の意見だと思うんですよ。 

だからそういうふうなことが現実的に突き当たって難しいところが必ずでてきますから、それは

十分な説明を具体的にしてもらうと、そして合併の方向に進んでいくということを特にお願いして

おきたいと思いますし、私達の東和町の議会でもそれを法定協の中で十分にお願いしてくれという

声でございましたのでよろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。 

ほかにございませんかね。 

 

（「質疑なし」と発言する者あり） 
 
  はい、ないようでございますので、協議第 23 号、協定項目 8、地方税の取扱いについては、原

案のとおり、確認済みとすることにご賛同の委員さんの挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 

はい、ありがとうございました。挙手多数でございます。大方の賛同が得られたものとして協議
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第 23 号、協定項目 8、地方税の取扱いについては、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） 
  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。前回の協

議会で提案説明を行っておりますが、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） 
  はい、それでは継続協議になっております、協議第 24 号、協定項目 16 の公共的団体等の取扱い

についてご説明をさせていただきます。資料は 7 ページでございます。調整の内容は、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。 

  公共的団体等と申しますのは、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こういった公共

的活動を営むすべての団体を含み、法人かどうかは問わないということになっております。 

  新町が合併した後に新町の区域に、それまでの従来の 4 町単位で各種の公共的団体が存在すると

いうことは、新町の一体性を速やか確立するという点におきまして、好ましいことではございませ

ん。合併特例法の第 16 条の 8 項にも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ふうに努力義務が定められております。 

それで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きましては、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に

しております。また統合に時間を要する団体につきましては、統合に向けた検討がなされるよう調

整に努めるということにしております。また、独自の目的により設置されてい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にしております。 

 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にし

ております。なお、社会福祉協議会ですとか、消防団といった別に協定項目を設定しているものも

ございますので、そういったものにつきましては、そちらで協議をさせていただきます。    

また、農業協同組合ですとか、漁業協同組合、商工会こういった団体につきましては、独自の取

り組みもなされているようでございますし、そういった動向を見守るということでございますし、

必要に応じまして関係機関の指導、あるいは助言とそういったものも受けまして、協議あるいは調

整をしてまいりたいというふうに考えております。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。協議第 24 号、公共的団体等の取扱いについて、委員の皆さん

方のご質問があれば承ります。 

 

（「質疑なし」と発言する者あり） 

 

  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 24 号、協定項目 16、公共的団体等の

取扱いについて、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】 

 

はい、ありがとうございました。大方の賛同が得られたものとして協議第 24 号、協定項目 16、

公共的団体等の取扱いについては、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） 
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  次に継続協議となっております協議第 25 号、協定項目 17、消防団の取扱いについてを議題とい

たしますが、前回の協議会で事務局の説明を行っておりますが、再度、説明をさせます。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

  はい、継続協議、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。

11 ページをお開き願います。消防組織法を根拠法といたしまして、各町の条例・規則で定めらて

おります。その概要は前回の協議会の資料 31 ページに添付さしていただいておりますが、4 町の

合計で 62 分団、定員が 967 名となっております。当然、4 町が合併すればその指揮、命令系統を

統合する必要がございます。 

そこで次のような提案をさしていただいております。基本的に、合併時に統合するといたしまし

て、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。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。協議第 25 号、消防団の取扱いについて委員の皆様からご意見、

ご質問があれば承ります。 

ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

  はい、ないようでございますので、質疑を打ち切ります。協議第 25 号、協定項目 17、消防団の

取扱いについて提案のとおり、確認することにご賛同の委員は、皆さん方、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。全員賛成でございます。よって協議第 25 号、協定項目 17、消防

団の取扱いについては、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） 
  次に協議第 27 号、協定項目 18、使用料・手数料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（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

協議第 27 号、協定項目 18、使用料・手数料等の取扱いについてご説明を申し上げます。使用料

及び手数料は、いずれも特定の人のために、なんらかの便益を与えることによる受益に着目して、

その事務のため経費を応益的に特定の人に負担させるもので、地方公共団体の歳入となるものであ

ります。  

本文でございますが、使用料・手数料等については、新町の速やかな一体性の確保や住民負担等

に配慮しつつ、財政状況等を勘案しながら、そのあり方について検討を行う。と一般的原則を謳っ

ております。さらに 1 の使用料等については、次のとおり調整する。（1）使用料等は、当分の間、

原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設等の使用料等は、可能な限り統一

するように努める。（2）各町独自の施設の使用料等は、現行のとおりとする。2 手数料については、

次のとおり調整する。（1）負担公平の原則に立ち、原則として統一するよう努める。（2）国・県に

準ずる必要のある手数料については、原則として当該金額に準ずるものとするといたしております。 

ここでいう使用料、手数料等についてご説明をさしていただきますと使用料とは、ある便益の実

費負担的な意味で徴収され、手数料に比較した場合、受益の態様が地方公共団体が所有、管理する

物的施設の利用に主点が置かれたものであります。地方自治法第 225 条では、公の施設の利用につ
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き使用料を徴収することができると規定されております。 

なお、使用料・手数料等の取扱い等でございますが、これについては、ここでは住民生活に影響

を与える料金でありますものは、呼び名、区分の如何を問わず、極力ここに掲載をさしていただい

ておるものであります。 

次に手数料とは、提供する役務の受益が特定の人に限られることに着目するものであり、使用料

との区別は、手数料は役務の提供が本質的な要素となっております。地方自治法第 227 条では、地

方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができるとされてお

ります。 

  13 ページから 27 ページまで現在 4 町にあります使用料・手数料の対象となっております施設や

サービス等の一覧表でございます。前半に 13 ページから 1 として使用料等を、後半に 23 ページか

ら 2 として手数料を掲げております。この区分は関係する専門部会ごとに区分しておりますが、ご

覧いただけますように手数料、使用料等については、ほとんどすべての専門部会にわたって、多数

に存在をいたしております。使用料については、その数が一番多いものとしまして、各町に設置さ

れております公民館や町民センター等集会施設や保健福祉関係の施設、産業経済関係の集会等施設、

観光、資料展示施設、スポーツ施設等建物の使用料が多数ございます。また特定の人のための施設

として住宅使用料、教員住宅、漁具保全倉庫使用料等がございます。 

住民の負担ということで、最も一般的に関心のあるものとして水道使用料や下水道使用料、保育

料、火葬場使用料や霊柩車使用料があげられます。 
協定文案に使用料等は、当分の間、原則として現行のとおりとするといたしておりますが、これ

は各町に設置された集会施設や保健福祉施設からスポーツ施設等使用料、住宅使用料等が該当する

ものと思っておりますが、これらはその施設の内容や建築年次が異なっており、またその使用料が

地域に定着していること等から原則として現行のとおりとするとしております。 
それから調整の難しいものとしまして、4 町にかなりの違いがあり、直接的に住民の負担に大き

く関係してくる水道使用料や下水道使用料、保育料、火葬場使用料や霊柩車使用料があろうかと思

いますが、これらはただし、同一又は類似する施設等の使用料等は、可能な限り統一するように努

めるというところに該当するという解釈で、負担公平の原則から可能な限り統一するようなことに

なるのではないかと思います。 
また、各町独自のものとしまして、東和町の陸奥記念館、橘町の竜崎温泉、久賀町長浦スポーツ

海浜スクエアや大島町のやしろ郷ふれあいの里施設等は、各町独自の施設の使用料等は、現行のと

おりとするということに当てはまってくるのではないかと思います。また、特に独自の施設として、

現行のとおりとしなければならないものとしまして、町営渡船の運賃及び料金があろうかと思いま

す。これは、使用船舶、運航距離等が異なること、また国、県の補助を受ける特別会計であること

等から現行のとおりとするといたしております。 
次に手数料について、主なものとして税務証明・閲覧、住民票及び戸籍等の手数料、狂犬病予防

注射手数料等があります。これらは、あまり金額が違っておりませんので、（1）負担公平の原則に

立ち、原則として、統一するよう努める。（2）国・県に準ずる必要のある手数料については、原則

として当該金額に準ずるものとするということで提案さしていただいております。 

それでここでお願いを申したいわけですけれども、この使用料・手数料等の取扱いの方針につき

ましては、ほかの協定項目と違う特徴としまして、各課、各専門部会に渡って数多くの該当項目が

出てきております。これは次の協議第 28 号の協定項目である補助金・交付金等の取扱いについて

も同じことがいえるわけでございますけれども、本来は各事務事業に属し、その協定項目の中で取

り扱うべきものを使用料・手数料という種類でくくって、ここで一括で取扱っているものでありま

す。 

したがいまして、ここでは一般的な取扱いといいますか、大方針を本日ご確認いただきたいとい

うことでございます。 

本日この大方針をご確認いただければ、この大方針と事務調整にあたっての 6 つの基本方針、こ

れは第４回協議会でご報告を申し上げましたところですが、にしたがって、専門部会等の事務レベ

ルで、参考資料の、参考資料の 13 ページでございますけれども、参考資料の上段に 7 つの区分が

ございます。1 現行のとおり新町に引き継ぐ、2 何々町の例により調整する、3 新たに制度等を創

設する、4 新町に移行後、速やかに調整する、5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時

調整をする、6 廃止の方向で検討する7 その他としておりますが、これを一つ一つの項目について
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詰めさせていただくことになろうかと思います。 

それと本日は項目のみの資料となっておりますが、手数料等で重要なものにつきましては、関係

する各種事務事業の協議の際に、4 町の現況等をお示ししながら協議をお願いする予定といたして

おります。その項目については、参考資料の右側の提案する協定項目の欄にお示しをしておるとこ

ろでございます。 
また、今後のこれらの調整の結果については、最終的にはここに挙げております、すべての使用

料・手数料等について、できれば 4 町の現況と調整分類の結果を一覧表にまとめて、協議会にご報

告をさしていただきたいと思っております。 

  なお、最終報告の際には、ここに上げておりますものにつきまして、今後、個別調書の方から詳

細について整理をいたします。項目の多少の増減や並べ替え、字句の訂正等があろうかと思います

が、その点もご了解をいただきたいますようお願いをいたします。 

それからこのような取扱いの要領は、次の協定項目の補助金・交付金等についても同じことがい

えますので、同様な取扱いの要領でお願いできたらと思っております。 

それでその他の参考資料につきまして、28 ページには、使用料・手数料等の概要、29 ページに

は補助金・交付金等の取扱いに関する法令、30 ページから 31 ページには先進事例等が掲載されて

おります。本協定文は、大崎上島町のものを参考にさして作成さしていただいております。以上で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。協議第 27 号、使用料・手数料等の取扱いについて、委員の皆

さん方、ご意見、ご質問があれば承ります。 

 

（「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） 
生活に直結するというか、住民負担に大きくかかわるものについては、別途また協定するという

ことですから敢えてここではいいませんが、ただ使用料のところでですね、先ほどから事務局から

説明がありましたように上下水道、保育料、それから住宅の使用料等大変住民に直結する大きな使

用料ですが、これは各 4 町とも大きな隔たりがありますか、今日の資料には、具体的な金額が書い

てないので分かりませんが、後ほどこれはまた示されるようですが、大きな隔たりがあるのかない

のか、それから手数料については、基本健診手数料についても大きな隔たりがあるかないかと、最

後の１点、当分の間とありますが、例えば例を見るとまあ 3 年間を原則としてとか、いろいろまあ

表現の仕方もあるようですが、当分の間という表現を用いたこと、使用料等は当分の間、原則とし

て現行のとおりとするという、当分の間という、文言といいますか、まあ施策を取り入れた理由は

もう少し詳しく説明をしていただけますか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

先ほど申しましたように保育料、水道料等かなりの相違がございます。これにつきましても先ほ

どの国保税でありましたように、保育料なんかは特にそれぞれの段階があるわけでございますが、

違っておりますので、先ほどの国保税の方針のようにまた決定をさしていただきと思います。 

それから当分の間につきましては、まことにまあ合併して速やかな一体性の確保ができる間とい

いますか、そのような当分の間ということになろうかと思いますが・・・。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
ええ、よその例を見るとまあ、3 年間とかですね、合併後 3 年間という一つの目標を掲げて、目

標といいますか、その間は現行のとおりですよとその後については協議しますよという一つの目標

年次のようなものを定めているところが多いんですが、ここはまあ当分の間ということで何時にな

るやら、ずっとこれで続くのかどうか、それからもう一点はさっきから出ておる国保と同じように

ですね、負担は低い方に、サービスは高い方にという大原則がございますので、ぜひひとつあまり

負担の増えることのないようにですね、調整に努めていただきたい、説明によると水道等ではかな
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り料金の格差があるようでございますが、いわゆるまあ水道については広域水道を受水しておる関

係で、そうあの維持経費についても格差はないんではないかと思うんですが、現実の使用料につい

ては格差があるようでございます。この辺りをひとつ・・・、さりとてその負担が増えるというの

も困るわけですが、いま聞くところによるとなんとか可能な限り統一ということのようでございま

す。またその時点でひとつ詳しい説明をですね、資料を示して詳しい説明をお願いしたいと思いま

す。以上です。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

はい、このような重要なものにつきましては、各種事務事業の取扱い中で 4 町並びの資料をお示

しいたしましてご協議を申し上げます。 

 

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

【質疑なし】 

 

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 27 号、使用料・手数料等の取扱い

につきましては、専門部会で早急に個別調整を行う必要がありますことから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した。異議がないものと認めます。 

よって協議第 27 号、協定項目 18、使用料・手数料等の取扱いにつきましては、提案のとおり確

認ということに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

 

【挙手多数】 
 

はい、ありがとうございました。大方の賛同が得られたものとして、協議第 27 号、協定項目 18、

使用料・手数料等の取扱いについて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 28 号、協定項目 19、補助金・交付金等の取扱いについてを議題といたします。事務

局の説明をお願いをいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

協議第 28 号、協定項目 19、補助金・交付金等の取扱いについてご説明を申し上げます。32 ペー

ジでございます。 

一般的には、補助金等とは特定の事業、研究等を育成、助長するために地方公共団体が公益上必

要があると認めた場合に、対価なくして支出するものと規定されております。 

補助金には法令に基づくものと予算措置によって行われるものの 2 種類があり、地方自治法第

232 条の 2 に「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をする

ことができる。」と定められております。また、補助金として支出されるものは、その名称が例え

ば奨励金、助成金等といったものでもその実質が補助金と同様のものはここに含まれることになり

ますが、ここではそれ以外の直接住民サービスに関連する個人に対する助成、扶助費等についても

ここに上げさしていただいております。 

次に交付金とは、地方公共団体から私的団体若しくは個人に対して、一定の行政上の必要性から

交付される現金給付をいいます。ここでは中山間地域直接支払交付金等があります。 

本文でございますが、調整の一般原則といたしまして、補助金、交付金等については、その目的、

活動実績、効果、従来からの経緯等を総合的に判断しつつ、財政状況等を勘案しながら、公共的必

要性・有効性・公平性の観点に立ち、そのあり方について検討を行う。なお、整理統合できるもの
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については、統合、廃止する方向で調整するといたしております。1 としまして団体に係るもの、

（1）同一あるいは同種の補助金・交付金等については、原則としてできるだけ早い機会に関係団

体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。（2）各町独自の団体に対する補助金・交付金等

については、原則として現行のとおりとする。2、事業に係るもの、（1）同一あるいは同種の補助

金・交付金等については、原則として制度の統一に向けて調整する。（2）各町独自に実施している

事業に係る補助金・交付金等については、原則として現行のとおりとするといたしております。 

  4 町では、33 ページから 49 ページに渡ってありますように、それぞれの地域の発展を図るため

の施策の一環として、各種団体の育成等を目的とした財政的支援や各種事業に対する奨励対策とし

て補助等を行っているところであります。 

これらの補助金等の交付団体や対象事業は、国県の補助事業のメニューに載って実施するものも

ありますが、さらにそれにいわゆる横だしや上乗せということで拡充しているものもあり、むしろ

各町独自のものも多く、4 町のそれぞれの事情や経緯により、交付条件等も異なっておるところで

あります。 

本日この大方針をご確認をいただけましたら、今後、専門部会等において個別に具体的に調整を

詰めてまいりたいと思っております。協議第 27 号の使用料、手数料等の取扱いのところでご確認

をいただいたのと同様の取扱いで進めさしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

なお、その他の参考資料につきましては、50 ページには、補助金・交付金等の概要、51 ページ

には補助金・交付金等の取扱いに関する法令、52 ページから 54 ページには先進事例が掲載されて

おります。本協定は、西東京市のものを参考に作成しております。以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。説明が終りましたので、協議第 28 号、補助金・交付金等の取

扱いについて、委員の皆様のご意見なり、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（東和町議会議員 西本 信男） 
各町共通するものについては、これを見る限りにおいては、協定項目では、個々にまた協定項目

に挙げて、この法定協議会にでて来るんでしょうけれども、ここの別紙のあれを見るとあるのとな

いのがありますよね、ない部分については、もう今日これで確認されればもう事務局の方というか、

専門部会の方で調整してもう、してしまうと、まあそれはそれで廃止できるというわけではないん

でしょうけれども、法定協の方には出てこないということ、いうふうに理解していいんですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
どうぞ。 

 
○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

これは先ほどの使用料・手数料等と同様でございますけれども、一番初めにまあ一般的に、整理

統合できるものについては、一つ、各町に一つというようなものにつきましては、整理統合できる

ものについては、統合、廃止する方向で調整するということもありますし、また各町独自のものに

つきましては、現行のとおりとするということもありますので、これをどのようにするかというこ

とは、今後の具体的な調整でございますけれども、その結果につきましてはこのすべてに渡りまし

て、上の 1 から 7 までの方針を入れまして、そのまた右側に提案する協定項目とございますけれど

も、あすこが新しい方針を示す場所でございますので、あすこに新しい方針なり、また実額が、実

額といいますか、まあ使用料等であればあすこに新しい額が決まるものにつきましては、それを入

れさていただいて最終的にはすべてに渡ってご報告をさしていただくということでございます。以

上でございます。 
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○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
この法定協の中に出てくるというふうに理解すればいいんですね。 

 

（「はい」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」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
ええ、1 点だけなんですが、最終的に報告が出てきたと、合併協の方でどうしてもそれは納得が

できないという話になった場合はどういうふうになるのでしょうか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

そういう場合には、また検討のしなおしとか、そういうことになるのではないかと思います。以

上でございます。 

 

（「ありがとうございました」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 安本 良夫） 
橘町の安本です。団体に係わるものの中で、各町独自の団体に対する補助金・交付金等について

は、原則として現行のとおりとするというふうになっていますけれども、今日のいわば平等な時代

にこうおっしゃる理念、利点は、いろいろなことがありましょう。大島郡独特の突出した部分もあ

りましょう。そういう場合にある町しかそういう団体に出さないという、それについては将来的に

新しい町の中でそういう方向で考えていく、例えば前々回の時に吉兼委員からでしたか、男女共同

参画社会の条例についてお考えがあると思いますがという質問がございました。そういう新しい事

態に対応する場合に、例えばその補助金がある町の条件に合ったとします。それはやっぱり将来の

方向性として、専門委員会の中で、専門委員会の中で検討する際にそういうことを頭に置きながら

ご検討いただきたい。そういうふうに思います。 

でそれは新山委員長の主張である、いわゆる新しい町の計画の根本原則に触れるような事柄なん

ですね。たとえ 1 町のみであっても、それは新しい町の補助金です、あるいは交付金です。専門部

会の中で十分そういうことを勘案しながらご検討いただければと、そういうことで、そういう意見

です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんかね。 

 

【質疑なし】 

 

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 28 号、補助金・交付金等の

取扱いにつきましては、これも専門部会で早急に個別調整を行う必要があります。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） 
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はい、異議がないものと認めます。 

それでは協議第 28 号、協定項目 19、補助金・交付金等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。 

 

【挙手全員】 
 

はい、ありがとうございます。全員挙手でございます。大方の賛同が得られたものとして協議第

28 号、協定項目 19、補助金・交付金等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 29 号、協定項目 21、介護保険事業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） 

はい、それでは協議第 29 号、介護保険事業の取扱いについて、ご説明をいたします。資料は 55

ページからでございます。介護保険業務につきましては、平成 13 年の 12 月に周防大島広域連合を

設立いたしまして、14 年の 4 月から 4 町一体となって業務を開始したところであります。 

協議題としてお示ししております 6 つの協定案でございますが、1 番といたしましては、被保険

者の資格管理業務、3 番におきましては、保険給付、5 番と 6 番におきましては、第 1 号の被保険

者の保険料や普通徴収納期について、これにつきましては広域連合の関係がございまして、取扱い

が 4 町同一でございます。ですから現行のどおり新町に引き継ぐものということで、1 番、3 番、5

番、6 番はそのまま引き継ぐという提案でございます。 

それから 2 番目に書いてございます介護認定審査会についてでございますが、4 町が合併いたし

ますと周防大島広域連合自体が前日をもちまして廃止されます。必然的に審査会も廃止というかた

ちになりますので、新町におきまして新たに設置をするということであります。 

次に 4 番目で介護保険事業計画でございますが、これについては新町におきまして老人保健福祉

計画と一体的に策定をするということで提案をさせていただいております。 

以上 6 点が調整内容でございますが、56 ページに広域連合の状況を掲載しておりますのでご参

考にしていただきたいと思います。4 町横並びに書いてございますが、すべて同一ということで久

賀町の欄に内容等を掲載させていただいております。以上、介護保険事業の取扱いについての説明

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した。説明が終わりましたので、協議第 29 号、介護保険事業の取扱

いにつきまして、委員の皆さん方のご意見、ご質問があれば承ります。 

 

【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、質疑を打ち切ります。協議第 29 号、介護保険事業

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。それでは協議第 29 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 30 号、協定項目 24-4、消防・防災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次長兼総務課長 椎木 巧） 

  それでは協議第 30 号、協定項目 24-4、消防・防災の取扱いについてご説明をさしていただきま

す。57 ページをお願いいたします。 

  各町とも災害対策基本法を根拠法といたしまして、防災会議条例、災害対策本部条例が制定され

ております。防災会議については合併時に新たに設置し、新町において地域防災計画を策定すると

いう提案をいたしております。防災会議につきましては、新町において防災会議条例を制定し、委

員を選任し、防災計画を策定していただくということになります。 

また災害対策本部につきましては、新町において災害対策本部条例を制定し、地域防災計画の中

で設置基準、組織運営及び動員配備計画を策定するものであります。いずれも新町になって計画を

策定するということになりますが、この計画を作るまでにもし万が一災害が発生した場合の対応を

どうするかという議論がございます。そこで現在の各 4 町で策定しております地域防災計画なり、

基本的な部分を調整いたしまして、合併までにその災害に対する仮のマニュアルとしてまとめてお

くように考えております。また防災関係事業については、新町において調整するとしておりますが、

中でも防災行政無線につきましては、59 ページに示しておりますように各町の取り組みに大きな

違いが出ておりますが、これも防災関係事業として新町において調整するといたしております。こ

れは特に調整し、均衡ある整備をするということになりますと大変大きな事業となりまして新町建

設計画との関連もでてまいりますので、防災関係事業として一括して調整するということの提案を

いたしております。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終りましたので、協議第 30 号、消防・防災の取扱いについて、委員の皆様のご意

見があれば承ります。 

ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、質疑を打ち切ります。協議第 30 号、消防・防災の取扱いにつきま

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。協議第 30 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 31 号、協定項目 24-10、社会福祉協議会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長 村田 雅典） 

それでは協議第 31 号、社会福祉協議会の取扱いについてご説明を申し上げます。資料は 61 ペー

ジからでございます。 

社会福祉協議会につきましては、社会福祉法で市または 2 以上の行政区に 1 社会福祉協議会の設

置が規定されております。4 町にもそれぞれ設置されているところでございます。昨年 10 月に大

島 4 町の法定合併協議会、この協議会でございますが、設置をされまして合併に関する協議がはじ

まりました。これを受けまして社会福祉協議会、4 町における 4 つの社会福祉協議会におきまして

は、昨年の 12 月の 6 日に合併協議会を設立し協議を始めたところでございます。すでに 2 回の協

議を終えておりまして、合併の方式、期日、事務所の位置など決定をしているところでございます。 
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62 ページ以降に資料がございまして、右端に社会福祉協議会における調整内容ということでお

示しをしておりますが、こういったかたちでもうすでに対応を協議されているということでござい

ます。このたび、この法定合併協議会の中に社会福祉協議会の取扱いということで提案すること自

体、若干遅ればせながらの感がございますが、調整案といたしまして、それぞれの事情を尊重しな

がら合併に向けて調整に努めると、また事業委託等については社会福祉協議会の事情を尊重しなが

ら調整に努めるということで提案をさせていただいております。それぞれ資料の中に書いてござい

ますが、64 ページ以降につきましては、今現在の 4 町が社会福祉協議会に委託をしております委

託事業等あるいは補助事業等を参考資料として掲げております。 

今後の協議進捗にあわせましてお互いそれぞれ事務局がございます、設置されておりますので、

連携をとりながら連絡調整をしながら進めて行きたいと思っております。 

以上で社会福祉協議会の取扱いについての説明を終ります。 

 

○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 31 号、社会福祉協議会の取扱いについて、委

員の皆さん方、ご意見なり、ご質問があれば承ります。 

   

【質疑なし】 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ないようでございますので、協議第 31 号、社会福祉協議会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。協議第 31 号は、継続協議といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
以上をもちまして本日提案をいたしました議題は、すべて議了いたしました。ここで前回同様若

干の時間を設けまして、皆さん方のご意見なり、ご提案なりあれば承りたいと思います。 

 

（「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） 
  1 点だけ申し上げさしていただきます。先般からですね、確認の取り方でですね、提案された回

は、次回の継続協議ということが原則で進んでいるわけですが、まあどうしても急がなくてはいけ

ないということで、前回、今日を含めて 3 回ですか、提案した日に確認ということが行われたと思

うんですけれども、どうしても大変な事務事業が重なって、どうしてもこういうふうになってと、

というのもあると思うんですが、もしよろしければですね、案内のところにですね、この案につい

ては今回の協議会で確認がしたいということをちゃんと書いておいていただければと私思います。

そうやることによって皆さんの心積もりも随分違うんじゃないかと思うんでですね、そこら辺のと

ころは大きな声では言えないんですけれども、ぜひやるとしたらきちんと知らせる必要があろうと

思うんですけども。 

あとですね、もう１点はですね、私も委員会、庁舎の位置を決める委員会に入ってやっておりま

して、まあ皆さん忙しい時間を繰って一生懸命、町のことについて考えられているのはすごくよく

わかるんですけれども、今回のこういう案ですね、この件に関してはかなり重要だと思ったんでで

すね。できればまあつい 1 時間前に刷り上ったということなんでありましょうが、なんとかそれは

5 日前にですね、配布できるようにそれはしていただくべきではないかと思いますのでぜひよろし

くお願いいたします。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。 

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 篠本 純一郎） 
小委員会でですね、新町名の、あの 4 月末までじゃけど大体どのくらいにいまなっていますか。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ああ、ほうですか。分かりました。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  いま、新町名候補選定小委員会の内容で、今日 4 月 30 日が公募締切日ということで、どのぐら

いきているかというご質問でございます。 

この新町名の応募状況でございますが、昨日、おとといと 2 日連休、昨日がお休みで、その前日

曜日、いうようなかたちで締切直前になりまして、今日午前中に私ども事務局が受けた応募が、は

がき、封書で 400 件、インターネットのメールで 200 件、それから東京に公募ガイドという雑誌が

ございましてそこで携帯電話の受付もしていただきました、これが 400 件、今日 1,000 件きており

ます。 

最終的には、まだ最終数値は申し上げられませんけれども今日の 1,000 件を入れまして 5,200～

5,300 まできています。それを取りまとめるのにどうしようかと先ほど委員長さんと相談しまして、

しばらく待ってくださいというお願いをしたところです。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
大変なことですが、ええほかにございませんか。 

  なんでも結構ですよ。 

それではないようでございますので、次回、第 7 回目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） 

はい、次回の第 7 回の合併協議会の関係でございます。先般、はがきでお知らせしておりますが、

来月 5 月の 23 日の金曜日、午後 2 時からを予定にしております。また詳細等につきましては、議

案といっしょにお配りいたしますのでよろしくお願いいたします。 

あと 2 点ほどございます。本日お手元に合併協議会だより第 3 号ということでお配りをしており

ます。昨日刷り上りましてまだ外の方にはまだ全然お目通しはしておりません。また 5 月になりま

して各町の文書配布等を通じまして配布というかたちになりますのでまたお目通しをお願いいた

します。もう１点でございますが、今月の 4 月の始めに 14 年度の委員さん方の執務報酬をそれぞ

れ指定をいただきました口座に振り込みをさしていただいております。確認をしていただいたらと

思います。以上 3 点でございます。よろしくお願いをいたします。 
 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、以上で第 6 回協議会の議題を全部議了いたしました。以上をもちまして第 6 回の協議会を

閉会といたしたいと思います。大変皆さん方本当にこころからありがたく厚くお礼申し上げます。 

  ありがとうございます。 

 

 

              〔午後 4 時 37 分  閉 会〕 
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