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【開会】 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、只今から第３回周防大島町総合計画策定審議会を始めた

いと思います。はじめに委員の欠席についてお知らせいたします。本日は、古川、大村委員から欠席の連

絡をいただいております。本日の会議資料は、お手元に配布しております会議次第と第２回審議会での意

見に対する対応案、それから、ご持参いただいていると思います後期基本計画案ということになります。も

し、後期基本計画案がお手元にないようでしたら、予備がございますので、お申し出いただいたらと思いま

す。よろしいでしょうか、それでは、次第により、会議に入らせていただきます。はじめに、村田会長にごあ

いさつをお願いいたします。 

○会長（村田 岩治） 

本日は、足元のお悪い中、第３回審議会にご出席を大変ありがとうございました。本日は、町の計画の

中で最重要な計画であります総合計画案について、前回同様、活発なご意見をいただきたいと存じますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ありがとうございました。それでは、協議事項に入らせていただきますが、議事進行につきましては、審

議会条例の規定により、村田会長にお願いいたします。それでは、よろしくお願いいたします。 

（１）総合計画（後期基本計画）について 
○会長（村田 岩治） 

はい。それでは、座って議事進行させていただきます。前回の審議会にご欠席の委員さんもおられます

ので、前回と同様でございますけれども、審議の進め方について、簡単に説明をさせていただきます。既に、

配布されております後期基本計画の内容は多岐に亘っております。したがって、前回の審議は、第１節か

ら第３章まで、事務局が案について説明した後、意見を拝聴するということでしたけれども、実際にやって

みますと、審議事項が大変多いので、関連事項で区切って、説明の後、審議したという経緯がございます。

従いまして、前回同様、関連する項目をまとめて、事務局の説明をいただいて、ご意見をお聞きするという

形で今回も議事進行をしてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。前回の審議会で第１節

から第２節の１０まで終わりましたので、本日は１１からということになります。１１の循環型社会の創造から

になると思いますが、前回の審議の中で意見のありました事項についての考え方を事務局がまとめており

ますので、先ずこれらの説明をしてもらった後に、本日の審議に入らせていただきたいと考えておりますの

で、事務局、どうぞよろしくお願いします。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 それでは、お手元にお配りしています第２回審議会意見の対応案について、説明をさせていただきます。

農林業の振興、２ページでございますが、背景と現象のところで、内容が重複するところがあるのでひとつ

にまとめてはどうかというごご意見をいただきましたので、対応といたしまして、そこに書いております記述

に替えさせていただいたらと思います。それから、水産業の振興、６ページから７ページ、背景と現象のとこ

ろでございますが、整合性が取れていないところがあるということでしたので、線が引いてある部分のように、

また後継者不在を後継者不足に、前期計画のところのタコつぼの設置については、タコつぼの投入という

ことに記述を替えさせていただいたらと思います。それから、県と連携した後継者の育成ということを課題

のところに書くべきではないかということがございましたので、後継者の育成ということを課題に加え、県と

の連携ということにつきまして、施策の中に記述を加えております。資源管理型漁業の推進というところで、

産卵施設、漁礁等の整備ということを加えさせていただきました。主要事業の中で、資源管理型漁業の推

進というところで、県と町で現在行っている事業がありますので、これを付け加えております。それから、１４

ページのところでそこにありますような意見をいただきました。それで、今後の課題のところには、寄付等も

含めて、公有地等も使える部分があれば、こういったものも定住化の促進に活用していくことが必要ではな

いかということを加えさせていただきました。それから、島の中で生活して外で働ける環境づくりということに

ついても記述が必要ではないかという意見をいただきましたので、課題のところには定住化を促進する環

境づくりということをあげさせていただきました。それに対しての主要な施策が次のページにありますが、先
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ず１点は公有・民有財産の定住化促進への活用検討ということで、具体的なものにつきましては今後の検

討によってということにさせていただいたらと思います。生涯学習のまちづくり１８ページからでございます。

児童クラブの活動範囲を屋外で自由に遊べるようにということでございましたので、確認をいたしました。記

述にありますとおり、児童クラブにおいては、自由な外出を認めるということは安全確保の面から慎重な対

応が求められるということです。現在、夏休み等については８時間、児童クラブで見ているということで、海

水浴場に行ったりという活動を行なっているようです。青少年の健全育成の今後の課題のところで、子ども

たちが屋外でのびのびと活動できる環境づくりということを付け加えさせていただきました。施策につきまし

ては、家庭での取組み、地域での見守り等が必要であり、地域と家庭の連携によりという項目が必要な施

策のところに入っておりますので、ここの中での取組みということでご理解をいただきたいと思います。それ

から、義務教育の充実、１９ページ、２０ページの関係でございます。特色ある環境づくりの推進、これは前

期計画の取組みの中ではございますが、地域素材を生かしたというところに郷土という言葉を入れて、郷

土大島、宮本常一副読本を生かしたということで修正をかけたいと思います。それから、特色ある学校づく

りの推進の中のであった意見について確認をし、前期計画の取組みといたしまして、地域素材を生かした

総合的な学習というものが上がっておりましたので、後期についてもそういった地域素材を生かした郷土学

習の推進ということを付け加えたいと思います。確かな学力でございますが、現在の新しい新学習要領に

おきましては、現行の指導要領の生きる力を育む理念は引き継がれております。この生きる力の中が、確

かな学力、豊かな心、健やかな体の三つの力からなっておりまして、学力の重要な要素、基本的な知識・

知識技能を活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力、学習意欲をあげておりまして、これに

ついては点数だけでは測れないものがあるということでございました。そういうことで、確かな学力が何点と

点数ではなかなか言えないということでございました。２２ページの高等学校教育の充実のところでござい

ますが、学校の魅力、学校の特色といったものが必要ではないかということがございました。周防大島高校

は県立校ということもございまして、特色ある学校づくり等については、県の方で考えるということで町とし

ては支援が適当ではないかというように考えるということでございました。交通の利便性向上面につきまし

ては、現在、定期券の割引を事業者側で行なっておりまして、一般については３割引、学生については７割

引ということでございました。次の、高等教育の充実というところの主要施策、公営企業局では、４年生移

行については、看護師と保健師の資格が同時に取れるということ、保健師資格が取れる課程の需要はあ

るということで、この課程でいくことにより学生を確保するということです。４年生移行と保健師課程の創設

のダブルではなく、４年生移行又は保健師養成課程の創設ということに記述を替えたいということでござい

ました。２７ページ、地域文化の創造でございますが、現資料を一箇所に集めて展示する場所はないので、

建物の確保と資料を整備する人員確保が必要となり、相当な経費が必要となるということ。それから、空い

た校舎にという考え方もあるが、現実的にはそれなりの整備が必要になるということ、加えて文化財はあっ

た場所で保存するのがベストという文化財保護審議会委員の意見もあるようでございます。一元化につい

ては審議会に諮る必要もあり、現在のところ一元化の検討ということにさせていただきたいということでござ

いました。主要施策の中での文化財の保護と活用の項目で、地域文化と食、こういったことを深く掘り下げ

ることが活用にも結びつくということ、それから郷土料理の記述についても追加させていただきたいと思い

ます。それから、歴史的な史跡や文化遺産を観光や教育などに広範に活用する施策の優先順位を上げる

べきとの意見でございましたが、主要施策の中の記述においては、特にこれをということでなくて全て行な

っていくという方向性でございまして、実施の段階でそれぞれ積極的に取り組みを行うということでございま

す。スポーツの振興２９ページでございますが、現在町が有している競技場については、規模の面で大きな

大会がやりにくいということです。開催する場合は陸上競技場ということになるようでございますが、専用で

はないので、いろいろな機材の搬入、矢が海の方へ飛んで出るとうこともあるようで地元の漁協の協力が

必要ということになっているようでございます。占用期間が長くて、その間、他の競技への影響もあるという

ことから、なかなか難しいということでございますし、また、審判についても県内だけではなかなか揃えられ

ないということで、中国大会の場合も審判員の３分の１は県外から頼んだということがあるようでございまし

た。こうした理由から継続しての開催ということは、現状では難しいという回答でございました。大規模大会

については、現在の施設を有効活用していくということです。それから、青少年の健全育成、３２ページのと
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ころでございますが、郷土の歴史を教え、郷土を愛する心を育む施策といたしましては、義務教育の施策

に追加をいたしました地域素材を活用した郷土学習の推進ということで進めていきたいというように考えて

います。主要施策のところ、子どもの夜遊びについて、親の教育も必要ではないかという意見もございまし

たが、こういったことについての記述は難しい訳で、３２ページのところの主要施策のところにありますが、

地域と学校の連携でそういったことの解消も図るということで捉えていただければと思います。以上が前回

意見をいただきました対応案ということで考えております。 

○会長（村田 岩治） 

 以上、前回の議会での５項目の協議の中で、今説明がありましたように、審議会の皆様方の疑問点・問

題点等々が出されております。それに対しまして、今説明がございましたように、表の右端の表現でござい

ますが、各案について担当課への差し戻し、確認・調整、そうした会議を経て、只今その対応として、案の

修正、或いは追加ということの説明がございました。この対応の表現、説明についてご意見がございませ

んでしょうか。 

 では、対応について事務局から説明がございましたが、特に皆様方からご意見がないようでございました

ので、前回のご意見に対する修正案につきましては、以上のとおりで決定させていただきます。 

引き続きまして、前回の続きということで第２節のにこにこのあるまちづくり１１から１６までについて事務

局からの説明をお願いします。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 それでは、３５ページの１１から説明させていただきます。大きく変わった点のみ説明させていただきます。

先ず、循環型社会の創造というところにつきましては、３６ページの施策の体系の所で、前期の計画ではリ

サイクルセンターの整備、それから、最終処分場の整備ということについてなど５つの記述がありましたが、

リサイクルセンターの整備、最終処分場の整備は終わりましたので、これらを除いた３つの施策にしており

ます。記述につきましては、それに対応する施策ということで、クリーンエネルギーの導入、特に太陽光発

電の補助事業も始めておりますので、これについて付け加えております。自然環境の保全でございますが、

これにつきましてはほぼ同じ内容です。子供エコクラブの参加団体数ということにつきましては、学校との

関連では現在ないけれども、これは申請して登録という形を取るようでございますが、今後は学校と話し合

って進めたいということでございました。１３の道路交通体制の整備というところでございます、これにつきま

しても特に大きな変更事項はございません。町道の改良率５０％をもう少し進めて６５％にしたいということ

です。１４、住宅環境の整備でございますが、施策のところで町営住宅の１階部分の段差をなくする等の整

備をしていきたいということでございました。アセットマネジメントという記述がありますが、これは用語解説

がありますように、現在ある資産の運用で、いかに長持ちをさせて使っていくかということが課題となってい

ますので、住宅の補修等を手早くやって長く持たせるということを課題に上げております。４３ページのとこ

ろから、１５の上下水道の整備でございます。これにつきましては、会計の健全運営ということが主体で、安

定供給をしていくということの記述に関しては、前回の計画と変わっておりません。施策の内容につきまし

ても変わっておりません。下水道につきましては、処理人口を高めていきたいということでございます。４６

ページのところ、生活衛生環境の整備でございます。これにつきましては、大島斎場の整備を実績としてあ

げております。それから、今後の課題ということで、現在大島斎場への使用が集中しておりまして、これの

分散を考えた時に、次の４７ページのところにありますが、橘斎場への葬祭場増設ということを加えており

ます。一応、この１１から１６までが生活に関連した部分ということで、ご審議をいただいたらと思います。 

○会長（村田 岩治） 

 以上、事務局の方から第２節の１１循環型社会の創造から１６の生活衛生環境の整備までの６項目につ

いての説明がございました。これに対してのご意見を伺いたいと存じます。 

○委員（嶋元 徹） 

 よろしいですか。最終処分場の処分量が、2,350t からいきなり 100t に減っていますが、前回もらった説明

表にあるものだけで、本当に 100t まで減っているのですか？いままでおおざっぱに数えていたものをちゃ

んと数えたらこれになったとかいう訳ではない？ 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 
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 はい。計量の際に、例えば大型のトラックならば何 t 積みだからということでやっていた部分はあります。 

○委員（嶋元 徹） 

 そうでしょ。平成１６年度は数字がおおざっぱで正確な値という訳ではないですよね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 その時の計量の仕方といいますか。 

○委員（嶋元 徹） 

 どう考えても、僕ら住民からして、2,350t が５年間でこんなに減るとは思えないですよ。だからこの数字は、

出すのがいいのか？10t トラックでちょっとしか載っていなかったからいくらという感じでしょ。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 いっぱいであればいくらということですね。 

○委員（嶋元 徹） 

 あまりにかけ離れた数字なのでね。誰が見てもおかしいと思いますよ。リサイクル率だってそんなに上が

ってもいないし、ごみの排出量だってそれほど減ってはいない。実際に計ったら 100t でしたというのは分か

るのですが、こうして数字を載せて比較すると、実際の数字と根拠のない数字を比較するということがナン

センスではないかと。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 当時の計算の仕方であり、この数値は当時のものにも出ていますし、現在の 100t というものも現在の数

値としてあるということではありますが。 

○委員（嶋元 徹） 

 数え方が違うのだから一概に比べるというのはどうかという気がしますよね。10t トラックに 1t しか載って

いないのが毎日だったら？そんなことにもなりますよね。計測方法が違うとか、そういう但し書きをしておか

ないと、あまりに数字が違い過ぎるので。誰が聞いてもそんなことはないとしか思えない。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 それでは、欄外の所に当時の計量の仕方について記述をあげたいと思います。 

○委員（小田 貞利） 

 この間、最終処分場へ視察に行った時の説明では、少しニュアンスが違っていたような気がします。単に

計り方が変わったからだけでなくて、実際に処分場で処理しているのがこれだけであって、今まで全て埋め

た部分がこれだけということではなかったような。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 はい。減少したということは、処分の量自体が少なくなったということでしょうし、分別が進んだからというこ

と、リサイクルセンターの建設によって搬入車両の計量の実施、そういうことを合わせてこういう結果になっ

たという説明を受けています。計量のところは、その一つであってということですが。 

○委員（小田 貞利） 

 だから、単純に 100t に減ったということではないのですよね。 

○委員（嶋元 徹） 

 だけど、こう書いてあれば、そうは思わないので。最終処分場での量が 100ｔなのでしょ？ 

○委員（荒川 政義） 

 この間、説明を受けたのは、これまでの最終処分の仕方をしていたら１０年で一杯になってしまう。だから、

なるべく経費がかからない方法で、最終的に処分場で処分するのが 100t ですよ。今まで入ってきたごみで、

ここよりも他で処分する方が経費がかからないという場合は、他で処分してもらっている。そういうような説

明は受けたですよ。だから、入ってきたごみがそのまま最終処分場の中に入っていくのではなくて、いまま

ではそうしていたのかもしれないけれども、今はここで処分したものが 100t、他で処分した方が良いものは

他でという説明をだったですよ。 

○委員（嶋元 徹） 

 そうすると、この最終処分量というものがおかしくて、その 100t というのは最終処分量ではなしに最終処

分場のということですね？だから、ここで比べること自体がおかしいと。他へ持って行ったものも合わせて数
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字を入れれば最終処分量で合うのですけれども。 

○委員（小田 貞利） 

 だから、2,350t というものの内の 100t に当たるものが 1,800t かも分らないが、最終処分場にという記述が

分かりやすいのではないですかね？ 

○委員（荒川 政義） 

 この間、説明を受けたばかりだから記憶が鮮明なのですが、そういう説明を受けたですよ。だから、最終

処分場で受ける量は極力少なくしたいと。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 金属などは他へ持って行ってますよね。分かりました、もう一度この数字の根拠を確認させていただきま

す。但し書きが必要であれば、そういった表記にさせていただきます。 

○会長（村田 岩治） 

 他にご意見ございませんか。 

○委員（嶋元 徹） 

 太陽光発電の補助というのは、新規で設置の場合のみですか？ 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 はい、１キロワット当たり１万円ということです。 

○委員（嶋元 徹） 

 太陽光発電というのは、新規で付けたとしてもパネルの寿命とかありますよね。パネルをやり替えるとか

それにかなりお金が要る。それならばやめておこうという人も多いのではないかなと。実際、付けるときだけ

お金をもらっても、後は補助がなければ持ち出しですから。パネルが半永久的なものではないので、その

辺のメンテナンスに対しての補助をしてあげると、付けようかという人も増えるのではないかと思います、 

今、パネルが老朽化して、どんどん替えている人が多いんですよね。だから、結構お金がかかるので、もう

屋根の上にある飾りになってしまうということに。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 その辺に関しては、担当課に審議会においてこういう意見がありましたということを伝えたいと思います。 

○委員（小田 貞利） 

 この中には、新規とは書いてないですよね。対応できる可能性はある？ 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 たぶん、補助要綱は新規ということにしていると思いますが。 

○委員（荒川 政義） 

 公営住宅のことで、基本的な考え方について一つ気になることが。この島で土地を求めて家を建ててくれ

ることが一番いい訳ですよね。公営住宅があるからそこに入ってもらうということよりは、家を建ててもらう

方が島にとっては絶対にいいと思うのですがね。そういう内容が一つもこの中に入っていない。公営住宅を

どんどん建てるということは、先ず無理なのだから。あるものを壊して、宅地にして家を建ててもらう方がい

いのじゃないですか？  

○委員（小田 貞利） 

 公営住宅に関して言えば、そういう古くなって使えない部分は壊して新たに町に住みたい人に安く提供す

るとか。そういう考え方ができるような書き方のほうがいいですよね。 

○委員（荒川 政義） 

 今、公営住宅に住んでいて、そこに家を建て替えたいという時には柔軟な対応ができるというのだったら、

まだいいですよね。例えば、４２ページの実績と評価のところの公営住宅の改善実施により、居住者に安

全・安心が提供できたというよりは、どうぞ建てて下さいという方がいいような気がするけどね。そうすると、

そこが故郷になる訳でしょ？公営住宅に入っている人は、いつ出て行くか分らない訳だから、家を建てても

らう方がいいと思いますがね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 前回、雇用の拡大というところで、定住化のためには住宅の提供ということも考えていかないといけない
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し、寄付を受けたというものを直してということも加えたのですが、４２ページの住宅環境の整備については、

公営住宅のことしか記述がありません。ここに入れるとすれば、先ほど言われたように、課題のところでは、

定住化促進のための住宅環境の整備とかを入れ、こうした検討が必要だということを主要施策のところに

入れるのがいいのかなと思うのですが。これを記述として加えさせていただいたらと思います。 

○委員（荒川 政義） 

 はい。 

○会長（村田 岩治） 

 他にご意見はございませんか？ 

○委員（小田 貞利） 

 いいですかね。ごみ処理のところで、各自治会とかが清掃をしたことに対して、町が協力しているというの

が実情ですが。去年も今年もあったのですが、漁業者が例えば海に流れていたごみを持って帰ったりとか、

地元の人ではないボランティアの人が海岸を清掃してくれたりとかに、町民がするのと同じような感覚で町

が対応してくれるということがないのですよね、今までには。その都度、担当課に行って、こういうごみをこ

のようにしたのだがどうだろうかというように対応しているのですよ。基本は一緒ではないですか、町民が

やったのと町民以外の人がやってくれたものも。その辺の同じような対応ができるような記述にしてもらえ

るといいのだが。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 漁港とかにあるごみではなくて、水産業の振興のところにある海底清掃というものがありましたが、そうい

う関係を含めてですかね？ 

○委員（小田 貞利） 

 町が予算を計上したものでするのは当たり前の話ですが、ボランティアグループが大島によく遊びに来る

から掃除をしようといった試みをする訳ですよ。その都度、どこが取りに来てくれるのかねということでやっ

ているのですよね。地域の河川や海岸等のクリーン作戦や清掃を支援とありますが、地域をということに限

定しているのですよね。そういった部分をもう少し広い意味に直せないかと。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 現在の対応は、以前一般の方たちが来て清掃活動をした場合は、水産課と清掃の場所等について協議

をし、総合支所に話をし、ごみを回収するということになりました。水産課に来られれば、漁港でのごみはこ

ういうようにしますということが対応できるのですが、そういうように個別には来られないのですかね。 

○委員（小田 貞利） 

 わざわざ、町にいつ掃除しに行きたいからということは言わない訳ですよね。みんなが集まって、この日

に掃除しようかということがある訳ですよ。例えば、漁業者の中でも、かかったごみを順次持って帰って処

分してくれんかねと言うということですよ。それは、家庭ごみとしては出せない訳だからね。せっかくやって

来てくれている人に極端なことを言えば、また海に流せというようなことになる訳ですよ。その辺のフォロー

が出来るようなことが載せられないかなということです。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 ただ１点、漁業者の方が漁業活動の中で持って帰ったごみ、事業活動の中でのごみは産廃扱いになる

ので、これを集めてということになると難しい問題となるのですが、それ以外の清掃活動ならば。 

○委員（小田 貞利） 

 事業活動であろうが、地域が清掃するごみであろうがどっちにしても産廃ではないの？ 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

地域が集めたごみは、一般ごみです。 

○委員（小田 貞利） 

海岸で一般が集めたごみは一般？ 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 はい、事業活動の中のものではないですから。 

○委員（小田 貞利） 
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 どう違うの？同じペットボトルで。環境を整えるためにやっているのではないの？ならば、そこに沈んでい

ようが浮き上がっていようが同じことではないの？それを考えていかなければいけないのではないの？と

いうことを言ってるの。一般ごみだから、産廃だからという話ではなく。例えば、事業者が仕事で使って出す

ごみとかは産廃よね。海の底にあるごみを漁業の時に上げたごみを普通は産廃とは言わないよね。漂着

ごみだから。事業をして出るごみではないよ。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 事業の中で集まったごみについても同じ考え方をしますね。 

○委員（小田 貞利） 

 環境を守るためにこういうことをやるのではないの？ 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 それは分かります。今、原則ということで話しましたが。 

○委員（小田 貞利） 

 こういう話を毎回しなくてはならない訳ですよ。ボランティアで集めたごみをこれは産廃だから取れないと

かいう話になる訳ですよ。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 ボランティアで集めたごみは、その時の保険等の関係もあるので、総合支所や生活衛生課の方で、こう

いうことでいつやられるということを言っていただいたら、ごみ袋を出して、収集もしますよということでやっ

てはいます。そいうことがないと、地域のボランティア活動で集めたのか、自分の家のごみを出したのかと

いうことが分からないということです。事前にやりますよということがあればそういう対応はしているというこ

となのですが。 

○委員（荒川 政義） 

 事前に連絡しては？ 

○委員（小田 貞利） 

 でも、町は予算を組んで海底清掃をしているよ？お金をわざわざ出して。金を出さないでやってくれるもの

は取れないというのはおかしい話ではないかね。 

○委員（荒川 政義） 

 事業でも、そういうことで集めたということが確認できれば対応できるよね？自分の所のごみを持ってきた

のではないということが確認できればね。 

○委員（小田 貞利） 

 海の中のごみというのは誰が見ても分かるでしょ。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 流れ着いたごみをどうするかということは、以前、漁協と生活衛生課で話をしてもらったことがあるようで

す。 

○委員（小田 貞利） 

 予算を組んで海底清掃をしているのにボランティアで持って帰ったごみは取らないというのはおかしい話

でしょ。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 小田委員が言われるのは、３７ページのことですよね。３９ページにこれからのことを謳っていますので、

その中で解釈すると。これは、原課との協議が必要で、どういうように考えているのか相互理解が必要で

す。 

○委員（荒川 政義） 

 ちょうどいい機会だから、きちんとしてもらえばいい。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 それでは、原課に確認ということで。 

○委員（小田 貞利） 

 どう考えてもおかしいからね。 
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○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 この審議会で意見が出たということで、話をしますから。 

○委員（荒川 政義） 

 いいですかね。水の問題なのですが、４５ページです。おいしい水の安定供給と健全経営と謳っています

ね？健全経営というのは、住民負担をもって特別会計の収支を合わせようというように思っているのか、そ

れとも一般会計からのきちんとした繰り入れをもって健全経営と思っているのか、その点はどうですか？ 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 これについても、原課でどう考えているかということなのですが、一般的に考えれば、水道料で、入ってく

るもので収支を考えるというのが、健全経営と考えますが。 

○委員（荒川 政義） 

 このままでいくと、たぶん水価を上げていかなくては経営していけなくなるよね。だから、ここのところをもう

少し突っ込んだ話として、例えば町が応分の負担をしてでも水価を安定させ供給というものでも入ってくれ

ば。これは、県が来年度以降、高負担の部分をカットしますよということになれば、当然県から５千万という

補助は入ってこないということになるのだから。 

○委員（小田 貞利） 

 そういう話になれば、水道料は上がるよね。 

○委員（荒川 政義） 

 ３割以上は値上げになるよね。今年、３割くらい上がったでしょう？来年またそのくらい上がってくることに

なる。この健全経営というところをもう少し考えてもらわないと、そのままいけば水価を嵩上げしていくという

方向しかないような気がしますよね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 分かりました。 

○委員（三谷 俊雄） 

 よろしいですかね。４７ページの斎場の整備なのですが。橘斎場の増設ということは、利用の分散というこ

とからも大変良いことだと思います。その中で疑問に思うのですが、大島斎場はすごく利用が多いのですよ

ね。三日目でも空くのを待つということもあるのですよ。どうにか今ある施設を利用して、１日に２件は出来

ないのですかね？私は、考えれば、炉が二つあるのだから出来ると思うのですがね。今、葬儀を１日１回し

かできないのですよ。時間をずらして、炉が二つあるのだからどうにかやることは可能ではないですかね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 葬儀をということですかね。 

○委員（三谷 俊雄） 

 そうです。葬儀が１日１回しかできないんですよ。きちんと調べたら難しいということが出てくるのかもしれ

ませんが、どうにか時間をずらして、１日２回できると皆助かると思うのですがね。 

○委員（小田 貞利） 

 できるよね、２回は。 

○委員（荒川 政義） 

 民間ならば、少なくとも午前と午後で分けてできるよね。 

○委員（河野 洋治） 

 火葬はできますよね。 

○委員（荒川 政義） 

 葬儀ですよね。 

○委員（河野 洋治） 

 葬儀は、１件づつ入ってくるから、業者さんが違う訳ですよね。毎回セットして、それから持って帰る。朝と

昼から、同じ葬儀屋さんがやるのなら、或いは前の祭壇と後の祭壇が同じものを頼んでくれるのなら使える

ので、それならば、１０時頃からやって、２時頃から出来るのですがね。１件１件業者さんがセットして持って

帰る、その後またセットする。そこで、昼を食べていたりすると後ろの時間が取れなくなるということです。町
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営できちんとセットしてあるのであれば、いいのですが。 

○委員（荒川 政義） 

 そのとおりです。だから、逆に言えば、工夫次第で出来るということですよ。そこら辺を業者が各々いくら

でできるとか書いていますがね、その辺は工夫次第でいくらでもできるということ。 

○委員（河野 洋治） 

 もう少しお金をかけて、町で祭壇を用意し、この祭壇しか使えませんということをすれば、使う人が入れ替

わればいいだけだから。或いは、昼食を取る時間を少しずらしてもらうとかすれば。火葬だけなら、３回でも

４回でもできますがね。 

○委員（三谷 俊雄） 

 そういういろんな事情があるのですね。住職はお勤めをするだけですからその辺のことが。 

○委員（荒川 政義） 

 今まで見に行ったところは皆持っていたですよね。だから、例えばキリスト教でもできる、仏教でもできる、

神様でもできる、皆そこが持っているのですよ。 

○委員（河野 洋治） 

 最初の設計では、入っていたと思うのですがね。いつの間にかなくなっていたと。 

○委員（荒川 政義） 

 当時の町長さんですから。そのとおり、入っていたでしょう。あそこは、事情があって２億円カットしたです

からね。 

○委員（三谷 俊雄） 

 あそこは、すご利用が多いですよ。 

○委員（小田 貞利） 

 家で出来ないんですよね。 

○委員（荒川 政義） 

 それは、工夫次第でできると思うよ。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 審議会でこういう意見があったということで、担当課の方に検討をしてくれと持っていきたいと思います。 

○委員（荒川 政義） 

 担当課も頭を切り替えないとだめかも知れんよ。だから、今の意見をというのではなくて、本当に住民が

困っているんだということを理解してくれなければだめですよ。小田委員が行きますか？ 

○委員（小田 貞利） 

 駄目ですよ。何回行っても同じ答えが返ってくるのだから。 

○委員（荒川 政義） 

 まだひどかったのは、空いている部屋も貸さないということもあったのだから。この３月までは。 

○委員（小田 貞利） 

 何時までは一つしか駄目とかね。 

○委員（荒川 政義） 

 本当に話にならなかったですよ。一番初めに計画した意図というのは、そういうことではなかったですから

ね。当時の町長さんが居られてだから良く分かっておられると思うのですが。 

○委員（小田 貞利） 

 歳を取って葬式が自分のところではなかなか出来ないという人のため、いつでも人が帰って来られるとい

うことで造っているのだから、それを最大限に生かさないと駄目だよね。 

○委員（荒川 政義） 

 町が造った斎場だから、始めから決まった祭壇をきちんとセットして、それでいくらですよとすれば。１８万

円とか何とかいうのは、業者が儲けるための値段だからね。作っておいて、それが気に入らないというので

あれば、他でやればいいのだから。それなりの立派な祭壇が出来ますよね。 

○委員（河野 洋治） 
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 仏式と神式とか作っておけばね。 

○委員（伊藤 秀行） 

 そうすれば、いいですよね、安くて。 

○委員（三谷 俊雄） 

 それがいいですね。 

○委員（荒川 政義） 

 最初はそうだったんですよ。いつの間にか、業者が自分の所の斎場のようにやっているでしょ。私たちは、

どうなっているのかと言いたいですよね。 

○委員（河野 洋治） 

 通夜が二つになったらちょっと無理だろうと思うがね。 

○委員（荒川 政義） 

 確かに、通夜はね。部屋を一部屋カットしてしまったからね。 

○委員（小田 貞利） 

 ただ、通夜もこっちの部屋が一つあって、もう一つの方を工夫すれば出来るね。 

○委員（河野 洋治） 

 霊安室が一つあるからね。いつもあっちが使えないと言われると、夜はちょっと困るだろうね。それと、夜

は管理人が居ないのでしょ？ 

○委員（荒川 政義） 

 だから、それも含めてやればいいと思うのですよね。やはり臨機応変に使う人の立場に立って、だから民

間ならばと私たちは思うのですよ。 

○委員（伊藤 秀行） 

 指定管理者制度でやったらいいですよね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 いずれにしても、担当課に話をして、次の審議会の時には報告をさせていただきます。 

○委員（小田 貞利） 

 さっき、上水のことが出ましたが、下水も含まれているのよね？上水だけというのではないよね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 はい、健全経営ということですね。 

○委員（嶋元 徹） 

 自然環境の保全で、防災だったらハザードマップを作ったりするじゃないですか。どこが自然破壊されて

いるのかとか、そういうことをする委員会というものを作って、問題点を先ず洗い出しするということもいい

のではないかなと思うのですよ。ここの審議会というのは、新規に大型店をとかいう時に審議をするのでし

ょ？ではなくて、普段から監視をして、パトロールをし、ここが悪いですよというマップを作って、それを住民

に配ればやはり目はそこに行くので、今年はここが良くなったとか目に見えて分るじゃないですか。自分の

所の周りの環境保全というのは、毎日のことだから分かるのだけれど、島全体のこととして考えると、この

審議会でやってもいいし、新しく作ってもいいし、悪いところも見つけて欲しいですね。そう思います。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 はい。 

○委員（嶋元 徹） 

 それから、道路を造られるのはいいのですけれども、大体、道路を拡張する時は海の方へ拡張するので

すよね。そうすると、海岸線が全く無くなってしまうのですよ。自然環境保全という意味でね。僕ら、海から見

ると大体昔海岸だった所はテトラポットで埋まって、道路が出来てるんですよ。それで、自然の海岸線がほ

ぼ残らなくなるので、今後道路を改修する時には、お金がかかってもいいから山側を削って道路を良くする

とかを多少はしないと、大島の周りは全部テトラポットだらけになりますよね。そういうのも、委員会でリスト

アップしていっていただければ。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 
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 今は、環境とかの問題で、なるべく埋立でなく、出来る場合には山側をというのが。 

○委員（嶋元 徹） 

 国道はそうではないかもしれないけれど、県道は海をどんどん埋め立ててやっているでしょ。安下庄の方

へも通りますけど、全然山は削らないですよね。海の方ばかり行くから、あの辺の大事な瀬とか全然無くな

ってしまって、テトラばっかりになってしまっている。お金が無いから、県はたぶん海の方へ行くんでしょうか

ら、山を買ってでも、削っていって欲しいなと。 

○会長（村田 岩治） 

 大変、たくさんの貴重な意見を出していただきました。 

 他に意見が無いようですので、ここで５分間休憩を取らせていただきます。 

 

 休憩 

 

○会長（村田 岩治） 

 それでは皆さんお揃いのようですので、再開いたします。 

 １１から１６までその他ご意見ございませんでしょうか。 

○委員（岡崎 政幸） 

 よろしいですかね。これはこの前の時のものに関連があると思うのですけれども。農業振興地域というの

があるのですよね、ここには。私、広島の方に居て、帰りたいけれども、そしてすぐに家を建てたいのだけ

れども、ここは農業振興地域だから建てられませんと。だから諦めて大島に帰るのはやめようと思っていた

ら弟が骨を折ってくれて１年がかりで建てられるようになって、建てたのですけれども。帰ってなかったら、

私の土地は全部荒れていると思うんですよ。そういう人がたくさんいると思うのですけれども、明らかに後

継者だということになれば、そういったことは優遇措置で、どこにでも無条件でその地主の土地に建てられ

るというようにすれば、私もっとこの問題は解決すると思うんですよ、さっき住宅の問題が出ていましたけれ

ども、やはり農業後継者といいながら、その人が必ず農業だけするとは限らないんですよね。こちらに帰っ

て家を建てれば、私もまた商売をしていますが、どんどん家がまた増えると思います。でなかったら、農業

振興地域であろうともどんどん荒れてしまう訳ですからね、ここら辺りは。面倒な手続きがあるのだとは思う

のですが、検討していただけたらよろしいかと思います。町の活性化は人口増が第一と思います。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 岡崎委員さんからは、文書でもいただいておりますので、農業委員会とも協議して、また、ご説明できれ

ばと思っています。 

○委員（河野 洋治） 

 自分が住む家ならば建てられるはずですがね？ 

○委員（岡崎 政幸） 

 それが、そう簡単にいきません。だから、年を取ったら面倒くさくなって、息子が帰りたいと言っても、それ

が簡単に建たないものだから、帰らずにそのまま居てということになるのですよ。これはですね、その立場

になってみないと分からないですよ。本当に歯がゆいですよ。 

○委員（小田 貞利） 

 奥川さんに聞いてみたら？詳しい話を。農業委員会を２か月に１回とかやっているので、申請が出てきた

ものを農業委員会とかに出すよね。 

○委員（奥川 与志人） 

 農業委員会が決めます。 

○委員（荒川 政義） 

 農振地域の解除は。 

○委員（河野 洋治） 

 解除には３年かかるね。見直しの時でないと。 

○委員（小田 貞利） 
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 それは、５年に１回。 

○委員（荒川 政義） 

 見直しは、３年に１回だったよね、大島は。 

○委員（河野 洋治） 

 農振の中でも自分が住む家を建てるのは、建てられるはずですがね。 

○委員（小田 貞利） 

 今、それを確認しようと思ったのですが、たぶん自分のところの用地で農業用住宅を建てる形ならば要ら

ないと思いますよ。 

○委員（岡崎 政幸） 

 要ります。実は、長男が買ってまだ１年半ですけれども、２年経たないと地目変更ができないと、役場の

方でね。だけど、明らかに後継者が建てると言ったら、そんなことを無条件でやらないといかんと思うので

すよ。 

○委員（小田 貞利） 

 私の記憶では、農業後継者が農業用住宅を建てる場合は、要らなかったような気がします、この変更と

いうのは。それで２年とか経って現況報告とかでやればできるという記憶があるのですがね。 

○委員（荒川 政義） 

 法的なものをきちんと調べて、今は曖昧なままで物を言っている訳だから。 

○委員（岡崎 政幸） 

 とにかく、優遇措置を、農業後継者にはね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 分かりました。 

○会長（村田 岩治） 

 大体、意見が出たようですので、第２節のにこにこのある町づくりの１１から１６までをご提案申し上げたと

ころですが、原案どおりでよろしゅうございますか。ないようであれば、次に進ませていただきますが。では、

続きまして、１７情報化の推進、１８人権が尊重された社会の実現、１９男女共同参画までの説明をお願い

します。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 ４８ページのところからになります。情報化の推進の中自体は変わっておりませんが、５０ページの情報

通信施設の整備という所で、現在のデジタル放送の関係での共聴アンテナ又は CATV 網の整備という記

述を新しく加えております。同じく５０ページの人権が尊重された社会の実現でございますが、これにつきま

しても施策の体系自体は大きく変わっておりません。５２ページからの男女共同参画でございますが、本年

度、現在の基本計画の見直しということになっておりますので、これを見直したうえで審議会等への女性の

登用率を目標値のように上げていくということにしております。最近、多くなっているドメスティックバイオレン

スということについても新しく記述をしております。以上でございます。 

○会長（村田 岩治） 

 ただ今、１７から１９までの３項目について、説明がございました。ご意見ございませんでしょうか？ 

○委員（嶋元 徹） 

 すいません。いいですか？情報化の推進で CATV が入るのですよね。あれは光ケーブルですよね。その

光ケーブルは、今だと何にでも応用できるようなネットワークですよね。そこで、もう少し町が補助するとかし

て、今 ADSL は大島に入っているのですけれども、線が老朽化してスピードが全然出なかったり、局からの

距離が長くて全然役に立たない ADSL なんです。アイキャンのネットワークをうまく使って、各戸に光ファイ

バー網が引けるようなシステムをそれに乗って。 

○委員（小田 貞利） 

 全戸に行きますよ。 

○委員（嶋元 徹） 

 全戸にですか？料金を見ると、お金が要りますよね。町が多少補助して、安くするとかして、せっかく光フ
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ァイバーを引くのだから、もっと利用ができるように。安くなるのですか？ 

○委員（荒川 政義） 

 そう。 

○委員（小田 貞利） 

 そのつもりです。 

○委員（嶋元 徹） 

 だけど、このアンケートが来た時に全然そんなことが書いてないから。あの料金をホームページとかで見

たら高いから。皆が申し込まなければ、アイキャンも商売ですから、ここには中継局を置かないとか、ここに

は引かないとか、加入者に合わせて配線網を整備する訳でしょ。 

○委員（小田 貞利） 

 あれは、アイキャンのアンケートだから。 

○委員（荒川 政義） 

 基本的には、全戸に行くように、対応できるようにやるということ。来年の夏までに、地上デジタルに対応

できるような光ファイバー網を作るということです。 

○委員（嶋元 徹） 

 では、例えば家が１軒ポツンとあるようなところでも、アイキャンちょうだいと言えばすぐにもらえるのです

か。 

○委員（小田 貞利） 

 だから、大島郡内の浮島を除く全てのところまで線を引くという契約です。 

○委員（嶋元 徹） 

 山奥に一軒ポツンとあるところに光ファイバーを引くといっても大変ですよ。 

○委員（荒川 政義） 

 そういう話も出たのだけどやるということだから。 

○委員（嶋元 徹） 

 専門の先生がいらっしゃるので良く分かると思うのですけれども。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 一応、基本設計で大きな集落ごとに光を持って行くのですけども、その設計以外にポツンと一軒ある、そ

の時には、アイキャンは責任を持ってやりますということは聞いております。 

○委員（嶋元 徹） 

 人数を調べた時に、アイキャンはなんのために調べているのかなと。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 総務省に申請をする資料としてです。 

○委員（嶋元 徹） 

 そうすると、あれは料金が入ってないので、皆出してないのじゃないですか。 

○委員（小田 貞利） 

 私もちょっと高いなと思ったんですよ。 

○委員（嶋元 徹） 

 お年寄りの家庭なんか、今テレビが見えるからいいやと思う人は、書かない。何パーセントか以上欲しい

のであれば。たぶん、集まらないのじゃないですか？ 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 今から住民説明会は会社の方でやっていくということですので。当然、料金なんかも決定してです。 

○委員（嶋元 徹） 

 でも、免許が下りないといけない訳でしょ。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 一応、アンケートをやりましたという実績が欲しいということです。 

○委員（嶋元 徹） 
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 それが欲しいだけ？ 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 はい。 

○委員（小田 貞利） 

 実際、やってる訳だから、そこからどれだけ伸ばすかだけ。 

○委員（嶋元 徹） 

 １００パーセント行き渡ると。 

○委員（荒川 政義） 

 行き渡らせないといけないよね。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 NTT が光ファイバーを布設するのではなくてアイキャンが自前で？ 

○委員（嶋元 徹） 

 自前でしょう。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 ということは、それだけ入らないと。 

○委員（荒川 政義） 

 だから初めの必要経費の８５パーセントを大島町が出すのですよ。 

○委員（小田 貞利） 

 １０億５千だったかね、それの８５パーセント大島町が出して、それで全戸にと。 

○委員（荒川 政義） 

 今、光は久賀まで行ってるのかね？ 

○委員（嶋元 徹） 

 大島は入ってないですよ。 

○委員（荒川 政義） 

 入ってるよ、久賀まで。公共施設だけね。 

○委員（嶋元 徹） 

 公共施設はスーパーネットが入ってますからね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 あれも活用するのですが。 

○委員（荒川 政義） 

 だからそういう説明を今からしていくから。料金設定も議会で説明しているものは、もっと安いものを説明

しているのですがね。 

○委員（嶋元 徹） 

 せっかく光ファイバーを引くのであれば、是非全戸に均等に行き渡るように。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 テレビだけではなく、いろいろ考えていかないともったいないですよ。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 はい。それが一番です。 

○委員（嶋元 徹） 

 ありがとうございました。 

○会長（村田 岩治） 

 他にご意見ございませんでしょうか？ 

○委員 

 はい。 

○会長（村田 岩治） 

 では、ないようですので、第２節の１７から１９までは、原案どおりご承認いただいたものとします。以上で、
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第１節元気のあるまちづくり、第２節にこにこのあるまちづくりが終わりました。続いて、第３節安心のあるま

ちづくりということで、１から１１項目までございます。１の地域保健の推進から７の社会保障の充実まで、

以上について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 はい。それでは、５４ページでございます。地域保健の推進の中では、前期計画での目標とその達成率

のところにありますように、法改正があった関係で若干記述が変わった部分があります。大きな変わりはご

ざいませんが、その関係で今後の政策指標のところも変わってきております。５６ページからは、地域医療

の充実ということで、病院関係の記述が多くなっています。内容につきましては、施策の体系のところで、大

島病院の移転新築ということがありましたが、これに替って東和病院の改築ということが、新しく加わってお

ります。これに伴って、主要事業のところも変わっております。政策指標のところも前期計画とは若干変わ

った記述となっております。これにつきましては、前期計画との比較をしていただければ、変わった点が分

かるかと思います。それから、５９ページのところからは、地域福祉の推進ということになります。施策の体

系は変わっておりませんが、前期計画では地域福祉計画の策定ということで策定が終わりましたので、後

期は推進という記述になっています。６１ページから、高齢者福祉の充実となっています。ここの前期計画

での目標とその達成率のところで、制度が変わり把握する数値も変わってきているところもありますが、大

きな変わりはありません。施策の体系のところで、高齢者福祉計画の推進とありますが、前期計画では策

定となっておりました。６４ページの障害者福祉の充実でございます。これにつきましても、福祉制度が変わ

っております関係上、前期計画での目標とその達成率のところで、制度が変わり数値が把握できずと書い

ております。どう変わったのかという点につきましては、お配りしております資料にあります。政策指標のと

ころで、前期計画では示している項目が二つありましたが、制度が変わり障害者福祉サービス決定件数の

みの指標となっております。６６ページ、児童母子福祉の充実でございます。施策の体系自体は変わって

おりません。前期計画での目標と達成率のところにあります多機能保育所については制度廃止ということ

で、後期では削除しております。６９ページからの社会保障の充実でございます。高齢者医療制度につい

て一人あたりの医療費は、今後も上がるという予測でありまして、この施策の体系の中に新しく高齢者医療

制度の周知という項目が加わっております。以上でございます。 

○会長（村田 岩治） 

 以上、１から７まで説明がございました。ご意見を伺いたいと存じます。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 いいですか？６１ページのボランティアや NPO の育成支援というところで、ここでのボランティアとかは特

定の団体のことですかね？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 はい。前回お配りしました資料の中の地域福祉の推進というところで、ボランティア団体の数値がけっこう

変わっているということがありました。ボランティア団体については、小学校、婦人会、シニアクラブといった

ものがボランティア団体として出ているようですが、ボランティア者数となりますと、小学校は入れないで、

婦人会、シニアクラブ、社協の友愛訪問員、社協の福祉委員を入れているという社協からの回答でござい

ました。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 育成支援というのは、町が積極的に高齢者の方の訪問とかのボランティアをする人の育成をする訳では

なくてということですかね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 はい。友愛訪問員とかは主には社協の方でということになりますが、社会福祉協議会と連携したというと

ころで、支援できる部分については支援をしていくということです。小学校は、学校教育との関係があります

ので、町も当然学校と連携して、そういうものを育成していくということになってくると思いますが。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 町が支援するのは、ここに書いておりますように、社会福祉協議会と連携したボランティア活動団体につ

いては、ということになるのですかね？それ以外のものは？ 



 18

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 地域福祉の関係ではこれだということで、一般の NPO 等との関係とはまた別ものということになります。 

○委員（嶋元 徹） 

 いいですか？総合的なことなのですが、地域保健でお年寄り一人を見るのもいろんな課をまたいで話を

しなくてはいけないのですね。住民もそうなんですけど。介護保険があったり、医療保険があったり、或いは

福祉課があったり。例えば、補装具の補助を出すのは福祉課に行って下さい、介護保険は介護保険課に

行って下さいとか言って、一元的に見てくれるところがないんですよね。子どももそうなんですよね。健康増

進課があり、例えば児童虐待であったら福祉課であったり、課が縦割りで、ここに言ったけどこっちには伝

わっていないとかいうことが僕ら医療面であるのですよ。今、山口県は子供課というものを作って子ども全

般を見ていると。最近、そういう所も増えているので、大島も小さいのだから子ども課とかお年寄りをまとめ

て長寿課のようなものを作って、お年寄りはここに言えば、全部情報は横につながっていきますよということ

をした方がいい。住民は先ずどこに言えばいいのだろうということがあるのですよね。役場の中の連携を先

ず作って、そういう課を作るとか新しい方向性を持ってやっていただきたいと思います。 

 続けて申し訳ないのですけれども、特定保健指導とか数字が８０パーセントとか７６パーセントとか立派な

数字が出ているのですけれども、基本的に特定健診を受けた人に対して何パーセントやっているかなんで

すよね。特定健診を受けているのは、山口県で最低なんですよ、周防大島町は。１０パーセントから１０何

パーセントしか受けていない、その中で８０パーセントとかの数字なので、そんなに大した数字ではなくて全

くやっていない、何人か数人というレベルなんですよ。だから、その辺は勘違いしそうな数字なので、表現

的にどうなのかなと。 

 続けて申し訳ないけれども、お年寄りもそうなのですけれども、在宅ケアを進める訳ですね、国も。町も在

宅ケアを進めるんですよ。ただ、在宅で見た人に対するケアは何もないんですよ。家の人には、何のケアも

補助もない。お年寄りを子どもが見て、子どもが何かいい目を見るかといえば何もないのですよ。介護保険

で任せた方が自分たちの手間もかからないし、お金はそれだけ要るけれども、全部介護保険でいいと。在

宅ケアで家で見ましょう、住みなれた家庭で最後を送りましょうというのであれば、見てくれる人、家族をもう

ちょっと評価するような政策を周防大島町は作っていただきたい。だから、ある程度減税をみてあげるとか、

評価するといえば、物ではなくて金銭的なものくらいしかないんですよ。表彰状をもらっても何のメリットもな

いので、やっぱり、金銭的なものが。例えば、ヘルパーさんが１回来てくれて５千円かかるのだったら、あな

たが見たら２千円上げましょうと、その代わりヘルパー１回減らして下さいとかね。例を上げると、そんな感

じのものを。見てくれる人を評価してあげれば、もう少し在宅は増えるのではないかと。 

○委員（小田 貞利） 

 町へ制度の質問をすると、国の制度だからという答えになる訳ですよ。だから、今言われたように、周防

大島町で独自のことを考えればいいのですよ。 

○委員（嶋元 徹） 

 自分の所の年寄りはヘルパーに来てもらって、自分はヘルパーで他の年寄りを見ているというのが良く

ある訳ですよ。それはちょっと違うのではないかと、その介護の仕方は。在宅を目指すのであれば、自分の

所の親は自分が見るという設定で。 

○委員（小田 貞利） 

 自分が親を見る場合は、介護保険料を払わないでいいとかね。そういうことを町はやっていくべきでね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 担当課へこの意見をもって協議をしたいと思います。 

○会長（村田 岩治） 

 他にございませんでしょうか。 

○委員（嶋元 徹） 

 次世代育成支援行動計画というのは、町民は皆さん知っているのですかね？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 こういった本のようなのですが、これを町民の方に配っているかといえば、それはどうかと。 
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○委員（嶋元 徹） 

 皆そうなんです。こういうのをいろいろ作っても、住民は知らないんですよ。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 ホームページ等では、公表していると思うのですが。 

○委員（嶋元 徹） 

 それは、ホームページに載せておけばいいやという感覚で載せるのでしょうけれども。こんな計画を作っ

ても皆知らないし、極端な話、医療関係者も知らないのですよ。病院の先生の中でこんなのありますからと

言っても知らない先生の方が多いんです。せっかくこういうのを作るのであれば、関係者くらいは皆さん知

っているとか、子どもさんを持っている親とかには、ちゃんとアピールするとかしていってはと思います。 

○会長（村田 岩治） 

 他にご意見ございませんでしょうかね。 

○委員（嶋元 徹） 

 非常にシビアな問題ばかりなのですが、今国保が危機に瀕しているじゃないですか？国保の医療費を一

番高くするのは、普通に考えると、循環器、高血圧とかが多いのですよね。他の市町村も大体そうなんです

よ。ところが、山口県で２か所だけ違うのがあって、周防大島町がそうなんですけど、精神神経の疾患、こ

れがトップなんですよ。だから、そこをちょっと何か考える。町全体で考えないと、高血圧よりもはるかに多

いんですよね、医療費としては。他の市町村は、高血圧の方が大体多いんですよね。ここと長門の方は、

精神神経の方が多いのでね。これは、難しい問題になるのでしょうけれども。ちょっとづつ考えていかない

と。何故大島に多いのかとか。いろいろ問題は難しくて、こういう場で言える問題ではないのでしょうけれど

も。だけど、それはある程度考えていって出来ることはしていかないと、医療費はどんどん嵩んできます。

例えば、高血圧にしてもこれからどんどん医療費は嵩んできます。だけど、ちょっとでも改善できることがあ

れば、改善していくと。適正かと言っても、何が原因かということを解析しないと、そういう医療費解析チー

ム、プロジェクトチームを作って問題点を洗い出し、それから対策を考えていかないと。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 分かりました。専門的なこともありますので、これについても、担当課に協議をさせていただきたいと思い

ます。 

○会長（村田 岩治） 

 医療関係につきましても、大変重要な質問がございました。他にご意見がないようでしたら、次に進ませ

ていただきますが、よろしゅうございますか？ 

 では、第３節の８、防災対策の充実についてから公共交通対策の推進まで、事務局から説明をお願いし

ます。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 はい。７２ページのところから、防災対策の充実ということになっています。前期での取組みのところに記

述しておりますが、高潮・洪水のハザードマップにつきましては、全て作成したということでございます。今

後の政策指標のところにもハザードマップの作成が出ておりますが、今後、地震・土砂災害について新た

に作成していくということでございます。それから、危険ため池については、危険なため池を減らしていくと

いう方向性は同じなのですが、前期と後期で若干言い回しを替えております。７６ページのところから、交通

安全・防犯対策の推進ということでございまして、前期の取組みの主なもので交通安全対策の推進の次に

幹部交番と書いておりますが、警察という表現に替えさせていただきたいと思います。警察と町で連携を取

って推進ということで、内容については特に変わっておりません。７８ページのところからは、消防防災の強

化でございます。消防自動車等の装備を進めておりまして、平成１６年に比べて整備箇所も増えております

が、今後も更新を含めて整備を図っていくというところに変わりはありません。ただ、消火栓については、前

期計画で現在７４０か所の実績値になっておりますが、これは消防でいうところの消火栓ではございません

で、水道の消火栓の数を記述しております。これを消防の体制で使おうと思うと、同じ管の中で二つを一度

に開けると管がつぶれてしまうという問題もあるようです。消防の関係からすると、数の記述はあまり意味

がないということでしたので、８０ページの政策指標には、消火栓の数は上げておりません。１１の公共交



 20

通対策の推進でございます。生活バス路線の維持対策は、２１年度は半減しておりますが、実績と評価の

ところに JR バスと防長バスから防長バス１社になったことなど理由について書いております。以上でござい

ます。 

○会長（村田 岩治） 

 以上、８から１１まで説明がございました。ご意見を伺いたいと思います。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 最後の公共交通対策のところで、コミュニティバスは、防長バス・乗合タクシー、プラスということか、取っ

て替わるということですか？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 結局、前期計画のところから続いて来ている問題ではあるのですが、利用者が少ないと生活バス路線維

持対策補助金のところも関係してきますが、乗車密度が下がってくると補助を受けられなくなる。利用の形

態を全体的にもう少し検討していかなくてはいけない。今のバスや、いろいろなものを含め、全体を考えた

上でのコミュニティバスということです。このバスを新たに入れてということではなく、全体で考える必要があ

るということです。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 やはり、日中にバスに乗っている人も少ないですよね。町の持っているいろいろなものを活用して、住民

の方の協力を得ながら、こういったコミュニティバスというものを考えると。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 旧町の時から、４町でいろいろと検討をしてきていますが、いろいろな状況もあって、こうだという形にはな

っていないので、今後も検討していく必要があるということです。前期計画での記述を受けて、後期でも記

述しております。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 例えば、何台とか、どれくらい経費がかかるとか、そういった簡単なシュミレーションは学校でもできます

ので。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 今、商船の先生の方からもそういったシュミレーション等について連携できるところがあるという言葉をい

ただきましたので、担当課に伝えたいと思います。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 海上交通も、単に海上の交通ということ以外に、観光振興ということも考える必要があると思いますけど。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 そうですね。観光についての受け入れも、現在、広島とも連携を取ったベイエリアという関係の施策もあり

ます。海上交通としての施設はあちこちにあるのですけれども、その利用については、それぞれ漁港施設

である、港湾施設であるということで、具体的なものへと進んでいない状況です。今後、施設に空きスペー

スが出た時にどういうように活用していくかということも含めて、十分検討は必要だと思います。 

○委員（荒川 政義） 

 東南海南海地震に大島がかかってますよね。どの活断層で、その活断層がどこからどういうように入って

いるのかが、私は理解できないのですが。大島全体が活断層の上に乗っているのか、一部がかかってい

るのか。今まで、あまり説明を受けたことがないですよね。ただ、東南海南海地震が起きた時には危ないよ

という話は良く聞きますがね。そこら辺は、把握できている？ 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 活断層というより、太平洋プレートとかありますよね。いわゆる太平洋側のプレートの潜り込みの反動で

起きるということで、活断層の上にあっての地震という意味合いではないですね。防災センターに行ったら、

図面に書いてあると思いますが。太平洋プレートが大陸プレートに潜り込んで、どんどんひずみが出来て、

ある程度でもてなくなって跳ねる。この時が東南海南海地震ということ、そういう意味合いですね。神戸なん

かは、活断層の上ということですが、この東南海南海は、直接的に活断層の上だからという意味合いでは

ないですね。 
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○委員（荒川 政義） 

 そうですか。 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 プレート同士のひずみということですね。 

○委員（荒川 政義） 

 今、この東南海南海地震が起きたら危ないよという指定を受けているのは、どの範囲かね。 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 山口県では、周防大島町だけです。 

○委員（荒川 政義） 

 そこら辺がなかなか理解できないところよね。何故、大島だけなのかね？ 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 災害震度が６弱なのは大島だけなのです。柳井は５弱とかで、大島は６弱あるので指定を受けているとい

うことです。 

○委員（荒川 政義） 

 予想されるのがね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 メッシュが作ってあって、その中で、６というのは大島だけ出ているのですよ。 

○委員（岡崎 政幸） 

 安下庄側はそうだけど、こっち側はそうでもないということでしたよね。全体がそういうことになったのです

か？ 

○委員（小田 貞利） 

 北側はそこまでいかないと思いますよ。 

○委員（荒川 政義） 

 北側はというのは、東和町側はということかね？ 

○委員（小田 貞利） 

 東和町側は南側じゃないですか。安下庄、東和町側は南側で。 

○委員（河野 洋治） 

 同じ島なのだから、１町ではなく全部ということになったのでは。 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 大島郡全体が６弱かといったらそうではなくて、さっき言われたように、６弱の赤い所は中央の一部なんで

す。あとは、５強なんですが、赤い点がひとつあるということで。 

○委員（荒川 政義） 

 その点が一つあるというのは、どこを指しているのかね？ 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 安下庄の周りだったと思います。 

○委員（荒川 政義） 

 了解です。 

○委員（岡崎 政幸） 

 バスの実績の表があるではないですか。大畠から周防油宇までが２．７人ですか？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 区間ではなく全般の乗車密度ですが、算定方法は、複雑な計算になるのですが、単にいつも乗車してい

る割合が２．７人という訳ではなくて、乗ってない便もあるけど、乗ってる人数は平均的にはこれくらいだと

いう数字です 

○委員（岡宅 泰邦） 

 ２２年度に２．７人が４．０とか４．５というのは、単純に考えれば、便数を減らすということではないんです

かね？ 
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○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 これは前期の計画ですから、後期基本計画では８３ページのところにあるように、３．０人にしたいというこ

とです。指標としては、乗車密度は増やしていきたい、しかしバス路線維持対策補助金の方は現実的な数

字で、上がるかもしれないというところの数字にしていると思われます。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 事業補助金というのは、防長バスに払うお金ですか？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 そうです。 

○委員（嶋元 徹） 

 利用者が減っているのは、不便だから乗らないのですよ。乗りたい時に乗れない。だから、だんだん利用

者が減ってきているので、バス路線のタイムテーブルを作る時でも、もうちょっと考えて作らないと、始発に

乗っても学校に行けないバスがあったりする訳ですよ。それでは学生さんは乗らないし、どこが需要がある

かというのをもっと考えてやらないと、利用者はもっと減っていくだろうと思います。お年寄りなんかは、あれ

ば乗りたいのだろうけれども、これを逃すと後１時間待たないといけないとかなるとタクシーを呼んで帰って

しまうとかいう人も多いのですよね。昔は、バス路線もいろいろあって、時間もいろいろあったから、結構乗

りたい時に乗れたから利用者も多かったのでしょうが。それと、車の普及も多くなったからということもある

のでしょうけれども。 

 それと、防災のところなのかどうなのかも分らないけど、去年、新型インフルエンザが流行りましたよね。

感染症に対しての防災とかは、どこにも記載がないので、防災の辺に自然災害だけでなく、こういう感染症

対策もどこかに入れていただければと思います。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 どこに入れるのが良いのかということも含めて、協議をして、載せるように考えたいと思います。 

○委員（嶋元 徹） 

 実際、この新型が流行った時に、町の備蓄に何があるかといったら何もなかったですよ。備蓄倉庫の中

には毛布があるくらいで何もなかったですよ。何も役に立たないので、備蓄倉庫を作るのはいいけれども中

身を精査して、何を入れたらいいのかと。食糧的なものも無いのでしょ？ 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 それは今、整備をしています。 

○委員（嶋元 徹） 

 今、でしょ？現時点では、あまり無いのですよね？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 お配りしています資料に、備蓄倉庫にはこんなものを入れているというのを書いております。現在は、災

害があったことを考えて、３日程度生活出来る食糧を含めた物資を備蓄していっております。 

○委員（嶋元 徹） 

 それは、備蓄倉庫には１００パーセントあるのですか。今ある備蓄倉庫には、そういうものが全て揃ってい

るのですか？揃っていない所もあるのですか？ 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 基本的には、久賀の防災センターにそういう資材とか物を置いています。ただ、食糧とか全部揃っている

かといえば、それはないので、年次計画的に揃えていくということです。今の計画では、各支所に倉庫を設

けまして、そこに資材と食糧の備蓄を順次やっていくということです。 

○委員（嶋元 徹） 

 最終的に、配備し終わるのはいつなのですか。 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 資材はどんどん使えますが、食糧なんかは期限があって入れ替えるということもあるので、どれくらいの

物を入れたら１００パーセントなのかというのは、なかなか難しいと思うのですが、順次、予算の許す範囲で

備蓄していくということです。大体５年ですね、食糧の期限は。 
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○委員（嶋元 徹） 

 食糧は更新しないといけないでしょうから、それは分かりますけれども、今現時点で何パーセントくらい計

画どおり出来た倉庫があるのかなと。中身が入った倉庫ですよ。 

○事務局(総務部長 中野 守雄) 

 中身の充足率ですか？パーセンテージからすると、まだ途についたところです。去年からです。 

○委員（山根 健志） 

 よろしいですか。先般、地震のハザードマップが配布されました。一軒一軒に配ったのですが、それで先

日集会を開いた時に、あれを見た人が１８人の内６人しかいない。何故かといったら、あれを開いたら地図

だけがあったと。説明が詳しくないのですよね。裏側の避難の方法とかはいいのですが、地図そのものの

見方が良く分からない。この前の高潮とか津波の時もそうだったのですが、皆さんどうやって見るのだろう

かなと。先ほどもありましたが、しょっちゅう PR していただけると、効果があるのではなかろうかと。私たちも

そういうことをやってはいるのですけれども、集会に出席して下さった方は分かっていただいているのです

けれども、してない方には出会う度に話しているのですが。これが分からないとせっかくのものが、ただの

ごみになってしまうのではないかと。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 そのハザードマップを作成した後の周知ということについては、記述を入れていきたいと思います。 

○会長（村田 岩治） 

 その他に何かございませんでしょうかね？では、他に意見がでないようですので、第３節の８から１１まで

につきましては、先ほどから説明があったとおりでございます。続きまして、第３章計画推進の方策につき

まして、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 計画の推進の方策につきましては、前期計画では行財政改革への対応ということで、主に行財政改革の

大綱から抜粋をして入れておりました。行財政改革の大綱につきましては、委員さんが別におられて大綱

等を決めていきますので、今回の後期基本計画については、今まで審議いただきました計画をどういうよう

に進めていくかということの記述をしております。ただ、前期計画では、こういう取り組みをするということが

上がっておりましたので、それについては前期計画での取組みということで、実績として記述しております。

今後の課題は後期基本計画の策定に沿った記述の仕方にしております。公民協働の推進体制、効率的な

行政運営、評価と改善の取組みの３項目について、記述しております。 

○会長（村田 岩治） 

 最後に付属資料として、用語解説、政策指標の根拠ということについて、何か説明がありますか。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 これについては、横文字系が多く出ていますので、一番最初に出てきた時点で、米印と番号を振って見て

いただくということで、後に何度も出てきても振っておりません。他にも分かりにくい言葉があれば、説明を

加えたいと思いますが、現時点ではこれだけということでございます。 

○委員（荒川 政義） 

 ちょっといいですかね。９１ページの指定管理の導入ですが、これは指定管理が導入されて３年が経過し

て新たに指定管理となる、過渡期なのよね。例えば、指定管理を受けた時に、協定書を結んだら３年間一

切変えてはいけないというようなことで、現場の声と実際に運用する時の改革や見直しが、今の制度では

できないのよね。指導、協力を行うとなっているのですが、随時見直しもできるような文言を是非入れてい

ただきたいなと思っています。現場の声を聞くと、ここをこう変えてもらったら利用される方に便利になる、或

いは運営する人にとっても黒字が出てくるよということがあろうかと思います。今、協定書があるばっかりに

身動きが取れないような状況が出来ているように思えます。協定書の中にそういう文言を入れればいいの

だけれど、指定管理者制度が過渡期にあるという状況で、まだ熟成されていない状況と思っていますので、

ひとつのやり方として、是非、随時見直しが出来るということも含めて担当課と良く協議をしてみて下さい。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

はい、担当課と協議をしてみます。 
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○委員（荒川 政義） 

 是非、お願いします。 

○委員（小田 貞利） 

 ９０ページ、職員提案制度の導入で、どういう提案があったのかということは、公開してもらえないです

か？例えば、こういう職員からこういう提案があって、どういう対応したとか知りたいところがあるのですが。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 職員の中では、一応、こういう提案がありましたというのは、公表しているのですよ。それを外の皆さんに

ということですか？ 

○委員（小田 貞利） 

 町民全部にという訳ではないのですが。こういう委員さんとかには、いいのではと。どういうことがあった

のかということをね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 ここに職員提案制度とありますが、実際の一般からの公募も受けた統合後の廃校の利用のことについて

は提案を受けたりして、それについてはホームページでこういうものがあったというのは出していると思うの

ですが。ここの職員提案制度というのは、例えば柳井市がやっているような、今までなかったような事業で

こういうようなものをやってはどうかという職員の提案制度といったものを考えていて、それについては、そ

こに２１年とありますように、そういったやり方をしたものは０件だったということです。 

○委員（小田 貞利） 

 いろんな案がそこに出てそれが未だ実っていない。そこを知りたいではないですか。せっかく提案をして

いるのに。 

○委員（嶋元 徹） 

 最後のところに、事業評価というのがあるのですけど、政策指標のところに事業評価がないのですけれど

も、これは違う会でやるから入れてないのですか？人事評価とかそういうのはあるのですけれども、事業評

価というのが何もないのですけども。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 事業評価については、今、事業再評価制度というものがあって、何年か継続している事業は重要なもの

か、今後も継続していくのかということは現在も実施していますが、それ以外の個別の年度ごとの事業を評

価してというのは、担当課でどうだったかチェックをしてという目標の指標は入れてはないです。 

○委員（嶋元 徹） 

 結構、やりっぱなしの事業というのはあって、精査をして公表をしていただきたい。評価せずに事業を終

わっているのですよ。いろんな事業が良かったのか、悪かったのか。終わりましたというので、終わってい

る。 

○委員（荒川 政義） 

 終わりましたというのは、休んでいるということ？ 

○委員（嶋元 徹） 

 休んでいるではなくて、１年間を通してやってきて、終わった事業をアセスメントせずに終わっている事業

ってあるんですよね。小さな事業もオープンにして。町民に知らせるようなシステムを作ってもらいたいとい

うことです。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 これについては、協議をさせていただきます。 

○委員（岡宅 泰邦） 

 第２章の各論をずっと見て無かったように思うのですけど。廃校が増えて来ているのですけれども、この

有効活用というものは載ってこないのですか？どこかにありますか？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 はい。例えば、２２ページのところで、再編後の跡地の活用ということで記述をしていますが。 

○委員（岡宅 泰邦） 
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 再編後の跡地というのが、廃校ということですか。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 そうです。土地も建物も含めてということで。 

（２）その他 
○会長（村田 岩治） 

 では、意見も出尽くしたようでございますので、定刻どおりということで、終了とさせていただきます。実質

７時間くらいの時間がかかったと思いますが、町の最重要課題である総合計画を慎重審議いただきまして、

ありがとうございました。なお、まだ事務局の方に確認ということで、２、３お聞きしてみたいと思いますが、

第２回と今回、たくさんの委員の皆さん方の貴重なご意見がございました。当然、事務局といたしましても、

第２回に準じてこれを修正、或いはまた審議委員に対するご報告等々あろうかと思いますが、その辺の考

え方が一つ、それと前々から出ておりますように、年度内１２月末までにこの審議会の協議の結果を町長

に答申すると、審議会の委員としては後期５カ年の計画はこう思いますよということをですね、そういう話も

出ています。当然、そうなりますと、一般町民に対してホームページその他の手法を用いてできるだけ周知

徹底を図って、その賛成のもとに進めるということになろうかと思うのですが、その場合にそれをいつ頃に

考えられておられるのか。おそらく、１０月２０日ごろから１１月中旬ごろまでであろうと思うのですが、そうな

りますと一般町民の一部の人からこの計画案に対していろいろ質問等あるかと思うのですが、それに対す

る対応、それをどう考えておられるか。或いはまた、そうなりますと、審議会は今日をもって終わりではあり

ませんが、またそれを受けて審議会ということが考えられるのか、その辺のことについて、これから年末に

かけての大筋の締めくくりをどうされるのか、考えのほどご説明をお願いします。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

 はい。事務局で考えておりますのは、今回審議していただいた意見について、各課を回りまして協議し、

その回答をできれば、今回と同じようなことで委員さん方にお配りをしたいと思います。それにつきましては、

１０月１０日ぐらいのところでお配りをして、広報が１５日に発行ということになっていますので、この広報に

パブリックコメント、住民の皆さんに案をお渡しして意見を伺いますよということを、この広報で出します。そ

れで、ホームページでも出しますので、広報を出した後の１０月２０日から１１月の１０日までを期間としてコ

メントを受け付けます。そして、これが終わった時点で意見を取りまとめて、それから審議会を１１月中下旬

あたりでもう一度開いていただいて、その審議会で意見についてどうするかということを審議していただきま

す。その審議を受け、最終的に町長に答申ということで、出来れば審議会の後で答申していただき、次にそ

の計画を議会に提示して、意見をいただくということになります。１２月議会で意見をいただくということにな

ります。基本構想であれば、議会の議決をいただくということになりますが、これは基本計画ということです

ので、議会の意見をいただくということで考えております。 

○委員（小田 貞利） 

 今日のいろんな意見は、来週にでももらって、一般的な町民の意見を踏まえた上でもう１回審議会をやる

ということですね。分かりました。 

○会長（村田 岩治） 

 ４時を若干回りました。ご案内のように、周防大島町から諮問を受けました周防大島町後期基本計画に

ついて、原案が出されまして、２回の審議会の慎重審議の結果、３５項目に亘ります総合計画案の審議が

今日終わりました。先ほど、事務局からご説明がありましたように、今後まだまだ一般町民への周知徹底と

いうこと、或いはまた、もう１回最終的な審議会を受けて、町長への答申ということがありますが、とにかく

慎重審議いただき、大変貴重なご意見をたくさんいただきました。本当にありがとうございました。以上をも

ちまして、第３回の審議会を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 


