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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」湖東会場 
 
○日 時：平成１５年１２月１３日（土） 

午後７時３０分～午後９時４０分 
○会 場：湖東町 農村環境改善センター 
○参加者：１６３名 

 
○司会（湖東町ＫＣＮ局 今井友子氏） 
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。本日の進行をいたしますのは、

ＫＣＮ局の今井友子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
  本日の手話通訳は、県立聴覚障害者福祉協会の市田敏子さんと西村素子さんにお願いしてお

ります。 
  それでは、初めに合併協議会副会長の湖東町長 宮部庄七がごあいさつをいたします。 
 
○宮部庄七副会長  皆さん、こんばんは。大変お寒い中をお越しいただきまして、誠にありが

とうございます。ごあいさつの前に一言お断りしておきたいと思いますが、実は風邪をこじら

せまして声が出にくいものですので、大変聞き苦しいところが多々あろうと思いますけれども、

お許しいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 
  ただいまご紹介をいただきました町長の宮部でございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
  さて、今晩は市町村合併シンポジウムのご案内をさせていただきましたところ、１２月で大

変お忙しい中、また夜分お寒い中をこのように大勢の皆さんにお集まりいただきまして、本当

にありがとうございます。心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 
  さて、本日のシンポジウムのテーマであります市町村の合併につきましては、全国で３,２０
９の市町村がございますが、その約８割が今、私どもと同じように合併協議を進められており

ます。県内５０の市町村がございますが、私どものこの協議会を含めまして１０の地域４０市

町村で、今、合併議論が進んでいるところでございます。これが成立いたしますと、県では１

４の市と４～５つの町が誕生するというような現在状況になっているところでございます。 
  こうした中、既にご案内のとおり、八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、そして私ども

湖東町の１市４町によりまして、合併協議を現在進めさせていただいているところでございま

す。今年の５月から任意の協議会を立ち上げまして、そして６月には町内の皆さんにアンケー

トをとらせていただき、その結果を踏まえまして議会で議決いただきまして、７月から法定協

議会として新市発足に向けまして本格的な各種の調整を進めてまいったところでございます。 
  この中では、現在、湖東町で取り組んでおります事業について点検を行い、そして新市とし

てあるべき姿を議論してまいったところでございます。まだすべての項目の調整が終わったと

いう段階ではありませんけれども、本日は今日までの調整の状況を皆さん方にご報告させてい

ただきたいと思っているところであります。 



 - 2 - 

  また、合併後の新市の将来像を議論するにあたっては、中学３年生の方を含みます全体で１

万２千人の皆さま方にアンケート調査をさせていただきました。また、具体的な議論を行って

いただく策定委員には、住民の代表である合併協議会委員のほかに、公募委員さんも加わって

いただきまして、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。 
  今日は、新市まちづくり計画の素案につきましてご説明を申し上げますとともに、策定に携

わっていただきました方々から、策定の経緯や議論の内容をご紹介させていただきたいと考え

ております。ぜひ、会場にお越しの皆さまからもご意見をいただきまして、よりよい計画に仕

上げてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げまして、大変簡単でござい

ますけれども、開会のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。 
 
○司会  湖東町長の宮部庄七でございました。 
  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月からは任意協議会、７月からは法定協議会を設置して、合併協議会 37名の委員の皆
さんに協議をしていただきました。合併の方式、新市の名称など協定項目の状況を説明させて

いただきます。なお、１１月２７日開催の協議会の時点での報告になりますのでどうぞご了承

ください。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  １１月２７日開催の合併協議会の時点での協定項目をご紹介させていただきました。

詳しくは、皆様に配布させていただきました冊子にありますのでご覧ください。また、この時

点でのご質問ご意見がございましたらお配りいたしました質問カードにご記入いただきまして、

こちらの箱にお入れ下さいますようお願いいたします。 
  では、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り

ます、まちづくり計画について、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、説明させていただきます。皆様のお手元にも冊子を配らせて

いただいております。それではどうぞ、スクリーンをご覧下さい。 
 

（新市まちづくり計画素案について） 
 
○司会  市町村合併の取り組みの経過と、新市まちづくり計画の素案を、駆け足で紹介させて

いただきました。お分かりになれない点も多々あったかと思いますが、ご意見がありましたら、

この質問カードにご記入いただきまして、後ろの箱にお入れいただきたいと思います。また、

後日ご意見を頂く場合は、新市まちづくり計画素案概要版の後ろのページ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まして、切手を貼らなくて結構ですので、郵便にてご投

函いただけますようご協力をお願いいたします。 
 それでは、只今から休憩に入らせていただきます。２０時２０分再開とさせていただきます。

どうぞ今しばらくお待ちください。 
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（休 憩） 
 
○司会  お待たせいたしました。 
『東近江市へ新しいまちづくりの夢を語ろう』と題して、パネルディスカッションに移らせ

ていただきます。 
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

ネラーの皆さまをご紹介させていただきます。 
はじめに、合併協議会副会長 湖東町長の宮部庄七でございます。 

  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

た野村・一さまです。 
  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瓦崎雅彦さ

まです。 
  そして、本日コーディネートしていただきますのは、新市まちづくり計画策定委員会副委員

長 滋賀文化短期大学助教授の谷口浩志さまです。 
  それでは、ここからのパネルディスカッションは、谷口さまに進行をお願いいたします。ど

うぞ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。 
  このパネルディスカッションの目的は、まちづくりの計画をつくるにあたって、そこに参加

していただいた方から生の声を、どういう思いでこのまちづくり計画をつくっていただいたの

かということを皆さんにお伝えしていきたいというのがまず第一です。 
  それと、町長から直接皆さんに対してまちづくり計画、あるいは、合併そのものに対しての

思いなどを率直に語っていただこうかなということで開催させていただくことになっておりま

す。まだまちづくり計画が固まったわけではございませんので、ぜひとも、皆さんも聞いてい

ただいた上でこれからどんどん意見を出していただいて、本当に皆さんにとってこの合併がい

いものになるように、皆さんの協力をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 
  それでは、まず宮部町長から、この合併に対する思い、先ほどもごあいさつの中でお話があ

ったかと思いますが、もうひとつ突っ込んだ形で改めてご紹介をいただきたいと思います。 
○宮部庄七副会長  お話をさせていただきます前に、皆さんもご承知のように、私は昨年４月

末に町長に就任させていただきました。その選挙の時に公約の一つとして、今回の合併の問題

につきまして、議会の議決に沿った形で進めさせていただくということを申し上げてまいった

ところでございます。 
町長に就任させていただきまして、この時点では、もう既に合併の方向性というものについ

てはお決めいただておりました。以後、紆余
う よ

曲折
きょくせつ

はございましたけれども、今日、八日市市、

永源寺町、五個荘町、愛東町、そして湖東町の１市４町で合併協議が行われているところでご

ざいます。 
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この合併協議が本格的に湖東町で研究を始められましたのは、平成１２年８月でございます。

平成１３年は方向性を研究されまして、平成１４年２月に「八日市市方面での合併をめざす」

という方向づけをされました。そして、東近江東部地域への合併を申し入れされたという過程

でございます。 
今日に至りますまでに枠組みが何度も変わってまいりまして、住民の皆さんには大変ご辛苦

をおかけしたわけでございますけれども、ただ、八日市方面という方向性には変わりがないと

思っているところでございます。 
その合併の理由でございますけれども、本町の生活圏は八日市市であるということと、それ

から、当時いろいろ議論をなさっておられましたが、「愛知郡４町３万都市」の将来とを比較い

たしましても、八日市市方面での合併ということを方向づけられたというところでございます。 
今年６月に、１市４町で合併協議を進めることについて、町内の皆さんにアンケート調査を

させていただきました。その結果、６６.７％の方の賛意をいただくことができました。それで、
この方向で今現在進めさせていただいているというところでございます。 
５月に合併協議をさせていただいて、今日まで順調に進めてきております。既に市の名前も

「東近江市」と決めていただきました。また、協定項目につきましても、ほぼ７割強の調整を

終えてきたところでございます。新市まちづくり計画の素案も、去る１１月２７日の第５回合

併協議会で確認いただいたところでございます。 
また、策定委員の皆さん方には大変お世話になったわけですけれども、夜遅くまで本当に熱

心にご議論をいただいてまいりました。新市まちづくり策定委員の皆さんに心から感謝を申し

上げ、またお礼も申し上げたいと思います。 
本町では、たび重なる住民説明会も開催させていただきました。また、協議会委員の皆さん、

あるいはまちづくり策定委員の皆さんのご努力、ご苦労にも本当に感謝しておるところでござ

いまして、何としてもこの１市４町の合併を成就させたいと、こんなことを今考えているとこ

ろでございます。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
非常に長い道のりを歩んで来たというお話ですけれども、それにしましてはわりと順調に、

この湖東町に関しましては合併の話が進んできたのではないかと思いますが、そこにはやはり、

関わってこられた人々の大変なご努力があったのではないかと思います。 
それでは、策定委員会とはどういうもので、まちづくり計画をつくっていくのにあたってど

んな議論をされてきたのかということを、実際に参加していただきました皆さんからのお話を

伺いたいと思います。 
まず、一般公募で参加いただきました瓦崎さん、この策定委員会ではどんな議論をされてき

たのでしょうか。 
○瓦崎雅彦氏  皆さん、こんばんは。瓦崎でございます。どうぞよろしくお願いします。 
  先生のお尋ねの件でございますが、私は、２１世紀の新しいまちづくりは合併を避けては通

れないという考えのもとに、応募したわけですけれども、図らずもそのメンバーの一員となら

せていただきました。湖東町からは、公募による委員の方々は、私以外に２名おられます。青

年層の方と女性の方と私、合わせて３名が策定委員会に参画させていただきました。そのメン

バーを紹介いたしますと、野村さんを含め合併協議会からは１０名、私たち公募で１８名、そ

れから見識のある方２名、合計３０名でもって協議を進めてまいりました。 
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ちなみに、委員会は１０回を経ており、夜遅くまで、遅くなる日は１０時を回っても委員の

皆さんは非常に熱心に、前向きに夢とロマンを語るような場面も多々ございました。さらには、

１市４町全体を委員全員が知るために、各市町の特徴や取り組み内容をつぶさに肌身で感じて

こようということで、タウンウォッチングで各市町を回りました。そういった経過の中から、

皆さん方の思い、また委員個人の考え方を委員会の中でそれぞれ意見を出し合って議論をして

まいりました。簡単に言えば、そのような内容でございます。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。 
瓦崎さんがおっしゃっていただいたように、当初３ヵ月から４ヵ月ぐらいの予定でしたので、

事務局の方では４～５回ぐらい開催できたらいいかな、そのぐらいで何とかまとめないと間に

合わないかも知れないという話をしていたのですけれども、会議が始まりますと、皆さん大変

ご熱心に議論をいただきまして、段々と話が深くなっていくのです。遂には１０回、最後の方

ですと１週おきにという感じで開催され、本当に皆さんが一生懸命になって考えていただいた

という、まちづくりの策定委員会としては大変珍しいと言いますか、住民の方が本気になって

参加していただいた委員会だったということを、今になって改めて思い起こしております。本

当に夜遅くまで皆さんにはご熱心に議論をいただきました。最後の方になりますと、もっと人

数が少なくなっていくのではないかなと危惧をしていたのですけれども、そのようなこともな

く、本当に感謝すると同時に、頭が下がる思いでいっぱいでございます。 
同じ策定委員会の方からですけれども、野村さんは合併協議会の委員もしていただいていま

して、そちらの方から策定委員会に参加をいただいたという立場なのですけれども、やはり同

じように、どんな議論、あるいは、野村さんがこういうことを言いたくて出てきたのだという

部分がありましたら、お話をいただきたいと思います。 
○野村・一氏  野村でございます。私は今、湖東町で教育委員でありますとか、社会福祉協議

会、介護保険の方の役員もさせていただておりますので、そういう立場でお選びいただいたの

かなと思って参加させていただきました。議会の代表の方や、いろいろ各種団体の方がおられ

ますが、私個人としては、あくまで一住民、住民の代表という形で参加させていただきました。

できるだけ地元の人たちのご意見も聞きながら、常の住民の目線ということで参加させていた

だいて、いろいろ意見を言わせていただいたと思っております。 
湖東町は、来年で５０周年になるのですけれども、この５０年間、町の行政当局、議会、住

民が一生懸命になって、湖東町をいいまちにしようということでがんばってきたわけです。今

回合併して新しいまちができる、あるいは、新しいまちの計画をつくるのですけれども、こう

いった今までの湖東町の良さをできるだけ生かしていきたいと、そのような思いもございます。 
今、瓦崎委員からもお話があったのですけれども、本当に公募委員の方も含めて非常にご熱

心でございまして、例えば、こういう計画を策定するという場合は、普通は事務局であらかじ

め用意された案や、あるいはコンサルタント会社がモデルをつくったものに対して意見を言う、

ということが多いようでございますけれども、今回のこのまちづくり計画は本当に白紙から、

委員の皆さんのアイディアや意見を小さな紙に書いて、それを紙に貼って、それをまたいろい

ろ議論するという、本当のそういうところから始めて、１０回も夜を徹して喧喧
けんけん

諤諤
がくがく

議論を戦

わせてきたと思います。 
そういう意味で、もちろん住民の皆さんからのアンケートもございましたので、そういうご

意見も十分尊重しながら、住民がみんなでつくったという感じで今回関わらせていただいたと
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思っております。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございます。 
  最初のうちは、なかなか話が出てきにくいということもありまして、３つのグループに分け

て議論をしていただいたり、その中から問題点となるようなものとか、あるいは、いろいろな

アイディアを出していただくという作業を、２、３回に分けてだったと思いますけれども、や

っていただきました。 
私はすべてのグループに顔を出すことができなかったので、その時に皆さんはどんな議論を

しておられたのかが非常に興味があったのですが、また後ほど時間がありましたら、皆さんが

参加されていたグループでのディスカッションの内容などもお話しいただければありがたいと

思います。 
  まず、今回の策定委員会の中で非常に重点が置かれていたと言いますか、新しい市の理念と

も言うべき将来像『みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち』という言葉ができ上がったわ
けですけれども、それをつくり出すために、これもさまざまな議論がありましたが、野村さん、

そのあたりどのような話があったのかということをご紹介いただけたらありがたいです。 
○野村・一氏  具体的な施策はいろいろ出てくるのですが、将来像の部分で、ちょうど皆さん

お持ちの資料ですと１ページの上の方に書いておりますけれども、この部分はまちづくりのひ

とつの魂の部分というふうに我々は理解いたしまして、およそ３回ほどの委員会の中で、文字

どおり言葉の一つひとつまで突っ込んで議論いたしました。 
キャッチフレーズが、『みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち 東近江市』ということに
なったのですけれども、これにつきましても委員からいろいろなアイディアや意見も出まして、

キャッチフレーズを紙に書いて出したり、いろいろなことをやりながら、どういうまちをめざ

すかということが資料には４つの箱で囲んでおりますけれども、これらについて徹底的に議論

をしました。 
先生からもいろいろアドバイスもいただいたのですが、そういう議論を経て、この将来像を

つくり上げていったということです。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
こうしてでき上がったものを見ているだけでは、何かどこにでもありそうな気がしますが、

それぞれの言葉の持つ意味というのを、皆さんにも知っていただきたいと思います。 
まず、「みんなでつくる」という部分ですけれども、これは瓦崎さん、どんなものを表現しよ

うとされたのでしょうか。 
○瓦崎雅彦氏  今ほども野村さんが言われましたけれども、私も同じようなことをこの策定委

員会に参加させてもらって思いました。というのは恐らく行政の方で叩き台となるような素案

がありまして、それに我々が肉付けしたり削除したりするものだというような感覚で委員会に

臨んだのですけれども、全くゼロ、これこそまさしく原点、「みんなでつくる」というような感

覚に受け止めました。 
全くの白紙状態から、集まった３０名の中からいろいろな意見を出し合って、その中からま

とめていくというようなことで、これこそが出発点であります新市まちづくりの原点だなとい

うふうに私は感じました。 
  全体会議の中では、それぞれいろいろな分野、子育て、道路の問題、福祉や教育など、様々

な問題が出てきますので、それをそこではまとめにくいということで４つの分科会に分けて、
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そこでさらに細かな問題について意見交換をしていこうという形になりました。 
  ４つのテーマを紹介しますと、「愛知川をシンボルとした水と緑のまちづくり」「いつでも、

どこでも、情報が暮らしに生きるまちづくり」「まちの資源を活かした地産地消のまちづくり」

「田園文化と歴史文化が織りなす魅力的な観光と交流の郷
まち

づくり」という４つのテーマで、各々

の分科会で検討してまいりました。 
  その中では、我々は予算や優先順位などにはあまりこだわらなくて、まさしく将来像、自分

の思いや住民の思い、それから夢とロマンを語るような話で、とてつもないような夢の話も出

てまいりましたけれども、徐々に集約されてきまして今現在に至るというような内容です。で

きましたら、また後ほど細かく紹介させていただきたいと思います。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。 
「みんなでつくる」というのは、この計画案もみんなでつくったという実感を瓦崎さんは持

っていただいていると思うのですけれども、やはりまちをつくっていくのは住民が主体だとい

う、そういう思いがこの言葉に込められているのではないかと思っています。 
続きまして、「うるおいとにぎわい」というあたりは、一見矛盾するような感じがしないでも

ないのですけれども、そういったものをまちの理想像として掲げた、そういう意味合いについ

て、野村さんからお話しいただけますでしょうか。 
○野村・一氏  短いフレーズで、キャッチフレーズは非常に難しかったのですけれども、まず

「うるおい」と言いますのは、資料に書いてあります４つの「めざすまち」の中の「自然や歴

史を大切にする」という部分です。豊かな自然や文化、それから、心の豊かさがふくらむまち、

こういうようなものをとりまとめて「うるおい」という言葉で表現いたしました。 
それから、「にぎわい」というのは、「にぎわい」というとお祭りのにぎやかさみたいなイメ

ージがあるのですけれども、ここではもう少し意味が深くて、生き生きとした活気のあるまち

であるとか、それぞれの個性のある地域・まち、こういうようなものを大事にするということ

です。市民同士の交流、あるいは市の内外の人との交流、それから、ここにもありますけれど

も、「豊かな暮らし」、そういうものをまとめて「にぎわい」という一つの言葉で表したつもり

でございます。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
この将来像の言葉については、まだまだ深い意味があると思うのですけれども、短い時間の

中でそれをすべて紹介するということはなかなか難しいので、ぜひどういうことなのか深く教

えてほしいという場合は、事務局、あるいは今日参加していただいている委員さんの方に直接

お伺いしていただくこともできるのではないかと思います。 
それでは、いよいよ合併したあと、果たして今の湖東町はどう変わっていくのだろうか。当

然そういったあたりも視野に含めて考えていかなければいけない部分ですけれども、町長から、

合併後どのようなまちになってほしいかという思いを語っていただきたいと思います。 
○宮部庄七副会長  合併して、それがマイナスになると、これは何をしていることかわからな

いということに当然なるわけです。今、湖東町は、先人の皆さんのご努力によりまして、あま

りこういうことを申し上げるとどうかわかりませんが、社会資本の整備はおおむね終わってい

ただきました。また、行政サービスにつきましても一定の評価をいただいていると、私は思っ

ております。 
特に、社会資本の整備の中で、湖東町にはすばらしい施設をつくっていただいておりまして、
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ひばり公園や湖東スタジアム、また探検の殿堂とか、それからヘムスロイド村、こういったも

のは湖東町の本当に大切な財産であると思います。 
また、もう１つは、今度合併します１市４町の中で湖東町しか持っていないケーブルテレビ、

これを誇りにしていきたいと思っているところでございます。このケーブルテレビは、今日お

越しいただいております皆さんには十分馴染んでいただいておりまして、なくてはならないも

のの一つになっているわけでございますけれども、私は、合併しましても、このケーブルテレ

ビだけはきちんと１市４町に張りめぐらせたいと思っております。今、新市では、庁舎や公共

施設に光ケーブルを張りめぐらそうという計画もございまして、そのケーブルを使ってこのテ

レビを普及していこうということを具体的に考えておるところでございます。 
また、ケーブルテレビと言いますと見るだけというイメージですが、そうではなしに双方向、

あるいは今はやりのＩＰ電話など、これからも防災や、あるいは必要でありましょう医療ある

いは看護、このようなものにもぜひ活用していきたいと思っているところでございます。 
特に、湖東町には、ＫＣＮ局がございますから、これを新市の情報発信の基地として私は活

かしていきたい。そして１市４町の情報をそれぞれくまなく提供することによりまして、そし

て情報をお互いに共有するとともに、そしてまた、いい意味での地域間競争と言いますか、そ

ういうようなこともやっていけるのではないかと思います。そのことによって、地域の活性化、

あるいは地域間格差が解消できるのではないかと思っているところです。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
さまざまな施設があって、それが決して突拍子もないものではなくて、やはり地域に生まれ

た先人を讃えるものであったり、歴史の中から生まれてきたものであったりというふうに、地

域に根ざした施設が、それも非常にきめ細かくつくられています。 
私もよその人間として、大変その点をうらやましく思ったりしているのですけれども、中で

も一番うらやましいのがケーブルテレビです。住民と行政が何らかの形でやりとりできる手段

が、普通だと足を運ばないとできないことが、居ながらにしてできる手段を持っているという

ことがすばらしいことだなと思います。そういったことをぜひとも新しいまちでも活用してい

ただきたいと思っております。これはぜひとも実現していただきたいテーマではないかなと思

います。 
それでは、今度は住民としての立場から、野村さんと瓦崎さんのお二人に、どういうふうな

形で我がまちを考えていったらいいのかということをお話しいただきたいと思います。まず瓦

崎さん、いかがでしょうか。 
○瓦崎雅彦氏  私は、湖東町というまちを見た時に、湖東平野に広がる緑豊かな自然、それと、

町長さんも触れられたように、歴史・文化のあるまちだと思います。さらには、１市４町の中

では一番社会基盤が充実しているように私は感じております。その財産をより一層充実してい

く必要があると思います。野球場、探検の殿堂、温水プールなど、いろいろございます。中で

も、プロ野球が来て公式の野球ができるような球場は他のまちにはございませんし、そういっ

たものをより一層充実し、さらにまた、新市民の声をそこへ入れて発展していけば、さらにい

いまちができるのではないかなという思いをしております。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
  せっかくある施設を、新しいまちの住民みんなに十分使っていただけるような、そういうま

ちづくりということ、受け入れる側という形になるのでしょうけれども、そういう人の心も含
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めてうまく利用していただくといいかと思います。 
  では、野村さんはいかがでしょうか。 
○野村・一氏  いくつかあるのですけれども、まず、町長も瓦崎さんも触れられましたが、湖

東町に今ある施設は、我々も十分活用し、いろいろ便利させてもらっているのですけれども、

これをより広く新しい東近江市の市民が利用していただけるようにしていくことが大事かなと

思います。 
  一つの例で言いますと、例えば探検の殿堂ですが、今までは湖東町ということでありました

ので、湖東町のお金で運営しております。今度新しい市になりますと、これの使い方などもも

っと広い使い方ができるのではないか。今、“湖東探検クラブ”とか、いろいろな活動もしてい

ただいていますが、これが新しい市の子どもたちも含めた活動ができる、あるいは探検の殿堂

の利用についても、もっと新しいアイディアがどんどん出てくるのではないかという期待もで

きるわけです。 
  ２番目は、湖東町が自慢できるのは、字ごとの郷づくりの活動が非常に活発であるというこ

とを、今回私は合併協議会に行って改めて感じました。例えば、「総意と工夫の郷づくり事業」

も、今２０いくつかの集落が済んでいるのです。これは滋賀県でトップの実施率です。こうい

った今３１集落が一生懸命にやっておることが、さらに他のまちとも交流し合って、より刺激

し合って、もっと活発になるようにということも期待できるのではないかと思います。 
  それから、教育や福祉の面でもですけれども、湖東町は１つの中学校、３つの小学校、それ

から幼稚園・保育園がありますが、これが新しい市が広がりますと、交流が増えるということ

で、より子どもたちも刺激し合って、またそういった勉強の環境も整っていくのではないかな

と思います。 
福祉の面で申しますと、湖東町の福祉は非常に充実しているのですが、湖東町がいい面もあ

るし、他のまちのいい面もあります。その辺も新しい市として新しい絵を描きながらさらに充

実させていきたい。私もいろいろな意見を述べさせていただいたのですが、そういう可能性は

いっぱい出てくると期待しております。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
大変積極的な、前向きな、新しいまちに対しての思いをお二方に語っていただきましたけれ

ども、これはぜひとも今日ご参加の皆さん一人ひとりについても、前向きな考え方を持って合

併に向かって進んでいくということ、そのことだけは忘れずに心に留めておいていただきたい

と思います。 
それでは、いよいよ合併をするということが本決まりになりつつあるという状況ですけれど

も、いいところばかりではなくて、合併したらこういうところが悪くなるのではないか、デメ

リットとして考えられるのではないかということも、皆さんもいろいろ耳にしておられるので

はないかなと思います。 
基本的には、私個人の考え方としては、先ほど町長も少しおっしゃいましたけれども、合併

して悪くなっては何のことかわからない、決して悪くなってはいけないと思っているのです。

合併することによって多少デメリットと言いますか、例えば、いろいろな行政に関わる料金で

あるとか、支出関係ですが、そういったものの値段が高くなったり安くなったりするというこ

とは当然出てくると思うのです。ただ、それがこのまま単独で合併をせずにやっていった時に、

将来の１０年先２０年先に、今の状態ではとてもやっていけないということが目に見えている
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わけですから、その時点でプラスになっているということであれば、それはメリットとして数

えてもいいのではないかという気がしています。 
私が言いたいのは、住民サービス、福祉やいろいろなことがありますけれども、住民に対し

て行政がやるべきこと、あるいは、行政に対して住民がすべきこと、サービスとしての行政の

力というのは決して低下してはいけないと思っているのです。そのためには、行政だけに頼っ

ていたのでは、やはりこれからのまちというのは成り立っていかないわけです。そうすれば、

そこに住民がどうやって関わっていくのか、アイディアを出していくのか。そういったことも

住民一人ひとりが考えていかなければいけない、そういう時期にきているのではないかと思い

ます。この合併を機に、ぜひともそういうところまで考えを深めていただきたいとも思ってお

ります。 
そのデメリットの１つとして、行政が大きくなると住民の声が届きにくくなるのではないか

ということがよく言われるのですが、その点について皆さんはどのように考えておられるのか

ということで、これはお一人おひとりに聞いてみたいと思います。町長はいかがでしょうか。 
○宮部庄七副会長  合併の話をさせていただきますと、住民サービスが落ちるのではないか、

遠ざかるのではないかということをよくお聞きするわけですが、私は、当然そういうことにな

ってはいけないと思います。 
今１市４町でいろいろ組織のことなどをもう既にお決めいただいておりますけれども、湖東

町の場合ですと、今の町役場が支所機能を果たしていくわけです。住民の皆さんの窓口業務で

あるとか、これからいろいろな事業もしていきますが、そういう場合には、またそういうチー

ムを湖東町の役場の方に振り向けてもらうという形をとっていきたいと思います。 
また、まちづくり協議会を大いに活用したい。そういうことも１市４町では考えております

ので、そういう中で協議会の皆さん、住民の皆さん、行政、そしてまた議員の皆さん、それぞ

れが一体となってまちづくりをやっていくことによって、私はそういうことは解消できると思

いますし、先ほど先生がおっしゃいましたように、まちづくりというのは、行政だけがするも

のではない。やはり、地域住民皆さんが一丸となって、取り組んでいくことが大切であろうと

思います。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。 
  それでは、今度は住民の声として瓦崎さん、そのあたりについてはいかがでしょうか。 
○瓦崎雅彦氏  私は、合併によって住民サービスの低下や、住民に負担増があってはならない

と基本的には思っています。しかし、物理的な面、今町長さんも言われたとおり、本庁舎は八

日市市、湖東町の役場は支所となるという、そういう機能的な変化は出てくると思いますけれ

ども、それが住民個々の皆さんに不便をきたすということはないと思っています。 
幸い湖東町にはケーブルテレビがありますし、インターネットも充実してまいりましたし、

そういった新しい情報ネットワークをフルに活用すれば、そういった面についてはカバーして

いけると思っております。 
  住民の方にとっては不安があると思いますし、その不安感を拭い去るということはとても難

しいことだと思いますけれども、私は、現行のすべてが現行の延長線上で行政は機能していく

というふうにとらまえておりますので、私自身はあまり不安感を抱いていません。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。 
それでは、野村さんはいかがでしょうか。 
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○野村・一氏  今回、このまちづくり計画にいろいろなことを盛り込んでおりますけれども、

東近江市のまちづくり計画は、目玉は２つだと思っております。 
 １つは、町長も触れられましたケーブルテレビを中心とした情報機能の充実ということです。

これは、滋賀県内で今１０ほどのこういう協議会が進んでおりますけれども、この東近江市し

かできない事業なのです。湖東町がケーブルテレビをやってきた、これを基盤にして広げてい

く、そこへ新たな機能を盛り込んでいく。そこへ、今言ったように、市役所の本庁はやや遠く

なるけれども、そういうような機能を使ってより便利にしていくという、こういう機能も付加

していくということで、私は情報先進都市になると思っております。これがまず１つの目玉で

す。 
 もう１つの目玉は、まちづくり協議会です。これは資料の５ページと６ページに書いており

ますけれども、要は、今までこういう考え方があまりなかったのです。我々も住民として、行

政には「何かをしていただく」というスタンスがあったと思うのです。今回はこのまちづくり

協議会という組織をつくって、これは６ページのところに、まちづくり協議会の区域は「地域

の実情に応じたエリア」と書いていますけれども、これはまず今の湖東町のエリアと考えてい

ただいた方がよろしいのではないかと思いますが、そういうものを早く立ち上げまして、大き

なまちになったからと心配をするのではなくて、こういうところへどんどん住民の声を持ち込

んでいくことが大事だと思います。この絵にも描いてあるとおり、いろいろな住民の声を生か

したまちづくり協議会で、今まで以上に住民に密着した本当の意味でのまちづくりをしていく、

こういう仕組みだと思っております。 
ですから、「みんなでつくる」というキャッチフレーズにもありますけれども、まさにこのま

ちづくり協議会を通じてみんなでつくっていく。そういう意味で、若干のそういう不安は、こ

ういう組織を通じて取り除いていくことができるのではないかと、私は期待しております。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございます。 
  まちづくり協議会につきましては、先ほどスライドでも説明があったかと思うのですけれど

も、駆け足の紹介でしたので、なかなか皆さんにご理解いただけるところまでいかなかったか

も知れませんが、これはたぶん、今までやってこられた他の合併の話の中では、こういったと

ころまで具体的に住民が関わっていくシステムをつくろうというところまでいっているところ

は、まずないだろうと思うのです。これから後発のところなどは、こういうものを真似してつ

くってくるところもあるかも知れませんけれども、これは形だけつくってできるというもので

はないのです。やはりシステムをきちんとつくって、そのシステムがしっかりと働くような仕

組みづくりをしていかないといけないわけですから、この点につきましても、合併協議会でき

ちんと確認をいただいたということですので、実現に向けて一歩動き出したということではな

いかと思っております。 
興味のある方は、資料を取り寄せていただくなり、どなたかに聞いていただいて、ぜひとも

参加いただきたいと思っています。 
  予定していた時間に近づいてまいりました。合併まであと１年余りという予定ですけれども、

時間が迫ってまいりました。最後に宮部町長から、これからの１年余り、どういう考え方で合

併までの時間を過ごしていただくのか。どういうことを考えてこれからの町政を執
と

っていただ

くのかという話を最後にお聞きしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
○宮部庄七副会長  今おっしゃいましたように、平成１７年２月１１日を予定しておりますが、
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それまであと１年数ヶ月となってまいりました。 
平成１６年は、湖東町最後の年となるわけでございまして、今日お集まりいただいておりま

す皆さん方もご案内のとおり、湖東町は昭和２９年１１月３日に誕生いたしました。ちょうど

来年が５０周年を迎えさせていただく年でございます。 
  また同時に、合併を目前にいたしまして湖東町の総仕上げの年であると、当然でありますが、

私はそのように思っております。いわば、湖東町の最後の年となります。 
そのようなことから、今、新年度の予算編成の時期でありますけれども、１６年度の予算に

つきましては、本当の意味で必要な施策であって、かつ住民の皆さんのニーズに沿った予算で

なければいけないと思っておりますことと、それが新市につながる予算でなければいけないと、

こういうふうなことを思いまして、先般も議会でもそういう話もさせていただき、職員にも指

示してきたところでございます。 
  具体的には、非常に先行き不透明なところもありますが、湖東町の基幹産業であります農業

の問題でありますとか、それから、少子高齢化社会に向けてのなお一層の施策の充実。今、保

健センターを建てさせていただいております。残念なことに５０市町村で湖東町が一番最後で

ありまして、何としてもこれは建てさせていただかなければいけないということで、お願いし

て今やらせていただいておるのですが、それだけではありません。まだ、福祉あるいは少子化

対策というものについては、これは永遠の課題でありますけれども、それらの充実を図ってい

かなければなりません。 
  それから、こういうことを申し上げるとまた皆さん方にご心配をおかけしますけれども、や

はり合併をいたしますと、少し遅れてくるようなこともありましょうから、道路の整備である

とか、あるいは下水道関係の整備、この辺もきちんとやらせていただきたい。あまり大きなこ

とを言うとまたお叱りを受けますけれども、気持ちはそういう気持ちで取り組みさせていただ

きたいと思っております。 
  また、今も申し上げましたように、来年は５０周年という記念すべき年を迎えさせていただ

きますので、記念事業を何か、有終の美を飾るということも含めまして、また、今お話ししま

したように、保健センターであるとか、中学校の体育館も建設させていただいておりますし、

併せてそういった記念事業に取り組んでいきたいと思っております。 
  いろいろ取り組みについては考えておりますけれども、まだ今、予算の精査までいっており

ません。合併いたしましても、住民の皆さんがやはり安全で安心して暮らしていただけるよう

な地域にしておきたいと思っております。しかし、やはり課題はたくさんございますから、残

された課題を何としても合併するまでにきちんと整理させていただきたい、このような気持ち

で今取り組んでいるところでございます。 
○谷口浩志氏  ありがとうございました。 
湖東町最後の年、それも５０周年ということで、非常に複雑な心境で私も聞かせていただい

たのですけれども、皆さんにとってもこの１年、来年１年がどういう年になるのか。本当に記

念すべき年になってほしいと思います。 
合併したあと、もっとすばらしいまちになっていってほしいという思いはもちろんあるので

すけれども、“湖東町”という名前の最後の年を、ぜひとも皆さんも新しいまちづくりに向けて

議論に参加していただきながら、自分たちの将来のまちをつくっていこうというスタンスで、

来年１年間がんばっていただきたいというふうに思いまして、そういうお願いをして、今回こ
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のパネルディスカッションを閉じさせていただきたいと思います。 
長時間にわたりましてお聞きいただきました会場の皆さん、そして、パネルリストのお三方、

本当に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。どうもありがとうございま

した。 
 
○司会  コーディネーターの谷口先生、どうもありがとうございました。 
  今日ここにお越しいただきました皆さまは、合併に対する不安は少し取り除かれたのではな

いでしょうか。パネリストの野村・一さまと瓦崎雅彦さま、ありがとうございました。 
引き続きまして、これからは会場の皆さまからのご質問やご意見にお答えしていきたいと思

います。谷口さまと宮部町長はそのまま残っていただきまして、湖東町 野村新太朗助役、そ

して合併協議会の中嶋喜代志事務局長に上がっていただきます。 
先ほど皆さまからいただきましたご意見・ご質問に答えさせていただきます。 
それでは、ここからは、中嶋喜代志事務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、こんばんは。大変お出にくい中をたくさんお越しいただきまして、

ありがとうございます。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。 
先ほど司会からも説明がございましたが、新市まちづくり計画に対するご意見、それから協

議会での審議内容、ご不明な点につきまして、先ほどお願いいたしまして質問カードをたくさ

ん提出していただきました。全体で１１名の方からお出しいただきました。 
種類別に分けさせていただきましたので、まず、１点目のご質問にお答えいただきたいと思

います。この質問は、５人の方からいただきました。「新聞で見ておりますと、１市４町の枠組

みに能登川町が参画を申し入れておられるようでございます。このことについてどのように考

えておられますか」というご質問、書き方は違いますが、同じようなご質問をいただきました。

これは枠組みという大切なところでございますので、町長さんからお答えいただきたいと思い

ます。 
○宮部庄七副会長  大変難しい問題をいただきました。皆さん方も新聞でこのニュースについ

てはご承知おきいただいていると思います。 
私ども湖東町の方に能登川町の町長さんと議長さんが、去る１１月２６日にお見えになられ

まして、１市４町に参入させてほしいというご依頼がございました。これは、能登川町さんだ

からどうだとか、よそのまちだからどうだとか、そういうことは関係なしにお聞きいただきた

いと思います。 
まず、今、私どもは１市４町で合併議論を進めさせていただいておりますので、湖東町がど

うだから、どこがどうだからどうと、こういうことのご返事は差し控えさせていただきたいと

思います。１市４町の皆さん方と、首長さんであるとか、また議会の代表で出ていただいてお

ります議長さんであるとか、あるいは特別委員長さん、こういうお方とそれぞれご協議させて

いただいて、そして結論を出させていただいて、能登川町さんにはご返事を差し上げる、これ

が私は道ではないかなと思います。できるだけ早い機会に、今、１市４町でその日程調整をさ



 - 14 - 

せていただいているところでございます。 
とは言いましても、先ほど来、皆さん方もスライドでご覧いただき、また、パネルディスカ

ッションの中でも話をさせていただきましたように、今日既に約７割もの事務事業のすり合わ

せを終わらせていただいております。また、新しい市の名前も「東近江市」と決定しました。 
また、もう１つは、これは湖東町のことだけになって申し訳ないかもわかりませんけれども、

今日まで１市４町にこぎつけるまでに紆余曲折
うよきょくせつ

がございまして、非常に苦労して苦労して今日

この日を迎えさせていただいております。そういうことで、先ほども少しお話しさせていただ

きましたけれども、私ども何回となく集落にお邪魔して、そして合併の考え方についてご理解

をいただいてきました。最終的に１市４町で走りますと、こういうふうなことを申し上げてき

た経緯もございます。 
そういう中で今回こういう問題が発生いたしましたので、冒頭申し上げましたように、これ

は１市４町の皆さんと協議させていただいてお返事を差し上げたいと、このようなことでひと

つお許しを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、次の質問に移らせていただきます。 
２点目は、４人の方からいただきました。これは、この協議会に移る前から愛東町・湖東町

さんが心配されておりました広域行政につきましてのご質問でございます。広域行政につきま

して、上水道等の使用料についても質問が出ておりますので、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。 
○野村新太朗助役  皆さん、こんばんは。夜分大変ご苦労さまでございます。 
広域行政についてのご質問ということで、私から答えさせていただきたいと思います。 
まず、広域行政組合がいつまでと、あるいは、上水道の使用料がどうなるのかというような

質問だったように思います。 
ご承知のように、広域行政組合で上水道あるいは消防、ゴミ問題等々、４町の多くの住民の

皆さんにとって、明日の生活に欠かせないものばかりの大事な広域事業でございます。そうい

ったライフラインを形成している愛知郡広域行政組合という形で、４町が足並みを揃えた広域

行政事業を、将来ともに歴史を踏まえて維持発展をしていこうということを前提にした覚え書

を、しっかりと４町が交わしていただいています。 
したがって、インフラ関係におきましては現在の形で、特に消防につきましては、今や造成

はできていまして、もうすぐ新しい消防庁舎も近く入札が行われて、槌音
つちおと

高く工事が始まろう

としているところでございますが、そういった意味で、今後とも現行の形で存続していくとい

うことになっておりますので、その辺、皆さんによくご承知いただきたいと思います。 
上水道の使用料はどうなるのかというご質問をいただいておりますが、ただいま申し上げま

したように、広域行政組合の中で、当然存続していきますので、使用料についてもその組合で

決められた価格をもって今後とも徴収させていただくということになるわけでございます。 
そのようなことで、広域行政事業というのは本当に大切なものでありますし、皆さんのご心

配も大変あろうかと思いますが、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。それでは、次のご質問に移らせていただきます。 
「先ほどパワーポイントで説明させていただきました素案については十分理解ができますが、

新市づくりをどのようなビジョンでするのか示していただきたい」また「合併へ大きく一歩踏

み出すような夢づくりをお願いしたい」というようなご意見をいただいております。これにつ
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きましては、策定委員会でコーディネーターをしていただきました谷口先生からお願いしたい

と思います。 
○谷口浩志氏  新しいまちのビジョンづくりということですけれども、実際このビジョンをつ

くっていただくのは皆さんご自身なのです。ですから、皆さんがこれからどういう形で関わっ

ていかれて、自分たちのまちがこんなふうになってほしいという思いをぜひともぶつけていた

だきたいということを、第一にお願いしたいところです。 
それから、地方分権がやかましく言われるようになって、地方自治体が、あるいは市町村が

力を持たなければいけない時代になってきたということなのです。これは国が、はっきり言っ

て、地方のことまで面倒を見きれなくなってきたということが如実に表れてきているのだと思

うのです。ですから、これから先は本当に自治体が力を持たなければいけないと思います。 
つまり、力のもとになるのは何かと言うと、経済力と、そして住民の皆さんの力なのです。

皆さんの力というものをこれからいかに出してもらえるかということで、そのまちは大きく変

わっていくでしょうし、経済的なことから言うと、私は一番可能性が高いのは、先ほども少し

出ていましたけれども、地産地消という言葉です。 
例えば、皆さんが今買い物をされる時に、どこまで買いに行かれているでしょうか。京都・

大阪まで足を伸ばして買いに行かれる場合もあるでしょうし、大津の百貨店で買い物される場

合もあるかも知れませんけれども、これが大きくなった新しいまちのなかで購買力を利用して

いただく、あるいは、そのまちの増えた人口が皆さんのところでとれる農作物を買ってくれる

とか、こちらへ遊びに来てくれるとか、地域の中で経済が循環するようになったら、どれだけ

豊かな地域ができるかということを少し想像してみていただきたいのです。そのことだけでも

経済力はぐんと上がってきます。 
ですから、そういう新しい工夫というものをぜひともこの新しいまちで実行していただいて、

自分たちが自分たちのまちをつくっているのだという意識のもとに関わっていただけたら、ま

ちというのは必然的によくなっていくだろうと思うのです。 
湖東町は、先ほどからもお話がありましたように、地域の組織、自治会やそういった組織が

非常に強固に運営されているというお話も伺っておりますし、実際に見せていただいたりもし

ておりますけれども、それをもう少し広げていただいて、自分たちがこの地域に住んでいる、

この地域をよくしていくのだという思いを持っていただいただけでも、本当にまちはよくなっ

ていくと思います。特に何をしなくても、このまちを愛しているからこのまちで買い物をする。

あるいは、このまちの人たちに自分たちがつくったものを買ってもらいたいとか、そういう思

いが新しいまちをどんどんよくしていくのではないかなと考えております。 
本当に夢見たいな話かも知れませんけれども、これは一人ひとりの皆さんがそう思っていた

だかないと、気持ちが一つにならないと実現できないことですから、ぜひとも少しでも多くの

方々にそのお話を伝えていただけたら幸いと思っております。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。次のご質問に移らせていただきます。 
これは、先ほどのパワーポイントでも都市構造図を示させていただいておりましたが、「新市

の北部に国道８号と国道３０７号を結ぶ交流軸が必要ではないか」というようなご意見をいた

だいておりますので、この点につきましても助役さんからお願いしたいと思います。 
○野村新太朗助役  国道８号と３０７号を結ぶ幹線的な交通アクセスが必要ではないかという

ご提言をいただいて、大変ありがとうございます。 
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  ご承知のように、この１市４町のほぼ中央を流れています愛知川という川があるわけですが、

その愛知川を活かしていくという意味でも、愛知川の両岸整備と言いますか、それがこのビジ

ョンの中にもございます。そういった点も一つの軸でもあると思いますし、また、今後新しい

市になって、いろいろな交通アクセスを検討していく上で、またもう一本の幹線道路が必要と

なれば、そういったことも計画し対処をしていくということで、今後のまちづくり計画にもま

すます期待がかかるというところでございます。ご提言ありがとうございます。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
それでは、次は各種団体についてのご質問をいただいております。老人クラブ等を指してお

られるのですが、「各種団体はどうなるのですか」というご質問をいただきました。引き続いて

申し訳ないですが、これも助役さんからお願いできますでしょうか。 
○野村新太朗助役  特に老人クラブを取り上げられての各種団体が今後どうなるのかというよ

うなご心配のもとでのご質問だったと思うのですが、もちろん老人クラブさん、あるいは女性

団体、また体育協会等々、公共的団体として多くのものがあるわけですけれども、そういった

団体につきましては、全体的な意味合いでは、基本的には当然１市４町での一つのまとまりが

必要であるかと思います。 
しかし、老人クラブの場合は、各字に字老人クラブがあります。そういった字老人クラブは、

今までどおりの形の支部活動なり老人クラブ活動を存続していただくということになると思い

ます。 
  湖東町の場合、湖東町の連合会というものもございますが、そういった連合会組織も、今ま

でのような形を通して、また、市全体での大きい連合会については、今後、各連合会の団体の

役員さん等々の話し合いの場を持つということで、現在進行中でございます。そういった中で

お決めいただくという形になろうと思います。やはりそういった自主的な公共的団体のことに

ついては、その団体の皆さんでお決めいただくということで、今後進めていただけるものと思

っております。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
  それでは、最後の質問になりますが、２点いただいております。「合併の必要性また目的を再

度確認しておきたいので簡単に説明してほしい」。２点目でございますが、「将来ビジョンを実

現するのは行政職員の能力であり、行政職員の資質に関わる。研究会・勉強会での能力開発が

必要となると思うが、どのように考えるか」という、基本的な確認それからご質問でございま

すので、これは最後の質問でございますので、町長さんからよろしくお願いしたいと思います。 
○宮部庄七副会長  それでは、１つ目の「合併の必要性について」のご質問でございます。合

併の必要性を整理しますと、３点ほどあると思っております。 
１つは、今日こういう時代でございますから、生活圏の拡大であります。申し上げるまでも

なく、今は車社会でもあります。ちょっと何かありますとよそへ出て行ってということで、生

活圏が非常に拡大してきております。そういったことで、広域的なまちづくりといったことが

皆さんのニーズとして生まれてくるわけでありまして、それにまず対応をする必要があると、

これが１つであります。 
それから２つ目は、これは皆さんよく耳にされる言葉でございますけれども、地方分権の推

進でございます。今までですと国がいろいろとやってくれていましたけれども、これからは地

方自治体に任せていくということで、自己決定・自己責任ということになります。そうなりま
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すと、住民へのサービスを行っていこうとする時に、やはり我々市町村の役割というのは大切

になってくるわけであります。これからどんどんと住民の皆さんのニーズが増えてまいります。

それに対応する力、これは職員の資質の問題もございますけれども、数であるとか、あるいは

財源の面においても限りがございます。やはり住民の皆さんのニーズに応えていこうというこ

とになりますと、やはり行政の能力や財政力を高めていかなければいけないということでござ

いまして、行政能力を拡大する必要があると、これが２つ目であります。 
３つ目は、もうこれは皆さんもご承知のように、言っても仕方のないことでありますけれど

も、平成１４年末で約７００兆円の借金を国が抱えております。また、小泉首相が「三位一体

の改革」とよく言われますけれども、私たち地方自治体は、国からいただく地方交付税でかな

り助けていただいているのですが、それがこれから目に見えて減ってまいります。もう既に１

４年度から１５年度、１５年度から１６年度についても、そういうふうなことになってきてお

りまして、効率的な行政運営を行うことを求めていかなければいけないということです。 
この３つのことから、足腰の強い自治体をつくって、そして、住民の皆さんのニーズにでき

る限り応えていける自治体をつくりたい。そのためには、今回の市町村合併は必要である、ま

た、避けて通れないと思っております。 
それから、もう１つ質問をいただきましたのは、職員の能力・資質の向上策について、「しっ

かりせい」ということであろうと、ありがたいご意見を頂戴いたしております。あまり偉そう

なことは申し上げられませんが、私も１年半ほど前まで民間の企業でお世話になっておりまし

た。役所に入り、仕事をさせていただいて、いろいろなことを感じてまいりました。その中で、

今日も職員が何名か参っておりますけれども、職員の皆さんには「自己啓発をせよ」そして「自

己研鑽に励め」、このことを常々私は言ってまいりました。 
今後とも、これらにつきましては引き続いて職員に指導もし、また、そういった教育機関を

通じて、あらゆる機会を通じて、制度も役場で持っておりますし、まだもう少し時間はありま

すから、その中でできるだけのことをして、職員にも力をつけていただいて、そして、市の職

員となられるわけでありますから、市の職員として、また湖東町の代表として恥ずかしくない

ようにしてもらうために、心していきたいと思っております。ありがたいご意見をいただきま

して、ありがとうございました。 
○中嶋喜代志局長  ありがとうございました。 
全体で１１名の方々からご意見をいただきました。今ほどお答えをいただいた内容でご理解

を賜りたいと思います。 
皆さまからは大変貴重なご意見をお聞かせいただき、ありがとうございました。ここでいた

だきましたご意見のうち、先ほど素案を示させていただきましたが、今後は新市まちづくり計

画として協議会でご決定をいただきますので、これにかかるものにつきましては、今後の協議

会で検討させていただきたいと思います。 
これで質問コーナーを閉めさ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  ２時間以上にわたりまして、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、湖東町 野村新太朗助役がごあいさつをいたします。 
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○野村新太朗助役  本日は大変何かとお忙しい中、また夜分に、そしてまた天候の悪い中をこ

のようにたくさんお越しいただきまして、最後までご清聴いただきました。本当に心から厚く

御礼申し上げます。ありがとうございました。 
本日は、市町村合併シンポジウムということで、これまでの経過説明、あるいは新市のまち

づくり計画素案につきましてご説明させていただきました。また、この会場の皆さんから多く

のご質問やご提言等もいただきまして、本当にありがとうございました。 
また、先ほど司会の方からも冒頭申し上げておりましたが、概要版にはハガキも付けさせて

いただいております。こういったハガキでも、あるいはまた他の方法でも結構でございますの

で、今晩だけではなしに、ぜひご意見・ご提案を１月１６日までにお願いして、よりよい新し

いまちの計画ができますように、皆さん方に心からお願い申し上げる次第でございます。 
湖東町も今日ここに至りますまでは、さまざまな合併に関することもございました。しかし、

去る６月のアンケートにおきましては、住民の皆さんから一定のご支援をいただきまして、そ

してこの１市４町の枠組みというもので進めてまいることができました。現在のところ順調に

協議が進んでおるところでございます。今後も合併協議会だより、あるいはＫＣＮ局等々、い

ろいろな情報手段によりまして情報伝達、提供をしてまいりたいと思います。 
１,６００項目に及びます事務事業のいろいろな調整を７割近く終えております。今後こうい
った事務事業調整を終えまして、新しいまちづくり計画が完成しましたら、概ね５月頃になろ

うと思いますけれども、各字等の住民説明会を開かせていただいて、各集落に出向かせていた

だきたいと思っております。そして、その中でできるだけ詳しく説明させていただく予定でご

ざいます。 
また、６月頃には最終の議会議決ということで、議決をいただきましたら、平成１７年２月

１１日の「東近江市」の誕生に向けまして、今後も最大限の努力を傾注してまいりたいと思い

ます。 
そして、住民の皆さんのご支援、ご理解を十分賜ってまいりたいと思っておりますので、そ

のことをお願いいたしまして、簡単なごあいさつとなりましたけれども、この辺で閉会とさせ

ていただきます。本当にありがとうございました。 
 

○司会  野村新太朗助役の閉会のあいさつでございました。 
１市４町それぞれの市と町が、お互いの特徴を生かして、助け合い、住民の知恵を合わせて、

力強いまちづくりができますことを願って、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』を終了

させていただきます。どうぞお気をつけてお帰りになってください。 
   
 
 


