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1．開催年月日   平成 16 年 12 月 14 日（火） 

1．開催場所    合併協議会事務所 

1．開会：開議   12 月 14 日 午後 1時 32 分 

1．議事日程 

   日程 1    開会 

   日程 2    会長挨拶 

   日程 3    新委員任命・委員自己紹介・事務局職員紹介 

   日程 4    会議録署名委員の指名 

   日程 5    三好町・三加茂町合併協議会の規約変更に至る経過報告について 

   日程 6    三好町・三加茂町合併協議会の組織について 

【報告事項】 

   日程 7    報告第 49 号 合併協議会規約の改正について 

   日程 8    報告第 50 号 合併協議会規約変更に関する協議書について 

   日程 9    報告第 51 号 合併協議会役員会規程の一部改正について 

   日程 10   報告第 52 号 合併協議会幹事会規程の一部改正について 

   日程 11   報告第 53 号 合併協議会専門部会規程の一部改正について 

   日程 12   報告第 54 号 合併協議会事務局規程の一部改正について 

   日程 13   報告第 55 号 合併協議会財務規程の一部改正について 

【協議事項】 

   日程 14   協議第 72 号 合併協議会会議運営規程の一部改正について 

   日程 15   協議第 73 号 合併協議会会議傍聴規程の一部改正について 

   日程 16   協議第 74 号 合併協議会会議録等閲覧規程の一部改正について 

   日程 17   協議第 75 号 合併協議会小委員会規程の一部改正について 

   日程18   協議第76号 合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

の一部改正について 

   日程 19   協議第 77 号 平成 16 年度合併協議会補正予算(第 2号)について  

   日程 20   協議第 78 号 合併協定項目の削除について 

   日程 21   協議第 79 号 合併の方式について 

   日程 22   協議第 80 号 合併の期日について 

   日程 23   協議第 81 号 新町の名称について 

   日程 24   協議第 82 号 新町の事務所の位置について 

   日程 25   協議第 83 号 議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

   日程 26   協議第 84 号 特別職の職員の身分の取扱いについて 
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   日程 27   協議第 85 号 一般職の職員の身分の取扱いについて 

   日程 28   協議第 86 号 事務組織・機構の取扱いについて 

   日程 29   協議第 87 号 条例・規則等の取扱いについて 

   日程 30   協議第 88 号 公共的団体等の取扱いについて 

   日程 31   協議第 89 号 補助金・交付金等の取扱いについて 

   日程 32   協議第 90 号 慣行の取扱いについて･ 

   日程 33   協議第 91 号 介護保険事業の取扱いについて 

   日程 34   協議第 92 号 広域連合・一部事務組合の取扱いについて 

   日程 35   協議第 93 号 電算システム事業の取扱いについて 

【その他】 

   日程 36   第 20 回合併協議会の日程について 

   日程 37   閉会 
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1．出 席 委 員（会長 川原義朗） 

    １番 川 原 義 朗   ２番 西 尾 大 生   ３番 森   周 一    

４番 藤 本 政 夫   ５番 重 田 春 雄   ６番 横 関 秋 義 

７番 秋 田 唯 夫   ８番 安 宅 昌 之   ９番 横 関 ヨシ子 

１０番 垂 水 康 雄  １１番 土 井 義 弘  １２番 田 岡 正 憲   

１３番 田 埜 智 也  １４番 前 田 満 子  １５番 横 田 啓 二 

１６番 川 原 芳 明  １７番 槙 山 幸 一  １８番 鈴 木 常 治 

１９番 安 藤 孝 明   

 

１． 監 査 委 員 

竹 谷 正 明   加 藤 勝 美 

 

１． 遅刻又は中途退場した委員の番号、氏名 

   な  し 

 

1． 欠 席 委 員 

   な  し  

 

１． 説明のため出席した者の氏名 

   事務局次長  平 島 誠 司    総務班長  黒 島 新 二 

   推進班長 竹 谷 昌 司     班  員  谷 藤 哲 也 

   班  員 逸 見 雅 信 

 

１． 出席した事務局職員 

   平 島 誠 司  黒 島 新 二  竹 谷 昌 司  

谷 藤 哲 也  柳 生 真由美  逸 見 雅 信 

    元 木 伸 宙 

 

1．会議録署名委員の番号、氏名 

   2 番 西 尾 大 生  3 番 森   周 一   
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平島次長   座ったままで失礼いたします。本日、委員の皆様方におかれましてはお忙し

い中お集まりいただきましてありがとうございます。 

私、本日の司会を務めさせていただきます事務局次長の平島でございます。

どうぞよろしくおねがいいたします。 

       それでは、ご案内の時刻が参りましたので三好町・三加茂町合併協議会を開

会いたします。 

本日の出席者は 19 人、まぁ委員全員出席ということでございます。合併協議

会規約第 10 条の会議の定数を満たしておりますことをご報告申し上げます。

会議に先立ちまして、資料の確認をお願いしたいと思います。事前に送付し

ました協議会資料 3冊に分かれております。3冊の協議会資料でございます。

それから当日配布ということで資料1でございます。配席図とか委員の名簿、

それからスケジュールが載っておりますこれが 1 冊でございます。それと委

員の皆様には青色のチューブファイル、協議会の資料を閉じる用のチューブ

ファイルそれからブルーの手提げ袋というものを配布しておりますのでご確

認をよろしくお願いしたいと思います。それでは会議を始めますが、議事録

を取る関係もございますので、会議で発言される場合は氏名を名乗りマイク

のスイッチを入れてから発言をお願いしたいと思います。それでは、協議会

規約に基づく協議の結果、川原義朗三加茂町長が本協議会の会長となってお

ります。開会に当たりまして川原会長からご挨拶を申し上げます。 

 

川原会長   それでは開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本年も

すでに 12 月ということですが、暖かい日が続いております。だんだんと残り

もう半月ということで気忙しさといいますか慌しさを感じるころとなりまし

たけども、今日は第 19 回の合併協議会ということでご案内申し上げましたと

ころ、本当に委員の皆様方また、監査の皆様方にはお忙しい中全員のご出席

を賜りましてまことにありがとうございました。心から感謝を申し上げたい

と思います。皆様ご存知のように三好郡東部 4 町の合併ということで昨年の

3月から順次、協議を進めてまいりましたが、ご存知のように 9月の第 18 回

の合併協議会におきまして井川町の離脱、そしてまた続いて三野町の休止活

動・脱退ということで当合併協議会も 3 ヶ月中断をいたしておりました。そ

の間残る三好町なり、また三加茂町をどうするのかということでそれぞれの

町で協議をいただきまして最終的な判断として三好町三加茂町で 2 町での合

併を目指すということになりました。つきましては残る期間も本当に少ない
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ということですが年度末までに知事への合併申請、そしてまた 17 年度中に合

併という事でこれから協議を進めて参りたいという風に考えております。い

ま申し上げましたように期間もございません。で、協議項目につきましても

全項目について見直しということで委員皆様方には本当に大変なご苦労をお

かけするということでございますけれども現状、今私たち地方自治が置かれ

ている現状を考えて見ますとどうしても今回の合併はもう避けられないとい

う事でございます。必ずやこの協議会を円滑に進め合併を実現したいという

風に考えておりますのでどうぞひとつよろしくお願い申し上げたいという風

に思います。また、いつも申しあげておりますように、今回の合併につきま

しては最終目的でなくひとつの過程といいますか、これは出発であろうかと

いうようなお話を続けさせていただいております。この合併の向こうにある

新しく生まれる町がどうやって自主、自立していくかそしてまた住民の皆様

方に喜んでもらえる合併ということが大切なことでなかろうかという風に考

えております。まぁそういった事を考えますと、我々に課せられた責任とい

うのは重大なものがあろうかという風に考えておりますので、どうぞひとつ

今回の合併に向けてそしてまた新しい町作りに向けて慎重なるご審議なりご

協議をいただきますようによろしくお願い申し上げたいという風に考えてお

ります。どうぞひとつここ 3 ヶ月間本当に忙しくなろうかと思いますが皆様

方のご支援なりご協力を心からお願いを申し上げまして、簡単ですが開会の

ご挨拶という風にさしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

平島次長   どうもありがとうございました。それでは、ここで規約に基づく協議の結果、

新しく協議会委員になられました方、監査委員に就任されました方に川原会

長の方から協議会委員の委嘱状を交付いたします。新委員の皆様方の席に参

いりまして順次交付をいたしますのでその席の方でお受け取りください。 

 

川原会長   はい、あの今ちょっとご挨拶の中で申し上げるべき事を忘れとったんですが 2

町ということになりましたんで協議会の委員さんを今回から議会より 1 名、

また学識経験者より1名増員ということで協議会の委員さんは合計で19名い

うことになります。また、事務局も 1 名ずつ各町から増やしていただきまし

て、合計 8 名でこれから協議を準備なり進めさせていただきたいという風に

思ってます。なお、局長、事務局長していただいておりました大溝局長さん
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井川町ですが退職されたし、また井川町も脱退ということですが年度内県の

方から派遣をされております平島次長さんに局長代行ということで今後いろ

んな準備お願いしたりまた、事務的なもんを頑張っていただきたいというこ

とで進めてまいりたいという風に進めてまいりますので、どうぞひとつよろ

しくお願いいたします。 

 

（委嘱状交付）委嘱状三好町議会議員横関秋義様三好町三加茂町合併協議会規約第 7 条第 1

項第4号の規定により三好町三加茂町合併協議会委員に委嘱します平成16年

12 月 1 日三好町・三加茂町合併協議会会長川原義朗。どうぞよろしくお願い

します。 

委嘱状三加茂町議会議員槙山幸一様以下同文でございます。どうぞよろしく

お願いします。 

委嘱状三好町垂水康雄様以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

委嘱状三加茂町田埜智也様以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

委嘱状三好町監査委員加藤勝美様。三好町・三加茂町合併協議会規約第 17 条

第 1項の規定により三好町・三加茂町合併協議会監査に委嘱します。平成 16

年 12 月 1 日三好町・三加茂町合併協議会会長川原義朗どうぞよろしくお願い

いたします。 

委嘱状三好町監査委員竹谷正明様。以下同文です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

平島次長   どうもありがとうございました。それではここで新しく協議会委員になられ

ました方、それから監査委員に就任されました方いらっしゃいますので、ま

ぁ初めての委員さんもいらっしゃると思います。今回 2 町になってからの第

1 回の会議でございますし、新しい委員さんもいらっしゃるということでご

ざいますので、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。自己紹介

は会長のほうからですね時計回りで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。 

 

川原会長   それでは改めて自己紹介ということでございます。三加茂町長の川原でござ

います。当協議会の会長ということですがご存知のように前回の協議会にお

いて大きな私の力不足いいますか失敗をいたしましてまた、協議会の委員の

皆様方なり住民の皆様方にご心配をおかけいたしましたし、また、県、ご当
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局にも心配をおかけしました。本来ならば切腹もんですけれども、続けてと

いうことでございましてどうぞひとつよろしくお願いいたします。 

 

西尾町長   三好町の町長の西尾でございます。三加茂町さんとの合併これを成功のため

に一生懸命努力をしたいと思いますのでみなさんがたのご協力をお願いいた

したいと思います。そしてこの合併が住民の皆さんにとってやっぱりよかっ

たんだということを、実感してもらえるような町を作っていきたいと、とも

ども思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

森委員    県から参加をさせていただいております。森でございます。今日は記念の第 1

回に遅刻をいたしてしまして大変申し訳ございませんでした。お詫びを申し

上げます。今日新たに 2 町で再出発ということでございまして県といたしま

してはこの前で町長や議長さんが知事にお会いいただきまして知事もあの、

一生懸命支援をしていきたいとこのように申しております。私もその指導の

元に一生懸命やらしていただきますのでよろしくお願いをいたします。 

 

藤本委員   三好町町議会議長の藤本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

重田委員   三好町議会の重田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

横関(秋)委員 三好町の横関です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

秋田委員   三好町の秋田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

安宅委員   前回に引き続きお世話になります。三好町の安宅でございます。どうぞよろ

しくお願いします。 

 

横関(ヨ)委員 失礼いたします。三好町の横関ヨシ子です。どうぞよろしくお願い申しあげ

ます。 

 

垂水委員   今回新しくなりました、三好町の垂水でございます。よろしくお願いします。 

 

土井委員   三好町役場の助役の土井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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加藤監査委員 本日、三好町と三加茂町の合併協議会の監査委員に任命されました加藤でご

ざいます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

竹谷監査委員 三好町議会の竹谷です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

田岡委員   三加茂町の田岡でございます。よろしくお願いします。 

 

田埜委員   三加茂町の田埜です。今回この委員に指名されまして簡単に気持ちで受けた

んですが今大変緊張しております。まぁとりあえず一生懸命取り組みたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

前田委員   失礼します。三加茂町の前田満子でございます。前回に引き続いてお世話さ

せていただくこととなりましたけれども、2 町になりまして非常に小さい規

模での合併ということで大変気にしております。住民の方も小さいながらも

しっかりやってくれという期待をかけられてると思います。小さくても力の

ある町、魅力のある、活力のある町そして町民の力で支えていくようなそん

な町になればいいなということを願いながら一生懸命頑張っていきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

横田委員   三加茂町の横田啓二と申します。今までの引き続いての委員でございますが

ぜひとも一生懸命やって参りたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

川原委員   三加茂町の川原芳明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

槙山委員   三加茂町議会の槙山です。どうぞよろしくお願いします。 

 

鈴木委員   三加茂町議会の鈴木です。また前回の二の舞を踏まんように一生懸命、努力

いたしますんでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

安藤委員   三加茂町議会議長の安藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

平島次長   ありがとうございました。あの恐れ入りますけれどもマイク、これ回線がた
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ぶん 1本だと思うので発言が終わったあとスイッチを切るように、混線い

たしますのでよろしくお願いいたしたいと思います。それでは、続きまし

て事務局職員の紹介をさせていただきます。せっかくの機会でございます

ので、事務局の職員も自己紹介でさせていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。私でございますけれども、事務局次長の平島でご

ざいます。現在事務局では事務局長代理ということでをさせていただいて

おります。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

黒島総務班長 失礼します。私あの前回協議会の時は計画班長をしておりましたけれど、今

回から総務班長になりました。黒島でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

竹谷推進班長 前回に引き続きまして推進班長ということで職を拝命いたしました、三好町

の竹谷です。よろしくお願いします。短期間で協議いただくということで資

料的にこれから多々、不備なところも出てこようかと思いますがご指摘いた

だきながら頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

谷藤総務班員 総務班の谷藤でございます。4町のときから引き続きの総務班でございます。

三好町出身です。よろしくお願いいたします。 

 

逸見推進班員 推進班の逸見と申します。4町から引き続きまして三加茂町より参っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

柳生総務班員 失礼します。三好町出身の柳生と申します。総務班です。12 月 1 日から協議

会の方でお世話になることになりました。よろしくお願いします。 

 

元木推進班員 私も同じく 12 月から推進班の方でお世話になっております、三加茂町から参

っております元木と申します。よろしくお願いいたします。 

 

平島次長   それでは、ただ今から会議に移りたいと思います。本協議会の議長は協議会

規約第 10 条第 2項によりまして、会長がその任に当たるという事になってお

りますので、これからの進行は会長にお願いいたしたいと思います。 
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川原会長   はい、それでは会議を進めたいという風に思いますが会場も変わりましたし、

また、規約も変わって委員さんの数も増えたということです、が現状の席

で1番から19番までの委員さんという事になっておりますが今後この席順

をもっての会議の進行ということでよろしいでしょうか。 

（はい、の声） 

それではこの席順で今後もずっと協議をお願いしたいという風に思いますの

でどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

協議を進めてまいりますが、今事務局よりご説明が申し上げましたように当

協議会、3回ないし 4回での協議とこれですべての項目について協議を進めて

まいりたいという風に思います。で、つきましては 1 回につき協議事項もか

なり数が多く時間もかかろうという風に思いますけれど小休憩をとりながら

順次進めていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

えーそれでは日程 4 に入らせていただきます。会議録署名委員への指名とい

うことですが私のほうから指名をさせていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい、それではもう席次の順番でお願いを申し上げたいと思います。2 番委

員の西尾町長さんそして 3 番委員の森委員さんにお願いしたいという風に思

いますんでどうぞよろしくお願いいたします。えーそれでは次の日程 5 に入

ります。三好町・三加茂町合併協議会の規約変更にいたる経過報告について

事務局よりご報告申しあげます。 

 

平島次長   え、失礼をいたします。それでは協議会資料の 1ページでございます。日程 5

でございます。えー 三好町・三加茂町合併協議会、規約変更に至る経過報告

でございます。説明と申しますか会長の挨拶にもございましたので、えー朗

読をさせていただきたいと思います。三好町と三加茂町（以下、「2町」とい

う。）は、平成 15 年 3 月 15 日に三野町及び井川町とともに、法定の三野町・

三好町・井川町・三加茂町合併協議会（以下、「合併協議会」という。）を立

ち上げ、約 1 年半にわたり精力的に合併協議を重ねてきました。しかしなが

ら、平成 16 年 9 月 6 日に井川町議会において「合併協議会からの離脱」決議

が行われ、その後 9月 9日に開催された第 18 回合併協議会にて井川町長から

正式に離脱の表明が行われました。 

その後、井川町を除く枠組みでの合併を協議・調整しておりましたが、三野
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町においても、10 月 6 日付けで「合併協議会活動を見合わせること」につい

ての申し入れが、三野町長および議長の連名で合併協議会会長宛提出されま

した。 

このような一連の動きを受け、2 町では、町民に対する説明会を地区別に開

催しご意見・ご提言をいただくとともに、両町議会においても積極的な協議・

意見集約を図っていただきました。その結果、今後は 2 町の枠組みでの合併

協議を引き続き行っていくことで 2 町間での協議が整いました。この調整結

果を受け、合併協議会から三野町及び井川町を脱退させ、それに伴い合併協

議会規約を変更することについて、11 月 1 日に三野町及び井川町において、

また 11 月 24 日に 2 町においてそれぞれ議会の議決が行われ、12 月 1 日付け

で 2町による「三好町・三加茂町合併協議会」への組織変更が行われました。 

なお、12 月 1 日付けで県知事から 2町に対する徳島県市町村合併重点支援地

域の指定を頂いております。このような経過を踏まえ、現行の合併特例法の

法期限内での合併をめざした 2 町での合併協議の場として、本日 12 月 14 日

に第 19 回合併協議会が開催される運びとなりました。経過報告については以

上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   日程の 5、現状にいたるまでの経過報告ということで事務局より朗読をいたし

ました。この件については問題ございませんのでつづきまして日程の 6 に入

らさせていただいと思います。えー今回新しく出発をいたしました協議会の

組織について皆さん方にご説明をし、確認をいたしたいという風に思います。

えーこれにつきましても次長のほうから説明を申しあげます。 

 

平島次長   協議会資料続きまして 2 ページ日程 6 でございます。協議会の組織について

でございます。2ページに組織図を載せております。（ ）内の数字は人数で

ございます。まず、一番上に協議会がありまして、合併協議会の最高意志決

定機関という位置づけになっております。それから左側に小委員会があり、

任意での設置となります。必要に応じて協議会から付託された事項につき調

査研究を行うという組織になっております。また元に戻っていただきまして、

協議会の下に役員会があります。合併に関する必要な事項を協議、調整する

ところでこれまでは 4 町の町長で構成しておりましたが、今回より 2 町の町

長、助役、総務担当課長で構成されます。その下に幹事会があります。こち

らは事務レベルでの調整を行う最高位の機関と位置づけております。主な仕
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事は会議議案や運営の総合調整を行うことになります。その下に専門部会が

あります。ここでは、各種の事務事業の調整を行うことになります。その下

に分科会がありますけれども、ここでは、専門部会のなかで特に必要がある

という場合に設置し、担当者が調査や検討を行う組織ということでございま

す。それから一番下に事務局という形で次長、局長代理ということでござい

ますけれども、1名と総務班は班長 1名、班員 2名の計 3名、推進班は班長 1

名、班員 2名の計 3名、それから臨時職員 1名の 8名体制を取っております。

事務局の職員の氏名などは本日配布の事務局職員名簿に掲載してございます。

協議会の組織図については以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   えー日程 6 の当協議会の組織についてご説明を申し上げました。えー説明の

ような形で今後協議を進めてまいりたいという風に思いますんでどうぞよろ

しくお願い申し上げます。それでは報告事項に入りたいという風に思います。

報告事項につきましては日程の7から13まで日程が7つございますけども一

括して皆さん方にご説明、ご報告申し上げたいという風に思います。えーそ

れでは事務局順次お願いいたします。 

 

谷藤総務班員 えーそれでは事務局総務班の谷藤よりご説明いたします。日程 7から日程 13

まで一括して報告させていただきます。これからご報告させていただく事は

2 町の町長がそれぞれ協議して定めてきた事、それから規約に載っている会

長が別に定めるという部分のご報告でございます。まず資料 3 ページをお開

き下さい。これからの報告事項すべてを説明いたしますと非常に長い時間に

なりますので、できれば規約変更に伴う内容などのポイントだけをご報告を

していきたいと思っております。 

日程第 7、報告第 49 号三好町・三加茂町合併協議会規約ですが、これは先月

の 11 月 24 日、両町の議会で議決をいただいたものでございます。2条で協議

会の名称は三好町・三加茂町合併協議会といたします。第 3 条には協議会の

事務という事で、2町の合併に関する協議、市町村建設計画の作成、その他 2

町の合併に関して必要な事項について協議するという事になっております。

この事務所は第 4 条で三好町に置くという事になっております。この協議会

の組織でございますが、第 5 条、第 6 条、第 7 条等にそれぞれ書いてありま

す。後ほど協議書の方で、詳しく説明をしていきたいと思っております。10
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条では、会議は在任委員の半数以上が出席しなければ開く事ができない事に

なっております。会長は会議の議長になるとなっております。会議の議事そ

の他会議の運営に関し、必要な事項は会長が会議に諮って定める事になって

おります。続きまして、4ページの第 11 条から第 12 条、第 13 条、第 14 条を

この協議会の各組織という位置付けで小委員会、役員会、幹事会、専門部会

を置く事が出来る事になっております。第 16 条でございますが、この協議会

に要する費用について、それぞれ 2町が負担する事になっています。第 17 条

の監査でございますけど、その監査については事務所の属する町、三好町の

監査委員の方にお願いするという事になっております。続きまして、日程 8

報告第 50 号合併協議会規約に関する協議書でございます。5ページをお願い

いたします。規約変更に伴いまして今月初め、2町の町長がそれぞれこの協議

書にサインをいたしました。これは、サインをする前の原案でして、同じも

のでございます。若干ご説明を加えていきたいと思います。1番ですが、まず

会長、これは 2 町の町長が協議した結果、川原三加茂町長さんにお願いする

という事になりました。2番は、規約の第 7条第 1項に規定する委員さんとい

うことで記載のとおりでございますが、4号委員と 5号委員が会長の挨拶でも

ありましたとおり両町 1名ずつの追加となっております。3番目といたしまし

て、会長が欠けた場合などは職務代理として、西尾三好町長さんにお願いす

る事になっております。次のページ 4 番目の事務局の職員でございますが、

それぞれ三好町 3 名、三加茂町 3 名、県から 1 名という事で、合計 7 名の事

務局の職員の構成となっています。5番目には協議会に関する費用でございま

すが、先ほど言いました様に両町が負担するわけですが、それぞれの費用の

10 分の 2を平等割、10 分の 4を平成 12 年の国勢調査による人口割、10 分の

4を基準財政需要額割でそれぞれ負担するという事です。この協議書について

は以上でございます。 

続きまして、7 ページからは各規程になりますが、ここからは変更点だけの

説明とさせていただきまして、費用弁償の定めのところのような事務所場所

の変更により、三野町から三好町の例により、というような変更部分につい

ては省略させていただきます。日程 9報告第 51 号合併協議会役員会規程につ

いては、第 3 条の組織が町長だけだったところが、助役、総務担当課長を含

めた組織に変更になっております。資料 8 ページをお願いいたします。日程

10 報告第 52 号の幹事会規程ですが、助役、総務課長、合併担当者が組織する

幹事会規程は変更はございませんが、12 月 1 日の幹事会で幹事長に三好町の
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土井助役、副幹事長に三加茂町の田岡助役が就任いたしましたので、ご報告

いたします。続きまして、10 ページの日程第 11、報告第 53 号合併協議会専

門部会規程についてですが、役場の課長で組織し、専門的に協議、又は調整

するところではございますが、11 ページの記載のとおり総務部会と企画部会

が統合され、全部で 8つの組織に変更しています。続きまして、日程の第 12、

報告第 54 号合併協議会事務局規程について説明いたします。12 ページをお開

き下さい。第 3 条の組織は総務班、推進班、計画班の 3 つの班だったのを総

務班と推進班の 2班体制にしております。詳しい事務分掌については 14 ペー

ジに記載をしております。続きまして、16 ページの日程 13 報告第 55 号合併

協議会財務規程については、協議会の財務に関し必要な事項を定めています

が、特に変更はございません。ただ、第 7 条に会計年度終了後に監査委員の

監査を受けるようになっていますので、その際は、三好町の監査委員さんに

はまたよろしくお願いをしたいと思います。以上、非常に簡単ではございま

すが、日程 7から日程 13 までの報告とさせていただきます。 

 

川原会長   はいありがとうございました。ただいま報告事項として事務局から日程の 7

から日程の 13 までご説明を申しあげました。えー事務局が申し上げましたよ

うにこの件につきましては幹事会等々で検討し役員会で決定した項目につい

てのご報告ということでございます。決定事項でございますが、何かご質問

があればお受けしたいと思いますが。いかかでしょうか。よろしいでしょう

か。 

（異議なしの声あり） 

はい。それでは報告事項については以上で終わらせていただきたいという風

に思います。で、ただいまから協議事項に入るわけですがえー監査委員のお

二人には大変ありがとうございました。えー、一応あの傍聴席で今後もまた

見守っていただいてもいいんですが席をお移りいただきたいいう風に思いま

す。大変どうもありがとうございました。 

えーそれでは協議事項を進めて参りたいという風に思います。どうもありが

とうございました。えー協議事項の日程、順次進めていくわけですが 14 号の

協議第72号から日程の18協議第76号はえーこの内容として比較的あまり変

わっておりませんのでこの件につきましても日程の 14 から 18 まで一括上程

をいたしたいという風に思いますんでどうぞよろしくお願いを申し上げます。

それでは日程の 14 から日程の 18 まで事務局よりご説明申し上げたいと思い
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ます。お願いします。 

 

谷藤総務班員 えーそれでは先程同様、日程 14 から日程 18 まで一括しての提案ですが、基

本的には変更はございませんが、若干の再確認の意味でご説明させていただ

きます。まずご提案申し上げるのは、日程 14 協議第 72 号合併協議会会議運

営規程案でございます。18 ページをお願いいたします。これは規約第 10 条

第 3 項に基づくものでございます。まず趣旨でございますが、第 1 条にこの

規程は合併協議会の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものでございま

す。第 2 条ですが、会議は原則として公開いたします。ただし、委員の半数

以上の賛同がある場合には、公開しない事が出来るものといたします。第 2

項で会議の運営に際しては公平・公正な協議の推進に努めるものといたしま

す。第 3 条には議長等の責務というものが載っております。第 4 条には会議

の開会、閉会、これは議長が宣告し委員の皆様の発言については、議長の許

可のもと行っていただくという事が載っております。第 5 条の会議の進行で

ございますが、会議の議事は全会一致をもって進める事を原則といたします。

ただし、十分な議論を尽くした上で意見が分かれた場合は、出席いただいて

おる委員の 3 分の 2 以上の賛同をもって議事を進めるものといたします。第

6 条傍聴でございますが、先ほどございました様に、会議は傍聴する事が出

来るという事になっております。第 7 条は会議録の作成が義務付けられてい

るという事でございます。本日の会議におきましても、後ほど会議録を作成

いたしまして、それを公開して行きたいと考えております。第 8 条では会議

録署名という事で、先ほど 2名の署名委員の方を選任させていただきました。

第 9 条は会議録等の公開でございます。会議録、それから会議に提出された

文書、これは原則公開いたします。第 10 条には規律という事で、当然の事で

ございますが、会議中にみだりに発言したり、騒いだり、議事の妨害をして

はならないという事でございます。それから、会議場に於いて文書等を配布

する場合は、議長の許可が必要です。第 11 条には関係者の出席という項目で

ございます。以上でございます。続きまして、日程第 15 協議第 73 号、合併

協議会会議傍聴規程案について説明いたします。20 ページをお願いいたしま

す。趣旨、第 1条でございますけれども、この規程は三好町･三加茂町の合併

協議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものでございます。第 2条で、

議長は会場の都合で傍聴人の人数を制限できるという事にしております。第

3 条に、傍聴される方については、受付簿に記入をしていただき、傍聴章を
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本日の様にお付けいただく事になっております。第 4 条は、傍聴章は返還し

ていただき、お帰りの際、返還をお願いいたします。第 5 条は、傍聴席に入

れない者を列挙してあります。第 6 条は、傍聴人の守るべき事項を列挙して

おります。第 7 条は、写真、映画等の撮影、録音の禁止という事で、原則と

して写真撮影は禁止していますが、会長の許可を得た者は、この限りではあ

りません。第 8 条は、傍聴人の退場という事で、先ほど原則的に会議につい

ては公開なのですが、もしも非公開にするような議決があった場合は、申し

訳ないのですが、傍聴人には退場をお願いする事になります。第 9条、第 10

条については、傍聴人の方には、職員の指示に従っていただきたいという事

でございます。以上でございます。続きまして、日程の第 16 協議第 74 号、

合併協議会会議録等閲覧規程案について説明いたします。第 1 条は趣旨でご

ざいます。第 2 条は閲覧の請求で何人も閲覧の請求が出来ます。第 3 条は閲

覧に関する会議録等の規定でございます。第 4 条は閲覧の申し出、そして第

5 条で閲覧の場所及び時間を規定しておりまして、25 ページの記載の場所の

とおりで、執務時間内とするというものでございます。続きまして、日程の

17 協議第 75 号、合併協議会小委員会規程案について説明いたします。27 ペ

ージをお願いいたします。これは、規約第 11 条第 2項に基づくものでござい

ます。第 2 条といたしまして、協議会から付託された事項について調査、又

は審議するという事でございますが、残りの協議の時間を考えますと、小委

員会は設置が非常に困難に思われます。しかしながら、付託するような状況

になった場合の規程でございます。続きまして、日程の 18 協議第 76 号合併

協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程について説明いたします。28

ページをお願いいたします。第 1条という事で、これは規約第 19 条第 2項の

規程に基づいて必要な事項を定めるものでございます。報酬につきましては、

第 2 条委員等の報酬は日額 7,000 円とするものでございます。第 3 条の費用

弁償ですが、協議会の委員等が協議会の職務のために出張した場合について

は、費用弁償として旅費を支給いたします。以上、日程 14 から日程 18 まで

の協議事項につきまして、議決いただきましたら、12 月 14 日、本日から施

行という事でお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   はいありがとうございました。えーただいま協議事項として日程の 14 協議第

72 号から日程 18 協議第 76 号まで一括ご説明もうしあげました。順次皆様方

にご審議いただきたいと思いますがまず日程の 14 協議第 72 号合併協議会会
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議運営規定の一部改正についてこの案につきまして協議いただきたいとおも

いますが、この 72 号につきましてご意見、ご質問、ございますでしょうか。

ありましたら挙手をあげてお願いいたします。いかかでしょうか。ありませ

んということですか。 

（異議なしの声あり） 

えーそれでは 72 号についてはお認めをいただいたということでよろしいで

しょうか。 

（はいの声） 

はいありがとうございました。続きまして協議の第 73 号です。合併協議会会

議傍聴規程の一部改正についてこの案についてご意見ご質問賜りたいと思い

ますが。 

（異議なしの声あり） 

はいこの件についても異議なしというお答えをいただきました。ありがとう

ございました。つづきまして日程の 16 協議第 74 号です。合併協議会会議録

閲覧規程の一部改正についてこの案についていかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

よろしいですか。はい。次へいきます。協議第 75 号、合併協議会小委員会規

程の一部改正この案についてご意見をいただきたいと思いますが。 

（異議なしの声あり） 

よろしいですか。はい。順次行きます。日程 18 協議第 76 号合併協議会委員

等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正ということでございますがこ

の 76 号についていかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。まぁいろいろと前回にわたって協議いただいておりまして異議なしと

いうことでご意見いただきました。それでは確認をいたしたいと思いますが

日程の 14 から 18 協議第 72 号合併協議会会議運営規定から日程 18 協議第 76

号合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正については

この 5項目お認めをいただいたということでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。それでは項目かなりありますんで順次進ま

させていただきます。 

つづきまして日程の 19 協議第 77 号です。平成 16 年度合併協議会の補正予算

第 2 号についてご審議をいただきたいと思います。事務局よりご説明申し上
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げます。 

 

黒島総務班長 失礼します。総務班の黒島です。それでは日程 19 協議第 77 号。平成 16 年度

三好町・三加茂町合併協議会補正予算第 2号案についてご説明申し上げます。

30 ページをご覧ください。平成 16 年度三好町・三加茂町合併協議会補正予

算第 2 号は次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正第 1 条規定の歳入

歳出の総額は 3,146 千円減額し、歳入歳出それぞれ 21,633 千円とする。2.

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。平成 16 年 12 月

14 日三好町・三加茂町合併協議会会長川原義朗なお詳細につきましては事項

別明細書にて説明いたします。33 ページをお開きください。歳入歳出予算補

正第 2 号事項別明細書総括歳入左からいきます。負担金補正前の額 5,606 千

円、マイナス 1,275 千円、計 4,331 千円。県支出金 11,388 千円、マイナス

1,572 千円、9,816 千円。繰越金 5,784 千円、マイナス 299 千円、5,485 千円。

諸収入 2,001 千円、0円、2,001 千円、歳入合計 24,779 千円、マイナス 3,146

千円、21,633 千円。歳出運営費 16,798 千円、395 千円、17,193 千円。事業

推進費、4,981 千円、マイナス 641 千円、4,340 千円、予備費 3,000 千円マイ

ナス 2,900 千円、100 千円歳出、合計 24,779 千円、マイナス 3,146 千円、計

21,633 千円。次のページをお願いします。まず歳入の内訳でございますけれ

ども負担金を 1,275 千円ほど減額しております。これにつきましては規約の

変更によります構成町 4 町から 2 町への減により総額で負担金を減じており

ます。しかしながらあと残りの期間つまりあの 12 月 1 日規約変更後からこの

3 月までを三好町・三加茂町で構成していきます関係上そこに書いてありま

すように三好町であれば 1,357 千円から 1,879 千に 522 千円を三加茂町につ

きましては 1,796 千円を 2,452 千円に 656 千円を追加負担をお願いしようと

思っております。2 の県支出金の減額につきましてはこれも構成町の減少に

伴います総額予算額の減額によるものでございます。また次に歳出でござい

ますけど、歳出につきましては新事務所移転に伴う若干の経費を見込んでお

りますのと予備費について 2,900 千円ほど減額いたしております。これにつ

きましては今年度の予算見通しがある程度立ったということで減額といたし

ました。なお次のページ以降に規約変更後つまり 12 月 1 日以降 3月までの新

協議会予算について掲載しておりますので参考にしていただきたいと思いま

す。以上非常に簡単ではございますけれども補正予算の説明を終わらせてい
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ただきます。ご協議よろしくお願いします。 

 

川原会長   ただいま当合併協議会の平成16年度の補正予算第2号についてご説明を申し

上げました。詳細にわたって説明申し上げましたが、この件について何かご

質問・ご意見ございますでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議ないということですがよろしいでしょうか。はい。それでは日程 19 協議

第 77 号。平成 16 年度三好町・三加茂町合併協議会補正予算第 2 号について

も異議なしということでお認めをいただいたということにさせていただきた

いと思います。ありがとうございました。それでは続きまして日程の 20 に入

ります。協議第 78 号合併協定項目の削除について、この協議について事務局

よりご説明を申し上げます。 

 

平島次長   失礼をいたします。日程 20、資料の 39 ページでございます。合併協定項目の

削除についてでございます。合併協定項目でございますが、4 町でしており

ましたときの合併協定項目の 25 番、合併特例区の取扱いにつきましては、三

野町及び井川町が合併特例区の設置を希望するということでございまして、

第 17 回協議会に置いて「合併特例区の取扱い」として追加しておりましたが、

今回の規約改正により合併特例区を設置を希望する 2 町が脱退いたしました

ので、この協定項目の削除を提案するものでございます。以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   はい、この協議につきましては説明申し上げたように 4 町での協議のときに

井川町三野町が指定をしていただいきたいということで、合併特例区の設置

ということで追加項目として 25 番に入っておりました。今回 2町ということ

になりましたので、なおかつ両町ともこの特例区の設置については希望しな

いということでございますので、この項目については削除をしたいという案

件ですがいかかでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございます。では異議なしということでございますのでこ

の項目については削除をさせていただきます。ありがとうございました。そ

れでは次にいきます。日程の 21 です。協議第 79 号合併の方式について再協

議案ということでございます。説明申し上げます。 
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平島次長   日程 21 合併の方式についてでございます。40 ページでございます。合併の方

式について、三好郡三好町及び同郡三加茂町を廃止し、その区域を持って新

しい町を設置する新設合併いわゆる対等合併とする。という案でございます。

合併の方式には、新設合併と編入合併の 2 つがございます。新設合併は 2 町

を廃止し新たに 1 つの新しい町を置くという場合でございまして、対等合併

と言われております。もう一つの方式は編入合併といいまして、編入する町

の行政区域に編入される町の行政区域として加える合併でございまして、吸

収合併といわれております。本日提案しております新設合併の方式につきま

しては、2 町で一つのまとまりをもった「まちづくり」を進めていくという

上で、2 町が対等な立場で合併することによりそれぞれの優れた地域特性を

十分発揮して魅力あるまちづくりをするいうことが必要であるとの考え方に

基づいてご提案させていただいております。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

 

川原会長   協議第 79 号の合併の方式について再協議ということで提案をいたしました。

三好町及び三加茂町を廃止して新しい町を設置するということですが、新設

合併いわゆる対等合併するという案でございますがこの件についてもご意見

はないという風に思いますがどうでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。 

それでは協議第 79 号についてお認めをいただいたということにさしていた

だきたいという風に思います。続きまして日程の 22 です。協議第 80 号。合

併の期日についてこれも再協議案ですが、ご説明申し上げます。 

 

平島次長   日程 22 合併の期日について再協議でございます。41 ページでございます。合

併の期日につきましては、合併の期日は平成 18 年○月○日とする。といこと

で月日を空欄で提案させていただいております。次のページめくりまして 42

ページをご覧いただいたいと思います。42 ページのまず下の方から説明させ

ていただきます。「電算システムの統合に係る期間について」をご覧いただき

たいと思います。東部 4町で平成 17 年 4 月に合併すべく扶桑電通株式会社を

業者選定し電算の統合を進めてまいりましたが、今年 9 月上旬の井川町の脱

退決議を受け電算開発をストップさせております。この時点での残りの開発
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期間は 7 ヶ月となっておりました。今回三好町・三加茂町で合併協議をスタ

ートするに当たり必要な開発期間は、今申し上げました 7 ヶ月プラスこれま

で 4 町で開発を進めておりましたがその分を 2 町に手直しするために必要な

期間 3 ヶ月と最終のテスト期間 1 ヶ月、この最終のテスト期間 1 ヶ月という

のは実質の 4 町でしておった時の遅れておった期間ということでございまし

て、その 4 町でしておった時に分割発注ということでございましたが、発注

はちょっと待てということでございまして実際遅れておった期間 1 ヶ月の計

11 ヶ月、最低はこれから電算の統合にかかるということでございます。また、

42 ページの上の方に戻っていただきまして、合併の期日の候補として平成 18

年の 1 月 1 日、2 月 1 日、3 月 1 日の 3 案についてコメントをしております。

まず電算システムの開発でございますが、電算システムの開発を 4 町で進め

ておりましたが、現在、電算開発業務をすべてストップさせております。こ

れまでにかかった費用ということでございますが約 7500 万円となっており

ます。また、ちなみに今後 2 町で最終までの開発費用はどれくらいかかるか

ということで事務局の試算でございますが、今までの開発費用を含めて 2 億

円を超えてかかるだろうとの予想でございます。1 月 1 日の場合でございま

すけれども電算の開発は 1 月中に業者と調整し 2 月から開発を開始するとい

うことで合併確定前の開発のスタートとなります。それから 2 月 1 日も同様

でございまして 2 月中に業者と調整し 3 月から開発開始ということで合併確

定前の開発のスタートとなります。3 月 1 日の場合でございますが、電算シ

ステムの開発は 3 月中に業者と調整し 4 月から開発を開始するということで

ございまして合併が確定してからの開発のスタートということでございます

ので今申し上げました 2 億円という費用が無駄となることもないということ

でございます。また、あの電算開発業務の重要部分である税の統合作業これ

につきましても税の担当者が 1～3 月が非常に忙しい時期でございますけれ

ども、この上に電算の開発の作業を加えるということもなく業務が順調に行

えるということでございます。それから介護保険システムでございます。介

護保険につきましては三好郡 8 町村の広域連合で実施しておるということで

ございます。この場合 1 月 1 日の場合は三好郡広域連合の介護保険センター

の電算統合作業が 2 回となるということでございます。2 月 1 日の場合も同

じでございます。3 月の 1 日の場合は西部の合併と期日が合いますので三好

郡広域連合の介護保険センターの電算統合作業が 1 回で済むということで資

金的にも事務的にも効率化が図れるということでございます。それからその
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他ということで 3 月 1 日という時間をとっていただいた方が、合併までに調

整するとした協定項目の事項について十分調整の時間がとれまた、協議会の

方へも細かい点まで報告できるのかなと思っております。それからここには

書いてございませんけども、議会の新年度予算の審議ということでございま

すが、1月 1日、2月 1日の場合は 3月の定例議会に事務的な経費を中心とし

た骨格の予算を提案とするということになると思います。1月 1日、2月 1日

の場合でも政策的な予算の審議については 6 月の定例議会で町会議員の方々

に審議していただくとになると思われます。また 3 月 1 日の合併の時期でご

ざいますけれども、3 月 1 日の場合は町長の職務執行者が 3 月の定例会に義

務的な経費を中心とした骨格予算を提案するということになりまして政策的

な予算の審議はやはり 6 月定例会になると思われます。1 月 1 日、2 月 1 日、

3 月 1 日の 3 つの時期のいずれを取りましても、新町での新規事業など政策

的なものも含めた本格的な予算につきましては 6 月の定例会で審査していた

だくことになろうかと思っております。以上、合併の期日についてでござい

ます。よろしくご審議のほうお願いいたします。 

 

川原会長   はい。只今協議第 80 号の合併の期日について事務局より案を説明を申しあげ

ました。この合併の期日につきましては 18 回の協議会まで 17 年の 3月を 17

年の 4 月 1 日に変更したということですが、来年の 4 月 1 日を目指して協議

をしてきたわけです。で、今ご説明を申し上げたように電算システムの統合

も 9 月からストップをいたしております。で、新しく 2 町での出発というこ

とでございますのでこの統合システムの開発なり順次これの打ち込み等々を

考えると 10 ヶ月また調整期間を考えると 11 ヶ月かかるという説明でござい

ました。で、いまから準備をしていろんな予算的なもんも考えまして合併は

確実にできるという仮定のもとに1月から出発をいたしましても11月いっぱ

いはかかるということでございます。まぁ、最速を考えますと 12 月 1 日の合

併も考えられるんですが、正月をはさんでいかがなもんかということで今回

の案ということに関しましては 1月 2月 3 月、18 年の 3月までには実施をし

なければなりませんので、この 3 案を提案いたしております。どうぞひとつ

充分なご審議をいただいてこの合併の期日を決定いただきたいという風に思

います。どなたからでも、ご意見・ご質問賜りたいと思いますがいかかでし

ょうか。横関さんどうぞ 
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横関(秋)委員 6 番横関です。あのー今、事務局からのお話をお聞きしましたところ行政組

合との関係上やっぱし 3 月に合併できたのが一番いいんでないかというお話

だったと思いますので、私は迷いのない 3 月 1 日で 3 月で合併ができたらえ

えと思いますので私はそう思っております。ありがとうございました。 

 

川原会長   はい。三好町の横関委員さんからは 3 月でどうだというご意見をいただきま

したけど、この件については充分ご意見いただきたいと思いますんで、安藤

委員さんどうぞ。 

 

安藤委員   19 番委員の安藤でございます。わたしども 12 月定例会の開会日に全員協議会

を開きましていろいろ町長さん助役さんそして総務課長さんに話をいただき

ました。その中で今日、先ほど平島次長さんのお話にありましたように、電

算システムの統合の遅れなど 11 ヶ月かかるということでまぁ、17 年の 12 月

にはできるんでございますが、今三好郡で 2 つの合併協議会ございます。そ

ういった中で三好郡広域連合の介護の方の電算統合が 1 回で済むそしてまた

いろいろその利点と申し合わせがありまので、私ども三加茂町議会としてみ

なさんの意見を聞いたら 3 月 1 日がいいんでないかということで議会のほう

ではそいった意見でまとまっておりますので皆様方の学識経験者の委員さん

のご協力を得れればこの日程でいいんでないかと思いますんでよろしくお願

いいたします。 

 

川原会長   はい。議会の方がお二人発言されたんですが学識の方のご意見をお伺いした

いと思いますが。どうでしょうか。ご意見お願いいたします。 

秋田委員さんお願いいたします。 

 

秋田委員   事務局の方から今、いろいろご説明いただいた訳ですが、えーと一番事務的

にも効率化が図れるっていうんですか、18 年の 3 月 1 日っていうんが一応最

高でないんかと私自身はそういう風に思っております。以上でお願いいたし

ます。 

 

川原会長   あと、どうですか。はい前田委員さん。 

 

前田委員   14 番委員の前田でございます。私もあのただいま事務局からのご説明をお伺い
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いたしましてまずこの資料を受け止めたときから判断いたしましてもやむを

得ない事情がたくさんあるなぁということをまず知りまして、これは住民の

真実の声を思い浮かべてみますとやはり17年度の合併を期待していたものが

非常に多かったのではないかということを思います。それであの町長さんと

も合併説明会のころにはまぁ今年の 10 月頃ですねできるだけ、まぁ半年ぐら

いはえー電算とかいろいろの都合でどしても伸ばさざるを得ないと、でもそ

のうちなんとかまとめられたらいいなぁという話をお伺いしておりましたの

で住民の方もそんな気持ちはもっているかなと思います。できれば追いつめ

て 17 年度の 11 月 1 日にでもできたらいいかなぁとは思いますけれどそれで

は年度の途中でね、やっぱりいろいろな組織とか郡全体の動きとかいろいろ

考えましたら、無理だなということがわかります。そういう意味でいろいろ

なことをのっぴきならずにこういった電算都合とか介護保険とかその他郡全

体の動きそれからいろんな私たちも教育の経験がありますので教育会でも郡

が一つにまとまっていろいろ教育会、研修会とかね文化祭とかいろいろなこ

とやってきたわけですのでそれが途中で郡の中で変わるということは果たし

てどうなるのかなぁっていろいろな心配をしております。そんな意味でも年

度末で区切りをつけてすると世の中は安定しとるなということが感じます。

そういうわけでも 1 年延びたっていう事は非常に残念です。ていうのがあの

行財政のあの緊縮財政でねちょっとでも人件費を減らしてスリム化しようっ

ていうそしてちょっとでも負債を軽くしてね、もっと軽くなって行政がやり

やすくなるようにっていうそういう合併の最初の気持ちからしましても 1 年

早いほどいいなという風に考えておりましたがやむを得ずこういう形をとる

のが今後の方向としていいではないかなということをみんなで納得していく

ように私たちも町へ帰りましたら「協議会へおまはんでとったんだろ？なん

でこういう事になったんですか」って必ず聞かれますのでそういうことが気

持ちよく説明できるようにしたいと思います。ま、そういう意味で 3 月 1 日

が 1 番妥当かなという気持ちはあの理解できますけど、残念な思いがある事

をちょっと述べたかったのです。失礼しました。 

 

川原会長   はい。えーと順次ご意見いただいておりますがあとどうでしょうか。はい、 

安宅委員さん。 

 

安宅委員   これ、もう西部はもう決まっとんで？西部の合併期日は。3月 1日と。 
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（はいの声） 

まぁ、いろいろ事務手続きから実際に考えて年度の 3 月 1 日がええんだろう

と思いますが、まぁ私個人としては今のいきさつから 1 ヶ月でも早いほうが

ええんでないかなとそんな気持ちもするし、まぁそこらはご審議お願いいた

します。 

 

川原会長   はい。まぁあの来年の 4 月を目指していただけに残念だと、まぁできるだけ

早く進めていただきたいというようなご意見であろうかと思いますが。他に

どうでしょうか。はい。あと重田委員さんお願いします。 

 

重田委員   5 番の三好町の重田です。このまぁ 3 案でこられておるなかで私は常に 1 月

早々がいいんでないかいなと思っておったんですが、まぁ 2 ヶ月の違いで電

算システムの入力に 1 億近い金が余分にいるというようなことは非常に不経

済だということで 3 月 1 日、2 ヶ月の違いじゃけん 2 ヶ月、実際に 1 月った

って1日にはどっちみちできんだろけん1月 10日もなんりょったらもう2月

足らずになるんで違いが、ほんで 3 月 1 日に決定したらいかがですか。もし

反対の意見があるんなら裁決でもして。以上です。 

 

川原会長   はい。ありがとうございました。えーどうでしょうか。充分ご意見をいただ

きたいと思いますが。まぁあのできるだけ早くという思いは我々にも理解で

きるんですが、みなさん方のご意見としては 3 月というようなご意見が多い

ようですがあと、違ったご意見をお持ちの方おいでますでしょうか。どうで

しょうか。無いようですがまぁ意見として 3月 1日、18 年の 3月 1日が多い

ということなんですが、この日に決定をさせていただいてよろしいでしょう

か。まぁ前田先生なりまた、安宅さんからちょっと残念な思いがあるいうよ

うなご発言があったんですがまぁあの早くして1月ということでもまぁ40日

か 50 日の違いということでのご意見もございますんで 18 年の 3 月 1 日合併

ということでよろしいでしょうかね。 

 

（異議なしの声あり） 

       

はい。それでは 18 年の 3月 1日の意見が多数ということで当協議会が進めて

参ります三好町・三加茂町の合併につきましては 18 年の 3月 1 日と決めさせ
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ていただきます。今後またこれを受けて進めて参りたいという風に思います

んでどうぞよろしくお願いいたします。順次進めて参りましたが、1 時間 2、

30 分経過いたしましたのでここで 10 分間休憩をいたしたいと思います。小休

します。 

 

（休憩） 

 

川原会長   はい、えーそれでは休憩時間終えまして、協議再開をいたします。日程の 23

に入ります。協議第 81 号、新町の名称について再協議案ということでござい

ます。この件については東みよし町ということで東部 4 町の協議会では決ま

っておりましたけれどもこれも再協議をお願いしたいということでございま

す。事務局より簡単にご説明申し上げます。 

 

黒島総務班長 はい、それではあの日程 23、協議第 81 号新町の名称について再協議案。提案

内容といたしましては新町の名称は東みよし町とするとしております。次の

ページをお願いいたします。新町の名称につきまして再協議いただく上で以

下のように 3 つの方法を検討しようとして掲載しております。まず 1 点目と

いたしまして東部 4 町の協議会で決めておりました東みよし町をそのまま採

用するといった方法。これにつきましては検討項目は必要でないと思われま

す。次に 2 点目といたしまして前回徳島県内在住者を対象としまして募集を

行いました応募作品合計 2,357 件の有効作品がありましたけど種類としては

1,205 種類ございました。この場合には再選考の範囲といいますか、この

1,205 種類すべての中から選ぶのかあるいは三好町、三加茂町のみの応募者

の中から選ぶのかといった検討も必要ですし、また、選ばれた名称に対する

懸賞等の検討も必要になってくるかと思います。最後に 3 点目として新町の

名称を改めて募集する場合ですがこの場合にも募集・選定方法等の検討及び

名付け親賞等に対する懸賞の検討が必要になってきます。東部 4 町の協議会

の時には名称選定の小委員会を設置し詳細を議論してまいりましたが今回残

りのスケジュール等を考えますと時間的には小委員会の設置は難しいと思わ

れます。本協議会において早急に検討を行い 1番下に書いてありますように、

この年末年始休を利用して公募を行っていくという必要があると思います。

これらの事を考慮いただきまして新町の名称についてご協議をいただきたい

と思います。よろしくお願いします。 
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川原会長   はい、協議第 81 号の新町の名称について再協議案ということで事務局よりご

説明を申し上げました。この件については賛否両論あろうかという風に思い

ます。まぁ三加茂町でもいろいろなご意見を賜りましたし三好町においても

いろいろあろうかという風に思います。また、あのすでに表札をつくった方

もおいでるということで、もう変えんでいいんでないかというような意見も

ありますし、もう東はいらんぞともう三好町でええでないかというような、

もういろんな意見がございます。まぁあの一応再協議ということでございま

すんでここで充分協議をいただいてですね。まぁ日程的にもいま事務局が申

しあげたようにかなりきつい日程がございますんでそのあたりも含めてです

ね、皆さん方からご意見をいただいて決定をいたしたいという風に思います。

で、つきましては現在、決まっております東みよし町でこのままいくのか変

えた方がいいのかこの意見をいただきたいという風に思いますんで、どなた

からでもひとつよろしくお願いいたします。はい、藤本委員さん。 

 

藤本委員   4 番藤本です。三好町の議会といたしましては全員協議会の場でこの問題、出

まして、もう東みよし町で今後はいったらいいんでないかという、全員一致

でそういう決定をしたわけでございますが、と、申しますのも会長の方から

申しました、表札の問題、それから東みよし町というんが大分馴染んできと

るような感じがするんでないかと、東部 4 町の合併協議会以来で長いことに

なるんで東みよし町というんが馴染んできとるんでないかという意見もでま

して、できたらこのまま行きたいというのが三好町の意見でございます。よ

ろしくお願いをいたします。 

 

川原会長   はい、藤本委員さんから、まぁ、もうすでに馴染んどるというようなご意見

で現状でいいんでないかというようなご意見であられたと思うんですが、ど

うでしょうか他に、はい、安藤委員さん。 

 

安藤委員   19 番委員の安藤でございます。私ども町議会といたしましても全員協議会を

もちまして先ほどの期日、または名称お互いの任期の取り扱いについて協議

した中で今回新たに 2 町でスタートするので名前はもう一回公募したらいい

んでないかということで話がまとまっております。まぁ先ほどあの藤本議長

さんも申されましたように馴染んでおるという部分もあるかもしれませんし、
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また、そのすでに表札作っておられるという方もございますが、やはり新し

く 2 町が始まるんだから新しく、大変こう日程的には忙しく、正月休みを利

用してするようになるかも分かりませんがもう 1 度再公募をしていただきま

してきちっとした形で進んでいただいたらと思いますんで、よろしくご協議

をお願いいたします。 

 

川原会長   はい、重田委員さん。 

 

重田委員   今、安藤議長の再公募ええんでないかというようにおっしゃられましたがこ

の名称の 1205 種類このうちから長時間かけて選び出したのが東みよし町に

決定したと思います。会を重ねて重ねて重ねた挙げ句のこの名前だったと思

うんです。それで決定して大賞も渡したと、名付け親大賞も渡したとそうい

うなかで決定しておるのを新たに今度三好町と三加茂町がするんならまた名

前見直してもええけどやはりこれ 4 ヵ町村合併のままのできておるんで 2 ヵ

町村が抜けてその 2 ヵ町村の名前をとってつけた名前であったらこれ見直さ

なあかんという根拠もあるかしらんけど、その井川町にしても三野にしても

あそこの名前をとったわけでないんだから、やはりこのままいけるものなら

いたほうがええんでないかという感がするんです。やはりこれを公募すると

いうてもなんという名前が実際にあるかまた、議論を重ねて時間を費やした

だけ私は浪費するだけでないかというような感もするんで、そこらあたりも

まぁ会長の思慮が大変だろと思いますが考慮いただいたらと思います。とい

うことで東みよし町でいた方がよいというように私は思っております。 

 

川原会長   はい、現状でいいという意見でございますが。議会の方はそれぞれにあの議

会の全協でみんな相談されとるような感じですがあ、安宅委員さん、学識の

方もいろいろとご意見を。 

 

安宅委員   8 番の安宅です。三好町の議会がそう決まったというんですけど、議会の話で

あって私らはまぁ前回 4 町で決めたのはいかにもこう心に似合わん、気持ち

だけの話ですけどこれあのー、再、また改めて町民から募集どーしてもせな

あかんので、それともこういうとこで決定はでけんの？ 

 

川原会長   あの、結局応募いただいた中で選ぶという案になるんですか？ 
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安宅委員   また、新しい案でもかんまんけどこの委員ではでけんのですか。 

 

川原会長   それもあの、変えるんだったら変える、それを先に決めて頂いて、変えると

いうのであればその協議を十分にしたいと思います。 

 

 

安宅委員   まぁあの東みよし町でもええけんど平仮名を漢字に直すとかなんかこう私は

変えたいような気もするんですが。まぁご検討願います。 

 

川原会長   はい、順次意見をいただいておりますが。ほかにどうでしょうか。はい、槙

山委員さん。 

 

槙山委員   槙山ですけど。私としては、やっぱり東みよし町でもええとは思うんですけ

ど、やっぱり 4 町で決めた名前じゃきんやっぱり町民としてはもっぺん東み

よし町を含めて選考してもろたらと思います。以上です。 

 

川原会長   東みよし町を含めて変更というのは、それもよしとして含めて全体でもう一

度考え直すと。いうご意見ですか。はい 

 

川原委員   16 番川原です。 

 

川原会長   はい。川原さんお願いします。 

 

川原委員   私も本当は先ほどおっしゃったようにだいぶん馴染んできとるとは思うんで

すが、これ新たに 2 町で出発するんですが、新たに町民の方のやっぱりふさ

わしい、2 町にふさわしい名前を再募集してもいいんじゃないかという気が

いたすわけでございます。よろしくお願いします。 

 

川原会長   はい、横関さん 

 

横関(秋)委員 私はあの三好町議会でございますきに東みよし町でございますけんど、えー

非常に時間も銭も余裕もございませんので私できたらこの際にこの委員の中
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で裁決していただきたい、できたら今日決めたら徳島新聞にも、うまいこと

書いてくれるんでないかと思いますんで、そういうところご検討お願いした

いと思います。 

 

川原会長   はい、まぁあの委員の中でというご意見なんですが現状いろいろご意見をい

ただいて現状でいくのかまぁあの変えるのかそこら辺もこの中で決定してえ

えのかどうか。どうですか、あのみなさんこれおいでとんでいろいろご意見

を充分いただきたいと思うのですが。あと横関委員さんいかがでしょうか。 

 

横関(ヨ)委員 あの時間もございませんので東みよし町っていう『みよし』っていうやわら

かいあのひらがながとてもいいとは思うんですけれども長く馴染んで行くた

めには『みよし』っていうのを漢字に直したほうがいいんじゃないかなと呼

び名はこれでいいと思うんですけど。『みよし』を漢字にすればいいと私は思

っております。 

 

川原会長   あと、垂水委員さんどうですか。 

 

垂水委員   私も横関委員さんのように東みよし町でいいと思いますが、できたら漢字に

直してもらった方がいいと思うんですが。やっぱり『みよし』という漢字っ

ちゅうかね伝統もあるし三好郡だからその方がいいと思うんですが。 

 

川原会長   助役さんとばして田埜さん。いかがですか。 

 

田埜委員   13 番。新人田埜です。えー私もなんかその最初にちょこっとこう今回あった

問題でやっぱり新しい名前を募集して、したほうがいいんじゃないかなと思

っております。それで時間とか費用の関係、事務局の方で許すんならば 2 町

で募集をしてやればと考えております。以上。 

 

川原会長   2 町で募集をして選考するということですよね。あと前田先生もどうぞご意見

順次お願いしたいと思うのですが。 

 

前田委員   私はこの資料いただいたときから、どちらを選ぶべきかと大変悩んでおりま

す。というのも小委員会で責任を持ちまして名称小委員会をお世話させてい
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ただいておりました。ただいま東みよし町の名前で東部 4 町で新しく町を作

っていこうということで立てましたのでその名前を続けてもいいなという気

持ちはあります。でそれでも、今三好町の方から平仮名の『みよし』はどう

かなと漢字にして欲しいっていう願いがでましたが実はあれは三好町の方か

ら漢字は今の三好町を代表する名前になっては他の町村の方に馴染みがない

だろうとだから広い意味で平仮名にしてほしいと、いう希望がでまして、そ

のご意向をいれて平仮名になったと。柔らかい感じで三好町にこだわらず三

好郡の『みよし』を意味としては取り入れてそして全体の人達が含まれた名

前にした方がいいだろうというところで『みよし』を平仮名にした。ちょっ

と無理をしたところがありました。実際は。ま、そういうことで漢字がいい

なというのが、まぁそれについてちょっと今説明のなんて言いますか平仮名

を漢字に直す事についての説明をさせていただいた訳ですが、果たしてその

名前を引き継いで行くかどうかということなんですけど、私もあの正直な気

持ちとしては新しい 2 町のまとまりのある名前にしていけばいいなという気

持ちはあります。でも東みよし町の意味はやはり今の三加茂町と三好町を代

表する名前としてはふさわしい名前になっていると思っております。ただ三

野が抜けたのが非常に残念だなぁという気持ちがあるんですけれども、実際

あの名称委員会でたくさんの名前を扱ってきましてほんとにこの名前はいい

なというみんなが納得できるようなすばらしい名前というのは非常に難しい

という事を感じました。まぁそれで今どちらがいいということは私自身あい

まいで本当に申し訳ないんですが非常に悩んで苦しんでおります。もうちょ

っと考えさせてください。というのが、あのあれですね、新しくしたらいい

なという気持ちもあるんですが時間的な問題が今田埜さんからもでましたけ

ども、いけるかなっていうことと、募集しまして実際事務局サイドでの処理

が出来るかな、そういうことも少しまだ心配。それからまた費用もだいぶか

かりますね。まぁそういう事も考えまして東みよし町は本当にいかんのだろ

うかなぁともうちょっとこの名前についてみんなの検討していただいたらと

思います。 

 

川原会長   はい、もう少し検討ということですが、横田さん。どうでしょうか。 

 

横田委員   15 番の横田です。私も今本当に悩んでおるところではございますが、えー東

みよし町以外にですねいい名前があんだけの応募数のなかで相当絞り込んで
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ですねこれに対等するような、変わるような、あんまり名前がなかったかに

思います。だからあのー今の東みよし町という名称を含めて検討するんであ

れば、今の名前も含めて検討するという事にした方がいいんじゃなかろうか

と、んで納得してもらえるものはこれに対抗する名前が出てくるかという事

になると、なかなか難しいような気がします。今の東みよし町という名前の

方が聞こえがいいような何か他に名前がですね、みかわ町とかいろいろあり

ましたけれどもみのだ町もありましたけれどやっぱり東みよし町が一番ふさ

わしいような気がいたします。以上です。 

 

川原会長   はい、まぁあの検討するんであれば東みよし町を含めてと、もうかなり先ほ

どからも言われておるように東みよし町がまぁ定着っていいますか、そうい

った名前でいろんな協議もできておりますし、そういった話のなかで住民の

みなさんがたももう、頭の中に入ってきたというようなところがあろうかと

思います。あとご意見を述べられてないのは、鈴木さん述べられてないね。

はい、お願いします。 

 

鈴木委員   三加茂の 18 番鈴木です。えー私もこの東みよし町というのも大分馴染んでは

きてございますけれども、まぁあの今議会ではあの新たにということになっ

ております。もうこれ東部 4 町で東みよし町。ね。これを 2 町でこの名前で

いいのか悪いのかというのをまぁ町民に聞くというのを今後の、東みよし町

もおいて名前をほんで公募したら。これが残ってきたらこれか、だいたいも

う馴染んできたらこれになるかも分からんちゅうかなと思ってはおるんです

けど、まぁ今 4 町で決まったやつが 2 町でね、そのまま町民がっていう話に

いけるかということがちょっとね、心配です。 

 

川原会長   はい。まぁあのー東みよし町でいいのかどうかも住民のみなさん方に聞くの

を含めてまぁ公募するような形、ということですね。はいはいはい。 

えーあとはもうみなさんご意見いただきましたかね。はい、あ秋田委員さん 

 

秋田委員   小委員会の時にこの方の委員会に属さしてもらっとったんです。今前田先生

のほうからお話がありましたが三好町の方がこういった意見をと、平仮名と

こういったことでございましたが、えーと三好町として私入っておりました

がかなり謙遜してわたしも三好町いうのを平仮名にさしてもろうたような記
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憶があります。て、いいますのは他の 3 町に対して非常にそのなんていうん

ですか三好そのものが三好町、旧三好町そのものを横滑りさしたとそういっ

た意識がそこに出てきたんでは困るとこういったことで、まぁ中とった形に

なりましたが平仮名にさしてもらったような記憶があります。で、結論とし

てその東みよし町の名前っていうのはかなりの数の中から選考しまして、本

当に出てきました。さっき横田委員さんもでましたみのだ町とかね、そんな

名前も出ておりました。いわゆる名前っていうのは本当に親しみやすい町民

に親しみやすいっていいますかそれが第 1 でないかと思いますし、そしてま

た、その町名その親しみのあるその町名に聞くことによって、次に活力を生

み出すとこういった事も必要でないかと思います。そのために、まぁいろい

ろとその歴史的なものからあるいは遺跡であるとかあるいは観光地であると

かそういった自然の状態であるとか、いろんな事を勘案してまず前回は東み

よし町という名前に落ち着いたように私は思います。ですが、まぁ委員さん

方の中にその東みよし町、体制としては東みよし町悪くないんだ、と。だが、

何かそのひとつなんて言いますか古い 4 ヵ町村のそのまま引き継いだような

名前では困るんじゃないかという三加茂のご意見なんかがございましたが、

そうすれば漢字にすりゃひとつ落着しますわね。だから『東三好町』と漢字

にするとここで決めていただけたら私は両方のご意見満たすんでないかなと

こういうように思います。以上です。 

 

川原会長   はい、ご意見ありがとうございました。えー全員お伺いしたと思うんですが

これ、両論ともあるんです。まぁあの東みよし町でもいう考え方のかたも、

はい。 

 

重田委員   たびたびすんません。あのーやはり選考した時の1,205種類から選考して順々

に選考してきて決定出来んで委員会で、ほいで委員さんのみなの投票によっ

て最後決定したんです。ほなけん名前を決定するっていかに難しいかという

ことです。せっかくこれを決まっておるのをまた蒸し返してしたらこれまた

なかなか決まるもんでないでよこれは。それは時間も相当かかると思います。

そこらあたりをやはりちょっと考慮もしたり時間もない事じゃしえーまぁ三

加茂の議会のみなさんは選考し直したらええというようなご意見ですけど、

それをいよったらまた、そんなに見直さないかんのだったら、もう庁舎も見

直すかえ。というような事になっても困る。また位置がちょっと西すぎるで
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ないかいやと見直さんかいやと 2 町になったんやけん見直さんかいやとそう

いう風に次々いうていっきょたらこれ切りがなしになる。ほなきんまぁある

程度でやっぱり総体がもう今の名前でいいんでないかという空気のように聞

こえますんで私はもうここでなんだったら投票でもして決定しておいた方が

ええんでないかいなと思います。以上 

 

川原会長   はいはい。まぁそのひとつにはあの 4 町での協議だったと 2 町でまぁそこら

辺の切り替えがやっぱりなんらかの形で欲しいという意見でしょうしまぁ東

という分がやはりあの三好郡の東ということで西の方もいま池田市か阿波池

田市か三好市かということで討論されているというような事もあるんでその

まま東とというんについてもちょっとまぁご意見あったように私自身も思い

ます。んで、いろいろご意見あるんですが、三加茂町の議会のほうでいろい

ろ相談されとるんですがちょっと協議いただけますか。議会のほうで。ご意

見ございますか。はい。 

 

安藤委員   19 番の安藤委員でございます。えーいろいろこう確かにすばらしい意見をこ

う言っていただいたと思いますがやはりこれ新しい 2 町での町名となるとや

はりもう一度今 18 番の鈴木委員さん言われましたようにこの東みよし町い

れての町民に再度公募を入れて確認をしといたら一番ベターでないかと。私

は時間もかかるし多少なり費用もいりますが、両町の住民がそういった公募

してもなおかつ東みよし町でいいんでないかと数が出てきた場合にそれで進

めたらいいんでないかと・・・。私はちょっと確認をとっていただきたいと

いうような気持ちがあります。 

 

川原会長   はい、まぁいろいろと意見ございまいすが、これあのこのままいけばいいん

ですが、変えるとなったらちょっと今いう時間も結構かかりますんで間に合

わないというようなもう今決めておかないと。でもこの場でなんらかの形で

決定をいただきたいという風に思います。挙手等との判断になるんですが一

応割れそうな感じもしますんで、あとまた同数になればまた役員会のほうで

検討させていただくということでご意見いただいてよろしいですか。一応、

私と西尾町長さんと森委員さんは退きます。残る 16 人の委員さんの判断をお

聞きしたいという風に思いますが。西尾町長さんよろしいですかそれで。 
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西尾委員   はい。 

 

川原会長   はい。それでは 16 名の方にお伺いいたします。いいですか。もうご意見のな

かで。ね。よろしいですか。現状で東みよし町でいいと。あ、安藤委員さん

そういう事でよろしいですか。 

 

安藤委員   結構です。 

 

川原会長   よろしいですか。それではあの東みよし町のままでよいと思われる方、挙手

をお願いいたします。現状でです。はい。きちっとあげてください。1．2．3．

4．5．6．7．8 名。はい、それであと漢字でというようなお話もあったんで

すがこれで東みよし町というかたもおいでるわけですか。 

 

安宅委員   「東みよし町」は残したい、今までのあれ、ね、呼び名は残したい。 

ただ私らが思うのは、選考した中には三野も井川も入って一緒に選考しとる。

ほなけんちょっと・・・、ちょっとなぁ・・・。 

 

川原会長   まぁその意見も含めて東みよし町という名前もふまえてですねぇ、これも一

つの案として賛否をお聞きしながた公募するというような意見であろうかと

思うんですがその意見でと思われるかたはどうでしょうか 1．2．3．4．5．6

名ですね。はい今お伺いをいたしましたら、残るお二人はあのー東みよし町

で呼び名はいいとただちょっとまぁ変更いただきたいというご意見であろう

かと思うんですがそういうような事でよろしいでしょうか。はい。ほんでま

ぁ今お伺いいたしますとやはりもう現状でというような意見がまぁあの中で

多少変更というようなご意見のなかで東みよし町が 10 名とでまぁ公募を含

めて再協議ということが 6 名ということで現状東みよし町ということでいき

たいと思いますがそれでよろしいでしょうか。 

（拍手） 

はいそれでは東みよし町ということで続けていきたいという風に考えます。

ただ東みよし町でこのまま行くわけですが今その中に 2 名少し考えた方がい

いんでないかというようなご意見ありますが、それについてはいかがでしょ

うか。もう現状平仮名で東みよし町でよろしいでしょうか。よろしいですか。

安宅委員さんよろしいでしょうか。 
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安宅委員   ええ、それはもう多数決なので。 

 

川原会長   はいそれではいろいろ協議をいただきましたが名称につきましては現状まで

通して参りました東みよし町、三好については平仮名でそのままで決定をい

たしておりました名前をそのまま使用するということに決定をさせていただ

きたいという風に思います。ありがとうございました。 

えーそれでは次参ります。日程の 24 です。協議の第 82 号新町の事務所の位

置についてこの件についても再協議となりますが事務局よりご説明申しあげ

ます。 

 

谷藤総務班員 失礼いたします。それでは、事務局総務班の谷藤よりご説明いたします。45

ページをお願いいたします。日程 24 協議第 82 号新町の事務所の位置につい

て提案内容といたしまして、新町の事務所の位置は、三好郡三加茂町加茂 3360

番地（現在の三加茂町役場）に置く。 

（1）合併時までには、新庁舎は建設しない。なお、合併後、新庁舎を建設す

る場合は、新町において検討する。 

（2）庁舎の利用方式については、分庁方式を採用し、三好町に分庁機能を置

くとともに本庁舎及び分庁舎に総合窓口を設置する。以上 4 町の時とは変更

ございません。以前 4 町の時は、小委員会を設置いたしまして、計 6 回の会

議を重ね、住民の利便性、交通のアクセス、庁舎の面積、建築年数などで判

断を行いました。今回、2町になってもほぼ条件面は変わらないということで

すので、再協議よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   協議第 82 号新町の事務所の位置について再協議の説明を申し上げました。現

状決定しておりますことにつきましては三加茂町の役場に置くと、また新庁

舎については建設しない、また庁舎の利用方式については分庁方式を採用す

るということでございますがこの協議事項についていかがでしょうか。ご意

見・ご質問お願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

はい、異議なしというご意見が多数でございますので日程 24 協議第 82 号新

町の事務所の位置については提案どおりということで決定をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いします。つづきまして日程の 25、2 冊目に
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はいります。協議の第 83 号でございます。議会議員の定数及び任期の取扱い

についてこれについても再協議案ということでございます。充分ご協議を賜

りたいという風に思います。提案について事務局よりご説明を申しあげます。 

 

平島次長   失礼をいたします。日程 25 議会議員の定数及び任期の取扱いについてとい

うことでございます。資料は会議資料の 2冊目の方に移ります。46 ページで

ございます。よろしくお願いします。議会議員の定数及び任期の取扱いにつ

いて。議会議員の定数及び任期の取扱いについては、市町村の合併の特例に

関する法律、第 6 条いわゆる「定数特例」及び第 7 条「在任特例」の規定は

適用しない。 

（1）地方自治法第 91 条第 7 項に定める新町の議会の議員の定数については

16 人とする。 

（2）議会議員の報酬の額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例を

もとに調整する。 

ということでございます。47 ページをお開けいただきたいと思います。47 ペ

ージの方には三好町及び三加茂町の現在の状況が書いてございます。三好町

の方をご覧いただきますと法定定数が 18 人、条例で現在 14 人の定数という

ことで現員が 14 人ということになっております。任期につきましては平成 15

年 4 月 3０日から平成 19 年 4 月 29 日となっております。報酬額についてはこ

こに書いてある通りでございます。それから三加茂町の方でございますけれ

ども法定定数22人、条例定数が16人、現員が16人ということでございます。

任期については三好町と同じでございまして平成 19 年 4 月 29 日までという

ことになっております。報酬額につきましてはここに書いてありますとおり

でございます。議会議員の任期及び定数につきましては、合併特例法により、

旧町の町会議員が最高 2 年間そのまま新町の議員として在任する在任特例が

認められております。また、本来の議員定数の 2 倍まで議員の定数を増やす

事ができる定数特例という制度も認められております。県下の状況を申し上

げますと、取り扱いが決まったすべての合併協議会では在任特例を取って議

員の在任期間を延長しております。この協議会も三野町と井川町が脱退する

前の4町の協議会では53人の議員で在任特例をとることで合意しておりまし

た。今回、三好町・三加茂町の 2 町が合併する新町においては、これまでの

ような議員の任期及び定数について特例をとらないということでございます。

次に新町の議員の定数ででございますが、47 ページの下の方、4 参考という
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ところに資料を載せてあります。市町村の議員の地方自治法による上限の定

数がこちらに書いてございます。三好町と三加茂町が合併して新町になりま

すと人口が 16,199 人ということになり、議会議員の上限の定数が 22 人とい

うことになります。これにつきましても上限いっぱいとらないで、地方自治

法で定められたその議員の上限より6人減らして16人にするという案でござ

います。以上でございます。よろしくご審議の方お願いいたします。 

 

川原会長   はい、協議の第 83 号の議会議員の定数及び任期の取扱いについての案件でご

ざいます。これにつきましては両町の議会等もいろいろ協議いただいており

ます。まぁ一応そういったお話もお伺いし含めてこういった提案をさせてい

ただいておりますので、両町の議長さんも議会委員として出席をされており

ますんで両方の議長さんからいろんな件についてお話をいただいてその上で

協議をしたいという風に思いますんで藤本議長さんから現時点までのお話を

ちょっと賜りたいと思います。 

 

藤本委員   失礼をいたします。4番の藤本でございます。三好町議会といたしましては全

員協議会の場で前回在任特例を使うという事で住民のみなさんからいろいろ

ご意見を伺ったという事もありまして、設置選挙で定数は 16 名で行くんだと。

16 名というのは 1,000 人に一人の議員さんということでちょうどいま三加茂

町が今 16 名でございますので議員数が三好町の議員さんが全部なくなると

いうような事で、16 名でいったほうがいいんでないかということで決定をい

たしましたのでよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

川原会長   はい、安藤議長さんお願いします。 

 

安藤委員   19 番の安藤委員でございます。私ども三加茂町議会におきましても先般、全

員協議会を開きましてこの件について協議したわけでございます。そして東

部 4 町の時も三加茂町は設置選挙ということで進んでおりましたがやっぱり

4 町での中をとったというか在任特例を使いましたが今回は設置選挙で、定

数は 16 名でいいんでないかというので話がまとまっておりますのでご報告

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

川原会長  はい。ありがとうございました。ただいま両町の議長さんよりまぁ議会内の
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話ですがそういったご意見でまとまっておるというようなことでございます。

ついてはそういった形のなかで今回提案をいたしております。法律の第 6 条

の定数特例は使わない、また 7条の在任特例も適用しないなおかつ定員 22 名

のところを 16 名で出発をするということでございます。一応説明の通りでご

ざいますがこの 83 号の協議事項について、なおかつまた学識のみなさんから

もご意見があれば賜りたいと思いますがいかがでしょうか。槙山委員さん。 

 

槙山委員   えーと小選挙区は使わんといくんですか。 

 

川原会長   はい。あのー小選挙区うんぬんについてはこれを決定し今後また充分ご協議

をいただくということになろうかと思いますが。はい。ということでよろし

いでしょうか。いかかでしょうか。はいあの議会の方もここきちっと決定を

いただいておりますんでご説明のとおりでございます。はい、前田先生なん

かありますか。 

 

前田委員   異議はございません。一住民といたしましても只今のご説明いただきました

とおり決定いただくことは非常にありがたいことだと思っております。特に

今回ですね、合併期日が 1 年延びましたのでなおさら特例を使わないという

考え方には大賛成でございます。町民の方も町行政の立場からも本当に厳し

い行財政のなかでしっかり取り組んでいこうという姿勢がここに現れている

んではないかなという面で非常にあの大歓迎しております。住民としまして

は。それからひとつ欲張ったお願いがあるんですがこれまた厳しいお願いに

なるかもしれませんが報酬の件ですけれども、こう厳しくなりましたら本当

に行政側がね、しっかりと腹をしめてね、取りかかっているんだと姿勢を充

分に示す事が非常に大事だなということが痛切に感じております。そこで、

あのー調整方針の中で報酬額については現行報酬額および同規模の自治体の

例を元に調整するということが基本的に打ち出されていますが当然だなと思

いますけれども三好町と三加茂町と報酬額を比べましたら少し差があるよう

に思います。少々の差ですけれども出来れば低い方にあわしたということに

なれば町民はあーやっぱり取り組みの姿勢がちゃんとできてすごいなと、じ

ゃぁ住民もしっかり引き締めてね、町に協力してやろうという気持ちも出る

のかなということもありますのでそこらを調整して上限をこえないようにし

ていただいたら、なおありがたいなと思います。誰もよう言わないようなこ
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とを言わしてもらいました。切実なところのお願いでございます。希望です

ね。希望。 

 

川原会長   はい、ありがとうございます。あのー議員さんもこういった形でかなり踏み

込んだ判断をしていただいておりますんで、報酬につきましてもそういった

姿勢で臨んでいただけるという風に理解をしたいという風に思います。あり

がとうございました。それでは判決といいますか判断をいただいたいと思い

ますが協議第83号の議会議員の定数及び任期の取扱いについては提案通り決

定ということでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。それでは次へ参ります。日程 26 です。協議

第 84 号特別職職員の身分の取扱いについてを協議いただいております。ご説

明申し上げます。 

 

谷藤総務班員 それでは、谷藤よりご説明いたします。日程 26 協議第 84 号特別職の職員の

身分の取扱いについて。48 ページをお願いいたします。4 町時から変更はご

ざいませんが、若干説明させていただきます。特別職の議会議員や農業委員

会委員及び消防団員は、他の協定項目で協議いたしますので、それ以外につ

いて説明いたします。その設置、人数、任務、報酬等について法令等の定め

るところに従い、次の通り調整するという事でございます。町長、助役、収

入役及び教育長の任期については、法令等の定めるところにより、報酬の額

は現行の報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整をするとしております。

新設合併の場合に、町におきましては、町長、助役、収入役、教育長、それ

から各種審議会委員等の特別職の職員の方はすべて身分を失うという事にな

ります。したがいまして、新町において新たな選挙、又は、選任されるまで

は現在の 2 町長等の協議によりまして、町長職務執行者というものを定めて

おく必要になろうかと思います。次に 2 番目でございますが、教育委員会の

委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員及び固定資産評

価審査委員会の委員の数、任期については、法令等の定めるところによる。

報酬の額は、現行の報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整をいたしま

す。非常勤の特別職につきましては、法令で設置を義務付けられているもの

は、職務執行者が法律に定められた方法により選任しなければならないとい

う事になる訳でございます。教育委員会の委員、それから選挙管理委員会の
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委員、固定資産評価審査委員会の委員につきましては、町長職務執行者が法

律に定めた方法により選任しなければならないという事でございます。それ

から公平委員会については、現在徳島県に委託をしておりますので、新町に

おいても新たに委託するという事になろうかというふうに思います。それか

ら監査委員につきましては、経過措置等の法令の定めは特に規定されており

ませんので、合併する事によりともに法人格が消滅いたしますので、町長が

決まるまでは存在しないという事になります。そこで、職務執行者が町長に

代わって監査委員を選任できるかどうかという事になろうかと思いますが、

実例では町長の職務執行者は監査委員は選任すべきでないというふうになっ

ている様でございます。これは監査委員につきましては、選任につきまして

も、緊急性がないという事で、町長が選挙によって選ばれてから、その町長

が議会の同意を得て選任するという事になろうかと思います。3番目ですが、

その他の条例で定める特別職については、2 町すべて原則として統合し、そ

の他のものについては合併までに調整し、新町発足時より設置いたします。

人数、任期、報酬額は、同規模の自治体の例をもとに調整をして行きます。

次に 49 ページをご覧下さい。現在の特別職の任期と給料等につきまして一覧

表にしてございます。ご覧いただけたらと思います。以上でございます、よ

ろしくお願いいたします。 

 

川原会長   はい、協議第 84 号の特別職の職員の身分の取扱いについての説明を申し上げ

ました。現状の資料もつけておりますが今後また同等程度の自治体を元に調

整、なおかつまた先ほど前田先生からご意見ありましたように合併の意味を

踏まえていろいろ検討していくというご意見であろうかとお話であろうかと

思うんですが、この件についてどうでしょうか。何かご意見ございますでし

ょうか。どうでしょうか。ないですか。よろしいですか。 

（協議をしている）〈2０秒間〉 

はい。それでは特別職の職員の身分の取扱いについて協議第 84 号については

お認めをいただいたということでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。それでは協議第 84 号もお認めをいただいた

ということにさしていただきます。次です。日程の 27、協議第 85 号です。一

般職の職員の身分の取扱いについてをご協議いただきたいと思います。ご説

明を申しあげます。 
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谷藤総務班員 日程 27 協議第 85 号、一般職の職員の身分の取扱いについてですが、55 ペー

ジをお願いいたします。提案内容については、4 町時から変更はございませ

ん。資料はございませんが、若干提案内容を読む前に説明させていただきま

す。新設合併における関係市町村においては、市町村合併が行われた場合は

一般職の職員が勤務していた市町村の法人格が消滅する為、当該職員は失職

いたします。しかし、合併特例法において、合併関係市町村はその協議によ

り、市町村の合併の際、現にその職にある合併関係市町村の一般職の職員が、

引き続き合併市町村の職員として身分を保有するように措置しなければなら

ないと定められておりまして、協議会において関係町の一般職の職員を新町

の職員として引き継ぐ旨の取り決めを行う必要があります。よって提案内容

ですが、現に三好町及び三加茂町の一般職の職員であるものはすべて新町の

職員として引き継ぐ 

（1）職員数については、合併までに基本方針を協議し、その協議内容を参考

に新町において定員適正化計画を策定した上、定員管理の適正化に努める。 

（2）職員の職名については、人事管理及び処遇の適正化の観点から、合併ま

でに調整し、統一を図る。 

（3）職員の職階については、合併までに職名とともに職別職務分類を調整し、

統一を図る。 

（4）職員の給与については、適正化の観点から統一を図る。現職員について

は現給で移行し、合併後速やかに協議の上、格差是正に努める。 

というような提案内容でございます。現職員については、現給現在の給料で

移行し、合併後速やかに協議の上、格差是正に努めるという事ですが、両町

とも給与体系等は国に準じたものとなっておりまして、運用面のほうが若干、

差異がございます。そこで、合併後、職員の給与については適正化の観点か

ら統一を図る必要があります。又、現職員については、現給で移行する事と

いう事でございますが、給与体系等につきましては合併時までに調整する事

としております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   協議第85号の一般職の職員の身分の取扱いについてをご説明を申し上げまし

た。説明の要に現状新町に引き継ぐまたその後適正化計画等によりまして定

員管理を進めていくということでございます。この協議案につきましていか

かでしょうか。何かご質問ございますでしょうか。 
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（異議なしの声あり） 

異議なしということですか。どうでしょうか。他にありませんか。はい、そ

れでは異議なしというお言葉でございますので協議第85号の一般職の職員の

身分の取扱いについての議題につきましても決定をいただいたということで

よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。それではまだありますけれども 1 時間経過

いたしましたのでまた 10 分間休憩といたします。えー4時 10 分まで休憩いた

します。 

 

（休憩） 

 

川原会長   時間がちょっと早いようですが委員さんそろっておられますので協議を再開

いたしたいという風に思います。ここから日程の 28 にはいります。協議の第

86 号、事務組織機構の取扱いについてご協議いただきます。事務局よりご説

明を申しあげます。 

 

谷藤総務班員 はい、谷藤より説明いたします。 

日程 28 協議第 86 号、事務組織機構の取扱いについて。59 ページをお願いい

たします。提案内容といたしまして 

（1）現在の三加茂町に本庁機能として、総務・企画・福祉部門を置くととも

に、三好町には産業・建設・教育部門を置き、行政課題に迅速かつ的確に対

応できるよう整備する。 

（2）住民サービスが低下しないよう十分配慮した総合窓口を整備する。 

（3）附属機関については、合併時に調整する。 

以上が、提案内容でございます。（1）の下線を引いた部分が変更となってお

ります。詳細について説明を致します。60 ページの方をお願い致します。新

町事務組織機構図（平成 16 年 12 月 14 日現在案）という事で、先程提案内容

を説明致しました内容をより良くイメージして頂くため、参考資料として作

っております。まず、色分けについて、2町の本庁舎、分庁舎という事で、色

分けをしております。上から説明いたしますと、赤色が三加茂の本庁舎にな

りまして、町長、助役、収入役、いわゆる 3役を設置いたしまして、総務課、

企画課、住民課、税務課、福祉課、保健課それと総合窓口、その下に大藤連
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絡所、という事になっておりまして、少し下の方に行きまして、会計課、議

会と議会事務局、選挙管理委員会事務局と監査委員事務局という事になって

おります。次が青色が三好分庁舎でございますが、産業課、建設課、環境課、

水道課、商工観光課、国土調査課それと総合窓口、その下に教育委員会事務

局、学校教育課、生涯学習課と農業委員会事務局という事になっております。

他、黒字の部分については、今現在の場所という事で、保育所、母子生活支

援施設、給食センターということになっております。最後に、※印で課名等

については、今後の事務調整により変更する場合が有ります。という事を書

いてありますが、総合窓口についても、課なり、室と云ったような表記にな

ってこようかと思いますが、こちらについては、予算であるとか、そういう

所がまだ協議出来ておりませんので、現在は総合窓口という事にさして頂い

ております。この組織図については、今後、社会情勢の変化等もございます

ので、本日は現在案という事でお示しをさして頂いてます。次、61 ページを

お願い致します。こちらの方は、先程の総合窓口の業務内容案を示しており

ます。こちらの方についても、現在案という事で、まだまだ足りない項目も

ありますし、又、合併までに担当者会や電算統合の進捗状況等も踏まえまし

て、調整を行って行こうと思っておりますので、こちらについても、現在案

という事でご了解を頂きたいと思います。61 ページの上の方からですが、ま

ず総務担当という事で、本庁舎及び分庁舎間の連絡調整や分庁舎内の庶務、

他の担当に属さない受付、要望等の総合窓口に関する事、交通関係の受付に

関する事。次、税務担当という事で、税務については、課税関係はやはり統

一された均衡にある課税が望ましいという事で、課税業務については、本庁

の方で一括して行なうという事で、主に窓口サービスの各種証明の発行業務

等がメインであります。それと、土地台帳家屋台帳の閲覧保管に関する事、

ナンバープレート等の交付が有ります。次、会計担当と致しまして、現在役

場の出納課や、会計課の仕事という事で、公共料金の出納、税金の徴収事務

を挙げております。次、住民担当という事で、こちらについては、基本的に

は、今現在の住民課とほぼ変わらない業務内容となっております。各種戸籍

や住民票の写し、印鑑登録証明等の発行業務、国民年金や国民健康保険事業

に関する事という事になっております。次に、福祉保健担当という事で、こ

ちらの方は現在の厚生課であるとか、社会福祉課の業務ですが、こちらにつ

いては、受け付け、交付をメインとした仕事内容となっております。老人福

祉、母子福祉、児童福祉、心身障害者福祉に関する受付け、交付がメインで
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ございます。62 ページの方ですが、こちらは地域振興という事で、地域振興

に関する事、自治会組織との連絡調整に関する事、各種イベント、各種団体

に関する事、各種行政相談に関する事。次に環境担当という事で、粗大ゴミ、

家電リサイクルの受付けに関する事、犬の登録、死亡届に関する事。次、産

業経済担当という事で、観光案内に関する事、農業委員会関係事務の受付け

に関する事、各種産業関連施設の受付けに関する事、農林水産業関係の受付

けに関する事。次、建設担当という事で、道路、橋梁及び河川の管理に関す

る事、町営住宅の管理に関する事。次、水道担当という事で、水道給水の名

義変更、脱退届に関する事、水道料金の出納、漏水等の受付けに関する事、

下水道、浄化槽の使用料金等の出納に関する事、という事でございます。た

だ、冒頭に申した通り、こちらの業務内容についても、人事であるとか、予

算の配分等も合せて協議をしなければいけないという事で、現在案という事

でお示しをさせて頂いております。また、2町になりましたので、各庁舎にな

い業務の貼り付けでいいのではないかというような考えもあります。次に、

63、64 ページにかけまして、今、現在 2町の役場に設置しております。付属

機関を横並びにしております。付属機関とは、行政事務を行う機関がその内

部の他に必要と認めて設置する機関を云いますが、調査や調停、審査等を行

う為に設置される審査会や審議会等を云います。よって、新町に各部所が設

置されまして、必要と認めた時に設置する機関でありますので、調整方針と

いたしましては、合併時に調整するという事にさして頂いております。以上

で説明を終わります。 

 

川原会長   はい。協議の第86号の事務組織機構の取扱いについてを説明申しあげました。

なお説明にもありましたように三加茂町に総務・企画福祉部門ということで

すが三野町に予定しておりました福祉部門が三加茂町にそしてまた三好町に

産業・建設・教育部門ということですが産業と教育部門、井川町に予定して

おりました部門が三好町にということでございます。で、あと各課の業務内

容についてもご説明を申しあげました。で、えー今後こういった組織が決定

ということになりますとあと事務局も言っておりましたように人事等いろい

ろと協議が進みます、で人事のなかで多少この内部について変更があるとい

う可能性もございますんで、その点についてはご了承いただきたい、現時点

ではこういった両庁舎に分けてそれぞれの課を置きまた、人事をする。業務

内容も説明のとおりという事でお認めをいただきたいという風に思いますが
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いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

提案のような方法でよろしいでしょうか。あ、前田先生。 

 

前田委員   すいません。ちょっと質問させてください。60 ページの事務組織機構図のと

ころでございます。今、組織のスリム化を計る事が大切な時期と思っており

ますが、教育委員会の組織なんですけれども、いままで三好町と三加茂町で

は少しその組織が違っていたかなと思います。ていうのは教育長の下の次長

ですけれども三好町には教育次長さんが只今も活躍なさっておられます。で、

三加茂町では教育長の下に学校教育課、生涯学習課の課長さんがおりまして

学校教育の関係と社会教育全体のものと分けてされておりましたので非常に

合理的に組織化されていたと思います。そこであの、今度 2 町になりまして

も 16,000 いくらとそんなに大規模になるわけではありませんので教育次長

の立場がどうしてもここへ位置づけされた理由をご説明いただけたらと、次

長さんの必要性というかね。それがなくてもいけるのかなとそこら辺のご検

討願いましてできるだけスリム化をして今まで以上に広げないと三好町では

教育次長と生涯学習課長というふうになっておりましたようですねこれで見

ましたら、それで三加茂町ではもう次長がなくていけていたと、今までね、

そういう事から判断しましてそれを位置づけがどうしても必要な、なかった

らやりにくいんだという理由があるのかなと思いますが。そこら辺、まぁ再

検討していただいたらと思います。 

 

川原会長   この次長制度については特別なあれはないということです。事務局に確認し

ますと。ただ現状で次長さんをおいてます。でまぁ三加茂町はないんですけ

ども一応人数といったそういった組織も増えますし学校関係もそれだけ多く

抱えるということで現状在任しておるなかでこういった組織を提案しており

ます。でまぁ、前田先生の言われること充分わかるんですけども、一応ご意

見をまた反映させていただいて今後の協議のなかでまた決定をさせていただ

いたいという風におもいますが、それでよろしいですか。はい、秋田先生。 

 

秋田委員   今お話がありました次長さんですが、三好町の場合現実が現在は次長が学校

教育課長を兼ねとる訳です。で、ここらの決まりっていうのは教育委員会規

則の中にちゃんと各町村で決めているはずなんです。ですから今後合併した
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場合に新しい教育委員会でそういった事についてこれに基づいて組織が作れ

るんでないかなとこういう風に思います。一応現在は教育委員会の規則の中

にちゃんとそのことが載っておりますので。 

 

川原会長   今、秋田委員さんから説明がありましたように、まぁあのそういった規則の

なかで決まっておりますし、お話によりますと、課長さんと兼任という事に

なっとるようでございます。まぁそういったような事も含めて今お話のよう

にまた教育委員会等々で充分ご協議をいただきたいという風に考えておりま

す。ほかにどうでしょうか。ご意見・ご質問ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

えーそれでは協議第 86 号の事務組織機構の取扱いについてはこういったこ

とでお認めをいただいたということにさしていただきたいという風に思いま

す。次へ参ります。日程の 29 協議の第 87 号です条例・規則等の取り扱いに

ついてを協議いただきたいと思います。事務局より説明お願いします。 

 

逸見推進班員 えーそれでは 65 ページをご覧ください。条例・規則等の取扱いについて説明

をいたします。読ませていただきます。 

（1）2 町が差異なく制定しているものについては、原則として現行の例によ

り統一する。                                                               

（2）2 町で差異のあるもの及び 1 町にのみ制定されているものについては、

合併協議会での確認事項に基づき、いずれかの例を基本に調整・統一する。       

（3）条例・規則等の制定にあたっては、新町における住民生活及び事務事業

に支障をきたさぬよう、次の区分により整備するものとする。                   

ア 新町発足時に町長職務執行者の専決処分及び職権により、即時制定し施

行させるもの 

イ 旧町で施行されていた条例・規則等を、引き続き暫定的に施行させるも

の    

ウ 新町発足後、漸次制定し施行させるもの                                 

エ 失効するもの                                                         

となっております。4 町の時の記述から比べまして 4 町という記述を 2 町に

置き換えまして、一部の町という記述を 1 町に変更しております。下線のと

ころでございます。後につきましては 4 町のときとほぼ同じ提案内容となっ

ておりまして 66 ページ以降に 2町の条例・規則を列記いたしております。条
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例・規則等につきましては、約 500 種類程ございまして、徐々に調整作業を

進めていたところでございますが、9月以降作業が中断しておりまして今後合

併協議の大半の調整が整い次第作業を再開したいと考えております。以上、

ご協議をお願いいたします。 

 

川原会長   はい、87 号の条例・規則等の取り扱いについてということですが今、事務局

よりご説明を申しあげました。まぁあの 1・2につきましては 4町が 2町にな

ったということでございますし、また 2 号につきましては 2 町で差異のある

ものを及び 1 町のみにというこの下線がある分についての変更ということで

ございます。なお内容につきましては 3 番目に専決処分及び職権により、即

時制定し施行させるものとかまた、引き続き暫定的に施行されるものとかま

た、新町発足後、漸次制定し施行させるものそして失効するものというよう

な内容等でございますが、この中身今申し上げたように 500 前後あるという

ことですが、まぁ方向を向けていただくということであろうかと思いますが

この件についていかがでしょうか。まぁあの一応、順次協定項目について協

議いただいとるわけですがあの 3 月までに申請をする分についてどんどんと

協議進めていただきます。その後またこういった中身について合併までに順

次まぁ協議をして決定をしていくという事になろうかと思います。まぁ今日

の提案といたしましては先ほど申しあげたようにこういった方向で決定して

いくというような事であろうかと思いますんで。どうでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

よろしいですか。はい。それでは、条例・規則等の取り扱いについて協議第

87 号にですがこういった方向で提案通り決定をさせていただきたいという風

に思います。次に参りますが、3冊目に入ります。日程の 30 です。協議第 88

号公共的団体等の取扱いについてをご協議いただきます。これについても事

務局よりご説明を申しあげます。 

 

竹谷推進班長 竹谷より説明させていただきます。公共的団体等の取扱いについてという事

で、84 ページに提案内容を掲載しております。第 5回の協議会時に確認いた

だいた内容と変わっておりませんが、読み上げさせていただきます。新町の

速やかな一体性を確保するため、それぞれの団体の実情を尊重しながら、統

合整備について次のように調整に努める。 

（1）共通の目的を持った団体は、できる限り合併までに調整し新町発足時に
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統合するよう調整に努める。 

（2）共通の目的を持った団体で、現状では新町発足時に統合することが難し

い団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努める。 

（3）共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に

向けて検討が進められるよう調整に努める。 

（4）独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとし、団体の自主

的な判断に委ねる。 

ということで、再協議案として提案させていただきます。なお、85 ページか

ら 98 ページまで、2町を対照にした資料をつけております。商工会につきま

しては将来の統合に向けて協議が行われるよう調整に努める。それから社会

福祉協議会につきましては法令の中で 1 町 1 社会福祉協議会という風に定め

られておりますので新町発足時に統合がなされるように調整に努める。それ

から消防団につきましては新町発足時に統合するようにつとめるといったよ

うな内容になっておりますし、その他関連団体につきましての調整内容も、4

町時代のものと変わっておりませんので、資料を見ていただくということで、

説明を省略させていただきます。以上です。よろしくお願いします。 

 

川原会長   はい。協議第 88 号公共的団体等の取扱いについてをご説明申し上げました。

これにつきましては前回ご審議・ご決定をいただいたものと差異はございま

せん。また、中身についても今、商工会なり社会福祉協議会なりの方向付け

についてご説明申し上げたということでございますが、この件につきまして

何かご意見ございますでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしということですがよろしいですか。前田委員さん何かございますで

しょうか。 

 

前田委員   すみません。お願いが一つございます。えーっと、100 ページから 101・2・3

と続きますが補助金・交付金の取り扱いなんですけれどもこの資料は今まで

の協議会に出されていた資料だと思いますが、平成 16 年度で三加茂町の 

 

川原会長   先生ちょっと、あの、それ、あとの 

 

前田委員   ページをめくっておりましたらそのことが気になりまして失礼いたしました。 
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川原会長   はい、あのー98 ページまでのご審議ということで、はい。 

（異議なしの声あり） 

異議ないですか。はい。それでは協議第 88 号公共的団体等の取扱いにつきま

しても提案どおり決定をいただいたということにさしていただきます。続き

まして協議の第 89 号です。補助金・交付金等の取扱いについてをご協議いた

だきます。説明申し上げます。 

 

竹谷推進班長 推進班の竹谷から説明をいたします。まず、99 ページの提案を読み上げさせ

ていただきます。補助金・交付金等の取扱いについて各種団体への補助金・

交付金等については、従来からの経緯及び実情等に配慮するとともに、各協

定項目における調整方針に基づき、下記のとおり調整する。 

（1）2町で同一あるいは同種の補助金等については、できる限り関係団体の

理解と協力を得て、統一の方向で調整する。 

（2）独自の補助金等については、従来の実績を尊重し、町域全体の均衡を保

つように調整する。 

（3）整理及び統合できる補助金等については、統合の方向で調整する。 

ということでございますが、下線の部分が第 15 回協議会時に確認いただいた

語句と変わっております。と申しますのは第 15 回ということで当時すでに各

協定項目の中で一部、確認された方針がありましたのでそれについてはその

方針に従うというような文言にしておりましたが、今回の再提案につきまし

ては 2 町になって最初でございますので少々言い回しを変えさせていただい

てまず今後調整方針案の元に各協定項目において調整方針を再度だしていく

という風な形に変えさせていただいております。100 ページから 105 ページま

での間、2町の対照資料及び 15 年度の金額を記載しております。これについ

ても前回確認いただいた資料から変更をしておりませんのでよろしくお願い

いたします。以上です。 

 

川原会長   はい、「補助金・交付金等の取扱い」についてをご説明申し上げました。あの

この分については括弧内に記してあるように方向付けするということでござ

います。まぁ、ただいろいろとこれ 15 年度の実績でございますので 16 年度、

予算の厳しくなったとこで多少変更のあったところもあろうかという風に思

います。で、この件についてご審議いただきたいですが、前田先生先ほど、
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言いかけた分先お願いします。 

 

前田委員   すいません。失礼しました。先ほど補助金・交付金についてのお願いという

ことでもうしあげておりましたんですが、これ 15 年度の資料ですので現在と

多少違う面があろうかと思います。16 年度なりまして例えば三加茂町の共有

会費は 0 になりました。それからあのー、フラワーロード、あっフラワーロ

ードじゃなくて、コーラスについての補助金も削減されているようですし、

全体的に見直しということで三加茂町ではすべて減額されているような気が

します。まぁそういう点で非常にやむを得ない方向だなと理解しております。

それで、まぁ実績を勘案しましてバランスのとれた調整をしていただいたら

ということ抽象的ですがお願いしたいなと思いました。それから、あのこれ

は今までの実績をもとにした補助金ですので例えば新しく出来ているボラン

ティア活動などにつきましても今後要請すればそういう事の対象になりうる

のかどうか、そこらは新しい年度に変わりまして加えていただける可能性も

あろうかなと思います。例えば、子育て支援活動とかねいろいろありまして

あのーボランティア活動があちこちで実施されていますので、そういう面に

ついてのご配慮もいただけるのかなということを今考えておりますので是非、

お考えいただけたらありがたいなと思っております。以上です。 

 

川原会長   まぁあのお話のようにいずれにおいてもやはり補助金等についてはもう町の

財政厳しいなかで、削減・カットの方向にあろうかと思います。ただもうこ

ういった合併のひとつのきりがありますんで新しい組織についても検討させ

ていただきたいという風には考えております。まぁ、方向としては全体に金

額はだんだんももう少なくなっていくんではないかというような思いはあり

ますけれど。えー補助金・交付金等についていかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

よろしいですか。えーそれでは第 89 号についてもお認めをいただいたという

ことでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい、ありがとうございました。それでは次参ります。協議の第 90 号です。

慣行の取扱いについてをご協議いただきます。これについても事務局より説

明をお願いいたします。 
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逸見推進班員 推進班の逸見です。106 ページをご覧ください。慣行の取扱いについて説明い

たします。慣行の取り扱いについて 

（1）町章については、新町発足時に制定する。                              

（2）町民憲章及び町の花・木・鳥・歌については、新町発足後、速やかに制

定する。  

（3）シンボルマーク及び宣言については、新町発足後、速やかに検討する。    

（4）表彰については、新町発足後、速やかに調整し制度化を図る。            

（5）姉妹都市については、現行のとおり新町に引き継ぐ。                    

（6）町の行事については、原則として現行どおり新町に引き継ぐ。ただし、

調整が可能なものについては、これまでの町の歴史や伝統文化等を考慮し、

新町発足後、速やかに調整する。 という風な内容となっております。前回か

らの変更点といたしましては、井川町のキャラクターマークに関する記述が

ございましたので削除いたしました。また、（5）姉妹都市につきましても、

井川町のアメリカのタクイラ市を取り除きまして、今回の提案の中身につき

ましては三好町の提携先である、香川県のさぬき市の旧大川町にですね、そ

こについての提案となっております。その他につきましては、4町のときと同

じ提案となっております。以上、ご協議をお願いいたします。 

 

川原会長   はい、慣行の取扱いについてのご説明を申しあげました。取り扱いについて 1

号から 6号までの方針でいきたいと思いますがいかかでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

よろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

はい。それでは協議第 90 号、慣行の取り扱いについてもお認めをいただいた

ということにさしていただきたいと思います。次に参ります。日程の 33、協

議の第 91 号です。介護保険事業の取り扱いについてをご審議いただきます。

えー説明お願いします。 

 

竹谷推進班長 推進班竹谷より説明いたします。111 ページの提案を読み上げさせていただき

ます。介護保険事業の取扱いについて。介護保険事業については、制度の重

要性を踏まえつつ、みよし広域連合で作成された介護保険事業計画を基本に、

次のとおり調整する。 

（1）介護保険事務 
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ア みよし広域連合での共同処理事務については、新町においても引き続き

共同実施できるよう構成町村と協議し調整を図る。 

イ 国民健康保険加入の 2 号被保険者の税率及び納期等については、国民健

康保険税条例等の規定に基づき合併までに協議調整し、新町発足時より施行

する。 

ウ 各町で実施している事務事業については、合併までに調整し、新町発足

時より施行する。 

（2）介護保険給付 

ア 介護保険給付（居宅・施設サービス）については、介護保険制度により

実施されており 2町に差異がないため、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

イ 社会福祉協議会実施サービスについては、新町におけるサービスの低下

及び地域格差が生じないよう、民間事業所との調整を図りながら、住民福祉

の向上及び充実のため、従前のとおり支援する。 

以上でございます。これにつきましても、第 5 回の協議会時に確認いただい

た内容と変わっておりません。112 ページから資料をてけておりますが、右端

の具体的調整方針欄、下側に下線部をつけた部分がございますが、「国民健康

保険税の規定により、合併までに協議調整する。」とさしていただいておりま

す。以前はこれが「合併までに協議調整し、新町発足後早急に設定する。」と

してありましたがこういった新町発足までに調整するという言葉に、直させ

ていただきました。なお率等、それから納期等につきましては国民健康保険

税の調整のなかで実際の数字を今後提案させていただこうと考えております。

方針ということでよろしくお願いいたします。以上です。 

 

川原会長   はい。91 号介護保険事業の取り扱いについてを説明申し上げました。この件

についてはご存じのように三好郡 8 町村で広域事業として行っております。

つきましてはいま単独で 2 町が広域の方へいろいろとやっとるわけですがこ

れをひとつになった時点でもう同じような方向で広域の中で運営するという

ことであろうかという風に思います。あとまた国保関係の調書なりいろんな

その率については後ほどまた提案させてさせていただくということでござい

ます。介護保険事業の取り扱いについていかかでしょうか。こういった方向

でよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい、それでは異議ないようでございますので協議の第 91 号、介護保険事業
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の取り扱いについてもお認めをいただいたということにさしていただきたい

と思います。続きまして 92 号です。広域連合・一部事務組合の取扱いについ

てをご協議いただきます。事務局よりご説明申し上げます。 

 

逸見推進班員 それでは説明をいたします。118 ページをご覧ください。広域連合・一部事務

組合についてでございます。 

（1）みよし広域連合については、合併後も引き続き、当該広域連合に加入す

るものとする。                                                             

（2）三好郡東部火葬場管理組合、三好郡環境衛生組合、徳島県市町村総合事

務組合及び徳島県町村議会議員公務災害補償等組合については、合併後も引

き続き、当該一部事務組合に加入するものとする。                             

（3）公平委員会の事務委託については、合併の前日をもって 2町での契約を

廃し、新町において現行の事務規定規約の内容により徳島県と締結する。         

というふうな文言となっております。119 ページをご覧ください。みよし広域

連合についてでございますが、4町時の提案の時は引き続き広域連合に加入す

る場合におきまして手続き上、合併の前日をもって一旦脱退をしまして合併

の日に改めて新町として加入する必要がありましたが今回の合併特例法の改

正によりまして広域連合や一部事務組合もそうなんですけれども規約変更等

を行うことで、引き続き広域連合や一組に加入することができるようになり

ましたのでこれを受けての文言の修正ということでございます。そういった

ことで合併後も引き続き当該広域連合に加入するものとするというふうな文

言にしております。以下 120 ページの三好郡環境衛生組合、121 ページの市町

村総合事務組合それから 122 ページの徳島県町村議会議員公務災害補償等組

合をすべて合併後も引き続きというふうな言葉に代えさせていただいており

ます。それから 123 ページにあります三好郡の東部火葬場の件につきまして

前回東部 4 町でこちら火葬場の一組を構成しておりましたが今回の構成町村

の変更に伴いまして前回は新町の東みよし町の事務事業として引き継ぐとい

う文言だったのですがまた、改めまして一組を存続させるということでござ

いまして他の一組と同じような合併後も引き続き加入するという風な言葉に

代えさせていただいております。それから次のページの公平委員会の事務委

託の取り扱いにつきましては 4 町という記述を 2 町という風に変えさせてい

ただいております。以上です。 
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川原会長   協議第 92 号の広域連合・一部事務組合の取扱いについてをご説明を申しあげ

ました。あのこの広域連合なり一部事務組合につきましては現状通り継続と

いう方針でございます。これについては問題はないと思いますがいかかでし

ょうか。何かあれば。 

（異議なしの声あり） 

異議ないということでございますんで現状通り引き継ぎます。第 92 号も原案

通り可決決定ということでさしていただきます。えー最後の協議になります

が第 93 号電算システム事業の取扱いについてをご協議いただきます。事務局

よりご説明を申し上げます。 

 

逸見推進班員 それでは説明させていただきます。125 ページ、電算システム事業の取扱いと

いうことで読まさせていただきます。電算システム事業については、住民サ

ービスの低下を招かないよう、合併までに電算システムを調整し、新町発足

時より統一し運用する。ただし、単独処理業務システム及び住民サービスに

影響が少ないシステムについては、旧町のシステムをそのまま運用し、統合

の必要が生じた時点で調整する。という風な提案になっております。その下

に合併までに調整し、新町発足時に統一し運用するシステムといたしまして、

住民基本台帳システム以下 22 の電算システムを列記しております。前回とま

ったく同じ内容でございます。これらのシステムにつきましては、先ほど説

明もありましたように業者と電算統合業務の委託契約を締結しまして、統合

作業を進めて参りましたが 9 月以降こちらも作業が中断しておりますので先

ほど合併の期日が決定されましたので、その期日までの統合を目標に作業を

進めて参りたいと思っております。以上、ご協議をお願いいたします。 

 

川原会長   はい、電算システム事業の取扱いについてをご説明を申し上げました。この

システム事業の取扱いにつきましては基本的に住民サービスの低下を招かな

いように合併までに調整ということでございます。この内容等、前回説明し

たものと同じということでございます。今後また、もうすでにお正月でござ

いますから、年を明けていろいろとメーカーさんなりと相談をしながら準備

に入りたいという風に考えております。この協議第 93 号について何かご意見

ございますでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

よろしいですか。 
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（異議なしの声あり） 

はい、それでは協議の第 93 号電算システム事業の取扱いについてもこういっ

た形でご認定をいただいたということにさしていただきたいと思います。え

ーみなさんのご協力で協議事項については以上ということでございます。あ

りがとうございました。えーその他に入りたいと思いますが今回かなりの数

の協議をいただきましたが、まだあと予定をしております 2 回の協議会につ

いてもかなりの項目もございます。で、今後の次の協議会の日程を決めるに

つきまして事務局よりちょっといろんなスケジュールについてご説明を申し

上げたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 

谷藤総務班員 失礼します。本日配布しております、資料 1 という資料の 2 ページをお開け

ください。2ページ、3ページに渡りましてカラーでスケジュールを書いてお

ります。2 ページのほうが 12 月と 1 月、3 ぺージが 2 月と 3 月いうことでス

ケジュールになっておりますがまず、色分けといたしまして黒字が決定して

いる予定でございます。で、青字で書いてありますのが予定ということでご

ざいます。で、表の半分から左が協議会に関する予定表で半分から右が三好

町・三加茂町の予定となっております。本日 12 月 14 日第 19 回の合併協議会

が終了いたしますとその後 1 月に 1 月の 25 日あたりに次の第 20 回の協議会

と予定をしておりました、で、この予定につきましては事務局といたしまし

て仮に名称が再募集になった場合は期間が必要ということで 1 月の後半に設

定はさしてもらっておりました。で、協議会の前には幹事会や役員会を事前

にするという感じで予定をさしていただいてました。で、3 ページにいきま

して2月の 15日に 3回目、第21回の協議会を開催する予定にしております。

で、合計で計 3 回の協議会で全協定項目 46 のうち本日 15 が確認されました

ので、残り 31 をこの 2 回に提案する予定でおります。で、2 月の 15 日にす

べて提案し、確認いただけましたらその後、三好町と三加茂町に置きまして

住民説明会・報告会を 1 週間程度予定しておりますので報告会を開催し、そ

の後 25 日、調印式また廃置分合の議決ということで両町議会で定例議会より

先に臨時議会でと、誠に勝手なんですが予定とさしていただいておりまして、

2月の末 28 日に県知事申請。いうような予定にさしております。で、法律で

は 3 月までに県知事申請を終えたら特例法の適用を受けれるというような内

容ではございますが出来る限り早めの調整を行いまして 3 月の県議会に提案

出来たらというようなことで最短の案といたしましてスケジュールを組んで
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おります。以上でございます。 

 

川原会長   はい、えーと。次の日程を決めていただくということで今後のまぁスケジュ

ールについて今、事務局よりご説明を申し上げました。で、このスケジュー

ルは説明がありましたように県議会の 3 月議会でもう議決をいただくという

ことでのスケジュールということでございます。まぁあの後 2 回の協議会で

すべてが決定できればこういった手順でいけようかというふうに思いますけ

ど、協議会が長引けばこの日程がずれ込む可能性もあろうかという風な思い

もございます。でまぁ一応こういった予定の中で次回の日程等について決定

をいただきたいという風に思いますが、やはり次の協定項目いろいろと提案

をいたす、いたします前に、部会等を開催して協議をいただくという内容も

でてきますんでその他ちょっと事務局説明いただいて日程の決定をいただき

たいと思いますんでお願いいたします。 

 

平島次長   今回ご提案しておりますスケジュールによりますと1月の25日ということで

これは名称が再募集になった場合に、名称等々の資料をみなさん方にお渡し

する期間も含めてということで提案しておりました。それで 1月 25 日の合併

協議会につきましてはまぁあの名称が決まったために 1 週間とか前にするこ

とはできるんですけども、事務局の実体といたしましては 1 週間前にします

とですね、まぁ職員さんの専門部会を開いてそれぞれ協定項目を出してきま

すので 1 週間前にすればその分 1 月のご提案する協議項目が減るという風な

事になるかと思います。まぁ具体的には 1週間前でも原案通りに 25 日でも協

議会は開催出来ますけれどもまぁその辺ご都合等一緒にお考えいただいたら

と思います。 

 

安宅委員 25 日は午前中だけ？ 

 

川原会長   いえ、25 日は午前中じゃなくていつも定例会は午後をいただいておりますん

で午後の開催になろうかと、 

はい、すいません。やはりあの残り協定項目につきまして 30 項目をこしてお

りますんで出来るだけ皆さんにも時間をいただいて協議をしたいということ

で午前中からの開催ということで事務局段取りしとるようですが。えーと、

日程また時間等についてどうでしょうか。この案でよろしいですかね。どう
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ですか。まぁあの先ほども申し上げたようにちょっと部会等も開催してこの

協議会に望みたいと思いますんでそこらへん、順次段取りよくやればまぁか

なりの項目がだせるというように思うんですが。10 時からでよろしいですか。 

 

川原委員   午前中に済ますということは難しいですか？ 

 

ちょっと時間今日も 4 時間近く 3 時間半くらいかかってますんでまぁ協定項

目増えれば 4 時間くらいかかるとまぁ、午前中 2 時間、午後 2 時間ぐらい協

議いただいての方が後何があっても多少午後余裕があるかな、という思いの

中での段取りであろうかと思いますがはいそういうことで予定しております

ように次回の第20回ということになりますが協議会の開催につきましては来

年年明けました1月の25日午前10時からということでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

はいそれでは日程等につきましてはそういったことでお願いを申しあげたい

という風に思います。あとその他、何か事務局なり皆さん方のほうから何か

ございませんでしょうか。なければえー協議会閉めたいと思いますがよろし

いですか。 

（異議なしの声） 

はい、えーそれでは本日の協議会、以上を持って閉会といたしたいと思いま

す。大変どうも長時間いろいろご審議いただきましてありがとうございまし

た。5時半、6時くらいまでひょっとしたらかかるんかなという風に思っとっ

たんですが、みなさんのご協力いただいて、円滑な運営が出来ました事を心

から厚くお礼を申し上げたいという風に思います。冒頭にも申し上げました

ように 3 回での協議会ですべての協議項目、終えたいという心もございます

し、この合併を必ずや実現し将来にむけて望みたいという風な想いがござい

ます。どうぞひとつえーご審議、ご協力いただきますようにお願いを申し上

げます。もうあと本年も半月あまりということですがどうぞひとつまた、新

しい年もみなさんがご健勝でご活躍いただきますように心からご期待とご祈

念申し上げまして本日閉会とさせていただきます。大変どうもありがとうご

ざいました。 

                      （午後４時５０分閉会） 
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