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第２回周防大島町総合計画策定審議会会議録索引 
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 〃 ２ 協議第１号 総合計画（後期基本計画）案について ３～２４P

〃 ３ 協議第２号 その他   ２４P 
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時及び宣告 

閉会 平成２２年９月１５日（水）午後４時００分 議長 村田岩治 

出席者数 委員定数  １５名の内 出席者１１名 

職  名 氏  名 
出

欠
職  名 氏  名 

出
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委員 奥川 与志人 出 委員 川久保 寛栄 欠

会長 村田 岩治 出 委員 大村 修司 欠

委員 伊藤 秀行 出 委員 荒川 政義 欠

委員 河野 洋治 欠 委員 小田 貞利 出

会長 岡崎 政幸 出 委員 古川 英希 出

副会長 中元 みどり 出 委員 三谷 俊雄 出

委員 山根 健志 出 委員 岡宅 泰邦 出

出席委員等 

委員 嶋元  徹 出    

総務部長 中野 守雄 政策企画課長 星出  明 
町・事務局 

政策企画課班長 松本 康男 政策企画課主幹 中原 藤雄 
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【開会】 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

こんにちは、政策企画課の星出といいます。よろしくお願いいたします。時間になりましたので、只今から

第２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等についてお知らせ

いたします。本日は、河野委員、荒川委員、川久保委員、大村委員から、敬老会行事等による欠席等の連

絡をいただいております。また、古川委員からは少し遅れて出席という連絡をいただいております。続いて

会議の前に本日の資料の確認をさせていただきます。本日の資料として後期基本計画（案）と策定上の考

え方を示したものをあらかじめお届けしましたがお手元にないようでしたら予備がございます。お申し出い

ただければと思います。それからお手元にお配りしておるのが本日の会議次第となっております。追加の

資料の説明を事務局からさせていただきます。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

本日、紐でくくったものを新たにお配りしておりますが、２ページ目の目次のところの差替えをお願いした

いのと、８４ページ以降のところについて町内の考え方の統一等で内容を変えておりますので、８４ページ

以降のものをそっくり差替えていただいたらと思います。まず１枚、目次のところの差替えがございます。そ

のあと２枚目から以降は８４ページから最後までの差替えとなっております。 

お手間を取らせまして、申し訳ございません。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

それでは次第により会議にはいらせていただきます。はじめに村田会長にご挨拶をお願いいたします。 

○会長（村田 岩治） 

その前にですね、前回ご欠席の審議会委員で、今日何人かおられるのであれば、事務局のほうから紹

介をお願いします。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

それでは、岡崎委員さんからお願いします。 

○委員（岡崎 政幸） 

岡崎と申します。シニアクラブの会長をやっております。よろしくお願いいたします。 

○委員（嶋元 徹） 

大島郡医師会の嶋元です。前回は健康増進課の３歳児検診が事前に入っておりましたので、欠席させ

ていただきました。 

○会長（村田 岩治） 

朝晩、だいぶしのぎ易くなりました。皆様方にはたくさんの仕事をいろいろお持ちで、公私ともに非常にお

忙しい中、わざわざ本日のためにご出席を賜りまして厚くお礼申し上げます。よろしくお願いします。長引き

ますので、座って進行させていただきます。ご案内のように前回の第１回審議会におきましては、基本的に

この審議会で協議し、大島郡の総合計画を策定し、本年の１２月を目途に審議会として、今後５ヵ年の町の

計画についての答申を町長に申し上げるというような前提のもとに前回はこれからどのように進めていくの

かという基本的な考え方について協議したと思います。提出されております周防大島町総合計画後期基本

計画案につきましては、ご案内のとおり既に各委員さんには配布されておりまして、目を通されていると思

います。そういった中で、只今から審議をお願いするわけでございますが、なにせ町のすべての総合的な

計画というような膨大な計画で最も重要な計画ございます。これがどうなのかということで、限られた時間

内に審議するというのも大変な訳でございますが、１２月を目途に積極的に審議していくというようなことで、

今日いよいよ第２回目ということですが、実質審議に入っていく訳でございます。限られた時間でございま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

それでは早速ですが協議事項に入りたいと思います。議事進行につきましては、審議会条例の規定に

よりまして、村田会長にお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

（１）総合計画（後期基本計画）案について 

○会長（村田 岩治） 
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 只今、お話がございましたように会議の議長は会長兼任ということで話がございました。早速審議会に入

らせていただきます。委員の皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。協議事項の１でございます。

総合計画後期基本計画案についてということで事務局のほうからも説明があったとおりでございますが、

案について委員の皆様方からご意見をいただきたいと思います。なお、聞くところによりますと町におきまし

ては、この原案作りの前提としまして、各課の意見を聞きましてプロジェクトチーム或いは策定委員会等々

で原案の修正する箇所があれば原案を修正し、それが最終的に提出されておりますこの後期基本計画案

でございます。従いまして町においては、総合的な意見が承認されてこの基本計画案ができたものと私は

理解しておるわけでございます。そういうことでございますが、基本計画全体を通してということになります

と、これから審議するわけでございますが、なかなか膨大な資料で整理が難しいと思いますので節ごとに、

節が第１節、第２節、第３節大きく分けて３節ございますが、特に第２節につきましては１から１９まで、３節

につきましては１から１１項目まで羅列されておりますので、ここらへんを適当に区切りながら説明し、その

内容について協議をお願いするということになろうかと思います。関連項目を区切りまして説明をし、委員

の皆様のご意見を伺うということにしたいと思います。そういう考えでよろしゅうございますか。 

○委員 

はい。 

○会長（村田 岩治） 

では進め方としましては、事務局のほうから１の元気のある町づくりから第３節まで安心のある町づくり

まで、各節ごとに区切って説明いただいて、そこで協議に入って協議が成立すれば次の項目に行くというこ

とで事務局もよろしゅうございますかね。 

○事務局 

はい。 

○会長（村田 岩治） 

ではそういうことでひとつよろしく事務局の方からお願いします。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

政策企画課の松本でございます。よろしくお願いいたします。では座って説明させていただきます。総合

計画の基本計画案と一緒にお届けしております後期基本計画策定の考え方・視点という２枚の綴りがある

かと思いますが、こちらのほうを一緒に見ていただいて説明をいたします。もし無いようでしたら予備ござい

ます。よろしいでしょうか。 

それでは、この考え方、２枚の綴りになっております。後期基本計画、前期基本計画とあった訳ですが、

後期の基本計画を策定するにあたってどういうふうにすればよいかということを書き出しています。先ず、１

として、組み立てにつきましては、審議会でもご審議いただいたとおり基本構想はそのままということで、施

策の大綱、３つの目標、それからまちづくりの方向というものは前期基本計画と同様としております。まちづ

くりの３つの目標は、元気のあるまちづくり、にこにこのあるまちづくり、それから安心のあるまちづくり、この

３つでございます。まちづくりの方向につきましては、それぞれその中に、農林業の振興とか生涯学習のま

ちづくりといった小さな項目があり、これは前期と同様といたしております。それからまちづくりの方向の内

容につきましては、先ず背景と現象から書き出しております。これは２ページのところの農林業の振興とい

うところを開いていただいたらと思うのですが、最初に農林業の振興とあって、次に背景と現象と書いてあ

ります。この背景と現象は、前期計画では現状と課題ということを記述しておりましたが、５年経過したこと

を踏まえてその間に現れた外面的な表れを現象と表現しております。その背景が記述できる部分について

は記述しております。記述は前期計画では主に文章で表現しておりましたが、短く箇条書きという形で理解

し易いように努めています。最近の国・県の計画につきましてもこういった箇条書きの傾向がございます。

出来るだけ名詞止めにし、短い文で読みやすくという形にさせていただきました。それから前期計画での取

り組みと続く訳ですが、この中につきましては、主な取り組みを（１）といたしまして前期の期間に取り組んだ

主な事柄を書き出しています。それから（２）といたしまして実績と評価とし、前期計画の政策指標であげた

目標に対する達成率を２１年度現在の実績値を元にして出しております。その点につきましては、３ページ

をご覧いただきたいと思います。３ページの表が前期の計画での目標であり現状値でございました。平成１
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６年のところに前期現状値というのが、前期計画での現状の値ということで、この時には平成２１年の実績

値というのはなくて、平成２２年の目標値が掲げてありました。この前期計画を実施していく中で、２１年度

の数値を実績値として捉えることができましたので、そこに２１年の実績値を入れております。累計で上げら

れるものは累計で上げておりますし、単年度数値でしか出ないものついては、単年度数値で上げていると

いうことになります。次は、一番右の欄の達成率になりますが、算出の方法は、一般的な達成率の出し方と

いうのがございましてこれを参考にして出しております。それにつきましては、枠の下側に米印で達成率と

記述をしておりますが、前期計画の間に掲げた目標をどれだけやり遂げたかを推し計る数値ということです。

先ず、目標値を現状値より大きい目標にしている、または増える目標にしているものがございます。例えば、

一番上の認定農業者数ですが、平成１６年当時は５６人で平成２２年の目標は６２人としております。この

場合は①に該当して目標値を現状の１６年よりも大きくなる、または増やしたいという目標値ですので、そ

の数式に当てはめますと計画の２１年では９１人の認定農業者がいるということで達成率は１４６％、目標

を約１．５倍達成しているということになります。２番目は、目標値を現状値より増大としているが、増大をで

きるだけ抑制したい場合というのがございます。これは、ここの表にはございません。参考ですが、７０ペー

ジをお開きいただいたらと思います。２にあてはまるものが、７０ページの表にございます。ここに国保税の

納付率とか一人当たりの医療費とかがございます。この２に該当するのが表の中の一人あたりの医療費、

国保と老人高齢者医療制度とありますが、平成１６年の３０７,５３７円よりも平成２２年の目標値が３１万と

なっております。費用は高くなるだろうという目標にしております。ですがこれについては、出来るだけ抑制

して低いほうが良いということになりますので、②の数値にあてはめますと実績値３７８,１８３円ということで

３１万の目標よりも医療費が高くなっております。これについては、７８％の達成率ということになります。３

１万までに抑えられていたら１００％になっていたのですが、抑えられていないということになります。同じよ

うに下の老人高齢者医療制度医療費についても同様でございます。こちらは９１万の目標に対して９０３,０

００円ということで少し抑えられております。これについては達成率が１００％、９１万円以内に抑えている。

大きくなると予想されてけれども出来るだけ抑えたということになります。それで達成率が１００．７％という

ことになります。②の数値につきましてはそこの２つしかございません。それから３ページに戻りまして、③

でございます。目標値を現状値より減、小としております。低いほうが良いという場合ですが、これはその表

の中の危険ため池未整理箇所数がこれに該当します。これは呼び方がややこしいのですが、要するに危

険なため池を整備して未整備の箇所が少ない方が良いというのが目標でございます。平成１６年が１８箇

所で２２年には４箇所整備して１４箇所にしたいという目標でございます。これは数値を下げたいという方向

でございますので、３番目の表にあてはめますと、実際には平成２１年に１２箇所にまで減っているというこ

とで達成率が１００％を超えて１１４．３％という数字で出ております。それから④でございますが、目標値を

現状値より減、小としておりますが、減、小を出来るだけ抑制したいという場合がございます。これにつきま

しては、分かりやすいのが柑橘の作付面積でございます。平成１６年が９５４ｈａでしたが平成２２年の目標

が減っていくんではないかということで７３２ｈａの目標にしております。実際には７６０ｈａまで落ちています

が、減るだろうと想定した数値までは落ちていないということになります。この場合は④の数式にあてはめ

ますと１０３．８％、７３２ｈａと予想したのですが、いろんな策を講じて７６０ｈａまでしか落ちなかったというこ

とでございます。平成１６年から比べたら平成２２年の目標は少なくしておりますが、できるだけ落とさない

方がいい、実績値が７６０ｈａでとどまったということで１０３．８％ということになります。その下の水稲の作

成面積も同様でございます。また耕地の面積についても④の式が当てはまります。こうした４つの達成率の

出し方でそれぞれの表に達成率を出しておりまして、減るにしても増えるにしても１００％を超えていた方が

達成率はいいということで、１００％に届いていない場合は何かの策が必要だったのではないかということ

になります。ただし、平成２２年の目標ですが、現在把握できる数値は２１年の数値しかありません。２２年

度中の現在、事業をやっているものもございます。これにより、達成率がまだ上がってくるものもありますの

で、現時点で達成率が１００％に届いていないからといって何かが足りなかったということに直結ではないと

いうことご理解いただきたいと思います。前期計画での取組みにつきましては以上でございます。その次に

書き出しているのは、今後の課題でございます。これにつきましては、前期の計画の事業をやってきた中で

もなお今後に残ってきている課題というものを書き出しております。これについても箇条書きにしております。
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それからこういった課題を受けて、今後、例えば農林業についてはどういうことを主な方針としてやっていこ

うかということですが、前期計画ではかなり長い文章としておりましたが、読むのも大変ですので、分かりや

すいように、基本方針を短い文章で目標を書いております。施策の体系は前期計画と同様で、農林業の振

興の中でどういった施策をやっていくかということを体系別に分けております。前期計画では、計画作成と

なっておりましたものは、推進というように、こういった文言については多少修正をかけております。主要施

策ですが、前期の計画と同様に施策の体系ごとに取り組む主な事業を書いております。それから５ページ

ですが、施策の内容の次に主要事業というものがございます。これも前期の計画と同様の手法で、具体的

な事業として何をするかというものを書いております。次が政策の指標で、平成２１年の現状値を踏まえて

２７年度、後期の最終年度になりますが、２０１５年の目標値を書きいております。その他、解説が必要と思

われる用語には※を振って後ろのページで用語の解説をいたしております。例えば、４ページのところにス

ローツーリズムの普及と書いております。スローツーリズムとは何かということになれば、９２ページを開い

ていただき、スローツーリズムのところに※４とありますので、そこを見ていただいたらスローツーリズムの

説明が書いてあります。特に横文字は分かりにくい場合が多いので、こういったものには多く※を振るよう

にしています。これにつきましては、また必要な部分があれば、書き足していきたいと考えております。それ

から括弧の２番目ですが、第３章、８４ページ以降についてですが、これにつきましては前期計画では行財

政課題への対応ということで、これは行財政計画に関する委員会が別にございまして、そこで計画を策定

するわけですが、平成１７年のときに同時に策定されたようなので総合計画にはそれを抜粋したものを載

せておりました。今回、総合計画と同様に行財政計画も見直しがかかるということになっております。総合

計画が先になりましたので、ここに載せることができません。今日、差替えていただきましたのは、この総合

計画を推進していく方策として、行政ではどういったことに気をつけていけばいいかというものを書き出して

います。それから、先ほどの用語解説の後には、付属資料の２といたしまして、政策指標の目標値、平成２

７年の目標を定めた設定の根拠などを書き出しています。以上が考え方なり視点ということで説明をさせて

いただきました。それでは、最初に元気のあるまちづくり、これにつきましてはすべて振興策、農林業の振

興、水産業の振興ということですべて関連がありますので、５項目すべてについて簡単に説明させていた

だきます。担当課に確認しなければいけないなと思われる主なものは、問題、要説明点として書き出し、別

にお配りしております。例えば、達成率が５０％なのはなぜかというようなものについて書き出しております。

先ず、農林業の振興についてです。細かい所については読んでいただけると分かるのですが、３ページの

表の中に農道の整備済延長というのが下から３番目にございます。平成２１年度の数値が平成１６年度の

実績値から下がっています。こういったことは普通あり得ないことなのですが、なぜ下がったかという説明

が必要です。確認したところ、そこに書いてありますように、例えば大規模農道等については県が整備しま

すので、県から町へ移管され農道に編入、その後町道に編入したにもかかわらず、農道として残っていっ

たものがあったため、前期の計画の中で整理をし、平成１６年数値より減ったという説明でございました。農

林業の振興については、担い手の不足というのが課題の大きな点でございます。また背景にも書いており

ますが、農産物の流通が広域化して価格が低迷しておるということも農業が低迷している大きな原因ともな

っており、それを上向きにするにはどういったことが必要かということも書き出しております。当然のことなが

ら担い手の育成とか、生産基盤の育成といったところが主な内容になっております。加えて地産地消という

のも合併以降に出てきておりますので、こういったことについても書き加えております。それから水産業の

振興のところですが、こちらも漁価の低迷等がございます。６ページのところに後継者不在というふうに書き

出しておりますが、これについては不在というよりも不足ではないかというご指摘もいただいております。後

継者が少ないということが、水産業振興の主な妨げの一つとなっております。ただ、最近若い世代の方が

水産業に取り組んでおられるということも聞いておりますが、こういった若い方にやっていただくにはどうい

うことが必要かということを書き出しております。やはり、みかん同様、いろんな作物も同様ですが、大島の

ブランドが必要ではないかということを書いております。浮島では太刀魚等がブランドになるのではないか

と、こういったことも踏まえて書き出しております。また施策の中に、スローツーリズムの推進ということで体

験型観光などの取り入れも重要ではないかと考え記述をしております。商工業の振興につきましては、近

郊の柳井等に大型店、最近町内にも大型の店舗が建っておりますが、そういったところに購買力が集中す
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るということで、合併前から言われておりますが、商店街の活性化にはサービスの面が大事ではないかと

いうような考え方もございます。それを再生するには、新しい起業等も取り入れていく必要があるのではな

いかということを書いております。こういった新しい起業につきましては、後ろの方に記述もしていますが、

産公学連携によるＵＪＩターン者等による起業の支援ということで、現在大島商船学校で島スクエアという起

業家養成の講座等もやっていただいております。今年度は、３年間行ってきた事業の中間評価を受けて、

後２年の実施が決まってくる大事な年と聞いておりますが、今後も連携を深めて起業家の育成ということを

目指していけばいいのではないかということを書いております。１１ページの観光の振興でございますが、

観光の振興についての主な点は、町長も施策として大きく掲げておりますが、１３ページのところの真ん中、

体験交流型観光の推進、体験型修学旅行を受け入れるということです。来年度はかなりの学校の受け入

れとなっておりますが、こういったことで感動を与え、子ども達が大きくなって、また大島へ来ていただくとい

う形にも繋がるということで記述しております。観光客の入り込み数ですが、１３ページの一番下に目標とし

て掲げております。町長が申しております１００万人を平成２７年の目標値としております。それから最後の

項ですが、働く場の確保と人材育成でございます。１４ページの真ん中に書き出しております。空き家情報

の有効活用システムを現在稼動している訳ですが、全体登録件数は３０から３１件、ほとんど利用されてお

りまして、どんどん問い合わせはあるのですが、提供できる情報は少ないということになっています。こうい

ったシステムを充実させて、ＵＪＩターンを受け入れ、さらには島スクエアで起業家も養成いただいて、起業

家の方に大島を考えていただくというのもいい策ではないかということでここに書き出しております。１４ペ

ージの表の中の前期の計画の目標値が３回となっており、実績値が２４回ということになっております。どう

してかというと、横綴じの注意点・問題等の１番下に書いておりますが、働く場の確保と人材育成のところ、

平成２２年の目標の３回というのは何で２１年の実績値は何かというのが書いてあります。２２年の目標は、

県の関係機関と連携しての職業能力向上の研修等を想定していたようでございます。ですがそういった研

修等がありませんでしたので、ここに上げておりますのは、平成２１年にも行われておりますが帰農塾・営

農塾、これは新しく営農される方等が受けておられるのですが、これも一つの働く場の研修であるというこ

とで、二つの講座で各毎月１回、１２ヶ月で１２回行っておりまして、計２４回ということで上げております。平

成２７年は、この２４回を維持していくという目標を掲げております。以上５項目の主な点について、説明を

させていただきました。 

○会長（村田 岩治） 

只今、事務局の方から元気のあるまちづくりということで、５項目について原案の説明がございました。こ

れから具体的に協議に入るわけでございますが、その前に確認しておきたいと思います。第１節から第３

節まで項目別に見ますと３５項目あるわけですね。それで今説明がありましたのは、第１節の１から５、３５

項目のうち只今５項目の説明があった訳でございます。したがって、これからこの５項目について協議する

訳でございます。以下３５項目について同じスタイルで協議していくのですが、このスタイル、このやり方で

基本的によろしいですかね。と申しますのが、時間の方も限りがあってはいけないのですが、会議の予定

も４回、５回、１２月の答申もあります。何回やっても良いのですが、効率化の問題もあります。かといって、

審議会の委員の皆様方のご意見がこの案の中に修正の案として出なければいけないとも思います。それ

が本当だろうと思いますが、効率的に審議しなければいけないし、審議するけども内容はぼやけてはいけ

ない。そこら辺が非常に難しいと思います。先ほど１から５まで説明がございましたが、これからそれについ

て協議していきます。それで最後の３５項目まで続くということでございますが、第１回目で初めてでござい

ますから、そういうやり方で良いかどうか確認したいと思います。これから意見を頂戴する訳でございます

が、今のようなやり方でよろしいでしょうか。 

○委員（小田 貞利） 

会長よろしいでしょうか。今各委員さんの意見を基に修正という話ですが、そうするのであれば、先ずあ

と何回開けるのかというのが大前提になってくると思います。当然ここで意見が出ても各担当課に持ち帰っ

て、文章の修正なり、もちろん町長、副町長にも上げてとなりますから、今日全部意見を出しておくのか、２

回に分けて、もう１回後半の部の意見を取ってそれを集約して、各担当課に持って帰ってもう一度上げてき

て最終協議をするという流れなのか、その辺が分からないと、どうしても今日全部やってしまわないといけ
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ないという形になりますよね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

一応審議会の第１回目のときも説明させていただきましたが、町民の方にも審議会で出来上がったもの

を広報等で公表し、支所に据え置いて見ていただいて意見をいただくという形を取りたいと思っております。

１０月の広報が中旬に出ますので、それまでに作っておきたい。ですから今この場でこれを審議して、広報

で公表しますよとなれば、各支所に据え置くのが１５日以降になります。それまでに、中身をまた各課に確

認をするなり、又、この審議会では残して、また審議するということももう１回くらい、それまでには出来よう

かと思います。 

○会長（村田 岩治） 

この前もちょっと聞いたような感じがするのですが、いよいよ具体的に協議に入る、委員の皆さんからい

ろいろ意見が出る、当然原案と違った案で修正があるかもわからない。そうすると修正がある箇所につい

ては、次回の審議会でそれをこのように修正しましたっていうのを確認するのだったですかね？どうだった

ですかね？意見を聞きっぱなしで原案を修正するとか。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

一応修正して、重要な箇所等については、このように修正しましたということで、委員さん方に確認してい

ただく。例えば、審議会が間に合わなければ、文章なりでお送りしてということは考えていたのですが、いず

れにしても、公表という形で出す前には委員さん方に確認していただくという作業は入れる予定にしており

ました。 

○委員（小田 貞利） 

ということは、もう今日ほぼ全部言って、ある程度意見を出しておいてくれということですね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

それが一番いいのですが。 

○委員（小田 貞利） 

ということです会長。だから説明はある程度もう少し早めにしてもらって、ポイントだけにしてもらって全体

が４つなら４つにわけて行くしかないですね。 

○会長（村田 岩治） 

他にどなたか委員の皆さんで、ご意見はございませんかね。大体事務局の方の基本的な考えとしまして

は、今やりとりがございましたように、第１節から第３節まで、項目別に見ますと３５項目ございます。最終

的には広報等通して、町民への理解と周知徹底、情報提供というような場もありますから、先ず３５項目あ

りますが、第１節から第３節まで大まかに基本計画を説明してもらう。当然意見もお聞きして、次の会には

また継続といいますか、この意見の継続といいますか、それを繰り返して最終提案を作るというようなこと

で、今日３５項目についての説明と第１回の審議をやるということでいいのかね？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

出来れば。 

○委員（小田 貞利） 

１０月の１５日に広報と一緒に出すということは、今月中か１０月の頭には出来とかないといけないという

ことですよ。とても無理ですよ。会長の意見では。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

１０月１５日の広報で、何月何日から公表しますということを皆さんにお知らせしようかと思っております。

もう少し余裕があります。３週間なり広報期間を経まして、それでまた皆さんに諮って最終的な案ということ

になろうかと思います。 

○会長（村田 岩治） 

今事務局のほうから説明がございましたように、１０月１５日の町の広報を通して５ヵ年計画について、町

民に周知するというような方向のもとに作業を進めたいということが一つ。冒頭にありましたように既に各課

の案をプロジェクトチーム、或いは策定委員会等々で審議し、修正し、原案を検討した、これがこの案でご

ざいますが、これについてご意見を聞いているということで、只今から説明してよろしいでしょうか。 
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○委員（嶋元 徹） 

今日中にやるということなのですけど、何時頃までやる予定ですか？３５項目やるのに、１時間とかで出

来るはずはないので。 

○委員（小田 貞利） 

２時間は最低かかるね、４つに分けたとしても。さっきちょっとしょうもない説明がかなりあったから、もとも

との計画はあるわけだし、後期になってこの部分が変わったというだけの説明で良いのではないかと思い

ます。当然皆さん資料に目を通されたと思うのです。そこで４つなら４つにわけて意見をもらうという形にし

たらいいと思います。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

はい。 

○会長（村田 岩治） 

では、続けます。第１節の１から５まで、農林、水産、商工観光、その他ということで原案の説明がござい

ました。これについてご意見を伺いたいと思います。ここはこうした方がいいのではないか、ご意見があろう

かと思うのですが、２ページから１６ページまでですね。これが５項目です。 

○委員（奥川 与志人） 

言ってよろしいですか？２ページ、農業関係なのですけど、一番最初の背景と現象（農業）というところで

す。まるが３つありますけども、一番上のまるで、温暖な気候を利用して栽培している水稲及び柑橘は基幹

作物であるが、生産調整等により、耕作面積が減少という言葉があります。ここで生産調整等により耕作

面積が減少と言っておいて、次のまるで担い手の減少や、これも事実、就業者の高齢化も事実、生産構造

がぜい弱化しているのも事実、この３つによって耕作放棄地が増大、こうありますので、このまるの上と下

とをもう少しうまく切り分けるというかバランス、面積は生産調整等により面積は減ったんだよといっておい

て、今度はこの下でこうなって耕作放棄地が増大している、この耕作放棄地が増えたことも耕作面積の減

少に繋がるというようなニュアンスにならないかなと思うのです。これはちょっと感じたことです。それからも

う一つですね、中ほどからの主な取り組み、（１）のほうの取り組みのマークの３番目、大島みかん産地再

生プラン２１の推進のところで、文末括弧書きの柑橘選果場７箇所から３箇所へ統廃合、いつの時点を見

てここを表現するのか分からないのですが、本年、平成２２年の９月で２箇所になるのです。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

２箇所ですか？ 

○委員（奥川 与志人） 

はい。これは２１の基本構想プランの一つということにしていたのを変えて、最終目標は１になっているは

ずなのです。これを中段で３つにしようと、それから１つにしようと、これがプランの中身なのですが、最終の

一つ、これの最終年度は２２年だったのですが、これを２に変更していると思うのですよ。ですからその２に

向かってやった結果、２２年の９月でこの度３つが２になった。本当は１にならなければいけなかったのだけ

ど、１が無理だということでプランそのものの変更をした上でやった。だからここをどの時点で表現するか。

２２年９月以前を基準にして表現するなら３です。２２年９月が２になったなら、そっちの方を書こうというの

なら２の方がいいのではないかなと思います。そこら辺の表現の基準が分からないので。中身はそういうよ

うになっています。以上です。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

一応、実績値を全部２１年で揃えているのですが。 

○委員（奥川 与志人） 

そしたら３でいいですね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

はい、大変申し訳ないですが。最初の部分は、担当課とも協議して。表現のことですね？ 

○委員（奥川 与志人） 

はい 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 
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耕作放棄地の増大と耕作面積が減少したということの関連ということだったですね。 

○委員（奥川 与志人） 

言葉としては、必要なことは皆入っていると思うのですけど。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

分かりました。 

○会長（村田 岩治） 

よろしいですかね。水産関係ですが、背景と現象の中では高齢化と後継者。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

何ページですかね。 

○会長（村田 岩治） 

６ページですね。上から２番目、漁獲量の減少やとなっていますがね。これが６ページ、それから今度は

７ページではですね、上から３番目、漁獲量が増加しておると、こう反比例している訳ですよ。だから漁獲量

の減少というのは、これは全体比。瀬戸内海全体比が漁獲量の減少。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

はい、一般的な書き方で。 

○会長（村田 岩治） 

農業の方もありましたけどね。そこのところ、表現をはっきりしたほうがいいのではないですか。一つでは

減少し、一つでは増加したと書いてあるから。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

周防大島町の場合ということでいきますと、漁価低迷の主な原因としては、減少のところを削除して話と

しては通じますでしょうか。 

○会長（村田 岩治） 

それからですね、生産基盤の整備のところで、漁港として白木、油田、森野、和田、日良居、三蒲、志佐

の整備補修と書いてありますね。ということになると久賀と安下庄がない訳ですよね。 

○委員（小田 貞利） 

会長、これは今までにやったところです。 

○会長（村田 岩治） 

今までの分ですか。 

○委員（小田 貞利） 

２１年まで済んだところをこれに書いているだけで、計画ではないから。 

○会長（村田 岩治） 

もう一つは、小田さんどう思う？漁獲量が年々増えている訳よな。これ農林統計ですが、ちなみにうちの

５ヵ年間を出してみたのですよ、年々、減ってるんですよ、漁獲量が。ここでは年々増えているのですよね、

農林統計ですが。これもういっぺん水産課で再確認したほうがいいのではないかな。間違いではないと思

うのですが、どうも合点がいかないのですよ。 

○委員（小田 貞利） 

はまち、あじを中心とした量は増えてると思うんですよ、量ですよ。金額が安いから漁獲高は減っていま

すけど、漁獲量は増えていると、あじ、はまちというのは、それは間違いないと思います。会長いいですか。

７ページの主要施策の種苗放流事業や産卵施設の整備という部分で、たこ産卵礁だけではないからいい

のかなと思うのですが、県はもう付けないよね、たぶん。そういった場合の産卵礁がたこ壺だけではないか

ら、書いてもいいのかなという気はするのですが、たこ産卵礁は単県でやってるではないですか。県が予算

付けないと言ったら当然単独でやれということでしょ、町が。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

今現在は、県の補助が付いているから、これに上がって来ているのだと思いますが、ちょっと記述を変え

た方がいいですかね？ 

○委員（小田 貞利） 
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その前のページに括弧をして書いてあるからね、産卵礁の部分のたこ壺のところにね。だからそれと思う

のよね。そうではなくてもっと広い意味で書いた方が。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

漁礁等と。 

○委員（小田 貞利） 

そういう全体の部分でね。 

○会長（村田 岩治） 

それから、私が言うのもですが、水産の方の担当ですから。農業の方はですね、主要事業として担い手

の育成確保、というのが第一に上がっておりますよね。これが水産の方にはない。農業も一緒、水産も一

緒なのですが、非常に後継者難、後継者不足ということで、このままでは、今後も進むものと予想されるの

ですが、農業の方は担い手の育成というのが出ているけれど、水産の方がない訳よね。したがって、資源

管理型漁業の推進、生産基盤の整備、儲かる漁業の推進、スローツーリズムの推進これを通して、これを

やることによって担い手の育成に繋がるという考え方なのか、どうなんだろうか。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

農業の方は、町の施策として担い手育成支援事業というのがあるんです。水産の方については、県の事

業でニューフィッシャー等はあるのですが、町の具体的な事業としては県によっているということで、特にな

かったので、主な事業としての書き出しはしてないのです。広い意味では、県と一緒に新しい・若い人の参

加が当然必要になってくると思いますが。 

○委員（小田 貞利） 

ちょっと待ってよ、これ変えていいの？基本を。１０年計画の後期なのに１０年前の計画のとこになかった

部分を新たにいれるっていうのもＯＫなのですか。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

当然、前期でなかったものが後期で新しく出てくれば入れていいです。後期計画ですから。 

○会長（村田 岩治） 

他に、商工、観光、人材育成等々についてご意見はございませんでしょうか。 

○委員（岡宅 泰邦） 

先ほどの漁業の担い手はどうなったのですか。要は、われわれの学校も、島スクエアをやってますけど。

漁業とか新しいそういうものは、聞かれたときに、いや町はやってない、県はやってますけども、県のほうに

となってしまうでしょ。大島の取り組みといっても何も答えられない。Ｉターンしたい若い人が学校を訪ねてき

ても農業の方は担い手支援が言えるのですけども、それを入れるといったらものすごく大きな変化にも、も

ともとやってないのに入れるのは可能なのですかね？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

施策として載せていくかということで、その事業名じゃなくても文言としてどこかにそういった担い手につ

いて、新しい漁業者への取り組みが必要という書き方はできるかと思います。ただ、具体的な事業名を書

いているところですから、今から作るかという話になってくるので、主要事業のところにはちょっと入れにくい

かと思うのです。上の記述の面では、入れられると思うのですが、入れられるというよりも入れていかなけ

ればいけないかなと。 

○委員（小田 貞利） 

今後の課題のところぐらいしか入れるところがない。今後の課題のところの中で、県と強調したニューフィ

ッシャーとか漁業後継者の育成とか。こういう書き方なら。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

追加で。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

今後の課題のところに書いて、さらに今主要施策の中の儲かる漁業にですか？どこにいれたら良いです

かね、そういった県と連携しての記述は。 

○委員（小田 貞利） 
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儲かる漁業のところじゃないですかね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

そうですね。ここにもう１行そういったことを付け加えたいと思います。 

○会長（村田 岩治） 

商工会長さん、何かありませかね。 

○委員（伊藤 秀行） 

商工業というのは非常に大変なことなので、なかなか手を打つというのが難しい状況にありまして。 

○委員（嶋元 徹） 

基本的なことを聞いてもいいですか、農業も水産業も後継者不足というか人手不足なのだろうと思うので

すよ。それは何故、例えば親が漁業なら子どもが漁業をしないのかとか、農業を後継しないのかというもの

を調べて、何が原因かということを分かった上でこれを作ってらっしゃるのですか？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

今までも、基本的な収益というか、生産がいくらになったら生活がこうなるという計画は作っていて、それ

に向かって推進をしていくのですが、価格が低かったり、大規模にやるために投資がかかったりで、結局生

産で得られるものよりも、投資がかかり、儲けにならないというところから人が農業をやらないとかいうこと

に。 

○委員（嶋元 徹） 

では、儲けがないのが一番の優先順位っていうことになっている、だからそれを調べていってそれに応じ

て優先順位をつけて施策を考えていくということをしているのかどうか。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

優先順位というか、それを少しでも上に向けていくためには何が必要かといったら、ここにかいているよう

な例えば、作業効率をあげるためには基盤を整備しなくてはいけない、道を作らなくてはいけない。潅漑の

水路を作らなくてはいけないといったように全部に関連してくるから、こういったいろんなことがここに出てき

ます。一つのことだけではなくて、いわゆる生産性を上げようと思えば、いいものを作らなくてはいけないし、

コストを下げるためには、作業効率が良くないといけないから道も必要だと。個人的な道でだけでなくて、町

でもちゃんとした作業道を作っていくことが必要だということでここにあげています。農道の整備とかもインフ

ラの整備の一つとして、とにかく収益率を上げるための施策ということになっているのですが。 

○委員（嶋元 徹） 

大島に住んで畑があるのだけども、田があるのだけどもこれをやりたくない一番の理由というのは何な

のかなと、やっぱり収入なのですかね 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

やっぱり収入ではないですかね。畑があるけれども全て持ち出し、赤字で、買った方が安い。米も買った

ほうが安いのですが、荒らすと周りに迷惑がかかるので作って、当然消毒とか人件費まで入れたらとてもじ

ゃないけど合わないと。後継者が少なくなっている大きな原因がやはり儲けにならないといいうことではな

いですかね。少しでも儲けをあげるために、コストを下げるためにということで、町としての施策としては、こ

ういうものが必要だということを上げてはいるのですが。 

○委員（嶋元 徹） 

収益が上がらない、生活ができない。そういう基礎的なデータというのは持ってやっている訳ですか？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

農業関係、農林課の方では、だいたい何人家族でどのくらいあったらという基本的な線を計画としては持

っています。 

○委員（嶋元 徹） 

いやいや、その人が、子どもがやりたくない理由とかというものを、例えばアンケート調査みたいなもの

を。 

○委員（岡崎 政幸） 

最近農業の場合大型化、法人化して、私も農業関係のいろいろ仕事をしているので。堂々とたくさんの
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雇用をして儲かっているところがある訳ですが、そういうのは計画の中に法人化するということは。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

国の方で、特区といいますか、農地の関係がいろいろ法律に縛られる面があるのですが、この法律を緩

和することによって、今言われた会社が農業に参入出来るとかいう方法があるのですが、特区の申請をし

て。農業についてはそういうことが出来るという形で、それがうまくいけば全部に広げて行くという方向も。

ですから、場所によっては、会社が参入できるようになっている。周防大島町もそういったことに取り組むと

いうことが。 

○委員（岡崎 政幸） 

会社の参入でなくて、やっぱり地主さんの集合でないと最終的に儲からない訳ですから、そこら部分があ

るのではないかなと思った訳で制度的に。 

○委員（山根 健志） 

関連しないかもしれませんが、私の周囲に農業を手広くやっていきたいと言う人がいますが、なかなか農

地が借りられなくて、経営にならない。若し、借りられるものなら、５ha でも６ha でも耕作していきたいが、そ

れが出来ないので困っている様子です。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

３ページの表の中に農地流動化面積というのがありますが、農林課の施策として、貸したい農地を登録

しておいて借りたい人に貸すという施策はあります。農業をやりたい方がそういうものをご存知なければ紹

介して、借りるということはできるかと思うのですが。そういった施策もやっておりますので。 

○委員（山根 健志） 

先祖の土地を手放す訳にはいかないが、自分の手で耕作するということがとても難しくなっている。しか

しながら、人に貸すということにも躊躇するという大きな問題も生じています。 

○委員（岡宅 泰邦） 

根本的にすごく大きな問題ですよね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

全般的に言えると思うのですが、みんな若い人が出て行って高齢の方しかいないから作れなくなる、車

が行かないところからだんだん荒れているという状況はあります。国の補助をもらってそういったところの調

査をされて、どういう形で進めていこうかという試みをこれから始められるＮＰＯの方々もおられます。 

○委員（岡宅 泰邦） 

農業の場合は担い手の育成・確保、漁業は儲かる漁業、根本的に漁業では儲かる漁業なのですかね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

これは県の方に儲かる漁業というものがあるので。 

○委員（岡宅 泰邦） 

農業の担い手育成・確保も儲からなければ、育成できないですからね、最終的に。 

○会長（村田 岩治） 

その他ご意見ございませんか？ 

○委員（小田 委員） 

はい。１４ページの空き家情報有効活用システムですが、３０件がほぼ出ている形ですよね。町長の今

年のテーマが生きがいのある周防大島町、観光は１００万人という花火を打ち上げているようですね。交流

人口を少々増やすよりも定住促進の方が圧倒的にいいですよね。そういった分には、これはすごくいい事

業だろうと思います。ですから、さらに進めてですね、この間新聞等に、火災とかの危険防止のために、街

中の空き家とか倒壊している建物をみな処分できる、国が補助するよというものがあったと思います。密集

地ではないから大島は対象ではないのですが、大島も廃屋はいっぱいあるじゃないですか。そういう所を、

大阪とか東京とかにいる持ち主に交渉して、建物はもうほとんど倒壊しているから、町に土地を寄付してく

れる。町がその建物を解体し、そこを解体経費くらいで新しく入ってきた人に譲ると、そういう考え方はどう

か。どこかがやっていたような気がします、安く買い取ってというようなことを。そういうことをやれば、定住

が進むと思うのですよね。ただ貸すだけではなくて、安く提供できるよというような話しになれば。そういった
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部分、空き家の古い家屋の再利用というものを入れておいて欲しいですね、１行くらい。実際、各自治会か

らも出てきていると思うのですよ、あの家をなんとかして下さい、困るということが。そういった部分を考えて

いかなくてはいけない時期に来ていると思います。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

今、小田委員さんがおっしゃいました所で、前期計画での取り組みなのですが、１５ページの主要の施策

のところの雇用の拡大と安定の４つ目のところに空き家対策の充実とあります。これが、今までの空き家の

対策については広報等で呼びかけて登録をして下さいというお願いだったのですが、システムを一歩進め

てもう少し増やす等何か施策を取らなければならないということです。具体的には書いていないのですが。 

○委員（小田 委員） 

これだったら、たまたま今の部分、３０件だったものを５０件に増やしただけという制度になってしまう。倒

壊寸前の建物とか土地とかあれば、それを処分して、その土地を地主さんからもらって新しい人に提供す

るとかそういうところまでいかないと意味がない。そういう部分の空き家対策です。それがなくても、人が入

るというなら問題ないですけどね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

その中に定住者の受け入れ環境の整備というところで。 

○委員（小田 委員） 

一緒のことじゃないかね。住めないような空き家、倒壊寸前な廃屋、そういった部分を周防大島町に住み

たい人のために提供できるような施策というのを考えていかなければいけないのではないか。そのさわりに

なる部分くらいは書いてもいいのではないか。空き家対策といえば、それまでなのですけどね。考えてみて

下さい。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

費用とかの面も出てくるかと思いますが。 

○委員（小田 委員） 

解体する費用は、かかった費用で新しい人と話をしてもらう。新しい人がペイする。そういう方法でいくら

でも出来ると思う。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

検討してみます。 

○会長（村田 岩治） 

その他ご意見ございませんか。 

○委員（嶋元 徹） 

よろしいですか？働く場の確保というのがあると思うのですけど、大島でこれ以上というのは失礼ですけ

ど、働く場所が増えるということはあんまり考えにくいのですよ。今、皆さんが出て行くのは、仕事があるか

ら外へ出て行くので、大島に住んで外に働きに行くシステムを作るとかそういうプランはないのでしょうか。

柳井・岩国・広島くらいまでは、通える範囲ですよね。大島に住んで通いましょうというようなプランはどこか

に入ってないのでしょうか？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

大島に住んでということですよね。 

○委員（嶋元 徹） 

いくら起業するといっても、年に何十人も起業できる訳がないし、そのうち飽和状態になる。人口少ない

わけですから、中でやっても飽和状態になる。外に働きに行っている人は、毎年何人も出て行く訳ではない

ですか。そういった人たちを島の中で生活をして外で働けるような環境を作るというのは、ここではなくても

どこかにあった方がいいのではないかと思うのですよね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

普通に考えると、住宅などの整備を書いてそういった方へ提供できるようにすると。 

○委員（嶋元 徹） 

住宅だけではなく、交通も関係するし、医療も関係するし、教育ですよね。今、子どもさんの教育というも
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のが気になって外へ出て行かれる人も多い。伊保田のほうから高校へ行くのだったら、柳井へ引っ越した

方がいいよみたいなことにもなるので、そういうことだったら、何か島の中へとどまれるような政策が欲しい

なと。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

１５ページのところの労働環境の改善、向上というところについては、外へ働きに出るだけでなく、一般的

な働きやすい環境づくりということで書いているのですが、こういったところに今の施策を入れると？ 

○委員（嶋元 徹） 

そうですね。いろんなところが関係しているので、それぞれに書くとバラバラになってしまう。どこかにまと

めて全てのこういうことが必要だとか、町としてそういうことをやった方がいいのではないかと思います。例

えば、空き家で定年組が帰ったとしても、農業やっていただいて、そのうち極端な話、介護が必要になって、

収入が出てこないのですよね。町としては出す一方の問題になってきて、どんどん町はそっちの方向に向

かっていくような気もして。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

子どもさんの医療費の軽減とか保育料の負担も軽くしたり、そういった政策はこの中に謳っているのです

よね。 

○委員（嶋元 徹） 

だけど魅力があんまりないのですよね。 

○委員（小田 委員） 

その程度なら柳井に行った方がいいということですよね。例えば、固定資産税は一生いらないとかそれく

らいやらないとだめですよね。 

○委員（嶋元 徹） 

例えば、成人になるまでは減税しましょうとか、住宅は提供しますとか、子どもが二十歳超すまでは家賃

は無料であとは払って下さいとか。今、子どもの無料化というものは、結構いろいろなところであったりしま

すし、医療って大島に住まない方が充実しているんですよ。子どもの医療なんかに関しては都会の方が安

心なんですよね。だから、いろいろちょっとずつやってても、あまり魅力がないんですよね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

思い切った施策をということですか。 

○委員（小田 委員） 

そうそう。定住促進の今までみたいに国がやれというからやって、それにちょっとプラスして、周防大島町

はちょっといいよとか、そういうのではなくて。 

○委員（嶋元 徹） 

どちらかというと、お年寄りに帰って来てもらうのではなくて、若い人を出さない。お年寄りに帰って来ても

らったら、医療費、介護保険どんどん出す一方で、収入がないので、どんどん行き詰まる。子どもを出さな

ければ、子どもが親の面倒を見るかもしれない。そうすると介護、医療費も伸びないかもしれない。子ども

がみる環境をちょっとずつ作っていって、僕ら医者をやっていて、親の面倒をみない子どもってたくさんいる

んですよね。それは親がわたしらのことはいいから出て行って働いて来いと言ったのが始まりな訳ですよ。

そうではなしに、親はこの子に面倒をみてもらうというように、それには家はここにあるとか、そういうことを

していかないとどんどん出て行く一方で。 

○委員（岡崎 政幸） 

役場の職員さんも向こうから通っている人が多いではないですか。町に住んでいただくということが、こう

いうことをやるのであれば、必要ではないですかね。人が原点、人がいて初めて活性化する。 

○委員（小田 委員） 

そういう一般質問があったね。 

○会長（村田 岩治） 

その他意見ございませんでしょうか？ご意見もいろいろあると思いますが、第一節の元気のあるまちづく

り１から５まで、農林水産、環境、働く場の確保等々につきまして、表現の一部修正等々のご意見がありま
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した。それを踏まえて事務局の方で修正等々をお願いしたいと思いますが、以下の項目につきましては、

原案どおりで賛成があったものと理解してよろしいでしょうか？ 

○委員 

はい。 

○会長（村田 岩治） 

では第２節のにこにこのある街づくりについて 

○委員（小田 委員） 

５分程度休憩した方ほうがいいですね。 

○会長（村田 岩治） 

では５分休憩いたします。 

 

休憩 

 

では再開いたします。今、１５時になりました。当初の予定は今日中に３５項目全部について協議検討す

るという方向で進んできた訳ですが、膨大な資料でございまして、最終的には審議会に大きな責任がござ

います。大切なことですから事務局と協議したのですが、今から第２節に入りますけれど、もう一回９月中

に審議会を持ちたいという事務局の案でございます。説明をお願いします。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

今、会長が言われましたように、この会につきましては、もう１時間くらい進めて、表紙の裏に目次があり

ますが、地域間交流の推進というところ、できれば１０のところまで。その前の５で区切って、１０のところの

２回目の区切りでこの会を終わりまして、次回にそれ以降についてご審議をお願いしたらと思います。今月

中にもう一度、会を設定していただけたら、今日欠席の方にも通知をして出席のお願いをしたいと思います。

ここにカレンダーがありますので、日にちを決めていただけたらと思います。 

○委員（小田 委員） 

最後の週しかないよね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

最後の週ということでお知らせさせていただきます。 

○会長（村田 岩治） 

最後の週、２７日から３０日の間ですね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

それでは１７ページからにこにこのあるまちづくりということで、社会教育の推進の２４ページのところまで

となります。主に教育関係でございまして、生涯学習のまちづくりのところは施策については全く同じ内容で

す。前期の計画と変わっている点は、義務教育の充実で、統廃合で高校、小学校、中学校の数が減ってい

ます。その関係の記述が変わっておりまして、今後の施策、義務教育については、施策の体系２０ページ

の、みずから学びみずから考えのところ、考えるで終わるのではなくて、それを活用していく力を育成という

ことに変えております。その関係で若干施策の中の記述が変わっています。読書活動の推進とかもその一

連でございます。新しく２１ページの表の中に、目標としては、学校施設の耐震化率を１００％にしていくと、

現在７３．３％のところを１００％に持っていくという目標数値になっております。高等学校教育につきまして

は、田布施農業高校大島分校が廃校となりましたので、再編後の跡地の利用の検討が必要になってくると

いうのが主な内容となっております。２２ページの特色ある学校づくりの推進の中に再編後の跡地の有効

活用について、地域要望の確認と県への対応要請というような形で載せております。それから２２ページの

ところから始まります高等教育の充実でございますが、これも前期の基本計画にのせておりました大島看

護専門学校と大島商船高等専門学校の２つについて記述しています。特に大島商船高等専門学校につき

ましては、島スクエアという起業、人材育成の活動をされておりまして、起業が始まっているという記述を加

えさせていただいています。それから２４ページ、これが最後の項ですが、社会教育の推進でございます。

これについても施策の内容については、変わっておりません。大きなこととしましては、２５ページの主要施
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策の中に書いてあります図書館ネットワークの充実ということで、現在町内のネットワークはあるのですが、

県内の図書館とのネットワークの構築はまだということでそこをなんとかしたいという記述が加わっておりま

す。簡単ですが、主な点については以上でございます。 

○会長（村田 岩治） 

以上１から５まで主に教育関係になろうかと思いますが、生涯学習のまちづくり、義務教育の充実、高等

学校教育の充実、高等教育の充実、社会教育の推進という５項目について原案の説明がございました。こ

の５項目につきましてご意見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（山根 健志） 

これは意見というか質問になるのですが、最近子ども達はゲーム機を使って遊んではいるが、野外で自

然の物を活用、また工夫して遊ぶということが、少なくなっているように思います。通学もスクールバスで、

登下校中の道草で学ぶという様なことが出来ない状況になっています。それが心配です。そうした事を学

ばせる施策を何かお考えでしょうか？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

学校の方では確かにコンピュータ配備をして、情報化は進んでいるのです。一方、総合学習とか地域の

方の力を借りていろいろと取り組みをされておりますが、自ら学び、自ら考えということで終わるのでなく、

活用する力を加えたというのは、コンピュータとかだけでは養えない力を学んでそれをいろんなところで使

っていくことができる子ども達を育てようということ、それに地域の方も関わって欲しいということで書いてお

ります。読書をすることで考える、パソコンゲームだけではなくて考えることが必要ではないかということで

す。これまでにない読書活動の推進というものを加えているのは、そういった方向を目指していきたいとい

う考えの表れと聞いております。 

○委員（山根 健志） 

読書活動は、随分推進してきたものですから、今またこれが出てくるの？という感じですね。軌道に乗っ

ていたはずだと思うのですが。 

○委員（嶋元 徹） 

放課後は、どうしても共働きの家庭が多いと児童クラブに預けますよね。昔は児童クラブの時間がみん

な山行って川へ行って遊んでた時間で、児童クラブの活動自体が校内限定ですよね。部屋の中で何かした

り、校庭でちょっと遊んだりっていうごく限られたものなので、それがもうちょっと展開できて、川へ遊びに行

きましょうとか、山に遊びに行きましょうとか、多少遊べるところが増えるようなことは、安全面でそういうの

はできないのですかね。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

児童クラブの中では、少ない人でかなりの人数を見なくてはいけないと、どうしても外へ行くということは

学校の教育の中でというところに頼っていかざるを得ないのかなと、児童クラブではちょっと難しいのではな

いかと。それと私達も小さいころは、いっぱい子どもがおりましたので、上から下まで並んで遊んでおりまし

た。少子化で一緒に遊ぶ人がいない、いろいろと教えてくれる人がいないということも大きなことなのかなと

思います。少子化が解消できれば、いろいろなことが解消できるのかなというようにも思っていますが。 

○委員（嶋元 徹） 

もうちょっと自由に遊べるような施策を考えるというか、そういうものが入ってもいいのかなと思います。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

それは義務教育の充実という項目のところでですか。 

○委員（嶋元 徹） 

義務教育、他にはありますかね、こういうものが。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

担当課にそういった意見があったということで投げかけ、何かいい記述があれば加えてもらいます。 

○委員（嶋元 徹） 

続けていいですか？高等教育の充実ですけど、看護学校と大島商船と２つの学校ということで、周防大

島高校は何も上がっていないのですけど。 
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○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

高等学校教育のところが高等学校で、高等教育のところは商船学校と看護学校という分け方にしてあり

ます。 

○委員（嶋元 徹） 

周防大島高校がありますよね。ここは今はっきり分かりませんけど、募集してもあまり来ないということにな

っているのではないのですか。高校なので何が目的かというと、親からすると学力か或いは技術かどっち

かなのだろうと思うんですよ。とりあえず高校に行っておけばいいという訳ではなくて、学力をもうちょっと上

げる特色を持った方向にするのか、技術力ですね、看護課がありますよね、これをもうちょっとステップアッ

プするようなことを考えるとかした方がいいと思うんですよね。高校をなくすのならいいですけど、なくするの

ですか、そんなことはないでしょ。 

○委員（小田 委員） 

行く生徒がいないことには話しにならない訳だからね。 

○委員（嶋元 徹） 

中学校から行こうかという生徒さんが少ないでしょ。やはり、柳井、岩国に出て行ってしまうのでしょ。だ

から、何か魅力がないとそこにはとどまらない、魅力を付けるには、親からしたら、学力がつくか、技術力と

いうか専門的なものが付くかどちらかだろうと。どっちも中途半端になっていると誰も。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

主要施策のところでは、特色ある学校づくりの推進とあるのですが、特に言われるような記述にはなって

いませんので、そこら辺の特色を出してということですね。 

○委員（嶋元 徹） 

せっかく昔からある周防大島高校がまったく影がないので、ぜひ入れて欲しい。看護学校の４年生移行

というのは、国の政策なんですかね。国の政策なら、今３年だとカリキュラム実技が難しいので、４年でとい

うことならいいのですけど。もう一つ保健師養成課程というのがあるのですけど、これは必要ないのではな

いかと思うんですよ。保健師は、今、いろいろなところで養成していて、実際現場で聞くと、募集をかけると

いろいろな人がすぐ来ると。なので、困らない求人に対して、わざわざ保健師を作って大島で働かなかった

ら全く意味のないことではないかと。看護学校もいくら看護士を作っても、島に何人残るかといったら、残る

人は結構少ないのではないですか。これは企業局がやることですから、町とは切り離して考えられると思い

ますが。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

このプロジェクトチームには、企業局も入っておりますので、そこら辺のことについては確認しておきたい

と思います。 

○委員（嶋元 徹） 

企業局は作りたいんですよ、たぶん。 

○委員（小田 委員） 

完全４年生移行ということですか。３年では出来ないの？ 

○委員（嶋元 徹） 

取れる資格は全く変わらないんですよ。 

○委員（小田 委員） 

変わらないですよね。昔から基本的に３年だったですよね。何で４年生にしなければならないのかと。 

○委員（嶋元 徹） 

結構タイトなスケジュールで３年間養成するので、そういう面でということは聞いたようなことがあります。 

○事務局(政策 

企画課長 星出 明) 

中身を確認させて下さい。 

○委員（嶋元 徹） 

これは、ここではなくて、地域医療とかその辺に入れられた方がいいのではないですか。看護学校に関
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しては。 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

その辺も合わせて企業局に確認をさせてください。 

○委員（小田 委員） 

それで１点、商船の先生もおりますが、大島商船、日本船長協会か何かがやってるんですかね、船長母

校に帰るという講演活動。たまたま僕の同級生が油田中学校なのですが、生徒は１０何人しかいないのに

帰って講演してくれて、子ども達にとってはあそこのおじちゃんではないですか。あそこのおじちゃんが日本

郵船という大きい会社の船に乗って世界を回るという、そういう夢が実現したということをすごく体感するん

ですよね。そういう人が結構いると思うんですよ、大島から出ている人で、船長に限らず。高校のときの同

級生、大画面の液晶を作った奴らなんですよ。彼らが、講演を、子ども達に話すのならしてやると言うんで

すよ。そういうことをどんどん取り入れたらいいと思うのですが、どうですか。 

○委員（岡宅 泰邦） 

島スクエアもジュニアのうちから、総合教育の中で理科とか色々やって、大島丸を使って体験航海とか。

そういう日常経験しないとか初めての話とかは、生徒が目を輝かすということはありますよね。 

○委員（小田 委員） 

最終的にやる気がなかったら何をやってもだめだからね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

今初めて話を聞いたのですが。 

○委員（小田 委員） 

そんなに予算をかけなくても旅費、宿泊費くらいで来てくれる人も結構いるのではないかと思います。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ですから、２０ページの主要施策の中に含まれる内容になるのではないですかね。特に３番の情報化・

国際化に対応した教育の推進そういった中身で対応できる内容ではないですかね。 

○委員（小田 委員） 

それで対応できるのなら問題ないし、直接教育委員会へも。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

それはもちろん教育委員会へも話しておきます。 

○委員（嶋元 徹） 

確かな学力とあるではないですか。大島の学力というのはどれくらいなのだと分からないのですけど、学

力を上げるのは非常に難しいのでしょうけども、地域によって差があったとするとなんで差があるのだろうと

思うのですよ、確かな学力って書けば簡単なんだけど、実際どうなってるのかは分かっているのでしょう

ね？ 

○事務局（政策企画課班長 松本 康男） 

公立の試験、学力テストで学校とかは分かっていると思うのです。それをどう活かしていくかということは

当然検討されていると思うのですが。 

○委員（小田 貞利） 

記述の確かな学力とは、例えば、１００点満点で言えば、何点かと聞いているのですよ。 

○委員（嶋元 徹） 

 学校から高校に行くのですよね。さっきも言ったように、例えば交通の面が悪ければ、あまり遠くに行けな

いということもありますよね。そうすると、地元で我慢しようかという子ども達も出てくると思うのですよ。それ

は一つ害になるので、交通の便を良くするとか、学割をもっと補償するとか、スクールバスを高校生の時間

に合わせて大畠くらいまで運行するとか。島の中でいいと思ってしまう人たちは勉強しなくなってしまいます

よね。そうすると、学力というものは落ちていってしまうのではないか。その辺をこの中で、何かしてあげれ

ばと思います。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 具体的なものは、教育委員会に確認しないと、確かな学力はどのようなものなのかということは分かりま
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せんので、確認をさせて下さい。 

○委員（嶋元 徹） 

 お金がないので、なかなか補助とか出来ないのでしょうけども、子どもというのは大島の宝なので、やはり

育てて上げないと子どもも残っていかないと思います。 

○会長（村田 岩治） 

 他にございませんでしょうか？ 

 では、第２節、義務教育の充実、高等教育の充実等々の問題につきましては、担当課と協議して修正を

行いたいという話でございました。以上で、第２節のにこにこのあるまちづくり、生涯学習のまちづくり、義務

教育の充実、高等学校教育の充実、高等教育の充実、社会教育の推進の５項目につきましては、若干修

正がかかりましたが、それ以外につきましては、原案どおり承認されたものといたしますが、よろしゅうござ

いましょうか？ 

○委員 

 はい。 

○会長（村田 岩治） 

 ありがとうございました。それでは、次に、６番の地域文化の創造、７番のスポーツの振興、８番青少年の

健全育成、９番国際交流の推進、１０番地域間交流の推進について、原案の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、２６ページの地域文化の創造のところからでございます。この項の施策の体系について

は、前期の体系と全く同じ内容ですが、１点ほど、平成２１年の歴史民俗資料館の入場者数が１６年に比

べてかなり減っています。これについては、実績評価のところに書いておりますが、とうわ資料館は閉館状

態、大島、橘の資料館も申込みで開館するという状態で、結局、久賀地区の八幡生涯学習のむらの入館

者だけがそこに上がってきて、こういった数値になっております。当然これは、２２年の目標でございました

ので、２８ページの今後の目標については、７９０人に見合った２，０００人という目標数値になっています。

それから、スポーツの振興でございますが、施策の中の大きな変更はございません。ただ、１点、平成２１

年の体育施設の利用者数、平成１６年に４４，０００人であったものが１０２，０８０人と数字の桁が大きくなっ

ています。この理由ですが、平成１６年の利用者数が、旧町の体育施設の捉え方の基準がなかったために 

ばらばらの数字の集計となったと、平成２１年は基準に沿って上がってきたもので、これが正しい数字とい

うことです。これを踏まえて、２７年の１１万人を目標に掲げています。次の、３１ページ、青少年の健全育成

でございます。これにつきましては、施策の体系は前期の計画と同じでございます。３２ページ、国際交流

の推進でございます。ここでは、ひとつだけ、合併当初はハワイだけでなく、中国・銅陵市との交流も上げて

おりましたが、現在、銅陵市との交流はない状態ですので、記述はカウアイ島との交流に特化しています。 

それから、３３ページ、地域間交流の推進でございます。これにつきましても、変わりはありませんが、UJI

ターン等については、町人会等を通じて広報しており、今後もそういった進め方をしていきたいということで

す。以上でございます。 

○会長（村田 岩治） 

 以上で第２節の６から１０までの５項目についての説明が終わりました。ご意見を伺いたいと思います。 

○委員（古川 英希） 

 よろしいですか？さつき園でいろいろ仕事をさせてもらっていますけど、子どもたちが本当にこの島を誇り

に思っているのかなということを感じる訳ですね。子どもたちに大島の歴史とか、そういうものを伝えて、自

分の故郷というものはこういう所なのだということを知って外に出て行くのと、通り一遍の教育で出て行くの

とでは違うような気がするのです。そういう意味では、歴史をどうにかするという場面があってもいいのでは

ないか。３１ページの基本方針という所、時代を担う青少年が健やかに育つよう、これに郷土の歴史を身に

付けた上でというようなものがあると。もう少し言えば、学校の先生だって、２年か３年か、４、５年で替って

行く訳ですよね。そういう中で、自分たちの土地のことを誰が教えてくれるか。家族が知らないと分からない

のですよ。自分が生まれたのは、こういう所だったのだというものがきちんとあれば、それからの人生が随

分違うような気がするのです。それをせずに学力だなんだとかとか言っていると、結局、大島はただ過疎の
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町、島になるだけですよ。先行きを変えようとも思わないしと、そうなってくるような気がしますよね。周防大

島という所はこういう所なんだということを、誰かが伝えてあげるということが子供たちにとってはいいのじゃ

ないですかね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 そうすると、３１ページの所の、時代を担う青少年が健やかに育つようにという所に、施策として何かない

かということですかね？ 

○委員（古川 英希） 

 具体的に何かあればですね。具体的な、何か方向性というか、仕組みがあれば。さっき言われたように、

ここを出て活躍されている人の話も大事ですけど、ここの土地をまっすぐ語る人がいて、周防大島はな・・・

と言ってもらえるのがいいのではないですかね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 基本方針の所にも、そういった文言をこちらで考えたいと思います。 

○委員(岡宅 泰邦) 

 郷土を愛する心を育むためのものをということですよね、知るということはですね。地図だと正式名称は、

屋代島ですよね。古事記の時代から、国造りの神々が降臨するような島だと。そういったすごい島なのだ

と。 

○委員（嶋元 徹） 

 歴史の好きな人には、大島は結構有名ですよね。この間、商船が大島丸を使って歴史をやられて、知っ

ている人に言うと、行くという話があった。結構大島の歴史って有名なんですよ。だから、これを地元の子ど

もたちの教育とはまた別にして、観光にも十分結びつけられるのではないかなと思うのですよ。今、いろい

ろ歴史的なものというのはスポットが当たると、爆発的になったりするものがあるので、大島の幕末のころ

の歴史は、結構面白いものがあるのですよね。地元の人も実はあまり知らないんですよ。 

○委員(岡宅 泰邦) 

 和田の村上水軍とか。 

○委員（嶋元 徹） 

 そういうものを観光とかに利用していけるよう情報発信を。ホームページをひとつ作ったとしても、結構反

響はあるだろうと思うのですよ、そういう歴史の好きな人には。そこを巡る旅とかになると、それは観光客も

来るだろうし。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 ２８ページの地域文化の創造という所に文化財とかそういったものの活用ということを書いている訳です

が、文化財を保護していくだけではなくて、活用していくということです。教育などにも広範に活用していくと

いうところで、先ほどの歴史も合わせて教えていって、大島をより深く愛してもらおうということをその記述の

中で表しています。 

○委員（嶋元 徹） 

 もう少し、優先順位をつけて上げてもらうと。今までもたぶんやっているのだろうと思うのですよ。ただ、や

っているといいながらやってないようなものですよね。例えば、前期計画でも文化財の保護と活用というの

はある訳ですけど、実際そんなにやられてないでしょう。実際、何をやったかというとここには何もデータが

ない訳だし、最近大島の歴史が脚光を浴びたかというと、あまりそれも聞いたことがない。 

○委員(岡宅 泰邦) 

 道の駅の横の収蔵庫は、開放はしないのですか。もったいないですよね。 

○委員(小田 貞利) 

 どちらにしても、旧町単位であったものを一つに収めて、それを足がかりにしてという形にしなくては、東

和の小泊にあるものも東和町時代からほとんど何も使っていない状態で、地元がもう閉館してくれという状

態だったからね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 小田委員さんが言われるように、２７ページの所の今後の課題という所の町資料館の一元化ということで 
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、教育委員会サイドでは、課題ということを持っているようです。 

○委員（伊藤 秀行）  

 ちょっとそこで、同種資料館というのは何ですか。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 はい。同じような資料館ということです。 

○委員（伊藤 秀行）  

 それで、これを検討ということでは生ぬるいですよ。早急なる検討とか。今までも検討しているとは思いま

すが、私から言わせれば何もしていない。何もしていないと思うのですよ。もう、大島地区の資料館でも崩

れかかっていますけども、雨漏りもどんどんしてくると、それを今まで放って置くとは、私たちからすれば信

じられないですよ。だから、これを一元化の検討というのではなしに早急に検討ですよ。早急なる一元化の

実現ですよ。これをしなければ、民俗資料館というものは必要なくなるのではないですかね。現実に、平成

２１年度の実績数なんか見てもですね、半減している訳でしょう。これからどんどん減っていくのはもう目に

見えていますからね。これをもう少しはっきりと、思い切って、金がないからというのではなしに、こういう文

化財的なものは早くしないといけないと思いますよ。別な所の予算を削ってでもこういう所に取り組まなけ

れば大島には生きる道はないのだと思うのですがね。この辺の文章の表現を。 

○委員（嶋元 徹） 

 スポーツの所で、来年、国体でアーチェリーがあるのですけれども、今まで大島はアーチェリーの大きな

大会はないですよね、全国規模のものは。国対が終わってから、出来れば、大島といえばアーチェリーの

町というような感じで、せっかく国体をやって、人を集めて知名度も上がる訳ですからアーチェリーの定期的

な大会を続けてやっていただきたいなと。スポーツ関係の観光というのは結構、宿泊は潤うのですよね。夏

の合宿とか、春の合宿とか。 

○委員(小田 貞利) 

 せっかく長浦にいい場所があるのだからね。もったいないですよね 

○委員（嶋元 徹） 

 長浦も春の合宿シーズンになるとほとんど予約が取れないくらいの賑わいになるので、是非、このアーチ

ェリーもそういう大島の毎年恒例の大会行事として続けて開催できれば。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 ２９ページの今後の課題のところに、国体を契機としたスポーツ人口の増加対策ということを謳ってはい

ますが。 

○委員（嶋元 徹） 

 この国体を契機としたスポーツ人口の増加というのは、県民にスポーツに親しみましょうと言って、スポー

ツ人口の増加となるということ。そうではなくて、僕が言うのは、大会で来てもらおうということ。 

○委員(小田 貞利) 

 せっかく周防大島町に全国規模のアーチェリーの大会が来るというのだから、毎年そういう人たちを取り

込もういう話です。 

○委員（嶋元 徹） 

 だから、有名な選手に来年もやりますから招待選手で来て下さいと言ったら、印象が良ければ、また来て

くれたりしますよね。当然、招待しなくてはいけないのですけれども。国体のトップ選手が来てくれるというの

であれば、他の選手もやはり集まって来ると。 

○委員（伊藤 秀行） 

 それは、大島独自の大会ということ。 

○委員（嶋元 徹） 

 スポンサーはどこか付けてもいいのでしょうけれども。 

○委員（伊藤 秀行） 

 アーチェリーやっていますよね。 

○委員（嶋元 徹） 
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 そんな大きな大会はないでしょう。 

○委員（伊藤 秀行） 

 県の大会とかも今までやっていましたよね、今まで。アーチェリーは、やるところが限定されていますので、

割合、大島に呼ぶことは簡単だと思うのですよ。ただ、アーチェリーの場合は、道具に金がかかりますよね。

高いらしいですね。 

○委員（嶋元 徹） 

 大島の中の人がやろうというのもいいのですけれども、来ていただこうということです。 

○委員（伊藤 秀行） 

 長浦でやっていると思いますよ。 

○委員（嶋元 徹） 

クラブ的なものはあるのですよ。長浦で毎週、定例で練習していたり、そういうのもあるし、小さい大会も

あるのですけど。全国規模の大きな大会、国体をここでやって、トップ選手が山口の大島に来るのですから、

大きな大会を毎回続けてということです。 

○委員（中元 みどり） 

 よろしいですか。先ほど、古川委員さんが言われた、郷土の歴史のことなのですけれども、郷土の歴史を

学ぶと同時に、大島の郷土料理の伝承といいますか、今でないと、これから先何年か経つともうこれは廃

れていくと思うのですよね。例えば、いぎすの炊き方とか、糂汰味噌とかかいもちとか、今はまだお元気な

方でしたら教えていただけるのではないかと。それもそのうち廃れていくのではないかと思いまして。歴史と

同時に郷土料理の伝承とか、そういうことも食生活推進協議会の方で取り上げていただければ、残される

のではないかなと思います。食に関することというのは、興味があるというか、魅力があるというか、ずっと

支えていけるものではないかなと思います。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 はい。 

○会長（村田 岩治） 

 他にご意見ございませんでしょうか。 

○委員(三谷 俊雄) 

 これは、お金が伴うことなので無理なのかも分かりませんが、今、大島では各所に文化センターの立派な

ものが出来ていますが、如何せん、規模が中途半端ですよね。例えば、大きなイベントをやる時にどこも皆

入りきらないというか。これは、お金がかかるものなので、難しいのですが、例えば、何千人の規模の大き

な体育館がというのは無理なんでしょうね。いいのはあるのですが、皆、規模が中途半端ですよね。 

○委員（伊藤 秀行） 

 なかなかやむを得ないところがありますよね。四つありましたので、お互いに競争して同じようなものを造

っていますよね。 

○委員(三谷 俊雄) 

 何かひとつ大きなのがあるといいですよね。私ども、いろいろな大会をやるのですが、やはりやるところが

ないのですよね。一番たくさん入れるのが、大観荘くらいですよね。これは、お金が伴うことなので、希望な

のですが。 

○委員（嶋元 徹） 

 青少年の健全育成なのですけれども、僕らの頃は、夜は出歩かないのですけれども、最近の子どもとい

うのは夜出歩いて、友達の所へ遊びに行ったりなんかするんですよ。そういうのは、やはり問題なのではと

思うんですよ。これは、親の教育が一番大事なのだと。親は見て見ぬ振りをするとか、そんな感じになって

いっている。何か問題が起こるのは、親から離れていって問題を起こすのであって、やはり、親をもう少し教

育するようなことが。結構、友達の所へ夜遊びに行ったとか、泊まりにいったとか、非常に多いので。どこに

本当に行っているのか分らない。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 そういうことを、どこに入れたら良いのかは聞いてみます。 
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○会長（村田 岩治） 

 他にご意見はございませんでしょうか？では、特に意見は無いようでございますので、地域文化の創造、 

スポーツの振興、青少年の健全育成、国際交流の推進、地域間交流の推進について、ご協議をいただき、

一部、担当課と再確認したいというような件もございました。そうしたものを踏まえて、決定したいと思いま

すが、原案どおり皆様の承認があったものとして、理解させていただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か？ 

○委員 

 はい。 

（２）その他 
○会長（村田 岩治） 

 ありがとうございました。では、以上で、３５項目ある内、本日、１から１５項目が終わった訳でございます。 

したがって、残りが２０項目ございますけれど、黒板でご説明がございましたように、なかなか１日では棟が

上がりませんので、第２回目を今月の２７、２８、２９、３０日、この四日間のいずれかの日の１日、第３回目

の審議会を持ちたいので、また追って事務局の方からご通知があるものと思いますが、そういうことで対応

したいと思います。なお、第３章の行財政課題への対応というのが原案にございましたが、事務局の方から

冒頭、第３章計画推進の方策という原稿が来ておりますが、これについてどういたしましょうかね？ 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

 また、次回に詳しく説明をさせていただきます。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 これは、前回の総合計画の中では行財政計画というものがありまして、同じ頃に作った関係でこの総合

計画の中に盛り込んでいたものですが、行財政計画の方は別に委員会があり、そこで協議するものですの

で、今回は総合計画を推進していく上でどうしていくかということを上げています。ですから、事業をしていく

上で財源確保をどうするかだとか、行政と住民の協働が必要だとかそういうことを書いたり、事業について

も評価をして改善をしていくことが必要とかいうことを書き加えておりますので、見ていただいておいて、次

回にご意見をいただければと考えております。 

○会長（村田 岩治） 

 今、説明がありましたように行政課題への対応から計画推進の方策ということで、内容の変更の修正案

が出されております。この件につきましては、次回、第３回の審議会においてご意見をいただきたいと思い

ますので、お持ち帰りの上、目を通していただきたいと思います。以上で、総合計画案についての１から１５

まで、１５項目の協議は終わりました。その他について、何かご意見ございませんでしょうか。事務局の方、

よろしいですか？ 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 その他といたしまして、お手元に報酬の明細をお配りしておりますが、実は、前回の旅費の算定は改正が

あったことを盛り込んでおりませんでした。改正後に下がっておりましたので、前回も算定し直して振り込ん

でおります。ご了承いただきたいと思います。今回も３０日が振込みとなっていますので、お知らせをいたし

ます。以上でございます。 

○会長（村田 岩治） 

 午後１時半から長時間にわたりまして、慎重にご審議、ご意見をいただきまして、ありがとうございました。

皆様方から出ましたご意見につきましては、修正或いは課との再確認ということを経て正案に持っていきた

いと思います。ご多忙の中、慎重審議いただきまして、ありがとうございました。以上をもちまして、第２回の

審議会を終了させていただきます。 

 

 

 


