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第 8 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  6P 

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 

について（協定項目 7） 
7P 

協議第 32 号 （継続協議）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 （継続協議）広報広聴の取扱いについて（協定項目 24-3） 10P 

協議第 34 号 （継続協議）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）
12P 

協議第 35 号 （継続協議）納税関係の取扱いについて（協定項目 24-8） 14P 

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

協議第 37 号 （継続協議）じんあい処理の取扱いについて 

（協定項目 24-14）
16P 

協議第 38 号 人権対策の取扱いについて（協定項目 24-12） 17P 

協議第 39 号 簡易水道等の取扱いについて（協定項目 24-17） 18P 

協議第 40 号 都市計画の取扱いについて（協定項目 24-21） 24P 

協議第 41 号 小中学校の通学区の取扱いについて（協定項目 24-24） 26P 

協議第 42 号 学校教育の取扱いについて（協定項目 24-25） 28P 

協議第 43 号 人権教育の取扱いについて（協定項目 24-27） 32P 

認定第 1 号 平成 14 年度大島郡合併協議会歳入歳出決算の認定につい

て 
33P 

協議第 44 号 平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算（案） 35P 

 意見交換 37P 

 第 9 回協議会予定等  
（平成 15年 7 月 22 日（火）午後 2時 東和町総合センター・大ホール） 

40P 
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第 8 回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日 平成 15 年 6 月 27 日（金曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 橘町総合センター・大ホール 

 
 

開 会 平成 15 年 6 月 27 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 6 月 27 日（金）午後 5時 14 分 議 長 中本 冨夫 
出席者数 委員定数 51 名の内 出席者 42 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    
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 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 大永 忠博 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 橘 町議会議員 河野 公二    
委 員 学識経験者 河原 芳樹 委 員 久賀町議会議員 松村  定 
委 員 学識経験者 河村  勤 委 員 学識経験者 棟広  斉 
委 員 学識経験者 岸田 邦子 委 員 学識経験者 村田 岩治 
委 員 学識経験者 久保 盛行 委 員 学識経験者 村元 和枝 
委 員 学識経験者 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 嶋元  貢    
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 大島町監査委員 相川  實 
   監査委員 久賀町監査委員 末満 良勇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出席委員等 
 
 
 
 
 
 
 
 

委 員 学識経験者 珠山キミ子 ― ― ― 
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職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
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 鍵本 憲治 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 松谷智恵子 
委 員 久賀町議会議長 中野 正良 委 員 学識経験者 山中八洲通 
委 員 橘 町議会議員 中原 臣雄 委 員 東和町議会議長 山本  保 

 
 
 
欠席委員

等 

委 員 学識経験者 中本 健雄    
     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 大島郡環境衛生施設組合事務局長 浜田 武重 

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主任主事 佐村かおり 

 
 
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 橘町教育委員会次長兼総務学校教育課長 浜中 清孝 

 
 
 
 
 

 
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 東和町環境整備課長 西村 利雄 

会議の概要 別紙のとおり 
委 員 学識経験者 珠山キミ子 委 員 学識経験者 中原 昭二 会 議 録 

署名委員 委 員 学識経験者 田村伊都子    
特記事項 傍聴者 16 名 （一般 8 名  報道 8 名） 
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              〔午後 2 時 00 分  開 会〕 

 

 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  お待たせをいたしました。定刻となりましたので、会議を進めさせていただきます。ただいまか

ら第 8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 8回になりますが、大島郡合併協議会を開

催したわけでございます。雨が降り出して大変お足元の悪い中ご出席をいただきまして、厚くお礼

を申し上げます。顧問であります柳居先生が議運委員長という職に就かれました。いま県会中でご

ざいますので、今日は欠席でございますが、その他の委員さんにおかれましては、このようにお集

まりいただき、お礼を申し上げます。 

本協議会も数をかぞえること 8回になったわけでございまして、すでに 52 項目の内、27 項目の

ご提案をいたしております。その内の 17 項目の確認をいただいております。率にいたしまして 52

パーセントの提案、33 パーセントのご確認をいただいておるわけであります。 

合併協議会もそろそろ佳境に入るわけですが、ますます住民生活に密着した重要な項目が提案さ

れてまいるわけでございます。ひとつ皆さん方の素晴らしいご意見なり、等々を拝聴いただきまし

て、この席を進めたいと思います。 

本日の協議会におきましては、まず本協議会に設置をしております小委員会から、その後の活動

報告をまずいただきたいと、そのほかに前回までの継続協議の 7項目に加えまして、本日あらたに

6 項目の協議を、それから平成 14 年度の合併協議会の決算、15 年度合併協議会の補正予算のご協

議をお願いすることにしております。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。本日は大変ご

苦労さんでございます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは座ったままで失礼をいたしますが、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、本日の協議会に欠席の通告をいただいておりますのは、顧問の柳居俊学県議会議員、橘町

の鍵本憲治委員、橘町、武政輝夫委員、久賀町、中野正良委員、橘町、平井昭輝委員、大島町、平

村眞成委員、久賀町、松谷智恵子委員、久賀町、山中八洲通委員、東和町、山本保委員の方々でご

ざいます。また、遅刻の通告をいただいております、大島町の河野洋治副会長、山口県合併推進室、

山部哲郎委員から受けております。 

なお、ここで訂正をさせて頂きたいと思います。先般お届けいたしました本日の配席表の中で、

監査委員さんのお名前で、末満監査委員さんの満の漢字が間違っておりましたので、お詫びして訂

正をいたします。正しくは光
ひかり

でなく、さんずいの満
まん

、満
みつる

でございます。どうも失礼いたしました。

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、私が議長職を務めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。早速に議事に入りたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

まず会議録署名委員に、珠山キミ子委員、田村伊都子委員、中原昭二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、小委員会の委員会活動報告の申し出がありますので、冨田副委員長さんよりご報告をお願いい

たします。 
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○新町名候補選定小委員会副委員長（大島町議会議員 冨田 安英） 

新町名候補選定小委員会の報告をいたします。中野委員長さんが町村議会議長会の会議に出席し

ておりますので、私が代わって報告いたします。5 月 27 日、午後 1 時半から久賀町民センター視

聴覚室において、第 3回の小委員会を開催いたしました。出席委員は 7名であります。 

会議の中では、事務局から応募総数 5,917 件の応募状況の内訳説明、公募期間終了後に届いたハ

ガキ等についての取扱い、全国にある同名、あるいは同じ読み方の名称の取扱い、確認も含めて今

後の事務の流れや名付け親大賞抽選方法等について協議をいたしました。 

応募総数 5,917 件の内訳は、男性が 54 パーセント、女性 45 パーセント、不明 1パーセント、年

齢別では 10 歳未満から 100 歳までであり、20 歳代から 70 歳まではすべて 10 パーセント以上の応

募、地域別では大島郡内が 35 パーセント、県内 13 パーセント、県外 52 パーセント、ハガキ、封

書が 59 パーセント、ファックス 7パーセント、インターネット 34 パーセントでありました。 

4 月 30 日、午後 5 時以降に届いたファックスやメール及び 5 月１日消印のあるハガキや封書に

ついては、残念ながら規則に則り、無効であるという判断をいたしました。その結果 55 件が無効

対象となったもので、総数は 5,862 件の応募となり、名称の件数は漢字が同じであってもフリガナ

名や市、町
まち

、町
ちょう

という表現で分類いたしますと 3,126 種類という膨大な数字になったわけでござ

います。次に名称選定に係る有効、無効の事例について協議をいたしました。まず、現在の 4町の

名称に係わるものとして、1、4 町の名称がそのままのもの、2、4 町の名称で異なる表記のもの、

カタカナ、ひらがなが該当します。3、現在の 4 町の名称を別の読み方にするもの、4、現在の 4

町の名称を別の漢字に置き換えて現在の4町の名称に読ませるものの4項目についてすべて無効と

して扱いました。5としまして現在の 4町の名前を新名の名称に別につけるもの、例えば山口久賀

町、新大島町については、既存の町名にないので有効として扱うという方向はでましたが、この日

の会議は欠席者が多いため結論を出さず次回の会議において再度協議して決定するということに

いたしました。 

次に全国 3,200 あまりの市町村名と同じ表記や読み方が入っているもの、名称としてふさわしく

ない公序良俗に反するものについては無効であるということで、応募いただきました件数の中から

現在の 4町の名称に係わるものと全国の市町村と同じ表記や読みがあるものが 316 件あり、これら

は無効であるという扱いを決定いたしました。 

この日の小委員会は欠席者が多いということで公募作品の選考については、次回の会議まで持ち

越しとし多くの委員が出席できるよう日程の調整をし、委員各位が 5 から 10 点程度の応募名を選

定し持ち寄ることといたしました。 

なお、それぞれの名称について何名の方が応募されたかということは選定に影響を及ぼさないよ

うに配慮をいたしまして、委員には公表されておりません。次回の第 4回の小委員会が開催される

のは、委員さん方の日程調整が大変難しく、できるだけ多くの方が出席できるようにと明日 28 日

に開催することとしております。 

最後に協議会委員の皆さんにご理解をいただきたい事項がございます。小委員会においては応募

いただいた作品を 10 点程度選定し、協議会に報告をすることになっております。本来でありまし

たら協議会に報告した後に新聞等に報道され、住民の方が状況を知るということがふさわしいと思

いますが、次回の協議会は 7月下旬に開催されます。それまでに明日の小委員会、またはその次の

小委員会で名称候補が選定されることと思われます。小委員会は原則公開で協議しておりますので、

傍聴者の制限はしておりません。したがいましてマスコミ関係者や住民の方が傍聴して協議会報告

よりも先に新聞等で報ぜられることが想定されます。このように時間的なズレが生じますが、名称

を決定したわけではなく、候補が選定されたということですので、悪しからずご理解をたまわりた

いと思います。以上、小委員会の報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。冨田副委員長さんの報告が終わりましたので、これから質問の

ある方、お伺いをいたします。 

  ありませんか。 

 

【質疑なし】 
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ないようでありますので、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。新町建設計画策定検討小委員会から 2 点についてご報告を申し上げます。1

点目は、新町建設計画を策定するため5月15日から6月 10日までの約1ヶ月間、各町及び各中学、

高校等のご協力のもとに住民意識調査を実施いたしました。 

調査は一般世帯用調査並びに若い世代の意見も反映させる学生用調査の 2 種類を実施いたしま

した。一般世帯用調査表は各町の自治会を経由して配布し、配布総数 10,983 枚、回収数は 2,842

枚で、回収率は 25.9 パーセントでありました。また中・高生、専門学校生、高等専門学校生用の

調査票は、配布総数、1,533 枚で各校のご協力により一斉に実施をしていただき、100 パーセント

の回収を行うことができました。また、郡外の学校に通学する生徒については、各家庭に送付して

実施いたしましたが、配布総数、223 枚、回収数 90 枚で、回収率は 40.4 パーセントでありました。   

一般用、学生用合わせての全体回収枚数は、4,465 枚で回収率は 35.1 パーセントでありました。 

今後は住民意向調査表の集計を急ぐことにしておりますが、7 月 15 日には第 1 次の集計速報が

できる予定で、次回、協議会には速報値をご報告できると思います。住民意向調査の全体集計が出

た段階で新町将来構想案との整合性等を図り、建設計画に反映させていくこととしております。 

また 6月 23 日から 25 日までの 3日間、郡内の 4町長及び郡内 2つの農協、商工会連合会、漁業

協同組合、社会福祉協議会、郡医師会の各会長、組合長さん等へのヒアリングを行い、貴重なご提

言をいただきました。ご多忙の中をご協力くださり感謝いたします。貴重なご意見を取りまとめ、

建設計画に反映させて行きたいと思います。以上、2点についてご報告申し上げました。 

 

○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、質問がある方、承

ります。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 西村 均） 

 東和町の西村です。概してこんなものかなあという気がするんですがね、住民の意識というか、

この調査状況の1をみますと25.9パーセントと非常に少ない、まあ前もってどうなんでしょうね、

自治会放送とかですね、各部落、集落にある放送を施設あたりを利用してですね、やれば、もう少

しいい数字がでるのではないかなと、最初は私配るときにそういうことをお願いしようかなとも思

ったんですがね。そこら辺、もうこれは締切日がいつでございましたかね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 
 恐らく、まあお年寄り辺りが多いしですね、私の家もかつがつ書いて出したような状況でして、

そこら辺の配慮があればもう少し上がったのではなかろうかというような気がします。これは後の

祭りでございまして申し訳ございませんが、そういうところもひとつ今後配慮できたらと思います

が、よろしくお願いいたします。 

 

（「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（大島町議会議員 荒川 政義） 
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  いまのですね、25.9 パーセントのですね、この数字を見てですね、どのように判断するかとい

うことが一番大事じゃないかというふうに思うんですが。回収率がただ単に悪かったというんだけ

でなくて、事務局としてはどういうふうにご判断しているかというのをちょっとお聞かせ願えれば

いいんですが。 

 

（「はい、議長」と発言する者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

どうぞ。 

 
○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 
  いま、お二人のご意見をいただきましたが、まったくそのとおりだろうと思います。ＰＲにつき

ましては、いま西村委員さんおっしゃったようなことは、一応はしたつもりでございます。それで

回収時にも各町の放送なり、広報の媒体を使いまして一応まあ6月10日が期限でございますので、

出していただくようにという放送はするように各町にはお願いいたしました。 
  それから意向調査の回収率の 25.9 パーセントの、この数字の取扱いでございますが、その隣に

一般世帯の内、高齢世帯数という数字だけは示しておりますけれども、まあ調査の内容がかなり複

雑といいますか、かなりいろいろなことを記入する、設問がかなりあったと思います。それも一つ

影響を及ぼしているのではないかというふうには思っております。現在各町ごとの集計もですね、

大体、東京の方でその業者によって分析はしておりますけれども、各町の回収の数値も今後出てく

ると判断しております。そういった世帯なり、そこらも少し割り引いて考えると大体 4割程度の数

字になるのではなかろうかと、先例を見ましても大体それくらいの数字になっていますので、まあ

この数字も割り引いて率を見るとこれくらいではないかという、ちょっと思いはしたわけなんです

けれど、これはまあ単なるいい訳に過ぎません。ＰＲと回収についてのお願いは、一応手は尽くし

たつもりではございますけれども、結果としてはこういうことでございました。 
ただ、学校の方のご協力が大変いただけまして、若い方達の意見、特にお願いしたいということ

で各対象の学校なりについては、すべてホームルームの時間を取っていただきまして回収にご協力

いただきまして、協議会の方に届けていただけたということで大変感謝いたしております。 
 
○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 
  はい、別に回収率が悪いというのを責めているわけではないので、声なき声はですね、暗黙の了

解というふうに私も解釈しております。ありがとうございました。 

 

○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、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

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らせていただきます。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 日の第 3回協議会、4月 30 日の第 6回協議会、5月 23 日の第 7回協議会で事務局の方か

ら説明は行っておりますが、再度説明をいたさせます。事務局の方、よろしく。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

それでは農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについてご説明申し上げます。議案綴は 1ペー

ジ目でございます。1月に開催いたしました第 3回の合併協議会に第 1回の提案をさせていただき

ました。その後、4 月、5 月の 2 回にわたりまして、その 2、その 3 とお出しをいたしましたが、
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今回はそのまとめといたしまして、1、新町に 1 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者は、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。2、

選挙による委員の定数は、30 人とする。3、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、新町において調整をするということで、ま

とめといたしまして今回は 1、2、3の番号を項目の頭につけまして提案をさせていただきました。 

内容の説明等につきましては、それぞれすでにご説明をいたしておりますので、省略させていた

だきたいと思います。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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、皆さん方のご意見

なり、ご質問かあればお願いをいたします。 

 

（「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） 

東和町の西本ですが、3番の選挙区の設定、各選挙区の委員の定数は、新町において調整をする

とありますが、どのように現在考えておられるのか、もし分かれば・・・。 

 

○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。前回の協議会のときに平成 16 年 10 月 1 日に合併したとして、任期は

平成 17 年 7 月 19 日までですと、そうなりますとその間に農業センサスがありますと、あるいは農

業委員会等の選挙人名簿の登録が毎年 1月でございますということで、当面はこの 3番の選挙区の

設定あるいは委員の定数については、今現、いま現在ではどこに何人とか、どこを区切るというよ

うなことは不可能に近いと思われますので、新町において調整をするという提案をさせていただい

ております。ご質問のようにいま事務局の方ではということでございますが、私どもはまだどうい

う選挙区を引いて、どういう定数にしたらいいかということは、全く白紙の状態でございます。 

 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

よろしうございますか。 

 

（「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） 

現在、考えられる選挙区と選挙区ごとの定数というのは、分かりませんか。大体、現在の戸数な

り、耕作面積からしてですね、まあせめて選挙区は 2つぐらいですよとかですね、あるいは 3つぐ

らいになるとか、その辺りはどうですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

選挙区については、3 つということは不可能と思います。単純に 4 つございますので、それを 2

つに割るということぐらいは発言は可能と思います。逆に大島町と東和町は 1つの選挙区よという

ような飛び地的な選挙区は考えられないと思っております。以上です。 
 

（「結構です」と発言する者あり） 
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○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 棟広 斉） 

大島町の棟広でございますが、この委員については法的に限定されておりますが、皆様ご承知の

ように農業が非常に厳しい中で、この大島郡の 4 町が一つになってですね、いまの 30 人で仕事が

消化できるかというところが私非常に心配しているところでございます。それで、将来これができ

ん場合にはですね、消化できない事態になったときには、農業委員の補助員という方が必要じゃな

いかというように考えておるんですが、事務局、将来のことにつきましてどういうお考えでござい

ますか、ひとつお尋ねいたします。以上であります。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

非常に難しい質問でございます。平成 17 年 7 月 19 日のことでさえ分かっておりませんので、当

面は17年のあとは今度は3年後、その3年後というかたちで農業委員さんの任期ございますので、

いま現在お答えすることは不可能に近い状態でございますのでご理解いただきたいと思います。当

然大島郡の農業を守っていかなければいけないというのは、行政サイドとして一つの大きな柱でも

ございますので、その辺りは十分頭の中に入れて新町建設計画なり、立てていくという形になろう

かと思っております。 

 

（「はい、分りました」と発言する者あり） 

   
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ええですか。 

ほかにございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

  ないようでありますので、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

については、確認をしたいと思いますが、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いたしまして、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。前回

の協議会で事務局の方から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） 

それではご説明をいたします。資料は 2 ページでございます。協議第 32 号、継続協議といたし

まして国民健康保険事業の取扱いについてということで提案させていただいております。資料は前

回と内容が同じですのでお付けしておりませんが、国民健康保険法に基づき、各町に国民健康保険

運営協議会が設置されておりますが、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、

1といたしまして、国民健康保険運営協議会については、新町において新たに設置するという提案
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でございます。次に保険給付事業につきましては、療養の給付なり、出産一時金、葬祭費等につき

ましては、4 町全く同じでございますので、2 番といたしまして、現行のとおり新町に引き継ぐも

のとして提案しております。 

3 番目でございますが、高額療養費貸付事業につきましては、社会福祉協議会が実施をしている

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、あるいは町が単独で行っている

ものというような形がございますので、この事業につきましては新町において統一するという提案

でございます。 

4 番目に保健事業でございますが、各町それぞれ保健事業を実施しておりまして、人間ドックに

始まりまして健康まつりまでいろいろな事業がございます。4町として、相違のあるものについて

は合併時までに調整をいたしまして、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

ぐという形で提案でございます。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい。説明が終わりましたので、協議第 32 号、国民健康保険事業の取扱いについて、委員の皆

さん方のご質疑があれば承ります。 

   

【質疑なし】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それでは、ご意見、ご質問ないようでありますので、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は、確認をしたいと思いますので、賛成の諸君の挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 

はい、どうも、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 32 号、協定

項目 20、国民健康保険事業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 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。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（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

はい、それでは協議第 33 号、前回からの継続協議でございますが、広報広聴の取扱いについて

ご説明をいたします。資料は 3ページでございます。 

前回と提案の資料内容は変わっておりませんので、資料の添付は省略をさせていただいておりま

す。そこに提案がございますように、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 番目と

して、その他、地域懇談会や町政への提言、公聴会などの広聴関係事業、また町勢要覧やふるさと

情報紙等については、新町において調整するということで、提案の調整案といたしております。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、協議第 33 号、広報広聴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（学識経験者 岸田 邦子） 
当分の間、もと東和町でいえば油田、平野、白木地区版とか、地方版のような形でコーナーを設

けていただいて、4町に向けて新聞を発行してもらったら身近な問題がよく分かっていいんじゃな
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いかと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

ご意見を尊重いたしまして、そのようなことで提案をして行きたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

 

（「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） 

屋外放送とか、あるいは屋内放送、橘町、大島町、これらの取扱いは、どういうふうに考えます

か。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

これは消防防災の取扱いということで防災関係のところで、防災無線という項目で協議を進めて

おります。これはなぜかといいますと、消防団の団長さん等が専門部会に入っておられますのでそ

ちらの方の方がより重要性があるのではないかということで、消防防災の取扱いの中の、具体的な

事務調整の中にゆだねております。 

 

（「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） 

消防防災ということで、防災無線の方を、ところを調べたところ、これには載ってませんですね。

移動系無線とか固定系無線とか、サイレンというのは載っているんですけれど、周知の方法は載っ

てないような気がするんですけれども、これはまあもうすでに確認されたところですが、いまの広

報広聴関係をみると、先進地では行政無線のこともこの広報広聴関係の取扱いでいろいろと協議を

しておるように、この先進地事例でも篠山市ですか、現行のとおりとするというふうに協定項目の

中で謳ってますけれども、一番、この屋外放送なり、屋内放送というのは大事なことで、先ほどか

らありました、いまのアンケート調査の回収などもですね、こういうのがあってこれをもっと活用

すればもっと回収率が上がってくるんですけど、これこそ広報広聴であってですね、この屋外放送、

あるいは屋内放送をどのように今後取扱いをするのか。ある町とない町もあるわけでございます。

この辺りの取扱いどのようにお考えかお示しを下さい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

これは 4月 30 日に提出をいたしました協議第 30 号の消防防災の取扱いについて、まあ協定項目

でいえば 24-4 でございます。それで第 7回のときに確認されておりますが、これの資料の 59 ペー

ジになるんですが、ちょっとまあ資料をお持ちでないかもしれませんが、そこにですね、防災行政

無線ということで、いまいわれました移動系無線、固定系無線、サイレン吹鳴等ということでござ

いまして、そこの中に固定系無線のとこで、橘町の戸別受信機が 3,100 と屋外受信設備が 19、そ

れと大島町の屋外受信機が 45 ということで、ここに防災行政無線の、固定系無線の、ここが資料

として載せられております。 

要するにここの中で協議を行っております。協議の内容でございますが、提案いたしております

のは防災関係事業ということでございまして、新町において調整をするとなっておりますが、まあ

これで確認をいただいたわけでございますが、中身につきましては消防団長さんを含めました専門

部会の中で是非ともこの、いま橘町がやっておる、屋外の受信設備、プラス屋内の戸別受信機を付

けたような防災行政無線を新町の中の、全町的に設置して欲しいというのが団長さん方のご意見で
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あります。 

それでこれにつきましては具体的なことにつきましては、相当まだ調査する必要があると思いま

す。と申しますのは橘町が付けまして、または大島町が屋外に付けておりますが、それから相当年

数が経っておりまして、いまの形が本当にいいのかどうかという協議も調査もしなければならない

ということでございまして、これは確認をいただいておりますので、今度は事務調整という形で総

務専門部会の中の特に消防分科会の中で、具体的な協議を詰めて行きたいというふうに考えており

ます。その結果はまた新町の建設計画の方にもまた報告をしなければならないと考えております。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 
 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

現在、各町にあります広報関係の施設については、現行のとおり新町に引き継ぐということでご

ざいます。したがって、新町の全町的にどうするかというところを防災関係で協議をしておるとい

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（東和町議会議員 西本 信男） 

是非、新町の建設計画の中に謳っていただいて、早い時期に新しい町で統一された方向ででね、

全戸に、恐らくまあ今の時代ですから屋内放送ができるような方向の建設計画を是非謳っていただ

きたいと思います、要望でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうも。 
ほかにございませんか。 

 

【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 33 号、協定項目 24-3、広報広聴の取扱いにつ

きましては、提案のとおり確認をしたいと思いますが、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。大方の賛同が得られたものとして協議第 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。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（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

  はい、それでは協議第 34 号、前回からの継続協議でございますが、姉妹都市・国際交流事業等

の取扱いについて再度ご説明をいたします。資料は 4ページでございます。議案内容は前回と変わ

っておりませんので資料の添付は省略をしておりますが、各町の国内交流につきましては、交流先
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自治体も現在、合併に取り組んでいるところもある、また合併により町名、区域等の変更もおこっ

てきておりますので、今後、新町において相手先の意向も確認しながら調整に努めるものとしてお

ります。また、カウアイ島との姉妹縁組、あるいは中国銅陵市との友好交流については、現行のと

おり新町に引き継ぐものとしております。 

以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

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

皆さん方のご意見なり、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 村田 岩治） 
国内における同一町名のサミットですよね、例えば東和町、大島町等々、支所ができて名称が変

更するわけでしょうから、これは当然、自然廃止、こういうように理解してようございますね。 

 

（「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（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

専門会議の中では、いまおっしゃいましたような方向にあろうというのは、皆さん承知しておら

れますが、まあ現実的には合併後、相手先との思いを確認をしてそのような手続きもされると聞い

ております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
意思を確認してオーケーがでれば、継続ということですか、あり得る。 

 

○事務局（大島郡合併協議会計画課長 野口 菊義） 

まあ、そのような可能性もあるといいますか、町名がなくなったから、リンクの名前がなくなっ

たから、じゃあ即すぐ廃止ということでなくて、相手先とよくお互い確認しあって進めて行こうと

いうふうな調整でございます。 

 

（「はい、分りました」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】 

   

ないようでありますので、質疑を打ち切ります。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は、提案のとおり確認することに賛成の諸君の挙手をお願いいたしま

す。 

 

【挙手多数】 
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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 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 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。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（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

継続協議になっております協議第 35 号、協定項目 24-8、納税関係の取扱いについて、ご説明い

たします。今回資料は 5ページでございます。納税・徴収の関係についてのご提案でございます。 

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。合

併後間もなく到来する申告相談事務について、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。 

2 としまして 山口県東部地方税整理組合につきまして、新町において新たに加入する。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。 

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とでございます。 

 なお、この組合に加入している町村においても、現在、合併協議が進んでいるところでありま 

すが、組合の今後のあり方については未確定でありますので、当面、現行のとおりの体制を維持 

するということでこのように提案させていただいております。今後、合併が進んでこの組合が解 

散等となれば、その状況の変化に応じて対応させていただくということになろうかと思います。 

  3 として その他の納税関係事務については、次の 3種類の区分により調整する。（1）の現行の

とおり新町に引き継ぐものとして、前回の資料ですけれども、③納期前全納報奨金、④督促手数料、

⑥各種証明手続き事務、（2）の合併時に統一するものとしまして、⑤口座振替、 ⑦証明・閲覧等

手数料、⑧臨時運行許可申請手数料、（3）の新町において調整するものとしまして、⑨各種税務関

係補助金ということで提案いたしております。 

  それとお断りでございますが、前回の資料の 24 ページでございますが、委員さんから久賀町の

件で質問がありました。今回の資料 6ページでございますが、久賀町の欄で下線が引いてあります

土地建物異動申請等、実地調査を伴うもの、1 件、1,000 円というところに下線が引いてございま

すが、事務局、私の方で転記ミスがございまして、これが 1件、1,200 円ということで掲載をして

おりました。お詫びをして、訂正させて頂きたいと思います。差し替え方よろしくお願いいたしま

す。以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終わりましたので、協議第 35 号、納税関係の取扱いについて、委員の皆さんご意

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（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 
まあ、これはちょっとこれに直接関係あるかどうかわかりませんですけれども、私たちの議会で

は合併協議会の項目はその都度、特別委員会に報告しております。 

それで同僚議員から是非申し出てくれということがありましたので、お願いをしたいと思います。 

まあ 4町長さんも揃っておられますので、税金、住宅家賃等の滞納の件でございますが、滞納金
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については、新町に引き継ぐということで、以前、事務局の方から説明がありましたけれども、ま

あ、いま合併に向けて、（聴取不能）で走っておりますので手を抜くということはないでしょうけ

れども、合併まで手を抜かずに滞納については、引き続きより一層の努力をしていただきたいと、

できるだけ滞納分を回収してですね、合併をしていただきたいという要望がございましたので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  大変、貴重なご意見でございます。 

ええ、ほかにございませんか。 

 
（「ええですか」と発言する者あり） 

 

○委員（学識経験者 西村  均） 
  東和町の西村です。いま説明がありました 2番目の山口県東部地方税整理組合、これいずれあの、

まあ市町村合併が進んでおるとか、将来といいますか、もう早晩、あれだろうと思うんですよ、玖

珂町、この近辺では大島が 1つの町、それから和木町と玖珂町ですか、この 3つぐらいしか残らな

いと思うんですよ。いま現在、各町とも 200 万円から 300 万円ぐらいの負担金を出しているような

状況だったと思うんですよ。この前の説明から見ますと、そうすると約 1,000 万円くらいの今度は

新町が負担する金額が出ていくんじゃないかと、それによる効果というか、収入がどれくらいある

ものかというのをちょっとお尋ねしたいんですが、分かれば教えてください。 

  まあ、ここら辺をよくご検討なさって、それは取るべきものは、確かにいろいろな方法を講じて

ですね、徴収しなければいけないことはよく分かります。しかし、一般企業であればですね、どう

だろうかなというような気がするわけです。1,000 万円も負担金を出してですね、果たして結果が

どのくらい入ってきておるかという、それだけをみて欲しいということです。よろしくお願いしま

す。 

 
（「よろしいですか」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。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 35 号、協定項目 24-8、納税関係の取扱いにつきましては、提案のとおり確認したいと思います

が、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いたしまして協議第 35 号、協定

項目 24-8、納税関係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 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） 

継続協議になっております協議第 36 号、協定項目 24-15、環境対策の取扱いについてご説明申

し上げます。今回、資料は 7ページでございます。 

  大島郡における環境問題は、住民の各地域の環境への評価や日常生活の中での身近な問題へのア

プローチの視点から、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の高揚を図りながら、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、さまざま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。 
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本文でございますが、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。 

各町においては、環境の日や河川・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。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。 

前回資料の 31 ページでございますが、2 のその他の環境対策事務及び事業については、次の区

分により調整するとしております。（1）現行のとおり新町に引き継ぐもの、②環境に関する苦情処

理③不法投棄ごみ防止、その他（2）としまして合併時に統一するもの、（3）新町において調整す

るものとして提案をいたしております。以上で、説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終わりましたので、これより協議第 36 号、環境対策の取扱いについて、委員の皆

さん方、ご意見なり、ご質問があれば承ります。 

 

（「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） 
橘町の村田でございます。特にこの中で近年問題になっておりますのは、産業廃棄物ですよね、

町民から聞きますと、まあ、われわれの場合は漁業関係ですが、町民から聞きますとですね、まあ

1例を申し上げれば、橘町と東和町の取扱い、相当温度差があるやに聞いております。実態はよく

わかりません。もちろんこれは合併に向けて合併時に統一するということになると思うんですが、

十分実態を踏まえてですね、そこら辺を取り扱って欲しい、お願いでございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ほかにございませんかね。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 山縣  惠） 

東和町の山縣です。ごみの収集についてですが、各町ごとにいろいろ、ごみの取り組みが違うと

思いますが、ごみの分別表を作り、色で分るように区別して欲しいんですが、ビンが出せない、廃

棄物の中でこのビンはこっちに出して、これはこれだと色で区別して欲しいんですが、それでした

らお年よりがみても、分ると思いますし、皆さんが協力してくれると思うんですが、よろしくお願

いいたします。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ほかにございませんか。ほかにないようでございますので、質疑を打ち切ります。協議第

36 号、協定項目 24-15、環境対策の取扱いについては、提案のとおり確認をしたいと思いますが、

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36号、協定項目24-15、

環境対策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 37 号、協定項目 24-14、じんあい処理の取扱いについて
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を議題といたします。前回の協議会で事務局の説明を行っておりますが、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） 

継続協議となっております協議第 37 号、協定項目 24-14、じんあい処理の取扱いについてご説

明いたします。資料は、8 ページでございます。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。 

  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。廃棄物処理計画及び分別収集計画でございますが、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、分別収集計画等を定め、各町とも分別収集を実施しております。これらに

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。 

その理由と時期につきましては、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

ことでございます。 

2、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 

調整するとしております。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。 

その理由と時期につきましては、前と同様でございます。 

前回の資料の 37 ページでございますが、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として、④特定廃家電収集運搬手

数料、⑦不燃物等処理場使用料、⑪合併処理浄化槽設置補助金、(2)合併時に統一するもの、⑤粗

大ごみ処理手数料、⑨生ごみ処理機購入費補助金、(3)新町において調整するもの、②ごみ収集袋

販売価格、③ごみ収集袋販売委託料、⑧生ごみボックス設置補助金ということでご提案をしており

ます。以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終わりましたので、協議第 37 号、じんあい処理の取扱いについて、委員の皆さん

からご意見なり、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、質疑を打ち切ります。協議第 37 号、協定項目 24-14、じんあい処

理の取扱いにつきましては提案のとおり確認することに賛成の諸君の挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 

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37号、協定項目24-14、

じんあい処理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 38 号、協定項目 24-12、人権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（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

    はい、それでは協議事項綴り 9 ページをお開き願います。協議第 38 号、人権対策の取扱いにつ

いて、協定項目 24-12 ということで、人権対策事業については、新町において調整し実施するとい

うことの提案でございます。次の 10 ページをお開きいただきたいと思いますが、参考資料といた
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しまして、各町が実施をしております。人権対策事業の内容について記載をしております。広報啓

発、人権相談所の開設、人権尊重推進大会など日本国憲法や人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律に基づきまして、人権啓発に関する施策を実施しております。この事業につきましては各町の

内容はほぼ同一でございますが、開催月や回数などに多少の違いがございますので、新町において

調整し実施するということで提案させていただいております。11 ページ以降、4ページに渡りまし

て、日本国憲法とあるいは諸々の関係法令、先進例を参考にお付けいたしております。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。それでは協議第 38 号、人権対策の取扱いについて、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） 

ないようでございますので、今回の提案項目ではありますが、確認を取らせていただきたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、異議なしと認めます。それでは協議第 38 号、協定項目 24-12、人権対策の取扱いについ

て、提案のとおり確認することに賛同の委員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38号、協定項目24-12、

人権対策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） 

ちょうど 1時間経ちましたので、10 分ほど休憩をしたいと思います。 

 

 

              ［午後 3時 05 分  休  憩］ 

 

 

 

              ［午後 3時 15 分  再  開］ 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは再開をいたします。 

  次に協議第 39 号、協定項目 24-17、簡易水道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（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
協議第 39 号、協定項目 24-17、簡易水道等の取扱いについて説明をさせていただきます。15 頁

をお開き願います。簡易水道の取扱いについては大きく分けて 2つの項目に分けて提案させていた

だいております。先ず、1として、久賀町、大島町、東和町及び橘町の簡易水道事業は、新町に引

き継ぐとし、（1）として久賀町、大島町、東和町及び橘町の簡易水道特別会計は合併時に統合する。

（2）として水道給水区域については現行のとおりとする。（3）として水道使用料、加入負担金、

水道事業手数料等については、合併時までに調整し、統一する。（4）として検針業務、料金徴収業
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務については、合併時までに調整するとしております。  
次に、2として久賀町、大島町、東和町及び橘町と柳井地域広域水道企業団との間で締結してい

る水道用水供給事業に関する協定については、合併の前日を持って廃し、新町において合併の日に

4町の合算水量により協定を締結する。としております。 
 それでは 16 ページより調整の具体的内容について説明させていただきます。各町の簡易水道は

いずれも地方公営企業法非適用の特別会計であり、この特別会計は合併時に統合するとしておりま

す。 
次に、各町の簡易水道事業の現況をお示ししております。水道普及率は 13 年度末の資料ですが、

80～90％となっております。 
次に給水原価と供給単価でありますが、表の訂正をお願いいたします。給水単価とありますのを

供給単価に訂正をお願いいたします。各町ともその額に大きな乖離があります。 
簡単に申し上げますと、総費用を総トン数で割りました 1ｔ当たりの費用が給水原価であります。

また、総収入を総トン数で割った 1ｔ当たりの販売単価、使用料をいただく単価が供給単価であり

ます。各町とも費用の 60～40％の単価となっておりまして、わかりやすく申し上げますと久賀町

では、1ｔの水を作るのに 301 円で作って、それを 187 円で売っているという状態であります。大

島郡平均で申し上げますと原価のおおよそ 48％の使用料を設定しているという状況であります。 
  これがその次の欄の繰入金、補助金分を除いた他会計からの繰入金が 4町で 2億 8,000 万円あま

りと膨大な額となっておる要因であります。 
  また、次の欄では簡水特別会計の起債残高が示してありますが、13 年度末の 4町合計で 52 億と

なっており、簡水特別会計財政は 4町がいっしょになっても非常に厳しい状況であります。 
  次に、各町の認可簡易水道事業の状況を示しておりますが給水区域については現行のとおりとす

るとしております。合併後は給水区域の統合についても検討しなければならないと思いますが、合

併時には現行のとおりとするとしております。統合して計画給水人口が 5,000 人を超える場合には

簡易水道事業から上水道事業となり組織、財務、職員の身分の取扱い等、地方公営企業法の適用を

受けることになり、簡易水道特別会計と別会計になることから給水区域の統合には、調査検討に相

当の期間が必要と考えられますことから現行のとおりとするとしております。 
  地方公営企業法の適用を受けますと、官公庁会計とは異なり、企業会計方式による会計処理を行

うこととなります。すなわち、民間企業と同様に複式簿記で経理され、会計年度の損益を正しく経

理するため、減価償却費の計上や、損益計算書、資産や負債の状況明らかにするための貸借対照表

の作成も義務づけられ、企業の経済性と公共の福祉の増進の両面に、より大きな責任が科せられる

こととなりますが、新町においては当然ながら検討しなければならないと考えております。 
  また、水道施設集中監視システムにつきましても当面は現行のとおりとするとしております。各

町の庁舎におかれておりますが、将来的にはどこかにまとめることになります。 
  次に 19 ページからですが、使用料、負担金、手数料については合併時までに調整し統一すると

しております。先ず、使用料についてでありますが、各町の使用料計算の月数も基本水量も基本料

金も超過料金にもそれぞれ差異があります。また、消費税の扱いについても差異があります。使用

料の調整にあたっては高い方に合わせるとか低い方に合わせるとかではなく、先ず、新町の水道事

業特別会計を健全に運営していくためにはいくらの負担が必要なのかという財政計画を検討し、そ

の中で負担は低い方にという大きな原則に沿って統一しなければならないと考えております。 
次に 20 ページで新規加入負担金でありますが各町に大きな差異がありますが、各町とも普及率

が 90％近くにまで普及していることを考えますと、今後、新規の加入は少なく、財政に与える影

響は少ないと考えられ、負担の低い久賀町をもとに調整するように考えております。 
21 ページの手数料についても合併時までに調整し統一するとしております。業者の指定手数料

金については、低い方に合わせる必要はないかと思いますが、これもすでにほとんどの業者さんは

許可を受けている状況であります。 
次に、22 ページからの料金徴収と検針業務でありますが各町に差異があり、合併時までに調整

するとしております。検針月については使用料との関連から隔月と考えております。検針業務は直

営や委託があり又委託形態や委託料にも隔たりがあり統一は合併後検討するとしております。 
次に、24 ページに柳井地域広域水道企業団の用水供給事業の現況をお示ししております。一番

右の欄の訂正のお願いいたします。受水量となっておりますのを受水費に訂正をお願います。日量

と年間の協定供給水量に対し受水量の実績を示しておりますが、これは例えば久賀町であれば、協
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定供給水量は 1日当たり 1,485t で、これに 365 日をかけた 542,025t が年間の協定供給水量となり

ます。実際の受水量は、460,244t で、久賀町では協定供給水量の 85％から橘町の 53％までとなっ

ております。 
また、年間受水費用は協定給水量で計算することから 4町合わせますと 3億 7,000 万円あまりと

膨大な額になっておりなっており、4町の水道使用料の調定額とほぼ同じというような状況であり

ます。すなわち水道使用料はほとんど広域水道からの受水費に充当されているという非常に厳しい

状況にあることがうかがえます。中でも東和町、橘町では使用料で受水費がまかなえないという状

況であります。 
16 ページでもご説明いたしました他会計からの繰入金が補助金も含めますと 3 億 9,000 万円と

なっております。これは人件費を含めた維持管理と地方債の償還である公債費はほとんど他会計か

らの繰り入れでまかなっているという状況であります。このような大島郡 4町の簡易水道特別会計

の現状から、使用料等の調整には新町の財政を考慮し、慎重に調整しなければならないと考えてお

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、説明が終わりましたので、協議第 39 号、協定項目 24-17、簡易水道等の取扱いについて、

委員の皆さん方のご意見、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） 
23 ページでございますけど、各町いろいろこの、検針手数料というんですか、委託料というん

ですか、大変差がある、合併時までに調整するというんですが、どのような調整の考え方をお持ち

か分れば説明して下さい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
この 23 ページに説明しております検針でございますが、久賀町が直営で、後の 3 町は委託でや

っております。いま委員さんご指摘のように委託料に大きな差異がございます。ただこれは委託先

も個人の場合、業者さんの場合、または自治会の場合というふうにいろいろまた 1つの町の中でも

分れておるということでございます。そういうことからいたしますとこの検針業務について、合併

時までに統一をするというのは非常に難しいと、何故ならばこれは例えば自治会長に委託しておる

場合などは、過去からの長い歴史があって、そこの中でこういう形になっているというようなこと

もございますので、新町になったからといって即座に統一するというのは難しいというふうに思っ

ておりまして、これは調整はいたします。調整するというのは、できるだけ 1件当たりの検針委託

費については調整するということでございまして、統一するということにはしてないわけでござい

ます。ただ、久賀町につきましても現在検針業務を委託する方向で検討中と記載してありますよう

に 4町とも検針を委託するということについては調整はできるつもりですが、その検針の費用が即

座に統一できるかというと、これは若干時間がかかるのではないかと考えております。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
検針料が単純に計算すると大島町の場合は、1 件当たり、これは年間ですよ、1,315 円、東和町

の場合、1,943 円、橘町非常にまあ、これは偶数月で検針しています、2 ヶ月に 1 回、537 円とい

う、これはまあ年間の委託料を検針件数で割った数字でございますが、非常に高低差があります。

これをどういうふうに調整するのかなと思うんですが、できるだけ統一した方向で調整するという

ことでしょうが、まあ健全財政といわれる話もありますので、節約できる分は節約していただいて、

使用料の引き上げにつながらないように努力をしていただきたい。 

それからもう一つですね、料金の徴収ですが、22 ページの、これはあんまり徴収の月が隔月と

毎月と違う程度であまり差がないと思いますけれども、これはもう簡単に合併時までに、といいま

すか合併後は統一できるのではないかと思いますが、まあ調整するとありますが、その点いかがな
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んでしょうかね。 

それから、本題は 19 ページの使用料でございますが、先ほど苦しい説明ございました。安いと

ころに合わすというのは難しかろうということで、すでにバリアー張りましたけれども、まあ課長

さんも言われたように負担は低い方にというのが原則でございますので、健全財政をというのも分

らんわけではありませんが、合併がために水道使用料が上がったという批判はわれわれも受けたく

ないわけで、是非ひとついい方向にですね、向いて行っていただきたいがと思いますが、その辺り

考え方がもしあれば説明して下さい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
まず第 1に検針の件でございますが、大島町、東和町が高いというのは委員さんもおっしゃられ

ましたように、毎月検針ということで当然 12 回の検針分が入っております。橘町と久賀町におき

ましては隔月でございますので、当然ベースは半分ということでございます。ただ、べースは半分

にしても差がございます。ただ、それは先ほど申し上げましたように橘町の場合は業者さんに委託

するところを基準に民間の個人の方にも委託するということでございますので、若干低く押さえら

れておるということでございます。 

ただ、（聴取不能）ということはずっと従来からの委託、例えば自治会等に委託しておるという

ふうな場合になりますと従来からずっと料金の（聴取不能）を改定していかなくてはならないこと

になりますので、いま急にこれを統一するのは無理かあるのか、ないのか、または将来これを統一

するとすれば、例えば業者さんにほとんど委託するというような形になるとか、または入札すると

かということになるとまあ統一できるのではないかと思いますが、過去の歴史がまだ十分把握され

ておりませんし、それが即座に切り替えられるものかどうかというのも、いまからの調整にかかっ

ていると思います。いま、ご指摘のようにできるだけ安価な委託料にしなければならないというの

は当然だと思います。またそれに向かって調整はしたいと思っております。 

それとその前のページ、22 ページの料金徴収でございますが、料金徴収につきましてはこれは

使用料の関係から行きますと隔月ということで統一したいというふうに思っておりますが、その徴

収につきましては統一したらというご意見ございましたが、統一と同じぐらいの、まあ統一されて

おると同じぐらいの内容になっておると思います。できるだけ口座振替にということでございまし

て、これは集金はなしとなっておりますので、まあ納付書を振って直接納めていただくか、または

口座振替ということでございますので、できるだけ統一をしたいということでございます。ただ、

具体的な調整方法の中に検針業務と料金徴収業務ということを一緒にまとめて調整方針を出して

おりますので統一するという文言は使っておりません。 

それと一番問題なその使用料のことでございますが、使用料は、先ほどちょっと苦しいとありま

したが、苦しい説明であったんかと思いますが、この特別会計の財政を見ますと非常にいびつな形

になっておると思います。まあそれを一般会計からの繰入金で収支を保っているということになっ

ておりますが、一般会計の方が本来的にどこまで出すのが、基準的な繰入額の数字なのかというの

も当然、まずルールはどこまでなのかということをまず出して、それでもなおかつできないからル

ール分以外の、任意の繰入金として出しておるということになっておるわけですが、本来的には基

準繰入額という形での繰り入れに押さえるべきだと思います。 

ただ、委員さんがおっしゃいましたように合併時に使用料が上がるということは、避けなければ

ならないということもあると思います。そういうことでございますので、調整に当たってはやはり

大きな方針であります負担は低い方にというのが、まず大前提になるのではないかと思いますが、

その結果はいずれにいたしましても、一般会計の繰り入れは現状か、現状に近いものになるという

ことはご認識をいただくということになると思います。ただ、調整は合併をしたらすぐ使用料が上

がりましたよというのは、それはまあ避けなければならない、それは原則だというふうなことは考

えておりますので、それに向かって調整をいたしたいと。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
そうすると即上がるということでもないということでしょうか。単純に計算してみますとですね、

税込みで計算してみますとですね、例えば 10ｔ1 月に使ったとして、久賀町が 1,710 円、それから

大島町が 1,449 円、東和町が 1,780 円、橘町が 1,890 円というような、現在のところ大島町が 1

番安いわけです。これは前々からそういう話は伺ってましたけれども、ここでですね、例えば大島
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町はまあ久賀町並みにするとしても、250 円上がるわけですが、大変、住民にとっても負担増にな

るということは好ましいことではありません。即上がるということのないように、会長としてその

辺り努力はいかがですか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

まあ、初めの約束が低い方というようなことでございますので、できるだけ努力はしてみます。

やっぱり、いまいうたように一般会計からの繰入れ等の差もあるわけで、一概にも言えん面があろ

うかと思います。委員の皆さんのご意見を拝聴しながらやっていかなけれとばということで、住民

の皆さんの方にも十分・・・。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
できるだけしわ寄せのないようにですね、合併即料金の引き上げということは、この水道は特に

生活に直結しておりますので、是非お願いしたいと思います。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
もう少し補足的にご説明いたしますが、いまこの 19 ページに掲げてあります水道使用料は、大

島町と久賀町のものは、すでに料金の改定の議決がなされております。久賀町は 8月から、大島町

は 9月からという改定の議決がでておりますので、次の協議会にはいま現在の改定前のこの状態で

の 1ｔからずっとｔ数あたりの資料と改定後の資料とで、各町の比較という資料も出させていただ

きたいと思っております。 

まあ、資料はそういうことといたしましても、委員さんがおっしゃいましたような低い方にとい

う原則は（聴取不能）ございませんので、それの中でまた低い方にということがどこまでそえるか

ということは検討しなければならないというふうに思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
  46 番の吉兼です。私は 16 ページの給水原価と供給単価ということで、本来はもうない袖を振っ

ているという状態だと思うのでですね、その辺のところを私、いままで全然知識として持ってなか

ったんでですね、町民というか、郡民にですね、皆さんに知らせてですね、水がどういうふうに供

給されてて、どういうふうな赤字の状態が続いているんだということを周知していくべきだと思い

ます。まあその合併の時に上がればそういう非難は当然でるとは思うんですけれども、そのまま解

釈すればですね、ただの問題の先送りにしか過ぎないんでですね、そこら辺のところはこれからい

かに行政の方がですね、郡民の皆さんに理解を求めていくかという形になるかと思うんで、この値

段をみればですね、いかに幸せな生活をしているんだなというのは感じると思いますので、そこら

辺のところは、結局はわれわれの財政、われわれの新町の財政を圧迫する要因には違いないわけで

すから、それを例えば地方公営企業法による上水道の事業にですね、そちらの方にしてすべてを明

らかにしてですね、事実をありのままに大島の人に伝えていって、よりよい姿にしていくという努

力が必要なんじゃないかなと感じました。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」と叫ぶ者あり） 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 
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  何番か忘れましたが、奈村でございます。この簡易水道の関連でいま事務局のご説明をいただい

たわけですが、非常にこの地域的に負担のアンバランスがある。それから経営状態にもアンバラン

スがあるというふうな事実がここにあるわけでございます。特にこの水の問題は大島で一番基本に

なる給水サービスということになろうかと思っておりますので、これは同じ水をですね、4町の皆

さんが同じ水を飲んでいるていうのが、将来にわたるひとつの大変な大事なテーマであると思って

おります。 

それでちょっとこれをみせていただきました場合に、例えば今から同じ広域での契約、協定の（聴

取不能）、これは従来からの建設当時からの経緯があるわけでございますが、ここの計画給水人口

にしましてもですね、先般、建設計画の構想で示されたような人口では、将来人口ではかなり多い

目にやってですね、それで基本的なところとか、この契約についての（聴取不能）の余地がまだあ

るのではないかと思いますし、それから水の問題が非常に住民に取って基本的なものであると考え

ますときに、こういうふうな一般財源から 3億数千万円を繰入れをせんと維持ができないという現

状、さらに起債を相当抱えているというふうな現状等を考えましたときにですね、安逸に料金は安

い方ということでですね、新町に引き継ぐということについては問題があると思います。 

 ただ、その場合に今の建設計画等があるわけで、今後、事務局提案として重要なテーマになると

思いますが、合併の特例財源等の有効活用による負担の非常に急激増減がないようにですね、そう

いう検討をしていく必要があろうと思っております。そうなりますと当面のここの取扱いにつきま

しても新町の建設計画等の将来展望を踏まえての初年度の移行というふうなところでですね、事務

局サイドでも十分ご検討いただきたいというふうに思うんですけれども、これは要望です。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 平野 和生） 
  橘町の平野と申します。橘町といっても、私、土居の沖にある浮島いう離島に住んでおります。

浮島という離島は、8 月になったら毎年のように水が足りなくなります。大島 4 町が各それぞれ 1

島ずつ有人離島を持っております。各島がどういう状況なんか、ご説明願えたらと思います。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  それでは各町それぞれ担当で説明したいと思います。私は大島町でございます。笠佐島で、1つ

島がございまして、いま現在人口が 15 人から 20 人程度だろうと思います。住民票登録、16 人、

いま登録されておるんですが、平成 14 年度から水道の整備をするということで、新たに水源等を

求めて工事をしております。ですから島内で水量を確保するということで笠佐島については対応す

るという方策を取っております。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

  久賀町ですが、約 6キロ沖に前島がございます。離島につきましては、現状、人口がかなり減っ

ておりまして 28 名ばかりしか居住しておりません。一応、課長から聞いておりますことは現状で

は大丈夫と、それから盆時期にですね、かなり島に帰ってきますと不足する時期もございますが、

まあ夜間にはまた回復しておるというふうなことでございます。 

 

○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 
  東和町では情島、180 世帯ぐらいございます。ここには海底送水管が通って、簡易水道が引かれ

ておりますので、水は十分足りております。以上でございます。 
   
○委員（学識経験者 平野 和生） 
  はい、ありがとうございました。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
  よろしいでしょうか。 
  
○委員（学識経験者 平野 和生） 
  浮島の場合は、結構です。初めて情島に海底送水があるというのを今日お伺いしたわけなんです

が、簡易水道ができたとき、浮島に。恐らくいわし網いうのが、5丈
じょう

ほどあって、加工場は 6軒ほ

どございます。その水が足りるという条件で作ったと思われます。現在、だんだん水が足りなくな

って、1週間くらい前ですか、ボーリングもしたようですが、それでもいずれ枯れてくると思いま

す。合併したあかつきには是非とも、海底送水をお願いできたらと思っております。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次長兼総務課長 椎木 巧） 

大変、大きな事業になると思いますが、当然今の町、要するに来年 9月末までになるわけですが、

それまでの間に対応できるというのは若干無理があると思いますし、新町になって新町の建設計画

の中でできるかどうかという協議をまたやっていただきたいと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

橘町としてはですね、まあ、合併するときの条件ということで、これはなにしてあるんですが、

先般も 4町の町長さんの方に事務局の方から質問事項があったわけですが、それの中で本町といた

しましては、やっぱり浮島の給水ということが大きな将来計画に則って、大事なことからいたしま

して、橘町といたしましては、計画に載せてもらうように申し入れております。だから将来計画に

も載ってくるものと私は思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにありませんかね。 

   

【質疑なし】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ご意見、ご質問も出尽くしたようでありますので、協議第 39 号、協定項目 24-17、簡易水道等

の取扱いにつきましては、引き続いて協議をするといたしまして、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 39 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 40 号、協定項目 24-21、都市計画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計画課長 野口 菊義） 

  はい、資料は 26 ページでございます。協議第 40 号、協定項目 24-21、都市計画の取扱いについ

てご提案いたします。その調整はそこに 4点提案しておりますが、具体的には事務事業で説明をい

たしますので、27 ページをお開きをいただきたいと思います。 

  まず、上段の都市計画区域でございますが、ご承知のとおり、都市計画の基本的理念は農林漁業

との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活、あるいは機能的な都市活動を確保するため、

適正な制限の下に土地の合理的な利用を図ろうとするもので、郡内 4町では大島町と東和町に都市

計画区域が設けられております。都市計画区域の指定は市町村の中心地を含み一体的の都市として

総合的に整備、開発、保全する必要がある地域を県があらかじめ市町村の意見を聞いて指定するこ
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とができるとされております。 

具体的には大島町の都市計画区域は、大島町内にある自然公園区域を除く、大島町全域が指定さ

れております。東和町では片添ケ浜一帯を都市計画区域に指定をしております。したがいまして調

整方法としては、この区域はそのまま現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後見直しを含め検討をす

ることにいたしております。また、都市計画区域の整備、開発、保全の方針を定める都市計画マス

タープランは、大島町、東和町ともに基礎調査は終了しておりますが、マスタープランは未策定で

ございます。これは新町において作成するものとしております。 

次に都市計画審議会は、市町村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査、審議させるため

置くことができるとされておりますが、現状では大島町に設置されているのみであります。都市計

画法に基づきまして新町において設置するものといたしたいと思います。 

次の頁でございますが、都市公園等の都市施設を掲載しております。都市計画区域内の都市施設

においては、東和町の片添ケ浜海浜公園があり、山口県の都市公園としてオートキャンプ場やテニ

スコートが設置されて、東和町で管理受託を行っております。これは現行のとおり新町に引き継ぐ

ものといたしております。以上が都市計画の調整案でございます。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終わりましたので、協議第 40 号、都市計画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。 

 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
46 番、吉兼です。私の周りでもいろいろこの都市計画の区域についてはですね、かなり質問が

ありましてですね、果たして合併すればですね、将来的に全島指定されてしまうのか、そういう方

向にいこうとしているのか、それは是非とも聞いてくれという意見がありましてちょっと質問した

いと思いました。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 野口 菊義） 

はい、調整案の中でもお示しをいたしておりますようにある一定の個人には制限がございます。

しかし、一方では土地の開発が都市計画区域以外では、個別法をクリアーすればかなり開発が可能

な状況でございます。したがいまして、大島郡の環境や自然を守って行くという観点からすればな

んらかの規制が必要ではないかというふうに事務すり合わせの中では意見が出されております。 

したがってこれらの意見を総合的に勘案いたしまして、新町で再度、見直しを含めて調整して行

きたいというふうに思います。 

 

（「分りました」と叫ぶ者あり） 

（「はい」と叫ぶ者あり） 

 

○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 
荒川です。いま見直しを含めてということになるとですね、大島町がいま全域的に網の目がかか

っているんですよね、これも見直しがかかるということですか。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

原則的には、都市計画区域というのは町に 1つの中心市街地がありまして、それ以外で市街化調

整区域がある、それを線引きをして用途を指定しているか、指定いしていないか、いろんな段階が

あると思うんですけれども、合併をしますと都市計画区域を持っている市町村が一緒になった場合

には再度また、まあ飛び地でも区域を設けることはどうなんか、これについては熊本県に前例があ

り当面は複数の計画区域があってもいいというふうな見解が出ているようですけれども、これらも

含めまして都市計画区域については、新しい町のシステムの基本としての課題でございますので、
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専門的な意見もお聞きをしてですね、調整をして行きたいと思っております。現状ではそのような

つもりでおります。 

 

○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 
はい、大島町の場合はですね、多分、網の目はかけておるんですが、個別な政策というのが未作

成なんですよね、これは例えば小屋一つ建てるのにもですね、大変厳しい規制があります。逆にい

うたら大変これがあるために迷惑をこうむっていると実際に大島町に住んでいる方はですね、そう

いうふうなですね、不満というのが本当に多いんですね、ほじゃけまあ、大島町がなくなるんです

から、新しい町になるんですからいっそのことですね、もう一遍よく見直していただいてですね、

どうするかというのをもしできるというのならお願いしたいというふうに思っております。以上で

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにないですか。 

 

【質疑なし】 

 

ほかにないようでございますので、質疑を打ち切ります。今回の提案項目ではありますが、新町

に引継ぎ検討するということになっておりますので、確認を取らせていただきたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、異議ないものと認めます。よって協議第 40 号、協定項目 24-21、都市計画の取扱いにつ

きましては、提案のとおり確認することに賛成の諸君の挙手をお願いいたします。 

 

【挙手多数】 

 

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40号、協定項目24-21、

都市計画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） 
  次に協議第 41 号、協定項目 24-24、小中学校の通学区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計画課長 野口 菊義） 

  はい、資料は 30 ページでございます。協議第 41 号、協定項目 24-24、小中学校の通学区の取扱

いについてご提案をいたします。 

  その調整内容は、小中学校の通学区については、現行のとおり新町に引継ぎ、必要に応じ児童・

生徒数等の動向を踏まえ、新町において調整するとしております。ご承知のとおり、小中学校の通

学区の範囲につきましては、学校教育法施行細則によりまして、各町で学校ごとにその通学区域が

定められております。具体的には 31 ページから各町の各小学校とその通学区域、33 ページからは

各町の各中学校とその通学区域を記載をしておりますが、その調整方法は提案のとおり、現行を新

町に引き継ぐこととし、必要に応じ児童・生徒数等の動向を踏まえ、新町において調整するといた

したいと思います、以上よろしくご審議をお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので、協議第 41 号、協定項目 24-24、小

中学校の通学区の取扱いについて、委員の皆さん方のご意見、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 高田 壽太郎） 
提案事項の前半につきましては、すいません、東和町の高田です。前半につきましては理解でき

るんですが、必要に応じ児童・生徒数等の動きによって調整するというのはこれはどういう意味な

んですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

はい、現在各町の中には、学区の再編について住民の皆さんからご意見等がでているようなこと

もあるようでございます。したがいまして、そのようなことが出た場合に対応できるようにという

ことで、この後段の項目をいれております。もちろんこれを反映するような場合には、学区の審議

会とか、そういうものに当然かけられて全体的に調整されると思いますが、そういうことがおきた

場合に新町において調整ができるようにということで付け加えさせていただきました。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
はい、続いてもうちょっとお聞きしたいんですが、現実的にですね、東和町の例を挙げさせてい

ただきます。私、教育委員をやっておりますが、東和町で通学区の境界地域に生活されている方が

ある、で学校がそこの地域からいいますとＡという学校にいく当然の通学区が決まっているわけで

すね、ところが家族の方がＢという学校へ距離的に近いから通学させてもらえまいかという申し出

がありまして、教育委員会としてそのことについて協議し検討した結果、Ｂの方へ通学区を変えた

というのがあるんですが、こういうのとは違うんですか、この生徒数、児童数に応じるということ

がちょっと私、理解しかねるんですが、生徒数がどうなったら通学区を変えるというのか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

各町の細かい情勢については、事務局の方では具体的には承知してないわけですけれども、ここ

に書いてある意味というのはそういうことがおきてきた場合に全体にですね、まあ、審議会を設け

て調整をしていこうという大まかな方針ということをご提案させていただいておるということで

すが。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
だいたい、ご説明に了解しましたが、まあ具体的にいいましてですね、Ａという学校でもう１人

生徒が入ってきたら複式をやらなくて済むんだと、そういう事態がおこったときに通学区を変えて

ですね、その学校に送り込むというようなことは、この中には入ってないわけですね。そういうこ

とも考えておられる。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

具体的にですね、そのようなことがでるかどうかというのはちょっと、あるかないかというのは

ちょっと分りません。そのようなことについては新町の中で具体的に教育行政に当たるところで考

えていかれるということになろうかと思いますが、ここではどのようなことというのを想定して、

これをご提案したというよりはですね、大島郡全体をみたときにそのような調整、まあいわゆる学

校統合が、そのような問題がおきたときに通学区の再編も考えて新町において調整をするというふ

うなことでございます。ここの具体的な事例に基づいてこれをご提案したというような意味は持っ

ておりません。 

 
（「了解しました」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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（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 平野 和生） 
橘町の平野です。またまた、浮島のことばっかりで大変恐縮なんですが、基本的にはこの意見に

は賛成いたします。でも、もし浮島小学校がどこかと合併するようになると当然定期船で通学する

ようになります。そうなった場合、もし高校までいくとするとしたら保育園のときからを含めて

15 年、15 年間船で通うということになります。子供にしてはかなりきついことではないかなあと

思っております。島に子供がいなくならない限り、浮島小学校は残して欲しいとそのように思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 小泉 光香） 
小泉です。中学校のことなんですけれども、あるお母さん方から地方によっては、学校を選んで

いけるようなところもでてきていると思うんですけれども、そういうことがこれから将来あるのか、

ないのかというふうに聞かれたんですけれども、どうお考えでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

現状では学校教育法の施行細則で、それぞれ各学校の通学区が決められておるということはご存

知だと思います。都会の方ではいろいろと自由通学とかいろいろなことがされているようですけれ

ども、いまちょうど改革の時代に入っていろんなことが試行されておりますけれども、提案として

は現状の通学区を新町に引き継いで、これからの時代に対応できるようなそういうことも新町にお

いて調整するというふうなことでご理解をいただいたらと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

いいですか。 

ほかにございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
それではないようでございますので、協議第 41 号、小中学校の通学区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、協議をお願いしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。ないようでありますので、協議第 41 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 42 号、協定項目 24-25、学校教育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。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

  はい、資料は 35 ページでございます。協議第 42 号、協定項目 24-25、学校教育の取扱いについ

て提案をいたします。その調整内容は、学校教育関係事務及び事業については、引き続き教職員の

資質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図ることを基本に、次の区分により調整する。 

1 番目として、現行のとおり新町に引き継ぐもの、2 番目といたしまして合併時までに調整する

もの、3番目として新町において調整をするもの、36 ページから主な事務事業の調整方法を提案し

ております。 

  まず、小学校・中学校につきましては、郡内に各町の町立の小学校が 14 校、中学校が 9 校ござ

います。基本的にはこれを現行のとおり新町に引き継ぐということを大前提に以下の事務のすり合

わせを行っております。 

  まず、英語指導助手につきましては、現在の女性 1名の指導助手を雇用しておりますが、現行の

とおり新町に引き継ぐことといたします。 

  奨学金につきましては、町条例によりまして貸付、運用を行っている町が 2町ございまして久賀

町と東和町でございます。東和町では基金を醸成をして運用をしておられます。貸付額、償還年限、

減免規程等がそれぞれ多少の差異はあるものの両者ともに運営委員会等において貸し付け事務を

行っております。したがいまして、調整の方針は、久賀町と東和町の制度を軸に新町での奨学資金

の貸付制度について、合併までに調整を行うことといたしました。なお、合併前の貸付金の償還は、

現行のとおり新町に引き継ぐものといたします。 

  次の 37 ページでございますが、児童・生徒教育相談につきましては、4 町ともに専門の相談員

を中学校に設置をしておりますので、これも現行のとおり新町に引き継ぐものといたします。 

次に就学援助につきましては、就学困難と認められる児童、生徒の保護者に対し、必要な援助を

行うものですが、4町では多少差異がありますけれども、新町において調整することといたします。 

次に 38 ページ、スクールバス運行、遠距離通学補助につきましては、4 町とも学校へ遠距離か

ら通学する者への補助、あるいはスクールバスの運行について、それぞれ学校統合時の約束事など

をもとに各町で、補助基準や補助額等を定め、運用されていることからこれにつきましても新町に

引き継ぐことといたします。 

次にコンピューター整備、情報教育につきましては、各学校ともに力点をおいているところです

が、1 の現行のとおり新町に引き継ぐこととして、一人当たりの台数やインターネットへの接続、

校内ＬＡＮの設置等につきましては、新町において調整することといたします。 

次は 39 ページでございますが、学校建設につきましては表に各学校の建設経緯を記載をしてお

ります。建設後かなりの年数を経ておるものもございますが、少子化の中で教育関係の施設整備を

いかに行っていくかは、大変重要なことであることから新町において調整することといたします。

具体的な方法につきましては、耐震診断により危険校舎等については改築を含めまして、長期的視

野に立って年次計画により、整備することになろうかと思います。 

40 ページには学校給食については、学校給食調理施設は建設年次は異なるものの 4 町とも共同

調理方式で、各町の小・中学校に給食を配給しております。給食費単価については、小学校で 225

円から 230 円、中学校については 260 円から 275 円と各町で多少差異がありますが、これらを現行

のとおり新町に引き継ぐものといたします。給食センターの運営委員会につきましては、8人から

15 人以内で各町に設置をされておりますが、その構成メンバーはほぼ類似をしておりますので、

運営委員会を現行のとおり新町に引継ぎ、運営委員の構成等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。以上が学校教育の取扱いになりますので、よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、説明が終わりましたので、協議第 42 号、協定項目 24-25、学校教育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。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 
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○委員（学識経験者 安本 良夫） 

橘町の安本です。質問とお願いを 2、3 申し上げたいと思います。一遍にまあ、中高連携につい

てでございます。ご承知のように大島 4町の中で東和町、橘町は中高連携、いわば学校教育法施行

規則で、連携型の中学校を設置しております。この施行規則では当然町が合併しますから当然学校

の設置者が新町に引き継がれてまいります。そうすると相手の県の、高校の場合は設置者が県でご

ざいますからそろそろ協議をしなければならんのんかなあと思いますが、これについてはどうお考

えなのか、当然、新町に引き継ぐものとしてですね、という考え方でよろしいのかどうか、狙いと

してはそういう方向で、たったこの間、教育改革の新しい教育の中で始めたばっかりですから、新

町ではそれは言わないんだということになりますと問題があると思うんです。これが 1 点です。 
2 点目は協議題の後の方に別のところで大島郡教育事務協議会の話はでてまいりますから、そこ

で扱われるんだろうと思いますが、先ほどの話を聞いておりますと英語指導助手、これはいわば 4

町で独自で雇用されておられるわけですか、在籍、勤務している場所が大島郡教育事務協議会にな

っておって、そこで雇用しておるという形になりますと 4町で雇用されておるんだろうと思います

けれども、英語指導助手については、当然新町に引き継ぐということでございますから、例えば合

併しますと教育事務協議会は消滅してしまうのかなあと、そうすれば当然新町の教育委員会に所属

をして、いままでどおり英語指導助手として雇用していかなければならないということを是非とも

ご考慮いただきたい。 
それから 3点目はですね、社会教育の取扱いを検討する機会がございますが、旧町にはそれぞれ

派遣主事がおるわけですね。社会教育主事や派遣をされている、1名ずつ派遣をされておる。そう

すると社会教育を推進するという意味合いでは、この人たち専門職員の定数の問題ということにな

ってくるだろうと思うんですね。当然いままでどおりその人たちが勤務する箇所はどちらかという

と社会教育施設が張り付いているわけでございましょうから、この方々の果たす役割というのは大

変大きい。したがって、この社教主事の問題がいままでどおり定数が確保される方向でご努力いた

だきたい。恐らく今度の町村合併の問題では、どこの町村合併の時点にもこの問題はでてまいりま

す。当然いま恐らくどうなっているのか知りませんが、柳井教育事務所に在籍をして、そこから派

遣されて、各町に派遣をされておるという形であろうと思うんですけれども、そういう点がござい

ます。 
それから教育事務協議会が消滅しまえば、そこに張り付いております充て指導主事の問題は消滅

してしまったり、現実には柳井教育事務所の行政範囲の中で十分フォローできるわけですからいら

なくなるんであろうと、いらなくなるというと大変語弊があるかも知れませんが、現実に山口県の

中で教育事務協議会を持っているのは、随分昔から大島郡だけでございましてね、非常に行政の組

織の上でも屋上屋を重ねたような形態になりますから、これはまた社会教育の取扱いの部分で、あ

るいは大島郡教育事務協議会というのが協議題の中にでておりますが、そこで検討されることであ

ろうと思いますから、それはこの辺にしておきますが、少なくても社教主事の問題については、そ

ういう方向であるんであろうと期待をしております。以上でございます。 
 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

何点かのご質問がございましたが、まだ中高連携のことにつきましては、一番初めの、まず小学

校、中学校については現行のとおり新町に引き継ぐという調整案を示しておりますので、これはそ

のまま、いまいわれましたことは、そのまま中高一貫教育についてはそのまま引き継がれるであろ

うというふうに思っております。 

それから英語指導助手と教育事務協議会の関係ですけれども、教育事務協議会の取扱いにつきま

しては、別に協定項目を設けております。そこで詳しいご説明はいたすと思いますけれども、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の中で教育委員会の職務権限の一部、4町の事務の一部を事

務協議会で行っているというようなことで、これは新町の組織、機構にも関係をしてくることだと

思いますので、またそのようなことでこの協議会でご報告があるものと思います。それから英語指

導助手につきましては、これはまあ 4町で雇用していくということでありますので、新町の教育委

員会に配置をされるんだろうと思います。 

それから社会教育の派遣指導主事のことにつきましては、社会教育の取扱いででてまいりますの

で、その時に説明させていただくということでご了解いただいたらというふうに思います。 
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（「分りました。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） 

ほかにございませんか。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 
奨学金のことですけれども、合併時までに調整すると久賀町と東和町が、現に支給というか、そ

ういう制度ありますけど、調整するというのはどういうこと、それでやっぱりほかの町、新町にな

るのでこういう制度というのはやっぱりこれから、いま非常に厳しい財政状況といいますか、経済

状況ですので、支障なく、遅延なくと思うので、前向きに検討していただきたいと思います。 

それと給食でございますが、まあこれもすでにもう取り組んでおられますけれども、よく今ごろ

地産地消といいます。やっぱり地元で取れたものを給食に反映して、そこで取れたものを消費する、

やっぱり循環型というようなこういう言い方されます。常にそういうふうなことをさらに研究して

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

奨学金のことにつきましては、先ほどご説明しましたが、久賀町と東和町というふうに申し上げ

ましたが、4町にも例えば社協で扱っておられるとか、それからまあ篤志家の財産を運用、別途さ

れておるとか、まあそういうふうなこともあるわけですけれども、条例で定めて審議会を設けて運

営をしているのが、久賀町と東和町ということでありますので、これを軸にいたしまして新町での

奨学金制度につきまして、合併時までに調整ができたらということでございます。それで貸付の要

件なり金額、あるいは停止要件とか、返還の方法、あるいは減免の規定、それから選考会議の時期、

選考委員の構成、それから選考の修正、まあそのようなことでそれぞれの町で、多少の差異があり

ます。これらについて調整をして新町での奨学制度を検討していったらということでございます。 

それから給食のことにつきましては、地産地消の問題につきましてはそのような方向にあると思

いますけれども、すでに取り組んでおられるところもあるというふうには聞いておりますので、そ

のようなことになろうかと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
高田です。先ほど安本委員さんの方からお話がありましたことにちょっと関連するわけでござい

ますが、大島郡教育事務協議会、この中に現在、ＡＥＴ、すなわち英語助手 1名、それから指導課

長、1名おるわけですが、これは基本的にいいますと各市町村にそれぞれそういう人を構えて、学

校教育に当たるのが当然のことでございます。だから大きい市に行きますとそこに指導主事、ある

いは英語助手という者がちゃっとついております。 
大島郡の場合は先ほど安本委員さんが申されましたように、これは山口県でも特例なんです。4

つの町がそれぞれの事務的なことを一括してやろうというので、各町から資金といいますか、予算

的なものをいただきまして協議会は運営をしております。そして事務的なことを省いておるわけで

すが、1つ要望といたしまして、これはまた事務協議会のときの取扱いについてで協議されると思

いますけれども、指導課長というものはできた時点では、2名おったわけです。課長と主事という

のがおったわけです。現在はそれが 1 名になっておるんですが、大島郡 23 校あります、小中学校

これにですね、指導にでかけるわけです。もちろんそれだけではありません。学校全体の保健委員

会とかですね、結核対策等いろいろな委員会があるわけです。それを全部切り回していかなければ

ならないということから、要望として、まあ繰り返しますが、できましたら新町が発足したときに

協議会そのものはどういう形になるか分りませんけれども、指導課長、指導主事というものを必ず

2名で運営できるようにご配慮願えたらと思います。希望でございます。 
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○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 奈村 種臣） 
教育関係で、先ほどの校区の問題に関係すると思うんでございますが、いわゆる少子高齢化とい

いますか、非常に子供の数が減ってきておると、いまから当協議会における建設計画、将来の大島

のあり方を検討していくことになると思うんございますが、教育、子供の教育をどうするかという

ことはですね、やはり大島の将来をみていく場合、一つのキーポイントになるわけです。したがっ

て、このいまの校区の問題等にしましても、まあ例えば 4 町の小学生が 780 人程度、中学生が 520

人程度というふうな資料をいただいておりますが、この資料だけでみましても、小学校のですね、

1 学年当りを 6 で割ってみますと、大島全部で 130 名以下です。中学校にいきますとですね、175

名という計算になるんですね、175 名は間もなく小学校の平均学年が全部減っていきますから、激

減をしてくると思います。これを新町の 10 年を見通してですね、考えた場合にはですね、相当な

児童の減少がでてくると思いますね。 
そうした場合に影響があるのは、特に大島の場合は私どもが、以来生まれ育って考えます場合に、

やはり特殊な特別な環境の中でわれわれ育ってきたように思いますとですね、やはり大島の教育と

いうものが、やっぱり議論されるべきだと思うわけです。まあいまアロハキャンペーンであります

が、中学校を卒業するまでにですね、アロハを着て日常英会話ができるぐらいにですね、私はなっ

てもええじゃないかと、まあそういうなことは余談でございますけれども、いまご提案していただ

いておりますものの中で、私も学区とか、基本的なこと、奨学金がどうとかいうような問題が、現

行の、要するにそのものを新町にそのまま引き継ぐと、それから合併までに、その辺のアンバラン

ス調整をすることが必要であると、これは当然のことです、結構なことだと思います。 
それからその他新町において調整するという部分につきましては、さっきも申しましたように、

やっぱり大島の 100 年の大計と申しますか、当面は 10 ケ年の新町建設計画というふうなものをで

すね、展望を踏まえてですね、新町において調整をしていただくように、特にその辺の業務を引き

継ぐ、あるいはそういうふうな合併における協議会の意見というものを踏まえた、審議会的なもの

をですね、是非導入して設置していただくとかですね、なにかそういうふうなことについて、この

辺の教育の問題というのは、慎重にですね、取り組んでいく必要があろうかと思っております。こ

れは新町計画等でも多分議論することになるかも分りませんが、ここですでにこれは新町で調整す

るということを持って、前へ進まれると非常に大きな問題があるというふうに思っておりますので、

ちょっとまた、このまま・・・。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい。 

ほかにございませんかね。 
 

【質疑なし】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ないようでございますので、協議第 42 号、学校教育の取扱いについて、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。ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。ないようでございますので、協議第 42 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 43 号、協定項目 24-27、人権教育の取扱いについてを議題といたします。事務局の
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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 野口 菊義） 

  はい、資料は 42 ページでございます。協議第 43 号、協定項目 24-27、人権教育の取扱いについ

て提案をいたします。基本的には、さきほど協議がなされて確認されました人権対策の中の人権教

育の部分ということになろうかと思いますが、その調整内容は、人権教育関係事業については、新

町において調整し実施するとして提案をしております。 

具体的には、次の 43 ページに 4 町の内容が記載されておりますが、人権学習会、あるいは町教

職員、役場職員を対象とした研修会、人権教育推進委員会等を開催しておりまして、これら関係事

業を新町において調整し実施することといたしたいと思います。 

以上が提案理由でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

   

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので、協議第 43 号、人権教育の取扱いに

ついて、委員の皆さん方のご意見、ご質問があれば承ります。 

  ありませんか。 

【質疑なし】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ないようでありますので、今回の提案項目ではありますが、確認を取らせていただきたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と叫ぶ者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。ないようでございますので、協議第 43 号、協定項目 24-27、

人権教育の取扱いにつきましては、提案のとおり確認することにご賛同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43号、協定項目24-27、

人権教育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） 
  次に認定第 1 号、平成 14 年度大島郡合併協議会歳入歳出決算の認定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） 
  資料 44 ページ、認定第 1 号、平成 14 年度大島郡合併協議会決算の認定についてでございます。

協議会財務規程第 7条の規定により認定をお願いするものであります。 

資料にそってご説明を申し上げます。資料 46 ページをお願いいたします。収支決算書でござい

ます。 

歳入につきましては、1 款、負担金におきましては、予算現額 27,900,000 円に対しまして

27,900,000 円を収入いたしております。6款、諸収入につきましては、予算現額 600,000 円に対し

まして 600,017 円、歳入合計は、実収入額で 28,500,017 円となっております。 

次に歳出の方でございますが、1款、運営費は、予算現額 5,090,000 円に対しまして支出済額が

4,098,486 円となっており、差額は 991,514 円の残額となっております。 

これは 1項の会議費が 1,342,361 円、2項の事務費が 2,756,125 円の支出でございます。 

2 款、事業費、1項の事業推進費でございますが、予算現額 23,360,000 円に対しまして 5,447,795

円の支出額で、差額は 17,912,205 円の残額となっております。 



 34

3 款、予備費は支出額 0 でございます。歳出合計は、予算現額 28,500,000 円に対しまして

9,546,281 円の支出となっておりまして、 

  歳入歳出差引残額は、欄外の下にありますように、歳入決算額 28,500,017 円から歳出決算額

9,546,281 円を差し引きまして、歳入歳出差引き額 18,953,736 円となり、これは 15 年度への繰越

金として処理をいたします。 

 46-2 ページからが事項別明細書であります。歳入につきましては、１款の負担金につきまして

は、4 町が均等に負担するもので、1 町 6,975,000 円を負担していただいております。この内訳に

つきましては、各町の持出分が 1,975,000 円、各町が合併準備補助金として国から補助していただ

き、合併協に支出をしていただいたものが、5,000,000 円となっております。 

  なお、県支出金につきましては、当初、市町村合併推進事業補助金ということで、これは 1 町、

3 年間で 2,500,000 円の補助が県からいただけるものでありましたが、14 年度は各町 1,000,000

円ずつということで 4,000,000 円を予定しておりましたが、ご承知のとおり国の補助金がいただけ

ましたので、これは 15 年度に活用するということで、14 年度は減額補正をさせていただいており

収入額は 0であります。 

  次のページになりますが、6款の諸収入については、説明欄にございますように大島郡町長会か

ら、400,000 円、大島地域推進協議会から 200,000 円、預金利息 17 円、合計 600,017 円の歳入と

なっております。 

  次に 48 ページ、歳出にまいります、表頭の真中あたりの欄の支出済額ですが、第 1 項の会議費

につきましては、1節の報酬は、協議会を 5回、小委員会を 5回を開催した委員報酬や会議賄費で、

1,342,361 円を支出いたしております。 

第 2項の事務費につきましては、2,756,125 円の支出で、主なものとしましては事務局のいろい

ろな維持管理経費でありますが、7節の臨時雇い職員の賃金、414,100 円、11 節の需用費は会議用

や事務局用の事務用品等で 478,396 円、12 節の役務費は資料送付等の郵便料や事務局の電話料、

ファックス、インターネット料金等で、579,846 円、14 節の使用料及び賃借料では、車や事務所の

借上料、複写機や輪転機のリース料等、1,200,612 円を支出いたしております。 

  次のページですが、2 款、事業費の 1 項事業推進費につきましては、5,447,795 円の支出で、11

節の需用費は協議会だよりを 2回と町名募集チラシの作成で、437,535 円を支出しております。13

節、委託料につきましては、3本柱であります事務事業一元化、建設計画、例規策定と 4町の電算

の統合のための基礎調査であります電算統合コンサル業務、高速通信回線実態調査、これは将来に

おける新町の情報化基盤整備の調査、インターネット利用に関する調査でございます。これらに

5,010,260 円を支出しております。 

  3 款、予備費につきましては、支出はございません。 

 なお、事業推進費の委託料につきましては、現在、協議会が解散するまでの間の契約ということ

で、2つの契約を締結いたしておりますが、一つはそこにあげております事務事業一元化、建設計

画、例規策定の 3 業務で、これは総額で 21,210,000 円で、相手方は株式会社ぎょうせいでありま

す。この額は一部は研究会のときの支払いも含んだ額の契約でございます。 

もう一つが、電算統合コンサルタント業務で、総額で 3,150,000 円、相手方は中電技術コンサル

タント株式会社であります。 

  そこにあります支出額は、これらの業務の進捗度により支払いをしておるところでありますので、

予算額に比べかなりの残額が生じておるところでありますが、契約の総額につきましては変わりご

ざいません。これらの不執行額については、繰越金として 15 年度に繰り越すことになりますが、

これにつきましては、今回、次の協議題により補正予算案としてご提案をさせていただくこととし

ております。 

  なお、約 19,000,000 円の繰越金の主な内訳としましては、事務事業一元化等 3 つの委託料で、

7,136,000 円、国の 5,000,000 円の補助金交付の関係で、当初予算にその他として予算化しました

7,155,000 円、電算統合コンサル業務として、4,000,000 円の予算を組んでおりましたが、これも

協議会が解散するまでの間で、3,150,000 円の契約として、コンサル業務に応じて分割して支払う

ということで、14 年度では 1,050,525 円を支出しておりますが、この残が約 3,000,000 円、その

他 15 年度で実施することになったアンケートの郵送料、960,000 円、会議報酬の残 794,685 円等、

これらの合計であります。 

  それから、次の 50 ページには本予算を通じて実施した協議会の平成 14 年度の各事業を掲載して
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おります。説明については、重複をいたしますので省略をさせていただきます。 

   それからまた、次のページには、さる 5 月 28 日に監査委員さんにおきまして監査を実施してい

ただきました。監査報告書の写しを添付しております。 

以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、認定第 1 号、平成 14 年度大島郡合併協議会歳入歳出決算の認定につきまして、事務局の

方からの説明が終わりましたので、ここで監査委員さんの方から監査報告をお願いをいたします。 

 

○監査委員（大島町監査委員 相川 實） 
  監査報告を申し上げます。さる5月28日に末満委員とともに平成14年度決算監査を行いました。

帳票、諸票等の監査をした結果、適正かつ正確に処理されており、また係数ともに相違ないことを

確認いたしましたので、ご報告申し上げます。 
 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。監査報告が終わりましたので、委員の皆様のご意見、ご質問が

あればお願いをいたします。 

 

（「なし」と叫ぶ者あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ないようでございますので、質疑を打ち切りますが、平成 14 年度大島郡合併協議会歳入

歳出決算について、提案のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ないようでありますので、平成 14 年度大島郡合併協議会歳入歳出決算の認定について、提案の

とおり認定をされました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 44 号、平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算（案）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） 
資料 53 ページをお願いをいたします。平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算（案）についての

提案でございます。協議会財務規程第 3条の規定により承認をお願いするものでございます。 

資料の 54 ページをお願いいたします。本補正予算は、14 年度の決算確定に伴う繰越金に係る補

正でございます。 

第 1 条、予算の補正につきまして、歳入、歳出それぞれ 11,453 千円を追加し、総額を歳入、歳

出それぞれ 28,953 千円とするということでございます。なお、第 2 条では、予算の流用において

は、款相互の金額は、必要に応じて流用することができるとしております。 

次のページ、第 1 表歳入歳出予算補正でございます。表頭の補正額の欄でございますが、5 款、

繰越金に、11,453 千円を補正をいたしまして、歳入合計が 28,953 千円でございます。 

歳出につきましては、2款、事業費、1項、事業推進費におきまして 11,453 千円を計上しており

ます。 

次のページからが事項別明細書でございます。歳入でございますが、57 ページをお願いいたし

ます。5款の繰越金、11,453 千円の補正は、説明の欄にございますように、先ほどの決算でお示し

しました翌年度繰越額から 15 年度当初予算に計上しておりました繰越見込額を差し引いた金額、

11,453 千円でございます。 

次に歳出ですが、59 ページをお願いします。2款、事業費の 1目、事業推進費の 13 節の委託料、
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11,453 千円につきましては、説明欄に掲げております補正額をそれぞれ計上させていただいてお

ります。これらは、先ほど決算のところでもご説明いたしましたが、全体の契約金額は変わってお

りません。委託事務の進捗状況に応じての支払い見込みということで、このような補正をさせてい

ただいております。 

  上の 3つは、さきほどの 3本柱でございます。説明欄の下の 2つの委託事業につきましては、新

規のものであります。各町電算業務調査業務は、新町の電算統合を担当するメーカーによる、電算

統合のための各町の電算業務調査を事前に委託するものであります。電算統合のための予算や契約

については、協定項目の協定書の調印、合併議決後に、各町において電算統合の予算の計上をして、

各町において契約をするような予定としております。しかし、これを待っていたのでは、電算統合

については準備に大変時間がかかりますので、時間が不足するおそれがございます。 

したがいまして、協議会の予算で、メーカーによる統合のための、大きな金額を伴わない部 

分について、事前に調査をするということでこの契約をいたしたいと思っております。 

このため先月の末に、4町担当者等の参加した 5社によるプレデンテーションを実施し、職員 

による採点や見積書の提出をしていただいているところでございます。これにより 1 社に決定後、

協議会の予算により、この会社に調査を委託するものであります。 

なお、本契約については、先ほど申しましたように合併議決後に、各町において電算統合の予算

の計上をお願いして、このメーカーと随意契約をする予定でございます。 

  次に将来構想追加業務につきましては、小委員会での協議により、新たに住民意向調査へのパン

フレットの同封と中・高校生への調査等が追加となりましたので、補正をお願いするものでありま

す。 

以上で説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算につきまして説明がありました。ここで委員の皆

さん方、ご質問なり、お願いいたします。 

はい。 

 
○委員（学識経験者 村田 岩治） 

橘町の村田でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい。 

 

○委員（学識経験者 村田 岩治） 
補正予算については、異議はございませんけれど、こうして今日まで協議会を重ね、その中で承

認のあった事項については、その都度協議会だよりでですね、細かく町民に対する説明がなされて

いるわけですが、まあそういった現状の中でですね、いまのところ、まったく町民から反応がない、

私だけかよく分りませんが、まあ日々
にちにち

おるわけですから、夜もあちこちしますからね、だいしょう、

審議はどうなっておるんかいのうという話があってもいいと思うんですが、ほとんどありません。 

どの程度、この便りが読まれているのか、あるいは理解されておるのかですよね、まあ将来に対

する我慢、（聴取不能）ありませんが、どうもその辺が分らないということですね。 

さっき会長の方から話があったように約、協定項目の中で 30 パーセントだいたい消化してきた

ということで後 70 パーセント強、まあ残るわけでございます。したがって、今後とも協議会だよ

りの発行が必要かと思うんですが、合併推進ということであれば中間報告なり、その他の方法で、

代表町民との対話集会とかですね、いろいろやられるのが普通のやり方ではないかと思うんですが、

ただ心配なのはそういった団体でやりましてもですね、まだまだ半分以上が残っちょるわけですか

ら、それで一方的説明をしましてね、じゃあここでご質問ありませんかといった場合にですね、協

定項目で承認があった事項についてはですね、これはご報告できますが、その他の事項については

ですね、いやこれは今後検討しますということしかいいようがないわけでございます。 

なかなかこの辺がですね、そうはいいながら町民対話、あるいは町長といいましても、その辺の

難しさが、推進の難しさがあると思うんです。まあその辺の推進の難しさはあるとしましても、こ
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れからの大きな推進の目標なり、ちょっとその辺を聞かしていただければいいんですけれども・・・。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  そんならあと、ちょっと意見交換の場もありますから・・・。 

補正予算だけ、 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

ほかに予算につきましてのご質疑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、質疑を打ち切ります。平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算につ

いて、提案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。平成 15 年度大島郡合併協議会補正予算について、提案のとお

り決定をされたものと認めます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
以上で本日の提案をいたしました議題は、すべて議了いたしたわけでございます。ここで若干の

意見交換の時間を設けまして、いまございましたが、委員の皆さん方からの協議の進め方、議題の

提案方法、あるいはその他どんなに些細なことでも結構でございますので、ご意見、ご質問をいた

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（東和町議会議員 西本 信男） 
先ほどありましたけれども、合併協議会だよりでございますけれども、確認事項、あるいは提案

事項がそのまま提案されているだけで、中の審議内容がほとんど入ってない、こういう質問があっ

た、こういう要望があったというのは、紙面の都合もありましょうし、予算の都合もありましょう

が、できるだけ載せていただきたい。われわれの活動状況は、おのずとそういったことで分ること

ができる。ぜんぜん、委員はなにも言ってないんじゃろうかといった感じになる。せっかく協議会

だよりを出すわけですから、ただ確認をとりました、提案しましたじゃあ、だよりにならない。も

っと違う意見、要望もあるわけですからそこらも是非ひとつ、いまからでもしていただきたい。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 
 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 
東和町の新山です。国でも三位一体の改革とか、もうすごく大激変になっているわけですね、そ

れで大島の合併が進んでおりますけれども、情報の公開や開示、そしてまた説明責任というものも

あるんだろうと思うんですね、非常にいまの財政はもちろんですけれども、地方自治というのは大

変厳しい状態にある、まあ特にこの間強くしているわけですけれども、さっきの簡易水道の話もあ

りましたけれども、やっぱり、そういう実態を郡民の皆さんによく知っていただくということが、

まず重要になるわけですね、でその問題を先送りするのではなくてそれをどうしていくのかという

呼びかけのようなものをやったらいいんじゃないか、つまりそれはよくいいますけれども参加型の

民主主義、要求型でなくて参加型に変えていかないと行政、財政の改革、意識改革をこの合併を通
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じてやらんとですね、私はもう地方自治はなりたっていかんのじゃないかというふうな思いさえし

ています。 

ですから思い切ってですね、事務局や議長さん、町長さんいらっしゃいますけどね、そういう実

態を町民に投げ掛ける。そういうふうなこともひとつこの機を通じてやっていかれたらいいんじゃ

ないかと思うんですね、そのためには例えばシンポジュームだとか、フォーラムだとか、さまざま

ありますけれども、広報広聴活動をどんどんどんどんやっていく、そういうことを通じて合併の意

義というものも深まってくるしですね、実質的なものにもつながってくるのではないかと、やっぱ

りその問題の先送りじゃなくて、解決の方向を目指すんだ、そのための合併なんだと、こういうこ

とをですね、是非強く進めていただきたいと思うのでございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかになにか、意見は・・・。 

  （聴取不能）。 

（「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） 
（聴取不能）。まったく同感ですばらしいと思います。まあ、とにかくさっき村田さんもおっし

ゃったとおり、私の周りは諦めムードといったら変なんですけれども、もうどうせ一緒になるんだ

という雰囲気しかないんで、まったくもって残念な思いでいっぱいです。ここで思い直してですね、

島民全員でですね、前へ進むような気持ちでいないとなんの意味もない合併になってしまうんじゃ

ないかなと思って非常に心配しております。 
具体的な質問事項なんですが、いまいろんな項目が話されていてですね、だいたい現行のとおり

引き継ぐと、または合併時までに調整をしましょう、で新町において調整しましょう、だいたい 3

つの方向だと思うんですけれども、合併時までに調整するというのはですね、具体的に例えばいつ

まで、例えば町民の具体的な負担増があるとかですね、例えば国保税とかがですね、そういうのが

いつ示されてですね、いつ収支が図れて、あっ、いつここに報告があって、いつ収支を図って、要

はそれでいいわという状態にいつもっていくのか、これが例えばもうほとんど協議会も終わったよ

うな、例えば合併の 1ヶ月、2ヶ月まえにきてですね、分かったとしても例えばそれに異議をとな

えてもどうにもならないわけで、果たしてその辺の報告、いままでどんどんどんどん合併時までに

調整するという項目ありますけれども、具体的にいつまでに報告をされるのか、それを聞いておき

たいと思いますが。 
 
○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。この合併協議会におきまして協定項目、基本的な、いま吉兼さんが言

われるように基本的な項目について確認をいただいております。それを受けまして 4町それぞれ担

当課、あるいは担当係等で構成しております専門部会、あるいは分科会等々で基本に基づいて調整

するわけでございます。それを協議会の委員さん方にはあらためてご報告したいということはすで

に前の協議会の中でも位置付けしております。これをいつかということでございますが、できるだ

け早い時期といったイメージしか私どもまだお答えするものがございません。 
といいますのは協定項目以外に事務事業の中で 1,200 から 1,300 項目ございます。それができる

だけ住民の方に直接影響があるようなものについて、ピックアップしてお話するのが本来の姿だろ

うと思いますけれども、本日お示ししました協定項目の中にも水道の料金統一について大変難しい

意見がございます。その辺りも早期にご説明するのが筋でしょうけれどもギリギリまで待たなけれ

ば結論がでないというような項目もございます。ですから協定項目を受けまして調整等が済みまし

たものにつきましては、できるだけ早い時期に出していくという形だけで、いまいっぱいでござい

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） 

ちょっともうひとつ補足的に説明いたしますが、いま新山委員さんからご質問、または要望とい

う形でありましたが、まったくそのとおりだと思うわけでございます。 

というのはいま先ほども簡易水道の項目では申し上げましたが、むしろ簡易水道だけではなくて、
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いま 4町が例えば一つになったときの、その財政全体がどうなるかということが共通理解されない

状態で、例えば高いとか安いとかというふうなものだけに議論が終始していくというのは、大変ま

あ端々をみて全体をみないという形になってしまうと思うんです。 

それで以前の協定項目にでていましてもうすでに確認されましたが、国保税の問題、各種のです

ね、国保税というのは一般会計があってなおかつ国保会計があるわけでございます。国保会計だけ

でなりたつものではありません。だから一般会計の方はほんならどうなるのかいということも当然

でてくると思います。 

そういうこといいますと各 4 町の財政が全体が見えてこないとできないということになると思

うんですが、それは反対にいえば新町建設計画に取り組んでいきますが、新町建設計画の計画を立

てるときには当然、その財政的な裏づけがなければ計画にはならないというふうに思うわけですよ。 

そうした時にやはり委員の皆さん皆で、やはり全体的な基礎的なレベルの共通認識というのは必

要になってくるのではないかというふうに思っております。行政関係、例えば議員さんとかもたく

さんでておられますが、そこら辺りではご理解が進んでいると思いますが、一般の委員さんの中で

は、なかなかいままで特に行政の、財政の中をかいつまんでみるということもなかった方もいると

思われますので、もしまあ機会がありましたらそういうところの、まあ研修といいますかですね、

そういうふうな部分もいずれ持って、一つには新町建設計画の小委員会の委員さんとはそういうこ

とがあるべきだと、この間も委員長さんとは話したわけですが、全体の委員さんにもできるだけそ

ういうことをご理解いただいて、その上で新町建設計画、または新町建設計画の中の財政計画とい

うのをご協議いただかなければ、意味のないようなことにな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） 

それでですね、まあ私もそんなに簡単に答えがでるものじゃないというか、調整しきれるもので

はないと思っているわけですけども、残念ながらここに出席している方は皆さん全体がよくみえて

いらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと枠からはず

れるとですね、小さいとこしかみてない方がたくさんいらっしゃいますので、そういう方に対して

どういうアプローチをするか。 
例えば調整内容にしても、どんどんどんどん重要なものから確認していっていると思うんですけ

れども、順番は抜きにして例えば金銭的な負担があるものとかですね、そういうものに特化して調

整をどんどんどんどん進めてですね、変なところで揚げ足を取られないようにですね、きちんと順

序だてていただけないかなと思いまして、とにかくまあ共通認識として合併を決めたんだから、も

う議会早うというのは多分将来禍根が残ると思いますので、その辺のところはしっかりと認識して、

できるだけ早く、というのもですね、できるだけ、できるだけ、できるだけでどんどんどんどん先

へ行ってしまっても意味がないですから、是非とも早く（聴取不能）をしてですね、多分、今後そ

のような指摘を受けることが多くなると思うのでですね、そこら辺は是非とも順序よく考えられて、

ある程度、受けのいい合併協議会も必要じゃないかと思いますので、是非ともよろしくお願いしま

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 村田 岩治） 
いまの意見とちょっと関連があるんですけれどね、新町において調整をする。これはまあ歩きな

がらものごとを決めていくということになろうと思いますがね。もちろん仕方がないと思うんです

が、これから協議の中で新町において調整するという項目がどの程度になるのか、皆目分りません

が、基本的には好ましくないわけですよね、そのまま引き継ぐか、あるいは合併時に統一するとい

うのが、基本路線のはずですが、しかしながらこれは仕方がないと思います。歩きながら答えを出

すということはですね、だからそうした中で町民に一番関心のあるですね、重要な事項が合併を取
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り決めるまでに決まらずに新町において調整をする、この一言でですね、片付けられますとちょっ

とこう不安なんですよね、意思決定が、これが一つあるような気がします。 
それともう一つはですね、新町において調整する、当然新町が発足してある町議会議員の方によ

ってですね、この課題が、結論がでるんだろうと思うんですがね、それは仕方がないにしましても、

こうした、これからもありますが、ここででた意見がですね、ある程度新町において調整する意見

決定の、やっぱり基本的な考え方、これを逸脱いたしますとですね、われわれは何のためにここで

意見を申し上げたんだろうということになります。 
これは追跡調査できません。できないと思います。どなたが町会議員になるか知りませんですけ

れどもね。したがって、新町会議員さんにおいてはですね、非常に意見がたくさんでているわけで

すから、しかも議事録で残っておるんですからね、ここら辺を十分お考えの上で新町において調整

決定してもらわないと、それが非常に懸念されますので、よろしくお願いいたします。 
 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんか。 

   

【質疑等なし】 

 

  それでは 5時も周りましたので、ここで質問を打ち切りますけれども、次回につきまして事務局

からなにか。 
 
○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

  はい、長時間お疲れでございました。 
次回の第 9 回の協議会でございますが、会議次第 1 ページ目に書いてございます。平成 15 年 7

月 22 日の火曜日、午後 2 時から東和町の総合センターにて予定しておりますので、よろしくお願

いをいたします。以上でございます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  それでは以上で、第 8回の協議題は全部議了いたしました。大変、長時間に渡りまして、皆さん

方のご審議をいただきまして、ありがたく厚くお礼を申し上げます。 

  いま、皆さん方から出たことに、それぞれ十分検討いたしまして今後の課題といたしたいと思い

ます。どうもご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

              〔午後 5 時 14 分  閉 会〕 
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