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第３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 

 ・第２回策定審議会質疑について 

 ・基本構想素案変更箇所について 

   ４P 

 〃２協議第３号   総合計画の名称の決定について    ７P 

  ２協議第４号 基本計画素案について 

 ・関係団体インタビュー実施状況について 

  １１P 

  ２協議第５号 その他   ３３P 

 

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７月２０日（水曜日）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７月２０日（水）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７月２０日（水）午後４時００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 欠 

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 出 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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○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

 それではただ今から第3回周防大島町総合計画策定審議会を開催いたします。 

 本日の会議に、平井昭輝委員、荒川政義委員から欠席の連絡を受けております

のでご報告いたします。 

 また、本日は前期基本計画の素案を審議いたしますので、担当部長及び担当課

長の出席をお願いしております。質問等の答弁は事務局並びに担当部長、担当課

長が行いますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速審議会次第によりまして進めさせていただきます。最初に平原

会長さんよりご挨拶をお願いいたします。 

○会長(平原 暁) 

カラ梅雨カラ梅雨と言われておりましたが、逆に今度は大雨・洪水と言うこと

になって、地域では孤立したような地区もございましたが、それが一転しまして

猛暑猛暑で暑さのさなか、しかも一日中で一番暑いこの時間帯に招集いたしまし

て誠に恐縮に存じます。しかしながらこのように多くのご出席をいただきまして

誠にありがとうございます。 

今回のこの審議からいよいよ計画編に入るわけですが、今日は関係あります部

長、課長さんの出席もいただいております。職員の皆さんにはご苦労と思います

が、よろしくお願い申し上げまして開会のご挨拶といたします。 

○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

 ありがとうございました。続きまして協議事項に入ります。協議事項より会長

さんの方で進行をよろしくお願いします。 

○会長(平原 暁) 

 それでは、審議と言うより第１でございますが、これまでの策定経緯について、

これは、委員が委嘱状をいただく前の庁内委員会から始まっているような経緯で

すが、事務局で説明をしてください。  

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 総合政策課班長の岡野です。座って説明をさせていただきます。 

 お配りしております資料のうち、次第を出していただきたいと思います。１ペ

ージあけていただいて、前回の５月１７日第２回総合計画策定審議会以降の状況

につきまして掲載しておりますので見ていただきたいと思います。 

 まず、５月２６日、町長さんに対してヒヤリングを行いました。基本構想の説

明と第２回審議会で質疑事項が多数ありましたが、その内の重要事項について聞

き取りを行いました。 

 ６月６日、いつものように第２回策定審議会議事録をホームページに掲載いた

しました。 

 ６月１０日、策定プロジェクトチーム連絡会議を行いまして、部会長に集まっ

ていただき、総合政策課で作成しました基本計画について説明し、各プロジェク

トチームの開催をお願いしました。６つにわたるプロジェクトチームを６月１４
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日、１７日、２０日、２１日にわたりまして計６回それぞれのプロジェクト会議

をもちまして、部内の検討をしております。 

 次に３ページですが、関係団体インタビューということで、６月２２日大島郡

漁業協同組合長集会から始まりまして、２４日に商工会連合会、２７日に医師会

及び社会福祉協議会、２８日に山口大島農業協同組合、以上５団体につきまして、

関係者団体インタビューということで基本構想・基本計画に対するヒヤリングを

行いました。 

 ７月６日、以上のような経過・資料をまとめまして庁内の第３回策定委員会を

開催しまして、素案についてまとめを行っております。 

 よって、本日７月２０日、第３回策定審議会という運びになっております。 

以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただいま、第２回審議会以降の策定経緯の説明がございましたが、経緯でござ

いますのであまり質疑もないかと思いますので、協議事項第２に入らせていただ

きます。 

 第２の基本構想の試案について、２つ挙げております。第２回の策定審議会の

質問について、そして、基本構想素案の変更について。これは、第２回の審議会

に１３人の委員さんが４４項目にわたっての多くの質問がありました。そして、

それらにつきまして庁内の委員会に方におきましては、政治的なものあるいは政

策的なもの、すなわち重要事項につきましては、質問結果でございます。町長さ

んの見解も必要ですので、見解、協議もされておるかと思いますので、それらを

踏まえての説明をお願いします。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 それでは、まず、第２回策定審議会質疑についてという資料をご覧ください。 

これは、ここにありますとおり、前回の審議会で沢山の意見が出されたわけで

すが、その意見について会議の席上で総合政策課の方から一応の回答はいたしま

したけど、議事録等見ますと洩れたものもありますし、重要なものもありますの

で、まず、５月２６日に町長さんに対して、ここに挙げております７項目につい

て町長の見解をお伺いすると言うことでお聞きしております。 

例で見ていただきますと、審議会の方で茶木委員さんより、高等学校教育の充

実ということで、質問の内容については、「３つの高等学校が無傷で済むことは考

えられないのではないか。廃校・統合・存続のいずれかである。町としては後手

にならないように考えておく必要があるのではないか」。審議会では議会への提案

時点までに具体的な提案があると思われるのでその時点で協議願いたい。と言う

ことで、所管は教育委員会ですが。町長さんの意見としては、田布施農業高校分

校は募集する生徒のうち地元出身者が減れば募集停止から廃校への流れであろう。

今後、県が地域やPTA等に話し合いに行くことになっている。と要点だけを書いて

おりますが、そのような見解を示されました。 
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同様に小・中学校の統合問題についても、この計画の中でもっと踏み込んだ方

針を出したらいいのではないかという見解でした。 

それから、第２大島大橋についても、トンネル等であればいいのではないか。

第２大島大橋と言った橋を造るのは意味がないのではないかという回答で、災害

に対するライフライン等の確保については海上輸送等を考えた方がよいのではな

いか。 

次に大島病院のことについて伺いましたが、大島病院の建て替えについては療

養型病院と言うことでぜひとも必要ということで、建て替えが必要と言うような

見解でありました。 

それから、民間保育所について。民間に移管すると言う考え方はどうだろうか

ということをお聞きしましたが、早急な民間委託は難しいのではないかと言うご

意見でした。 

続きまして、１ページあけていただきますと、第２回会議の各委員さんの発言

に対する回答、右端には周防大島町の所管部の見解をそれぞれ挙げております。

これらにつきまして、基本構想の改訂なり引き続きます基本計画への反映をした

いということで書いております。時間がありませんので、ここにつきましては、

確認をしていただきたいと思います。 

以上のようなことから、基本構想について変更をしておりますので、変更箇所

について説明を申し上げます。各委員さんの席には、基本構想試案（審議会）と

したものをお配りしていると思います。次第の３、４、５ページと変更箇所があ

りますので、該当する箇所の説明を申し上げます。 

まず基本構想試案の１ページです。変更した箇所にはアンダーラインが入って

おります。１４行目、周防大島町総合計画という箇所にアンダーラインが入って

います。これは後ほど出てまいります（計画の名称）５案の一つの案を入れてお

りまして、「ひと まち きらり 周防大島町総合計画」に直しております。 

次に５ページです。６行目に「第１次産業離れによる第１次産業人口の減少が

顕著になり」というふうに直しておりますが、前は、「若者の農業離れと２種兼業

化により第１次産業人口の減少が顕著になり」農業だけではない漁業もあるとい

うことで、「第１次産業離れによる」というふうに書き換えております。 

 次に６ページ３行目、７ページ１２行目。「起債制限比率」にアンダーラインが

入っております。公債費比率と当初は入れておりましたが、最近は起債制限比率

を使うのではないかという審議会での意見に基づき変更しております。 

 次に１７ページ５行目。アンダーラインは「地方交付税の大幅な削減や国庫補

助負担金の廃止・縮減に見合った税源移譲がなされないなど」となっております

が、以前は「合併前の想定を大きく超えた」という表現が入っておりましたが、

合併からそれほど時間が経過していないのに「想定を大きく超えた」と言う表現

はおかしいという審議会での意見がありましたので、改正・変更をしております。 

 同じく１７ページ２１行目。「平成１５年の本町の合計特殊出生率は１．１２と
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深刻な少子化が」と入れております。これは審議会の中で、周防大島町の出生率

に言及した方が良いのではないかという意見がありましたので変更・訂正してお

ります。 

 次に２４ページの８行目。「１７５００人と設定します」と入れておりますが、

ここは「想定します」という表現だったんですが、これも審議会の意見で訂正し

ております。同じく世帯数、（４）の交流人口いずれも「想定」を「設定」に変更

しております。 

 次に３０ページ３行目。これは審議会でこのように訂正した方がいいんではな

いかと言う意見がありましたので、ここにありますとおり、「つくり育てる漁業を

通して資源の持続可能な資源管理型漁業の推進を図るとともに、流通・加工、沿

岸地域の環境保全など多面的機能に関する施策の充実を図り」と変更しておりま

す。 

 同じく３０ページ２１行目。「本町の基幹産業である農業や水産業の振興をは

じめ、商工業や観光などの活性化を図るとともに、産官学の連携や福祉・環境・

情報など成長産業分野での新たな産業の創出、企業立地や企業の促進など雇用機

会の創出・拡大に努めます」と入れておりますが、これは審議会で人口減少の歯

止め策を柱とする必要があるのではないかという意見がありましたので、従来の

記述に加えまして、若干、加筆・補充をしたということです。 

 次に３１ページ１４行目。義務教育の充実のところで、「さらに、過疎化・少子

化に対応した教育環境の整備を行い、適切な学校規模で切磋琢磨する教育を受け

させたいと願う親の要望に応えるため、地域の理解を得ながら学校統合を進めま

す」。これも審議会での意見で、一つは単式学級という表現が入っておりましたが、

この表現はどうだろうかと言う意見。それから「学校統合を検討」という表現で

ありましたが、これを「学校統合を進める」と言う一歩踏み込んだ表現に変更し

ております。 

 同じく３１ページ１８行目。高等学校教育の充実です。これについては、「特色

ある高等学校教育を推進し維持に努める」と言う表現でありましたが、平成１７

年７月４日に山口県教育委員会が平成１９年度から２１年度において久賀高校と

安下庄高校の再編統合及び田布施農高大島分校の募集停止を検討するという県立

高校再編整備計画が公式に発表されたということがありましたので、それに適合

しますように表現を「生徒の学習ニーズや時代の要請に応える特色ある高等学校

教育の実現に努めます」と「維持」という言葉を消して「特色ある高等学校教育

の実現に努める」という表現に変更しております。 

 次に３５ページ１３行目。「在宅ケアの充実など」と言う部分にアンダーライン

が入っております。ここは「医療サービスの提供など」という表現が入っており

ましたが、関係者団体インタビューの中で、在宅福祉について充実を求めるとい

う意見がありましたので、「在宅ケアの充実など」と変更しております。 

 次に３７ページ３行目です。「自治会や福祉団体などの自主防災組織の育成を
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図るとともに、非常時のライフラインの確保のための大島大橋の耐震化や海路の

充実など」という部分にアンダーラインが入っております。これは審議会で災害

時のライフラインの確保について重要ではないかと言う意見がありましたので、

非常時のライフラインの確保のための大島大橋の耐震化、海路の充実」と言う言

葉を補充しております。 

 次に同じく３７ページ９行目です。「また山や海に囲まれている本町では、地震

や暴風雨などによる土砂流出や高潮、河川の氾濫など自然災害による被害を最小

限に抑えることが重要なことから、適切な海岸保全事業や治山治水事業などの実

施など町土の保全に努めます」これはアンダーライン部分を新たに書き加えてお

ります。これは今日審議していただく基本計画の中の「防災対策の充実」の項に、

「町土の保全対策の推進」ということを挙げるようにしておりますが、その部分

の構想編での記述を追加したということであります。 

 次に３９ページ８行目及び１３行目。これは２つの項目を新たに追加しており

ます。審議会での意見を反映したものです。一つは、４番目の職員の意識改革と

人事評価制度の確立、もう一つは５番目の住民の目線に立った協働体制の確立。

ということで、いずれも重要なことではないかという意見がありましたのでここ

に加えております。 

 最後に４０ページです。アンダーラインは、「本庁方式への移行を目指します」

というふうに書いております。これは、行政改革実施に付帯する本庁方式への移

行を考えておるわけですが、今の分庁方式と総合支所方式の見直しと本庁方式の

移行を考えるということで、組織づくりということで今後の方針をここに示した

ものであります。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただ今、質疑について及び変更について説明がありましたが、これらについて

何か質疑がありましたら、これらについてご質疑がありましたら。前回の会議の

質問事項が調整、訂正されておるようですので、この協議事項２についてはこの

程度でしめさせていただきます。 

 次に協議事項３に入りたいと思います。総合計画の名称についてを議題といた

します。 

 これについては、庁内で５つに絞っておられますが、改めて資料が配布されて

おりますが、朗読して説明をお願いします。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 それでは、次第の６ページに、既にお配りしたものと同じものでありますが説

明いたします。 

 周防大島町総合計画について、まちづくりの将来像は「元気 にこにこ 安心

で２１世紀にはばたく先進の島」ということで決まっておりまして、これとは別

に、計画の名称・愛称をつけたいということで庁内全部で２６案出てまいりまし

た。それを総合政策課で選考しました。選考の考え方は、一つはまちづくりの将
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来像は非常に長い表現になっておりますので、少し短めの表現が良いのではない

かということ。それから、審議会の中で意見がありましたが、プランとか計画と

か、物語という表現も中には入れておりますが、計画を意味する表現があった方

が良いのではないかという２つの視点から選考しております。 

 第１案について、「夢 かがやき 元気 未来の島づくりプラン」。周防大島町

が未来への夢のある、輝きのある元気のある島をつくるためのプランと言う意味

です。 

 第２案は、「夢 未来 周防大島ハイマートプラン」。周防大島がかなえてくれ

る夢・計画又は未来永劫まで続くふるさと、ハイマートと言う表現がありますが、

これはドイツ語でふるさとや故郷を指すということですがそれを創るためのプラ

ンという意味です。 

 第３案は、「笑顔であえる周防大島 活力プラン」。少子高齢化が進む周防大島

町において、住民が笑顔と活力に満ちた生活を送ることができる町づくりプラン

の意味です。 

 第４案、「ひと まち きらり 周防大島町総合計画」。住民一人一人が健康で、

明日への希望と向上心を持ちながら生き生きと輝き、周防大島町が光り輝き、満

足度の高い住民生活が営まれる町づくりを推進すると言う意味です。 

 第５案、「周防大島まちづくり物語 元気 にこにこ 安心」。町づくりは過去

から現在、そして将来へと熱い思いを語り継ぎ、夢を形にしていく正に夢物語で

あり、将来の将来像の子供からお年寄りまでの全ての住民が、元気で笑顔で安心

して暮らすことの出来る町づくりを推進するという意味合いを持っています。 

 以上です。 

○会長(平原 暁) 

 今あらためて説明があったとおりですが、いかがいたしましょうか。できれば

この審議会で１案にまとめたいのですが。これは５案ありますので、思い思いが

異なり、また、それぞれ分かれるかとも思われますが、 

 何かこの5案についてご意見や質疑等ありますか。 

○委員(嶋元 貢) 

 はい、嶋元です。 

 この総合計画の題については、まず１、２、３、５案については、これだけで

は総合計画は表せない。必ずサブタイトルに「周防大島町総合計画」と書かなけ

ればならない。例えば、こういう冊子を作る場合でも、４案以外でしたら、全部

この下に小さい字でもサブタイトルを付けないと何のことか分からないんです。

もう一つ、口頭で周防大島町の総合計画を説明するときに、今のように１、２、

３、５案ですと、周防大島町の総合計画であるという説明を必ず加えないといけ

ない。言葉で説明をする時でも、総合計画という表現がないと分からないですか

ら、４案以外はですから口で説明するときも言わなければならない、文書にする

時でも必ずサブタイトルをつけないと意味が分からないですよ。ですから４案の
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「ひと まち きらり 周防大島町総合計画」ならサブタイトルもいらないし、

「ひと まち きらり 周防大島町総合計画」なら口頭で説明する場合でもそれ

で済む。皆さんのご意見は分かりませんが、少なくとも１、２、３、５はそのよ

うな欠点があると思います。  

○会長(平原 暁) 

 ただ今、嶋元委員さんよりタイトルについて色々意見がありましたが、その他、

ご意見、ご質問がありましたらどうぞ。遠慮なく。 

 今の嶋元委員さんのご意見について事務局で意見について何かございますか。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 嶋元委員さんの説明は、「総合計画」と言うのが一番端的に表現されているとい

うことですが、他町の総合計画をあたっても、プランとかデザインとか、総合計

画というのを別に表示をして、プランと言うふうになっておりますので、この表

現であれば、嶋元委員さんがおっしゃるようにスッキリした表紙が出来るのでは

ないかと考えます。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 名称の５案について、他にご意見等ございませんか。 

 今の嶋元委員さんの発言から言いますと、賛成とか反対の意見がないと。それ

ともこれはこういうふうにして欲しいという意見があると思いますが。 

○委員(村元 和枝)  

 村元です。 

 私も嶋元委員さんの意見に賛成です。と言いますのは、私もこの５つの案を家

で見た時に、第４案が一番ゴロも良いような気がしますし、周防大島町総合計画

というのがイメージ的に固い感じがしますけど、「ひと まち きらり」と言うひ

らがなの柔らかい言葉がついているので、バランスも非常に取れているんではな

いかと思いました。もし投票になるんであればこの第４案に投票しようかと思っ

て来ましたので賛成です。 

○会長(平原 暁)  

 ただ今、村元委員さんから第４案に賛成と言う声が出ましたが。他の方は黙っ

ておられますが。 

○委員(新山 玄雄) 

 今の事務局の説明でも、周防大島町総合計画というのが入った方がいいわけで

すかね。たぶん他の色々な総合計画のネーミングは研究して出しておられるんで

しょうから、「ひと まち きらり」と言うのは最初の原案にもあったんですから、

それはそれでいいと思いますけど。賛成です。 

○会長(平原 暁)  

 第４案に賛成と言う声が増えてまいりましたが。 

○委員(尾野 亜紀子)  

 私も第４案に賛成ですが。すでに、「名称としてふさわしい名称を一つ選んで記
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入してください」という文書が入っておりましたので、やはりそれを生かしたあ

とで決めた方がいいのではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○会長(平原 暁)  

 今、４案に賛成ではありますけれども、一つ選んできてくださいという意味の

文書が入っていたので、それを先にしてからと言う声も出ましたが、皆さんどう

でしょうか。 

 私は、これまであのようにありましたけど、４名の方から第４案に賛成という

ような声でございますが、満場一致で決められたら一番スッキリしていいんです

が、他に意見がありましたらどうぞ出してください。 

○委員(村田 岩治)  

 私も第４案を腹案でもってきております。賛成です。理由としては、１番にし

ようか４番にしようかと言う感じがあったんですが。第２案の「ハイマートプラ

ン」これは一般的には分かりません。注釈がつけばここにあるとおりで分かりま

すが。第３案の「笑顔であえる周防大島」これもよく分かるんですが、じゃあ今

まで笑顔で会っていなかったのか、反語としてですね。第５案は「周防大島まち

づくり物語」、もう物語は長くなりましたですね。どこに行っても何とか物語で。

今日ちょうど柳井に行ったんですが、防予汽船の「○○物語」が出ておりました。

そういう意味で第４案に賛成です。 

○会長(平原 暁)   

 今第４案に賛成と言う声が出ました。 

 それではお計りいたします。第４案に決定したいと思いますが、賛成の皆さん

の拍手を求めます。 

  《 拍  手 》 

 拍手が若干多いようですが。 

 拍手のない方はこれで決定してよろしいですか。声がないということは、賛成

と言うことになるんですが。 

 これですから、投票をしてバラバラになってくると、町民に対する審議会が名

前がバラバラであったということになれば今後に影響してくると思いますので、

あらためてもう一度、第４案に賛成の方の拍手をお願いします。 

  《 拍  手 》 

 ありがとうございました。賛成多数で第４案に決定をさせていただきます。 

 事務局もよろしいですね。今の第４案で。 

 それでは、次に審議４の基本計画素案についてを議題といたします。これは関

係する部長さん、課長さんも出席されております。詳しく全体を説明をお願いし

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。失礼ですが座って説明させていただきます。 

 資料につきましては、事前に配布しました、基本計画素案と次第７・８ページ
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の関係団体インタビューという形でお付けしておりますので両方参考に見ていた

だいたらと思います。なお、この計画編全てを説明しますと大変長い時間を要し

ます、よって大変失礼ではございますが、要点を絞って説明をしたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 それでは、計画編の方で１ページあけていただきたいと思います。表紙の裏に

目次を載せております。今回の基本計画については、第１章としまして目的及び

期間、第２章として各論ということで、“元気 にこにこ 安心”という形で構成

をしております。そして、第３章で行財政課題の対応と言う形で、３つの章にわ

たって書かせていただいております。 

 それでは、まず第１章として、目的及び期間ということでございますが、この

基本計画につきましては、基本構想の計画期間１０年のうちの前期の５年間にお

ける施策の方針、具体的な主要施策、主要事業及び政策指標を総合的、体系的に

示すということです。計画期間としまして平成１８年度から平成２２年度までの

５年間としておるところです。 

 それでは２ページです。第２章各論。第１節元気のあるまちづくり。産業振興

部分です。先ほどの策定の経緯のところで説明いたしましたが、関係団体のイン

タビューということで、まず次第の８ページをご覧ください。６月２８日に山口

大島農協で平井組合長さんをはじめ協議をいたしました。その中でやはり担い手

の確保が最大の課題である、営農塾や帰農塾の取り組みが現在なされております、

認定農業者の年齢を引き上げてもらうように要望しておるところであります、そ

して農協としては現在生産量が減少している現状で平成１８年産から６つの選果

場を３つの選果場にします。そして平成２２年からは１ヶ所に集積をするという

計画を持っています。よってその現在６つある選果場の跡地利用を考えていただ

きたいという意見が出たところであります。そういったことを踏まえまして、ま

ず、１の農林業の振興です。今回の書き方としては、現状と課題、基本方針、こ

こについては基本構想編の考え方を踏襲すると言うこととしております。施策の

体系ということでその下に主要施策ということで書いております。これまでの総

合計画におきます基本計画の内容で言えば、従来パターンはこの主要施策までで

基本計画編が構成されておるというのが実情であります。今回はこれに主要事業、

この総合計画の目玉のとしての政策指標というものをお付けをしているところで

すが。なぜ、この主要事業を付けているのかということになると思いますが、今

回は新町建設計画との連携・整合性を図ると言うことで、新町建設計画において

は主要事業の項目を掲げていたということもありますので、この度の基本計画に

は事業も掲載しております。また、先の審議会でもお話しましたが今回の総合計

画においては行政評価という部分を目玉として考えたいということで、政策指標、

要はこれから目指す町づくりの方向を数値目標で示しましてその達成率を評価し

ていくといった形の考え方で政策指標を載せております。今回政策指標につきま

して、１９９０年、２０００年の２つの１０年スパンの実績と、それから前期計
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画の目標年であります２０１０年ということで目標数値を掲げているところです

が。実際に政策指標を作るときの考え方の中で、この１０年のスパンは長すぎる

のではないかという意見もあり色々検討しましたが、県の総合計画は１９９８年

に作っておりますが、その時やはり県もこういう形の政策的な指標をある程度作

っております。そのときの実績数値の求め方が、１９８０年、１９９５年そして

２０１０年、県は１５年スパンで作っていたというということで、今回我々とし

ては、１９９０年、２０００年の実績と２０１０年の目標数値を掲げるという考

え方で作っております。この流れにつきましては、ほぼ全ての項目についてこう

いう流れで書かせていただいております。一部政策指標がどうしても今日の会議

までにこれと言った数値で表すことが難しいという部分については指標がないと

ころもありますが、その点はお詫びを申し上げます。 

 それでは若干「農林業の振興」から説明させていただきます。まず、本町の農

林業につきましては担い手の減少、就業者の高齢化、生産構造の脆弱化が進行す

る中で、農産物価格の低迷、耕作放棄地の増大という大きな課題があります。そ

ういう中で農地流動化や基盤整備、担い手の確保、生産、流通、土づくり、農村

環境整備といった複雑多岐にわたる諸課題に対して農林業者や関係団体、行政が

有機的な連携を保ちながら具体的な行動目標を掲げて取り組むことが求められて

いる。そういう中で主要施策としては、担い手の育成・確保、生産基盤の整備、

大島みかん産地再生プランの実践、地産地消の推進、グリーンツーリズムの普及、

有害鳥獣駆除、やまぐち森林づくり県民税の活用という形で施策については書い

ております。指標につきまして主だったところを載せてありますが、実際には指

標として成り立たないのではないかと思われるように、数値が、例えば耕作面積

や作付面積で、２０００年で柑橘作付面積が１４４８ｈａが２０１０年７３２ｈ

ａと半減しておるという部分もあります。ここの数値目標についての質疑につき

ましては、後で担当部長、担当課長からお答え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。 

 それでは６ページ水産業の振興です。水産業につきましては、関係団体インタ

ビューの７ページに大島郡漁協組合長集会の安下庄漁協組合長の村田さん、浮島

漁協、東和漁協の３漁協の組合長さんにお集まりいただきまして協議した内容が

載せてあります。この中での主な内容としては、行政に頼るだけでなく漁業者が

自立するような意識改革・経営改革が必要であるということ、海底清掃等等の個

別的な問題についても意見をいただきました、これについては担当課にきちんと

お届けしております。ブルーツーリズムそのものの考え方についてきちんとした

ものを作りなさいという意見。魚価安を改善する施策が欲しいという多くのご意

見をいただきました。担当課の方にはきちんと報告をしておるところであります。

そのような状況の中で水産業の振興。まず、水産業についても漁業就業者の減少・

高齢化、周辺水域における漁場環境の変化による漁獲量の減少、輸入水産物増加

における魚価の低迷という大変厳しい状況にあります。後の部分については資源
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管理型漁業の推進が第１点にくる必要があるということからこのように書いてお

りますが、担い手の育成、漁業経営の育成・改善に取り組んでいく必要があると

いった現状と課題を分析しております。主要施策としては、資源管理型漁業の推

進、生産基盤の整備、魚価安という問題がありましたので儲かる漁業の推進と言

う形で書いております。それから、ブルーツーリズムの推進について、このブル

ーツーリズムについても、あくまでも都市住民の交流と言うことではなくて、ま

ず漁業者の漁家所得の向上と合わせて交流によって、また観光等のタイアップに

よって地域の活性化を目指すと言う書き方に変更させていただいております。政

策指標については、漁獲量、漁業経営体数という形で数値を入れさせていただい

ております。 

 次のページ、商工業の推進です。商工会とも協議を行っております。商工会は

平成１８年４月に合併して本所は久賀に置くということと、商工業の振興はやは

り第１次産業の発展が商工業の発展につながるということ、やはり商工業者自ら

の意識改革が必要であると言う意見をいただきました。よって、現状と課題とし

ては、本来は商店街と言うのは、町内外の方が集まる交流の場であるわけですが、

現状は車社会の進展、消費者ニーズの多様化、近郊の大型店の進出などにより購

買力が流出し、商業機能を担う中心的役割は変化し、空洞化が進んでいる。それ

に対して対応が必要であるという書き方としております。主要施策としては商店

街の再生、地場産業の振興という形です。政策指標としては商工振興事業補助金、

商店街販売実績等について書いております。 

 少しとばしますが、１６ページ義務教育の充実について。ここについては、先

ほど基本構想の中でもありましたが、過疎化・少子化により児童生徒数が減少す

る中で、多くの学校で小規模化を招き学校の活力が失われていると言う状況の中

で、適切な学校規模、適正な通学区域の設定など、学校の適正配置、教育環境の

整備が大きな課題となっておる状況の中で、主要施策として、自ら学び自ら考え

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、

教育環境の整備と学校の適正配置という形で書いております。 

 １９ページ、高等学校教育の充実についても、基本構想の中でも説明しました

が平成17年7月4日に山口県教育委員会が県議会の方に、久賀高校と安下庄高校の

統合、田布施農高大島分校の生徒募集の停止ということを実際に打ち出したとい

うことで、学校の再編統合があると言うことが大きな課題になっています。ここ

では、中高一貫教育を進めます安下庄高校、福祉科を持つ久賀高校、園芸生活科

を持つ田布施農高大島分校がそれぞれの高校で培ってきた教育活動の特色やその

実績を発展的に活用しながら、生徒の学習ニーズや時代の要請に応える特色ある

学校教育の実現に努めるという考え方で書いております。施策として、特色ある

学校づくりの推進では、・・再編後の跡地有効活用を図るとい形でを書いておりま

す。 

 ２１ページ社会教育の推進。ここでは住民一人一人が学習を通して自立をして、
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ひと・まち・文化が共生できる地域社会の実現を目指した魅力ある社会教育の推

進が求められるという状況の中で、社会教育推進体制の整備という形で書いてお

ります。指標としては主に図書館の冊数、社会教育施設の利用者数という形で書

いております。  

 ３３ページ。循環型社会の創造ということですが、21世紀が環境の世紀と言わ

れる中で、環境問題の対応が求められているということで、本町においては今年4

月に廃棄物循環型社会を構築するための目標施策を記載した循環型社会形成推進

地域計画を策定しておるところです。また、本町は柑橘栽培や漁業等の第1次産業

が盛んな地域ですので事業系一般廃棄物であります、有機性廃棄物については、

バイオマスリサイクルの推進が必要であると言うことであります。一番下にはク

リーンエネルギーの導入について書いております。主要施策についてはゴミの減

量化・資源再利用化の推進、リサイクルセンターの整備併せて最終処分場の整備、

し尿処理施設の整備、ゴミ処理施設の整備、クリーンエネルギーの導入、という

ことで政策指標としては、住民一人当たりのゴミの排出量、リサイクル率、最終

処分量と言う形で記載しております。 

 次に４１ページ上下水道の整備です。本町簡易水道の普及率は８６．９６で約

８７％という状況ですが、町域の一部には未普及地域があるわけですが当面は新

たな整備計画はしないと言うこととしておりますが、離島の浮島においては恒常

的に水不足を来たすことから海底送水管布設による給水が必要となっていると言

うような現状があります。合わせて、簡易水道においての今後の課題としては、

経営の健全化がまずもって大きな課題であります。下水道については１７年３月

末で３５．４％の普及率でありますが、特に下水道については工事そのものが長

期にわたるもので、多大な経費を必要とすると言う部分がありますが、町づくり

や環境保全においても必要不可欠な事業であることから、経営の健全化に努めな

がら、計画的効果的な整備を図る必要があるということを書いております。上下

水道とも経営の健全化といった部分が大きな課題となるということです。主要施

策としては、おいしい水の安定供給と健全経営、下水道整備計画の策定、下水道

の整備と健全経営という形で健全経営を前面に出すと言う形の書き方をしており

ます。 

 ５３ページ地域医療の推進です。次第の７ページです。大島郡医師会の嶋元先

生と６月２７日に協議を行っております。この中でご意見としては、在宅福祉を

第１に考えないと町財政が持ちませんよということ。やすらぎ苑の増床は今の段

階で考えるべきではないのではないでしょうか、社協の予算の拡充も考えて欲し

いという意見がありました。それらを踏まえて現状・課題、基本方針を書かせて

いただきました。まず現状と課題で、本町には病院が５病院４４９床、診療所１

６箇所３８床、歯科については診療所が１０箇所ある。診療所はかかりつけ医と

して、病院は１次医療機関として地域医療を確保し、安心して暮らせる地域社会

を保証する重要な使命を担っている。そのような中で町立病院は昭和３４年に大
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島郡国保診療施設組合として誕生し、合併とともに公営企業局となりました。そ

のような状況の中、医療の質の向上を目指しているところですが、交通環境の向

上や住民の大病院・専門病院志向等によって患者数が減少しているという状況の

中で病院経営の健全化が求められている。合わせて昭和４２年に建設された町立

大島病院は老朽化が進んでいるほか保険診療報酬制度の改正による療養型病床群

への転換の面からも早期に移転新築が必要であるということを書いております。

よって基本方針は、後段に書いておりますが、町立病院と各医療団体との連携を

強化し、高度医療や救急医療体制を充実、さらには、在宅ケア・地域リハビリテ

ーションの推進や介護老人保健施設の拡充や保健福祉介護と連携した医療サービ

スの充実による総合的・包括的な地域医療推進体制の整備を推進するということ

を書いております。主要施策として、保健医療福祉のネットワーク、在宅ケア・

地域リハビリテーションの推進についてという部分で後段にリハビリテーション

及び在宅ケアを推進するとともに早期の家庭復帰を目指す介護老人保健施設の計

画的な増床を図るということを書いております。高度医療の推進、大島病院の移

転新築、病院経営の健全化という形で掲載しています。医師会から意見のありま

した、老健のベッド数の問題については現段階ではやすらぎ苑の増床を踏まえて

挙げておるものです。それから、病院経営の健全化という面から後段の政策指標

については病院の医業収支比率、医業外収支比率等を載せております。 

 ６５ページ防災対策の充実。ここでは平成15年12月17日に21世紀前半にも巨大

地震が発生する状況にあると懸念されます東南海・南海地震防災対策推進地域に

指定されているということで、早急な地震対策、津波対策が必要になっていると

いうこと。合わせて昨年から相次ぐ台風の来襲によって住民生活や産業に甚大な

る被害をもたらしているということから、東南海・南海地震の切迫性や台風など

の自然災害から住民の生命・財産を守り安心して暮らせる町づくりを行うという

ことが本町の最重要課題となっているというこです。基本方針では、前回の審議

会で第2大島大橋というご意見がありましたので、非常時のライフラインの確保の

ための大島大橋の耐震化、海路の充実ということを記載しております。主要施策

について、地域防災計画の策定、防災行政無線の整備、防災体制の強化、防災意

識の高揚、耐震診断の実施、そして町土の保全対策の推進という部分で大島大橋

の耐震補強対策を引続き県に要望するということを書いております。政策指標に

ついては、主には自主防災組織数、防災行政無線の子局・個別受信機の設置率と

いう政策目標を掲げております。 

 次に７２ページ。公共交通対策の推進です。次第の７・８ページをご覧くださ

い。関係団体インタビューの医師会から、町立病院の患者輸送バスが町立病院の

受診時のみ利用できて他の医療機関の場合利用できないのは不公平であるという

ご意見。８ページ山口大島農業協同組合からは、農協支所の統廃合で組合員が買

い物できなくなったということで買い物バス等の要望があり是非町営バス等の検

討を行って欲しいというご意見をいただいております。色々なところから、バス
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路線の維持とともに新たな交通体系をというご意見が大変強い状況ですので、最

後の章に公共交通対策の推進ということを記載しております。主要施策としては、

公共バス路線の維持、コミュニティバスシステムの検討、離島航路の充実、海上

交通の充実ということを記載しております。 

 ７５ページから第３章として、行財政課題の対応ということです。この章から

は今回総合計画とセットで策定しております行財政改革大綱の大綱部分をほぼお

付けをしていると言うことでご理解いただきたいと思います。そのような中で、

今回の合併は行財政基盤の確立というのが大きな目的であったわけですので、行

財政改革の必要性を書き、２番の基本方針では、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、住民との協働による新たな行政サービス提供体制の確

立、成果型重視の行政経営の推進と言う形で基本方針を書いております。78ペー

ジから具体的方策として、自主自立の周防大島町づくりという部分で、財政健全

化計画の策定、受益者負担の適正化、定員適正化、公共工事コストの縮減、現在

公共事業再評価委員会ということも検討しておるところです。2番の住民との協働

による新たな行政サービス提供体制の確立は、情報公開の推進と透明性の向上、

住民の目線に立った協働体制の確立ということで、今回この審議会を経ましてご

意見をいただきましたうえで修正を加えて、８月からは住民からのパブリックコ

メント提言募集を行っていきたいと考えておりますが、そのようなパブリックコ

メント制度の推進という考え方を載せております。3番の成果型重視の行政経営の

推進。これは、今回の総合計画の目玉でもありますが行政評価システムの導入、

プラン・ドゥ・チェック・アクションＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行政

評価システムを導入する。職員の意識改革と人事評価制度の確立、職員提案制度

の導入、住民サービス向上と効率性が共存できる組織作りという部分では分庁と

総合支所機能の見直しを行い本庁方式への移行を目指すということと、今回の計

画では、老朽化している東和庁舎については移転新築を行うと言うこと書いてお

ります。それから公共施設適正配置指針の策定、指定管理者制度の導入、電子自

治体の構築という形で書いております。最後８２ページに新町建設計画の推進。

平成１６年に大島郡合併協議会で策定しました新町建設計画は合併特例債などの

財政支援措置が講じられるのは新町建設計画に位置づけられた事業ということで

すので、この総合計画の推進に当たりましては新町建設計画との整合性を図りな

がら、その中で計画的・重点的な施策・事業の推進が必要であるということを書

いております。合わせて、新町建設計画において、8つの重点プロジェクトがあり

ましたが、これらも引続き推進を図るというふうに書いております。 

 以上です。 

○会長(平原 暁) 

 説明が終わったところで１０分間、２時５０分まで暫時休憩いたします。  

 

 《 休   憩 》 
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○会長(平原 暁) 

 それでは再開をいたします。 

 通しの説明を受けましたが、質疑は節ごとに行いたいと思います。 

 ここで申し上げますが、言うまでもなく挙手をして氏名、質問のページを述べ

て、そして質疑をしてください。また、答弁者の方は部・課長名を述べて、そし

て答弁をしてください。 

 それでは、これより質疑に入ります。第１節から、２ページから１３ページま

で。質疑はございませんか。 

○委員(村田 岩治) 

 安下庄漁協の村田でございます。 

 先ほど説明がございましたように、新しく「政策指標」という指標が出ており

ます。当然この計画が５カ年計画ですから、２０１０年の目標というのは５年後

を一つの指標として出したものと思います。なかなか３年先が見えない世の中で、

指標そのものも信憑性の問題等々色々あるわけですが、町におかれましては色々

な角度から検討されて、この目標の数字を出したものと思います。それに対して

とやかく言うわけではないんですが、各般にわたって指標が出ておることでござ

いまして、水産だけではないんですが。そこらへんの予測数値の背景と言うか根

拠と言うか、これは統計でもないし、県の何かを参考にしたのか、それとも独自

で算定したのかそのへんがよく分かりません。全般的に係る数値ですので、この

予測数値の根拠と言いますか、どうしてこうなったのかということが一つ。当然

これは目標ですから、色々な現状と課題があるし、基本方針があるし、施策の体

系があるし、それを受けて主要施策なり主要事業を行っていくという計画そのも

のですけど、それをそういう施策を行っても、５年後農業・漁業等におきまして

は、問題が多岐にわたっていて、それがあってもこのような目標数値になると思

うんですが、考えるんですが、それで間違いないんですか。と言いますのは、目

標は目標ですから、現状のまま過去の実績を、自然的に推移したらこうなるのが、

５カ年計画の５年後の２０１０年の目標ではないと思うんですが、ここらへんも

う一度再確認したいわけです。これは各般にわたって数値というのは難しいだけ

にそこら辺の根拠を明確にした方がどんな質問が出ても答えられるんではないか

と感じております。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただ今、村田委員さんから、この目標数値等についての質問がございましたが、

どの課で答弁していただけますか。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 今答弁ということでよろしいですか。 

○会長(平原 暁) 

 まとめて質問をうけると分からなくなるでしょう。 
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○産業建設部水産課水産振興班長（政田 光浩） 

 水産振興班の政田と申します。本日は課長が所要のため欠席しておりますので

代理でまいりました。座って説明させていただきます。 

 水産関係で申し上げますと、漁獲量と漁業経営体数という形で挙げております

が、数値の根拠につきましては、１９９０年、２０００年については農林水産統

計の実績に基づいております。そして２０１０年の目標ということですが、この

まま単純に推移しますと、この目標数値を下回るような数値になってしまいます。

色々な施策に取り組みながら、減少幅をできるだけ食い止めていきたいという数

字として目標数値を挙げております。明確な根拠と言うわけではないのですが希

望的な数値ということで挙げたものです。 

 水産については以上です。 

○産業建設部農林課農林振興班長（奥村 正博） 

 農林課農林振興班班長の奥村と申します。よろしくお願いします。私の方から

は農林業の振興ということで、ページで言いますと５ページの政策指標について

説明させていただきます。失礼ですが座って説明させていただきます。 

 まず、認定農業者数ですが、２０００年については実績数値です。２０１０年

の目標ですが、これは２００４年の実績数値が５６名で合併直後の数値が５６名

となっておりまして、それから４名増ということで２０１０年は６０名と見込ん

でおります。 

 それから、耕地面積については、１９９０年、２０００年につきましては農林

水産統計の数値で入れております。２０１０年につきましては、農業振興地域整

備計画というのがありますが、この数値から算出しております。 

 次に、農地流動化面積について、これは２０００年の実績から２０１０年の目

標数値を推定して予測しております。 

 続いて、柑橘作付面積ですが、１９９０年、２０００年とも実績数値で入れて

おります。２０１０年につきましては数値が大幅に減少しておりますが、上に書

いてあります主要事業の「大島みかん産地再生プランの実践」というところがあ

りますが、大島みかん産地再生プランというものが２０１０年の目標数値がこの

ような数値が挙がっておりますので、そちらとの整合性をとってこのような数値

を挙げさせていただきました。 

 次に、出納作付面積について、１９９０年、２０００年とも実績数値で挙げて

おります。２０１０年の目標につきましては、推定により１５０haということで

挙げさせていただいております。 

 危険ため池未整備箇所数、農道整備済延長、かんがい排水路整備延長、林道整

備済延長、この数値につきましては、実績数値から挙げさせていただいておりま

す。 

 農林業関係につきましては以上です。 

○会長(平原 暁) 
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 他にございませんか。新山委員。 

○委員(新山 玄雄) 

 新山です。 

 地産地消ということで４ページです、これはご報告もあるんですが、議会の方

でも特別委員会の小委員会を作りまして、地産地消の推進の特別委員会を作って

おります。やはりこういうことをきめ細かくやっていかないと実効が上がりませ

んので、色んな団体やグループがあろうと思いますけど、そういうものと連携し

ながらそれを進めていかないと、ここに書いてありますが、福祉施設や病院、学

校、そういう公共の施設がありますが、そういうところが積極的に大島で地産し

たものを活用してやるという、具体的に取り組んでいかないとこれはおそらく絵

に描いたモチになりますので、是非お願いしたいと思います。 

 それと１２ページ、１３ページ。これは私がずっと主張させていただきました

が、人口定住ということでこのような欄を設けていただいて本当にありがとうご

ざいます。働く場のということが前提になりますけど、人が住むためには、ここ

にも労働環境の改善・向上とか人材育成とか書いてありますけど、総合的な取り

組み、持続的な取り組みということが大事で、これは以前も話しましたけど、大

島の場合は、人口のセッティングなんかも色々見方もあるでしょうが、激減です

よね、これから２００７年から日本の国自体が減っていくわけですから、その中

でも周防大島は非情な急カーブで減っております。今まで以上の努力を皆が力を

合わせて、知恵を出してやらないとダメなので、この基本計画の柱になると思う

んです。そのために総合的に住宅の問題とか保育料や、介護の問題とか子育て支

援とか育児休暇とか働く条件とか農地を提供するとか色々なことがあります、だ

からそういうことをちゃんと周防大島町として内外に打ち出せるような施策をこ

れから呈かしていかないといけないので、そのベースとなるための計画ですから、

そういう方向性をもってこれから進めていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○会長(平原 暁) 

 今のは命令であり、報告であり、質問であるような格好ですが。あるいは、「人

口定住」これについて、農林関係で今の質問に対する何か答弁はありますか。 

○産業建設部農林課農林振興班長（奥村 正博） 

農林課農林振興班班長の奥村です。 

今の地産地消の関係につきまして、ご報告をさせていただきます。本日JAの安

下庄支所におきまして、周防大島町内では４ヶ所目になりますが、産直コーナー

を立ち上げるといことをやっております。旧大島町のAコープ小松店、三蒲店、そ

れからAコープ久賀店に続いて４店舗目になります。他の店舗の実績を見てみます

と大変盛況と言うことで、このままドンドン伸びていったらとＪＡ、町とも考え

ております。以上紹介しておきます。 

○会長(平原 暁) 
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 １３ページまでで質問はございませんか。 

 植谷委員。 

○委員(植谷 樂)  

 植谷でございます。 

 １３ページでございます。人材の育成と言うところでありますが、私はこの人

材の育成も大事ですが、今もう既に沈没しかかっている大島郡ですから、活用と

言うことが一番大事ではないかと思います。大島郡で働き盛りの６０代７０代の

方が、今大島を愛し、大島を元気付けるためにIターン、Uターンをしてくださっ

ています。団塊の世代の方たちです。この方たちに、もっと力と知恵を、技を出

してもらえる仕組みづくりを急いでいただきたいと思います。今私達大島で育っ

た者だけの知恵ではなく、外から帰った世界に通用する技や人脈をもっている方

の発言や実行していただく場を作っていただく仕組みづくり、人材の育成と活用

をよろしくお願いしたいと思います。 

○会長(平原 暁) 

 人材の育成もさることながら、活用と言うことも加えて欲しいと言う意味の質

問でしたが。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 そこはそのように書かせていただきたいと思いますので若干加筆をさせていた

だきます。 

○会長(平原 暁) 

 他にございませんか。 

 ないようですので、第２節 １４ページから４９ページまでにいきます。質疑

はございませんか。 

 植谷委員。 

○委員(植谷 樂)  

 ４９ページです。男女共同参画 審議会への女性登用率ですが、２０００年が

１０％で、１０年後１５％。１０人いれば１．５人、目標は高く３０％にしてく

ださい。 

○会長(平原 暁) 

 ただ今、植谷委員から４９ページの男女共同参画政策指標の目標を高くして欲

しいと言う質問でした。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 まず、男女共同参画については、この章であるとおり男女共同参画プランとい

うものを策定していく中のひとつの考え方として、審議会等へ女性の登用率とい

うものがあります。今回目標設定として１５％を３０％という話ですが、色々な

ところの計画がありまして、県の計画等もあります、いきなり２０００年から３

倍と言うのも正直なところ難しいところもあるかと思いますが、審議会等への女

性の参加率と言うのは一つの課だけにまたがる話ではなく、庁舎内で調整のうえ
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で目標数値の設定と言うものも考えてみたいと思っておりますのでご理解いただ

きたいと思います。 

○会長(平原 暁) 

他にございませんか。 

○副会長(山崎 敏勝)  

 ２６ページの政策指標で、スポーツ行事数の２０１０年ですが、２０００年の

７５件を、７０件に落とすわけなんですが、ここで政策指標でわざわざ落とす理

由は何故か、ここに掲げる以上はその理由があると思うんですが、このことにつ

いて現状や課題の中で記述するべきではないかと感じております。落とすことは

構わないと思うが、なぜ落とすのか、それを政策指標にまで掲げないといけない

のかという疑問を持っております。 

 それと４６ページですが、前回新山委員さんからも出ておりますが、ここで、

防災上からも、携帯電話の受信の難地域の解消を図るということは大変重要では

ないかと思っております。これはやはり１００％くらいの目標にもっていくと言

うような政策指標を持たれたらいかがでしょうか。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 今、山崎委員から、２６ページの政策指標の目標を落とした理由は何か。４６

ページの難聴地域については目標を上げるべきではないかという質問ですが。 

○教育委員会社会教育課長（鍵本 一和） 

 社会教育課長の鍵本です。 

 ２６ページの山崎委員さんのご質問にお答えします。４町が合併しましてそれ

ぞれのイベントを今整備・統合しているところです。大島郡体育協会等そういう

団体におきましても色々な行事を見直しを行っておりまして、今ご覧のように７

５を７０に下げたところであります。実際におきまして、平成２２年、２０１０

年には人口的にも約４０００人程度減ると言うことが考えられます。行事を取捨

選択いたしまして、なるべく参加していただくと言うことで、行事的には若干減

らしておりますが出来るだけ盛り上げていきたいと考えております。以上です。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 それから、携帯電話について、目標率を１００％を目指すべきではないかとい

うご意見がございました。できるならばそういう数値目標を掲げたいと思います

が、現在民間事業者の方が携帯電話の範囲、いわゆる鉄塔を建てると言う部分に

ついて、私達が受けている情報では行政側がかなりお金を出さないと事業者側で

建てるという状況にないと聞いております。行政側だけの考え方だけでなかなか

進められない部分がありますので、そこは協議をさせていただいたうえで政策指

標に盛り込みたいと思っております。 

○副会長(山崎 敏勝)  

 今のスポーツの関係ですが、私は行事を減らすことに何ら異議はないんですが、

そうすることの重要性ということは、現況と課題とかそういう中で捉えて政策指
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標に書かれるとか、もしそれがないんだったら政策指標の中で掲げる必要がある

のかなと感じておるんですが、そのへんも検討をいただいたらと思います。 

○会長(平原 暁) 

 今の件は、検討してくださいということですので。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 分かりました。 

○会長(平原 暁) 

 他にございませんか。 

 ないようでございますので第３節に入ります。５０ページから８２ページ終わ

りまでです。質疑はございませんか。 

○委員(長久 和雄)  

 長久と申します。 

 ５７、５８、５９ページ、障害者福祉、老人福祉のことですが、私は詳しくは

知りませんが、障害者とかそういった方には手帳が交付されますよね、そういう

方にはある程度、町や県や国からかなりの助成とか援助があってかなりバックア

ップというか守られておると思いますけど、特に周防大島町は老人に対するそう

いう福祉は素晴らしいものがありまして、そういった力的なものも少しは身体障

害者に対して回していただきたいと言う点が一つと。障害者の方は守られていま

すけど、障害者手帳までは貰えない、私達健常者とは違うという方たちがこの大

島にもかなりの方がいると聞いております。それはなぜかと言いますと、その程

度の高い低いがありますけど、職安から職場の斡旋的なもので職安からよく話し

に来られます。そういう方たちはある程度は働く場所も探すことが出来るんです

が、程度の低い、手帳まで交付されない方たちが結構いらっしゃって、職安の方

もそういう方たちの職場の斡旋までは難しいということで、そのような方もいら

っしゃるようです。そういう方たちに対してせめて周防大島町で何か守っていく

仕組みはできないものかという点を考えていただきたいと言うこと。 

また、そういう方たちが何人ぐらいいらっしゃるのかなということで数値を探

しておりますが、何人くらいの方がいらっしゃってどういう状況か調査していた

だいて少しは守ってもらいたい。 

またそういう方たちはお父さんお母さんも元気でいるので面倒を看てもらえる

ようなんです。しかし１０年も経つと親御さんも歳を取られて誰が面倒を看るの

かという方たちがいらっしゃる、先般もある方のお母さんから電話があって、障

害者ではないんですけど、そういう方が一人暮らしなんですけど、色々と問題が

あって困っていらっしゃる。障害者手帳を申請したいと話しておられるが交付さ

れるかどうかは分からない、大変不便を感じています。柳井・岩国地区でもそう

いう障害者の方たちの作業所的な場所があると思いますが、大島にはないんでは

ないかと思います。そういう障害者に対しての作業所的なものが周防大島町に一

つぐらい欲しいと思いますので、早めにつくっていただいて、その中に手帳を交
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付されていない方たちも一緒に作業的なこと活動できないかと考えてもらいたい

と思います。そういう方たちの働く場の斡旋並びにそういう方たちが社会に進出

できるようなシステムをできればつくって貰えたらと思います。私も個人的です

がそういう方たち３・４人雇用いたしました。今現在も２名がパートで来てくれ

ています。そのうち１名は２年半勤めてもらっていますが、一生懸命で社員にし

てもいいと思うくらい成長しました。そういう方たちは働きたいと言う意欲を持

っているけど、なかなか社会が認めてくれない、また、重要な仕事は任されない

ということで、動物の面倒ならできるんではということで私の会社にきたんです

が、もし雇用の場がないのであれば、雇用促進を考えるために、雇用の場の確保

というか、民間と協力してでもそういう方たちが働けるような新しい雇用の場を

つくることを考えてもらえたらと思います。 

一つの例として、野菜の水やり等農業的なこと、あるいは動物の飼育的なことを

加味した上での新しい産業を起こして、そういう人たちが雇用できる場を作るこ

とを考えてもらいたい。また、農業であれば地域に指導的・専門的な知識をもっ

た立派な高齢者の方々が沢山いらっしゃるので、そういう人たちにも指導員にな

ってもらいたい。そうすれば、そういう方の生きがいにもなるだろうし。そうい

う中間層の方々に手を差し伸べるようなシステムを考えてもらいたいと言うこと

と、最後になりましたが、周防大島町に一つの作業所でも実現できるような、行

政と民間と社協と頑張って早めにつくっていただき、そういう方たちが作業でき

る場を早く作っていただきたいと思います。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただ今長久委員さんから、５７ページから５９ページにわたって、障害者の援

助についての質問がありました。福祉関係の方で答弁をしていただけますか。 

○健康福祉部長（馬野 正文） 

 健康福祉部長の馬野でございます。 

 障害者対策ということで質問がございましたが、高齢者福祉は充実しているけ

ど障害者福祉は遅れているんではないかということですが、私達もそのように認

識しております。手帳を貰えない方等の中間層をどうするのか、職場の斡旋はど

うするのか、ということになると福祉課だけではなく、色んな部・課の連携・協

議が必要になってこようかと思います。それらを考えながら協議していきたいと

思いますし、周防大島町になりまして、高齢者福祉計画、障害者福祉計画、地域

福祉計画などこれから総合的な保健福祉計画を策定をすることにしております。

その中で色んな関係団体の方に委員に入っていただいて、意見をいただくことに

しておりますのでその中で一緒にその方向性を考えていきたいと思っております。 

○委員(久保 雅己)  

 久保です。 

 ５３ページです。地域医療の推進について。大島病院の早期移転・新築ですけ

ど、６月の定例会で町長が本格的に返答しておられますので、ここらへんの文言
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は変える必要があるんではないかということがひとつと。基本方針ですけど、町

立病院と各医療団体等について。これは私の思いもありますが、当然官民が共生

というか、ともに生きていくということで、分担と役割ということを明確に記入

しておく方がいいんではないかなという気がします。以上です。 

○会長(平原 暁)  

 ただ今、久保委員さんから５３ページの地域医療の推進についてただ今質疑が

ありましたが、これについて。 

○周防大島町公営企業局総務部長（河村 常和） 

 周防大島町公営企業局総務部長の河村です。座って説明させていただきます。 

 久保委員さんから、議会の質問でありましように、町長より大島病院の移転・

新築については現在計画中で、土地の交渉中というふうに答弁をいたしたと思っ

ております。でありますのでこの文言について、移転新築での計画に踏まえた文

面に変えていただくというご指摘はそのように変更をしていただきたいと思って

おります。また、療養病床群での大島病院の今後の運営ということで、郡外の病

院から帰ってきた方を療養として３・４ヶ月おあずかりし、その後老人保健施設

並びに在宅へ向けてという意味での大島病院の形態の明確化も必要かと思います

のでそのへんを改めて修正を考えさせていただきます。 

○委員(茶木 規之)  

 ７８ページ、定員適正化の推進ということで。ここの１０月１日合併の時点で

の職員が約１５０人多いということで、その前の類似団体と比較して多いと言う

ことが書いてあるんですが、実はこの数字は県が作成してくれたシュミレーショ

ンでの数字であって、類似団体と比較してというのは同じような規模の町と比較

していると解釈するんですが、ところが、現時点の周防大島町の実態を見ると、

それ以後合併の中で分庁方式をとろうと言う形に変わってきておるのにこの比較

は適当ではないのでないかと言う気がします。本当に１５０人も余っているのか

これは住民サイドがとるんではと言うふうに思います。ただ組織を統一し一本化

したときにはこれだけの削減は可能でしょうと言う数字に捉えないとこのまま一

人歩きさせたのでは大変なことになるんではないかと言う気がします。この辺も

う一度再考をお願いしたいと思います。 

 それと、「期限を定めて削減目標を設定してその実現に向けた定員適正化計画

を策定します」という表現について。公務員と言うのは肩たたきという制度がな

いんです、そこまでやってまでこれを実現すると言う気があるのかないのか。自

然減を待っておそらくこの定員になるのかと言う形の中でこの書き方は適当では

ないんではないかというふうに私は感じたんですが、そのへんの考え方よろしく

お願いします。 

○会長(平原 暁) 

ただ今茶木委員さんから７８ページの定員適正化などの質問がありましたが、

どの課が答弁をいたしますか。 
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○総務部長（村田 雅典） 

 失礼いたします。総務部長の村田でございます。よろしくお願いいたします。

座ったままで失礼します。 

 茶木委員より、７８ページの定員適正化の推進について２点ほどご質問があり

ました。まず１点目の１５０人多いということでございますが、一人歩きしたの

では大変なことになる。ご指摘のとおりです。私もそのあたり十分考えておりま

すが、今現在類似団体と比較して１５０人多いということはシュミレーションの

中でお示しがございました。そしてまた、それは当然本庁方式になった場合とい

う前提があるだろうと思います。今現在の分庁・分散方式でいきますと１５０人

多いということは決してないと思っておりますので、将来の組織改編と並行して

考えていきながら新たに１５０という数字を出すのであればそのあたりの注釈も

当然必要になるかと思います。そのあたりは担当課と内容を詰めていきたいと思

います。 

それから、「期限を定めて削減目標を設定して・・」ということですが、行財政

改革の計画大綱と合わせてこの中身について検討していかなければならない事項

だと思いますけど、当然先ほどの分庁・分散方式ということになりますとなかな

か削減の目標も設定出来かねるというところもあります。トータル的に先ほどの

１５０人と合わせてこのあたりの文言の表現、どなたが見ても間違った方向に理

解されないような形での表現に努めていきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

○会長(平原 暁) 

 その他ございませんか。新山委員。 

○委員(新山 玄雄) 

 新山です。  

 これはどこに入るのかと思いますが。ちょっと気になりますのでお聞きするん

ですが。ボランティアとかNPOの育成とか支援とか色々これから大切なんですが、

前に取り組んでおられましたシルバー人材センターということですが。大島では

ちょっと出来なかったように思いますけど、柳井でやっておりました。そういう

ことがやはり周防大島町でも必要ではないですか。どこか計画の中にシルバー人

材センターというものを組み込んでいただいた方がいいのではないかと思います。 

 それと防災のことですが、私は前回も防災センターのことを申し上げました。

この間も大きな雨が降りましたし、これから台風もあるだろうし地震もあるだろ

うと言う状態で、防災は一つの大きな柱になります。そうなると、県の方も随分

この周防大島町に対して、防災に対しては非常な関心と色々な思いがあるようで

す。それも含めてこの中に組み込むと言うのか、県の意向もありますので、防災

センターなり備蓄の施設なり、避難場所なりしっかり勘案しておく方が良いので

はないかと思います。出来る範囲ででありますが。少し目に見えた形で話をする

と住民の皆さんも安心すると思いますけど、その辺も少し詰めていただきたいと
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思います。 

 それと、公共交通について、以前から言われておりまして、これも報告ですが、

議会の方でも特別委員会を設けてこの対応についての検討をはじめております。

これについては、さっきの医師会の要望もあったと思いますけど、全体をフォロ

ーするような形で皆が利用できるような形のものをかなり早急に作らないと、今

指標でも随分補助金がもの凄い上がってくるようなことになりますので、そのへ

んをこれは節にお願いしたいと思います。 

 それと、余談のような、このような場で話すのが適当かなと思いますが。財政

健全化計画の部分の中に入るのかどうか分かりませんが、このような話もありま

す。議会の中でも話が出ます。大島に沢山の人が入ってくる、大島大橋は町のも

のではありませんが、環境税なり、１００円なりいくらでも落とすような仕組み

は出来ないだろうか、それを大島の環境なり、色んなものに使うことが出来ない

か、これは今の法体系では難しい部分もあるかと思いますが、是非こういうこと

も皆で考えて知恵を出し合って実現できるような形が出来たらいいんではないか

と、希望ではありますが、議会の方でも出ております。 

○会長(平原 暁) 

今の新山委員さんの意見は要望も加えて、シルバー人材センター、防災事業等々

の質疑や要望があったわけですが、これらについて何か。 

○健康福祉部長（馬野 正文）  

 シルバー人材センターの件ですが、これは高齢者の雇用対策ということで大変

重要であろうと思っております。現在、周防大島町では設置しておりません。今

も設置して欲しいと言う話もきております。これから又周防大島町として設立す

るのか、出来なければ柳井の管轄に入るのかということで、重要な課題と思って

おりますのでどこかに何か文言を入れていきたいと思います。 

○総務部長（村田 雅典） 

 総務部長の村田です。 

 防災センターあるいは備蓄施設云々というお話がありました。昨年から山口県

におきましては山口県大島総合庁舎の建て替えということが喫緊の課題となって

おりまして、今年度調査を始めるということで予算も本格的に付いてきておると

いう状況でございます。合わせて山口県の組織再編ということで今年の１１月く

らいまでに組織そのものをどうするのか、当然出先機関の再編ということも考え

られるだろうと思いますけど、そのあたりと総合計画との策定のタイミングが合

えば許される表現の範囲の中で、そういった県の防災センター等との連携とかそ

ういう形での表現は可能だろうと思いますのでもう少し時間をいただいたらと思

います。 

○会長(平原 暁) 

 その他ございませんか。 

○委員(棟広 斉) 
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 棟広でございます。 

 一番最後に新町建設計画の推進ということが挙げておりますが。合併協議会の

時に話が出ておりましたが、竜崎温泉の改築、東和支所の新築、大島の火葬場の

建設というような大きな計画が挙がっておりましたが、その進捗状況はどのよう

になっているのかお尋ねします。 

○会長(平原 暁) 

 ただ今の棟広委員の質問は分かりますか。合併協議会で説明があったようです

が。 

○総務部長（村田 雅典） 

 総務部長の村田です。 

 ３点ほどご質問がありました。まず、旧橘町にあります竜崎温泉については、

これは今年既に着工しております。設備の拡充を含めて歩行浴が出来るプールを

合わせもった施設に拡充整備されます。 

それから、東和の庁舎でございます。これはご承知のとおり大変老朽化してお

りまして、今回の雨でもあちらこちら雨が漏ったという状況でございます。これ

は昨年度基本設計を終えております。今年実施設計に入って、可能であれば今年

度末、あるいは遅くとも１８年度には着工するという形で今事務を進めておりま

す。 

それから、旧大島町にありました斎場関係ですが、これにつきましても、既に

用地は確定しておりまして、最終的に建物の詳細の設計、見直しも含めて設計に

かかっている状況であります。 

いずれも工事着工あるいは設計ということで、既に手を付けている状況であり

ます。 

○委員(棟広 斉) 

 完成はいつ頃ですか。 

○総務部長（村田 雅典） 

 竜崎温泉は来年の３月で、連休前にはオープンしたいと言う話を聞いておりま

す。それから、東和庁舎につきましては、今から中身を詰めていきますが、順調

にいって平成１９年４月からは新しい建物で業務を始めたいというふうに考えて

おります。それから、大島斎場については、同様に１９年４月くらいからという

ことで、１８年度中には東和庁舎あるいは大島斎場ともに完成を見るということ

であります。 

○会長(平原 暁) 

 その他ございませんか。福井委員。 

○委員(福井 克雄) 

 福井でございます。 

 ６６ページの主要施策のところで、耐震診断の実施という項目がございます。

この項目を挙げられておると言うことは非常に良いことだと思います。私は阪神
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淡路大震災を経験しておりまして思うんですけど、この内容を非常に強調して力

を入れないといけないんではないかと思います。と言いますのは、家屋の耐震性

というのは、専門家がしっかりと見てこの家は危ないですよとか、大丈夫ですよ

とか、そういういわゆるAランク・Bランクとか言うようなランク付けをするとか、

土地であればここは非常に崩れやすいとか、そういうことを事前に調べて、それ

を住民に知らせると言うことが一番だと思います。ただこの項目だけを挙げてい

るのであれば絵に描いたモチになる、やはり、色々な事故が起きた後に対策をす

るのではなくて、対策というのは、事故が起きる前にするのが一番ではないかと

思います。 

 それともう一つ感じることは、この項目であればどこに挙がるのか分かりませ

んが、地震や台風が起きた時にどこの箇所が通行止めになっている等ということ

を住民が役場なりどこか１箇所に聞けばそれが分かるというふうな形にしないと

避難も出来ないと、だから防災というのは重要視されますので、この辺をもう少

し具体的な攻め方というものを文書化されたらというふうに思います。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 今、福井委員さんから６６ページの家屋の耐震度等を書き加えたらどうかとい

う意味合いの質問でしたが。 

○総務部長（村田 雅典） 

 ６６ページの中断以降に、耐震診断の実施ということで、「東南海・南海地震に

備え避難経路にある一般住宅の耐震診断を進めます」という表現をしております。

これにつきましては、今年度１７年度から３ヵ年度にわたりまして、ここに書い

ております、避難経路にある一般住宅の耐震診断を進めるということで事業に取

り組んでおります。具体的には、昭和５６年以前の建築基準法が変わる以前の今

の建築基準法の基準から悪いと言いますか、昭和５６年以前の木造住宅というの

が対象となります。参考までに今年は６０戸、毎年６０戸の耐震診断を行うとい

う計画になっております。これは当然に文言のそのあたりの表現がどうかなとい

うことがありますが、内容としましては８月に募集をするということで、チラシ

なり広報等でお知らせするという状況になっております。 

 次に、通行止めになったときの情報が１ヶ所で分かるようにという質問ですが、

今回７月３日に大雨が降りまして、我々町職員、総合支所も含めてこの庁舎にお

きましても出務をいたしましたけど、情報が大変錯綜しました。情報の一元化と

いうのは大変難しいなというのが今回の雨の教訓でございます。再度、中身をど

うしたらいいかという検討会を開くような計画になっておりますので、そのあた

りも踏まえて情報等の一元化というような形での文章表現も可能かと思いますの

で、福井委員さんが言われたような形で対応していきたいと思っております。 

○会長(平原 暁) 

 他にございませんか。 

○委員(久保 雅己) 
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 ６６ページです。防災対策の強化。これは非常に良いことなんですけど。自主

防衛組織。政策指標でもありますけど、昨年の台風と先般の大雨と、地域のこと

を考えて自主防災組織というのは大事だなということを痛切に感じておりますし、

大島郡全体においてもそうですけど、主要道路・幹線道路が寸断されると地域が

孤立してしまうと。それで自主防災組織が必要であるということなんですけど、

東和あたりは自主防災組織が出来ていると思われますけど、２０１０年でやっと

１０組織という計画でございますが、地域と協力しながら強化しますという文言

がございますけども、これに関してどのような形で推進していかれるかご説明願

えたらと思います。 

○会長(平原 暁) 

 ただ今久保委員さんから６６ページの防災計画等について質問がございました

が、これはどの課が答弁されますか。 

○総務部長（村田 雅典） 

 総務部の村田でございます。 

 自主防災組織の数、２０００年には０という形で、２０１０年は１０組織、い

わゆる自治会そのものでの単位でのカウントにするのか、あるいは地域でのカウ

ントにするのかで、相当考え方が変わってくるだろうと思いますけど、自主防災

組織を立ち上げるということについては、当然のことですが、地域の皆さんが自

主的に活動する、合わせて行政なり県なりがサイドからバックアップするといっ

た形での推進になろうと思います。従って、地域において自主防災組織をどのよ

うに立ち上げていっていいのか、あるいは立ち上げた後にどのような形で組織固

めをしたらいいのか、そういったことについては町の方でバックアップできると

いう体制にはあります。 

○会長(平原 暁) 

 その他にございませんか。植谷委員。 

○委員(植谷 樂) 

 ６２ページをお願いします。 

 子育てサークル育成支援ですが、関係団体インタビュー実施状況にもあります

が、子育てサークルの拡充はセンターが出来ても利用しにくいとの意見がござい

ます。ということですが、私は今‘子育てファミリー’と言うのを油田地区で立

ち上げております。そのお母さんたちの意見を聴いていただくとこんなことはご

ざいません。それで、６２ページの指標の子育てサークルの育成支援を２０１０

年４ヶ所というのがあります。２００４年３ヶ所というのは、これはたぶん町に

ある子育て支援センターが入っているんではないかと思いますけど、町がしたん

ではダメです。これは初めから保育所でするのが大前提だったんです、それがい

つの間にか町の方がなさるという方針を出されたんですけど、地域にある保育所

がその地域のお母さん達の状況・状態を見ながら、若い夫婦が出来たり、新しい

方が帰ってきたりそういう方をどんどん誘って、そういう人に適応する支援セン
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ターでなければいけないと思いますので、４ヶ所ではなく、１５ヶ所保育園があ

りますので半分の７ヵ所くらいの数値目標にしていただくということ。 

 それと、民間に出来ることは民間で、その方がよりよいサービス、より高い支

援ということで。５５ページですが、社会福祉協議会さんにはなるべく福祉のネ

ットワークづくりとか指導部門を十分に行っていただいて、在宅支援と言うのは

民間の競争で、より良い、より高い支援をしていただきたいと思います。合併し

たことによって、利用者に不満の声がとても沢山聞かれていますので、社協さん

も頑張っていらっしゃるんですが、地域が見えるのはその地域で暮らしている者

ですから、民間に出来ることは民間にということでよろしくお願いします。 

 それから一つ、７３ページです。コミュニティバス、先ほど新山委員さんから

もありましたが、東和地区には住民７０人前後のおる集落でも路線バスの運行し

ていない地区があります。病院バスは運行していますが、路線バスは運行してお

りません。是非コミュニティバスシステムに加えていただいて、漏れのないよう、

全ての地域を網羅していただきたいと思います。お年寄りだけで生活している方

のためには、路線バス・コミュニティバスがとても大切だと思います。よろしく

お願いします。 

○会長(平原 暁) 

 今、植谷委員さんから、子育てサークルについてまたコミュニティバスの運行

について質問がありましたが。 

○健康福祉部長（馬野 正文） 

 健康福祉部の馬野です。 

 ６２ページの子育てサークル等の育成・支援ということで、先ほど言われまし

た、町で行っているんではないかということでしたが、それは「子育て支援セン

ター」ということで。この子育てサークルと言うのは自主的に町内でやっておら

れるグループが３ヶ所あるということです。２０１０年も、４ヶ所２０００人と

示しておりますが、この目標につきましては、今年の３月に次世代育成支援行動

計画というのを策定しました。その中で各方面からの委員さんに参加していただ

き、色んな意見をいただいている、その計画を策定したということで、その目標

が２００９年となっております、１年違いますがその目標数値をこのままもって

きたというこでございます。 

先ほど、社協さん頑張れという言葉がありましたが、地域福祉の推進と言うの

は社会福祉法で社協が主体的にやっていこうということになっております。今も

町と社協と協力しながらやっておりますので、今まで以上に協力体制を充実しな

がらやっていきたいというふうに思っております。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 総合政策課の岡野です。 

 総合政策課の方で、コミュニティバスの検討を行っておりますのでお答えをさ

せていただきます。 
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 色々意見がありまして、議会の方も来週から勉強会が始まるということであり

ます。総合政策課では、現在、利用実態調査を先週行ったところです。広島のコ

ンサル会社に委託しまして、将来の大島郡でどのような交通体系が最も適当か、

長期的に持続可能なということが大事だと思いますが、そういうシステムを検討

していきたいということで、指標としてここに挙がっておりまして、生活バス路

線等維持対策事業補助金の指標が２０００年で２，４７６万程度です。２０１０

年に６，０００万に上げておりますが、今の２社のバス事業者、廃止代替観光タ

クシー等の今のやり方でいきますと、推計でいきますとこの倍の1億２，０００万

程度の数字が出てきます。それを６，０００万程度まで圧縮できないかというこ

とで指標としては挙げております。先ほどお話しましたように本腰を入れて検討

をはじめているところです。以上です。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 それから、委員の中に社協の事務局長がおりますので、地域福祉関係について

は、社協の事務局長がお答えします。 

○社会福祉協議会事務局長（谷 満雄）  

 失礼いたします。谷です。 

 先ほどネットワークの強化ということで、地域福祉は社協の本来の業務であり

ます。介護保険事業が始まりますときに、介護保険事業を社協がやるべきかどう

か否かということでかなり大きな議論がありましたが、これは地域柄他の民間企

業も進出してこられないということで、社協がやっていこうということで、採算

度外視が前提で進めてきたわけですが、全体的なネットワークを含めてやはり広

い意味で住民の皆さん方の生活をということを考えた場合、シンキング・・連携

して、介護保険・福祉サービスにわたってくると認識しておりますので、民間業

者を圧迫しないと言う前提で進めておりますので、協働、色んな会議にも民間事

業者の方も来られておりますので、手を取りながら進めております。ネットワー

クにつきましては、旧4地区の進め方がかなり違っておりますので今後の課題と言

うことで、進めさせていただきたいと思います。 

なお、インタビューの内容での、子育てサークルのということで、私達は実態

はつかんでおりませんが、ある住民の方の意見で「子育て支援センターが出来た

が相談に行きにくい」というような言い方でインタビューの答えをしたので、子

育てサークルに相談に行きにくいということではありませんので、先ほど言われ

ました、保育所なり地域地域で行きやすい場へ相談場所が出来たらいいという話

がありましたのでここで・・したいところです。それからもう1点、最初に社協と

して地域福祉が社会教育との連携ということで、現在は介護予防とか地域支援と

色々な進め方をしておりますが、事業を受ければ自立が阻害というような事業も

多々あるようですので、自立とは何かあるいは介護予防、介護にならないために

どうしたらいいかという社会教育的な一人一人の考え方もかなり関わってきます

ので、社会教育との連携も必要ではないかということでお答えをさせていただき
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ました。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 他にございませんか。山崎委員 

○委員(山崎 敏勝) 

 これは間違いではないかと思いますが、６４ページの国保税の収納率、２０１

０年が１ポイント下がっていますが９７．６の間違いではないかと思いますので

気になる点でございます。もし、これが間違いではないのであれば少なくとも現

状を維持していただくというような努力が必要ではと思っております。 

 次の、一人当たりの医療費、国保と老人の関係ですが、３１万円と９１万円と

大変上がってくるわけですが、健康増進課では健康づくりを基本に進めていく、

一方では医療費はドンドン上がってくるという、このリンクしたものが数値に出

てこないと健康づくり推進事業は何のために行っているのかということになるん

ではないかと思っております。そのへんはどうなのかということです。 

 最後の第３章ですが、この計画の構成は全部統一していますが、この行財政課

題の対応については構成が少し違っているんです。なかなか書きにくいと思いま

すが、ここで問われるのは、例えば、行革を進めておる、行革の結果は政策指標

としてここにもってくるというような指標が必要なんではと考えておるんですが、

いかがでしょうか。以上です。 

○総務部長（村田 雅典） 

 総務部の村田でございます。 

 まず１点目についてお答えします。国保税の収納率、９６．７％はミスプリン

トではないかというご指摘でございます。今朝、税務課長と協議をいたしました。

そうした中で、段々収納率が悪い状態である、これをできるだけ改善の方向にも

っていきたいということでございまして、ここに書いてある９６．７については

訂正をさせていただきたいということで総合政策課に申し入れをしております。

また、色々なところに修正がありますが、次回の会議なり何らかの形でお示しで

きるだろうと思いますが、この９６．７については、９８．０５ということで税

務課と協議しました。大体年に２％から３％は必ず滞納者がいて、どうしようも

ならない、合わせて東部地域の税整理組合も来年の３月で廃止になります。従っ

て収納率も多少落ちてくるでしょうけれども、収納については一生懸命努力した

いという税務課の努力目標を加えまして９８．０５という数字に訂正させていた

だきたいと思います。 

○健康福祉部長（馬野 正文） 

健康福祉部の馬野です。 

国保・老人の１人当たり医療費が増えてきておる、実際、これにありますよう

に健康づくりの増進ということで、健康相談、健康教育というものを充実しなが

ら、数字が少しずつ下がってくるというのが一番良いと思っておりますが、実際

はそういう結果が余り出てきていないというのが実情だと思っております。これ
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から又、この計画で健康づくりの推進ということで、保健・福祉・医療が連携し

ながら進めていこうというふうに記載しておりますので、これから、保健・福祉・

医療連携しながら医療費の抑制に努めていきたいというふうに考えております。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 第３章の計画の推進のためにというところの、行財政課題の対応について、数

値目標をというご意見でした、先ほど説明の中で申し上げましたが、行財政改革

大綱のという中の実施計画で数値目標というものをつかまえておるというか今策

定中です。よって、この章についてもそれらの主要な項目についての政策指標を

入れる方向で検討させていただきたいと思っております。 

○会長(平原 暁) 

 他にございませんか。ないようですので、以上で第４の基本計画の素案につい

ては終わります。 

 次に、第５の今後の予定についてを議題とします。事務局から説明をしてくだ

さい。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 総合政策課の岡野です。 

 今後の予定ですが、今沢山のご意見をいただきました。関係部、担当課と協議

をいたしまして８月１５日までに取りまとめを行いまして、１ヶ月間ホームペー

ジ、また、インターネットの環境のない方もいらっしゃいますので、各総合支所

にこの原本をおきましてパブリックコメント（提言募集）の受付を行います。そ

の後、再度取りまとめを行いまして、庁内の会議であります策定委員会を１０月

１日頃、さらに１０月２０日頃この第４回の策定審議会を行いまして最終的な諮

問・答申の会議を持ちたいというふうに考えております。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 今後の予定について説明がありましたが、他にございませんか。 

 それでは、以上をもちまして本日の日程は終了をいたしました。誠にお疲れ様

でした。ありがとうございました。 

  


