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第８回園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会 会議概要 

 

開催日時 

平成１７年１月２６日(水) 

午後１時２５分から 午後４時５０分まで 

（休憩 午後２時２０分から３時１０分まで） 

開催場所 園部町 園部国際交流会館 1 階イベントホール 

議長氏名 野中 一二三 会長  （早退後 仲村 脩 副会長） 

出席者氏名 別紙「出席者名簿」のとおり 

欠席者氏名 上野 嘉雄 委員 

早退者氏名 野中 一二三 会長 

事務局氏名 別紙「事務局名簿」のとおり 

会議録署名委員  古屋 正雄 委員 、 滝村 尚史 委員 

公開・非公開の別 公 開 

傍聴人の人数 ５１名（うち報道関係８名） 

 

会議事項 

 

 

別紙次第のとおり 

 

 

その他項目 
 

会議経過 別添のとおり 

議 

事 

会議資料 別添「資料」のとおり 
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  出 席 者 名 簿  

 

＜ １号委員 ＞                ＜ ３号委員 ＞ 

野中 一二三 会長               滝村 尚史  委員 

岸上 吉治  副会長              前田 三子  委員 

仲村 脩   副会長              田中 博   委員 

 中島 三夫  副会長              牧野 修   委員 

 奥村 善晴  委員               川勝 儀昭  委員 

廣瀬 傳次  委員               谷  幸   委員 

 浅野 敏昭  委員               中川 晃   委員 

箱田 博治  委員               福嶋 利夫  委員 

                     齊藤 進   委員 

＜ ２号委員 ＞                藤岡 裕英  委員 

 中川 圭一  委員               藤林 芳朗  委員 

 高橋 芳治  委員               湯浅 滿男  委員 

 井尻 治   委員               吉田 紀子  委員 

 柿迫 義昭  委員               吉川 元治  委員 

村田 憲一  委員               上原 正義  委員 

吉見 徳寛  委員               大牧 義夫  委員 

吉田 繁治  委員               佐々木 智康 委員 

長野 弘   委員               中西 多嘉子 委員 

谷  義治  委員               末武 徹   委員 

中川 幸朗  委員               新田 一郎  委員 

出野 敏   委員               竹内 啓雄  委員 

古屋 正雄  委員 
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 事 務 局 名 簿  

 

事務局長 奥村 善晴 

事務局次長総務班班長 山脇 惠次 

参事 峯松 裕之 

参事補佐 村上  章 

企画班班長 伊藤 泰行 

調整第１班班長 大野 光博 

調整第２班班長 永口 茂治 

 総務班 塩貝 潔子 

 企画班  国府 諭史朗 

 調整第１班 吉田  惠 

 調整第２班 市原  丞 

 

 専 門 部 会 長 名 簿  

総務部会 松田 清孝 

議会部会 木村 清司 

税務部会 松本 国夫 

企画財政部会 塩貝  悟 

住民部会 栃下 辰夫 

保健福祉部会 山内 晴貴 

教育部会 川邊 清史 

建設部会 西岡 克己 

産業経済部会 神田  衛 

上下水道部会 井上 修男 
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第８回 園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会 会議経過 

 

１．開 会 

 ・ 事務局より配付資料確認、訂正のお願い。 

 

２．挨 拶 （成立報告含む） 

≪ 野中会長 ≫ 
それでは、第８回の協議会を開催致したいというふうに思います。ただ、開会までに少々私見

を申し上げたいというふうに思います。昨日付け、１月２５日付けで日本共産党の口丹波地区委

員会でこういうビラが園部町内に配布をされました。これを見ておりますと、「『平成１８年１月

１日新市発足』は決まっていません」という表示が書かれたり、「住民投票条例否決に大きな怒

り」という形で「美山町で議会解散を求める署名成立」をしているというふうに書かれて、また

もう一つは、「１０年か３年かと」いうことで、「大きく食い違う『総合支所の期間』」という形

で、私は３年と発言をしてるという表示が書かれておりますが、私は一度も３年で終わるという

表現をした覚えはございません。議事録等、精査を頂いたらよろしかろうと思いますが、私は基

本的にいつの場合も、我々行政や議会というのは４年区切りの行政を預かってるというのが現況

でございます。だから、３年間はこの協議会で決められたことはぜひお守りを頂きたい。新しい

市長や市議会に我々はお願いをしなくちゃならないわけですので、そういう意味で３年間はぜひ

協議会で決めた総合支所方式等お守りを頂きたい、そして４年目に新しい市長さんや市議会で継

続を頂くのか、それともまた変更をされるのかは、その４年の中で決定を頂くのが、私は筋だと

いうふうに思います。 
１０年という表示という１０年か３年かと書かれておりますけれども、我々は１０年先までの

権限を決定するむしろ権限はないというふうに思います。いつの場合であっても４年が限りの市

長であり議会であることはご案内の通りでございますので、その４年の中で一定この協議会で決

められたことをせめて３年は守って頂き、あと１年の中で継続か変更かは決定を頂くことが大切

だという提起を致しているのが実際でありますので、この辺で「１０年か３年か」という表現が

書かれておりますけども、これが大きな違いがあることを申し上げたいというふうに思います。

また、「住民の声を無視して」という表現がございますが、これだけ多くの皆さんにお集まりを

頂いて協議を進めてることが、何が「住民の声を無視して」という表現になるのか、私は理解で

きません。我々首長や議会だけじゃなしに、それぞれ住民代表の多くの皆さんにそれぞれ参加を

頂いてこの会議を進めている経緯が私は理解がされてない、共産党の皆さんですので、得手勝手

な自分たちの解釈でされることを我々はとやかくは申し上げませんが、私はやはりここにお集ま

りを頂いたそれぞれの委員各位の皆さんには、きちっとその辺を会長として整理をして発言をし

ておくことが私の責務だ、こう考えて今日発言を致しましたので、委員各位の皆さんのそれぞれ

の立場でご理解を頂きますことを、まずお願いを申し上げておきたいというふうに思います。 
 
 
３．議 事 

 ・ 協議会規約第１０条第２項「会長は会議の議長となる」により野中会長が議長 

 ・ 野中議長より本日の会議の議事録の署名人２名（古屋正雄
まさ お

委員、滝村尚史
たか し

委員）を指名 
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（１） 報告事項 
 
協議第１３号： 平成１６年度園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会中間出納検査の 

報告について【説明】 

別紙資料に基づき、野中会長より説明。 

・ 昨年１２月１５日、園部国際交流会館において行われた中間出納検査の報告。 
・ 監査委員は、八木町監査委員・廣瀬吉里（ひろせよしさと）様、 

日吉町監査委員・谷口光一（たにぐちこういち）様。 
・ 予算執行状況等については証拠書類・計数等に誤りもなく適正処理されているとの 

報告を受けた。 
 
 
（２） 協議事項 
 ・ 冒頭より、委員の質問 
 
・主な質疑・応答 
≪ 委員 ≫ 
ひとこと発言を願いたいというふうに思います。先の野中会長様の挨拶の内容とも少し関連を

致すわけでありますが、今日協議会委員の皆さんのご意見を頂きたいと思いまして、発言をさせ

て頂きます。 
まず、昨年４月の協議会の発足以来、野中会長様を先頭として、４町の合併を目指し、事務局、

また協議会の皆さん、さらに４町の職員さんの今日までのご努力に対し、敬意と感謝を申し上げ

ます。 
ところで、昨年の１２月の１３日に継続審議となっておりました新市の事務所の位置につきま

しても、ようやく４町の互譲の精神の下に、園部町にと新市建設計画策定小委員会での決定をみ

たところであります。今日の協議会は最終となる重要な事項ばかりでありますが、特に支所の期

間について、先ほどもありましたけれども、昨年暮れの３年程度とのマスコミ報道について、野

中会長様の挨拶の中でも説明もあり、また趣旨についてはわかりましたけれども、私たちの町や

議会においても、この３年程度とのマスコミ報道が十分に理解がされず、また多くのビラ等によ

りまして、大変な驚きと大きな反響を与えており、私たち協議委員としましても、住民の皆さん

にどのようにその趣旨を説明、また理解して頂いたらいいのかということが、大変苦労を致して

おる状況でございます。今日までの合併協議の中で、特に昨年の９月発行の協議会だより第５号

の２ページに、次のように掲載されました。「また、委員から、支所設置の期間を『当分の間』

とする新聞報道の内容について、その真偽を確認する質問がありました。これについては、『支

所ではなく、助役クラスの支所長を当分の間充てるという調整を行った』との回答がされていま

す。」と記載をされております。このような経緯から考えましても、合併後の支所の設置期間に

ついては何年だということについては、具体的には議論はされてなかったように思うわけであり

ます。もとより、今回の合併協議の理念は、４町の対等合併、また激変緩和を図るため、「ゆる

やかな合併」、それぞれの町の独自性や個性を生かした合併、支所機能を充実するために総合支

所方式を採用して住民に不安や不便をきたさないようにし、加えて住民サービスの低下をしない
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ように務めていこうということが、基本になっておるというふうに存じます。このことは私が申

し上げるまでもなく、各位委員の皆さんも共通認識を頂いておるであろうというふうに思います。

さらに、現行の合併特例法の中におきましても、新市建設計画また財政計画、交付税措置、さら

には合併特例債等々におきましても、向こう１０年を見据えながら協議を進めてきたところであ

るというふうに確信を致しております。これからもそういうわけでこれから考えまするに、それ

ぞれの旧町の、支所機能・期間のあり方については、少なくともこうした経緯を物事のありよう

としてあえて申し上げますなら、１０年を一つのスパンとして考えていくべきではないかという

ふうに思うわけであります。支所機能の７割の職員配置は、そのままの姿で残っていかないこと

は事実であろうというふうに思いますし、また財政計画におきましても、年次的に人員削減をこ

れまた考慮をしたものとなっております。また、新市の市長とか新しい議会等においても、当然

財政の健全化政策や、職員の適正な人員配置や効率化対策については、現在の財政状況の中では

優先的に取り組んでいかなければならないことであるということは、理解を致しておるわけであ

りますけれども、まず、住民の皆さんにとっては、支所の期間の問題は大変極めて重要な問題で、

一番心配しておられるところであるというふうに思うわけであります。「新市の事務所の位置に

関すること」の協議の中で、総合支所の期間については、少なくとも１０年という言葉を何とか

調整項目の中に挙げて頂けないかなというふうに、また皆さんのそういう同意をどうか頂けない

かというふうに思いますので、一度そのことについて、本日の協議の「事務機構及び組織の取扱

いに関すること」及び「新市の事務所の位置に関すること」にも関連することでありますので、

この２点については、表裏一体のものであるというふうに思いますので、なにとぞその辺のとこ

ろを皆さんで一度協議を頂いて、住民の皆さんが安心して頂けるような、そういう形での進めを

何とかお願いをできないだろうかと思いますので、一度そのことについて、４町の各委員の皆さ

んのご意見を伺わさせて頂けないかというふうに思います。どうぞよろしくお願い致します。 
≪ 野中会長 ≫ 
 わかりました。ただ私は誤解をしてもらったら困るのは、３年という区切りを決定した覚え何

にもございません。私たちは４年という区切りの仕事しかしてない。だから、それを１０年と最

初から決めつけていくことは、新しい市長さんや新しい議会を軽視することになりすぎる。だか

ら３年間は最低守って頂いて、４年目で新しい市長さんや市議会の皆さんが継承して頂くのかそ

こで検討をして欲しいという提起をしてるだけで、その３年というのはあまりにも新聞紙上等で

一人歩きをしすぎたことが誤解があったんだというふうに思いますが、私は先ほども申し上げま

すように、委員各位の皆さんはぜひ、その３年というのは検討頂くという要素であって、我々が

何も３年で変更しようとか考え直そうとかという表現は一度もした覚えがございませんので、や

っぱり４年という市長であれ、議員であれ４年という区切りの仕事しかないわけですので、その

辺での３年程度は守ってもらって、あと検討して頂きたいというお願いをした趣旨だけは、ひと

つ委員各位の皆さんに私は十分ご理解を頂かなかったら、それが新聞に出たから委員さんがより

誤解あるという形では、何やしらこの委員会の権威というのがなくなりすぎるのではという感が

あることも事実でございますので、この辺だけはこれからあとそれぞれ協議を進めていきますの

で、その中で新市の関係等について、今日の議題の中でほとんど協議を頂く形があろうというふ

うに思いますので、皆さんからそれぞれのご意見を聞くことが是なのか、この協議を進めていく

中で協議を頂くことがいいのか、この辺について皆さんのご意見をお伺いをしたいというふうに

思いますが。 
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≪ 委員 ≫ 
 八木町の福嶋でございます。今いろいろとご説明があったわけでございますけれども、この対

等合併という形で今回協議が行われまして、そしてその市役所の位置も決まりました。その中で

ですね、やはり今話がありましたように支所のことにつきましては、いわゆるそれぞれの町の住

民にとりましては、非常に関心のあることであります。今回の発言につきましては、やはり園部

町以外の他の３町の住民の人からすれば、趣旨はいろいろあったかもわかりませんけれども、３

年でもう総合支所方式そのものがなくなってしまうのではないかというような懸念を持つもの

でございます。私自身も今回新聞報道がありました後で、やはり何名かの方から、「これはどう

なっておるのか。」とか、あるいは「これでまだ協議続けるのか。」というような電話とかも頂い

ております。そこででですね、とりあえず今回の件に関しまして、園部町長以外の３町のそれぞ

れの首長の方がですね、それぞれの住民の意向を踏まえた中で、どのようにお考えになってるか、

個々のそれぞれの首長さんの考えを聞かせて頂きたいと思います。そういうことの合意の上でで

すね、協議を続けていく意義があるかどうか検討していったらどうかと思います。よろしくお願

いします。 
≪ 野中会長 ≫ 
今、各４町の町長さんの意向を聞けということですが、必要ならお聞きをしたらいいと思いま

すが、先ほども言っておるように、３年で変更しようとも、３年でどうするという形の発言をし

た覚えは何にもございません。私はそんな解釈を委員の皆さんがそのような受け止め方をされて

いるとするなら、委員の皆さんにもう少し勉強して欲しいと逆に私は言いたくなるのが本意でご

ざいまして、やはり私たちは４年という区切りの仕事なんだということは、お互いに自覚をして

対応しないと、これ１０年先のことまで我々が全部決めてしまうことになったら、これから選ば

れる市長さんや議員さんとは一体何なんやという、今度は逆論が出て参ります。そのとき我々が

答えられないような形であってはならないというふうに私は思います。私も２０数年間町長を務

めさせて頂いてきた経緯から考えますと、やはり４年という一つの節目、節目をきちっとした新

しい合併に対しても責務を果たしておかなかったら、それはやはりおかしいという感じ方をしま

すので、そういう意味で私は３年目で検討頂きたいというお願いをしようということであって、

３年でどうしよう、こうしようということを一言も私は委員各位の皆さんの前で申し上げたこと

もないというふうに私は自信を持って申し上げておきたいというふうに思います。 
 それでは、他の町長さん方、ご意見等ございましたらお伺いしたいと思いますが。 
≪ 岸上町長 ≫ 
 私どもの町の方から意見が出てますので、少しまとめて、経過なりをお話しを申し上げたいと

思います。前回の１２月２７日にこの協議会をする予定でしたが、それが延びましたのも、２回

にわたって首長と議長の調整会議をして参りました。その中で私はあくまでも無理であるという、

その話では理解できないということを申し上げました。でもこの会議を持つということで、今日

持たれたわけでございますが、確かに我々選挙を受けるものは、４年しか任期がないわけです。

そんなことは百も承知を致しておるわけでございますけれども、特例債、それから交付金、それ

から町の総合計画、そういったものが１０年をスパンにものが考えられております。それはなぜ

かと言いますと、長い将来のまちづくりについて、こういうものは大切だということで、物事が

今回頂いた協議の中でもものによっては５年・１０年というスパンでものが考えられております。

今回の合併は基本的には対等合併、それがゆるやかな合併、そして方式は、総合支所方式、それ

から分庁方式、それから本庁方式、こうありますが、総合支所方式でいこうとこういう話が基本
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的に理解をされているわけであります。特に本庁を決めた中で、やっぱり支所を充実させたいと

いうことで、７割の支所の人員を配置された。これはあくまでもゆるやかな合併で、端々まで不

便をきたさない合併をしていこうという思いがあります。ただ、会長のおっしゃる３年でものを

考え直して４年ということもわかりますけれども、当初から私たちも町では１０年という話をし

ておりましたが、そのことを美山町の町長も小委員会で何とか１０年を明記してもらえないか、

何とかその１０年を認めてもらえないかという話がありましたが、それぞれの町で首長が１０年

と言っておりますけれども、そのままで行こうじゃないかという話も出ておったわけですが、あ

る日突然降って湧いたようにこの３年の話が出てきたわけであります。 
≪ 野中会長 ≫ 
 それはおかしい。そんなおかしい発言あったもんやない。 
≪ 岸上町長 ≫ 
 いやいや、新聞報道で園部町長が議会で３年で見直しですか、見直しやったかもしれませんよ。

しかし、その３年というのが出たことは事実であります。３年で見直されるかどうされるか知り

ませんけれども、そういった中で協議を進めてきたんですが、私の町としては、できたら、でき

たらというよりもできるだけそんなんが出ましたんで、やはり１０年というのを出して頂かんと、

住民の方々が納得されない。そういう状況にあるわけであります。こういったこともよその町の

皆さんは、どう感じ取っておられるのか、どう思っておられるのか、そういった中で、この協議

の根本を成すものですので、支所方式は根本を成すものですので、ひとつ皆さんのお考えも聞い

て、「それは、いやいや八木町の言うとることは間違うとるで。」と、「そんなあほなこと言うと

ったら合併できひんで。」と、おっしゃるのなら私も反省しなきゃなりませんし、八木町も反省

しなきゃなりません。何もごり押しに無理やり押して行こうと思っておるわけでも決してござい

ませんので、その辺りお互いが歩み寄った中での合併でなかったらいけないというふうにも思い

ますので、ひとつよろしくお願いを申し上げます。 
≪ 中島町長 ≫ 
 美山町長の中島でございます。ただいま総合支所の期限の検討期間の問題が出ています。これ

はもう新聞紙上でもご案内のとおりでございまして、昨年の１２月議会で、野中会長いわゆる園

部町長として園部議会で３年で検討というお話が出ました。私は、この翌々日に美山町議会が開

催されまして、本会議で私はこの合併協議というのは１０年をスパンにして新市計画をいろいろ

検討しておるということですから、１０年という形で支所というものはありうると、こういう答

弁をして参りました。先ほど岸上町長からお話がございましたように、調整の中でもそういう話

をしてきたわけでございます。ただいま、ここで３年・１０年といういろいろ議論がございます

けれども、私は美山町という地理的な条件の中で、これはどういう形になりましょうと、総合支

所の形態が少し、人員がこれ１５年間で３割と職員を減ずるということになっておりますから、

その人員は７割でありましても、今の人員が全て残るわけでもございません。これは３割は減じ

られると思います。そうした中で、この総合支所方式というのは私は未来といいますか、将来と

も美山町の地理的な条件の中では残して欲しい、こんな思いで発言をしておったわけであります。

今日、こうして今は議論が出ておりますけれども、私は会長の３年というので、３年で終わると

いうことではございませんので、本当は八木町のおっしゃるようにこの新市計画で１０年スパン

で物事を考えておりますから、今３年、１０年という期限を切らずにこのままやっぱり継続して

協議を進めるという形をとって頂かなかったら、ここでつまずいたら大変なことになるなあと、

そんな思いがしておりまして、美山町としては本当この将来ともこの支所は残して欲しい、この
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ことが全住民の願いでありますから、これどうしてもこれからも強力に申し上げていきたいと思

います。 
≪ 仲村町長 ≫ 
 日吉町長の仲村でございます。今、総合支所のですね設置期間ということで、その期間を定め

るのかどうかということについての議論が出たわけでありますけれども、元々ですねこの協議会

におきましては、総合支所の設置期間につきましては協議致しておりません。一定期間、あるい

は当分の間ということで来ておるわけでございます。先ほどから出ておりますけれども、地域の

独自性を活かしたゆるやかな合併ということはですね、基本理念となって、その実現手段として、

総合支所方式でいこうということで決定したことは確かであります。その総合支所方式の中で、

そしたらそれいつまでやるんかということでございますけれども、これについては我々の日吉町

としての考え方はですね、当面そういった形で推移をするべきであって、そのことが２・３年で

なくなるというようなことはあってはならないというふうに思っておりますけれども、しかしな

がら一方ではですね、この合併の支所の中で、できるかぎり組織機構の効率化を進めていくこと

も必要でございます。これも当初からの諸目的でございますから、そういった意味で一体性がで

きた時にこの総合支所がどうなっていくのかという、それは新たな市の中で検討すべき問題であ

るというふうに考えております。国や地方を取り巻く状況はですね日々激変をしておるわけでご

ざいまして、住民の行政に関わるその役割あるいは関心というのもですね、日々変わっていくだ

ろうと思っておりますし、もはや行政に全てを頼るといったような、そういった住民活動という

のはなくなると思いますし、行政もまさにその住民を無視して行政を進めていくというようなこ

とはできなくなるわけでありまして、そういった意味ですね、一定の期間をもってそこで見直し

をすると、そしてそのことについて継続をするかどうか、やっていくんだというふうに考えてお

ります。 
特にどうしてもその支所についてこの協議会として協議をする必要があるということである

ならばですね、これは小委員会の中でもう一度協議をして、そして協議会に持ち込まないと、こ

の場でそのことを協議してそのことは条件的になるということに対してびっくりしております。

そういうことやなしに、どうしても必要なことであれば、そういう形でまた協議をすればいいの

であって、この場でそれがどうこうできないと協議が進まないというようなことについては、こ

れ合併のあり方としては非常に私自身にとっては不満でございます。そういうことでございます

ので、この場である程度の合意をして頂いて、そして今日の協定項目については進めていくとい

うことにご理解頂きたいというふうに思っております。以上です。 
≪ 野中会長 ≫ 
 他に、委員さん。 
≪ 委員 ≫ 
議長。八木町議会の吉見でございます。先ほどから１０年ということでいろいろと私どもの方

からご意見を申し上げておりますが、議会の立場として一言お願いを申し上げたいと思います。

平成１６年の４月から発足致しましたこの４町の協議会は、今日まで野中会長のゆるやかな合併

ということを旗印として今日まで参ったわけでございます。私どもの方も、その間行政の説明会、

また議会の説明会ということで、住民の懇談会にはこの本日提案されております支所機能等につ

きまして、やはりできるだけ住民の皆さんにサービスが低下しないように、できるだけ長くもっ

ていこうということで、住民にも説明し住民もそれなら安心して合併ができるということで参っ

ておる次第でございます。そういうような事情でございまして、私ども議会としましても、ぜひ
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本日協議がございます１３０号だと思いますが、その中で支所のあり方の中でぜひ１０年という

字句を明記頂ければありがたいと思います。これは八木町だけが申しておることでございますの

で、本日各町の委員さんご出席でございます。ひとつご意見を図って頂きまして、その上でご決

断のほどをよろしくお願い致します。 
≪ 野中会長 ≫ 
他にご意見ございませんか。どうぞ。 
≪ 委員 ≫ 
 園部町議会の中川でございます。ただいま支所の期間等についてそれぞれ意見が出ておるわけ

ですけれども、先ほどもございましたように今日までそのことにつきましても非公式にも公式に

も議論を交わしてきたところでありますが、この協議を進めておりますのは、今八木町の町長が

言われる１０年スパンでということも、これも暗黙のうちに、あるいはまた資料等の作成につい

てはそのような方向で出されておることも事実であろうというふうに思いますし、また野中会長

が園部町議会で町長として発言された３年程度で意見を聞くということも、これまたその立場か

ら考えれば、これもまた一つの意味があるというふうに私は思います。そうした中で、今日まで

協議を進めてきたということは、その概ね１０年程度のスパンで考えておるということも、これ

もまた皆さんがその認識の内に今日まで進めてきたということも事実でありますので、とりあえ

ずこの支所については、新聞報道でいわゆる３年で打ち切られるという、こういう報道のことか

ら今日このような議論になってきておるわけでありますけれども、私はもう以前から言ってきま

したのは、この協議会で決定することが最終決定でありますので、今日この場で支所の期間等、

どういう形になろうとも正式に決定すれば、そのことがまた新聞で報道されるわけでありますの

で、以前に報道されたことよりも今日の決定が確実な最終決定でありますので、それは町民の皆

さんに理解できるというふうに言ってきたわけでありますけれども、八木町の方から１０年とい

うものを入れてもらわなければということが言われておりますので、今吉見委員さんから言われ

ましたように、そのまま協議会を進めてあとで支所のところで出てきますので、その時点で概ね

１０年という数字を入れるのなら、３年で意見を聞くというようなこともまた必要であろうとい

うふうに思いますし、それよりもこのままその数字を入れなくても全てこの協議会はその１０年

スパンで考えているわけでありますので、別にその数字を入れなくてもいいということは私もず

っと言ってきたわけでありますけれども、それまたその時点で意見を交わしていきたいというふ

うに思うのですけれども、決して感情的にならずにですね、お互いに言ってることは間違いでな

いというふうに思いますし、あとはどう理解をしていくかということを皆さんでまた協議をして

頂いたらというふうに思いますので、我々議会の議長なり、あるいはまた２号委員等で話し合い

を進めて、また議論をしてきたのもそういうことで議論を交わしてきたという経過がございます

ので、発言をさせて頂きましたけれども、そういうことで「あんたら間違うとる」やとかそう言

うことやなしに、やはりその辺のことをその協議の中でまた議論して頂いて、今またそれはひと

つのこの協議を進めていく基本としては１０年ということは、この数字は出しておりませんけれ

ども、そのようなことで今日まで紳士的に進めておりますので、そのように進めて頂いたらとい

うふうに思いますので、その辺を議事進行でお願い致します。 
≪ 野中会長 ≫ 
 他にご意見ございませんか。 
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≪ 委員 ≫ 
 日吉町の井尻です。今それぞれ発言がありまして、重く受けとめておるわけですが、元々この

合併についてはですね、一番住民の大きな不安材料であると思われます住民サービスが不便にな

らないか、この辺から出た貴重なご意見であるというふうに思いますが、それぞれの発言の中で

も新市建設計画が１０年スパンの中で行われておる、これからも執行されていくべきだというふ

うな状況からですね、やはり皆のこの協議会の委員さんの中で、支所については概ね１０年は必

要であると、そういうことの合意ですね、みんながそういう意思を持っておると、それは新市計

画を推進していく上でそれぐらい必要ではないかということは、これはここには明記しておりま

せんが、そういう意思の中に持ってることは僕はまず間違いはないかと思いますので、お互いが

そういう意思を持っているというこの協議会における確認、そういう意味ではここに明記をすべ

きという問題ではありませんが、こういう意思によってこの新市計画が成り立っているというふ

うに思いますので、設置期間についてはその新市計画のスパンの中で取り扱っていくべきである

と、当然そこには概ね１０年というのがありますけれども、そういう中で各事業が推進されてい

く中で財政状況や行政改革の状況を判断しながら、その時点で設置の期間について判断していか

なければならない問題であるいうふうに思います。そういうことから、支所の設置については概

ね１０年、これは委員のお互いの意思の中であるんじゃないかというふうに思います。ですから、

ここにどこに書けという場所はありませんが、そういうことの意思確認ができてるんではないか

というふうに思いますので、例えば調整結果の文言の中で修正するとしたら、これはまた小委員

会に差し戻さなあきませんので、ここで意思の確認ということで止めておかないと、協議が進行

しにくいのではないかというふうに思います。 
≪ 野中会長 ≫ 
他にございませんか。どうぞ。 
≪ 委員 ≫ 
 八木町の高橋でございます。先ほどからいろんなご意見が出ておりますけれども、我々八木町

と致しましては、先ほど吉見委員長から申し入れがありましたように、３年という言葉が出た時

点で、八木町としては住民にものすごく不安がございます。それについて我々議会と致しまして

も、どう説得していくのかいろいろ考えておりますけれども、これはやはり我々が住民のサービ

スの低下をさせない、またゆるやかな合併を基本に支所の充実を４月１日の合併協議会の発足以

来、本庁がどこ行こうとも支所の充実を図って参ると、そういう方向で私はこの協議会に臨んで

参りました。そうした中でやはり今１０年・３年が出ておりますけれども、これにつきましては

やはり先ほどから出ておりましたように、新市のまちづくりの構想、財政の問題、いろいろ１０

年スパンで取り組んできたと思います。そうしたことから、住民にどうしたらこの会長さんの言

われた、誤解と言われますけれども、解いてもらうのかということになりますと、やはりこの協

定項目の中に概ね１０年スパンであるという何らかの明記をしておいてもらわないと、我々議会

としても３月の協議の議決に責任が持てないと、そのように思っておりますので、その辺を皆さ

ん協議会委員さんにもその点ご理解賜りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 
≪ 野中会長 ≫ 
 他にご意見ございませんか。ただ誤解があってはならないですが、私の発言が３年で何か１０

年スパンと３年スパンとが同じ尺度で解釈がされているところに私はもう少し皆さんが常識あ

る理解をしてほしいというのが私の偽らん気持ちであって、私はどんな１０年計画を立てても、

各町の総合振興計画等樹立されても、ローリング方式というのがあるわけです。２年ないし３年
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でやはりそれぞれ見直しをしたり変更をしたりするのは、理の当然なんです。当初に決めたとお

り１０年一切触らないだというようなことはありえないことであって、だからやっぱりそれは当

然私は３年程度くらいはせめて続けて、あとはそれぞれが検討していわばローリング方式的ない

い方向への改善は当然行うべきものであって、そういうための協議は私は当然必要である。だか

ら１０年やなかったらいけないんだいけないんだと言うたら、１０年と３年で論議をされ過ぎて

いるところに私はいささか問題を感じざるを得ません。やっぱり我々はとりわけて時代の変化は

激しいときですので、せめて２年や３年でそういうローリング方式をしてそれぞれがよりよい方

向へ持っていくのは、私は理の当然やないか。それに１０年じゃなければならないんだ、１０年

の明記をせよというなら、それはなんか理解をされてない感が致します。また岸上町長さんから、

突然出てきたという表現がございましたけど、私は園部町の議会の議員さんの質問に対して園部

町長として答えたわけですので、新聞がそれについてああいう表現をされた形で誤解があったこ

とは事実かもわかりませんけれども、私は今申し上げてることもうちの議会で議員さんの質問に

対して３年で検討をしてもらう動きだという発言をしてきた経過があるわけですので、その辺で

私はぜひ理解をしておいて頂いておかなかったら大変だなあという実感を致しておりますので、

その辺があまりにもいわば外の人たちから３年、１０年があまりにも一人歩きをし過ぎておりま

すので、この辺だけは何とか皆さんで理解を頂きたいことを申し上げておきたいというふうに思

います。このことばっかりで論議をしておっても何ですので、今日の会議を進めさせて頂いても

よろしゅうございますか。 
≪ 委員 ≫ 
 議長。ただいまの会長さんの方からいろいろとお話があったわけでありますけれども、私３号

委員でございますけれども、勉強不足かもしれません。常識ある理解がないかもしれません。た

だ、本来この総合支所設置についての協定項目というのは、いわゆる３年だとか１０年で廃止を

するという、いわゆる期間の問題というのは元々なかったと思います。いわゆる総合支所を置く

んだと、もちろん廃止をするというようなことは毛頭なかったと思います。ただ、今１０年だと

か、そういった問題が出てくるきっかけとなった、これはやはり誤解であろうと思いますけれど

も、いわゆる新聞報道、マスコミ報道でああいう報道が出てきたということがいわゆる大きな引

き金になったということは確かであろうと思います。それで３年でいわゆるローリング方式とお

っしゃいますけれども、その支所を廃止するか存続するかということは、例えば水道料金を見直

すだとか、そういう見直しじゃなくて、岸上町長からありましたけれども、いわゆる合併という

根底を支えておることだと思います。これから協議項目の中にあるわけなんですけれども、正直

なところ、本庁が置かれない、いわゆる支所を設置する案なんですけれども、３町の住民にとっ

ては大変大きな問題であります。当然商工会等の方々も今の役場がなくなるということは死活問

題であるというご意見もありますし、いわゆる住民の一人ひとりが、お年寄りも子供も行きやす

い今まででしたら役場でもありましたし、それがやはり大きくなれば財政的な面の問題も多々あ

ろうかとも思いますけれども、今この時点で合併をするということは、やはり先ほども申しまし

たけれども、小さなことをよりよくしていくんじゃなくて、是か非かという問題になりますので、

このことはやっぱり、時間がかかるかもしれませんけれども、新市小委員会でもう一度ご検討頂

いて、協議会で諮って頂くというのもひとつの案であろうと思いますので、よろしくお願い致し

ます。 
≪ 野中会長 ≫ 
 他にございませんか。どうぞ。 
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≪ 委員 ≫ 
 美山町の古屋と申します。先ほどからいろんな立場でご意見を出してもらっていますが、私も

この期間につきましては当初から協定項目の確認の中で、冒頭に確認をしまして、期間について

は確認をされておりません。だから私は基本的にはこの期間の設定はすべきでないと思います。 
それともう一点は、これは邪道かもしれませんけれども、京都新聞の新聞報道、先ほどもあり

ましたように、報道から一般の誤解が生まれておるのは確かです。だから、公共性のある報道責

任にも一定の責任が私はあると思います。字数の問題とはいえ、そういう問題やないと思います。

これは、本当の意味を正しく伝える報道機関の責任があると思います。その辺も、今日京都新聞

も来ておられてるとは思いますが、その辺社内でご検討頂きたいと思ってます、一点は。 
それからもう一点は、このことにつきましては先ほどから各町長さん、そして委員さんからも

出ておりますが、新市計画の基本的な期間については概ね先ほども出ておりますように、皆さん

が１０年というひとつのスパンで計画をするということになってます。この件のいろんな中での

条例の改廃につきましては、新しい市長・市議会において、社会の変革と共に検討すべきなのは

当然でございますけれども、これは期間の項を設けて設定するものではなく、私は基本的に概ね

１０年ということを支所機能の中に、末尾に記載をすべきであって、期間として新たな項目を設

けて、新市小委員から検討すべきことではないということに私は思いますので、その支所の検討

に入るまで、ここで皆さんにそのご確認を頂いて、協議事項に入って頂けたら結構かと思います。

以上。 
≪ 野中会長 ≫ 
 今あのようなご意見、様々なご意見が出されました。期間の問題、私は再々申し上げますけれ

ども、期間を３年と限った覚えもないし、ローリング方式で検討頂きたいという提起だけを申し

上げておるのが本意でございますので、３年と１０年という両極の論議は私は差し控えて欲しい、

いうことを委員長として私は申し上げておきたい。そうでなかったら、何か私たちが３年でいい、

一方が１０年でいいということで、３と１０とが対立軸のような解釈をされたら大変でございま

すので、それは、１０年続くか１５年続くかそのことの保証はないわけ。ただまあ３年程度くら

いでは検討して欲しいというのが是正すべきこと、また改革すべきこと等は検討頂きたいという

ぐらいの提起はしたらいいんじゃないかというものの言い方を申し上げておりますことが本意

でございますので、その辺だけは誤解のないように私はお願いを致しておきたいというふうに思

います。今美山の古屋さんからそういう形で皆さんから意向という形でございますが、その辺は

小委員会に返して論議を頂くような筋でもないというように思いますが、やはりその辺は今日の

委員会の皆さんの常識的判断で、私はやはり一定の期間は定めないで対応していくべきではない

か、定期的にはまた３年とも言わないで定期的にはまた検討してもらうような提起も記入してい

くような形が大切じゃないか、よりよい合併が推進できるようにして頂くのが我々の最大の願い

でございますので、ここで論議したことでこだわられて合併が実らないような、実績が上がらな

いような合併になったらそれこそ申し訳ないことになりますので、その辺の整理をしたいと思い

ますが、どうでございますか。いろいろご意見それぞれあろうかと思いますが、そういう整理で

対応させて頂きたいというふうに思いますので、期限は切らないという形をまず確認を頂きたい

と思います。 
 
 
――――――休   憩―――――― 
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（ 新市建設計画策定小委員会を臨時に開催 ） 

 
 
・主な質疑・応答（続き） 
≪ 事務局長 ≫ 
 それでは、ただいま急にですね新市建設計画策定小委員会を開催をさせて頂きまして、冒頭い

ろいろ議論があったことでございますが、今日のお配りを致しております、２５ページをお開き

頂きまして、よろしいでしょうか。それにもとづいて、支所をおくとありますが、括弧書きで「（概

ね、１０年が望ましい。）」とこういう形で文言追加を致しましたので、後ほど議論を頂くという

ふうに思いますが、今パソコンでこれの修正の議案をやっておりますので、後ほどお配りを致す

ということでご了解頂きたいというふうに思います。 
≪ 野中会長 ≫ 
今、事務局長の方から報告を致しました。概ね１０年という記述をいれその中で私が主張して

参りました３年程度のローリング方式という提起については、この場で発言をして議事録に残し

てもらったらいいというふうな形になりましたので、議事録の中でやはり一定期間にローリング

方式で検討して見直していくと、こういうものを議事録に記載していただくことによって、新し

い、いわば設立できた中でそれぞれ検討頂くというふうに致したいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 
≪ 委員 ≫ 
（ 「了解」の声 ） 
≪ 野中会長 ≫ 
 それでは今事務局から説明を致しましたことと、議事録の中身、一定期間で検討するという一

項を入れることによって、この案件については終わりとさせて頂きたいというふうに思います。 
 
 
 ・ 野中会長が公務で早退のため、仲村副会長が以後議長を務める。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
（ 総務・企画・議会小委員会関係 ） 

別紙資料に基づき、協議第１２４号・１２５号（２議案）を、総務・企画・議会小委員会・高

橋委員長より説明。以下は１２月１日、１２月４日の小委員会で協議し、決定したものである。

なお質疑については、各協議事項ともその主なものとする。 

 

協議第１２４号： １２ 事務機構及び組織の取扱いに関すること（その２）【説明】 

分類１「課設置条例」、調整項目１「課等の設置状況」、本庁組織機構については、 

園部町 １２課・１局・１室・１事業所、 八木町 １２課・１局 

日吉町 １０課・１局・１室、      美山町  ８課・１局     とし、各係を

設け町長部局・出納課室・教育委員会部局・議会事務局とに区分している。職員の条例定数は５

４１名で、実職員数は４９４名。保育所・幼児学園・給食センター等、外部の職場を除き、内部

職場の職員数は、平成１６年４月１日現在で３６８名である。調整結果としては、「現在の園部

町、八木町、日吉町及び美山町の庁舎並びに関係施設を、有効活用した組織及び機構とする。新

市の組織・機構については、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。その上で、新市の組
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織・機構については、『新市における組織・機構の整備方針』に基づき整備する。」とする。調整

項目２「組織機構図」についての事務局提案は、 

１．新市建設計画策定小委員会での協議、「新市事務所すなわち、本庁と、旧町に支所を置く。」 

を踏まえ、本庁組織と支所組織として調整をした。 

２．本庁機能は、基本的には総合調整と新市の企画立案を図る。支所機能は、ゆるやかな合併

を前提に、新市建設計画策定小委員会確認の、基本的な考え方、「住民サービスを低下さ

せないよう、支所機能を持たせる。を基本とする。 

として、本庁組織については、 

１．調整機能として、スリム化を図り、３部制とした。 

２．福祉部には、福祉事務所の位置付けと、本庁組織と併設とした。 

３．教育委員会事務局については、本庁組織として３課制とし、支所に、教育委員会分室を 

設け、各支所における学校教育、社会教育の窓口となる事とした。 

４．議会事務局については、部長職の局長及び課長職の次長を配置し、監査委員会事務局、 

公平委員会事務局も所管する事とした。５．選挙管理委員会事務局については、その 

効率性から、本庁総務部が所管する事とし、農業委員会事務局は、事業部が所管するが、 

専任の課長職の事務局長を置く事とした。 

支所組織については、 

１．支所に、一般職の市所長を設けるが、当面は特別職としての、「地域助役」を配置する。

これは、新市建設計画策定小委員会での、「市所に権限を持たせることに重点を置いた検

討を願いたい。」とのご意見を受けたものである。 

２．支所は、地域住民と直接接する所であり、従来と大きく変動しない組織、名称とし、合併

時の住民不安を取り除く事とした。各組織の、係等の配置については、今後、新市準備局

で所掌事務と平行し、本庁事務・支所事務について整理し、諸状況を勘案しながら決定す

る。特に、「支所に、現在職員の７割を残す。」という事については、合併時における職員

数、本庁と支所の事務分掌、地域の独自性等により、多少の変動は生じる。 

とすると事務局より説明があった。はじめに、「課設置条例」について、委員より「職員配置で、

本庁３割・支所７割が出ているが、本庁・支所の仕事量の配分は決まっているのか。」との問い

に、事務局より「今後、係等の配置も含め、具体化していかなければならないが、企画調整部門

は本庁で対応し、住民サービスの窓口は、支所でと考えている。」と答弁があった。なお委員よ

り、「組織機構については、仕事がやり易い指揮命令系統を明確にし、係等の配置を決める際に

は、本庁と支所の重複を避けるよう配慮されたい。また、住民の振り回しにならないように、よ

り合理的な本庁・支所の関係になるよう留意されたい。」との発言があった。「組織機構図」にお

いて、本庁助役同等職としての「地域助役」が、市所長の上席として提案があったが、それにつ

いて、委員より「支所に、一般職の市所長を置く事は当然で、必要ではあるが、地域助役を置く

なら、市所長の事務も取り扱うようにすべきである。」、「支所に、一定の権限を持たせ、地域住

民に密着した支所運営をしたいという事は共通しているが、一方、財政の健全化、組織のスリム

化も命題である。」、「新市において、５人の助役を置く事は、合併によるスリム化や、効率化に

反することになる。」、「いつまでも支所に、常勤の特別職を置くことは無理としても、合併直後

における住民の混乱を招かないためにも、迅速・的確な措置ができる特別職を置くことは必要で

ある。」、「地域助役は置かずに、対等合併や、新市へのスムーズな移行への対応として、支所に

一定期間、特別職を置く事は必要であり、『参与』を置く事はどうか。」などの、意見や提案があ



 16

った。総務・企画・議会小委員会としては、本庁・支所ともに事務機構については、事務局提案

のとおり決定した。なお、組織機構として「支所に、地域助役は置かない。ただし、合併過渡期

には、支所に特別職を置く。」という考え方を添えて、特別職の課題については、新市建設計画

策定小委員会で、論議して頂くこととした。なお、本日配布の組織機構図の新市支所組織(案)に

ついて、「参与」を配置しているが、これは新市建設計画策定小委員会で、方向付けを行ったも

のである。以上の協議経過により、調整結果(案)のとおり小委員会決定とする。 

 

・主な質疑・応答 
≪ 委員 ≫ 
 議長、すみません。組織機構についてでございますけれども、今日がおそらく最後の協議会と

なりますので、少し意見として皆さんにはわかりにくいかと思いますが、本庁舎を協議致しまし

た経過として、このお二人の首長さんにはもうお分かり頂いておるんですが、議事録として残し

て頂いて、その協議した内容も検討頂くということをここでお願いを致しておきたいというふう

に思いますので、よろしくお願い申し上げます。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
 今の件ですか。全て議事録に残っております。それでよろしいですか。 
≪ 委員 ≫ 
（ 「了解」の声 ） 
 

→ 全員賛成で協議会決定。

 

協議第１２５号： １８ 町の慣行の取扱いに関すること（その２）【説明】 

新市における市章制定についての事項。事務局より新市の市章についての調整結果は、「募集

要項にて公募する。」として、募集要項(案)についての説明を受け協議した。委員より「協定項

目の中に、市章は必要事項か。」との質問があり、事務局から「市章は、新市発足時までに決定

することでよい。」と答弁があった。これら提案について諮ったところ特に異議なく、調整結果

（案）のとおり小委員会決定とする。 

→ 全員賛成で協議会決定。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
（ 住民・福祉・保健衛生・環境小委員会関係 ） 
別紙資料に基づき、協議第１２６号（１議案）を、住民・福祉・保健衛生・環境小委員会・井

尻委員長より説明。以下は、昨年１０月２８日の第９回小委員会において協議を行い、調整結果

の案として決定したものである。 

 

協議第１２６号： １９―１２ 保育所の取扱い（その２）【説明】 

分類項目１「保育所数」について、現在園部町で３ヶ所、八木町で２ヶ所、日吉町で３ヶ所、

美山町で５ヶ所設置されている。本年４月１日現在での入所者数は、園部町が２７０名、八木町

が１１５名、日吉町が１４８名、美山町が１１１名で、待機児童はなしという状況である。ただ、

施設間での入所者数に大きな差が生じている。幼稚園との関わりなど就学前教育の観点からも、

今後の保育のあり方が大きな課題となっている中、小委員会でも幼保一元化に関する積極的な意
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見が出された。調整結果は、「現行のまま新市に移行し、合併後新市域全体での保育所数、地域

のバランス、保育ニーズ、幼稚園との関連（幼保一元化）等を踏まえ、検討する。」こととする。 
分類５「保育料」について、４町とも基本的には国から示されている算定方法や階層別保育料

を採用し、対応している。しかし、具体的な数値については、各町の実情の中で差異が生じてい

る。まず「算定基礎」については、扶養者の前年度所得を４町とも基準としており、調整結果は

「現行のまま新市に移行する。」こととする。「算定対象」については、八木町・日吉町・美山町

では父母と祖父母を対象としているが、園部町においては父母のみ対象となっている。調整結果

は、「国の基準に合わせ、『児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養

義務者（家計の主催者である場合に限る。）』とする。」とする。「同一世帯からの複数入所」につ

いては、「２人目は１／２、３人目以降は１／１０に減額する。」こととする。項目２「減免制度」

については、４町とも母子家庭世帯等の対象世帯を限定し対応している。調整結果は、「母子世

帯、父子世帯及び在宅障害児のいる世帯について、減免制度を設ける。」こととする。項目３「階

層別保育料」については、現在４町とも国の徴収基準表をもとにさらに細区分し、１７階層で保

育料を設定している。ただし、額については各町で差が生じている。調整結果は、「国の徴収基

準額表を基本に一元化を図る。ただし、新規徴収額と現行徴収額に大きな差が生じる場合は、年

限を定めて激変緩和措置を講じること。なお、新規徴収基準額の適用については、合併後最初の

４月からとする。」とする。新規保育料については、資料１７ページの別表１の階層区分・基準

額を参照。 
分類６「保育時間」については、午前８時から実施している町と午前８時３０分から実施して

いる町があり、若干差が生じている。調整結果は「８時間保育を原則」とし、「平日は午前８時

３０分～午後４時３０分まで、土曜日は午前８時３０分～午後０時まで」とする。 
分類７「延長保育」について、先ほどの保育時間以外の時間で、「平日午前７時３０分から午

前８時３０分、午後４時３０分から午後７時まで」、土曜日は「午前８時から午前８時３０分と、

午後０時から午後１時３０分」とし、延長保育料については「早朝は午前８時以前、延長は午後

１８時以降、それぞれ１回につき２００円」を徴収することとする。 
分類９「乳幼児保育」については、現在４町とも０歳児から受け入れ体制がとられているが、

実施施設は限定して行われている。調整結果は、「１・２歳児は現行のまま、０歳児については、

地域の状況に配慮しつつ、施設を限定して実施する。」こととする。 
分類１０「一時保育」、項目１「実施保育所数」保護者の入院等により家庭での保育が一時的

に困難な場合に受け入れる制度で、現在園部町・八木町・美山町で実施されているが、町によっ

て受け入れる基準が若干異なる。調整結果は、「要件を家庭による保育が一時的に困難な場合に

限定し、実施箇所は、地域の要望等を踏まえ、地域ごとに１ヵ所以上の保育所で、実施できるよ

う検討する。」とする。項目３「一時保育料」については、１日保育の場合は、３歳児未満児１,

８００円、３歳以上児１,５００円、半日保育の場合は３歳未満児１,０００円、３歳以上児８０

０円とする。 
分類１２「通園バス」について、現在園部町では保護者送迎、八木町では幼稚園バスを共用さ

れている。日吉町・美山町では保護者送迎が原則だが、町営バスも利用されるなど、各町通園方

法について差が生じている。調整結果は、「地理的条件、交通機関の有無等に差があるため、や

むを得ないものとし、現行のまま新市に移行する。」こととする。項目３「通所費補助」は、日

吉町・美山町で町営バスを利用された場合、一定額を超えた分については補助金が出されている。

補助基準は異なっているため、調整結果は、通園バス利用者も含めて、保護者負担は月額２,０
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００円を超える額については補助することする」。 
分類１４「幼保一元化」について、就学前教育のあり方の上でも十分議論されなければならな

いと考えている。現在八木町では、中央幼児学園において短時部としての幼稚園と、長時部とし

ての保育所が位置付けられている。園部町では、幼稚園と保育所の運営の一元化について答申が

出され、具体的協議が行われている状況である。調整結果としては、「現日吉町域、美山町域に

も幼稚園の設置が望まれるが、少子化が進み、児童数が減少する中、新しい施設の設置は困難で

あるため、地域の特定の施設で、現保育所施設を活用し、就学前教育の充実を図る上でも幼保一

元化を実現する方向で、合併後に検討する。」こととする。 
 
・主な質疑・応答 
≪ 委員 ≫ 
 一点だけお伺いをしときます。実はいろいろご検討頂いて大変ご苦労さんでございましたんで

すけども、保育所数の関係のところで、現行のまま新市に移行して頂くわけでございますが、将

来的に地域のバランスとか保育ニーズとか等いろんな関係で検討をされるわけでございますが、

ここらの点について、例えば極度に園児が減るとか何とかということになれば別と致しまして、

一定期間現状であれば、現状のままの保育所数で継続されるという意味で理解をさせてもうてよ

ろしゅうございますか。そこらの点だけお伺いを致しておきます。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
 ただいまの質問に対しまして、答弁を求めます。 
≪ 事務局 ≫ 
 それでは、ただいまの質問について答弁をさせて頂きます。保育所数につきましては、現状、

子供の児童数等に施設ごとに差があるわけでございますけれども、現行のまま移行をして、合併

後に地域のバランス、また保育所のニーズ、また幼稚園の設置されていない地域もございますの

で、その辺も含めて合併後に検討をして頂くという方向で調整を致したところでございます。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
もう一度。 
≪ 委員 ≫ 
 理解はさせて頂きます。しかし、どういうふうに解釈したらいいんか、特に現状ならば現行と

いうことで、現状が極度に変わるということの場合は、当然閉園とか廃止とかになろうと思うわ

けでございますが、同じようなことを聞いて申し訳ないんですけれども、その地域バランス等々、

また保育所数等々で協議される場合は、先ほどの３年とか１０年とかいう関係ではないわけです

が、そういう時点で全体的なそこで協議が行われて調整をされるというようなことで理解をさせ

て頂いてよろしゅうございますな。 
≪ 事務局 ≫ 
 合併の基本はですね先ほども申したように、一定現行のままで「ゆるやかな」ということでご

ざいますが、地域社会のそういう状況判断によって審議会等を設置を致しまして、そして適正な

保育所あるいは幼稚園を図っていかなくてはならないなと、このように考えております。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
今の説明でよろしいですか。 
≪ 委員 ≫ 
はい。 
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→ 全員賛成で協議会決定。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
（ 教育小委員会関係 ） 

別紙資料に基づき、協議第１２７・１２８号（２議案）を、教育小委員会・中川委員長より説

明。以下は、昨年１２月５日の第８回小委員会において協議を行い、調整結果の案として決定し

たものである。 

 
協議第１２７号： １９－１９ 小中学校、幼稚園の通学区域等の取扱い（その２）【説明】 
分類項目１「幼稚園の設置状況」、項目１「公立幼稚園の設置状況」について、現在、園部町

では４・５歳児を対象にした園が３園で１５０名、３歳児と保護者の方を対象とした園が 1園で
３１名である。八木町では３歳から５歳児を対象とした園が１園で８０名である。なお、通園区

域については、園部町では小学校区域を基準としているが、八木町では１園ということでもあり、

町内全域となっている。調整結果は、「現行のまま新市に継承する。」こととする。なお、「受け

入れ体制や条件等の統一について、新市において速やかに調整を図る。」こととする。委員から

通園区域のことについて質問が出され、事務局から「現在日吉町・美山町においては、保育所の

みとなっている状況等の中で、現状設置されている幼稚園を基本にし、一定条件整備を図るべき

と考えている。」と答弁があった。 
→ 全員賛成で協議会決定。

 
協議第１２８号： １９－２０ 学校教育の取扱い（その４）【説明】 
分類項目１「教育委員会に関すること」、調整項目３「教育委員会事務局に関すること」につ

いて、現在 
園部町では、教育総務課に総務係・学校教育係、 

社会教育課に社会教育係・生涯学習係・社会体育係、 
八木町では、学校教育課に学校教育係、生涯教育課に生涯教育係、 
日吉町では、学校教育課に学校教育係、社会教育課に社会教育係・生涯学習係、 
美山町では、課の設置はなく、学校教育係・生涯学習係    となっている。 
なお、園部町においては教育次長が配置されていないなど、各町において事務機構に違いが生じ

ている。調整結果としては、事務機構及び組織の取扱いに関して、総務・企画・議会小委員会に

おいて調整結果が出されているので、その基本に沿って新市教育委員会事務局体制については、

「新市における組織・機構の整備方針に基づき、学校教育活動の充実と生涯にわたる自発的な学

習活動を推進・支援する組織及び機構とする。」こととする。委員から「本庁と分室についての

役割分担はどうなるのか？」という質問に対し、事務局から「学校教育については本庁に集約す

る方向で、社会教育は分室を中心に行う事になると思われる。」との答弁があった。また他の委

員から「分室は、地域社会のニーズに応え特色ある展開をしていかなければならないが、全体の

教育行政の体制は本庁で行い、地域の独自性も残し、新市で展開していくことが大切である。」

などと積極的なご意見も出された。 
分類１９「幼児教育対策」、項目１「幼児教育対策」について、現在園部町においては幼稚園

と保育所の幼保一元化に向けた答申が出され、同年齢の幼児に対する等しい就学前教育の保障な
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どを掲げて現在取り組まれており、新しい幼児教育実施計画に基づき平成１７年度から受け入れ

体制等の改革を行うなどの改正が現在進められている。八木町では、幼児教育の機会均等及び児

童の福祉と就学前教育の充実を図るため、保育内容等の一元化を図り、幼児の健全な心身の発達

を目的として、八木町幼児対策委員会が設置され、既に中央幼児学園において短児部としての幼

稚園と長時部としての保育所が位置付けられている。調整結果としては、「現行のまま新市に継

承する。就学前教育の保障・充実の観点から、幼保一元化を積極的に進めるのが望ましく、国府

の動向を踏まえながら、新市おいて速やかに検討を進める。」こととする。 
分類２０「その他」として高校生への通学補助に関しては、現在美山町において、府立北桑田

高校にバス通学する生徒に対して、通学費の補助をしている制度である。この制度は、府におい

ても過疎地域等に居住する公立高等学校生徒通学費補助制度があり、その補助基準に満たない生

徒に対しても一部助成している。調整結果としては、「高等学校生徒通学費補助制度を新市にお

いて実施する。なお、対象基準等については、新たな要綱で定める。」こととする。委員から「他

の学校との関係はどうなるか？」などの質問があり、事務局より「高校生については、確かに義

務教育から外れるが、高額負担のあるものについては、新市全域において実施するということで

調整した。」と答弁があった。 
→ 全員賛成で協議会決定。

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
（ 新市建設計画策定小委員会関係 ） 

別紙資料に基づき、協議第４号から協議第５号（４議案）を、新市建設計画策定小委員会・岸

上副委員長より説明。 

 

協議第４号： ２ 合併の期日に関すること【説明】 
合併の期日については、第２回の合併協議会で「平成１７年度 第３四半期以降のできるだけ

早い時期」として６月８日に協議会決定済みだが、期日について１２月１３日開催の第１２回新

市建設計画策定小委員会に事務局より提案があり、合併の期日を「平成１８年１月１日」と小委

員会での決定とする。決定の過程としては、できるだけ早い時期での最短は平成１７年１０月１

日であるが、この後報告する新市の事務所の位置の決定時期により、電算関連をはじめ、その他

諸準備期間が一定必要であり、同日に事務所の位置も決定したので、その辺りも考慮し小委員会

での決定とする。 

→ 全員賛成で協議会決定。

 

協議第１２９号： ４ 新市事務所の位置に関すると【説明】 
本協定項目については、５月２４日開催の第３回新市建設計画策定小委員会から１２月１３日

開催の第１２回小委員会まで、約半年・９回にわたり議論を重ねてきた。最終的には、現園部町

役場を新市の事務所の位置として、各４町それぞれに支所を置くということで、小委員会決定と

する。また先ほどの小委員会で「概ね１０年が望ましい。」というのを追加する。 

主な協議の過程については、既に新聞報道等でも案内のとおりだが、住民サービスの低下を招

かないという上において支所機能を十分充実させる必要から、本庁方式は採用せず、広範囲に及

ぶ新市では分庁方式もなじまず、現庁舎の７割程度の職員を残す支所方式を採用し、新市の事務

所位置としては、現園部町役場を中心として設置していくことで小委員会として決定する。また
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事務所の位置決定とあわせて、支所の特別職の配置についても協議し、支所には特別職としての

参与を置き、支所長の事務を取り扱わせることも小委員会として確認する。 

 

・主な質疑・応答 
≪ 委員 ≫ 
開会からいろいろと協議があったわけなんですけれども、小委員会を開いて頂いて、この文言

が入るという決定であったかと思うわけですけれども、今一度、確認という意味でお尋ねを致し

たいわけなんですけれども、「概ね１０年が望ましい」というこの１０年というのは、支所の設

置自体のことを指すのか、検討見直しの１０年という位置付けなのか、ちょっとお伺いをしたい

んですけれども。 
≪ 岸上副委員長 ≫ 
端的に申し上げて検討するということでございますが、小委員会を開催しましても、期日を載

せるのは、余りにもその１０年を出したらまた１０年というようなことになるので、支所方式で

いくことには間違いないので、というような話もあった訳でございますけれども、園部の会長の

方から３年という言葉が出たので、どうしても１０年をどっかに入れんと話がつかないというこ

とで入れまして、１０年で検討するということでありますので、支所方式はそのまま続くものと、

そのいついつによって新しい市長なり議員さんは、当然どっかの時期で検討されるかもしれませ

んけども、それは一応１０年ぐらいで検討頂いたらどうかということでございますので、ご理解

を賜りたいと思います。 
≪ 仲村副会長≫ 
 ちょっと今の件について、ちょっと今委員長がおられないので今副委員長の方からお話があり

ました。小委員会の内容についてですが、検討内容はいいんですが、委員会としての見解につい

てはややちょっと説明が足りないといいますか、もう少し説明が要するんじゃないかと思います

ので、事務局長の方から説明をさせたいと思います。 
≪ 事務局長 ≫ 
 副会長からどうぞ。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
 では私がやろうか。今、川勝委員さんのご質問は、１０年というのはいわゆる支所の設置期間

なのか、あるいは１０年くらいが望ましいというのは見直しの時期という話がありましたけれど

も、この違いは岸上副会長の方から発言して頂いたら結構ですけれども、概ね１０年というのは、

支所の設置期間は概ね１０年と、これは、全て新市計画等も含めまして１０年を概ね１０年が望

ましいのではないかと。当然その中で見直しというのはある訳でして、これは新市の新たな市長、

また議会、また新市計画、新市財政計画の中で見直しはありうるというふうに理解して頂かない

とだめだというふうに私の方は思います。１０年が望ましい、支所の設置期間ですよ。１０年が

望ましいということで、一応小委員会の方で決定しておるということであります。 
≪ 委員 ≫ 
 議長。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
川勝委員。 
≪ 委員 ≫ 
私の思いがおかしいかもしれませんけれども、設置ということであれば、いわゆる望ましいと
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いう表現がしてあるんですけども、逆を言えば、概ね１０年で廃止が望ましいと、いうふうに取

られるんですけども、そういう理解でよろしいですか。 
≪ 岸上副委員長 ≫ 
 このことについて、私も本当にえらい意地を張るようですから。会長にも申し上げたんですが、

３年と言わはることもおこがましいのと違いますかと、新しい市長なり新しい議員さんが、もう

１年で見直さなならないと、これやってきたけどこれ無理やという話になったら、やっぱりその

こともやむを得ん話なんです。これは、みんなが分かっている話なんです。今さらここで３年と

か１０年とか、本来は話するもんじゃないんです。しかも議員さんのことまでここで話したら、

ここは合併の話をしとるんです。将来に向かってどんな町をつくろか、どないしてやっていこか、

その基本が支所方式をしよやないかという話なんです。この支所方式を、そいじゃ新しい議員さ

んやら市長が出はったらもう３年でしよか、１０年かて、そんな話じゃないと思います、本来的

には。だから、私が当初言うてました通り、支所方式は皆で決定したんです。こんなもん期限な

んて決定していません。ただ、その中で３年という話が出てきたから、１０年という話を出した

わけであります。本来するべき話ではないと私は思ってます。このあたりの理解ができひん、今

日吉町長のおっしゃったような、設置をまた見直すというような話やったら、これはなかった話

にしてもらわんと、それは話が違います。はっきり申し上げて。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
 言葉足らずなのかどうかわかりませんけれども、総合支所については１０年ぐらい設置するの

が望ましいというのが小委員会の意見であります。それだけのことです。それでだめなんですか。 
≪ 中島副会長 ≫ 
３人おりまして、三様の意見のように聞こえますが、私は、これは当初から１０年間の新市計

画を作っとるという１０年というスパンの中で、この総合支所というものが決まってきた訳であ

りますから、あえて今議論となりますように、１０年で支所が終わると、こういう解釈であって

は困ると思います。美山町はあくまでも、どういう形であろうと総合支所方式的なものは、やっ

ぱり将来とも残ってほしい。これはここでも先ほど申しました。小委員会でも申しております。

そういう気持ちがありますから、やっぱり概ね１０年間このままの状態でいって、そこで支所と

いうものはどうするのか、例えば園部支所は本庁と近くやから、これはなくするかも分からない、

あるいは八木町は近いからどうだと、美山町は遠距離やから残すとか、そういう議論はやっぱり

１０年というあたりで検討するということにして頂かんと、１０年で支所をなくするということ

に決定にはして頂いたら困るし、また小委員会でも私はそういう決定ではなかったと、こういう

具合に思っています。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
今の話ですけれども、支所ですからこれはいつまでというんじゃないですけど、概ね１０年ぐ

らいは必要だということなら、１０年が一応下回る期間というふうにも言えますし、今おっしゃ

ったようにそこで見直すということにもなりますね、当然ね。この時点で検討するということで

すかね。川勝さん、それでよろしいですか、概ね１０年間ということですよね。 
≪ 委員 ≫ 
今おっしゃって頂きました３人の町長さん、いわゆる概ね１０年で見直しをするということで

したら、そのように理解をさせて頂きます。 
 

→ 全員賛成で協議会決定。 



 23

 
協議第１３０号： ２０ 新市建設計画に関すること【説明】 

別冊資料に基づき、新市建設計画について説明。新市建設計画としては、策定方針、「新しい

まちづくりに向けたアンケート調査」、将来構想概要版を元にした各町住民の意見も取り入れ、

企画財政部会・各町役場・各町協議会委員それぞれの意見を反映させながら、約７ヶ月をかけて

第１章「序論」から第８章「財政計画」までを取りまとめた。 

第８章「財政計画」、三位一体改革等地方財政については、今後益々厳しい状況を迎えること

は確実であり、そのことからもこの財政計画どおりに執行することは不可能であることを、小委

員会委員全員で確認し、４９ページの最後の５行については追加記入したものである。 

→ 全員賛成で協議会決定。

 

協議第５号： ３ 新市の名称に関すること（継続協議）【説明】 

公募した名称の中から小委員会での選定の結果、南丹市・西京都市・京丹波市・京南丹市・京

口丹市を新市の名称候補とした。本日は、新市の名称決定について協議する。 

・ 事務局より、選定方法等の説明 
① 投票は、５候補の中から各委員１候補を投票し、有効投票の２／３以上（投票現在の 

出席委員４０名分が全て有効投票の場合、２７票以上）の得票候補を新市の名称とする。 

② いずれの候補も２／３以上の得票が得られない場合は、上位２候補を対象に再投票し、 

過半数の得票候補を新市の名称とする。 

③ 再投票の結果が同数（２０票・２０票）の場合、副会長が協議し決定する。 

④ 確認しがたい投票があった場合には無効票とする。 

 

 ・ 決定方法を協議によるか、投票にするかを諮る。 

 → 全員賛成で投票により名称を決めることを協議会決定。

 

  ・ 仲村副会長より、開票立会人（４委員）の指名。 
滝村尚史（たきむらたかし）委員、福嶋利夫（ふくしまとしお）委員 
藤林芳朗（ふじばやしよしお）委員、上原正義（うえはらまさよし）委員 

  ・ 事務局より投票用紙の配布。 
・ 委員は５名称の中から１名称を投票用紙に記載。 
・ 事務局、投票用紙の回収後、開票。 

   
・ 開票結果（１回目） 

投票総数４０票、有効票４０票、無効票０票。 
（内訳）南丹市２１票、西京都市１７票、京丹波市１票、京南丹市１票、京口丹市０票。 
⇒ 開票の結果２／３以上の得票名称がなく、上位２名称である南丹市と西京都市との 

間で再投票を行う。 

 

  ・ 開票結果（２回目） 

投票総数４０票、有効票４０票、無効票０票。 
（内訳）南丹市２３票、西京都市１７票。 
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→ 全員賛成で投票の「南丹市」を新市の名称とすることを協議会決定。

 
 
（３） その他 

・ 第７回合併協議会の会議録について 

    資料に基づき、事務局より説明 

 

・ 第８回合併協議会の日程及び議題について 

    資料に基づき、事務局より説明 

合併協定書（案）について小委員会ごとに協議の後、合併協議会で決定される。協議終了後、

委員の方々により協定書の調印。その後、各町議会において合併関連議案の議決が行われる。議

決後、現行の合併特例法の適応を受ける期限として、３月末までの京都府知事申請を４町連盟に

よる申請を行い、その後は府・国の審査を受ける。以後、府議会議決を経て、総務大臣への届け

出、総務大臣の告示をもって、合併が法的に認められる。 
 本協議会については、４月から合併準備局をスタートさせ、合併準備のための作業に入る予定

である。必要な事項については、随時協議会を開催する。協議会は合併期日まで存続、各小委員

会については、基本的に協定書の調印が終了したら、一応今後は開催しない。 
今後の日程については、それぞれの進捗状況によりできる限り早く連絡することとする。 

 
・主な質疑・応答 
≪ 委員 ≫ 
 最後になって恐縮なんですけれども、小委員会が次回で終わりというようなお話でありました

が、以前ちょっと日を忘れたんですけれども、調整項目をいろいろと整理をしていく中で、合併

までに整理し、調整し、結論を出すといういわゆる調整項目がいくらかあったわけなんですけれ

ども、それを以前の全体の協議会の中で質問させて頂いた時に、いずれ小委員会さんを通じて皆

さんのところにお知らせをさせて頂くというお答えを頂いておったところでございますが、その

件につきましては、次回の小委員会でということでよろしいですか。 
≪ 事務局 ≫ 
 大変多くのですね調整項目の中でまだ整理をしなくてはならない部分もございます。今事務局

から説明を致しました日程等もございます。そうした中でですね、遅れないように幹事会等で一

定整理をして、そして小委員会にかけるべく必要な案件につきましては、お願いをしていくとい

うことに致したいというふうに思いますし、また合併協議会につきましては先ほども申しました

ように平成１８年１月１日の１２月３１日までが、皆さん方の任期ということでお世話になるわ

けでございますが、ひとつよろしくご協力を頂きますようにお願いをして答弁とさせて頂きたい

と思います。 
≪ 仲村副会長 ≫ 
 よろしいですか。 
≪ 委員 ≫ 
（ 「了解」の声 ） 
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４．閉 会 

・ 中島 三夫副会長より閉会の挨拶（全文） 

≪ 中島副会長 ≫ 
〔 閉会挨拶 〕 
 本来なら今日のこの協議会は美山会場でお世話になる予定でございましたが、美山町雪のため

に園部町の方で開催頂いたという事でございます。新しい年を迎えましてその１月の月末、何か

とご多用の中を協議会委員の皆さん、全員の皆さんがお集まりを頂きまして、あらゆるご協議を

長時間にわたってお世話になった次第でございます。大変ありがとうございました。 
 冒頭、支所の取扱いについてご意見が出ておるわけなんですけれども、このことはやはり新し

い市の市政の中で、いかに住民の皆さんのサービスを落とさないか、住民の皆さんの不安をいか

になくするのか、こういうことから私はご意見が出たと思いますし、４町が円満にこのことで協

定ができたということでございます。大変ありがたく思っておる次第でございます。先ほどもお

話もありましたとおり、以上をもちまして協定項目の調整が全て終わったわけでございます。本

庁・支所の組織の機構、あるいは町章の募集要項、あるいは新市の位置、支所の位置、さらには

合併の期日、平成１８年の１月１日に新しい市の誕生に向けまして、皆さん方にこれからもお力

沿いを賜りたいと存じます。また新市の名称につきましては、南丹市ということで出発すること

が決めて頂きました。さらにまた新市の建設計画、このことも第１章から第８章までお決め頂い

たわけでございます。いずれに致しましても、今日の協定項目をさらに４月以降合併の事務局、

このことにおいて肉付けを致しまして、新しい市の誕生を迎えたい、このように考えるわけでご

ざいます。これからも協議会委員の皆さんは、１２月３１日まで任期があるわけでございますの

で、どうぞひとつこれからも新しい市の誕生に向けましての一層のお力添えを賜りとう存じます。

よろしくお願いを申し上げる次第でございます。そして私が閉会のご挨拶をするのは、少し意味

がございまして、今美山町の中で運動団体による議会解散請求署名が行われまして、去る１２月

の３０日に選挙管理委員会に署名簿が提出をされました。以来選挙管理委員会で審査をし、そし

て縦覧に付して、実は今日までが縦覧の期間になっております。明日運動団体にこれをお返しを

致しますと、５日以内に本請求をされるわけでございまして、おそらく２月１日にこのことの本

請求がなされます。そうしますと、６０日という期間の間に議会解散をするのかどうか、このこ

との住民投票に付されるわけでございます。これは、選挙管理委員会が期日を決めまして決定す

るわけでございますが、その投票までの間に２０日間という告示期間があるわけでございますの

で、なんとかこの２０日間を見ましてなんとか２月中にはこのことの結論が出ないかと、期待を

しておりますけれども、あくまでも選挙管理委員会の日程決定に委ねるわけでございます。従い

まして、３月３１日、府の知事に申請するという皆さん方の固い決意をしっかり美山町が受けま

して、このことにひとつ支障がないように精一杯努力をさして頂く気持ちでありますので、どう

ぞこれからも、こうした面につきましても、温かいご理解とご支援を頂きたい、このようにお願

いを申し上げたいと存じます。今日は大変長時間遅くまで慎重審議を頂きまして、無事に終えて

頂きましたことを心からお礼を申し上げまして、閉会のご挨拶にさせて頂きます。大変ありがと

うございました。 
 
 

以上 


