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          第７回大島郡合併協議会会議録索引簿 

事件番号 会 議 事 件 名 頁数

 会長あいさつ  4P 

 会議録署名委員の指名  4P 

報告 1 新町名候補選定小委員会報告  4P 

報告 2 新町建設計画策定検討小委員会報告  5P 

協議第 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 3）について（協定項目 7） 
5P 

協議第 29 号 （継続協議）介護保険事業の取扱いについて（協定項目 21） 6P 

協議第 30 号 （継続協議）消防防災の取扱いについて（協定項目 24-4） 7P 

協議第 31 号 （継続協議）社会福祉協議会の取扱いについて 

（協定項目 24-10）
8P 

協議第 32 号 国民健康保険事業の取扱いについて（協定項目 20） 9P 

協議第 33 号 広報広聴の取扱いについて（協定項目 24-3） 12P 

協議第 34 号 姉妹都市・国際交流事業等の取扱いについて 

（協定項目 24-7）
14P 

協議第 35 号 納税関係の取扱いについて（協定項目 24-8） 14P 

協議第 36 号 環境対策の取扱いについて（協定項目 24-15） 18P 

協議第 37 号 じんあい処理の取扱いについて（協定項目 24-14） 20P 

 意見交換 22P 

 第 8 回協議会予定等  
（平成 15年 6 月 27 日（金）午後 2時 橘町総合センター・大ホール） 

23P 
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第 7 回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日 平成 15 年 5 月 23 日（金曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 蒲野農村環境改善センター・多目的ホール 

 
 

開 会 平成 15 年 5 月 23 日（金）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 5 月 23 日（金）午後 3時 24 分 議 長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 41 名  

職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
顧  問 山口県議会議員 柳居 俊学    
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    
副会長 大島町長 河野 洋治 委 員 橘 町議会議員 中原 臣雄 
   委 員 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 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 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 岸田 邦子 委 員 学識経験者 村田 岩治 
   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 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 ― ― 
   監査委員 ― ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出席委員等 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ― ― ― 
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職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
委 員 山口県市町村 

合併推進室次長 山部 哲郎 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 学識経験者 中原 昭二 
委 員 学識経験者 久保 盛行 委 員 大島町議会議長 平村 眞成 
委 員 橘 町議会議長 武政 輝夫 委 員 学識経験者 棟広  斉 

 
 
 
欠席委員

等 

委 員 学識経験者 珠山キミ子 委 員 学識経験者 山縣  惠 
     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 

  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   

 
 
 
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 大島郡合併協議会計画課課長補佐 中尾 豊樹 

  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課長補佐 川口 満彦 
柳井県民局次長 内山 禮介 東和町環境整備課長    西村 利雄 

 
 
 
 
 

 
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 田平  隆      ―       ―   

会議の概要 別紙のとおり 
委 員 学識経験者 杉山 藤雄 委 員 久賀町議会議長 中野 正良 会 議 録 

署名委員 委 員 大島町議会議員 冨田 安英    
特記事項 傍聴者 16 名 （一般 11 名  報道 5 名） 

 



 4

              〔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 7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

会長がごあいさつを申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは一言ごあいさつを申し上げますが、本日は第 7回になりますが、合併協議会を開催いた

しましたところ、委員の皆様方、そして顧問の柳居先生には大変ご多用の中、お出でをいただきま

して本当にありがたく厚くお礼を申し上げます。 

委員のみなさん方すでにご承知のことと思いますが、4月の統一選挙におきましてわれらのホー

プ柳居先生が無投票当選をされ、その後の臨時議会におきまして議会運営委員長に選任されたわけ

でございます。53 人の県議の要をやられるわけでございまして、われわれ協議会にとってはこの

上ない誇りであり、また栄誉でもあるわけでございます。柳居先生の今後ますますのご活躍を心か

らご祈念申し上げる次第でございます。よろしくお願いいたします。 

本日の協議会におきましては、本協議会に設置されております小委員会からの活動報告をいただ

きますとともに、前回まで継続協議となっておりました 4項目に加えまして、新たに 6項目の協議

をお願いすることにいたしております。委員の皆様方積極的なご意見、あるいはまたご発言をお願

いをしたいと思っております。どうぞよろしくお願いをいたしましてごあいさつといたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは会議に入りたいと思いますが、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、本日の合併協議会に欠席の通告をいただいておりますのは、東和町の久保盛行委員、橘町

の武政輝夫委員、大島町の珠山キミ子委員、橘町の田村伊都子委員、東和町の中原昭二委員、大島

町の平村眞成委員、大島町の棟広斉委員、東和町の山縣惠委員、それから県の合併推進室の次長で

あります山部哲郎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、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せていただきますが、座らしていただきたいと思

います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは、さっそく議事に入ります。まず会議録署名委員の選任をいたしますが、杉山藤雄委員

さん、冨田安英委員さん、中野正良委員さんを指名をいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

次に報告に移ります。報告第 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の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） 

それで新町名候補選定小委員会よりご報告を申し上げます。3 月 1 日より 4 月 30 日まで新町名

を公募いたしました。その概要及び今後の小委員会の開催についてご報告を申し上げます。 

応募総数は 5,917 通であります。この中には〆切り後到着も含まれております。応募者の詳細、

内訳等につきましては、今後ご報告を申し上げますが、応募者は全国各地から文字通り、北は北海

道から南は九州沖縄までの都道府県に及び、インターネットを通じましてアメリカ、メキシコとい

った外国からの応募もあったということであります。 



 5

週明けの 27 日に第 3 回の小委員会を開催いたし、名称の有効無効の判断や協議会に報告する名

称候補 10 点程度の選定を行う予定にいたしております。なお、選定会議が順調に進めば、その結

果を6月の第8回合併協議会にご報告をいたし協議題として提案させしていただくことになると存

じます。 

 また名称一覧表につきましては、本日小委員会の委員さんにお渡しをいたし、事前にお目通しい

ただくようお願いしているところであります。以上、簡単ですがご報告といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございます。それでは中野委員長さんの報告が終わりましたので、ご質問のあ

る方、お伺いをいたします。どうぞ、どなたからでも結構です。 

  ございませんか。 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、報告第 1号、新町名候補選定小委員会のご報告を以上で終わりたい

と思います。 

 

○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。それでは報告をさせていただきます。住民意向調査の実施状況について、概

況をご報告いたします。第 6回の大島郡合併協議会において新町将来構想案並びに住民意向調査の

実施について、協議会の承認をいただきましたので、添付の概況報告のとおり住民意向調査を進め

ております。郡内各世帯への実施については、各町の自治会組織により、順次各町の広報の配達の

日程に合わせて各世帯に配布しております。配布枚数及び配布日については資料のとおりでござい

ます。 

全世帯で 11,048 世帯となっています。回収率を高めるため各委員のご協力をお願いいたします。

次に各中学校、高等学校、高等専門学校、専門学校については、各学校単位で実施をいただく 

ことになり、ホームルームなどの時間を割いて学校単位で実施されます。客体数は中学校が 9校で

431 人、高等学校が 3 校で 488 人、大島商船が 601 人、大島看護専門学校が 101 人でございます。 

 次に郡内から郡外の学校に通学の学生、生徒さんについては客体の把握に努めた結果、現在 223

人の方に送付できるようになっております。一般用、学生用合わせて 12,892 人になり、6月 10 日

までの回収に向けて回収率を高めるように広報を行っていくことにしております。回収後は住民意

向調査の集計分析を行い、建設計画に反映させていく予定でございます。今後とも各委員の皆さん

のご協力をよろしくお願いいたします。以上で小委員会報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。新山委員長さんからの報告が終わりましたので、どなたからで

もよろしゅうございますから、ご質問があればお受けをいたします。 

 ございませんか。 

  

（「なし」と発言する者あり） 

 
ないようでございますので、それでは質疑を打ち切りまして、報告第 2号、新町建設計画策定検

討小委員会の報告を終わりたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それではただいまからいよいよ協議に入らせていただきます。継続協議となっております協議第

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、4月 30 日開催の第 6 回協議会で事務局の説明を行っております
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が、追加項目もありますので再度説明をさせます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それでは座ったままで失礼をいたします。お手元にお配りしております協議事項綴り 1

ページをお開けいただきたいと思います。前回の第 6回の協議会におきまして（その 2）というこ

とで、選挙による委員の定数は、30 人とするということを提案いたしました。 

その際、お二人の委員さんから農地関係に係わる農業委員会につきましては、地域に精通されて

いる方がふさわしいというようなことから選挙区の設置につきましてご意見がございました。 

このことから今回（その 3）といたしまして農業委員会等に関する法律第 10 条の 2 第 2 項及び

第 3項に規定する選挙区の設定、各選挙区の委員の定数は新町において調整するということを提案

させていただいております。 

なぜ新町において調整するかということでございますが、2ページをお開けいただきたいと思い

ます。2ページに中段あたりから選挙区の設定に関する法律の抜粋をつけております。第 10 条の 2

第 3項に選挙区の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して条例で定めなければならない。ま

たそのすぐ下にありますけども法律施行令に選挙区は 500 ヘクタール以上、または基準農業者が

600 以上という条件がございます。 

3 ページをお開けください。3 ページに参考ということで上の段は 4 町の経営耕地面積の動きと

いうことで数字を挙げております。これは 5年ごとに実施されます農業センサスの各町の経営耕地

面積の動きでございます。1990 年あるいは 1995 年と 2000 年の対比をしてみますとずいぶん減少

率が高いということがうかがい知れます。また下側が選挙人名簿の登録者の動きということで

2001 年からずっと書いてございます。選挙人名簿につきましては農業委員会は毎年 1 月 1 日に申

請いたしまして 3 月 31 日をもって確定をいたします。1 番初めにこの農業委員会に関する協定項

目の中で委員の任期を平成 17 年までということで提案をしております。この 17 年の任期まで委員

さんがいらっしゃいますと今から2004年それから2005年とあと2回の選挙人名簿の登録しなけれ

ばなりません。下の段の選挙人名簿の登録者の動きをご覧いただきますと 4町の登録者数、過去の

2年間を見ても随分差がございまして一定しておりません。 

したがいまして、いま現在では選挙区の定数を定めることがふさわしいと思われませんので、選

挙区の設定並びに各選挙区の委員の定数においては、新町において調整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 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、事務局の説明がございましたが、これに対しましてご協議を願いいたします。委員の皆さ

ん方、ご意見なり、ご質疑があれば承ります。 

ございませんかね。 

 

【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、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」と発言する者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。ないようでありますので、協議第 13 号は、継続協議といたし

ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に継続協議となっております協議第 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。前回の協議会で事務局の提案説明を行っておりますが、再度説明を承ります。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それでは資料の 4 ページでございます。介護保険事業の取扱いについて、協定項目 21 と

いうことで 6項目の項目を挙げまして提案をさせていただいております。 

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、昨年

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つの調整案でございますが、1として被保険者の資格管理業

務、3 として保険給付、5 と 6 につきましては、第 1 号の被保険者の保険料や普通徴収納期につい

ては取扱いが 4町同一であるということで現行のどおり新町に引き継ぐものとしております。 

また 2の介護認定審査会につきましては、4町が合併いたしますと周防大島広域連合自体が前日

をもって廃止され、必然的に審査会も廃止となりますので、新町において新たに設置をするという

こととなります。 

また 4番目の介護保険事業計画ついてでございますが、これにつきましては新町において老人保

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 29 号、介護保険事業の取扱いについて説明が終わりま

したので、本題に対しまして協議をお願いいたします。委員の皆さん方のご意見なり、ご質問があ

れば承ります。 

ございませんかね。 

 

【質疑なし】 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ないようでありますので、ここで確認をしたいと思っております。協議第 29 号、協定項目 21、

介護保険事業の取扱いについて、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をいたし

ます。 

 

【挙手多数】 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、大方の賛同が得られたものとして協議第 29 号、協定項目 21、介護保険事業の取扱いにつ

きましては、提案のとおり確認済みとさせていただきます。 

 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に継続協議となっております協議第 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。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次長兼総務課長 椎木 巧） 

  それでは協議第 30 号、継続協議となっておりますが、消防防災の取扱いについて、協定項目 24-4

でございます。ページ数は 5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、または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

するといたしております。新町において防災会議条例を制定し、委員を選任し、防災計画を策定い

たすことになります。 

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

で設置基準とか、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の期間に、もし万が一災害等が発生し

た場合の対応をどうするかというそのような懸念がございます。そこで現在の各 4町で策定いたし



 8

ております防災計画なり、災害対策本部の基本的な部分を調整いたしまして、合併までに当面の対

応マニュアルとしてとり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、前回の提案のときの

59 ページなんですが、ここでお示しておりますように各町の取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いたしまして新町において調整するということにいたしております。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、これから協議第 30 号、消防防災の取扱いについてを協議をいた

したいと思います。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】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それではご意見もご質問もないようでございますので、ここで確認をしたいと思います。協議第

30 号、協定項目 24-4、消防防災の取扱いについては提案のとおり確認することに賛成の諸君の挙

手をお願いをいたします。 

 

【挙手多数】 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございます。大方の賛同が得られたものとして協議第 30 号、協定項目 24-4、

消防防災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） 
  次に継続協議となっております協議第 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。前回の協議会で事務局の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（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、それでは社会福祉協議会の取扱いについて、資料は 6ページでございます。 

協議第 31 号、継続協議ということで提案をさせていただいております。社会福祉協議会は、社

会福祉法で 1 つまたは 2 以上の行政区に 1 つの社会福祉協議会と規定されております。現在は 4

町に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が設置

をされまして合併に関する協議が始まったことを受けまして、4町それぞれ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をいたしまして協議を始めておられます。すで

に 2回の協議を終えまして、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。 

合併特例法におきましては、第 16 条の第 8 項に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ことが謳われております。今回提案をしておりますのは、その調

整案といたしまして 1、社会福祉協議会については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、2、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。 

資料につきましては、前回お示しをしておりますので、今回はおつけしておりません。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 31 号、社会福祉協議会の取扱いについて、ご協議をお

願いいたします。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（東和町議会議員 西本 信男） 
  東和町の西本ですが、いま説明によりますと社協の方ですでに合併の時期とか、あるいは合併後

の社協の事務所の位置ももう決めておると、決めておるというか、まあ話し合いがついておるよう

な報告でございますけれども、さらに詳しい説明をお聞かせいただけませんか、時期と、それから

事務所の位置と・・・。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、合併の時期は、私どものこの合併協議会と同じ日の平成 16 年 10 月 1 日でございます。そ

れから新町の、失礼いたしました、合併した後の社会福祉協議会の事務所の位置でございますが、

大島郡内の 4つの社会福祉協議会それぞれ事務所持っておりますが、財産として持っている社会福

祉協議会は大島町の社会福祉協議会のみでございますので、現在の大島町の社会福祉協議会の事務

所であります老人福祉センターのところを、あたらしい町、新町の社会福祉協議会の事務所にする

ということが決定しております。 

 

（「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。 

 

【質疑なし】 

 
それではないようでございますので、ここで確認をしたいと思いますが、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は提案のとおり確認することに賛成の諸君の挙手をお

願いをいたします。 

 

【挙手多数】 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。大方の賛同が得られたものとして協議第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 32 号、協定項目 20、国民健康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、協議第 32 号、国民健康保険事業の取扱いについて、協定項目 20 でございますが、資料は

7 ページからでございます。7 ページに 4 つの項目を掲げてございますが、まず 8 ページをお開け

いただきたいと思います。8ページの上段に国保事業といたしまして国民健康保険法に基づきまし

て各町に国民健康保険運営協議会が設置されております。4町が合併をいたしますと組織そのもの

が廃止されますので、新町において新たに設置するというとでございます。各町今の現状は、定数

あるいは任期等に違いがございますが、平成 16 年の 9月 30 日をもって廃止されるということで新

たに設置をするという提案でございます。 

次に 8ページの下側になりますけれども保険給付事業と扱いが書いてございます。これにつきま

しては、療養の給付、一部負担金、3歳未満の乳幼児、あるいは 70 歳以上 75 歳未満の、いわゆる
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負担金の割合ということで、それぞれの実態が書いてございますが、4 町全く同じでございます。

現行のとおり新町に引き継ぐものということで提案させていただいております。 

次の 9ページでございます。9ページの上段になりますと高額療養費貸付事業ということで、各

町の実態が書いてございますが、この各町の事業につきましてはそれぞれ異なっておりまして社会

福祉協議会で実施をしているもの、あるいは社会福祉協議会が委託を受けて対応しているもの、ま

た町が行っているものこういったかたちでそれぞれまちまちでございます。この事業につきまして

は新町において統一するということで提案をさせていただいております。 

また一番最後になりますけど保健事業につきましては、9 ページ、10 ページ、11 ページにわた

りまして保健事業を添付してございます。人間ドックから健康まつりまで各町いろいろな保健関係

の事業を実施しておりますので、相違のあるものについては合併時までに調整し、また相違のない

ものにつきましては、現行のとおり新町に引き継ぐということで提案をさせていただいております。

以上でございます。 

 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは説明が終りましたので、協議第 32 号、国民健康保険

事業の取扱いについてをご協議をお願いいたします。ご質問、ご意見があれば承ります。 

   

（「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） 
46 番、吉兼です。9ページの資料でですね、保健事業に関してですけれども、大島町だけ脳ドッ

ク検診というのがありますけれども、例えばこういうふうに 1町だけにあるものに関して、どうい

うふうな方向性を持たれているかどうかをお尋ねいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

この保険事業について、脳ドック、大島町だけが実施でございます。ここに調整の内容の 4番目

でそれぞれ 4町の事業の現状を踏まえ、4町で相違のあるものは合併時までに調整をするというこ

とで提案させていただいておりますので、4町が合併までには調整していこうという努力は当然必

要だろうと思いますし、この協議の結果を専門部会等に下ろしていきまして、専門部会の中で協議

していくということでございます。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
はい、すいません。ということはですね、この脳ドック検診の・・・、まあ、ありますけれども、

これは継続されないかもしれないというふうに理解してもよろしいわけですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  いま私の判断では、まだそこまで結論は出せておりません。ですから統一をするということでご

ざいますので、いい方に、いい方にというとあれですが、4町が、旧 4町そのままですべて実施す

るようにするのか、ちょっとこれ事業的には、いまの負担金、自己負担 1,000 円ではむずかしいよ

とか、いろいろな財政的なことも考慮して調整していかなきゃいけないと思っております。 

 

（「ええ、あっ、すいません」と発言する者あり） 

   

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  ということで、この辺のですね、要は最近のこの合併協議会でよく話題になりますけれども、サ
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ービスは高い方へ、負担は低い方へという大原則をですね、ぜひともここで確認しながらですね、

これからも進めていただきたいと思います。結構です。 

 

○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（東和町議会議長 山本 保） 
  いまここで国民健康保険事業の取扱いという議題で提出されておりますけれども、大島郡におい

ては、一部事務組合で病院の経営もされておりますけれども、これとの関連はこの協議事項の中で

は協議されないわけですか、活動のようなものですが。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  大島病院の関係のご質問でございますが、これにつきましては協定項目の中に一部事務組合の取

扱いという項目があります。その中で協議題として提案をさせていただくということで、まだ事務

的な調整が済んでおりませんので、もうしばらく提案するには時間がかかろうかと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議長 山本 保） 
  あのう、この協定項目が別に一部事務組合として設けられておるということでございますけれど

も、郡内では一部事務組合というのは国保とそれから環境があるわけですけれども、いまここで国

民健康保険の問題は、病院関係が非常に密接な関係が入ってくるわけですけども、その辺の調整は

別々にこうしてやるんですか、協議は。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  いま、今回お出ししておりますのは、いわゆる各町の保健課が対応している事業のみ参考資料と

しておつけをしているところでございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ええですかね。 

  よろしゅうございますか。どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議長 山本 保） 
  そうすると各町の国民健康保険事業、それのみで、いわゆるそれが一部事務組合の形態にかかわ

ることはかけ離してやるということですね。一般分だけをこれだけの協定事項としてやるというこ

とですね。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  はい、本日提案させていただいておりますのは、各町が持っております国民健康保険事業に関係

する事業のみということでご理解いただきたいと思います。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい。どうぞ。 

 
○委員（東和町議会議長 山本 保） 
  ですけれども、将来にわたって、いまの一部事務組合の協議事項が出てきたときに、具体的にこ
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の国民健康保険事業の取扱いの面と、いわゆるこういう診療面との接点が出てくるんで、そのとき

に国民健康保険事業の取扱いについてのいろいろの問題が誤差が出る、あるいはすり合わせが不十

分だという面が出てくるんじゃないかと思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

一部事務組合の取扱いについてという項目の中では、いまご質問がありましたように大島郡の国

保診療施設組合と大島郡の環境衛生施設組合ともう１つ広域連合とこの3つが4町で構成しており

ます一部事務組合又は広域連合でございます。 

それでこれは構成団体が 1つになるわけでございますので、すべて新町の事務となってくるとい

うことでございます。それとあとほかにある一部事務組合では、4町以外の構成町で入っておると

ころの組合がたくさんございます。それにつきましては 1度脱退いたしまして、今度は新町で新た

に合併当日に加入するというかたちになると思います。 

そういうことですから大島郡 4町、いま現在の 4町で設立して運営しております一部事務組合に

ついては、その事業はすべて新町に返ってくる、まあ言葉がちょっとあれですが、新町の固有の事

務になってくるということになります。ということですから例えばいまご質問の国保診療施設組合

の事業になりますと、これはすべて新町の事業ということになります。ただ、この運営形態につき

ましては、いま現在、一部事務組合の取扱いについてという中でどのような取扱いをすべきかとい

うことをまだ専門部会、または事務局の方とで協議を進めております。それで事業自体はすべて新

町に返ってくるわけでございますので、いまの事業をそのまま新町が引き継ぐということになると

思います。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  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 32 号、国民健康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す。ないようでございますので、協議第 32 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 33 号、協定項目 24-3、広報広聴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（大島郡合併協議会計画課長補佐 中尾 豊樹） 

協議第 33 号、協定項目 24-3 ございます。広報広聴の取扱いについて、今回初めての提案でござ

います。資料は 14 ページをご覧いただきたいと思います。その調整内容といたしまして、1、新町

において広報紙を発行する。なお、発行日、発行回数及び配布方法は、合併時までに調整する。2、

新町においてホームページを開設する。3、その他の広報広聴関係事業については、新町において

調整する。 

15 ページに各町の広報広聴関係の状況を載せております。まず、町の顔でございます広報紙は

発行日、発行ページ数、発行部数等について若干の差異がございます。広報紙のサイズ、配布方法

については、4 町ともほぼ同様な方法で事務事業を進めておるところでございます。1 に示す調整

の方針のとおり、新町において広報紙を発行する。なお、発行日、発行回数及び配布方法は合併時

までに調整するといたしております。 

次にホームページでございますけれも大島町を除く 3町が開設をしておりますが、新町において
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新たに統合してホームページを開設することとしております。なお、大島町はハワイ移民資料館の

ホームページを開設をしております。 

16 ページをお開きいただきたいと思います。ここでは広聴関係の事務事業を掲載しております。

新町においてはこれらの方針を踏まえて新町において速やかに調整をすることとしております。 

なお、町勢要覧につきましては、新町において速やかに調整し作成することとしております。ふ

るさと情報紙については、新町において広報紙を発行する。その他の広報広聴関係の事務事業につ

いては、新町において調整することとしております。以上ご審議をお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終りましたので、協議第 33 号、広報広聴の取扱いについて協議をお願いしたいと

思います。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（学識経験者 吉兼 健一） 
はい、46 番、吉兼です。ホームページを開設するということで表に出ていると思うんですが、

内容等に関してですね、例えばこういうものを入れて欲しいとか、こういうものがあったらどうだ

ろうかとか、そういう要望が多分あるんじゃないかなとは思うんですが、そういうことに関しては、

なにかそういうアンケートを取るとか、アンケートまでは行きませんけれども何か意見を受け付け

るとかそういうかたちはお考えでしょうか。 

 
○事務局（大島郡合併協議会計画課課長補佐 中尾 豊樹） 

新町におきまして開設するということで提案をしておりまして、企画専門部会等で十分協議をい

たしまして開設をしたいと思っております。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
ぜひともそういうふうにですね、一般の皆さんの意見が聴けるような仕組みで作っていただけれ

ばと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。ほかにございませんかね。 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 安本良夫） 
橘町の安本です。ここにありますように、提案されておりますように広報紙を発行するというこ

と、ホームページを開設するということ、別に示されております。したがって、細かい事柄につい

てはですね、当然新しい町において検討されるでありましょうし、それからまた今回小委員会で盛

んに検討されます、そこら辺の新町計画に沿ったですね、趣旨を取り入れられて広報紙が作られる

とこう私はそういうものと理解いたしますのでですね、また広報を編集の過程において町民の皆さ

ん方のご意向も十分加えることでありましょうからその辺の問題は、このとおり確認したいと思い

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。ほかにご意見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、それでは協議第 33 号、広報広聴の取扱いにつきしては、継続協議

としまして、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。 

 



 14

（「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 33 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 34 号、協定項目 24-7、姉妹都市・国際交流事業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いたします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長補佐 中尾 豊樹） 

  協議第 34 号、協定項目 24-7 でございます。姉妹都市・国際交流事業等の取扱いについて、これ

も今回初めての提案でございます。資料は 18 ページをご覧いただきたいと思います。その調整の

内容でございますけども、1、各町の国内交流については、交流先自治体の合併状況により今後新

町において調整に努めるものとする。2、姉妹縁組・友好交流意向書を締結している都市について

は、現行のとおり新町に引き継ぐものとしております。 

次に 19 ページをお開き願いたいと思います。ここでは国内交流、国際交流への取組みを記載い

たしております。国内交流については橘町を除き、それぞれの町が全国の同じ町名の町とリンク会

議、あるいは全国推進協議会、また県境を超えて近隣の町で目的をもって交流をしているような例

がございます。交流先の自治体も現在、合併に向けて協議を進めている状況でございます。合併に

より町名が変わるような状況もございますので、今後、新町において調整に努めるものといたして

おります。 

また、国際交流については現在 4町で設立をしております財団法人山口県大島郡国際文化協会を

実施機関といたしまして、米国ハワイ州カウアイ島と姉妹縁組を締結して、1963 年 3 月から交流

を継続しております。今年 3月で満 40 周年を迎えた節目の年となっております。 

また、中華人民共和国安徽省銅陵市と友好交流意向書を締結いたしておりまして、1996 年 4 月

から交流を継続をしております。具体的にはカウアイ島には、高校生をカウアイサマースクールへ

派遣しております。また、近年では安下庄高校が修学旅行を実施をしております。安徽省銅陵市と

は、市長や首長の相互訪問、中国物産展などを開催し交流継続していることから現行のとおり新町

に引き継ぐことといたしております。以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終りましたので、協議第 34 号、姉妹都市・国際交流事業等の取扱いについてをご

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

ございませんかね。 

 

【質疑なし】 

 

  ないようでありますので、協議第 34 号、姉妹都市・国際交流事業等の取扱いにつきましては、

継続協議といたしまして、次回以降の協議会で再度協議をいた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 34 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 35 号、協定項目 24-8、納税関係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35号、協定項目24-8、各種事務事業のうち納税関係の取扱いについてご説明いたします。 

資料は 21 ページでございます。税務関係の事務につきましては、大きく分けまして賦課と徴収
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の事務に区分されます。前回の地方税の取扱いにおいては、各町税の賦課の関係をご確認をいただ

きました。今回は主に納税・徴収の関係についてご提案をさせていただいております。 

 本文でございますが、1 としまして申告相談受付事務については、新町において調整する。2 と

しまして山口県東部地方税整理組合については、新町において新たに加入する。3としましてその

他の納税関係事務については、次の区分により調整するとしております。（1）現行のとおり新町に

引き継ぐもの、（2）合併時に統一するもの、（3）新町において調整するものとして提案いたしてお

ります。 

  参考資料は 22 ページから 24 ページでございますが、納税関係の主な事務を挙げております。こ

の 22 ページの資料の見方でございますが、一番上の調整の内容の欄でございますが、ここに本文

が掲載しておりますが、その横に括弧で、番号を振った事務事業名が、それぞれ該当しますという

ことで参考までに書いてございます。これは今から順次説明をいたしますが、以下の資料に 4町横

並びで現況を示しております主な事務事業でございます。 

それから一番右側の具体的な調整方法の欄には、専門部会において現段階で決定している具体的

な調整方法を記載させていただいております。なお、前回ご確認いただいた使用料や補助金の取扱

いのところで、各種事務事業で提案しますとしておりした重要な使用料や補助金につきましては、

一番右の欄の具体的な調整方法の欄に頭に○をつけまして、具体的な調整方法を参考として記載し

ております。例えばこのページにあります一番下④の督促手数料がそれであります。 

それでは参考資料の説明でございますけれども、①の申告相談受付事務につきましては、新町に

おいて調整するとしておりますが、地方自治法第 317 条の 2第 1項においては、市町村民税の申告

義務を定めております。各町では、所得税の確定申告時期に合わせてそこにありますように町内各

地区で所得税・町県民税・国保税等の申告相談受付事務を実施しております。各町とも 8箇所から

20 箇所に及ぶ相談会場を開設しております。 

  現在の申告制度を取り巻く状況につきましては、国保税、介護保険料の算定や保育料、住宅料の

算定等行政はもちろん、例えば息子さんの社会保険に加入するための扶養判定のための所得証明な

ど、民間サービス等の資格の判定にも、それぞれの所得額や税額の区分に応じて判定するものがほ

とんどであり、町県民税の課税の有無に係わらず、行政はもちろん住民の立場に立っても、住民全

員の申告の必要性は高まっております。 

このような状況の中で、三税協力とは申すものの、国等の官署においては、自主申告の推進、行

政改革による人員減等のために、ここ 2，3 年、従来各町で実施していた出張申告の日数や人員を

削減しており、最終的にはこの出張申告相談は廃止の方向で検討されておるところでございます。 

これらに対応するため、最近では 4町においては、迅速で効率的な事務処理のために確定申告支

援システムを導入して効果をあげているところであります。 

高齢者の多い大島郡において、自主申告の推進とはいっても、複雑な税制の中で、１年に 1回の

税金の計算を自力ですることは、なかなか困難なこともあると考えられます。合併後間もなく到来

する申告相談事務については、新町において各町とも急激な相談体制の変更をせず、従来のように

申告相談がスムースにできるような体制が必要になってまいろうかと思います。新町の税務関係の

組織・機構の体制や確定申告支援システムの充実等にも関連してまいりますが、このような点に配

慮しながら、申告相談受付事務については、新町において調整するといたしております。 

 次に②の山口県東部地方税整理組合につきましては、現在 17 町村で構成され、事務所は岩国市

の山口県総合庁舎にありまして、滞納処分等の専門知識を有している組合であります。税務の重要

課題であります徴収事務等につきましては、4町では納期限までに納付のない者に対しまして、督

促状の発布や電話催告、戸別訪問等の徴収事務を実施しているとろですが、それでもなお納付のな

い者を対象にこの組合に委託して、徴税・滞納処分等の徴収事務を補完しておるところであります。 

現在、この組合には 4町はすべて加入しておるところですが、合併の前日をもって当該組合から

脱退し、新町において新たに当該組合に加入するということでございます。 

 次に③の納期前全納報奨金については、法律上、町民税と固定資産税については、このことが明

記されており、4町では同一の基準により交付しております。第１期の納期中に全納期の税額を納

付した場合に、2期の税額の 0.5／100 に、前納月数を乗じたものを交付しております。 

なお、国民健康保険税の報奨金につきましては、第 5回の協議会の地方税の取扱いのところでご

質問がありまして、統一をしているとお答えいたしましたが、これにつきましては全国的な傾向で

ありましたが、平成 12 年度の納税貯蓄組合の解散に伴なう組合補助金廃止のおりに、県の指導等
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により目的税である国保税については法律にも規定されておらず、前納報奨金の交付は適法性に疑

いがあるということで、このとき組合補助金廃止に合わせ、国保税の報奨金については一斉に 4

町で廃止しております。 

次に④の督促手数料については、滞納処分等の前提条件となっておりますので必ず発布しなけれ

ばならないことになっておりますが、4町に相違がありませんので、現行のとおり新町に引き継ぐ

としております。 

次に⑤の口座振替については、各町とも口座振替の要綱を定めて税金等を口座振替処理をしてお

りますが、各様式の統一や公金を取り扱う指定金融機関等の指定の関係がありますので、合併時に

統一するとしております。なお、口座振替依頼書については、旧町に提出されたものは、新町に提

出されたものとみなされるという自治法の事務の承継の一般的規定や地方税法の課税権の承継の

特例規定がありますので、再提出していただく必要はありません。銀行等に提出した口座振替依頼

書についても同様でございます。 

  次に⑥の各種証明手続き事務でありますが、これは窓口での手続きですが、４町に相違がありま

せんので、現行のとおり新町に引き継ぐとしております。 

次に⑦の証明・閲覧等手数料については、そこにありますようにほぼ同一でございますので、久

賀町の例によるとしております。 

次に⑧の臨時運行許可申請手数料でございますが、この許可は、道路運送車輌法等において、自

動車はその運行の安全性を確保するため、自動車検査証を備え付け、国土交通省令の定める検査票

章及び自動車登録票を表示し、自賠責保険証明証を携帯しなければ運行してはならないことになっ

ておりますが、この例外として検査登録等を受ける段階において運行しようとする場合等極めて限

られた場合において道路運送車輌法による自動車臨時運行許可制度による許可がございます。 

この事務が大島町と久賀町にあるわけでございますが、両町は同法施行令でこの許可を行う行政

庁として指定されておるものであります。 

 次に⑨の各種税務関係の補助金につきましては、青色申告会等そこに記載しておりますようなも

のがありますが、これは新町において調整するとしております。 

  なお、その他の参考資料につきましては、25 ページから 26 ページには、平成 13 年度の現年課

税分と滞納繰越分の町税の現況、27 ページから 28 ページには納税関係の取扱いに関する法令を、

29 ページには先進地事例を掲載しております。以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは協議第 35 号、納税関係の取扱いについて、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、申告相談の受付事務でございますが、いま説明によると、自主申告性とい

いますか、あくまでも自分が、自分でね、やっておって申告するというのが建前のようですし、そ

のように指導しておるということですが、せめて新町において調整するのでなくて、当分の間現行

のとおりというような具体的な表示方法は考えられなかったのかどうかお伺いいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

先ほど申しましたようにそのようなことを念頭におきまして新町において十分専門部会におい

て調整をさせていただきたいと思います。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
いや、その意味は分かるんですが、であるのであればね、そういうことでやるのであれば、ここ

へ文言として当分の間現行のとおりという文言を入れたらどうですか。 

 

（「よろしいですか」と発言する者あり） 
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○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

この件に関しましては、組織機構が大変係わってきますので、組織機構等の専門部会等において

もこのことを念頭に入れて、専門部会でお互いが連絡しあいながら定めていったらと考えておりま

す。 

 

（「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（東和町議会議員 西本 信男） 
まあ、組織機構等との関係もあるようでございますが、先ほど説明もありましたように高齢者が

多いこの島、あるいは集落が散在しておるこの大島においてですね、できるだけ現行のとおり、出

張申告がされてですね、住民が心安く申告ができるような制度をですね、いまのまま、われわれと

しては東和町の場合ですけれども、いま申し上げているのは。そういった申告、出張申告できるよ

うな方法をですね、ぜひ新町においても引き継いでいただくように事務調整の中でやっていただき

たいと思います。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、分かりました。 

ほかにございませんかね。 

 

（「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） 
46 番、吉兼です。ええと 24 ページのところでですね、証明閲覧等手数料というところで、久賀

町の例によるということで、調整方法が書かれてあるんですが、中の実地測量を伴うものというこ

とで、1件、久賀町が 1,200 円、大島町が 1,000 円ということで、これは便乗値上げというかたち

で、新町でやるんですか。 

 
○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

これにつきましては、久賀町におきましては条例等近々において整備をいたしまして、整理をし

ております。それで一般的に久賀町のものが検討がよくされておるということで、便乗値上げでは

ないかということでございますが、あすこだけがちょっと高いわけですが、そのようにさせていた

だいておるということでございます。 

 

（「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 吉兼 健一） 
たったの 200 円と言えばそれまでなんですけれども、これから私たちのこの合併協議会の方向性

としてですね、だいたい方向だけをこの会で定めて、具体的な項目は事務方の方で調整するという

かたちが取られて行くんだと思います。その中で要は、サービスは高い方へ、負担は低い方へいう

項目において、あっ、そういう点において、私達は事務の方に任せるわけですから、あまり根拠が

ないとしか思えない（聴取不能）と思うんで、その辺のところは新町に反するような気がしてです

ね、額は小さいですけれども、そこら辺のところは私たちはお任せするわけですから、安易にそう
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いうふうに決めていただかないようにと思いますが、どうですか。 

 

○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久賀町におきましては、新しい条例を検討いたしまして策定しておりま

す。それでこの実測を伴うものの件につきましては、条例準則に基づいておるわけでございまして、

そのような関係で定めさせていただいております。 

 

（「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 吉兼 健一） 
あまり答えになってないんじゃないかと思うんですが、そのいわば 1,000 円が 1,200 円になる根

拠というものを教えていただければ、例えば手数料が 1,000 円じゃやっていけないというのがある

んでしたら 1,200 円という根拠の意味があると思うんですけれども、新しく検討しているから、そ

れは久賀町の例によるべきだというのは、そういうふうなあれは、あれはないんじゃないかと思う

んですが、どうですかね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

この実地測量を伴うものの件につきましては、今後、具体的な調整方法を参考資料としてお出し

しておりますが、ただし実地測量を伴うものについてはというようなことで、また専門部会でご検

討させていただきたいと思います。以上でございます。 

 

（「よろしくお願いいたします」と発言する者あり） 

 

【質疑なし】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんかね。 

ほかにいようでございますので、協議第 35 号、納税関係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。ないようでございますので、協議第 35 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 36 号、協定項目 24-15、環境対策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 36 号、協定項目 24-15、各種事務事業のうち環境対策の取扱いについてご説明申し上げ

ます。資料は 30 ページでございます。この資料は、山口県の環境生活部の環境白書等を参考にさ

せていただいて作成させていただいております。 

  環境問題はいつの時代も社会的世相を反映するといわれており、そのとき時々の対応は規制とそ

れに基づく改善行為でございました。大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会構造を背景にして、

自動車排気ガス等による大気汚染、生活廃水による水質汚濁、廃棄物処理に伴うダイオキシン問題

など身近な問題がございました。一般的に現在確立された法規制の枠組みの中で、激甚な公害等の

発生は終焉し、それとともに住民の間の意識も自らを取り巻く環境に対しての「快適さ」という、
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主として個人的な感性と意識に基づく「環境づくり」を求めるようになってきております。また、

現在の環境問題は地球がテーマといわれており、地球温暖化をはじめ、酸性雨、オゾン層の破壊、

海洋汚染、生物多様性の減少等 10 の問題が定義されています。 

  しかし、大島郡は、文字どおり山紫水明な美しい自然に恵まれた地域でありますので、これらの

対策をそのまま大島郡という地域に当てはめ、その対処を云々することは、あまり意味をもちませ

ん、むしろ、住民の各地域の環境への評価、あるいは日常生活の中での身近な問題へのアプローチ

が重要な意味をもってくるものと思われます。 

  このような視点から今後の環境対策については、従来からの各種団体が主体的に実施してきた環

境美化やリサイクルといった活動を尊重しながら、住民のみならず事業者の環境保全の意識を高め

るとともに、あわせて各行政機関が連携しあい、地域の環境状況を監視・調査・評価をし、様々な

主体が協力をしながら改善・創造していく活動へつなげなければならないと考えられるところでご

ざいます。 

本文でございますが、、環境対策の取扱いについて、次のとおり提案する。1、環境美化事業につ

いては、各町の特性に合わせ、当分の間現行のとおりとする。ただし、活動に対する支援の内容は、

統一する方向で検討する。2、その他の環境対策事務及び事業については、次の区分により調整す

る。（1）現行のとおり新町に引き継ぐもの、（2）合併時に統一するもの、（3）新町において調整す

るものとしております。 

参考資料 31 ページから 32 ページでございますが、環境対策関係の事業の主なものがあげており 

ます。参考資料の見方は、先ほどの納税関係の取扱いと同様でございます。ここでおことわりです

が、文字がちょっと小さいわけですが、資料に文章の内容が多いため、これくらいにしないと入り

ません、できるだけ拡大しておりますので、どうかご了承をいただきたいと思います。 

  まず、31 ページの①の環境美化事業でありますが、各町においては、環境の日、河川・水路愛

護の日や海の日等にあわせて、自治会や各団体の協力により、環境美化作業を実施しているところ

であります。そこにありますように各町でいろいろと活動していただいております。町からは資材

等の配布や斡旋等の支援をさせていただいております。 

これらにつきましては、各団体等による自主的な活動の面が強く、統一するという性格のもので

はないように思われます。さらに自治会・行政連絡機構の取扱いにも関連してまいりますので、こ

れにつきましては、各町の特性にあわせ、当分の間、現行のとおりとする。ただし、活動に対する

支援の内容は、統一する方向で検討するといたしております。 

次に 32 ページの②環境に関する苦情処理でございますが、件数と内容が掲げてございます。住

民からの苦情処理体制については、4町に相違がないので、現行のとおり新町に引き継ぐとしてお

ります。 

次に③不法投棄ごみ防止につきましては、4町ともごみの不法投棄の早期発見と未然防止を目的

として、職員等によるパトロールを実施しております。これも 4 町に相違がないので、現行のと

おり新町に引き継ぐとしております。 

それとここにはあげておりませんが、その他環境対策としましては、各町においてダイオキシン

対策、地球温暖化対策、河川等の水質検査等を実施しておりますが、協定文 3の 3つの区分により、

それぞれ今後専門部会で調整をさせていただくこととなっております。 

  その他の参考資料につきましては、33 ページから 34 ページには、環境対策関係法令等一覧、35

ページには、先進地事例を掲載しております。以上で説明を終ります。 

 

○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 36 号、環境対策の取扱いについて、ご意見な

り、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（学識経験者 安本 良夫） 
質問をいたします。環境美化事業、クリーン作戦等、その調整方法ですが、各町の特性に合わせ、

当分の間現行のとおりとする、これは結構だと思います。いろいろなボランティアによりまして、
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住民のボランティアです。次の活動に対する支援の内容は統一する方向でとあります。この支援の

内容とは具体的にどういうことを意味しておるのか、お尋ねしたいと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

これらにつきましては、例えば作業を行うときに、軽四を出すとか、ユンボを借りるとか、それ

からごみ袋とかいうようなものを支給しております。そういうことについて統一させていただくと

いうようなことでございます。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 
各町の住民の方々が、それぞれ地域の特性に合わせて特色ある活動をなさっている、それは大い

に結構でございますが、しかし、従前の各町の支援については、統一させていただきますよと、そ

ういうケースですか、そう理解してよろしいですか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

統一する方向で検討するということでございますが、これらはボランティアでお願いしておると、

そこへいろいろと個人的な機器とか、そういうものを出していただいてやっていただいております。

でありますので、いい方向で統一をするというような考え方でございます。 
 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 
いい方向で統一をするということで理解をしたいと思っております。いわゆる各町が、あるいは

各町の住民の方々がボランティアを通じて活動しておる、それを各町が支援をしてこられた。それ

についてはいい方向で、一つご検討いただきたいとという意味で統一をしていただきたい、そして

ますますそういうボランティアが高まるように行政として対処していただきたい。こういう指摘で

ございます。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ね。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、協議第 36 号、環境対策の取扱いにつきましては、継続協議といた 

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 36 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 37 号、協定項目 24-14、じんあい処理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 37 号、協定項目 24-14、各種事務事業のうちじんあい処理の取扱いについてご説明いた

します。資料は 36 ページです。じんあいとは、漢字で書けば、ちり、ほこり（塵埃）と書きます

が、ここではごみを意味いたします。法律的な用語ではございませんが、ごみ処理の取扱いという

意味合いで使用しているものであります。また、この項目は大きく括れば環境対策の範疇に入るも

のですが、環境問題の中でも特に住民の日常生活に関心の高いものでありますので、ここで敢えて

別項目を立てて取り上げさせていただいております。 

ごみ処理につきましては、４町とも○○町廃棄物の処理及び清掃に関する条例やサザンセト○○

町をきれいにする条例等を定めまして、ごみやし尿等の処理をしているところでございます。 

ここでは主なものとしまして、廃棄物処理計画や分別収集計画、ごみ処理に関する手数料や補助
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金等の関係について取り上げております。   

 本文でございますが、1、一般廃棄物処理計画、分別収集計画については、現行のとおり新町に

引き継ぐ。2としまして、一般廃棄物最終処分場については、新町に移行後も当分の間現行のとお

りとし、時期を見て調整する。3、その他のじんあい処理の事務及び事業については、次の区分に

より調整する。(1)現行のとおり新町に引き継ぐもの、(2)合併時に統一するもの、(3)新町におい

て調整するものとして提案いたしております。 

  資料37ヘージから42ページでございますが、じんあい処理の主な事業があげております。まず、

資料 37 ページには、①廃棄物処理計画及び分別収集計画でございますが、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第 6条等に基づき、各町とも一般廃棄物処理基本計画、生活排水処理基本計画、一般

廃棄物処理計画や分別収集計画を定め、各町とも分別収集を実施しております。 

  次の 38 ページから 39 ページには、ごみの収集状況、指定ごみ袋の販売取扱い、収集体制、収集

人員、分別の運用等を示しております。これについては、計画の根幹について 4町に相違がないの

で、現行のとおり新町に引き継ぐとしております。なお、それぞれの細かな運用の部分、収集体制、

収集方式、収集方法等についても、新町に移行後も、当分の間現行のとおりとし、時期を見て調整

するとしております。その理由につきましては、これらのごみ出し日や分別の区分は、大変複雑で

ございます。ここ最近、各町とも新しく改正しており、やっと住民の間に定着したところでござい

ますので、時期を見て調整をするとしております。この具体的な時期につきましては、新町の将来

構想案にも重点プロジェクトとしてあげられておりますが、現在、大島郡環境衛生施設組合におい

て橘町に建設の計画がありますリサイクルプラザ及び最終処分場が完成した段階で、調整をするこ

ととし、短期間に度々変更することは、住民の負担になりますので、これを軽減したいということ

であります。 

次に 40 ページですが、②のごみ収集袋販売価格と③のごみ収集袋販売委託料ですが、それぞれ

示しておりますが、これは商店や婦人会等を通して販売をしておるものでございます。価格につ

きましては、ほぼ同一でございますが、網袋等で少し違っております。また、この販売の委託に

つきましては、金額は 4 町それぞれ違っておりますが、委託料を支払っております。これらにつ

いては、新町に移行後、随時調整をするとしております。 

  次に④特定廃家電収集運搬手数料ですが、これは特定家庭用機器再商品化法、通称家電リサイク

ル法で定められた家電 4品目で、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の収集運搬手数料です。これ

は４町に相違がないので、現行のとおりとするとしております。 

次の⑤の粗大ごみ処理手数料ですが、これは家電４品目以外のいろいろな粗大ごみですが、各町

で違いがありますので、対象品目、手数料等を調整し、合併時に統一するとしております。 

次に 41 ページですが、⑥一般廃棄物最終処分場については、各町に設置されております。この

使用料、⑦の不燃物等処理場使用料ですが、これについては、一般からの持込については、久賀町

と東和町の瓦処分場しか受けいれておりません。これは、新町に移行後も、当分の間現行のとおり

とし、時期を見て調整をするとしております。この理由等も先ほどと同様でございます。 

 次に 41 ページですが、⑧の生ごみボックス設置補助事業については、2 町で実施されています

が、これは新町に移行後、速やかに調整する。補助要綱等を整備し、補助対象、補助金額等の検討

を行うとしております。 

 また、⑨の生ごみ処理機購入費補助事業については、橘町で実施されていますが、これは合併時

に統一するとしております。 

次に⑩の合併処理浄化槽整備補助金については、生活廃水による水質汚濁の防止等に寄与するこ

とを目的として補助をいたしております。4町に相違がないので、現行のとおりとするとしており

ます。なお、大島郡環境衛生施設組合のし尿処理やごみ焼却等の事務事業については、すでに 4

町で一部事務組合を設置して処理しているところでありますので、組合は合併前日に解散すること

になりますが、新町の部局として新たな組織が設置され、新町の一部となりますので、すべて現行

のとおり新町に引き継ぐことになります。 

 その他の参考資料につきましては、43 ページから 44 ページに先進地事例を掲載しております。

なお、環境対策関係法令等一覧は、協議第 36 号の環境対策の取扱いに掲載しておりますものを参

考にしていただいたらと思います。以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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はい、ありがとうございます。説明が終りましたので、協議第 37 号、じんあい処理の取扱いに

つきまして、委員の皆方のご意見なり、ご質問があれば承ります。 

ありませんか。 

 

【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、協議第 37 号、じんあい処理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、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 37 号は継続協議といたしま

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、すべて議了いたしましたので、恒例によりまして、ここ

でなにか会議運営等々につきまして、あるいはなんでも結構でございますので、ご質問なり、ご提

言があれば承っておきます。 

 

（「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） 
46 番、吉兼です。私小委員会の方でですね、新町の事務所の位置の小委員会に入っておりまし

て、そのとき、先般、報告の中にもあったんですけれども各町の庁舎を回ってですね、その都度い

ろんな見学をさせていただきました。 

その中でですね、いろいろな書類がですね、山のように各町積んであるんですけども、あの書類

というのはどういうふうに処分されるのかなと、ああ、処分じゃなくて処理されるのかなというの

が、ちょと心配になりました。というのがですね、この書類というのは、各町のいままでのやって

きたこととか、そういうものが、全部詰まっているもので、非常に大事なもので保存していかなき

ゃあいけないものじゃないかなと、ただそれを保存、ただしても、どういうふうなかたちに新町の

機構がどうなるのかは別にしてですね、大体例えばあの書類はここら辺にあったとか、あの書類は

あの辺にあったぞとか、そういうのはそこの人であれば分かると思うんですけれども、新しくなっ

てしまうとそれが分からなくなってしまうと、そのときに大事な書類とかですね、そういうのがな

くなってしまう、要は歴史とか、文化とか、そういうのがなくなってしまうのは、ものすごく悲し

いような気がするので、ぜひとも電子文書化してですね、まあ、いま世の中進歩しておりまして、

例えば、祭りという言葉を入ればですね、全部その書類から関連するものを引っ張ってくるような、

そういうふうなシステムできておると思うので、ぜひとも電子文書化を推奨したいんですが、そう

いうことはもう検討項目等に挙がっておりますでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

いま、文書の保存等で電子文書化をというご提言がございました。各町それぞれ今現在は、文書

の保存等につきましては、1 年、3 年、5 年、10 年、あるいは永年というようなかたちで保存、経

過年限が過ぎているものについては廃棄処分というかたちで、書類をできるだけ嵩張らないように、

貯めないようにというようなかたちで事務をやっているかと思います。 

全国的に電子文書化ということで、相当意欲的にも、あるいはシステム的にも進んできておりま

すので、当然新町になった段階で、あるいは新町になって当面は無理かも分かりませんけれども、

追々はいま提言のございました電子文書化、これは当然必要であろうと思っております。あとしば

らくお待ちいただきたいと思います。 
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○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
それでですね、要は多分新しい、新町になればですね、そういう試みはされると思ったんですけ

れども、要は皆さん、身の周りを整理してですね、いろいろ異動したりするときにそれが分からな

くなってしまうのが非常に悲しいと思うので、ぜひその現行のいまの町の中で、ある程度電子文書

化を考えて、しっかりいいかたちでですね、その財産を引き継げるかたちにした方がいいんじゃな

いかと思って提案をさせていただきました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。ありがとうございました。 

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、それではこれで会議を終了したいと思いますが、次回以降のことに

につきまして、事務局の方から説明があればお願いします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、次回第 8回でございますが、6月の 27 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、後日ご案内を差し上げますので、どうか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、6 月 27 日が予定にしておりますので、皆様方日程に入れておいていただきたいと思いま

す。以上で第 7回の協議会の協議を全部終了いたしたわけでございまして、継続協議もたくさんあ

りますので、その間に次回までには、皆さん方十分勉強されてまた望んでいただきたいと思います。

以上で第 7回の協議会を閉会といたします。どうも、ありがとうございました。 

 

 

              〔午後 3 時 24 分  閉 会〕 
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