
第 ８ 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１１月１９日

三野町・三好町・井川町・三加茂町



第８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３２号 第７回新町まちづくり計画策定小委員会報告について ･･１

日程 ５ 報告第３３号 第６回新町事務所位置検討小委員会報告について･･････３

日程 ６ 報告第３４号 第５回・６回新町名称検討小委員会報告について･･････５

【協議事項】

日程 ７ 協議第２８号 新町の事務所の位置について ････････････････････････９

日程 ８ 協議第２９号 一般職の職員の身分の取扱いについて･･････････････２７

日程 ９ 協議第３０号 各種事務事業の取扱い（交通事業関係）について ････３２

日程１０ 協議第３１号 各種事務事業の取扱い（議会事務関係）について ････４６

【その他】

日程１１ 第９回合併協議会の日程について････････････････････････････････６４

日程１２ 閉 会



 日程４                  報告第３２号 
 

○第７回 新町まちづくり計画策定小委員会報告 

 

・日 時 平成１５年１１月５日（水） 

      午後１時３０分～午後３時０５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４名（局長他３名） 

   委員（第２号委員：職員、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 

職   員 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 〈欠 席〉 〈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２名  三野町：山本佳代子、三好町：横関ヨシ子 

・傍聴者  ２名 

・第７回会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 報告事項 

４ 議 事 

 （19）財政計画の概要について 

 （20）第 8回小委員会の日程（案）について 

 ５ その他 

  ・４町タウンウォッチングの意見交換（三好町・三加茂町） 

  ・今後の計画策定のスケジュールについて 

  ・「新町まちづくりアンケート」について 

６ 閉 会 
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・協議内容の概要 

３ 報告事項 
【確認事項】第 6回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 19 号 財政計画の概要について 

 【確認事項】財政計画の作成にあたり、国・県からの財政支援措置等や合併

による節減効果などの考慮など基本的な考え方について事務局か

ら説明された後、計画作成の進め方について協議を行った結果、

原案のとおり事務局と企画部会が関係部署と連携をとりながら作

成し、その素案に対し小委員会において基本構想部分を踏まえな

がら、検討を行うことで確認。 
 

議題第 20 号 第 8 回小委員会日程（案）について 

 【確認事項】平成１５年１２月３日水曜日 午後１時３０分から 
       合併協議会事務所 

５ その他 
  ・４町タウンウォッチングの意見交換（三好町・三加茂町） 

 【確認事項】４町の視察が終了後まとめて、意見交換を行うことで確認。 
   ・今後の計画策定のスケジュールについて 
 【確認事項】まちづくりアンケートの実施の延期に伴い、変更した計画策定

のスケジュールについて確認。 
   ・「新町まちづくりアンケート」について 
 【確認事項】「新町まちづくりアンケート」の実施要領について確認。 
 

 

 

 
 
 



 日程５                    報告第３３号 
 

○ 第６回 新町事務所位置検討小委員会報告 

 

・日 時 平成１５年１１月６日（木）午後１時３０分～午後３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４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 〈欠席〉 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 〈欠席〉 岸上  清 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：谷藤哲也 

・欠席者 委員２名 井川町：中瀧清文、三好町：安宅昌之 

 

・第６回会議次第 

 

１ 開 会 

２ 委員長挨拶 

３ 報告事項 

４ 議 事 

   本庁舎の決定について 

  

５ その他   

６ 閉 会 
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・協議内容の概要 
 
４ 議事 

  
  議題第 11 号 本庁舎の決定について 

 
【確認事項】新町の事務所の位置は、三好郡三加茂町加茂３３６０番地（現在

の三加茂町役場）に置く。 
 
 
 



 日程６                報告第３４号 
                
○ 第５回 新町名称検討小委員会報告 

 

・日 時  平成１５年１０月２２日（水） 

      午後２時５５分～午後３時３５分 

 

・場 所  合併協議会事務所小会議室 

 
・出席者  委員８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 久保  惇 土井 義弘 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、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 なし  
 
 
・第５回会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長挨拶 

３ 報告事項 

４ 議 事 

議題８  新町の名称候補の決定方法（案）について 

議題１２ 第６回新町名称検討小委員会会議開催日程（案）について 

５ 次回提案事項について  

６ 閉 会 
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・協議内容の概要 

議題８  新町の名称候補の決定方法（案）について 

【確認事項】 白紙となっていた「公募期間」が、次のとおり確認された。 

 

公 募 期 間 
平成１５年１０月３０日 ～ 平成１５年１２月１５日 
 

（郵送の場合、締め切りの当日消印有効） 
 
 
 
 
議題１２ 第６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１１月１２日水曜日 午後１時３０分から 

      合併協議会事務所大会議室 

 

 

 

 

その他 次回提案事項について  

【確認事項】 懸賞等当選者の決定方法（案）について 
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○ 第６回 新町名称検討小委員会報告 

 

・日 時  平成１５年１１月１２日（水） 

      午後１時３０分～午後３時１５分 

 

・場 所  合併協議会事務所大会議室 

 
・出席者  委員８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 久保  惇 土井 義弘 福田 功稔 田岡 正憲 

学識経験者 〈欠席〉 秋田 唯夫 〈欠席〉 前田 満子 

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２名 三野町：宮内和春、井川町：土井清子 
 
 
・第６回会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長挨拶 

３ 報告事項 

４ 議 事 

議題１３ 懸賞当選者の選定方法（案）について 

議題１４ 新町名称候補選定方法〈投票方法〉（案）について 

議題１５ 第７回新町名称検討小委員会会議開催日程（案）について 

５ その他 

６ 次回提案事項について  

７ 閉 会 
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・協議内容の概要 

議題１３  懸賞当選者の選定方法（案）について 

【確認事項】 新町の名称が決定された後に選定する「名付け親大賞」「特別

賞」「参加賞」の各賞受賞者の選定方法、及び「各賞の決定時期、

発表、贈呈」について確認された。 

 

 

 

 

議題１４  新町名称候補選定方法〈投票方法〉について 

【確認事項】 既に確認されている「募集要領」の中で「選定方法」では   

小委員会協議によって５作品を選定することとされているが、

やむを得ず、協議によって選定することが困難となった場合に

行う投票方法について確認された。 
 
 
 
 
議題１５ 第７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１６年１月１４日水曜日 午後１時３０分から 

      合併協議会事務所大会議室 

 

 

 

 

その他 次回提案事項について 

【確認事項】 新町名称候補作品の選定について 

 



 日程７              協議第２８号 
 
 

新町の事務所の位置（案）について 
 
 
新町の事務所の位置について提出する。 

 
 

平成１５年１１月１９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 

 
 
新町の事務所の位置について 

 
  新町の事務所の位置は、三好郡三加茂町加茂３３６０番地（現在の三加茂

町役場）に置く。 
  
 １．合併時までには、新庁舎は建設しない。 
   合併後、新庁舎を建設する場合は、新町において検討する。 
 
 ２．庁舎の利用方式については、分庁方式を採用し各庁舎に総合窓口を設置

する。 
 
 

 - 9 -



新町事務所位置検討小委員会のこれまでの協議内容等について 

 
第１回小委員会  平成１５年５月２２日 
・委員長・副委員長の選任 
・新町事務所位置検討小委員会設置要綱－確認 
・新町事務所位置検討小委員会会議運営申し合わせ事項－確認 

第２回小委員会  平成１５年６月１１日 
・新町事務所位置検討小委員会の運営に関する申し合わせ事項－確認 
・新町事務所位置検討の基本的な考え－確認 

第３回小委員会  平成１５年８月７日 
・４町庁舎視察 
・新庁舎建設の是非について－継続協議 

第４回小委員会  平成１５年９月４日 
・新庁舎建設の是非について－確認 
・庁舎の利用方式について－継続協議 

第５回小委員会  平成１５年１０月２日 
・庁舎の利用方式について－確認 
・本庁舎の決定について－継続協議 

第６回小委員会  平成１５年１１月６日 
・本庁舎の決定について－確認 

 

新町事務所位置決定（第 8 回協議会へ報告・提案） 
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新庁舎建設の是非について 

◆確認事項【第４回小委員会（平成１５年９月４日）】 

合併時までには、新庁舎は建設しない。 

合併後、新庁舎を建設する場合は、新町において検討する。 

   

◆委員からの主な意見 

 ○ 財政の悪化を受けて合併するのだから新庁舎建設は必要ない。 

○ 子供が激減する中、庁舎にお金をかけるより他に投資するべきではないか。 

○ 将来、道州制を含めて次の市町村合併が予想されるので、国等の情勢を見

極めながら判断していけばいいのではないか。 

○ 新庁舎は、いずれ必要になるが、合併時には必要ないのではないか。 

 

◆４町庁舎の現状視察【第３回小委員会（平成１５年８月７日）】 

 

 

 

 

三 野 町 役 場：午後１時４５分～２時００分《１５分間》 

三加茂町役場：午後２時１０分～２時４０分《３０分間》 

井 川 町 役 場：午後２時５０分～３時１０分《２０分間》 

三 好 町 役 場：午後３時２０分～３時５５分《３５分間》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 11 -



 
 

庁舎の利用方式について 

確認事項【第５回小委員会（平成１５年１０月２日）】 

 

◆

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） 

 

委員からの主な意見 

庁舎は、来庁者用駐車場が狭い。 

○ ４町庁舎を利用する場合、三野町庁舎の建て替えが必要ではないか。 

○ 分庁方式と総合支所方式では、職員数はどう違うのか。 

○ ４町の庁舎には、住民が困らないような部署は残るのか。 

○ 分庁方式では、職員の決済等でタイムロスができるのではないか。 

○ ４町の庁舎間は、１０分程度で移動できるため、緊急時の対応が可能。 

○ 総合支所方式では、職員数が現在と同数程度必要で合併の効果が少ない。 

○ 分庁方式・総合支所方式のそれぞれのメリットを引き出し、新町にふさわ

い方式を検討したらいいのではないか。 

 

 

◆

○ 三野町庁舎及び井川町

 

 

 

 

 

 

 

し
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◆確認事項【第６回小委員会（平成１５年１１月６日）】 

本庁舎の決定について 

新町の事務所の位置は、三好郡三加茂町加茂３３６０番地 

（現在の三加茂町役場）に置く。 

 

◆委

○ 新町の各部署に人員配置や必要面積が、どの程度必要なのかを、新町の事

ら議論してはどうか。 

ス・庁舎の面積・建築年数などで判

○

的条件（４町移動距離）、人口（人口増減・人口集積地）、住民

員からの主な意見 

務組織機構を煮詰めてか

○ 議場は、本庁舎に設置しなければいけない場合、４町のそれぞれの庁舎の

増改築費用は、どの程度必要なのか。 

○ 議会議員の在任特例を採用した場合は、現合併協議会事務所を特例期間中

だけ利用すればいいのではないか。 

○ 事務所の位置の決定に際し、事務所の引っ張り合いをしては合併が進まな

いので、住民の利便性・交通のアクセ

断しなければいけない。 

 本庁舎以外の部署の配置の決定は、４町長による協議をした方が良いので

はないか。 

● 【多数意見有】庁舎現況（延べ床面積・駐車場等）、交通（国道隣接・Ｊ

Ｒ等）、地理

の利便性などから判断すると、４町庁舎のうち、本庁舎として「三加茂町

庁舎」が望ましいと考えられる。 
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参 考 資 料 
 
 
 
 
 
 

第１回～第６回新町事務所位置検討小委員会 
－提示資料抜粋－ 
 
１ 三好郡東部４町庁舎の概要 

２ 三好郡東部４町庁舎及び支所等の距離 

３ 三好郡東部４町庁舎現況写真 

４ 近年の県内他町庁舎建設費の概要 

５ 三好郡東部４町職員年齢別構成表 

６ 庁舎利用方式のイメージ図 

７ 三好郡東部４町職員数 

８ 新町総合窓口業務内容（案） 

９ 新町事務組織機構イメージ図 
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１ 三好郡東部４町庁舎の概要

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

所 在 地 番 　　　三野町大字芝生
　　　１０３９番地

　　　三好町大字昼間
　　　３６７３番地の１ 井川町辻７３番地 三加茂町加茂３３６０番地

竣 工 年 月 日 昭和8年 昭和61年1月31日 昭和55年6月 平成7年3月28日

建 築 費 用 不　明 約５．１億円 約４．０億円 約１５．６億円

構 造 及 び 階 数
　木造２階建

　鉄骨造２階建
　鉄筋コンクリート３階建 　鉄筋コンクリート４階建

鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄
筋コンクリート造地下１階地
上４階建

　木造　　　８４０㎡

　鉄骨造　　５２６㎡

　　計　１，３６６㎡

敷 地 面 積 １,５０８㎡ ５,０３４㎡ １,２５５㎡ ６，９３９㎡

　三野町公民館 　三加茂町商工会

　三野町老人福祉ｾﾝﾀｰ 　三好南岸土地改良区

駐 車 台 数 約１００台
　８５台
（公用車１５台・職員５５
　台・来庁者１５台）

１１４台

４,０１１㎡

（内公民館部分1,153㎡）

　　　※　建築費用について、井川町・三加茂町は公民館部分を含んでいます。　　　　

隣 接 す る 施 設 　中央公民館

延 べ 床 面 積 ２,８３８㎡
２，３９９㎡

（内公民館部分732㎡）

　９４台
（公用車２０台・職員４１
　台・来庁者３３台）
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２ 三好郡東部４町庁舎及び支所等の距離 

 

 

 

三好町役場 
１０.０Km 

三野町役場 

                          10.０Km 

                                        

      ３.7ｋｍ                                 3.8ｋｍ 

                            ７.３Km 

 

井川町役場 
6.2Km 

三加茂町役場 

 

      ４.０ｋｍ                                 ２３.０ｋｍ 

 

井内支所   大藤連絡所

 

 

 - 16 -



３ 三好郡東部４町庁舎現況写真

       
  

       三野町役場庁舎               三好町役場庁舎 
 
         昭和８年竣工                      昭和６１年１月竣工 
 

木造２階一部鉄骨造２階建                  鉄筋コンクリート造３階建 
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       鉄筋コンクリート造４階建                 鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋 
コンクリート造地下１階地上４階建 

        井川町役場庁舎              三加茂町役場庁舎 
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        昭和５５年６月竣工                    平成７年３月竣工 
  

 



町村名
人　口

（Ｈ１２国調）
総事業費 竣工年次 延床面積

庁舎内の
職 員 数

構造（階数）

鴨 島 町 ２５，２８８人 約３１億円 Ｈ６年度 約５，７００㎡ 約１４０人
鉄骨鉄筋コンクリート造
（４階、一部５階）

藍 住 町 ３０，３６８人 約３２億円 Ｈ９年度 約７，１００㎡ 約１００人
鉄骨鉄筋コンクリート造
（地上６階、地下１階）

川 島 町 ８，４１６人 約１４億円 Ｈ９年度 約３，２００㎡ 約７０人
鉄骨鉄筋コンクリート造

（３階）

海 部 町 ２，６０２人 約６．５億円 Ｈ１４年度 約２，２００㎡ ３４人 鉄骨造（４階）

４ 近年の県内の市町村庁舎建設費の概要
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　５ 三好郡東部４町職員年齢別構成表
平成１５年４月１日現在

1

9
14 14 15

32

42

10

3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

人

21-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
60

61-
65

歳

三野町（１４０人）

2

8

15

9
13

20
17

7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

人

21-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
60

61-
65

歳

三好町（９１人）

8
11

8 8

27
30

38

9

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

人

18-
20

21-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
60

61-
65

歳

三加茂町（１３９人）

3

11

18

13

28 26

16

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

人

18-
20

21-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
60

61-
65

歳

井川町（１２０人）
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14

39
55

44

83

108 113

31

3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

人

18-
20

21-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
60

61-
65

歳

東部４町（４９０人）
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６ 庁舎利用方式のイメージ図 

 
① 分庁方式 

 
メリット デメリット 

１ 既存施設利用のため、建設費は改

装費程度で済む。 
２ 既存施設の有効利用が図れる。 
３ 既存庁舎の規模に応じた人員配置

ができる。 

１ 各業務部門毎に窓口が分散するた

め、住民が戸惑う。 
２ 管理上は、非効率である。 
３ 職員間の意思疎通ができにくく、

一体性が図りにくい。 
４ 合併したイメージが弱い。 

 
 

○○庁舎を本庁舎 
総務・財務部門 

         機能を振り分ける 
 

○○庁舎 
福祉・厚生部門 

 ○○庁舎 
産業・建設部門 

 ○○庁舎 
文教部門 

 
② 総合支所方式 
 
メリット デメリット 
１ 住民や職員にとって最も現状に近

くサービスも容易に提供ができ、違

和感が無い。 

１ 職員数が現時点と同数程度必要で

あり、合併による事務の効率化が活

かされない。 
２ 新町の一体化に欠け、新町になっ

たという感覚は持ちにくい。 
３ 職員の融和が図りにくい。 

 
○○庁舎を本庁舎 

（総合支所） 
      管理部門は本庁舎に集約 
 

○○庁舎 
総合支所 

 ○○庁舎 
総合支所 

 ○○庁舎 
総合支所 
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③ 分庁方式＋総合支所方式 
 

メリット デメリット 
１ 既存施設利用のため、建設費は改

装費程度で済む。 
２ 既存施設の有効利用が図れる。 
３ 既存庁舎の規模に応じた人員配置

ができる。 
４ すべての窓口業務が一箇所ででき

るため住民は便利。 

１ 各業務部門毎に窓口が分散するた

め、専門的対応が困難。 
２ 管理上は、非効率である。 
３ 職員間の意思疎通ができにくく、

一体性が図りにくい。 
４ 合併したイメージが弱い。 

 
○○庁舎を本庁舎 
総務・財務部門 

総合窓口 
         機能を振り分ける 
 

○○庁舎 
福祉・厚生部門 

○○庁舎 
産業・建設部門 

○○庁舎 
文教部門 

総合窓口 

 

総合窓口 

 

総合窓口 
 
庁 舎 総 合 窓 口 業 務 内 容 

窓口① 証明書発行窓口  住民票,戸籍,町税の証明書などの

交付及び手数料の徴収 

窓口② 戸籍・住民異動関係届出

窓口 
 戸籍、住民異動に関する届出の処

理 

窓口③ 保険・福祉関係届出窓口 
福祉、介護、国保、医療費、年金な

どの異動に関すること、届出及び給

付の申請の処理 

窓口④ その他の窓口 

 ①～③の窓口で取扱う業務以外

の事務関係課及び教育委員会関係

の届出、申請などに関する所管課と

の連絡調整 
随時、納税通知書その他の納付書の

再発行 

三 野 
 

三 好 
 

井 川 
 

三加茂 

窓口⑤ 出納窓口 
 直接現金納付される町税や使用

料などの徴収 
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三野町 管理職 一般職 三好町 管理職 一般職 井川町 管理職 一般職 三加茂町 管理職 一般職 新町（単純計） 管理職 一般職

総務課 2 8 総務企画課 1 11 総務課 3 6 総務課 2 14
企画財政課 2 4

住民課 1 4 住民課 1 5 住民課 1 5 住民課 1 6 住民課 4 20
税務課 1 3 税務課 1 6 税務課 1 6 税務課 1 7 税務課 4 22
産業課 1 5 産業経済課 1 9 産業課 1 6 産業課 1 6

農業委員会 0 1 農業委員会 0 1
国土調査室 1 3 国土調査課 1 4

建設課 1 6 建設課 1 5 建設課 1 7 建設課 1 7 建設課 4 25
厚生課 1 11 社会福祉課 1 9 厚生課 1 11 厚生課 1 16 厚生課 4 47

環境課 1 8 環境室 1 8 環境課 1 5
水道課 1 5

保育所 1 17 保育所 1 8 保育所 1 16 保育所 1 24 保育所 4 65
出納室 1 1 出納室 0 2 出納室 1 1 会計課 1 2 出納室 3 6
議会事務局 1 1 議会事務局 1 0 議会事務局 1 1 議会事務局 1 1 議会事務局 4 3
教育委員会 1 2 学校教育課 1 1 教育委員会 1 4 学校教育課 1 3

生涯学習課 1 1 生涯学習課 1 4
公民館 0 2 公民館 0 1
給食センター 0 4 給食センター 1 5 共同調理場 1 5 給食センター 1 10 給食センター 3 24
幼稚園 0 2 幼稚園 0 3 幼稚園 1 5 幼稚園 0 8 幼稚園 1 18
小・中学校 0 4 小・中学校 0 4 小・中学校 0 0 小・中学校 0 1 小・中学校 0 9
老人ホーム 1 15 老人ホーム 1 10 老人ホーム 2 25
三野病院 3 35 病院 3 35

井内支所 1 1 支所 1 1
交流センター 0 0 交流センター 0 0
森林総合利用施設 0 0 森林総合利用施設 0 0

小計 15 120 小計 12 79 小計 20 100 小計 16 123 小計 63 422
総職員数 総職員数 総職員数 総職員数 総職員数135 91 120 139 485

産業経済課
（農業委員会・
国土調査含）

6 35

環境課
（水道含） 4 26

7 三好郡東部４町職員数

教育委員会（生
涯学習・学校教
育・公民館含）

6 18

総務課
（企画財政含） 10 43

平成１５年１０月１日現在
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業務内容

総務 総務 支所内の庶務、管内公共施設管理など

税務 税務 所得・評価等証明、軽自ナンバープレート交付など

収納 収納 公共料金の収納、税務徴収事務など

届出 出生届、婚姻届、死亡届、転出入届など

登録 印鑑登録など

証明 戸籍謄・抄本、住民票写し、印鑑登録証明、火葬許可書など

国民年金 国民年金の加入・喪失届、年金相談など

国民健康保険 加入・喪失届、保険者証の発行、出産一時金等申請事務など

福祉 身体障害者手帳の交付・申請・受付、各種福祉手当の申請・受付、保育所入
所相談、療育手帳の申請など

医療費助成 老人保健医療受給者証の申請・交付、老人・身体障害者・乳幼児医療受給者
証の申請・交付事務、入院生活給付金の申請など

老人保健 取得・喪失等届、医療費申請受付事務など

福祉医療 喪失・保険変更・転居届、再発行事務、医療費等申請受付事務など

健康 母子手帳・健康手帳の交付など

介護保険 要介護等認定申請受付、保険者証の発行など

教育推進 教育推進 教育関係の庶務、教育施設の管理・運営など

総務 交通防災 消防、防災、防犯、交通など

地域振興 地域振興 地域づくりに関する情報発信・収集、各種行政相談、各種イベント、各種団
体に関すること

環境衛生 清掃、犬の登録など

水道 支所管内施設の管理・保守点検等、給水申込・脱退届など

下水道 処理場の維持管理業務、排水申込、合併浄化槽設置業務など

産業経済 産業振興 農林業の振興など

建設 町道の管理、維持補修など

住宅管理 町営住宅の入居相談、受付、管理など

１０３人 ２５人×４総合支所＋（井内支所２人・大藤支所１人）

※現町役場が発行している証明書等は、新町総合窓口で取り扱う。
※困りごと・相談ごとのほとんどについて、「相談の聞き役」関係課担当者を配置する。

住民

総合窓口予定職員数

建設

８ 新町総合窓口業務内容（案）

福祉

担　当

環境

（
仮
）
地
域
振
興
課

総
　
合
　
窓
　
口

（
仮
）
業
務
管
理
課
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★注意：想定される部署のイメージを例示として示すものであり、新町の組織名とは限らない。

職員数

478

同一庁舎が
望ましい

同一庁舎が
望ましい

同一庁舎が
望ましい

新町全職員数 合計

？

既存施設

既存施設

既存施設

公民館
給食センター
幼稚園
小・中学校

産業経済課

？

？

？

8
7
4

本庁舎

本庁舎

保育所
観光課

三野病院
三野老人ホーム
井川老人ホーム

既存施設
既存施設
既存施設

社会福祉課

国土調査課
環境課

産業経済課

税務課
建設課
水道課
下水道課

人事課
企画調整課
電算課
住民課

町長 助役 総務課
　三野総合支所
　三好総合支所
　井川総合支所
　三加茂総合支所

井内支所
大藤支所

収入役 会計課

議会 議会事務局

？
？

既存施設
？

事務局
学校教育課
生涯学習課

教育委員会

教育長

選挙管理委員会

農業委員会

監査委員

本庁舎
本庁舎
？
？
？
？
？

15
25
25
27
26
6
8
7
7
13
20
9
5
18
5
25
15
5
66
38

議会棟は別庁舎でも可

本庁舎

？

本庁舎

6

旧三加茂庁舎
本庁舎
本庁舎
本庁舎

本庁舎
旧三野庁舎
旧三好庁舎
旧井川庁舎

９ 新町事務組織機構イメージ図

会計課

25
19
9

総務課

16
11

4

4
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 日程８              協議第２９号 
 
 

一般職の職員の身分の取扱い（案）について 
 
 
一般職の職員の身分の取扱いについて提出する。 

 
 

平成１５年１１月１９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 

 
一般職の職員の身分の取扱いについて 

 
  現に三野町、三好町、井川町及び三加茂町の一般職員である者は、すべて

新町の職員として引継ぐものとする。 
 
１．職員数については、合併までに基本方針を協議し、その協議内容を参考

に新町において定員適正化計画を策定した上、定員管理の適正化に努め

るものとする。 
 
２．職員の職名については、人事管理及び処遇の観点から、合併までに調整

し、統一を図る。 
 
３．職員の職階については、合併までに職名とともに級別職務分類を調整し、

統一を図る。 
 
４．職員の給与については、適正化の観点から統一を図る。現職員について

は現給で移行し、合併後速やかに協議の上、格差是正に努める。 
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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）

総務部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　「新設合併における関係市町村」においては、市町村合併が行われた場合には、一般職の職員が勤
務していた市町村の法人格が消滅するため、当該職員は失職することとなります。
　しかし、合併特例法において、「合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際、現にそ
の職にある合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するよう
に措置しなければならない。」と定められており、協議会において、関係町の一般職の職員を新町の
職員として引継ぐ旨の取り決めを行うことが必要となります。
　また、同法には、「合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべ
てに通じて公正に処理しなければならない。」と定められているため、合併関係市町村の職員の任用
制度、給与及びその他の勤務条件について、その状況を比較検討し、合併前後で著しい不均衡が生じ
ないように取り決めを行うことが必要になります。

９．一般職の職員の身分の取扱い

協 議 会 への
提 案 内 容

　現に三野町、三好町、井川町及び三加茂町の一般職員である者は、すべて新町の職員として引き継
ぐものとする。

　１ 職員数については、合併までに基本方針を協議し、その協議内容を参考に新町において定員
　　適正化計画を策定した上、定員管理の適正化に努めるものとする。

　２ 職員の職名については、人事管理及び処遇の観点から、合併までに調整し、統一を図る。

　３ 職員の職階については、合併までに職名とともに級別職務分類を調整し、統一を図る。

　４ 職員の給与については、適正化の観点から統一を図る。現職員については現給で移行し、
　　合併後速やかに協議の上、較差是正に努める。
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９．一般職の職員の身分の取扱い

１．職員数の状況 １．職員数の状況 １．職員数の状況 １．職員数の状況 ・課題は特になし。 ・

○条例定数 ○条例定数 ○条例定数 ○条例定数
議会事務局職員  2人 議会事務局職員  2人 議会事務局職員  2人 議会事務局職員  2人
町長事務部局職員 89人 町長事務部局職員 78人 町長事務部局職員110人 町長事務部局職員 95人

教育委員会事務部局職員 18人 教育委員会事務局職員  5人 教育委員会事務部局職員  6人 教育委員会事務部局職員  43人
農業委員会事務部局職員  1人 教育委員会所管教員  4人 教育委員会所管事務職員 14人 農業委員会事務部局職員  2人

町立病院事務部局職員 47人 教育委員会所管事務職員  5人 農業委員会事務部局職員  1人 選挙管理委員会事務部局職員　1人
教育委員会その他職員  8人 監査委員事務部局職員1人

農業委員会事務局職員　1人 公営企業事務部局職員6人
選挙管理委員会職員　1人 財産区管理会事務部局職員1人

監査委員職員　1人
合計　157人 合計　105人 合計　133人 合計151人

○実人員数 ○実人員数 ○実人員数 ○実人員数
【平成15年10月１日現在】 【平成15年10月１日現在】 【平成15年10月１日現在】 【平成15年10月１日現在】

総務課 10人 総務企画課 12人 総務課  9人 総務課 16人
住民課  5人 住民課  6人 企画財政課  6人 住民課  7人
税務課  4人 税務課  7人 住民課  6人 税務課  8人
産業課  6人 産業経済課 10人 税務課  7人 産業課  7人
建設課  7人 農業委員会  1人 産業課  7人 国土調査課  5人
厚生課 12人 建設課  6人 農業委員会  1人 建設課  8人
保育所 18人 社会福祉課 10人 国土調査室  4人 厚生課 17人
出納室  2人 環境課  9人 建設課  8人 環境課  6人

議会事務局  2人 保育所  9人 厚生課 12人 水道課  6人
教育委員会  3人 出納室  2人 環境室  9人 保育所 25人

公民館  2人 議会事務局  1人 保育所 17人 会計課  3人
給食センター  4人 学校教育課  2人 出納室  2人 議会事務局  2人

幼稚園  2人 生涯学習課  2人 議会事務局  2人 学校教育課  4人
小・中学校  4人 公民館  1人 教育委員会  5人 生涯学習課  5人
老人ホーム 16人 給食センター  6人 共同調理場  6人 給食センター 11人
三野病院 38人 幼稚園  3人 幼稚園  6人 幼稚園  8人

小・中学校  4人 老人ホーム 11人 小・中学校  1人
井内支所  2人

合計　135人 合計　 91人 合計　120人 合計　139人

総務部会

協　議　項　目 　職員数

　一般職の職員は、市町村
の合併の特例に関する法律
第9条により、すべて新町の
職員として引き継ぐものと
する。
　職員数については、合併
までに基本方針を協議し、
その協議内容を参考に新町
において定員適正化計画を
策定した上、定員管理の適
正化に努めるものとする。

調整方針（案）
　現に三野町、三好町、井川町及び三加茂町の一般職員である者は、すべて新町の職員として引継ぐものとする。
　職員数については、合併までに基本方針を協議し、その協議内容を参考に新町において定員適正化計画を策定した上、定員管理の適正化に
　努めるものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針
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２．職名 ２．職名 ２．職名 ２．職名 ・職名に差異。 ・

理事 参事 参事 参事
課長 課長 企画監 課長
参事 所長 課長 局長
室長 室長 室長 所長
次長 教育次長 支所長 室長
所長 局長 所長 主幹
施設長 園長 施設長 課長補佐
主幹 主幹 館長 室長補佐
保健師長 総括所長補佐 支配人 園長補佐
課長補佐 所長補佐 主幹 係長
次長補佐 園長補佐 課長補佐 主任保育士
園長補佐 課長補佐 室長補佐 専門技術員
主任 室長補佐 支所長補佐 保健師
主任ヘルパー 総括職長 所長補佐 保育士
主事 係長 施設長補佐 主事
主事補 総括主任 副支配人 教諭
保健師 職長 主査 技能労務職
清掃員 副職長 主任
教諭 主任 主事
用務員 主事 生活指導員
調理員 保育士 技師
指導員助手 指導員 保健師
保育士 教諭 看護師
介護員 技能労務職 栄養士
看護員 児童厚生員
院長 寮母
外科医長 介助員
内科医長 主事補
内科医員 技師補
薬剤師 准看護師
放射線技師 技手
検査技師 調理員
事務長 清掃員
事務長補佐 保育士
総婦長 教育次長
看護師長 園長
主任看護師
看護師
看護助手
栄養士

　職員の職名については、
人事管理の適正化の観点か
ら合併までに調整し、統一
を図る。

調整方針（案） 　職員の職名については、人事管理の適正化の観点から合併までに調整し、統一を図る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

総務部会

協　議　項　目 　職名
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３．職階：級別職務分類表 ３．職階：級別職務分類表 ３．職階：級別職務分類表 ３．職階：級別職務分類表 ・級別職務分類に差異。 ・

1級 1級 1級 1級
主事補 主事、保育士、技能職 定型的な業務を行う職務 主事等

（主事補）
2級 2級 2級 2級
主事 主事 主事等

3級 3級 3級 3級
主任 高度な経験を有する主事 主事等

4級 4級 4級 4級
高度な経験を有する主任

5級 5級 5級 5級

6級 6級 6級 6級

7級 7級 7級 7級

8級 8級 8級 8級

　職員の職階については、
合併までに職名とともに級
別職務分類を調整し、統一
を図る。

総括課長、高度な経験を有
する課長

参事、又は高度な経験を有
する課長及び主幹、これと
同程度の重要な職務で長の
定めるもの

参事・総務課長・高度な経
験を有する課長・これと同
程度の重要な職務で長の定
めるもの

参事、課長、これと同程度
の職務で長の定めるもの

課長、これと同程度の重要
な職務で町長の定めるもの

課長、主幹、又は高度な経
験を有する課長補佐、これ
と同程度の重要な職務で長
の定めるもの

課長・これと同程度の重要
な職務で長の定めるもの

課長、主幹、これと同程度
の職務で長の定めるもの

高度な経験を有する課長補
佐、これと同程度の重要な
職務で町長の定めるもの

課長補佐、又は高度な経験
を有する係長、これと同程
度の重要な職務で長の定め
るもの

高度な経験を有する課長補
佐、これと同程度の重要な
職務で長の定めるもの

課長補佐、これと同程度の
職務で長の定めるもの

係長、これと同程度の職務
で長の定めるもの

課長補佐、非常に高度な経
験を有する主任

係長、又は高度な経験を有
する主任、これと同程度の
重要な職務で長の定めるも
の

課長補佐・きわめて高度な
経験を有する主事

係長、これと同程度の職務
で長の定めるもの

相当の経験を有する主事、
保育士、技能職

高度な経験を有する主事、
保育士、技能職

主任、又は、高度な経験を
有する主事、これと同程度
の重要な職務で長の定める
もの

相当高度な経験を有する主
事

調整方針（案） 　職員の職階については、合併までに職名とともに級別職務分類を調整し、統一を図る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

総務部会

協　議　項　目 　職階
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日程９ 協議第３０号

交通事業関係（案）について

各種事務事業の取扱いのうち、交通事業関係について提出する。

平成１５年１１月１９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

交通事業関係について

１．交通安全事業については、合併までに関係機関と協議のうえ調整し、新
町発足後交通安全対策協議会に諮り引き続き実施する。

２．交通安全対策協議会については、合併までに調整し、新町発足後速やか
に設置する。

３．交通安全協会および交通安全母の会については、各団体と引き続き協力
体制をとり、将来の統合に向けて調整に努める。

４．交通安全指導員については、新町発足時より活動できるよう、三好町の
例により合併までに調整する。

５．町村民交通傷害保険については、合併までに調整し、新町においても引
き続き実施する。

６．地方バス路線維持については、当面は現行のとおりとし、新町発足後巡
回バスの運行等について協議する。



（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）

総務部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　交通事業関係については、住民生活の安全確保の観点から引き続き推進しなければならないもの
であり、新町において速やかに統一することが適当である。

交通分科会
２４－５．交通事業関係

協議会への
提 案 内 容

１．交通安全事業については、合併までに関係機関と協議のうえ調整し、新町発足後交通安全対策
　　協議会に諮り引き続き実施する。
２．交通安全対策協議会については、合併までに調整し、新町発足後速やかに設置する。
３．交通安全協会および交通安全母の会については、各団体と引き続き協力体制をとり、将来の統
　　合に向けて調整に努める。
４．交通安全指導員については、新町発足時より活動できるよう、三好町の例により合併までに調
　　整する。
５．町村民交通傷害保険については、合併までに調整し、新町においても引き続き実施する。
６．地方バス路線維持については、当面は現行のとおりとし、新町発足後巡回バスの運行等につい
　　て協議する。
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２４－５　交通事業関係

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】 ・
・

・平成１７年４月の春の運動
は、従来どおり行い、秋の
運動までに統合する。

【活動内容】 【活動内容】 【活動内容】 【活動内容】
①立哨指導 ・活動内容に差異。 ・立哨指導、防災無線、広報
・概要 車による広報は新町になっ

ても実施する。

・事務手順

・対象者

・実施時期

②交通安全キャンペーン
・概要

・事務手順

年３回(春、秋、年末)交通
安全対策協議会を開催し、
関係機関、団体が協力しな
がら、交通安全広報活動・
街頭指導・安全教育などを
実施する。

春、秋の交通安全運動を実
施している。

町内23箇所での立哨指導。
広報車による広報。
懸垂幕の設置（役場）。
のぼり旗の設置(４箇所)。
町広報誌、町防災行政無線
による広報。

四季の交通安全運動を中心
に実施。

三野町交通安全協会三野支
部・三野町交通安全協会母
の会などの協力で、四季の
運動の際は、町職員も加わ
り立哨街頭啓発を行う。

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） 　新町発足後、交通安全対策協議会に諮り引き続き実施する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

総務部会 交通分科会

課　　題 具体的調整方針

　交通安全啓発事業の取扱い

三 加 茂 町

年３回の交通安全運動期間
中｡(土､日の場合変更あり)

年３回の交通安全運動期間
中に量販店前駐車場にて実
施している。

事前に理事会で日程の打ち
合わせを行う。
各量販店長の許可を得る。
日程を池田警察署及び町内
駐在所に報告。
事前に準備しておいた啓発
用品（チラシ等）を配布。

年３回の交通安全運動期間
中を中心に実施している。
また、チャイルドシートの
貸し出しを行っている。

年３回の交通安全運動期間
中に、通学路の主要交差点
で立哨指導を行う。

日程に従い、定期的に開催
される理事会にて計画表を
作成し、役員に送付する。

町交通安全協会本部役員と
町交通安全母の会本部役員
が啓発活動を行う。

四季の交通安全運動を中心
に実施している。

交通安全対策協議会が開催
できていない町がある。

新町発足後、交通安全対策
協議会に諮り引き続き実施
する。
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・対象者

・実施時期

③その他の交通安全運動
・概要

・事務手続

・対象者
住民　他

・実施時期
主に交通安全運動期間中。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

年３回の交通安全運動期間
中のうちの１日。

三加茂町交通安全協会本部
役員、三加茂町交通安全母
の会本部役員に各量販店に
分かれてもらい、通行者に
交通安全を呼びかける。

協　議　項　目 　交通安全啓発事業の取扱い

調整方針（案） 　新町発足後、交通安全対策協議会に諮り引き続き実施する。

理事会にて計画をたて、そ
れに従い実施していく。

三　野　町 具体的調整方針

防災無線による放送､のぼり
旗･立看板の設置､広報車の
運行､交通安全パレード(小･
中学校の運動会で実施)､各
保育所･小学校で交通安全教
室の実施､カーブミラーの設
置･点検･清掃､道路環境の整
備､危険箇所の点検･整備･ラ
イン引き､幼稚園入園者全員
に交通安全傘を配布。

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

総務部会 交通分科会
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【名称】 【名称】 【名称】 【名称】
三野町交通安全対策協議会 三好町交通安全対策協議会 井川町交通安全対策協議会  三加茂町交通安全対策協議会 ・付属機関である。 ・

【団体の目的】 【団体の目的】 【団体の目的】 【団体の目的】

【活動内容等】 【活動内容等】 【活動内容等】
チャイルドシートの助成等｡

【町との関わり】 【町との関わり】 【町との関わり】 【町との関わり】

【組織の状況】 【組織の状況】 【組織の状況】 【組織の状況】
・組織員、任期等に差異。 ・任期は２年、町長が委嘱。

・組織員は新町発足までに調
整し、発足後適用する。

【役員構成】 【役員構成】 【役員構成】 【役員構成】
会長は町長。 会長は町長。

【補助金】 【補助金】 【補助金】 【補助金】 ・
なし なし なし 年　９０，０００円

関係機関、団体等が相互に
緊密な連絡を保ち、効果的
な交通安全対策を樹立、推
進する。

会員には、町長、助役、収
入役、教育長、議会議長、
各種団体の長、各関係課長
等があてられている。
委員の任命又は委嘱は町長
が行う。任期は２年。
必要に応じて部会及び常任
委員を設けることができ、
部会の委員及び常任委員
は、委員のうちから町長が
選任又は委嘱する。

事務局を役場総務企画課に
おいている。

事務局を役場総務課におい
ている。

会長及び副会長２名。
委員の互選により決定。

事務局を役場総務課におい
ている。

交通安全の保持に関する調
査審議を行う。

町長が委嘱した委員２０名
で構成。任期は３年。
（内訳）
　町議会議員　　　　 ２名
　町消防団長　　　　 １名
　町小､中学校長代表  １名
　町青年連合会長　　 １名
　町商工会長　　　　 １名
　交通安全協会三野支部
　　　　　　　　　　 ３名
　町婦人連合会長　　 １名
　知識経験を有する者 10名

次の者のうちから町長が任
命。任期は２年。
　町議会議員
　関係行政機関の職員
　教育関係団体の役職員
　救人団体の役職員
　青年団体の役職員
　交通関係団体の役職員
　ＰＴＡ関係団体の役職員
　学識経験のある者
　その他町長が必要と認め
　た者

委員の任命又は委嘱は町長
が行う。任期は２年。
必要に応じて部会及び常任
委員を設けることができ、
部会の委員及び常任委員
は、委員のうちから町長が
選任又は委嘱する。

補助金は廃止し、交通の予
算から運営費を支出。

協　議　項　目 　交通安全対策協議会の取扱い

調整方針（案） 　合併までに調整し、新町発足後速やかに設置する。

四季の交通安全運動の街頭
啓発等。

具体的調整方針

事務局を役場総務課におい
ている。

三 加 茂 町 課　　題

交通安全の保持に関する調
査審議を行う。

四季の交通安全運動の街頭
啓発等。

町内における交通道徳の高
揚と交通安全運動の推進並
びに交通の環境整備及び交
通事故防止のための町長の
諮問に応じ必要事項の調査
及び審議若しくは答申又は
建議するものとする。

総務部会 交通分科会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

会長は町長。
委員互選による副会長４名｡

合併までに調整し、新町発
足後速やかに設置する。
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【名称】 【名称】 【名称】 【名称】 ・
 三好郡交通安全協会三野支部 三加茂町交通安全協会 ・公共的団体である。

【団体の目的】 【団体の目的】 【団体の目的】

【活動内容等】 【活動内容等】 【活動内容等】 【活動内容等】
・活動内容に差異。 ・カーブミラーの設置につい

ては、地域および対策協議
会等の要望により、町が設
置する。

【町との関わり】 【町との関わり】 【町との関わり】 【町との関わり】
独自に活動している。 独自に活動している。 ・町との関わりに差異。

【組織の状況】

【役員構成】 【役員構成】 【役員構成】
委員　３０名 代議員　３６名 ①本部

　交通安全協会の取扱い

 三好郡交通安全協会昼間支部
 三好郡交通安全協会足代支部

三 加 茂 町

街頭啓発、優良運転者表彰
並びにカーブミラーの設置
等。

事務局を三加茂町役場総務
課においている。

会長１名､副会長２名､常任
理事若干名､監事３名(会長､
副会長は支部長の中から常
任理事会において選出し､常
任理事は分会長の中から合
同理事会において選出する)

三好郡交通安全協会辻支部
井内愛輪クラブ

　各団体と引き続き協力体制をとり、将来の統合に向けて調整に努める。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

事務局を三野町役場総務課
においている。

本部、支部、分会等の連合
体によって組織し、振興協
議会単位の分会を活動主体
としている。

具体的調整方針

春､秋の全国交通安全運動期
間中に設定して､町内危険な
23箇所で街頭指導を朝7：30
～8：15まで実施している｡
カーブミラーの清掃等。

総務部会

課　　題

町の陸上交通状態の改善を
図り､交通の円滑と安全を促
進し､交通ルールの遵守と交
通マナーの普及啓発を図り､
交通事故防止の防衛体制を
確立することを目的とする｡

街頭啓発、優良運転者表彰
並びにカーブミラーの清掃
等。

調整方針（案）

協　議　項　目

町の陸上交通状態の改善を
図り､交通の円滑と安全を促
進し､交通ルールの遵守と交
通マナーの普及啓発を図り､
交通事故防止の防衛体制を
確立することを目的とする｡

年３回の交通安全運動の街
頭啓発。
カーブミラーの設置。

会員がこぞって交通法令を
守り交通事故の絶滅を図り､
交通安全の確保をする。

交通分科会

各団体と引き続き協力体制
をとり、将来の統合に向け
て調整に努める。
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②各支部

③各分会（振興協議会）

【補助金】 【補助金】 【補助金】 【補助金】
　　平成15年度　270,000円 　　平成15年度　850,000円 平成14年度 　　平成15年度　900,000円 ・補助金に差異。 ・合併までに調整する。

 交通安全交付金　60,000円

【その他特記事項】 【その他特記事項】 【その他特記事項】 【その他特記事項】
なし なし

課　　題

書類の作成や調整は､三加茂
町役場総務課が行っている｡

分会長１名､副分会長１名､
理事若干名(分会長､副分会
長は分会理事の中から理事
会において選出し､分会理事
は分会会員の中から分会会
員により選出する)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

支部長１名､副支部長１名､
事務局長１名(支部長､副支
部長は分会長の中から合同
理事会において選出し､支部
事務局長は合同理事会にお
いて推薦する)

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

総務部会

具体的調整方針

交通分科会

　交通安全協会の取扱い協　議　項　目

書類の作成や調整は､三野町
役場総務課が行っている｡

調整方針（案） 　各団体と引き続き協力体制をとり、将来の統合に向けて調整に努める。
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【名称】 【名称】 【名称】 【名称】 ・
三野町交通安全協会母の会 三好町交通安全母の会 交通安全母の会 三加茂町交通安全母の会 ・公共的団体である。

【団体の目的】 【団体の目的】 【団体の目的】

【活動内容等】 【活動内容等】 【活動内容等】
立哨指導 他

【町との関わり】 【町との関わり】 【町との関わり】 【町との関わり】
独自に活動している。 独自に活動している。 ・町との関わりに差異。

【組織の状況】 【組織の状況】 【組織の状況】

【役員構成】

【補助金】 【補助金】 【補助金】 【補助金】
なし なし なし 年　２００，０００円 ・補助金に差異。 ・合併までに調整する。

【その他特記事項】 【その他特記事項】 【その他特記事項】 【その他特記事項】
なし なし

　交通安全母の会の取扱い

総務部会

三 加 茂 町

書類の作成や調整は､三野町
役場総務課が行っている｡

交通分科会

　各団体と引き続き協力体制をとり、将来の統合に向けて調整に努める。

課　　題三　好　町 井　川　町

交通安全思想の普及高揚と
青少年の健全育成に努め、
交通事故のない明るい郷土
づくりに寄与する。

町内の各小・中学校ＰＴＡ
役員。

三加茂町の児童生徒の交通
安全環境の改善を図り、子
どもを交通事故から守ると
共に、児童生徒の交通安全
意識の育成・高揚のため、
交通安全教育を通じて交通
事故防止に関する諸活動を
行うことを目的とする。

具体的調整方針

各団体と引き続き協力体制
をとり、将来の統合に向け
て調整に努める。

三野町の児童生徒の交通安
全環境の改善を図り、子ど
もを交通事故から守ると共
に、児童生徒の交通安全意
識の育成・高揚のため、交
通安全教育を通じて交通事
故防止に関する諸活動を行
うことを目的とする。

三野支部とともに啓発活動
を行う。

事務局を役場総務課におい
ている。

各小中学校の交通安全母の
会役員、母の会賛同者、各
学校の母の会担当教諭。

会長１名、副会長２名、理
事若干名、監事２名（理事
は各学校の交通安全母の会
会長ならびに賛同者で構成
し、会長、副会長、監事は
役員の中から選出する）

書類の作成や調整は､三加茂
町役場総務課が行っている｡

年３回の交通安全運動の街
頭啓発。

事務局を役場総務課におい
ている。

協　議　項　目

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町
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【名称】 【名称】 【名称】 【名称】 ・
交通安全指導員 三好町交通安全指導員 交通安全指導員 交通安全指導員

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】
・指導員の数に差異。

【対象者】 【対象者】 【対象者】 【対象者】
全町民 全町民 全町民 全町民

【実施時期】 【実施時期】 【実施時期】
・活動内容、報酬、任期等に ・指導員の数は旧町単位で２
差異がある。 人程度とする。

【報酬】 【報酬】 【報酬】 【報酬】
なし なし 年額　６０，０００円

【任期】 【任期】 【任期】
３年間 １年間（４月～翌年３月）

【人員】 【人員】 【人員】 【人員】
１人 ２人 若干名 ６人

年間を通じ、０のつく日及
び交通安全運動期間中の街
頭指導、町内における各保
育所、幼稚園、各地区小学
校においての交通教室、高
齢者を対象にした交通教室
等の実施。県主催の交通指
導員研修会への参加。

街頭指導に関しては、勤務
１回につき５００円の報酬
を支給。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

春、秋の交通安全運動期間
中の街頭指導を実施。

三 加 茂 町井　川　町

年4回の交通安全運動期間
中。交通教室に関しては、
年度当初。（4月から6月）

　新町発足時より活動できるよう、三好町の例により合併までに調整する。

総務部会 交通分科会

　交通安全指導員の取扱い協　議　項　目

調整方針（案）

課　　題

年３回の交通安全運動期間
中。

年間を通じて、年３回の交
通安全運動期間中、通学路
の立哨指導、シートベルト
着用指導所にて配布する啓
発物品の作成。

０のつく日、交通安全運動
期間中。交通教室に関して
は、随時実施。

交通安全指導員は現在１人
(休職中)｡
交通安全協会三野支部に一
任。

具体的調整方針

新町発足時より活動できる
よう、三好町の例により合
併までに調整する。
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【概要】 【概要】 【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】
①カーブミラー

②ガードレール

【実施時期】 【実施時期】 【実施時期】 【実施時期】

【対象者】 【対象者】 【対象者】 【対象者】
通行者 通行者 通行者 通行者

【交通安全施設の台帳について】 【交通安全施設の台帳について】 【交通安全施設の台帳について】 【交通安全施設の台帳について】
整備されていない。 ・整備状況に差異。 ・合併までにできる限り調整

のうえ持ち寄り、新町にお
いても整備する。

【事業費】 【事業費】 【事業費】 【事業費】
全額町費(ｶｰﾌﾞﾐﾗｰは一部交
通安全協会より充当)

町内危険箇所には､カーブミ
ラー､注意板等が設置してあ
る｡

全額町費(一部交通安全対策
交付金の充当)

総務部会 交通分科会

町民から町へ設置要望申請
書を提出。その後、建設課
にて設置。

基本的に危険箇所と思われ
る場所については、随時対
応していく。

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

町民から町交通安全協会へ
設置要望申請書を提出。
設置が必要と思われる箇所
において町交通安全協会か
ら設置工事の発注又は町交
通安全協会役員で設置する｡

住民より交通安全施設の設
置要望を聞き、町交通安全
担当者がそれらの箇所を現
地調査し、その結果に基づ
き町が設置する。

町民から交通安全施設の設
置要望があった場合に、町
交通安全担当者でそれらの
箇所を現地調査し、その結
果に基づき町が設置する。

井　川　町

町内危険箇所には､カーブミ
ラーなどが設置してある。

6月～9月にかけて通学路の
点検調査(県の調査)追跡調
査をしているが､基本的に危
険箇所と思われる場所につ
いては､随時対応していく｡

交通安全協会三野支部が、
各地区要望を聞き、支部の
地区代表委員、交通安全担
当者がそれらの箇所を現地
調査し、その結果に基づき
町が設置する。

協　議　項　目

カーブミラー、ガードレー
ルともに危険と思われる場
所については、随時対応し
ていく。

具体的調整方針

　合併までに調整し、新町においても引き続き実施する。

三 加 茂 町

　交通安全施設の取扱い

町内危険箇所には、カーブ
ミラー、ガードレール、水
銀灯などが設置してある。

町内危険箇所には、カーブ
ミラー、ガードレールなど
が設置してある。

三　野　町

調整方針（案）

カーブミラーについては、
整備が不完全ある。

水銀灯については、地図に
記入してあり、写真台帳を
整備している。それ以外は
整備していない。

水銀灯については、位置を
地図に記入した台帳を整備
している。

毎年、秋ごろ設置している
が、基本的に危険箇所と思
われる場所については、随
時対応していく。

課　　題

全額町費(一部交通安全対策
交付金の充当)

全額町費(一部交通安全対策
交付金の充当)
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【概要】 【概要】 【概要】 【概要】 ・

【事業内容】 【事業内容】 【事業内容】 【事業内容】
①交通安全資材の配布 ①注意看板の配布 ①交通安全旗の配布 ①交通安全旗の貸出 ・内容に差異。

②ヘルメット購入補助 ②交通安全資材の配布

②チャイルドシートの貸出

③横断旗の補充

④交通安全資材の配布 ③ジュニアシートの貸出

④交通安全傘の配布

⑤交通安全資材の配布

希望者にタスキ、シール等
を配布している。

必要団体や希望者に交通安
全旗や反射材等交通安全資
材を配布している。

中学校の自転車通学生徒の
ヘルメット購入に対し町か
ら1人当り1,000円の補助。

必要団体への交通安全旗等
の配布。

横断歩道に設置している横
断旗の補充（随時）。

注意看板や交通安全資材の
配布､ヘルメット購入補助､
横断旗の補充を行っている｡

希望者に｢飛び出注意(幼
児)｣の看板を配布｡

交通安全教室開催時に参加
者に反射材（タスキ、シー
ル等）を配布。

協　議　項　目 　交通安全用具の支給に関する取扱い

総務部会 交通分科会

課　　題

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

　合併までに関係機関と協議のうえ調整し、新町においても引き続き実施する。

三 加 茂 町

チャイルドシート全15台を
住民に随時貸し出している｡
受付台帳に住所・氏名・連
絡先を記入の上、２週間を
期限としている。

交通安全旗､チャイルドシー
ト･ジュニアシートの貸し出
しを行っている。
交通安全傘を配布している｡

希望者に反射材等交通安全
資材の配布。

具体的調整方針

交通安全旗を町交通安全協
会､母の会立哨指導当番の役
員及び､交通指導員に対し貸
し出し､各自が保管｡

ジュニアシート全10台を住
民に随時貸し出している。
受付台帳に住所・氏名・連
絡先を記入の上、２週間を
期限としている。

希望者にタスキ、シール等
を配布。

希望者にタスキ、シール等
を配布。

交通安全傘を町交通安全協
会前年度予算で購入し、幼
稚園入園者全員に入園式に
配布。

合併までに関係機関と協議
のうえ調整し、新町におい
ても引き続き実施する。
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【概要】 【概要】 【概要】 【概要】 ・

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】
・募集方法に差異がある。 ・

【対象者】 【対象者】 【対象者】 【対象者】

【実施時期】 【実施時期】 【実施時期】 【実施時期】
２月初めから３月末まで。 毎年２月頃

【保険料】 【保険料】 【保険料】 【保険料】
１人１口480円で2口まで可 １人１口480円で2口まで可 １人１口480円で2口まで可 １人１口480円で2口まで可

【保険期間】 【保険期間】 【保険期間】 【保険期間】
４月～翌年３月 ４月～翌年３月 ４月～翌年３月 ４月～翌年３月

加入申込書の配布のみ町内
会長に依頼する。
加入については希望者が役
場窓口に申し出る。

総務課が窓口となり、毎年
２月末発行の「広報いかわ
３月号」に記事を掲載し、
町民から募集する。

町民一人一人が万一の事故
の備える任意保険。町が保
険契約者として㈱損害保険
ジャパンと契約する。

交通分科会

町民一人一人が万一の事故
の備える任意保険。町が保
険契約者として㈱損害保険
ジャパンと契約する。

加入申込時に町に住民登録
または外国人登録している
者､町内へ通勤している者。
平成15年度加入者数
　　　　　 520人　704口

３月号の広報発行から３月
末日まで

小・中学生については町よ
り１人につき300円の補助金
を支出。

町内在住の住民及び町内の
企業・学校等に通勤してい
る方。
平成15年度加入者数
　　　　　　452人　597口

町民一人一人が万一の事故
の備える任意保険。町が保
険契約者として㈱損害保険
ジャパンと契約する。

加入申込時に町に住民登録
または外国人登録している
者､町内へ通勤している者。
平成15年度加入者数
　　　　2,843人　3,281口

三　野　町 三　好　町

調整方針（案）

広報等で周知後、申込書・
保険料を役場総務課に申し
出、総務課にて領収し、保
険証書を発行。申込期間終
了後保健会社と三野町と契
約。事故があった場合は、
規定の書式に記入し、保険
会社へ送付する。

小・中学生については教育
委員会より１人につき300円
の補助金を支出。

小・中学生については教育
委員会より１人につき300円
の補助金を支出。

小・中学生については教育
委員会より１人につき300円
の補助金を支出。

総務部会

　町村民交通傷害保険の取扱い

　合併までに調整し、新町においても引き続き実施する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

３月号の広報発行から３月
末日まで。

協　議　項　目

各町内会長にて加入申込書､
保険料をとりまとめ､役場総
務企画課にて受付をする｡小
･中学生については､各学校
においてとりまとめる｡被保
険者カードを発行し､加入者
全員に配布する｡小･中学生
分の保険料に係る補助金を
学校教育課へ請求する｡事故
があった場合は､規定の書式
に記入し､保険会社へ送付す
る。

町民一人一人が万一の事故
の備える任意保険。町が保
険契約者として㈱損害保険
ジャパンと契約する。

井　川　町 三 加 茂 町

加入時に町に住民登録また
は外国人登録をしている方｡

平成15年度加入者数
　　　　1,617人　1,885口

課　　題 具体的調整方針

各振興会長にて加入申込書､
保険料をとりまとめ､役場総
務課にて受付をする｡被保険
者カードを発行し､加入者全
員に配布する｡小･中学生分
の保険料に係る補助金を学
校教育課へ請求する｡事故が
あった場合は､規定の書式に
記入し､保険会社へ送付す
る｡

事故があった場合は、規定
の書式に記入し、保険会社
に送付する。

合併までに調整し、新町
においても引き続き実施
する。

-43-



【電算システム】 【電算システム】 【電算システム】 【電算システム】
なし なし なし ・合併後は三好町の電算シス

テムを活用する。

【事務手数料】 【事務手数料】 【事務手数料】 【事務手数料】
保険料金の7.5％×1.05%
　　　　（保険会社負担）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

調整方針（案）

井　川　町

協　議　項　目

保険料金の7.5％×1.05%
　　　　（保険会社負担）

　合併までに調整し、新町においても引き続き実施する。

課　　題

保険料金の7.5％×1.05%
　　　　（保険会社負担）

システム名
・交通傷害保険システム
・交通傷害保険領収シス
　テム
委託先業者
・四国情報管理センター

三 加 茂 町

交通分科会

保険料金の7.5％×1.05%
　　　　（保険会社負担）

具体的調整方針

総務部会

　町村民交通傷害保険の取扱い
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【事業名】 【事業名】 【事業名】 【事業名】 ・ ・
三野町廃止代替バス事業 三好町廃止代替バス事業

【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】
県補助金交付説明会
県から四国交通補助金交付
年一回総会

【補助金】 【補助金】 【補助金】 【補助金】
四国交通 四国交通　 年 3,248,000円
平成14年度実績　2,981千円

【使用料】 【使用料】 【使用料】 【使用料】
なし なし なし

過疎化により赤字運営とな
っている、四国交通の２路
線（井内線、西谷線）に対
し、路線を維持するため補
助金を交付する。

第3種生活路線（平均乗車密
度5人未満の不採算路線）認
定後3年が経過すると、当該
路線は原則廃止となる。そ
の廃止代替として三好町の
自主運行によりバス運行。
運転はタクシー事業者へ委
託。
運行開始：平成11年10月1日
乗車人員：約25,000人

生活交通路線運行費市町村
補助金交付事業

中山間地域の高齢者が増え､
今後ますます高齢社会に拍
車がかかると予想され､一人
暮らしの老人世帯も多く､こ
れらの人の足の確保を図る
ため､路線バスの運行を行
う｡廃止路線代替えバス補助
金を県に申請｡町がタクシー
会社と契約し､１日５便２系
統の運行をしている。

協　議　項　目 　地方バス路線維持に関する取扱い

交通分科会

運賃収入　　約8,300千円
定期券収入　約1,300千円
回数券収入　約　750千円

井　川　町

廃止路線代替バス運行費補
助金(県補助金)
平成14年実績　318千円
　　(H13.10.1～H14.9.30)

昼間ﾀｸｼｰと運行委託契約締
結(4月1日～翌年3月31日)
県へ補助金交付申請書提出
　　　　　　　（11月頃）
県から補助金額の決定通知
　　　　　　　 (3月)
委託事業者へ委託料の支払
　　　　（毎月777,000円）

調整方針（案） 　当面は現行のとおりとし、新町発足後巡回バスの運行等について協議する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

交付申請により額を確定、
年度末に交付している。

具体的調整方針

四国交通第3種生活路線運行
補助事業

第3種生活路線（平均乗車密
度5人未満の不採算路線）町
より補助金を出している。

委託事業者である㈱三野交
通により毎年10月から11月
中に事業報告書を役場に提
出・受理後補助要綱により
県へ補助金交付申請をする｡
県補助金　補助基準額50％
　　　　　　　(町受入れ)
町補助金　交付申請額100％

平成14年度　1,189千円
　　　（内県補助483千円）
平成13年度　1,174千円
　　　（内県補助477千円）
平成12年度　1,189千円
　　　（内県補助483千円）

三 加 茂 町 課　　題三　野　町 三　好　町

当面は現行のとおりとし、
新町発足後巡回バスの運行
等について協議する。

事業の継続方法について、
協議が必要。

総務部会
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- 46 -

日程１０ 協議第３１号

議会事務関係（案）について

各種事務事業の取扱いのうち、議会事務関係について提出する。

平成１５年１１月１９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

議会事務関係について

１．議会運営については、新町の議会において定める。
２．委員会の設置及び運営については、新町の議会において定める。
３．議員補償等については、新町の議会議員においても加入する。ただし、

議員互助については、新町の議会において調整する。
４．議会事務局業務については、合併までに調整し、新町の議会において定

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）

議会事務局部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　これまで、住民の代表である議会と行政は、相互に連携しながらまちづくりを進めてきました。
合併した場合には、新しい町の発展が地域全体において均衡のとれたものとなるよう、より一層の
連携が必要となります。
　このことから、新町発足後の議会運営や議員活動が円滑に行えるよう、本会議や各種委員会等の
会議運営をはじめ、互助や共済等の議員補償や各種研修などの取扱いについて、十分に協議・調整
を図っておかなければなりません。

２４－２２．議会事務関係

協議会への
提 案 内 容

１．議会運営については、新町の議会において定める。
２．委員会の設置及び運営については、新町の議会において定める。
３．議員補償等については、新町の議会議員においても加入する。ただし、議員互助については、
　　新町の議会において調整する。
４．議会事務局業務については、合併までに調整し、新町の議会において定める。
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２４－２２　議会事務関係

１．議事日程上の順番 １．議事日程上の順番 １．議事日程上の順番 １．議事日程上の順番 ・要調整。 ・
・

・

２．会議時間 ２．会議時間 ２．会議時間 ２．会議時間 ・
・１０時から ・１０時から ・１０時から ・１０時から

３．申合せ事項 ３．申合せ事項 ３．申合せ事項 ３．申合せ事項 ・差異がある。 ・
・ ・ ・一般質問は３回まで。

・

・

・

本会議開会１５分前には出
席。

①報告
②条例
③予算
④人事案件
⑤その他議案
⑥請願
⑦陳情
⑧議決

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） 　議会運営については、新町の議会において定める。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

議会事務局部会

課　　題 具体的調整方針

　議会運営の取扱い

三 加 茂 町

①会議資料の確認
 (議場に配布するもの)
②議事日程の印刷、配布
③発言通告書の印刷、配布
④議案等の配布
⑤諸資料の配布
⑥議長の議事次第書の準備
⑦傍聴者の受付準備
⑧議場内の準備
 (マイク、録音機など)
⑨会議案内表示板の掲示
⑩欠席、遅刻の確認
⑪会議録署名議員の出席の
　確認
⑫説明員の変更の有無

議場での小休中の審議は、
本会議中の審議に準じて行
う。
議員出席表示板は、会議出
席の時及び事務局へ出務し
たときボタンを押すこと。

議事日程上の順番は、議長
が定める。
議長が必要があると認める
とき又は議員から動議が提
出されたとき、議長は討論
を用いないで会議に諮っ
て、議事日程の順序を変更
し又は他の事件を追加する
ことができる。

議場は本会議のみに使用し
委員会は委員会室で行うこ
とを原則とするが、合同委
員会等については会場の都
合により議場を使用する場
合もある。
町長提案理由の説明及び一
般質問と、これに対する理
事者の答弁は、演壇で行
う。

①報告
②条例
③予算
④人事案件
⑤その他議案
⑥請願
⑦陳情
⑧議決

①開会宣告
②開議宣告
③出席議員数報告
④諸般の報告
⑤会議録署名議員の指名
⑥会期の決定
⑦議題の宣告
⑧議案の提案説明
⑨質疑
⑩委員会付託
⑪委員長報告
⑫委員長報告等に対する質
　疑
⑬討論
⑭表決
⑮一般質問
⑯閉会

新町の議会において定め
る。

新町の議会において定め
る。

新町の議会において定め
る。
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・

４．開催状況 ４．開催状況 ４．開催状況 ４．開催状況 ・要調整。 ・

・平成１４年の本会議日数 ・平成１４年の本会議日数 ・平成１４年の本会議日数
　　７回（内臨時会３回） 　　９回（内臨時会１回） 　１０回（内臨時会２回）

５．一般質問の状況 ５．一般質問の状況 ５．一般質問の状況 ５．一般質問の状況 ・ ・
・ ・ ・

・一般質問の締切日
・一般質問の締切日

調整方針（案） 　議会運営については、新町の議会において定める。

議会事務局部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 課　　題井　川　町

協　議　項　目

【定例会の回数】
３月、６月、９月、１２月
の４回とする。

新町の議会において定め
る。

【議会運営委員会の開催】
・議案配布
　　　↓
【告示日】
・招集通知と告示の写しを
　議員に送付
　　　↓
【招集日】（本会議初日）
・議案の提案と採決、及び
　委員会付託
・一般質問（本会議主義）
　　　↓
【常任委員会の開催】
・請願、陳情、当初補正予
　算の審査
　　　↓
【本会議最終日】
・議案の提案と採決
・委員会報告と採決

おおむね招集予定日の２週
間前に一般質問の案内　通
知を議員宛送付する。

⑬開会時刻の関係者への連
　絡
⑭応招議員の確認
⑮議事日程の再度確認

議員は、町の一般事務につ
いて議長の許可を得て、質
問することができる。
質問者は、議長の定めた期
間内に、議長にその要旨を
文書で通告しなければなら
ない。

おおむね本会議開催日の１
週間前(議運開催日前日)の
午後５時までに受け付け
る。

招集日に一般質問の用紙を
議員に配布する。

【議会運営委員会の開催】
・日程決定
【告示】
・招集通知と告示の写しと
　議案書を議員に送付
　　　↓（３日後）
【招集日】（本会議初日）
・議案の提案及び委員会付
　託
　　　↓
【常任委員会の開催】
・請願、陳情、当初予算等
　の審査
　　　↓
【本会議最終日】
・一般質問
・議案の提案と採決
・委員会報告と採決

おおむね本会議閉会日の決
められた日の午後５時まで
に受け付ける。
事務局預かり→議長送付→
行政部局送付→浄書した一

一般質問にあたっては、理
事者側の適切な答弁を求め
るため通告期限は厳守し、
なお内容について詳細に通
告する。質問は３回まで。

三 加 茂 町

【議会運営委員会の開催】
・日程等について協議
　　　↓
【告示日】
・招集通知と告示の写しを
　議員に送付
　　　↓
【招集日】（本会議初日）
・議案の提案と採決、及び
　委員会付託(本会議主義)
　　　↓
【常任委員会の開催】
・予算･請願･陳情等の審査
　　　↓
【本会議最終日】
・一般質問
・議案の採決(場合により提
　案採決)
・委員会報告と採決

　議会運営の取扱い

新町の議会において定め
る。

具体的調整方針

議員は、町の一般事務につ
いて議長の許可を得て、質
問することができる。
質問者は、議長の定めた期
間内に、議長にその要旨を
文書で通告しなければなら
ない。

・

・

締め切り日等に差異があ
る。
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・平成１４年実績 ・平成１４年実績
　　　　合計延べ１３人 　　　　合計延べ１８人

６．会議録の調製 ６．会議録の調製 ６．会議録の調製 ６．会議録の調製 ・ ・
・会議録を配布している。

協　議　項　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 井　川　町

会議録は配布していない。
整理し会議録に記録してい
る。

具体的調整方針

調整方針（案）

課　　題三 加 茂 町

　議会運営については、新町の議会において定める。

　議会運営の取扱い

議会事務局部会

会議録は配布していない。
テープの反訳を業務委託し
ていない。
議案の朗読は、議長が必要
と認めるときは、議題にな
った事件を職員をして朗読
させる。

・
・

・

①開会及び閉会に関する事
　項並びにその年月日時
②開議、散会、延会、中止
及び休憩の日時
③出席及び欠席議員の氏名
④職務のため議場に出席し
　た事務局職員の職氏名
⑤説明のため出席した者の
　職氏名
⑥議事日程
⑦議長の諸報告
⑧議員の異動並びに議席の
　指定及び変更
⑨委員会報告書及び少数意
　見報告書
⑩会議に付した事件
⑪議案の提出、撤回及び訂
正に関する事項
⑫選挙の経過
⑬議事の経過
⑭記名投票における賛否の
　氏名
⑮その他議長又は議会にお
　いて必要と認めた事項

事務局預かり→議会運営委
員会
→浄書した一般質問通告一
覧表を当日配布する(議会出
席者)。
質問順は通告の順。

質問の順序は、議長が定め
る。
質問の通告をした者が欠席
したとき、又は質問の順序
に当たっても質問しないと
き、若しくは議場に現在し
ないときは、通告は、その
効力を失う。

質問の順序は、議長が決め
る。
質問の通告をした者が欠席
したとき、又は質問の順序
に当たっても質問しないと
き、若しくは議場に現在し
ないときは、通告は、その
効力を失う。

・
・

新町の議会において定め
る。

配布の有無があるなど、調
整が必要。

般質問通告書一覧表を当日
配布する(議員)。
質問順は通告の順、再質問
は３回まで。

三　好　町
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７．議決書の作成 ７．議決書の作成 ７．議決書の作成 ７．議決書の作成 ・要調整。 ・

８．決議・意見書の取扱い ８．決議・意見書の取扱い ８．決議・意見書の取扱い ８．決議・意見書の取扱い ・要調整。 ・
（提出要件） （提出要件） （提出要件） （提出要件）

【意見書の提出】 ・
・

議会では多くの議案が議決
されるが、議決された議案
について執行部側において
補助金申請や報告などの事
務処理上、議会の議決の事
実を確認するため、議案書
の議決証明を必要とする場
合があり、執行部側からの
依頼により、当核事務を行
うこととなる。
議決証明は、通常「この謄
本(抄本)は原本と相違ない
ことを証明する」旨を記載
し、議長名により職印を押
し交付する。なお、議決証
明の証明者を議長又は事務
局長のいずれにするかは、
会議規則又は議長の定める
ところによるとの行政実例
がある。
この事務は、急がれる場合
が多いので､あらかじめ準備
をし、議決があれば直ちに
処理する。

・

・

・

会期終了後３日以内に町長
へ送付。
会議結果報告、議決条例、
議決予算の報告もそれぞれ
行う。
議案をもって議決書を２部
作成し執行部、議会事務局
がそれぞれ保存する｡

・

・

・

決議、意見書は委員会付託
を省略して採決する。
議員は一人でも提出するこ
とができる。
常任委員会の所管に関する
もの（付託された請願に対
する意見書等）は、それぞ
れの常任委員長名で提出す
る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

会期終了後、議案をもって
議決書を作成し議会事務局
が保存する。
議場において配布されたも
のはすべて参考資料として
議決書に編綴している。
参考資料は、会期日程、議
事日程、議案説明書、告示
の写し、招集通知、常任・
特別委員会報告、一般質問
通告書、請願、陳情文書
表、その他説明資料。

会期終了後３日以内に町長
へ送付。
会議結果報告、議決条例、
議決予算の報告もそれぞれ
行う。
議案をもって議決書を２部
作成し執行部、議会事務局
がそれぞれ保存する。
議場において配付されたも
のはすべて参考資料として
議決書に編綴している。
参考資料は、会期日程、議
事日程、議案説明書、常任
委員会報告、一般質問通告
書、請願、陳情文書表、そ
の他説明資料。

・

・

・

・

・

三 加 茂 町 具体的調整方針

調整方針（案） 　議会運営については、新町の議会において定める。

井　川　町

新町の議会において定め
る。

新町の議会において定め
る。

課　　題

・

・

・

・

・

・

議会運営委員会にて協議。
決議、意見書は委員会付託
を省略して採決する。
議員は一人でも提出するこ
とができる。
常任委員会の所管に関する
もの（付託された請願に対
する意見書等）は、それぞ
れの常任委員長名で提出す
る。

・

・

・

市町村議会は地方自治法第
９９条の規定に基づき当核
団体の公益に関する事件に
ついて関係行政庁に意見書
を提出することができる。
意見書の提出先である関係
行政は、国の機関（中央省
庁、出先機関）、地方公共
団体の機関などである。国
会、地方議会、裁判所は含
まれない。

協　議　項　目

決議、意見書は委員会付託
を省略して採決する。

　議会運営の取扱い

議会事務局部会
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【決議の提出】
・

・要調整。 ・

【請願の委員会付託】
・

請願受理(議運の前日までに
受付したもの)。
　　↓
議案書作成(写しを添付)。
　　↓
本会議初日に所管の委員会
に付託。
　　↓
所管の委員会で審査(採択さ
れた場合は請願書に対する
意見書を、本会議最終日に
正副委員長が提出すること
を確認)。
　　↓
本会議最終日に、委員会報
告をしてその後採決。
　　↓
(採択の場合)本会議で、請
願に対する意見書を上程。
　　↓

請願受理(議運の前日までに
受け付けたもの)。
　　↓
議案書作成(写しを添付)。
　　↓
本会議初日に所管の委員会
に付託。
　　↓
所管の委員会で審査(採択さ
れた場合は請願書に対する
意見書を、本会議最終日に
正副委員長が提出すること
を確認)。
　　↓
本会議最終日に、委員会報
告をしてその後採決。
　　↓
(採択の場合)本会議で、請
願に対する意見書を上程。
　　↓

議長は、第３９条（議案等
の説明、質疑及び委員会付
託）第１項の規定にかかわ
らず、請願文書表の配布と
ともに、請願を所管の常任

議長は、請願文書表を作成
し、議員に配布する。
請願文書表には、請願書の
受理番号、請願書の住所及
び氏名、請願の要旨、紹介
議員の氏名並びに受理年月
日を記載する。
請願者数人連署のものはほ
か何人と同一議員の紹介に
よる数件の内容同一のもの
は、ほか何件と記載する。

【請願文書表の作成及び
　配布】

・

・

・

　議会運営については、新町の議会において定める。

議会事務局部会

　議会運営の取扱い協　議　項　目

課　　題三 加 茂 町

決議には、事実上の意思表
示で法的拘束力のないもの
と法的拘束力のあるものと
の２種類があるが、法的拘
束力のない決議は長に提出
されることがある。これは
長に対しては地方自治法第
９９条に基づき意見書の提
出ができない。

議会で可決した意見書を関
係行政庁に送付する時期に
ついては、何日までという
定めはないが、可決後速や
かに処理する。

具体的調整方針

請願受理(議運の前日までに
受け付けたもの)。
　　↓
議案書作成(写しを添付)。
　　↓
本会議初日に所管の委員会
に付託。
　　↓
所管の委員会で審査(採択さ
れた場合は請願書に対する
意見書を、本会議最終日に
正副委員長が提出すること
を確認)。
　　↓
本会議最終日に、委員会報
告をしてその後採決。
　　↓
(採択の場合)本会議で、請
願に対する意見書を上程。
　　↓

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町
・

９．請願・陳情の受理及び
　　審議状況

新町の議会において定め
る。

調整方針（案）

９．請願・陳情の受理及び
　　審議状況

９．請願・陳情の受理及び
　　審議状況

９．請願・陳情の受理及び
　　審議状況

三　好　町 井　川　町
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【請願の審査報告】
・

【陳情書の処理】
・陳情書又はこれに類するも
ので議長が必要があると認
めるものは、請願書の例に
より処理。

本会議で審査。
　　↓
(可決の場合)関係機関へ意
見書を送付する。請願者に
は請願結果を通知する。

※陳情も請願と同様に扱う
　が、議運で資料を配付し
　対応を検討してもらう。

　議会運営については、新町の議会において定める。

本会議で審査。
　　↓
(可決の場合)関係機関へ意
見書を送付する。請願者に
は請願結果を通知する。

※陳情も請願と同様に扱う
　が、議運で資料を配布し
　対応を検討してもらう。

本会議で審査。
　　↓
(可決の場合)関係機関へ意
見書を送付する。請願者に
は請願結果を通知する。

※陳情も請願と同様に扱う
　が、議運で資料を配布し
　対応を検討してもらう。

三　野　町 三　好　町 課　　題 具体的調整方針

委員会は、請願について、
審査の結果を次の区分によ
り意を付け、議会に報告し
なければならない。
　○採択すべきもの
　○不採択すべきもの
採択すべきものと決定した
請願で、町長その他の関係
執行機関に送付することを
適当と認めるもの並びにそ
の処理の経過及び結果の報
告を請求することを適当と
認めるものについてはその
旨を付記しなければならな
い。

　議会運営の取扱い

三 加 茂 町井　川　町

・

議会事務局部会

調整方針（案）

協　議　項　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

委員会に付託する。ただし
議会の議決で特別委員会に
付託することができる。
委員会の付託は､議会の議決
で省略することができる。
請願の内容が２以上の委員
会の所管に属する場合、２
以上の請願が提出されたも
のとみなし、それぞれ委員
会に付託する。
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１０．議会選出各種委員 １０．議会選出各種委員 １０．議会選出各種委員 １０．議会選出各種委員 ・
・ ・ ・

【選挙する委員】 【選挙する委員】 【選挙する委員】 【選挙する委員】

○監査委員 ○監査委員 ○監査委員 ○監査委員

・種別に差異がある｡

【議会が推薦する委員】 【議会が推薦する委員】 【議会が推薦する委員】 【議会が推薦する委員】 ・種別に差異がある｡
○国民健康保険運営協議会
　委員
○農業委員

○議長
○副議長
○三好東部４町火葬場管理
　組合議会議員
○みよし広域連合議会議員

○議長
○副議長
○三好東部４町火葬場管理
　組合議会議員
○みよし広域連合議会議員

○常任委員会委員
　(総務建設、文教厚生)
○議会運営委員
○特別委員会委員

○常任委員会委員
 (総務､文教厚生)

○特別委員会委員

○常任委員会委員
 (総務､文教厚生､産業建設)
○議会運営委員
○特別委員会委員

【議案として町長が議会に提
　出し、議決する委員】

○議長
○副議長
○三好東部４町火葬場管理
　組合議会議員
○みよし広域連合議会議員

【議案として町長が議会に提
　出し、議決する委員】

【議長が会議に諮って指名す
　る委員】

○国民健康保険運営協議会
　委員
○農業委員
○消防委員

三　野　町 三　好　町 井　川　町

一般選挙後の初議会の後、
全員協議会で委員の選出を
行う。
決定後、各関係課に報告。

議会事務局部会

【議長が会議に諮って指名す
　る委員】

○国民健康保険運営協議会
　委員
○農業委員

○国民健康保険運営協議会
　委員
○農業委員

【議長が会議に諮って指名す
　る委員】

【議案として町長が議会に提
　出し、議決する委員】

調整方針（案）

【議案として町長が議会に提
　出し、議決する委員】

新町の議会において定め
る。一般選挙後初めての議会に

おいて委員の選出を行う。
決定後、各関係課に報告。

　議会運営の取扱い

　議会運営については、新町の議会において定める。

課　　題 具体的調整方針三 加 茂 町

一般選挙後の初議会の後、
全員協議会で委員の選出を
行う。
決定後、各関係課に報告。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協　議　項　目

○議長
○副議長
○三好東部４町火葬場管理
　組合議会議員
○みよし広域連合議会議員

【議長が会議に諮って指名す
　る委員】
○常任委員会委員
 (総務､教育厚生､産業建設)
○議会運営委員
○特別委員会委員
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１．委員会種別と委員数 １．委員会種別と委員数 １．委員会種別と委員数 １．委員会種別と委員数 ・
【常任委員会】 【常任委員会】 【常任委員会】 【常任委員会】 ・

【常任委員の任期】 【常任委員の任期】 【常任委員の任期】 【常任委員の任期】
　２年 　２年 　２年 　２年

【議会運営委員会】 【正・副議長 委員長会】 【議会運営委員会】 【議会運営委員会】 ・委員数に差異がある｡
　５名　任期　２年

【特別委員会】 【特別委員会】 【特別委員会】 【特別委員会】 ・

協　議　項　目

調整方針（案）

　５名　任期　２年
　(議長はｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞとして参
　 画)

　５名
　(議長・副議長はｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ
　 として参画)

○町村合併検討特別委員会
　　　　　　　　　１４名

○下水道等環境問題検討特
　別委員会　　　　　７名

　委員会の設置及び運営については、新町の議会において定める。

委員会種別や委員数に差異
がある｡

○総務建設常任委員会 ６名

○文教厚生常任委員会 ６名

三　野　町 課　　題三 加 茂 町 具体的調整方針三　好　町 井　川　町

○総務委員会　　　  ４名
　町政一般､財政､消防､町有
　財産管理に関する事務及
　びそのほか他の委員会に
　属しない事務。

○産業建設委員会　　４名
　産業､経済､観光､地理土木
　及び建築に関する事務。

○文教厚生委員会　　４名
　教育､社会福祉､社会保険
　及び保健衛生に関する事
　務。

○地域開発特別委員会 ６名

○三野病院運営特別委員会
　　　　　　　　　　 ６名

新町の議会において定め
る。

○市町村合併検討特別委員
　会　　　　　　　　７名

○角の浦大橋建設促進特別
　委員会　　　　　　７名
○吉野川堤防建設促進特別
　委員会　　　　　　５名
○下水道事業推進特別委員
　会　　　　　　　　７名

委員会種別や委員数に差異
がある｡

　９名　任期　２年
　(議長はｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞとして参
　 画)

○町村合併検討特別委員会
　　　　　　　　　１２名

○県道大利辻線及び腕山花
　ノ内線特別委員会　７名

○総務常任委員会　 　７人

○文教厚生常任委員会 ７人

○総務常任委員会　　 ６名
　総務課､税務課､住民課､会
　計課､収入役事務に関する
　事務並びに他の常任委員
　会の所管に属しない事務｡

○教育厚生常任委員会 ５名
　厚生課､環境課､教育委員
　会に関する事務。

○産業建設常任委員会 ５名
　産業課､建設課､水道課､国
　土調査課に関する事務。

議会事務局部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　委員会の設置及び運営の取扱い
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【特別委員の任期】
　２年

【費用弁償】 【費用弁償】 【費用弁償】 【費用弁償】 ・金額に差異がある｡
　なし

　　　　　　１日　2,000円

２．委員会審査と開催状況 ２．委員会審査と開催状況 ２．委員会審査と開催状況 ２．委員会審査と開催状況 ・要調整。 ・
・ 【委員会審査】

・ ・
・

・

・

【開催状況】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

協　議　項　目 　委員会の設置及び運営の取扱い

定例会中の開催状況は、開
催中に各常任委員会を開催｡
予算、決算の特別委員会は
設置していない。
各定例会の最終日に、閉会
中の所管事務調査の議決を
得て、委員会調査を行って
いる。

①継続審査事件
②予算
③決算
④条例
⑤契約
⑥その他の事件(道路の認定
　廃止等)
⑦意見書案、決議案
⑧継続審査の請願、陳情
⑨請願、陳情
⑩所管事務の調査

三　野　町 三　好　町 井　川　町 具体的調整方針

新町の議会において定め
る。

常任委員会
　　　　　　１日　3,000円

定例会中の開催状況は、本
会議休会中に各常任委員会
と特別委員会を開催する事
にしている。

委員会における審査は、標
準町議会会議規則で次の順
序で行う。
委員会付託⇒委員会招集⇒
開会宣告⇒記録署名委員の
氏名⇒議題の宣告（議案、
請願・陳情等の上程）⇒委
員の質疑⇒質疑終了宣告⇒
採決⇒閉会宣告

定例会中の開催状況は、開
催中に各常任委員会・特別
委員会を開催。
予算、決算の特別委員会は
設置しておらず、本会議を
休憩し、各課長から予算・
決算の主要な内容を説明す
る。
その後、質疑を実施。

常任、特別委員会のみ
　　　　　　１日　1,000円

調整方針（案）

○高速道路を活かした町づ
　くり検討特別委員会 ７名

　委員会の設置及び運営については、新町の議会において定める。

議会事務局部会

三 加 茂 町
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３．委員会傍聴状況 ３．委員会傍聴状況 ３．委員会傍聴状況 ３．委員会傍聴状況 ・要調整。 ・
・

４．委員会記録の作成 ４．委員会記録の作成 ４．委員会記録の作成 ４．委員会記録の作成 ・要調整。 ・
・ ・

調整方針（案）

協　議　項　目

・

・
・

三 加 茂 町 課　　題

・

・

・

・

・

委員会は、議員のほか委員
長の許可を得た者が傍聴す
ることができる。

委員長は、職員をして会議
の概要、出席委員の氏名等
必要な事項を記載した記録
を作成させ、これに署名又
は記名押印しなければなら
ない。
前項の記録は議長が保管す
る。

・

・

議員のほか、委員長の許可
を得た者が傍聴することが
できる。
委員長は、必要があるとき
は、傍聴人の退場を命ずる
ことができる。
近年、委員会傍聴の実績は
少ない。

　委員会の設置及び運営については、新町の議会において定める。

具体的調整方針

・

・

議員のほか、委員長の許可
を得た者が傍聴することが
できる。
委員長は、必要があるとき
は、傍聴人の退場を命ずる
ことができる。

会議の概要等必要な事項を
記載している。

三　好　町 井　川　町

　委員会の設置及び運営の取扱い

議会事務局部会

傍聴席は、一般席及び報道
関係者席に分ける。
一般席の定員は２５人。
会議を傍聴しようとする者
は、所定の場所で自己の住
所、氏名及び年齢を傍聴人
受付簿に記入しなければな
らない。

委員長は、職員をして会議
の概要、出席委員の氏名等
必要な事項を記載した記録
を作成させ、これに署名ま
たは記名押印しなければな
らない。
この記録は、議長が保管す
る。

新町の議会において定め
る。

新町の議会において定め
る。会議の概要等必要な事項を

記載した記録を作成する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町
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１．議員互助 １．議員互助 １．議員互助 １．議員互助 ・
【互助会の事業】 ・加入者に差異がある。

・公益事業

【事業の目的】
・地方自治振興に寄付する

【事業の内容】

【互助会の事業】
・給付事業その他の事業

【徳島県議員互助共済】 【事業の目的】 【徳島県議員互助共済】 【徳島県議員互助共済】 ・要調整。 ・
・

【事業の内容】
・給付に関する事業
・厚生・助成に関する事業
・互助貸付に関する事業
・積立年金に関する事業
・互助年金に関する事業

【掛金及び補助金率】
・掛金　給料月額×2.5/1,000
・補助金
　　　給料月額×3.5/1,000

・特別補助金
　　　給料月額×7.0/1,000

【井川町議会互助会】 ・井川町のみ実施している。 ・

①加入者：現議員(１４名)
　　　　　退職者(６名)
②事務の流れ
　・毎年７月１日更新
　　 (６月中に手続き)
　・毎年６月期末手当より
　　掛金を取りまとめ。
　　 (22,000円×１４名)
　・｢三加茂町議会｣で県議
　　長会へ送金。
③その他新規加入、中途加
　入、中途脱退等の手続き
　事務を行う。

①加入者：現職員(６名)

②事業の流れ
　・毎年７月１日更新
　（６月中に手続き）
　・毎年６月期末手当より
　　掛金を取りまとめ。
　　（22,000円×６名）
　・｢井川町議会｣で県議長
　　会へ送金。
③その他新規加入、中途加
　入、中途脱退等の手続き
　事務を行う。

①加入者：現議員(１２名)

②事務の流れ
　・毎年７月１日更新
　　 (６月中に手続き)
　・毎年６月期末手当より
　　掛金を取りまとめ。
　　（20,000円×１２名）
　・｢三野町議会｣で県議長
　　会へ送金。
③その他新規加入、中途加
　入、中途脱退等の手続き
　事務を行う。

調整方針（案）

①加入者：現議員(１２名)
②互助負担金：87,000円
　(＝1,450円×5口×12人)

③事務の流れ
　・毎年５月１日更新
　　（４月中に手続き）
　・決議書により県議長会
　　へ送金。

課　　題

現職・退職会員の福利厚生
に関する事業

【全国町村議会議員新団体補
　償制度】

協　議　項　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町三　野　町

【全国町村議会議員新団体補
　償制度】

三　好　町

【全国町村議会議員新団体補
　償制度】

井　川　町

地方自治の振興に寄付する
事業
その他の目的を達成するた
めに必要な事業

・

・

①加入者：現議員(１６名)
②互助負担金：116,000円
　(＝1,450円×5口×16人)
　　内訳
    　個人負担：58,000円
　　 　 (＝3,625円×16人)
　  　町 負 担：58,000円
③事務の流れ
　・毎年５月１日更新
　　 (４月中に手続き)
　・決議書により県議長会
　　へ送金。
④その他新規・中途加入、
　中途脱退等の手続き事務
　を行う。

①加入者：現職員(１４名)
②互助負担金：87,000円
　(＝1,450円×5口×12人)

③事務の流れ
　・毎年５月１日更新
　　（４月中に手続き）
　

④その他新規加入、中途加
　入、中途脱退等の手続き
　を行う。

会員相互の親睦融和、研修会
等を行う。
①会員：現職員(１２名)
②会費：毎月、報酬より
　　　　5,000円を徴収。
　・徳島県議員互助共済
　　　支出負担：87,000円

議会事務局部会

新町の議会において調整す
る。

新町の議会において調整す
る。

新町の議会において調整す
る。

具体的調整方針

　議員補償等については、新町の議会議員においても加入する。ただし、議員互助については、新町の議会において調整する。

　議員補償等の取扱い

-58-



２．議員の公務災害 ２．議員の公務災害 ２．議員の公務災害 ２．議員の公務災害 ・４町とも加入している。 ・
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

・ ・

【名称】 【名称】 【名称】 【名称】
・ ・ ・ ・

３．議員共済 ３．議員共済 ３．議員共済 ３．議員共済 ・４町とも加入している。 ・
【議員共済会】

この組合は、徳島県町村議
会議員公務災害補償等組合
(以下「組合」という。)と
いう。

この組合は、徳島県町村議
会議員公務災害補償等組合
(以下「組合」という。)と
いう。

この組合は、地方公務員災
害補償法(昭和42年法律第
121号)の規定に基づく、徳
島県町村議会議員に対する
公務災害補償等に関する事
務を共同処理し、もって町
村議会議員の職責及び活動
に対する福祉制度を行政的
財政面から総合的に総一完
備することによって、町村
財政の安定と健全化をはか
り、あわせて地方公務員等
共済組合法(昭和37年法律第
152号)第１１章の規定に基
づく町村議会議員共済会に
関する事務との相互調整を
はかることによって、本制
度の健全なる運営をはかる
ことを目的とする。

議員数を共済会に報告。
議員の就職、退職及び掛金
(特別掛金を含む)に関する
事項を報告。
議員の報酬の改定に関する
事項の報告。
議員、またその遺族の給付
に関することについての書
面の証明をして報告。

・
・

・

・

協　議　項　目

調整方針（案）

三　好　町

この組合は、徳島県町村議
会議員公務災害補償等組合
(以下「組合」という。)と
いう。

議会事務局部会

地方公務員災害補償法第69
条及び第70条の規程に基づ
き、議会の議員その他非常
勤の職員に対する公務上の
災害又は通勤に対する補償
に関する制度等を定め、も
って議会の議員その他非常
勤の職員及び遺族の生活の
安定と福祉の向上に寄与す
る。

三　野　町 課　　題 具体的調整方針

この組合は、地方公務員災
害補償法(昭和42年法律第
121号)の規定に基づく、徳
島県町村議会議員に対する
公務災害補償等に関する事
務を共同処理し、もって町
村議会議員の職責及び活動
に対する福祉制度を行政的
財政面から総合的に総一完
備することによって、町村
財政の安定と健全化をはか
り、あわせて地方公務員等
共済組合法(昭和37年法律第
152号)第１１章の規定に基
づく町村議会議員共済会に
関する事務との相互調整を
はかることによって、本制
度の健全なる運営をはかる
ことを目的とする。

合併の前日をもって脱会
し、新町において合併の
日に当該組合に加入する
ものとする。（広域連合
・一部事務組合の取扱い
において確認済み）

井　川　町 三 加 茂 町

　議員補償等の取扱い

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　議員補償等については、新町の議会議員においても加入する。ただし、議員互助については、新町の議会において調整する。

議員の年金に基づいて共済
作業を処理するために、法
律をもって都道府県、市及
び町村の議会議員ごとにそ
れぞれ地方議会議員共済会
が設けられている。
町村の共済会は、全国の町
村議会の議員をもって組織
されており、東京に本部(全

・

・

議員数を共済会に報告。
議員の就職、退職及び掛金
(特別掛金を含む)に関する
事項を報告。
議員の報酬の改定に関する
事項の報告。
議員、またその遺族の給付
に関することについての書
面の証明をして報告。

この組合は、徳島県町村議
会議員公務災害補償等組合
(以下「組合」という。)と
いう。

・
・

・

・

議員数を共済会に報告。
議員の就職、退職及び掛金
(特別掛金を含む)に関する
事項を報告。
議員の報酬の改定に関する
事項の報告。
議員、またその遺族の給付
に関することについての書
面の証明をして報告。

・
・

・

・

新町の議会においても加入
する。

この組合は、地方公務員災
害補償法(昭和42年法律第
121号)の規定に基づく、徳
島県町村議会議員に対する
公務災害補償等に関する事
務を共同処理し、もって町
村議会議員の職責及び活動
に対する福祉制度を行政的
財政面から総合的に総一完
備することによって、町村
財政の安定と健全化をはか
り、あわせて地方公務員等
共済組合法(昭和37年法律第
152号)第１１章の規定に基
づく町村議会議員共済会に
関する事務との相互調整を
はかることによって、本制
度の健全なる運営をはかる
ことを目的とする。
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・

【費用の負担金】
○掛金

○負担金

○特別掛金

【給付金の種類】
・

三　野　町

調整方針（案）

長期給付のみに限られてお
り、内容は、退職年金、公
務傷病年金、遺族年金の年
金給付と退職一時金、遺族
一時金の給付金である。

　議員は就職した月から退
　職又は死亡した月まで標
　準報酬月額に15/100を乗
　じた額を、毎月共済会に
　納付。

　議員(元議員を含む)は、
　期末手当の額(千円未満切
　捨)に2.5/100を乗じた額
　の特別掛金を共済会に納
　付。
　　(平成17年度から5/100)

・

・
・

・

・

　町村は負担金として標準
　報酬月額に11/100を乗じ
　た額を毎月議員の掛金と
　併せて共済会に納付。

共済会から共済給付金、そ
の他議員にかかる支払金の
送付を受け、該当者に支払
う。
議員履歴の証明をする。
会員台帳、資格取得届、会
員履歴書の整理。
毎月報酬支払い時に、共済
掛金払込事務処理を行い、
報酬の中から天引き、町負
担とあわせて払い込む。町
負担は議会費の共済費から
支出する。
年金受給者事務は毎年１月
に現況届けに取りまとめが
ある。

　議員補償等の取扱い

三　好　町
・

・
・

・

・

共済会から共済給付金、そ
の他議員にかかる支払　金
の送付を受け、該当者に支
払う。
議員履歴の証明をする。
会員台帳、資格取得届、会
員履歴書の整理。
毎月報酬支払い時に、共済
掛金払込事務処理を行い、
報酬の中から天引き、町負
担とあわせて払込み。
年金受給者事務は毎月１月
に現況届けに取りまとめが
ある。

共済会から共済給付金、そ
の他議員にかかる支払金の
送付を受け、該当者に支払
う。
議員履歴の証明をする。
会員台帳、資格取得届、会
員履歴書の整理。
毎月報酬支払い時に、共済
掛金払込事務処理を行い、
報酬の中から天引き、町負
担とあわせて払い込む。町
負担は議会費の共済費から
支出する。
年金受給者事務は毎年１月
に現況届けに取りまとめが
ある。

・

・
・

・

・

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　議員補償等については、新町の議会議員においても加入する。ただし、議員互助については、新町の議会において調整する。

協　議　項　目

井　川　町 三 加 茂 町
国町村議会議長会)が、47都
道府県に支部(各都道府県町
村議会議長会)がそれぞれ設
けられて運営されている。
現在、共済会は会員である
議員に関する給付業務等を
処理するために、これから
の組織を十二分に活用し、
町村議会⇒支部⇒本部の連
携によって行われており、
その業務処理は万全の体制
となっている。

課　　題

議会事務局部会

具体的調整方針
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１．事務局機構・職員数 １．事務局機構・職員数 １．事務局機構・職員数 １．事務局機構・職員数 ・差異がある。 ・

２．議員視察 ２．議員視察 ２．議員視察 ２．議員視察 ・差異がある。 ・
・ 【議員研修の種類】 ・視察については２年に１回｡ ・
・

・

【議員研修の内容】
・

３．議会行政視察対応状況 ３．議会行政視察対応状況 ３．議会行政視察対応状況 ３．議会行政視察対応状況 ・要調整。 ・
○文教厚生常任委員会
　町内各学校等の訪問視察
　　　　（毎年７月中旬）
○総務常任委員会
　町内現地視察
　　　　（毎年７月下旬）

三　好　町

視察については議会で協議｡
平成14年度実績
　期　日：平成14年度11月
　視察先：千葉県川崎製鉄
　　　　　ゴミ処理施設

日程調整
　(議会事務局・担当課)
　　↓
視察事項について担当課と
調整
　　↓

内外の政治経済情勢、現在話
題となっているテーマを決めて
行うものなどが多い。具体的に
は、
①日程の調整
②会場の選定､申込みと設営
③送迎方法
④テーマ
⑤講師依頼
⑥資料の作成
⑦宿泊
などについての準備事務が必
要。

①地方議会自身が主催する
　もの
②各会派が主催するもの
③広域的(数市(町村)の議会
　が集まって行う)に主催さ
　れるもの
④その他

日程調整
　(議会事務局・担当課)
　　↓
視察事項について担当課と
調整
　　↓

井　川　町

日程調整
　(議会事務局・担当課)
　　↓
視察事項について担当課と
調整
　　↓

調整方針（案）

協　議　項　目 　議会事務局業務の取扱い

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

議会事務局部会

各常任委員会で２年に１回
視察を行う。
議員研修も２年に１回。

　議会事務局業務については、合併までに調整し、新町の議会において定める。

三　野　町

事務局に事務局長、補佐、
書記、その他の職員を置く｡
　職員　　　　　　　２名

職員定数条例　　　　２名
　議会事務局長兼任　１名
　書記兼任　　　　　１名

職員定数条例　　　　　名
　書記　　　　　　　１名
　吏員　　　　　　　１名

職員定数条例　　　　２人
　議会事務局長専任　１名
　書記　　　　　　　１名

事務組織・機構の取扱い
において別途協議したう
えで、新町の議会におい
て定める。

新町の議会において定め
る。

新町の議会において定め
る。
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４．議会公印の管守 ４．議会公印の管守 ４．議会公印の管守 ４．議会公印の管守 ・
【公印の管理】 ・ 【公印の管理】 【公印の管理】
　事務局長 　事務局長 　事務局長

【公印の種類】 【公印の種類】 【公印の種類】 【公印の種類】 ・種類に差異がある。
○三野町議会の印
○三野町議会議長の印

○三野町議会常任委員長の
　印

○三野町議会議会運営委員
　長の印
○三野町議会特別委員会委
　員長の印

○三野町議会事務局長の印

○三加茂町議会之印
○徳島県三好郡三加茂町議
　会議長之印
○三加茂町議会副議長之印
○三加茂町議会常任委員会
　委員長之印

○三加茂町議会運営委員会
　委員長之印
○三加茂町議会特別委員会
　委員長印

○井川町議会の印
○井川町議会議長の印

○井川町議会総務委員長の
　印
○井川町議会文教厚生委員
　長の印
○井川町議会産業建設委員
　長の印
○井川町議会議会運営委員
　会の印

○井川町議会町村合併検討
　特別委員長の印
○井川町議会井川町議会県
　道大利辻線及び腕山花ノ
　内線特別委員長の印
○井川町議会事務局長の印

議長・町長に報告
　　↓
当日の受入計画立案
　　↓
当日の対応

議長・町長に報告
　　↓
当日の受入計画立案
　　↓
当日の対応

議長・町長に報告
　　↓
当日の受入計画立案
　　↓
当日の対応

議長・町長に報告
　　↓
当日の受入計画立案
　　↓
当日の対応

公印は､常に堅固な容器に納
め､鍵を施す等の方法により
保管しなければならない｡

調整方針（案）

協　議　項　目

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 具体的調整方針

　議会事務局業務については、合併までに調整し、新町の議会において定める。

議会事務局部会

　議会事務局業務の取扱い

井　川　町

○三好町議会の印
○三好町議会議長の印

○三好町議会副議長の印

○総務委員長の印

○文教厚生常任委員長の印

○特別委員長の印

○三好町議会事務局長の印

三 加 茂 町

新町の議会において定め
る。
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５．議会の広報 ５．議会の広報 ５．議会の広報 ５．議会の広報 ・ ・
・ ・ ・ ・

・

・

６．議員台帳 ６．議員台帳 ６．議員台帳 ６．議員台帳 ・要調整。 ・
【記載事項】

三　好　町

協　議　項　目

・

・

氏名､性別､生年月日､住所
在職歴(就職・退職年月日)
役職歴(議会関係)
表彰歴(受賞年月日、表彰種
別)

定例会、臨時議会後、町広
報に掲載。

定例会、臨時議会後、町広
報に掲載。

町広報に定例会の内容を簡
単に載せる程度。

広報・広聴の取扱いについ
て、新町の町広報誌には議
会の概要を掲載することで
確認されている。
議会独自で議会広報を発行
してはどうか。

４町とも町広報誌に掲載し
ているが、掲載内容に差異
がある。

　議会事務局業務の取扱い

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

調整方針（案）

・
・
・
・

任期満了時、選挙後、常任
委員会改選時など人事に変
更がある都度整理する。
各種表彰の基礎となる。

町広報に定例会の内容を簡
単に載せる程度。

三 加 茂 町

任期満了時、選挙後、常任
委員会改選時など人事に変
更がある都度整理する。
各種表彰の基礎となる。

・

・

三　野　町 井　川　町

・

・

任期満了時、選挙後、常任
委員会改選時など人事に変
更がある都度整理する。
各種表彰の基礎となる。

新町の議会においても整備
し、定期的に整理する。

新町の議会において定め
る。

　議会事務局業務については、合併までに調整し、新町の議会において定める。

議会事務局部会

課　　題
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- 64 -

日程１１

第９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１２月１８日（木）午後１時３０分より




