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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」八日市会場 
 
○日 時：平成１５年１２月１１日（木） 

午後７時３０分～午後９時４０分 
○会 場：八日市市 八日市文化芸術会館 
○参加者：３１１名 

 
○司会（八日市市 森野才治企画部長） 
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、また、あいにくの

お天気の中お集まりいただきまして、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。 
最初に、合併協議会会長であります八日市市長 中村功一がごあいさつを申し上げます。 

 
○中村功一会長  会場いっぱいの皆さん、こんばんは。 
あいにくのお天気の中、ようこそお越しくださいまして、誠にありがとうございます。今日

は、市町村合併シンポジウムということで開催いたしました。本当にお出にくい中をお運びい

ただきまして、誠にありがとうございます。 
今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、合併特例法の期限であり

ます平成１７年３月３１日、この期日を目標にいたしまして、全国各地で論議が進められてお

ります。今、全国で市や町・村の数が３,２０９あります。市で言えば６７７あるわけでござい
ます。いずれにいたしましても、この合併論議が急ピッチで進められておりまして、この合併

の協議がすべて円滑に整いますと、３,２００ある市町村が１,８００ぐらいになるであろうと思
っております。 
滋賀県におきましても、今、５０の市町村があるわけです。その中でも合併問題に一生懸命

取り組んでいただいておりまして、この合併が成功いたしますと、１４の市と４つか５つぐら

いの町になります。今５０ありますけれども、１４市５町ぐらいになるわけであります。これ

ほど各地でも合併論議が真剣に進められております。 
私ども八日市市におきましても、既にご案内のとおり、１市４町、つまり永源寺町・五個荘

町・愛東町・湖東町、そして八日市市の１市４町で、今年５月から合併協議を進めております。

議会で議決をいただいたのは６月でございましたけれども、１市４町みんな揃って合併しよう、

いろいろな作業を進めていこうという取り組みをいたしまして、合併協議会のメンバーの方々

も本日たくさんおみえですが、一生懸命回を重ねて、４分の３ぐらいの項目につきまして調整

をしてもらっております。お互いが譲り合いの気持ちを持ちながら、そして、信頼をおきなが

ら作業をしておりますので、今まで円滑に進められております。 
市の名前も「東近江市」と決めていただきました。市役所の位置は、八日市の市役所を本庁

にするということも決めていただいたところであります。そして、この１市４町が合併いたし
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ましてどのようなまちをつくっていこうか協議検討している最中であります。 
１万２千人の市民の皆さまにアンケートを行いました。中学３年生以上の方々にも行なわせ

ていただきました。そして、まちづくり計画策定委員会の３０人の方々にお願いいたしまして、

十回にわたる議論をいただきまして、ようやくお示しできるような概要ができたところでござ

います。 
その将来にわたりますまちの姿を今日ご説明申し上げ、そして、いろいろなご意見を頂戴し

て、年が明けたら２月頃には大方のプランを決定させていただきたいと思っております。八日

市市が皮切りに１市４町それぞれで、こうした住民の皆さんへの説明会をこれから持ちます。

今日ご説明を申し上げますけれども、これで全ておわかりいただけるような内容になっていな

いかもわかりませんが、概ね考えているところをお伝えすることができるのではないかと思っ

ております。 
新しいまちをどのようにしていくのかという骨格を決め、新しいまち「東近江市」がスター

トいたしまして、それから議会の方々や、また新しく就任されます市長さんを中心にして、本

当の意味で新しいまちのかじ取りをしながら、どのようなまちをつくっていくのか、具体的な

取り組みが始まるわけでありますけれども、今のこの時点では、みんなが寄って、市民の皆さ

んにご説明できるまちの概要をお示ししようと、作業をしているところでございます。 
スクリーンを使ったりしながらいろいろお知らせしたいと思いますが、これらにつきまして、

またさまざまご意見をいただければ幸いかと思います。どうぞ、十分なご理解をいただきます

ようにお願い申し上げまして、ごあいさつに代えます。ありがとうございます。 
 
○司会  ありがとうございました。 
申し遅れましたが、本日の進行を務めさせていただきます八日市市役所企画部の森野と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
また、手話通訳は、伊藤玲子さまと左近高世さまにお願いをいたしております。 
本日のシンポジウムの次第につきましては、お手元の資料の表紙裏側にございますように、

まず、これまでの合併協議の状況と新市まちづくり計画についての説明をさせていただいたあ

と、パネルディスカッションとなっております。 
パネルディスカッションでは、本日ご参加の皆さまからいただきましたご質問やご意見をも

とに意見交換をさせていただきますので、資料に挟んでございます『質問カード』にご記入の

上、パネルディスカッションが開始されるまでに、会場入り口の意見受付箱へお入れください

ますか、あるいは係員にお渡しいただきますようお願いします。時間の都合上、会場での直接

のご意見やご質問は受け付けいたしかねますので、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を

報告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。

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。 
 

（合併協議の経過について） 
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○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、皆様もかなりのご関心をもたれたことであると思います。 
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り

ますまちづくり計画について、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  引き続き、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たいと思います。 
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きました資料に、まちづくり計画

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、会場入り口の受付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。 
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。 
 

（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、八日市市長をはじめ何人かの方にステージにお上がりいただいて、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。 
それでは、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。まず、合併協議会会長 中村功一八日市市長でございます。 
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、

八日市市議会 髙村与吉議員でございます。 
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、八日市青

年会議所の村田義則さまでございます。 
 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おります。 
それでは、ここからはコーディネーターの谷口さま、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  ただいまご紹介いただきました谷口と申します。地元にあります滋賀文化短期

大学生活文化学科で教えております。さまざまな内容があるのですけれども、中でもやはり人々

の暮らしに関わる部分が今のところ一番大きなテーマになっておりまして、今回もまちづくり
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計画の策定委員として加えていただき、大変勉強させていただきました。 
策定委員会の中には一般の方も入っていただき、あるいは、合併協議会の委員の方も参加し

ていただき、皆さんが一人の市民として自分たちのまちをどういうふうにしてつくっていきた

いかという思いを持って、このまちづくり計画の素案をつくっていただいたわけです。ですか

ら、そういう思いを、今日は皆さんからぜひともお聞きしていきたいと考えております。 
それでは、まず市長から、この合併につきまして、策定委員会のまちづくり計画の素案、あ

るいは、合併に対しての基本的な考え方というところで少しお話しいただけたらと思います。

中村市長、よろしくお願いいたします。 
○中村功一会長  先ほどごあいさつ申し上げましたけれども、改めまして、こんばんは。あり

がとうございます。 
少し緊張しておりますが、ただいま申されました１市４町の今回の合併であります。実は、

私ども市役所の職員が勉強を始めましたのは、平成１１年でございました。プロジェクトチー

ムを組んで、この合併が論議される以前でありましたけれども、合併の論議についてはやはり

自らがやっていく必要があるということで、職員自らが合併についていろいろ勉強を始めまし

た。 
これまで１市３町で合併の枠組みを一定決めまして、いろいろ議論をしてきたところであり

ますけれども、事情がありまして、今日この１市４町の枠組みでかなりの回数の協議を進めて

まいりました。それなりに成果も上がってきたと思っておりますし、またこの調整が極めて円

滑な中で進めることができました。これは、これまで私どもが体験いたしましたいろいろな経

験を踏まえて、今度こそ立派に成し遂げなければならないという共通の思い、１市４町の中で、

首長ももちろんでありますが、議会の皆さんもこぞって、決意も新たに、１市４町の枠組みで

合併の論議に取り組んだところであります。 
今日の全国的な状況、あるいは滋賀県内の状況につきましては、先ほどもごあいさつで申し

上げましたとおり、滋賀県は、今は８つの市がありますけれども、やがて１４の市になろうと

しております。 
大津市が、今は人口約２９万人でありますけれども、つい先だって、市制１００年を迎えら

れました。大津市の場合もそうでありますけれども、何度かの合併を繰り返して、人口約３０

万人に到達した。その間、実に１００年であります。こうしたことを考えますと、今、言わば

その核になるまちをつくろうとしている矢先でありまして、１市４町が本当に真剣に必ずやこ

れを成功させなくてはならないと、そのようなことを改めて思っている次第でございます。 
どうぞ、市民の皆さんの積極的なご参加、ご協力をいただきたいものと、心から念じており

ます。 
○谷口浩志氏  市長もさすがに緊張しておられるというお話でしたけれども、合併というのは

初めて経験されることでありましょうし、また、市民の皆さんにとっても初めての経験という

ことになるのではないかと思います。合併というものがどういうものなのか、それを市民の側

からどういうふうにとらえたらいいのかというあたりをお聞きしてみたいと思いますが、まず、

村田さんは、策定委員会に一般公募の委員として入っていただきました。この策定委員会とい

うのは、どんな形で進められたのか、そのあたりを、参加していただいた体験も踏まえてお話

しいただけるとありがたいです。 
○村田義則氏  策定委員会は、先ほどパワーポイントで説明がございましたけれども、合併協
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議会から１０名、私どものように公募で１８名、それと谷口先生はじめ学識経験者２名、合計

３０名で構成しております。 
一番最初は、みんなで各地域の公共施設等を車で回りまして、タウンウォッチングをし、我々

が合併するのはどういうようなまちか、どのまちにどういう施設があるのかということを拝見

しました。 
策定委員会は合計１０回の協議を行ったわけですが、前半は新市の将来像、夢のある将来像

をつくるために、４つのテーマに分かれて分科会を設けました。その４つのテーマというのは、

「情報ネットワーク」「愛知川」「地場産業」「観光・交流」です。その４つの中で、それぞれが

そのテーマをもとにして、そのテーマにとって夢のあるまち、どういうことができるのだろう

かというような議論をして、半分アイドリングを行いながら、新市の将来像を、また、全体会

議は全体会議ということで、２本立てで行ってまいりました。 
私は「観光・交流」という分科会に入ったのですが、観光資源・施設を１市４町全てあげま

して、この地域というのは相当な観光資源もありますし、交流する資源もあるということで、

非常にいいまちがつくれそうだなと私は感じました。 
この４つのテーマの分科会での提案というのは、今日の『概要版』には載っていないのです

が、また後ほど皆さんもご覧いただく機会があると思います。『新市まちづくり計画素案』に、

４つのテーマをもとに「こういう夢のあるまちがつくれるのではないか」というような提案を

しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。 
この策定委員会の会議の進め方ですが、私も何度か市民の委員ということでいくつかの会議

に出席させていただいたことがあるのですが、それはたいてい事務方の用意された資料をもと

にして、少しの議論をして進めていく、承認していく、といった形式がとられることが多いか

と思うのです。しかし、今回は本当に我々の意見をもとにして、それをまた事務方が整理して

いただいて次の会議に移るという、非常に私たちの意見を尊重していただいてつくり上げた素

案であると考えております。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございました。 
特に今回の素案の中で一番大きな比重を占めているのが、やはりまちをつくるための理念と

言いますか、こんなまちにしたいな、こんなまちであってほしいなという将来像なのです。そ

の将来像というのが、先ほども発表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 東近江市」となっているわけです。 
この将来像を決めるにあたってさまざまな議論がなされたと思うのですけれども、合併協議

会の委員でもあり、策定委員会にも参加していただいておりました髙村さん、そのあたりはど

ういう感じで話が進められたのでしょうか。 
○髙村与吉氏  皆さん、ご苦労さまです。 
先ほど村田さんが、策定委員会のあり方はどういう形でということを少し触れられましたが、

この策定委員会で、今先生のおっしゃった「みんなでつくるまちづくり」、これに一番重点を置

いてやっていくということから、この将来像をつくり出すだけで３回かかっているわけです。 
私は議会から出ていますが、特に今回の策定委員さんは、一般公募で出てこられた市民の皆

さんもおられます。専業主婦の方もおられます。福祉団体の役職の方もおられます。村田さん

のように団体の役員をしておられる方もおられます。そういう者が寄って一つの物事をつくり

上げる、その難しさと言いますか、まずお互いの意識を共有するために、ある一定の時間がか
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かったということです。 
そして、先ほどの４つのテーマの中から、新市の将来像をどういうふうに決めていくかとい

うことで、最終的に「みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち 東近江市」ということにな
ったのですが、それまでに、新市のこれからのこととして６つの施策を、グループ議論やある

いは全体会議の中から引っ張り出してきました。 
先ほど村田さんが少し触れられましたけれども、従来のこういう問題を審議する時には、あ

らかじめ用意された資料を前にして、それぞれが意見を言ってまとめていくということが多い

のですが、今回は一般公募の方も含めてゼロから出発したということで、事務方はまとめるの

が大変だったろうと思います。逆にまだ、我々は事務方に文句を言っていたぐらいです。 
その中で「住民が主役となるまちづくり」「人と環境にやさしいまちづくり」「だれもが笑顔

で暮らせるまちづくり」「次代を担う人材を育むまちづくり」「地域の活力を生み出すまちづく

り」「市民生活、地域経済を支えるまちづくり」、この６つのまちづくりの基本をつくったわけ

です。皆さんがお聞きになったらごく平凡だと思われると思うのですけれども、こういう形で

みんなでうるおいのある、にぎわいのあるまちづくりをしていこうということで、十回かけた

ということです。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございます。 
本当にお二人とも、この策定委員会の中では大変ご苦労いただいたのですけれども、最初に

想像していたのとは随分違ったというご意見を持っていただいているようです。それはどこか

と言いますと、策定委員会の委員の皆さんが、一から自分たちでこのまちづくり計画というも

のをつくろうという、最初からそういう意気込みで取り組んでいただいたというのが、今回大

きな成果になったのではないかと考えております。 
特に、将来像の中で「みんなでつくる」という部分が、言葉にすれば非常に簡単な、みんな

が一緒にわいわいやりましょうという感じになってしまうかも知れないのですけれども、この

部分については、特に村田さんは非常に関わりが深いのではないかと思いますので、どういう

思いがあるのか、その辺をお話し願えますか。 
○村田義則氏  この「みんなでつくる」というところでは、市民参加という言葉がよく使われ

ているのですが、何が市民参加なのだろうと考える必要があると思うのです。よく「みんなで

つくるまちづくり」という言葉が一人歩きしているのですけれども、住民の意識の中には、自

分たちがまちづくりに参加しているという意識があまりにも低いのではないかと考えています。

今度の新しい市をつくるにあたって、本当の市民参加というものをつくる一番いい機会なので

はないかなと思いました。 
そこで、住民参加によるまちづくりを進めるシステムをつくろうと考えました。今、住民参

加の代表例で、自治会や体協の役員さんなどでご苦労なさっている方もいっぱいいらっしゃる

と思うのですが、そういう意味合いの参加ということではなしに、市の施策に対してもっと住

民が真剣に考えて、こういう施策をとってほしいという、そこまで高いレベルの住民参加とい

うことを推進する必要があると思います。 
新市になると、市会議員さんの数が減ります。そうなると、やはり我々の声が議会や行政に

届きにくくなるのではないかという不安があると思います。それをカバーするために、自治会

を母体にしながら、ＮＰＯであるとか、さまざまな団体で専門的な取り組みをされている方、

そういう方が一緒になって、まちづくりには何が必要かということを考えて、そして議員の皆
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さんや行政の方々と一緒にまちをつくっていく、そういう責任ある関わり方が必要ではないか

と考えて、私は「みんなでつくる」ということは、とても大切な言葉であると考えています。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございます。 
言葉で言えば、本当に一言です。「みんなでつくる」という、それだけの言葉なのですけれど

も、やはりどういう形で地域づくりに市民が参加していくかということが、特に地方分権がや

かましく言われるようになってきたこれからの地域にとって大変重要なことだという意識を、

委員の皆さんにも持っていただいていたと思います。 
それでは、その続きの「うるおいとにぎわいのまち」という言葉ですけれども、これはどう

いったことを表しているのか、高村さんの方からご説明願いましょうか。 
○髙村与吉氏  「うるおいとにぎわいのまち」、これもごくありふれた自然な言葉なのですけれ

ども、私たちの今合併をしようとしている１市４町には、この地域だけにしかない、とても大

切な自然や歴史がある。これをより大事にしていきながら、暮らしの豊かさが実感できるまち

をつくっていこうと考えました。 
心の豊かさを膨らますということは、やはりお互いがお互いを知り合って、理解し合って、

少なくとも自分のエゴは一歩控えて、そして新しいまちづくりをしていかなければいけないの

ではないかと思います。そのためにも、自分たちが今住んでいるまちの個性を大切にして、そ

の中で地域の連携による交流をより深めていくということで、一番最初に、タウンウォッチン

グといって１市４町を回ったのですけれども、本当に我々の祖先が残してくれたすばらしい歴

史や風俗、環境、自然というもの、これを感じながら、実際に歩いてみて、こんなところにこ

んなすばらしいものがあったのかということを実感したと、これは大切にしていかなければい

けないと感じました。 
いわゆるビルの林立する大都会を夢見るのではなしに、私たちの住んでいるこのまちを、よ

り安らかに暮らせるまち、みんなで助け合ってみんなでつくっているまちという形にしていく

必要があるのではないかなと思います。五個荘町は五個荘町、八日市市は八日市市、永源寺町

は永源寺町という、今までの一つの個性をどこで融和させて、どこで交流しながら一つの形に

まとめていくのか。このまちづくり計画の骨子を今度どのような形で肉付けしていくのか、こ

れがこれからの大きな問題ではなかろうかと思っています。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございます。 
この骨子とも言うべき新しい市の将来像というものについてお話を伺ったのですけれども、

合併したあと、この八日市市というまちはどんなふうに変わっていくのだろうかということを、

皆さんもたぶん想像されると思います。そのあたりを、今この市の長でいらっしゃる市長の方

から、どんなことを考えておられるのかというところでお話しいただきたいのですが、お願い

いたします。 
○中村功一会長  その前に、今、まちづくりの主人公は、市民の皆さんの手作りによる、お互

いの協働によるまちづくりという説明がありました。まさにそのとおりだと思いますし、村田

さんが、今度の合併をチャンスに、より積極的なパートナーシップによるまちづくりというこ

とを強調されましたけれども、そのとおりだと思いますが、そんなに難しく考えないで、今の

延長線上で考えてもらっていいのかとも思います。 
ということは、今、既にこの八日市のまちにおきましても、市民の皆さんはかなり活発に、

福祉の分野であれ、あるいは環境の分野であれ、市民の皆さんのパワーがなかったら今の八日
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市市は動かないぐらい、随所に活躍いただいております。まさにその延長線上で、これから新

しいまちへもその広がりを見せて、さらに活発にご努力いただくということが大事だろうと思

います。新しいまちがスタートするまでもなく、既に各種各様の場で随分と力を出していただ

いておりますので、私は大変嬉しいことだと思っております。 
新市になればどのようなまちになるかということでありますけれども、今、八日市市が抱え

ております大きな問題として、中心市街地の活性化と言いますか、これまで市場のまちとして、

また市を開いてきたまちとして、結構にぎわいのある、そして周辺の市や町との交流が随分活

発な、にぎわったまちでありました。八日市市へ行って何か買い物しよう、何かおいしいもの

を食べようと、これが私どもの子どもの頃からの夢でございまして、「八日市へ」というのは、

この市街地に来ることが唯一楽しみだったのです。それほどにぎわっておりましたけれども、

正直言って、今少し元気がありません。その活性化が一番課題であると考えております。 
そして、これもまた元気がありませんが、周辺農村地域の元気が出ることを願っているので

す。つまり、八日市市のまちは、昔から周辺農村部を含めてにぎわいのあるまちとして、生い

立ちがあるわけです。市が開かれたまち、商業のまち、八日市は市場のまちということでござ

いまして、そういう意味では、八日市市からにぎわいというものを取ってしまったら何も残ら

ないというぐらいですので、昔の活力を早く取り戻したいと思っております。 
幸い、今、周辺の４町と合併しようとしております。永源寺町へ行けば、豊かな自然もあり

ますし、有名な観光の名所もあります。五個荘町へ行きましたら、近江商人発祥の地でありま

す。きれいな町並みが保存されております。愛東町へ行けば、先進的な農業への取り組みもあ

ります。湖東町へ行けば、社会基盤は大方完備されているというほど、先進的な都市基盤の整

備がされております。 
そうした町々との交流ということを考えますと、私は、八日市市が一つのまちづくりを進め

る上において、にぎわいのあるまちに向け、今は少し元気がありませんが、元気を出さざるを

得ないような状況になってくるのではないかと思います。そういう意味では、周辺の皆さんと

一緒になって、そして市民の皆さんとの協働によるまちづくりを進める、そのこと自体が八日

市市の活力を取り戻す、そのようなことに結果としてなっていくのではないかと思います。そ

う考えますと、この合併を心から願っているところでございまして、八日市市のにぎわいを一

日も早く取り戻したい、このような願いを持っております。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。本当に市長の夢が実現するといいなと思います。 
少し立場を変えて、市民の立場から今回の合併に対してどのような思いを持っておられるの

か、お二人の方にもお尋ねしたいと思います。お二人には策定委員会の中で、このようになっ

てほしいということを意見として一生懸命議論していただいたわけですが、自分が思っておら

れることプラス、新しいまちの計画の中にそれがどのような形で盛り込まれているのかという

あたりも、少しお話をいただけるとありがたいと思うのですが、村田さんから、いかかでしょ

うか。 
○村田義則氏  今、市長がおっしゃったことを、私はもう少し強調して言おうと思っておりま

した。 
私は八日市町で生まれまして、今は東浜に住んでいます。先ほどおっしゃった旧の中心市街

地で生まれ育っていますので、どうしても、商店街であるとか、今回合併する皆さん全部を巻

き込んだ中の中心の市街地、都市機能を持った市街地だと思います。このにぎわいというもの
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を何とかもう一度取り戻せないかなと考えています。 
まちづくり計画策定委員会には、八日市商工会議所から田中委員さんも出ていらっしゃった

のですが、私を含め、永源寺町や愛東町や湖東町の皆さんから、「商工会議所や青年会議所は何

をしているのだ」と、「八日市市のにぎわいが私たちは好きなのだから、あなたたちがもっとが

んばれ」という意見をおっしゃっていただいて、非常に心強く感じました。 
私は生まれ育ちがそうなので、特にそういうふうに余計に強く感じると思うのですが、それ

以外にも、八日市市にさまざまな特色を持ったエリアがあると思います。合併した時に八日市

市はこういう機能を果たす、という単一的な考えではなしに、それぞれの地域がそれぞれの特

性であるとか、地域と言うよりは、もうひとつ小さくコミュニティでもいいと思うのですが、

そのコミュニティが、自分たちの住むエリアというのはどういう地域なのかということをもう

一度考え、それは歴史や風習などすべて含めて考えて、自分たちのまちをこういうまちにした

いという思いで、個性を持ってそれぞれが愛着のあるまちをつくっていく。そうすることによ

って、住んでいてよかったなという思い、また、自分たちの住んでいるまちのために何かでき

ることがあったらしようというような思いができてくると思うのです。 
それは、私も今ちょうど過渡期にありまして、例えば、町内の祭りなどいろいろな自治活動

に参加させていただいているのですが、もうすぐそれを終える年代になってきます。その中で

下の若い衆を見ると、そういうコミュニティを大切にしている、中に入っていてくれる人とい

うのは、やはりこのまちが好きだから何かしようと思っているのです。例えば消防にしても、

大変だけど別に嫌がらないで入ってくれていますし、がんばろうというふうに思ってくださる

方がいっぱいいらっしゃると思うのです。だから、そういう人を育てていくためにも、自分た

ちの住むエリアをしっかり大切にして育んでいく、そういうまちづくりをしていければいいな

と考えます。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。 
若い人たちの力は、これから合併してからも期待するところが多いのですけれども、なかな

かそうはいかないというのが全国共通の悩みのようです。 
それでは、髙村さんは八日市の市議会議員でもおられますし、あるいは合併協議会の委員と

しても、そしてこの策定委員会の委員として、さまざまな立場で関わってこられたと思います

が、どの立場からでもかまいませんので、合併後のこのまちに対する思いがあれば、お聞かせ

願いたいです。 
○髙村与吉氏  まず最初に、初めから私の考え方として言っているのは、合併というのは華や

かなものではないと、やはり相手の気持ちを十分理解しながら、自分がどれだけ辛抱できるか

ということも十分考えなければ合併というのはできないという考え方で、今回の策定委員会に

参加させていただいております。 
策定委員会の中で出たいろいろな意見の中に、今の１市４町、田園文化都市をめざしている

ということから、ちょうど真ん中を流れている愛知川、この愛知川は昔からの暴れ川なのです

けれども、これをもっと親水性、親しみの持てる川にできないだろうか。そして、この川を挟

んで、“河辺いきものの森”のような里山の保全、そして広がる田園を「緑の湖
うみ

」のようにして

いく、そういうまち。そんなところに一番、住みよい、心の豊かな人が育めるのではないかと

いうことです。先ほど市長が言われました八日市市のにぎわいなのですが、それも湖東町・愛

東町の女性委員からは、やはり、どこかにぎわいのあるところへ行ける、そういうものをつく
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ってくださいという意見が出ていました。 
都市構造にも「にぎわいゾーン」としてはめ込まれているのですけれども、例えば、昔の八

日市市は、年末１週間ほど、とても荷物を持って歩けないほど本町通りに人がたくさんこられ

た。ああいうような人が寄れるところをつくるということは、これからの社会の中で難しいか

も知れないけれども、逆に、例えば今言った愛知川なら愛知川という川に常時水が流れて、そ

して、そこにいくつも橋が架かっていて、そこでいろいろなイベントが楽しめる、そんな贅沢

さと言うとおかしいですけれども、ゆとりというものがあってもいいのではないかなと思いま

す。つくられた観光地よりも、自分たちでつくった、そういうところで、これから少子高齢化

がだんだん進んでいく中で、次代を担ってくれる若い子どもさんたちが素直に育ってくれるよ

うな環境づくりも必要ではないかと考えます。 
また、高齢者がそれぞれの地域でお互いに助け合ってやっていけるようなまちづくり、決し

て華やかなまちは望んでいないというのが、策定委員の皆さん方のご意見なのです。自分たち

でつくるのだから自分たちに合ったまちにしたい、こういう意気込みがひしひしと感じられま

した。たまたま私は議会に席を置いているものですから、言われることの中に、そんなことは

到底不可能だと思うようなこともあったわけです。それでも、議論をしている中で、ひょっと

したらできないことはないかも知れない、というような感じもしました。やはりこれからの新

しいまちづくりというのは、そういうところから踏み込んでいくべきではないかと思っていま

す。 
○中村功一会長  私は少し現実的に考えまして、今言われるとおり、愛知川は一つの新しいま

ちのシンボルとして大いに活用すればいいと思いますけれども、ところが愛知川という天井川

は、今盛んに関係先へ要望していますけれども、まだまだ改修ができていない川なのです。能

登川町の地先が少し改修された程度で、永源寺まで上流域がまだ改修されていない。それはむ

しろ自然が残っているということなのですけれども、あれでは治水上問題があるので、まだま

だこれから手を加えなければならないという点はありますけれども、まさにシンボル的な一つ

の存在として愛知川を大いに活用することは大変結構なことだと思っております。 
先ほど私が申し上げました、にぎわいのあるまちということで、少し誤解があると困るので

すが、昔ながらのあのにぎわい、夢をもう一度と、あれと同じ形を思っているわけではござい

ません。例えば、お年寄りや子どもたちへの福祉の行き届いた、そういう意味でのにぎわいの

あるまち。あるいは、環境面も十分考えた、自然を取り入れた、そういうまち全体がにぎわい

のあるまち、緑園文化都市ということを標榜
ひょうぼう

しておりますけれども、ただ単に昔のにぎやかさ

が戻ったらいいということではなくて、やはりこれからの少子高齢化時代を迎えて、お年寄り

が悠然と散策できるような、あるいはショッピングができるような、そういうことに配慮した、

安全で安心な、にぎわいのあるまち。そういうほのぼのとした豊かな気持ちになれるようなま

ちがいいのではないかと思います。 
今コミュニティバス、赤いバスを走らせています。空気が乗っていることが多いのですが、

しかし、あれを走らせて、市民の皆さんからいろいろ評価をいただいております。「空っぽでも

いいよ、走っているだけで楽しいよ」と、こんなことがいつまでも続いたら困るのですけれど

も、そういう温かい、ほのぼのとした、そんな福祉の、そしてにぎわいのあるまちを築いてい

けたらいいなと思っています。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。 
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にぎわいと言っても、いろいろなにぎわいの仕方があると思うのですけれども、やはりそこ

にはお年寄りから小さな子どもたちまで安心して集まれるような、そういう場所であってほし

いなということです。 
これから社会はどんどん変わっていきますが、やはり人間の根本的な部分、そのまちのにぎ

わいによって心が華やぐとか、あるいは、静かな緑の中で心が安らぐとか、そういう人の気持

ちの考え方、感じ方というものがきちんと残されたような、そういうまちというのが、このま

ちにはふさわしいのかなと思います。 
話の方はだいぶん進んでまいりましたが、いよいよ合併まで１年余りというところまできて

おります。実際にこれからどのように変わっていくのかということも、まだわからない部分も

ありますけれども、少なくとも特例措置が行われる１７年３月末までをめざして、この１市４

町は合併をしていこうということで進んでこられているわけです。間もなくに控えた合併に向

けて、市長としてはどういうお考えを持っておられるのか、合併に対して思っておられること、

今述べていただいたこともそうなのかなという気はするのですが、まだほかに何かありました

らお尋ねしてみたいと思います。 
○中村功一会長  今取り組んでおります１市４町が、これまでずっと協議を続けてまいりまし

た。何度か説明を申し上げておりますけれども、お互いが譲り合ったり、思い合ったり、そし

てお互いの信頼の上でないとこの合併というのはできないなとつくづく思っています。今日の

話題ではありませんが、新しい課題も生まれております。こうしたことも踏まえながら、定め

られた期限内にこの合併はぜひ成し遂げたいと強く思っております。 
  また、まちづくりの原案がまとまるのは来年２月ないしは３月になりますけれども、市民の

皆さんや議会のご協力をいただいて、きっちりと運んでいきたいと思っておりまして、先進例

やいろいろなことを勉強しながら歩んでおります。しかし、モデルになるということがあまり

ないのです。先進例を見てみても、一つひとつ事情が違いますから、やはり独自の取り組みに

なるわけでございますが、幸い、今日までは極めて円滑に進めることができました。これから

もいっそうの協力をいただきたいと思っております。 
○谷口浩志氏  ありがとうございます。市長がおっしゃったとおり、今まで明治、昭和と大き

な合併がなされてきましたけれども、それと大きな違いは、地域性を大事にして、それぞれの

地域らしい合併をしていこうというのが今回の大きな特徴ではないかと思うのです。 
そういう点では、市長がおっしゃったように、事例に学ぶところがあまりないと言いますか、

自分のところは自分のところで考えてやっていかないとだめだというあたりが今回の合併の難

しいところであり、あるいは楽しみな部分なのかも知れません。そういうところで、ぜひとも

市民一人ひとりの方が参加して、自分たちのまちづくりを自分たちでやろうという気持ちにな

っていただけるとありがたいと思うのです。 
  合併をするということで、いろいろな良いところはよく話をされるのですけれども、もしか

したらこういうところが不便になるのではないかとか、こういうデメリットがあるのではない

かという話もよく出てきます。 
私自身は、合併をしてデメリットが出るようだったら、合併する価値がないと思うのです。

例えば、合併しない今の状態から、合併をしたために多少マイナスになる部分があるかも知れ

ないけれども、それは合併せずにそのままいけばもっと大きなデメリットになるかも知れない

という場合、それは今合併することによるメリットとして置き換えられるのではないかという
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ことも考えたりしているのですが、そういう皆さんの心配の一つとして、八日市はそうでもな

いかも知れないのですけれども、行政が遠くになってしまう、住民の声が行政に届きにくくな

るのではないかという心配があるのではないかという気がします。そのあたりは策定委員会の

中でどんな形で議論されてきたのか。これは議員さんでもあります髙村さんにお尋ねいたしま

す。 
○髙村与吉氏  確かに、形の上では遠くなると思うのです。でも、幸い行政も発達してきて、

ＩＴ時代に入って、ケーブルテレビなどをやることによって、今までより以上に情報を早くキ

ャッチでき、情報を発信することができるので、そういうものはどんどん取り入れていくべき

だと思います。 
そして、「議員の数を減らしたらそれだけ市民の声が届きにくくなる」とよく言われるのです

けれども、お互いがお互いの立場を尊重して話し合いの場を持っていけば、それは解決できる

と思います。現在７２人の議員を２４人まで減らそう、７万８千人に対して２４人になるわけ

ですが、１１万人の草津市でも２４人だということで、これは１００人にしたらそれだけ市民

の声が反映できるのかと言えば、そうではない。やはりそれはもうお互いの立場、自分の立場

というものを考えた動きによって決められていくものだと思います。 
そして、もう一つは、今度合併したら７万８千人になる、７万８千人の皆さんの理解と協力

がこれからのまちづくりの最大の担保だと私は思っています。まずは理解と協力がなければで

きないことだと思います。 
○谷口浩志氏  実際に住民の声を届かせる方法というのは、役所が遠くなるという地理的な問

題ではないのだと、これから行政もどんどんと変わっていかなければならないし、市民も変わ

っていかなければいけないという、そういうお話ではないかと思うのですが、とにかく今まで

のように決められた場所だけではなくて、いろいろな手段を使って話し合いができる場を設け

ていこうということになると思います。 
  村田さんは、一市民としての立場から、そういう点はどういうふうに考えておられますか。 
○村田義則氏  今おっしゃったように、いろいろな道具の進歩で、最近よく“電子自治体”な

どという言葉も使われますけれども、そういうような形で、私たちが自宅に居ながらでもいろ

いろな情報を知ることができる、そういうことで、情報としては今以上に十分得ることができ

ると思いますし、それが双方向で行われていくだろうというのが将来あると思いますので、そ

こでやはり受け手の側が市民一人ひとりの声をいかにキャッチしていくかということが重要な

のではないかと思います。 
  それと、“まちづくり協議会”というような場を設けることによって、そこで自分たちのある

程度まとまった意見、主張なりを考えた上で、個別に一人ひとりが「これがほしい」「あれがほ

しい」というような話をするのではなしに、もう少しまとまった形で「こういうことを我々は

必要としているのだ」ということで会議なり議論を進めていくことによって、円滑に運営して

いけるのではないかと考えております。 
○中村功一会長  「市民の皆さんとの協働」ということを強く申しておりますけれども、それ

の運用の仕方と言いますか、やはり今現在、地方自治は議会制民主主義の立場をとっておりま

すから、市民の声を代弁するのは議会であるということも原則としてあります。いかに協働と

いう形になりましても、そうした市民パワーと議会との調整と言いますか、その辺はやはりお

互いが理解し合って、そして行政と三位一体になって、うまく運営していかなくてはならない
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と思います。 
  先ほどスクリーンに“まちづくり協議会”というものが出ましたね。まちづくり協議会と議

会と行政の三者が一体になって、本当に工夫して、これからのまちづくりを進めていく、お互

いが立場を認め合ってやっていくという、そういう姿が必要かと思います。 
○谷口浩志氏  そうですね。市民活動なりまちづくりがどんどん進んでくると、やはり議会の

存在というもの、立脚点がはっきりしなくなってくるというケースがいくつかほかのところで

は見られるのですけれども、ここではいち早く“まちづくり協議会”というものをつくって、

これはたぶん今回合併を進めておられるところにはないのではないかと思うのですけれども、

早速こういうような形で、市民と議会と行政とがみんなで話し合いを進めながらまちをつくっ

ていこうという仕組みづくりを考えていただいております。 
  これから真似をするところが出てくるかも知れませんけれども、そういった形のものをぜひ

とも有効に活用していただいて、市民参加、言葉だけではなくて本当に一人ひとりが行政ある

いはまちづくりに関わっていけるような、そういう新しいまちになればいいなと私も心から願

っております。 
  それでは、最後になりましたけれども、市長から、これから合併まで少しまだ時間がありま

すけれども、その間にこれだけは取り組んでおきたいというお話がございましたら、ぜひお聞

かせ願いたいと思います。 
○中村功一会長  ちょうど来年（平成１６年）は、八日市市が市制をしきましてから満５０年

になります。昭和２９年８月１５日に“八日市市”が生まれました。それから５０年経ちます。

来年は、言ってみれば八日市市にとって最終の年になろうと思います。役所で言えば、予算も

事業計画も最後の総仕上げの年度であろうと思います。同時に、新しい市への道筋をつける準

備の年でもあります。 
  したがって、来年１６年は合併に向けて最終的な詰めをすると同時に、八日市市にとっては

最後、そして新しいまちへのつなぎの年という、非常にいろいろな意味合いを込めて意義のあ

る年だと思っておりまして、そうした中で合併を成功させていくということですから、市民の

皆さんのさらなるご協力をよろしくお願い申し上げます。 
○谷口浩志氏  どうもありがとうございました。 
  それでは、時間がまいりましたので、パネルディスカッションをここで閉じさせていただき

たいと思います。 
  今回策定委員会に参加していただいた方だけがまちをつくっていくのではありません。この

計画も、これから市民の皆さんの意見を取り入れながら、また練り直して新しい計画案をつく

っていこうということですので、本当に皆さんお一人おひとりが自分たちのまちをつくってい

くのに関わっていける、そういう滅多にないチャンスと言えばチャンスなのです。ですから、

ぜひとも皆さんがご意見を出していただいて、新しいまちを自分たちの手でつくっていこうと

いう気持ちを持っていただければ、今日のシンポジウムの甲斐があったと思います。皆さんに

はぜひともいろいろな形でご参加をいただきたいということをお願い申し上げまして、このパ

ネルディスカッションを閉じさせていただきます。どうも長時間ありがとうございました。 
 

（質疑応答） 
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○司会  谷口先生をはじめパネリストの皆さま、大変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、協議内容や新市まちづくり

計画素案についてのご意見など、たくさんの質問カードをいただいております。これに基づき

ましてお考えをお聞きしたいと存じます。たくさん頂戴しておりますので、すべては無理かと

思いますけれども、できるだけ多くのご意見に対してお答えをいただきたいと考えております。 
  ステージには、先ほどパネルディスカッションにご参加いただいた方に加えまして、八日市

市収入役の奥善夫と合併協議会事務局長の中嶋がご一緒させていただきます。 
  それでは、会場からいただきましたご意見に基づきまして、意見交換をお願いしたいと思い

ます。 
まず最初に、本日のシンポジウムは新市のまちづくりを中心にご議論いただく場と考えてお

りましたけれども、合併の枠組みにつきましても、多くのご意見をいただいております。能登

川町の参画申し入れがされておりますが、これに対してどういうお考えかというご質問を多数

いただいておりますので、これにつきましては八日市市長にお考えをお聞きしたいと思います。 
○中村功一会長  一番難しい問題でございまして、１１月２５日に能登川町から文書をもって、

１市４町の合併の枠組みに参画させていただきたいという申し出がございました。同時に、永

源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町へも同様の申し入れをされました。謙虚に受け止めさせて

いただいております。 
ただ、この問題は大変難しい問題でありますだけに、一八日市市長として、あるいはその他

の単独の町として、すぐさまお答えするのは大変問題がありますので、いずれ１市４町でご相

談し回答させていただきますと、このようにご返事をしてあります。１市４町で協議いたしま

すということは、それぞれの議会でもご議論をいただいてということであります。 
  先ほどからご説明申し上げておりますとおり、１市４町では、こうして今日もご説明を申し

上げておりますように、新しいまちの姿を既に描いておりまして、どのような１市４町のまち

をつくっていくのか、そしてまた、それぞれの市や町では、１市４町の合併の枠組みについて

は住民の皆さんにもご説明をされてきたという、これまでの経緯もございます。 
ですから、今、計画を立案中のこうした作業の最中に、新しいまちに参画をいただいて、そ

して新しいいろいろな要素を入れながらまちづくりの姿を変更していくということは大変難し

い問題でございまして、場合によっては一からやり直すということにもなりかねません。１市

４町でつくってきたそうしたものの上に、単なる足し算で一つ足していこうという、そのよう

な単純なものではございません。ものによりましてはすべてをバックさせて、ゼロからもう一

度やり直す必要があります。 
そういたしますと、私どもは平成１７年３月３１日の期限内、２月１１日に新しいまちをス

タートさせようと意気込んでやってまいりましたけれども、それはおろか、１７年の４月をは

るかに超えるわけです。そのことが許されるのかどうかということです。 
私は、長い５０年や１００年のスパンでこうした問題は考えていかなくてはならないと思い

ます。遠い未来に向かっていろいろな作業をするわけでありますから、今多少の手戻りや時間

を費やすのも止むを得ないという意見もありましょうし、私自身もそんなことを思いますけれ

ども、１市４町のいろいろな調整を今している最中でありますので、すべてがゼロになるとい

うことも考えられます。ゼロからの出発になろうかというふうにも考えます。いろいろな意味

合いも込めまして、私はもう少し時間をかけて、あまり悠長なことは言っておられませんが、
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少し時間をいただいて、１市４町で十分協議をさせていただいて、ご返事をしようと思ってお

ります。 
これらの成果物を白紙にしてもう一度戻したらいいではないかという論理もあるかもわかり

ませんけれども、みんなで頭をひねって、お互いが、先ほどから何回も言っておりますように、

譲り合ったり、激論したり、そうした半年でございましただけに、慎重に構えていきたいと思

っておりまして、もう少し時間をいただきたいと考えております。 
○司会  ありがとうございました。冒頭から大変難しい質問をぶつけさせていただきました。 
  次も大変難しいご質問ですけれども、「東近江市という名称について」ということですが、“八

日市”という名前がなくなるのは困ったことだというようなご意見をいただいております。こ

の名称をもう一度考え直すことはできないのかというご意見につきまして、髙村委員さんから

お願いしたいと思います。 
 
○髙村与吉氏  パネルディスカッションが終わってホッとしたら、大変な問題をいただきまし

た。合併をするのですから、名前をどうするかということは、皆さん方の一番関心が深いこと

に間違いはないわけです。過去と言うか、先進地の例を見ましても、合併が崩れた要素の中に、

新しいまちの名前、あるいは新しいまちの事務所の位置というのをよく聞かされます。 
そういうことを考えても、そしてまた、先ほど市長が言いましたように、八日市も“八日市

市”となってから５０年の歴史があります。したがって、八日市という名前、それ以前からも、

聖徳太子がまちを開かれたというところから続いている八日市という名前ですから、私たちに

とっても最も愛着が深い問題に間違いはないのですが、合併するということになれば、隣の五

個荘さんにしても愛東さん、湖東さん、永源寺さんにしても、それぞれみな自分たちにまちに

対する愛着は八日市と同じように持っておられると思います。 
そういうことから、まずは旧来の名前を入れないで、これからの２１世紀に向けて羽ばたい

ていく新しいまちにふさわしい名前をつくろうということで、合併協議会で決定されて、新市

の名称の小委員会も設置され、また、新市の名称の募集もされました。千何百の応募があった

中で、六百以上のいろいろな名前が出されました。そういう中で、先ほど申し上げましたよう

に、やはり旧来の名前を使ってお互いが意地を張り合うということだけは避けて、少なくとも

私たちが住んでいくにふさわしい、先ほどから申し上げておりました心豊かな、心やさしいま

ちをつくるために、名称だけにこだわるのはいかがなものかということから、公募した中から

小委員会で十分慎重審議をしてもらった結果、５つの候補の名前が出て、３７名の合併協議会

の委員が３回にわたって投票を繰り返して、そして今の「東近江市」という名前を決定させて

もらったという経緯がございます。 
  私も、法定協議会の何回目かに、もう一度新市の名称について考え直してはどうかというこ

とを申し上げたこともあるのですけれども、やはり、先ほどから申し上げたような理由で、お

互いにがっちり腕を組み合わせた形の新しいまちをつくり出すためには、名前は「東近江市」

でいこうではないかということになっておりますので、この辺はひとつ深いご理解をいただき

たいと思います。 
○司会  ありがとうございました。先ほどの能登川町の参画申し入れの問題も、新市の名称に

つきましても、やはり１市４町の合併を何としても成し遂げるという思いから、こういう結果

が出てきたということかと思います。 
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  続きまして、新市になりまして、商業でありますとか、にぎわいの中心施設でありますとか、

施策、そういうものはどういうものがあるのかというようなご質問をいただいております。こ

れにつきましては、青年会議所の村田さんからお答えをいただきたいと思います。 
○村田義則氏  先ほども少し述べさせていただいたとおり、商業の中心というのはある程度の

集積がある場所でないといけないと思いますので、やはりこの１市４町を見た中で、八日市の

旧市街地、中心部というのが、私は、個人的な思いも含めて商業の中心、にぎわいの中心とし

て再生できるような取り組みがなされるべきだと考えております。 
  そこで、最近、本町通りのアーケード等の改修がありましたけれども、やはりあそこにあれ

だけの予算をつぎ込むということは、八日市のまちの歴史などを踏まえた中で、あそこがひと

つの八日市というまちのアイデンティティを持ったところだと考えております。それを大切に

していき、箱ができたのですから、今後は「商都八日市」と言われた商売人と言うか、それぞ

れの店主とその地域が一体となって、活性化するための、それはもう施策と言ってもさまざま

な取り組みがあると思いますので、それはやはり自分たちの力で再生していかなければ仕方が

ないという部分があると思うのです。魅力あるまちづくり、魅力ある商店街づくりというのを

ぜひ進めていただきたいと思います。 
皆さん「ぜひ行きたい」という思いはあるのです。便利さだけの郊外型スーパーよりも、本

当は人と触れ合ったり、情報交換できたり、交流できる、そういう買い物をしたいというニー

ズがすごくあるということをいろいろな方から伺いますので、それを大切にしていただいて、

魅力あるまちづくりを進めていただければと感じています。 
○司会  ありがとうございます。新市の取り組みと同時に、地域の皆さんの自主的な取り組み

も今後は期待されるというご意見であったかと思います。 
  続きまして、新エネルギー、あるいはユニバーサルデザイン、こういう新しい課題につきま

して、福祉がご専門でもございます谷口先生からご意見をいただきたいと思います。 
○谷口浩志氏  まず、新エネルギーについてですが、まちづくり計画資料の中に、『新市の施策』

が真ん中の見開きのところにあり、その２番目「人と環境にやさしいまちづくり」という項目

があります。その中に、主な取り組みとして２つ目「環境にやさしい循環型社会の構築」とい

う欄があります。その３つ目に「地域新エネルギービジョンの策定」とあげております。 
新エネルギーを今後どう活用していくのか、それも全国的な新エネルギーに頼るのではなく

て、地域の中で、特に今、愛東町・八日市市を中心にしてもう既に新エネルギーに対する様々

な取り組みがされているところですけれども、そういったものを地域の中で生産して、地域で

消費して、一定の範囲で完結した循環型社会をめざそうという大きなテーマでもあったわけで

す。それを実現していこうということで、この中に取り込んでいただいております。 
  これがまず新エネルギーに対する対応です。まだ具体策としてどういったものがあるのかと

いうことは、これから新しい市で考えていただかなければいけないところはあると思いますが、

このあたりなどはまさに住民パワーと言いますか、市民の力で協力しながら、とにかく消費し

てもらわなければいくら生産してもそれが回っていかないわけですから、特にエネルギーの循

環ということで言えば、地域の中で循環すれば一番コストも低くなりますし、ほかに頼らなく

てもいい、今のように外国から石油をどんどんと輸入しなくても済む、早くそういう時代がく

ればいいなと思っていますし、そういう社会を地域から実現していこうということです。日本

という国よりも、まず一つの地域で実現することによって、それを日本全国に広めることもで
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きるのではないかと考えております。 
  もう一つ、ユニバーサルデザインについてですが、ユニバーサルデザインというのは、バリ

アフリーとは違いまして、福祉の問題ということではなくて、人々すべてが使いやすいもので

あったり、あるいはさまざまなところへアクセスしやすかったり、行政の情報公開などもある

意味ではユニバーサルデザインということが言えるのではないかと思います。あるいは、市の

広報紙ひとつとっても、最近では大きな字を使って高齢者の方にも読みやすいものをつくろう

ということが盛んに行われています。そういったものもすべてユニバーサルデザインというこ

とが言えると思います。 
  公園ひとつ、あるいは市役所の庁舎もそうですし、さまざまな人が集まるような施設すべて

がユニバーサルデザインになるということが、やはり今の日本で考えられる理想的な将来像で

はないかと思いますが、これにつきましては、先ほどの新市の施策の３番目「だれもが笑顔で

暮らせるまちづくり」という項目がありまして、その中の「互いに支える地域福祉の充実」と

いう項目があります。そのさらに３つ目になりますけれども、「ユニバーサルデザインの推進」

という項目をあげていただいております。これもやはり具体的なところまではまだ計画ができ

ておりませんけれども、少なくともまちづくりの中にこういった項目を織り込んである、新し

いまちに対する思いの中に、やはりみんなが楽に使えて楽に暮らせる、少しでもいろいろなも

のに近づける、あるいはいろいろなものにアクセスができる、そういうまちであってほしいと

いうことで、これを入れていただいております。 
こういう形でぜひともユニバーサルデザインというものを広い範囲で考えていただいて、た

だ単にバリアフリーの延長ではなくて、もっと広い意味でのユニバーサルデザインというもの

を、ぜひともまちづくりに取り入れていただきたいと考えております。 
○司会  ありがとうございます。だいぶん時間も過ぎているようですけれども、あと２つほど

ご質問にお答えしていただきたいと思います。 
  合併によって、経済基盤でありますとか、財政基盤が弱くなるのではないか、これを再度強

化していく方策というのはどういうものがあるのかというご質問もいただいております。これ

につきましては、収入役にお願いしたいと思います。 
○奥 善夫収入役  このことはあらゆるところでご質問を受けているのですけれども、これか

らの市や町の財政は、より厳しくなるということが予想されます。八日市市がいつまでもこの

優位性を保てるという保証はないわけでありまして、人口増こそ財政基盤を強めると言うか、

こしらえるという、そういうことにもつながります。 
  そういった中で、将来において財政事情が厳しくなった時でも、大きな台所の中でよりいっ

そう行政の効率化を図りながら、そしてスケールメリットを生かした運営ができると思います

ので、ご心配の向きもあろうかと思いますけれども、やはり合併によって今よりも良くなると

思います。 
  県下の都市を見ても、全国の都市を見ても、世界の都市を見ても、いつまでも繁栄が続くと

いうことはないわけでありまして、八日市がいつまでも優位性を保てるという、そんな横着な

ことではいけない、そういう謙虚な気持ちも持たなければならないと思います。 
○司会  ありがとうございました。 
これとよく似たご質問かもわかりませんが、今、新市まちづくり計画の中に財政計画があが

っております。これを見ておりますと、合併によっていろいろなメリットが出てくるというわ
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けですが、これを計画どおり実行するための担保と言いますか、その管理は誰がどのようにす

るのかというご質問もいただいております。これにつきましては、合併協議会事務局の中嶋に

お願いしたいと思います。 
○中嶋喜代志事務局長  計画の６ページに「合併による歳出削減効果」をあげております。こ

の中では人員等は書いておりませんが、皆さんご存知のように、市長・町長をはじめ特別職、

教育長を含めますと、現在２０名の方がおられます。一つになりますと、これが４名となりま

す。また、議員さんも、先ほど説明がありましたように、現在７２名の方が２４名になるとお

決めをいただいておりますので、これは合併すれば削減ができるということになります。 
  職員につきましては、１５年間で１６％程度を削減するというふうに計画しております。物

件費につきましても、新市の同規模の基準において推計をいたしております。 
このようなことをどのように管理していくかと言いますと、新市の市長のもとで議会への報

告をする、また、チェックを受ける。それから、現在も実施しておりますが、新市の広報で、

現在は２月頃職員の給料・定数等についても市民の皆さま方に報告させていただいております

ので、そのようなところでチェックを受ける、報告をするということで、現在の計画を適切に

実行してまいりたいと考えております。 
 
○司会  まだまだたくさんのご質問をいただいておりますけれども、時間もだいぶん過ぎてお

るようでございますので、この辺で質疑応答を閉じさせていただきたいと思います。パネルデ

ィスカッションから引き続き、皆さまどうもありがとうございました。 
約２時間１５分にわたりまして、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、いかがでございましたでしょうか。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、八日市市収入役 奥善夫がごあいさつを申し上げます。 
 
○奥 善夫収入役  皆さん、今晩は大変お足元の悪い中、お出にくいところをこのように多数

ご参加いただき、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。 
今回のシンポジウムにおきましては、１市４町の合併協議の経過、また、新市まちづくりの

計画素案につきましてご説明させていただいたものでございます。このまちづくり計画につき

ましては、今後この素案を基に、本日ご参加いただきました皆さんからいただきましたご意見、

ご提案、あるいは本日の資料の素案概要版を全世帯に配らせていただき、お寄せいただきまし

他ご意見などを参考にしながら、より良い新市のまちづくり計画として策定していきたいと考

えております。 
  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

町の共通した思いのもとに、協議会委員の皆さま方による調整に向けた熱心なご議論とともに、

また、全職員が事務事業の調整に鋭意取り組んでいるところでございまして、限られた時間の

中ではございますが、まずまず予定どおりの順調な協議が進んでおりますことを、大変喜んで

いるところでございます。 
  今後とも、この合併協議の状況等につきましては、できる限りの情報提供に努めてまいりま

すので、ご理解を賜りますようお願い申し上げまして、誠に簡単でございますけれども、閉会

のごあいさつとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 
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○司会  ありがとうございました。本日は大変お忙しい中、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す。 
  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『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、お忘れ物のないように、またお足元に十分ご注意いただきますよう

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。 


