
第 ７ 回

三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会

会 議 資 料

平成１５年１０月２２日

三野町・三好町・井川町・三加茂町



第７回三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会日程

日程 １ 開 会

日程 ２ 会長挨拶

日程 ３ 会議録署名委員の指名

【報告事項】

日程 ４ 報告第２９号 第１回臨時新町名称検討小委員会報告について････････１

日程 ５ 報告第３０号

第１回臨時・第６回新町まちづくり計画策定小委員会報告について ････４

日程 ６ 報告第３１号 第５回新町事務所位置検討小委員会報告について･･････８

【協議事項】

日程 ７ 協議第２６号 特別職の職員の身分の取扱いについて･･････････････１０

日程 ８ 協議第２７号

各種事務事業の取扱い（広報・広聴事務関係）について ･･･････････２０

【その他】

日程 ９ 第８回合併協議会の日程について ･･･････････････････････････････２９

日程１０ 閉 会
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 日程４                 報告第２９号 
                
○ 第１回 臨時新町名称検討小委員会報告 
 
・日 時  平成１５年９月１８日（木） 
      午後３時４０分～午後３時５５分 
 
・場 所  合併協議会事務所大会議室 
 
・出席者  委員６名（８名中）、事務局５名 
委 員（第２号委員：職員、第５号委員：学識経験者） 
区 分 三 野 町 三 好 町 井 川 町 三加茂町 

職   員 〈欠席〉 〈欠席〉 福田 功稔 田岡 正憲 

学識経験者 宮内 和春 秋田 唯夫 土井 清子 前田 満子 

事務局 事務局長：大溝公二、総務班員：宮内克彰 
 
・欠席者 委員２名 三野町：久保惇、三好町：土井義弘  
 （上記２名は同時開催の新町まちづくり計画策定小委員会に出席したため。） 
 
・会議開催の理由 
 井川町が住民アンケートを実施する事にともない、合併協議会本会議におい
て「名称の公募期間」の再協議を求められたため。 
 
・第１回臨時新町名称検討小委員会会議次第 
１ 開 会 
２ 委員長挨拶 
３ 議 事 

議題８  新町の名称候補の決定方法（案）について 

議題１１ 第５回新町名称検討小委員会会議開催日程（案）について 

４ 次回提案事項について  
５ 閉 会 
 

 
 



・協議内容の概要 

合併協議会本会議において再協議を求められたため、臨時小委員会を開催する。 

議題８  新町の名称候補の決定方法（案）について 

【確認事項】 「募集要領」のうち「公募期間」を白紙とする事で確認 

募  集  要  領 
区 分 内         容 

応 募 資 格 徳島県内在住者（但し、小学生未満の方は応募できません） 

応 募 方 法 
○はがき  ○専用応募用紙  ○電子メール  ○ＦＡＸ 
○封書   ○ホームページの応募フォーム 

周 知 方 法 

○協議会だより（４枚綴りの応募用ハガキを添付する） 
○４町の広報誌  ○新聞紙上  ○県内の機関誌等 
○協議会ホームページ 
○応募用チラシ（兼専用応募用紙）配布 

◇徳島県の各機関  ◇徳島県内５０市町村の役場(所) 
◇４町内の郵便局  ◇４町内の小中学校   
◇三好郡内の公立高等学校  ◇その他 

公 募 期 間  

記 載 内 容 
○新町の名称（ふりがな）  ○名称の意味又は理由 
○住所  ○氏名（ふりがな） ○年齢又は学校名･学年  ○電話番号 
○メールアドレス(省略可)  【※メールアドレス以外は全て記入する事】 

応 募 制 限 
○応募は、応募方法に掲げるいずれかの方法で、お一人様１点限りとする。

（複数応募された場合は全て無効となります） 

選 定 方 法 

① 全ての応募作品の「新町名」「ふりがな」の一覧表及び全ての応募点数

の「新町名」「ふりがな」「意味又は理由」の一覧表を小委員会委員に

送付する 
② 委員はこの中から１０点以内を選定し、小委員会へ提出する 
③ 提出された②を集計し、集計結果を基に、小委員会で協議によって５

作品を選定する。（協議によって選定をすることが困難な場合には、小

委員会委員による投票によって、５作品を選定する。） 
④ ③で選定された５作品を協議会に報告し、最終決定する 

選 定 基 準 

○新町にふさわしい名称    ○読み書きが容易である名称 
○既存の市町村名に無い名称 

○｢三野町
み の ち ょ う

｣｢三好町
みよしちょう

｣｢井川町
いかわちょう

｣｢三加茂町
み か も ち ょ う

｣（現在の町名）は不可とする 
○記号・ローマ字・算用数字を使用した名称は不可とする 

 - 2 -



 

懸 賞 等 

○名付け親大賞 １名 １０万円の賞金又は商品券 
 （決定された名称への応募者の中から大賞を決定） 

○特別賞 １０名以内 １万円の賞金又は商品券 
 （決定された名称への応募者の中で名付け親大賞の抽選から漏れた方の中から決定） 

○参加賞 １０名 ５千円の賞金又は商品券 
 （全ての応募者の中で、名付け親大賞及び特別賞から漏れた者の中から決定） 

備 考  

○応募作品の軽微な補作は可能とする 
○応募作品に関する一切の権限は、当合併協議会に帰属する 
○応募された候補名ごとの応募件数の多少は、新町名称の決定等に影響し

ない 
○応募者全員にお礼状を送付する 
○名付け親大賞の当選者は、合併協議会で表彰すると共に、合併時のセレ

モニー等へ来賓として招待する 

応 募 先 

（問い合せ先） 

三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会事務局 

〒771-2303 徳島県三好郡三野町大字勢力 768 番地の 1 
 TEL (0883)76-2227   FAX (0883)77-2977 

E-mail office@miyoshigunnai-gappei.jp 
 URL http://www.miyoshigunnai-gappei.jp 

 
 
議題１１ 第５回新町名称検討小委員会会議開催日程（案）について 

【確認事項】 平成１５年１０月２２日水曜日  

       第７回合併協議会終了後 

      合併協議会事務所大会議室 

       に変更する事で確認 

 

その他 次回提案事項について  

【確認事項】 新町の名称候補の決定方法（案）について 
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 日程５                報告第３０号 
○第１回臨時新町まちづくり計画策定小委員会報告 

 

・日 時 平成１５年９月１８日（木） 

      午後３時４０分～午後４時００分 

・場 所 合併協議会事務所大会議室 

・出席者 委員１０名（１２名中）、事務局３名 

   委員（第２号委員：助役、第４号委員：議員、第５号委員：学識経験者） 

区   分 三 野 町 三 好 町 井 川 町 三加茂町 

助   役 久保 惇 土井 義弘 〈欠 席〉 〈欠 席〉 

議   員 藤本総一郎 重田 春雄 近藤武十郎 鈴木 常治 

学識経験者 山本佳代子 横関ヨシ子 大西 正信 横田 啓二 

  事務局 次長：平島誠司、計画班長：黒島新二、計画班員：片山秀和 

・欠席者  委員２名 井川町：福田功稔、三加茂町：田岡正憲 

       （上記２名は同時開催の新町名称検討小委員会に出席したため。） 

・会議開催の理由 

 井川町の住民アンケート実施による当委員会の確認議題項目の調整について

協議を行うため。 

 

・第１回臨時会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議 事 

 （1）４町タウンウォッチング日程の調整について 

 （2）まちづくりアンケートの実施時期について 

４ 閉 会 
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・協議内容の概要 

３ 議事 

議題第 1号 ４町タウンウォッチング日程の調整について 

 【確認事項】第５回小委員会の議題第 14 号にて決定していた４町タウンウォ

ッチングの日程において、井川町の予定日が平成 15 年 10 月 21 日

となっていた件について協議し、三好町の予定日（平成 15 年 11

月 25 日）と入れ替えることで確認。 

 

議題第 2号 まちづくりアンケートの実施時期について 

 【確認事項】まちづくりアンケートの実施を新町名称公募（９月下旬）に併

せて実施する方向で検討していたが、第７回合併協議会終了後（井

川町の住民アンケートの結果判明後）に早急に実施することで確

認。 
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○第６回 新町まちづくり計画策定小委員会報告 

 

・日 時 平成１５年１０月１日（水） 

      午後１時３０分～午後２時４５分 

・場 所 合併協議会事務所大会議室 

・出席者 委員１１名（１２名中）、事務局４名（局長他３名） 

   委員（第２号委員：助役、第４号委員：議員、第５号委員：学識経験者） 

区   分 三 野 町 三 好 町 井 川 町 三加茂町 

助   役 久保 惇 土井 義弘 福田 功稔 田岡 正憲 

議   員 藤本総一郎 重田 春雄 近藤武十郎 鈴木 常治 

学識経験者 山本佳代子 〈欠 席〉 大西 正信 横田 啓二 

  事務局 局長：大溝公二、次長：平島誠司、計画班長：黒島新二、 

      計画班員：片山秀和 

・欠席者  委員１名  三好町：横関ヨシ子 

・傍聴者  １名 

・第６回会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 報告事項 

４ 議 事 

 （16）新町まちづくり計画策定の今後の進め方 

 （17）新町まちづくり計画の基本方針 骨子（案）について 

 （18）第７回小委員会の日程（案）について 

 ５ その他 

６ 閉 会 
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・協議内容の概要 

３ 報告事項 
【確認事項】第 5 回新町まちづくり計画策定小委員会、第１回臨時新町まち

づくり計画策定小委員会の協議内容については、報告書のとおり

確認。 
４ 議事 
議題第 16 号 新町まちづくり計画策定の今後の進め方 

 【確認事項】第２回小委員会にて承認済みのまちづくり計画の構成をもとに

今後の協議の進め方やアンケートの位置づけ、住民への周知の方

法について概略的に事務局から説明され、基本的に原案どおりの

方向性にて進めることで確認。 
議題第 17 号 新町まちづくり計画の基本方針 骨子（案）について 

【継続協議】Ⅲ基本方針部分における基本目標、基本方針について、事務局

から構成と内容について説明され、今後は原案を基本とし、まち

づくりアンケートの結果を踏まえ、柔軟に協議を進めることで確

認。 
議題第 18 号 第７回小委員会日程（案）について 

 【確認事項】平成１５年１１月５日水曜日 午後１時３０分から 
       合併協議会事務所 

５ その他 
 【確認事項】10月実施予定であるタウンウォッチングの日程等について確認。 
 



 日程６                  報告第３１号 
 

○ 第５回 新町事務所位置検討小委員会報告 

 

・日 時 平成１５年１０月２日（木）午後２時０１分～午後２時５５分 

 

・場 所 合併協議会事務所大会議室 

 

・出席者 委員１１名（１２名中）、事務局５名 

  委員（第１号委員：町長、第３号委員：議長、第５号委員：学識経験者） 

区   分 三 野 町 三 好 町 井 川 町 三加茂町 

町   長 竹重 義博 西尾 大生 中瀧 清文 川原 義朗 

議   長 高橋 照久 藤本 政夫 近藤  積 安藤 孝明 

学識経験者 藤川 隆幸 安宅 昌之 〈欠席〉 川原 芳明 

事務局 事務局長：大溝公二、事務局次長：平島誠司、総務班長：千葉正明、

総務班員：宮内克彰、総務班員：谷藤哲也 

・欠席者 委員１名 井川町：岸上 清 

 

・第５回会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長挨拶 

３ 報告事項 

４ 議 事 

  （１）庁舎の利用方式について 

  （２）本庁舎の決定について 

  （３）第６回新町事務所位置検討小委員会会議開催日程（案）について 

 ５ その他   

６ 閉 会 
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・協議内容の概要 

 
４ 議事 
議題第９号 庁舎の利用方式について 

  【確認事項】分庁方式を採用し、各庁舎に総合窓口を設置する。 
        （分庁方式＋総合支所方式） 

        
  議題第 11 号 本庁舎の決定について 

【継続協議】本庁舎に、部署・職員をどのように配置するかなど、事務組織の

機構を整理した上で、再度協議を行いたい。 
      また、本庁舎・議場等を増築する場合、どの程度の費用が発生し、

新町まちづくり計画に計上できるのかを調査したい。 
      なお、電算システム・まちづくり計画策定等、本庁舎の決定が急

がれるので次回で決定したい。 

 
議題第 12 号 第６回新町事務所位置検討小委員会会議開催日程 

  【確認事項】平成１５年１１月６日木曜日 午後１時３０分から 
        合併協議会事務所大会議室 

 
５ その他 

   合併後の先進地を視察し、今後の協議に生かしたいとの提案。 

  【確認事項】提案のとおり確認。日程については未定。 



 日程７              協議第２６号 
 
 

特別職の職員の身分の取扱い（案）について 
 
 
特別職の職員の身分の取扱いについて提出する。 

 
 

平成１５年１０月２２日 提出 
 
 

三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

特別職の職員の身分の取扱い 

 
 特別職(議会議員、農業委員会の委員及び消防団員は除く。)については、その

設置、人数、任期、報酬について法令等の定めるところに従い、次のとおり調

整する。 
１．町長、助役、収入役及び教育長の任期については、法令等の定めるとこ

ろによる。報酬の額は、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調

整する。 
２．教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委

員及び固定資産評価審査委員会の委員の数・任期については、法令の定

めるところによる。報酬の額は、現行報酬額及び同規模の自治体の例を

もとに調整する。 
３．その他の条例で定める特別職については、４町すべてに設置されていて、

新町において引き続き設置する必要のあるものは原則として統合し、そ

の他のものについては、合併までに調整し、新町発足時より設置する。

人数、任期、報酬額等は、同規模の自治体の例をもとに調整する。 
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（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　町長、助役、収入役、教育長、各種審議会委員等の特別職は、「新設合併」の場合、身分を失
い、新町で新たに選挙、選任されることになる。
　新町の町長が選出されるまでの間、町長の職務執行者を合併関係町の首長の中から選定する必要
がある。

特別職の職員の身分の取扱い

協議会への
提 案 内 容

　特別職(議会議員、農業委員会の委員及び消防団員は除く。)については、その設置、人数、任
期、報酬について法令等の定めるところに従い、次のとおり調整する。

１．町長、助役、収入役及び教育長の任期については、法令の定めるところによる。報酬の額は、
　現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。

２．教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員及び固定資産評価審
　査委員会の委員の数・任期については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行報酬額及
　び同規模の自治体の例をもとに調整する。

３．その他の条例で定める特別職については、４町すべてに設置されていて、新町において引き続
　き設置する必要のあるものは原則として統合し、その他のものについては、合併までに調整し、
　新町発足時より設置する。人数、任期、報酬額等は、同規模の自治体の例をもとに調整する。
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８．特別職の職員の身分の取扱い

１．三役の任期及び給与 １．三役の任期及び給与 １．三役の任期及び給与 １．三役の任期及び給与

○任期 ○任期 ○任期 ○任期
町　長　平成15年5月1日～ 町　長　平成14年5月20日～ 町　長　平成14年7月20日～ 町　長　平成15年4月30日～ 【町長】 【町長】

平成19年4月30日 平成18年5月19日 平成18年7月19日 平成19年4月29日
助　役　平成15年5月29日～ 助　役　平成14年5月29日～ 助　役　平成12年4月1日～ 助　役　平成15年7月4日～

平成19年5月28日 平成18年5月28日 平成16年3月31日 平成19年7月3日
収入役　【不在】 収入役　平成14年5月29日～ 収入役　平成12年4月1日～ 収入役　平成15年7月4日～

平成18年5月28日 平成16年3月31日 平成19年7月3日

○給料及びその他の給与 ○給料及びその他の給与 ○給料及びその他の給与 ○給料及びその他の給与
【助役】 【助役】

〈給料〉 〈給料〉 〈給料〉 〈給料〉
【現行の給料月額:684,000円】
町　長　月額　760,000円 町　長　月額　740,000円 町　長　月額　739,000円 町　長　月額　754,000円
【現行の給料月額:548,640円】
助　役　月額　609,600円 助　役　月額　593,200円 助　役　月額　592,800円 助　役　月額　603,100円

【収入役】 【収入役】
収入役　月額　578,900円 収入役　月額　562,800円 収入役　月額　562,500円 収入役　月額　565,700円

〈期末手当〉 〈期末手当〉 〈期末手当〉 〈期末手当〉

　６月　100分の170 　６月　100分の170 　６月　100分の155 　６月　100分の170
１２月　100分の180 １２月　100分の180 １２月　100分の170 １２月　100分の180

期末手当基礎額 期末手当基礎額 期末手当基礎額 期末手当基礎額

〈費用弁償〉 〈費用弁償〉 〈費用弁償〉 〈費用弁償〉

条例の附則において、平成１４年４月１
日より町長及び助役の給料月額は、１０
０分の１０に当たる額を減じて得た額と
している。

・助役は、合併の日の前日に失
職。
・新しい町長が選挙されてか
ら、議会の同意を得て、選任す
ることとなる。

・新町の助役は、新町長が議会
の同意を得て、選任する。
・給与等の額は、現行の給与の
額等及び同規模の自治体の例を
もとに調整する。

　三加茂町職員の旅費に関
する条例の規程に基づいて
支給する。

・新町設置後、新町長が就任す
るまでの間の町長職務執行者
は、４町の町長等が協議、調整
する。
・給与等の額は、現行の給与の
額等及び同規模の自治体の例を
もとに調整する。

・収入役は、合併の日の前日に
失職。但し、収入役が欠けた場
合、職務代理者を置くこととな
る。

・新町の収入役を新町議会の同
意を得て選任するまでの間は、
町長職務執行者が収入役職務代
理者を選任する。
・新町の収入役の給与等の額
は、現行の給与の額等及び同規
模の自治体の例をもとに調整す
る。

・新設合併により、合併関係町
は、消滅するため、町長は失職
する。
・町長が選挙されるまでの間、
町長等の協議により、町長職務
執行者を定める。

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針

特別職の職員の身分の取扱い

三 加 茂 町

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

　給料及び扶養手当の月額
並びにこれらに対する調整
手当の月額の合計額

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

　三野町職員の旅費に関す
る条例による。

　三好町職員の旅費に関す
る条例による。

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

  井川町職員の旅費に関す
る条例による。
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２．教育長任期及び給与 ２．教育長任期及び給与 ２．教育長任期及び給与 ２．教育長任期及び給与

○任期 ○任期 ○任期 ○任期 【教育長】 【教育長】
教育長　平成12年10月1日～ 教育長　【不在】 教育長　平成15年5月25日～ 教育長　平成13年5月18日～

平成16年9月30日 平成19年5月24日 平成17年5月17日

○給料及びその他の給与 ○給料及びその他の給与 ○給料及びその他の給与 ○給料及びその他の給与

〈給料〉 〈給料〉 〈給料〉 〈給料〉
【現行の給料月額:498,240円】
教育長　月額　553,600円 教育長　月額　540,400円 教育長　月額　529,500円 教育長　月額　550,100円

〈期末手当〉 〈期末手当〉 〈期末手当〉 〈期末手当〉

　６月　100分の170 　６月　100分の170 　６月　100分の155 　６月　100分の170
１２月　100分の180 １２月　100分の180 １２月　100分の170 １２月　100分の180

期末手当基礎額 期末手当基礎額 期末手当基礎額 期末手当基礎額

〈費用弁償〉 〈費用弁償〉 〈費用弁償〉 〈費用弁償〉

協　議　項　目 特別職の職員の身分の取扱い

課　　題井　川　町

・教育長は、合併の日の前日に
失職。
・教育委員会の委員が新町の議
会の同意を得て任命されるまで
の間、職務執行者によって、臨
時に選任された教育委員会の委
員の互選により決定。

・教育委員会の委員が新町の議
会の同意を得て、任命されるま
での間、町長職務執行者が、４
町の教育委員会の委員から新町
の教育委員会の委員を臨時に選
任する。また、それらのものの
互選により、臨時の教育長とな
る。
・給与等の額は、現行の給与の
額等及び同規模の自治体の例を
もとに調整する。

　給料及び扶養手当の月額
並びにこれらに対する調整
手当の月額の合計額

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

三　好　町 具体的調整方針三 加 茂 町

  井川町職員の旅費に関す
る条例の規定に基づいて助
役及び収入役が受ける旅費
をその例により支給する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

　三好町職員の旅費に関す
る条例の規定に基づいて助
役等特別職相当額を支給す
る。

  三加茂町職員の旅費に関
する条例の規定に基づいて
助役及び収入役が受ける旅
費をその例により支給す
る。

　三野町職員の旅費に関す
る条例の規定に基づいて助
役等常勤の特別職相当額を
支給する。

条例の附則において、平成１４年４月１
日より給料月額は、１００分の１０に当
たる額を減じて得た額としている。
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３．議会議員任期及び報酬 ３．議会議員任期及び報酬 ３．議会議員任期及び報酬 ３．議会議員任期及び報酬

・任期 ・任期 ・任期 ・任期 【議会議員】
議　員　平成15年5月1日～ 議　員　平成15年4月30日～ 議　員　平成15年4月30日～ 議　員　平成15年4月30日～

平成19年4月30日 平成19年4月29日 平成19年4月29日 平成19年4月29日

・報酬及び費用弁償 ・報酬及び費用弁償 ・報酬及び費用弁償 ・報酬及び費用弁償

〈報酬〉 〈報酬〉 〈報酬〉 〈報酬〉

議　長　月額　248,670円 議　長　月額　269,700円 議　長　月額　269,000円 議　長　月額　280,800円

副議長　月額　213,660円 副議長　月額　231,300円 副議長　月額　230,600円 副議長　月額　236,400円

議　員　月額　177,750円 議　員　月額　192,400円 議　員　月額　192,200円 議　員　月額　197,400円

〈期末手当〉 〈期末手当〉 〈期末手当〉 〈期末手当〉

　６月　100分の170 　６月　100分の170 　６月　100分の155 　６月　100分の170
１２月　100分の180 １２月　100分の180 １２月　100分の170 １２月　100分の180

期末手当基礎額 期末手当基礎額 期末手当基礎額 期末手当基礎額

〈費用弁償〉 〈費用弁償〉 〈費用弁償〉 〈費用弁償〉

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

・議会議員の定数及び任期の取
扱いについては、別途協議す
る。

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

　給料の月額及びその給料
の月額に100分の15を乗じて
得た額の合計額

井　川　町

  三加茂町議会議員等の報
酬及び費用弁償支給に関す
る条例による。

　三好町議会議員の報酬、
費用弁償及び期末手当に関
する条例による。

課　　題三 加 茂 町三　好　町

  井川町議会議員の報酬及
び費用弁償等に関する条例
による。

特別職の職員の身分の取扱い協　議　項　目

　給料及び扶養手当の月額
並びにこれらに対する調整
手当の月額の合計額

　三野町議会議員の報酬、
費用弁償及び期末手当に関
する条例による。
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４．各種委員等の報酬 ４．各種委員等の報酬 ４．各種委員等の報酬 ４．各種委員等の報酬
（地方自治法第180条の5） （地方自治法第180条の5） （地方自治法第180条の5） （地方自治法第180条の5）

教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会 【教育委員会の委員】
委員長　年額158,100円 委員長　年額156,000円 委員長　年額154,000円 委員長　年額173,000円
委　員　年額121,300円 委　員　年額121,000円 委　員　年額121,000円 委　員　年額148,000円

選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会
委員長　年額 90,700円 委員長　年額 90,000円 委員長　年額 90,000円 委員長　年額97,000円
委　員　年額 80,500円 委　員　年額 80,000円 委　員　年額 80,000円 委　員　年額91,000円 【選挙管理委員会の委員】

補充員　日額  7,000円

公平委員会 公平委員会 公平委員会 公平委員会
【徳島県委託】 【徳島県委託】 【徳島県委託】 【徳島県委託】

【監査委員】
監査委員 監査委員 監査委員 監査委員

学識経験者委員年額155,000円 学識経験者委員年額154,000円 学識経験者委員年額151,000円 学識経験者委員年額173,000円
議会選出委員　年額 83,600円 議会選出委員　年額 82,000円 議会選出委員　年額 82,000円 議会選出委員　年額102,000円

農業委員会 農業委員会 農業委員会 農業委員会
会　長　年額113,200円 会　長　年額 99,000円 会　長　年額 97,700円 会　長　年額122,000円 【農業委員会の委員】
副会長　年額105,000円 副会長　年額 89,000円 副会長　年額 89,000円 副会長　年額 91,000円
委　員　年額 98,900円 委　員　年額 83,000円 委　員　年額 82,000円 委　員　年額 86,000円

固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会 【固定資産評価審査委員会の委員】

委員長　年額 14,200円 委員長　年額 15,000円 委員長　年額 14,000円 委員長　年額 15,000円
委　員　年額 14,200円 委　員　年額 15,000円 委　員　年額 14,000円 委　員　年額 15,000円

５．各種委員等の報酬 ５．各種委員等の報酬 ５．各種委員等の報酬 ５．各種委員等の報酬

消防団 消防団 消防団 消防団 【消防団】
団　　長　年額104,000円 団　　長　年額105,000円 団　　長　年額105,000円 団　　長　年額104,000円
副 団 長　年額 80,500円 副 団 長　年額 79,000円 副 団 長　年額 78,500円 副 団 長　年額 76,000円
分 団 長　年額 62,200円 分 団 長　年額 63,000円 分 団 長　年額 62,500円 分 団 長　年額 61,000円
副分団長　年額 36,700円 副分団長　年額 39,000円 副分団長　年額 40,000円 副分団長　年額 33,000円
部　　長　年額 36,700円 部　　長　年額 33,000円 部　　長　年額 29,000円
班　　長　年額 21,400円 班　　長　年額 29,000円 班　　長　年額 27,000円

団　　員　年額 14,000円

・農業委員会委員の定数及び任
期の取扱いについては、別途協
議する。

・議会において選挙されるまで
の間、従来の委員の互選により
定める。

・新町長が選挙されるまでの間
は、町長職務執行者が従来の委
員のうちから選任。

【教育委員会の委員】【選挙管
理委員会の委員】【監査委員】
【固定資産評価審査委員会の委
員】の身分の取扱いについて
は、法に特段の定めのある場合
は、その規定を適用し、規定の
ない場合は、協議して定める。

・報酬の額は、現行報酬額及び
同規模の自治体の例をもとに調
整する。

・委員は、合併の日の前日に失
職。
・設置選挙後、最初に招集され
る議会の同意を得て、選任。

・失職した、委員のうちから、
町長職務執行者が、臨時に選任
する。
・設置選挙後、最初に招集され
る議会の会期末まで在任。

・消防団の取扱いについては、
別途協議する。

協　議　項　目 特別職の職員の身分の取扱い

課　　題三 加 茂 町 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町
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国民健康保険運営協議会 国民健康保険運営協議会 国民健康保険運営協議会 国民健康保険運営協議会 その他の特別職は、次の
委員長　年額 22,000円 委員長　年額 28,000円 とおり取り扱うものと

委　員　年額 21,400円 委　員　年額 22,000円 委　員　年額 22,500円 委　員　年額 28,000円 する。
文化財保護審議会委員 文化財保護審議会委員 文化財保護審議会委員 文化財保護審議会委員

年額 10,700円 年額 13,000円 年額 16,500円 年額 11,000円
社会教育委員 社会教育委員会委員 社会教育委員 社会教育委員

年額 10,700円 年額 12,000円 年額 11,500円 年額 11,000円
社会教育指導員 社会教育指導員 社会教育指導員

月額120,000円 月額100,000円 月額110,000円
公民館運営審議会委員 公民館運営審議会委員 公民館運営審議会委員

年額 10,700円 年額  8,000円 年額 11,000円
公民館運営協議会委員

年額 10,700円
公民館長 公民館長 公民館長 公民館長

館　長　年額 85,600円 館　長　月額164,000円 年額 16,500円 三加茂町　月額148,000円
分館長　年額 16,300円 分館長　年額 18,000円 加茂　年額 41,000円

三庄　年額 41,000円
西庄　年額 29,000円
毛田　年額 24,000円
絵堂　年額 29,000円
黒長谷  年額 24,000円
大藤　年額 24,000円

選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会
選挙長　日額13,000円 選挙長　日額15,000円 選挙長　日額12,000円 選挙長　日額11,000円

投票管理者　日額14,000円 投票管理者　日額19,000円 投票管理者　日額13,000円 投票管理者　日額13,000円
開票管理者　日額13,000円 開票管理者　日額15,000円 開票管理者　日額12,000円 開票管理者　日額13,000円
投票立会人　日額13,000円 投票立会人　日額13,000円 投票立会人　日額11,500円 投票立会人　日額12,000円
開票立会人　日額 9,000円 開票立会人　日額10,000円 開票立会人　日額 9,000円 開票立会人　日額12,000円

選挙立会人　日額12,000円
送致立会人　3,000円以内

不在者投票管理者 不在者投票立会人 不在者投票管理者
日額 9,000円 日額 9,000円 日額11,000円

民生委員推薦委員 民生委員推薦協議会委員
年額40,000円 出務１日 5,000円

学校給食運営委員 給食センター運営委員
年額 2,000円 年額 9,000円

合併協議会委員 合併協議会委員 合併協議会委員 合併協議会委員
0円 0円 0円 0円

①現に４町で設置されていて、
新町において引き続き設置する
必要があるものは、原則として
統合する。

②①以外で、設置されているも
のは、合併までに調整する。

③人数、任期、報酬額等は、同
規模の自治体の例をもとに調整
する。

特別職の職員の身分の取扱い

三　野　町 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協　議　項　目

三　好　町 三 加 茂 町井　川　町 課　　題
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学校医 学校医 学校内科医 学校内科医
年額150,000円 小学校（１校）年額117,000円 １校につき　年額 60,000円 年額　100,000円

中学校　　　年額236,000円
学校歯科医 学校歯科医 学校歯科医 学校歯科医

年額140,000円 小学校（１校）年額 56,000円 １校につき　年額 60,000円 年額　150,000円
中学校　　　年額105,000円

学校薬剤師 学校薬剤師 学校薬剤師 学校薬剤師
年額 60,000円 小学校（１校）年額 36,000円 ４校につき　年額 40,000円 年額 　100,000円

中学校　　　年額 52,000円
学校耳鼻咽喉科医 学校耳鼻咽喉科医
検査手数料で児童生徒１人　300円 年額　200,000円

学校眼科医 学校眼科医
１校につき　年額 60,000円 年額　200,000円
英語指導助手

月額　300,000円

体育指導委員 柔剣道場運営審議会委員 部落差別撤廃・人権擁護審議会 歴史民族資料館長
年額 22,400円 年額  5,000円 委員　年額 10,000円 月額 80,000円

常会長 柔剣道場 財産区管理会 資料館運営委員
年額　40,000～75,000円 道場長　　年額302,000円 会長　年額 50,000円 年額 11,000円

副道場長　年額239,000円 委員　年額 50,000円 産業医
特別報酬等審議会 月額 20,000円

委員　日額  6,000円 歴史民俗資料調査専門員
月額150,000円以内

統計調査員
町長が定める額

町有財産管理審議会委員
年額 28,000円

行政改革推進委員
出務１日　5,000円

各種審議会委員
出務１日　5,000円

図書館協議会委員
年額 11,000円

三　野　町 三　好　町 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

特別職の職員の身分の取扱い

三 加 茂 町井　川　町

協　議　項　目

以下　横並び不同
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特別職の職員の身分の取扱い　イメージ図

町　長

助　役

収入役

教育長 臨時教育長

教育委員会

委員長 定められた者

委　員 前委員のうちから臨時に選任 （５人）

選挙管理委員会

委員長 互選された者

委　員 前委員の互選により選任 （４人）

公平委員会 《不在》 県へ委託

監査委員

学識経験者委員

議会選出委員

固定資産評価委員会

委員長

委　員

各種委員会･審議会
･協議会の委員など 条例施行後に任命

町長選挙後最初の議会

地
方
自
治
法
第
一
八
〇
の
五

新町誕生
平成17年3月1日

　※議会議員、農業委員会の委員及び消防団員に身分の取扱いについては、別途協議する。

新町長誕生
（５０日以内に選挙）

常
勤
の
特
別
職

合併
前日

非
常
勤
の
特
別
職

不在 不在

臨時議会

失

職

町長職務執行者 新町長

収入役職務代理者

暫定教育委員会

暫定選挙管理委員会

暫定固定資産評価審査委員会

長が議会
の同意を
得て任命

議会で
選挙

長が議会の同意を得て選任

議員の中から選任

議会の同意を得て選任

監査委員不在期間

長が議会
の同意を
得て選任
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 日程８              協議第２７号 
 
 

広報・広聴事務関係（案）について 
 
 
各種事務事業の取扱いのうち、広報・広聴事務関係について提出する。 

 
 

平成１５年１０月２２日 提出 
 
 

三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

広報・広聴事務関係について 

 
広報・広聴事務については、町政の現状を迅速かつ正確に情報発信するとと

もに、住民の意見や要望を広く的確に把握するため、次のように調整に努める。 
 
１．広報誌等の広報事務については、合併までに調整し、新町発足後に情報

提供の停滞や低下を招かないよう、その充実に努める。なお、新町発足

後、各部署から選任された職員で組織する広報委員会を設置し、広報全

般のサービス向上を図る。 
 
２．広聴事務については、合併までに調整し、新町発足時より実施するとと

もに、住民が提言を行ったり、不安・懸念等を相談し易い環境作りに努

める。 
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企画部会 広報広聴分科会

協定項目

協議会への

提 案 内 容

協定項目の

説 明

　新町の行政方針及び事務事業の内容等を、迅速かつ正確に住民に周知するとともに、合併後の行政に住民の声を反映させ
るシステムを充実させ、新しい町づくりについての住民の意見や、生活に対する不安・懸念等に十分に対応できる体制を確
立することが必要である。

　１．広報誌等の広報事務については、合併までに調整し、新町発足後に情報提供の停滞や低下を招かないよう、その充実
　　　に努める。なお、新町発足後、各部署から選任された職員で組織する広報委員会を設置し、広報全般のサービス向上
　　　を図る。

　２．広聴事務については、合併までに調整し、新町発足時より実施するとともに、住民が提言を行ったり、不安・懸念等
　　　を相談し易い環境作りに努める。

（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

２４－４．広報・広聴事務関係
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・自治会に対する補助金・交付金
　との関連があるので、他の調整
　項目の中で協議のうえ、合併ま
　でに統一調整し、新町発足時よ
　り適用する

・広報担当者では議会内容及び発
　言の全てを把握することは困難
　であるため、議会の概要を掲載
　することとする

　議会開催毎にその全
発言及び内容を掲載し
ている

　議会の概要を掲載 　議会の概要を掲載 　議会の概要を掲載

・町内会長を通じて毎
月第１木曜日に配布
・町外ふるさと会員及
び官公庁等は郵送

・町内会へ振興金
・町内会長へ謝礼

・毎月発行日に常会毎
に袋詰めし、各常会長
宅に配達し、各戸配布
・山間部、町外につい
ては郵送

・常会へ振興金
・常会長へ謝礼

その他：２色 その他：２色

・基本ページ数は１６ページとし
　、担当者の判断により増減する
　ことができる

（増減あり） （増減あり） （増減あり） （増減あり） 基本ページ数の決定が必要
12 １６～１８

４．サイズ Ａ４版 Ａ４版 Ａ４版

６．基本印刷色

議会の掲載内容に差異12．議会広報との関連

５．基本ページ数

・基本印刷色は表裏をカラー、そ
　の他は２色印刷とする
・発行部数は１０,０００部とす
　る

・発行月の１０日に各
振興会毎に封筒に入
れ、振興会長宅に配達
し、各戸配布
・配布１戸（１配布）
につき１００円の委託
料を振興会に支払う。
その他の振興金はなし
・振興会長へは謝礼

・毎月月末に封入し、
各自治会の広報世話人
まで配達し、各戸配布
・山間部は郵送

・自治会へ振興金
・年度末に各広報世話
人に謝礼

配布方法に差異

発行部数の決定が必要２,２００部 ３,８００部

印刷業者へ発注 地元印刷業者へ発注 印刷業者へ発注 印刷業者へ発注

・各課から原稿を提出
してもらい、担当で割
付・校正を行う
・毎月１５日原稿締切

・各課から原稿を提出
してもらい、担当が割
付・校正を行う
・毎月１０日原稿締切

７．発行部数
８．編集方法

２,０００部 ２,６３０部

９．印刷方法

11．配布方法等
10．印刷単価

３．発行日 発行日の決定が必要

表　裏：カラー 表　裏：カラー

毎月１日 毎月１日 毎月１日 当月１０日

16 16

・創刊号は３月・４月の合併号と
　し、以後毎月１日当月号を発行
　する

広報みの 広報みよし 広報いかわ 広報みかも ・広報名は新町名を使用する
発行回数に差異 ・年１２回（毎月）発行とする年１２回

１．名称
２．発行回数

２４－４．広報・広聴事務関係
広報広聴分科会企画部会

協　議　項　目 広報誌

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 毎月１回発行し、配布方法及び配布先等については合併までに調整する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

年１２回 年１２回 年１０回

表　裏：カラー 表　裏：カラー

Ａ４版

その他：単色 その他：２色

・各課から原稿を提出
してもらい、また各行
事を取材したものから
総務課で校正・レイア
ウトをおこなう
・毎月１０日原稿締切

　各課から原稿の提出
を受け、担当者が記事
、内容、ボリューム等
を検討し、自らの原稿
も含め割付・校正を行
う
・毎月１０日原稿締切

１４３円/部 １４０円/部 １１２円/部 ９７円/部
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　広報配布時に同封し
、常会長を通じて各戸
回覧

　各課のものをまとめ
、毎週木曜日に発送し
町内会長を通じて各戸
回覧

　各自治会の広報世話
人の協力を得て、各戸
回覧

　各自治振興会長の協
力を得各戸回覧（回覧
及び一通につき１００
円）

調整方針（案） 情報提供の低下を招かないよう、新町においても実施する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

１．通知文書

２．回覧文書

広報広聴分科会企画部会

協　議　項　目 その他情報サービス

課　　　題 具体的調整方針

配布方法に差異 ・自治会に対する補助金・交付金
　との関連があるので、他の調整
　項目の中で協議のうえ、合併ま
　でに統一調整し、新町発足時よ
　り適用する

・対象者の少ないもの
は、個別通知
・対象者の多いものは
毎週木曜日に発送し町
内会長を通じて配布

・対象者の少ないもの
は、個別通知
・対象者の多いものは
毎週木曜日に発送し町
内会長を通じて配布

　各自治会の広報世話
人の協力を得て、各戸
配布

　全町民対象者の場合
は各自治振興会長の協
力を得て各戸配布（一
通につき１００円）
　個別の場合は郵送

３．チラシ等 　広報配布時に同封し
、常会長を通じて各戸
配布

　各課のものをまとめ
、毎週木曜日に発送し
町内会長を通じて配布

　広報誌に同封し、各
戸配布

　各自治振興会長の協
力を得　広報誌に同封
（通知及びチラシ一通
につき１００円）
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なし テルウェル西日本（株）四国支店 なし パソコンクラブ

ＮＴＴ

１．目的

　町の概要や町長の施
政方針、政策、観光情
報、その他施設予約等
の紹介

・行政情報、学校関係
、町内の諸行事等住民
向けの情報のほか、観
光客向けの情報を発信
・各課のメールを公開
し、町への相談、質問
、提案の受付及び回答

　町の概要や町長の施
政方針、政策、観光情
報の取り組み等の紹介

　町の概要や町長の施
政方針・政策、観光情
報、各小中学校の取り
組み等の紹介

・情報発信の手段の一つとして
　、現行以上に内容を充実し、
　新町において新たに開設する

３．プロバイダー 独自 独自 独自

なし 630,000円/年 なし 200,000円/年

ikawa@town.ikawa.tokushima.jp soumu@town.mikamo.tokushima.jp

一部分：月２回
その他：随　時 随　時 随　時 随　時

soumu@awamino.jp soumu-kikaku@town.miyoshi.tokushima.jp

新町において新たに開設する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

２．開設年月

広報広聴分科会企画部会

協　議　項　目 ホームページ

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

・町設置のＷＥＢサー
バに職員作成部分と業
者作成委託部分がある
・職員作成部分は無価
・サーバ使用料無し
・管理は担当職員が行
うとともに、サーバ類
の保守点検及び運用保
守は業者委託

・町設置のＷＥＢサー
バに職員作成部分と業
者作成委託部分がある
・職員作成部分は無価
・サーバ使用料無し

・町設置のＷＥＢサー
バに職員が直接作成
・作成コストは無価
・管理は担当職員が行
うとともに、サーバ類
の保守点検及び運用保
守は業者委託
・回線使用料として、
月約２２０,０００円

・町設置のＷＥＢサー
バに職員作成部分と業
者委託ページがある
・職員作成部分は無価
・サーバ使用料無し
・管理は担当職員が行
うとともに、サーバ類
の保守点検及び運用保
守は業者委託

平成１１年　１月 平成　９年１１月 平成　９年１２月平成１４年１２月

４．アドレス

13,757 107,380 1,670,175
５．アクセス件数

http://www.awamino.jp http://www.town.miyoshi.tokushima.jp http://town.ikawa.tokushima.jp http://town.mikamo.tokushima.jp

６．メールアドレス

７．更新日

10．委託料

８．作成・更新
　　管理運営

９．委託業者

管理運営方法に差異 ・合併までに協議統一し、新町
　発足時より適用する
・構築、運用、保守については
　専門業者に委託して行う

29,368
　　（Ｈ１５．９．１２現在） 　　（Ｈ１５．８．２７現在） 　　（Ｈ１５．８．２７現在） 　　（Ｈ１５．８．２７現在）
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現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

井川スキー場案内
プレゼント 町議会関係

社会福祉協議会案内 施設予約
町総合計画

学校教育関係
ピヨピヨクラブ 関連機関案内 施設案内 町立図書館案内
医療福祉情報 教育関係情報

観光・物産案内
広報掲示 広報掲示

町のしくみ 行事予定 イベント・行事 イベント

町の概要

くらしの情報 暮らしの情報 暮らしの情報 歴史・古墳

広報掲示 広報掲示
観光・施設案内 観光・特産品案内 観光・アウトドア案内

11．主なコンテンツ

町の概要 町の概要 町の概要

教育・文化関係

施設予約 生活カレンダー 各課案内
意見箱 コミュニケーション

掲載項目に差異 ・基本的には現行のとおりとし
　、新町発足後広報委員会にお
　いて協議する
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　拡声子局の柱を借地
に設置しているところ
があり、借地料を支払
っている（平成１９年
度まで支払済）

トライ通信（有） 三電計装（株） 宝城通信 中央電気

７時・１８時 ７時・12:30・１８時

・町行事案内
・各種団体行事案内
・（防災情報）
・（緊急放送）

・町行事案内
・各種団体行事案内
・個人告別式案内（希
　望者のみ）
・まよい犬
・（防災情報）
・（緊急放送）

・町行事案内
・各種団体行事案内
・（緊急放送）

・町行事案内
・各種団体行事案内
・まよい犬
・（防災情報）
・（緊急放送）
・その他連絡事項

12:45・19:30 ７時・１２時・１８時

井川町役場内 三加茂町役場内
２１箇所 ３７箇所 ２９箇所 ３８箇所
三野町役場内 三好町役場内

調整方針（案） 情報提供の低下を招かないよう、新町においても実施する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

昭和５９年度
防災行政 防災行政

広報広聴分科会企画部会

協　議　項　目 行政放送（同報無線）

課　　　題 具体的調整方針

１．免許区分
２．設置年度 平成７年度 昭和５５年度

防災行政 防災行政

消防防災設備整備事業 消防防災無線通信施設整備事業 林業関係補助事業 新農業構造改善事業
昭和６２年度

４．名称
５．親局設置場所
６．屋外拡声子局数

３．設置事業

８．放送時間

９．放送内容等

10．保守業者

７．戸別受信機

11．保守料金

12．その他

ぼうさいみのちょうやくば ぼうさいみよしちょう ぼうさいいかわちょう ぼうさいみかもちょうやくば

（全世帯・公共施設・事業所）
８２台 一部世帯 ２４８台

１,８００台

年494,550円 年448,350円(修繕) 年929,250円 年900,000円

放送時間に差異

放送内容に差異

・設備・機器等の調整は、消防
　・防災関係事業の取扱いのな
　かで協議する

・放送の必要な場合
　７時・１２時３０分・１９時
　に行う

・個人告別式の放送に関しては
　、行政放送の本来の目的に鑑
　み、新町においては廃止する
・まよい犬の飼い主捜しの放送
　についても、同様の観点から
　廃止する。ただし、住民に危
　険が及ぶ状況にある場合はこ
　の限りでない
・その他必要な事項については
　新町発足後、広報委員会にお
　いて協議する
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調整方針（案） 新町発足後、早急に作成する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

１．名称
２．内容

広報広聴分科会企画部会

協　議　項　目 町勢要覧

課　　　題 具体的調整方針

・新町発足後、早急に作成する
　ものとする

三野町勢要覧 三好町町勢要覧 井川町町勢要覧 三加茂町町勢要覧
町の概要 町の概要 町の概要

３．最新版発行年月 平成１５年３月 平成７年１０月 平成11年6月1日
４．サイズ

６．発行部数
７．更新

５．ページ数

８．作成方法

９．配布方法

２５ページ

５年に１回 ５年に１回

５０ページ

５,０００部３，０００部
（資料編１０ページ）

３，０００部 ２,５００部

Ａ４版 Ａ４版 Ａ４版 Ａ４版

発行部数の決定が必要
更新に差異

配布方法に差異

・１３,０００部を目安とする

・自治会に対する補助金・交付金
　との関連があるので、他の調整
　項目の中で協議のうえ、合併ま
　でに統一調整し、新町発足時よ
　り適用する

・５年に１回更新する（周年記
　念にあわせる）

町の概要

（資料編１５Ｐ）

・各常会ごとの常会長
まで配達し、各戸配布
・山間部、町外につい
ては郵送
・必要に応じて随時配
布
・無料

・町内会長を通じ町内
全世帯に配布
・ふるさと会会員に郵
送
・希望者に随時配布
・無料

５年に１回 不定
　町勢要覧に掲載され
ている各課から、実績
数・実績額等を収集
　町民の方にインタビ
ューなど。写真、印刷
は業者委託。

　町勢要覧に掲載され
ている各課から、実績
数・実績額等を収集

６８ページ ３０ページ

　町勢要覧に掲載され
ている各課から、実績
数・実績額等を収集

・各課に１部ずつ配布
・全世帯に１部ずつ配
　布
・窓口にて、希望者に
　無料配布

・各自治会の広報世話
　人まで配達し、各戸
　配布
・山間部は各戸郵送
・職員に１部ずつ配布
・希望者に随時配布
・無料

　町勢要覧資料編に掲
載されている関係各課
、各種団体から実績数
・実績額等を収集し内
容決裁後印刷
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住民の町政に対する意見・要望を把握するため、従前のとおり実施する。ただし、行政懇談会については、新町発足後早急に、十分考慮・協議したうえ調整する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

１．行政懇談会

広報広聴分科会企画部会

協　議　項　目 意見広聴

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

懇談会開催に差異 ・新町発足後、早急に協議調整
　する

未実施

・町政についての説明
・町づくりに対する町
　民の提言・要望を聞
　く

【出前役場】
・町づくりに対する町
　民の提言・要望を聞
　く

未実施

必要により随時 毎年１月頃

ホームページ上に設置 ホームページ上に設置 ホームページ上に設置 ホームページ上に設置２．Ｅメール
３．手紙

・Ｅメール及び手紙については
　、従前のとおり随時受付する

・各集会所等で開催
・財政状況・事業内容
　等の資料を当日配布

随時受付 随時受付随時受付 随時受付

・井内、辻、西井川の
　３地区に分けて開催

目的

開催時期

開催方法
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日程９

第８回合併協議会の日程(案)について

申し合わせ事項により

平成１５年１１月１９日（水）午後１時３０分より




