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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、伊藤、岡崎、川久保、大村、荒

川、三谷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３回審議会での意見に対する対応案、第３回審議会意見対応の再確認案、パブリックコメントに

対する町の考え方、それから、 

 

 事務局開会案内途中から、会長あいさつ、事務局説明の途中まで、録音機不調により収録無し 

 

（１）総合計画（後期基本計画）について 
○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

 －途中から－ 

 それから、３３ページでございます。地域間交流の推進の背景と現象のページの一番下の町人会のとこ

ろですが、東京、近畿、広島、福岡の町人会と毎年交流とありますが、福岡につきましては、旧町時代には

東和町にあったようですが、合併後は福岡の町人会はないということですので、削除したいと思います。続

きまして４３ページでございます。住宅環境の整備のところですが、これの主要事業、これには資料の２とし

てお配りしておりますが、第 3 回の審議会の際の住宅関係については、働く場の確保というところからこの

住宅環境の整備のところに移してきましたが、そのときに漏れがありました。主要事業の施策区分のところ

に、空き家情報有効活用システムの充実、主要事業のところに、空き家情報の充実（町）という項目を加え

させていただきます。それから７３ページでございます。防災対策の充実の施策の体系のところでございま

すが、防災対策の充実の中が色々わかれておりまして、その 2 番目のところが防災情報の提供となってお

りますが、これを防災情報システムの充実に修正させていただきたいと思います。 

 それから 75 ページでございます。防災対策の充実というところの主要事業でございますが、第 3 回の審

議会の時にご指摘をいただき、主要施策の中に感染症対策の強化を入れておりますが、主要事業のとこ

ろに、感染症対策の強化と記入されていませんでしたので、欄の中に追加をしたいと思います。 

 それから８４ページでございます。計画推進の方策のところでございますが、住民の目線に立った協働体

性の確立というところで（１）の主な取り組みの中に、総合計画、行政改革大綱、集中改革プラン策定時の

パブリックコメントとありますが、行政改革大綱についてパブリックコメントは実施されていないという指摘が

ありましたので、これについては削除したいと思います。 

 それから８８ページでございますが、行政機能の充実の次に７として公共施設適正配置指針の策定という

ところがございますが、（２）の実績と評価の中の中学校を４校とする学校統合という点がありますが、これ

につきましては情島中を除くという但し書きを括弧書きで追加したいと思います。以上が部会から修正の依

頼があった項目でございます。 

（２）パブリックコメントについて 
○会長（村田 岩治） 

 以上、事務局の方から後期基本計画の内、一部修正部分がございましたので、その修正の内容と修正し

た事由について説明がございました。この修正案で良いでしょうか。 

では、特にご意見がないようですので、協議２の後期基本計画の部分修正については事務局の説明の

ように決定させていただきます。では次に参りたいと思います。冒頭申し上げましたように、20 日間の公開

ということで町民の多数の方からのご意見をいただきました。報告がございましたように 5 名について 6 件

の意見がございましたので、それらについてご説明をお願いいたします。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

資料の５になります。パブリックコメントの関係でございまして、２ページの最後にありますように、５人の

方から６件ということでございます。先ず、１番目でございますが、この関連は１６ページの働く場の確保と

人材の育成関係でございます。提言の内容でございますが、周防大島町の地域経済の活性化を目指して、
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起業家の養成と将来を担う子ども達の養成に取り組んでいる島スクエアの事業が、継続して行えるように

していただきたいという提言でございまして、町の考え方といたしまして、島スクエアの事業が平成２０年度

から始まりまして、２４年度で終わりということになっております。現在３ヵ年を過ぎた時点での中間評価とい

うところで、中間評価で評価されれば残りの２年ができるということですが、もし評価されなければ終わりと

いうことです。もう２年できたとしても２４年度で終わるということで、それについての提言でございます。そこ

にありますように、文部科学省の補助事業で行われておりますが、事業が完了いたしますと終わりというこ

とですが、商船高専としては引き続き事業を進めていきたいということですので、町についても運用面で協

力してさらに産公学連携事業として協力できるように努めてまいります、という回答でございます。それから

２番目のところですが、これは２２ページの高等学校教育の充実というところに関連してくるかと思います。

周防大島の活性化が島の北側に偏っているということを憂いているということですが、これについて南側県

道沿いの活性化のために新たに道の駅を作るのは、策が無い、廃校を高齢者対象の医療福祉施設に改

修して、入居者その家族ボランティアの方々、及びその他の来訪者の交流の場としてはどうだろうか。地域

住民の一次産品及び加工品等の現地販売或いはインターネット販売の場とする一方、起業を志す人の実

験店舗の場にしてはどうかという提言がございました。これについての回答ですが、提言の内容から田布

施農業高校の大島分校と思われますが、廃校になっており、その跡地の利用が言われておりますが、この

活用についての提言等もあります。現在の管理者であります山口県と町で町域での活用について協議を

行っております。今後県の方針が決まり次第、所定の手続きを経て、民間の方への情報提供も行って色々

な提案をいただいて有効に活用することを目指していきたいと考えております。 

それから３番目でございますが、５０ページの情報化の推進の関係だと思います。デジタル放送開始により

生じるテレビ難視聴地域の解消手段としてケーブルテレビを導入するとのことで、せっかくケーブルテレビ

を導入されるのだから、地元のニュースを流して欲しい。ケーブルテレビの会社は岩国だそうですが、地元

の情報を扱うのならば、地元の人が制作の中心になったほうがよいと思います。ということで、回答でござ

いますが、ケーブルテレビの導入はテレビ難視地域の解消が主な目的ですが、住民生活の向上につなが

る地域ニュースの配信等幅広い活用を検討いたします。制作については技術的なことの検討も必要になる

と思いますので、要望としてお聞きしたいと思いますとの回答です。それから４番目でございますが、地域

医療の充実というところですが、これにつきましては、提言といいますか、要望のような形ですが、新大島

病院について有意義な運営とともに時代に負けない地方行政の執行を期待しますということでした。これに

ついて公営企業局から新大島病院は一般病床と療養病床に区分し、患者様のニーズにそった運用を行っ

ていきますとの回答が出ています。それから５番目ですが、これは６１ページの高齢者福祉の充実の関連

になると思われます。提言内容につきましては、独居されている高齢の方が大島におられるようですが、少

しでも安心できる周防大島での環境を強く望んでいるとの提言がございます。これに対して町の考え方で

ございますが、本町は全国的にも高齢化が進んでおり、高齢者の介護や見守りをする方の高齢化も問題

となってきています。そのような状況の中、住み慣れた地域で要介護状態に陥ることなくできるだけ長く安

心して生活が送られるように介護予防、生きがい対策事業の充実を図るとともに、配食サービス、緊急通

報装置設置事業等の生活支援対策事業も積極的に取り組んでいます。今後とも民生委員や福祉委員等

を中心として地域の見守り体制の強化等、住民の意見を反映した事業を推進してまいりますとの回答でご

ざいます。最後になりますが、８２ページの公共交通対策の推進の関連になりますが、コミュニティバスの

検討とありますが、やる、やらないの検討ではなくやことを前提でどうやってやるかという進め方でお願いし

たい。例えば、橋の向こうは大畠までしか運行しない、料金の上限は５００円くらい（病院等も有料化）でで

きないでしょうかという提言がございましたが、これにつきまして町の考え方でございますが、コミュニティバ

スを運行する場合、運行単価、人件費、修繕費等積み上げますとかなりの経費となります。また、バスの利

用率が下がると収支のバランスが崩れ経営破たんを招く恐れもあります。現在運行されている乗り合いバ

スとの競合や通学時に定員ぎりぎりで運行する地区があったり、クラブ活動や学校行事を考慮する必要が

あるスクールバスの一般混乗の回避など解決すべき多くの課題がありますので、中長期的立場で慎重に

判断する必要があることを考慮して検討と記述をしております。なお病院患者輸送車の有料運行について

は、旅客運送法上、当該病院患者の送迎を無料で行う場合に限り認可されているシステムと理解しており、
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また営業認定での運送は関係部署が多岐にわたることや、患者さんへのサービスとの課題等に対する慎

重な協議、調整が必要と思われますという回答となっております。以上、部会、担当課と協議し、町の考え

方ということが回答としてあがっておりますが、いずれにしても計画の修正の有無ということを考えますと、

計画の修正は無いのではないかと判断しております。これについては、このご意見をいただいた後、公表と

いうことになりますので、これについてのご意見等をいただけたらと思います。 

○会長（村田 岩治） 

只今、事務局からご説明がございました。このパブリックコメントに対する対応について以上のような状

況ですけれども、ご意見をいただきたいと思います。 

○委員（嶋元 徹） 

基本的なことを聞いて良いですか。パブリックコメントを出して実際何人が見たという試算があるのです

か。ホームページと支所に置いているのですよね。それを実際何人が見て、これだけの意見が出たんです

か。アクセス解析できると思いますから、資料を全然持たずに出しているのですか。６人しか見てなかっ

た？民間の解析であれば、各ページのアクセス数っていうのは出てきますよね。気になるでしょう？これを

出して実際何人の町民が見てくれているのか気になりますよ。役場に見せて下さいと来た人が大体何人い

たかとかそれは人為的に計れますよね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ロビーに公開用に備え付けているところもあるので。 

○委員（嶋元 徹） 

全く折り目がついてない、そのまま置いてあったとか。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

そこまでは確認していないですけども。 

○委員（嶋元 徹） 

一般に町民の皆さんに聞くといいながらも、どれだけの人がこれを見て大島のことを考えてやってくれて

いるかが事務局だったらすごく気になるんですよ。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ホームページへのアクセスが確認できるかどうか今調べていますので。 

○委員（古川 英希） 

いいですかね。要望に対するコメントとして、担当課の意見というのをよく言われますけども、担当課の意

見は町の意見という理解で良いでしょうか。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

はい、担当課といいますか、担当課からプロジェクトチームを介してあがって、部局を介して部会ごとに

返って来るというような形です。町の考え方ということで。 

○委員（古川 英希） 

そういう理解をすべきだということですね。 

○委員（嶋元 徹） 

町の考え方は公表するのですよね。何に公表するのですか。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

ホームページで、同じような形で。 

○委員（嶋元 徹） 

提言とそれに対する回答ということで公表するんですか？ 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

はい。パブリックコメントを出すときに、個々への回答ではなくてホームページで公表しますということは

つけております。 

○委員（嶋元 徹） 

僕がこの提言をした人であれば、検討しますという言葉があると、本当に検討してくれてどんな結果がで

るんだろうというのが気になるのですけど。行政の特殊用語、検討しますがいろんなところで出てくるんで
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すよ。本当に検討しているのか全く分からなくて、今後のやり方として、検討するなら検討した結果をもう一

回出すとかしていただきたい。検討しないなら検討しないと書けばいいし。色んなところに話に行ってじゃあ

検討しますって言って、いつまでたっても返事が来ない課っていうのがあるんですよね。その後がないでし

ょう。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

バスの関係もそうなんですが、検討して、重要なものについては決まったということがあれば公表してい

きますが、一つ一つについてこうなったという細かいところまでの公表はしていません。ある程度決まったこ

とについては公表していますが、細かい、検討しても結果として出てない部分については、公表はしていま

せん。 

○委員（嶋元 徹） 

それはそうですよね。分かりやすいじゃないですか、行政としては。だけどこういうふうにパブリックコメン

トで意見を言ったというのをホームページに載せるでしょ。そしたら検討したらそれがどうなったかという結

果報告がある程度ないと、検討しますで終わったら、今まで色んな事業でパブリックコメントを出すというの

があるけど、こんなの出してもしょうがないといったところで、どうせ変わらないんだなということで、意見が

出てこないですよね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

はい。今おっしゃる、例えば２番目のところに施設の有効活用を検討していきたいというようにありますの

で、これについては情報の提供もでてきますので、色々なところで活用方法等がはっきりしてくれば公表し

ていきたいと。 

○委員（嶋元 徹） 

結果が出れば言いやすいけど、結果がでなければ結果が出ませんでした、でいいんじゃないですか。検

討しているのか分からないんですよ。検討してくれているのか、ただ書いているのか、住民からすると全く

見えないんですよ。いい結果が出ればそれだけ出すというのはいいとこ取りであって、検討したけどダメで

した、検討してませんとか、結果が出てないものも知りたいと思います。住民として。検討、検討と山ほど出

てくるので。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

公表できる、できないで全てをという訳にはいかないと思いますが、検討した結果、２番目のところでいけ

ば、もし活用が無かったとしても、それは無いというような公表になると思います。 

○委員（古川 英希） 

パブリックコメントを乗せた人は、町からその人に個別に連絡してということはないんですよね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

それはないです。 

○委員（嶋元 徹） 

匿名ですかね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

大体、名前を書いてくださいということを書いておりますが、一件だけは町外の人のようでＦＡＸできており

名前がありませんでした。後の方はすべて住所と氏名があります。これは最初から住所と氏名を記して出

して下さいということが、パブリックコメントの条件としてありますので。一人の方が２件、４番目のところと５

番目のところは同じ方が出しています。 

○委員（古川 英希） 

私は家が岩国なんですが。たまに、岩国市にも出すんですよ。むなしい返事が返って来ます。メールで

送られて返って来ます。こんなもんかと思う訳ですよ。だから行政側の理解としては、この背後に何人も、こ

の人だけじゃない複数或いはもっと多くの人がこんな意見を持っているという認識を持たないと。たかが５

名６名だからこんなものかというのじゃなくて、重くもってもらわないと困ると思うんですよね。一生懸命、匿

名であれ意見を言ったのに、はい検討しますで、検討してもらうからありがたいで終わってしまうというんじ

ゃむなしい。僕は、僕のような意見を持った人が何人いるかしらないけども、市に住んでいてそういう意見を
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持ったということは、他にも持った人がいるという思いがあって出す訳ですから、受ける側も１００人、２００

いるかもしれないと、今後そういう動きをしてもらわないとですね。するかどうかは行政の問題だけども、そ

ういう思いを受け止めてもらわないと。町としても職員さんの動きにも、あれでおしまいよということで職員

が動いたら何のことはないじゃないですか。万が一匿名の人がそれを聞いたときに、あー、と思うじゃない

ですか。せっかくのそういう意見は背後にたくさんの人がいて、それをもとにして我々職員も動こう、町を動

かそうということでいかないと、せっかくのやった意味がね。私はいつも思うのだけど、アリバイになってしま

う気がするんですよね。意見を聞きました、でおしまいじゃねぇ。大勢の人がそういう意見があるんじゃない

かという思いをもって仕事もしてもらうし、われわれもそういう協力をしたいなと思いますので、５，６人じゃな

しに人口５０００人とは言わないけれども５００人くらいは同じ思いの人がいるんじゃないかということでこれ

からも動いてもらったらという気がします。 

（３）審議会答申について 
○会長（村田 岩治） 

たいへん貴重なご意見がございましたが、他にご意見はございませんでしょうか。特にご意見がないよう

ですので、後期基本計画案に対する提言と町としての考え方は、以上のとおりといたします。続いて４の審

議会の答申について説明をお願い申し上げます。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

まず、答申の資料といたしましては、７になるのですが、前段として資料の６に後期基本計画の策定に係

るこれまでの審議の経緯を表にしています。審議会の関係のところについては、若干濃くしてあるのですが、

一応これまで３回、今日で４回目ということです。この間それぞれいただいた意見をプロジェクトチーム策定

委員会のほうに返して、その回答ということで返ってきております。その辺について同じようにあげています。

資料の７でございますが、答申の素案ということです。ご協議いただくということであげておりますが、案の

段階で内容について読み上げさせていただいたらと思います。 

（素案を読みあげ） 

これが一応案ということでございます。 

○会長（村田 岩治） 

只今、事務局の方から当初の計画どおりに、町に対する最終的な審議会の計画（案）、今まで協議しま

した計画案が出来あがりますので、このような答申案を、今日になるのかいつになるのかよくわかりません

けれど、案として１から４までこういう案でよろしゅうございましょうか。 

○委員（小田 貞利） 

答申の中に先ほどからの意見を入れたらどうかというのがあったと思います。計画自体は、問題はない

訳ですよね。それをいかにやるのか、やれるのか、やらないのかといった部分が一番問題になってくること

なので、先ほど嶋元委員さん、古川委員さんから出たような意見をこの答申の最後の部分に少し入れて答

申とする方法がいいんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

最後にというところの中にですかね。 

○委員（小田 貞利） 

そうね。 

○会長（村田 岩治） 

さっきから、本当に貴重なご意見が最終的に出ました。これは本件だけじゃなくて、各行政においてその

辺がひとつの盲点としてある。せっかくいい考え方、いい提言がありながら、その場はそれで済むのですが、

これが継続的に実際的に計画の中で具体的に進むかどうか。ただただ提言を受けて検討、努力しますとい

うことじゃなくて、もう一歩力強い何かその辺のことが。さっきから色々いい意見が出ました。表現は自由で

すが、本町だけではなくて、県を含めて国を含めて、同じようなことが最終的には言えるんじゃないかという

感じがいたしますがね。 

○委員（小田 貞利） 

追加部分は今のような文章にすれば、せっかくみんなが集まって審議したいい会議の結論だからいいん
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じゃないかと思います。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ちょっと時間をいただけますか？ 

○会長（村田 岩治） 

それでは、１０分くらい休憩しましょうか。 

 

-休憩- 

 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ちょっと文章がしつこい感じなんですけども、たたき台ということで皆さんのご意見をお聞かせいただけれ

ばと思います。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

先ほどの情報の公開ということ、それから住民の方の声を聞いてということがあったので、最後のところ

に入れたのですが、指摘いただいたらそのように直したいと思います。行政の方で入れるとちょっとニュア

ンスが弱かったりすると思います。最後にというところの前段はそのまま変えてないんですが、周防大島町

総合計画の推進においてはという書き出しに替えて、住民の声を聞いて情報公開を進めということを入れ

てみたのですが、ちょっと文章的にどうかなという点もありますので、この点をこういうようにした方がいいと

いうことがありましたら教えていただいたらと思います。 

○委員（古川 英希） 

地域主権の取り組みを加速化し、というところがありましたよね。先ほどの、検討しますということだとや

はりむなしい気がします。具体的なとか現実的な取り組みとかを入れると厳しいですか？８行目の終わり

の地域主権の取り組みを、というところがありますよね。地域主権の具体的なとか、具体的な取り組みとか、

現実的な取り組みを加速するということで、目に見えた形でしますよというニュアンスを込めたらどうかなと

思いますが、言い過ぎですかね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

いいえ、答申は町に対しての意見ですから、それくらいあってもいいかと思うのですが。 

○委員（小田 貞利） 

その部分は必要なことですよね。 

○委員（古川 英希） 

そうすると町が動くのじゃないかということが伝わってくるような気がしますので。 

○委員（嶋元 徹） 

４番目の評価の精度を高めるとともに、公表の方法等を検討しという、これは公表しないっていうことな

ので、ここを、公表し、という文章にすれば、こういう計画案の事業過程を公表しないといけないという強制

的なものが出てくるのでそれも要るかなと。 

○委員（小田 貞利） 

検討というのは、入れない方がいいよ、やらないということだから。方法等を検討しというのを除いて公表

し、でいいですよ。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

それでは、今のところが公表し、になりますから、その後ろのところが分かりにくくなるので、はじめのよう

に周防大島町総合計画の達成に力を傾注のほうがいいかなという気がします。最初の方が、資料の７の

元々のところにありますが、先ほど指摘をいただいた部分を加えますと、４のところがその評価の精度を高

めるとともに、その結果を公表し、住民との協働による計画達成意識の醸成を高めるとし、となって、最後

にから後が、町におかれましては、地域のことは地域に住む住民が決める（地域主権）の具体的な取り組

みを加速化し、住民との協働により、住民が望む真の地域発展を目指し、周防大島町総合計画の達成に

力を傾注されることを強く望みます。ということで。 

○委員 
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いいんじゃないですか。 

○会長（村田 岩治） 

では、審議を再開いたします。先ほど審議をいただいたとおり、答申書を一部修正いたしましたので、事

務局のほうから読み上げてもらってお互いに確認をしたいと思います。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

修正をしたところのみ申し上げさせていただきます。 

４番目のところですが、後期基本計画の実施過程における事業評価については、評価の精度を高め、そ

の結果を公表し、住民との協働による計画達成意識の醸成を図ること。 

最後に、町におかれましては、地域のことは地域に住む住民が決める地域主権の具体的な取り組みを

加速化し、住民との協働により、住民が望む真の地域発展を目指し、周防大島町総合計画の達成に力を

傾注されることを強く要望いたします。 

修正をしておりますので、その間を利用させていただいて、先ほど嶋元委員さんからパブリックコメントの

ホームページのアクセス件数についての確認をということがありましたので、報告させていただきます。アク

セス件数ですが、２２７件でございました。各３総合支所、東和総合支所、久賀総合支所、橘総合支所とも

に閲覧件数は０件です。大島庁舎につきましては政策企画課にすえおいて閲覧しておりましたが、これに

ついても０です。 

○会長（村田 岩治） 

今、事務局の方から修正箇所について説明がございましたが、お手元に修正した案がありますけれども

これをもって町長に答申してもよろしゅうございましょうか。 

○委員 

はい、お願いします。 

（４）その他 
○会長（村田 岩治） 

では、本案を持って町長に答申することを決定いたします。ありがとうございました。事務局の方から、そ

の他について説明をお願いします。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

その他の項目ですが、先ず、１点目でございますが、今後の日程というところで資料の６の表を見ていた

だいたらと思います。資料の６、これまでの経緯という表があるかと思います。これの１１月１５日の審議会

の後の予定でございます。まず１２月の町議会とありますが、町議会に事前に出来上がりました意見等を

盛り込みました後期基本計画の案につきまして、議員さんにお届けして意見を伺うということを予定してお

ります。それから二つ目の審議会の会議録ですが、お手元に第１回の会議録の詳細、それから要約版とお

配りしております。現在遅れておりまして、第２回、３回の議事録も出来次第また委員さんのお手元にお配

りさせていただいて、それぞれ確認をいただいた後、要約版について公表をさせていただいたらというよう

に考えています。詳細版につきましては、あくまで委員さん方の議事録ということでお持ちいただいたらと思

うのですが、要約版のみ公表という形にさせていただきます。それにつきましては、これまでの経緯の表の

本日の審議会の後に一般に対してということで町民他とありますが、審議会の会議録の公表ということで、

会議録について委員さん方の確認をしていただいた後、公表ということになります。それからパブリックコメ

ントに対する町の考え方についても公表ということでございまして、後の計画につきましては審議会の意見

をいただいた後に、後期基本計画の印刷製本それから、後期基本計画のホームページでの公表ということ

をしていきたいというように考えております。これが今後の予定でございまして、報酬につきましては小さい

紙ですが、いつものようにお手元にお配りしておりますように、これは１１月３０日の振込みということです。

今回は第１回の議事録について修正箇所等がありましたらお申し出をいただいて、すべての委員さん方の

確認が出来た後に公表ということにしたいと思います。確認ということで、あってもなくてもということにした

いと思うのですが、２５日までに修正がある場合はお申し出いただきたいと思います。２５日までにお申し出

がない場合にはご了解いただいたということで、議事録の公表をさせていただいたらと思います。 

○委員（嶋元 徹） 
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議事録はどこに公表するんですか。 

 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

ホームページです。 

○委員（嶋元 徹） 

ホームページだったら詳細版でもいいんじゃないですか、ボリューム的には。印刷物にすれば、結構なボ

リュームになるのでもったいないかなと思いますけど、ＰＤＦにしてホームページに載せればそんなに容量

もないし、住民が読んでて面白いんじゃないですか。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

他のところを見てみますと、要約版という形で載せているので、そのような形にさせていただいたらと思っ

てお配りしておりますが。 

○委員（嶋元 徹） 

せっかく皆さんが意見を言ったので、それが町民に反映されれば。印刷しろとか言ったら結構な枚数に

なるのでかなりの負担でしょうけど、ホームページ上なら。 

○委員（小田 貞利） 

結局色んな会議の中で余分な部分とかを外すという意味でしょ。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

文言によっては言い回しとかもありますので、簡潔な形に直した要約で、特に内容を変えるとかじゃなく

て、委員さん方の意見は尊重して取り扱うような形での要約版というようにはしております。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

委員さんのお名前をまず委員という形でしか出しておりません。 

○委員（小田 貞利） 

誰が言ったか分からない訳、そういうことね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

個人名はやはり。 

○委員（嶋元 徹） 

問題はないと思います。代表として出てきてやっている訳ですから。町の議事録が出ていますよね、議

会の。あれが非常に面白くて、色んな意味で。 

○会長（村田 岩治） 

町長への答申はどうなの？ 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

町長は、今日居りますので、今から、皆さんお揃いの前でお渡しいただければと思います。 

○委員（小田 貞利） 

要約版をあまり要約しないで出して下さい。 

○委員（嶋元 徹） 

面白いというか、こういう流れで決まっているというか、面白いといったら言い方が変ですけども、興味を

持って読んでいただけるんじゃないかなと思います。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

皆さん、この公表について、前回はまさにこのままを、詳細版を名前つきで出しているようです。それで、

ダブっているところとかは、こちらで省略させていただいてもよろしいですかね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

いずれにしても、もう一度皆様方にお配りをいたします。その中でのこれはちょっと、というのがありまし

たら。もう一度配った時に、その中にいつまでに、ということを入れさせていただきます。 

○委員（嶋元 徹） 

５年後にもう１回こういうのをやるのですか。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 
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そうですね。 

○委員（嶋元 徹） 

その時にですね、出来てきてから会議をするじゃないですか。各課とか各部が素案を作りますよね。その

段階からある程度委員を入れていただかないと、さっき言ったように、根本はもう変えたくないと、各課は。

根本の時に委員の皆さんの意見を入れて作っていただきたいと、ここまできて会議していても、ある程度意

見は入るんだけど、根本はあまり変わらない、そのままでいってしまうと。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

今度は基本構想になると思いますので、やっぱりある程度たたき台というのは必要になると。 

○委員（嶋元 徹） 

たたき台を作ってしまったら、それからなかなか変えたくないんですよ。 

○委員（小田 貞利） 

だから準備の期間を長くすればいいんですよね。早い段階で会議を集めて、今回みたいに１ヶ月２ヶ月し

かないよ、っていうのじゃなくて。 

○委員（嶋元 徹） 

出来ましたよ、どうですか、じゃなしに。これからこれを作りますけどどう作りましょうっていう段階から委

員の意見を入れていただきたいと思います。自分達が作るのか、コンサルが作るのかわかりませんけど。 

（５）答申 
○事務局(政策企画課長 星出 明) 

では先ほどご確認いただきました答申をお渡しいただきたいと思います。 

○会長（村田 岩治） 

では町から委嘱を受けました１５審議会委員の決定を得まして、来年４月からの後期五ヶ年計画案が決

定しましたので、この案を町長に対して、お渡ししたいと思います。 

５月２５日に町より審議会委員の依頼を受けまして、７月１６日私達１５名の審議会委員が周防大島町後期

五ヶ年計画の策定のため、７月１６日第１回の審議会を開催してまいりました。以後、本日を持って第４回

の審議会を開き、後期計画案を先ほど原案どおり策定したとおりでございます。その間各１５名の委員さん

には活発なるご意見をいただき、また大変貴重なご提言をいただきました。町の基本計画原案を皆様方の

意見を十分取り入れて修正したものと思います。ではただ今から町長さんに対して計画原案をお渡しいた

したいと思います。 

周防大島町総合計画策定審議会は、諮問を受けた周防大島町総合計画後期基本計画素案について慎

重に審議を重ね下記のとおり結果を得ましたので答申いたします。 

一つ、後期基本計画は周防大島町総合計画の前期五ヶ年を検証して、政策指標の達成率を明らかにし、

町民へ公表して情報の共有化を図ること。二つ、後期基本計画は審議会の意見を十分に反映し、基本構

想が掲げるまちづくりの目標を実現するための施策を出来るだけ具体的に表現した計画とすること。三つ、

実施計画は基本計画が示す政策指標を達成する計画として、また中長期財政計画は財政の健全化を図り

つつ、基本計画を推進するための指針として速やかに策定されること。四つ、後期基本計画の実施過程に

おける事業評価については、評価の精度を高め、その結果を公表し、住民との協働による計画達成意識

の醸成を図ること。以上四項目のほか、最後に、町におかれましては地域のことは地域に住む住民が決め

る、地域主権の具体的な取り組みを加速化し、住民との協働により、住民が望む真の地域発展を目指し、

周防大島町総合計画の達成に力を傾注されることを強く要望いたします。以上でございます。 

○町長（椎木 巧） 

ありがとうございました。一言お礼を申し上げたいと思います。今、策定審議会の会長さんの方からご答

申をいただきまして、本当にありがとうございました。ご存知のように合併後の平成１７年１２月に議会の議

決を賜りました、この周防大島町の総合計画でございますが、その中でこの２２年度末をもって前期の計画

が終了し、後期の計画が来年度から始まるということでございまして、今回皆様方にその策定審議会の委

員をお務めいただき、計４回に亘り皆様方の大変なご意見を賜り、今回の総合計画後期計画に反映できる

ものと思っているところでございます。私達はこの計画を元に、まちづくりの大きな指針としてこれを元にこ
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れから進めてまいりたいと思います。これまでの前期計画を少し振り返ってみますと、一つに言えば合併後

非常に厳しい状況でありました。財政の問題これの健全化が大きな課題でございましたが、ようやく少しず

つではありますが、財政の健全化に向けた方向に歩を進めることができているのではないかと思っている

ところでございますし、また行政改革の大きな柱でございます。行政の執行経費の削減、出来るだけ安い

経費でもって行政執行しなければならないということにつきましても、少しずつではありますが、それが進ん

でいるということでございますし、また行政改革で生み出されたその財源をどういうように使うかということに

つきましても、出来るだけ生活関連施設の整備とか、または町民の身近なことに使う、または子育ての支

援に使うというような形で生活関連に密着したものに充当していくということも少しずつではありますが前進

してきているのかなと思っているところでございます。また、この町の元気を取り戻すということの大きな柱

でございますが、やはり農業や漁業と、そして２、３次産業を組み合わせた大きなその取り組み、連携のも

とで深めて、一ついえば体験型の観光とかそういうもので町に賑わいを戻してくると、またそういうことで観

光交流人口１００万人を目標にするというような形でこの町の賑わいまたは、地域の活性化を図っていきた

いと思っているところでございます。今回皆様方からいただきました、後期の計画を基にさらにこれらの施

策を進めてまいりたいと思っておりますし、そのことにより幸せに暮らせる町ということを実現できればと思

いますので、私達はこれを皆様方のご意見をいただきました後期計画を、まちづくりの指針として最大限尊

重し、進めてまいりたいと思いますが、ぜひともこれからも皆様方の町政に対するご支援やまた今回の審

議をいただきましたそういう内容を踏まえましてこれからも町に色々なご意見を賜ればと思っておりますの

で、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今回は本当に長い間誠にありがとうございました。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ありがとうございました。それでは最後に会長ご挨拶をお願いいたします。 

○会長（村田 岩治） 

１５人の審議会委員の中で８２歳という最高齢ということで会長イコール議長を引き受けよ、ということで

引き受けさせていただきました。審議会は４回でございましたが、４回を通しまして、本当に皆様方の熱心

な或いは将来を展望した立派なご提言が４回とも随所に出ていたように感じております。大変私議長としま

してこの点感銘いたしました。大変貴重な意見でございました。先ほどちょっと触れましたように、この後期

五ヶ年計画の中に、町の原案も色々皆様方の意見によって相当修正してまいりました。必ずやこの計画が

具体的に椎木町長のもとで、本当に魂の入る実践計画ができるものと心から期待しておるところでござい

ます。議事の方もですね、非常に不勉強で拙い訳でございましたが、皆様方のあたたかいご支持のもとに

ようやく議案の原案を作ることができました。心から厚くお礼を申し上げます。昨日安下庄をずっと歩いてお

りましたら、皆様方が子どもの時によく見られた短冊が家々に飾ってありました。私ども子どものときに「と

ーこせー、どっこせー」ということで縁石をついてきた訳でございますが、いよいよこれから冬になります。お

体を十分労わり、お互いに健康を保持しながらますます元気でやっていきたいと思います、また審議会委

員は任期が二年でございます。いちおう五ヶ年計画は達成しましたが、任期はまだ残っております。途中緊

急の議題があるかも分かりませんが、そのときはまた招集をさせていただき、お互いに協議をしたいと思い

ます。原案どおり議案が色々スムースにいきまして、町長に対しまして計画がお渡しできましたことを大変

喜んでおります。皆様方のご協力ありがとうございました。大変ありがとうございました。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

それでは、皆様には、貴重なご意見をたくさんいただきましてありがとうございました。これで策定審議会

を閉めたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 


