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第４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3回総合計画策定審議会の質疑概要について    ４P 
 〃２協議第３号   パブリックコメントについて    ７P 
 〃２協議第４号 基本構想・基本計画試案の変更箇所について   １１P 

 〃２協議第５号 答申に係る意見について   １６P 
〃２協議第６号 その他 

・今後の予定について 

  ２１P 

 

第４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１０月２６日（水曜日）午後１時３０分 

招集の場所  周防大島町 大島文化センター 

開会 平成１７年１０月２６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１０月２６日（水）午後３時００分 議長 平原 暁 

出席者数 委員定数  ２０名の内 出席者１５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 出 委員 荒川 政義 出 

委員 長久 和雄 欠 委員 茶木 規之 出 

委員 谷  満雄 出 委員 田村 好美 出 

会長 平原  暁 出 副会長 山崎 敏勝 出 

委員 柏谷 武司 欠 委員 藤野 信夫 出 

委員 珠山 キミ子 出 委員 棟広  斉 出 

委員 嶋元  貢 出 委員 尾野亜紀子 出 

委員 村元 和枝 欠 委員 植谷  樂 欠 

出席委員等 

委員 新山 玄雄 欠 委員 福井 克雄 出 

財政課長 奈良元 正昭 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   



 3 

○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

 ただ今から第4回周防大島町総合計画策定審議会を開催いたします。 

 なお、本日の策定審議会に、長久和雄委員、柏谷武司委員、村元和枝委員、新

山玄雄委員、植谷樂委員の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。 

 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) 

ただ今事務局より5名の方の欠席の報告がありました。過半数に達しております

ので、これから開会をさせていただきます。 

早いもので第4回の審議会を迎えることになりました。従いまして、色々な過程

を踏んで、そして基本構想、計画の仕上げということになり、それをもって計画

の諮問ですが、これに対する答申という段階まで進んでまいりました。従って今

日はそれらを踏まえまして、ご案内のとおり協議をしてまいりたいと思いますの

でどうぞよろしくお願いいたします。 

○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) 

 それではお手元に既に配布されておると思いますが、協議第１の「これまでの

策定経緯について」を議題といたします。事務局から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。 

 「これまでの策定経緯について」を説明いたします。 

 前回7月20日第3回審議会が関係部・課長同席のもと行われました。8月15日から

基本構想・計画の試案の公開、パブリックコメントの募集開始、前回の審議会で

いただきました意見で構想・計画に反映できるものにつきましては訂正を加えま

して各支所に原本の謄本、そして、ホームページ上に公開をいたしましてパブリ

ックコメントの募集を開始いたしました。8月19日には、第3回の審議会会議録を

ホームページ上に公開いたしました。9月5日、県地域政策課にパブリックコメン

ト用にホームページに掲載した同じものを持ち込みまして県との協議を行いまし

た。県の出先機関については県地域政策課が合議をとっていただけるということ

となりましたのでそのようにお願いしました。9月7日に町議会に対しまして計画

策定状況の行政報告を行いました。9月15日にパブリックコメントの取りまとめを

行いました。合計で6名の方から21件の提言をいただきました。10月3日、県地域

政策課より回答がありまして、かなりの指摘事項をいただきました。また、同時

期に平成16年度決算に基づき財政の長期見通しについて算定をしていただきまし

た。その結果10月4日策定プロジェクトチーム連絡会議の部会長会議を開催しまし
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て、県の指摘事項及び財政長期見通しに伴い厳しいということで、各事業の見直

しを各部会にお願いをしました。これにつきまして10月4日、5日に各プロジェク

トチームにおいて検討していただきました。10月14日総合計画計上事業について

町長のヒアリングを行いました。同じく10月14日第4回の庁内の策定委員会を行政

改革推進本部会議と合わせて開催して、庁内の最終案の決定をしております。こ

の案について10月19日、最終原案の町長説明を行いました。10月20日頃に委員の

皆さんに原案を送付いたしまして、本日第4回策定審議会となっております。 

 今後の日程については最後に再度確認をおこないます。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 協議第１「これまでの策定経緯について」は、ただ今事務局より説明がござい

ましたが、この説明に対してご質疑がございましたら。経緯でございますので質

疑はないかと思います。 

 それでは続いて協議第２の「第3回策定審議会の質疑の概要について」を議題と

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) 

 「第3回総合計画策定審議会の質疑の概要について」という資料をお出しくださ

い。 

前回の審議会では30件のご意見をいただきました。詳細については、内容・回

答のとおりですが、それぞれの意見を当局の方で検討いたしました結果、政策指

標数値を入れる、人口の訂正等ありましたのでその部分についてのみ説明をさせ

ていただきます。  

 1ページ目、村田委員さんより新しく政策指標というのが出ておりますが、指標

の信憑性やどのような経緯で出てきたのか分からないという指摘がありました。

その結果、目標の設定年の2010年と、実績値の最終年2000年の期間が10年と長す

ぎるので、実績値の2004年を全ての政策指標に入れるということにしました。ま

た、巻末には政策指標の試算根拠及び目標値の考え方を出来るだけ分かりやすく

注釈程度ではありますが根拠を記述いたしました。 

 次に新山委員さんより人口定住について意見がありました。人口定住には働く

場ということが前提ですが、人が住むためには総合的な取り組みが大事であると

いうことで、人口定住には働く場が必要になるということで、12ページの5番目、

働く場の確保の人材育成の基本方針に、高齢者・障害者の就業機会の充実を図る

ための各種取り組みや若者の地元への定着化、ＩＵターンの移住定住者の受入体

制等の総合的な取り組み体制の記述を追加しました。 

 次に2ページ目。植谷委員さんより人材育成という項目で、人材育成を図ること

も大事であるが、これから団塊の世代の方が引退されて、その方たちの能力や知

恵を活用するということが大事ではないかという意見がありましたので、施策の

体系・主要施策・主要事業の項目に「人材の育成」から「人材の育成・活用」と

いう語句を追加しました。 
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 同じく植谷委員さんより男女共同参画の推進について。目標値について15％と

記述しておりましたが、30％にしてはどうかという意見がありましたので、担当

の企画課で検討した結果、2000年が10％と記入してありましたが、実際には4.2％

で、2005年が10.9％ありましたので、2010年の目標値を15％から30％に引き上げ

ております。 

 次に3ページ。久保委員さんより地域医療の推進ということで、大島病院の早期

移転新築については6月定例議会で町長が本格的に答弁しているので文言を変え

る必要があるのではないかという意見がありました。それについて、地域医療の

推進の現状と課題の中で、「早期に移転新築が必要であり」という表現を「早期

に移転新築を計画しており」に変更、また、基本方針の「町立病院」という表現

を「町立大島病院」という表現に変更しております。また、主要施策のうち「大

島病院の移転新築を推進します」という表現を「大島病院の移転新築を行います」

に訂正しております。 

 同じく久保委員さんより、地域医療の推進について。町立病院と各医療団体は

当然官民が共生、共に生きていくということで分担と役割ということの明確化が

必要ではないかということで、これについては既に記述がありましたが、54ペー

ジの地域医療の現状と課題の中で、病院は一次医療機関として、診療所はかかり

つけ医として地域医療を確保し、安心して暮らせる地域社会を保障するという重

要な使命を担っています。という記述がされておりまして、町立病院と民間医療

団体の役割分担がされていると認識をしております。 

 次に4ページ。茶木委員さんより定員適正化の推進について。元の記述では10

月1日の合併時点の職員数が150人多いという記述がありましたが、これは、合併

時点の類似団体と比較してということですが、類似団体というのは同じような規

模の町と比較してと解釈しています。現時点で周防大島町は4分庁方式をとってい

るのでこの比較は適当ではないのではないかという指摘がありましたので、79ペ

ージの具体的方策に自主自立の周防大島町まちづくりを支える行財政基盤の確立

の中で、定員適正化の推進の記述を全面的に改正しております。問題である類似

団体と比較し150人多いという記述を削除しました。 

 次に同じく茶木委員さんより、79ページの定員適正化の推進の中で、期限を定

めて削減目標を設定し、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

現がありましたが、公務員については肩たたきという制度がありませんので、そ

こまでやってまで実現する気があるのか、自然減の中でこの定員ではないのかと

いう意見があった中でこの表現は適当ではないのではという指摘がありましたの

で、79ページの自主自立に向けた周防大島町まちづくりを支える行財政基盤の確

立、定員適正化の推進の記述を全面的に改正しまして、期限を定めて削減目標を

設定しという表現を削除し、定員適正化計画の策定と計画的な職員の削減という

表現にとどめました。 

 5ページ。福井委員さんより67ページの防災について。地震や台風の際どこが通
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行止めであるかということを役場等のどこか1箇所に問い合わせをしたら分かる

ようにしておかないと住民が避難出来ない。防災というのは重要であるので、こ

の辺をもう少し具体的にしたらどうかという意見がありましたので、65ページの

防災情報システムの整備の記述を全面改正し、防災関係機関、全体の正確な情報

収集・伝達及び住民への的確な情報の提供体制の確立をし、防災情報システムの

整備を行いますという表現を加えております。 

 次に6ページ。山崎委員さんより行財政課題の推進について。この計画の構成全

体の様式は統一しているが、この行財政課題の推進については構成が違っている。

書きにくいと思うがここで問われるのは行革を進めて行革の結果はここに出てく

るというような指標が必要ではないかという指摘がありましたので、79ページの

具体的方策の各項目ごとに全てではありませんが可能な限り政策指標を挙げるこ

ととしました。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただいま「第3回策定審議会の質疑の概要について」説明いたしましたが、これ

について、質疑した方で欠席されている方もおられますが、何か質疑、疑問等ご

ざいましたらどうぞ。 

○委員(嶋元 貢) 

 嶋元です。 

 3ページ、久保委員さんの質問の所管部の見解で、54ページ「地域医療の現状と

課題」のところで、一次医療という言葉とかかりつけ医と、病院・診療所という

言葉がごっちゃになっているんです。というのは、一次医療というのは、一次医

療があって二次医療があって三次医療がある。ですから、柳井医療圏を考えると、

大島郡が一次医療で、二次医療が柳井医療圏ですから周東病院と大和病院となっ

ています。それから三次医療が国立病院。こういうふうに一次・二次・三次とい

うわけです。 

 それから、かかりつけ医という言葉をつかっていますが、かかりつけ医という

のは診療所だけがかかりつけ医ではないんです。病院の先生がかかりつけ医とい

うこともある。かかりつけ医という言葉を単に診療所という代名詞につかうべき

ではない、ですから、かかりつけ医は病院の先生も診療所の先生もかかりつけ医

となります。 

 もうひとつ言葉の行き違いがあるのは、病院と診療所。病院は町のものでなく、

診療所は民間の診療施設でないです。19床以下は診療所、20床以上は病院という

ことだけではなくて、病院は常時3名の医師という基準があって、診療所でも有床

診療所と無床診療所がある。これは民間とか町立と公立とか言う関係ではないわ

けです。ですから、この言葉、一次医療という言葉、かかりつけ医という言葉と、

病院・診療所という言葉と。病院は町立のような感じ、診療所は民間という感じ

ではいけない。一次医療というのは病院も一次医療を今やっております。診療所

も一次医療を行っております。一次医療というのは一番最初に訪れる医者の処置
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のことです。病院もやっておられるし、民間の診療所もやっておる。町立の診療

所もありますから。病院・診療所の分け方というのはそういうところです。かか

りつけ医というのは病院だろうが診療所だろうと公立・町立だろうと。主治医と

かかりつけ医という言葉があるんですが、公的にどちらが正しいか調べておいて

ください。 

 書いてる言葉・見解はよく分かりますが、言葉を整理しておいて欲しいです。

以上です。 

○会長(平原 暁) 

 今の嶋元委員に対する、言葉の整理について分かりますか。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 整理してみます。 

○会長(平原 暁) 

 了解ですね。 

 それでは、何かございませんか。質疑の概要ですから、多くの質疑はないと思

いますけど他にありましたら。 

 それでは協議第２は終わりまして、つづきまして、協議第３の「パブリックコ

メントについて」を議題といたします。それでは、事務局から説明をお願いしま

す。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 それでは「総合計画試案に対する提言のあらましと町の考え方」という資料を

お出しください。 

 先ほども申しましたが、6名の方から21件の提言をいただいております。中身に

ついては具体的な要望・陳情もかなりあります。この取り扱いについて、この様

式のままホームページに掲載しまして提言者の方に分かるようにしておきます。

提言者の方に個別に回答はしないというふうに前もってしておりますのでそのよ

うに対応したいと思います。 

 それでは、1番目「旧町から引き継いだ工事が一段落したら建設工事は控えてソ

フト面への予算を増加して欲しい。町内各種イベント補助金が減少したので拡大

をお願いしたい」という提言。これは手紙でいただきましたがあらましの要点を

まとめたものです。計画修正の有無については結論として修正はありません。町

の考え方としては、合併以前近年の市場動向に対応しきれない状況から町内商工

業者を中心とした極度の景気不振の状況が続いています。このため町としてはこ

の度の総合計画中の商工業の振興において、「商業の活性化が図られるようイベ

ントの開催など、地域の人たちが交流する機会や機能を商店街に付加し賑わいの

ある地域拠点づくりを進める」とあります。以上のことから限られた財源で最大

限の効果が得られるよう従来のイベントを抜本的に見直しする必要があると考え

ております。これは担当課の商工観光課で記述してもらったものです。 

 以下、同じように町の考え方として示しております。 
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 2番目は「離島航路職員・船員を指定管理者制度を利用して採用できないか」と

いう内容です。これも修正はありませんが、現在直営で行われている渡船事業に

指定管理者制度を導入することは運行管理の面で適切でなく、国・県も制度導入

はふさわしくないという見解です。安全管理の面で難しいという回答です。 

 3番目に「近年の災害増加により、より多くの災害復旧基金を備えて欲しい」と

いう内容です。これも修正はありませんが、災害に伴う減収補填や災害復旧費の

支出のために従来より県内全市町村で組織する「山口県市町村災害基金組合」に

加入しており今後もこの制度を活用し、独自の基金の積み立ては考えてないとい

う考え方です。 

 4番目「小中学校の統廃合を早急に進めて欲しい。中学校については勉強・クラ

ブ活動の競争意識・連帯意識が生まれて子供たちのためによいと思う」という提

言に対して、修正はありませんが、少子化の進行と本町の子供のために学校統合

は避けて通れない大きな課題です。周防大島町教育委員会では活力ある学校づく

りを目指して、学校統合を進めます。施設を整えて統合を行いますので、中学校

の統合の一応の目安として平成19年4月1日とし、小学校の統合を平成21年4月1日

を考えております。統合への自由な意見を聴く会として、小中学校統合問題懇談

会、各小中学校保護者への説明会を行いました。これから皆様の意見を尊重し、

長期的な視野をもって学校統合を進めてまいりたいという考え方です。 

 5番目「浮島に台風・地震の避難場所を兼ねた公営住宅を建設して欲しい」とい

う内容に対しての修正はありません。公営住宅の建設計画には新規公営住宅建設

計画ではなく、老朽化した町営住宅の建て替えが主な理由であります。仮に浮島

地区に公営住宅を建設する場合には、国の補助事業ではなく町単独事業となり、

避難所を兼ねるとなると集会所を併設する必要があり、かなりの予算規模になり

ますということで難しいということです。 

 6番目「日前港近くに駐車場（旧島中中学校跡地・有料可）及び待合所を設置し

て欲しい」という内容で、変更はありません。町営渡船浮島航路について従来の

土居港から日前港に変更したことに伴い駐車場を学校跡地に確保しております。

日良居出張所には島民専用の有料駐車場があります。待合所については早急な整

備を検討しておりますという考え方です。 

 7番目「浮島島内に下水道工事の跡があり雨が降ると水が溜まるので、民家周辺

だけでも舗装をして欲しい」という内容について、修正はありませんが、通行に

支障があり危険を伴う路面沈下について補修は行いますが、離島のため施工規模

の割に多額の予算を伴うため年次的に対応していきます。また災害復旧工事の付

帯工事として施工可能なものについては対応するという考え方です。 

 8番目「漁民が安心して漁が出来るよう調査研究して欲しい。春から夏にかけて

水温が上昇した場合、活魚等値がとれない魚が死んでしまうので活魚槽を造る等

の調査研究をして安心して漁が出来るようにお願いしたい。郡内唯一のフグの養

殖場があるが高く売れるように協力をおねがいしたい。単価が10年前の2分の1に
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落ち込んでいる」という要望に対して、魚価の安定は町の水産業の振興と漁家経

営の安定をはかるうえで重要な課題と認識しております。組合等の主体的な取り

組みに対し可能な支援を行いながら儲かる漁業への取り組みを推進していくとい

う考え方です。 

 9番目「島内に宗教・宗派にこだわりのない墓地・供養塔等の建立計画はないか」

という内容について、現在ある町営共同墓地のうち、西三蒲に155区画の空きがあ

り宗教・宗派にこだわりなく利用できます。また、共同の供養塔のような施設の

整備を行う考えは今のところありません。 

 10番目「コミュニティバスの導入・検討。現在独自運行している学校・温泉・

病院バス等を統合し、町内ならどこまででも大人200円・高校生以下無料と年齢に

関係なく料金を徴収。コミュニティバスによる効果は世代間交流、交通弱者でも

安く利用できる、夜間・早朝に運行することで通勤に利用できる。他の自治体を

参考に既存の民間業者（バス・タクシー）もよくなる方向で検討をして欲しい」

という内容に対して、合併前の住民意向調査においても、現在のバス路線の維持、

コミュニティバスの導入については意向が非常に強く、現在町において将来にわ

たっての交通バス体系の検討を行っております。病院バス等の一元化や料金の低

廉化他の課題がありますが、現行の制度では多額の国・県の補助金が投入されて

おり、財政負担の少ない交通システム整備の検討をしていくという考え方です。 

 11番目「テレビ難視聴地域解消に向けた光ファイバーの導入検討と活用」。2001

年までにアナログ放送が終了し地上波デジタル放送に移り変わることになってい

るがこのとき難視聴地域となった地区は光ファイバーによるテレビ放送を流して

も良いということになっている。光ファイバーを引いたところで通信料がかかる

ので光ファイバーを利用した生活全般に活用してはどうか。高齢者の見守り・防

災無線利用・ネットワークを利用した災害監視・遠隔教育等に利用しては」とい

う提案ですが。これに対しデジタル化で難視聴地域になればその解消のために国

等の指導のもとその光ファイバーの導入やその利用方法を検討しなければならな

いが、現段階では未確定要素がかなりあります。なお通信業者によると大島への

光ファイバーの導入は未定であり、町独自となれば多額の財政支出を要するのが

現状でありますという考え方です。 

 12番目「地域防災と地域福祉について。地震・台風・集中豪雨の災害時に交通

網が寸断され地域が孤立化される可能性が高いと予想されるため、各地域におけ

る防災計画の必要性が高いと考える。各地域に避難所を兼ねた宅老所等の地域密

着型の多機能拠点の設置をしたらよいのではないか」という提案がありました。

これに対して町では、町全体を対象とした地域防災計画を策定しようとしていま

すが、町内各地域ごとの防災計画の策定は予定しておりません。また、避難所を

兼ねた宅老所については地域防災組織として町の遊休施設等を利用して、自主的

に管理運営が行える形態での設置は可能と考えますが、町が運営するこのような

施設の新規設置は困難と考えます。 
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 13番目「訪問看護ステーションについて 現在1ヶ所の町立訪問看護ステーショ

ンを閉鎖し、大島病院・東和病院に出向し橘病院と合わせて3ヶ所で行うことを提

案したいが組織の違いで難しいのであれば各4ヶ所の保健センターで行うことを

提案したい」という内容です。町としては訪問看護ステーションは医療依存度が

高い患者が増え専門的な知識と技術が必要なため病院併設等が望ましいが、訪問

看護ステーションは医療行為だけでなく居宅介護事業所を併設しておりそのニー

ズにも対応していかなければならない。また、各保健センターへの併設は、人口

減少傾向の中、核家族化や1人暮らしの高齢者が増えていることから、今後の需要

を予測すると保健センターに併設することは困難と考えており当分は「訪問看護

ステーションおおしま」を存続する方針であると考えております。 

 14番目「町長特命組織 島づくりカンパニーの結成 町内の使用頻度の少ない

公共施設・広域農道・廃校校舎等を活用する地域づくりのためのプランを募集し

町民と行政の連携で斬新な発想と魅力的な企画で再生し、島内外へ新しいサービ

スとして進化させ提供する」という提案に対し、新しい産業の起業など地域づく

りの新たな発想を伴う提言は、町としても多様な機会を通じて受け入れていきた

いと考えています。また、地域の方々の自主的な地域づくりに対しても「住民活

動支援事業」として行っていきたいと考えます。 

 15番目「平成15年5月に実施した新しい町づくりに関する住民意向調査の有効回

答率が26％と低いこと及び総合計画策定審議会の公募委員が11名ということの原

因について」という指摘がありました。住民意向調査の低回収率についてはこの

策定審議会でも問題となりましたが、調査期間27日間と、調査表の自治会を通じ

ての各戸配布、郵送回答等の方法については問題はなかったと認識しております。

他の合併協議会の同様の住民意向調査に比べれば回収率は良いようでした。公募

委員募集については、町ホームページ・広報誌による募集とし、小論文提出を要

件とした結果11名の応募となったという回答にしております。 

 16番目「住民参加に意を用いて」を「住民参加に立脚して」に変更、「行政・

住民協働」を「住民・行政協働」とした方が良いという指摘です。これについて

は計画の修正を一部行いました。構想1ページに「住民参加に意を用いて」の表現

は従来にも増して、住民参加を重視してまちづくりを進めたいという考えで記載

したものであり、提言者が指摘するような、町民は政策に異を唱えず納税だけを

果たせばよいという真意ではありません。また後段の「行政・住民協働」を「住

民・行政協働」に変更については同様の箇所の変更をいたします。 

 17番目「財政的に構想に掲げる全ての施策を実施するのは不可能ではないか。

従って新税確保や管理職等の職員の削減が必要であり、また更に施策の重点化が

必要ではないか」。これに対して、指摘の施策項目は、構想編で今後10年間の全

体を網羅したものですが、今後作成する中長期財政見通しにより基本計画と実施

計画において調整を行い実現可能な計画としていきます。また、収入の増加策や

経常経費の削減策については今年度策定予定の行政改革大綱や実施計画の中で具



 11 

体化していく方針です。 

 18番目「農林業の振興・水産業の振興・観光の振興・地域間交流の推進・自然

環境の保全・住宅環境の整備・地域医療の推進・地域福祉の推進・防災対策の充

実を重点的に推進して欲しい」。これは財政計画の調整を図りながら優先順位の

高いものから順次実施していくという考え方を示しております。 

 19番目「具体的実施事業としての第2次・第3次産業の起爆のための町営住宅の

整備、高品位通信機能対応の孵卵器型商工棟ビル整備、小中学校生徒の職場体験

学習機会の増加、商工業者のインターネット網の連結の誘導等の事業展開が必要

である」。この内容につきましては、記載内容だけでは不明な点もありますが今

後参考にさせていただきたいという内容にとどめております。 

 20番目「ハザードマップの配布。本町の南・南西開口部集落に自主防災組織の

設置と避難所拠点の整備は有効である」。ハザードマップについては今後配布す

る予定となっております。また、自主防災組織の育成については島の南側に限ら

ず全域を支援していく考えです。 

 21番目「油宇集落の将来像について。油宇商店街で地産地消コーナーを設置し

夏季繁忙期に各小中学校の職場体験と連動し併せて催事をする等油宇集落の活性

化を図る」。油宇集落の将来像の提言については、当該地域の町づくりの提言で

あり、現在作成中の総合計画では町内の各地域ごとのまちづくりについては言及

していません。今後の周防大島町の全体のまちづくりに参考となるものがあれば

取り入れていきますという考えであります。 

 このような提言をいただきまして町の考え方を示しております。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 ただいま、21件のパブリックコメントについて、町の考え方の説明がありまし

たが、良いコメントあるいはこれはどうかなというコメントもありますが、今の

説明について、質疑・意見がございましたらどうぞ。 

この考え方についてはコメント者に回答をしておるんですか。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 先ほど、説明をしましたが、個別の回答はしない、としておりますので、ホー

ムページに掲載するという形をとらさせていただきます。 

○委員(嶋元 貢) 

 質問ではないんですが、パブリックコメントというのは非常に良いことです。

これからも活用したら良いと思います。 

○会長(平原 暁) 

 ほかにございませんか。 

 それでは協議４の「基本構想・基本計画試案の変更箇所について」。これにつ

いて、審議会の意見、パブリックコメントあるいは県の指摘、または事業の見直

し等によっての変更ということですが、第４の計画・構想の変更箇所について説

明をしてください。 
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○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 事前に配布しております変更分という資料をご覧いただきたいと思います。 

 まず議案となります基本構想についての変更を説明いたします。 

 まず、1ページ9行目。先ほどパブリックコメントにありましたように「行政・

住民協働」という表現を「住民・行政協働」と変更しております。 

 次に、第3回審議会におきまして計画の名称が「ひと まち きらり周防大島町

総合計画」ということが決定しておりますのでそこについての記載をしておりま

す。 

 次に中段の25ページについて、交流人口について、当初新町建設計画より80万

人と記載しておりましたが、2004年の実績数値において既に80万人を超えており

ますので100万人に変更をさせていただいております。 

 次に28ページ。県の人権対策室の指摘で、人権に関する記述が欲しいというこ

とで、「人権が尊重された社会の実現」ということで人権の項目を追加をしてお

ります。よって、男女共同参画の推進が（19）となっております。 

 次に30ページ。審議会で高齢者や障害者の就業機会の充実を求める意見があり

ましたので、アンダーラインの部分を改正修正をさせていただきました。 

 次に31ページ。県の高校改革推進班より、高等学校教育の充実について全面的

に文章表現の改定を求められましたので県の指摘により文章表現を変更をしてお

ります。 

 34ページ。先ほどの人権が尊重された社会の実現ということでアンダーライン

部分を追加しております。 

 次に資料3ページの中段の39ページ。審議会で類似団体と比較して150人多いと

いう表現は避けた方がよいという意見がありましたので、そこに書いております

とおり定員適正化の推進については、社会経済情勢の変化や住民ニーズの多様化

に伴い今後見込まれる行政需要に対しては原則として職員の配置転換による対応

とするなどスクラップ・アンド・ビルドの徹底を基本として定員モデルや類似団

体別職員数の状況を踏まえた定員適正化計画を策定し、組織機構の見直しを勘案

しながら職員数の計画的な削減を行い、簡素で効率的な行政の実現を図ります」

と全面的に文章表現を変えております。 

 40ページ。従来の「住民サービスの向上と効率性が共存する組織づくり」とい

う表現を「行政機能の充実」という表現に書き換えをしております。ここにつき

ましては「住民サービスの維持向上が図られる組織・機構を目指して分庁と総合

支所機能の見直しを行い総合支所機能を維持しながら本庁方式への移行を目指し

ます」という表現に変更させていただいております。 

 以上が基本構想部分にかかる変更です。 

 次に基本計画。基本構想を議案として議会に提出したときの参考となります基

本計画部分の変更については簡単に説明をさせていただきます。 

 先ほども説明しましたが、2000年だけの実績数値では分かりにくいということ
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で全ての政策指標について2004年の実績数値を盛り込んでおります。合わせて最

終項に付属資料として政策指標の根拠となるべきものを掲げております。 

 2ページ。周防大島担い手支援センターの記述を追加しております。 

 4ページ。ＪＡ山口大島においてのヒアリングによりまして、アンダーライン部

分で、周防大島みかん産地再生プランの推進の項目で、周防大島町撰果場再整備

事業という事業の追加をしております。 

 5ページ。先ほどもありましたが、高齢者・障害者の就業機会の充実ということ

でアンダーライン部分を追加しております。 

 6ページ。先ほど基本構想で説明しましたが、19ページで書いております、県の

高校改革推進班の指摘により文章表現を大幅に変更しております。 

 12ページ。審議会で女性の登用率という部分について、上方修正をして欲しい

という意見がありましたので、県や近郊の市町村と情報交換をしまして2010年の

目標数値を30％とすると変更しております。合わせて54ページの大島病院の移転

新築を図り療養環境の整備を行いますとの表現に改めております。 

 15ページ。第3回審議会で収納率が下がるような目標設定を再考する様指摘があ

りましたので、2010年の目標数値を98.05％と修正をしております。 

 15ページ。災害時の情報の一元化の必要性の指摘に基づき、施策の体系名に「防

災行政無線の整備」を「防災情報システムの整備」に改め記載内容を全面的に改

正しました。 

 18ページ。定員適正化の推進。ここについては具体的な数値を定めております

が、総務省が平成17年3月に策定しました行革推進指針の4.6%を上回る11.5％の純

減目標を定めた定員適正化計画を策定して計画的な職員の削減に取り組みますと

の記述をしております。 

 同じく18ページ。先ほど説明しましたが、行政機能の充実という部分で、先ほ

どは本庁方式へ移行を目指しますというのが構想編でしたが、このため大島郡合

併協議会における事務所の位置に関する付帯決議を踏まえ山口県大島総合庁舎建

て替えに係る構想を注視しながら、行政運営の効率化はもとより、安心安全な危

機管理体制の確立、現庁舎の有効利用、財政事情を総合的に勘案し周防大島町新

庁舎の適正配置と整備を目指します」としております。合わせて老朽化している

東和総合支所については移転新築を行います」という表現をしております。 

 19ページ。そのために行政機能の充実として、事業として、新庁舎建設事業、

東和総合支所新築事業、星野記念館を併設しますという書き方をしております。 

 付属資料としては、用語の解説・政策指標の根拠という形で表記しております。 

 以上です。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 正誤表の訂正があります。基本構想の正誤表、試案の変更箇所の下29ページで。

変更後の方が本文と違っております。「やまぐち森林づくり県民税関連事業の活

用を図り」となっておりますが、「やまぐち森林づくり県民税関連事業の活用を
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図り、竹の繁茂防止対策や荒廃森林の整備を進めます」と正誤表に誤りがありま

すので訂正をお願いします。  

○会長(平原 暁) 

 ただいま、構想・計画試案の変更箇所について説明、加えて訂正がありました

が、協議・質疑がございましたらどうぞ。 

○委員(村田 岩治) 

 質疑というより再確認ですが。 

 変更前については「つくり育てる漁業」、これが変更後において「儲かる漁業」

ということになっております。考え方としては、「つくり育てる漁業」の推進よ

りは、「儲かる漁業」の推進の方が、枠が非常に広がっているわけですよね、「つ

くり育てる漁業」というのは、あくまでもつくり育てる漁業で、儲かる漁業とい

うのは漁業者の経営理念というものが入ってくるんですね。ただここで少し気に

かかりますのが、「儲かる漁業の推進」というのは基本的に国が進めております

「中核的漁業共同体育成事業」と非常に戒名の長い事業なんです。これを山口県

版として、「儲かる漁業の推進」として、山口県版が「儲かる漁業の推進」にな

るわけです。始まって既に４年くらいですが、これは水産庁の柱である、漁業共

同体育成事業の山口県版で、逆に言えば、この国の事業がなくなりますと「儲か

る漁業の推進」というのもなくなるわけです。これは未来永劫続くというもので

はありません、時限立法ですから。そうなりますと、いつこの事業が切れるか分

かりません。初めは3年間くらいであろうということでしたが、私も2年間やって

きたんですが、いつなくなるか、名称が変更されるか分からないんです。ここで

「儲かる漁業の推進」ということを記述することがこの長期計画の中で果たして

このままでいいか。考え方はいいんです。表現としてどうなのかと危惧しており

ます。いけないということではないですが。永続性のあるものであればいいんで

すが、ちょっと気になります。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 おっしゃるとおり、山口県が儲かる漁業の推進という事業を行っているんです

が、ひとつは村田組合長さんはじめ、郡内の組合長さんと話をしました時に、儲

かる漁業をしないといけないという意見もありまして、あえてこういう表現をし

たんですが。今回の計画編については、前期5年間の計画でございまして、基本構

想の10年計画の中ではこういう文言はつかっておりませんのでご理解をいただき

たいと思います。 

○委員(村田 岩治) 

 そうしますと長期的なものではないということですね。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 はい。 

○会長(平原 暁) 

 その他ございませんか。 
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○委員(茶木 規之) 

 変更箇所18ページの下から2番目が、長く文章表現が変わっているんですが、意

味が分からないところがあるので、その辺の説明をお願いしたいと思います。 

 「付帯決議を踏まえ、山口県大島総合庁舎建て替えにかかる方針を注視しなが

ら、行政運営の効率化はもとより、安心安全な危機管理体制の確立」このへんが

ひとつ。これと新庁舎という言い方をしていますが、どういう関係があるのかと

いうことと。「現庁舎の有効利用、財政事業などを総合的に勘案し」これは財政

事業ですか、財政状態ではないのか。財政事業とはどういうことなのか。 

○事務局(総合政策課班長 岡野 正徳) 

 「財政事情」の誤りです。 

○委員(茶木 規之) 

 「周防大島町新庁舎の適正配置」という意味も教えていただきたい、適正配置

というのは何を指しているのか。「新庁舎の適正配置と整備を目指します」財政

事情を総合的に勘案したときに、住民に対して果たして何が優先するのか。財政

はそっちのけで、この中の、安心安全な危機管理体制の確立をするのか、運営の

効率化が今落ちているからこれを重視するのか、そのへんのことをどのように考

えているのかお聞きしたいと思います。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 まず、構想編の考え方ですが、現在分庁と総合支所という形で４庁舎方式の形

をとっておりますが。やはり合併のメリットを考える時には、本庁方式への移行

というのは避けては通れない課題であろうと思います。皆そう思っているだろう

と思いますが、「本庁方式への移行を目指す」ということがひとつの考え方です。 

 もうひとつは、大島郡合併協議会の事務所の位置に関する付帯決議というもの

があります、それと茶木委員さんからご指摘がありましたが、山口県大島総合庁

舎の建て替えについては、建設基本構想というものを県が策定中です。そろそろ

その基本構想も出来上がる状況が近づいているというのが現状です。まだ出来上

がっていないということもあるので、「方針を注視しながら」という書き方にし

ております。 

 「行政運営の効率化」これは当然の話でしょうが、「安心安全な危機管理体制

の確立」という意味は、この審議会でも新山委員さんから意見が出たかと思いま

すが、総合的な防災センターをつくってはどうかという意見もありましたので、

その時の答弁が、総合庁舎等の建て替えの中で考えてはどうかという答弁をした

と思いますけど、そのへんで「安心安全な危機管理体制の確立」。それから、現

在も庁舎をどうするのか、仮に庁舎の位置を動かすのならどうするのかというこ

とを考えると、現庁舎の有効利用というのも当然考えなければならない。それと、

果たして財政的にどうなのかということも当然考えなければならない。そういう

全てのことを勘案して、周防大島町の新庁舎の本庁方式を目指す中でその適正な

配置、まだ位置も決まっているわけではないし、どれだけの規模でどのようなも
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のをつくるのかも決まってないので、「適正な配置を目指していきます」という

ことで書いております。東和総合支所については、既に動いておりますので「移

転新築を行います」との表現にしております。 

○会長(平原 暁) 

 その他ございませんか。 

○委員(平井 昭輝) 

 農林業の振興のページで担い手の育成・確保の施策に「担い手支援センター」

の整備あげていただきありがとうございました。ただ、担い手の捉え方について

は都市部と中山間地域で差がありますので、そのあたりの理解をいただけたらと

思います。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 そのように理解しております。  

○会長(平原 暁) 

 その他ございませんか。 

 それでは、協議の第4は終わりまして、次の協議第5「答申に係る意見ついて」

を議題といたします。答申というものについ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) 

 今日の審議会が第4回になります、本日の指摘で多少の修正がありますが、                

基本的には今日整理したものが最終原案ということで、この審議会については次

回もう一回第5回を11月21日に予定しております。そこで、今回審議会としての答

申の内容につきまして、今からご意見をいただいて、その意見をあらかた事務局・

会長等で取りまとめをして、次回の審議会にお諮りをし、最終決定をしたいと考

えております。したがって、構想・計画編全般についてご意見を出していただき

たいと思います。 

○会長(平原 暁) 

 今説明がありましたように、このようなスケジュールにおいて答申をしたいと

いうことです。この構想・計画全般についてご意見あるいは質疑がございました

らどうぞ。 

○委員(村田 岩治) 

 二つほどあります。 

町の総合計画に載せるのがいいのか悪いのか私も判断つかないんですが、ご案

内のように行政の合併を含め、商工会・漁協と合併づくめです。来年には大島郡

商工会の一本化で、合併の方向が見えています。おそらく将来的には徐々に漁協

と農協と合併していく等が考えられます。このような大きな曲がり角・変革の時

代にきておりますので、基本計画の中に漁協・商工会の合併等に関する文書を入

れる必要があるのではないかと思います。 

二つ目は、この記述の中で、変更箇所が出てますが、私も今日申し上げようと

思っておりましたが、この変更に出ておるようですから。大島病院の新築問題、
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東和庁舎の解体の問題について申し上げようと思っておりました。あと残ってい

るのが高等学校の統合問題、新庁舎の位置の問題等、これは当面５カ年間を待た

ずに決まってくると思うんですが、この総合計画が来年4月1日になれば、動きが

あると思いますが、その動きを前もってこの計画の中に入れるわけにはいかない

でしょうね、来年4月1日にこの計画が公表された時には今の4点については相当進

んでしまって色あせたものになってはいけないんです。記載内容が実際と合わな

くなっているのではないかと考えられます。前もって記述するわけですから難し

い問題でもあり、かといって、具体性がないのに先走るわけにもいかないし遅れ

てはいけないというジレンマがあります。そのへんはどのようにお考えですか。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 漁協の合併について、一番当初に出しました計画案の段階では県内１漁協に向

かってと記述していたと記憶しておりますが、合併が夏ごろの話でしたので、削

除した経緯があると記憶しておりますので、記述についてはどうかと思っていま

す。 

 大島病院、東和庁舎については実施するというふうに記述いたしました。高校

再編については、県の高校再編を担当している課より全ての文章表現の変更を求

めてきましたので、全て書き換えをしております。 

 新庁舎の問題については、先ほどお話ししましたとおりです。新町建設計画に

仮に載っていない事業で、仮に総合計画にも挙がっていなかった場合、合併特例

債の対応が大変厳しくなるだろうと思いますので、5年間ベースではありますが可

能性があるものについては今回最終的には載せるという判断の元で記述したとい

うふうにご理解をいただけたらと思います。 

○事務局(総合政策課長 坂本 薫) 

 農協と漁協の合併については、今初めて耳にした状況で、この構想の中に載せ

るということは考えておりません。 

○事務局(総合政策課主幹 近藤 晃) 

 この審議会で答申いただきましたのちに12月議会に上程の予定で、議決対象と

なるのは基本構想の部分のみで、基本構想の議決をいただいたのちに実施計画を

作り・財政計画を作っていくという流れになりますので、タイミングのずれが生

じてくる恐れがあるのは、実施計画の中で調整をしたいと思いますのでご理解い

ただきたい。 

○会長(平原 暁) 

 その他総合的に何かございませんか。 

○委員(茶木 規之) 

 前期基本計画4ページ・7ページ。 

 4ページにはグリーン・ツーリズム、7ページにはブルー・ツーリズムが書いて

ありますが、これは縦割り行政の欠点で、農林省と水産省の同じような事業なん

です。周防大島町で受けるとすると、両方を一緒にしたような事業を都市部の皆
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さんは喜ばれると思いますので、実施される時には県とよく協議されて、両方一

緒にした海だけでもない山だけでもない計画で、そういうことで都市との交流が

出来るのではないかと考えます。 

○委員(荒川 政義) 

 財政健全化計画の中で、合併後に箱物をかなりつくっていく計画があるのでは

ないかと思います。柳井市に比べて起債残高もかなり多いように思うし、人口は

柳井市より1万人少ないわけです。そういう中で一番心配しているのは、これだけ

の借金を抱えて大丈夫なのかというのが町民の中で不安材料だろうと思うし、こ

の基本構想の中でいつ頃が借金のピークなのか、これ以降は借金が段々減ってく

るという起点があれば、10年計画で今後ずっと借金が増えていくということなの

か、ある程度したら借金が減っていくよということが分かれば町民に知らせるべ

きではないかなと思います。 

○財政課長（奈良元 正昭） 

 財政課の奈良元です。 

 今財政関係でご質問いただきましたが。この基本構想・基本計画をもとに今各

課よりでている要望を取りまとめた段階では、確かに合併後、18、19、20年度あ

たりまでが大きい事業が集中しております。例えば、不燃物最終処分場、東和庁

舎、大島斎場等の大きい事業が20年度までに集中しております。その後について

は大きい事業はないということで、起債残高で捉えますと21年度あたりがピーク

です。ただし、償還はまた別ですが、償還についてはどのような起債を借りて償

還するか等色々ありますので、事業の積み上げで一概に言い切れないところもあ

ります。起債の償還等も踏まえての事業の割り振り、継続している事業でも若干

実施を遅らせるという、逆に償還のピークはいつかということは今申し上げかね

るんですが、借り入れるものについては、今のところ20年度あたりで大きいもの

は終わります。という捉え方をしております。 

○委員（荒川 政義） 

 借金を借りるのが20年がピークですか。収入も当然減ってくると思うが、具体

的にシュミレーションしてみないと経常収支比率も100に近いところにきておる

んではないかと思うが、常識的に考えて大丈夫かなと。合併したけど大丈夫かと

本当に皆思っていると思います。色々なものをつくってくれたり色々なサービス

をしてくれたりするのは当然いいけど、そこらへんが一番心配です。そこらへん

をよく考えてやって欲しい。 

○財政課長（奈良元 正昭） 

 おっしゃるとおり、確かに合併前に新町建設計画をつくりました。これは平成

14年度のデータを元に財政計画を作っております。今回は16年度の決算が出まし

たのでそこらへんから財政計画を作っていかなければならないと思います。15、

16年度から比べても地方交付税が15・16を比較しても約5億近い交付税が周防大島

町で落ちております。ちょうど今ご存知のように三位一体の改革ということで、
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国の補助金あるいは税源移譲・交付税措置等色々なことが言われておりますので、

今は全く不明瞭なことがかなりありますので難しいところもありますが、人口減

少ということを踏まえても、交付税は人口を元に算出の要素がかなりありますの

で。今年ちょうど国勢調査もありますが、国勢調査の人口が落ちれば交付税も落

ちてくる、そういうことを踏まえながら当然財政計画を立てていかなければなら

ないことを頭に入れて対応しなければならないと考えております。 

○会長(平原 暁) 

 それではおはかりいたします。協議第4の「答申に係る意見」につきましては、

旧4町が合併して答申する場合もそうでしたが、作文を作らないといけませんので、

そこで意見書につきましては、会長・副会長・事務局にご一任願いたいのですが

異議はございませんでしょうか。 

  

 （異議なし） 

 

 異議なしという声がございました。そのようにさせていただきます。したがっ

てその意見書につきまして来る第5回の審議会に提案したいと思いますのでご理

解願いたいと思います。 

 それでは、意見書につきましては、会長・副会長そして事務局に一任というこ

とで決定をさせていただきました。 

 そこで、先ほど荒川委員さんのほうから財政について質問等がございましたが、

私はその意見書を作るうえで、今日は財政課長も同席されておりますので、先般

10月10日の新聞には財源の弾力性を示す経常収支比率は、周防大島町は99.6％、

県・市町村を合わせた全体では95.4％、町村だけでは96.8％。100％のところが5

カ町村ありましたが、ご存知のように70％が適正の線です。99.6％というのは経

常経費しか支出ができないという現状になっている。そうすると事業はいかにあ

るべきかとこういうことになりますので、答申の意見書を書くうえで、財政課長

にお尋ねいたしますが、過疎債、辺地債はいくらありますか。これにはルールと

しては70％の交付税算入があり、補正しても60％台までかえってくる、加えて、

財政特例債、合併特例債は私の記憶では127億ではなかったでしょうか。17年度に

9億くらいの当初予算を出されておると私は聞いておりますけど、そこで、合併特

例債には見返りの財源が70％というように記憶しておりますがそれで間違いない

かどうか。そうすると、今のところ262億5948万円の起債残額がある、そして経常

収支比率が99.6％、そこで、県が公表した市町村は33、市が13、町村が20、これ

らを分析した経常収支比率、起債制限率はわが町が15余りになっておりました。

財政力指数はいくらになってますか、過疎債・辺地債の額をお聞きしたい。見返

りの財源がいくらあるのか。127億の特例債から見返りがいくらあるのか。そのあ

たりも含めて答申の意見書に入れておかなければならない。そういうところで「元

気 にこにこ 安心で21世紀にはばたく先進の島」の周防大島町をつくるのに、
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それらにマッチした「ひと まち きらり周防大島町総合計画」でなければなり

ません。財源も踏まえて、これから実施計画に入ってまいります、年度別実施計

画に入ります。その事業すべてについて、あるいは事業によっては先送りも出て

こなければなりません。それが年度別実施計画になってくるわけです。そこで、

中長期財政計画が中心になってくると思います。それが基本計画に合わせて中長

期財政計画でなければ、せっかく作った基本計画が生きてこない。国が予算編成

します地方財政計画が三位一体の改革で年々変わってきております。その地方財

政計画が泣くような計画になりますとこの総合計画も変更しなければなりません。

これは先のことでしょうが。答申するうえで、財政・財源に対する財政の調整が

必要で、意見書を書くうえで必要ですから、それらの数値がすぐに分かれば、分

からなければ後ほどでもお願いします。 

○財政課長（奈良元 正昭） 

 今色々なご質問をいただきましたが、過疎債については元利償還に対して70％

国より交付税としてかえってくる。辺地債については元利償還の80％が交付税措

置です。合併特例債についても同じように元利償還の70％の交付税措置がありま

す。今ありました127億の合併特例債について、合併特例事業として127億の事業

に対して合併特例債が充てられる。上限が。ですから特例債としては120億程度に

なろうかと思います。全体的に町の起債の残高が約260億程度ありますけど、これ

に対して、過疎債、辺地債、合併特例債等有利な起債意外にも色々な事業に対し

て借金をして事業を行っているが、全体的にみまして交付税措置されるのが周防

大島町で40～50％程度が交付税措置で元利償還分がかえってくるんではなかろう

かと見ております。今後の事業計画・財政計画を立てながら、事業の実施計画を

作らなければならないと思いますが、先ほど荒川委員さんの意見もありましたが、

ちょうど三位一体改革ということもありますので、歳入について非常に見通しを

立てるのが困難な状況にはあります。そういう中で確実に人口減少に伴う交付税

措置が出てくる、合併後３年間は色々な国の合併補助とか有利な補助金を使える

状態にあります。それ以後はそういうこともなくなるということになります。そ

ういうことを踏まえますと2･3年は厳しい状況が予想されます。逆に計画にもあり

ますが、職員をある程度削減していくと人件費が削減されてきます。そういった

中でのバランスや事業の組み立てをしなければならなし、事業を先送りする等考

えなければならないということが当然起こり得るだろうと考えております。 

○会長(平原 暁) 

 そこで、過疎債の合計、辺地債の合計と財政力指数が分かりませんか。 

○財政課長（奈良元 正昭） 

 財政力指数は16年度決算で16.7です。 

○会長(平原 暁) 

 県内30の町村の中で何位くらいですか。 

○財政課長（奈良元 正昭） 
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 順位は今数えておりませんが、町村ではかなり低いです。 

○会長(平原 暁) 

 もう一点、今年の人事院勧告が0.3％の減ですか、そして賞与が0.05％上がった。

県の人勧も減額、小泉総理は国家公務員の給与を下げると公言しました。そこで、

今後の計画編が大切になってくるわけです。審議会の中でも、150人の職員の減と 

いうのは、分庁方式では減にならないのではという意見もありましたが。そこで

職員のラスパイレス指数はいくらになっているのか。 

○財政課長（奈良元 正昭） 

 まだ公表はされてないようですが、ラスパイレス指数については4月1日の職員

の給与ではじくわけですが、今年度の指数について担当者に聞きましたところ、

担当者の試算では96.5前後ではなかろうかということです。 

○会長(平原 暁) 

 国が下げれば下がってきますね。 

○財政課長（奈良元 正昭） 

 国の基準が下がれば、町は相対的に若干上がってきます。 

○会長(平原 暁) 

 私は答申の意見書を作るのに参考までに。ですから、先ほどの過疎債、辺地債

の合計を後で調べて教えてください。 

 それでは、次の協議６「その他」の事項について、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) 

 今後の予定についてです。次回第5回審議会は11月21日、月曜日、午前10時から

開催したいと考えております。その後12月2日、金曜日、午前中に審議会会長から

町長に対し答申を行う予定としております。12月10日前後から議会定例会が開催

が予定されますので基本構想の議決をお願いするわけですが、基本構想及び基本

計画に審議会答申を付して議会に上程したいと考えております。以上です。 

○会長(平原 暁) 

 今後の予定の説明がありましたが、他に何か聞きたいことなどありましたらど

うぞ。ないようでございましたら、事務局のスケジュール案で次回の審議会を11

月21日午前10時でよろしいですか。 

 それでは、長時間にわたりありがとうございました。以上で今日の審議会を閉

会します。ご苦労様でした。ありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 


