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第 9 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 新町事務所調査検討小委員会報告  6P 

報告 3 新町建設計画策定検討小委員会報告  7P 

協議第 9 号 （継続協議）新町の名称（その 3）について（協定項目 3） 8P 

協議第 12 号 （継続協議）議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

（協定項目 6）
11P 

協議第 39 号 （継続協議）簡易水道等の取扱いについて 

（協定項目 24-17）
14P 

協議第 41 号 （継続協議）小中学校の通学区の取扱いについて 

（協定項目 24-24）
22P 

協議第 42 号 （継続協議）学校教育の取扱いについて 

（協定項目 24-25）
26P 

協議第 45 号 組織及び機構の取扱いについて（協定項目 14） 27P 

協議第 46 号 交通安全対策の取扱いについて（協定項目 24-6） 39P 

協議第 47 号 各福祉事業の取扱いについて（協定項目 24-9） 40P 

 意見交換 43P 

 第 10 回協議会予定等  
（平成 15年 8 月 19 日（火）午後 2時 久賀町民センター・大ホール） 
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第 9 回大島郡合併協議会会議録 
招集年月日 平成 15 年 7 月 22 日（火曜日）午後 2 時 00 分 

招集の場所 東和町総合センター・大ホール 

 
 

開 会 平成 15 年 7 月 22 日（火）午後 2時 02 分 議 長 中本 冨夫 開閉会の日 
時及び宣告 閉 会 平成 15 年 7 月 22 日（火）午後 5時 36 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 
顧  問 山口県議会議員 柳居 俊学 委 員 学識経験者 田村伊都子 
会 長 橘 町長 中本 冨夫 委 員 大島町議会議員 冨田 安英 
副会長 東和町長 西木  宏    
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 橘 町議会議員 中原 臣雄 
委 員 山口県市町村 

合併推進室次長 山部 哲郎    
委 員 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 平井 昭輝 
委 員 学識経験者 沖永 明子 委 員 学識経験者 平野 和生 
委 員 学識経験者 鍵本 憲治 委 員 大島町議会議長 平村 眞成 
委 員 橘 町議会議員 河野 公二 委 員 学識経験者 松谷智恵子 
委 員 学識経験者 河原 芳樹 委 員 久賀町議会議員 松村  定 
   委 員 学識経験者 棟広  斉 
   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 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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

委 員 学識経験者 珠山キミ子 ― ― ― 
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職  名 役職名  氏 名 職 名 役職名 氏 名 
委 員 学識経験者 大永 忠博 委 員 久賀町議会議長 中野 正良 
委 員 学識経験者 大浪 和郎 委 員 学識経験者 中本 健雄 
委 員 学識経験者 河村  勤 委 員 学識経験者 村元 和枝 
委 員 学識経験者 岸田 邦子 委 員 学識経験者 山中八洲通 

 
 
欠席委員

等 

委 員 橘 町議会議長 武政 輝夫    
     職 名  氏 名      職 名  氏 名 
久賀町助役     ―  東和町総務課長 吉村 正晴 
大島町助役 濵本  定 東和町企画課長 中野 守雄 

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

久賀町企画開発課長 西本 芳隆   

大島町総務課長 岡村 春雄 周防大島広域連合事務局長 末長 健寿 

 
 
 
幹 
 
 
事 
 

大島町企画財政課長 奈良元正昭      ―       ―   

大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典 大島郡合併協議会総務課課長補佐 家室 幸喜 
大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 

椎木  巧 大島郡合併協議会調整課課長補佐 近藤  晃 

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

 
 
事

務

局 
大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫 大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり
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      ―       ―   

会議の概要 別紙のとおり 
委 員 橘 町議会議員 中原 臣雄 委 員 学識経験者 奈村 種臣 会 議 録 

署名委員 委 員 学識経験者 中山 松夫    
特記事項 傍聴者 35 名 （一般 27 名  報道 8 名） 
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              〔午後 2 時 02 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。定刻を若干過ぎておりますが、ただいまから第 9回大島郡合併協議会

を開催いたします。本日の会議は先般お配りをしております議事日程にそって進めさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。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、第 9回の大島郡合併協議会を開催いたしましたとこ

ろ、本日は顧問の柳居先生はじめ、委員の皆様方におかれましては、大変ご多用の中ご参集をいた

だきましてありがたく厚くお礼を申し上げます。 

さて、本協議会も 9回目となったわけでございまして、前回までに 52 項目のうち 33 項目をご提

案し、そのうち 27 項目の確認をいただいておるところでございます。率にいたしまして 63 パーセ

ントの提案となっております。その中で 52 パーセントのご確認をいただいたことになります。 

郡民の皆様方に大変関心の大きい新町の名称につきましても、6,000 名近い方々よりご応募をい

ただきまして、小委員会の委員さんの方々において、絞り込みの作業も進んでおるところでござい

ます。 

本日の協議会におきまして、新町名候補選定小委員会からの活動報告を含めまして、本協議会に

設置をされております各小委員会からの活動報告をいただきますとともに、前回まで継続協議の 5

項目に加えまして、新たにこの度 3項目の協議をお願いすることにいたしており、中でも皆様方大

変関心を持っておられると思いますが、新町の事務所の位置とほぼ密接に関連をいたします組織及

び機構につきまして正式に協議に入ることになったわけでございます。 

合併により役場の組織機構のあり方につきましては、住民の皆様の生活に密接に関わる大変重要

な項目であり、知恵を出し合って最適なものを導き出さねばならないと考えておりますが、大島郡

4町が合併をし、一つになって、行財政基盤のしっかりした、活力ある新しい大島を創り出すとい

うことがさらに重要なことと考えております。委員の皆さん方には、大所高所からの忌憚のないご

意見、ご発言をお願いいたしまして開会のごあいさつとさせていただきます。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長 村田 雅典） 
それでは会議に入りたいと思いますが、会議は規約第 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、欠席の通告をいただいておりますのは、橘町の大永忠博委員、久賀町・河村勤委員、

東和町・岸田邦子委員、橘町・武政輝夫委員、久賀町・中野正良委員、東和町・中本健雄委員、大

島町・村元和枝委員、以上の方々でございます。それでは会長さんよろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、それでは座ったまま議事の進行を行いたいと思います。それでは規約第 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、私が会議の議長を務めます。協議会の規約によりまし

て私が議長を務めさしていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは早

速、議事に入りたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

まず、会議録署名委員に中原民雄委員、中山松夫委員、奈村種臣委員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報告をお願いいた

します。 



 5

 

○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） 

冨田でございます。新町名候補選定小委員会でございますが、中野委員長が欠席のため冨田がご

報告いたします。6月 28 日、土曜日、午後 1時 30 分から久賀町民センターにおいて、第 4回目の

小委員会を開催いたしました。その経過と結果についてご報告いたします。 

委員の出席状況は、12 名の委員のうち 11 名が出席であり、傍聴者は 7名でございました。まず、

前回の委員会で持ち越しとなっておりました現在の 4 町の名前を新町の名称の一部につけたもの、

例えば山口久賀町、新大島町などであります。これにつきましては既存の町名にないため有効とし

て扱うということとしました。これによりまして別紙 2 にお示ししておりますとおり、応募総数

5,917 件のうち全国にある同じ表記や読みの市町村名称と締め切り後に届いた応募を無効として

おりますので、最終集計は 987 件が無効となったようです。 

次に応募いただいた 3,126 点の応募名から無効とされたものを差し引いた 2,794 点から、まず委

員さん一人ひとりが 10 点程度名称を選定いたしました。第 1回目の集計の結果、合計 85 点の名称

が選定されました。その中には同じ名前、名称のものや名称が同じであってもふりがなが違うもの

がありましたが、できるだけ取りまとめをした結果 63 点に絞られました。 

次に第 2回の選定として 63 点のうち委員さんから 3点ずつ選定してもらいました。その結果 23

点が選定されましたが、さらに候補を絞るということで第 3回目の選定を行いました。第 3回目の

選定の結果はお手元の報告書別紙 1に記載されたとおりであります。 

委員さん方の意見としては、これ以上の選定は難しいということで、結局 13 点の候補名となり

ました。最終的には一部に類似した名称が選定されたわけでありますが、それぞれ各委員さんの思

いが入った候補でありますので、どうぞ協議会委員さんにおかれましてはご理解をたまわりますよ

うよろしくお願いいたします。 

協議会におかれましては、当小委員会が選定した新町名候補の中から新町としてふさわしい名称

を決定していただきますようお願いして報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございます。冨田副委員長さんの報告が終わりましたので、委員の皆様方、ご

質問があれば拝聴いたします 

 

（「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（東和町議会議長 山本  保） 

東和町の山本です。東和町の特別委員会でこの件について協議がなされたわけでございますけれ

ども、初めの選定のときには大島の、在来の新とか、あるいはそういうのは入れないということで

あったけれども、この度は入っておる。それは選考の中でどのような見解でなされたのか聞いて来

いということでございましたのでお尋ねいたします。 

 

【拍手あり】 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○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） 

お答えします。初めのここの委員会の席で周防とか入れてもいいかということで、その時にいい

という返事をもらったような気がいたしますので、選定委員会の中で入れました。以上です。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ほかに。 

（「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 西村  均） 

いまの質問に引き続いてですが、関連したことでお尋ねしたいんですが、最初の応募要領といい

ますか、要項といいますか、これはだからメールなり、新聞なり、いろいろなことでですね、皆さ

んに広報いただいたわけですが、公募要領はどういうようになっていましたか。それでですね、皆

さん控えたというような傾向もあるんじゃないかと思います。 

だから初めから、まあ、これは後の祭りになるわけですが、枠を作ったということが一つ問題が

あったんじゃないかというような気がします。まあ、新とか周防とかをつけてですね、それでＯＫ

というのは一般の応募した皆さんがですね、そういうことを理解しておったかというのは、いかが

でしょうか。この辺はいかがでしょうか、ちょっとお伺いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
事務局の方からお答えいたします。新町の候補につきましては、既存の町名、いわゆる全国の町

名、合わせて大島郡 4町の町名でございますが、これがそのままである表記、あるいは同じ読みが

入っていない作品ということでございます。それでこの応募要領を協議会の中にお示しをいたしま

した 2月の段階で、委員さんの中から周防なんとかという冠がついたときにはどうするのかという

ご質問がございました。 

その時に私どもは周防なんとかという町名は全国どこの町名にもないという判断でございます

が、いずれ具体的にその名称が応募された段階で小委員会の中で協議をしていただきますというご

回答をしたところでございます。ですから周防なんとかとか、あるいは新なになにという具体的な

名前が出た段階でその辺りを判断しようということでございます。 

それから一連の募集要領、募集のチラシでございますが、チラシにつきましては、留意事項とい

たしまして名称は久賀町、大島町、東和町、橘町を含め現在全国に存在する市町村の名称を使用し

たものは無効ですということでございます。したがいまして久賀町、大島町、東和町、橘町、これ

はカタカナ、ひらがなでも異なる表記だからダメですよということ、それから全国にあります瀬戸

町とか、瀬戸内町、これはほかの県に存在いたしますので無効ですという例をこのチラシの中に掲

げて募集を始めております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
よろしうありますか。 

ほかにございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、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ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

次に報告第 2号、新町事務所調査検討小委員会設置要綱第 7条の規定に基づきまして、小委員会

の荒川委員長さんの方から委員会活動報告の申し出がありますので報告をお願いいたします。 

 

○新町事務所調査検討小委員会委員長（大島町議会議員 荒川 政義） 

はい、ご報告を申し上げたいと思います。新町事務所調査検討小委員会報告をいたします。本小

委員会は 7月の 1日、大島町役場会議室におきまして、第 5回の小委員会を開催いたしました。 

出席委員は 14 名でありました。会議において前回の会議で委員から資料提供の要請がありまし

た合併時の人口と同規模程度市町村の庁舎内の会議室の保有状況、収容可能人員等の調査結果の報
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告、郡内 4町の借地関係状況の報告を受けました。それぞれの庁舎内の会議室保有状況につきまし

ては、おのおのの建物規模や職員規模に応じたものであり、特筆するものは見当たりませんでした。 

4 町の状況では、合併して各種会議を開催する場合においても現状の庁舎内会議室の利用や周辺

の公共施設の会議室利用で対応可能であり、支障は出ないであろうと思われました。 

次に郡内 4町の借地関係でありますが、面積合計は約 199,000 平方メートル、借地料の合計は約

42,500,000 円、そのうち庁舎関連は面積が 15,000 平方メートル、1,800,000 円であり、各町の賃

貸借関係によりばらつきがみられましたが、それぞれの事情があり致し方ないものであろうと思い

ました。 

次に新町の組織機構については、専門部会において検討されておりましたが、おおよその案が出

てきたということでこれについての概要説明を受けました。具体的な内容については、本日の合併

協議会に提案されるようでありますが、考え方の前提として、1、支所となった旧町の地域が寂れ

ることのないような配慮が必要。2、支所機能を充実し、住民に対して日常的な用務はすべて処理

できるような総合窓口を設ける。3、現在の各町の庁舎が支所となった場合でも、現在の職員数が

急激に減少しないように等の意見を踏まえ、また、当委員会が一つの方向性として出した新庁舎の

建設は行わず、現在の庁舎を活用し、改修についても必要最小限度に留めるということを踏まえて

の組織機構の取扱い案でありました。 

小委員会といたしましては、この案に対してどうするこうするということは差し出がましいと思

いますが、若干の問題点があり、その解決のための条件を整理して諸問題を克服し、それぞれ地域

の実情や条件が多い中での専門部会の苦渋の案であろうと理解したところであります。協議会委員

さんにおかれましては、後ほど提案される協定項目の中で十分審議をされたらと思います。 

なお、先進例としての兵庫県篠山市などの本庁方式を選定した理由等の資料及びすでに合併して

いる全国の先進地の参考方式に対する効果、問題点の事例についても説明を受けました。 

小委員会といたしましては、この組織機構の取扱いを考え方のベースに新町事務所の位置を検討

するわけであり、委員さんからはいろいろなご意見をいただきましたが、今後の進め方といたしま

しては、本庁の位置を検討するに当たり議員定数とも関連いたしますが、議場改修など最少の費用

でできるか、建物構造上、改修することが可能か、交通の便の良いところ、事務所スペースや効率

性など本庁の位置をきめる条件として 4庁舎の個々のメリット、デメリットを作成し検討すること

といたしました。以上のとおりでありますが、さらに協議を重ねていきたいと思っております。以

上報告を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは荒川委員長さんの報告が終わりましたので、委員の皆

様方のご意見なり、ご質問があれば・・・。 

ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでありますので、報告第 2号、新町事務所調査検討小委員会のご報告を以上で終わりま

す。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に報告第 3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の方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点についてご報告いたします。１点目

は大島郡 4町の公共施設整備配置状況について、7月 2日に郡内各町を視察いたしましたので、そ

の状況についてご報告いたします。 

新町建設計画を策定する中で、公共施設の適正配置と整備を検討する項目が、1項目ありますが、

日頃、大島郡内に住んでいましても、お互い 4町のことが分っているようでも意外と知らない面が
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あります。今回はそのようなことを思いながら 4町の公共施設の整備と配置状況について新町建設

計画策定検討小委員会でお互いの町の公共施設を視察いたしました。 

所用で日程調整のつかない方がかなりありましたが、委員 9名の参加を得て、合併協議会の事務

局職員がガイド役となって丸 1日をかけてタウンウオッチングとして実施いたしました。4町で視

察した施設はお手元の資料に記載しておりますが、時間の関係もありマイクロバスの中から説明を

受けることも多くありましたが、4町の類似する施設、活性化を担う施設、他町にない特徴ある施

設等をピックアップして視察を行いました。これは今後の計画作りに役立てていきたいと思ってお

ります。 

2点目は郡内の主要団体のヒアリング調査を 6月 23日から 25日までの 3日間で実施をいたしま

した。今回は第 1次のヒアリングとして郡内 4町の町長方と合併協議会の委員に選任されておられ

ます、そこに記載の団体のトップの皆さんから建設計画を作成する中で課題となること、新町の発

展の方向等についてお聞きをすることができました。ヒアリングの内容については今後整理をして

新町建設計画に反映させていくことといたします。 

なお、住民意向調査の速報がご報告できればと予定をしておりましたが、速報の分析にいま少し

時間がかかる状況ですので、次回に変更をさせていただきます。以上、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いたしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ありがとうございました。それでは新山委員長さんの報告が終わりましたので、委員の皆

様方、ご質問なり、ご質疑がありましたら承ります。 

ありませんか。 

 

【質疑なし】 

 

それではないようでございますので、報告第 3号、新町建設計画策定検討小委員会の委員長さん

の報告をこれで終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それではただいまから、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 9号、協定項目 3、新町の名称（その 3）について、これを議題といたします。12 月 5 日の開催

の第 2 回協議会、1 月 28 日の開催の第 3 回の協議会に引き続きまして、今回新町名の候補案につ

きまして提案するものであります。事務局の説明をお願いをいたします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
それでは協議題の綴りで 1ページでございます。新町の名称について、協定項目 3でございます

が、次のとおり提案するということで、新町の名称候補について別紙のとおり提案するということ

でお出しをしております。 

新町の名称につきましては、今年の 1月、新町名候補選定小委員会設置要綱を定めまして委員さ

んの指名をさせていただきました。その後の経緯につきましては協議会開催の都度、報告というこ

とで委員の皆様にはお知らせをいたしておるところであります。先ほど報告 1号でご紹介がありま

したとおり、3月から 2ヶ月間全国を対象に公募を行いまして、先日応募作品について協議いたし

ました結果、小委員会におかれましては 13 点の新町名候補を選定されました。この 13 点の候補の

中から新町名を決定していただくということになるわけですが、この 13 点の名称を本日ご提案申

し上げているところでございます。以上、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
以上で説明が終わりましたので、協議第 9号、新町の名称につきまして、委員の皆さん方のご意

見なり、ご質疑があったら・・・。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
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○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。ちょっと確認をさせていただきますが、小委員会でこういうご苦労なさって

これだけのものがあがりましたですね、それでこの場で決めるわけですね、これをもとに。この場

で決定するわけですね、だから皆さんからなるべくたくさん意見をいただくように委員長さんの方

から、会長さんの方からしていただいたらと思います。 

それで決まるのはいつ、いつまで。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
そうですね、できるだけ早い機会に・・・。 

 

（「はあ」と発言する者あり） 

 

まだ、小委員会の方でもう少し詰めるのではないんですかね。 

 

 

（「もう、これ以上は・・・」と発言する者あり） 

 

できない。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

そうですか。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

なるべく早い方がいいとか。大体、いつごろとか、あるんですかね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

事務局の考え方というか、今後のスケジュールといいますか、それをご披露もうしあげたいと思

いますが、本日 13 の名称として候補をお出しいたしました。今日、皆様、協議会の委員さん方、

それぞれ私はこう思う、ああ思うというご意見を出していただいてですね、ある程度こう絞られて

くるのかなと思っておりましたけれども、まだご意見がないようでございますが、一番理想は今日

お出しして次回の協議会では、ほぼ固めて、出してもらいたいなという気持ちはございます。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 

ええと、そいじゃあ、私の個人的な意見ということで、まあ、この件については大変皆さんが関

心が高いですね。だから、まあ、個人的になんというか、100 人まではいきませんが、それに近い

数聞いてみました。大体、そうすると私の周りでは、やっぱり今までの歴史的なこともあります、

そして言いなれたということもあります、大抵、大島郡に帰るときには、大島に帰るとか、そうい

うふうな言い方になりますね、ですからこの中ではだいたい「周
す

防
おう

大
おお

島
しま

町
ちょう

」というのが一番適当

ではないかというような意見が大変多かったし、私もまあ個人的にもそのように思います。 

 

【拍手あり】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ありませんか。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 
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久賀町の伊藤と申します。まあ、歴史的なものから行けばそういうふうなことになるんですが、

それを先に話されると私の意見は出しにくいわけですけれども、逆に全国に、変わったんだなとい

うことを考えるとですね、まったく変わった「しあわせ町
ちょう

」とか、そういうものもおもしろいん

じゃないかなと、橋を渡ると「しあわせ町
ちょう

」、しあわせ橋を渡ると幸せな町があるというような感

覚でですね、北海道で確か幸福駅というのがありましたですけれども、今度は大島でしあわせキッ

プを発行すれば、全国的に名が売れるかなというふうな考え方もあることを参考までに申し上げる

ものであります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ほかに。 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 嶋元 貢） 

いま、新山委員さんいわれましたが、広島の人がどこへ行くというたときには、大島に。東和町

へ行っても大島へ行くというようにいいますよね、それから東和町、橘町の人でもお宅はどこです

かというたら大島ですと、こういいます広島へ行っても、そういうふうに 4町の人は屋代島といわ

ないでこの島を大島といっておる、よそからもやはり大島ということで、もうずっとやって来てお

られるんですから、やはり私は大島がついた方がええと思います。 

私のいう大島は、いまの大島町の大島とは字もいっしょ、呼び方もいっしょですが、まったく違

うものです。でそういうことでやはりこの中では、周防大島が一番いいんじゃないかなと思ってお

りますが、これは次に決めるといってもなかなか難しい、これは今日決めたらいいんじゃないです

か。 

 

【笑い・拍手あり】 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうぞ。 

 

○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 

いまの決め方なんですけど、手を挙げらして、一つ一つやるんですか、それともこう投票みたい

にして決めるんですか、それも難しいでしょう。そこら辺が事務局として、なんか次回・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、事務局の考え方の一つとして、投票がいいという考え方もあろうし、皆様がご意見を出し

て１本の名前に絞っていくということも可能だろうと思います。 

ただし、それぞれの委員さんがあの人は何を入れた、あの人は何を入れたというように、別に問

題はないと思いますけれども、そういうご意見が強いようでございましたら、投票ということも一

つの案として考えてはおります。このやり方については、また委員さんの方からご意見を伺いなが

ら投票であれば、こういった形というので最終的な協議をいただいた後に投票ということにはなろ

うと思います。 

 

○委員（大島町議会議員 荒川 政義） 

いまの話を聞きょったら、来月投票で決めるということでええんかいの、ほりゃあ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

ええ、委員さん方がそれでよろしいということでありましたら、投票という形に持っていくこと

は可能でございます。 
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（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ありませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、新町の名称につきましては、一応、継続協議といたしまして、次回

に決定したいというような方針のようでございますので、皆さん方、十分こう検討されまして臨ん

でいただきたいと思います。協議第 9号は、継続協議とさせていただきたいと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に継続協議となっておりす協議第 12 号、協定項目 6、議会議員の定数及び任期の取扱いにつ

いてを議題といたします。 

1 月 28 日開催の第 3回の協議会、4月 30 日の第 6 回の協議会で事務局の説明は行っております

が、再度、説明をお願いします。 

 
○事務局（大島郡合併協議会調整課長 橋本 澄夫） 

それでは説明をさせていただきます。協議第 12 号、議会議員の定数及び任期の取扱いについて、

協定項目 6でございます。 

資料は今回は、4 ページ、5 ページとなっております。事務局では、この件につきましては、第

６回の協議会においてこの度の協議会で具体案を提案し、ご協議の上、ご確認をいただくというス

ケジュールで考えておったところでありますが、後ほどまた各町議会からのご報告があることと思

いますが、現在、各町議会や議長会においても、鋭意、4町議会の一本化案に向けて最終段階のご

検討いただいておるところでございます。今後、本日の協議会でのご意見も参考にしていただくこ

ととして、もう少しお時間をいただいて、具体的な提案は、次回の第 10 回の協議会で提案をさせ

ていただいたらと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、ごく簡単にご説明をさせていただきます。4ページでございますが、議会議員の定数

及び任期の取扱いについては、別紙のとおり提案するといたしております。次の 5ページに 3つの

パターンがございますが、次回にはこの 3つの中のどれか一つの形でご提案をさせていただくこと

になろうかと思います。この議案につきましては、議員さんの身分に直接かかわることであり、こ

との性質上、議会の意向を協議会の方に十分反映をしていただきたいということでこのような提案

の形をとらさしていただいております。 

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

ります。新町の議会の議員の定数は、市町村の合併の特例に関する法律を適用せず、地方自治法第

91 条第 7 項の規定により、○○人とするとなっております。②が定数特例で、合併特例法第 6 条

でございます。合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限

り、○○人とするということでございます。③が在任特例で、合併特例法第７条でございます。合

併後○ヶ月間、（又は平成○○年○○月○○日まで）引き続き新町の議会の議員として在任する。

とせております。以上でご説明を終わります。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、協議第 12 号、議会議員の定数及び任期の取扱いにつきましては、議会議員の身分に直接

に関わる問題でもあり、各町の議会でも議論が行われており、先の第 6回協議会で各町の議会議長

さんより、各議会での協議の状況の中間報告をしていただいております。その後も幅広い議論が行

われているとのことでありますので、再度、各町の議会の状況をご報告いただきまして、本協議会

の協議の参考にさせていただきたいと思います。 

それでは久賀町からお願いいたしますが、中野議長さんが欠席でございますので、伊藤副議長さ

んの方からお願いをいたします。 

 

○委員（久賀町議会議員 伊藤 秀行） 
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  伊藤でございます。中野議長が欠席でございますので、私が代わって報告をさせていただきます。 

久賀町はですね、在任特例を設けるということで最終的には決定をしておりましたけれども、つ 

い先日、議長会で話し合ったときの話を、報告を聞いて、もう一回再度議員が集まって検討をいた

しました。その時に他の 3町は在任特例を設けない方向であるということでありまして、中野議長

の方から議長の立場として議員に相談がありますと、うちの久賀町は在任特例を設けるということ

になっているが、もしこれが最終的に在任特例を設けないということになったときに久賀町議会は

どういうふうに判断されますかというご相談がありました。 

ただ、6月の定例会までに議会として意見をまとめて欲しいということでありましたので、それ 

までに数回特別委員会を開いて検討いたしまして、6月定例会後に最終ということで合併特別委員

会を設けて検討をいたしました。そのときに紙に書いて最終報告をやりまして、その結果が在任特

例を設ける方が多いかったということで、それを議長会の方に預けると、すべて任すということで、

議長にお任せして、後日の議長会で検討されましたけれども、議長会では意見がまとまらなかった

ということでありました。そのとき、まだ大島町が出ておりませんでしたので、最終的にまとまら

なかったということでした。 

ただ、その経過報告をいたしますと、久賀町が在任特例を設ける方が多かったということでござ

いますが、これはその正直いいまして他の 3町に配慮をしての在任特例が多いかったということで

ございます。と申しますのが、久賀町はこの合併が来年の 10 月にもしなった場合にですね、4 ヶ

月後の 17 年 2 月が選挙でございまして、4 ヶ月早まるだけでございますので、個人の考え方では

在任特例を設ける必要はないんだと、住民感情を考えると在任特例を設けずにそのまま即選挙とい

うことでよかったんでしょうけれども、他の 3町のことを考えるとなぜ在任特例があるかというこ

とを考えますと他の 3町のためにあるのかなぁということで、久賀の議員の中にはそういう考えで

在任特例を半年なり、1年ということであったということであります。で議長が大変心配しており

ましたのは、先ほど議長の方から要請がありましたということで会議、会議を申しましたけれども、

その議員の中にはもしこれが在任特例を設けないということに決まっても、久賀町議会としてはな

んの反対もなしにその意見に従うということでございますので、もし在任特例が通らなかったから

合併に反対だというふうなことを心配されておりましたけれども、それはまったくないということ

を全議員が確認をしておりますので、ご報告をいたしておきます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、それでは続きまして大島町の平村議長さんお願いいたします。 

   

○委員（大島町議会議長 平村 眞成） 
  はい、すいません。大島町では初めは大島町議会の定数・任期問題については、20 名という多

数意見があったことをご報告申し上げたところでありますが、その後、本問題に関しまして研究の

意味から広島県大崎上島町を訪問し、在任特例活用の経緯等について研修をしてまいりました。 

大崎上島町は在任特例を 2年間を適用されているわけでございますが、在任特例の適用について

合併の時期が早かったこともあり、特例を適用したが徐々に設置選挙実施を行う声も聞かれるとい

うことでございます。在任特例についてもっと議論をなすべきであったというお話を聞いてまいり

ました。 

大島町議会ではその後、その研修後、7 月 14 日に再度研究会を開催し話し合った結果、総論と

しては設置選挙による、選挙区は設けず、定数については 20 名から 26 名の間ではという意見がま

とまりました。が議論の中では定数特例も在任特例も使わない、法定数の 26 名をという意見もあ

り、あくまでも法定数では多いさらに減少し、20 名ではという意見も、いろいろと論議された結

果であるということを申し上げます。以上で大島町の状況でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ありがとうございました。それでは続いて山本議長さん、東和町の方をお願いをいたしま

す。 
 
○委員（東和町議会議長 山本  保） 
  はい、東和町議会の状況を報告いたします。7月 7日に特別委員会を開催いたしまして、この件
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についての協議をいたしました。なかなか議員さんも相手をみながら自分の本音を出しにくかろう

ということでございまして、14 名全員のアンケートを行いました。その結果、議員の任期は合併

特例法を適用しないというのが、半数以上でございました。定数は 20 名から 26 名の範囲であって

意見がいろいろと分かれております。それで結果的にいずれこの問題については、議長会で議論さ

れ決定されると思うが、そのときに東和町の意見と異なる意見が集約された場合、その時には議長

に一任してもらえるかということをお尋ねしましたら、最終的には議長に一任するというふうなこ

とが決定されております。以上が東和町の議会の状況であります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、それでは続いて橘町の武政議長さんにお願いをするところでありますが、議長さん丁度上

京しておりますので、代わりまして中原議員さんにお願いいたします。 
 
○委員（橘町議会議員 中原 臣雄） 
  はい、橘町議会のご報告をいたします。去る 6 月 10 日、特別委員会において各議員の意向調査

をアンケート方式で実施いたしました。結果を報告します。 

まず、特例を適用をしないという意向が 79 パーセントで最も多く、その他は定数特例は適用せ

ず在任特例のみを希望する者が 21 パーセントでありました。そのうち在任期間は久賀町の任期に

合わせ 4ヶ月から 5ヶ月の在任を希望するものが 14 パーセントで、6ヶ月から 12 ヶ月の在任希望

者が 7パーセントで少数でございました。 

定数につきましては、法定上限数の 26 人が 76 パーセントでもっとも多く、少数ではあるが 20

人が 14 パーセント、最少定数として 18 人という意向もございました。 

住民の声及び合併の目的を考え、特例を適用しない方がよいとの意向が大筋という結果が出てお

ります。以上で報告を終わります。 

 

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

は、今回も具体的な提案はいたしておりませんが、各町議会の協議の状況によりますと、特例につ

きましては適用しないという意見が大勢であるというご報告でありました。 

また定数につきましては 20 名から 26 名と幅があるようでございますので、大島郡議長会におい

て今一度、協議をお願いをいたしたいと思いますが、各町議会議員の皆さん方の真摯な議論に対し

敬意を表するものであります。それでは各町議会の報告を参考に委員の皆さん方のご協議をお願い

をしたいと思います。ご意見なり、ご質問があれば拝聴をいたします。 

 

（「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 番の吉兼です。大体、4 町の意向がですね、定数や在任の特例を採用しないということで、

非常に前向きな方向で非常にいいと思うんですが、ただ、いまいち歯切れが悪いのが定数の問題で

して、お隣の、いまの柳井市がですね、この人数を見ているともう柳井市より多くなってしまうと

いう状況になると思うんですよ。それはもう人数とか、政治の質というのは人数とか、そういう問

題じゃないと思うので、ぜひとも少数精鋭じゃないですけれども、この 20 名という選択をしてい

ただいてですね、給料を皆さんで上げていただいて、しっかり政治活動をしていただければと思い

ますんでぜひとも、および腰にならずにですね、20 名という数字を実現していただいて、まずは

町民の先頭に立つのは、議員さんだというのをしっかり見せ付けていただいたらなと思います。 
 

【拍手あり】 

 

（「ええぞ」と叫ぶ者あり） 

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

 
○委員（橘町議会議員 中原 臣雄） 
  橘町議会の中原でございます。定数につきましては、住民のために多い方がよろしいんでござい

ます。私どもまあ議会活動をしておりますが、議員は数が多いければ多いほどよろしいわけでござ

います。給料は少なくてもかまいません。金の問題じゃありません。今から高齢化してお年寄りが

増えていき、サービスがだんだん低下する中、住民のことを思うと議員はできるだけ多い方が私は

町民にとって幸せなんではないかという考えでございます。 

  ただ、先ほど吉兼さんですか、おっしゃったように予算面をいっておりますが、私の意見では議

会の、なんですか歳費ですか、半額で結構だと思っております。ただ、議員が多いければそれだけ

住民サービスがよくなるのではないかというのが、私の考えであります。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
安本先生。 

 
○委員（学識経験者 安本 良夫） 
  橘町の安本です。4町の議員さん方、自分たち議員の身分に関わるもので、大変ご心労であろう

と思います。しかしながら大筋において特例を適用しないというお立場が多かったようであります。

敬意を表したいと思っております。で私もやはりスタートに当って、議員さん方が今度できます新

しい新町の建設計画をもとにですね、選挙で戦ってですね、住民の皆さん方に新しい新町の理想を

説いていただきたい、そのことによってですね、新しい新町が活力のある新町としてスタートする

ことができる。 

もちろん三役、町長、助役、収入役、教育長というんですかね、まあ必然的に失職されて新しく

出られるわけですから、そういう意味で私はやはり特例を適用しないというのが、いいのではない

かなと、そういう意味で敬意を表したいと思っております。 

定数につきましては、まあいままでの 4 町の、全部合わせると 50 何名、相当数になるんだろう

と思いますが、それが一気に 20 から 26 の幅だといいましても大変でございましょう。法で定めら

れた最高の 26 名で私はいいのではないかと、そのうち郡民、町民の皆さん方の間に、やはり議員

数はよそと比較してこういう数がいいのではないかと漸次検討されていくべき事柄であろうと思

っております。あるいはここで、あまり 20 というふうな数でスタートするのは、あまり適当では

なかろうと、合意もその方が得やすいと、そして皆様方気持ちよく新しいスタート台に立って大い

に選挙戦を戦っていただきたい。そして新しい新町の理想を説いてもらいたい。そういうふうに町

民の一人として思うわけでございます。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
 はい、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、協議第 12 号、議会議員の定数及び任期の取扱いにつきま

しては、引き続きまして継続協議といたしまして次回以降の協議会で再度ご協議いただきたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と発言する者多数あり） 

 

  はい、異議なしと認めます。したがいまして協議第 12 号は継続協議といたします。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
次に継続協議となっております協議第 39 号、協定項目 24-17、簡易水道等の取扱いについてを
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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、追加資料もありますので、再度、説明を

いたさせます。再度、よろしく。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

  はい、それでは協議第 39 号、継続協議となっております簡易水道等の取扱いについてというこ

とで、協定項目 24-17、ページ数は 6 頁でございます。前回の 6 月 21 日に行いました第 8 回の協

議会におきまして提案をしておりますので、提案の中身については変わっておりません。 
次の 7 ページをお開き願いたいんですが、特にこの協定の中で、これはまあ大きな調整の項目

となる水道の使用料の問題でございますが、そこの使用料につきまして本年の 8月からと、本年の

10 月からの改定案がこの 6 月の議会で久賀町と大島町の方で、改正案が、条例改正が通っており

ます。そういうことで久賀町では本年の 8 月から、大島町では本年の 10 月から新しい水道使用料

が改定されます。 

それを比較表でつけております。前回の比較表は 4月 1日現在のものをつけておりましたのでそ

れの差し替えをお願いしたいと思います。そこで今回この表によりまして調整案、または比較表を

見ながらどこで調整するのかという案をお示しをしたいと思います。この水道使用料につきまして

は、大変ほかにも調整する項目がたくさんあるわけですが、水道の使用料というのは、特に各所帯

ともほとんどの郡内の各水道が区域になっておりますので、ほとんどの家庭でこの水道の使用料と

いうのは影響の出てくる問題であります。そういうことからいたしましてこの協定項目の 1番目の

（3）でございますが、水道使用料等については、合併時までに調整し、統一するという協定案を

お出しいたしておりますが、これをそしたら合併時までに調整し統一するというのはどういう形で

統一するのかというのが、当然、これが大きな問題ということになろうかと思います。 

ここで調整の内容につきまして、どういうふうな調整がいいのかということでございますが、前

回の協議会の中での簡易水道の特別会計の財政状況ということにつきまして、説明をいたし、ご理

解がいただけたのではないかと思いますが、片方ではこの財政状況のことがあります。片方では合

併の大きな説明の中でやっておりました負担は低い方へとサービスは高い方へという一つの大き

な調整の方向付けの中から考えますと、まあ安いところにとなるんでしょうが、それらをですね、

どのような調整案を持っておるのかということがお示しできないと議論にならないのではないか

ということで、調整し統一するということでご確認をいただきたいところでございますが、その中

身ですね、調整の案につきましてですね、今回お示しをいたしております。 

それで次の 8 ページからですが、8 ページ、9 ページを両方みていただきたいんですが、なぜこ

ういうふうに 2つに出しているかと申しますと、これはですね、8ページは毎月の使用料でござい

ます。上の表から行きますと久賀町の 0 トンから 1 トン、2 トン、3 トンとなっております。これ

は久賀町、橘町は 2 月で検針を行っております。大島町、東和町は 1 月で検針を行っております。

そういう関係で自分のところと比較するのになかなか見にくいということで、両方を作っておりま

す。1月に統一した場合が 8ページの案でございます。9ページの方は 2月に統一されております。 

だから例えば久賀町の場合で申し上げますと 1 月で 10 トンということは、通常の久賀町の水の

使用料に換算いたしますと 2月で 20 トンという計算と合致するわけです。 

だから久賀町の1ヶ月10トンの2,125円を次のページの久賀町の20トンのところを見ていただ

ければ、ちょうど倍になっておると思います。そういうことでございまして、まあどちらみていた

だいてもいいんですが、将来的には 2ヶ月に 1回の検針にしたいというふうに専門部会では考えて

おりますので、2ヶ月の方の9ページをみていただきたいと思いますが、例えばここの久賀町から、

まあ調整案は別にしていただきまして、いまの現状の比較をご説明いたしますと久賀町、大島町、

大島町の（奥畑）はちょっと参考にしないで下さい、東和町、橘町と 4町の比較になっております

が、例えば 2ヶ月に統一したもので説明をいたしますと、0トンの場合、要するに 1トンも使用し

ないという場合で久賀町 0トンが 2,050 円、これは 8月 1日からの改正後でございます。大島町は

10 月 1 日からの改正後で 2,310 円、東和町は 1,860 円、橘町は 1,890 円という数字でございます。 

それで青い数字で出ております、青いカラーになっておるところは何かと申しますと、あそこま

でが基本料金ということで、使っても使わなくても久賀町で申し上げますと 10 トンまで、大島町

で申し上げますと 14 トンまでは使っても使わなくても定額でございます。まあそういうことでご

ざいまして、定額の、この比較表をみていただきますと 10 トンまでは東和町の 1,860 円が一番安
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いということになっております。 

それでその中に赤い数字と黒い数字が、次は赤黒で分かれている思いますが、大島郡 4町の中で

赤い数字のところが 4 町の中で一番安いところでございます。だから 0 トンから 12 トンまでは東

和町が一番安く、13 トンから 22 トンまでは大島町が今度はその部分については安く、今度はまた

23 トンからは東和町が安くなるという数字でございます。こういうことを出してこれの中で調整

をするということになろうかと思います。 

それでどういう調整をすればいいのかということになりますが、その下に調整案の 1、2、3、4、

5と 5つの調整案をお示しをいたしております。まず調整案 1でございますが、例えば 2ヶ月、10

トン、1800 円、超過料金 1トン、200 円、内税ですよと、こういうふうな形になります。これは上

の各町のもろもろのものを組み合わせたものでございますので、どこのだということはございませ

ん。2ヶ月、10 トンの 1800 円、超過料金 1トンの 200 円、内税、その次は今度は 12 トンまでが基

本料金になります。で調整案 3 は同じ 12 トンまでですが、今度は外税にすると、調整案 4 は 12

トンまでは定額料金ですが、超過料金を 1トン当り 220 円にすると、それでまた内税に戻している

ということでございます。調整案 5につきましては定額制を取っております。 

以上のようなことでございますが、いま考えられるのはその 4つプラス調整案 5というこという

ことぐらいではないかと思います。 

それでそこの中に数字が、赤と青で示してあります。まあ青で塗ってあるところは基本料金の

10 トンまでと 12 トンまで、さらに赤い数字で示してあるのは、各調整案ごとの中で上にある 4つ

の各町の今の現状より安くなっているところを示しております。 

例えば調整案 1で説明いたしますと 1トンから 12 トンまでの 1,800 円から 2,200 円まで、これ

は 4 町のどこよりも安い設定になっております。ただ、13 トンから 22 トンまでにつきましては、

大島町または東和町辺りから若干高くなっておるということの数字です。さらにまた 23 トンから

先は 4町の各町よりもいずれも安いという数字になっております。調整案 2につきましてはどのト

ン数帯もすべて 4町のいまの現状より安くなっております。調整案 3につきましては、東和町の下

の方ですが1トンから10トンまでとしては東和町の1,860円より1,890円と30円ほど高くなって

おるということと 50 トン以上の辺りからがまた高くなるというふうな数字であります。その下の

調整案 4 になりますと下の方はいいんですが、40 トン以上使われる方については高くなるという

ことでございます。調整案 5につきましては調整案 2の変形でございますが、いずれも郡内の中で

一番、どの使用帯もすべて安くなっておりますという形になります。 

これは数字的に出したものでございますので、それではこういうふうな調整をしたときに特別会

計の中にどのくらいの影響がでてくるのかということが引っかかってくると思います。それで 9

ページの 2 というのが次にありますのでお開き願います。9 ページの 2、まず使用料Ｂ、Ａという

のがございますが、こういう試算をいたしております。昨年の、久賀町で申しますと昨年の 4 月、

5 月の 2 ヶ月間の実際の使用料でございます。実際の使用料に年間の 6 回、2 ヶ月に 1 回徴収です

から 6回と、まあ大体 4月、5月辺りが平均的な使用料かなということで、そういうことをやって

みました。まあこれは本当は全部の毎月、毎月を出して実績を作ればいいんでしょうが、大変でご

ざいますので、まあ 4月、5月の使用料を使いました。 

そういうことで 7,300 万円が実績でございます。それを今年の 8月 1日の改定を久賀町やってお

られますが、それで計算し替えますと 7,300 万円が 8,900 万円になるわけでございます。それでこ

れからの比較表というのは改定後の緑のところで比較したいと思っております。それで先ほどお示

しました調整案を 1、2、3、4、5 というのが出ておりますが、調整案 1 からＢを引く、調整案 2

からＢを引く、調整案 3からＢを引くという形になりますとマイナスが出ておりますが、この調整

案でいきますと久賀町でいいます調整案1なら890万円のマイナスが出ますと調整案2でいきます

と 1,200 万円のマイナスが出ますということでございます。それで一番下にその数値が出ておりま

すが、一番下の大島郡の計でございますが、これは調整案 1のところがマイナス、赤になっており

ますが、マイナスの 2,370 万円、で調整案 2でありますと 3,902 万 3,000 円ですか,調整案 3 であ

りますと 2,000 万円、調整案 4でありますと 1,400 万円、調整案 5でいきますと 2,000 万円という

ことでありまして、これは要するに大島郡全体で考えたときに調整案の 1、2、3、4、5でいきます

とどのくらいの、いまの現在の実績の使用料の内容で決めたらマイナスが出るかというのを説明す

るものであります。 

だから調整案 2が一番どこよりも安いんですが、調整案 2になりますと約 4,000 万円弱のマイナ
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スが出てまいります。4,000 万円弱のマイナスということは、要するに改定案で申し上げますと 4

億円 500 万円ですから、約 10 パーセント穴が開いてしまうということになります。これは前回の

使用料の問題等いろいろ特別会計の中身をご説明いたしましたが、現状より 4,000 万円赤字となる

ということは非常に難しいということになると思います。と申しますのが、4,000 万円を使用料の

改定で戻そうとするのは大変至難な技なんですよ、だから今回の久賀町、大島町さんの改定は結構

な改定率になっていると思います。まあこういうことを繰り返していかなければならないというこ

とになりますので、必ずしもあまり大きな調整案でのマイナスが出るということは果たしていいの

かなというふうに思っているところでございます。 

簡易水道特別会計が赤になるということは一般会計から繰り入れるということになりますが、ど

んどん一般会計から繰り入れるということは、今度は反対に一般会計でする新町のまちづくりに今

度は財政的な影響が出てくるのではないかということも考えられるわけでございまして、調整案も

全体の財政バランスをみながら調整をしなければならないと思いますが、また返ってきますと負担

は低い方にという問題が大きく出ておりますので、まあ、そこら辺りとの兼ね合いというものも考

えながらやらなければならないだろうと、それでこの調整案につきましてはですね、良い悪いとい

うのは多分いろいろご意見もあろうかと思いますが、調整案をすべて低い方へというのは難しいと

思いますが、まあ、大きな意味での負担は低い方にという形での調整ということで、冒頭の 6ペー

ジに出ております水道使用料につきましては合併時までに調整し、統一するという形は、まあ、低

いところに合わせるということですが、経営内容を考慮しながらという文言の中での調整をお願い

したいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、大変難しい問題ですが、協議第 39 号、簡易水道等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。 
 

○委員（東和町議会議員 山本  保） 
この水道料金は広域水道になって原価もみんないっしょですから、大変統一し易いようではあり

ますけれども、簡易水道の現状からしたら各町は一般会計からの繰り入れが多少あるので、いまの

現況では水道料金の差が出ていると思うんですが、新町でいまのこの調整の案をしたときに、どれ

くらいの繰り入れというのを見込んでおりますか、いま出しておるんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

もうすごく荒っぽい数字で申し訳ないんですが、平成 13 年度の決算でですね、基準繰入額、1

億 700 万円を除けて、純単独の分という形なんですが、これが 2億 8,300 万円ぐらいに、まあ本来

は今回、大島町と久賀町さんが相当な使用料のアップを行っております。そういうことからすると

2 億 8,300 万円が少なくなってくるということが当然のことなんですが、それを帳消しにすると、

調整案が 5つありますのでどの案でいくのかというのは別ですが、大体 2,000 万円ぐらいでいきま

すとかつがつ負担が 0になるというか、それ以上 3,900 万円という調整案もありますので、そこら

までいくと今回の値上げを帳消しにして、かなりのマイナスが出てくると、まあ今まで以上に繰り

入りをしなければ、収支ができないということになるんだろうと思います。 

久賀町、大島町さんの例を引きましたが、今回の改定はアップ率でいいますとやはり相当大きな

アップ率であろうと思っております。そういうことをしなければ各町の簡易水道の特別会計の財政

が運営できないということからやったことが、この調整案ですべてが帳消しになるということが果

たしていいのかどうかと考えております。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
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  はい、どうぞ。 

 
○委員（東和町議会議員 山本  保） 

いま 4町とも一般会計からの繰り入れで水道料金の、まあ低落というか、維持、現況の価格の維

持をされておるわけですね。だから大体その 4町の一般会計からの繰入額に相当するものを新町の

方でも見込んで、いまの試算をやっておるというふうに理解してよろしゅうありますか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

いまの現状よりは新町では繰り入れを少なくしたいというのは、当然考えております。と申しま

すのは当然合併することによってから合理化というのはできるところがあると思うんです。例えば

職員の問題にしましても、あるいは徴収の問題にしましても、一つになってからやる方が合理的に

できるということはたくさんあるんではないかと思いますが、まあ特別会計ですから人件費をはず

してから一般会計へ持っていっても、あまり変わらないんではないかと思いますが、ほかの分野で

いままで 4つでバラバラにやっていたことを 1つにやるということは、それはまあ例えば料金計算

一つ取ってもですね、それは相当大きな効率化といいますか、効率化はできてくると思いますので、

できるだけ調整案を調整をしていいところに合わしたとしても、いまよりは繰入額がすくなくなる

という方向でないとなかなか難しいんではないかと、できるだけ繰り入れは少なくするということ

でほかの効率化も含めて計画をしたいと思っております。 

 

○委員（東和町議会議員 山本  保） 

大変難しい問題ですけれども、水は住民に直結しておる問題ですし、すぐ値上げとかいうふうな

ことも響きますので、その辺を考慮しながらやはり水道料金の設定、一般会計からの繰り入れ、そ

ういうふうなので合理化を進めながら、あまり負担増、とにかく負担大きく高額にならんように方

法を考えていただきたいと思います。以上です。終わります。 

 

（「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 嶋元  貢） 

  はい、医師会の嶋元です。目標のサービスはより高く、そして負担はよりやすくというのは合併

の努力目標ではありますが、これはより安くというのは合併して合理化が十分進んだときになるん

であって、当面はその 4町の格差是正には相当の費用がいるわけですね。ですから住民に対しては

やはりリーズナブルな負担、適正な負担はすべきであるということをしっかり教育して皆がしっか

り努力をしないと格差是正はできないんですから、いま安く安くという簡単な言葉でできないわけ

ですよ、ですからそれをしっかり住民にもピーアールしておかないと、これはサービスは高く、負

担はより安くというのは努力目標です。 

合併して合理化になったときにそうなるわけで、目的はそうなるわけで、当面はやはり、これは

将来に向かっていつまでもそうではあるんですが、適正な負担というのはすべきであるということ

をしっかりリーダーがやっていかないと、それを筋でやっていかないと混乱して、格差是正にはも

のすごく費用が要るということを頭に入れて取り組んでいただきたいとこう思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい。 

ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 
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○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

奈村でございます。合併した後において町民が同じような行政サービスを受けるというのは、こ

れは基本的なことであり、大事にしていかなければならないと思います。先回の資料等をみまして

も、各町で要するに給水原価等をみましてもですね、かなりの格差があるというふうに資料をみせ

ていただいたわけでございます。 

それからさらに 4町が一本になった場合に簡易水道が上水道事業としてですね、対応しなければ

ならなくなるというようなご説明でしたが、地方公営企業法の適用を受けるというようなことにな

るわけでございまして、この新町において公営企業としてこれを運営していくということになるわ

けでございますので、まあその時期がいつかということもありますが、まあ公営企業でこの収支、

経済効率性を考え、さらに住民の福祉という根本に立ち返った対応をしていかなければならない、

そうした意味において公営企業法の適用を受けるとした場合に、果たして適正な水道料金がいくら

になるのであろうかというふうなことがちょっと心配になるわけでございます。 

そういうものがあって適正な目標を定めた段階でですね、当面、合併当初において同じ毎日の水

道料が変化するといいますか、高くなったりというふうなことについては、これは行政上の配慮と

申しますか、福祉という面から、福祉の問題と思っております。 

それから予算にはどうも私は詳しくはないんですが、こうした料金等の、あるいは一般会計ござ

いますよね、水道企業会計の中に安易に繰り入れはできないのではないか、縛りがあるのではない

かというふうに思います。例えば消防等に必要な水等については、どうなっているかよく知りませ

んが、水道料金は多分とらなくても町民皆が納得できる、そういうふうないろいろ専門的な、技術

的な面もございましようから公営企業にいつごろから移行する目標を立てるか、それに向かってど

ういうふうに水道料金を段階的に調整していくか、こういうふうなところがちょっと私は必要にな

ってくるのではないか、そういう認識の下で当面の調整案をですね、どういうふうに考えていくか

いうふうに考えていくのがええんじゃないかと思うわけですございます。ちょっと私のこれは非常

に素人的な要素がございますので、専門部会等のご意見等をお伺いしたいと思っております。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい。どうぞ。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

いまの上水道事業への移行の話でございますが、計画給水人口が 5,000 人以上になれば、それは 

 公営企業法の適用の上水道事業ということになるわけでございますが、なかなかその簡単に移行で

きない、と申しますのは地方公営企業法を全部適用するということになりますとですね、これは職

員の、簡易水道と上水道をいっしょの身分でやるということはまた難しくなるわけでございます。 

  そういうことからしてですね、まあもう一つはですね、基本的問題が任意の繰入金というのが非

常にまあ難しくなると、要するに地方公営企業法に定められた法定繰入分ということになりまして

ですね、まあマイナスが出たから一般会計からということにはならなくなりますし、移行するには

なかなかそう簡単には行きませんもんですから、これは新町になって例えば給水区域の再編という

ことを考えるのといっしょにですね、その上水道の問題等は考えなければなかなか難しい問題だと

思っております。 

それともう一ついまでました消防水利等の水源の問題でございますが、各町とも多分一般会計の

消防の方から、水道会計はちゃんと使うた程の使用料は取っておる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、給水人口が 5,000 人以上だから上水道にしたらどうかというような、そして公営企業の適
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用を受けたらというような意見があったと思いますが、それをやったら料金はもうものすごく高く

なるし、もう独立採算やらなければならないわけですから、それでいまの広域になっても 4町が一

つ一つが簡易水道というふうな特例を受けておるんで、これは上水道のことを考える必要は私はな

いと思う。現状で簡易水道として今度やっていく、新町になっても考える余地はない、それで簡易

水道として経営していくということが大事であろうと思います。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

46 番、吉兼です。私、家計を預かっている身ではないのでですね、普段の使用料というのが分

らないんですが、一般家庭の大体 2 ヶ月の使用料の平均というの一体どれくらいなんでしょうか。

大体どれくらいをみておれば・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

各町でちょっと若干バラツキがあると思いますが、久賀町で、2 ヶ月なんですが、2 ヶ月で 11

トンから 20 トン、平均を取ると 15.42 トンですが、これが一番多い階層でございます。369 所帯

ですか、それで橘町でいいますとやはり 11 トンから 20 トン、平均 15.26 トンで 452 所帯。東和町

ではこれは 1ヶ月になりますが、11 トンから 20 トン、平均 13.73 トンですが、この所帯が一番多

い。すいません、5 トンから 10 トンの世帯が一番多いですね、774 世帯、6.71 トン平均が。大島

町では、ちょっと階層が分かれているんですが、11 トンから 20 トン、または 5 トンから 10 トン

辺りが多いようです。これは 1ヶ月です。だから東和町、大島町は１ヶ月ですからこれは倍せにゃ

あいけんわけですね。大体、平均でいえばやっぱり 2ヶ月で 20 トン弱ということですかね。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

はい、分りました。要はその辺のところで住民に割安感がでれば、しかもいちおう財政を圧迫し

ないというところで、見立てをするのがいいんじゃないかと思いますが、スタート、しっかり議論

していただければと思います。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかに・・。 

奈村さん。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

奈村でございます。簡易水道と公営企業との関係について、簡易水道でいくべきだというふうな

大変貴重なご意見もあったと思いますが、水の問題が将来にわたって非常に基本的な問題でありま

すが故に、その辺のどういう方向でいくかということも踏まえてですね、議論して移行に取り組ん

でいくのが一番いいんではないかと、良い悪いは別として、あるべき姿をですね、それに向かって

どういうふうに、では調整をしていくのかという点がですね、このせっかくの機会でございますか

ら町民にも十分に理解できて、どういう現状にあって、どうなっちょるんかということが明らかに

されていくべきだと思います。 

特に水道は 2倍にも 3倍にもしていかなければ、企業法の適用をするとそうなるんだとするなら

ば、そういう前提でそれではいまどうするかというのを考えるべきだというふうに思うわけでござ

いまして、まあ、あくまでも町民の飲む水でこざいますので、赤字が出れば税金でこれは負担する

わけでございますから、いずれにいたしましても出るところは一つでございますから、一応あるべ

き姿を示した上で、町民と共通理解をして前に進んでいくということが大事ではないかと考えてお

りますので、ご検討のほどをお願いします。 
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○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

いまの地方公営企業法に移行するのかという問題はですね、そう簡単にできないことというのは

皆さん分っておると思うんです。ただ、いま奈村委員さんがいわれましたように上水道になった場

合、例えば給水区域が隣同士でひっつくということもありましてですね、それは仮に給水区域が変

更になって、見直しをするといったときに、それは計画給水人口が 5,000 人を超えてしまうという

ときには、それは上水との兼ね合いも考えなければならないということになりますし、ただ、上水

になったときには、どういうふうになるのかということも、実際にその状況をみたうえでないと、

そう簡単にそちらに移行するということはできないと思いますので、それは新町になってですね、

その中では当然その、新たな検討というのはなされるのであろうと思っております。 

 

○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、9 ページの調整案のですね、3 案と 4 案、そこで生じる消費税というのは

どうなっているんですか。内税なら内税でこう統一してくれた方が分りよいんではないかと思った

りするんですが、それとですね、3案と 4案の、いわゆる一般会計からの繰り入れを見ると 3案で

いくと 2,000 万円、それから 4案でいくと 1,400 万円ぐらい、この表をみるとあまりたいした数字

の変化はないんですが、この超過トンで 1トン当り 220 円になっているのと、200 円になっとるん

ですけどね、この 3案というのは。この辺りが 4案というのは 1,400 万円と繰入額が少なくなるわ

けですか、その 2点をちょっと。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 

いろいろなケースを調整してから、試算しておるわけですが、調整案 2につきましては、2と対

応するのは、超過料金が 200 円から 220 円に伸びたときの調整案の差は 2と 4です。調整案 2の超

過料金 200 円に対して超過料金 220 円にしたのが 4案です。だからこれは当然、下の方は同じです

が、青から超したときからが 20 円ずつ高くなっておるということでございます。 

  それと内税、外税はどうかということでございますが、今度は 2案、3案につきましては、すべ

て同じなんですが、それを外税にしたときにどうなるかということです。要するに外税にするとい

うことはそれだけ収入は上がってくるということですから。そのかわり、水道会計の方も売上げが

あれば、当然、消費税はかけておりますので、取らずにかけるというよりも、取ってかけた方がま

あその収支はよくなるということでございますので、2案と 3案の差というのは、そういうことで

すから当然、外税分ほどが負担が多くな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） 

どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

ええ、また、この水道の消費税は 4町みな現状では、バラバラなんですかね、これは。久賀町は

内税、大島町は外税、東和町は内税、橘町は外税という、バラバラですね、それからいまの大きな

1,400 万円と 2,000 万円の差は、主にこの超過トン数の 20 円の差と外税ということが原因という

ふうに理解していいんですね。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木  巧） 



 22

そういうことでございます。 

 

（「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】 

 

大変、重要なこれは大事なことでございますので、なお、検討すべきこともあろうかと思います

ので、協議第 39 号、簡易水道等の取扱いについては、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 39 号、継続協議といたし

ます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ここで 10 分間、休憩をいたします。 

 

【午後 3時 31 分  休憩】 

 

 

【午後 3時 40 分  再開】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

それでは休憩を閉じまして会議を再開をいたします。 

 

○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 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。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計画課長 野口 菊義） 

  はい、それでは協議第 41 号、前回からの継続協議、資料は 10 ページをお開けいただきたいと思

います。小中学校の通学区の取扱いについて、協定項目 24-24、これを提案をいたしますが、提案

の内容については、前回と変わっておりません。 

  調整案は、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いう方針で再度提案いたします。 

1 枚めくっていただきますと前回提案の要約版をつけております。郡内に小学校が 14 校、中学

校が 9校ございますが、前回の協議会では、調整案の後段の必要に応じ児童・生徒数等の動向を踏

まえ、新町において調整するというところにご意見が 4点ばかりございました。 

でこれらのご意見は提案項目の調整内容、方向と異なるものではございませんので、今回も同様

な調整案としております。以上事務局から説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、協議第 41 号、小中学校の通学区の取扱いについて、説明をいたしました。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） 
東和町の高田です。前回も質問させていただいたんですが、大島郡 23 校あります小・中学校の

通学区域というものは、各町の条例ではっきり決められておるわけですが、それを新町も引き継ぐ

と、これについては私も異論ございません。しかし、その次ですね、児童・生徒数等の動向を踏ま

えという、ここへちょっと引っかかってくるんですが、これはいろいろ考えますと、新町になって

ある学校がですね、統廃合したときにおこる、それを仮定しておられるわけですか、この言葉を・・・。

質問です。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

前回も説明をしたと思いますけれども、そのようなことも踏まえてのご提案ということでありま

す。 

 

○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 
踏まえてのというのが、具体的には、ちょっと理解が難しいんですがね、あの、その言葉をどう

しても入れておかなければならないわけですか。現行どおり、引き継ぐ、必要に応じ新町で調整す

ると・・。 

このあいだ私ちょっと例を出したと思いますが、その境界に位置しておる父兄がですね、いまＡ

にいっておるんだけれども、Ｂにいきたいというような要請がでたときに通学区というのは、変更

されるわけですね、勝手にされるわけではないです。もちろん町の機関で協議して妥当であれば変

更を認めるわけですね、あるいは親の住居、子供との同居とか、別居とか、そういうのでどうして

もＡからＢに変えて欲しいというような要請が父兄等からでるわけです。そういうときに協議する

ということは、これは必要に応じて新町で調整するということになるんですね。 

児童数、生徒数の動向をみるというその動向をどのようにみるのか、どうなったらどうなるとい

う、そこのところがちょっとまだ私自身には、理解ができないんですが・・・、以上です。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

はい、基本的にはですね、ご意見は、お聞きしておくということになると思います。 

しかしながら新町になった場合にですね、現在でもいろいろと統廃合の問題というのはですね、

出されておるということも聞いております。そのようなことになった場合には、対応ができるよう

にということで、新町において調整をするということで前回も申し上げておりますが、そのとおり

の再度、ご提案とこういうことでございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
ほかにございませんですか。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 
奈村でございます。前回もちょっとふれさせていただいたんですが、特に校区の問題等につきま

して、いわゆるこの合併によってですね、一つになったということによるですね、一つの効果を、

まあ合理性と申しますか、いわゆる適正規模のですね、学校の教育というふうなものを考えます場

合にですね、一つのチャンスといったらなんでございますが、契機となるのではないかと思ってお

ります。当面、いまこの協議会の場においてですね、校区をどうするかというふうなことを、隅々

においてどうするかというようなことについては、議論する時間はないと思いますけれども、現行

どおり、新町に引き継ぐということについては、私はこれはもっともだと思っておりますが、将来
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にわたってですね、新町においてそういうふうな一つの町になるといいますか、大島の大島らしい

教育をですね、うちたてていくということについて、そういうふうな調整をされるにあたって、そ

ういうこともですね、配慮していただきたい、これは要望・意見ですが、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す。 

ほかにございませんですか。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
46 番の吉兼です。私のいま現在 2 歳の子供がおりますけれども、私の周りでいわれている。い

ろいろな合併問題の中でですね。私たち若い人間が一番興味のあるというのは、教育の問題で、そ

の中で各学校の人数というのが、ものすごく問題になってくる、というのが要は少なければですね、

例えばクラブ活動もできないし、例えば教室の中で、友達も当然少なくなってしまうし、競争もお

こらないし、それが果たして本当にいいことなのか、まあその地域に根ざした小学校を残す、その

小学校を中心にその村の、なんですか、文化というのは育まれているわけですから、それは重要な

のは分るんですけれども、いまの実際に子供を育てている人間にとって小学校の人数が少ないとか、

中学校の人数が少なくて、普段の活動が思うようにいかないというのは、すごく足枷
あしかせ

になっている

点が多くて、私がいろいろ聞いているところで聞くと、例えば島の中に籍がある者でも柳井までし

か戻ってこないと、なぜかというと学校の問題があるということで、やっぱりそれは職場が例えば

島の中にあってもやっぱりその人は帰って来れない、そういう状況があると思うんで、ただ一概に

その文化としての、その地域の文化を守るという意味においての学校のあり方とこれから現実的に

対処していかなきゃいけない少子化の問題とは、また別の問題のような気がするんで、そこら辺は

本当にこういうふうに新町において柔軟にですね、調整していって欲しいなと個人的には思います。

以上です。 

 
（「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 新山 玄雄） 
ちょっと関連いたしますけれども、だんだん人数が児童・生徒ともに少なくなっております。そ

れでこれはもうすでにいろいろ議論にもなっているようでありますが、クラブ活動なんかが、なか

なかできない、チームが、例えば野球チームが編成できないとこういうことになりますね、そうす

るとこうＡ校とＢ校が一つになればチームができると、こういうふうなことになります。 

まあ多分そういうふうな方向でいろいろ努力されると思うんですけれども、やっぱりこれからの 

子育てとか、教育を考える場合にはそういうこう視点でですね、クラブ活動も、縦割りではなくて

ですね、横の連携を取りながらやっていく、子供会活動もしかりなんですけれども、そういうふう

に配慮していくようにお願いしたいと思います。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、ほかにございませんですか。 

ないですか。 
（「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 鍵本 憲治） 
すいません、8番の鍵本と申します。ええと、通学区は新町に引き継がれてというところなんで

すが、わりと私の身の周りでＰＴＡ関係で申しますと、わりと思っていた以上に意見が多いのは、

大島郡が一つになって新町になった場合に、大島郡の中にある学校なら自分で選んでいけるような

形になるんですかねというのはときどき聞くんですけれども、そうなれば非常にええなと思います

し、先ほどからも出ておりますが、スポ少の組織だとか、中学校のクラブの関係でチーム編成がで

きない、野球したい子はどこそこに行ってその先生、そこに集まるみたいな感じだと結構、大島郡

内ぐらいの移動はそんなに厭わないっていう父兄というか、保護者の方が多くなっているように思

いますので、できれば大島新町においては、通学区は一つにできればなあと思っております。よろ

しくお願いします。 

 

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

 
（「はい」と発言する者あり） 

 
はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 絵堂 光雄） 
大島の絵堂です。学校で考える時には子供の考え方、子供の将来を第一条件に研究することが必

要であると思います。そのためにはどういうふうな発達段階に応じた手当てをするか、また地域社

会がどのような援助をするかということが、根本原則になると思います。 

そういう面を十分に考えて学校等の適正規模という言葉が昔から使われております。それはクラ

ブの問題もあるし、学習効果の問題もある、人間形成の問題もある、心の問題もある、いろいろな

問題がそこに含まれておりますからそれらを十分に検討して、そして対処することが必要であると

思います。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  ほかにございませんか。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 
○委員（学識経験者 高田 壽太郎） 

いろんな委員さんからご意見がでておられますが、先ほど新山委員さんが申されましたように現

在の大島郡の実態を見ますと、小さい学校同士がお互い横の連携を取って、東和町の例を挙げます

と合同学習会、交換の授業、まあそういうふうなことをやっております。だから小さいながらそこ

に連携を取って大きい学校に負けないように、また友達関係が広がるようにということで学校サイ

ドで教育委員会等の指導を受けて努力をしていわけです。私はそれなりに効果を上げておるのでは

ないかと思います。 

それから大島郡の駅伝等に関係されておる方はご存知と思いますが、もう 1 校では 12 人選手は

集まらないわけです。できないという学校がだいぶあります。そこで今まででしたら同一の町の学

校が連合でチームを作って参加するという、こういうようなことをやっておるわけですから、それ

なりの努力をしてきておると思います。 

先ほどご意見がありましたように小・中学校の生徒にどこの学校へという、校区を広げるという

問題がでましたが、まあ高等学校は昨年 14 年度から学区制は柳井管内ということで、1 市 9 町の

校区が決められております。したがってそれまでは校区がありましたから入学するときには、定員

外で 5パーセントしか通していただけなかった。それが今度はフリーになりましたから大島町の人

が柳井へ行くのも、東和町の人が柳井へ行くのもいいわけですが、小・中学校におきましては親御

さんのもとで、近くの学校でということを願っておる人が多いんじゃないかと思います。 

そういうことで別に反対ではないんですが、これにつきましては時機尚早ではないかなとこのよ

うに個人的には思います。以上です。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ほかにございますか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、はなはだ貴重なご提言を数々いただいたわけでございますが、ご意見もないようでご

ざいますので、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を本日確認を

いたしたいと思いますが、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。挙手多数でございます。大方のご賛同が得られたものとして協

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 42 号、協定項目 24-25、学校教育の取扱い（その 2）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 12 ページでございます。協議第 42 号、前回からの継続協議、学校教育の取扱いに

ついて、今回、新たに（その 2）として追加提案をいたしました。前回の提案については変更がご

ざいませんので、資料については添付を省略しておりますが、今回、新たにその 2として四角い枠

に提案をしております。 

追加提案は、学校教育関係事務及び事業に関連する使用料、手数料並びに補助金、交付金等の取

扱いについては、協定項目 18、19 の調整方針に基づき、別紙のとおり調整するという内容でござ

います。提案の調整内容にあります協定項目 18 につきましては、使用料、手数料等の取扱いにつ

いて第 6回の協議会で確認をされたものでございますが、確認の内容、具体的な調整については各

個別の協定項目の中で具体的な提案をするという取り決めをしておりましたので、今回、学校教育

の取扱いで（その 2）として提案するものでございます。 

使用料・手数料等の取扱いについては、13 ページの具体的な調整方法のところに参考として載

せております。第 6回協議会で確認されました調整案は、使用料等については、当分の間、原則と

して現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設等の使用料等は、可能な限り統一するよ

うに努める。それから各町独自の施設の使用料等は、現行のとおりとする。手数料については、負

担公平の原則に立ち、原則として統一するよう努める。それから国・県に準ずる必要のある手数料

については、原則として当該金額に準ずるものとするというような内容になっております。 

協定項目 19 については、次のページ、14 ページの同じく具体的な調整方法の参考として載せて

おりますが、これも第 6回の協議会で確認されたものであります。団体に係るものにつきましては、

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

理解と協力を得て、統一の方向で調整する。それから各町独自の団体に対する補助金・交付金等に

ついては、原則として現行のとおりとする。事業に係るものにつきましては、同一あるいは同種の

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

事業に係る補助金・交付金等については、原則として現行のとおりとするとして確認をいただきま

した。 

以上のことを前提としまして、協定項目 18、19 の大きな方針に添って調整を図っていくことに

なりますが、具体的には 13 ページの使用料、手数料では、教員住宅の使用料と教育財産の目的外

使用、いわゆる学校開放に係る学校施設の使用料等について、4町並びで記載をしております。教

員住宅の使用料につきましては、各町、建設年度の違いや現在引き続いて使用していることもござ

いまして、新町に移行後も当分の間、現行のとおりとし、新町において随時調整をしていくことと

しております。教育財産の目的外使用につきましては、同様に施設の建設年度、あるいは施設の面
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積、施設の設備、またはその町の教育方針などにより、4町に差異がございます。したがいまして

新町に移行後も当分の間、現行のとおりとし、新町において随時調整していくことといたします。  

次の 14 ページには、補助金、交付金等について掲載をいたしております。学校教育関係の団体

あるいは事業に係る補助金、交付金等を各町別に横並びに、同様な種類のものを示しておりますが、

補助金、交付金の中には早い時期に統一の方向にあるもの、町独自のものでしばらく現行のとおり

とするものなどがございまして、これらにつきましても新町に移行後も当分の間、現行のとおりと

し、新町において随時調整をしていくものといたしております。以上、事務局からの説明を終わり

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 42 号、学校教育の取扱いにつきまして、委員の皆さん

方のご質問なり、ご意見があれば承ります。 

ありませんか。 
 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 絵堂 光雄） 
大島の絵堂です。これにもありますが、当分の間とは、この当分の間というのは、どのくらいに

事務局お考えでしょうか。 

 
（「はい」と発言する者あり） 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

通常、まあ早くて 2、3年というような感じを持っています。 
 

○委員（学識経験者 絵堂 光雄） 
早くて 2、3 年ということですか、こういう問題はできるだけ早くですね、される方がいいと思

います。国のいろいろな処理も、当分の間支所は置かなくてもよろしいというのは、もう 40 年も

50 年も続いております。当分の間があります、いろいろな当分の間の考え方がありますので、こ

のことについては、特にその点を留意して早くやっていただきたいと思っています。以上です。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにありませんか。 

 

【質疑なし】 

 

ないようでございますので、協議第 42 号、協定項目 24-25、学校教育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、ご賛同の委員さんの方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42号、協定項目24-25、

学校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） 

  次に協議第 45 号、協定項目 14、組織及び機構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次長兼総務課長 椎木 巧） 

はい、協議第 45 号、協定項目 14、組織及び機構の取扱いについて説明をさせていただきます。

15 頁をお願いいたします。 

組織及び機構の取扱いということで、協定項目 14 でございますが、組織機構の整備方針と調整

の基本的方針について、提案をさせていただいております。 

まず 1として、組織機構の整備方針は、主として、久賀町、大島町、東和町及び橘町の現有庁舎

を有効活用した行政組織機構とする。2として、新町において 4町の組織、機構をすべて統合し一

元化を図るには、4町いずれの庁舎も狭隘であることから、すべてを統合することは困難な状況に

あるため、それぞれの庁舎機能を有効に活用できるよう組織機構は 4庁舎方式とし、すべての庁舎

を総合支所プラス分庁分散型庁舎とする。3として新町における組織機構については、住民サービ

スが低下しないよう十分配慮する。4として、以上の 1から 3の組織機構の整備方針にしたがいま

して、次の事項を基本として合併時までに調整するといたしております。 

調整の基本的項目としましては、（1）としまして、町民の声を適正に反映することができる組織 

機構、（2）として、町民が親しみやすく、利用しやすい組織機構、（3）指揮命令系統が分りやすい

組織機構、（4）として、責任の所在が明確な組織機構、（5）として、新町建設計画を円滑に遂行で

きる組織機構、（6）として、簡素で効率的な組織機構、（7）として、行政課題に即応できる組織機

構、（8）として、緊急時に即応できる組織機構ということでございまして、この提案につきまして

は、昨年、各町で行いました合併問題の地区説明会や懇談会、住民の意見を聴く会等で住民の方々

より、合併しても中心部だけがよくなり、周辺部が取り残されるとか、合併して支所となった役場

については、急激に職員数が減少し、地域の活性化が失われるとか、合併において役場が遠くなり、

不便になるなどの不安や懸念の事項が指摘されております。また、3 月 31 日の第 5 回合併協議会

での新町事務所調査検討小委員会からの報告ですけれども、これは一つの方向性ということであり

ますが、新庁舎の建設は行わず、現況の庁舎を利用する、改修・改良が必要な場合でも小規模なも

のに留めるとの報告がなされております。以上のようなご意見に基づいて、組織機構案を検討して

のご提案でございます。 

それでは具体的な提案の内容につきまして説明をさしていただきます。まず、17 ページをお願 

いいたします。組織機構検討資料、1－2 ということで、組織機構の基になります庁舎の方式につ

いて資料をお出ししております。ちょっとあまり時間が過ぎてきておりますのであれなんですが、

本庁方式で庁舎をする場合といろんな施設を利用する場合の概要、さらにメリット、デメリット等

を記載をいたしております。 

新設する場合のデメリットというのは、多大な建設費用が必要となるということでございます。 

また、支所となる庁舎への職員数が極端に減少するのが、まあ本庁方式の特徴であります。また、

既存の施設を利用するということにいたしましても、相当の建設費が必要になるとか、まったく新

しく作るよりは安いでしょうが、ただ、メリットとしては事務の効率化が図られるとか、または住

民に与える新町誕生の印象が非常にインパクトの強いものがあるというふうなことはあると思い

ます。 

また、分庁方式でございますが、ここで掲げている分庁方式というのは、本来の分庁方式といわ 

れておる純然たる分庁方式でございまして、4町の現在の施設を行政機能をもたせて振り分けて利

用するということでございまして、概要のところの例にあがっておりますように、例えば総務企画

部門はＡ庁舎、建設産業部門は、Ｂ庁舎、保健福祉部門Ｃ庁舎、環境教育部門はＤ庁舎ということ

になりまして、確かにメリットとすれば、既存施設を利用するため増改築費は少ないんでございま

すが、また各庁舎の職員数が急激に減少しないということはございますが、各業務部門ごとに窓口

が分散するということで、例えばＢ庁舎、Ｃ庁舎、Ｄ庁舎の各庁舎にいったときに、ここにはその

部門はありませんよということになってですね、管理上、住民に対しても不便を伴うというような

ことが、完全分庁ということになりますとあるんではないかと非常に懸念されます。 

また、総合支所方式でございますが、これは管理部門や事務局部門を除いて、現在の 4町の庁舎 

における行政機能をそのままに残すということでございまして、住民にとって現状に近いサービス

が容易に提供できて、あまり違和感はないということがありますし、各庁舎の職員数も急に減少は

しないというメリットはありますが、職員数が今と同程度必要になってまいりますし、合併による
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事務の効率化が生かされないのではないかということと、もう一つはそこに書いてありますように

補助事業を伴う事業実施部門の支所間の調整が非常に困難、例えば予算とか決算というものを各旧

庁舎で別々にやっておるということになりますと、当然、どっかでまとめが必要になってくるとい

うことでございまして、各支所でやりながらさらにまた一つどっかにまとめてやるということ、又

は町税の課税計算とか、調定管理とか、または保険とか給付とかの関係の元帳管理、または戸籍住

民基本台帳等の台帳管理等につきましては、いずれも各庁舎でそのまま行うことはできないという

ことで、ここに大きなデメリットがでると考えられます。まあ、実際だから総合支所といわれてい

るところも、本来的には本当にすべての業務を残しておるのではないということになるのではない

かと思います。 

それでは、今回、提案をいたしております大島方式というような形になりますが、それを 16 ペ 

ージでご説明いたしたいと思いますので、ちょっと前のページに返っていただきたいと思います。 

これは大島方式というのは、分庁方式と総合支所方式のデメリットを取り除くよう両方式を組み合

せるいう形になっております。そこで概要といたしましては、分庁方式と総合支所方式のデメリッ

トを取り除くよう両方式を組み合せるということで、4庁舎をまず総合支所といたしまして、その

中に総合窓口部門と維持管理部門と地域支援部門というようなものを総合支所としておりまして、

それプラス分庁分散型の庁舎、要するに総務企画部門とか、保健福祉部門とか、建設産業部門とか、

教育環境部門というものをその総合支所に分散分庁するということでございまして、メリットとす

れば、現有庁舎を大規模に増改築することなく有効活用ができると、または各庁舎の職員数が急激

に減少はしないだろうと、また分庁は管理部門や各課の事業実施部門に限られるため日常的な用務

は維持管理、地域支援も含めて 4庁舎すべてで対応可能であるというメリットがあります。 

また、デメリットとして考えることは、やはり分散型になるわけですから連絡調整機能の強化と 

いうことが必要になってくると思いますし、または情報伝達基盤の整備が必要になってくると思い

ます。まあ考えつくことがそこに書いてありますが、例えばテレビ会議とか、電子決済とか、また

は大容量の情報伝達インフラの整備が必要になるのではないかということでございます。またもう

一つは、分散されている関係上、新町としての一体感の醸成がなされにくいのではないかというデ

メリットが考えられるところであります。 

それで次に 18 ページをお願いしたいと思いますが、18 ページにはですね、調整の基本的な報告 

に対する具体的な調整内容ということで、下の具体的な調整内容という欄に、1から 7までの項目

に分けて書いてありますが、8までですか、まあ、一般的に考えられることでありますが、例えば

3 番、4 番というようなとこの対応としては、各庁舎管理者、要するに支所長といわれる方になる

か、まあその名称は別としまして、各庁舎の管理者には相当の権限と専決権を移譲いたしまして、

その旧町、要するに地域の運営にあたるということでございます。もう一つの 4、6、7につきまし

ては、各庁舎間を情報ネットワーク化して、情報伝達システムの整備を図って、効率的な行政運営

を図るということでございまして、事務執行体制については、行政課題に迅速かつ的確に対応する

ためにグループ制等の検討をするということも提案いたしております。 

また最後の 5番になっておりますが、窓口業務と維持管理業務ということが各総合支所の方に残 

るわけでございまして、実際の新町建設計画とか、政策的な業務というのは分散された課等でやる

ということになりまして、それへの対応が円滑に進むのではないかということでございます。とい

うのは実際の政策的な業務と窓口管理業務というのは、実際には業務内容が違うわけでございます

ので、それを分けることによって新町建設計画とか、政策的業務をスムーズに進めようということ

になると思います。 

次に 19 ページでございますが、組織機構検討資料 3に大島型総合支所、または分庁分散型の庁 

舎の資料を載せております。先ほどと重複する部分がたくさんあると思いますが、そこにあります、

書いてありますように大島型の総合支所というのは、管理部門、管理部門というのは総務課とか、

企画課とか、財政課とかという管理部門と、まあちょっと言葉がこういうことになるかどうかわか

りませんが、本課と書いておりますが、いまの総務、企画、財政を除けたその他の課のうちで、予

算とか決算、保険・町税、または戸籍・住基とかの台帳関係の異動、または補助事業の関係部門、

要するに事業要望、概算要求、交付申請、変更交付申請、工法協議とか、その部門の部分を本課と

いうふうにいっております。また事務局部門、これは議会、教育委員会、農業委員会というような

事務局の部門です。これらを除いて従来の 4町の庁舎における日常的な業務や維持管理業務、また

は地域支援業務等の機能をそのまま残すというのが、その総合支所でございます。だから総合支所
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は管理部門を除いたすべての機能を残す、まあ先ほど説明しました総合支所ですが、総合支所とい

うのは管理部門を除いたすべての機能を残すというのが一般的でございますが、合併の先例市等の

状況でみてみますと実際にその補助事業とかは 1ヶ所に集約して処理すべき、まあ補助事業とかで

すね、または 1ヶ所に集約して処理すべき事業、まあこれらはなにかというと税務の課税の問題と

か徴収の問題とかですが、徴収もまとめて徴収するぶんにはいいんですが、実際の台帳の消し込み

とかですね、そういう点まで総合支所に残したというのもうまく機能しないと、その後また再度一

本化した例とか、または名称は総合支所というふうになっていても実際には窓口業務だけだという

ふうな例が多くみられております。 

そこで大島型の総合支所とは、住民にとって各課への日常的な用務に対応可能な総合窓口部門、 

それと住民から大変一般的に要望の多い、町道とか農道、水路、またはそれら等の維持管理業務、

または地域コミュニティーとか、地域イベント等の支援というようなものを含めたこれらのすべて

の日常的な用務に対応可能な組織を大島型の総合支所ということに考えておるわけでございます。 

 それでこの総合支所の業務内容につきましては、そこに一応こういう形になるかどうかは別とい

たしまして、例えば総務会計班とか、地域振興班とか、環境衛生班とかいうような形になりまして、

アンダーラインが引いてありますのは、窓口業務より少し踏み出した、例えば地域振興班では地域

コミュニティーの支援とか、地域イベントの支援とか、または環境衛生班では町営住宅の維持管理、

営繕工事、または一般廃棄物収集関係、斎場、狂犬病の関係とか、まあそういうとこまで、または

建設班、産業振興班では町道、農林道、漁港、河川等の維持管理等は総合支所の方で行うというよ

うなことでですね、窓口プラス地域支援までは総合支所で行うということをイメージをいたしてお

ります。 

次に 20 ページでございますが、20 ページに組織機構検討資料 4として各庁舎のイメージを載せ 

ております。これが 4町の総合支所プラス分庁分散型の庁舎のイメージ図でございます。1階が先

ほど申し上げました 19 ページの総合支所が総合窓口センターという形で、各庁舎に入っておりま

す。それで 2階、3階に分庁分散型の庁舎を入れておりますが、例えばＣ庁舎の 2階に建設課がお

りますが、実際には各庁舎の総合窓口センターという総合支所の分野に維持管理は各町に残ってい

るという形のものを考えております。だから建設課で実際に、新庁舎の建設課でやる業務というの

は、実際に補助事業というふうなもの、または例えば新町建設計画にのっとった事業というような

ものは、そこで、新庁舎で、役場の 2階でやるということになりますが、実際には、まだものすご

くこの大きな荒っぽい書き方になっおりますが、実際には建設課等におきましては、各庁舎に現場

管理部門というような形で残す必要もでてくるのではないかと思っております。それでその下にあ

りますのは、予想される条例制定のことでございますが、これは事務所の位置の検討小委員会の方

で例えば庁舎の位置が決定されましたならば、事務所の位置というのは、こういう形で、新町の役

場の位置に関する条例で、事務所の位置というのを規定することになると思います。それでなおか

つ、庁舎の位置というのを第 2条におきまして、第 2条では新町役場の庁舎は次のとおりとすると

いうことで、いま現在あります各町の 4庁舎を、庁舎の位置という形で位置づけるということにな

ろうかと思っております。 

次に 21 ページ、22 ページ以降には先進地の協定案を載せておりますが、参考にしていただいた 

らと思いますが、各新町といいますか、合併町の事情、いきさつがみな違いますので、あまりよそ

のが参考にする例にはならないと思います。 

それで最後に 23 ページですが、カラー版の大きいやつが載っておりますが、くどいようですが、

こういう形のＡ庁舎からＤ庁舎になりまして、この右にあります総務企画部門、または保健福祉部

門、農林水産部門、または環境教育部門というようなものが、庁舎の上に乗っかっておることにな

るだろうと思います。これが大島方式といわれております総合支所プラス分庁分散型の庁舎のイメ

ージ図でございまして、これらを基にご理解をいただいたらと思います。以上で説明を終わります。

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 45 号の説明を終わりましたので、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） 
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はい、どうぞ。 

 
○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

東和町の西本でございます。総合支所方式と分庁舎方式というんですか、それで総合支所の方は

いいんですが、分庁方式で総務企画部門、あるいは建設産業部門といって、まあその 4部門が現在

の 4庁舎へ入っていくということですが、それと総合支所が入るということのようですが、総体的

な管理者というのは、この 23 ページをみると、例えば新庁舎監理部長というのがおって、その下

にいろいろですが、総合支所の責任者はこの監理部長さん、後はその例えば新庁舎へは、保健福祉

部門が入るとすると、保健福祉部長というのがおって、保健福祉部はその人が最高責任者というこ

とになるんですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

はい、お答えいたします。まだ実際の具体的な組織までですね、なってないというのが現状なん

ですが、例えばいま検討されている中ではですね、いま西本委員さんのいわれたＡ庁舎監理部長と

いうのが存在してのことになると思いますが、例えばここに右側のところの、一番真中にあります

環境課、住宅課、上下水道課というような環境関係と教育関係が入るということになったときに、

管理部長とこちらとの関係はどうなるのかということにもなろうと思います。また、課は例えばＡ

庁舎の中でも部長制にするのかどうかというのがまだ出ておりませんけれども、例えばこういうふ

うに各庁舎に地域振興課、事業管理課、または総合調整課というようなことになりますと、それら

の課長さんがすべて例えば議会に出てしまうということになると、議員さんの定数の問題が先ほど

議論されましたが、参与の方がよっぽど多くなるとというようなことになって、とってもそこまで

はいかないんだろうということになりますと、やはり部制ということになるのかなというふうに思

っております。そうなりますとＡ庁舎の管理部長さんと例えば環境部ということになるのか、まあ

建設部、または総務部、企画部ということになってですね、そういうとこの部長さん、部制という

ことでないとなかなかあまりにも人数が多くなりすぎるのではないかということも考えられます。

ただ、まだそこの人事の中にまで踏み込んだような組織までは、まだ検討がなされておりません。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 

はい、まだそこまでいってないということですが、ただ、こういうふうに環境部、あるいは総務

部、建設部というように各 4町へ分かれるとですね。大変、デメリットにも書いてありましたけれ

ども、例えば議会対応においても、まあ議会は一ヶ所でやるわけですから、そこへ資料の提出とか、

問い合わせとか、大変時間がかかって資料を持って来いといっても、直ぐまあ、1時間ぐらいかか

るというようなことだったり、資料の提出の要求があってもすぐ資料の提出ができんというような

ことで議会運営がなかなかスムースに行かないという問題も出てくるのではないかと思うんです

が、まあこれはよその例でもそういった例が指摘されております。いまの時代ですからいろいろな

情報の伝達方式がありましょう。そういったものも取り入れてやれば、この辺りの案がいまのとこ

ろでは、まあまあかなというような・・、将来的には 1ヶ所の庁舎へすべてが集まってすべてが機

能するようにするのが、一応理想でしょうけれども 4町どの町も人口的にも、産業的にもそう大差

がないということを考えると、この辺りの方法が合併する上でも一番当たり触りのないいいところ

かなと、一応思っております。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 

いま、西本委員さんのいわれることは、まず専門部会で検討しましたが、専門部会の中でもいろ

いろまあ、議論はあったと思います。それはいまいわれるとおりでですね、それはいかに情報伝達

手段をやろうとも、やはり物理的な距離というのはあるわけですから、それは町長さんが 2階にお

ってから、隣りに課長さんがみなおるということではないというのは事実でございます。  

ただ、もう一つは住民の方々からいただいているいろいろな懸念事項とか、またはその庁舎の大

幅な改造に費用をかけないというようなこと等を両方を満たそうとすれば、いずれにしても職員は

えっと減らされない、またはもう一つにはさし向き、大きな庁舎は作らないということを、その両

方を満たす方法とすれば、やはりある程度の分散は仕方がないのかなと・・。 
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それともう一つなぜこういうふうな、イメージのような形になっておるかといいますと、事務所

の調査検討小委員会の方で、まあいずれまた事務所の位置というのが出てくると思いますが、例え

ば事務所の位置が決まれば、その庁舎を有効活用するということでございますので、その庁舎の規

模にあった、まあ例えばそこには議会とか、町の企画、財政とか管理部門が入ることになると思い

ますが、まあ、そこに入れる規模によりまして全体的にも少しは変わってくるのではないかと思っ

ております。だからこれはどこの庁舎にでも、ある程度対応できるような形で組んでおりますので、

当然、また事務所の位置が決まったらまた少し調整しなければならないというふうに思います。 

 

（「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） 
ええ、いま課長さんの説明によると現在の庁舎、最後の部分ですけれども、現在の庁舎の規模と

か、利便性とかによって、配置するというんですか、この総務企画部門、あるいは建設産業部門、

人数というか、職員数をある程度そこら辺りでも変えるんだという話ですかね、まあ当初のスター

トのラインは、できるだけ職員はですね、だいたいあんまり大きく変化のない程度にですね、例え

ば東和町の庁舎、もう古うてもうあがいなは使えるものじゃない、あすこへ大きな部はおかんでも

いい、というような考え方でなくて、ある程度均等的なですね、考え方でことをスタートさせてい

ただきたい。その後のことについてはですね、またこれは新町でだんだん行く行くは、どうしても

これは便利が悪いぞということで調整をすればいいんでしょうけれども、初めの段階からここの庁

舎は狭いけ、ここは少のうてもええんぞというようなことでなくて、やっぱり組織を 4町に分けて

おる以上ですね、できるだけそれにしてもまあまあのうというような方向でぜひやっていただきた

い。要望です。お願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
大体、目安としてはですね、いま現在おる各町の庁舎に入っておる職員数の 20 パーセント以上

減少させないようにするにはどうしたらいいかということを大体目標に検討した結果でございま

すので、20 パーセントが大幅なかどうかというのはちょっと議論せにゃあいかんのんですが、大

体どうしてもその、20 パーセントぐらいに収めるということで、こういうふうな検討の結果でご

ざいます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

はい、どうぞ。 

 

○委員（東和町議会議員 新山 玄雄） 
まあ、大島方式ということで、大体このような形が私も妥当だろうとは思います。それでまあさ

っきのお話もあれですが、協定でいうといまの制度と、いや制度というか、いまの建物とそしてい

まのシステムを大体こう活用というか、しながら部制という形に移行するというようなイメージと

いうか・・・、そうですよね。将来的には新町でいろいろ検討されるでしょうが、だからそういう

ことを少しちょっと分かり易く、いま、過渡期であるみたいですが、ちょっとこれ文字ばっかり見

るとよく分りませんので、その辺も図的に分かり易く、まあ、郡民の皆さんに理解してもらえるよ

うにしたら、私はこの大島方式がいまの場合は一番妥当であろうと思いますので、それを分かり易

く説明できるようにしていただきたいと思います。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 

どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 
いまお聞きしたこの構想でございますが、いわゆる現有庁舎を有効利用して、極力それに合わし

た人の配分をしてというふうな発想が伺われるんでございますが、私は新町、4つの町が一つにな

って町長さんを中心にですね、組織体制をきちんと体制作りをして、今後想定されます、いわゆる

地方分権と申しますか、今後さらに町長さんの権限というものは大きくなるでありましょうし、そ

れに付随する各組織もですね、即効性のある体制で臨んでいただきたい。それが大島の町民に対す

る、最大の期待であり、希望であるのではないかと思います。 

単にその頭数を振り割るという発想でなくて、思い切って町の業務執行体制をまず考えていただ

いてですね、その可能な限度をまず示していただく必要があると思います。それによって庁舎につ

いてまあ若干の拡幅、修理等、これは新町に移る場合にやむを得ないことでございましょうから、

これはそれなりのそういうところでの一つの案を提案していただくというのがよろしいんじゃな

いかと思います。いわゆる 4 町にそれぞれいまおる役場の職員がですね、それくらいは、20 パー

セント程度は減して、後はそこへ残さにゃいけんというふうな発想はですね、いかがなものだろう

かというふうに思っております。以上です。 

 

（「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 村田 岩治） 
  組織につきましては、まあ、ただいま基本姿勢が説明されました。基本的には了解できます。た

だそうした中におきまして例の一般の公益団体等々におきましては、依然として日本独特の年功序

列型という基本方針が今もって貫かれております。 

ご案内のようにもう一般企業におきましては、上昇社会でございますから非常にいま能力主義に

移行されている、比重が高くなっておりますことはご案内のとおりでございます。もちろん新町に

おきましては、小規模精鋭主義、あるいはさらに業務の専門化が役場職員に要請されると思うんで

すけれども、真に新町においてやる気のある、そして能力のある職員を養成する、あるいはまあそ

ういう風土を職員同士で作っていくというのが非常に大事であろうし、また新町おいてただ掛け声

だけでなくてですね、そのシステム化、具体的にということが、やはり要になろうかと思うわけで

すけれども、そこら辺のまだ決まってはいないと思いますが、そこら辺のお考えの程をお願いしま

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
ご懸念のことはよく分かりますが、まあいうなれば事務局サイドで答えるのは少し荷が重たいか

なという気がいたしております。まあできれば町長さん方の方からというようなことなんですが、

新町での組織というのは合併があるからこそ、こういうふうな組織を、どういいますか協議会事務

局へということに、まあ出ておるわけですが、やれということになるにだろうと思いますが、例え

ばこういう合併というような問題がなければ、まったく各町の町長さんの専権事項だというふうに

思っておるわけでございます。 

だからその分野はやはり 4町の町長さんをまじえてですね、具体的な今度は人事面が入った組織

機構ということになりますと当然また、この組織だけでは、いまここには先ほどちょっとご質問が

ありましたような部長制にするのかというような質問がありましたが、それらを含めたものについ

ては、具体案はまたさらに 4町長さん方を含めた中で、4町さん方が主体的にその新しい町の組織

というのは、検討していただくということになろうと思います。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
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○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） 
 荒川です。ええ－、意外な組織図が出てきてびっくりしとったんですが、まあ現状で総合支所プ

ラス分庁方式というのは納得できるわけですが、実はですね、具体的な数字がまだお示しをされて

ないように思うんです、例えば総合窓口には何人ぐらい配置するかとかですね、これはまあ、ほか

のところは本所の位置が決まったときにですね、いろいろな配置があろうかと思うんですがね、そ

ういうとこら辺の数字は、いま発表できるんだったら発表していただいた方がええんじゃないかと

思うんですが、いかがですか。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

大変、貴重なご意見でございますが、大変この課題につきましては、われわれの生活に非常に密

接な関係があります。今後の方向性を求める上においても大変大事な議題でもありますので、これ

は継続協議にして、慎重に進めて行きたいと思っております。いまの荒川委員さんの問題もその中

で十分検討されるんではないかなあ思っております。いましばらくお待ちをいただきたいと思いま

す。いかがでございましょうか。 

 

（「はい、わかりました」と発言する者あり） 

 

（「はい」と発言する者あり） 

（「はい」と発言する者あり） 

 
はい、ちょっと待って。安本先生。 

 

○委員（学識経験者 安本 良夫） 
大島方式という総合支所プラス分庁方式、大変ご苦労の筋はよく分ります。ただ、説明の中にい

わば総合支所に現員として 80 パーセントは留めるという説明がありましたが、そうしますと各 20

パーセントは 1 ヶ所に、いわば総務、企画、保健福祉、建設、環境、その部分が 1 ヶ所集まると、

いわゆる純粋に総合支所、それから本庁が、総合支所と本庁を持った一事務所がですね、庁舎は 4

つある、そして 1ヶ所だけ事務所の位置、いわゆるここが本所、本庁ですよと決まる、そこへ貼り

付ける人員が残りの 20 パーセントとすればですね、スタート時点ではそれぞれの職員数があるわ

けですから、もちろんこれは町長さんをはじめ特別職の方はお辞めになりますけれども、後はその

ままでスタートするんですね、現有の人数でスタートします。 

そうするとですね、それらを含めた、いわゆる総合支所に残すべき 80 パーセントの、現有の 80

パーセントの人員プラス管理部門のそういう人数、各課ですね、総務、企画、保健福祉、建設、教

育といったようなものを 1ヶ所に主だった人たち、中枢的な人だけ集めたら、やっぱり人数では現

有の庁舎では入りにくいのかなと思いますね。しかし、それでスタートした方が、先ほど西本委員

さんの話にありましたようにね、議会でですね、資料を求められても、そして有機的な行政を進め

る上でも、大変おもしろいと思うんですけれども、おもしろいといったら大変失礼ですが、総合支

所プラス分庁方式というのは大変苦心をなさったものだと思うんですけれどもね、行政の有機性と

いうことを考えるとちょっとどうかなと、本来の姿に戻して、本来の姿でスタートして漸次、やが

て定員減を迎えたときにきちっと収まる方向に努力してみた方がいいんじゃないか、やや私は奈村

委員の意見とですね、近いんですけどね、そんな感じを持ってんです。 

建設のことでよその分庁舎から課長さん至急おいで、資料をおくりさんせ、ファックスで送りま

すといってもですね、町長さんのところでいま大きな問題を話しあわにゃあならんというようなと

きにもですね、至急、なんとか課長来い、合わしてこれは出張を伴いますわね、分庁からの移動は

当然、経費だけでも、出張旅費だけでも馬鹿にならんものになってくるんじゃないかというような

気がするんですね。合理化という意味、将来的な合理化をねらんだ方向としても、非常に、大変分

るんです、気持ちとしては分るんですが、スタート段階ではそれでスタートした方がいいんじゃな
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いか。確かに大島方式というのは 1つのアピールする内容を持っています。おもしろいと思います。

だからあながち反対ではございません。ですが、もしもできるとしたらやっばり本来、本庁に各課

の中枢があって総合支所に 80 パーセントの人員を貼り付けることができるのならば、それでいっ

た方がいいんではないか、行政全体の有機的なつながり、町民に不便をかけなければですね、その

方がいいのではないかな－というような気がして、大変ご苦労な責任です。大変評価しますがね、

そんな気もせんでもないんです。率直な気持ちを申し上げます。特別にこだわるわけではございま

せん。以上です。 

 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
いま、いわれることは大変よく分かります。それでこの協定項目の提案を作る段階でもですね、

2のところのすべての庁舎を総合支所プラス分庁分散型庁舎とするという前に、当面とか、暫定的

にとかというふうな文言が入るべきではないのかという議論もですね、あったように思います。 

当面とはどういうことかというと、それは条件が、ハードルがあったわけですね、あまり現有の

各庁舎の人数をあまり多く削減しないというハードと、もう一つに集めて大きな庁舎の改修はしな

いというハードルがあったものですから、そのハードルを越えるためには、いまの人数が、即職員

数が減少するわけではございませんので、そのハードルを越えるためにはいまのこの分散型という

ことでございます。それで当面とか、暫定的にとかということもあったんですが、よく考えてみま

すと、組織の問題というのは、先ほど申し上げましたように例えば新町になって新町の町長さんが

選任されまして、新町の町長さんが新たに組織機構を直そうということになれば、当然できること

になるんだろうと思うわけです。 

それでそれなら当面とか、暫定的にというふうにつくか、つかないかの問題であって、当然、当

面じゃないかとか、または暫定というのはまあ言葉が違うかも分りませんが、まあスタート時点の

当面という意味では当面でないのか、新たな町長さん、新たな議会が選任された中で再度議論して、

これじゃ困るからやはり本庁方式に直そうではないかという議論があれば、それは直せないという

ものではないということでございまして、もう一つはいま村田委員さんからも話がありましたが、

合併したからといって職員数が急激に減るわけではございません。10 年経って約 100 名ぐらい、

15 年で 150 名というような減少でございますので、例えばその 100 名の人数が減少したときにこ

ういう体制が維持できるかといわれると、やはりそれはそのときの為政者が考えるべきだろうと思

っております。だから当面とは書いておりませんが、まあ当面というふうなことなのかな、スター

ト時点ではそういうことなのかなと考えております。 

 

（「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（学識経験者 安本 良夫） 
つまりスタート時点では、物理的に不可能であるということの方が大きいわけですね。これでス

タートしないと難しい、つまり新町は新庁舎は作らないよと、お金はあんまりかけないよ、当該時

点でですね、その点でいくとどっかの、スタート時点ではこういう方向でいかざるを得ないと、す

でに不可能であると、その辺の知恵だよと、こう理解してよろしいですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

どうもありがとうございました。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 

はい、どうぞ。 

 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 

  はい、いまのご意見に合わせて申し上げたいんですが、まあ例えばいま 20 パーセントという話

がでましたんですが、いま、町の役場の職員の皆さんの数が、何人ですかね、仮に 300 人としても、

20 パーセントというと、60 人、60 人が要するにこの本庁機能に持ってこられることになると、そ

れからあと残りの 80 パーセント 240 人が、まあ 4町に、240 人を 4 庁舎に分散すると各庁舎に 60

人ということになりますですね、単純に計算してみますと、各庁舎に 60 人と本庁舎に 120 人、ま

あこういうことなんですよね、大まかな数になってこようと思います。 

それと本庁舎の機能というものはですね、本庁舎といいますか、要するに組織上の本庁の機能と

申しますか、こういうものはやはり私は町長さんの近くにおいて企画・調整、それから行政にまあ

行動を起していただくと、こういうふうな機動性を持っていただくというのがですね、非常にこれ

は私、有効ではないかと思うわけです。そのために新町発足までにどういうふうなハード面の手当

てが必要になって、これは無理だな、無理なんだというふうなことがでてくるとするならばですね、

現状に、こういうふうな分散型というものもやむを得んかも知れませんが、分散型というものもや

っぱり各町にあるそれぞれの本庁機能をですね、あっちこっちへ分散して、分担してですね、また

入れたり戻したりというのは、大変な負担なことがおこると思います。ほじゃから私は、私の意見

といたしましては、この 160 人程度の本庁舎の確保ができれば、本庁舎を町長さん、町議会等の中

枢機能をおいた本庁機能というものを一つに集めておく方が、いいんではないかと思います。これ

はまあ私の意見としてですね。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

吉兼さん。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

はい、46 番の吉兼です。ええ、組織図がでてきたんでですね、黄色い線が入った課長さんがた

くさん多いのにびっくりしました。ええとまあ、まず質問から始めさしていただきますと、合併を

行うのにですね、この大島には 2つの命題があったと思うんですけれども、要は速やかな財政の健

全化と、速やかな一体性の確保という、要は合併をするからこれが必要だと、合併をするのには、

これをやるために合併をするのだという大命題があったと思うんですけれども、いまのこの状態で

ですね、それが実現できるとまず幹事会の方では考えになられているわけでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
まあ、急激な一般の企業の合併のように職員数ががばっと早期退職がでてくるいうようなことは

ないというのがまず前提でございます。それでいまの 23 ページに出ておりますが、平成 16 年 10

月 1 日の職員が 373 名でございまして、これに連合と環境の職員を加えまして、395 名というよう

な数字が出ているわけでございまして、それで先ほど荒川委員さんの方から例えばその窓口部門の

各庁舎の人数の話がでましたが、例えばこの 20 ページの 1 階の部分の総合窓口センターという部

分です、ここの人数、23 ページの左側のところでございますが、多くても 20 数名というふうなこ

としかまあ考えられないわけでございます。 

そうすると先ほど奈村委員さんからは人数の話がでましたが、例えば下の保健センターとか、公

民館とか、そういうとこまでいきましても、例えば 150 名、160 名と、一つが 40 名づつで四四、

160 名ということになりますとですね、本庁に集める人数が非常にまあ大きくなるということにな

るわけです。そうしますと窓口が 20 数名とあと公民館とか、その保健センターとか、出張所とか

入れて 40 名ぐらいということになると、実際に本庁にいってみると半数以下に減ったというイメ

ージは当然でてくるのだろうと思います。それともう一つは本庁になるところに集約するというこ

とになりますと、それは相当に大きな人数、まあ例えば 400 名と 150 名になりますと、250 名とい

うことになりましてですね、それはとてつもない大改造をしなければ、まあ入らないということに

なるんだろうと、いうふうなことからも検討はスタートしております。まあいずれにしましてもそ
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ういう形が一般的な庁舎の形だということは、よく私たちも理解しているつもりなんですが、いず

れにしましても 2つの高いハードルをクリアーするかしないかということと、いわれるように一体

的なもの、またはその機能をちゃんと発揮できるかいうこととの整合性というのは非常に難しい選

択だということになったという結果でございます。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

ただ、われわれに残されているのは、この 10 年という交付金の算定替えの、要は余剰ですよね。

それを使っていかに活力のある組織を作るかっていうのが、問題だと思うんですよね、集約をして

そこに合理化をするということは、いま割いている部署っていうか、そこにいる人間があぶれると

いうことになると思うんですが、そのあぶれた人間でなにをするかというのが、いまから大事な時

期じゃないかと思うんです。 

いま皆さん町の職員の方がぜんぜん仕事をサボっているように全然みえません。皆さんすごく忙

しく動き回っていらっしゃいます。なのに合理化をせずにまたこういう形でいったのでは結局そう

いうほんとうにこれから 10 年間かけてやらなくてはいけないこと、ただ単に 10 年間ほど寿命を延

長しただけと、そういった合併になりかねないなというのを切に・・・、これをみた瞬間に思って

しまいました。 

いまなにが必要かっていうのは、いま自分たちが生活している中でこれがあればいいや、あれが

あればいいやとか、そういうのは大事、それも大事ですけれども、例えば政治家の方が 10 年先を

みて、何十年先をみてこれが本当に住民のためになるということをやられるのが、政治家だと思っ

ているんですけれども、その決断というのは本当に痛みを伴うものだと思うんですけれども、いま

こういう限られた時間が、限られた時間しかないわけですから、ここでそういった決断をしなけれ

ばならないというのは非常にあると思いますので、いまこのままではいって欲しくないなという気

がします。 

で例えば先ほど議員の方が、自らが特例を使わないという意見が大半を占めましたけれども、こ

れは要は自分の首を自分で切るわけでそういったことをしてまで、この大島の活力を出そうとして

いる中で、いまその小さいことにこだわって、小さいかどうか別にしても、例えば総合窓口という

のはこれは住民のサービスを落さないためにすごく必要だと思います。ですけれどもそれ以外のこ

とを、人数を急激に減らさないとか、そういった別の問題にすりかえて合理化を進めていかないと

いうのは、ちょっと違うんじゃないかなと思います。 

例えば企画課が、例えば地域ごとの振興係がいるにしても、地域ごとに振興係がいるってことは、

その地域、地域は全然別の動きをする可能性があるわけですよね、それでは本当にやっぱり一体性

というのは、出てこないと思うんですよね。だからそういう、まあただわれわれも商工会青年部と

かでですね、貴重なお祭り、小さいお祭りやったりとかそういうのはやっていますから、確かにそ

の地域に根ざした文化というのはものすごく大事だとは思うんですけども、でも例えば大きなイベ

ントをやるのに行事が重なってしまうとかですね、そういったことはじゃあ、このイベントはこう

しよう、あのイベントはどうしょうと、要は地域の利害を超えたところできちんと調整していける

のが、一つのところにまとまってできた係の力じゃないかと思うんで、いまその限られた例えばこ

の時間をですね、いかに使っていくかと考えとあまりにも暢気すぎるんじゃないかなという気がし

て仕方ないです。いかがでしょうかその点に関して・・・。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
まあ、大変難しい問題を突きつけられておるわけでございますが、一つ地域支援ということで申

し上げますと、各分庁舎にあります、総合支所にあります地域支援というのは、地域密着型のコミ

ュニティー等を支援する形でございまして、分散型の庁舎にあります企画課の中にも当然今度は大

島郡を新町としての地域支援という形では、ちゃんとその地域振興ということをやっておりまして、

課がちゃんとできておりまして、まあそういうことはちゃんと分けた、地域密着型の支援と島全体

との支援というのは分けて考えるべきだというふうに思います。 

それともう一つは、多いとか少ないというのはですね、まあどなたが考えても同じだと思います

が、要するに 15 年後は 250 人の職員数でいけるのではないかという合併シミュレーションを出し

ております。要するにそこに到達する時間が早ければ早いほど、それがまあ合理化が進んだという

ことになるんだろうと思いますが、悲しいかなそういうことはできない制度になっておるというこ
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とでございます。 

だから当然、ごく一般的に聞いていただきたいんですが、例えば総務課長、企画課長、財政課長、

税務課長と 4人ずつおります。例えば課が一つになるとしたら当然 3名ずつ余ってくるということ

になるわけですね、まあそうしたらどうなんかということになりますが、厳然としておるのはおる

わけですから、それをただ合理化でということになりますと、それは企業のような人員削減策が取

れないということからしてですね。それは先ほど申し上げましたが、例えば 160 名を各総合支所に

おいてしまうと、残りは全部本庁に持ってきなさいということになると、それは途轍もない余剰的

な、まあ余剰的といったら大変ご無礼ですが、余剰的な人員を抱えるために庁舎を増築するという

ことになるのではないかということも考えられるわけです。将来例えばそれが 250 人になったとき

には、本庁舎も小さなスリムなもので済むということになると、そんならそのときに増築した大規

模改修というのは、なんじゃったんかということにもなりかねないということも随分議論してきた

結果でございます。 

 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 

増築する、しないの問題はですね、ちょっと置いとって、置いといてはいけないんでしょうけれ

ども、それこそ入る人数をいれればいいと思うんですよ。要はもうこういうふうに割り切ってしま

うとですね、もう本当に組織が硬直化してですね、なにもできなくなると思うんですけれども、努

力していれたけれども例えば椅子、机の間隔を 50 センチとるのを 10 センチにして入れたけれども

入らないと、そしたら近くのなんかを利用しようと、そんならそこの部署はどっかに移そうとか、

そういう頭の使いようはいくらでもあると思うんですけれども、ただ、いま例えば私が疑問に思う

のはですね。 

まあ先に一番最初のころですね、合併して、合併したら職員数がこれだけ減ってですね、財政が

こういうふうになりますよというお示しがあったと思うんですけれども、例えばこの組織図で本当

に健全化が図れるような財政計画がでてくるのか。そこはやっぱりまず検討していただいてから、

いまいろいろな意見がありますけれども、例えば総合窓口は各地域におきますと、で分庁方式で各

部署を地域にばらまきますと、そのときに財政計画はこういうふうになります。 

で今度はそうでなくて、窓口は当然利便性のために置きますと、だけども本庁機能をですね、一

ヶ所というか、ある程度地域限定してそこに集めると、そういった場合にこういった財政計画がで

てくると、でその中で例えば余剰人員がでれば、余剰人員という捉え方ではなくて、やる仕事はい

くらでもあると思うんですよね、それを見つけて、新しいことをやっていかない限りは、いまの組

織のままをいまのまま維持していたらですね、なにも新しいことは生まれないわけで、そこで人が

余ったそれはすごく結構なことで、余った人を使ってなんか別のことをする、これがいま求められ

ている、要は大島型の新産業を興すとかですね。そういったもうちょっと柔軟・・、要は役所とい

うのは、まあ大きな政府、小さな政府という考え方がありますけれども、ほんとに全国規模になれ

ば小さな政府がいいのかもしれませんけれども、この地域に、こういう限定的な地域においては、

大きな政府、大きな政治力というのはすごく必要だと思うのでですね、逆にその辺は本当に住民の

利害を考えて決断していただきたいなと、余るから余らないように人を配置するのではなくて余っ

たんだったらもっと新しいことをやって欲しいなと、そうしないと 10 年後は結局どっかに吸い込

まれてしまうんじゃないかなと、せっかく島のアイデンティテ－を確立しようと思って、ここの 4

町でまとまるのに結局それが出てこないというのはすごく悲しいことだなと思います。 

で私これは、つねづね前から思っていたんですけれども、いま各町長さん方がですね、前に座っ

てらっしゃいますけれども、町長さんもですね、委員さんでいらっしゃるのでこういういま島のビ

ジョンとかですね、こういう例えば庁舎の形とかですね、そういったことに関して当然、組織的な

お考えはしなくちゃあいけないからなかなか難しいと思うんですけれども、例えば一政治家として

この島がどういうふうに進めば、とういうふうにこういうふうな、どういうふうに組織を変えてい

ったら、活力ある大島ができるんだろうかということをですね、ぜひともお話いただきたいなと思

って、急にはなかなかできないと思うんですけれども、せっかくいつも前に座っていらっしゃるの

でですね、皆さんの質疑の応答ばっかりしているような、ちょっと退屈そうなのでです、ぜひとも

ここでですね、ご自分の政治家としてのですね、政治家としての意見、大島に対するビジョン、そ

ういうのをぜひとも話していただいて、だから大島にはこういう組織が必要なんだと、だからいま

この表にあるこういう総合支所プラス分庁、大島型の組織が必要なんだとそういう話が私どもとし
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てちゃんと理解ができて、未来がみえるんであれば絶対それは賛成するであろうし、そこがいまの

ところ見えてこないんで、このアイデアはなかなか賛成しかねるところがあって、ぜひともそこら

辺は各町長方一言ずついただければと、まあ今日は時間がないですけれども、時間があるときにで

すね、そうしていただければと思っております。よろしくお願いします。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局次長兼総務課長 椎木 巧） 
あの町長さん方のは、次の協議会にするといたしましてですね。いま吉兼委員さんのご指摘の例

えば本庁方式でないと合理化が進まないということは、それは人件費のことと、その事務事業のこ

とと、物件費のことに分けて考えていただきたいと思うんですね。なにが合理化の最たるものかと

いうたらやはりこれは人件費だと思うんですね。 

それで昨年出しました合併シミュレーションでは、10 年間で約 100 名、15 年間で 150 名という

職員の削減、要するに類似団体では 23,000 人ぐらいのこのような町だったら職員数は 250 名とい

うのが出ていますから、それを目標に、一つの目処にして 150 名削減できるのではないかというこ

とをまあお示ししたわけでございまして、当然それも段階的削減ということになっております。ま

あそれで数十億円という削減効果がでることになっておりまして、分庁分散型の庁舎だから削減が

できないよとか、本庁方式にしたから人員削減がすばやくできるよということではないと思うんで

すね。それは定年退職者の補充をぐっと押さえてから削減するわけですから、それは庁舎方式とは

また別の合理化の問題だと思うんですよね。 

だから本庁方式と分庁方式での費用の問題になりますと、確かに連絡調整費とか、物件費的なも

のは若干それは上がると思いますが、この人件費の問題については、いずれにしても同じペースで

まあ削減されていくというように考えておるわけです。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 

ええですかね、大変、貴重なご意見をたくさんいただいたわけでございます。それほど大事な議

題でございますので、協議第 45 号につきましては、継続協議といたしまして、次回以降で再度ま

た、皆さん方のご意見を拝聴いたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 

（「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 45 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 46 号、協定項目 24-6、交通安全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計画課長 野口 菊義） 

  はい、協議第 46 号、交通安全対策の取扱いについて、協定項目 24-6 について、今回新たに提案

をいたします。資料は 24 ページでございます。その調整内容は、4点ほどお示しをしております。 

  まず 1番目が交通安全計画については、合併後速やかに策定する。2番目として、交通災害共済

制度については、合併後も引き続き実施する。3番目として、交通指導員、または交通安全指導員

は合併後速やかに調整する。4番目として、その他交通安全対策関連事業については、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。（2）新町において調整するの 2とおりの事務に

分けて提案いたします。 

  次の 25 ページをお開き願います。交通安全計画につきましては、現在、各町で交通安全対策基

本法に基づく市町村交通安全計画、5ヵ年計画を実施中でございまして、本件については交通安全

施設の整備計画、交通安全に関する普及啓発活動の推進、運転者教育等の充実に関する計画を盛り

込んでおりまして、新町でも交通安全行政の主体となるものでございます。合併後速やかに具体的

な計画を策定することとしたいと思います。 

  次にその下に書いてございます。交通災害共済ですが、現行、県内の町村で県町村会に再共済を

し共同で実施しておりますが、合併等で町村の数の減少によりまして、事業自体の存続の方が危ぶ



 40

まれているところでございますが、合併後も制度そのものが存続するものとして、合併後も引き続

き実施をすることで提案をしております。 

  次の 26 ページでございますが、上段の交通指導員、または交通安全指導員につきましては各町

に指導員を設置をしておりますが、各町とも指導員の定数、勤務の形態、安全管理職務内容等勤務

実態に差異がございますので、合併後、新町においてこれらを統一した新制度を設けることで、調

整を図りたいと思います。 

  その下段にございます交通安全啓発団体は、各町に町長を会長とする交通安全対策協議会という

組織がございますが、現状は大島郡交通安全対策協議会で大島郡の交通安全行政について、官民で

一体的に推進している現状から、新町においてはこれらの組織は統一することとし、町及び郡の団

体間との整合性を図り、新町において調整をすることといたします。 

  次に交通安全啓発事業、それから次のページの交通安全用具支給につきましては、各町とも、各

町の実施案を持ち寄り、郡の対策協議会で企画・立案をいたしまして 4 町で官民が一体となって、

安全啓発を行い、安全用具の支給についても支給品、支給の対象にも町によって多少差異があるも

のの同様な事業を行っておりますので、新町で新交通安全計画が策定される中で方針を取り決める

こととして、合併後、新町において調整することといたしたいと思います。 

  28 ページの下段にございます。交通安全施設につきましては、各町とも町費や交通安全対策特

別交付金等を充当して安全施設の整備を計画的に実施をしておりますが、その手順等はそこに示し

ておりますように 4町とも同様でございます。現行のとおり新町に引き継ぐものといたしたいと思

います。以上で事務局の説明を終わります。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、どうも。説明が終わりましたので、協議第 46 号、交通安全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。 

ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ないようでございますので、今回の提案ではございますが、確認を取らしていただきたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 

（「異議なし」と叫ぶ者多数あり） 

（「はい」と叫ぶ者多数あり） 

 

はい、なにか。反対ですか。 

 

（「いいえ、賛成です」と叫ぶ者多数あり） 

 

それでは、協議第 46 号、協定項目 24-6、交通安全対策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す。挙手多数でございます。大方の賛同が得られたものとして、協議

第 46 号、協定項目 24-6、交通安全対策の取扱いにつきましては、提案のとおり確認済みと決定い

たしました。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  次に協議第 47 号、協定項目 24-9、各福祉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。 
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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、それでは本日最後の協議題となりました協議第 47 号、各福祉事業の取扱いについて、議

案の綴りは 30 ページからでございます。各福祉事業の取扱いについて次のとおり提案する。 

1 といたしまして、老人保健福祉計画については、新町において、介護保険事業計画と一体的に

策定するとしております。これは介護保険事業の取扱いのときに老人保健福祉計画ということで具

体的に策定するとしておりますので、これの裏返しといいますか、表裏一体ということで提案をさ

していただいております。なお、福祉計画につきましては、このほかに障害者福祉計画、児童福祉

計画、社会福祉計画等がございますが、これらにつきましては、新町において、調整するという提

案でございます。 

2 といたしまして、各福祉事業の制度については、次の区分により調整すると、（1）といたしま

して、国又は県等が定める制度については、その要綱等に準拠しながら調整する。（2）といたしま

して、各町が独自に実施している制度又は事業については、次の区分により調整する。①といたし

まして、合併時までに調整するもの、②といたしまして新町において調整するものという形で提案

をさせていただいております。 

次のページ以降に老人福祉、障害者福祉、児童福祉、社会福祉、それぞれに係わる事業等を記載

しておりますが、事業のメニューによって 4町が同じもの、あるいは各町それぞれ政策的な事業も

含めまして相違のあるもの、多岐にわたっておりますが、提案に基づきまして調整をしてまいりた

いと思っております。 

以下例を申し上げますと、32 ページをお開けいただきたいと思いますが、敬老事業につきまし

ては、各町該当者が 65 歳以上、70 歳以上、75 歳以上ということで、3通りの対象年齢になってお

ります。また実施方法や記念品の取扱いも異なっておりまして、調整が難しいと思われますけれど

も、旧町ごとに違うということは好ましい形ではありませんので、新町において調整するというこ

とになろうかと思います。したがいまして、右の具体的な調整方法のところに、2-（2）-②という

形での記載をしております。これにつきましては、新町において調整するということでございます。 

それから 2 ページめくっていただきまして、34 ページでございますが、上から 2 段目でござい

ますが、高齢者はり・きゅう等助成事業ということでございます。これにつきましては右の調整の

方法ところで 2-（2）-①という形でしておりますが、合併時までに調整すると、それも東和町の

例により調整するということでここに記載しております。以下同様に 40 数ページまでにわたりま

して、それぞれの事業について調整方法を番号で記載しております。これらの調整方法につきまし

ては、保健福祉専門部会としての考え方を記載しているわけですので、さらに具体的なものができ

ましたならば、また特に重要なものにつきましては、協議会において報告するということになろう

かと思います。 

また福祉部門におきまして、大島郡、大変大きな事業であります。大島町の 24 時間巡回型ホー

ムヘルプサービス事業と東和町の高齢者等毎日給食サービス事業については、4町が合併すれば地

域住民への均一サービスを提供するということから、今後は関係機関との十分な協議検討が必要と

思います。 

幸いにしまして先にご紹介申し上げましたが、大島郡 4町の社会福祉協議会も合併の協議を進め

ておりまして、当合併協議会の協定項目の中にも社会福祉協議会の取扱いという項目がございまし

て、5月に確認をいただいたわけでございます。お互いに連絡調整を取りながら、また当然のこと

ながら各町の福祉担当課とも協議しながらよりよい方向に進めていきたいと思っております。 

以上簡単でございますが、概略についてご説明をいたしました。 

なお、最終ページ 48、49 ページでございますが、先進地事例としてお示しをしてございますが、

それぞれ取扱い方がまちまちでございますので、これといった形がふさわしいという型はないかと

思いますが、今回協議題として提案しております方式で調整をさせていただいたらと思っておりま

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 47 号の説明が終わりましたので、委員の方々、ご質疑

なり、ご意見があれば承ります。 
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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、調整の方法といいますかね、知りたいんですが、新町において調整をする

ものとここで提案がありますが、これで決めた以上もう合併時までに調整しないということでしょ

うか。検討しないということでしょうか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

いえ、おいおい当然検討しなくてはいけないわけですが、中には制度としてですね、旧町から新

町にそのまま引き継ぐものもありましょうし、新町になってやらなければならないという制度もあ

ります。そういった形で、この番号でいきますと②については、新町において調整するという形に

はなっておりますが、それまでにはそれなりの道筋といいますか、方向性をだしておくのが一番ベ

ターだと思っております。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
はい、例えば 32 ページの敬老会の対応ですけれども、新町になって調整するということになっ

ておるんですが、できるだけですね、この合併協議会は合併後の町の姿はどうあるか、まあ一つの

絵描きといいますかね、図面を書くわけですから、できるだけ合併後はこうなりますよというもの

が見えるような努力をしていただきたい。ただ、難しいものは新町へ先送り、問題の先送りでは絵

がかけない、住民も合併が良いか悪いかの判断もできにくいということですから、これはこの福祉

の問題だけでなくてほかの問題でも同じですが、新町において調整するという問題の先送りでなく

てできるだけ努力をして調整をして、絵が書けるように、そしてそれを住民に示してさあこういう

ものになりますよ、さあ合併しますか、どうしますかということの提案をしていただきたい。以上

です。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 

はい、特にいまの 32 ページの敬老の事業でございますが、これぐらいですね、新町において調

整するとしておだししておりますのは、といいますのが、敬老会がどこの町も 9 月です。合併が

10 月 1 日ということになると、次の敬老会は 1 年後ということになりますので、ある程度、新町

の担当課で調整をするという意味合いで、まあ新町において調整するという提案をさしていただい

ておるわけでございます。 

 

（「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 新山 玄雄） 
東和町の新山です。事務局から説明ございましたけれども、まあ福祉事業についてはモデル居住

圏の構想等で、皆さん取り組んでこられたわけですけれども、大島の目玉として東和町の毎日給食

と大島町の 24 時間ホームヘルプサービスというのが、まあ大きな目玉といいますか、特徴である

わけでありますので、それについては連絡調整しながら各関係機関ともご協議を重ねるということ

でありますけれども、これはやっぱり残すべきだろうと思うんですね、お金がちょっと財政的には

非常に厳しいと思いますけれども、大島にはこういう素晴らしい制度がありますよと、こういうも

のを皆が支えておりますよと、大島に帰ってこようとかですね、あすこに行ってみようとか、やっ

ぱりそういう魅力のある、なにかものが、メニューがないとですね、だめなので、この 2つについ

てはぜひ残す方向でですね、そして内容をいろんなところで計画の多少の見直しとかいうのはある

かもわかりませんが、ぜひ基本的には残すような方向でですね、またそれを育てるような方向で進

めていただきたいということであります。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
  はい、ほかにありませんか。 

   
【質疑なし】 

 

  ないようでございますので、協議第 47 号、各福祉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」と発言する者多数あり） 

 

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 47 号は、継続協議といたし

ます。 

 
○会長（橘町長 中本 冨夫） 

以上で本日ご提案申し上げました議題は、すべて議了したわけでございます。大変重要案件が多

くて、熱意のあるご発言が多いかったわけで、いささか時間オーバーしたわけですが、委員の皆さ

ん方、なんか、会議の進め方等々でですね、ご意見、あるいはご質問があれば、承っておきます。 

 

（「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） 
前々回の協議会でというか、かなり前の協議会かと・・、例の特例債ですが、この 4町の場合は

と 127 億 1,000 万円ですかね、特例債が認められると思うんですが、これのまあ使い道といいます

かね、はどうするのか。よその町村の例をみると、旧町村にある程度割り振ってその中で新町の建

設計画の中にいれると、それを使うというような方式を取っておる町村もあるようでございますが、

このわれわれの 4町はどうするのか、この 127 億円、全部使わんでもいいわけですけれども、まあ

貧乏町でございますんで、この特例債を満額使って新しい町作りに当てるということになろうかと

思うんですが、その辺り、4町への配分といいますか、あるいは 4町へ配分しないにしても、じゃ

あ、公共事業分についてはこのくらい、あるいは教育部門についてはこのくらい、あるいは福祉部

門についてはこれぐらいというような配分の方法があろうかと思うんですが、その辺りの考え方と

いいますか、スケジュールはどうなっていますか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

はい、いま西本委員さんのおっしゃいましたことにつきましては、前々回である程度原則的なこ

とは申し上げておると思いますけれども、現在、特例債を各町村へ配分するということは考えてお

りません。これは新町への、まあ同じことですけれども、新町に引き継いだものに付けていくとい

うことで、現在各町が保有しておるすべての計画、これについて調査をかけております。それと同

時に先般新町まちづくりの重点プロジェクト事業、8つのプロジェクトについてお示ししたと思い

ますけれども、このこと。それからこれから専門部会で協議をされて、なおかつプロジェクトとし

てでてくると想定されるもの、まあそのようなものの事業計画をとりあえず把握をいたしまして、

それをすべて出していただいて、これらの中から必要なものについて特例債を当てていくというふ

うな作業をしようとしております。現在、大体 8月の中旬を目処に各町から現在先ほどいいました

ような計画について、出していただこうとしております。 

それからもう一つ、一部事務組合が保有しておる計画、これらを含めましてそれぞれの団体から

出していただこうということにしております。これらの中から特例債 127 億円ですか、事業費にし

て 127 億円、特例債にして 121 億円というものをどのように扱うかということをまた検討していき
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たい、ただ、財政計画との兼ね合いがございますので、そこらも検討の一つにはなると思いますけ

れども、現在、そのようなことで作業を進めております。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
はい、ということは、8月いっぱいにはほぼ配分というか、使い道というのは、数的に出てくる

わけですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

予定的には、はっきりはまだ決めてはおりませんけれども、8 月の末までにすべて計画が出て、

総体的なものになるとは、ちょっと考えにくい、もう少し時間がかかるというふうに思います。 

 

○委員（東和町議会議員 西本 信男） 
はい、そうするとまあその計画が出揃った段階で、それらに対して 127 億円をある程度割り振っ

ていくというような考え方ですか。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局計画課長 野口 菊義） 

財政計画との兼ね合いをみて割り振っていくということにはなると思います。したがって、考え

方としては、現在すべて旧町が、すべて抱えております事業計画について、新町に引き継いでいく

ということをまず第 1に考えて、いま作業を進めているところでございます。 

 

（「はい、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」と発言する者あり） 

   

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 奈村 種臣） 
ええ、いま、たまたま配分の問題がございましたんで、ひとつ気付きを申し上げておきますが、

もともと合併の必要性が生じた一つの問題が、町の財政が非常に見通しが厳しくなったということ

が、一つの大きな課題であったと思います。それで現状でですね、要するに義務的経費が、将来ま

あ 10 ヵ年の計画が次第にできておりますが、10 ヵ年の推移まで見通した場合に合併効果を含めて

ですね、どういうふうになってくるかというふうな資料もですね、実は欲しいと思っております。

これは建設小委員会の方で申し上げたんですが、まあこれは提出していただいておりません。それ

とそういうふうなものをみましてですね、やはりいまの合併特例債なり、合併時の粗収入これを聞

くと相当な額が一応示されておりますけれども、これはやはり少なくとも 10 年後の新町の人口減

少、あるいはその他各種事業の展開をみてですね、財政が現状で確か赤信号に近い状態になってお

るというシミュレーションでお示しをしていただいておりますが、少なくとも 10 年後にはですね、

その辺が改善されるような目標数値に向かってですね、建設計画を作っていくべきではないかとい

うふうに私は考えておりますが。 

それからいま建設小委員会というものがありますけれども、この 3ヶ月ばかりは開催されており

ませんし、そういうふうなもろもろのテーマもあると思いますから、まあ委員長さんがへりにおっ

て私がこういうことを申し上げてはなんですが、もう少し精力的に勉強させていただきたいと思っ

ております。 

それから、ついでにもう１点ですが、たまたま今日は署名委員に指名されましたから、ちょっと

事務局にお願いしておきたいんですが、せっかく委員さんが自分の名前を名乗って発言をしている

わけでございますが、いままで議事録をみますと発言が不明瞭とか、意味が取れないとかいうふう

な事項が散見されるわけでございます。その辺はですね、まあ聞こえなければ議事録にそういうふ

うに書くのが正当なんかどうか分りませんが、できれば確認をされてですね、お示しをいただいた
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方がよろしいんじゃないかと、これはちょっと私のお願いでございます。特に議事録は記録に残る

ものでございます。なにをいうちょったか分らんといふうな議事録になってはですね、委員さんに

対しても失礼ではないかというふうに思っておりますので、これは一つのお願いでございます。以

上でございます。 

 

○会長（橘町長 中本 冨夫） 
はい、ほかにございませんか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

   

はい、どうぞ。 
 

○委員（学識経験者 吉兼 健一） 
46 番の吉兼です。今回まあいろんな計画が具体的になってきて、例えばその特例債の使い方に

も及んできているような状態でですね、もう本当に必要なものは新町の財政計画じゃないかと思い

ます。例えば、さっきあった 24 時間ホームヘルプサービスと毎日給食サービスをやると、やるん

だったらいくらかかると、そしたら箱を作っているお金はないんじゃないかとか、そういう問題が

出てくるんじゃないかと思うんで、もうすべてを、限られたお金でしょうから、すべてを選択する

というのは不可能だと思いますので、なにをやるにしても財政計画があってはじめて、ああこれだ

ったらいけると、例えば水道事業のようにですね、こういう数字がでていて、これだったらやむを

得ないんじゃないかとか、これにしようよとか、初めてそういうものがだせてくるので、これから

は本当に具体的な条件とか、そういった問題になってくると思うので、どんどんどんどん財政計画

をきちっと出して、本当合併した後に、先ほどもありましたけれども合併した姿が、具体的にわれ

われに見えてくるように準備していただけないかなと思っております。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。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

   

ないようでございますので、それではその他のことで、事務局から次の予定の説明をいたさせま

す。 

 

○事務局（大島郡合併協議会事務局長 村田 雅典） 
はい、それでは会議次第の一番初めのページでございますが、第 10 回の協議会予定ということ

でお示しをしております。次回の第 10 回の合併協議会は盆明けとなります 8 月の 19 日、火曜日、

午後 2時から久賀の町民センターで開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

もう１点、本日、机の上に協議会だより第 4号をお手元にお届けしております。各町の文書配布

につきましては、日程の関係で 8月にずれ込む町もあるかも分りません。今日は委員さんだけにお

配りしておるということでご理解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） 
  以上で第 9回協議会を閉会をいたします。大変長時間にわたりまして、ご協議、本当にありがた

く感謝しております。 

 

 

              〔午後 5 時 36 分  閉 会〕 
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会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを確認し、 

ここに署名する。 

 

 

   大島郡合併協議会 会 長                    

 

 

   大島郡合併協議会 委 員                    

 

 

   大島郡合併協議会 委 員                    

 

 

   大島郡合併協議会 委 員                    

  

 


