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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」五個荘会場 
 
○日 時：平成１５年１２月１２日（金） 

午後７時３０分～午後９時３０分 
○会 場：五個荘町 

てんびんの里文化学習センター 
○参加者：１８４名 

 
○司会（五個荘町 佐生輝美氏） 
会場にお集まりの皆さま、こんばんは。 
本日は何かとお忙しい中をお集まりいただき、 

ありがとうございます。 
定刻になりましたので、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。 
初めに、合併協議会副会長であります五個荘町長 前田清子がごあいさつを申し上げます。 

 
○前田清子副会長  皆さま、こんばんは。 
市町村合併シンポジウムを開催いたしましたところ、本日は大変お忙しい中、また夜分にも

かかわらず、雨の中このように多くの皆さまにご参加いただきまして、大変ありがとうござい

ます。心からお礼申し上げます。 
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、全国の市町村の８割がそ

の検討を進めており、県内５０市町村においては、私どもの合併協議会を含め、１０地域４０

の市町村で、同じように合併協議が進んでいるところでございます。 
こうした中、私ども１市４町の枠組みによる合併協議を５月から開始し、新市発足に向けた

各種項目の調整を進めてまいりました。この中では、現在、五個荘町で取り組んでおりますす

べての事業について点検を行い、新市としてあるべき姿を議論してきたところでございます。 
また、合併後の新市の全体像を議論するにあたっては、中学３年生を含む１万２千人の皆さ

まにアンケートを行ったほか、具体的な議論を行う３０人の策定委員会には、住民の代表であ

る議会や合併協議会委員のほか、１８人の公募委員にも加わっていただいて、住民の皆さんと

同じ視点から将来のまちづくりを議論していただきました。 
また、五個荘町では、１１月１１日から２７日までの間、議会や行政が各字に出向きまして、

合併に対する自治会行政懇談会を開催させていただきました。各字の区長さまには大変お世話

になり、また、多くの区民の皆さまからは、町名の取扱いや新市のまちづくり等、合併に関す

る貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。 
そのご意見の中で、能登川町から１市４町への参画の希望があるがどうするのか、１市４町

は能登川町を受け入れるのか、などの質問がたくさんありました。 
１市４町の合併協議では、既に協議項目の約７割が確認済みであり、この合併は法期限内の

最後のチャンスで、何としてでも１市４町の合併を成就することがまず前提であります。能登

川町の参入については、住民の皆さまの意見を踏まえて、議会と相談しながら枠組みの拡大に
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努力していきたいと思います。 
本日は、１市４町の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、策定

に加わっていただいた方々から、策定の経過や議論の内容をご紹介いただくこととしておりま

す。ぜひ、会場の皆さまからもご意見をいただきまして、より良い計画に仕上げてまいりたい

と考えております。 
新市まちづくり計画は、次世代を担う子どもたちにも重要な計画となりますことから、住民

の皆さまの貴重なご意見をよろしくお願いし、ごあいさつに代えさせていただきます。本日は、

どうもありがとうございます。 
 
○司会  前田町長、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私、五個荘町役場の佐生と申し

ます。よろしくお願いいたします。 
手話通訳は、滋賀県聴覚障害者福祉協会の中森雅子さまと吉田京子さまにお願いをいたして

おります。 
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ご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。 
また、協議内容の説明のあと、新市まちづくり計画につきまし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あります『質問カード』

にご記入の上、後ほどとらせていただきます休憩のお時間に、こちらステージの下の両側にご

ざいます質問カード回収箱にお願いいたします。 
説明は、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行わせていただきます。

では、お願いいたします。 
 

（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いてご説明させていただきました。新市の名称が東近江市

に決定したということは、皆様もかなり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のかという指針とな

るまちづくり計画につきまして、去る 11月 27日開催の協議会において確認をいただきました、
新市まちづくり計画素案に基づきましてご説明を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らん頂ながら説明を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  只今、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した。引き続

きましてパネルディスカッションをさせていただきますが、ここで 10分間の休憩をとらせてい
ただきます。 
この時間をご利用いただきまして、本日配付させていただいております資料に、まちづくり
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計画に対するご質問などをいただく『質問カード』がございますので、ご質問のある方はご記

入の上、ステージ下の両側にあります質問カード回収箱にお入れいただきたいと思います。休

憩時間終了までにお願いいたします。 
また、後日ご意見をいただく場合は、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、只今から 10分間の休憩に入らせていただきます。 
 

（休 憩） 
 

○司会  お待たせいたしました。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、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、五個荘町長はじめ何人かの方にステージにお上がりいただきまして、新しい市「東近

江市」に対する夢について議論して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をしていただくパ

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 前田清子五個荘町長でございます。 
 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

た足立 進さまでございます。 
  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福本克己さ

までございます。 
  最後に、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
事の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いただいております。 
  それでは、これからはコーディネーターの西川さまにお願いします。   
 

（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。 
私は、今ご紹介いただきましたように、NＰO法人（特定非営利活動法人）ひとまち政策研究
所というところで、主に地域づくりの面からいろいろとお手伝いをさせていただいております。

例えば、いろいろな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

会開催などのお手伝いをしているのですけれども、その中には、計画づくりというようなこと

も含まれておりまして、今回意見交換の場に参加させていただいています。 
この１市４町合併に関するまちづくり計画策定委員会でも、こうやってご一緒させていただ

いたのですが、どちらかと言うと、お手伝いをすると言うよりも、私の方が勉強させていただ

いたということがほとんどだったかなという感じもいたします。そして、委員の方の熱心なご

討議で、良い計画ができたのではないかと、とても喜んでいるところなのですけれども、本日

のパネルディスカッションでは、この計画づくり、それから合併全体の話に関して、いろいろ

夢や希望を大いに語っていただこうかと思っております。 
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それでは、まず前田町長に、合併に関する基本的な考え方であるとか、合併に関する取り組

みといったようなことをお話しいただけたらと思います。よろしくお願いします。 
○前田清子副会長  市町村合併につきましては、自分たちのまちづくりの最重要課題として、

今全国で昼夜を問わず一生懸命取り組んでいるところでございます。 
私ども五個荘町におきましても、三町合併の白紙撤回など、いろいろな経過を踏まえ、今年

２月２６日に八日市市と本町議会代表による懇談会において、合併に対する考え方について協

議していただき、本町は、八日市市を中心とした枠組みに参画し、新たな出発をいたしました。 
  ５月１５日には、任意の合併協議が開始され、その後、７月３１日には１市４町の法定合併

協議会を開催、現在まで５回の協議会が終了しました。 
今なぜ合併かと言うと、５点申し上げます。まず１点、地方分権の推進であります。２点目

は、高齢社会への対応であります。３点目は、多様化する住民ニーズへの対応であります。４

点目は、交通網の発達による生活圏の拡大です。最後の５点目は、効率化の向上であります。

危機的な財政状況にある中で、施設の有効利用などにより、効率的な行政運営が求められてお

ります。 
こうしたことを踏まえ、厳しい財政状況の中、このまま合併をせずにいれば、サービス低下

と負担増は避けられないものであり、平成１７年２月１１日の合併をめざし、職員一丸となり、

議会の協力をいただきながら、１市４町の合併に取り組んでいるところでございます。 
合併のまちづくりは、住民みんなが、どんなまちにしたいのか、どんなに住みよいまちをつ

くろうかと考えていただき、行政とともにつくっていくまちとして、まちづくり計画で今回あ

げられています住民主役のまちづくりを考えております。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
今なぜ合併をするのか、一番根本的なところを町長の立場でお話しいただいたのですが、そ

の中に、住民が主体となってどんなまちにしていこう、住みやすいまちにするにはどうしたら

いいのか、ということを考えていこうと策定委員会がスタートしたわけですけれども、そのあ

たり、最初に委員会でどういう話をしていったのか、また、その委員会自体はどういうふうに

してでき上がってきたのかというあたりを、福本さんからご説明お願いできますでしょうか。 
○福本克己氏  まず最初に、策定委員会の構成でございますが、合併協議会の方から１０名、

我が五個荘町からは２名でございます。そしてまた、公募委員というのが１８名おりまして、

五個荘町からは３名が参加させていただきました。指導者として谷口先生、この方は滋賀文化

短期大学の助教授でございます。そして本日お越しの西川先生、合わせまして３０名でいろい

ろと協議をしてまいりました。 
  ７月１２日が第１回目で、１１月１７日まで合計１０回、最初は各市町の会場を回りまして、

その雰囲気を知りながらということでございました。 
  私は公募委員ということで参加させていただいたわけですけれども、合併協議会に入ります

前に、五個荘町では、会場を変えて３回あったと思いますが合併に係る住民説明会が開かれま

した。私も、６月７日に福祉センターでございました説明会に参加させていただきました。そ

の時に、町長さんのごあいさつの中で、子どもたちにより良いまちを残し、かつ五個荘町の歴

史と文化というものを大切にするというお話もございました。簡単な言葉のようですけれども、

非常に意義の深い言葉であると感じたわけです。 
我々、合併と言いますと、いろいろな利害が出てくるわけです。そんな中で我々大人が、今
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何を自分たちが得ようということを考えることも大切ですけれども、もっと大事なのは、これ

から次代を背負います子どもたちや青年の皆さん、そういう方に負担をかけないと言うのか、

負の遺産を残さないというような立場で、我々が次代に何を残せるのかということもひとつの

テーマとして感じたわけです。そんなことを書かせていただきまして、作文出しましたところ、

１８人の中に入ったということでございます。 
策定委員会に入りまして、まず思いましたのが、現在、私は５６歳ですけれども、五個荘町

に住みまして５５年、しかしながら、１市４町というふうに見てみますと、八日市市は買い物

に行く、愛東町はマーガレットステーションへお花を買いに行ったりします。ところが永源寺

町等々あまり知らないということで、果たして、そういう知らない者が策定委員会に入らせて

いただいてできるのかなという不安な思いもいたしておりました。 
それを察知してかどうかわかりませんが、第１回の策定委員会が終わりまして、その後、７

月１９日にタウンウォッチングということで、一日かけまして１市４町を回らせていただきま

した。「点」である私が各市町村の景色も見て、そこの行政の方、あるいは地元で活躍されてい

る皆さんとお話をいたしまして、「線」ができ上がり、そして、そういった我々タウンウォッチ

ングをした策定委員会のメンバーが議論して「面」という、こういう素案ができ上がったかな

と思っております。 
八日市市を見まして、商業・工業、確かに１市４町では中心ではございます。また、永源寺

町は、その自然の雄大さということ、また 懐
ふところ

の深さというものも感じました。愛東町では、

マーガレットステーションの経営のうまさというもの、また湖東町に行きましては、ケーブル

テレビの住民の皆さんに対する利用の広さというものも感じました。 
そういうことで、後々議論がどのように進められたかということも少し触れますと、どんな

手法でやっていくのか。何もないところからやっていくのに、我々３０人でできるのかという

思いがございました。皆さんご存知かわかりませんが、最初のやり方というのは、いろいろな

物事を企画立案するためには“ＫＪ法”という方法（川喜田二郎氏の考案した創造性開発の技

法）がございます。ご存知の方も多いと思いますが、それぞれが新しいまちに対するイメージ

やキャッチフレーズ、思い浮かべる姿等々を思い思いに紙に書いて、どんどん出していき、そ

れがまあまあ出尽くしたというところで分類いたしまして、切り口を見出し、その結果、４つ

の切り口ができたということです。 
その４つとは、中心を流れる「愛知川」でありますとか、あるいは「情報ネットワーク」、そ

して当然大事なことですが、「地場産業」の振興と言うのか、新しい産業づくり、それと歴史・

文化のまちですから、「観光・交流」というところを切り口として始めたというようなことでご

ざいます。詳細につきましては後でお話ししたいと思いますが、そんな形で進めてまいりまし

た。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
私も一緒に委員会に参加させていただいていて、最初のうちはみなさんお互い遠慮していら

っしゃるなという感じだったのですけれども、タウンウォッチングに一緒にみんなで行ったり、

それからグループに分かれて具体的なテーマで、自分の身近なこともどんどん出せるような状

況の中で議論し、本当に共通の思いができてきたなということをとても感じました。それはど

ういうことかと言うと、やはり新しいまちをみんなの手でいいまちにしていこうと、そういう

感じです。 
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ゼロからの計画づくりはとても大変だったと思うので、そのあたりもこれからいろいろお話

しくださると思うのですが、もう一つ大変だったということがあります。それは、実は将来像

というものです。皆さんのお手元にあります資料に「みんなでつくる うるおいとにぎわいのま
ち 東近江市」と書いてあります。この言葉自体は、そんなに特別変わった言葉が使われている
わけではないのですが、将来像と言いますのは、短く簡潔な言葉でたくさんの人に伝えていこ

うとつくるのですけれども、逆に言えば、この言葉で、聞いた人によって違ったニュアンスが

伝わってしまうというのは困ったことになります。ですから、こういうものを考えるというの

は、とても大変なことだったと私は思うのです。 
この言葉も、最初は「どんな感じかな」と思ったのですけれども、最近は見るたびにすごく

好きになっていって、とてもいいなと思っています。そのあたり、こういった将来像をつくっ

ていく時の苦労話を、足立さんからお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 
○足立 進氏  新市まちづくり計画策定委員会は１０回行われたわけですけれども、「みんなで

つくる うるおいとにぎわいのまち 東近江市」というテーマを決めるだけでも、１０回のうち
の３回、すなわち３日間もかかったということなのです。 
最初は、全委員からキャッチフレーズを募集したらどうかというご意見もありましたし、我々

の中でもなかなかいいものが出てきませんでした。まちづくりの方向性を何度もメンバーの皆

さんで協議して、我々１市４町でどれだけすばらしいまちをつくるのか、７万、８万都市とな

る新市の中で、住民が将来の夢、市になることによってわくわくするような夢を持たないとい

けないというような気持ちが全員にございまして、私も圧倒されたところが多々ありました。 
議論の中で出てきたことを申しますと、本当にそんなことが実現できるのかなというような

意見が出たこともあります。具体的に申しますと、これは私もびっくりしたのですが、五個荘

町・八日市市・永源寺町・湖東町・愛東町の真ん中を流れている愛知川に、橋をどれだけ架け

るとか、あるいは、永源寺町から五個荘町の間の愛知川に名前を新しくつけたらどうだという

こと。つまり京都の桂川でしたら、“桂川”という名前はあるわけですが、その上流では“保津

川”と呼ばれている、そういう名前をつけてもいいではないかというような話も出ました。 
もちろん私は五個荘町が大好きな人間です。やはり五個荘町は「教育と歴史のまち」である

ということで、先人の残してくれた本当にすばらしい五個荘町を、新市のまちづくりの中にそ

の心をどういうふうにして注ぎ込んでいくか。八日市市・永源寺町・湖東町・愛東町の方々に

どのようにお話をしていったらいいか、皆さんにご理解をいただきながら、新しい市の教育や

歴史について議論をしてきたということでございます。 
スライドで具体的にいろいろなお話が出ましたが、この新市まちづくり計画策定委員会とい

うのは、各市町から代表の方が見えているわけですから、みんなの心を大いに出し合って今回

のテーマを決めました。ひらがなにしたり、いろいろ議論がございました。これからボランテ

ィアやＮＰＯをはじめまちづくりの活動が活発に展開できるものにしていこうとか、商業や企

業の集積があるものにしていこうとか、我々五個荘の近江商人が持っているものをつないでい

こうとか、こういう１市４町の合併という機会がなければなかなか考えられなかったような話

が多く出てきました。１市４町の合併ということについて、そういう議論ができたこと、みん

なで考えていこうというような機会ができたというのは、本当によかったのではないかと思っ

ております。 
○西川実佐子氏  わかりました。 



 - 7 - 

  今、将来像をこういう形でつくっていったというお話をしていただいたのですが、この将来

像を語るということ自体が、まちづくり計画策定委員会での議論の経過や苦労、そして、どう

いう夢を持っていたかということを語る、そのものなのですね。というようなことで、「みんな

でつくる うるおいとにぎわいのまち 東近江市」の「みんなでつくる」というところについて、
もう少し福本さんに詳しくお話をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 
○福本克己氏  まず、先ほど言いましたとおり、策定委員会の構成に３０名のうち１８名とい

う大人数の公募委員を入れられたということも一つですし、また住民アンケート、特に私が思

いましたのは、単に住民という言い方はおかしいですが、その中でも特に中学生、これからの

我が五個荘町ならびに１市４町を背負ってもらわなければならない中学生のアンケートまでさ

れたということ自体、もう既に「みんなでつくろう」という意識がそこに出てきたのではない

かという感じがいたしております。 
  出足もそうでございますし、それとやはり計画というものは、単にプランだけでなしに、プ

ラン・ドゥ・チェック（ｐlan・do・check）という言葉がありますけれども、プラン（計画）
の段階、ドゥ、すなわち実施する段階、そしてチェック（評価）、そこまですべて住民が厚く関

わっていこうというのが基本の理念でございます。 
このパンフレットにも書いておりますけれども、「市民と行政との協働によるまちづくり」と

いうキャッチフレーズがございます。具体的に申しますと、先にも説明がありましたとおり、“ま

ちづくり協議会”というものを設置するということです。まちづくり協議会、なかなかこのこ

とについて、テーマとしてあげているというところは少ないようですけれども、そういうまち

づくり協議会をつくるということです。 
まちづくり協議会とはいかなるものかと申し上げますと、１市４町が「東近江市」というこ

とになりましても、五個荘地域というものが残っていくわけです。五個荘町役場は東近江市の

１つの支所になるわけですけれども、その他、公民館・体育館等さまざまな施設がございます

が、これをこれからも有効に利用して、地域ごとにさまざまな分野で、住民側は行政のみなら

ず議会ともコミュニケーションをとってまちづくりを進めていくということでございます。 
行政の方もたくさんおいでになるようで、怒られるかもわかりませんけれども、行政という

ものは、大きくなってきますと個人が遠のいていくという方向も避けることはできないのかも

知れません。また、行政というのは、要するに平均化をしなければならないという、必要悪的

な、そういう進め方、行政の機構というものもあるわけでございまして、よく言われます「足

して２で割る」というようなことで政策が実行されるということも、ままございます。 
そんなことからきますデメリットというものを、我々住民がしっかりと見まして、まちづく

り協議会という機関を設けて、そこから行政に対しても、あるいは議会に対しても、住民とし

ての意見を十分述べることができるという、そういう機能を持った機関をつくるということに

してはどうかということでございました。 
行政の悪口ばかり言って申し訳ないですが、後追い行政というような言葉もございます。そ

ういうことも、まずまちづくり協議会の方で、我々住民の目で感じ、そしてまた住民の本当の

希望が叶えられる協議会をつくるということが重要であると思います。今回の策定計画の中に

はいろいろ目玉となるものがございますけれども、この「まちづくり協議会を設置する」とい

うことは、一つの大きな大きな目玉であるということでございます。 
聞くところによりますと、若干合併まで日はありますけれども、せめてまちづくり協議会だ
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けでももうスタートしたらどうかというようなお話もあるようでございます。そういったまち

づくり協議会という十分能力の発揮できる機関をつくるということで、みんなでつくるまち、

みんなで守っていくまち、みんなで発展させていくまちづくりというものを考えたということ

でございます。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
それでは、続いていきましょう。「うるおいとにぎわいのまち」ということについて、足立さ

んからお願いいたします。 
○足立 進氏  「うるおいとにぎわいのまち」という言葉ですけれども、これは一生懸命な皆

さんの議論の中で出てきた言葉ということです。 
１市４町というのは、もちろん五個荘町はこうした田園都市、その中に歴史を持った教育の

まちであるし、永源寺さんは山のすばらしいところでもありますし、愛東さん・湖東さんにし

ましても、やはり田園都市的な形のものでもあります。また、八日市さんにつきましては、商

業の中心都市でもあるし、いろいろな行政機関も八日市市にあるわけでございます。そういう

中で、「うるおい」という言葉につきましては、本当に豊かな自然をみんなで大切にしていって、

うるおいのある環境の中でみんなが暮らし続けられる市をつくろうではないかという意味が込

められています。 
また、先ほども申し上げましたが、コミュニティ活動であるとか、ボランティア活動、これ

は皆さん、現在でも各区であるとか地域でいろいろがんばっていただいている中でございます

けれども、それをみんなのものとして、安心して暮らせる、そういうまちにしようという思い

があります。自然や歴史・文化のうるおった中で、自己実現と申しますか、それが図れる環境

をつくろうとか、しかも、にぎわいというのは、例えば愛知川で花火でも上げるのだったら、

１市４町一緒に花火大会を愛知川でやったらどうだろうかとか、あるいは、いろんな年齢層み

んなが一つのところに集まれるようなイベントなどで、にぎわいのあるまちをつくろうではな

いかとか、いろいろな夢が詰まっておりまして、その中で、皆さんのご意見でできたのが将来

像の中の「うるおいとにぎわいのまち」というところでございます。 
○西川実佐子氏  わかりました。 
「みんなでつくる」ということと「うるおいとにぎわいのまち」ということを、今分けて説

明していただいたのですけれども、別にそれを分けて委員会の中で話し合って、最後にくっつ

けましたということではもちろんございませんので、その点はご理解いただきたいと思います。 
では、今度は町長にマイクをお渡ししまして、合併後この五個荘の地域はどういうふうなあ

り方であるかというお考えを少しお話しいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 
○前田清子副会長  「うるおいとにぎわい」というと、五個荘町にずっとあった言葉でござい

ます。五個荘町というのは、１６４０年という早い時期から、寺小屋がありました。特に女子

の就学率というのは、当時、全国平均よりかなり高く、「読み・書き」が普通でしたが、そこに

「算術」を教えていたのが特徴と言われております。 
東幼稚園は、明治２３年の設立です。五個荘町は教育のまちだったわけです。成功した商人

の言葉の中に、「三方良し」で知られておりますように、精神文化が発達しております。にぎわ

いのあるまち、そして、その商人たちが代々とそれを引き継がれたのは、徳を積んできた「う

るおいとにぎわいのまち」、まさしく五個荘町が本来持っていた姿だと思います。 
特に、地域の福祉事業、文化・芸術などに貢献しておりました。地域の福祉では、いろいろ
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なところの商人たちの話があります。毎年１００両を積み立てて、故郷の村が何かあった時に

は、それを援助するための基金にされておりました。これが一商人の家庭であったことです。 
そして、また違うところでは、村が災害に遭ったことを聞いた主人が、「村人を雇いなさい」

そして「自分の住んでいる村を、地域を、復活させる力を注ぎなさい。金に糸目はつけない」

と、地域のことを考え、そして常ににぎわいのあるまちを考えてこられました。この考え方を

ずっと持ち続けている教育環境の充実と、近江商人の伝統・文化、屋敷だけではなく心を生か

し、次代を担う青少年の健全育成が必要であると思っております。 
合併後も、五個荘町の持つすばらしい力を発揮し、いいまちをつくりたい、子どもたちに継

がせたい、この思いです。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
  今、この「にぎわいとうるおい」というのは、本来の五個荘町の姿そのものだという、とて

も心強いお言葉をいただきました。 
そして、近江商人が地域の福祉や人材の育成に貢献してきた、そういう教育の心、そういっ

たものをこれから生かしていきたいというお話でした。 
では、具体的に計画の中でどういうふうに反映されているのかというあたりを、福本さんか

らお話しいただけますでしょうか。 
○福本克己氏  先ほど申しましたとおり、３０名のメンバーというのは、老若男女と言うので

すか、子育て中のお母さんから老人クラブの役員さん、その他さまざまな方が集まって構成さ

れているということでございます。したがいまして、幅広い課題と言うのか、それが広く広く

集まったように思っております。 
ただいま町長さんから、特に五個荘町の教育と商業といったお話をされましたけれども、当

然、新しい計画の中にはそういうものも入っているわけです。「次代を担う人材を育むまちづく

り」というのも一つの大きな柱になっております。教育は、人をつくると同時に地域もつくっ

ていきます。そのためには基盤となります産業の振興という、これからこの１市４町の産業が

どうなるのかということも重要になります。 
私も「地場産業」がテーマのグループに入っていろいろ議論してきたわけですけれども、八

日市市には相当な工場等もあり、商業施設もございます。しかしながら、周辺の町には何もな

いかと言いますと、これもタウンウォッチングで知ったことでございますけれども、ある化粧

品メーカーが永源寺の山の奥に研究所を建てて、そこからとれる植物でもって新しい化粧品の

研究をするとか、あるいは医療品に活用するとか、我々は今まで何も知らなかったのですけれ

ども、さまざまなそういう新しい芽というものも出てきているわけでございます。 
当然、教育ということが大事でございますが、そうかと言いまして、今現在、我々の子ども

たちが、高校を出て、次の専門学校あるいは大学に行くとした時に、この地域にどれだけある

のかということでございます。そういうことを考えますと、新しい「東近江市」を発展させる

ためには、まず、ここで住み続ける若者をたくさんつくること。そして、そこで学んだことが

「東近江市」の農業であったり、あるいは工業であったり、あるいは商業であったり、あるい

は医療であったり、そういうものに還元されると言うか、そういうまちづくりということが非

常に大事であると、そういうこともたくさん意見が出てまいりました。 
先ほど愛知川の話も出ましたけれども、愛知川の上流から下流まで、日本一長い散歩道をつ

くろうかとか、サクラをずっと並べて、あるいはサクラとモミジを一本ずつ互い違いに植えて、
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日本一のフラワーロードにするとか、さまざまな夢もございます。 
しかし、実際問題は、我々委員としましても、明るいことばかりではありませんので、現実

を考えますと悶々
もんもん

とすることも多々あったわけです。しかしながら、夢はいつかは実現させな

いといけないのだという思いでやってきました。 
町長が言われました「教育」というのは、やはり根本です。「人づくりこそ地域づくり、国づ

くりになる」ということは間違いない事実でございますので、そういった点は、非常に大きな

中心課題として、策定されたまちづくり計画には入っている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。 
地域で若い人が学んだことを地域で活かしてもらうようなまちをつくっていこうというお話

だったと思います。 
そして、いろいろそれまでにお話しいただいた、夢は実現させていくのだということ、そう

いうところに関して具体的にどういうような議論があったのか、またはどのようなことがまち

づくりの計画としてあがっているのかというようなあたりを、足立さんからお話しいただけた

らと思います。よろしくお願いします。 
○足立 進氏  この計画に対する反映で、それの実現に向けてどういう方向が必要なのか、ど

んな担保が要るのだというようなことですが、私は３つあると思います。 
１つは今、少子化が進んでいる状況の中で、やはりこれから１市４町を背負う若い子どもた

ちに、福本さんもおっしゃったように、教育のまちでもありますから、そういう施設の充実で

あるとか、学校の充実であるとか、大学までつくってもいいではないかというようなこと、あ

るいは、少子化の現実の状態を見た時に、１市４町では義務教育の子どもたちの医療費は全部

無料にしてもらったらどうかといった少子化への取り組み、 
２つ目は、湖東町にはケーブルテレビがありますが、あれを１市４町に早急に普及させて、

有効に活用して行こうということです。たとえて申しますと、一つの市町だけで運営していく

よりも、病院１つ建てるにしましても、１市４町の規模、すなわちそれだけの人口のところで

大きな病院が建てられる。そうすると、お医者さんにしても医療の機械にしましても、あるい

は施設にしましても、すべてにおいて充実したものができるということでもあります。だから、

今の情報関係にしてもそうですが、一人暮らし老人の方もいらっしゃいますし、いろいろなご

家庭もあります。そういうところをテレビで結んで、そして、それぞれみんながお互いに助け

合って暮らしていけるようなシステムを作っていく。私は情報通信関係のグループにおり、い

ろいろと議論させていただいたのですが、基本的には、やはりこういう時代だから、ケーブル

テレビを使って、１市４町をすべて網羅
も う ら

できるようなものをしていこうということです。 
  それから３つ目として、市民参加の協議会。いわゆる行政とか、政治というものによって決

まるような１市４町では困る、せっかくこうして１市４町が一つになるのだから、いろいろな

地域で活動もなさっておられますし、先ほどのスライドでもありましたように、市民と行政の

協働によるまちづくりということで、そういう協議会をつくって、我々の意見を皆さんで一生

懸命考え、汗を流して、そういうものをひとつのものの土台として、それを行政とか議会の方

で反映をしていただくというような仕組みづくりを進める。 
今申し上げましたように１市４町の３つの大きな夢として、あるいは、現実のものとできる

問題でもあり、そういうところを一生懸命訴えてきたというようなことです。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
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  ここ最近でこそ、「行政との協働」や「パートナーシップ」という言葉が出てきたと思うので

すけれども、では、今までどのぐらい住民が計画づくりなどに関わってきたのかと言うと、や

はり少し心もとないかなと思います。ですから、この合併をいいチャンスにして、「みんなでつ

くる」ということをやっていこうではないかというのが、実は策定委員会ですごく盛り上がっ

た話です。そこから出てきたのがこのまちづくり協議会なのだというところを理解していただ

きたいと思います。 
  実は、アンケートを実施した中で、合併をすると住民の声が届きにくくなるのではないかと

いうような心配が多かったのです。今日ここに来ていただいている皆さんの中にも、そういう

ことを心配されている方がいらっしゃるのではないかと思うのですが、まず、行政の立場とし

て、町長はそのあたりをどう考えていらっしゃるか、お聞きしてみたいと思います。 
○前田清子副会長  その点については、支所機能の整備、今あります役場を充実して、できる

限り皆さまに不便が生じないような対策を考えます。そしてまた、「こういうところをもっとこ

うしてほしい」とおっしゃっていただき、そのお声を聞きながら、「こうしたらどうでしょう」

「それよりこれがいい」と、こういう形でつくっていくことができるのではないでしょうか。 
  また、ケーブルテレビなどによって情報の共有化を図りまして、大きなまちの中でも「五個

荘支所がああいうことをしているな」ということを、胸を張って、むしろこちらからＰＲでき

るようなすばらしいことをここから発信していくという気持ちです。皆さんのこれから始まる

まちです。これからよいまちをどんどんつくっていこうという出発点でございますので、そこ

を十分に考え、そして共に考えて進めていこうと思っております。 
○西川実佐子氏  ありがとうございました。 
とても心強いお言葉なので、皆さんもどんどん町長に、思っていることを言っていただけた

らいいと思います。 
  「声が届きにくい」と一言で言うのですけれども、住民側も声を出すということを、ぜひ皆

さん忘れずにいていただきたいと思いますし、誰か言ってくれるのを待っているだけではなく

て、もっと自分たちからどんどん言っていこうという気持ちを、ぜひ持っていただけるといい

のではないかと思います。 
  予定の時間がもうきております。コーディネート不足で、本当はもっともっとお話ししてい

ただきたいのですけれども、今日のパネルディスカッションは、このあたりで終わらせていた

だきたいと思います。 
「みんなでつくる」そして「うるおいとにぎわいのまち」、これは本来の五個荘町の姿そのも

のですので、自信を持ってどんどん意見を言って、新しい良いまちをみんなでつくっていけれ

ばと思います。今日はどうもありがとうございました。 
 
○司会  西川さまをはじめ皆さま、どうも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をお話しいただきましたが、この計画は文字どおり素案で

ございます。皆さまからいただきましたご意見、ご要望につきましては、可能な限り反映でき

ますよう、検討して案をつくっていきたいと考えております。 
  今後より良い案ができますよう、説明資料にありますハガキをご利用いただきまして、ぜひ

建設的なご意見をいただきたいと思います。 
  ステージには、引き続きまして、前田町長、西川先生にお上がりいただきまして、それから
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五個荘町の持田長三郎助役、合併協議会の中嶋喜代志事務局長にもお上がりいただきまして、

先ほどお出しいただきました皆さまからの『質問カード』によりますご質問に答えていただき

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したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
 

（質疑応答） 
 
○中嶋事務局長  皆さま、夜分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

局の中島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
  先ほど司会から説明がございました新市のまちづくり計画に対するご意見、それから協議会

の経過に対するご質問等、『質問カード』でいただいておりますので、順番にその質問にお答え

していただきたいと思います。 
  本日５名の方から質問カードをいただいております。その中で、全員の方から能登川町の枠

組みの参加申し入れについてご質問をいただいております。 
  ＪＲがある、琵琶湖がある能登川町、神崎郡としてのつながりで参画の決断、それから参画

についてのご意見を伺いたいというご質問をいただいておりますので、大変難しい問題でござ

いますが、前田町長からお答えいただきたいと思います。 
○前田清子副会長  能登川町の参画についてでございますが、能登川町とは、八日市・神崎、

また２市７町の広域で様々な事業を一緒に実施しており、これらも配慮しながら判断しなけれ

ばならないと考えております。また、参入によってまちづくりも変化が出てくると思います。 
しかし、現在１市４町の合併協議会は、協定項目の７割が確認済みであり、また、担当者レ

ベルの事務調整も大詰めを迎えている段階にきています。この地域での合併協議は、紆余曲折
うよきょくせつ

が

あり、経緯もいろいろありました。これまで進めてきました１市４町の協議は、法定期限内で

の最後のチャンスであります。何としても成し遂げなければならないと考えております。 
このような中で、能登川町の参画申し入れを受けることに対しまして、五個荘町といたしま

しては、枠組みの拡大に努力していきたいと思っております。能登川町の参画申し入れの対応

は、まず、これまで積み重ねてきた１市４町の合併協議が壊れないことを大前提としておりま

す。また、これまでの能登川町のつながり等にも配慮しながら、１市４町で議会とともに十分

協議し、結論を出していくことと思います。 
○中嶋事務局長  どうもありがとうございました。 
  ５名の中で、枠組みの問題とは別に、もう１点ご質問をいただいております。 
まちづくり計画の中で、三重県と永源寺町を結ぶトンネルが、現在、着工の段階にきており

ます。このトンネルと愛知川左岸道路を生かせないかと、こういうようなご意見をいただきま

した。 
また、その左岸道路に“もみじ街道”というような並木構想もできないかというご意見もい

ただきましたので、この点につきましては、持田助役からご回答をお願いしたいと思います。 
○持田長三郎助役  皆さま、こんばんは。今ご紹介いただきました助役の持田でございます。 
  ご質問がございました道路整備の関係でありますが、ご質問いただいておりますのは、詳し

く申し上げますと、三重県と永源寺町を結ぶトンネルを愛知川左岸道路と結んではどうかとい
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うことでございますが、このトンネルは、国道４２１号ということでつながっておりまして、

国道整備の一環だと思っておりますが、それに愛知川左岸道路を連結させるという夢のある構

想でございます。 
さらに、先ほどもパネラーの福本さんから、愛知川左岸道路を遊歩道・散歩道にして、そこ

にサクラやモミジを植えたらどうだというようなご紹介がございましたが、ご質問されておら

れます方も、永源寺からずっともみじ街道で並木道をつくったらどうかという構想をされてお

られます。大変夢のある構想だと思っておりますが、かなり時間がかかることでもございます。 
新市の施策の中には、市民生活や地域経済を支えるまちづくりをしていこうということで、

市内道路のネットワークの充実として、広域幹線道路の整備や、一方では、河川整備等で河川

の改修などは新市の施策の中に盛り込まれておりますので、その辺からみ合わせながら、そう

いった構想が実現できるような形のまちづくりを考えていきたいと思っております。 
○中嶋事務局長  ありがとうございました。 
  本日ご参加をいただきました皆さま方からは、以上２点につきまして質問をいただきました。 
皆さま方からいただきましたご意見につきましては、新市まちづくり計画の素案にかかるもの

につきましては、今後の協議の中で検討させていただきたいと思います。また、枠組みの件に

つきましては、１市４町で、先ほど町長の方からご回答がございましたような形で検討がこれ

から進むものと考えております。 
これで質疑は終わらせていただきます。皆さま、大変ありがとうございました。 
 

○司会  皆さま、どうもありがとうございました。 
  およそ２時間にわたりまして、皆さまと共に考えてまいりました市町村合併シンポジウム、

いかがでございましたでしょうか。 
それでは、閉会にあたりまして、五個荘町議会 寺村茂和議長がごあいさつ申し上げます。 

 
○寺村茂和氏  皆さん、こんばんは。 
  市町村合併シンポジウムにこのように大勢ご参加をいただきまして、ありがとうございまし

た。 
今夜は、合併協議の決定事項の説明、新市まちづくり計画素案内容の説明、そして、西川実

佐子さんをコーディネーターとする３名のパネリストによりますパネルディスカッション、最

後に質問事項に対する回答と、長い間のご清聴、誠にありがとうございました。 
皆さんからの質問にもございましたように、能登川町さんの参画につきましては、過日行わ

れました２６集落での行政懇談会に議会も参加させていただきました。その中で、ほとんどの

集落の皆さんから、「能登川町さんはどうなっているのか。能登川町さんと一緒にやりたい」と

いう意見や熱い思いが寄せられました。当五個荘町議会といたしましても、住民の皆さまのご

意見と同様で、何とかしてこの１市４町の枠組みを壊さずに能登川町さんの参画が成就できな

いかと、今、一生懸命努力している次第でございます。 
鈴鹿から琵琶湖までの１０万都市によりまして、より良い、すばらしい新しいまちができる

のではないかという思いを込めて、町議会の全員と言っていいほどの議員がその思いでござい

ます。住民の皆さまと同じ思いでございます。 
しかし、先ほどの皆さん方からのご質問に前田町長が回答されましたように、あくまでも１
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市４町を壊すような方法での能登川町さんの参画というのは将来禍根を残す結果となるのでは

ないかということで、五個荘町議会といたしましては、五個荘町行政サイドと一緒になりまし

て、他の１市３町の皆さんも賛同いただけるように努力し、汗をかきたいと思っております。 
合併期限も変更なく、この思いが成就できることを、皆さん方と一緒に力を合わせて推進し

ていきたいと考えております。どうか、これからもどしどしといろいろなご意見を頂戴し、新

しいまちが誕生できることを祈っております。 
最後に、合併協議がこれからもどんどんと進んでまいります。それらの情報も細かく皆さま

方にお知らせするように努力する覚悟でございます。また、新市まちづくり計画の素案という

のは、決定した説明を今回されたわけではございません。３月に決定するという予定でござい

ますので、ご意見がございましたらどしどしと、五個荘町の総務課、または八日市市にござい

ます合併協議会の事務局の方へご意見をお寄せいただきたいと存じます。 
雨の中、足元がお悪うございます。どうかお気をつけてお帰りください。今夜はありがとう

ございました。 
 

○司会  どうもありがとうございました。 
  本日は、大変お忙しい中、このように多くの皆さまにご参加をいただき、また、最後までご

清聴いただきまして、誠にありがとうございました。 
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』を終了させていただきます。 
お帰りにつきましては、お忘れ物のなきよう、またお足元には十分お気をつけくださいます

ようお願い申し上げます。 
  本日は、どうもありがとうございました。 


