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第１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 中本周防大島町長あいさつ ３P 

 〃 ２ 委嘱状の交付    ３P 

 〃 ３ 委員の紹介    ３P 

 〃 ４ 会長及び副会長の互選    ３P 

 〃 ５ 会長あいさつ（代理＝副会長）    ４P 

 〃 ６ 協議第１号 総合計画策定推進組織体制について    ４P 

 〃 〃 協議第２号

 

周防大島町総合計画（基本構想及び基本計画）策定

に関する基本方針及び計画策定スケジュールについ

て 

   ６P 

 〃 〃 協議第３号 専門部会の設置について   １１P 

 〃 〃 協議第４号 その他 就任承諾書及び報酬の支払いについて   １３P 
 

第１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３月３１日（木曜日）午前１０時 

招集の場所  周防大島町役場大島庁舎２階庁議室 

開会 平成１７年３月３１日（木）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３月３１日（木）午前１１時００分 議長 山崎敏勝 

出席者数 委員定数  20名の内 出席者１７名出席 

職  名 氏  名 
出

欠
職  名 氏  名 

出

欠

委員 平井 昭輝 出 委員 久保 雅己 出

委員 村田 岩治 欠 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 欠 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

町長 中本 冨夫 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 町・事務局 

総合政策課主幹 近藤  晃 総合政策課主査 田中 豊文 
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○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

それでは早速ですが、審議会の次第によりまして、会議を進めてまいります。最初に中本町長がご挨拶

申し上げます。 

○町（周防大島町長 中本 冨夫） 

どなたもおはようございます。今日は第１回になりますが、本町の総合計画策定審議会を開催しましたと

ころ、皆様方大変ご多用の中ご参集賜りましてありがたく、厚くお礼申しあげます。のちほど辞令をお渡し

いたしますけれども、この度は皆様方大変ご無理であったと思いますが、審議会員委員にご承諾いただき

まして本当にありがとうございます。お礼申しあげます。 

本町は、先般、１0日から２３日まで周防大島町の初めての予算委員会を開催したわけでありますが、４

５ありました議案全部原案の通り議決を賜った訳でございまして、予算額といたしまして、総計１６６億６００

０万という額になりました、これは旧町、四町の（当初予算を）プラスしたものと、ほとんど同額であったわけ

でございます。しかしながら、内容的にみますと、いろいろなところで合併効果というものがでているわけで

ございますが・・・・どこに合併効果があったのかなと思われるわけでございます。内容を細かくみますと、

要所に（合併効果が）ある訳でございます。この１６６億６０００万の中に旧四町から申しおくられました仕事

があります。いうならば大島町であれば火葬場の問題ですとか、東和町は庁舎あるいは星野記念館等々

あるわけでございます。そうしたものは予算の中に盛り込んだわけでございます。いずれをみまして重要不

可決であり。それに取り組んだわけでございます。 

しかしながら、これから課題はたくさんあるわけでございまして、いろいろと厳しい財政状況の中、こうい

ったものに取り組まなければならないわけでございます。したがいまして先般議会の方でも申し上げました

が、あれもこれもというのでなくて、あれかこれかのことを審議をしていただきまして、これが審議会委員の

皆さん方の仕事にもなろうかと思うわけでございます。今後いろいろと委員の方から策定委員会もございま

すがその方からお図りすることになろうと思いますが、ぜひ忌憚のないご意見と申しますか厳しいご意見で

も結構ですのでそれほど内情は厳しいので、ぜひ厳しいご提言を賜りながら、皆さん方と共々周防大島町

の素晴らしい「元気 にこにこ 安心の島づくり」を進めていきたいとかんがえておりますのでよろしくお願い

します。ご苦労様です。 

○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

それでは続きまして、委嘱状交付を行ないます。委嘱状の交付は、代表の方に町長から委嘱状をお渡し

いたします。そのほかの方には、お手元に委嘱状をおいておりますのでご確認をお願い致します。それで

は、代表の平井昭輝さん 

〈町長から代表の平井さんに委嘱状交付〉 

以上で、委嘱状の交付を終わります。本日から平成１９年３月３０日まで、２年間よろしくお願いいたしま

す。 

続きまして、本日は第１回の審議会になりますので、委員さんの紹介をさせていただきます。お手元の審

議会資料３ページの委員名簿順に紹介をいたします。なお、本日の席順ですが、これも委員会名簿の順に

決めさせていただきましたのでご了承いただきたいと思います。 

   〈名簿順に従い委員紹介〉 

以上20名の方が審議会委員として2年間よろしくお願いしたいと思います。 

〈事務局職員の紹介〉 

以上で紹介を終わらせていただきます。ここで町長は退席させていただきますのでよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、続きまして、次第４の会長及び副会長の互選についてですが。周防大島町総合計画策定審

議会条例第５条第１項の規程により、会長、副会長の互選をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

○委員（久保 雅己） 

いろいろメンバーを拝見いたしまして、今日欠席されておりますが、行政経験も非常に豊富な平原暁さん

を会長に、副会長をやはり前橘町助役の山崎敏勝さんにお願いできたらと私は思いますがいかがでしょう
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か。 

○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

今久保委員さんの方からそういうご発言がありましたので。 

〈異議なし お願いします〉 

○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

有難うございます。それでは全員の同意ということで、会長に平原暁さん、副会長に山崎敏勝さんに決

定させていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは次第の５番目でございますが、会長挨拶ということでございますが、本日は会長は欠席いたし

ておりますので、副会長の山崎敏勝さんにご挨拶をお願いいたします。 

○副会長（山崎 敏勝） 

それでは、ただいま紹介いただきました山崎でございます。 

ただいま副会長としてご指名いただき大変恐縮に存じておりますが、平原会長さんが本日所要のため不在

ということで、事前に事務局の方で会長職をご了解いただいておるということでございますので、私の方か

ら大変僭越でありますが、ご挨拶を申し上げて本日の審議会をすすめさせていただきたいのでどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

先ほど全員に委嘱状が渡されたわけでございますが、特に私は非常に重責を感じているところがあるわ

けでございます。といいますのも、先ほど紹介にありましたように、合併前に合併協議会の幹事として、ある

いは橘町の助役として皆様方に夢を描いて大島郡の新しい町づくりの計画を創ろうという風に呼びかけた

一人でもあるわけです。そうしたことで大変重くに感じているわけでありますが、ご案内のとおりこの「元気 

にこにこ 安心で２１世紀にはばたく先進の島」という、この将来像は、島民の皆様が大変厳しい財政状況

下の中で作り上げた将来像であり、また、目標にする、これから歩んでいく姿、追い求めていく姿だという風

に思っております。この総合計画が策定委員会を通じて私どもに示されてくるわけなんですが、私たちがど

うしても取り組まなければならないのは、こうした厳しい状況下の中で、どのように住民の意見を反映した

総合計画書になっているか、というものを我々が最終的に審議するそういう場になっておるわけです。大変

お忙しいところ、今後会長を中心に審議していくわけでありますが、どうかひとつよろしくお願いいたしたい

と思います。大変僭越ですがごあいさつとさせていただきます。 

○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６番目の協議事項に入りたいと思います。協議事項からは、審議会

条例第６条第２項の規程によりまして会長が議長ということでございますが、欠席のため副会長さんにお願

いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○副会長（山崎 敏勝） 

それでは協議事項に入りたいと思います。 

第１「総合計画策定推進組織体制について」を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。座って説明させていただきます。 

４ページをあけていただきたいと思います。４ページに総合計画策定推進組織体制ということで、４つに

わたってまとめてあります。 

まず第１番目の「総合計画策定審議会」が本日の会議であります。この審議会の根拠につきましては、「周

防大島町総合計画策定審議会条例」これは昨年１０月１日合併の時に制定されておりますが、条例第２４

号であります。２番目の役割ですが、同条例第２条第１項により、「町長が定めようとする基本構想及び基

本計画に関すること」について、調査・審議し、町長に答申するというふうに役割が決められております。 

次に、今日お集まりいただきました組織でありますが、外部委員２０名以内で条例第３条に規定されており

まして、この第３条の第１号から第３号までの委員によって構成することとなっております。第１号委員につ

きましては公共的団体等の推薦する者９名ということで、下の方に注の１とあげておりますが、１号委員に

つきましては、合併協議会規約第８条第１項第３号による委員、郡内各団体からの推薦を考慮しています。

今回は、合併する前に合併協議会で新町建設計画を審議されまして、それが合併後総合計画に反映され
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る必要があるということから合併協議会で選ばれていた各団体からの推薦の委員さん９名そのままをその

団体にお願いしまして選んでいただきました。次に２号委員ですが、町議会の委員で、議長の推薦するも

のを３名ということで、議会の議長に一任ということでお願いをいたしました。３号委員ですが、学識経験を

有するもの8名ということで、注の３にありますが、今回については合併して初めて作る総合計画ですので、

旧４町の助役さんに学識経験者ということでお願いいたしました。それから農業委員会の会長さんと教育

委員会の委員長さん２名の方にお願いをし、さらに一般公募として２名の方を選ばせていただきました。  

次に部会ですが、専門部会の設置。第７条により設置可能という風になっておりまして、議題の方にもあ

りますが、専門部会の設置については後ほど協議をしていただきたいと思います。続きまして、２番目の総

合計画策定委員会についてでありますが、これ以下の２、３、４は、役場の庁内の組織ということになります。

策定委員会の根拠でありますが、「周防大島町総合計画策定委員会設置規程」これは、本日付けておりま

せんが、規程で委員会の設置を規定しております。次にこの役割ですが、この規程の２条によりまして、

「委員会は、総合計画の策定のための調査研究を行い、総合計画の原案を作成し、これを町長に提出す

る。」という風に規定しておりまして、組織といたしましては、町３役・各部長級及び公営企業局管理者・総

務部長の計１７名の方になって頂いておりまして、すでに１月２７日に第１回を開催し、この推進組織体制な

り、今後の総合計画の策定の基本方針について、あらましについて決定しております。下部組織としまして、

策定委員会の下に、策定プロジェクトチームを設置する。ということになっておりまして、３番の策定プロジェ

クトチーム。これは同規程の第４条第１項にあるわけなんですが、役割としまして同条第２項により策定プ

ロジェクトチームは、専門的分野から、総合計画の素案を策定しこれを委員会に提出する。と規定されてお

りまして、組織といたしまして同条第３項により、策定プロジェクトチームは各課の課長および班長で組織す

ると規定されており、委員数は９名ないしは18名の構成によって、総務・健康福祉・産業建設・環境生活・教

育委員会、それに公営企業局の６部会をすでに編成を終わっておりまして、この６部会におきまして、それ

ぞれ構想なり、基本計画の素案を検討するということにしております。次に大きな４番目の策定事務局です

が、規程の第５条により役割として、必要なデータの収集整理、各部課との調整、計画素案の取りまとめ、

製本化の調整及びその他の庶務ということで、これは総合政策課において所管するということになっており

ます。 

１枚あけていただきまして５ページ目に今説明いたしました体制図が書いてあります。真ん中に町長が

おりまして、本日の総合計画策定審議会に対し諮問をし答申する。さらに基本構想部分については議会の

議決を要しますので、議会に対し提案し議決をするということになっております。計画の策定そのものにつ

いては、町長とその下の庁内の組織であります総合計画策定委員会、その下のプロジェクトチーム、さらに

はその下の策定事務局、それぞれ調整、素案の提示・支援ということで、計画の素案を作っていくというこ

とにしております。住民の参画ということをまとめてありますが、左側にあげておりまして、現在の総合計画

なり、計画については、住民の参画がぜひとも必要で有るということで、今回の総合計画についてどのよう

な形で、住民参加を求めるかということであげております。まずは公募。町民による策定審議会委員の参

画。ということで本日２名の方が出席して頂いておりますが、今回の審議会の応募には１１名の方の応募

がありまして、２名の方に庁内の選考委員会におきまして提出されました小論文を採点していただきまして

決定しております。次に総合計画試案に対する町民提言募集ということで、総合計画の試案がまとまりまし

たらホームページ上に公開をしまして、町民からの提言を求めるというふうにしておりまして、この提言をも

とにさらに構想なり、基本計画の修正を図るというふうにしております。次に広報紙等によるPR。これは従

来の手法でありますが、広報によりまして、総合計画策定についての周知を図るということにしております。

それから本日の総合計画策定審議会の公開の予定をしております。協議の概要につきましては、ホーム

ページ上で議論の推移等について公開するということも予定しておりますのでよろしくお願いします。次に

新町計画をベースにした素案の作成ということで、従来でありますと住民に対する大規模なアンケート調査

を実施して総合計画を策定するのが本来でありますが、今回につきましては、平成１５年５月１５日から６月

１０日までの間に、全世帯１万９８３世帯について、アンケート調査をすでに実施しておりましてこれらの集

計が出ておりますので、そのアンケート結果を反映した総合計画を作るというふうに計画しております。以

上が住民の参画の手法としてあげております。次にその下の関係機関、団体との協議ですけれども、これ
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につきましては各団体に町総合政策課からヒアリングシートという形で総合計画についての素案がまとまっ

た段階でお配りをしまして、それに対する意見をお聞きしたいというふうに考えております。それから、右側

の方に行きまして、山口県の出先機関がありますので、これらにつきまして協議、また調整を行っていきた

いということで、すでに３月中旬に今回の総合計画の策定の計画なり、スケジュールなり、組織なりにつき

まして説明をして回ったところであります。以上が、体制であります。次に６ページをあけていただきますと、

先ほどの庁内の委員会の名簿が載せてございます。庁内の組織でありますが、策定委員会の委員につき

ましては、委員長は助役さん、次に副委員長には、収入役、教育長、公営企業管理者の３人の方にお願い

しておりまして、委員会の委員としまして各部長級の職員ということで下に掲げております。以上が組織推

進体制であります。 

○副会長（山崎 敏勝） 

ただ今説明が終わりましたが、何か質問があれば。  

住民アンケートの件が出ましたが、先ほどの説明では１５年に実施した結果に基づいて策定したものを、

計画書に反映していくということでしたが、この件につきましてはよろしいでしょうか。 

一応、この件について質問がないようでございますので、次へ移らせていただきます。 

今の件はご了解いただいたということでよろしいでしょうか 

   〈はい〉 

それでは、２番目の周防大島町総合計画基本構想及び基本計画策定に関する基本方針および計画策

定スケジュールについて事務局の説明をお願いします 

○事務局（総合政策課主幹 近藤 晃） 

近藤でございます。大変失礼ですが座って説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、７ページをおあけいただきたいと思います。まず総合計画策定にかかる基本方針として、策定の

趣旨でございます。 

周防大島町は、少子高齢化、住民ニーズの多様化、財政環境の悪化など、行財政基盤の構造的な大き

な変革を迫る潮流の中で２１世紀型地方自治のあり方を模索し、先駆的に市町村合併に取り組み、平成１

６年１０月１日に対等合併し、新たな町制を施行いたしました。周防大島町総合計画は、新町施行後初め

ての総合計画でございまして、合併時に作成いたしました新町建設計画それから旧四町の総合計画等々

を踏まえながら、自立と責任のもと、町制運営の戦略的な基本方針を示しますとともに、住民参加に意を用

いて、行政、住民協働による新たなまちづくりをすすめるための根本指針となるものでございます。また、総

合計画は、各行政分野の個別計画の最上位の計画でございましてそれぞれの計画の整合性を図るもので

ございます。参考といたしまして、地方自治法第２条第４項ということで、市町村は総合計画基本構想の部

分について議会の議決を経て定めるという条文を載せてあります。２番の計画の名称については、後ほど

ご説明を申し上げたいと思います。３番の計画の構想でございますが、この総合計画は、基本構想、基本

計画、それから実施計画そして中長期財政計画の四つの計画を持って構成します。まず基本構想は、周

防大島町のめざす将来像とそれらを実現するための基本的な政策大綱を示します。 

基本計画につきましては、基本構想に掲げる将来像を達成するために、政策大綱に従い、根幹的な事

業を明示するものでございます。実施計画につきましては、基本計画に示された根幹的事業の具体的な実

施内容を明らかにするものでございます。中長期財政計画につきましては、中長期的な財政収支を展望し

まして、予想される多額の財源不足の解消を図りますと共に、町財政の継続的な健全性、弾力性を確保し、

具体的な取り組みを確実に実施するものでございます。次のページ８ページをご覧いただきたいと思いま

す。計画の期間でございますが、基本構想は、平成１８年度から２７年度までの１０年間。基本計画は、平

成１８年度から２２年度までの５年間を前期計画。平成２３年度から２７年度までの５年間を後期計画といた

します。実施計画は、平成１８年度から２０年度までの３年間を第１期実施計画期間といたしまして、２年ご

とに見直しを行ないます。中長期財政計画の期間は、平成１８年度から２７年度までの１０年間といたしま

す。ただし、平成１８年度から２０年度までの３年間を中期財政計画期間といたします。 

５番目の策定体制はさきほど申しあげましたので割愛させていただきます。６番目の策定スケジュール

は後ほどご説明させていただきます。 
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７番目のまちづくりの将来像と三つの目標でございますが、新町が施行いたしましてまだ半年という状況

でありますので、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」を将来像としまして、「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」の

三つを目標といたします。それでは９ページをおあけいただきたいと思います。現在、基本構想部分につい

ては、すでに我々の段階で素案という形で作成しております。そういう形の中での今想定される目次部分を

載せてあります。第１章は、計画の概要、今私がご説明を申し上げた部分が計画概要に当たるだろうと思

っております。第2章は計画策定の背景でございますが、まず現在の周防大島町の現状。２番目といたしま

して、時代の潮流。10ページをあけていただきまして、３番目といたしまして、先ほど了承をいただきました

住民意向ということで、ここの部分で平成１５年に行ないましたアンケート調査の結果をここで網羅したいと

いうふうに思っております。４番目で、現在おかれております周防大島町の課題。第３章といたしまして、基

本構想ということで、まちづくりの将来像、先ほど申しあげましたが、「元気 にこにこ 安心で ２１世紀に

はばたく先進の島」を将来像としたいということでございます。第４章で、ここで施策の大綱ということで、先

ほど申しあげました。３つの目標でございますが、「元気のあるまちづくり」ここでは、産業振興ということで、

主に産業振興の部門を元気という形で取りまとめたいというふうに思っております。「にこにこのあるまちづ

くり」ここでは、教育部門・環境部門・交流部門をにこにことしてまとめたい。それから「安心のあるまちづく

り」保健・医療・福祉そして防災という形でまとめていきたいと思っております。ここの部分、若干新町建設

計画と構成が変わる部分がありますが、全て新町建設計画と同じというスタイルではなかなか難しい部分

がありますので若干構成は変わりますがその点はご了承を出来ればいただきといと思います。 

そういうことで先ほど７ページで２番目の名称というのは後ほどと申しあげましたが、今回「元気 にこに

こ 安心で ２１世紀にはばたく先進の島」と言うのは、新町建設計画を尊重してもってくるわけですが、仮

にそういう形で計画書を策定した場合についてお手元に配布しております新町建設計画とイメージがほと

んど同じような形になるであろうということで、出来れば新しい町の総合計画でございますので、計画として

の新しい名前というものも出来れば考えてみたいと思っております。将来像は変えるわけではありません

が、計画書としての新しい名前も出来れば考えていきたいということでございます。 

それから、１１ページをおあけいただきたいと思います。ここで策定スケジュールということで載せており

ます。先ほどからそれぞれの役割についてはご説明を申し上げたところでございますけれども、まず上から

申し上げますと、議会ということで3月定例会におきまして、町長の施政方針の中で総合計画につきまして

経過報告をさせていただいております。それから平成17年9月議会。この時点におきまして、まず経過報告

というかたちである程度の素案的なものをお示しできるのではないかなと思っておりますが、経過報告をさ

せていただきまして、12月議会に上程をして、できうればこの時にご議決を賜りたいということでございます。

策定審議会。この会ですが、本日委員の委嘱をさせていただきました。そして5月にはまず構想部門につい

て事前協議をさせていただきたい。それから7月には計画部門について事前協議。それから10月終わりか

ら11月の初めにかけまして策定審議会の方に諮問させていただきまして、そして１１月に答申をいただきま

して、そして12月に議会に上程し、議決をたまわりたいと、こういう流れで進めていきたいとうふうに思って

おります。 

それから策定委員会は先ほどからご説明しておりますが、以下策定プロジェクトチームは我々総合政策

課とともどもですが、素案を策定する体制として庁内組織として動いていきたいということでございます。そ

れから、ちょっととばして申し訳ないですが、住民という部分があります。まず審議会委員ということで2名の

方の公募をさせていただきまして本日委嘱をさせていただきました。それから、まず住民の皆さんには4月

若しくは5月には新しい総合計画を作りますよということでホームページにより周知をさせていただきたい。

それから、基本計画部門の素案が出来ました段階で構想や計画試案に対する提言を募集します。「パブリ

ックコメント」と言われておりますけれども、8月から9月にかけて行ないたいと思っております。そして12月議

会でご議決賜りましたら、1月におきまして、その内容を広報におきまして周知をさせていただきたい。そし

て3月には全世帯に対しまして総合計画の概要版を配布させていただくという流れで考えております。 

それでは最後になりますが、資料としてはお付けしておりませんが、今回の総合計画の大きな特徴、

我々が今想定しております大きな特徴についてご説明をさせていただきます。従来、先ほど山崎副会長か
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らもお話しがありましたが、従来の総合計画というのはそれぞれの自治体の将来の夢を描く、そしてその実

現に向けてまちづくりを行なっていくという手法で策定されてきたところでございます。例えば、山口県でし

たら「創造・夢・戦略」、旧大島でも「夢プラン」といったような形でございました。また、新町建設計画におき

ましても合併特例債若しくは合併補助金というものの対象となるためには、まず、大前提が新町建設計画

に全ての事業が網羅されていることが必要でありました。ということで、旧四町の総合計画や過疎計画に

掲げられているものについては全てを網羅するということで新町建設計画につきましては策定したところで

ございます。その当時新山議長さんが建設計画（策定検討小）委員会の委員長ということで大変ご苦労を

いただいたんですが、全ての事業を網羅していくというのが大前提であったということでございます。しかし

ながら、昨今言われております、三位一体の改革によりまして交付税の減少というのは大変厳しい状況が

ございます。平成16年度まだ決算は終わっておりませんが、合併という大きな要因がございました。それか

ら台風災害。平成16年度は大変たくさんの台風がきまして台風災害で約30億近いという状況の中での台

風災害があったわけでございますが、こういった大きな２つの要因があったにも関わらず大変残念なことな

がら交付税はほとんど伸びていないというのが現状でございました。また今年の10月には国勢調査が行な

われます。交付税の算定基礎となる部分はほとんど大部分が人口という部分でございまして、これも大変

残念ですが、平成12年から平成17年の5年間において人口減があるということで、また来年度からの交付

税というものもそれに基づいて削減をされるということも予想されるという状況であります。 

お手元に配布しております新町建設計画のダイジェスト版をご覧いただきたいとおもいます。この中の開

いていただいた右手側に財政計画というものが載せてあります。先ほど申しましたが、新町建設計画にお

いてその当時考えられるものは全てのせてきたわけでありますが、そこの部分の歳出部門の一番下、普通

建設事業費が載せてあります。いわゆる新町における投資的部分ということになるわけですが、ざっとご覧

いただいたらお分かりだろうと思いますが、平成18年度から27年度をという形であげますとざっと足します

と10年間で約200億という数字であろうと思いますが、この新町建設計画を策定した当時の総事業費、これ

は実は約600億という数字でありました。約3倍の数字が現状でありました。当然ながら新町建設計画に載

せているものが全てを行なうというのは財政的に大変厳しいわけでございますし、先ほども申しましたが、

交付税もこれからまた減っていくという現状の中で当然600億という数字をこなすことは出来ません。そこで

今回まず庁内で組織しております各部のプロジェクトチームに、まずその事業の重点化と選択化ということ

でお願いをしておりまて、我々としましては従来の手法とは若干異なりますが可能な限り財政計画との整

合性があって本当に真に実行可能な計画にしたいという風に考えておるところであります。 

それから第2点目でございますが、プロジェクト版からは離れまして、先の3月定例会におきまして町長の

施政方針で申しました、今回の計画におきまして選択化、重点化された事業につきまして、政策目標を掲

げていきたい。そしてその達成率を評価していきたい。いわゆる行政評価システムを構築したい。という部

分を大きな柱にしたいということでございます。いわゆる総合計画の中に目標数値を掲げてその達成率を

評価していきたい。今回の総合計画とセットで行財政の改革大綱も策定させていただく予定にしております。

歳入に見合った歳出を基本として財政健全化計画策定をする予定でございます。合併による職員の定員

増、定員の適正化計画を策定していきたいと考えております。また合併のメリットといわれております、効率

的でスリムな組織ということで組織機構についても見直しの検討を進めていきたいというふうに思います。

要は合併の真価が問われる中で、本当に真に自立のできる足腰の強い行財政のシステムを確立しながら

「元気にこにこ安心のまちづくり」を行なっていく、そのためには、今回の全て選択化された、重点化された

事務事業に施策指標を盛り込んだ総合計画を策定したいと現段階では考えているところであります。以上

でございます。 

○副会長（山崎 敏勝） 

説明が終わりましたが 

○委員（新山 玄雄） 

今詳しい説明がありましたが、だいたいイメージは分りました。新町建設計画に私も委員会にださせてい

ただきましたが、非常に苦労して多くの委員さんと関係者で作って、それをもとに合併があったわけで、だ

からかなり総花的な部分もありますが、その精神というものは生かしていただきたい。やっぱり、これで合
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併しましょうということで準備をして納得もしていただいておりますので。だけども、今おっしゃるように財政

計画を見ますと全部出来るわけではないですから、それを整合性を持ちながら選択をして何が重点かとい

うことですね。町長が言うところのあれもこれもでなくて、あれかこれかでしなきゃなりませんから。その新町

建設計画との整合性というものですね、今大体説明を聞いたので分かるんですけど、ちゃんと精神を尊重

していただきたいということと、もうひとつ、住民参加ということで、委員の色んな審議・議論がインターネット

で全部議事録が公開されるわけですよね。それは是非やっていただきたいということと。多くの人が関心を

持っているわけですから出来るだけ公開をして、今の計画でいいと思いますけど、オープンにして住民の色

んな意見を吸い上げて行きたいと思います。 

それと、この目次を見てさっきもお話がありましたが、新町建設計画で気になる事が何点かありまして、

申し上げたいと思いますが。産業振興するとかございますが、色んな主要課題があります。そういうことで

新町建設計画に若者定住とか人口定住とか項目になかったんですね。こういう施策を推進することで若者

定住になり、産業や文化やスポーツや、そういうものをすることによって若者も定住出来るんだ、推進する

んだということになります。あと大島の場合過疎と高齢化がすごいので、定住策ということをひとつ柱といい

ますか項目の中にあげてですね、ちょうど今2007年問題で団塊の世代が定年になるということもあります

のでそれも含めて人口を増やしていこうという実質的、持続的な営みというか努力が今度の計画のひとつ

の柱にならないといけないと思うんです。それとさっきおっしゃっていました防災ですね。防災についてもや

っぱりちゃんとかなりのスペースをさいて対応・・・・私もこれからの審議で色々意見を申し上げたいとおもい

ますが、ちょっと気になったのがそういうところでございます。それとあと一点、12月議会で案が出るわけで

しょ。我々は2年間ですよね任期は。ということは12月で大体済むわけでしょ。この計画。基本構想から実施

計画。2年間設けてるというのはどういう意味が、委員の任期が。計画は1年くらいでかなり出来るわけです

よね。 

○事務局（総合政策課長 坂本 薫） 

ただ計画を審議して答申したら終わりというわけではなくて、今後2年間のうちに進捗度とかそういうもの

を報告したいというふうに考えております。ですから目標を掲げて、それに対してどの程度のものができた

とかですね、そしてそこで2年経過した時点で審議会を続けるべきかということをその時点で検討していきた

いと考えております。ただ作ったら作りっぱなしでなくて、目標に対してどういうふうになりましたということを

年に1回か2回程度皆さん方にお示ししたいということで、2年間というものをとらさせていただきました。 

○委員（新山 玄雄） 

数値目標を指定してやるということはとても大事なことで、それこそ性根が入りますよね。ただ計画を作

るだけではなく実際の職員の人数だとか、財政計画とかみんな入ってくるわけですよね。 

○事務局（総合政策課長 坂本 薫） 

できれば入れていきたいと今は思っております。 

○委員（新山 玄雄） 

具体性をもった計画をやって、それをちゃんとチェックできる。 

議会では私としては今日会議がありますけど、全部報告するつもりです。この推移を。それで意見をいた

だいて、私はここにまた出てきますので。ですから、書き込みをしているので一部事務局に資料を1部でい

いですから渡してください、あと、事務局から議員に配りますから。そんな形で議会の意見としてもここに出

させていただきますから。非常に大事な計画ですから是非それが・・・・                                  

○副会長（山崎 敏勝） 

ありがとうございます。そのほか。 

○委員（嶋元 貢） 

都市計画というのは非常に長いスパンで考えなくはならない。先日私3月20日に徳島に行きました。それ

で何故そこに行ったかというと、地図を見まして工芸が体験できるアスティ徳島という徳島工芸  が大々

的に書いてあるから行ってみたんですが、駐車場もここの駐車場の5倍くらい、建物もここの本庁の1.5倍鉄

筋コンクリート立派なものです。日曜日なのにガランとして、おそらく徳島の第３セクターかなんかで作って

いるんでしょうけど、そこで中の構造も非常にいい状態でできているのに一室だけ其の日呉服の展示場に
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貸している、ガランとしている。それはそれでやれんでしょうが、そこで、とうてい体験できるということを目的

として行ったんですが、そこには体験もなく、その機能も全くない、ただ立派な建物だけ。大失敗です。そこ

には張り紙がしてあって、昨年の9月から体験学習はやめました。ですから、そういうふうに何億もして建っ

た建物で、それでつくづく感じたんですが、今お話しを聞きまして、夢プランがこの町の状態を考えて、その

体験のことも考えてきちんとやっていくという、行政には今頃は目標を持って達成度がどれだけかという自

立していかなければならない。本当にああいうことにならないようにやってもらわないと。 

私は町の計画を創るときいつもタウンカラー設定。旧大島町の時もタウンカラーの設定を一番に。このタ

ウンカラーの設定は狭義で言う色だけじゃないんです。タウンカラー 周防大島町らしさ。というのがカラー

という意味のひとつなんです。ですから「らしさ」というのは、この気候・風土、自然の景色そういう大自然に

恵まれたこの自然をいかに生かすか、それが大島らしさ・大島カラー。ですから、例をあげますと、自然の

見える方の海岸線へ木が這う。ずっと伸びて自然を隠しておる。当然規制を行なわなければならない、早く

条例を設けて。案内板でも一番初めには、島の美化を努めましょうという看板が橋を渡ったすぐにどかっと。

これは美化をしましょうというスローガンが島を台無しにしとったから私がやめさせて看板を除けさせた。そ

ういうふうに看板規制もしなければいけない。とにかく自然を大切に、そこに生まれた人・住む人の大きな

誇りと、また広域でよそからの人にそれが島の魅力なんです。いたずらに建物を造ったりイベントを作った

り それが「らしさ」ではないか、その何にもないところが「らしさ」。お金があまりかからない、かからないこと

はない整備するのにはかかるが、割りと少ない費用でらしさが表現できる。それとタウンカラーの設定とい

うのは一つにはみんなの意識を美意識にもっていくという、ここでタウンカラーの設定。狭い意味では、例え

ば、住宅やら公共の建物を使う場合でもその1割程度はタウンカラーつかってもらうということで、グループ

の美しさ・集団の美しさを作る。これは大事なんですよ。町を造るときは集団の美しさがないと。今の大島で

すとあまりいらわないで今のままで十分自然を発揮できる。これを変なことにするとまた当分経済的に悪い

ですから。もうあまりお金をかけないと、整備したりとか。島は生きてる。 

交通安全協会の看板・・・・・・・・・・・旗をたてたりなんかしておりますが、あの旗のお金が非常に要るでし

ょう。あんなのはもっとほかの事で道路を綺麗にする清掃班に使った方が、旗をたてても全然美しくない、

スケッチしようと思っても旗が邪魔になって美しくないんですよ。そういうことをもっと考えていただけたら。そ

こが私の言うタウンカラー。色だけじゃない。本当に色もいる、グループの集団美を形成、土地を生かす、

大自然を生かすということで・・・・・・・・「らしさ」 

○副会長（山崎 敏勝） 

そのほか何かございますか。 

事務局にお尋ねするんですが、今のようなご意見ですね、今日はスケジュールについてどうかということ

なんですが。そういうことについて策定委員のほうから言える機会って言うか、結局諮問を受けて答申をす

るかということなんですか 

○事務局（総合政策課主幹 近藤 晃） 

段階、段階で、例えば構想として事前に協議させていただいて、計画部門も事前に協議させていただい

て最終的には町長から諮問をさせていただいたうえで、そこに答申としてこれは文書で答申をいただくとい

う形になろうと思います。 

○副会長（山崎 敏勝） 

その前に今のようなご意見は、それはどこで吸収していくようになるんですか。今日は自由な発言で済み

ますが、今後はそのようにはいかないですよね。この問題についてどうですかねって言ったら、特に発言を

という形になるんですかね。それではちょっと大変になるんではないですかね。 

○委員（嶋元 貢） 

あなたがたの頭には入ったよね。 

○副会長（山崎 敏勝） 

そういう形で時間的にもその他の時間をとりましょうかね。 

そのほか何か。 

○委員（新山 玄雄） 
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コンサルなんかははいるんですか。雇うというか。 

○事務局（総合政策課 近藤 晃） 

今回は、コンサルはなしで、自前でいこうとういうふうに考えております。 

○委員（新山 玄雄） 

この建設計画のときもコンサルはあまり役に立たなかった。できるだけ自前で作るというのがいいと思い

ます。 

○事務局（総合政策課主幹 近藤 晃） 

製本は僕らではできませんので、製本はしていただきますが。 

○委員（嶋元 貢） 

パターンにはめられたら、らしさがなくなる。委員会というのは皆の意見じゃなくても一人二人の意見でも

大切にしてもらわないと、委員会での全体のバランスとまとまり方向というよりもそういうものが大事。私の

意見が貴重だということではない。 

○委員（久保 雅己） 

今、副会長のほうから説明があったように執行部のほうのどこまでするかというのを明確にしておかない

と諮問委員会としての発言か、好きなことをいって夢を言っていいのか、そこらへんをちゃんとしないといけ

ないし、行政の会議は結論の出ない会議ばかりで、やったという実績を作るだけの評価しかない、それで

は意味がないし、私達ある程度・・・・・・財政のこと分かっているだけに、お金がありませんといえばそれで

終わりですし、そのへんのところを明確にしておかないとやっても意味がない。いえばかなりあるでしょう。

個々にも皆さんあると思います。ただ夢プランで終わって意味がない。そのへんを執行部としてちゃんと返

事が出来るようにしてもらわないと、しゃべるだけ無駄になる。 

○委員（新山 玄雄） 

この会議は一年にどれくらい何回くらいやるんですか。 

○事務局（総合政策課長 坂本 薫） 

3回を予定しています。 

○副会長（山崎 敏勝） 

予算は組んでるんですよね 

○事務局（総合政策課長 坂本 薫） 

はい。3回で 

○副会長（山崎 敏勝） 

それでは、大事にこの会を進めていきたい。他になにかございませんか。 

次に専門部会の設置につい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1ページをあけていただきたいと思います。 

第7条の朗読 

専門部会の設置ができる規程が設けられています。もし専門部会を置くとなれば、先ほどの説明であり

ましたが、10ページの第4章施策の大綱というところで１から３に政策項目としてあげてあります。「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」それぞれにおいて専門部会を作る

のが適当でないかと考えられるわけですが、そのへんをどのようにするか本日決めていただければと思い

ます。 

○副会長（山崎 敏勝）  

事務局の説明が終わりましたが、事務局からの示した点がございますが、まずこの専門部会をつくるか

どうかということだと思いますがその辺についてご意見がありましたら 

○委員（嶋元 貢） 

例えば 安心のまちづくりでは、保健・医療・福祉・防災とあります、色々意見を述べる、或いは交換する

ときに全て広域でものを考える時代になってきて、周防大島町だけでなく、柳井医療圏なり、広域で医療の

場合でも考えなくてはならない。・・・・・・・・・医療圏全体のことを考えながらどのような状態にしていくかとい
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うことも考えなくてはならない。それですから交流部門とか色々ありますけど、別々に部会を開いて考えた

んでは駄目と思います。全体で考えるべきだろうと私は思います。 

○副会長（山崎 敏勝） 

嶋元委員さんがおっしゃられるのは、専門部会を持たなくて全体的に一つという形でしょうか。・・・ 

ほかにこれに対して何か。 

○委員（久保 雅己） 

今、嶋元委員さんからもあったんですが、先ほど、会議が何回開催されるかということで、専門委員会を

やるんであれば回数をかなり増やさないと作ったって意味がないわけですよね。 

○事務局（総合政策班長 岡野 正徳） 

今の専門部会については、このような形で集まっていただいて、同日にそれぞれ会場を3つに分けてそ

れぞれで協議していただくように想定しておった訳なんですが。 

○委員（久保 雅己） 

一日かけてやるというような具体的な説明がないと皆さん判断できない。 

午前中に部会をやって、全体でやるということをやるのか、その辺の具体的な案を・・・・・・・ 

○事務局（総合政策課長 坂本 薫） 

基本的には策定委員会等で作ったものを審議会にお謀りするという、そうした中でそれぞれこういうふう

なテーマがありますのでそれを専門的にそれぞれの専門知識がある方が分析するか、全体でやるか、専

門部会を作ってそれぞれで検討していただくかというような考えであります。そのへんの専門部会の設置と

いうことです。つくったものに対してどういう風にこれを分析していただくとかということで考えておるところで

す。 

○副会長（山崎 敏勝） 

他にご意見ございませんか。ないようでしたら、今嶋元委員さんからおっしゃられたように全体で審議し

て、専門的な立場の人は専門的に話をしていただくという形をとりたいと思いますがよろしいでしょうか。ご

異議ございませんでしょうか。 

○委員（新山 玄雄） 

私は率直に言ったら、3回ではとてもじゃないけど十分な審議は出来ないと思います。もちろん専門部会

があって、色々委員会があって、そのプロジェクトチームがあるわけですからその積み上げがこの審議会

に出されますので、スムーズな運営を期待しますけど、だから、予算もありますから、必要とあらば3回じゃ

なくて4回でも、よく言うとお金がなかったら無報酬でも来て、委員が。たぶんそこのところは遠慮しないで、

必要であればそのようなことも考えたらいかがでしょうか。 

○事務局（総合政策課長坂本 薫） 

大変ありがたい意見をいただいたんですけど、全体的なものが出来たときにお示しするのか、その部分、

部分によって審議していただくという手法をとるかによって回数も違ってくるかと思うんです。・・・で素案が

できた時点で審議していただいて、そのときご意見いただいたものを修正して、再度素案を作ってお示しす

るというふうな考え方をしているところであります。今の１、２、３を個別に出して審議していただくということ

になればかなりの日数を要すると思いますので、その辺の委員さんのご意向によりまして進めたいと思い

ます。 

○委員（新山 玄雄） 

進捗状況によって、柔軟に、そういうことが必要であれば 

○事務局（総合政策課長 坂本 薫） 

委員さんのほうから、詳しくやりたいということになれば・・・・対応していきたいと考えております。 

○副会長（山崎 敏勝） 

他にご意見はないでしょうか 

それでは専門部会の設置については全体で協議、審議をしていくという形をとらさせていただくということ

で進めさせて頂きます。 

今日示された事案は以上でございますが、そのほか事務局のほうから何かありますか。 
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○事務局（総合政策班長 岡野 正徳） 

本日就任承諾書と報酬については振込み依頼書を出していただくようにお願いしておりますのでお帰り

の際に提出していただけたらと思います。 

○副会長（山崎 敏勝） 

今日の審議会はこれで終わらせていただきます。私、昨日言われて打ち合わせのないままに進めさせ

ていただいたので・・・・・・。進行上不行き届きの面があったことをお詫び申し上げ、本日の会議を閉じさせ

て頂きます。 


