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第５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 第４回審議会での質疑概要について    ４P 

 〃２協議第３号 基本構想及び基本計画の変更点について    ４P 

 〃２協議第４号 審議会答申原案について    ５P 

 〃２協議第５号 その他    ８P 

 

第５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１１月２１日（月曜日）午前１０時００分 

招集の場所  周防大島町 大島文化センター ２階研修室 

開会 
平成１７年１１月２１日（月） 

午前１０時００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１１月２１日（月） 

午前１０時４０分 
議長 平原 暁 

出席者数 委員定数  ２０名の内 出席者１０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 欠 委員 茶木 規之 欠 

委員 谷  満雄 欠 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 欠 委員 棟広  斉 出 

委員 嶋元  貢 欠 委員 尾野 亜紀子 出 

委員 村元 和枝 欠 委員 植谷  樂 出 

出席委員等 

委員 新山 玄雄 出 委員 福井 克雄 欠 

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 近藤  晃   町・事務局 
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○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

 ただ今から第５回周防大島町総合計画策定審議会を開催いたします。 

 本日の策定審議会に、平井昭輝委員、柏谷武司委員、嶋元貢委員、村元和枝委

員、荒川政義委員の5名の方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。なお、他の5名の方は欠席の連絡は受けておりませんが欠席ということで進め

させていただきます。 

 それでは審議会次第によりまして進めてまいりたいと思います。最初に平原会

長さんのご挨拶をお願いします。 

○会長(平原 暁) 

めっきり寒くなりまして何かとご多忙の中ご出席いただきまして誠にありがと

うございます。第4回審議会のときに、会長・副会長そして事務局に答申について

は一任するということでしたので、今日は欠席も多いのではないかと思いますが。

とにもかくにもぎりぎりではありますが過半数に達しておりますので開会をさせ

ていただきます。この12月9日に議会が招集されるようでございます。そうします

と12月2日が告示ということになるかと思います。そこで、町長は今月末には全国

町村長大会並びに陳情あるいは郡町人会とそれぞれに出席されるということです。

また、本日の午後は山口出張ということです。年末を目の前にそれぞれの会議・

会合がありまして、従いまして私は今日の午前中に実は町長に答申をしたいので

ございます。そういうことでございますので、それらを踏まえまして今日の審議

会の議事につきましてはそのような進行の仕方をさせていただきますのでご協力

をお願いしまして開会の挨拶といたします。 

○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

 ありがとうございます。それでは早速協議事項にはいりたいと思います。これ

からは会長さんのほうで進行をよろしくお願いします。 

○会長(平原 暁) 

 それではお手元の審議会の議案によりまして進めさせていただきます。 

 協議第１「これまでの策定経緯について」、また、協議第２「第４回審議会の

質疑概要について」、１及び２を一括して議題といたします。事務局より説明を

お願いします。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 岡野です。座って説明いたします。  

 次第の裏面に、「策定経緯について」を記載しておりますのでご覧いただきた

いと思います。前回10月26日に第４回策定審議会で最終の諮問ということでこの

同じ会場で開催いたしました。10月31日にパブリックコメントの結果概要につい

て町の公式ホームページ上の公開をいたしました。第4回審議会において答申につ

いては会長・副会長及び事務局に一任するということで了解をいただいておりま

したので11月16日、答申案について会長・副会長そして事務局で東和庁舎に集ま

りまして具体的な答申案を協議をして本日提出しております。本日11月21日が答
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申のための第5回審議会です。その後、会長が申しましたとおり、本日の審議会終

了後、町長室において会長の答申を行いたいというふうに考えておりまして、12

月9日、町議会への上程を予定しております。 

 以上が策定の経緯であります。 

 続きまして、協議第２の「第４回審議会の質疑概要について」ですが、別綴じ

の資料となっております。「周防大島町総合計画策定審議会における意見・提言

等について」という資料です。これは最後の答申のところで申し上げますが、今

までの第1回から第4回までのご質疑の経過、ご意見の内容等について報告したも

のですが、答申に添付して、議論について町長に対して報告をしたいということ

で付けております。その14ページ目以降ですが、各委員さんの名前・発言箇所・

発言内容、審議会での答申の回答の内容を記載しておりますのでそれぞれ確認を

していただきたいと思います。町長の答申についてはこれを添付したいと考えて

おりますのでご確認をお願いします。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただいま事務局より説明がございましたが、ありのままの説明でございますの

で意見はないかと思います。 

 それでは協議第３「基本構想及び基本計画の変更について」を議題といたしま

す。これについて変更箇所の説明をお願いします。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 最終的に答申、議会への上程、最後に町民に対する公表ということになります

ので、最終的に総合政策課の中でのチェックと今までに策定に関わった担当部局

への最終的なチェックをお願いしました。その結果いくつか修正が出てまいりま

したのでご報告をいたします。 

 それでは基本構想試案変更箇所（第4回審議会以降の変更）についてという資料で

す。 

まず1ページ。全文にわたって年の表記が西暦表記・元号表記・西暦元号連記表

記と元号西暦連記表記と混在した箇所がありました。従って、これは元号表記の

昭和○年、平成○年ということにして、必要に応じて西暦を付記し（）後書きと

するということで統一しました。 

次に、全文にわたって、段落が統一されておりませんでしたので、段落を見直

しまして統一をいたしました。段落というのは、1マスあけて1字入れるという表

記です。 

以上が基本構想編の変更です。 

次に、基本計画の変更点についてです。 

最初に、全文にわたって年の表記について、基本構想と同じように変更をいた

しました。 

7ページ14行目。水産業の振興について。前回の審議会で村田委員さんより「儲

かる漁業の推進について」の質疑がありました。その結果、国の「中核的漁業共
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同体育成事業」の山口県版が「儲かる漁業の推進」であるという指摘がありまし 

たので、政策指標の主要事業について、単県農山村整備事業（タコ産卵施設）と

種苗放流育成事業については「資源管理型漁業の推進」に移行したほうが適切だ

ろうということで移動しました。事業を増やしたわけではありません。施策区分

を変更したということです。 

 11ページ。観光の振興について。政策指標に観光客の入り込み数と主要観光地

の観光客数という2つの指標を設けておりました。これについては、２つの指標が

どのように異なるのかという点で、最初には「主要観光地の観光客数」というの

は重複計上があって観光客の入り込み数よりも多いということでしたが、中身を

精査しますと、観光地の観光客数というのは根拠が曖昧であるということがはっ

きりしましたので、政策指標は「観光地の観光客数」は削除して、「観光地の入

り込み客数」だけにいたしました。 

 次に31ページ。ここは町人会についての記述ですが、「本町には、東京・近畿・

広島・福岡に町人会があり毎年交流しておりますが、広島町人会以外は旧町単位

となっており、一元化が課題となっております」という記載をしていましたが、

企画より、町人会というのは任意の団体であって町とは直接関係する組織ではな

いので、政策課題として、ここに「一元化」と挙げるのは適切ではないのではな

いかという指摘を受けましてアンダーライン部分を削除しました。 

 次に47ページ。情報化の項です。担当課より訂正があったのですが、訂正がさ

れておりませんでしたので最終チェックで訂正があがってきましたので主要事業

名を「情報通信基盤整備事業」を「情報通信基盤整備事業の推進」、「ユビキタ

スネットワーク社会の創造」を「ユビキタスネットワーク社会の形成」、「電子

自治体の構築」を「電子自治体システムの開発」と訂正しております。 

 50ページ。男女共同参画の記載について。「また、セクシャルハラスメント（性

的嫌がらせ）の防止とともに…」というアンダーライン部分の記載が、（18）の

「人権が尊重された社会の実現」と、（19）「男女共同参画の推進」という項を

分けた際に記載を洩らしておりまして、これも企画より指摘がありまして訂正を

させていただきます。 

 54ページ。前回審議会で、嶋元委員さんより指摘がありました。診療所と病院

の言葉の使い分け、一次医療機関と二次医療機関、かかりつけ医との関係という

ことで。語句の使い方が適正でないということでしたので、「病院と診療所はか

かりつけ医として機能分担と有機的連携を図りながら、地域医療を確保し、安心

して暮らせる地域社会を補償するという重要な使命を担っています」。診療所と

病院は一次医療機関として診療所はかかりつけ医としての部分の訂正を行いまし

た。 

 74ページ。離島航路の充実について。その中のアンダーライン部分ですが。「離

島の生活環境の改善と自立向上のため、農産物や廃棄物運搬等に対応できる新船

の建造やバリアフリー対応の桟橋設置を進めるなど離島航路の充実を図ります」
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と記載しておりましたが、これでは、離島航路が車両の運搬を可能にするフェリ

ー化と受け取れ、誤解を与えるので、「新船の建造やバリアフリー化を進めるな

ど離島航路の充実を図ります」と訂正を行いました。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただいま事務局より訂正について説明がありましたが、字句の訂正・年号の統

一、その他事業名の確定等ございましたが、協議第３について質疑がありました

らどうぞ。質疑はございませんか。 

 質疑なしと認めます。よって、変更点のように決定をさせていただきます。 

 続いて協議第４「審議会の答申原案について」を議題といたします。これは先

ほど申し上げましたが、10月26日の第4回審議会におきまして、答申については会

長・副会長及び事務局に一任するという決定をいただいたものであります。事務

局からも先ほど説明がありましたように、慎重に審議をいたし、更に検討に検討

を加え協議を重ねて案をまとめましたので、まとめた結果を事務局より説明をし

てください。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 お手元に3枚ものの資料をお配りしております。 

 まず1枚目。周防総政第43号、平成17年10月26日付け 総合計画策定審議会長で

ある平原会長さんの方へ町長から諮問いたしますという形でお願いしております。 

 2枚目。平成17年11月21日付けで、中本町長に対して平原会長より周防大島町総

合計画基本構想案及び前期基本計画案について答申します。という鏡文です。そ

れでは読ませていただきます。平成17年10月26日付け周防総政第43号をもって諮

問を受けた周防大島町総合計画基本構想(案)及び前期基本計画（案）について、

慎重に審議した結果、次のとおり意見を取りまとめたので答申します。 

 3枚目をご覧ください。これからが答申の原案です。 

 周防大島町は、少子高齢化、住民ニーズの多様化、財政環境の悪化等、行財政

基盤の構造的変革に迫る大きな潮流の中で21世紀型地方行政のあり方を模索し、

先駆的に市町村合併に取り組み、平成16年10月1日に、山口県大島郡久賀町・大島

町・東和町・橘町が対等合併し、新たな町制を施行しました。とりわけ新町は脆

弱な財政構造に加え、三位一体改革による地方交付税の大幅な減少など厳しい財

政状況の中で、真に持続可能な行財政基盤の確立を基軸に、地方分権時代にふさ

わしいまちづくりの将来像の実現を目指し、周防大島町の未来を切り拓く新たな

総合計画を策定することは、誠に時宜を得たものと思料するものであります。本

審議会は、人と人、人と自然、人と歴史をつなぎ、合併という未来への投資を選

択した周防大島町が、新しい活力にあふれるまちとなること、また、住民一人一

人が燦く、住民主役の町となることに重点をおいて、慎重に審議を重ねてまいり

ました。その結果、町当局から諮問された周防大島町総合計画（基本構想・基本

計画）は、基本理念、施策大綱、実現方策など、その内容において概ね適切であ

ると認め、本審議会の意見を下記のとおり付し、委員の総意をもって答申いたし
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ます。今後町長におかれましては、答申の趣旨を尊重し、本計画の実現に向けて

最大限の努力を払われますよう要望いたします。なお、審議の過程における委員

からの意見・提言等について、別紙のとおり取りまとめて添付しますので、計画

遂行にあたり、十分な配慮をされますよう要請いたします。 

 １．周防大島町総合計画基本構想の議会議決後においては、基本構想に沿って

速やかに実施計画・中長期財政計画及び各種計画の策定を図ること。 

 ２．総合計画及びこれに基づく各種計画の策定・実施にあたっては住民との協

働に特に配慮すること。 

 ３．「元気 にこにこ 安心で21世紀にはばたく先進の島」の実現に向け、行

財政改革を強力に推進するとともに、財政状況との整合性に特段の配慮を行い、

真に持続可能な町づくりを推進すること。 

 ４．地方分権に即応した住民本位の町づくりや成果型重視の行財政運営を行う

ために、7項目の町づくりの重点施策を確実に実施するとともに、基本計画に示し

た政策指標の達成度を毎年公表し、行政の説明責任をはたすこと。 

これが答申の原案でございます。なお、添付資料としまして別冊で第4回までの

審議会における意見・提言を付けております。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただいま朗読されたとおりでございますが、これについて質疑・ご意見がござ

いましたらどうぞ。 

○委員(村田 岩治) 

 大変よくできておりますが、私の勘違いかもしれませんが、上から2行目ですが、

「構造的変革を迫る大きな潮流の中で」という表現ですが、周防大島町が迫るわ

けではないです、迫られるんでしょ、違いますか。「周防大島町は少子高齢化、

ニーズの問題、財政環境の悪化等、構造的変革を迫られる大きな潮流の中」では

ないですか。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 「潮流が迫る」とは確かに周防大島町から見れば迫られるのではあるんですが、

文章の書き方としてはこれでいいと思います。 

○委員(村田 岩治) 

 大きな潮流というのは日本国内全体という捉え方でいいですね。その中のひと

つとして周防大島町も迫られる大きな潮流と思いますが。 

○会長(平原 暁) 

 これに対してほかに何かご意見はございませんか。見解の相違の点があるので

はないかと思いますが。文面的にどうでしょうか。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 見解の相違かもしれませんが。 

○委員(新山 玄雄) 

 これでいいんじゃないですか。「迫る」は潮流に係っているわけですから…。 
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見解の相違といいますか。 

○会長(平原 暁) 

 これでよろしいでしょうか。 

○委員(新山 玄雄) 

 最後の「記」の記述ですが、「政策指標の達成度を毎年公表し、行政の説明責

任を果たすこと」とありますが、これはそうしていただきたいわけですけど、多

少の見込みというか、どのような形で。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 7項目の重点施策に一番最初に挙げております行政評価システムというものを

構築をしたい。その構築をすることによってそれらの達成度を公表していきたい

と考えています。 

○委員(新山 玄雄) 

 それはどういう方法で公表するのですか。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 ホームページによる公表になると思います。 

○会長(平原 暁) 

 ほかに何かございませんか。 

○委員(尾野 亜紀子) 

 文章の記述についてですが、「記」の記述の仕方は同じようになっております

が、上段の記述は一字（1マス）空けて書いておりますが、揃ったほうがいいので

すか。今まで私がやっているときは、同じように１字下げて次の段落から記述し

ておりましたが。これは独特のものなのかもしれませんが。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 おっしゃるとおり法制執務上は１字空けるというのが正しいです。ただし、法

制執務上でいいますと、点がないんです。「１ スペース 周防大島町…」。も

しそういう形に訂正した方がよければ直します。 

○会長(平原 暁) 

 行政的な取扱いで公文書的なものがあるのでしたらそのとおりにしてください。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 分かりました。そのとおりにしましょう。 

○会長(平原 暁) 

 ではそのようにさせていただきます。 

 そのほかございませんか。 

 それではおはかりいたします。協議第４「答申原案について」は原案のとおり

可決することについて皆さんの挙手を求めます。 

  

 ありがとうございます。挙手全員でございます。原案のとおり決定をさせてい

ただきます。 
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 以上で本日の主となる議案は全て終了したわけです。その他の事項につきまし

て、既にご案内のとおり、私たちの任期は平成17年3月31日から19年3月30日まで

となっております。その役割については、この答申について、構想案、前期基本

計画案を議会が議決していただければ一応我々の役目は終わるわけですが、しか

しながら平成18年からこの基本構想案なり前期基本計画は動き出しますので、そ

の間我々も任期がございます。従いまして平成19年3月30日といいますと18年度末

になりますが、私は、管理推進責任といいますか、その間の成果・その動きを当

局に求めるつもりでおります。従いまして、今一度18年度末に審議会を開催して

お開きにしたいと思いますのでそのようにご理解をお願いしまして本日はこれで

散会いたします。ご苦労様でした。ありがとうございました。 

  

 

 

 

 


