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八日市市･永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会 
「～未来のまちづくりを語ろう～ 市町村合併シンポジウム」愛東会場 
 
○日 時：平成１５年１２月１４日（日） 

午後７時３０分～午後９時４５分 
○会 場：愛東町 文化センター 
○参加者：２２１名 

 
○司会（愛東町 上川裕子氏） 
ただいまから、八日市市・永源寺町・五個荘町・

愛東町・湖東町合併協議会『～未来のまちづくりを

語ろう～市町村合併シンポジウム』を開催させてい

ただきます。 
はじめに、合併協議会副会長であります愛東町長 植田茂太郎がごあいさつ申し上げます。 

 
○植田茂太郎副会長  皆さん、こんばんは。市町村合併シンポジウムを開催させていただきま

したところ、皆様方には、年末のお忙しい中を、また夜分お出にくい中を、たくさんの方にお

いでいただきまして本当にありがとうございました。 
本日のシンポジウムの内容であります市町村合併につきましては、全国で８割の市町村が協

議を続けております。また、滋賀県におきましても、私ども１市４町の合併協議会を含めまし

て１０地域４０の市町村で協議が進められています。 
こうした中、私どもは１市４町の枠組みによる合併協議を５月に立ち上げまして、新市発足

に向けた各種項目の調整を行っているところでございます。現在、我がまちにおきますあらゆ

る事業につきまして、総点検を行い、新市としてあるべき姿を議論させていただいているとこ

ろでございます。 
既にご案内のように、新市の名称も「東近江市」と決定されました。また、合併後の新市の

全体像を議論するにあたりまして、中学３年生を含みます１万２千人の方にアンケートを行い、

具体的な議論を行うために、３０人の新市まちづくり計画策定委員会を発足させまして、住民

の代表であります議会、合併協議会の委員、さらには１８人の公募によります委員の皆さんを

含めまして、皆さんと同じ視線に立って議論していただき、今日ご説明申し上げます新市まち

づくり計画の素案をまとめていただきました。 
本日は、新市まちづくり計画の素案についてご説明申し上げますとともに、この策定に加わ

っていただきました委員の皆さまからも、議論の経過なり問題点についてご説明していただき

ます。ぜひ、会場の皆さん方からもご意見をいただきまして、この計画の内容のより充実に努

めてまいりたいと考えております。 
なお、愛東町におきましては、先月１０日から１２月９日まで、町政懇談会ということで全

集落を回らせていただきました。大変たくさんの皆さんがご参加いただき、今回の新市まちづ

くり計画の素案、あるいは町行政全般にわたりますたくさんの意見を出していただきました。

本当にありがとうございました。 
皆さま方からいただきましたご意見や要望につきましては、合併までに残されました１年２
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ヶ月の間に、できる限り解決に向けて努力させていただきたいと思います。また、短期間では

解決できないものもたくさんあると思います。それにつきましては、きちんと整理をした上で、

新しい市に引き継いでいきたいと考えております。どうかよろしくご理解のほどお願い申し上

げます。   
今晩は、新市まちづくり計画の素案のご説明でございます。どうか、皆さま方から貴重なご

意見を賜ればと思っております。最後までよろしくお願い申し上げます。簡単でございますけ

れども、開会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。本日は誠にありがとうござ

います。 
 
○司会  植田町長、ありがとうございました。申し遅れましたが、本日の進行役を務めさせて

いただきます上川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
それでは早速ですが、本年５月から任意協議会、そして７月から法定協議会を設置して以来、

協議会委員の皆さまに協議をいただいてまいりました新市の名称などの協定項目の状況報告を

させていただきます。お手元にお配りいたしました『市町村合併の取り組み経過』の資料をご

覧ください。なお、報告は去る１１月２７日開催の協議会時点のものでございますので、どう

ぞご了承ください。 
また、協議内容の説明のあと、新市まちづくり計画についてもご説明させていただきますが、

ご質問につきましては、本日お渡しさせていただきました資料にございます『質問カード』に

ご記入ください。後ほどとらせていただきます休憩のお時間に、会場にあります質問カード回

収箱までお願いいたします。 
それでは、ステージのスクリーンにて協議内容をご覧いただきながら、説明させていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

（合併協議会の経過について） 
 
○司会  各協定項目の協議状況につきましてご説明させていただきましたが、新市の名称が「東

近江市」に決定したということは、皆さまが一番関心をお持ちであったことと思います。 
さて、続きまして、この東近江市を合併後どのようなまちにしていくかという指針となる「ま

ちづくり計画」について、去る１１月２７日開催の協議会にて確認いただきました『新市まち

づくり計画（素案）』に基づきまして、ご説明させていただきます。 
では、先ほどの協定項目のご説明と同様にスクリーンをご覧いただきながら、ご説明させて

いただきます。 
 

（新市まちづくり計画素案について） 
 

○司会  皆様、ご紹介が遅れましたが、本日の手話通訳は滋賀県聴覚障害者福祉協会からお越

しいただきました、市田敏子さま、西村素子さまでございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
  引き続きパネルディスカッションに移らせていただきますが、ここで休憩をとらせていただ

きます。この時間をご利用いただきまして、本日配布させていただきました資料の中に、まち
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づくり計画に対するご質問などを頂く「質問カード」がございますので、ご質問がある方は、

お手数ではございますが、会場にあります質問カード回収箱へ、休憩終了時間までにお入れく

ださい。皆様どしどしとよろしくお願いいたします。 
  また、後日ご意見を頂く場合は、説明資料にハガキがついておりますので、ご意見をご記入

いただき、郵便にてご投函いただきたいと思います。それでは、休憩にはいらせていただきま

す。 
 

（休 憩） 
 
○司会  それでは、シンポジウムを再開させていただきます。 

先ほどご説明させていただきました、まちづくり計画を基に、東近江市がスタートするわけ

ですが、新しい市に対して、皆様、いろいろな期待や希望をお持ちだと思います。その思いを、

愛東町長はじめ何人かの方にステージにお上がりいただいて、意見を交えて新しい市、東近江

市に対する夢をご議論いただきたいと思います。 
既にステージにお上がりいただいておりますが、パネルディスカッションしていただくパネ

リストの皆さまをご紹介させていただきます。 
初めに、合併協議会副会長 植田茂太郎愛東町長でございます。 
続きまして、合併協議会委員として新市まちづくり計画策定委員会にご参加いただきました

川副清厚さまでございます。 
続きまして、新市まちづくり計画に一般からのご応募によりご参加いただきました花本雅弘

さまでございます。 
そして、この意見交換をコーディネートしていただくＮＰＯ法人ひとまち政策研究所常務理

事西川実佐子さまでございます。西川さまは、新市まちづくり計画策定委員会の委員としてご

参加していただいております。 
それでは、ここからはコーディネーターの西川さま、よろしくお願いいたします。 

 
（パネルディスカッション） 

 
○西川実佐子氏  皆さん、こんばんは。 
今ご紹介いただきました西川と申します。ＮＰＯ法人ひとまち政策研究所というのは、主に

地域づくりの面からいろいろなお手伝いさせていただいております。例えば、まちづくりの政

策提言でありますとか、人材育成のためのセミナーや研究会などいろいろあるのですが、まち

づくりに関する計画の中でも、計画づくりの意見交換の場にも参加させていただいております。 
この１市４町の合併に関するまちづくり計画策定委員会でも、今ご紹介いただきましたよう

に、委員の一員として参加させていただいたのですが、どちらかと言うと、お手伝いをさせて

いただくというよりも、私自身がとても勉強させていただくことが多かったという思いです。

委員の皆さんのご熱心な議論によって、本当によい計画ができたととても喜んでいるところで

す。 
本日のパネルディスカッションでは、まちづくりの計画、そして合併全体について、みなさ

んに夢や希望を語っていただこうと思っております。そのことも含めまして、まず町長に、合
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併の基本的な考え方や取り組みについてご説明していただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 
○植田茂太郎副会長  それでは、まず、合併協議に関しますこれまでの経緯について、振り返

ってみたいと思います。 
平成１３年１月に、愛知郡４町で合併が可能かどうかということにつきまして、行政・議会

それぞれが委員会をつくり、検討してまいりました。その結果、人口的には３万人、新しい市

となった場合でも中心核がない、さらには、少子高齢化が進行する中で新たな行政需要に応え

ていけるのかどうか、そういった問題から、この合併は難しいという結論になりました。 
その後、そういう結果から、愛東町・湖東町につきましては、八日市方面との合併をしてい

こうという判断のもとに、１市３町（八日市市・永源寺町・日野町・蒲生町）に参画を申し入

れました。同時に近江八幡市も参画を申し入れられましたので、２市５町で合併協議が進めら

れてまいりました。平成１４年１２月に議会の議決を得るという段階で、それが成立せずに、

合併問題は白紙の状態になりました。 
しかしながら、愛東町といたしましては、やはり合併は避けて通れないという現下の情勢も

ございましたし、また、これまで長年の念願でありました愛知川を挟んでの八日市方面との合

併は、今回をおいてはもうできないのではないかということから、現在の１市４町が相談いた

しまして、この５月に協議会を立ち上げたようなことでございます。 
この間、愛東町といたしましても、４回にわたります集落懇談会を開催させていただきまし

て、合併に関する説明をさせていただきました。その結果、八日市方面との合併につきまして

はご賛同を得たという感じをしております。 
経過的にはそういうことでございますけれども、今回の１市４町（八日市市・永源寺町・五

個荘町・愛東町・湖東町）の合併が、本当にいいまちづくりが成功するためには、２つの点が

あると思います。１つは行財政の効率化、もう１つは新しいまちづくりをどうしていくのかと

いう、その２点をきちんとしていかなければならないと思っています。 
行財政改革につきましては、人を減らす、あるいはお金を縮減していくという、単にそれだ

けではなくて、市民の皆さんへのサービス、行政需要にどういう形で応えていくのか、そして、

効率よくそれを成し遂げていくのかという体制づくりが必要であると思います。 
もう１つのまちづくり計画は、今回ありますように、新しいまちづくりを皆さんと一緒に考

え、実現していく、活力ある安全安心なまちづくりをきちんと合併を通して実現する、その可

能性があるかどうかということを皆さんと協議していかなければならないと思っています。 
そうした２つのことを住民の皆さんにお示しし、新しい市に向かってみんなでがんばってい

こう、みんなでまちづくりをしていこうという気持ちが一つになることが、一番大事なことで

はないかと考えています。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 

今、合併の中で、行財政の問題もある、でも新しいまちづくりもあるということで、先ほど

パワーポイントで説明いただきました新市まちづくり計画ですけれども、この計画づくりに実

際に携わっていただいた委員の方から、今度は委員会での経過や議論の雰囲気、また苦労話や、

委員会の中でいろいろ語られたことについてお話しいただこうと思います。では、花本さんか

ら、策定委員会ではどのような議論をされていたのか、少しお話いただけませんか。 
○花本雅弘氏  策定委員会に、一般で応募させていただきました。策定委員会は、先ほどのス
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ライドにもございましたように、協議会のメンバーさんが１０名、一般から１市４町が集まり

まして１８名と指導者の方２名ということで、３０名体制でスタートいたしました。そして、

１０回の会合が、主に夜にございましたが、そういう形でやらせていただきました。 
内容的には、いろいろな方面からの提案があったわけですけれども、特に、アンケート調査

に対しては、皆さん興味が相当あり、当然それを無視するわけにはいきませんし、逆に重視す

るというような方向で、そういうものに基づいて、やはり現場も見ないといけないということ

で、先ほどありましたタウンウォッチングなどを行い進めてまいりました。 
策定委員会の内容は、小委員会でいろいろな分野の事項をあげまして、そこで吟味した上で

全体の会議にかけて、その場でまたほかの意見を聞くというような方向で進めてまいりました。

最初のうちはどうしても消極的な意見もございましたし、いい方向に進めようという形で策定

委員会に参加したのですけれども、皆さんが当初合併問題というものに対して思われたように、

いろいろなマイナス面の問題が浮上してまいりました。 
そういったものを踏まえた上で、新市になった時に今後期待の持てる、また、希望のあるま

ちづくりとなる、新市のまちづくりの素案をということで、まとめてまいりました。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 

今お話しいただきました中に、「策定委員会の中で小委員会がいくつかに分かれて」とあった

のですが、テーマ別に４つのグループに分けました。４つのグループで議論したことを全体で

諮っていったのですが、最初４つに分かれたグループの時は、私も聞いていましたけれども、

やはりマイナス面や皆さんの不安な気持ちがたくさん出ました。でも、たくさん出たマイナス

の気持ちを共有することによって、逆に「これではだめだ。これをいい方に、プラスにもって

いこう」という気持ちが皆さんの中で育ったのではないかなと、隣に座らせていただいて思っ

ておりました。 
ひとつの計画をつくりあげるのは大変なことなのですし、ここにあります「みんなでつくる 
うるおいとにぎわいのまち 東近江市」、これを将来像とかキャッチフレーズという言い方をす
るのですが、これを決めるのもまたすごく大変なことなのです。言葉自体はわりと簡単な言葉

で、特に難しい言葉は何も使っていません。でも、言葉というのは、多くの人に気持ちを伝え

ようとしても、聞いた人に違う思いが伝わってしまうと困りますので、考える時にはすごく委

員の中で議論がありました。テーマを決めるあたりの、キャッチフレーズの策定の経過を、川

副さんからお話いただけますでしょうか。 
○川副清厚氏  短時間でまちの将来像を描くということは、大変な仕事でありました。大きな

新しいまちに向かっての夢を描くということは、私ももうシルバー族でありますから、描けな

い部分がありましたけれども、今日まで私は、愛東のまちをよくするために、いろいろな角度

で参加しております。こうした体験を生かす中で、策定委員の皆さま方と一緒に新しいまちの

夢を描きながら、また各町の持つ良さをいろいろと話し合う中で、将来像、キャッチフレーズ

を考えてまいりました。したがいまして、短い言葉で将来像を描くということは、大変難しい

ことであります。今ご紹介がありましたように、「みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち」
は、心の豊かさ、産業の活性化を描いております。 
また、アンケート調査によりますと、多くの方が「平和で安全なまち」を望んでおられます

し、中学生のアンケートによると、このまちに住みたいためには、「おしゃれなまちにしてほし

い」というような結果が出ております。こうしたことを踏まえながら、新しいまち像をみんな
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で語り合ってまいりまして、今ここにスライドでご紹介されたような骨子ができ上がったわけ

であります。 
しかしながら、みんながそれに向かって取り組んでいかない限り「絵に描いた餅」でありま

して、要は、そこに住むみんながお互いに知恵を出し合い、力を合わせ、助け合って、新しい

まちを築いていかなければならないと願っているところです。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
キャッチフレーズを決める時のお話をいただいたのですけれども、キャッチフレーズの「み

んなでつくる」と「うるおいとにぎわい」というところを分けてお聞きします。 
「みんなでつくる」というのは、どういうような思いを込められているのですか。また、み

んなでつくっていくのには、どういうふうなことをこれからしていったらいいのかというあた

りを、花本さんの方からお話しいただけますでしょうか。 
○花本雅弘氏  前半の「みんなでつくる」ということですけれども、今まで私も経験しており

ますけれども、集落の中でいろいろな行動を起こしても、補助金をいただいたり、行政からの

指導もあって、それに対してどう応えられるかということで、皆さんもご経験があるかと思う

のです。どちらかと言うと、国から県へおりて、県から市町村へということで、行政主導型と

思うのです。 
これからの時代は、市民の参加型という形です。先ほどもスライドにございましたように、

ＮＰＯや、いろいろな組織・団体やボランティア組織も最近活発になってきております。「みん

なでつくる」というのは、一言で言えば、市民（住民）の参加ということです。これによって、

皆さんお一人おひとりが行政との絡みの中で意見を言いながら、「こういうことをやってくれな

いか」「こういうことはできないだろうか」という提案の場というものです。 
策定委員会の中で私も申し上げたのは、そういう点が今までは一方通行的なところで、「でき

る」「できない」で各自が判断していたことを、「何とかこういことをやってもらいたい」とい

うことで、新市になれば、議員さんや各種団体や、その中にはＰＴＡも入れば、老人会の会長

さんにも入っていただいて、いろいろな形の中で、行政の方、また新しい議会の議員さん、そ

れから一般市民が参加して、小さなことからでもいいですから、そういう場を持っていただき

たいということです。 
そういう場がなかなかないわけですので、そういった面で「みんなでつくる」という意味合

いで提案させていただいたということでございます。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
次は、「うるおいとにぎわいのまち」への思いや、どういうふうに進めていこうかというよう

なお話を、川副さんにお願いします。 
○川副清厚氏  先ほども触れましたけれども、アンケート調査の結果でも、「平和で安全なま

ち」を望んでいる、あるいは、若い世代は「おしゃれなまち」を望んでいるということでした。

こうしたことを踏まえながら、安心して生活できるまちを目指す、また、「おしゃれ」というこ

とはにぎわうということでありますので、八日市市のまちを中心とした「にぎわいのあるおし

ゃれなまち」を築いていくような取り組みを図っていく。そういう中から、自然のうるおい、

あるいは心の豊かさ、町で言えば永源寺町あるいは愛東町に自然のうるおいを求め、八日市の

まちが今後にぎやかになっておしゃれなまちになる、そうしたことを求めていきたい。また、

愛東町のマーガレットステーションを中心としたところのにぎわいも、今後のまちの活性化の
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中で大いに役立っていくことであると思います。 
正直言いまして、１市４町の取り組みの中では、温度差があります。それを新しいまちの中

で高いレベルで合わせていく。また、お互いに協力し合って新しいまちをつくっていくために

は、やはりボランティア活動あるいはＮＰＯといったような組織の中で、今後国においても地

方においても財政難である中で、より豊かな、ここに住んで幸せを感じるまちをつくっていく

ためには、そうした活動が大いに大切であろうと思っています。 
○西川実佐子氏  わかりました。ありがとうございます。 
策定委員会でどのような話が出てきたかということを触れていただきましたので、今度は町

長にお聞きしますが、合併はしますけれども、ここに住んでいる私たちがどこかへ変わってい

くというわけではなくて、この場所でずっと生活し続けるという中で、皆さんは「愛東町はど

うなっていくのだろう」という不安は、たぶんいろいろおありだと思います。そういったとこ

ろも含めて、合併後、この地域はどういうふうにあるべきなのかというようなあたりをお話し

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
○植田茂太郎副会長  これまで諸先輩方が築いていただきましたこの愛東町の良さ、「愛のまち

づくり」というものを壊さないような形で、維持発展させていくまちづくりに取り組んでいく

ことが大切なことだと思っています。 
例えば、マーガレットステーションは、大変たくさんの方におみえいただいております。全

国的にもすばらしい活動だということで、注目されております。これを核にいたしまして、こ

だわり農産物の直売あるいは加工、それから都市との交流、さらには観光、そういったものを

全体として地場産業の振興を図っていくことが大事ではないかと思います。 
特に、愛東町はまだまだ自然がたくさん残っています。また、これまで環境に関する取り組

みもやってまいりました。さらには、農村の風景もすばらしいものがあります。また、マーガ

レットステーションの周辺にはお花畑がございます。これが愛東の魅力であります。それを十

分活かしながら、都市の人たちを呼んできて、集まっていただいて、このまちの活性化を図っ

ていくのが、これからのまちづくりではないかと思います。 
もう１つは、住民の皆さんが自主的に取り組んでいただきました缶・ビン・ペットボトルと

いった資源の回収・リサイクルシステムも、きちんとこれからもやっていく。そのことによっ

て、愛東の環境への取り組みが新しい市の中で広がっていく。その拠点として、その情報発信

基地としての役割を愛東町が担っていくことが、これからの重要な一つの柱ではないかと思い

ます。  
そのことによって、愛東の農産物が安全・安心で、またおいしいという評価をいただくこと

により、農業の振興も一段と高まっていくのではないかと思っています。 
さらにもう１点は、地域で支え合い助け合う、そうした地域の福祉の充実、しあわせホーム、

あるいは福祉委員会活動を通じて活動していただいております。それをいち早く全町的に広げ、

合併して新しい市になりましても、そうした地域福祉を基本として、全市的な取り組みをやっ

ていく。そのことも、この町の良さ、私たちが住んでいるまちのみんなが幸せになっていく、

そういう大きな柱ではないかと思います。 
以上のような取り組みを支えていただくためにもう１つ大事なことは、人づくりであります。

そして、支えていただく人たち、若い人たちも含めて、この愛東町に住んでいただくことも必

要だと思います。愛東に住みたい、愛東なら住んでもいいというまちづくりをしていきたいと
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考えています。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
今、町長が大きく３つ話されました。まず、農業に関しては、マーガレットステーションの

話が出ました。策定委員会でも、それぞれ１市４町いろいろ特色がありまして、例えば、五個

荘町でしたら歴史と文化、そして五個荘の町並みはすごいという話があります。愛東町と言う

と、皆さんマーガレットステーションです。全国的にもマーガレットステーションを知らない

人はいないという話が出ましたけれども、本当にみんなそれを拠点に、農業にもつながる、そ

して福祉にもつながるというようなものをお持ちです。皆がうらやましいと思っていますし、

そういう良いところをぜひ真似ていきたいという思いをきっとお持ちだったと思います。 
それから、資源の話が出ました。これから、１市４町だけではなくて、日本だけでなくて、

世界中、地球全体で考えると、資源の問題は避けて通れない問題ですから、資源循環型を進め

ていこうという話になった時に、愛東町はそういう点でリーダーシップをとれるところなのだ

というのを、とても印象として持っております。そのお話もしていただきました。 
それから、福祉の話です。集落での福祉をどんどん取り入れて全町で進めていこう、またそ

れを新しい市に広げていこうというお話をしていただきました。 
そういったことを町長からお話いただいたのですけれども、こういった具体策が計画にどの

ように反映されているのかというあたりを、花本さんにお話していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
○花本雅弘氏  今、町長さんから、大きな柱が３本ということでご意見いただきました。おっ

しゃっていることの内容は、策定委員会でほとんど議論されました。また、１市４町のうち永

源寺町・愛東町というのはよく似た意見を出されておりました。八日市市は八日市市の考えが

あります。そして、五個荘町は商工業という形のご意見もございましたし、湖東町さんの方に

なりますとケーブルテレビの関係など、それぞれがまちの代表で来られているわけですので、

自分のまちのことを主にお話しされるというケースも多かったです。 
余談ですけれども、シカとイノシシの問題というのは、農業情勢の中で永源寺町さんと愛東

町だけは意見が合いまして、どれだけきれいごとを言っていても現実問題はどうしてくれるの

かというような話や、そういう施策をどうしたらいいのかという、そういう細かいところまで

策定委員会の中では意見が出ておりました。 
私がその中で申し上げたのは、１市４町すべて、農地が基盤になっているわけです。特に愛

東町の場合は、農業の基盤の上にいろいろな事業が成り立っていると言っても過言ではないと

思うのです。今のマーガレットステーションもそうだと思うのです。その中で、今後、例えば

マーガレットステーション周辺の充実や、また、若い世代が農業に興味を持ってチャレンジし

たいとか、また、高齢の方が新たな職場を設けるとしても、新しい工業的な形のものや企業誘

致でということよりも、農業で今までやってきたことを基礎として、そこから環境の問題であ

るとか、土地利用の問題であるとか、道路整備とか、いろいろなものを連結した中で構築した

らどうかということを申し上げたようなことでございます。 
ただし、その中でも、農業に関しましては、先ほどから出ていますように、環境へのこだわ

り、循環型農業が今全国的にもいろいろ進んでおりますし、地産地消もマーガレットステーシ

ョンでも取り組んでいるのですけれども、こういった形がどんどん進んでいくと思います。私

どもがグループで議論した時に、第３次農業という項目をあげまして、こういったことをやる
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ことによって、新市の中でレベルを上げた農業にチャレンジしていこうという意見も出てきて

おりました。 
環境とも絡みが出てきますけれども、ごみの減量化やリサイクル率の向上ということで、愛

東町の場合は、生ごみやいろいろな資源ごみは、皆さんが資源回収ということで協力してくれ

ていますが、これは愛東町だけのことであって、ほかの地域は全然やっておられないのです。

策定委員会のいろいろな方にお話ししても、それは私のまちは絶対無理だ、そんなことを言っ

たら絶対反発をくらうという返事しか返ってこなかったことが、愛東町では現実としてはやら

れている。これを愛東町だけに収まらず、そういったものを前に出して、合併後、どこの地域

からでも結構ですから、少しずつそういうエリアを増やしていく。そういう意味ではリーダー

シップをとっていけるだけのことをやってきているのだということで、ほかのまちの人も感心

されたと思うのです。 
それから、今後やはり国の状態から見て、なかなか補助体制なり、いろいろな事業に対して

大変だという時代に入っていくことは事実わかっております。今後これだけの合併をして広域

になった場合には、その中でロスがある面やいろいろな面を削除して、削除された分野の金銭

的な面を、新しい事業への転換を図る時の軍資金なり、そういう形のものにもっていかないと、

何かやるから補助金をもらえるというような時代ではないという意見も多々出ておりました。 
例えば、生ごみの問題を取りましても、愛東町の場合はわりといいのですけれども、五個荘

町・八日市市の場合には、年額処理費を相当計上されております。合併後には、これが億単位

になるのではないかと思っています。それが全部住民の負担になるわけです。だから、そうい

ったものをいかに循環型の形にして、経費を落とした分だけを、新設の何か建物を建てたり、

投資するような時代ではないかと思います。 
もう１つ、福祉の関係でございますけれども、福祉と言いましても、地域福祉もあれば高齢

者の福祉もありますし、障害者さんの福祉問題などいろいろあります。これも先ほどから申し

上げておりますけれども、私は、農業を基盤とした形の中で自立を行って、特に障害者の方で

も自立のできるような形の方向づけや、また、高齢者の方に生きがいをもう一度見出していた

だけるような形をとろうとすれば、今まで培ってきたものを基盤とした形で進める、それに対

するサポート役を、合併後新市が進めてくれというような意見を申し上げております。 
素案を一通り見ておりますと、至るところに今おっしゃった町長さんのご意見が全部反映さ

れてきておりますし、愛東町自身の立地条件に合った形のものが至るところに組み入れられて

いるということは間違いないと思うのです。 
○西川実佐子氏  愛東町がリーダーシップを取ってどんどん前に進めることは本当にたくさん

あるのだということを、私は思いました。ということは、地域で皆さんがそれだけのことをさ

れているということなので、そのあたりをどんどん生かして、前に出してやっていただけたら

いいだろうと思います。 
これらのことが具体的な計画の中にどういうふうに反映されているか、また、それは具体的

にはどういうふうに実現していくのかというような、少し難しい言い方なのですが、担保とい

うものはあるのだろうかというようなお話を、今度は川副さんからお願いしたいと思います。 
○川副清厚氏  １市４町の皆さん方といろいろと議論を交わす中で、愛東町は今日まで本当に

きめ細かにいろいろな施策を展開してきたという感じを受けます。先ほども少し触れましたけ

れども、かなり温度差というものを感じます。愛東町の弱いところもあります。そういう中で、
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今後、１市４町の持つすばらしい面を、高いレベルでみんなで協力していろいろな事業に取り

組んでいく、いろいろなつながりを結びつけていくということが、すばらしい新しいまちをつ

くることになるのだと考えております。 
それには、やはり国や地方の財源が厳しく、これから交付金や補助金をあてにするというこ

とはできない中で、住んでいるまちがよくなる、よくしていこうというためには、ボランティ

アやＮＰＯといった組織のリーダーを養成することが大切であり、そして、みんなが力を合わ

せて、助け合いながら、我々の住んでいるすばらしいまちを築いていくということが大事であ

ろうと思います。 
いかに生かされているかということでありますけれども、今までの私の体験の中で、いろいろ

と申し上げてまいりましたし、愛東町の今日までの誇りを今後の新しいまちの中でも大いに生

かしていきたい、リーダーシップを取っていきたいと思っております。 
○西川実佐子氏  ありがとうございます。 
住民の声を届ける、みんなでつくっていくというのに、先ほど少しお話をいただいた中に“ま

ちづくり協議会”というのがあります。今日、皆さんのお手元にある資料の後ろの方にも書い

てありますし、先ほどのパワーポイントでも少し出てきたと思います。 
これは、住民の声が届かなくなるのではないかというような不安、大きい市になったら、端

っこにいるところは声が聞いてもらえないのではないかという不安を皆さんお持ちだと思うの

ですが、そういったことはないのだ、それぞれの地域がやっていることをどんどん前に出して

新しいシステムをつくっていったらいいのだということで考えたもののひとつです。新市まち

づくり計画策定委員会の大きな目玉のひとつなのですが、これが住民の声がもしかしたら届き

にくいのではないかという不安を解消する一つの手立てなのではないかと思っています。 
住民の声が届きにくいという言葉の中には、要するに、何か言ってもらう、声をかけてもら

うまで待っているのではなくて、住んでいる人からどんどん声を出していきましょう、そして

新しいまちをつくっていきましょうというような思いが込められているのだと思います。そこ

が、やはり「みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち」というところに表れているのだと思
います。 
予定していた時間がやってまいりましたので、これでパネルディスカッションは終わらせて

いただきたいと思います。 
新しいことを始めようとする時は、やはり誰でも少し不安なところがあると思います。どん

なになってしまうのだろう、大丈夫だろうかと考えてしまいますが、ことわざにも「案ずるよ

り産むが易し」という言葉があります。まちなので少し違うかも知れませんが、あたらしく生

まれたまちを、自分の子どもを育てるように、そして、産まれた時は子どもは真っ白です。周

りの大人、そして関わる人によって、どういう子どもに育っていくか、変わっていくかという

ように、まちも新しく生まれたら、そこに関わる人がどういうふうにそのまちを育てていこう

という思い、自分たちがそのまちをつくっていこうとするかという思いによって、まちが変わ

ってくると思います。いいまちが育つのか、いい子が育つのかというようなことにも通じると

思います。 
そういうことで、皆さんの力一つひとつが、必ずいいまちにつながると私は思いますので、

ぜひ、今まで愛東町さんは本当にきめ細やかな活動をされていたと思いますが、自信を持って

どんどん前に進んでいっていただけたらいいと思います。 
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これから、また質疑応答でいろいろなご意見があるのではないかと思います。その中でもき

っとそういうようなお話があると思います。パネルディスカッションはとりあえずここで終わ

らせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
 
○司会  ありがとうございました。 
ただいま、新市への期待や希望などお話しいただきましたが、それでは、新市のまちづくり

計画の素案や合併について、本日会場にお越しの皆さまからいただきました質問・ご意見・ご

要望などにお答えさせていただきます。 
ステージには、引き続きまして、植田町長、西川さまにお上がりいただいております。また、

藤関安久愛東町助役、そして合併協議会の中嶋喜代志事務局長にもお上がりいただいて、皆さ

まからいただきましたご質問にお答えしたいと思います。 
それでは、ここからは中嶋局長に進行をお願いいたします。 

 
（質疑応答） 

 
○中嶋喜代志局長  皆さま、夜分にたくさんお出ましをいただき、ありがとうございます。東

近江１市４町合併協議会の事務局の中嶋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
それでは、『質問カード』をたくさんいただきましたので、時間がかかるかもわかりませんが、

順番にお答えを申し上げたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。２０人の方

よりご質問を出していただきました。 
まず一番多かったのが、新聞等にも載っておりますが、「能登川町の参画について」のご質問

を１３名の方からいただいております。いろいろな書き方をされておりますが、「参画について

町長のお考えはどうか」というご質問になっておりますので、まず、これは町長さまからお答

えをいただきたいと思います。 
○植田茂太郎副会長  能登川町の１市４町への参画についてのご質問をたくさんいただいた

ということで、それについてお答えさせていただきたいと思います。 
２６日に、能登川町長さんと議会議長さんが愛東町にお見えになりまして、１市４町の合併

協議にぜひ参画させていただきたいということでした。当日は、永源寺町・五個荘町・湖東町

にも行かれました。前日には八日市市に行かれて申し込まれました。そのことに対しましては、

私どもとしても真摯に受け止めさせていただきまして、検討させてもらいますということで、

その時は終わっておるわけでございます。 
先ほど来説明させていただいておりますように、１市４町の合併協議は、もう既に７割を超

える協議が進んでおります。しかも、今日説明いたしました新市まちづくり計画もまとめられ

まして、３月にはその計画の決定をしていくということになっています。また、いろいろな協

議事項につきましても、来年の５月には各市町長が調印をする、そして、６月には議会で合併

の最終的な決定をいただく議決をいただく、というスケジュールになっています。 
そういう中での申し出でございますので、１市４町と能登川町さんが入った段階での調整が、

本当に短い期間でできるかどうかという心配がございます。私といたしましては、今まで積み

上げてきた１市４町の合併というものを壊してはならない、成功させなければならないと考え

ています。合併の期日も迫っておりますし、そのことを大切にしていきたいという中での判断
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をしなければならないということでございます。 
このことは、愛東町だけでご返事させていただくということはできませんので、現在１市４

町で協議させていただいている最中でございます。いずれ早い機会に返事をさせてもらわない

といけないということになっていますので、早々にも集まって相談することになっております。

今のところはそういう状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
それでは次に、財政関係のご質問をいろいろといただいております。まず「新市の財政は確

実に健全に運営ができるのでしょうか」また「具体策がありますか」というようなご質問。そ

れから、厳しいご意見ですが、「赤字のところと黒字のところが一緒になるが、同じ扱いはおか

しいのではないか」というようなご意見もいただいております。また「今、農業関係やいろい

ろなところに出ております補助金がどうなるのでしょうか」というような、財政やお金の関係

につきましてご意見を３点ほどいただいておりますので、この件につきましては、助役さんか

らお答えいただきたいと思います。 
○藤関安久助役  ただいま財政問題についてご質問が３件ございました。ご存知のように、国

の行財政改革ならびに分権社会の受け皿づくりとして、現在、国の方で全国的にこの合併が推

進されておりまして、愛東町もこれに取り組んでいるところでございます。 
愛東町のように６,０００人弱の小さな、財政基盤の弱いまちにありましては、今後、住民サ
ービスが低下しないようにということになりますと、合併は避けて通れない問題ということに

なるわけでございます。 
合併によりまして、特例債という、合併の特例法に基づいた国の支援が特別にあるわけです

けれども、これらをうまく施設整備に利用することによって、また、行政基盤が大きくなりま

すので、これらによって、先ほどスライドでも説明がありましたように、健全な財政運営が展

開されていくと考えているところでございます。 
また、まちのお金がどうなるのかということでございますが、既にすり合わせが行われてお

りまして、各１市４町それぞれに健全経営に向かっていろいろと努力されておるところでござ

いますけれども、それぞれのまちに基金もありますし、逆に起債も借金もあるということでご

ざいますが、そのまま新市に引き継ぐということでございます。 
また、愛東町は農業立町で、多くのいろいろな助成事業を行ってきておりますけれども、こ

れらが合併によってどうなるのかということでございますが、原則的には新市に引き継ぐとい

うことでございますが、予算の範囲の中で、今後新市になってから整理・調整がされるという

ようなことでございますので、ご理解いただきますようによろしくお願いいたします。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
次に、先ほど計画素案のご説明を申し上げましたが、それに対し、「地元の名前、言葉で表現

できないでしょうか」、いろいろな例をあげていただいて、そういうような表現ができなかった

のでしょうかというご意見をいただいております。この点につきましては、西川先生の方から

お願いします。 
○西川実佐子氏  質問カードには、「全国どこの地域の合併にも当てはまる内容で質問いたしま

した。どうしてもっと地元の名前や言葉で表現できないのでしょうか。例えば、すばらしい鈴

鹿の山々とか、愛知川の清流を生かすとか…」と、書いてあります。私は、これをいただいて、

こういうふうに言っていただけること自体がとても喜ばしいことだと思います。 
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まず、まちづくり計画というのは、生活をしているすべての項目について網羅
も う ら

しなければな

らないという宿命を持っています。例えば、教育の問題、それから産業の問題、土地利用の問

題、福祉の問題等、いろいろあります。「今度のまちづくり計画は、福祉のことはちょっと放っ

ておこう」ということは絶対できないわけです。どの問題も必ずきちんと触れていかなければ

いけません。 
ということは、全国どこでも押さえなければいけないことは同じです。ただ、それをどう表

していくか、どう展開していくのかは違いますけれども、触れていかなければいけないことは

間違いないです。「教育なんかは別に衰退してもいい、放ったらかしにしておこう」という計画

は誰も立てません。やはり、子どもを健全に育成するためにはどうしたらいいだろうと、みん

な一生懸命考えます。というようなことも含めると、そういう基礎的なことというのは、それ

ぞれ地域の特長は生かすとしても、そんなに地域ごとでは変わらないかも知れないのです。 
それに、時代の流れの問題もあると思います。少子化の問題や高齢化の問題、それから男女

共同参画の問題等、新しい問題があります。そういった問題をどういうふうに乗り越えていっ

たらいいか、どういう方向に向かっていったらいいのかということに関しても触れていかなけ

ればなりません。そういう意味での計画だと思っていただいていいかと思います。 
ただ１つ、「鈴鹿の山々」とか「愛知川の清流」という話で、少し長くなるかも知れませんが、

お話しさせていただきます。先ほどのパネルディスカッションの中でも出ましたが、策定委員

会の中で４つのグループに分かれて議論をしました。そこでの４つのテーマは「地場産業」「情

報」「愛知川」「観光・交流」です。 
ですから、もう既に「愛知川」というテーマで１つの分科会がいろいろ議論をしています。

その中で、今度合併する１市４町はみんな愛知川に関わっている、だから愛知川は大事にして、

これを中心にまちづくりをしようという思いは本当にいっぱいでした。 
いろいろなアイディアが出ました。例えば、愛知川の左岸を、永源寺町からずっと“もみじ

の並木道”にしよう、散歩道にしよう。サクラをずっと植えたらいいのではないか。それから、

みんなが驚いたのは、「愛知川」に愛称を自分たちでつくったらいいのではないか。京都の方で

したら、保津川と言ったり、桂川と言ったりして、一級河川の川としての名前はあっても、そ

れぞれの地域で呼び名があるように、愛知川というところも、ここだけ呼び名をみんなでつく

ったらいいのではないかというアイディアも出ました。 
悲しいかな、このパンフレットにはそういうところまではなかなか出ません。まちづくり計

画の素案の中には、そういった文言も出ているところもありますし、どこの地域でも同じとい

うだけでは終わらない部分も見え隠れしているところがありますので、ご質問いただいた方、

これはすごくいいチャンスだと思いますので、ぜひ一度そういったものにも目を通してみてく

ださい。そして「もっとこういうアイディアがある」ということがあったら、ぜひ出していた

だきたいと思います。 
計画は計画です。これから実施していく中で、そのアイディアをいかに地元らしく、自分た

ちのところのものを生かしてつくっていけるかが腕の見せどころだと思って取り組んでいただ

けたらいいと思います。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。次のご質問については、私の方からお答えさせ

ていただきます。 
１点目は、「対等合併の意味がわからない」というご質問でございます。合併の方式は２種類
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ございまして、編入合併と対等合併がございます。編入合併と言いますと、Ａ町・Ｂ町がござ

いまして、Ａ町にＢ町を吸収して合併することを編入合併と言っております。その場合は、Ａ

町の町長さん、議会の議員さんはそのままでございます。Ｂ町の町長さんは合併の日に失職さ

れます。そして、特例等を使いまして、議員さんはＡ町の議員さんと同じ任期を務められると

いうようなことが、編入合併（吸収合併）と言われております。 
私ども１市４町が選んでおりますのは対等合併です。この冊子には「新設合併」と書いてお

りますが、この場合は、１市４町の市長・町長さんは合併の前日で全員失職、助役さん、収入

役さんも失職となりまして、新たな市長が合併の日から５０日以内に選挙で選ばれるようにな

ります。話し合いは同じように行われるのですが、条例等も話し合った結果を新たにつくり直

すというような形の合併でございます。１市４町は対等（新設）合併を選んでおります。 
次に、「人員削減、それから合理化・効率化を目指すもので、もっと内容がなければならない」

ということで、この中で特に人員削減についてご説明申し上げます。先ほどお配りさせていた

だいております『概要版』の６ページを見ていただきますと、下の方に「人件費の削減」が出

ております。これは、先ほど申し上げましたように、三役さん、それから教育長さん、議員さ

ん、それに職員の削減効果が出ることが書いてあるのですが、この中でも書いていますように、

職員につきましては、「今いる職員数から１６％程度の人員を１５年間かけて順次削減して合理

化・効率化していく」という計画を現在立てております。 
この場合、「支所に充てる人員をどれだけ削減するのか」というような質問を書いてもらって

おりますが、これは支所の分を削るだけではなくて、全体の職員数をそのように削減するとい

う計画を立てておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
次に、「安全な歩道整備や幹線道路の整備という表現では、どこかどうなるのかわかりません」

というようなご質問、それから、「交通面でどれだけ通学路の整備を考えているのか」「安全な

歩道整備はどうか」というようなご質問をいただいておりますので、道路関係につきましては、

再び助役さんからよろしくお願いいたします。 
○藤関安久助役  先日開催させていただきました字別の町政懇談会でも、道路整備につきまし

ては各字でご質問をいただいたところでございます。 
ただいまのパワーポイントの説明では抽象的に表現がされておりますけれども、愛東町とし

ましても、多くの県道・国道を持ってございますし、また皆さん方からのご要望のございます

改善箇所もございます。そういう中で、新市の整備計画にあげてほしいということで要望して

おるところでございます。 
例を申し上げますと、地元の皆さん方に現在ご協力いただいております県道湖東八日市線で

ございますが、もう愛知川に橋が架かっておりまして、平成１８年を開通目標という計画で今

後整備が進められます。また地域の皆さん方にご協力をいただきたいと思っておるところでご

ざいます。 
またその他に、町内には３つの県道があるわけでございます。国道・県道につきましては、

国・県が予算をもって整備するわけでございますが、県には道路整備計画というものがござい

まして、これらの計画に、愛東町の３つの県道で皆さん方からご要望いただいております整備

箇所につきましては、計画に既に含めていただいておりますので、今後１０年間の中で優先的

に整備していくというような返事をいただいており、今後これが実行されるようにがんばって

まいりたいと思っております。 
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また、これも多くの集落で出てまいりました愛知川東部新橋の関係でございますが、これは

一級河川に架ける橋でございます。湖東八日市線につきましても、約３０年ほど実現にかかっ

てきたわけでございますが、永源寺町さんともどもに、両地域の交流を図る道路、また、ひい

ては愛東町の北部地区山辺地域の山麓道路につなげていく道路として計画を要望しておりまし

て、新市の計画の中では構想の中で含めていただいたということで、今後早期の計画実現にな

るように見守ってまいりたいと思っております。今後とも地権者にまたいろいろとお世話にな

るわけでございますけれども、ご協力をお願い申し上げたいと思います。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。次の２点は、私からお答えさせていただきます。 
まず１点目、通信関係の電話でございます。「今、０７４９と０７４８に分かれている局番を

統合できないか」というご質問をいただいております。 
これは、国（総務省）に問い合わせをしておりますが、合併議決を来年６月に予定しており

ますが、合併議決をした後に国の方に申し出をいたしまして、新市内の電話番号が統合できる

ように考えております。そちらの方は対応していただけるという説明を国の方からいただいて

おりますので、まずそういう手続きを取りまして、決定されましたら、合併に向けまして『暮

らしのガイドブック』という名前でご説明のパンフレット等をおつくりいたしますので、その

中でお知らせしていきたいと考えております。 
もう１点は、先ほどまちづくり計画の中でも出ておりましたケーブルテレビ網を全市に整備

する場合、地上波デジタルが現在、大都市圏の東京圏・大阪圏・名古屋圏でもう既に始まって

おりますが、「地上波デジタルとの関係はどうなるのか」「共同アンテナが必要なのかどうなの

か」ということ。それから「ケーブルテレビの通信は夜間の緊急時に対応ができるのか」とい

うご質問をいただいておりますので、お答えをしていきたいと思います。 
まず、新市におきましては、平成１７年度の事業計画いたしております。１７年度に全市光

ケーブルを張りめぐらせます。現在湖東町さんでケーブルテレビをやっておられるのですが、

同軸ケーブルと言いまして、銅線の形でデータを送っておられます。先ほど質問の中にもあり

ましたように、地上波デジタルの対応が必要となりますので、その機器等の整備をいたしてい

きます。 
基地局は、今現在では湖東町の局がありますので、そちらを利用するという計画で進んでお

りますが、さらに、地上波デジタルの機器を入れまして、光のケーブルを通じてご家庭の方へ

お送りするという計画でございます。その場合、共同アンテナは不要になります。 
それから、「夜間に緊急の対応放送ができるのか」というご質問だろうと思うのですが、愛東

町では無線でやっておられますが、緊急の対応は、ページング放送等で対応できますし、学区

や現在の愛東町の区域だけとか、そういう区分けで放送もできます。また文字放送等もできる

計画を今現在立てておりますので、「対応ができる」とお答えをしておきたいと思います。ケー

ブルテレビについては、以上でございます。 
それから、これはご質問ではないのですが、「１市４町のまちづくり計画素案ができ上がって

おり、この素案どおり進めていただきたい。そして、計画どおり平成１７年２月１１日には東

近江市の誕生を願っております」というような激励のお言葉もいただいております。 
最後になりますが、「各市町村で今まで行ってきた住民サービスや施策はどうなるのか」とい

うご質問でございますので、これは町長さんからお答えをいただきたいと思います。 
○植田茂太郎副会長  各市町村で今まで行ってきたサービスあるいは施策がどうなるのかと
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いうご質問でございますけれども、サービス水準あるいは施策の取り組みは、１市４町の中で

同じものもあれば、違うものもございます。それをどういう形で、あるいはどういう数字で調

整するかということをずっと協議していただいて、それが７割方終わったという現段階でござ

います。 
できるだけサービスが低下しないように、現状どおり、そういう具合にいけば一番いいわけ

でございますけれども、１市４町のすり合わせで、負担をいただかなければならないものもご

ざいますし、また、よくなるものもございます。トータルとしてどうなるかという判断をいた

だきたいと思います。 
例えば、役場で住民票をもらいますと、現在愛東町の場合は２００円です。ところが、今回

合併によりまして３００円となります。これは八日市市・永源寺町・五個荘町は現在３００円

になっていますし、愛東町・湖東町は２００円です。そういう形で１００円値上がりするとい

う負担増という問題がございます。 
しかしながら、一方では、愛東町の場合は保育料が今より安くなる。あるいは下水道の料金

が現状より安くなる。また、太陽光発電の補助を新設できます。そういったプラス面もござい

ます。トータル的に見れば、愛東町の場合は、少しサービスがよくなるのではないかと思って

います。そういった形で現在いろいろな調整が行われております。 
また、施策につきましても、各市町でいろいろ取り組みが違います。同じものは現行どおり

やっていくわけですけれども、若干の違いは調整しながら統一するなり、要らないものについ

ては廃止していくということを、現在調整しています。 
特に、愛東町の場合は農業関係の施策をきめ細かくやっておりますので、その辺を新しい市

の中でどう取り扱っていくのかということにつきましても、今後、十分検討していただくとい

うことになっていますし、新しい予算の中でそういうものをどれだけ見ていくかということは、

これからの検討課題であります。 
やはり愛東町が、これから地域の施策として、どのように地域づくり、あるいはまちづくり

として取り組んでいくかということの中で、重点的に取り組むべきところは、そういった予算

を重点的にやっていただくということを要望していきたいと思います。できるだけ皆さん方の

ご期待に沿うようにしていきたいと思います。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
皆さま方から大変たくさん貴重なご意見等をお聞かせいただきまして、誠にありがとうござ

いました。 
先ほど、パワーポイントの方でもご説明申し上げましたように、この計画書の一番裏ですけ

れども、来年の１月に、ここについていますハガキでご意見等をいただく、また本日いただい

たご意見、各会場でいただきましたご意見等を参考にいたしまして、新市まちづくり計画を本

来の計画書にまとめていくという形をとっていきます。２月には最終の計画案を提案いたしま

して、３月の協議会で協議・確認をいただくという予定で、現在進んでおります。 
たくさんご意見をいただきまして、大変ありがとうございました。この辺で、時間がきまし

たので、質疑を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
 

（ステージに卵と横断幕登場） 
（横断幕には「みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち 東近江市」の文字） 
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○司会  さて、ただいま登場いたしました大きなたまごは、「新市のたまご君」です。何だか

元気なたまご君ですね。 
「みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち 東近江市」が誕生するのは、平成１７年２月  
１１日。 
愛東町総合計画第２次愛のまちづくり計画には、愛のまちづくりの理念として、次のように

述べられております。人を愛し、ふるさとを愛する人が一人でも多くいることが、町にとって

一番幸せなことなのです。 
願うなら、私たちの住む愛東という地域が、この先も愛のまちであり続けますように。そし

て、これから生まれようとする新しい市が、住む人の愛にあふれたすばらしいまちになります

ように。新しいまちに育つ我々の子どもが、ふるさとを誇れるようなまちになりますように。

そんな人の愛にあふれたすばらしいまちを、私たちの力でつくっていきましょう。 
約２時間にわたりまして、皆さまとともに考えてまいりました市町村合併シンポジウムはい

かがでしたでしょうか。まちづくりは、私たちが自ら考え行動することで大きな力となり、新

しい流れが動き、次の時代に向かっての道が開けていくのだと思います。 
まだまだ、ご意見やご質問などをお持ちの方もいらっしゃると思います。先ほども申しまし

たように、説明資料に無料のハガキがついておりますので、ご意見・ご質問など、ぜひご記入

いただき、ご投函していただけましたら幸いでございます。 
それでは、本日はこれをもちまして、市町村合併シンポジウムを閉じさせていただきたいと

思います。 
閉会にあたりまして、藤関安久愛東町助役が、ごあいさつ申し上げます。 

 
○藤関安久助役  閉会にあたりまして、一言御礼のごあいさつを申し上げます。 
本日は、大変お忙しい中、また夜分お疲れのところ、このように多くの皆さん方がご参加を

いただきまして、最後まで熱心にご聴講いただきましたこと、誠にありがとうございました。 
また、コーディネーターの西川さんをはじめパネリストの皆さん方につきましては、１０回

にも及ぶ熱心なご検討の結果をまとめていただきました新市まちづくり計画の素案につきまし

て、それぞれのお立場で説明をいただきました。大変ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願い申し上げます。 
お聞きいただきましたように、新市まちづくり計画の基本的な考え方を、「市民と行政の協働」

とし、『みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち 東近江市』をキャッチフレーズに、６つの
施策の方向性や主要事業など、その概要について説明をいただきました。今後、先ほども説明

がございましたように、来年２月の計画案の提出に向けまして、本日皆さま方からいただきま

したご提案・ご意見や、また、全戸に配布されました計画素案に対するハガキでの意見募集等

をもとに、さらに肉付けが行われ、まとめられていきますので、今回の合併が、皆さま方にと

りまして、将来に夢と希望を抱かせる合併となりますよう、多くの建設的なご意見をお願い申

し上げるところでございます。 
私たち執行部も職員と一体となりまして、今日まで育ててきました「住んでよかった」「住ん

でみたいな」と言われるような愛のまち愛東のまちづくりが、新市におきましても継承されて

いきますようにがんばってまいりたいと思います。今後ともご協力いただきますようにお願い
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を申し上げまして、今回のシンポジウムをこれで終了させていただきます。どうもありがとう

ございました。 
 

○司会  本日は大変お忙しい中、このようにたくさんの皆さまにご参加いただき、ありがとう

ございました。お帰りにつきましては、お忘れ物のないように、またお足元に十分注意してい

ただきますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 


