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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」永源寺会場 
 
○日 時：平成１５年１２月１９日（金） 

午後７時３０分～午後９時４５分 
○会 場：永源寺町 地域産業振興会館 
○参加者：１４１名 

 
○司会（永源寺町有線放送 門阪富美子氏） 

皆さま、こんばんは。 
本日は何かとお忙しい中、またお足元のお悪い

中を、たくさんの皆さまにお集まりいただきまし

て、ありがとうございます。 
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。 
本日の進行を務めさせていただきます永源寺町有線放送の門阪でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 
  また、手話通訳を務めていただきます、滋賀県聴覚障害者福祉協会の坂谷静子さま、小西キ

サ子さまでございます。 
  それでは、初めに合併協議会副会長であります永源寺町長 久田元一郎がごあいさつを申し

上げます。 
 
○久田元一郎町長  みなさんこんばんは。年末の大変おいそがしい時期となってきましたが、

今日は、合併協議会のシンポジウムということで、大勢の方がお出かけいただきました。外は

今年一番の寒さでございます。明日には白くなっているのではないかと心配いたしております

が、まだまだ行政の方でも、また、皆さんの暮らしの中でも大変な時期でございますので、も

う少し雪の訪れが遅い方がいいなという思いでございます。 
そういう中で、八日市市・五個荘町・湖東町・愛東町、そして永源寺町が今、合併を進めて

おりますこの時にあたりまして、ちょうどこの取り組みは今年５月から始まったのでございま

すが、住民の皆さんの合意を得るために、永源寺町でもいろいろな団体の皆さんやそれぞれの

地区でご協議を賜りました。 
また、１市４町におきましては、１万２千人の方からアンケートをいただきました。そうい

う住民の皆さんのアンケートの結果を踏まえて、まちづくり計画策定委員さんたちが今日まで

いろいろと、専門的なお立場でございますとか、また、住民を代表されてのお立場でまちづく

りの素案をつくっていただいたところでございます。 
応募いただいた１８人の方を入れて３０人の方に、新市のまちづくり計画素案を検討いただ

きました。今日はそれを踏まえまして、協議会委員の皆さん、そしてまちづくり委員の皆さん

や永源寺町の住民の皆さんと一緒に、この会場で、これから期待されます新しい合併後の新市

のまちづくりについて検討しながら、また、疑問を持っていただいていることにつきましては、

それぞれの立場で返事や協議をしながら、新市づくりに向けまして一生懸命にがんばっていき
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たいと思っております。 
永源寺町が取り組んでおります今の１市４町の前には、もう少し枠組みが違った合併のお話

もございましたが、今回の１市４町におきましては、八日市市を核としたまちづくりと言いま

すか、周辺の町が集まって、新市の構想を立ち上げております。まだまだいくつかの問題点も

ございますし、最近また新しい動きも出てきておりますけれども、今日は皆さん方と一緒に、

３０名の皆さんが素案としてつくっていただきました新市の構想を中心に検討いただくように

してまいりたいと思います。 
パネラリストにはまちづくりの専門の先生もおいででございますので、どうぞ皆さんの忌憚

のないご意見の中で、新市に向けて立派に踏み出せますように、今晩のご協議、またご提言を

お待ちしているところでございます。９時半までになると思いますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 
 
○司会  久田町長、ありがとうございました。 
  それでは、東近江１市４町市町村合併の取り組みの経過について説明させていただきます。 
  今年５月から任意協議会、７月から法定協議会を設置し、合併協議会委員３７人の皆さまに

協議をいただきました。合併の方式、新市の名称などの協定項目の状況をご説明させていただ

きます。 
  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、ご了承願います。 
  本日配付させていただきました資料の中に、グレーの『市町村合併の取り組み経過』と書か

れた資料がありますが、それに基づきましてご説明させていただきます。 
  それでは、正面のスクリーンをご覧ください。 
 

（合併協議の経過について） 
 
○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、ご質問がありま

したら、どうぞ質問カードでお寄せいただきたいと思います。 
  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の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。 
  白地に青い字で刷られた『新市まちづくり計画』と書かれた資料に基づきまして説明させて

いただきます。先ほどの協定項目の説明と同様に、スクリーンをご覧いただきながら説明させ

ていただきたいと思います。 
 

（新市まちづくり計画素案について） 
 
○司会  ここでしばらく休憩を取らせていただきます。 
  本日配付させていただきました資料の中に、少し小さめのこのような『質問カード』がござ

います。ご質問がある方は、この時間をご利用いただきまして、まちづくり計画に対するご質

問などをご記入の上、会場にあります質問カード回収箱まで、休憩時間終了までにお入れくだ

さい。 
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  また、後日ご意見をいただく場合は、新市まちづくり計画の説明資料にハガキがついていま

すので、ご意見をご記入いただき、郵便でご投函いただきたいと思います。 
  再開を８時２０分とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 

（休 憩） 
 
○司会  それでは、市町村合併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もと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、皆さま多くの期待や希望をお持ちだと思います。その思いを、永源

寺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

ラー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 久田元一郎永源寺町長でございます。 
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

永源寺町議会 吉澤克美議長でございます。 
そして、計画策定委員会の委員長もお務めいただいた飯尾文右衛門さまでございます。 
続きまして、新市まちづくり計画に一般からの公募によりご参加いただきました田中 進さ

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、滋賀文化短期大学助教授 谷口浩志

さまでございます。谷口さまは、新市まちづくり計画策定委員会の副委員長としてご参加いた

だいています。 
それでは、ここからの進行は、コーディネーターの谷口さま、よろしくお願いいたします。 

 
（パネルディスカッション） 

 
○谷口浩志氏  ご紹介ありがとうございました。それでは、早速ですけれども、パネルディス

カッションを始めさせていただきたいと思います。 
  本当はいろいろとごあいさつもさせていただくといいのですけれども、寒い中をお集まりい

ただきまして、帰りの時間があまり遅くなるといろいろと大変かと思いますので、議事の進行

を進めていきたいと思います。 
まず、この合併に際しましてまちづくり計画の素案をつくっていただきましたのは、まちづ

くり計画策定委員会というところですけれども、そういうお話をこれから皆さんにしていただ

きたいと思います。 
まず、合併というものはどういうものなのか、合併に対してどんな思いを持って臨んでいた

だいているのかというあたりを、久田町長から一言お伺いしてから話を進めていきたいと思い

ますので、町長、よろしくお願いいたします。 
○久田元一郎町長  合併につきましては、皆さんもご承知のように、最近では終戦直後に、新

しい中学校を創立するために合併をいたしております。そういうことから言えば、こういう“永

源寺”という名前をいただいているまちとしては、かなり古い、１３００年の昔から木地師の
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伝統でございますとか、永源寺というお寺の名前をいただいている伝統の中で築いてきたまち

でございますので、必ずしも合併をしなければならないという状況ではないと思うのですが、

地方分権の時代として、新しく中央から地方へという、いろいろなものの分権がございます。

それの受け皿としては、今のまちで適当か、受けていけるのかという不安もございまして、新

しく地方分権の受け皿として合併に取り組みたいという思いは、もう数年前から持っておりま

したので、これで永源寺が合併に取り組むきっかけになったと思っております。 
  最近で言えば、介護保険等もございましたので、介護保険ができるかどうかが、そのまちの

存在を試されているということで、まずそこで乗り切れて、次に新しい住民へのサービスが出

てきたら応えていけるのかということを考えますと、やはりそれにふさわしい受け皿の新市づ

くりということで、今回は八日市市さんを中心とした新しい受け皿の新市づくりという形で取

り組んできた状況でございます。必要であろうと思っております。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
基本的な取り組みの姿勢、考え方というところで、ごあいさつでもお話しいただいたと思い

ますし、皆さんにも十分伝わっていると思います。 
それでは、その新しいまちをつくるということに対して、１市４町の皆さん３０名の方に参

加いただいて、まちづくり計画策定委員会を開催してきたわけですが、その中では果たしてど

んな話がされたか、あるいはどんなことを議論されてこういうまちづくり計画になったという

あたりを、一般から公募で参加していただきました田中さん、かいつまんでご紹介いただけれ

ばありがたいと思います。 
○田中 進氏  皆さん、こんばんは。風邪をひいておりますので、お聞き苦しい点があろうか

と思いますが、どうぞよろしくお願いします。 
今ご紹介がございましたように、この委員会は３０名で構成しております。合併協議会から

１０名、今コーディネートいただいている谷口先生のような学識経験者の方２名、それ以外に

私のように公募で参加した者１８名の３０名で、永源寺町からは、ここにおいでの飯尾さんと

吉澤議長さん、このお二方が合併協議会から参加されています。また、公募の参加は、私と松

吉義彦さんと福井均さんの３名です。 
  この委員会の大きな特徴は、通常の委員会ですと、行政などの事務局の方で案をつくられま

して、その案をもとに議論し合いながら添削していって仕上げるという形が通常だと思うので

すけれども、今回の委員会の場合は、ほとんど資料などはなくて、ただあるのは住民アンケー

トをされましたその結果の集約版だけでして、一からやったというのが実感でございます。そ

ういう意味からは、大変な部分もあったのですけれども、ある面やり甲斐もございましたし、

責任を感じながら進めたというふうに思っています。 
  進め方ですが、はじめに各地域の実態・特徴をみんなで把握しようということで、２日に分

けまして１市４町のタウンウォッチングをしました。私も知らなかった部分などいろいろ勉強

してきました。 
  その次に、４つのテーマに分かれました。と言いますのは、テーマを絞ってほり下げたとこ

ろまで議論し合おうということで、「愛知川」「情報」「観光」といったテーマに基づいてそれぞ

れ分科会をつくり、その中でいろいろ細かく議論し合いました。 
それから、新市の理念と言いますか、ビジョン、お手元の資料には「新市の将来像」という

ことでまとめ上げたのですけれども、その部分は何日もかかって議論しました。特にこの部分
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については連日激論で、みんな一生懸命になって話し合って、なかなかまとめていただくのも

大変だったと思います。 
  それからあとに施策について議論し合ったというのが主な流れでございまして、私はこの委

員会に参加させていただいて、最初は簡単に思っていたのですけれども、日が経つにつれて、

これは大変なところに入ってしまったなと思って、一時は辞めようかと思ったこともあったの

ですが、最後までやり終えて本当に満足しております。何かにつけて人がつくったものを添削

するのではなくて、住民みんなで一から考えながらつくったというのは、ものすごく意義があ

ると思っております。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
最初に４つのテーマに分かれて話し合いを始めたというお話がありましたが、その４つのテ

ーマを何にするかということから結構議論が白熱して、今お話を聞きながら、その時の情景を

思い出したのですけれども、本当に一から手作りという感じで進めてきたこのまちづくり計画

です。 
その中で、将来像があります。「みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち」という言葉、

でき上がったものを聞いてしまうと、非常にありきたりと言いますか、当然のような言葉に聞

こえるかも知れませんけれども、この言葉を選び出すまでにも相当な苦労があったのです。そ

のあたりの議論の経過につきまして、今度は策定委員会の委員長をしていただいておりました

飯尾さんにお尋ねしたいと思います。 
○飯尾文右衛門氏  この将来像のテーマですけれども、先ほど田中さんがおっしゃったように

４つのグループの中でいろいろなことを出し合って議論してまいりました。その中で、将来像

をどういうふうにしたらいいのかということで、委員の皆さん方から投稿していただいたりも

いたしました。 
そういった中で「心が通う水と緑とにぎわいのまち」、また「豊かな自然と歴史の中で暮らし

続けたいまち」、そしてこの「みんなでつくるうるおいとにぎわいのまち」、これが最終に３点

残ったわけでございます。これを決めるのに１０回の策定委員会のうち３回を費やしたような

ことで、大変議論になりました。 
４つのグループに分かれる時にも、今まで愛知川を挟んで愛知郡と神崎郡が分かれていたわ

けで、愛知川そのものが両方から手をつけられていなかったことは事実だと思うのです。国の

一級河川ですので、県が管理しているわけですけれども、この合併によりまして、愛知川がど

真ん中を流れるという中で、どういうふうなことが考えられるだろうということが一番に取り

上げられたと思っております。 
その中で、いろいろな分野において、皆さんのいろいろなご意見を４つの分野にまとめ上げ

て、それを先ほど皆さんに見ていただいたような６つのにぎわいのあるまちの最終的な施策と

いうところまで踏み込んでいったわけでございます。 
ですから、まちづくりの方向を何度も何度も議論する中で、皆さんのご意見を集約いたして

進めてまいりまして、最終残りましたのが「みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち」、こ
れが将来像であると私は考えております。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
  もともと計画の中では、この委員会は５～６回ぐらいで終わるか、期間もないので早い目に

話をまとめられればいいなという話を事務局ともしていたのですけれども、それがどんどん議
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論が白熱していきまして、最終的には１０回になってしまいました。 
  今お話がありましたように、そのうちの３回を将来像を決めるために費やしたということで

すけれども、決して言葉遊びをしていたわけではなくて、本当に自分たちがめざす将来という

のは何なのかということを、３０人の委員の中で共通認識と言いますか、お互いが十分納得で

きるところまで話し合ったという感じだったと思います。 
  それでは、その言葉の意味を深く考えてみたいと思います。「みんなでつくる」ということを

あえて取り上げたという点につきまして、吉澤さんからお願いできますか。 
○吉澤克美氏  先ほどの田中さんと少し重複することもあるかもわかりませんけれども、よろ

しくお願いします。 
  「みんなでつくるまちづくり」というのは、言葉もなかなか難しいのですけれども、私が感

じました率直な意見を申し上げますと、まず、先ほど来話が出ております公募、そしてまた協

議会のメンバー、さらに学識経験者というふうに、各般の立場の方からいろいろな将来像を提

供いただきました。 
  そうしますと、議会サイドから考えますと「そんなことができるのかな」というご意見も出

てまいりました。どうしても議会サイドは予算ということを考えますので、「立派なことではあ

るけれども、なかなか難しいな」と思ってしまいます。新しいまちに期待する、将来の夢を語

るわけですから、その夢が実現できそうなこともあれば、できないのではないかという感じの

ものもかなりあるわけです。 
新市のちょうど真ん中に愛知川が流れていますので、その真ん中に走る愛知川を一つのテー

マ、愛知川を核としたまちづくりの意見もたくさん出ておりました。そういう議論を何回か重

ねているうちに、私個人も議会人ではございますけれども、やはりこういう夢を持って、そし

て１市４町のあちらこちらの話を聞きながら、何回となく議論している間に、最初は「できな

いのではないか」と思っていたことが、夢となって、夢のたまごを育てていきたいというよう

な気持ちになったわけでございます。 
その中にもいろいろな心配事もありますが、いずれにいたしましても、議論を重ねて、そし

てまた将来の夢、我がまちがどんな形でそこに参画し、なおかつ夢を描くかということにおい

て、このアンケートの中にも、我々永源寺町はやはり山が多い、そして山が多い中にも何か誇

れるものがあるか、それが皆さん方にどのように理解していただいているか、期待されている

か、こういうことを考えますと、議論の中から永源寺の自然、そして文化における永源寺、さ

らに産業におきます特産品のコンニャクという期待がかなりございましたので、そこでひとつ

我が町永源寺も自信がわいてきたということでございます。 
夢の中から、テーマなしに、漠然としたアンケートの結果だけをいただいて議論する中で、

何回となくディスカッションをやってきたこと自体が、これが「みんなでつくる」という形の、

永源寺だけではなしに広域的に、１市４町でいろいろな角度からいろいろな話が出てきたもの

をいろいろな形で議論しながら、回を重ねることによって、これが「みんなが参画できるまち

づくり」だなと思いました。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございました。 
  策定委員会そのものが、公募の方を中心として、自分たちの住んでいるまちのことを考えて

一生懸命議論してもらう中で、この計画ができてきたわけですけれども、その中にはやはり、

そこに参加しておられない現在の町民の皆さんの思いも非常に入っている、そういうところか
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らもみんなでこの計画をつくったのだという思いがここには表われているのではないかと思い

ます。また、新しい市になっても、みんなでつくるという体制をぜひとも守り続けていってい

ただきたい、その一つの先駆けになったのではないかという気がしております。 
  それでは、その続きの「うるおいとにぎわいのまち」という部分を、田中さんからご説明い

ただきたいと思います。 
○田中 進氏  お手元の計画素案資料を１枚めくっていただきまして、１ページに「新市の将

来像」と書いてございます。その中に、「地域が有する自然や歴史を大切にするまち」「暮らし

の豊かさを実感できるまち」「心の豊かさがふくらむまち」「個性ある地域の連携による交流の

まち」と、４つに示されております。それらを一言で言えばということでお話しさせていただ

きますので、なかなか理解していただきにくいかもわかりませんけれども、端的に言いますと、

これらを一言で言えば「うるおいとにぎわいのまち」ということになります。 
あえて分けるなら、「暮らしの豊かさ」と「心の豊かさ」が「うるおい」になろうと思います

し、また、「にぎわいのまち」というのは、一般的には繁華街などにぎやかな所をイメージする

と思うのですけれども、この議論の中で「にぎわい」という言葉も相当議論されていました。「ま

ちを生き生きさせる」という意味がこの中に込められておりまして、私も仕事柄いろいろなま

ちへお伺いするのですけれども、このまちは生き生きしているなと感じるまちと、このまちは

寂しいなという感じがするまちと、いろいろと皆さんもおありだと思います。ここでは「地域

が活気づく」という意味で「にぎわい」と名付けたという感じでございます。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございました。 
「うるおい」と「にぎわい」、それぞれ心の問題でもあり、経済的な問題でもあり、いろいろ

な意味があろうかと思いますが、やはり住む地域をよくしようということには、そのどれもが

不可欠ではないかと思います。住みやすいまちであることが、これからの地方自治の基本でも

ありますし、それにプラス、前向きに何かつくり上げていくもの、あるいは新しく挑戦してい

くものが生まれてきて初めて活気のあるまちができてくるのではないかと思います。そういう

ことを夢見た、その結果が「うるおいとにぎわいのまち」という言葉に代わったというふうに

考えていただければ幸いと存じます。 
それでは、いよいよ合併した後、皆さんにとっては一番興味深いところかも知れませんが、

合併したら私たちが住んでいるこのまちはどんなふうに変わるのか、あるいは合併していくこ

との意味は何なのだろうということです。特に合併後のまちに期待することというテーマで、

皆さんからご意見をいただきたいと思います。久田町長から一言お願いできますか。 
○久田元一郎町長  合併する枠組みが１市４町ということでございますので、その中で永源寺

は、面積は広いのですが、人口的には小さなまちとしての位置づけになると思います。 
  その中で、永源寺が加われば新しい市がどう生き生きするのか、どうなるのかという、勝手

な言い分ですけれども、期待される部分がうちのまちにあるというのは、私たちも自負してお

ります。ちょうど先ほどおっしゃったように、川を挟んでの合併ということになれば、当然そ

のテーマになるのは「水」ではないか。永源寺が水源涵養や渓谷など、川のことを考えれば、

まず「水」がすべての生活の中で下流に対してプラスできるようなものがあるのではないかと

思います。 
  ですから、そういうものが自然と湧き出て流れていくような環境のまちづくり、それは市全

体で考えた場合、一つの大きなテーマになるのではないかと思います。そうすれば、水源涵養
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で森林も守っていくし、逆に地域の皆さんが山に来ていただけるような憩いの場、先ほど「う

るおい」とおっしゃいましたけれども、そういうものに影響できるようなまちではないかと思

います。 
  それともう１つは、「道」です。国道はこの前の道１本だけですが、これが将来的に三重県に

つながれば、新市の中では大きな力を持つのではないかと思います。さらに、これは山につな

がりますけれども、もともと「観光のまち永源寺」だと思っているのですが、「６５００人の町

民が１００万人の観光客を笑顔で迎えましょう」というのが永源寺町のまちづくりのテーマで

ございまして、笑顔で迎えるということになれば、地域の人たちも喜んでお迎えできるような

環境をつくっていかねばなりません。そういうようなまちづくりは、新市の中では大変大きな

位置を占めるのではないかと思っていますので、これは自慢しながら、また、まちづくりの中

で将来こうなってほしいなという思いと重なって、若い職員たちがつくってくれたテーマです

けれども、これはずっと大きな市になっても続けていけるような方向にもっていってほしいと

思います。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
今おっしゃった、１００万人の人たちとの交流をしたいというテーマ、私も初めて聞いた時

にすごくいい言葉だと思っていたのですけれども、そういう気持ちが一つの市になったとして

も、今の永源寺の人たちにとっては同じような気持ちが継続してあれば、本当にいいなと思い

ます。 
続きまして、順番にお尋ねしていきます。新しいまちに期待することとして、飯尾さんはい

かがでしょうか。 
○飯尾文右衛門氏  策定委員会の中で一番に出てきた問題は、今の問題も大事だけれども、百

年先のことを考えて協議しようということです。 
その次に、女性の方たちから「安全安心のまち」ということがたくさん出てまいりました。

施策の中にも入っているのですが、食糧の安全、子どもたち・老人たちの交通安全、安心の面

では医療面の充実というような施策も組み込んでいるわけでございます。 
  皆さんにお渡ししております資料の５ページに「市民と行政の協働によるまちづくり」とい

うことがあると思います。先ほどは出てこなかったのですが、議員さんの数が７２人から２４

人に減ります。第１回目の選挙の時には、それぞれの旧市町村の中から、永源寺町・愛東町は

議員の数を３人、五個荘町と湖東町は４人、八日市市は１０人、合計２４人でやっていこうと

いうことが決められております。 
その中で永源寺町は３人になるということは、最終決議されるのは議会ですので、それまで

の中で何とか私たちと行政とが話し合える場所をつくらなければいけないということがござい

まして、地域住民がＰＴＡ・自治会・老人クラブ・子ども会・女性団体、青少年団体などいろ

いろな団体、ボランティアもひっくるめて、個人も参加していただいて、まちづくり協議会を

つくって、そういった方たちと議会の皆さんと行政の首長さんを交えて話し合いをする。そう

することによって、大きくなってみんなの声が届かないのではないかというご心配も解決でき

るのではないかと考えております。 
これを進める上においては、やはり一人ひとりが新しいまちの主役として、責任のある行動

と言動でこの協議会に参画して、言いたいことを首長や議会に申し出て、それが実現するよう

な組織を将来ともにつくっていくべきではなかろうかと考えたわけでございます。 
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○谷口浩志氏  どうもありがとうございます。 
  “まちづくり協議会”ということを初めてお聞きになった皆さんもあるかと思うのですけれ

ども、これはどのくらいの規模のものができるのか。新市全体のものということではなくて、

地域ごとにつくるのか、そのあたりはいかがでしょうか。 
○飯尾文右衛門氏  まず一つの集落から学区、そして旧市町でまとめて、そしてそれが、自治

会組織の中にも組織があったと思うのですけれども、八日市は８つ、他は４つありますので、

合計１３の自治会の組織ができるわけですけれども、住民参加によるまちづくりを進めるシス

テムとして、ここに書かせてもらっている段階では、こういった諸団体の方々が、字・集落か

ら、こういうことをやっていこうということを一つの地域にまとめていただいて、大きな組織

に持っていくということになろうかと思います。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
  決して新市で一つの協議会をつくろうということではなくて、それぞれの地域ごとにこうい

ったものができて、その地域を代表する形で懇談会に参加するというようなシステムだという

ことでよろしいかと思います。 
続きまして、同じように、新しいまちに期待することを、吉澤さん、よろしくお願いいたし

ます。 
○吉澤克美氏  まず、永源寺町の場合は、第３次総合発展計画がございます。それぞれ新しい

まちの施策も、まちづくり計画の素案の中に書かれております。 
先ほどいろいろとその施策の中で具体的にどういうものがこの永源寺町に当てはまるのかと

いうことも少し考えてみましたけれども、一般的な施策そのものはこの中に書かれております

ので、今日は永源寺町のシンポジウムということで、そのあたり具体的にお話したいと思いま

す。 
  第３次総合発展計画の中は、一番表題の『６５００人の町民が１００万人の観光客を笑顔で

迎える』ということを考えますと、この中には国道４２１号のトンネル化、さらにまた温泉保

養施設も書かれております。また、合併以前から計画がありました有線放送のケーブルテレビ

などにおきましても、新市の中で取り組んでいくということになり、役場は少し遠くなります

けれども、非常に情報が隅々まで行き渡るということもあります。 

  さらにまた、旧の皇
すめら

学園も閉館されまして、町の方に寄付していただいたということで、昔

から言っております木地師文化、大切な、そしてまた後世に伝えていかなければならない文化・

歴史もあるわけでございます。そういった中で、新しいまちの中で「木の文化」という形の計

画そのものも組み込んでいただいております。非常にいろいろな施策の中からピックアップい

たしますと、具体的にはそういう形の、永源寺町の独自の今日まで計画としてあげておりまし

た施策そのものが、新市の中にも十分組み込んでいただいておりますので、将来のトンネル化

が完成した暁におきましては、永源寺町のみならず、この１市４町の枠組みの中にも相当な効

果、そしてまたまちの活性化含めて、それこそ滋賀県のど真ん中の中部地方におきます活性化

が相当図れるという感じを持っております。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。 
それでは、田中さんからもよろしくお願いいたします。 

○田中 進氏  合併後ということよりも、永源寺町はもっとこうならないといけないというこ

とを、私はこの委員会に参加させていただく時に非常に思っていました。 
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少し例をあげますと、１つは、永源寺町の広報を見るたびに人口が減っていく、もう１つに

は、私の住まいしております家の周りを見てみても、結婚適齢期を過ぎている男性が何人かい

ます。非常に身近に、もっとこうすべきだな、ああすべきだなということがございます。 
  タウンウォッチングで各市町を見せていただきまして、あるまちでは、村で宅地造成をして、

そこへ新家をつくれるようにしているという話がございました。広くなったことによって、各

地域で工夫してやられていることが非常に勉強になりました。 
  もっと違う目で見ますと、我が永源寺は、木地師からマイタケ、紅葉、コンニャク、単語で

言えば相当数があるのです。産物も観光地も含めて、自然キャンプ場などいろいろな部分があ

りますので、さらに発展させていけるのだという部分が非常にたくさんあります。新市におい

てまちづくり協議会の仕組みができましたので、これを拡大していって、もっともっとみんな

で考えていったらいいのではないか。どんな日々の思い、悩みもみんなで考えて対処していか

ないことには、今までの私でしたら行政任せ、議員さん任せ、例えば「あそこの街灯を来年に

は付けてくれるように言ってくれ」と頼んでおいても、「来年は付けてもらえそうもないらしい

ぞ」という話で終わってしまいます。来年付かなかったら、その次の年には付くのかというこ

とを、誰も思っているだけで改善できてない部分も結構あって、そういう意味では不満がある

と思うのです。そういうことをなくしていく、身の回りをもっと良くしていくということをこ

れからどんどん進めるためには、まちづくり協議会のみんなで語り合う場を、草むしりの時で

も空き缶拾いの時でもいいので、そういう場をどんどんつくっていくべきだと思っております。

合併後は、特にみんなでしゃべるという機会をもっとつくっていくべきだと思っています。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。 
  “永源寺”という名前はなくなったとしても、そこに住んでおられる方々の、自分たちの地

域ということについては何ら変わることではないので、それをいかに住みよくするかというこ

とについて考えていくこと、地域でそこに住んでいる人たちが一緒になって一生懸命考えてい

かなければならないというのが、これからの地方自治の姿だろうと思います。ぜひとも皆さん

のお力を添えていただければということを、私からもお願いしたいと思っております。 
  時間も終わりに近づいてきました。まだまだいろいろとお話を伺いたいことはたくさんある

のですけれども、もうあと一年余りに迫ってきました合併の予定時期です。それまでの一年余

りを、この永源寺町の町長として、久田町長はどういうことに取り組んでいきたいか、あるい

は永源寺町としてどういう心構えで合併までの取り組みをされていくのかという点についてお

尋ねしたいと思います。 
○久田元一郎町長  この問題は、合併が直前であることもございますけれども、永遠のまちづ

くりのテーマみたいなもので、まちをどうするのか、住んでいただいている人たちが「住んで

いてよかったな」と思われるまちづくりというのは究極の行政だと思います。 
懇談会に行って合併の話をさせてもらうと、「役場が遠くなる」「たびたびは出向いて来てく

れないだろう」という心配をまずされます。地理的に永源寺町は少し離れているということが

ございますので、サービス低下が起こらないような形のものをきちんとしておくのが第一では

ないかという思いでございます。 
  その中では、もう３年ぐらい前から計画して取り組んできていただいておりますＩＴ化によ

って、ケーブルテレビを、これは光ファイバーを使っていくということですが、情報が行政か

ら行くだけではなくて、逆に住民の皆さんから市役所あるいは支所等に送れるような形のもの
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をきちんとしておくことが第一歩ではないかという思いで、これは新市においても取り組んで

いただけるように協議をいただいております。 
  そういう中で、生活の小さなところまで目を配った一年間、本当に細かく気をつけながらい

く一年間になるのかと思います。大きなテーマはもう合併の協議会で既に提案いたしておりま

すので、そういう問題は解決していただけると思いますが、皆さんの暮らしの中で落としては

ならないことを整理していく一年間になるのかなと思います。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございます。 
特に今お話しいただいた中で、役場が遠くなるというお話がありましたけれども、この部分

については、永源寺町の皆さんにとっては切実な問題になろうかと思われます。 
ただ、私も他の合併のところへ行っていろいろ話をさせていただくのですけれども、住民の

方にその会場で、「年に何回ぐらい役場まで行かれますか」と聞いてみますと、ほとんどの方は

「役場へは今年１回も行ってない」とかいうようなお話なのです。本当に必要なことは役場か

ら来る情報であり、あるいは自分たちの持っている情報を役場にどう伝えるかということであ

って、自分が実際に役所まで出向くということは滅多にないのではないかと思います。仕事と

して役所へ行かれる方、あるいはいろいろな事務的な関係で行かざるを得ないという方もいら

っしゃると思いますけれども、ほとんどのことは支所の方でできるということです。今の永源

寺町の役場がそのまま支所として機能しますので、ほとんどのことは支所で扱っていただける

ということでありますし、情報網を完備するということになれば、それでほとんど皆さんの用

は足りてしまうのではないかと思います。 
ですから、庁舎の位置がどこだからということで揉めている合併協議会もたくさんあるので

すけれども、庁舎の位置よりも、自分たちがもっと身近に必要なものを必要な時に取り出せる

仕組みづくりの方に本当はお金をかけるべきです。土地を買って、新しい庁舎を建ててという

ことではなくて、そういうことも大事ではないかと思います。 
もっと言えば、近くのコンビニで住民票が取れるようになれば、もっと便利になるのになる

と思ったりするのですけれども、急にそこまでは無理かも知れませんが、それに近いところま

でできれば、まちというものは変わっていくのではないか。これからのまちというのは、住ん

でいる人の利便性をより高めるという方向に向かっていくのだろうと考えていますので、合併

して不便になったなということがあってはいけないと私自身は思っています。 
ですから、これからこのまちづくり計画、これはあくまでも「素案」と書いてあります。と

いうことは、これから来年３月に向けてこれを合併協議会の中で協議していただくわけですけ

れども、これは何もまちづくり計画策定委員会に参加していただいた３０名の方がつくったも

のではなく、つくるものではないのです。これから皆さんが一人ひとりの意見を出していだた

くことによって、実際のまちづくり計画というものができ上がっていくのだということを、ぜ

ひとも心に留めておいていただいて、いろいろな意見があれば出していただきたいと考えてお

ります。 
そうすることによって、永源寺町から中心部であります八日市との関係というのもうまくい

くようになると思いますし、皆さんが住んでおられる身の回りが一つの大きな行政体の中でも

生き生きとしていける、そういう状況をつくり出すことができるのではないかと考えておりま

す。ぜひとも今日ご参加いただいた方は、それだけ意識の高い方にお集まりいただいたのだと

思いますし、そういった形でご協力をいただけることをお願いいたしまして、パネルディスカ



 - 12 - 

ッションを閉じさせていただきます。 
まだまだパネリストの皆さんはいろいろなお話をしたかっただろうと思いますけれども、決

められた時間がありまして、大変残念ですけれども、また永源寺の方々ばかりですので、身近

なところで声を掛けていただいて、いろいろなお話をぜひとも聞いていただきたいと思います。

どうも長時間ありがとうございました。これで終わらせていただきます。 
 

○司会  コーディネーターの谷口先生、ありがとうございました。 
  また、協議会委員の吉澤さま、新市まちづくり計画策定委員会委員長の飯尾さま、策定委員

の田中さま、ありがとうございました。 
それでは、続きまして、先ほどの休憩時間に質問カードでいだたいておりますご意見につい

てお答えさせていただきたいと思います。 
ステージには引き続き久田町長、谷口浩志先生にお上がりいただいております。また、永源

寺町 池田 晋助役、そして合併協議会事務局 中嶋喜代志局長にお上がりいただいて、皆さ

まからの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、大変ご苦労さまでございます。東近江１市４町合併協議会事務局

の中嶋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
先ほどスライドをご覧いただきまして、皆さまからたくさんのご意見をいただきましたので、

順番にお答えしていただきたいと思います。全部で２３名の方からカードをいただきました。

たくさんございますので、すべてに時間内でお答えできるかわかりませんが、順番に答えてい

ただきたいと思います。 
まず最初に、１０名の方から、「能登川町の参画申し入れについてどのように考えているか」、

書き方はいろいろございますが、主といたしまして、能登川町の参入についてのお考えを聞い

ていただきましたので、この件につきましては基本的なことでございますので、町長からお答

えいただきたいと思います。 
○久田元一郎町長  ご質問が一番多いのが、能登川町からの参入申し込みに対してどうかとい

うことだと聞きました。永源寺町の役場にも先般、町長さんや議会の方たちがおいでになりま

して、町の方に申し入れをいただきました。私たちは、初めてそのことでお会いさせてもらっ

たので、永源寺町にお越しいただくということはありがたいのですけれども、今、合併の協議

の状況が非常に進んでおりますので、合併協議会の方へ申し込まれるべきではないのですかと

いうふうに申し上げました。全く１市４町で協議ができていない時でしたので、そのように申

し上げてお帰りいただいて、やはりここまで協議が進んでいる中でございますので、１市４町

が協議をして、「協議をして」というのは失礼になるかもわかりませんが、十分お話をしてお答

えさせていただきますということで、その時はそう申し上げております。 
  その後は、非公式には何度か町長さんにもお会いさせてもらっておりますし、大変切実な参

加希望であると受け止めておりますので、早い機会に１市４町で協議してご返事をしなければ

ならないと思っております。 
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ちょうど昨日と今日の２日間で議会の一般質問がございまして、やはりそのことは集中的に

ご質問を受けておりますので、私たちの町としての気持ちは、議会の中では答弁をさせてもら

っておりますが、やはりこれは１市４町で一緒に考えてお答えをするということになっており

ます。 
  もっとも、神崎郡はずっと長いお付き合いの中で一緒ですし、また、東近江の広域行政組合

で一緒に行政を進めさせていただいている仲間でございますので、おこがましい話ですけれど

も、お入りいただくということにそれほどの違和感は持っておりませんが、先ほどのスライド

でございましたように、かなり協議が進んでいる中で、いろいろと能登川町と協議する時間が

本当に持てるのか、合併が１７年３月以降に延びても特例が受けられるのかという問題がござ

います。まず基本的に、能登川町が参入されるということに永源寺町としてはそれほど違和感

を持ってはおりません。しかし、時間的に、時期的なことでどういうふうにすり合せをしてい

くのか、大変この点では、議長さんも先ほどおられましたが、お互いに悩んでいる状況です。

早急に１市４町で協議してお答えさせてもらいたいと、永源寺町としてはそのように思ってお

ります。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
続きまして、３名の方からご質問をいただいております。永源寺では紅葉や緑、水といった

イメージができ上がっておりますので、「永源寺町という名前をなくすのは損失だ」と書いてい

ただいております。そういう中で字名・町名が決定をする時期に来ておりますが、「永源寺町と

してはどのようにしていくのがよいと考えておられますか」というご意見を３名の方からいた

だいております。 
これにつきましては助役さんからお答えをいただきたいと思います。 

○池田 晋助役  各集落の字名につきましてのご質問でございますが、先ほどのスライドの中

で、新市の名称は「東近江市」と決められたと報告をされたところでございますが、そのあと

に付く、新市になりますと町の名前になるわけです。その名称につきましては、協議の中では

原則として「東近江市」に続く名前は字名が町名になるということで、具体的に申しますと「東

近江市山上町」となるように基本的な協議はされております。 
ただ、協議の中で、一部のまちからも「旧の町名を残したい」というご意見も出ております。

また、当永源寺町におきましては、各集落の区長さん宛てに、「現在お使いになっている集落の

名前でよろしいか」という確認をさせていただいて、現在とりまとめをさせていだいていると

ころでございます。 
また、１市４町の中には同じ名前があるところがございます。こういった部分の調整もいた

しておるところでございますので、今後皆さん方から寄せていただいたご意見を調整して、協

議・決定をしていきたいと考えております。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
次に、先ほどのまちづくりの中にも、市民との協働により仕事を進めていくという内容がご

ざいました。その中で、ボランティアやＮＰＯが出ておりましたが、ご質問の中では「永源寺

町にはＮＰＯがないので難しいのではないか」と書いてございます。その場合、「ＮＰＯをどの

ように育成したらいいのか」というご質問をいただいておりますので、谷口先生から答えいた

だきたいと思います。 
○谷口浩志氏  ＮＰＯとの協働が、市民と行政との協働には不可欠ではないかということで、
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確かにＮＰＯというだけではなかなか実態がわかりにくい部分もあるかも知れませんけれども、

いわゆる市民主導型の活動団体・組織という考え方でいいかと思います。基本的には自主的な、

そして非営利であるという条件付けがあるわけですけれども、そういう団体がないと、なかな

か行政と協働しにくい。つまり、地域そのものが行政から忘れ去られていくのではないかとい

うご心配のご質問ではないかと思います。 
基本的に、ＮＰＯというのは、行政の手が届かない地域あるいは分野といったところに必要

に応じて生まれてくるものだと思います。そういったことが法律的にも認められてきて、そう

いう活動がしやすくなってきたということもありますので、本当に必要であればそういうもの

は、自然発生的とは言いませんけれども、その必要性を感じて、自分たちで何とかしようとい

う人たちが必ず生まれてくるだろうと、私自身は期待を持っているところです。 
逆にそれがあまり生まれてこないところというのは、それだけ市民意識が薄いのかと言えば

決してそうではなくて、自治会や集落といった団体の結束が非常に固くて、あえてＮＰＯに頼

らなくても、自分たちのことは自分たちでやる自主組織というものが既に機能している。「既に」

と言うとおかしいのですが、既に機能をなくしてしまっているところにこそＮＰＯが必要なの

であって、そういう組織がきちんと機能しているところでは、わざわざＮＰＯを持ち出さなく

ても、集落や自治会といったところがその役割を十分果たしてくれるのではないかと思います。 
ただ、その自治会なりの組織の仕方というのが、地域性というものもあると思うのですけれ

ども、男女共同参画に少し外れている、つまり女性がなかなか入っていきにくいといったこと

や、あるいは、代表を決める時などの慣習が昔ながらのものであるとか、実態に即さない、そ

ぐわない部分というのもある程度見受けられるケースがあります。そういったところをもう一

度ＮＰＯとして立ち上げるということをまず考えるよりも、自治体が本当に機能できるのかど

うか。例えばその自治体が中心になって、その自治体規模で新しいまちの地域協議会への参加

を図ろうとするのであれば、その辺ももう一度見直しをする必要が出てくるかと思います。 
ですから、必ずしもＮＰＯという新しい言葉に頼るだけではなくて、今ある既存の組織をど

う変えていくのかということも含めて一緒に考えていただければ、もう少し可能性が出てくる

のではないかと思っております。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
次は、地域審議会のご質問をいただいております。地域審議会は、特例法でも認められてお

りますが、「この設置につきましてどのように考えておられるか」、また「小規模自治体にとって

必要と思われているか」というご質問をいただいておりますので、この件につきましては町長か

らお願いいたします。 
○久田元一郎町長  地域審議会につきましては、合併をしたあと約束されていた施策がきちん

と実行されているのかというところを、監視するという言い方はおかしいのですけれども、そ

ういうように関わっていく地域の皆さんの審議会ということで、総務省の方でこのような形が

認められております。 
この１市４町の合併が進んでいる中で、私たちのまちは少し中心部から離れておりますので、

こういう提案もさせてもらっておりましたが、まだ総務省の方で、公選制でいくのか、あるい

はまた自治体の推薦でいくのかということがはっきり決まっていなくて、私たちもいろいろ問

い合わせをしてまいりましたが、合併協議会の中では、地域の審議会よりももっと積極的な、

それぞれの旧市町村の中で自治会活動を中心としたもっと新しい地域づくりに発展させてはど
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うかという提案がございまして、その方向で検討が進められております。 
例えば、八日市市がつくられなくても永源寺町だけでつくってもいいということは言われて

おります。そのような形をつくるべきかどうかということも考えておりますが、もうひとつそ

ういう約束をずっと、誰かが、地域の住民を代表している人たちがしっかりと監視していくと

いうことになりますと、今の議員さんも特例法の適用を受けて、しばらくですけれども残って

いただけるということもございますのと、もう１つは、新市の中で選挙区を設けて、永源寺町

は永源寺町の枠で数名の議員さんの小選挙区制を採用すると、これは１回だけですけれども、

そういう方向に決めていただいておりますので、地域のことを代弁していただくということに

おいては、少し安心できるのかなと思います。 
しかし、他の県の市町村などは、地域審議会を設けて積極的にそういう活動をなさるという

ところがあるように聞いております。１市４町の中では、よりもっと積極的な自治会活動によ

って、住民の意思を代弁していこうということにほぼ決まっております。そういう状況でござ

いますので、ほかの永源寺以外のところではあまり求められなくて、少し残念に思っておりま

す。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。次の２点につきましては、私からお答えさせて

いただきます。 
まず１点目は財政推計、先ほど説明させていただきました中には出ておりませんが、特例債

というものがございます。これを、計画では１０年間で２００億円、認められる額の６割を見

込んでおりますが、「なぜ１０割の３３４億円を見て推計しないのか」というご質問です。 
もう１点は、合併特例債が償還が本格化する２０年間の集計が必要ではないかというご意見

をいただいております。 
２００億円につきましては、１６年目からは地方交付税が一般の本来の形になります。それ

も見込みまして、そこで赤字が出ないようにという額も見込んで２００億円で計画させていた

だいております。その後もそれで償還してまいりますので、２０年間という長い期間を計画す

るよりも、当面見込める１０年間で推計を公表させていただいております。 
そしてもう１点ですが、ご質問の中で「国民保険料が新市になれば２,０００円から２,５００
円と５００円アップする」というふうにお書きいただいておりますが、私どもの説明が悪かっ

たのかもわかりませんが、これは個人の市民税の均等割のことをおっしゃっているのではない

かと思います。 
このスライドをつくった時点、協議をしていただいた時点では、法令で「人口５万人以上は

年間２,５００円になる」ということですので、自然に上げざるを得ないということで５００円
アップということで協議をしていただきました。ところが、一昨日ぐらいの新聞で見ていただ

いたと思いますが、これはまだ決まっておりませんけれども、政府税調の方で、「均等割を人口

に関係なく３,０００円にする」いう案が出ております。 
これが決まりますと、これは１６年度から３,０００円になります。決定いただいた時には「２,
０００円から２,５００円」となっておりましたが、政府が法律を変えられましたら「３,０００
円」になりますので、それもお含みいただいてお答えにさせていただきたいと思います。 
時間が経過しておりますが、たくさんございますので、できるだけお答えしていただきたい

と思います。 
永源寺町は森林が９割を占めておりますが、その行政をどのように考えておられるのか。ま
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た、事業に対する補助金等はどうなるのかというご質問でございます。これは助役さんからお

願いします。 
○池田 晋助役  ご質問の森林行政ならびに林業の補助金制度についてのお尋ねでございます

が、現在、協議会の中にまだ議題としてあがっておらない状態でございます。 
そうした中で、皆さんもご承知いただいておりますように、１市４町の中で林業ならびに林

業に占める割合は、永源寺が大部分、補助事業また林道事業に対しても永源寺町が大部分を占

めております。こういったことで、協議会ではまだ決定されていない事項でございますが、永

源寺町といたしましては、この補助制度なり林業行政はすべて残していただくように強い要望

をしていくつもりでございます。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
  続きまして、まちづくりの策定にあたってのご質問をいただいております。１０年間で社会

情勢・経済情勢がどう変化するように認識されて、委員さん方で討議されたのか。また、重点

事項５点について重要と考えた項目についてご説明をいただきたいということですので、これ

は谷口先生からよろしくお願いいたします。 
○谷口浩志氏  大変難しいと言いますか、重要なポイントについてご質問をいただきました。

現実問題としまして、まちづくりの策定計画をつくる段階で、例えば１０年後世の中はどうい

うふうになっているのかということをシュミレーションした上で、それに合せてまちづくり計

画をつくろうということをしたわけではありません。ただ、今から１０年後こういうふうな生

活をしているだろう、あるいはしていたい、１０年後はこんなふうになりたいという目標とい

うものを設定して、そこへ向かっていくためには計画をどんなふうに立てたらいいだろうとい

うようなスタンスで、このまちづくり計画を立てさせていただきました。 
  そこで、重点項目５つを説明してくださいというご質問ですけれども、ここであげている地

域の将来像の４つの項目というのが、１０年後にこういうふうになっていたいという希望なの

です。ですから、自然環境をできるだけ残すような形で考えていこうと。この１０年間、日本

でも自然環境はどんどん破壊されていくだろうと思います。そういった中で１０年先、自然環

境を残しているということはどれだけ価値があるのかということを考えますと、この部分とい

うのは非常に重要なポイントではなかろうかと思います。 
  それから、「暮らしの豊かさ」というのは、そこに住んでいる人たちがどういう、「豊かな」

という言葉が非常に曖昧なので、なかなか実感をつかんでいただけないかも知れませんけれど

も、経済的なもの、文化的なもの、精神的なもの、そして自然環境など、そういったいわゆる

住環境・生活環境と言われる部分、それらが豊かであるためにはどうすればいいのか。つまり、

社会福祉が充実して、経済的にも豊かであって、地域に住んでいる人たちが生き生きと暮らせ

る、そういう豊かさを得るためにはどうすればいいか。特に今は経済ということが最優先され

がちですけれども、必ずしも幸せ、あるいは豊かさというのは経済的なものばかりではないと

いうことも含めて考えていただいていると私は認識しております。 
  それから、その次の「心の豊かさ」というのは、まさに歴史や文化、その場所に育まれてき

た、地域固有のものです。これは、新市という大きな組織になったとしても、その中の旧永源

寺町、あるいは皆さんが住んでおられる地域にある、今まで培ってきた地域の固有の文化とい

うものは決してなくしてはいけないだろう。今まで国の政策として、そういうものをなるべく

排除して、どの地域も、日本全国津々浦々同じ、平等なまちになるような政策をしてきたわけ
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です。ところが、地方分権になって、国からもある程度地域は自分たちで自立していきなさい

という、私から見れば見放されたのではないかという気がするのですけれども、大きくは経済

的なものでしょうが、そういう中でその地域が生き残っていくためには、やはりその地域の独

自性、固有のものをいかに地域が大切にして、それを他に対してアピールしていけるか、他と

の差別化が図れるかということで、これからの地域は成り立っていけるのだろうと思っており

ます。 
  ですから、まちが大きくなればなるほど、地域にある固有の文化や歴史というものをより大

切にしていっていただきたい。あるいは、それを大いに利用してまちづくりをしていっていた

だきたいと考えております。 
  それから、せっかくいろいろな個性を持ったまちが一つになるわけですから、それが交流す

ることによってさまざまな情報、あるいはノウハウ、いろいろな蓄積があります。それを交換

し合うことができます。そして、さらに大きくそれを利用してステップアップしていくことが

できるというメリットがあると思います。例えば、先ほど助役さんからもお話がありましたけ

れども、森林面積のほとんどがこの永源寺町にあります。森林に関するノウハウや資源といっ

たものは、全部ここが握っているわけです。今あるいろいろなプログラムをそのまま残してほ

しいというお話がありましたけれども、逆に言えば、エリアが広がった分だけここの森林にか

けられる予算、あるいは時間といったものが、全体が大きくなるわけですから、逆にもっと増

やしてもらうというような方向で考えていってもいいのではないかということも考えたりして

おります。これは地域間の交流・連携ということです。 
  この４つが新しいまちに対する非常に大きなテーマだと思っております。というよりも、皆

さんで話し合った中で、この４つが大事な分野だということで合意をいただいたところであり

ます。非常に曖昧と言いますか、抽象的なもので、お返事もそういう形になってしまって申し

訳ないのですけれども、あくまでも今の段階で１０年後を計画するということになると、こう

いう程度のものになろうかと思います。 
  さらに具体的なものについては、その次の６つの行政としての関わり、行政として何をどう

していくのかということが次の６つに分類されて表されています。これは概要版ですから、表

面的なところしか書かれていません。もしまちづくり計画の中身を詳しく知りたいという方は、

概要版でない本物があります。分厚くなっていますけれども、そういったものもぜひご覧いた

だいて、その上でまたいろいろな意見をいただけると大変ありがたいと思います。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
今、谷口先生がおっしゃいました計画素案につきましては、ホームページにも掲載しており

ますので、またご覧いただきたいと思います。 
次に、議会の議員の関係、職員の削減の関係を２点ご質問いただいておりますので、私から

回答させていただきます。 
まず、「市会議員・町会議員の任期がなぜ８ヶ月も選挙もせずに延びるのか、３ヶ月以内でい

のではないか」というご意見をいただきました。これにつきましては、協議会の中で議論をい

ただきましてそのように決まったのですが、理由といたしましては、在任特例と言いまして、

法律上は２年間認められております。ただ、２年間も延長いたしますと合併のメリットが出て

こないということで、まず、新市ができますと５０日以内に市長選挙が執行されます。それと

重なると選挙人も迷われるのではないかということ。それから、新市になりまして、今現在計
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画をつくっておりますが、それに基づいた予算が、新市長が誕生後の６月議会で審議される予

定になります。その新市の初めての予算を審議していただくこと。それから、９月には旧市町

の決算につきまして審査をしていただきます。それをやり終えていただいて選挙をしていただ

いた方がいいのではないかということで、１０月３１日までの８ヶ月の在任特例を使わせてい

ただきました。 
ご質問にはないのですが、議員の法定の定数は上限３０名と決められておりますが、新市で

は２４名ということで減数していただいております。 
２点目は、職員の削減につきまして、「広域合併するのに職員を３分の１ぐらいは削減するべ

きだ」というご意見をいただいておりますが、資料の６ページの下の方に「人件費の削減」と

書かせていただいておりますが、職員数につきましては、同じような人口規模の団体と比較い

たしまして、当然それより多くなりますので、１５年間で１６％の職員削減をするという計画

にさせていただいております。あまり職員を削減いたしますと、またサービスが落ちるという

ことにもなりますので、その後も適正な規模に対する職員数は配置されることになるかと思い

ますが、現行計画では１６％の削減とさせていただいております。 
次は、合併の後の自治会のことでご質問をいただいております。会計年度でしょうか、役員

の年度でしょうか、「自治会の年度について変更になるのでしょうか」という問い合わせですの

で、これは助役さんからお願いします。 
○池田 晋助役  ご質問いただきました自治会の年度を、合併と同時に統一・変更されるのかと

いうご質問でございますが、自治会の年度につきましては、それぞれお宮さんやお寺の行事、

また集落の慣習等によって年度はそれぞれ決められていることと思いますので、統一の方向は

考えておりません。 
  ただし、行政の年度に合せてもらえるならば合せてもらった方が、自治会の運営上も、また

行政とのやり取りも、その方が便利ではないかと思います。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
最後のご質問にさせていただきたいと思います。新市の施策でございますが、現在各市町で

個々の総合計画等をお持ちでございます。そういうものについて、「５年間で主要施策と位置づ

けられたものが実際に策定されているのか」ということ、それから「視点が合っているのか。

積み残しがあればその対応をどうされるのか」というご質問でございますので、これは町長さ

んからお答えいただきたいと思います。 
○久田元一郎町長  それぞれのまちには発展計画がございますし、１０年ごとに２次・３次と

いう形で、またそれを５年ごとに見直しをかけながら、また財源を確保しながら計画を進めて

いるわけでございますので、合併がなくても当然そのまちは施策をやるべきものと思います。 
ところが、合併特例債を充ててそれをやるということになれば、お互いのまちの持ち込みと

いうことにその事業がなりますので、やはりある程度は調整で順位を決めていかなければなら

ない状況になると思います。 
５年以内にやるべきだということでございますけれども、やはり熟度等いろいろなことを考

えて、１市４町の中で専門的な職員も入れて検討していくという状況でございますので、今そ

のことができなくても、合併特例債を使う、これは先ほど局長が申しましたように２００億円

という枠内ですけれども、それに合せて計画どおり進めていくべきものと思います。 
そのランクと言いますか、順位は、お互いに譲り合いながらやらなければ、限りなくあると
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いうものでもございませんので、十分な協議をしながら進めていくという方向になろうかと思

います。町としましても、いくつかのプロジェクトがございますので、合併協議会には持ち込

んで協議をいただいている状況です。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
皆さま方からたくさんご意見をいただきましたので、予定の時間を２０分ほど超過してしま

いました。申し訳ございません。 
大変貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。新市まちづくり計画を最終

仕上げるわけでございますが、本日いただきましたご意見につきましては、今後の協議会で検

討させていただきたいと思います。 
これで終了させていただきます。ありがとうございました。 
 
 

○司会  ２時間余り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、いかがでございましたでしょうか。 
閉会にあたりまして、永源寺町議会議長 吉澤克美がごあいさつをいたします。 

 
○吉澤克美議会議長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 
正月まであと１０日余りでございますし、今日は大変寒い中をこんなにたくさんご参集いた

だきまして、誠にありがとうございました。 
今回のシンポジウムにつきましては、１市４町の合併協議の経過ならびに新市まちづくり計

画素案についての説明をさせていただきました。新市まちづくり計画につきましては、今後こ

の素案をもとにいたしまして、本日皆さま方からいただきましたご意見、さらにまたご提案を

いただいたわけでございますが、皆さん方の各般のご意見を頂戴いたしまして、概要版を全戸

に配布いたしたいと思っておるわけでございます。それらを参考にいたしながら、より良い新

市まちづくりの策定といたしたいと考えておるわけでございます。 
１市４町の合併協議につきましては、法定期限内に何とか合併を成し遂げたいという１市４

町の共通認識でもございますと同時に、また、協議会の皆さま方による調整に向けた熱心なご

議論のもとに、限られた期間内ではございますけれども、まずは今現在は予定どおり順調に進

んでおることを大変喜ばしく、皆さん方にまたお礼を申し上げる次第でございます。 
今後とも、合併協議の状況等につきましては、できる限り情報提供を各般にわたりまして努

めてまいりたいと思っているわけでございます。この点におきましては、よろしくご理解を賜

りますようにお願いを申し上げまして、簡単措辞でございますけれども、閉会のごあいさつと

いたしたいと存じます。 
外は大変寒いので、どうかひとつお気をつけてお帰りいただきますようお願い申し上げます。

本日は大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 
 
○司会  ありがとうございました。 
本日は大変お忙しい中、またお寒い中をこのように多くの皆さまにご参加いただき、また最

後までご清聴いただきまして、ありがとうございました。 
本日配布させていただきました資料の中に、来場者アンケートがございますので、ご記入の
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上、お帰りの時回収箱にお入れいただきたいと思います。 
１市４町それぞれの市と町が特徴を生かして、お互いの相乗効果が生まれ、住民の知恵を合

わせ力強いまちづくりができますよう願って、これをもちまして八日市市・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

終わらせていただきます。お帰りにはお忘れ物のないように、また、お足元には十分お気をつ

けいただきますようお願い申し上げます。 
皆さま、大変ありがとうございました。   

 
 


