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平成１５年１２月２４日午後３時開会 

 

   △開  会 

〇黒木事務局次長 定刻となりましたので、ただいまから第１０回鹿児島地区合併協議会

を開催させていただきます。 

 本日の会議につきましては、お手元の会議次第に基づいて進めさせていただきます。 

 それでは、本日の会議資料につきましてご確認をお願いいたします。 

 「会議次第」、「桜島町の住民投票結果及び喜入町の住民アンケート調査結果につい

て」という表題の資料がございます。そして本日付の「鹿児島地区合併協議会名簿」でご

ざいます。 

 おそろいでございますでしょうか。 

 

   △会長あいさつ 

〇黒木事務局次長 それでは、開会に当たりまして、鹿児島地区合併協議会会長でありま

す鹿児島市の赤崎市長がごあいさつを申し上げます。 

 なお、会長には、あいさつの後、議長として議事を進めていただきます。 

〇赤崎会長 皆様方、改めましてこんにちは。 

 第１０回鹿児島地区合併協議会を開催するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

 委員の皆様方におかれましては、年末何かとお忙しい中にもかかわらずご出席を賜りま

して、心から厚く御礼を申し上げます。 

 さて、当鹿児島地区合併協議会も、本年の１月に設置をいたしましてから、１年間にわ

たりまして協議を続けてまいりました。今回で節目の第１０回目を迎えることになりまし

た。 

 前回の第９回の合併協議会を開催いたしましてから約２カ月を経過いたしておりますが、

この間、１市５町それぞれにおきまして住民意見交換等を開催し、そしてこれまでの合併

協議の経過・結果、そして提案をされております「新市まちづくり計画」の説明等を行い

まして、これらに対するいろいろな意見を伺っていただきました。 

 また、この間、桜島町、喜入町におかれましては、今回の鹿児島地区における合併に対

する住民の皆さんの意見の確認を、それぞれ住民投票あるいは住民アンケートという形で
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実施をされまして、その結果も出ておりますので、本日の協議会においてそれぞれご報告

をいただくことにいたしております。 

 本日の協議会は、今後の鹿児島地区における合併協議におきまして大変重要な意義を持

つ協議会になろうかと考えておりますので、委員の皆様におかれましても、これまで同様、

慎重な上に活発なご論議を賜りたいと存じます。 

 協議会の委員の皆様には各面で大変なご苦労をおかけをいたしておりますが、一層のご

協力を賜りますようによろしくお願い申し上げて、簡単ではございますが、開会に当たり

ましてのごあいさつとさせていただきたいと存じます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

   △報  告 

   △（１）桜島町の住民投票結果等について 

〇赤崎議長 それでは、早速でございますが、会議に入らせていただきます。 

 まず、お手元の会議次第に書いてございますように、３の報告でございます。 

〇赤崎議長 まず、報告の（１）桜島町の住民投票結果等について、桜島町の竹ノ下町長

さんの方からご報告をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

〇竹ノ下委員 去る１２月の１４日に、１８歳以上による住民投票を実施したところであ

ります。 

 その結果につきましては、資料にお示しがされておりますので、そのとおりであります。 

 今後、住民投票条例の趣旨を踏まえまして、投票の結果を尊重して、引き続き現在の枠

組みで合併協議を進めていく所存であります。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 どうもありがとうございました。 

 ただいま桜島町長の方から、住民投票の結果及びその結果を踏まえての対応についての

表明がございました。 

 何かご意見なり、あるいはご質問等はございませんでしょうか。 

 なお、これまでの協議会でもお願いしてまいりましたが、発言をされる方は、手を挙げ

ていただきますとマイクを持ってまいりますので、お名前をおっしゃってからご発言をお

願いいたしたいと思います。 
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 どなたかございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特にございませんので、ただいまの桜島町長さんの方からのご発

言は桜島町の意見として受けとめ、今後も鹿児島地区合併協議会において一緒に合併協議

を進めていただくことにいたしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱わさせていただきます。 

 

   △（２）喜入町の住民アンケート調査結果等について 

〇赤崎議長 続きまして、（２）喜入町の住民アンケート調査結果等について、喜入町の

日髙町長さんの方からご報告をお願いいたします。 

 それでは、町長さん、よろしくお願いします。 

〇日髙委員 喜入町の鹿児島地区との合併に関するアンケート調査結果につきましては、

回答票数が９，８２０票、合併に反対というのは６，０３７票、６１．４８％、合併に賛

成の方が３，７０１票、３７．６９％、無効が８２票、０．８３％でございました。 

 それで、協議会の皆さんには大変ご心配をおかけし、恐縮に存じておりますけれども、

現在のところ議会の同意は得ておりませんが、喜入町長として、今回のこのアンケート結

果を真摯に受けとめ、今後、町議会へ離脱についての議案を提案し、離脱の手続を進めて

いくことを表明いたします。 

 構成市町の方々にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようよろしくお願い

を申し上げます。 

 以上です。 

〇赤崎議長 どうもありがとうございました。 

 ただいま喜入町長の方から、住民アンケート調査の結果のご報告があり、そしてその結

果を踏まえて、喜入町長として、当鹿児島地区合併協議会から脱退をするための手続に入

りたいということの表明がございました。 

 何かご質問なり、ご意見等はございませんでしょうか。 

〇前薗委員 ただいま町長から発表がありましたとおり、アンケートの結果はごらんのと
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おりでございます。 

 これにつきましては、合併か反対かというようなアンケートであって、合併か単独かと

いうようなことでなかったというような感じがします。 

 それと、町でも単独で合併懇話会というのを開いているわけですけれども、町主催で各

代表４０名で構成されています。その会が１８日にございました。アンケートの結果、い

ろいろ意見も出たんですけれども、今回のアンケートは、合併か単独かという、その単独

に対してのシミュレーション、少しだけしか出ていなかったというようなことで、あと来

月初旬、議会もございますし、また現在、住民投票の署名も出て、今、審査中というよう

なことですので、本当に皆様方には大変ご迷惑をおかけしますけれども、もう少しの間、

時間をくださいということを住民代表としてお願いするようなことでございます。 

 何といっても単独でやっていくという計画その他、全然みんながわかっていないもんで

すから、もう１回、議会、また住民投票ということも考えておりますので、本当に申しわ

けございませんけれども、少しの時間をいただきたいということをお願いします。 

〇赤崎議長 ほかは。 

〇追立委員 今、私どもの館長の方から報告がありましたように、喜入町は単独という動

きでこの２年間動いてきておりません。ただ、今、町長の発表にあるように、議会に諮っ

ておりません。議会としましたら、きょう町長の方から報告がありましたが、１月８日臨

時会を開きたいというようなことですが、議会では、今、喜入町合併懇話会、この席でも

住民投票、それから単独のシミュレーション、こういうものを早急に出さない限り、アン

ケートでは内容不足というような多数の意見がありました。 

 その中で、１月８日臨時会ということなんですが、合併調査特別委員会では、きょう出

されたのが普通会計の部分だけ出されました。内容にかなりの問題点等々を抱えておりま

すが、特別会計、水道とか介護保険、もろもろのそういう特別会計がまだ出ていないと。

ところが、その特別会計のシミュレーションは１月上旬、日程を正確に出してくださいと

いうことでお願いしているんですが、１０日から１５日あたりになろうかと。それを１月

８日に臨時会を開くということであれば、その２日前までに資料提供を願いたいと。そう

でなければ、内容を把握できないままであれば、町長の発言に対しては不信感を持ったま

ま議決をとらなきゃいけないと、できるだけそういうような状態は避けたいというような

ことで、議会の方も議決はとっておりません。 

 内容的には、ここのメンバーの皆様方にはご迷惑をかけるかもわかりませんが、長い将
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来、こういうようなものを考えますと、もうしばらく時間をいただきたいというのが議会

代表のお願いです。これ以上は申し上げられません。 

〇赤崎議長 今、公民館連絡協議会の前薗さん、そして喜入町議会を代表するというご発

言のもとに追立さんの方からお話がございましたが、町長さんは今のお二人のご発言に対

してどういうふうにお考えになりますか。 

〇日髙委員 私は、けさの特別委員会でもそういうのを申し上げております。１月８日臨

時会をお願いしまして、その場で議会の同意を得たいということを申し上げているところ

でございます。 

〇赤崎議長 今、喜入町のお三人からご発言がありましたが、ほかの委員の皆さん、何か

このことについてご意見ございませんか。 

〇盛満委員 ただいま喜入さんの方から、町長なり委員の方々から聞きましたが、町長と

議会と住民の代表の方も何か歯車がかみ合っていないようなことを、率直に申しますけれ

ども、そういった感じをしています。今後のスケジュールについても、またあと尾を引く

んじゃないかと。少し時間をくださいと、少しが何カ月になるか。住民投票をということ

も今、出ましたけれども、住民投票をすれば恐らく２カ月、３カ月かかると思いますよ。

そういったことで、この前、アンケートをとって、１月でも住民投票をするというのはち

ょっとおかしいんじゃないかという考えを持っていますけどね。 

 だから、その辺をちょっとはっきりとしてもらわんと、我々は今後、１市５町でやって

きた、きょうは１０回目ですけれども、今までやってきたのは何かとこう言われる。ちょ

っと町長と委員の方が歯車が合わんような気がしますので、そういった時間的にも、我々

は１１月１日を目標に設定をして進めているんですので、その辺をちょっと会長なり事務

局なり、今後そういったことをいつまで喜入さんの時間を待つのか、その辺は明確にやっ

ぱり示してもらわなければ、我々もまた持ち帰って報告をしなくてはなりませんので、そ

の辺もちょっと。 

〇赤崎議長 言えるかね、今の時点で。 

〇成清事務局長 今、郡山町の方からの委員のお質しで、いつまで待つことができるのか、

そのリミットをというようなことでございましたが、大変申しわけございませんけれども、

現時点でいつまで待てるかというのは、ちょっと私どもも考えというものは持っていない

ところでございます。 

〇盛満委員 事務局としてはそういった考えは持っていないとこう言われますけれども、
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そうだったら、我々はここのこの委員会で、やっぱりいつごろまではというそういったこ

ともある程度決めておかないと、今後の喜入さんにとっても、目標がなくて、ただ「時間

をください、時間をください」じゃちょっと、我々も帰って議会に、特別委員会に報告を

しなくてはなりませんので、その辺は喜入さんの方で何かございましたら。 

 町長さん、議会の方もですけど、ちょっと歯車が合わんようなことを言われますので、

その辺をいつまでに結論が出るのか、町長さんもさっきはもう臨時会もお願いをしてある

と言われましたけれども、その辺も明確に示してもらわんと、ちょっと我々も委員として

納得がいかんような気がしますけれどもね。 

〇日髙委員 臨時会は１月８日に計画をして、お願いをしようというふうにしております

ので、議会の同意をそこでいただきたいというふうに考えております。 

〇赤崎議長 一つ確認しますが、町長さん、１月８日の臨時会には、離脱についての議案

の提案をされるということですね。 

〇日髙委員 そうです。 

〇赤崎議長 その日に、町長として。 

〇日髙委員 はい。 

〇赤崎議長 ほかは何か。 

〇大西委員 私は２～３回欠席をしておりますから、そのときに説明があったかと思いま

すが、桜島の住民投票結果、喜入町の合併に関するアンケート調査結果、これは全然性格

が違うと思うんですけれども、これを基準にして、「反対」「賛成」を判断していいんで

しょうか。その辺をちょっとお伺いします。 

〇赤崎議長 住民の意思を問う方法はいろいろあると思います。住民投票もその一つ、ア

ンケート調査もその一つ、そしてそれを尊重するか否か、あるいはその結果に基づいてど

ういう対応をするかというのは、まず第一義的にはそこの町長さんが自ら決断をされるこ

とであり、そしてまたそのことを議会に報告して、議会の了承を得るという手続をとる必

要がありましょうし、そのことをやっていかなきゃならんと思いますが、ここの協議会で

それのどっちがいいとかこっちがいいとか、あるいはそれをどうするかというのは協議会

ではやっぱり決めるべきことでなくて、それぞれの町の独自性にお任せをするということ

だろうと思っております。 

〇大西委員 そうですか。 

 それと、住民投票の賛否の項目がございますよね。それからアンケートもあると思いま
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す。そういうのはここに出てこなくてもいいんですか。 

〇赤崎議長 だから、それは、住民投票なりあるいはアンケートも総合的なものとして出

てくるわけですから、例えば私はこの項は賛成、この項は反対じゃなくても、こういうこ

とを考えて、まちづくり計画とかそういうものも含めて総合的に住民の皆さんが賛成か反

対かをお決めになりますので、そのことはもう直接関係はないというふうに考えていただ

いていいと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、今、郡山の盛満委員の方からのご意見もございました。そしてその前に喜入

町から３人のご意見の開陳がありましたけれども、町長さんと２人の委員さんの間にはニ

ュアンスの違い、考え方の違いがあるようでございます。 

 そこで、私の方から申し上げたいと思いますが、先ほど確認をいたしましたとおり、町

長さんとしては、法律に基づいて、鹿児島地区の合併協議会から喜入町は脱退をすると、

離脱をするということについての議案を正式に１月８日の議会に提案をするということを

明言をされておりますので、当然１月８日の喜入町の臨時会にはそのことの提案がなされ

ると、このように考えなければならないと思っております。 

 残る１市４町としては、喜入町の１月８日の臨時会における議案の審議結果によって、

今後、正式な手続を進めていかなければならない。１市４町の方も、もしその結果によっ

ては、それぞれの議会に規約の改正案を提案をしていかなければならないと、それがいわ

ゆる法に基づく手続だと思っております。 

 したがいまして、喜入町長の方から、１月８日の臨時会に正式な議案として離脱をする

という議案が議会に提案をされますので、きょうのところは、その１月８日の喜入町議会

の議決の結果がどうなるのか、まずそれをやっぱり見定めなければどうにも動きがとれな

いことだろうと思っておりますので、きょうのところは、その結果がどうなるか、いわゆ

る町長の提案どおり離脱と決まるのか、あるいは否決になるのか、あるいは住民投票との

関係を考えて継続審査になるのか、あるいはその後、住民投票条例をどうされるのか、喜

入町当局と議会との間でもまだ手続が残されておりますので、先ほど途中まで言いかけま

したが、１月８日の喜入町の臨時会の結果を、まず、結果がどう出るか、それを見定める

と。そして、今、盛満委員がおっしゃったように、あと残された１市４町の合併をどうす

るかということは、その後また協議をしていかなければなりませんが、それを進めていく

とすれば、時間としてはそう多くの余裕はないだろうと思っておりますので、できるだけ
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早くその１月８日の喜入町議会の審議結果を見定めて、そしてできるだけ早く１市４町の

今後についての当協議会の協議を進めていくと、こういうことしかきょうのところはない

のではないのかなあと思いますが、いかがでしょうか、皆様方。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 よろしゅうございますでしょうか。 

 事務局、それで間違いないかな。 

〇成清事務局長 はい。 

〇赤崎議長 事務局の方としても、いろいろな法的な手続その他で間違いはないというこ

とでございますので、１市４町としてはそういう対応をしていくと。まず１月８日の喜入

町の臨時会の議決の結果を見守ると、そしてそれを踏まえて、できるだけ早く次の対応を

当協議会としても考えていくと、こういうまとめでよろしいでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そういうことで当協議会としての今後の対応をさせていただきたいと存じま

す。 

 それでは、喜入町におかれましては、１月８日の議会に諮られて、その結果はできるだ

け早く当協議会の方にひとつご報告をお願いをしたいと思います。そのことをお願い申し

上げておきます。 

 それでは、予定をいたしました協議はこれで終わります。 

 

   △その他 

〇赤崎議長 次に、会議次第の４、その他に入ります。 

 まず、委員の皆様方から何か協議議題以外にありましたら。 

 先生の方ではもう特にございませんか。 

〇宮廻委員 はい。 

〇赤崎議長 藤元さん、よろしいですか。 

〇藤元委員 はい。 

〇赤崎議長 ほかの委員の皆様方、よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、次の協議会の開催について、事務局の方からご説
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明を申し上げます。 

〇成清事務局長 次の協議会、第１１回の鹿児島地区合併協議会の開催の日時についてで

ございますが、ただいま喜入町の町長のご報告の後、議長の方でまとめていただきました

が、喜入町の議決の結果を見守るとこういうことでございましたので、次回の開催日につ

きましては、本日のところは決定できない状況でございます。 

 したがいまして、次回の開催日時等につきましては、決定し次第、速やかに委員の皆様

方にはお知らせをしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 ありがとうございました。 

 次回はそういうことで、きょう日時の決定はできませんけれども、私の方からも申し上

げましたように、やっぱりいろんなことを考えると、できるだけ早く次回は開いていくと

いうことが求められておると思いますので、委員の皆様方、正月早々いろいろとご都合も

あろうと思いますが、その節はひとつ万障繰り合わせてご出席を賜りたいと思っておりま

す。 

 ほかはよろしゅうございますか。鹿児島はよろしいですか、長田議長、よろしいですか。 

〇長田委員 はい。 

 そちらはよろしゅうございますか。 

   ［「なし」という者あり］ 

 

   △閉  会 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、本日の協議会はこれで終わらせていただきます。 

 年末大変ご多忙のところをご出席を賜りまして、心から感謝を申し上げたいと存じます。 

 今後のことにつきましても、それぞれひとつよろしくご協力をいただきたいと存じます。 

 きょうは本当にありがとうございました。 

午後３時３０分閉会 

 


