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〔午前 10 時 30 分  開 会〕 

 

 
○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 

お待たせいたしました。皆様、本日は大変お忙しい中、ご臨席をたまわりましてまことにあ

りがとうございます。ただいまから、久賀町、大島町、東和町及び橘町の合併協定調印式を開

会させていただきます。 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
はじめに、大島郡合併協議会幹事長の東和町助役、藤野信夫が合併協議の経過報告並びに合

併協定書の確認を行います。 

 

○幹事長（東和町助役 藤野 信夫） 
大島郡合併協議会の幹事長を仰せつかっております。東和町助役の藤野と申します。委員の

皆様には大変ご苦労さまでございます。それでは私から合併協議の経過報告並びに合併協定書

の確認についてご説明をさせていただきます。 

はじめに大島郡 4町の合併協議の経過につきましてご説明を申し上げます。平成 13 年の初頭

に行政レベルで立ち上げました大島郡広域行政研究会に始まり、その後、大島郡広域合併研究

会として組織と名称を変更、平成 14 年 10 月 10 日には、合併特例法に定められた大島郡合併協

議会設置へと発展をしてまいったところであります。 

  大島郡合併協議会におきましては、毎月 1回のペースにより 16 回の合併協議会を開催し、合

併にかかる 51 の協定項目に対し、真摯に協議検討を重ねていただきました。 

  協議にあたりましては、山口県ご当局のご指導、ご助言をいただき、合併の方式、新町の名

称といった基本項目をはじめ、新町建設計画、合併協定項目等の全般にわたり、協議会委員の

方々をはじめ多くの関係各位のご理解をいただき、先般、1月 13 日には新町建設計画の確認を

いただき、すべての合併協定の確認をいただいたところであります。 

また、先程の協議会におきましては、山口県から新町建設計画の正式な協議に対し、異議な

い旨の回答をいただいたところであり、まことに慶祝に存ずる次第であります。 

  このことを踏まえまして、本日合併協定書を調整し、調印式を迎えることになりました。 

  次に合併協定書の内容につきまして確認をさせていただきます。協定書は、先般の協議会に

おきまして、事務局から説明があり本日もお配りしておりますが、合併にかかる協定項目は 51

項目ございます。時間の関係もございますので、ここでは合併協定の基本といわれている４項

目について確認をさせていただきます。 

１ページをご覧いただきたいと思います。まずはじめに合併の方式でございますが、各町の

人口、面積及び財産状況等には違いがありますけれども、合併をするのであれば 4 町は対等な

立場で合併しようということで、新設合併で行うことが確認されました。 

次に、合併の期日でございますが、平成 16 年 10 月 1 日を合併期日とすることが確認されま
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した。 

  次に新町の名称でございますが、応募総数は郡内はもとより全国から、また外国からの応募

をいただき 5,917 件、3,126 通りの応募があり、その中から周防大島町という名称が確認され

ました。この名称を応募された方は、276 名でありまして従来から郡民に親しまれている名称

であるということを再認識した次第であります。 

最後に新町の事務所の位置でございますが、新町の事務所は、大島郡久賀町に置くことがふ

さわしいが、当分の間、新町の事務所は、大島郡大島町大字小松 126 番地 2、現大島町役場に

置く。現在の久賀町役場を久賀庁舎、大島町役場を大島庁舎、東和町役場を東和庁舎、橘町役

場を橘庁舎と呼称する。付帯決議といたしまして、新町の事務所は、改築後の県総合庁舎の所

在地とする。ただし、新総合庁舎の完成までは、大島郡大島町大字小松 126 番地 2、現大島町

役場とするとしたものであります。 

 以上が、合併協定のための基本４項目であります。その他の項目がございますが、1 年 3 ヶ

月にわたり協議をいただいた内容でございますので、お目通しをいただきたいと存じます。以

上で合併協定の内容のご説明とさせていただきます。 

次に調印書を朗読させていただきます。12 ページをお開きください。調印書、久賀町、大島

町、東和町及び橘町は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 2 第 1 項及び市町村

の合併の特例に関する法律（昭和 40 年法律第 6号）第 3条第 1項の規定に基づく大島郡合併協

議会において、上記のとおり合併に関する協議が整ったので、ここに署名する。平成 16 年 1 月

22 日、以上でございます。終わります。 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
続きまして、久賀町長、大島町長、東和町長、橘町長が合併協定書に調印を行います。4 町

の町長は調印席に登壇をお願いいたします。 

合併協定書は 4 冊ございますが、協定書には新町建設計画や合併協定書付属書類が添付され

ますので、後ほど製本を行います。調印書欄のページのみ準備いたしておりますので、それぞ

れに署名押印をお願いいたします。 

 

【4 町長 署名押印】 

 

  4 町の町長による調印が終了いたしました。どうぞお席の方にお戻りください。 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 

  続きまして、本日、ご多忙のところご臨席をたまわっております山口県知事二井関成様、山

口県議会議員柳居俊学様のお二人に特別立会人としてのご署名をお願いいたします。 

  お二人様、どうぞ調印席にご登壇をお願いいたします。 

 

【県知事、県議会議員  署名】 
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  二井県知事様、柳居県議会議員様、特別立会人のご署名をいただきましてまことにありがと

うございました。どうぞお席の方にお戻りください。 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
続きまして、協議会の委員さん全員の方に、立会人としてご署名をお願いいたします。署名

の順番は、順不同とし、係の者が皆様方のお席を巡回いたしますので、調印書にご署名をくだ

さいますようお願いをいたします。 

 

 

 

【委員全員  署名】 

 

 

 

以上で、本日ご出席の委員さん全員の方から、立会人としてのご署名をいただきました。ま

ことにありがとうございました。 

 

〔大拍手あり〕 

 

ここに久賀町、大島町、東和町、橘町の合併協定が整い、新たな一歩を踏み出すことができ

ました。それでは、いま一度 4 町の町長、山口県知事二井関成様、山口県議会議員柳居俊学様

にご登壇をいただき、調印書をお持ちの上、お互いにしっかりと握手をお願いいたします。 

 

 

【4 町長、県知事、県議  握手】 

 

〔大拍手あり〕 

 

どうもありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。 

 

〔大拍手あり〕 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
それでは、無事、調印が終了いたしましたので、4 町の町長を代表いたしまして、大島郡合

併協議会会長であり、橘町長である中本冨夫町長がごあいさつを申し上げます。 
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○会長（橘町長 中本 冨夫） 
大島郡 4 町の合併協定調印式を主催いたしました 4 町の町長を代表いたしまして、一言ごあ

いさつを申し上げます。 

ただいま、二井県知事様をはじめ、顧問の柳居県議様並びに合併協議会委員の皆様のお立ち

会いをたまわるとともに、郡内各町議会議員の皆様のご臨席をたまわり、大島郡 4 町の合併協

定の調印式を盛大に開催できましたことに、まずもって心からお礼申し上げます。 

また、大島郡合併協議会の会長として、この合併協議を進めてまいりました私といたしまし

ても、まさに感無量でございます。本日、こうしてめでたく調印式を迎えることができました

のは、今日までの合併協議会委員の皆様の真摯なご協議はもとより、適切なご指導、ご支援を

たまわりました二井山口県知事様をはじめ、柳居顧問、また 4町議会の多大なご理解とご協力、

さらには郡民の合併に寄せる熱い思いの賜物であり、ここに深く感謝とお礼を申し上げる次第

であります。 

ご高承のとおり、地方分権の進展や 21 世紀の自治体を取り巻く環境は、非常に厳しいものが

あり、まさに自己決定、自己責任による地方自治の真価が問われる剣が峰であります。 

わけてもこの大島郡は過疎化、少子・高齢化という言葉が常套句のように用いられる大変厳

しい現況下にあり、行政規模の拡大による行財政基盤の強化は、喫緊にしてもっとも重要な行

政課題でございます。 

このようなとき、私は多くの苦難を乗り越えながら、時代の夢を起こし、育みながら、今日

のふるさと大島郡の発展の礎を築かれた多くの先人為政者に思いを馳せ、「大島は一つ」の理念

を胸に、未来に責任を持てる行政を進めることがなによりも肝要であると考え、4 人の町長が

ともに手を携え、大島郡 4町の合併という歴史的な改革に取り組む決意をした次第であります。 

新町のまちづくりのキーワードは、「元気 にこにこ 安心で 21 世紀にはばたく先進の島」

であります。いま、私は元気な町の再生と、将来を担う子や子孫に笑顔あふれる大きな舞台を

展望し、誰もが安心して暮らせる夢ある未来の実現に向け、揺るぎない信念と確固たる意志を

持ち、23,000 大島郡民の英知と総力を結集して、平成 16 年 10 月 1 日の周防大島町の誕生によ

る新たな歴史の創造に、全力を傾注する覚悟であります。 

今後とも、変わらぬご指導、ご鞭撻をたまわりますようお願いを申し上げますとともに、周

防大島町の新たなまちづくりへ向け、山口県ご当局の更なるご支援、ご指導をお願いを申し上

げます。 

終わりに、ご公務ご多用のなか、ご臨席をたまわりましたご来賓の皆様をはじめ、ご列席の

皆様に重ねて深謝とお礼を申し上げ、私のあいさつとさせていただきます。本日はまことにあ

りがとうございました。 

 

〔大拍手あり〕 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
続きまして、ご多忙のなか、本日の調印式にご臨席をたまわり、特別立会人のご署名をいた
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だきました山口県知事二井関成様からご祝辞をたまわりたいと存じます。二井県知事様、よろ

しくお願いいたします。 

 

○会長（山口県知事 二井 関成） 

皆様、本日はおめでとうございます。ただいま多くの皆様のご臨席のもとで、久賀町、大島

町、東和町、橘町の合併協定書の調印が滞りなく行われましたことを心からお慶びを申し上げ

ます。 

大島郡 4 町の合併協定が整い、本日の記念すべき日を迎えられましたことは、4 町のそれぞ

れの町長さん、議長さんをはじめとする行政、議会の皆さん、地元選出の柳居県議会議員さん、

そしてここに合併協議を進めてこられました住民代表の委員の皆さま方の並々ならぬ決意とご

尽力の賜物であります。ここに関係の皆様のこれまでのご努力に対しまして、あらためて深く

敬意を表します。 

久賀町、大島町、東和町、橘町の大島郡 4 町は、青く澄み渡る瀬戸内の海と先人によって印

された古今の歴史、伝統・文化を伝え、そしてなによりも四季の彩り豊かな自然を継承し、高

齢者の住みやすさでは、国内の先進地として共に歩んでこられたところであります。特に急速

に高齢化の進展するわが国の先駆的役割を担うまちづくりに向けて、元気 にこにこ 安心の

島づくり構想等各種の施策をめぐらして、また国際交流や医療、介護などの分野においても 4

町の強い協力によって着々とその成果を収めておられますことは、まことにご同慶に堪えない

ところであります。 

現在、地方は社会経済環境の大きな変化に直面をしており、本県におきましても依然として

厳しい景気雇用情勢や少子高齢社会の進展、環境問題等さまざまな課題に速やかに対応してい

くことが求められております。こうした課題に地域の実情に応じて、地域が主体的に的確に対

応していくためには、市町村の行財政基盤を強化し、行政能力の一層の向上を図っていかなけ

ればなりません。私は地方分権の大きな流れの中で、山口県のかたち、山口県らしさを創造し

ていくことを目指す自立、協働、循環の 3つのキーワードをもとに、県内各地の活性化を図り、

県の総合力を高めてまいりたいと考えておりますが、こうした中で大島郡 4 町におかれまして

は、一昨年 10 月県内でもいち早く法定合併協議会を設置をされますとともに、4町の皆様が一

体となって合併論議を高められ、本日、こうして合併協定の調印が交わされましたことは、ま

ことに意義が深く、今日の良き日が周防大島町の新たな歴史を刻む大きな第一歩となることを

心から願っております。 

県といたしましても、10 月 1 日に向けた着実な準備、新町への円滑な移行、合併後の速やか

な一体化と広域的なまちづくりへ向けて、引き続き全力で支援をしてまいる考えであります。 

終わりに大島郡 4 町の皆様がこのたびの合併協議を通じて深められた固い絆のもとに、新し

い町の将来像を目指し、一層力強く邁進されますように念願いたしますとともに、皆様方の今

後ますますのご活躍、こ多幸、ご健勝をお祈りいたしまして私のお祝いのことばとさせていた

だきます。本日はおめでとうございます。 
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〔大拍手あり〕 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
ありがとうございました。続きまして、大島郡合併協議会の顧問でもあります山口県議会議

員柳居俊学様からご祝辞をたまわりたいと存じます。柳居県議様、よろしくお願いいたします。 

 

○顧問（山口県議会議員 柳居 俊学） 
おめでとうございます。一言お慶びを申し上げさせていただきます。二井山口県知事様をお

迎えをいたしまして、厳粛なうちに盛会に周防大島町の合併調印式が無事ここに終えられまし

たことを心よりお慶び申し上げます。 

これひとえに町長様をはじめ、議員の先生方、法定協の委員の皆様方、住民の皆様方の並々

ならぬご努力、ご尽力の賜物と心より敬意と謝意を表するものでございます。そして、互いに

熱心な論議を重ねられ、共通認識の中で新しい可能性、方向性を目視をし、ここに調印が成就

し、そしてこれからは島民、郡民、住民が「元気 にこにこ 安心の島づくり」、21 世紀に向

けまして、一人ひとりが心を起こし、心を合わせ、目的にそって一生懸命、全力投球をするこ

とが大切であろうと思います。 

皆さんと共に新しい周防大島づくりに頑張ってまいることをここにお誓いを申し上げ、皆様

方のご労苦に対し、議員の皆様方に対し更なるご活躍をお祈りを申し上げ、あいさつといたし

ます。 

 

〔大拍手あり〕 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
ありがとうございました。二井県知事様、柳居県議様には、これからも周防大島町の新しい

まちづくりのためにご指導をよろしくお願いいたします。 

ここで祝電・メッセージをいただいておりますので、こ披露させていただきます。 

 

「本日は、久賀町、大島町、東和町、橘町の合併のご調印を迎えられ、まことにおめでとう

ございます。本年 10 月 1 日、周防大島町、ご誕生を心よりお祈り申し上げます。株式会社、ぎ

ょうせい代表取締役社長、伊藤陽司様」 

 

ありがとうございました。祝電・メッセージをご披露させていただきました。どうもありが

とうございました。 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
それでは、合併協定調印式の締めくくりといたしまして、万歳の三唱を行いたいと思います。  

万歳のご発声は、山口県町村議会議長会会長の橘町議会議長、武政輝夫さんにお願いします。 
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○山口県町村議会議長会会長（橘町議会議長 武政 輝夫） 
ご紹介をいただきました、武政でございます。はなはだ僭越ながらご指名をいただきました

ので、万歳の三唱の音頭をとらさせていただきます。ご唱和の方をよろしくお願いを申し上げ

ます。恐縮ですが、ご起立を願います。 

大島郡 4 町はいにしえより勇気と固い結びで今日まで頑張ってきた地域であります。そのお

蔭で、本日の合併協定の調印を無事終了させていただきましたこと、まことにご同慶の至りで

あります。元気 にこにこ 安心の周防大島、スタートできますことを祈念いたしまして、声

高らかに万歳の三唱をお願いいたします。周防大島町、万歳。 

 

【万歳三唱】 

 

ありがとうございます。 

 

〔大拍手あり〕 

 

○司会（大島郡合併協議会総務課主任主事 佐村 かおり） 
ありがとうございました。皆様のご協力をいただきまして、久賀町、大島町、東和町、橘町

の合併協定調印式は、滞りなく終了いたしました。以上をもちまして閉会をさせていただきま

す。本日は、まことにありがとうございました。 

 

〔大拍手あり〕 

 

 

 

              〔午前  11 時 35 分  閉 会〕 


