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第２回周防大島町総合計画策定審議会会議録索引 

事件番号 会議事件名 頁数 

次第１ 会長あいさつ ３P 

次第２ 協議第１号 これまでの策定経緯について    ３P 

 〃 ２ 協議第２号   基本構想素案について    ３P 

 〃 ２ 協議第３号   その他 第3回総合計画策定審議会 

（基本計画事前協議） 

  １６P 

 

第２回周防大島町総合計画策定審議会会議録 

招集年月日  平成１７年５月１７日（火曜日）午後１時３０分 

招集の場所  周防大島町役場大島庁舎３階会議室 

開会 平成１７年５月１７日（火）午後１時３０分 総合政

策課長 

坂本 薫 開閉会の日

時及び宣告 

閉会 平成１７年５月１７日（火）午後３時３０分 議長 平原 暁 

出席者数 委員定数  20名の内 出席者１８名出席 

職  名 氏  名 
出

欠 
職  名 氏  名 

出

欠 

委員 平井 昭輝 欠 委員 久保 雅己 出 

委員 村田 岩治 出 委員 荒川 政義 出 

委員 長久 和雄 出 委員 茶木 規之 出 

委員  谷  満雄 出 委員 田村 好美 出 

会長 平原  暁 出 副会長 山崎 敏勝 出 

委員 柏谷 武司 欠 委員 藤野 信夫 出 

委員 珠山 キミ子 出 委員 棟広  斉 出 

委員 嶋元  貢 出 委員 尾野 亜紀子 出 

委員 村元 和枝 出 委員 植谷  樂 出 

出席委員等 

委員 新山 玄雄 出 委員 福井 克雄 出 

総合政策課長 坂本  薫 総合政策課班長 岡野 正徳 

総合政策課主幹 藤山  忠 総合政策課主幹 近藤  晃 町・事務局 
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○会長(平原 暁) 

 平原でございます。よろしくお願いいたします。 

第1回の審議会では所要のため欠席をいたしまして、欠席裁判で会長を拝命いたしましたが、浅学非才

のこの道には誠に乏しいものでございます。しかし賢明な委員の皆様方がおられますので皆様のご批評を

いただき、そしてご協力を仰ぎながら老骨に鞭打って頑張る所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上

げましてごあいさつといたします。 

○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

 ありがとうございました。第１回の審議会で欠席をされておりました方をこの場で紹介をさせていただきま

す。 

 大島郡漁業協同組合長集会集会長 村田岩治さんです。 

 議会運営委員長 荒川政義さんです。 

 それでは早速議事に入ります。議事については会長のほうで進めていただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

○会長(平原 暁) 

 条例の５条２項に会長が議長となっておるようでございます、ただ今から議事に入ります。 

 協議事項の１ これまでの策定の経緯についてを議題といたします。当局からの説明を求めます。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 総合政策課 岡野です。座って説明させていただきます。 

これまでの策定の経緯につきまして、２ページに概要を書いておりますのでお開きいただきたいと思いま

す。 

前回第１回３月３１日に審議会を開催いたしまして、委嘱状交付、会長・副会長の互選、策定スケジュー

ル等について協議していただきまして決定をしております。 

続きまして、基本構想の素案の策定を総合政策課のほうで行いまして、４月１１日に策定プロジェクトチ

ームの部会長に集まっていただき素案の説明をいたしました。その後１８日に健康福祉部会、１９日に総務

部会・公営企業局部会、２０日に環境生活部会・教育委員会部会、２１日に産業建設部会をそれぞれの庁

舎でプロジェクトチームの会議を開催しまして検討を行っております。この中身ですけど、字句の検討、表

現の確認・変更・加筆等々行いました。それから基本構想に続きます基本計画の各部局の数値目標の設

定、新町になりまして作成されるそれぞれの計画名の確認、それから、総合計画の計画の名称の案を各

部毎に出していただくように依頼をしております。また、各部会毎の事業の優先順位につきまして、それぞ

れ検討していただくようプロジェクトチームにお願いしました。 

４月２５日には第１回の審議会で話しましたとおり、議事録のホームページ上の公開をいたしました。作

成いたしまして議事録の確認を各委員さんにお願いしたところであります。 

５月１０日、庁内組織であります総合計画策定委員会を開催いたしまして、この素案の最終的な審議会

にかける前段の素案を出しております。 

そして本日５月１７日、第２回の審議会ということで、先日郵送で送付しました素案につきまして、現在の

ところ庁内ではこれまで纏まっているということで、本日この素案についての最終的な諮問の前の事前協

議ということになりますがご意見をお聞かせいただけたらというふうに考えております。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただ今当局より策定の経緯について説明がありましたが、質疑のある方は挙手をして名前を言って質疑

してください。 

質疑はありませんか。 

     《質疑なし》 

 質疑がないようですので、次の協議事項２の基本構想素案について当局の説明を求めます。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 総合政策課の近藤です。座って説明させていただきます。 

素案の策定の経緯につきましては、先ほど説明いたしましたが、策定委員会を経まして皆様方に郵送し
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ておりますので既にお目通しをいただいておるものといたしまして要点について説明をさせていただきたい

と思います。 

まず基本構想素案と言うことで、１ページ 第１章 計画概要。第１章につきましては第１回審議会で既に

ご説明しておるところですので簡単に説明いたします。計画策定の趣旨です。総合計画は本町の最上位の

計画であり、今後策定する個別の計画は全てこの計画に即したものであります。２番計画の名称。これは

現在仮称としております。職員提案を求めるという形で、最終的にはこの提案の中から審議会で決定して

いただきたいと思っております。現段階では「ひと・まち・きらり 笑顔にあえるふれあいのまち 周防大島夢

プラン」としております。３番計画の構成。基本構想、基本計画、実施計画並びに中長期財政計画をもって

構成します。２ページ 計画の期間ですが平成１８年度から２７年度の１０年間を基本構想の期間とします。

基本計画については平成１８年度から２２年度までの５年間を前期計画、２３年度から２７年度までを後期

計画。実施計画は１８年度から２０年度までの３年間を第１期実施計画期間とし２年毎に改定します。中長

期財政計画期間は１８年度から２７年度までの１０年間、ただし、１８年度から２０年度までの３年間を中期

財政計画期間とします。 

３ページ 第２章計画策定の背景。周防大島町の現状としまして、位置、地勢、沿革、人口・世帯、（次ペ

ージ）産業、財政としておりますが、５番目の産業までは新町建設計画の中から抜粋をするという形で書か

せていただいております。なお財政については平成１６年度の決算が終わっておりません、決算が終わり

次第数値を入れていきたいと思っております。また、表の挿入、グラフの挿入の内容につきまして皆様方か

らご意見いただいた後にきちんとした形で入れていきたいと思います。 

５ページ 時代の潮流。これは現在の我が国における時代の潮流と言うことです。（１）で超少子高齢社

会の到来。2006年度には人口自体が減少化を迎える中で、高齢者の介護を誰が担うのか、公的年金制度

を維持できるかといった大きな問題があるということを書いてあります。（２）で循環型社会への転換。２１世

紀は環境の世紀と呼ばれる中でゼロエミッションによる循環型社会への転換が求められています。なおゼ

ロエミッションという言葉が難しいという意見もありましたが、山口県等で計画を策定する環境の計画にお

いてはこのゼロエミッションという言葉を用いるということで敢えて使わせていただいております。（３）で国

際理解・国際交流の進展。人権、人道、地球環境やテロの脅威など世界の平和と反映に向けた新たな国

際秩序の構築が求められる時代であります。６ページ（４）高度情報化社会の進展。ユージャパン構想、

ICT（インフォメーション アンド コミュニケーションテクノロジー）。いつでもどこでも誰でもネットワークに簡

単につながる社会が求められる、これについても国のユージャパン構想の中ではっきりとICTと書いてあり

ますのでこの計画においても書かせていただいております。７ページ（５）生活様式の多様化。人生８０年時

代という中で、生きがい・暮らしがいを見出せる社会作りが求められているというふうに書いております。

（６）地方分権の推進。地方分権という言葉を実際に現す言葉としてローカルオプティマムと言う言葉を用い

ております。現在地方分権推進等々の中においてはこの言葉を用いると言うふうになっておりますので地

域の自立と最適化状態を目指す動きとしてローカルオプティマムを使っております。そうした中で自主自立

の行財政運営、行政が自らが情報公開や説明責任を果たし、透明性を向上させるとともに納税者の視点

に立ち、住民と行政が一体となったまちづくりを進めることが必要ということで書いてあります。 

８ページ 住民意識の動向。これについては平成１５年５月に新町建設計画を策定するときに全世帯、

中学生以上学生を対象としてアンケート調査を行いました。その結果を載せております。（１）施策の満足

度。満足度の高い項目として、自然の豊かさ。満足度の低い項目として、就労の場・雇用機会の環境、公

共交通機関の便利さが低く、特に学生におきましては、公共交通の充実ということが大変大きなウエイトを

占めています。（２）周防大島町に期待すること。保健・医療の充実を図るが７０％以上と高い数値を示して

おります。学生アンケートでは、公共交通の充実であります。（３）定住意識について、学生さんにおいては

定住意識は低いということであります。 

９ページ 周防大島町の主要課題。（１）地方分権時代にふさわしい自主自立の行財政運営。本町の財

政は脆弱で合わせて国の三位一体改革による地方交付税の大幅削減により、合併前の想定を大きく超え

た極めて厳しい状況にあるところでございます。このような中で地方分権時代にふさわしい自主自立の周

防大島町づくりを支える行財政基盤の確立が最も重要で因って合併という選択肢を選んだということで１番
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に書かせていただいております。２番目として、高齢者の地域で自分らしい生活を安心して送れる社会の

実現。高齢者の住みやすさでは国内の先進地と言われる本町において、高い生涯現役社会作りが最優先

の課題になろうと、そのためには保健・医療・福祉の充実が必要であるということを書いております。 

１０ページ、安全で災害に強いまちづくりの推進。東南海・南海地震の切迫性、昨年の台風災害といった

状況から、安心安全で暮らせる災害に強いまちづくりが必要であるということを書いております。（４）快適な

暮らしを支える生活基盤の整備。ここでは１つとして、公共交通の運行維持、新たなコミュニティバスシステ

ムの導入が高い数値を示しているということを書いております。また、下水道・排水の処理といった生活基

盤の整備といったところを書いているところであります。（５）循環型社会の構築と地球環境の保全。周防大

島町の財産であります自然の保全それを良好な状態で次世代につなぐということが大きな課題であろうと

いうこと、循環型社会の構築、合わせてグリーンツーリズム、ブルーツーリズムが求められているということ

であります。（６）大競争時代を生き抜く活力ある産業振興。第１回の会議でご意見いただきましたが、産業

振興により元気なまちを作る。雇用の創出を図るそして定住対策を行うということが新町として最も大きな

課題の一つになるだろうということで書いております。そのための方策として「地産地消の推進」も課題とし

て書かせていただいております。 

１２ページ 第３章基本構想。まず計画の名称。これはあくまでも仮の名称ですので説明は割愛いたしま

す。因って実際にこの名称でと決まった段階で書き換えをさせていただきたいと思います。１３ページ将来

像ですが、新町建設計画を尊重いたしまして、「元気 にこにこ 安心で２１世紀にはばたく先進の島」とい

たします。１４ページ基本目標。新町建設計画の「元気のあるまちづくり」「にこにこのあるまちづくり」「安心

のあるまちづくり」と言う部分では同じ目標を掲げておりますが、そのあとに出てくる施策の大綱のところで

若干新町建設計画とは違うという状況になっています。今回の総合計画では、「元気のあるまちづくり」で

は、産業の振興、定住対策といった部分が第１番目として上がってくるべきであろうということでまとめさせ

ていただきたいと思います。（１５ページ）「にこにこのあるまちづくり」は教育、交流、生活環境部分でまとめ

させていただきたい。「安心のあるまちづくり」は保健・医療・福祉、防災という形でまとめさせていただきた

いと思います。 

１６ページ 新しいまちづくりの主要指標。平成２７年度の目標人口を１７，５００人。世帯を８，０００世帯。 

交流人口を８０万人以上にしたい。これは新町建設計画の数値をそのままもってきております。 

 １７ページ 土地利用方針。町全体の土地利用を一体的に誘導し、地域構造を支え、将来を展望した総

合的な土地利用を推進するという観点から、（昨今の総合計画ではゾーニングというやり方をすることもあ

るんですが）あえてゾーニングはしておりません。よって均衡ある一体的な推進と言う形でまとめさせていた

だきました。土地利用の推進ということで、豊かな自然を保全・育成し、農業を支える土地利用の推進。快

適で利便性の高い生活空間を提供する土地利用の推進。多様な交流をはぐくむ土地利用の推進という形

で３つの土地利用の形態を掲げております。なお、２番目として、地域連携軸として広域的な連携を一層推

進するために国道４３７号線の改良、岩国・松山を結ぶ海上交通の増強、また、町域の移動の円滑化のた

めの県道の改良を進めるというふうに書かせていただいております。 

 第４章施策の大綱です。２０ページ。ここからは基本構想になりますので若干お時間をいただくようになり

ます。 

まず、農林業の振興です。内容的には農業生産基盤の整備、担い手の育成・確保、農村環境の充実合

わせてグリーンツーリズムの推進、地産地消の推進。「大島みかん産地再生プラン」といことが書いており

ますが、山口県農協と大島郡柑橘振興協議会で策定しました産地再生プランの実践。今年の４月にやまぐ

ち森林づくり県民税というのものが導入されております。この活用と言う形で文書表現をいたしております。

２番目の水産業の振興は、漁港の整備、・・・自立漁村の創造、ブルーツーリズムの推進ということで書い

ております。３番目の商工業の振興。魅力ある商業、商工業者の育成・強化。４番目の観光の振興ですが。

観光事業の充実、広域的な観光の推進、４町合併して色々な観光スポットがありますので、それらのネット

ワーク化しての周遊観光のルートの創造といった形を書かせていただいております。５番目働く場の確保と

人材育成。ここは雇用の拡大・安全、労働環境の改善向上、人材の育成について書いております。 

２２ページ 生涯学習のまちづくり。ここにつきましては、生涯学習推進体制の充実。２番目の義務教育
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の充実では、自ら学び自らが考える力の育成。特色ある学校づくりの推進。情報化・国際化に対応した教

育の推進。教育環境の整備ということで最後に子供の人数が減少している状況の中で親の要望、子供た

ちの切磋琢磨する教育を受けるということを踏まえて、学校統合の検討ということを敢えて書いております。

３番目の高等学校教育の充実。特色ある学校教育の推進、高校の維持について書いております。４番目

に高等教育の充実では、看護専門学校の４年制への移行、大島商船の充実。５番目の社会教育の推進で

すが、社会教育推進体制の整備、学習機会の充実、図書館ネットワークの推進という形で書いております。

６番目の地域文化の創造ですが芸術面の振興、文化財の保護と活用。７番のスポーツの振興ではスポー

ツに親しむ機会の拡大、スポーツ活動を通じた健康づくりの推進。８番青少年の健全育成、育成環境の整

備と心の教育の推進。９番目の国際交流の推進ですが姉妹都市・友好都市との交流。１０番目の地域間

交流の推進では、国内交流の推進、町人会との交流強化。１１番目の循環型社会の創造については、ご

みの減量化・リサイクル化、ごみ収集体制の充実、今年から実施しますリサイクルセンター（最終処分場）

の整備、そしてクリーンエネルギーの導入についても書かせていただきます。１２番自然環境の保全、その

保全と活用。１３番目道路交通体制の整備、主要幹線道路の整備、国道・県道・町道の整備合わせて今後

維持管理の充実、人に優しい道づくりの推進。１４番住宅環境の整備、公営住宅の充実。１５番目上下水

道の整備、上水については計画経営と安定供給、下水については下水道整備計画の策定と下水道の整

備と健全経営。１６番目生活衛生環境の整備につきまして、斎場の建設、衛生美化活動の推進。１７番情

報化の推進、地域情報化計画の策定、ユビキタスネットワーク社会の構築、１８番目男女共同参画の推進、

男女共同参画プランの策定、男女共同参画体制の推進という形で主には審議会等の女性の登用なども含

まれるであろうと思われます。 

２６ページ安心のあるまちづくり。まず、１番目として、地域保健の推進、ここでは健康づくりの推進とその

推進体制の整備。２番目地域医療の充実、保健・医療・福祉のネットワークの構築、高度医療の推進、病

院の移転新築、老健の増床、そして病院経営の健全化、訪問看護の充実、３番目で地域福祉の推進、現

在地域福祉計画の策定予定です。地域福祉団体の連携強化、ボランティア・NPO等々の育成支援につい

て挙げさせていただこうと思います。４番目高齢者福祉の充実。高齢者福祉計画の策定、在宅福祉サービ

スの充実と自立支援、高齢者の生きがい。５番目は障害者福祉の充実は障害者計画の策定、在宅福祉サ

ービスの充実と自立支援。６番目児童・母子福祉の充実では、児童福祉計画の策定、保育サービスの充

実、児童環境づくり、そして乳児医療の充実ということも書きたいと思います。７番目社会保障の充実では、

国民健康制度の安定経営、介護保険制度の安定経営、そして国民年金制度の推進。８番防災対策の充

実では、地域防災計画の策定、防災無線の整備、防災体制の強化、そして今年から実施します避難経路

にある一般住宅の耐震診断の実施。９番目防犯対策について、防犯体制の強化、防犯意識の高揚。１０

番目消防防災の強化について、消防体制・救急体制の充実。１１番目で公共交通対策の推進で、公共バ

ス路線の維持、新たなコミュニティバスシステムの導入、そして離島航路の充実、海上交通の充実という形

で書いております。 

最後に２９ページ。第５章まちづくりの重点施策。従来の重点施策と言いますとどちらかと言うとハード部

門の箱物を造るだとか下水道を整備等を掲げてきたわけですが、昨今の総合計画ではハードを中心とした

重点施策ではなくむしろソフトを中心とした重点施策が多くなってきておるという状況でございます。そして

合併後の総合計画ですので、今回は行財政改革を重点施策に掲げてそれぞれの事業を重点化、選択化

して推進していこうと言うことで書いております。１番目は行政評価システムの導入、前回の審議会でも、今

回の総合計画には政策指標を盛り込みたいという話を申しましたが、行政評価システムとしてそれぞれの

目標数値を掲げてその達成率を毎年評価していくという形で行政評価システムを導入したいと考えておる

ところです。２番目財政健全化計画の策定。これにつきましては財政が大変厳しいと言う状況です。事業を

重点化し選択をし実施していくという状況の中で、財政の健全化に向けた計画策定をしていくということで

ございます。３０ページ定員適正化の推進ということで、平成１６年１０月１日合併時点で、類似団体と比較

して約１５０人職員が多いという状況になっております。因ってこの総合計画とセットで行財政改革大綱を策

定いたしますけど、ここで期限を定めて策定目標を設定してその実現に向けた定員適正化計画を策定する

こととしております。４番目の公共施設適正配置指針の策定。合併して新町では沢山の公共施設がありま
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す。これら公共施設の有効活用・統廃合・転用そして新設する場合にも公共施設適正配置指針を策定し実

際の有効的な活用を行いたい。合わせて類似するような施設が沢山ありますがその辺も含め考えていき

たいということでございます。また管理については指定管理者制度を積極的に推進したいと考えております。

５番目として住民サービス向上と効率性が共存する組織づくり。合併時点各旧町に分庁方式と四町の支所

いわゆる周防大島方式で事務を執行してきたところです。しかしながら合併のメリットである効率的でスリ

ムな組織とするために早い時期に本庁方式を目指していく必要もあるということで分庁と総合支所の機能

について見直しを行いたい。周防大島町よりも１年半早く合併しました周南市では１年経たない状況で総合

支所の事務を約半分に削減をするという部分で実際にあったという状況です。以上で要点のみですが説明

といたします。 

○会長(平原 暁) 

 説明が終わったところで10分間休憩いたします。 

    《休  憩》 

○会長(平原 暁) 

 これから質疑に入りますが、1章から5章まで長いので区切って、そして答弁の方も困ろうかと思いますの

で、はじめに１章から３章について質疑に入りたいと思います。 

○委員(嶋元 貢) 

嶋元です。 

1章の2番の計画の名称ですが、仮称ですのでまだ決まってないんですが、私の希望ですが、名称と言う

のは計画の趣旨・理念に結びつくものですから非常に大切なものです。例えば、夢プランの夢と言うのは、

夢は覚めるものですから夢というのは可能ということもあるし、今はないが将来こうして欲しいというものも

含まれるんですが。今こういう計画は全て達成と、計画、今言うPDCA（プラン・ドゥ・チェック・アクション）は

ほとんどのところでやっておられる、九大の先生に聞いたんですが。そういうふうに総合計画と言うので夢

じゃないんです。現実にいつまでにこういう達成をしないといけないというのが問題で、そのためにプランニ

ングして、DOやって、それからチェックしてそれからアクションに移る。私は1回聞いたらメモしないから2度

と読む時間ないですから、DOかアクションのところにエンパワーメントと言う言葉をつかっておられる。これ

はどういうことかパワーを高める、そういう意味なんですけど。そういうふうにやっていくのが計画で、夢とい

う言葉はなるべく私は外して欲しいんです。夢みたいなものではないんです現実なんです。プランと言う言

葉も総合計画でいいんです。プランと言うのはPDCAのプランニングのプランが一番最初にくるんですから、

そういうカタカナでプランとつけるとそういうものと間違われるということもあるんです。ですからもう総合計

画でいいんです。人と言うことは、ひらがなで書いていいです、人間だけでなく会える或いは話し合う、ふれ

あいというものもひらがなで書いてあるからこういうものも含まれる。それからまち、きらりというのはエンパ

ワーメントで非常に大事ですいいことです。それから趣旨には大体賛成なんですが、これから合併して一番

大事なのは、旧4町の状態が色々変わった状態、質の状態色々違いますからそれを平らにする、平準にす

るということこれは最も大事なこと。合併しなくても情報化時代で環境を共有しているんですから、そこで平

準化しないといけないのは合併してもしなくても大事なこと。それがユビキタスという言葉。ユビキタスという

のはラテン語で、どういうことかというと「あまねくある」、いつでもどこでも誰でも・・・私、乳幼児の予防接種

が2年前から検討して山口県では広域になっている。情報を共有しているからいつでもどこでも誰でも同じ

ように実施すべきです。これも説明するときユビキタスを使ったんですが、それで統一されてどこでもやれる

ようになったんです。 

今言ったことをまとめると、ひと・まち・きらり 笑顔にあえるふれあいのまち。これは短いほどいいんです。

ですから、周防大島総合計画でいいんじゃないですか。と思うんですけど。とにかく今は人権の問題もある

し、平準化という問題は非常に大事です。夢ではないんだということ。 

それと、2章の少子化対策のところで、・・出生率を言われましたね、それは国か県の出生率で、周防大

島町の・・出生率がない。それがないとどこの計画か分からない。・・・・出生率が一番大事なんです。子供

が産める年齢の人がどれくらいいて、その出生率がどうかということが大事なこと。高齢化と一緒に少子化

を考えていかなければならない。 
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大筋では賛成です。また気がついたらあとで言います。 

○委員(福井 克雄) 

 福井と申します。よろしくお願いします。 

 中身に入る前の前段階での質問を２点ほどさせていただきます。 

 まず1点目。８ページにあります住民意識の動向というところで、一般住民の回収率が２６．０％。これにつ

いて私非常にがっかりしたんですけれども、これはアンケートのやり方が悪いのか、方法に問題があるの

か或いは住民の無関心・あきらめから来るものなのか、ここらへんをもう少し分析してみる必要があるよう

に私は思います。 

 それから2点目。16ページの1番の人口と言うのがありますが、ここの一番下のほうに目標人口というの

がありますけど、この目標人口というのは私よく意味が分からないんですが、いわゆる適正人口ととれるの

かどうか、いわゆるこれだけ人口がいればいいよという適正な人口を言っておられるのか、それとも、いつ

頃これになったらいいという目標なのか、どういうところから出た言葉なのか分からないのでご説明をお願

いします。 

○委員(植谷 樂) 

 植谷でございます。 

 8ページ先ほどのアンケートの件ですけれど、私も疑問に思いました。71％最も高くというところがありま

すが、これは高齢化率４２％大島の高齢者の声として認識すべきではないかと思います。ですから少数意

見をどのように取り入れるかというのが民主主義として一番大事なことだと思いますので、若い人たちから

どの程度のものが入っているのかということを教えていただくと言うか公にしていただきたいと思います。 

○委員(村田 岩治) 

２点ほどお聞きします。４ページですが、産業のところで上から５行目、『若者の農業離れ』と書いてあり

ますが、これは、農業に従事していた若者が他の産業に変わっていったということだろうと思いますが、当

然、水産の場合も農業と全く一緒なんですよ。これは水産がないから非常に嬉しいんですが、実態は農業

と同じで、水産についても同じことが言えます。ただ違いは水産の場合、実際に漁業を若者がして辞めたん

ではなくて、結局最終的に結果は一緒ですが漁業後継者不足、農業も同じだろうと思いますけど。細かい

ことですから水産・漁業を入れるか入れないか実態は同じです。これが一つです。 

それから次は９ページですが。（１）で本町の財政は云々と書いてあります。正直に表現されておって最

もだなという感じはあるんですけども、若干気がかりなのが２行目の、『合併前の想定を大きく超えた極め

て厳しい状況に直面しています』。先ほど事務局の説明がありましたように、４町とも将来展望がなかなか

財政的に難しいから１町の周防大島町を合併を決断したということなんですよ。これが合併して３年も５年

もたって経済状況が大きく変わったということであれば分かるんですけど、去年の９月でしょ、そうなります

と非常に正直でいいんですけど、事情は色々あったんだろうと思いますが、それにしても３年先は分かりま

せんが１年先くらいは展望を持って合併したと思うんです。非常に正直ですが修正する必要もないと思うん

ですがちょっと気がかりでございます。もうちょっと表現を柔らかくしたらいいんじゃないかなという気がして

おります。 

それから次は１４ページの元気のあるまちづくり下のほうですが、これは農業と漁業と一緒ですが、漁業

の場合は下から６行目にありますが、水産業においては云々ということで、『海辺の資源を活用した生活体

験を通じて都市住民との交流を図る』云々とこのような表現がされております。これは基本的には当然だろ

うと思うんですよ、やっぱり健全な発展を図ると言うことは、基本的には振興対策、それから多面的な機能

をこれを今求められています。それともう一つは都市と漁村との交流促進。この３つに集約されるわけです

が、実際問題、観光を含めて漁村と都市住民との交流を図ると言うことはいいんですが非常に大きな問題

が書かれております。当然これをやらなければいけませんが、その前段を手を抜きますと大変なことになり

ますから、例えば、当然交流を図るわけですから、海（海上）への不法投棄の問題、海の環境保全に対す

る都市住民の意識の問題、あるいは遊魚者との沖合い操業におけるマナーの悪さの問題等々沢山あるん

ですけど、ですからそのへんを抜きにしてはないと思うんですけど、これは今後こうした構想を受けて基本

計画の中で、そのへんが出てくるんであればいいんですが、単刀直入にこう言いますと、これは大変な問
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題を起こすわけです。観光を含めて人口は減っていくわけですから定住促進と言う意味においてもよく分か

るんですけど、一方的にやられますと大変なことになりますからこれは基本計画の中でうたわれてくると思

うんですけど、またうたわれないといけないと思います。以上です。 

○委員(棟広 斉) 

 棟広でございます。１４ページの農業についてお尋ねしますが、将来の農業を支える担い手の育成という

一番大きな問題が書かれておりますし、また、農地の荒廃防止に取り組むと言うことでございますが、なか

なか委員会としてもこれに取り組むと言うのは難しい問題で、これといった名案もなかなか出てこないという

ことでございますが、町当局はどのような担い手の育成を考えているのかお聞かせいただきたいと思いま

す。以上でございます。 

○委員(荒川 政義) 

 ４ページの公債費比率というのがありますが、今までは公債費比率できておったんですが、最近は起債

制限比率で資料を出してきたんじゃないかなと思うんですが、ここに至ってまた元に戻ったというのはどうい

うことか教えてください。 

○委員(新山 玄雄) 

 あまり失礼なことを聞いても・・・。６ページのさっきユビキタスネットワークがございますが、こういうことを

どんどん推進すると言うことは、これから新町にとってとても大切なことになりますので積極的に進めてい

ただきたいですが、現実に携帯電話とかが入らないところが結構大島にあるんですね。そういうところから

改善していくとか、難視聴地域も結構まだまだ残っているんですね。だから今までの懸案というものをしっ

かりやらないと大変・・・高齢化もありますし是非もれなくやっていただきたいと思います。 

 それと、周防大島町の主要課題というところに入るかなと思いますけど。前回も申し上げたんですけど、

人口定住とか若者定住とか大島の課題は何かといったら、人が減るわけでしょ、その人口減少をどうやっ

て歯止めをかけるかというところで皆が知恵を出して力を出していかなければならないと思うんですよ。こ

の基本計画の大きな柱にそれがないといいことだけを書いているような感じがするんです。嶋元先生が言

う夢プラン。人口定住するためにはどれくらいの人口に帰ってもらうと言うか、具体的な数値目標が出るか

どうか分かりませんが、少なくとも主要課題の中にそういうものが入っておくべきだと思いますがいかがでし

ょうか。 

○会長(平原 暁) 

 その他ございませんか。 

 それでは８人の方からそれぞれの漁業の問題、ニュアンスの問題、色々出てまいりましたが、素案ですの

で、当局でそれらについて説明できますか。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 嶋元先生の夢プランというのは、夢ではないよ、そういうものではないよということでしたが、先ほど申し上

げましたように仮称でございますので、そこは書き換えもさせていただきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

 それから、今回の計画については、まず土地利用等々で申し上げたんですが、一体的な・・発展という平

準化ということも視点に入れておりますのでそこらへんはご理解をいただきたいと思います。 

 それから周防大島町としての少子化という問題がありましたので、これは今数値をもってきていないので

これについても調べてみたいと思います。 

 福井さんのほうからアンケートのご質問がございました。アンケートの回収率が低いという部分では、新

町建設計画策定時におきましても若干協議会の中でもご意見いただいたところでございますけど、全体に

お書きしておりますように、合併協としましては全世帯に対して郵送いたしました、各中学生以上につきまし

ては各学校にもお願いをいたしました。一般住民については２６％余りと若干低いかなと思いますが、学生

の回収率については９０％以上という状況であります。なお、全国の合併協の中で回収率をみますと２６％

というのは数値的には確かに低いんですが、他の合併協より若干数字的には高かったというのが実情で

ありますのでご理解をいただけたらと思います。 

 植谷さんのほうから、４２.５から４３％の高齢化率の状況の中で、お年寄りの意見の方が多いんじゃない
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かということでしたが、先ほどありましたように、今回合併協中学生以上のアンケートという部分で回収率９

１％という状況です。両方を加味した形で書いておりますのでその点はご理解をいただきたいと思います。 

 村田さんのほうからは、農業と書いてありますが、産業と書けばよかったかなと今は思いますが、そこの

部分についてはもう一回検討をしたいと思います。 

それから財政の状況がなぜ合併当初より違ったかという状況がありますが、一つは我々が想定したより

も交付税が伸びない、合併算定替えという状況がありますけれども、現実には、まだ決算をしておりません

が平成１５年度と１６年度を比較すると、合併と言う大きな要因があった、それから台風災害３０億弱という

状況の中、大きな要因があったにも関わらずほぼイコールであろうという状況であります。合併時点、それ

ぞれの地元説明会でもこういう補助金があります、合併算定替えがありますという説明をしてきましたが、

現実には我々が想定している以上に厳しい現状である。国の考え方は、今となっては合併して初めて合併

前と同じ状況だということです。 

それから、ブルーツーリズムについて、その前の対策が必要であろうということでしたが、ここはどこまで

書けるかわかりませんが、基本計画の方で、ブルーツーリズムを推進するにあたってはこういった対策も必

要です、不法投棄をさせない、遊魚者等々との関わりもうまくいくようにという部分は計画の中で書かさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

棟広委員さんのほうから、農業後継者対策の問題でございますが、これについて具体的な話というのが

ここで出来ればよいのでしょうけど、新町になって町の元気を出すには、新山委員さんとの問題と重なるか

もしれませんが、町の元気は産業振興を大前提に、旧町それぞれが産業振興しようということで取り組ん

できたんですが、なかなか実となることがなかったというか難しい問題であったと思います。高齢化した町

の中で、農業を以前と同じような形に出来るかというのは確かに大変難しい問題であろうと思いますが、新

たな施策としましては、私達総合政策課の中ですでに動き始めておりますが「地産地消」といった形で新た

な農業振興策を行いたいということ。若干最後の方でふれましたが、旧大島では公社という問題もあったん

ですが、請負型の人を雇うといいますか請け負う形で荒廃農地を防止したり、そういった形の施策にも踏み

込んでいきたいなと考えております。合わせてグリーンツーリズムということで、都市住民も農業に親しむ機

会を持つ、ここにいる人だけで農地を守るであるとか、荒廃を防ぐということはそろそろ厳しいのかと思って

おります。これにつきましても、計画の中では施策について書いていきたいと思っております。 

荒川委員さんが言われました、公債費比率は起債制限比率に書き換えさせていただきます。 

新山委員さんがおっしゃられました、情報化の部分についてですが、一つ言えることとしまして、ADSLが

あと数ヶ所で町内に巡らされるであろうという状況まで進んでまいりました。できるだけ早い機会に高速ネッ

トワークという部分についてはそこを活用していくという方策が可能になりつつある状況の中で、まず情報

化の一つの考え方としては持ちたいと思っております。なお、携帯電話やテレビの・・については、テレビに

ついては近々ですが地上波という問題もありますが、そこは計画の中で書きたいと思っております。 

それから課題として、人口定住なり人口増へ向けた動きという部分についてですが、ここについてはもう

一度検討させていただきまして可能なら加えさせていただきたいと思っております。 

福井さんの質問でもれておりました、目標人口の設定ですが、これについては、従来人口推計というの

は国勢調査を元に人口推計をしてまいります。それらを元にコーホート要因法というやり方があるんですが、

推計値を定めまして、新町建設計画では若干ですがそれよりプラスをするという形で２７年度の人口設定を

しているというものであります。例えばですが、今22,000人くらいですが、30,000人を目指すというような書き

方がこれから出来るかといいますと、先ほどもありましたが、2006年をピークに日本の国全体が人口減少

に向かう状況の中で右肩上がりの人口目標の設定は大変厳しいということはご理解いただきたいと思いま

す。 

以上です。もれがあったら申し訳ありません。 

○会長(平原 暁) 

 素案でございますので、先ほどの皆さん方の質疑、ご意見については素案ですので構想の中に尊重して

入れてもらうようにしていただき、次に進ませていただきます。 

 それでは4章に入ります。4章について質疑をお願いします。 
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○委員(村田 岩治) 

 先ほどと若干重複するかもしれませんが、21ページの水産業の振興です。 

まず一つは、この基本構想の中で最も共通的に問題点になっておりますのが、海の環境の問題です。

陸も海もゴミだらけ、複合汚染、これも大変問題になっております。大島郡はまだきれいなところなんですが。

当然ここらへんに触れないといけないと思うんですね。 

それともう一つ、確かに漁港整備、漁場開発いいんですが、もうこれだけで水揚げを上げて漁家所得が

上がるということはありません。漁価安ですから、当然漁業者を含めて流通・加工それから今言う沿岸域の

環境保全です。ひっくるめて言えば、この文書の中に他に出ておりましたが、多面的機能に関する施策の

充実というものをあげないと一番大きな課題になっております。多面的機能に関する施策の充実をあげてく

ださい。 

 それから、文面ですが、「魅力ある漁業づくりを目指し、漁港整備の推進や漁場の整備開発、漁業技術の

向上による生産性の確保を進めるとともに」ここはいいと思うんです、次が若干この表現ですが、これは

12・13年前に流行った言葉なんですが、若干変わってきておると思うんですよ、従って次に続きますのが、

「つくり育てる漁業を柱とした」でなくて「通して」ですね、これだけが柱ではありません。これはひとつの事例

ですから、道具ですから、「つくり育てる漁業を通して」。すぐ「資源管理型漁業の確立を図り」となってます。

資源管理型漁業の確立は図られません。資源管理型漁業と言い出して20年になります。ただ若干考えて

いただきたいのは、漁業を通して資源の持続的な可能、資源の持続可能な資源管理型漁業の推進を図り

まあそのへんです。ですから先ほど言いました流通・加工、沿岸域の環境保全、まとめれば多面的機能の

充実、多面的機能に関する施策を充実です。ということでやれば短くて一本で済むと思います。ですから資

源管理型漁業の確立は出来ませんから、これを確立すると食べていけません。限られた資源ですから・・。

それを計画的に獲っていきましょうということですが、言葉はいいですが、計画的に獲っていきますと漁師

は死んでしまいますね。やっぱり親の仇と魚は見た時捕れ、今後も治らないでしょう。ですから非常に難し

い問題で、部分的にはやっておるんです、ただこういう言葉が流れておりますが、ですから当然資源管型

漁業の意識は大事なんです、その前提になるのは資源を今後最低限持続可能なための知恵を出そう。以

上です 

○委員(茶木 規之) 

 22ページの（３）高等学校教育の充実についてご質問なり、お願いをしておきたいことがあります。 

 最近のマスコミ報道では、周防大島町にある３つの高等学校が無傷で終わるというふうには到底考えら

れない。考えられるのは廃校、統合、存続その３つどれかなんです。というふうに思われるんです。町として

はこれに載せなくても後手後手にまわらないように何か施策を考えておかなければならない。それで、例え

ば推進というのが、存続されるのならこの言葉でもいいと思いますけど、そうでない時にはどうしていくんだ

というのを考えておく必要があるんじゃないかと思います。 

 26ページと28ページですが。26ページの（３）地域福祉の推進と28ページの（８）防災対策の充実。 

この２つは母体そのものが行政と社会福祉協議会と両方あって、それぞれが作る内容がほとんど似通って

いると思います。地域では。現在旧大島町で物事を考えますと、自治会単位で組織が出来るほど人材はお

りません。ですから旧ブロック単位で物事を考えるようになろうと思います。そうしますと、社会福祉協議会

が考えている、安心安全なネットワークづくりとこの自主防災対策というのは地域では一緒になるんではな

いかと思います。ですから行政が横の連携を取りながらこのへんは推進していただけないかなというふうに

地域ではその必要があるんではないかというふうに思います。人材がおりません。やはりそのへんを加味

していただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員(久保 雅己) 

 まず20ページから。農林業の振興等々で、大島みかん産地再生プラン、非常に具体的というか漠然とし

たものが出ておるわけですが、産業である大島みかん云々は皆さんもご承知のことと思います。 

前にかえりましてこの計画に関してですけども、早急のことを考える必要がある、3年ごとのスパンで考え

るのか5年で考えるのか財政的なことを組みながら早急に対応を考えないと10年後のことを考えるのはま

さに夢プランで終わるんじゃないかというような気がします。その辺の区切りをどういうふうに総合計画で考
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えるのかということが一番大事だと思います。 

前後しましたけど、みかん産業等々をどうされるのか。ある専門家に聞きますと、みかん産業はもう終わ

ったんだ次の産業どうなっているのかということもあります。当然これが定住問題にもかかってくるんですが、

その辺の具体策としてどういうふうに出てくるかということと。 

次に28ページの防災対策。大まかには目を通しましたけど、ライフラインである大島大橋に関してはふれ

てないです。今地震がおきて橋が倒壊した場合にどうするか。まず水はきません。あそこは高圧線がありま

す。燃料は今貯蓄量がどれだけあるかわかりませんが、おそらく2・3日したら燃料もなくなるでしょう。食料

の需給率が大島でいくらあるか今頭にありませんが、その辺の問題。等々含めながら防災対策ということ

でないかと思いますので、具体的に入らないとこの問題は東南海地震等もありますけど、今来るか明日来

るか分かりません。早く施策を打たないといけないですし、防災無線等々の問題よりその辺の問題を取り

入れて早急に対応していただきたいと思っております。以上です。 

○委員(村元 和枝) 

 村元です。 

 22ページです。義務教育の充実のところで、中段のところに、「情報化や国際化など社会の変化に柔軟に

対応できる基礎的な学力を高めるとともに」という項目がありますが、最近の色んな事件を考えたりしてちょ

っと心配なことがありまして、情報化はかなり進んでいきますし、前の章にありました、役場のほうもインタ

ーネットを使ってどこでも誰でもという内容のことがありました。それで、教育の中で情報化についての学力

とか、そういう技術を教えるというのは学校でもあると思いますが、それと一緒に今からは子供たちがその

情報から自分の身を守るという対策をというものを大人が教えてあげないとそういう犯罪に巻き込まれてく

るケースが多くなってくるじゃないかと思います。つい先日、事例で、自分の話を出すのは恥ずかしいんで

すけど、高校生の娘が携帯電話に友人から「8人にこのメールを送ってね。あなたが止めるとあなとのとこ

ろに140万円の請求がきます。これはセンターと契約されているので絶対にきます」という内容でした。子供

は不安になって私に相談にきましたが、それが送られてきたのが友達からです、その友達は親にも相談で

きずに友達8人に送ってるということになります。そういうことは絶対無いと言った私も不安になり、携帯電

話の会社に電話して伺ったところ「そういうシステムは絶対無い」ということで安心して子供に送らなくてい

いことと、送ってきた友達にも教えてあげるよう言いましたが、子供たちはそういうことを知りません。今から

ITの方がどんどん進んでいくとまた携帯電話を使って色々なことができる時代になるんだと思います。私は

詳しくないからどのようになるのか分からないですが、教育の中で学校教育におんぶにだっこするのはどう

かと、親のほうが教育してもらって子供に伝えていかなければならないのかもしれませんが、そういう機会

というものを親にも子にも伝える両方を社会を進めていくと同時に、犯罪から身を守るという情報・知識を与

えていただきたいなと思います。それをできれば技術とかを進めるのではなくてそういうことも考えたうえで

構想を練っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員(尾野 亜紀子) 

 今の話は学校のほうにまた伝えておこうと思います。 

 私も同じように義務教育の充実について質問します。最後のほうに開かれた学校づくりをお願いしたいと

思います。過疎化・少子化に伴う教育環境への影響や単式学級で切磋琢磨する教育を推進。ということで、

これから学校統合について進められていくと思いますが、住民の関心、教育関係者も随分このことについ

ては関心が深いと思うんです。これから私達を含めて地域住民の理解を得ながら学校統合の検討をという

話が、まだ前には進んでないですが避けては通れない話であろうとまで聞いております。これから6年間の

周防大島町の児童の調査を見ましたら、22年には、今小学生が749名が100名減って649名。それで旧町ご

とに見ますと小学校は全校生徒が久賀町162名、大島町172名、東和町153名、橘町157名です。一学年に

割ると30名をほとんど切るわけです。単式学級というこの言葉がありますと、１・２年生ですと9名を超えると

単式になりますが、3年生以上になると（正式でないかもしれませんが）17名だと思うんです。（それも変則

の２・３年をしたり）県では出来るだけ都合のいいようにして・・・単式という言葉があると学校数が限られてく

るような気がします。学校は地域のシンボルであり象徴であるので地域住民には大切にされ憧れておられ

ます。また、学校がなくなると灯が消えたようにと色々難しいところもあります。これで進めていくと教育効果
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が上がり社会性を育てるとか子供たちにとっては大きな学校で切磋琢磨して教育を受ける権利があるほう

がいいと思いますが、教育的、教育の立地条件で単式が難しいところも懸念されると思います。中学校の

方はまだしも、小学校は単式学級でというのが私はない方がいいような気がします。限定されているような

気がするんですけどいかがでしょうか。 

○委員(山崎 敏勝) 

 私は新町建設計画と若干表現が違う点を２・３点感じましたのでそれを確認したいと思います。 

 まず、最初に福井さんから出ました、目標人口を想定するという表現ですが、目標人口というのは想定じ

ゃなくて、やはり設定するという表現の方が良いと思います。新町建設計画ではそのように述べております

のでその辺検討願いたいと思います。 

 先ほどから出ております22ページの義務教育の充実という中で、非常に消極的な政策・構想のように思

います。尾野委員さんと少し違うんですが、新町建設計画の中では、小・中学校の適正配置という表現をし

ております。それは学校統合ということを前提にしておる考え方だと思うんですが、それならば積極的にそ

の方向性を示すということも必要ではないか。今の状況では非常に消極的な構想のような気がしてなりま

せん。 

 それから26ページの地域医療の充実というところですが、新町建設計画にございませんので確認させて

いただきたいんですが。町立病院の移転というのは大島病院のことですか。これは先ほども大島郡の現状

という中で合併前の想定を大きく越えた厳しい財政状況という中で、これが財政的に可能なのかどうか。ま

た、このことによって民間医療を圧迫するのではないかという懸念。むしろ人口規模からすると縮小してで

も機能を充実するべきではないかと思うんですが、このことについては民間の専門機関（コンサル）の調査

を踏まえての構想なのかどうか。 

 それから27ページの児童・母子福祉の充実の関係ですが、少子高齢化により保育児童数の減少はこれ

は否めない事実だと思うんですが、このことによって、今後民間保育所の経営が非常に困難になってくると

いうことも想定されるわけです。そうした場合、町立の保育所をこの際民間に移管するというような考え方

は出来ないのか。そういうものを積極的に打ち出す考え方がないのかお尋ねします。 

以上です。 

○委員(新山 玄雄) 

 これは総合計画の中にいれるべきかどうかあれですが、こういう議論を出しておきたいと思います。 

 久保委員さんから出ていましたが、大島大橋ですね、第2大島大橋を建設しようという話が少しは色んな

ところで耳にするといいますか、将来的に考えた時に交流人口もどんどん増えてくるわけです、今ある大島

大橋ではなかなか対応できないこともあるんじゃないかと思います。・・・・・・・やはり防災の観点から言って

もこれは検討すべき課題ではないかと思います。これに入れるかどうかは別にして、そういう議論があった

ことを議事録に残しておいて欲しい。 

 それと防災対策の充実28ページにありますけど、やはり総合的な防災体制の確立を進めますと書いてあ

りますので、これで防災センターということを作って大島全域がフォローできるようなシステムを作るべきだ

と思います。今度新町の庁舎の問題とか色々議論になってきます、どうしても防災センター的なものが私は

必要だろうと思いますのでそういうことも入れておいたほうがいいんではないかと思います。 

○委員(植谷 樂) 

 植谷です 

安心のあるまちづくり15ページ、25ページの情報化の推進というところですが。 

 心地よい幸せ感を感じるまちづくりを目指して、目指すだけでなく行動して欲しいんですけど、この情報化

と兼ねてもしお考えであれば間違ってるんじゃないかと思います。時代は確かに情報化のほうに進んでお

りますが、高齢者５０％の大島で何％が喜んでこの情報化システムを使っているか。ということを情報化が

いつでもどこでも誰でもということになったので心地よいまちづくりができる・・・・・・・・・・ 

義務教育の関係で一般・・・・がありますが、これは文部省の枠を超えたより実体験のある教育、選ばれ

る学校というのを目指していただいて、一般財源でより多くの予算というか知恵を子供たちに教育に使って

いただきたいと思います。 
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○委員(福井 克雄) 

 福井と申します。 

総論になるのかもしれませんが。ここに書かれてある内容が全て上手くいけばこのうえないんですけども、

私はこの町が生き生きとした町になるために何をやるのが一番いいのかということを考える必要があると

思うんです。だから、この中から何を重点的にやるかそのへんをもう少し検討していただいてこの中に盛り

込んでいただいたらと思います。私はそれを要望いたします。 

○会長(平原 暁) 

 ただ今９人の方の質疑・意見が出ましたが、当局はこれらに対する考え方を述べられますか。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 村田委員さんのほうからいただきました、流通・加工、沿岸域の環境保全、多面的機能に関する施策の

充実について、書き加えさせていただくように変更させていただきます。 

 茶木委員さんのほうから高等学校教育についてございました。これについては現段階ではまだ明確なも

のが出ておりませんのでこの場ではお答えできませんのでお許しいただきたいと思います。今言われてお

りますのは、・・・構想の議決頃までには何らかのアクションがあるであろうと言われておりますのでその辺

のことを踏まえながら、仮に存続が難しくなった時の活用といった部分についてご意見をいただきながら考

えていきたいと思います。 

 地域福祉の問題で自治会等だけでは厳しいという話、自主防災組織の問題がございましたが、これにつ

いては、若干メニューを増やさせていただいて、社会福祉協議会とは書けませんので福祉関係の言葉を加

えさせていただくということでございます。 

 それから、久保委員さんから計画のスパンの話がございました。実際実施計画そのものは３年スパンと

いう話でございますが、構想そのものはやはり１０年計画とする形となろうと思います。 

 それから防災で、いわゆる第２大島大橋の問題。新町建設計画の中で第２大島大橋の意見というものは

ありましたが建設計画の中では直接ふれてはいなかったと思います。ただしご意見として確かに経路が絶

たれたときに一番問題であろうと思いますので、第２大島大橋の建設までは厳しいかもしれませんがそれ

らのことも検討を加えたいと思います。 

 村元委員さんのほうから、正しい情報の活用ということですが、情報のリテラシーという言葉がございます。

子供たちに必要な部分はインターネットが出来るとかそういう部分ではありませんで、その情報を正しく活

用してそれを学問なり一部の趣味なり生かしていくということですので、そこの部分は当然の話であろうと

理解をしております。 

 それから尾野委員さんからの学校統合の問題で単式学級という言葉が若干問題があるのではとご指摘

がございました、ここは検討させていただいて訂正をさせていただきます。 

 それから山崎副会長さんから、人口想定については、設定に変えさせていただきます。 

 義務教育で学校統合で適正配置というかなり強い表記がいいのではないかということなんですが、先の

議会で議員さんのほうから学校統合の検討も必要だよという意見が数人の議員さんから提出をされており

ます。適正配置という部分について、はっきり適正配置がいいのかもう一度こちらで検討させていただきた

いと思います。 

 それから医療の問題がありました。財政的にどうなのかという問題が１点目の質問でしたが、現在公営企

業局から出ておる部分で言いますと、財政的には何とかいけるものかなと思っておりますけど、一つ医療

の問題で言いますと療養型の部分で、介護と医療との療養型という形を考えなければならない、要は純粋

な医療だけの問題ではなくて、そういう部分を踏まえてという考え方で今回老健については増床ということ

がすでに決定しておるわけなんですけど、そうなりますと介護保険との関わりもありますので今協議中では

ございますけど一つの方向性としてどちらにしても（具体的な名前を出すのはどうかとは思いますが）今の

大島病院の状況では、医療法の改正が来年３月にあるという状況で、そこの部分で言いますと、療養型を

目指さないと経営が出来ないという状況もありますのでかなり早い時期に大島病院については考える必要

があるんではないかと、ただし先般の委員会のほうでもありましたが、経営的な問題だけでなく、医療の質

等の問題についても、病院側にそういった問題についても病院側に考えて欲しいと、これまでの一部事務
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組合ではありませんということは助役のほうからそういう意見がありました。 

 それから保育所の問題がございました。ここで公立保育所を民間にという形なり廃止というのは、ここで

私で即答は出来ませんのでここも検討させていただきたいと思います。 

 新山委員さんからも第２大島大橋の問題がありました。これについてもここでお答えは厳しいのでご意見

としてお伺いしておきます。 

 それから防災センターというご意見ですが、防災センターというものの考え方、これは１つは重点施策でも

ありましたが、大変たくさんの公共施設がある中で新たに防災センターの建設と言うのではなく、昨今の防

災センターというのはいわゆる情報の集積という考え方であろうと思いますのでその辺を踏まえながらとい

う考え方でひとつセンター構想もあるべきであろうと思いますので考えてみたいと思います。 

 植谷委員さんからの情報化という問題で、本来情報化だけでは地域の見守り体制はできないというご指

摘がございました、当然そうだと理解もしております。人を介しての福祉と言う部分は当然必要な話ですし

当然それはしていきながら且つ昨今旧４町でも取り組んでおられました緊急通報システム等等については

そういう情報を介して緊急的な取扱いをしておるという事実もありますのでそのへんもご理解いただきたい

というふうに思います。 

 福井委員さんで、何をやるのがいいのかというご指摘がありましたが、周防大島町が行う行政の施策的

なものは実際やるものは今回書こうという考え方をしておりますので、これだけを中心にというのがなかな

か厳しいところがございますのでそのへんはご理解をいただけないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○会長(平原 暁) 

 それでは５章について質疑に入ります。 

○委員(新山 玄雄) 

 まちづくりの重点施策ということになりますけど、私が今から申し上げることはこれに入れたほうがいいの

かどうか悩むんですが。定員を１５０人ほど減らす、住民サービスの向上とか効率性とか行政評価システ

ム導入とか、かなり高い能力が必要になるんですね。この計画を実現させていくには住民と一緒になって

やるということが大事なんですが、行政に携わる人たちの資質の向上とか能力のアップとか、それが前提

になってこうなるんでしょうが、そういうものも入れておったほうがかなり高度なハードルになってきますので、

今までも努力されて十分評価するんですが、さらに能力アップが必要になるんですよね、研修システムとか

能力アップの色んな方策とか行政自体にもそういうものが必要なんじゃないかと思います。 

 それと、これは今までも続けて取り組んでこられましたけど、これを実現していくのは住民参加ということ

が前提になろうと思います。これを説明しようと思ったら住民の参加をどう促していくかという、それを常に

意識化して継続して取り組んでいかないと・・になりますので、住民参加ということを入れておかれたほうが

いいんじゃないかと思います。 

○委員(嶋元 貢) 

 住民参加という意味でもこの審議会があるわけでございますから、ここで、プランして実際にやってDO、

それからチェック。チェック体制もこの審議会で・・やはり歩みながら考えるということで次にはこの審議会を

どの程度の間にやっていくかというようなこともある程度示しておいていかないと、総合計画ができてどうい

うふうにやって、どういうふうに経過をやって、どういうふうにチェックしていくのかということ、この住民参加

は大きな審議会が役割があるだろうと思いますが。 

○委員(村元 和枝) 

 私質問なんですけど、いま評価システムの導入というのが、評価とは違うんじゃないかと思うんですけど、

先ほども病院の話とか出ましたけど、例えば評価までいかなくても監査みたいな・・病院についても行政に

ついても会計では監査という方がいますけども、病院なんかはわりと密室的なところがあるという意味では

ないんですが、例えばどのような医療がなされているのかとか、病院の中がどういう仕事を行っているのか

ということは、そういうことを検査・査察に入るというかそういうシステムというのはあるんでしょうか。 

○委員(福井 克雄) 

 私も質問になるんですが、行政評価システムというのは、私は以前関西に住んでいましたが、関西の私
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の住んでいた市でですね、ISOというのを導入しておりましたけど、これと今出ております行政評価システム

と別物なのかそれとも共通するものがあるのかそれを教えていただきたい。 

○会長(平原 暁) 

 それでは当局いかがですか。 

○委員(植谷 樂) 

 今行政職員の能力アップと言われましたが、議員（議会）の能力アップもお願いしたいと思います。インタ

ーネットに議会を載せていますか。・・・・・大いに載せていただきたい。 

 それと、難しい話ですが、１５０人の話は一番難しいと思いますけど、これは今度いつか計画を立てて私

達に見せていただけるんですか。 

○会長(平原 暁) 

 それでは、今の５名の方に対しての答弁をお願いします。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 新山委員さんのほうから、職員の資質向上と住民参加というご指摘がございました。そこについては書き

くわえをしたいというふうに思っております 

 嶋元委員さんから、歩みながら考える、これからの審議会なりの方向性、またチェック機能についてご意

見がございました、これについては後ほど答弁させていただきたいと思います。 

 村元委員さんのご質問については、あると言うことで。 

 行政評価とISOと言う話ですが、ISOというのは国際的な基準でして、主に環境的な部分で用いられること

が多かったんですが、昨今は行政でいわゆる、徹底的な事務のマニュアル化を図って住民サービスを向上

させていくという話の中でISO取得、主に事務窓口で行うものがあります。仮にISOの取得を目指すという形

で行政評価のほうへ政策指標を盛り込めばそれが行政評価システムとリンクしていくということになります。

現段階でISO取得は国際基準がありますので大変厳しく、やるからには本当に徹底したマニュアル化をし

なければならないという話でありますのでそこまで果たしてできるかどうかというのはここではお答えが厳し

いかと思います。 

 植谷委員さんから、議会の中継と言う問題がありました、インターネットへの議会の生中継と言うのは厳

しい話ですが、今は山口県のスーパー情報ネットワークをお借りする形でインターネット接続をしており本

町の内部にはインターネットサーバは立てていません。よって、議会の生中継をするためには相当な費用

がかかりますが議会の議事録検索システムについては将来構想としてもっているとご理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○会長(平原 暁) 

 それでは、その他の次回の審議会について説明してください。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 次回の予定ですけど、次はここにありますように７月にこのあとに続きます基本計画の庁内の手続きが

完了次第、今回と同じように事前に資料を送付して審議をしていただくという形にしたいと思います。いず

れも事前協議ですので今回のご意見いただきました基本構想部分と次に出てきます基本計画についてそ

れぞれ審議会におきまして協議いただき最終的に試案にしたいというふうに考えております。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 その他について委員さんからご意見等ございませんか。 

 ないようですので、今日は長時間にわたり慎重な審議ありがとうございました。事務局におかれましては

先ほどからのご意見あるいは質疑がございましたが、十分、局・部内の委員会等で協議検討をされまして

構想でございますのでいずれにしましても・・のないように、できるだけそれが基本計画の戦略が取れるよ

うな、また部内で十分検討していただいて取り上げるものは取り上げていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 以上で閉会いたします。ご苦労様でした。 

 


