
第 １２ 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１６年 ３月１８日

三野町・三好町・井川町・三加茂町



第１２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 43号 合 併協議会委員の変更について ･･････ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･１

日 程 ５ 報告第 44号 第 １ １回新町まちづくり計画策 定小委員会報告について ･２

日程 ６ 報告第 45号 さぬき市視察研修報告について ･･････････････････････ ･･４

【協議事項】

日程 ７ 協議第 38号 平成１６年度合併協議会予算（案）について ･･････････ ･･６

日 程 ８ 協議第 35号 【継続協議】新町の名称について ･･････････････････････１ ３

日程 ９ 協議第 39号 事務組織 ･機構の取扱いについて ･････････････････････１ ５

日程１０ 協議第 40号 地方税の取扱いについて ･･･････････ ･････････････････２ ３

日 程１１ 協議第 41号 各 種 事務事業の取扱い (選 挙事務関係 )に つ いて ････ ･･ ･４ ４

日 程１２ 協議第 42号 各 種 事務事業の取扱い (企 画事務関係 )に つ いて ････ ･･ ･５ ０

日程１３ 協議第 43号 各種事務事業の取扱い (保 育所事業関係 )に ついて ･･････６ １

【その他】

日程１４ 第１３回合併協議会の日程について ･････････････ ･････････････････８ ５

日程１５ 新町名称懸賞当選者の抽選について

日程１６ 閉 会



 日程４                          報告第４３号 
 
 
 

三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会委員の変更について 
 
 
 
 
○ 規約第７条第１項第４号委員の変更について次のとおり報告する。 
 
 
第４号委員（４町の議会が推薦した議員） 
 

 

旧 近
こん

 藤
どう

  武
たけ

 十
じゅう

 郎
ろう

 

新 宮
みや

 内
うち

  明
あき

 治
じ
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 日程５                          報告第４４号 
○第１１回 新町まちづくり計画策定小委員会報告 

 

・日 時 平成１６年３月３日（水） 

      午後１時３０分～午後４時１０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：職員、第４号委員：議員、第５号委員：学識経験者） 

  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 井川町：近藤武十郎 

・傍聴者 ３名 

 

・第１１回会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 報告事項 

４ 議 事 

 （25）分野別課題討議について その１「環境・防災・社会基盤」 

 （27）分野別課題討議について その２「保健・福祉・教育」 

 （28）分野別課題討議について その３「観光・産業・行政」 

（29）第 12 回小委員会日程（案）について 

 ５ その他 

６ 閉 会 

 

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 〈欠 席〉 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 
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・協議内容の概要 

３ 報告事項 
  ・第 10回新町まちづくり計画策小委員会報告 
【確認事項】第10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 25 号 分野別課題討議について 

 その１「環境・防災・社会基盤」【継続協議】 

 【継続協議】各町のボランティア団体等の現況調査の結果を参考にその１の

内容について協議した結果、アンケート結果として多かった意見

部分については強調性を持たせるなど一部修正され、次回に再度

協議をすることで確認。また、ボランティア団体及び地域イベン

トについては、各町にて把握もれがあるので再調査を行い、類似

した活動内容ごとに精査した上で、再提出することで確認。 
議題第 27 号 分野別課題討議について 

 その２「保健・福祉・教育」 

【継続協議】保健・福祉・教育分野の内容を盛り込んだ基本目標である「豊

かな心を育む安心のまちづくり」における２つの基本方針に係わ

る施策の内容について協議を行った結果、アンケート結果で最も

まちづくりの方向として期待が多かった分野である点に充分考慮

した上で検討し、次回に再度協議することで確認。 

議題第 28 号 分野別課題討議について 

        その３「観光・産業・行政」 

【継続協議】観光・産業・行政分野の内容を盛り込んだ基本目標である「魅

力・活力ある自立したまちづくり」における２つの基本方針に係

わる施策の内容について協議を行った結果、一部追加や修正等が

あり、次回に再度協議することで確認。 

議題第 29 号 第 12 回小委員会日程（案）について 

 【確認事項】平成１６年３月３０日火曜日 午後１時３０分から 
       合併協議会事務所 大会議室 
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 日程６               報告第４５号 

 

 

さぬき市視察研修報告について 
 
 
さぬき市視察研修について、別紙のとおり報告いたします。 
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香 川 県 さ ぬ き 市 （ 本 庁 ・ 大 川 支 所 ） 

先  進  地  視  察  研  修  報  告 
 
１ 視察研修月日  平成１６年 ３月 ２日（火） 
 
２ 視察研修地   さぬき市本庁：香川県さぬき市志度 5385番地 8 
          さぬき市大川支所：香川県さぬき市大川町富田中 2109 
 
３ 視察研修参加者 合併協議会委員      １７名 
          事務局職員         ６名 
                      計２３名 
 
４ 視察研修概要 
 
（１）旧町の構成 
     津田町、大川町、志度町、寒川町、長尾町 
（２）人口（地域別） 
     さぬき市人口５６，６４７人 
     （津田 8,037、大川 6,946、志度 21,937、寒川 6,072、長尾 13,655） 
（３）面積（地域別） 
     さぬき市面積１５８．８１  
     （津田 13.69、大川 34.54、志度 40.05、寒川 23.10、長尾 47.43） 
（４）合併に関する経緯（抜粋） 
    平成 05年            合併検討会・研究会の設置 
    平成 12年 04月 01日 合併協議会（法定）発足 
                 〔第 1回～第 19回（平成 14年 3月）合併協議会開催〕 
    平成 13年 02月    合併協議状況住民説明会開催 
    平成 13年 08月 20日 合併協定調印式挙行 
    平成 13年 08月 23日 合併関係５町臨時議会：廃置分合議案等を可決 
    平成 13年 10月 17日 県議会：廃置分合議案を可決 
    平成 14年 04月 01日 「さぬき市」誕生 
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日程７ 協議第３８号

　

平成1６年度

三野町・三好町・井川町・三加茂町
合併協議会予算書

（案）
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　　　　　　　　平成１６年度　　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会予算書（案）

　　平成１６年度　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）
　 第１条　 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，７７９千円とする。
　 ２　 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」による。

　（歳出予算の流用）
　第２条　平成１６年度中の当協議会の予算支出に当たり、款相互の金額は必要に応じて流用することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年　３月１８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
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第1表　　　歳入歳出予算
歳　　　入

（単位：千円）

款 項 金　　　　　　額

１負担金 9,890

　１負担金 9,890

２県支出金 9,888

　1県補助金 9,888

３繰越金 3,000

  １繰越金 3,000

４諸収入 2,001

　１諸収入 2,001

24,779

歳　　　出
（単位：千円）

款 項 金　　　　　額

１運営費 16,798

　1会議費 3,084

　２事務局費 13,714

２事業推進費 4,981

　１事業推進費 4,981

３予備費 3,000

　１予備費 3,000

24,779

歳　　　　入　　　　合　　　　計

歳　　　　出　　　　合　　　　計
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１．総     括

（歳  入）
（単位：千円）

（歳  出）
（単位：千円）

国県支出金 その他

16,798 18,255 △ 1,457 8,398 8,400

4,981 23,745 △ 18,764 1,490 2,000 1,491

3,000 1 2,999 3,000

24,779 42,001 △ 17,222 9,888 2,000 12,891歳　出　合　計

本年度予算額 前年度予算額款

　　　１運営費

      ３予備費

款 本年度当初予算額 前年度当初予算額

　　　２事業推進費

比　　　較
本年度予算額の財源内訳

特　　定　　財　　源
一般財源

2,999

  4諸収入

歳入歳出事項別明細書

△ 17,222

比　　較

△ 10,112

　1負担金 9,890 20,000

　2県支出金 9,888 20,000

△ 10,110

  3繰越金 3,000

歳　入　合　計 24,779 42,001

2,001 2,000 1

1
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２．歳　入
（単位：千円）

１負担金 9,890 20,000 △ 10,110

　１負担金 9,890 20,000 △ 10,110

　　１負担金 9,890 20,000 △ 10,110 １負担金 9,890 町負担金　　　　三野町　　2,131

　　　　　　　　三好町　　2,395

　　　　　　　　井川町　　2,196

　　　　　　　　三加茂町　3,168

２県支出金 9,888 20,000 △ 10,112

　１県補助金 9,888 20,000 △ 10,112

　　１県補助金 9,888 20,000 △ 10,112 １県補助金 9,888 合併協議会活動支援事業費補助金

３繰越金 3,000 1 2,999

　１繰越金 3,000 1 2,999

　　１繰越金 3,000 1 2,999 1前年度繰越金 3,000 前年度繰越金

４諸収入 2,001 2,000 1

　１諸収入 2,001 2,000 1

　　１諸収入 2,001 2,000 1 １雑入 2,001 （財）徳島県市町村振興協会　合併協議会助成金　2,000,000円、預金利子1,000円

歳入合計 24,779 42,001 △ 17,222

本年度

予算額

前年度

予算額

比　較

増　減
目 説　　　明

区分 金額

節
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３．歳　出
（単位：千円）

１運営費 16,798 18,255 △ 1,457 8,398 8,400

　１会議費 3,084 4,257 △ 1,173 1,542 1,542

　　１会議費 3,084 4,257 △ 1,173 1,542 1,542 １報酬 854 協議会委員報酬   3名 4町 9回 7,000円＝756,000円

協議会委員報酬   1名 4町 3回 7,000円＝84,000円（小委員会）

監査委員　　7,000円 2回＝14,000円

９旅費 416 議員　2名 4町 9回 2,000円＝144,000円

議員　1名 4町 3回 2,000円＝24,000円（小委員会）

学識経験者　3名 4町 9回 2,000円＝216,000円

学識経験者　1名 4町 3回 2,000円＝24,000円（小委員会）

監査委員　2名 2回 2,000円＝8,000円

１１需用費 900 会議費　　38人 1,000円 9回＝342,000円

会議費　　12人 200円 3回＝7,200円（小委員会）

消耗品費　　500,000円　　 

食糧費　 50,000円

１２役務費 112 郵送料　112,000円

１３委託料 800 会議内容筆耕料　50,000円 9回＝450,000円

調印式支援委託料　　350,000円

1

１８備品購入費 1

　２事務局費 13,714 13,998 △ 284 6,856 6,858

　　１事務局費 13,714 13,998 △ 284 6,856 6,858 ４共済費 246 臨時職員社会保険料等

７賃金 1,506 臨時職員賃金　1名 6,000円 251日＝1,506,000円

９旅費 550 普通旅費　　450,000円

研修旅費　　100,000円

１１需用費 6,360 消耗品費・印刷製本費等　3,200,000円

（コピーカウンター料：250,000円 11=2,750,000円）

光熱水費 230,000円 11＝2,530,000円

燃料費 30,000円 11＝330,000円

新聞・書籍購入費等　200,000円　　

修繕料　　　　　　100,000円

本年度

予算額

前年度

予算額

比　較

増　減
目 説　　　明

本年度の財源内訳

特定財源
国県

支出金
その他

一　般
財　源

節

区　分 金　額

１４使用料及び
賃借料
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本年度

予算額

前年度

予算額

比　較

増　減
目 説　　　明

本年度の財源内訳

特定財源
国県

支出金
その他

一　般
財　源

節

区　分 金　額

１２役務費 840 電話代　50,000円 11＝550,000円

郵送料　100,000円

公用車保険料　190,000円

１３委託料 1,267 庭木剪定・除草、芝刈り等作業委託　800,000円

電気保安協会　21,000円 X 11 = 231,000円

セコム契約      10,500円 X 11 = 115,500

浄化槽点検・保守料　120,000円

2,844 複合コピー機借上料　576,000円（52,290円 11=575,190円）

ＴＶ　　28,000円（2,500円 11=27,500円）

印刷機　272,000円（24,719円 １1＝271,909円

電話機リース料　181,000円（16,401円 11＝180,411円）

公用車リース料　827,000円（75,180円 11＝826,980円）

ハイウェーカード　80,000円

事務所借上料　　80,000円X11=880,000円

１５工事請負費 1

１８備品購入費 100 事務室備品　キャビネット等

２事業推進費 4,981 23,745 △ 18,764 1,490 2,000 1,491

　１事業推進費 4,981 23,745 △ 18,764 1,490 2,000 1,491

　　１事業推進費 4,981 23,745 △ 18,764 1,490 2,000 1,491 １１需用費 3,950 協議会だより印刷製本費　10,000部 12回 20円＝2,400,000円

新町建設計画概要版（ﾃﾞｻﾞｲﾝ込）　100円 10,000部＝1,000,000円

封筒・葉書等印刷費　550,000円

１２役務費 330 通信費　330,000円

１３委託料 700 新町例規集策定業務　200,000円

ホームページ作成更新　　500,000円

1

３予備費 3,000 1 2,999 3,000

　１予備費 3,000 1 2,999 3,000

　　１予備費 3,000 1 2,999 3,000

歳出合計 24,779 42,001 △ 17,222 9,888 2,000 12,891

１４使用料及び
賃借料

１４使用料及び
賃借料
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 日程８              協議第３５号 
    【継続協議】 

 

新町の名称（案）について 
 
 
新町の名称について提出する。 

 
 

平成１６年 ３月１８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 

 
 
新町の名称 

 
  新町の名称は、東みよし町とする。 
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新 町 名 称 候 補 

                             （５０音順） 

ふ り が な 

名     称 
主な「意味又は理由」 

 

せ いりゅうちょう 

清 流 町 

○ ４町には、どの町にも、生活を潤してきた滝や谷

川が流れている。 

○ ４町の中心を流れる、町のシンボルともいえる吉

野川の清流をいつまでも守りたい。そして清らか

な心を育む郷、自然の美しい町になることを願っ

て。 

 

ひがしみよしちょう 

東 み よ し 町 

○ 三好郡の東部に位置する町だから。 

○ 歴史的背景のある三好氏のふるさと、三好郷を町

名として継承していく事は意味深い。 

○ ひらがな「みよし」から清々しい明るさが感じら

れ、町民の幸せと発展する町の姿がイメージ出来

る。 

 

み か わ ち ょ う 

み か わ 町 

○ 三野、三好、三加茂の「三」と、井川の「川」を

組み合わせた「三川町」をひらがなで表記した。 

○ 「みかわ」には、「美しい吉野川（美川）が流れる

町」の意味も込められている。 

○ ひらがな「みかわ」は、やわらかく優しい感じで

親しみが持てる。 

 

み つ い ち ょ う 

三 井 町 

○ 三野、三好、三加茂の「三」と井川の「井」（４町

の頭文字）を組合せている。 

○ 長い歴史・由緒ある各町の名前を、新しい歴史と

共に後世に継承して欲しいから。 

○ 新しい町の発展のために４町が力を合わせて仲良

くやっていける事の願いが込められている。 

 

み の だ ち ょ う 

み の だ 町 

○ 徳島県の名勝、天然記念物に指定されている「美

濃田の渕」から命名する事で、４町の地理的位置

が分かりやすい。 

○ 吉野川中流の景勝地「美濃田の渕」は多くの人に

親しまれている。 

○ 美しい自然と共に、温かみのある町になる事を願

っている。 

○ ひらがな「みのだ」は、ゆったり、美しい響きが

あり、子供にも分かりやすい。 
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 日程９              協議第３９号 
     

 

事務組織・機構の取扱い（案）について 
 
 
事務組織・機構の取扱いについて提出する。 

 
 

平成１６年 ３月１８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 

 
 
事務組織・機構の取扱い 

 
 １．現在の三加茂町に本庁機能として、総務・企画部門を置くとともに、 

三野町には福祉部門、三好町には建設部門、井川町には産業・教育 
部門を置き、行政課題に迅速かつ的確に対応できるよう整備する。 

 
２．住民サービスが低下しないよう十分配慮した総合窓口を整備する。 

 
３．附属機関については、合併時に調整する。 
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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）

幹事会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　新設合併の場合は、条例や規則等に基づいて組織や機構を新たに設置することが必要です。
　新町の事務組織及び機構の設置は、新町の町長職務執行者が行うことになりますが、その準備
については、合併関係町間で協議を行った上で、合併後の事務執行に支障がないよう配慮すると
ともに新町の将来の効率的な事務運営につながるように、内容を固めておくことが必要です。

１０．事務組織・機構の取扱い

協議会への
提 案 内 容

１．現在の三加茂町に本庁機能として、総務・企画部門を置くとともに、三野町には福祉部門、
　　三好町には建設部門、井川町には産業・教育部門を置き、行政課題に迅速かつ的確に対応
　　できるよう整備する。

２．住民サービスが低下しないよう十分配慮した総合窓口を整備する。

３．附属機関については、合併時に調整する。
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１０．事務組織・機構の取扱い

【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】
附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課） ・要調整 ・合併時に調整する

行政改革推進本部 行政改革推進委員会 行政改革推進委員会 行政改革審議会
（総務課） （総務企画課） （総務課） （総務課）
明るい選挙推進委員会 明るい選挙推進協議会 明るい選挙推進協議会 明るい選挙推進委員会
（総務課） （総務企画課） （総務課） （総務課）
特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会
（総務課） （総務企画課） （総務課） （総務課）
行政相談委員 行政相談委員 行政相談委員 行政相談委員
（総務課） （総務企画課） （総務課） （総務課）
交通安全対策協議会 交通安全対策協議会 交通安全対策協議会 交通安全対策協議会
（総務課） （総務企画課） （総務課） （総務課）

安全で平穏な町づくり協議会 安全で平穏な町づくり協議会 安全で平穏な町づくり協議会
（総務企画課） （総務課） （総務課）

防犯委員会 防災会議 防災会議 防災会議
（総務課） （総務企画課） （総務課） （総務課）

水防協議会 水防協議会
（総務企画課） （総務課）
町内会長会
（総務企画課）

衛生委員会 衛生委員会
（総務課） （総務課）

情報公開審査会 情報公開審査会 情報公開審査会
（総務企画課） （総務課） （総務課）
個人情報保護審査会 個人情報保護審査会
（総務企画課） （総務課）

総合計画策定審議会 総合計画審議会 総合計画審議会 総合計画審議会
（総務課） （総務企画課） （総務課） （総務課）

町有財産管理審議会
（会計課）

名誉町民推薦審議会
（総務企画課）
表彰審査委員会
（総務企画課）

協　議　項　目

調整方針（案）

三　野　町 井　川　町三　好　町 具体的調整方針

幹事会

課　　題

　附属機関

附属機関については、合併時に調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町
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１０．事務組織・機構の取扱い

【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】
附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課）

民生・児童委員会 民生委員・児童委員 民生委員・児童委員 民生委員・児童委員
（厚生課） （社会福祉課） （厚生課） （厚生課）
民生委員推薦会 民生委員推薦会 民生委員推薦会 民生委員推薦会
（厚生課） （社会福祉課） （厚生課） （厚生課）
保育の実施基準の確認会議
（厚生課）

予防接種健康被害調査委員会 予防接種健康被害調査委員会 予防接種健康被害調査委員会
（社会福祉課） （厚生課） （厚生課）

健康づくり推進協議会 健康福祉事業協議会 健康づくり推進協議会 健康づくり推進協議会
（厚生課） （社会福祉課） （厚生課） （厚生課）

在宅介護支援センター運営協議会 在宅介護支援センター運営協議会
（厚生課） （厚生課）
高齢者サービス調整チーム 高齢者サービス調整チーム
（厚生課） （厚生課）

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
（住民課） （住民課） （住民課） （住民課）

人権擁護委員会 人権擁護委員会 人権擁護委員会
（住民課） （住民課） （住民課）
更生保護婦人会 更生保護女性会
（住民課） （厚生課）
部落差別撤廃・人権擁護審議会 部落差別撤廃・人権擁護審議会 部落差別撤廃・人権擁護審議会
（社会福祉課） （住民課） （住民課・生涯学習課）

廃棄物減量等推進協議会 ごみ減量化・ﾘｻｲｸﾙ推進協議会 廃棄物減量等推進審議会 廃棄物減量等推進審議会
（厚生課） （環境課） （環境室） （環境課）

放置自動車廃物判定会議 放置自動車廃物判定委員会 放置自動車廃物判定委員会
（環境課） （総務課） （環境課）

環境審議会
（環境課）

道路委員の会
（建設課）
水道委員会
（水道課）

幹事会

協　議　項　目 　附属機関

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

- 18 -



１０．事務組織・機構の取扱い

【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】
附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課） 附属機関名称（担当課）

社会教育委員会 社会教育委員会 社会教育委員会 社会教育委員
（教育委員会） （教育委員会） （教育委員会） （生涯学習課）
青少年育成町民会議 青少年健全育成町民会議 青少年健全育成町民会議 青少年育成協議会
（教育委員会） （教育委員会） （教育委員会） （生涯学習課）
文化財保護審議会 文化財保護審議会 文化財保護審議会 文化財保護審議会
（教育委員会） （教育委員会） （教育委員会） （生涯学習課）
体育指導委員 体育指導委員会 体育指導委員 体育指導委員会
（教育委員会） （教育委員会） （教育委員会） （生涯学習課）

新生産調整推進協議会 実行組長会 水田農業推進協議会 水田農業推進対策推進協議会
（産業課） （産業経済課） （産業課） （産業課）
地域農政推進協議会 地籍調査実施推進委員会 児童館運営委員会 農地流動化推進協議会
（産業課） （産業経済課） （厚生課） （産業課）
農地流動化推進委員会 建設審議会 母子健康センター運営委員会 農村地域工業等導入審議会
（産業課） （建設課） （厚生課） （産業課）
水難事故防止連絡協議会 公民館運営審議会 商工業振興審議会 林業構造改善事業協議会
（教育委員会） （教育委員会） （産業課） （産業課）

人権教育推進協議会 工場誘致審議会 工場設置奨励審議会
（教育委員会） （産業課） （産業課）
ﾁｬﾚﾝｼﾞとくしま推進協議会 井内財産区管理会 酪農及び肉牛生産経営改善推進協議会

（教育委員会） （井内支所） （産業課）
柔剣道場運営審議会 町民体育施設運営審議会 公民館運営審議会
（教育委員会） （教育委員会） （生涯学習課）
補導委員会 教育報奨委員会 図書館協議会
（教育委員会） （教育委員会） （生涯学習課）
学校給食センター運営委員会 奨学生審査委員会 学校給食センター運営委員会
（教育委員会） （教育委員会） （生涯学習課）
奨学資金運営委員会 給食運営委員会 歴史民族資料館運営協議会
（教育委員会） （共同調理場） （生涯学習課）

井川スキー場腕山開発促進協議会

（産業課）

幹事会

協　議　項　目 　附属機関

調整方針（案）

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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参事 総務課

◆  新 町 事 務 組 織 機 構 図（平成１６年３月１８日現在案）

児童福祉施設

税務課

企画財政課
合併調整課
住民課

《三加茂本庁舎》
町長 助役

保健課
環境課

《三野分庁舎》

参事 福祉課

水道課
国土調査課

《三好分庁舎》

参事 建設課

産業課

※ 課名等については、今後の事務事業の調整により変更する場合があります。

《井川分庁舎》

参事 商工観光課

病院長 三野病院

老人ホーム

保育所

母子生活支援施設

収入役 会計課

議会 議会事務局

教育委員会

教育長 次長 教育委員会事務局
学校教育課 幼・小・中
生涯学習課
給食センター

事務局

農業委員会 事務局

監査委員 事務局

総 合 窓 口 大藤連絡所

総 合 窓 口

総 合 窓 口

総 合 窓 口 井内連絡所

選挙管理委員会
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◇  新町「総合窓口」業務内容（平成１６年３月１８日現在案）

担 当 業 務 内 容

本庁舎及び分庁舎間の連絡調整に関すること

分庁舎内の庶務に関すること（公文書の収受及び発送、公用車の管理、管内公共施設管理など）

他の担当に属さない受付、要望等の総合窓口に関すること

交通傷害保険、カーブミラー等の受付に関すること

諸証明に関すること（所得証明、納税証明、固定資産評価証明など）

閲覧に関すこと（土地台帳、家屋台帳など）

土地台帳、家屋台帳及び地籍図の整理保管に関すること

原動機付自転車、小型特殊自動車の標識に関すること（ナンバープレートの交付）

会 計 公共料金の収納、税金徴収事務に関すること

戸籍に関すること（戸籍簿謄・抄本発行、出生届、婚姻届、死亡届など）

住民基本台帳に関すること（住民票写し発行、転出入届、出生届、婚姻届、死亡届など）

印鑑登録証明に関すること（印鑑登録証明発行など）

諸証明の発行に関すること（身分証明書など）

埋火葬・改葬の許可に関すること

国民年金に関すること（国民年金の加入・喪失届、年金相談など）

国民健康保険事業に関すること（加入・喪失届、保険者証の発行、出産一時金等申請事務など）

総合案内に関すること

生活保護に関すること

母子手帳の交付に関すること

介護保険に関すること

老人福祉、母子福祉、児童福祉に関すること（受付・交付など）

心身障害者福祉に関すること（受付・交付など）

保育所に関すること（受付など）

老人医療、乳幼児等医療、母子家庭等医療及び重度心身障害者等の医療の給付に関すること
（受付・交付など）

保健衛生に関すること（受付・交付など）

総 務

税 務

住 民

福祉保健

- 21 -



担 当 業 務 内 容

地域振興に関すること

自治会組織との連絡調整に関すること

各種イベント、各種団体に関すること

各種行政相談に関すること

粗大ゴミ、家電リサイクルの受付に関すること

犬の登録、死亡届に関すること

観光案内に関すること

農業委員会関係事務の受付に関すること

各種産業関連施設の受付に関すること

農林水産業関係の受付に関すること

道路、橋梁及び河川の管理に関すること

町営住宅の管理に関すること

水道給水の名義変更、脱退届に関すること

水道料金の収納、漏水等の受付に関すること

下水道、浄化槽の使用料金等の収納に関すること

水 道

地域振興

環 境

産業経済

建 設
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 日程１０             協議第４０号 
 
 

地方税の取扱い（案）について 
 
 
地方税の取扱いについて提出する。 

 
 

平成１６年 ３月１８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 

 
 

地方税の取扱いについて 

 町税については、平成１６年度は旧町の例により新町に引き継ぎ、平成１７
年度より以下のとおり統一施行する。 
 １．新町の税条例による税目は、町民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動

車税、特別土地保有税、たばこ税、鉱産税及び入湯税とする。 
 ２．個人町民税については、次のとおりとする。 
  （１）税率は、現行のとおり標準税率とする。 
  （２）普通徴収の納期は、６月・８月・１０月・１月の４期とし、納期限

は各月末日とする。 
 ３．法人町民税については、次のとおりとする。 
  （１）税率は、現行のとおり標準税率とする。 
  （２）減免対象法人は、三野町、三好町及び井川町の例により統一する。
 ４．固定資産税については、次のとおりとする。 
  （１）税率は、現行のとおり標準税率とする。 
  （２）納期は、５月・７月・１２月・２月の４期とし、納期限は各月末日

とする。ただし、１２月は２５日とする。 
  （３）減免対象は、合併までに調整し統一する。 
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５．軽自動車税については、次のとおりとする。 
  （１）税率は、現行のとおり標準税率とする。 
  （２）納期は、５月１日～５月３１日とする。 
  （３）課税免除は、三野町及び三加茂町の例により、また減免対象は、三

野町及び三好町の例により統一する。 
 ６．特別土地保有税については、４町に差異がないので、現行のとおり新町

に引き継ぐものとする。 
 ７．たばこ税については、４町に差異がないので、現行のとおり新町に引き

継ぐものとする。 
 ８．鉱産税については、次のとおりとする。 
  （１）三野町、三好町及び三加茂町の例により統一する。 
 ９．入湯税については、次のとおりとする。 
  （１）三野町及び三好町の例により統一する。 

10．前納報奨金（個人町民税・固定資産税）については、三好町の例により

統一する。 
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住民部会

協定項目

協議会への

提 案 内 容

協定項目の

説 明

町税については、平成１６年度は旧町の例により新町に引き継ぎ、平成１７年度より以下のとおり統一施行する。
　１．新町の税条例による税目は、町民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、たばこ税、鉱産税及び
　　　入湯税とする。
　２．個人町民税については、次のとおりとする。
　　　（１）税率は、現行のとおり標準税率とする。
　　　（２）普通徴収の納期は、６月・８月・１０月・１月の４期とし、納期限は各月末日とする。
　３．法人町民税については、次のとおりとする。
　　　（１）税率は、現行のとおり標準税率とする。
　　　（２）減免対象法人は、三野町、三好町及び井川町の例により統一する。
　４．固定資産税については、次のとおりとする。
　　　（１）税率は、現行のとおり標準税率とする。
　　　（２）納期は、５月・７月・１２月・２月の４期とし、納期限は各月末日とする。ただし、１２月は２５日とする。
　　　（３）減免対象は、合併までに調整し統一する。
　５．軽自動車税については、次のとおりとする。
　　　（１）税率は、現行のとおり標準税率とする。
　　　（２）納期は、５月１日～５月３１日とする。
　　　（３）課税免除は、三野町及び三加茂町の例により、また減免対象は、三野町及び三好町の例により統一する。
　６．特別土地保有税については、４町に差異がないので、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　７．たばこ税については、４町に差異がないので、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　８．鉱産税については、次のとおりとする。
　　　（１）三野町、三好町及び三加茂町の例により統一する。
　９．入湯税については、次のとおりとする。
　　　（１）三野町及び三好町の例により統一する。
　10．前納報奨金（個人町民税・固定資産税）については、三好町の例により統一する。

（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）

１１．地方税の取扱い

　　現行の地方税法では市町村が課することができる税として、市町村民税・固定資産税・軽自動車税等の普通税と入湯税・国民健康保険税等の目的税
　がある。
　　このうち普通税の市町村たばこ税等の税率が法定されているもの以外は、市町村間で税率が異なっている場合があり、市町村の一体性、住民負担の
　公平を期する観点から、新町では統一した税率を設定することが理想である。
　　しかしながら、合併後直ちに新町の全区域にわたって均一の課税をすることが、かえって住民負担の不均衡を招くと考えられる場合には、合併特例
　法で「市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く５年度に限り、不均一の課税をすることができる」とされている。
　　よって合併後、統一課税とするか否か、また不均一課税とする場合は、その税率や実施期間等について協議しておく必要がある。
　なお、合併により消滅する市町村がその市町村の市町村税に関する条例に基づき賦課徴収することのできる権利は、消滅市町村の地域が属することと
　なった継承市町村が包括的に継承することになる。
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現行のとおり、統一施行する

現行のとおり、新町に引き継ぐ

申告納付 申告納付 申告納付 申告納付

１月１日 １月１日 １月１日 １月１日

　町内に住所又は事務所を有する法人

決算期申告納付 決算期申告納付
１月１日

４月１日 ４月１日

　固定資産（土地・家屋・償却資産）
　軽自動車等

毎月１５日までに前月
分を申告納付

特別土地保有税

入湯税

３．賦課期日

鉱産税
入湯税

個人町民税

固定資産税
軽自動車税
特別土地保有税
たばこ税

２．課税客体
個人町民税
法人町民税

固定資産税 固定資産税 固定資産税 固定資産税

三野町・三好町・三加茂町の例に
より統一施行する

個人町民税 個人町民税 個人町民税 個人町民税 税目に差異
法人町民税 法人町民税 法人町民税

１．町税の種類

１１．地方税の取扱い
住民部会

協　議　項　目 賦課徴収等

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）
．町税については、平成１６年度は旧町の例により新町に引き継ぎ、平成１７年度より以下のとおり統一施行する。
．新町税条例による税目は、町民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、たばこ税、鉱産税及び入湯税とする。
．前納報奨金については、三好町の例により統一施行する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

法人町民税

軽自動車税 軽自動車税 軽自動車税 軽自動車税
特別土地保有税 特別土地保有税 特別土地保有税 特別土地保有税
たばこ税 たばこ税 たばこ税 たばこ税

入湯税
鉱産税 鉱産税 条例なし 鉱産税

１月１日

入湯税 入湯税 条例なし

　町内に住所を有する個人

　土地の保有又は取得
　売り渡し等に係る製造たばこ
　掘採事業者が採掘した鉱物
　鉱泉浴場における入湯行為

法人町民税 決算期申告納付 決算期申告納付

４月１日 ４月１日
固定資産税 １月１日 １月１日
軽自動車税

毎月末日までに前月分
を申告納付

毎月末日までに前月分
を申告納付

鉱産税
毎月１５日から同月末日ま
でに前月分を申告納付

毎月１５日から同月末日ま
でに前月分を申告納付 ―

毎月１５日から同月末日ま
でに前月分を申告納付

たばこ税
毎月末日までに前月分
を申告納付

毎月末日までに前月分
を申告納付

毎月１５日までに前月
分を申告納付 ―

毎月１５日までに前月
分を申告納付
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申告納付

申告納付

申告納付

申告納付

特別５月上旬
普通６月上旬

申告納付

５月上旬

５月上旬

特別土地保有税

たばこ税

鉱産税

入湯税

個人町民税

法人町民税

固定資産税

軽自動車税

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

郵送　　　４月上旬

申告納付

郵送　特別５月末日
　　　普通６月上旬

郵送　　　５月上旬

郵送　　　７月上旬軽自動車税 郵送　　　４月１０日 郵送　　　５月１０日

次のとおり統一する納税通知時期に差異

郵送　特別５月上旬
　　　普通６月上旬

現行のとおり、統一施行する
標準税率 標準税率

一定税率

標準税率

標準税率

標準税率

一定税率

標準税率

標準税率

個人町民税 郵送　特別５月１０日
　　　普通６月１０日

郵送　特別５月１０日
　　　普通６月１０日

標準税率 標準税率 標準税率

固定資産税 標準税率 標準税率

　　法人税割 標準税率

５．納税通知

現　　　　　　況

標準税率

標準税率 標準税率

４．税率

町
民
税

個人均等割 標準税率

　　所得割

法人均等割

申告納付

標準税率 標準税率 標準税率

標準税率

標準税率

標準税率

法人町民税 申告納付 申告納付 申告納付

固定資産税 郵送　　　５月１０日 郵送　　　５月１０日 郵送　　　４月上旬

申告納付

特別土地保有税 申告納付 申告納付 申告納付

たばこ税 申告納付 申告納付 申告納付

申告納付

入湯税 申告納付 申告納付 申告納付

鉱産税 申告納付 申告納付

特別土地保有税 一定税率 一定税率 一定税率

軽自動車税 標準税率 標準税率 標準税率

鉱産税 標準税率 標準税率 ―

たばこ税 一定税率 一定税率 一定税率

入湯税 標準税率 標準税率 ―
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毎月末たばこ税

鉱産税

　毎月末　毎月末 　毎月末

7/1～7/314/11～4/30軽自動車税 4/11～4/30 5/15～5/31

たばこ税 　毎月末

６．納期 納期に差異
井　川　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町

個人町民税

１期  6/1～ 6/30
２期  8/1～ 8/31
３期 10/1～10/31
４期  1/1～ 1/31

法人町民税

納期は次のとおりとする

事業年度終了後２ヶ月
以内に申告納付

個人町民税

１期   6/1～ 6/30
２期   8/1～ 8/31
３期  10/1～10/31
４期   1/1～ 1/31

１期   6/1～ 6/30
２期   8/1～ 8/31
３期  10/1～10/31
４期   1/1～ 1/31

１期   6/1～ 6/30
２期   8/1～ 8/31
３期  10/1～10/31
４期   1/1～ 1/31

１期   6/1～ 6/30
２期  11/1～11/30

法人町民税 事業年度終了後２ヶ月
以内に申告納付

事業年度終了後２ヶ月
以内に申告納付

事業年度終了後２ヶ月
以内に申告納付

事業年度終了後２ヶ
月以内に申告納付

固定資産税

１期   5/1～ 5/31
２期   7/1～ 7/31
３期   9/1～ 9/30
４期  12/1～12/25

１期   5/1～ 5/31
２期   7/1～ 7/31
３期  12/1～12/25
４期   2/1～ 2月末日

１期   4/1～ 4/30
２期   7/1～ 7/31
３期  12/1～12/25
４期   2/1～ 2月末日

１期   5/1～ 5/31
２期   8/1～ 8/31
３期  12/1～12/31

固定資産税

１期  5/1～ 5/31
２期  7/1～ 7/31
３期 12/1～12/25
４期  2/1～ 2月末日

軽自動車税    5/1 ～ 5/31

特別土地保有税 地方税法第５９９条に
よる申告納付納期

地方税法第５９９条に
よる申告納付納期

地方税法第５９９条に
よる申告納付納期

地方税法第５９９条に
よる申告納付納期 特別土地保有税 地方税法第５９９条

による申告納付納期

鉱産税 毎月１５日～同月末 毎月１５日～同月末 毎月１５日～同月末

特別徴収により
毎月１５日まで 入湯税 特別徴収により

毎月１５日まで

毎月１５日～同月末

入湯税 特別徴収により
毎月１５日まで

特別徴収により
毎月１５日まで
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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

前納報奨金については、三好町の
例により統一施行する

個人の町県民税の納税
義務者及び固定資産税
の納税義務者で、第１
～第３納期限中に当該
納期以後の納付額全額
を納付した場合で、徴
収金の未納がない者

※平成１６年度より三
　好町と同一

個人の町県民税の納税
義務者及び固定資産税
の納税義務者で、第１
納期限中に第２期以後
の納付額全額を納付し
た場合で、徴収金の未
納がない者

個人の町県民税の納税
義務者及び固定資産税
の納税義務者で、納付
額全額を納付した場合
で、徴収金の未納がな
い者

※平成１６年度より三
　好町と同一

７．前納報奨金
納期と関連させて調整が必要対象者 個人の町県民税の納税

義務者及び固定資産税
の納税義務者で、第１
納期限中に第２期以後
の納付額全額を納付し
た場合で、徴収金の未
納がない者

該当納期
個人町県民税 第１期　　6/1～6/30 第１期　　6/1～6/30 なし 第１期　　6/1～6/30

第２期　　8/1～8/31 ※平成１６年度より
　第１期　　6/1～6/30第３期　10/1～10/31

※平成１６年度より
　第１期　　6/1～6/30

固定資産税 第１期　　5/1～5/31 第１期　　5/1～5/31 なし 第１期　　5/1～5/31
第２期　　7/1～7/31 ※平成１６年度より

　第１期　　4/1～4/30第３期    9/1～9/30
※平成１６年度より
　第１期　　5/1～5/31

報奨率 　１％ 納期前月数
（１月未満の端数があ
る場合は１４日以下切
り捨て１５日以上１月
とする）
　１００円未満切り捨
て

　１％ 納期前月数
（１月未満の端数があ
る場合は１４日以下切
り捨て１５日以上１月
とする）
　１００円未満切り捨
て

　１％ 納期前月数
（１月未満の端数があ
る場合は１４日以下切
り捨て１５日以上１月
とする）
　１００円未満切り捨
て

　１％ 納期前月数
（１月未満の端数があ
る場合は１４日以下切
り捨て１５日以上１月
とする）
　１００円未満切り捨
て

限度額 ２０万円（現在）↓ なし（現在）　↓ なし（現在）　↓ なし（現在）　↓

町民税　３万円(Ｈ16より) 町民税　３万円(Ｈ16より) 町民税　３万円(Ｈ16より) 町民税　３万円(Ｈ16より)

固定資産５万円(Ｈ16より) 固定資産５万円(Ｈ16より) 固定資産５万円(Ｈ16より) 固定資産５万円(Ｈ16より)
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①生活保護法の規定に
　よる生活扶助受給者

②障害者、未成年者、
　老年者、寡婦（寡夫
　）で前年中の合計所
　得金額が１２５万円
　以下であった者

①生活保護法の規定に
　よる生活扶助受給者

②障害者、未成年者、
　老年者、寡婦（寡夫
　）で前年中の合計所
　得金額が１２５万円
　以下であった者

①生活保護法の規定に
　よる生活扶助受給者

②障害者、未成年者、
　老年者、寡婦（寡夫
　）で前年中の合計所
　得金額が１２５万円
　以下であった者

①生活保護法の規定に
　よる生活扶助受給者

②障害者、未成年者、
　老年者、寡婦（寡夫
　）で前年中の合計所
　得金額が１２５万円
　以下であった者

２．全額非課税者

①生活保護法による保
　護を受ける者

②当該年において所得
　が皆無となったため
　生活が著しく困難と
　なった者又はこれに
　準ずると認められる
　者

③学生及び生徒

①生活保護法による保
　護を受ける者

②当該年において所得
　が皆無となったため
　生活が著しく困難と
　なった者又はこれに
　準ずると認められる
　者

③学生及び生徒

①生活保護法による保
　護を受ける者

②当該年において所得
　が皆無となったため
　生活が著しく困難と
　なった者又はこれに
　準ずると認められる
　者

③学生及び生徒

①生活保護法による保
　護を受ける者

②当該年において所得
　が皆無となったため
　生活が著しく困難と
　なった者又はこれに
　準ずると認められる
　者

③学生及び生徒

調整方針（案） ・税率については、現行のとおり標準税率とする。
・普通徴収の納期については、６月・８月・１０月・１月の４期とし、納期限は各月末日とする。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

１．納税義務者等

住民部会

協　議　項　目 個人町民税

課　　　題 具体的調整方針

（地方税法２９４条）
①町内に住所を有する
　個人
　　均等割＋所得割

②町内に事務所、事業
　所又は家屋敷を有す
　る個人で町内に住所
　を有しない者
　　　均等割

①町内に住所を有する
　個人
　　均等割＋所得割

②町内に事務所、事業
　所又は家屋敷を有す
　る個人で町内に住所
　を有しない者
　　　均等割

①町内に住所を有する
　個人
　　均等割＋所得割

②町内に事務所、事業
　所又は家屋敷を有す
　る個人で町内に住所
　を有しない者
　　　均等割

①町内に住所を有する
　個人
　　均等割＋所得割

②町内に事務所、事業
　所又は家屋敷を有す
　る個人で町内に住所
　を有しない者
　　　均等割

（地方税法２９４条） （地方税法２９４条） （地方税法２９４条）

３．減免対象者

４町に差異のある事項について調
整し、統一施行する
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10/100 10/100

280,000円 280,000円 280,000円 280,000円

　②非課税基準額
350,000円 350,000円 350,000円

　①税率
（２）所得割

三　加　茂　町

（標準税率） （標準税率） （標準税率）

三　好　町 井　川　町

（標準税率）

10/100

350,000円

10/100

2,000円/年

［Ｈ１６より］
     3,000円/年

200万円以下

200万円を超

700万円を超

 8/100  8/100  8/100  8/100

 3/100  3/100  3/100  3/100

（標準税率） （標準税率） （標準税率） （標準税率）

　③非課税者
ア．前年の合計所得金
　額が、控除対象配偶
　者及び扶養親族の数
　に１を加えた数
　　 280,000円
　　　＋192,000円
　　　　　　　　以下

　［Ｈ１６より］
       192,000円
           ↓
       176,000円

イ．均等割の納税義務
　を負う夫と生計を一
　つにする妻

　①税額
（１）均等割

2,000円/年

［Ｈ１６より］
     3,000円/年

2,000円/年

［Ｈ１６より］
     3,000円/年

2,000円/年

［Ｈ１６より］
     3,000円/年

４．税率

　②非課税基準額

税率に差異はないので、現行のと
おり標準税率にて新町に引き継ぐ

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町

ア．前年の合計所得金
　額が、本人、控除対
　象配偶者及び扶養親
　族の数
　　 280,000円
　　　＋192,000円
　　　　　　　　以下

　［Ｈ１６より］
       192,000円
           ↓
       176,000円

イ．均等割の納税義務
　を負う夫と生計を一
　つにする妻

ア．前年の合計所得金
　額が、控除対象配偶
　者及び扶養親族の数
　に１を加えた数
　　 280,000円
　　　＋192,000円
　　　　　　　　以下

　［Ｈ１６より］
       192,000円
           ↓
       176,000円

イ．均等割の納税義務
　を負う夫と生計を一
　つにする妻

ア．前年の合計所得金
　額が、控除対象配偶
　者及び扶養親族の数
　に１を加えた数
　　 280,000円
　　　＋192,000円
　　　　　　　　以下

　［Ｈ１６より］
       192,000円
           ↓
       176,000円

イ．均等割の納税義務
　を負う夫と生計を一
つにする妻
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　月割額を徴収した月
の翌月１０日までに納
入

　月割額を徴収した月
の翌月１０日までに納
入

　月割額を徴収した月
の翌月１０日までに納
入

　月割額を徴収した月
の翌月１０日までに納
入

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 井　川　町

　６/１～　６/３０

三　加　茂　町
　前年の合計所得金額
が、３５万円に本人、
控除対象配偶者及び扶
養親族の合計数を乗じ
て得た金額（控除対象
配偶者又は扶養親族を
有する場合には、当該
金額に３６万円を加算
した金額）以下

［Ｈ１６より］
　加算額　３５万円

　前年の合計所得金額
が、３５万円に控除対
象配偶者及び扶養親族
の数に１を加えた数を
乗じて得た金額（控除
対象配偶者又は扶養親
族を有する場合には、
当該金額に３６万円を
加算した金額）以下

［Ｈ１６より］
　加算額　３５万円

　前年の合計所得金額
が、３５万円に控除対
象配偶者及び扶養親族
の数に１を加えた数を
乗じて得た金額（控除
対象配偶者又は扶養親
族を有する場合には、
当該金額に３６万円を
加算した金額）以下

［Ｈ１６より］
　加算額　３５万円

　前年の合計所得金額
が、３５万円に控除対
象配偶者及び扶養親族
の数に１を加えた数を
乗じて得た金額（控除
対象配偶者又は扶養親
族を有する場合には、
当該金額に３６万円を
加算した金額）以下

［Ｈ１６より］
　加算額　３５万円

課　　　題 具体的調整方針

　６/１～　６/３０ 　６/１～　６/３０第１期 　６/１～　６/３０
第２期
第３期
第４期 　　１０/１～１０/３１　１/１～　１/３１ 　１/１～　１/３１ 　１/１～　１/３１

　　　８/１～　８/３１１０/１～１０/３１ １０/１～１０/３１ １０/１～１０/３１
　　　６/１～　６/３０　８/１～　８/３１ 　８/１～　８/３１ 　８/１～　８/３１ １１/１～１１/３０

５．納期 普通徴収の納期に差異
（１）普通徴収

　　　１/１～　１/３１

普通徴収の納期については、三野
町・三好町・井川町の例により、
次のとおり統一する

　③非課税者

（２）特別徴収
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①町内に事務所又は事
　業所を有する法人
　　均等割＋法人税割

②町内に寮、宿泊所、
　クラブ、その他これ
　に類する施設を有す
　る法人で、町内に事
　務所、又は事業所を
　有しないもの及び町
　内に事務所、事業所
　又は寮等を有する法
　人でない社団又は財
　団で代表者又は管理
　人の定めのあるもの
　　　均等割

①町内に事務所又は事
　業所を有する法人
　　均等割＋法人税割

②町内に寮、宿泊所、
　クラブ、その他これ
　に類する施設を有す
　る法人で、町内に事
　務所、又は事業所を
　有しないもの及び町
　内に事務所、事業所
　又は寮等を有する法
　人でない社団又は財
　団で代表者又は管理
　人の定めのあるもの
　　　均等割

　地方自治法第２９６
条第１項第１号に規定
される国、地方自治体
その他公共的性格を有
する法人、及び同項第
３号に規定される法人
のうち収益事業を行わ
ない法人

　地方自治法第２９６
条第１項第１号に規定
される国、地方自治体
その他公共的性格を有
する法人、及び同項第
２号に規定される法人
のうち収益事業を行わ
ない法人

　地方自治法第２９６
条第１項第１号に規定
される国、地方自治体
その他公共的性格を有
する法人、及び同項第
５号に規定される法人
のうち収益事業を行わ
ない法人

　地方自治法第２９６
条第１項第１号に規定
される国、地方自治体
その他公共的性格を有
する法人、及び同項第
４号に規定される法人
のうち収益事業を行わ
ない法人

２．非課税法人

調整方針（案） ・税率については、現行のとおり標準税率とする。
・減免対象法人については、三野町、三好町、井川町の例により統一施行する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

１．納税義務者等

住民部会

協　議　項　目 法人町民税

課　　　題 具体的調整方針

４町に差異のある事項について調
整し、統一施行する①町内に事務所又は事

　業所を有する法人
　　均等割＋法人税割

②町内に寮、宿泊所、
　クラブ、その他これ
　に類する施設を有す
　る法人で、町内に事
　務所、又は事業所を
　有しないもの及び町
　内に事務所、事業所
　又は寮等を有する法
　人でない社団又は財
　団で代表者又は管理
　人の定めのあるもの
　　　均等割

①町内に事務所又は事
　業所を有する法人
　　均等割＋法人税割

②町内に寮、宿泊所、
　クラブ、その他これ
　に類する施設を有す
　る法人で、町内に事
　務所、又は事業所を
　有しないもの及び町
　内に事務所、事業所
　又は寮等を有する法
　人でない社団又は財
　団で代表者又は管理
　人の定めのあるもの
　　　均等割
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（標準税率） （標準税率）

事業年度終了後２ヶ月以内 事業年度終了後２ヶ月以内
５．納期

事業年度終了後２ヶ月以内 事業年度終了後２ヶ月以内

１２．３/１００ １２．３/１００ １２．３/１００ １２．３/１００
（２）法人税割 （標準税率） （標準税率） （標準税率） （標準税率）

５０人超 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
⑤５０億円超

５０人超 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000
５０人以下 410,000 410,000 410,000 410,000

④１０億円超
５０人超 400,000 400,000 400,000 400,000
５０人以下 160,000 160,000 160,000 160,000

③１億円超
５０人超 150,000 150,000 150,000 150,000
５０人以下 130,000 130,000 130,000 130,000

②１千万円超
５０人超 120,000 120,000 120,000 120,000
５０人以下 50,000 50,000 50,000 50,000

資本等額・従業員
①１千万円以下

（１）均等割 （標準税率） （標準税率）
４．税率

①民法第３４条の公益
　法人
②地方自治法第２６０
　条の２第１項の認可
　を受けた地縁による
　団体
③政党交付金の交付を
　受ける政党等に対す
　る法人格の付与に関
　する法律第８条に規
　定する法人である政
　党又は政治団体
④特定非営利活動促進
　法第２条第２項に規
　定する法人

①民法第３４条の公益
　法人
②地方自治法第２６０
　条の２第１項の認可
　を受けた地縁による
　団体
③政党交付金の交付を
　受ける政党等に対す
　る法人格の付与に関
　する法律第８条に規
　定する法人である政
　党又は政治団体
④特定非営利活動促進
　法第２条第２項に規
　定する法人

①民法第３４条の公益
　法人
②地方自治法第２６０
　条の２第１項の認可
　を受けた地縁による
　団体
③政党交付金の交付を
　受ける政党等に対す
　る法人格の付与に関
　する法律第８条に規
　定する法人である政
　党又は政治団体
④特定非営利活動促進
　法第２条第２項に規
　定する法人

①民法第３４条の公益
　法人
②地方自治法第２６０
　条の２第１項の認可
　を受けた地縁による
　団体

③特定非営利活動促進
　法第２条第２項に規
　定する法人

３．減免対象法人 減免対象法人に差異

税率に差異はないので、現行のと
おり標準税率にて新町に引き継ぐ

減免対象法人については、三野
町・三好町・井川町の例により統
一し、施行する

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
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①貧困により生活のた
め公私の扶助を受ける
者の所有する固定資産
②公益のために直接専
用する固定資産（有料
で使用するものを除
く）
③町の全部又は一部に
わたる災害又は天候の
不順により、著しく価
値を減じた固定資産
④三野町工場誘致条例
及び低開発地域工業開
発地区の指定に伴う町
税の課税免除に関する
条例に該当ある場合

①貧困により生活のた
め公私の扶助を受ける
者の所有する固定資産
②公益のために直接専
用する固定資産（有料
で使用するものを除
く）
③町の全部又は一部に
わたる災害又は天候の
不順により、著しく価
値を減じた固定資産
④三好町工場設置奨励
条例及び低開発地域工
業開発地区の指定に伴
う町税の課税免除に関
する条例に該当ある場
合

①貧困により生活のた
め公私の扶助を受ける
者の所有する固定資産
②公益のために直接専
用する固定資産（有料
で使用するものを除
く）
③町の全部又は一部に
わたる災害又は天候の
不順により、著しく価
値を減じた固定資産
④低開発地域工業開発
地区の指定に伴う町税
の課税免除に関する条
例に該当ある場合

①貧困により生活のた
め公私の扶助を受ける
者の所有する固定資産
②公益のために直接専
用する固定資産（有料
で使用するものを除
く）
③町の全部又は一部に
わたる災害又は天候の
不順により、著しく価
値を減じた固定資産
④三加茂町工場設置奨
励条例及び低開発地域
工業開発地区の指定に
伴う町税の課税免除に
関する条例に該当ある
場合

減免対象については、差異が少な
いので、合併までに詳細を調整
し、統一施行する

（１）減免 減免対象に差異
４．減免対象等

償却資産 １５０万円未満 １５０万円未満 １５０万円未満 １５０万円未満
家屋 　２０万円未満 　２０万円未満 　２０万円未満 　２０万円未満
土地 　３０万円未満 　３０万円未満 　３０万円未満 　３０万円未満

３．減免点 （地方税法第３５１条） （地方税法第３５１条） （地方税法第３５１条） （地方税法第３５１条）

・地方税法第３４８条
及び第３４９条の３に
よる
・町条例第４５条から
第４８条による

・地方税法第３４８条
及び第３４９条の３に
よる
・町条例第４５条から
第４８条による

・地方税法第３４８条
及び第３４９条の３に
よる
・町条例第６０条から
第６３条による

・地方税法第３４８条
及び第３４９条の３に
よる
・町条例第５５条から
第５８条による

２．非課税の範囲等

土地・家屋・償却資産
で課税標準額を超える
資産の所有者

土地・家屋・償却資産
で課税標準額を超える
資産の所有者

土地・家屋・償却資産
で課税標準額を超える
資産の所有者

土地・家屋・償却資産
で課税標準額を超える
資産の所有者

調整方針（案）
・税率については、現行のとおり標準税率とする。
・納期については、５月・７月・１２月・２月の４期とし、納期限は各月末日とする。ただし、１２月は２５日とする。
・減免対象については、合併までに調整し統一施行する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針

住民部会

協　議　項　目 固定資産税

１．納税義務者等 （地方税法第３４３条） （地方税法第３４３条） （地方税法第３４３条） （地方税法第３４３条） ４町に差異のある事項について調
整し、統一施行する
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　　　２／１～　２月末日
　　１２／１～１２／２５第４期 １２／１～１２／２５ 　２／１～　２月末日 　２／１～　２月末日
　　　７／１～　７／３１第３期 　９／１～　９／３０ １２／１～１２／２５ １２／１～１２／２５ １２／１～１２／３１
　　　５／１～　５／３１第２期 　７／１～　７／３１ 　７／１～　７／３１ 　７／１～　７／３１ 　８／１～　８／３１

第１期 　５／１～　５／３１ 　５／１～　５／３１ 　４／１～　４／３０ 　５／１～　５／３１
６．納期 納期に差異

１．４／１００ １．４／１００ １．４／１００ １．４／１００

　砂防指定地域の土地
に対する補正について
は、以前から検討して
いるが、現状の砂防台
帳では土地地番を確定
することができないの
で、見送っている

　砂防指定地域の土地
に対する補正について
は、以前から検討して
いるが、現状の砂防台
帳では土地地番を確定
することができないの
で、見送っている

　砂防指定地の土地に
対する補正については
現在は行っていない

　砂防指定地域の土地
に対する補正について
は、以前から検討して
いるが、現状の砂防台
帳では土地地番を確定
することができないの
で、見送っている

（２）補正

５．税率 （標準税率） （標準税率） （標準税率）

納期については、三好町の例によ
り次のとおり統一する

具体的調整方針
三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　況
課　　　題

三　加　茂　町

（標準税率） 税率に差異はないので、現行のと
おり標準税率にて新町に引き継ぐ
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減免対象に差異（条例第８９条）
・公益のため直接専用
するものと認める軽自
動車等

（条例第９０条）
・身体に障害を有し歩
行が困難な者又は精神
に障害を有し歩行が困
難な者が所有する軽自
動車等（身体障害者で
年齢１８歳未満のもの
又は精神障害者と生計
を一にする者が所有す
る軽自動車等を含む）
で当該身体障害者、当
該身体障害者若しくは
精神障害者（以下「身
体障害者等」という）
のために当該身体障害

４．減免対象

　商品であって使用し
ない軽自動車等

　商品であって使用し
ない軽自動車等

なし３．課税免除 課税免除規定に差異なし

　日本赤十字社が所有
する軽自動車のうち、
直接その本来の事業の
用に供するもので、救
急用のもの

　日本赤十字社が所有
する軽自動車のうち、
直接その本来の事業の
用に供するもので、救
急用のもの

　日本赤十字社が所有
する軽自動車のうち、
直接その本来の事業の
用に供するもので、救
急用のもの

　日本赤十字社が所有
する軽自動車のうち、
直接その本来の事業の
用に供するもので、救
急用のもの

２．非課税の範囲

　原動機付自転車・小
型特殊自動車・軽自動
車・２輪の小型自動車
の所有者又は使用者

　原動機付自転車・小
型特殊自動車・軽自動
車・２輪の小型自動車
の所有者又は使用者

　原動機付自転車・小
型特殊自動車・軽自動
車・２輪の小型自動車
の所有者又は使用者

　原動機付自転車・小
型特殊自動車・軽自動
車・２輪の小型自動車
の所有者又は使用者

調整方針（案）
・税率については、現行のとおり標準税率とする。
・納期については、５月１日～５月３１日とする。
・課税免除については、三野町、三加茂町の例により、また減免対象については、三野町、三好町の例により統一施行する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針

住民部会

協　議　項　目 軽自動車税

４町に差異のある事項について調
整し、統一施行する

１．納税義務者等

（条例第７８条）
・公益のため直接専用
するものと認める軽自
動車等
・貧困により生活のた
め公私の扶助を受ける
者の所有する原動機付
自転車

（条例第７８条の２）
・身体に障害を有し歩
行が困難な者又は精神
に障害を有し歩行が困
難な者が所有する軽自
動車等（身体障害者で
年齢１８歳未満のもの
又は精神障害者と生計
を一にする者が所有す
る軽自動車等を含む）
で当該身体障害者、当
該身体障害者若しくは
精神障害者（以下「身
体障害者等」という）
のために当該身体障害

（条例第７８条）
・公益のため直接専用
するものと認める軽自
動車等
・貧困により生活のた
め公私の扶助を受ける
者の所有する原動機付
自転車

（条例第７８条の２）
・身体に障害を有し歩
行が困難な者又は精神
に障害を有し歩行が困
難な者が所有する軽自
動車等（身体障害者で
年齢１８歳未満のもの
又は精神障害者と生計
を一にする者が所有す
る軽自動車等を含む）
で当該身体障害者、当
該身体障害者若しくは
精神障害者（以下「身
体障害者等」という）
のために当該身体障害

（条例第９３条）
・公益のため直接専用
するものと認める軽自
動車等

（条例第９４条）
・身体に障害を有し歩
行が困難な者又は精神
に障害を有し歩行が困
難な者が所有する軽自
動車等（身体障害者で
年齢１８歳未満のもの
又は精神障害者と生計
を一にする者が所有す
る軽自動車等を含む）
で当該身体障害者、当
該身体障害者若しくは
精神障害者（以下「身
体障害者等」という）
のために当該身体障害

課税免除については、三野町・三
加茂町の例により統一する

減免対象については、三野町・三
好町の例により統一する
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１，０００円 １，０００円 １，０００円 １，０００円

５．税率（年額） （標準税率） （標準税率） （標準税率） （標準税率）

者等と生計を一にする
者又は当該身体障害者
等（身体障害者等のみ
で構成される世帯に限
る）のために当該身体
障害者等（身体障害者
等のみで構成される世
帯に限る）を常時介護
する者が運転するもの
のうち、町長が必要と
認めるもの（１台に限
る）
・その構造が専ら身体
障害者等の利用に供す
るためのものである軽
自動車等

者等と生計を一にする
者又は当該身体障害者
等（身体障害者等のみ
で構成される世帯の者
に限る）のために当該
身体障害者等（身体障
害者等のみで構成され
る世帯の者に限る）を
常時介護する者が運転
するもののうち、町長
が必要と認めるもの
（１台に限る）
・その構造が専ら身体
障害者等の利用に供す
るためのものである軽
自動車等

者等と生計を一にする
者又は当該身体障害者
等（身体障害者等のみ
で構成される世帯の者
に限る）のために当該
身体障害者等（身体障
害者等のみで構成され
る世帯の者に限る）を
常時介護する者が運転
するもののうち、町長
が必要と認めるもの
（１台に限る）
・その構造が専ら身体
障害者等の利用に供す
るためのものである軽
自動車等

者等と生計を一にする
者又は当該身体障害者
等（身体障害者等のみ
で構成される世帯の者
に限る）のために当該
身体障害者等（身体障
害者等のみで構成され
る世帯の者に限る）を
常時介護する者が運転
するもののうち、町長
が必要と認めるもの
（１台に限る）
・その構造が専ら身体
障害者等の利用に供す
るためのものである軽
自動車等

現　　　　　　況
課　　　題

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

（１）原動機付自転車

総排気量0.05Ｌ以
下又は定格出力
0.6KW以下

二輪のもので総排
気量0.05Ｌ超0.09
Ｌ以下又は定格出
力0.6KW超0.8KW以
下

二輪のもので総排
気量0.09Ｌ超又は
定格出力0.8KW超

三輪以上のもので
（輪距0.5M以下）
総排気量0.02Ｌ超
又は定格出力
0.25KW超

１，２００円 １，２００円 １，２００円 １，２００円

１，６００円 １，６００円 １，６００円 １，６００円

２，５００円 ２，５００円 ２，５００円 ２，５００円

税率に差異はないので、現行のと
おり標準税率にて新町に引き継ぐ

具体的調整方針
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１，６００円

４，７００円

２，４００円

５／１～５／３１

７／１～７／３１
納期については、次のとおり統一
する

納期に差異６．納期
４／１１～４／３０ ５／１５～５／３１ ４／１１～４／３０

二輪の小型自動車 ４，０００円 ４，０００円 ４，０００円 ４，０００円

（４）二輪小型自動車

その他のもの ４，７００円 ４，７００円 ４，７００円

農耕作業用 １，６００円 １，６００円 １，６００円

専ら雪上を走行す
るもの ２，４００円 ２，４００円 ２，４００円

（３）小型特殊自動車

３，０００円

四輪以上　貨物用
　　自家用 ４，０００円 ４，０００円 ４，０００円 ４，０００円

四輪以上　貨物用
　　営業用 ３，０００円 ３，０００円 ３，０００円

四輪以上　乗用
　　自家用 ７，２００円 ７，２００円 ７，２００円

３，１００円 ３，１００円

四輪以上　乗用
　　営業用 ５，５００円 ５，５００円 ５，５００円 ５，５００円

３，１００円

（２）軽自動車

二輪のもの
（側車付き含む）

三輪のもの ３，１００円

２，４００円 ２，４００円 ２，４００円 ２，４００円

７，２００円

具体的調整方針
現　　　　　　況

課　　　題
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
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地方税法第５９９条に
よる納期

地方税法第５９９条に
よる納期

地方税法第５９９条に
よる納期

地方税法第５９９条に
よる納期

４町に差異がないので、現行のと
おり新町に引き継ぐ

１．納税義務者等

当分の間課税停止 当分の間課税停止 当分の間課税停止 当分の間課税停止

1.4/100 1.4/100 1.4/100 1.4/100
（一定税率） （一定税率） （一定税率） （一定税率）

６．納期

調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぐ。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針

住民部会

協　議　項　目 特別土地保有税

土地又はその取得に対
する当該土地の所有者
又は取得者

土地又はその取得に対
する当該土地の所有者
又は取得者

土地又はその取得に対
する当該土地の所有者
又は取得者

土地又はその取得に対
する当該土地の所有者
又は取得者

２．非課税の範囲等 地方税法第５８６条、
第５８７条及び第５８
７条の２による

地方税法第５８６条、
第５８７条及び第５８
７条の２による

地方税法第５８６条、
第５８７条及び第５８
７条の２による

地方税法第５８６条、
第５８７条及び第５８
７条の２による

３．免税点

４．減免対象

取得分

７．課税状況

５．税率

地方税法第５９５条に
より、10,000㎡未満

地方税法第５９５条に
より、10,000㎡未満

地方税法第５９５条に
より、10,000㎡未満

3.0/100 3.0/100 3.0/100
保有分

地方税法第５９５条に
より、10,000㎡未満

・公益のため直接専用
する土地
・町の全部又は一部に
わたる災害により、著
しく価値を減じた土地
・前２項に掲げる土地
以外の土地で特別の事
由があるもの

・公益のため直接専用
する土地
・町の全部又は一部に
わたる災害により、著
しく価値を減じた土地
・前２項に掲げる土地
以外の土地で特別の事
由があるもの

・公益のため直接専用
する土地
・町の全部又は一部に
わたる災害により、著
しく価値を減じた土地
・前２項に掲げる土地
以外の土地で特別の事
由があるもの

・公益のため直接専用
する土地
・町の全部又は一部に
わたる災害により、著
しく価値を減じた土地
・前２項に掲げる土地
以外の土地で特別の事
由があるもの

3.0/100

税率に差異はないので、現行のと
おり一定税率にて新町に引き継ぐ
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前月分を毎月末まで 前月分を毎月末まで 前月分を毎月末まで 前月分を毎月末まで

１，４１２円 １，４１２円

（一定税率） （一定税率） （一定税率） （一定税率）

地方税法第４６９条に
よる

地方税法第４６９条に
よる

地方税法第４６９条に
よる

地方税法第４６９条に
よる

１，４１２円 １，４１２円旧３級品
２，９７７円 ２，９７７円 ２，９７７円 ２，９７７円

４．納期

３．税率
　　1,000本当税額

旧３級品以外

　製造たばこの製造
者、特定販売業者又は
卸売販売業者

　製造たばこの製造
者、特定販売業者又は
卸売販売業者

　製造たばこの製造
者、特定販売業者又は
卸売販売業者

　製造たばこの製造
者、特定販売業者又は
卸売販売業者

住民部会

協　議　項　目 たばこ税

調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぐ。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

税率に差異はないので、現行のと
おり一定税率にて新町に引き継ぐ

課　　　題 具体的調整方針

４町に差異がないので、現行のと
おり新町に引き継ぐ

１．納税義務者等

２．課税免除等
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毎月１５日～同月末日

該当なし 該当なし 該当なし

毎月１５日～同月末日 毎月１５日～同月末日

1.0/100
ただし、鉱物の価格が
２００万円以下の場合
　　　 0.7/100

（標準税率）

３．納期

４．現状

ただし、鉱物の価格が
２００万円以下の場合
　　　 0.7/100

ただし、鉱物の価格が
２００万円以下の場合
　　　 0.7/100

1.0/100 1.0/100

鉱物の掘採事業の鉱業
者

鉱物の掘採事業の鉱業
者

鉱物の掘採事業の鉱業
者

住民部会

協　議　項　目 鉱産税

調整方針（案） 三野町・三好町・三加茂町の例により、統一施行する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針

井川町以外の３町に差異がないの
で、三野町・三好町・三加茂町の
例により統一し、施行する

税率に差異はないので、現行のと
おり標準税率にて新町に引き継ぐ

２．税率 （標準税率） （標準税率）

１．納税義務者等 井川町は税条例に定めていない
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１５０円 １５０円

毎月１５日まで 毎月１５日まで 毎月１５日まで

・共同浴場又は一般公
衆浴場に入湯する者

・共同浴場又は一般公
衆浴場に入湯する者

・年齢１２歳未満の者 ・年齢１２歳未満の者

課税該当なし 課税該当なし 課税該当なし

井川町以外の３町に差異が少ない
ので、課税免除規定を設けている
三野町・三好町の例により統一
し、施行する

４．納期

５．現状

３．税率

２．課税免除 課税免除に差異なし

井川町は税条例に定めていない　鉱泉浴場における
　入湯客

　鉱泉浴場における
　入湯客

　鉱泉浴場における
　入湯客

１．納税義務者等

住民部会

協　議　項　目 入湯税

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 三野町・三好町の例により、統一施行する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

税率に差異はないので、現行のと
おり標準税率にて新町に引き継ぐ

（標準税率） （標準税率） （標準税率）
入湯客１人１日につき 入湯客１人１日につき 入湯客１人１日につき

１５０円
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 日程１１             協議第４１号 
 
 

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

 
 

平成１６年 ３月１８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 

 
 
選挙事務関係について 

 
１．投票所については、当面は現行のまま新町に引継ぐものとする。ただし、

新町において住民の利便性を考慮し、統廃合等について速やかに検討 
する。 

 
２．開票所・不在者投票事務については、合併時に三加茂町へ統合するも 

のとする。ただし、期日前投票については、合併までに調整する。 
 
３．投票所入場券・選挙公報の配布方法は、合併までに調整し統一する。 
 
４．ポスター掲示場・個人演説会場については、現行のとおり新町に引継 

ぐものとする。 
 
５．明るい選挙推進協議会については、新町においても設置するものとし、

組織・人選については、新町において調整する。 
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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）

総務部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　選挙事務関係については、選挙の公正な執行を確保する見地から合併までに統一することが適当
であるとともに、合併後５０日以内に行われる町長選挙に向け、早急に調整する必要がある。

２４－６．選挙事務関係

協議会への
提 案 内 容

１．投票所については、当面は現行のまま新町に引継ぐものとする。ただし、新町において住民の
　　利便性を考慮し、統廃合等について速やかに検討する。

２．開票所・不在者投票事務については、合併時に三加茂町へ統合するものとする。
　　ただし、期日前投票については、合併までに調整する。

３．投票所入場券・選挙公報の配布方法は、合併までに調整し統一する。

４．ポスター掲示場・個人演説会場については、現行のとおり新町に引継ぐものとする。

５．明るい選挙推進協議会については、新町においても設置するものとし、組織・人選について
　　は、新町において調整する。
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２４－６．選挙事務関係

・ ・

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9

10

11

・ ・

・ ・

とする
開票時間は、９時１５分を目
標に合併までに調整する午後９時１０分～

（町役場２階）
三野町公民館２階ホ－ル 三好町役場(２階大会議室) 辻小学校屋内運動場 ふれあいプラザ多目的ホール

開票所の場所及び開票時間 合併時に統合する
の協議が必要。

開票所は、三加茂町の１箇所
１箇所 １箇所 １箇所 １箇所

　絵堂投票区
　西庄投票区

　第８投票区 　五名投票区

　中屋投票区　　　 　第６投票区
　東谷投票区　　　 　第７投票区 　野住投票区 　大藤投票区

　下久保投票区 　黒長谷投票区

いて協議が必要
　川又投票区　　　 　第２投票区 　里川投票区 　毛田投票区

投票所数及び投票時間につ 現行のとおりとする
午前７時～午後７時 午前７時～午後７時 午前７時～午後７時 午前７時～午後７時

滝下生活改善センター
滝下投票区

加茂小学校

井内小学校野住分校 三加茂町役場
加茂投票区

野住投票区 加茂東投票区
増川公民館 井川町立中央公民館宮奥分館 絵堂公民館

絵堂投票区

中屋投票区　　　 中津投票区 西庄投票区

【開票所】 【開票所】 【開票所】 【開票所】

中屋集会所 東山公民館 井川町農産物加工開発センター

第６投票区 下久保投票区 五名投票区

太刀野投票区　 吹投票区 三庄投票区

○投票時間を変更している投票所 ○投票時間を変更している投票所 ○投票時間を変更している投票所 ○投票時間を変更している投票所

芝生小学校太刀野分校 三好町役場

第７投票区

阿波みよし農協井川製茶工場 三庄公民館

第８投票区

里川集会所 旧第三保育所

ハタ・法市集会所 井川町立中央公民館東分館 五名生活改善センター

西庄小学校
馬場投票区

中庄東投票区第４投票区

井川町立中央公民館野津後分館 黒長谷小学校
第３投票区 西井川投票区 大藤投票区

西井川小学校屋内運動場 大藤公民館
里川投票区

投票所の場所及び数について
は、当面は現行のまま引継
ぎ、新町においてできるだけ
早いうちに見直し等を含め検
討し、調整する

毛田投票区

加茂野宮投票区 第２投票区
辻小学校屋内運動場 毛田幼稚園清水集会所

西新町投票区 黒長谷投票区

いて協議が必要投票区　１１区
投票所数及び投票時間につ 現行のとおりとする【投票所】 【投票所】 【投票所】 【投票所】

総務部会

協　議　項　目 　投票所・開票所

調整方針（案） 投票所については、当面は現行のまま新町に引継ぐものとする。ただし、新町において住民の利便性を考慮し、統廃合等について速やかに検討する。
開票所については、合併時に三加茂町へ統合するものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

川又投票区　　　

投票区　８区 投票区　８区 投票区　９区

清水投票区　　　 第１投票区 辻投票区

勢力投票区

第５投票区

勢力会館

太刀野山小学校

東谷投票区　　　
東谷小学校

足代小学校

足代中屋集会所

昼間東部集会所

昼間小学校

加茂野宮集会所

芝生投票区　　　
社会福祉センター

開票時間 開票時間
午後９時２０分～午後９時００分～ 午後９時００分～

開票時間開票時間

- 46 -



２４－６．選挙事務関係

・ ・

事務執行体制 事務執行体制 事務執行体制 事務執行体制
・受付 ・受付 ・受付 ・受付
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
・体制 ・体制 ・体制 ・体制

・受付時間 ・受付時間 ・受付時間 ・受付時間
平日、休日、祝日 平日、休日、祝日 平日、休日、祝日 平日、休日、祝日

【期日前投票】 【期日前投票】 【期日前投票】 【期日前投票】
・期日前投票の協議が必要。・

投票期間 投票期間 投票期間 投票期間

午前８時３０分～午後８時 午前８時３０分～午後８時 午前８時３０分～午後８時 午前８時３０分～午後８時
投票場所 投票場所 投票場所 投票場所
期日前投票所 期日前投票所 期日前投票所 期日前投票所

・ ・
世帯毎に封書にて郵送 世帯毎に封書にて郵送 賃金にて配布を依頼 世帯毎に封書にて郵送

・ ・
常会長に送付し、配布 町内会長に送 賃金にて配布を依頼

【ポスター掲示場】 【ポスター掲示場】 【ポスター掲示場】 【ポスター掲示場】 ・
３０箇所（ベニア板） ２５箇所（ベニア板） ２７箇所（ベニア板） ４９箇所（ベニア板）

総務部会

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

協　議　項　目 　不在者投票・投票所入場券、選挙公報の配布方法・ポスター掲示場

調整方針（案）
不在者投票事務については、合併時に三加茂町へ統合するものとする。ただし、期日前投票については、合併までに調整する。
投票所入場券・選挙公報の配布方法は、合併までに調整し統一する。
ポスター掲示場については、現行のとおり新町に引継ぐものとする。

具体的調整方針

各選挙において、不在者投票を
行う場所は、選挙管理委員会室
で行っている。

各選挙において、不在者投票を
行う場所は、役場１階相談室で
行っている。

各選挙において、不在者投票を
行う場所は、役場２階事務室で
行っている。

各選挙において、不在者投票を
行う場所は、２階の選挙管理委
員会室で行っている。

従来の不在者投票から大
部分が期日前投票に移行
していることから期日前
投票の協議が必要。ただ
し、病院関係の不在者投
票があるため、その協議
も必要。

不在者投票事務は、合併時に
統合する。

合併までに調整し統一する。【投票所入場券の配布方法】 【投票所入場券の配布方法】 【投票所入場券の配布方法】 【投票所入場券の配布方法】

現時点では、実績がないた
め、今後の選挙状況等を踏ま
え、合併までに調整する。

公示日又は告示日の翌日から選
挙期日の前日までの間である。

公示日又は告示日の翌日から選
挙期日の前日までの間である。

　

差異がある。

現行のとおりとする。

井川町のみ差異がある。

〈期日前投票の実績なし〉 〈期日前投票の実績なし〉

【選挙公報の配布方法】 【選挙公報の配布方法】【選挙公報の配布方法】 【選挙公報の配布方法】

〈期日前投票の実績なし〉 〈期日前投票の実績なし〉

一部世帯毎に封書にて郵送
入場券とともに郵送

一部世帯毎に封書にて郵送

【不在者投票】 【不在者投票】 【不在者投票】 【不在者投票】
事務執行の場所 事務執行の場所 事務執行の場所 事務執行の場所

総務課職員及び臨時職員で対応
し、常時2人以上体制である。

期日前投票制度は、選挙期日前
であっても、選挙期日と同じく
投票を行うことができる仕組み
である。

期日前投票制度は、選挙期日前
であっても、選挙期日と同じく
投票を行うことができる仕組み
である。

午前８時３０分～午後８時 午前８時３０分～午後８時

合併までに調整し統一する。

総務課職員及び嘱託職員で対応
し、常時2人以上体制である。

期日前投票制度は、選挙期日前
であっても、選挙期日と同じく
投票を行うことができる仕組み
である。

公示日又は告示日の翌日から選
挙期日の前日までの間である。

期日前投票制度は、選挙期日前
であっても、選挙期日と同じく
投票を行うことができる仕組み
である。

公示日又は告示日の翌日から選
挙期日の前日までの間である。

総務企画課職員及び臨時職員で
対応し、常時2名以上体制であ
る。

午前８時３０分～午後８時 午前８時３０分～午後８時

総務課職員で対応し、常時2人
以上体制である。
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２４－６．選挙事務関係

・ ・現行のとおりとする

　個人演説会場

個人演説会場については、現行のとおり新町に引継ぐものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

総務部会

課　　題

要調整。

農業者トレーニングセンター
原生活改善センター

西庄幼稚園

　 〃 　絵堂公民館

　 〃 　西庄公民館

絵堂幼稚園
毛田幼稚園
三加茂町公民館
　 〃 　加茂公民館
　 〃 　三庄公民館

毛田小学校
大藤小学校
加茂幼稚園
三庄幼稚園

三庄小学校
西庄小学校
絵堂小学校
黒長谷小学校

三 加 茂 町

加茂小学校
三加茂中学校

〃　　　　　桜分館
〃　　　野津後分館
〃　　　　佃西分館 　 〃 　大藤公民館

西井川小学校
辻小学校
井内小学校
井川町立中央公民館

〃　　　　　旭分館

〃　　　　安田分館
〃　　　吉野川分館
〃　　　西新町分館
〃　　　　　佃分館

井　川　町

井川中学校

中央公民館（４階大集会室）
中央公民館（小会議室）
ふれアリーナみよし

東山公民館
増川公民館
昼間公会堂
老人福祉センター（中央公民館内）

 　〃 　黒長谷公民館

〃　　　　黎明分館
〃　　　　　東分館
〃　　　　大正分館
〃　　　西ノ浦分館

　 〃 　毛田公民館

〃　　　杉ノ木分館
〃　　　　宮奥分館
〃　　　　　吹分館
〃　　　　中村分館

三　好　町

三好中学校（旧体育館）
昼間小学校
足代小学校
東山小学校
増川小学校
足代公民館三野町公民館

三野中学校

芝生小学校　太刀野分校
太刀野山小学校

芝生小学校

協　議　項　目

調整方針（案）

三　野　町

王地小学校

【個人演説会場】 【個人演説会場】 【個人演説会場】 【個人演説会場】
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・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・
・ ・ ・

・
・ ・

・
・ ・

・
・ ・

・
・ ・

・

・

選挙チラシの配布。街頭啓発。

推進員 推進員

構成 構成
１０人（男１人、女９人） ６人（男３人、女３人）

小学校に対して明るい選挙ポス
ターの募集

県選管発注の業者に発注する。
全世帯に自治会を通じて配布協
力

小中学生に対してポスターの依
頼

（毎年、町内３小学校及び井川
中学校で実施）

（毎年、町内４小学校及び三加
茂中学校で実施）

委員の表彰

総務部会

協　議　項　目 　明るい選挙推進協議会

調整方針（案） 明るい選挙推進協議会については、新町においても設置するものとし、組織・人選については、新町において調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

【三野町明るい選挙推進協議会】 【三好町明るい選挙推進協議会】 【井川町明るい選挙推進協議会】 【三加茂町明るい選挙推進協議会】 要調整。 新町においても設置するも
のとし組織・人選について
は、新町において調整する

推進員 推進員

構成構成
１４人（男１１人、女３人） １５人（男１０人、女５人）

各種団体の長（老人会、婦人
会、青年団）、選挙管理委員、
学識経験者

老人会及び婦人会 学識経験者各種団体の長（老人会、婦人
会、青年団）、選挙管理委員、
学識経験者

学識経験者

事務内容 事務内容 事務内容 事務内容
選挙に伴う啓発物品の配布 県明推連総会参加 選挙に伴う啓発物品の配布 選挙に伴う啓発物品の配布

選挙に伴う投票の呼びかけ
県選管発注の業者に発注する。
全世帯に自治会を通じて配布協
力

選挙に伴う啓発物品の配付（住
民課窓口等）

県実施のポスターの啓発ポス
ター依頼

選挙に伴う投票の呼びかけ（毎
選挙時の前日において、青年団
が広報車よる投票の呼びかけを
行っている）

若人のつどい(県選管主催)への
参加（青年団に参加要請）

選挙に伴う投票の呼びかけ

選挙チラシの配布。街頭啓発。 選挙チラシの配布。街頭啓発

委員の表彰

選挙に伴う投票の呼びかけ

選挙功労者に対しての表彰等選挙功労者に対しての表彰等
チラシ等の配付

小学生に対してポスターの依頼

委員の表彰

（毎年、町内４小学校で実施） 毎年、新成人へ成人手帳の配布

（毎年、町内３小学校で実施）
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 日程１２             協議第４２号 
 
 

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

 
 

平成１６年 ３月１８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 

 
企画事務関係について 

 
１．総合計画については、新町において、新町建設計画を基本とし、合併 

後速やかに策定するものとする。 
２．総合計画審議会については、新町において、合併後速やかに調整する。 
３．過疎地域自立促進計画及び辺地総合整備計画については、合併までに 

調整し、新町において速やかに調整する。 
４．国土利用計画については、新町において速やかに策定する。 
５．統計調査事務については、現行のとおり新町に引継ぐものとする。 
６．定住促進事業については、三野町の例により、新町に引継ぐものとする。

ただし、新規事業については、新町において検討する。 
７．出生祝金交付事業については、合併時に廃止することとし、三好町の 

分割交付対象者については、合併までに三好町において精算する。 
ただし、新町において、少子化対策事業全般の見直しを含め検討する。 

８．ふるさと会事業については、合併時に廃止する。ただし、故郷の情報 
発信及び交流事業ができるよう新町において検討する。 

９．研修派遣事業は、合併時に廃止し、新町において検討する。 
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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）

企画部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　企画事務関係の各種計画については、新町のあるべき姿を示すものとして、旧４町の計画を考慮
し、新町まちづくり計画に基づいた計画を策定する必要がある。
　また、４町で実施している独自の各種事業は、住民に直接影響を与えるものや多額の経費を要す
るものについて、これまでの経緯、実情を考慮しながら、合理化・効率化に努める必要がある。

２４－７．企画事務関係

協議会への
提 案 内 容

１．総合計画については、新町において、新町建設計画を基本とし、合併後速やかに策定するもの
　　とする。
２．総合計画審議会については、新町において、合併後速やかに調整する。
３．過疎地域自立促進計画及び辺地総合整備計画については、合併までに調整し、新町において速
　　やかに調整する。
４．国土利用計画については、新町において速やかに策定する。
５．統計調査事務については、現行のとおり新町に引継ぐものとする。
６．定住促進事業については、三野町の例により、新町に引継ぐものとする。ただし、新規事業に
　　ついては、新町において検討する。
７．三好町の出生祝金交付事業については、合併時に廃止することとし、分割交付対象者について
　　は、合併までに三好町において精算する。
　　ただし、新町において、少子化対策事業全般の見直しを含め検討する。
８．ふるさと会事業については、合併時に廃止する。ただし、故郷の情報発信及び交流事業ができ
　　るよう新町において検討する。
９．研修派遣事業は、合併時に廃止し、新町において検討する。
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２４－７．企画事務関係

・ ・

テーマ テーマ テーマ テーマ

策定業務委託 策定業務委託 策定業務委託 策定業務委託

○平成11年まちづくり提案カー
ドの実施9月～10月

○総合計画策定に向けての懇話
会開催
○平成12年調査報告書作成
○平成13年3月町議会議決

（各課職員20名）
○町民意識調査の実施、分析
○町長・各課のヒアリング実施

ダイジェスト版4,000部
町政要覧1,000部

ダイジェスト版　 ？部
住民意識調査1,200部
結果報告書  100部

本編  500部
ダイジェスト版4,000部

平成8年度3,860,000円 計画書  500部 計画書1,000部 平成12年度4,000,000円
（株）ぎょうせい （財）とくしま地域政策研究所 （財）とくしま地域政策研究所 （株）ぎょうせい

平成12年度6,000,000円 平成10年度3,150,000円 平成12年度2,720,000円
印刷業務 印刷業務 印刷業務 印刷業務

平成7年度6,300,000円 平成11年度5,550,000円 平成 9年度6,825,000円 平成11年度3,780,000円
（株）ぎょうせい （財）とくしま地域政策研究所 （財）とくしま地域政策研究所 （株）ぎょうせい

○平成13年3月町議会議決

（町議会、学識経験者、各種団
体代表者28名3回）

○平成10年6月12日議会議決
○総合計画審議会（3回）
○町長ヒアリング

潤いとキラメキのふるさと交流
タウン井川

○総合計画審議会準備会

○まちづくりトーク（3回）
○庁内各課長ヒアリング
　　              （2回）

○出前役場（3地区）
○町民及び中学生アンケート ○総合計画策定委員会発足
○現行計画進捗状況確認等
○策定委員会（2回）

策定の経緯 策定の経緯

計画期間

時空を育無むやすらぎの郷

計画期間 計画期間
平成10年度～平成19年度 平成13年度～平成22年度

平成８年８月 平成１３年３月 平成１０年８月 平成１３年３月

新町において統合する必要
がある。

新町において、新町建設計画
を基本とし、合併後速やかに
策定するものとする。

策定年月 策定年月 策定年月 策定年月

【総合計画】 【総合計画】 【総合計画】
三野町第３次総合計画 三好町総合計画 井川町総合計画 三加茂町第４次総合計画

【総合計画】

調整方針（案） 総合計画については、新町において、新町建設計画を基本とし、合併後速やかに策定するものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

企画部会

協　議　項　目 　総合計画

計画期間

策定の経緯 策定の経緯

潤いと活力にあふれる交流文化
の郷

｢四国のハート､三好町。｣
豊かな自然､やすらぎの時間こ
の町に新しい活気が生まれる。

平成8年度～平成17年度 平成13年度～平成22年度

○平成7年三野町総合計画策定
委員会発足

○町長・各課のヒアリング実施
○平成8年3月町議会議決

（各課職員15名、計5回開催）
○町民意識調査の実施、分析

○平成11年策定委員会(3回)
○町民アンケート
○庁内各課ヒアリング(4回)
○ワーキンググループ(1回)
○まちづくりトーク
（町内有志13名2回）
○中学生アンケート
○平成12年策定委員会(2回)
○ワーキンググループ(1回)
○まちづくりトーク
（町内有志13名1回）
○審議会開催
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２４－７．企画事務関係

・ ・
・

内訳 内訳 内訳 内訳

【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】

事業の目的
町長の諮問に応じ、三野町総合
計画の策定に必要な調査及び審
議を行なう。

事業の目的

○審議会開催：不定期 ○審議会開催：会長が招集 ○審議会開催：不定期

○会長１名・副会長１名 ○会長１名 ○会長１名・副会長１名
○委員報酬：１日5,000円

○任期：１年 ○任期：２年

公共的団体の役員及び職員　３人

○任期：審議終了時まで
学識経験者　５人

その他各種団体長　６人 学識経験者１０人

商業代表　２人 教育委員会の委員　１人
企業代表　１人 公共的団体の役員及び職員１２人 町職員　２人

町民代表　１２人 教育委員会の委員　２人
農業代表　２人 農業委員会の委員　１人 各種団体　１５人 農業委員会の委員　２人
議会議員　４人 議会議員　４人 議会議員　　５人 議会議員　６人

委員１５人で組織 委員２８人で組織 委員３２人で組織
概要 概要

町長の諮問に応じ、三好町総合
計画の策定に必要な調査及び審
議を行なう。

町長の諮問に応じ、三加茂町総
合計画の策定に必要な調査及び
審議を行なう。

町長の諮問に応じ、井川町総合
計画の策定に必要な調査及び審
議を行なう。

委員２０人以内で組織
概要 概要

人数、組織構成に差異。
任期、報酬に差異。

新町において、合併後速やか
に調整する。事業の目的 事業の目的

三野町総合計画策定審議会 三好町総合計画審議会 井川町総合計画審議会 三加茂町総合計画審議会

調整方針（案） 総合計画審議会については、新町において、合併後速やかに調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

企画部会

協　議　項　目 　総合計画審議会
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２４－７．企画事務関係

・ ・

・

・ ・

・

・

目的
辺地住民の生活文化水準の向上
のための公共的施設の総合的、

概要
整備計画に基づき、産業、福
祉・医療・教育関係等の施設整
備を推進する。

計画的整備を図る

企画部会

協　議　項　目 　過疎地域自立促進計画・辺地総合整備計画

調整方針（案） 過疎地域自立促進計画及び辺地総合整備計画については、合併までに調整し、新町において速やかに調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

目的

【過疎地域自立促進計画】 【過疎地域自立促進計画】

目的
新町において統合する必要
がある。

合併までに調整し、新町にお
いて速やかに策定する。

概要

過疎地域の自立促進を図る。 過疎地域の自立促進を図る。 過疎地域の自立促進を図る。 過疎地域の自立促進を図る。

概要
徳島県過疎地域自立促進計画に
基づき、過疎地域自立促進計画
を策定し、産業・福祉・医療・
教育等の過疎対策事業を推進す
る。

計画期間
平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日

徳島県過疎地域自立促進計画に
基づき、過疎地域自立促進計画
を策定し、産業・福祉・医療・
教育等の過疎対策事業を推進す
る。

計画期間

～平成17年3月31日 ～平成17年3月31日
〈５カ年間〉 〈５カ年間〉 〈５カ年間〉 〈５カ年間〉

～平成17年3月31日

辺地とその他の地域との館にお
ける住民の生活文化水準の著し
い格差の是正を図るため、辺地
に係る公共的施設の総合的かつ
計画的な整備を推進する。

辺地とその他の地域との館にお
ける住民の生活文化水準の著し
い格差の是正を図るため、辺地
に係る公共的施設の総合的かつ
計画的な整備を推進する。

該当地域 該当地域該当地域
増川、足代山分、貞安、
畑・法市

町内の辺地地域
　４地域

大藤・奥村・加茂山・桑内・白
内

田野々、東谷
辺地該当地域について、
距離等の再計算が必要。

計画期間
平成12年度～平成16年度

【過疎地域自立促進計画】

目的

概要
徳島県過疎地域自立促進計画に
基づき、過疎地域自立促進計画
を策定し、産業・福祉・医療・
教育等の過疎対策事業を推進す
る。

計画期間

【辺地総合整備計画】

目的
辺地に係る公共的施設の総合的
効果の確保を図る。

【過疎地域自立促進計画】

目的

概要
徳島県過疎地域自立促進計画に
基づき、過疎地域自立促進計画
を策定し、産業・福祉・医療・
教育等の過疎対策事業を推進す
る。

計画期間

【辺地総合整備計画】

目的
辺地に係る公共的施設の総合的
効果の確保を図る。

平成12年4月1日
～平成17年3月31日

概要
辺地とその他の地域における住
民の生活文化水準の著しい格差
の是正を図るため、辺地に係る
公共的施設の総合的かつ計画的
な整備を推進する。

該当地域

合併までに調整し、新町にお
いて速やかに策定する。

目的
辺地に係る公共的施設の総合的
効果の確保を図る。

概要

地域により計画期間に差異

新町において統合する必要

概要

平成17年3月の１月分の計
画について、早急に調整
が必要。

がある。
【辺地総合整備計画】 【辺地総合整備計画】
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２４－７．企画事務関係

・ ・

事務概要 事務概要

計画期間

目的

計画期間

目的
長期にわたって安定した均衡あ
る土地利用を確保すること。

調整方針（案） 国土利用計画については、新町において速やかに策定する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

企画部会

協　議　項　目 　国土利用計画

【国土利用計画】 【国土利用計画】 【国土利用計画】 【国土利用計画】

がある。
新町において統合する必要 新町において速やかに策定す

る。
三好町計画

未実施 未実施
井川町計画

策定年月 策定年月
昭和５７年３月 昭和５７年３月

改定予定なし

長期にわたって安定した均衡あ
る土地利用を確保すること。

○土地売買等届出 ○土地利用現況把握調査 ○土地取引の実態調査（4半期 ○土地取引の実態調査
事務概要事務概要

○土地月間に係るポスター掲
示、パンフレット配布

○地価調査地価公示 ○無届取引の実態調査
○遊休土地実態調査 ○遊休土地実態調査 ○遊休土地実態調査

○無届取引の実態調査

○広報啓発活動
　・土地月間(10月1日～30日)
　・ポスター掲示
　・パンフレット配布等
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２４－７．企画事務関係

・ ・

企画部会

協　議　項　目 　統計調査事務

調整方針（案） 統計調査事務については、現行のとおり新町に引継ぐものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

事務内容は同じ。 現行のとおり新町に引継ぐも
のとする。国・県の行う統計調査につい

て、調査員の推薦や調査票の取
りまとめを行う。

国・県の行う統計調査につい
て、調査員の推薦や調査票の取
りまとめを行う。

国・県の行う統計調査につい
て、調査員の推薦や調査票の取
りまとめを行う。

国・県の行う統計調査につい
て、調査員の推薦や調査票の取
りまとめを行う。

(指定統計・徳島県統計調査)

主な町経由の調査 主な町経由の調査

商工業石油等消費実態調査

工業統計調査 工業統計調査

主な町経由の調査 主な町経由の調査

国勢調査 国勢調査 国勢調査 国勢調査
世界農林業センサス 世界農林業センサス 世界農林業センサス 世界農林業センサス

商業統計調査 商業統計調査 商業統計調査 商業統計調査
工業統計調査 工業統計調査

商工業石油等消費実態調査 商工業石油等消費実態調査
事業所・企業統計調査 事業所・企業統計調査
サービス業基本調査 サービス業基本調査 サービス業基本調査 サービス業基本調査

事業所・企業統計調査 事業所・企業統計調査

就業構造基本調査 就業構造基本調査
住宅・土地統計調査 住宅・土地統計調査 住宅・土地統計調査 住宅・土地統計調査

学校基本調査 学校基本調査 学校基本調査 学校基本調査（教育委員会）
就業構造基本調査 就業構造基本調査

毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（推薦のみ）
人口推計調査 人口推計調査 人口推計調査
消費実態調査 消費実態調査
労働力調査 労働力調査 労働力調査 労働力調査（推薦のみ）

消費実態調査 消費実態調査

市町村民所得推計 市町村民所得推計 市町村民所得推計
市町村民経済計算推計 市町村民経済計算推計 市町村民経済計算推計

全国物価統計調査
統計調査員の登録等関係 統計調査員の登録等関係 統計調査員の登録等関係 統計調査員の登録等関係

調査員の登録 調査員の登録 調査員の登録 調査員の登録
調査の依頼 調査の依頼
調査の回収、点検 調査の回収、点検 調査の回収、点検 調査の回収、点検

調査の依頼 調査の依頼

【統計調査】 【統計調査】 【統計調査】 【統計調査】
事務内容 事務内容 事務内容 事務内容
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２４－７．企画事務関係

・ ・

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

企画部会

協　議　項　目 　定住促進事業

調整方針（案） 定住促進事業については、三野町の例により、新町に引継ぐものとする。ただし、新規事業については、新町において検討する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

　　〔17,000円／㎡～〕

未実施 未実施 三野町、井川町のみ

　　１１区画（３区画残）

実施。

事業概要
集落内に住宅地を造成し分譲する。及
び賃貸住宅を建築する。

　　１７区画（完売）

事務手順

供給価格設定

用地購入希望者の選定基準設定

書類審査（抽選）
売買契約締結（2割入金）

　　総事業費114,000,000円

　　〔14,000円／㎡～〕

　　総事業費151,000,000円

　　〔14,000円／㎡～〕
○平成９年度

【住宅団地造成事業及び若者定住住宅
　整備事業】
事業目的
本町における後継者の確保を図るとと
もに、定住を促進し、活力あるまちづ
くりを目指す。

　　総事業費195,000,000円
　　２７区画（完売）

造成工事（区画割）

　　〔17,000円／㎡～〕
○平成１３年度
　　総事業費 92,000,000円

契約・登記・支払

協議会の設置

事業の目的

説明会・申込受付

残額入金確認後所有権移転登記

○平成５年度

　　２０区画（完売）

○平成６～７年度

三野町の例により、新町に引
継ぐものとする。
ただし、新規事業について
は、新町において検討する。

事業実績

【三野町若者定住促進住宅用地供給事業】

本町における過疎化・高齢化に関する
活性化対策として、優良有地企業によ
る若者雇用促進等、若者定住化を図る
ため、定住用地の確保並びに供給し活
力あるまちづくりを目指す。

町長・議長・総務建設委員長・地域開
発委員長・助役・総務課長

（用地費・造成費などより）

分譲地販売（広報・折込）

供給用地の選定
用地交渉- 57 -



２４－７．企画事務関係

・ ・

○第１子 20,000円

○第２子 50,000円

○第３子 200,000円

○第４子 500,000円

○第５子 1,000,000円

【出生祝金交付事業】
目的
少子化対策及び過疎対策に資す
る。

交付要件
三好町に住民登録を有し、定住
していること。

交付額

出産時交付金        100,000

分割交付最終　平成27年度

分割交付対象　46人
分割交付残額　6,300,000円

交付祝金総額　15,080,000円
交付人数　　　189人

平成11～14年度事業実績

※第２子以後についての祝金
は、本町に１年以上住民登録を
有し、引き続き定住をする者が
出産したとき。

中学校入学時交付金  500,000
小学校入学時交付金  400,000

小学校入学時交付金  200,000
中学校入学時交付金  200,000

出産時交付金        100,000

小学校入学時交付金  100,000
出産時交付金        100,000

出産時交付金         50,000

出産時交付金         20,000

三好町のみ実施。未実施 未実施 未実施

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

企画部会

合併時に廃止することとし、
三好町の分割交付対象者につ
いては、合併までに三好町に
おいて精算する。
ただし、新町において、少子
化対策事業全般の見直しを含
め検討する。

協　議　項　目 　出生祝金交付事業

調整方針（案） 三好町の出生祝金交付事業については、合併時に廃止することとし、分割交付対象者については、合併までに三好町において精算する。
ただし、新町において、少子化対策事業全般の見直しを含め検討する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 具体的調整方針
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２４－７．企画事務関係

・ ・

事業実績

　　　計　　１６９口

・合併時に廃止する。
会則

(3)三好中学校同窓会名簿登載者
目的

概要

事業実績
平成１５年度（平成15年11月22日開催）
参加人数　１３４人
会 員 数　２６１人
参 加 料　5,000円
○補助金　800,000円

未実施

事業実績

近畿在住の三好町出身者と在郷者の親睦を図ると
ともに、情報交換を密にし、まちづくり施策に活
用する。

【近畿三好町ふるさと会】

(1)三好町議会議員及び三好町職員から構成する
まちづくりスタッフ

○補助金　1,000,000円

近畿在住の三好町出身者と親睦を図るため、年1
回交流会を開催し、又同時に三好中学校卒業者を
対象に合同同窓会を開催。近畿三好町ふるさと会
への入会金、年会費等は不要。

(2)既近畿三好町ふるさと会員

本会の会員は次の組織の構成とするが、町長が必
要と認める場合はこれを妨げない。

未実施

　事業費　1,628,000円

未実施 三好町のみ実施

発送日　  7月4日・12月12日

　会  員　１３５名
　会  費　１万円１万円コース　８２口

６千円コース　８７口

毎年、会員の募集を行う。年３回（6月、9月、12
月）にふるさと便を発送。また「広報いかわ」を
毎月を発送。

毎年町内及び前年度加入者に会員募集を行い、年
2回（夏・冬）ふるさと便を、また毎月三好町広
報誌を発送。

平成１４年度平成１５年度

ただし、未実施地域も含
め、故郷の情報発信がで
きるよう新町において検
討する。

実施

内容内容

未実施 未実施
ふるさと出身者や出身者を通じて、ふるさとの味
を届、町の特産品の振興を図る。

全国の三好町出身者らに故郷の味を楽しんでいた
だき、また三好町の情報を発信する。

目的 三好町、井川町のみ目的
【三好町ふるさと会】 【井川町ふるさと小包】

調整方針（案） ふるさと会事業については、合併時に廃止する。ただし、故郷の情報発信及び交流事業ができるよう新町において検討する。

具体的調整方針

企画部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

協　議　項　目 　ふるさと会事業

ただし、新町出身者との
親睦が図れるような交流
事業については、新町に
おいて検討する。

合併時に廃止する。
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２４－７．企画事務関係

・ ・未実施
【青年壮年国内外研修派遣事業
  (人材育成)】 未実施 三好町のみ実施
内容
三好町地場産業育成基金条例(平成3
年条例第1号)に基づき、基金の運用
益を原資として、人材育成事業に役
立てる。

補助金

(1)体験学習、地域活動の実践、相
互交流及び技術養成事業

平成13年度　 69,000円

平成11年度　222,000円
平成12年度　106,000円

(5)その他、町長が特に認めるもの

(3)宿泊費
(4)調査研究等のための経費

(1)受講料又は参加費
(2)交通費

補助の対象とする経費は、次に掲げ
る経費のうち町長が認める額を補助
するものとする。

補助する経費

補助の対象者は、町内に在住する者
で中学生以上の年齢とする。
ただし、町長が特に認めた場合は、
この限りではない。

対象者

(4)まちの要請により特別な調査研
究及び視察等の事業
(5)その他、特に認める事業

(3)地域づくりのための調査研究事
業

(2)先進地（海外を含む。）の視察
研修及び地域活性化のシンポジウム
等への参加事業

次に掲げる事業に参加する場合にそ
の経費の一部に充てるものとする

合併時に廃止し、新町におい
て検討する。

未実施

協　議　項　目 　研修派遣事業

調整方針（案） 研修派遣事業は、合併時に廃止し、新町において検討する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 具体的調整方針

企画部会

三 加 茂 町 課　　題

事業実績
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日程１３ 協議第４３号

保育所事業関係（案）について

各種事務事業の取扱いのうち、保育所事業関係について提出する。

平成１６年 ３月１８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

保育所事業関係について

１．入所区域・定員・クラスについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
２．開閉時間について、平日は原則７：３０～１７：１５とし、土曜・祝日に

ついては合併までに調整する。
３．各種行事については、調整可能なものについては合併までに調整し、その

他については現行のとおり移行する。
４．各保護者会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、運営等は新町の保

護者会において協議いただく。
５．給食について､献立作成については合併までに調整し､調理は現行のとおり

各保育所において実施する｡給食費については､主食代として月額８００円
を３歳以上児の保護者から口座振替にて徴収する。

６．延長保育の保育時間については合併までに調整し、補食代については登録
児全員の保護者から毎月２，０００円、随時的な者については１回提供に
つき１００円をそれぞれ徴収する。

７．乳児保育については、生後６ヶ月時点から受入れ、業務委託は新町に引き
継ぐ。
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８．障害児保育については、該当者があれば実施し、通常保育料のみの徴収と
する。

９．一時保育については、三加茂町の例により新町に引き継ぐ。
． 、 、 。10 保育料については 現行のとおり新町に引き継ぎ 口座振替にて徴収する
減免については、児童を３人以上養育している世帯で第３子以降の３歳以
上児が単独入所した場合、当該保育料の１／４を補助することとし、その
他については新町において引き続き統一実施する。但し、引き続き１ヶ月
以上出席しなかった者に対する減免は廃止する。

．地域活動事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後調整11

する。
．入所受付については、毎年１月中旬に役場本庁舎及び分庁舎の各窓口並び12

に各保育所において行い、面接については合併までに調整する。退所につ
、 。 、いては 退所日の１０日前までに申し出ていただく 広域入所については

現行のとおり新町に引き継ぐ。
．送迎バスの運行回数・乗車場・対象者については、現行のとおり新町に引13

き継ぐ。利用料については、登録者は月額２，０００円、臨時の利用者は
、 ， 。片道１回１００円とし ８回以上利用した場合は月額２ ０００円とする

．私立保育園(認可保育園)への町補助等については現行のとおりとし、新町14

においても連携を図る。



（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）

健康福祉部会

協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　保育所事業は安心して子育てができる環境づくりや、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つことなどに大きな役
割を果たすと同時に、若者の定住策の一つとして新町発展の礎となるものであります。
　近年、核家族化や女性の社会進出、就業構造の変化などによる家庭での子育て機能の低下に伴い、保育に対する住民の
ニーズも多様化しており、保育所新設や統廃合を含めた施設整備、乳児保育や延長保育などの検討、保育所や幼稚園の特
性に応じた役割分担の調整などによる保育の充実が大きな課題となっています。

２４－１４．保育所事業関係

協議会への
提 案 内 容

１．入所区域・定員・クラスについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
２．開閉時間について、平日は原則７：３０～１７：１５とし、土曜・祝日については合併までに調整する。
３．各種行事については、調整可能なものについては合併までに調整し、その他については現行のとおり移行する。
４．各保護者会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、運営等は新町の保護者会において協議いただく。
５．給食について、献立作成については合併までに調整し、調理は現行のとおり各保育所において実施する。給食費につ
　　いては、主食代として月額８００円を３歳以上児の保護者から口座振替にて徴収する。
６．延長保育の保育時間については合併までに調整し、補食代については登録児全員の保護者から毎月２，０００円、随
　　時的な者については１回提供につき１００円をそれぞれ徴収する。
７．乳児保育については、生後６ヶ月時点から受入れ、業務委託は新町に引き継ぐ。
８．障害児保育については、該当者があれば実施し、通常保育料のみの徴収とする。
９．一時保育については、三加茂町の例により新町に引き継ぐ。
10．保育料については、現行のとおり新町に引き継ぎ、口座振替にて徴収する。減免については、児童を３人以上養育し
　　ている世帯で第３子以降の３歳以上児が単独入所した場合、当該保育料の１／４を補助することとし、その他につい
　　ては新町において引き続き統一実施する。但し、引き続き１ヶ月以上出席しなかった者に対する減免は廃止する。
11．地域活動事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後調整する。
12．入所受付については、毎年１月中旬に役場本庁舎及び分庁舎の各窓口並びに各保育所において行い、面接については
　　合併までに調整する。退所については、退所日の１０日前までに申し出ていただく。広域入所については、現行のと
　　おり新町に引き継ぐ。
13．送迎バスの運行回数・乗車場・対象者については、現行のとおり新町に引き継ぐ。利用料については、登録者は月額
　　２，０００円、臨時の利用者は片道１回１００円とし、８回以上利用した場合は月額２，０００円とする。
14．私立保育園(認可保育園)への町補助等については現行のとおりとし、新町においても連携を図る。
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２４－１４　保育所事業関係

１．保育所の設置 １．保育所の設置 １．保育所の設置 １．保育所の設置
○三野保育所 ○三好町保育所 ○西井川保育所 ○みかも保育所 ・入所区域の調整。 ・
 ･位置  ･位置  ･位置  ･位置
 大字芝生1,293番地の8  大字昼間3,025番地の9  西井川362番地  西庄字戎堂11番地の1

○王地保育所 ○大藤保育所（休所中）
 ･位置  ･位置 ・
 大字加茂野宮1,393番地  毛田2,433番地

○東谷保育所（休所中）
 ･位置
 大字太刀野588番地

２．定員及び入所者数 ２．定員及び入所者数 ２．定員及び入所者数 ２．定員及び入所者数
○三野保育所 ○三好町保育所 ○西井川保育所 ○みかも保育所 ・定員の調整。 ・

○王地保育所 ※平成15年4月1日現在 ※平成15年4月1日現在 ※平成15年4月1日現在

※平成15年4月1日現在

３．保育所開閉時間 ３．保育所開閉時間 ３．保育所開閉時間 ３．保育所開閉時間
○平日(原則) ○平日(原則) ○平日(原則) ○平日(原則) ・４町で差異がある。 ・次のとおり調整する。

７：３０～１７：１５ ７：３０～１７：１５ ７：３０～１７：１５ ７：３０～１７：１５ ・ ○平日(原則)
○土曜(原則) ○土曜(原則) ○土曜(原則) ○土曜 　７：３０～１７：１５

７：３０～１７：１５ ７：３０～１７：１５ ７：３０～１７：１５ ・ ○土曜・祝日
○祝日(原則) ○第２土曜 　合併までに調整する。

７：３０～１７：１５ ７：３０～１２：３０

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

三野町のみ祝日に開所し
ている。

入所区域については、現
行のとおり新町に引き継
ぎ、合併後、入所希望状
況に応じて調整する。

各保育所の名称について
は、現行のとおり新町に
引き継ぐ。

三野町以外は、職員配置
の都合で祝日の開所は難
しい。

７：３０～１２：３０

入 所 率 ９２．９％

定　　員
入所者数
入 所 率

定　　員
入所者数
入 所 率

１２０人

入所者数

１１２人
９３．３％

定　　員 ７０人
６５人

調整方針（案）

定　　員
入所者数
入 所 率

５７人
６０人

入所者数
入 所 率

２１０人定　　員

８０．４７％
１６９人

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　保育所の管理運営

健康福祉部会

　入所区域･定員･クラスについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。開閉時間について､平日は原則７：３０～１７：１５とし､土曜･祝日については合併
までに調整する｡各種行事については､調整可能なものについては合併までに調整し､その他については現行のとおり移行する｡各保護者会については､現行
のとおり新町に引き継ぎ､運営等については新町の保護者会において協議いただく｡

協　議　項　目

８７．８％９５．０％

井　川　町 三 加 茂 町

９０人
７９人
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４．休所 ４．休所 ４．休所 ４．休所
○日曜日 ○日曜日及び国民の休日 ○日曜日及び国民の休日 ○日曜日及び国民の休日 ・ ・合併までに調整する。
○１月２～３日 ○１月２～３日 ○１月２～３日 ○１月２～３日
○12月29～31日 ○12月29～31日 ○12月29～31日 ○12月29～31日

５．職員数 ５．職員数 ５．職員数 ５．職員数
○三野保育所 ○三好町保育所 ○西井川保育所 ○みかも保育所 ・

正規 臨時 計 正規 臨時 計 正規 臨時 計 正規 臨時 計
１ ０ １ １ ０ １ １ ０ １ １ ０ １
１ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ ０ １
７ １ ８ ７ １ ８ １２ １ １３ １８ ０ １８
０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ２ ０ ２
２ ０ ２ １ １ ２ ２ ０ ２ ３ ０ ３
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０

１１ １ １２ ９ ２ １１ １７ ２ １９ ２５ ０ ２５
※平成15年4月1日現在

○王地保育所
正規 臨時 計
１ １
１ ０ １
５ ０ ５
０ ０ ０
１ ０ １
０ ０ ０
８ ０ ８

６．クラス ６．クラス ６．クラス ６．クラス
○三野保育所 ○三好町保育所 ○西井川保育所 ○みかも保育所 ・クラス数に差異。 ・

数 数 数 数
２ ３ ２ １０ １ １
７ １４ １ １３ １ １３

１ １９ １ １１ ２ １８ ３ ２２
２ ２６ １ １８ １ ２６ ４ ５４
４ ５８ １ ２１ １ １２ ３ ７９
８ １１２ ４ ６７ ７ ７９ １２ １６９

※平成15年4月1日現在 ※平成15年3月31日現在

三 加 茂 町

主幹
保育士

クラス

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

３歳児

　計

０歳児

　計
４歳児以上

人数

調理員
運転士
計

クラス人数

※平成15年4月1日現在

三　好　町

三野町のみ祝日に開所し
ている。

運転士
調理員
運転士

調理員

三　野　町

役職
所長
主幹

人数

具体的調整方針課　　題

事務組織・機構の取扱い
において調整する。

計

　計

人数

２歳児
３歳児

役職
所長

栄養士

役職

調理員
運転士
計 計

４歳児以上

１歳児１歳児

計

(所長は三野保育所と兼務)

クラス

主幹

役職
所長

栄養士

１
１歳児
２歳児

４歳児以上

０歳児

３歳児

クラス

０歳児

２歳児

運転士

保育士
主幹

井　川　町

栄養士

保育士

３歳児

栄養士

役職
所長

保育士
栄養士

主幹
保育士

※平成15年4月1日現在

※平成15年4月1日現在※平成15年4月1日現在

※平成15年4月1日現在

調理員

所長

１
０歳児
１歳児
２歳児

４歳児以上
　計
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○王地保育所

数
０
５
９

１ １６
２ ３５
４ ６５

※平成15年4月1日現在

７．保育士の配置体制 ７．保育士の配置体制 ７．保育士の配置体制 ７．保育士の配置体制 ・次のとおり調整する。
・４町で差異がある。
・

・

８．施設 ８．施設 ８．施設 ８．施設
○三野保育所 ○三好町保育所 ○西井川保育所 ○みかも保育所

昭和62年4月1日新築 築後31年以上経過 平成15年3月開所
敷地面積　1,658.0㎡
建築面積　　429.3㎡

○王地保育所

建築面積 　 876.2㎡

昭和50年4月1日新築移転
敷地面積　1,199㎡

三野町人材センターは平
成15年度をもって廃止予
定。

○平日
・通常 ８:００～１６:３０
・早出 ７:３０～１６:００(1人以上)
・遅出 ９:００～１７:３０(1人以上)

○土曜
　　　　７:３０～１２:３０(１０人)
※正規・臨時の関係はない。

敷地面積　6,264.53㎡

三 加 茂 町

建築面積　2,023.68㎡

三野町は町人材センター
から派遣有。

○遅出・土曜・祝日
　合併までに調整する。

○平日
・通常　８：３０～１７：１５
・早出　７：３０～１６：１５（２人）
※正規・臨時の関係はない。

三　好　町 井　川　町

○平日
・通常　８：３０～１７：１５
・早出　７：３０～１６：１５（２人）
・遅出　９：１５～１８：００（２人）

○土曜
・平日に同じ
※正規・臨時の関係はない。

課　　題 具体的調整方針

１歳児

昭和54年4月1日新築移転

　計

○平日
・通常　８：３０～１７：１５
・早出　７：３０～１６：１５(各２人）
・遅出　９：４５～１８：３０
　　　　　(各1人､人材より各1人）
○土曜
　　　　 ７：３０～１２：４５
　　　　　三野(4人､人材より3人）
　　　　　王地(4人）
　　　　１２：００～１８：３０
　　　　　三野(1人､人材より3人）
　　　　　王地(1人､人材より2人）
・祝日　７：３０～１８：３０
　　(1人が兼務､人材から各2人）

敷地面積　3,217.0㎡

３歳児
４歳児以上

２歳児

建築面積　　886㎡

○平日
・通常 ８:３０～１７:１５
・早出 ７:３０～１６:１５(1人以上)
・遅出 ９:４５～１９:００(1人以上)

○土曜
・平日に同じ
※正規・臨時の関係はない。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

１
０歳児

三　野　町

クラス 人数

敷地面積　1,695.0㎡
建築面積 　 528.1㎡
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９．運営費 ９．運営費 ９．運営費 ９．運営費
(千円) (千円) (千円) (千円) ・ ・

※平成15年度予算 ※平成15年度予算 ※平成15年度予算 ※平成15年度予算

6,584千円

１０．電算システム １０．電算システム １０．電算システム １０．電算システム
未導入 ○導入時期　平成11年4月 未導入 ○導入時期　平成8年4月 ・

○導入業務 ○導入業務

１１．委託業務 １１．委託業務 １１．委託業務 １１．委託業務
・委託先に差異がある。 ・

 谷田電機  徳島ポンプ㈱  松本商会製作所

 なし

 ㈲久保衛生  ㈲久保衛生

負担金

58,543

負担金

現行のとおり新町に引継
ぎ、新町において調整す
る。

三加茂町のシステムに統
一することで決定済。

内
 
 
訳

広域入所の負担金につい
ては、合併までに池田町
と調整する。

具体的調整方針

運営費総額 315,248
西井川保育所は、池田町
と三好町から負担金を徴
収している。

課　　題

県費支出金
70,591

50,349

 セコム株式会社

○浄化槽点検清掃

保育料37,368

町費

児童管理全般､保育料収納
(収納管理､未納者管理､振
替用ＦＤ作成(現在は件数
が少数の為未使用))､支弁
台帳作成

国庫支出金
17,820

0

※負担金の内三好町分

(平成15年度見込額)

35,640

133,300円

○電気保安点検
 四国電気保安協会

運営費総額

14,811
保育料
国庫支出金

内
 
 
訳

県費支出金

691諸収入
町費
県費支出金

諸収入

161,419
負担金 0

運営費総額 158,733

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

負担金0
内
 
 
訳 69,561

内
 
 
訳

8,980

諸収入

45,444
19,246

三 加 茂 町

0
町費

保育料 69,573
国庫支出金

28,312
56,624

県費支出金
160,739

 四国電気保安協会

○警備保障
　（町施設全体で委託）

 四国電気保安協会

児童管理全般､保育料収納
(収納管理､未納者管理､振
替用ＦＤ作成)､支弁台帳作
成

○電気保安点検

　（町施設全体で委託）
○消防設備点検

　　　　　　125,475円　　　　　　　54,000円

　　　　　　　23,000円
○警備保障

　　　　　　 240,000円
○浄化槽点検清掃

○消防設備点検

○警備保障
　　　　　  109,725円

　　　　　　163,800円
○浄化槽点検清掃

 セコム株式会社

○電気保安点検
 四国電気保安協会

保育料

　　　　　　226,424円
○消防設備点検

　　　　　1,921,501円
 三好衛生　

　（町施設全体で委託）

0

三　好　町 井　川　町

○電気保安点検

 三好衛生　

 なし

　（町施設全体で委託）

○警備保障

○消防設備点検

○浄化槽点検清掃

　　　　　　125,370円

三　野　町

 西部防災㈲

24,084

148,110

町費

国庫支出金

運営費総額

諸収入 1,933

13,201

- 67 -



１２．事務処理等 １２．事務処理等 １２．事務処理等 １２．事務処理等
・合併までに調整する。

１３．各種行事 １３．各種行事 １３．各種行事 １３．各種行事
○三野保育所 ○三好町保育所 ○西井川保育所 ○みかも保育所 ・４町で差異がある。 ・
月 月 月 月

６月 ６月 ６月 ６月

具体的調整方針

７月

○三好町保育所保育料徴収規
　則

芋苗植(保護者会)

９月

８月

卒園式
　(保護者同伴)

３月

５月

１月

保育参観
保護者研修会

保育参観
（保護者会）

10月 運動会

11月

避難訓練
　(保護者同伴)

永楽荘・敬寿荘
訪問

１月

クリスマス会
　(一般参加有)
餅つき大会

１月

お別れ遠足
卒園式
　(保護者同伴)

４月 入所式
　(保護者同伴)

３月

園外保育
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽとの交流

11月

12月 クリスマス会
餅つき

12月

行事名

○三加茂町保育所事務処理
　規則

行事名

クリスマス会
（保護者会）

２月 節分豆まき
お別れ遠足

２月 節分豆まき ２月 豆まき

３月 卒園式
　(保護者同伴)

卒園式
　(保護者同伴)

行事名

園外保育

７月 夕涼み会
（一般参加有）

８月 盆行事
(町阿波踊り参加)

保育参観
　(保護者同伴)

９月 秋季大運動会
（一般参加有）

三 加 茂 町 課　　題三　野　町 三　好　町

夕涼み会
　(一般参加有)

９月 秋の遠足
　(保護者同伴)

 次の条例等による。

行事名

保護者会総会
春の遠足
　(保護者同伴)

井　川　町

○井川町保育所事務処理規程

 次の条例等による。
○井川町保育の実施に関する
　条例

○井川町保育所職員服務規程

入所式
　(保護者同伴)

○三加茂町保育所職員服務
　規程

保護者会研修会

運動会
　(一般参加有)

10月親子バス遠足
（親子同伴）

10月

 次の条例等による。
○三野町保育の実施に関する
　条例

○三好町保育所条例
○三好町保育の実施に関する
　条例

 次の条例等による。

５月 親子遠足
（親子同伴）

５月

４月 入所式
　(保護者同伴)

４月

７月

５月

４月入所式
　(保護者同伴)

７月 夏祭り
　(一般参加有）

七夕　納涼祭
（一般参加有）

３月

11月

12月 クリスマス表現会
（一般参加有）
餅つき

町Ｐ連祭参加

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○三加茂町保育所保育の実施
　に関する条例

調整可能なものについて
は合併までに調整し、そ
の他については現行のと
おり移行する。

２月

８月

保護者会総会
遠足(保護者同伴)

９月 奉仕作業・人権教
育(保護者会)

８月

12月

防火パレード
餅つき(保護者会)

11月

10月 バス遠足・芋掘り
（保護者会）
運動会
　(一般参加有)

１月
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○王地保育所
月

６月

11月

１月

１４．関係団体 １４．関係団体 １４．関係団体 １４．関係団体
○名称 ○名称 ○名称 ○名称 ・三加茂町のみ月額700円 ・
・ ・ ・ ・
・
○運営費 ○運営費 ○運営費 ○運営費 ・
・ ・会費　　月額　400円 ・会費　　月額　400円 ・会費　　月額　700円

各保護者会は、現行のと
おり新町に引き継ぐ。

運営等については現行の
とおり新町に引き継ぎ、
新町の保護者会において
協議いただく。

王地保育所ひまわり会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題三　野　町 三 加 茂 町三　好　町

三好町保育所保護者会

５月

８月 盆行事
(町阿波踊り参加)

井　川　町

行事名

３月 卒園式
　(保護者同伴)

７月

10月

町Ｐ連祭参加

夕涼み会
　(一般参加有）

４月 入所式
　(保護者同伴)

西井川保育所保護者会 三加茂保育所保護者会

保育参観
　(保護者同伴)

２月

９月 秋季大運動会
　(一般参加有）

12月 クリスマス表現会
　(一般参加有）
もちつき

親子バス遠足
　(親子同伴）

親子遠足
　(親子同伴）

※その他、特色ある事業を実
　施。

会費　　月額　400円

※その他、特色ある事業を実
　施。

※その他、特色ある事業を実
　施。

※その他、特色ある事業を実
　施。

三野保育所後援会
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要
・献立作成者に差異。 ・

・

・

２．人員 ２．人員 ２．人員 ２．人員
○三野保育所 ○三好町保育所 ○西井川保育所 ○みかも保育所 ・ ・

常勤　２名 常勤　３名 常勤　５名
人材センターより　１人 （うち栄養士１名） （うち栄養士２名） ・
　午前中

○王地保育所

人材センターより　１人
　８：３０～１５：００

３．給食費 ３．給食費 ３．給食費 ３．給食費
 (1)町負担  (1)町負担  (1)町負担  (1)町負担 ・

なし なし なし

 (2)個人負担  (2)個人負担  (2)個人負担  (2)個人負担 ・合併時より以下に統一。
○金額 ○金額 ○金額 ○金額 ・金額に差異がある。 ○金額

月額　800円(主食代) 月額　1,000円(主食代) 月額　800円(主食代)
○負担者 ○負担者 ○負担者 ○負担者 ○負担者
３歳以上児の保護者 ３歳以上児の保護者 ３歳以上児の保護者 ３歳以上児の保護者 ３歳以上児の保護者

○徴収方法 ○徴収方法 ○徴収方法 ○徴収方法 ・三加茂町のみ口座振替。 ○徴収方法
個人より保育所にて徴収 口座振替 口座振替

献立作成については、合
併までに調整する。
調理については現行のと
おり新町に引き継ぐ。
献立表配布は現行のとお
り新町に引き継ぐ。

三野町は人材センターか
ら派遣有。
三野町人材センターは平
成15年度をもって廃止予
定。

井　川　町三　好　町 三 加 茂 町 具体的調整方針課　　題

　献立作成は自園の栄養士２
名が交替で栄養、嗜好などを
考慮した献立を検討して作成
し、調理は保育所で行う。
　献立表(栄養指導)を家庭へ
月１回配布し情報を提供して
いる。

（献立によって応援態勢を
　取っている。）

　献立作成については合併までに調整し、調理は現行のとおり各保育所において実施する。給食費については、主食代として月額８００円を３歳以上児
の保護者から口座振替にて徴収する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

常勤　２名

調整方針（案）

　保育所給食

三　野　町

個人より保育所にて徴収

なし

健康福祉部会

事務組織・機構の取扱い
において調整する。

　献立作成は、栄養士が作成
し、保育所で調理。
　米飯も保育所で調理し、完
全給食を実施している。
　献立表(栄養指導)を家庭へ
月１回配布し情報を提供して
いる。

　献立作成は保育所にて作成
し、保育所で調理。
　米飯も保育所で調理し、完
全給食を実施している。
　また、完全給食の為、アト
ピー等の子どもに対してもき
め細かく対応している。
　献立表(栄養指導)を家庭へ
月１回配布し情報を提供して
いる。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

月額　800円(主食代)

常勤　１名

月額　600円(主食代)

個人より保育所にて徴収

　献立作成は長生園管理栄養
士が作成し、保育所で調理。
　米飯も保育所で調理し完全
給食を実施している。
　献立表(栄養指導)を家庭へ
月１回配布し情報を提供して
いる。

協　議　項　目
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１．延長保育時間 １．延長保育時間 １．延長保育時間 １．延長保育時間 ・差異がある。 ・合併までに調整する。
○月～金曜 ○月～金曜 ○月～金曜 ○月～金曜

１７：１５～１８：００ １７：１５～１９：００ １７：１５～１８：００
○土曜、祝日 ○土曜(第２以外) ○土曜

１７：１５～１８：００ １７：１５～１９：００

２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順
・調整が必要。 ・

・
３．費用 ３．費用 ３．費用 ３．費用
 (1)登録者 なし  (1)登録者 なし ・金額の調整。
○金　額 ○金　額 (1)登録者
おやつ代　１回　50円 補食代　月額　2,000円 ○金　額

○負担者 ○負担者 補食代　月額　2,000円
０歳以上登録児の保護者 ０歳以上登録児の保護者 ○負担者

０歳以上登録児の保護者
 (2)随時的な者 (2)随時的な者
○金　額 ○金　額
補食代　その都度　200円 補食代　１回　100円

○負担者 ○負担者
保護者 保護者

４．経費負担 ４．経費負担 ４．経費負担 ４．経費負担 ・差異がある。 ・合併までに調整する。
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

三　野　町

　入所申込時に、申込を受け
ている。延長保育申込書に就
労証明書を添えて提出しても
らう。
　随時的なものに関しては、
受け入れていない。

１７：１５～１８：３０

１７：１５～１８：３０

三　好　町

健康福祉部会

　恒常的な延長保育と単発的
なものとに区別し、申込を受
け付けている。
　長時間保育申込書に勤務時
間等の確認できる書類を添え
て提出してもらう。
　単発的なものに関しては、
園長が聞き取り等により確認
する。単発長時間保育受付簿
(仮称)に署名してもらう。

○国1/2　県1/4　町1/4

具体的調整方針課　　題

調整方針（案）

　延長保育

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　保育時間については、合併までに調整する。補食代については、登録児全員の保護者から月額２，０００円、随時的な者については１回提供につき１
００円をそれぞれ徴収する。

井　川　町

補食を提供する場合、合
併時より次のとおり統一
する。

　恒常的な延長保育と随時的
なものとに区別し、申込を受
け付けている。
　長時間保育申込書に勤務時
間等の確認できる書類を添え
て提出してもらう。
　随時的なものに関しては、
延長保育随時申請書を提出し
てもらう。

三好町、井川町の例によ
り合併までに調整し、新
町に引き継ぐ。

　入所申込時及びその都度に
おいて、所長や職員が等が聞
き取り等により確認する。

協　議　項　目
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要
・受け入れ対象に差異。 ・

２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順 ・
　通常の入所手続きと同じ。 　通常の入所手続きと同じ。 　通常の入所手続きと同じ。 　通常の入所手続きと同じ。

３．業務委託 ３．業務委託 ３．業務委託 ３．業務委託
○委託先 なし なし ○委託先 ・ ・

○平成15年度は実績なし ○委託料

社会福祉法人十字会
みのり乳児園

三野町と三加茂町はみの
り乳児園に委託。

　生後１０ヶ月時点から入所
を受け入れている。

三　野　町

　生後６ヶ月時点から入所を
受け入れている。

社会福祉法人十字会
みのり乳児園

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

調整方針（案）

協　議　項　目

三　好　町

　乳児保育

課　　題

年額　　  2,264,400円

　生後６ヶ月時点から入所を
受け入れている。

三 加 茂 町井　川　町

健康福祉部会

　生後６ヶ月時点から受入れ、業務委託は新町に引き継ぐ。  

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

　児童福祉施設最低基準及び
その他の補助金等の配置基準
に規程する保育士の外、乳児
保育の為の保育士を年度当初
から配置し、年度途中入所の
需用等に対応する。生後５～
６ヶ月程度から入所受入。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

生後６ヶ月時点から受入
れる。
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要 ・
　該当者があれば、実施。 　該当者があれば、実施。 　該当者があれば、実施。 　該当者があれば、実施。

２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順 ・

３．費用 ３．費用 ３．費用 ３．費用 ・

４．経費負担 ４．経費負担 ４．経費負担 ４．経費負担 ・
○地方交付税対応 ○地方交付税対応 ○地方交付税対応 ○地方交付税対応

三　好　町 井　川　町

協　議　項　目

調整方針（案） 　該当者があれば実施し、通常保育料のみの徴収とする。

三 加 茂 町 課　　題

健康福祉部会

　通常保育料のみの徴収で特
別な保護者負担はなし。

具体的調整方針

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

　障害児保育

　保育所入所申込により受け
付ける。

　保育所入所申込により受け
付ける。

　通常保育料のみの徴収で、
特別な保護者負担はなし。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

　保育所入所申込により受け
付ける。

　通常保育料のみの徴収で、
特別な保護者負担はなし。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

　通常保育料のみの徴収で特
別な保護者負担はなし。

　保育所入所申込により受け
付ける。
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未実施 未実施 １．概要 １．概要
・ ・

２．実施日 ２．実施日
○保育所の開所日 ○保育所の開所日
１ヶ月につき１２日以内 １ヶ月につき１２日以内

３．保育時間 ３．保育時間
○８：３０～１７：００ ○８：３０～１７：００

４．事務手順 ４．事務手順

５．利用対象 ５．利用対象
○１歳児以上 ○１歳児以上

６．特別保育事業利用料 ６．特別保育事業利用料
○一日　2,500円 ○一日　2,500円
○半日　1,250円 ○半日　1,250円

７．経費負担 ７．経費負担
○国 1/3　県 1/3　町 1/3 ○国 1/3　県 1/3　町 1/3

　保護者の傷病､家族の看護､
災害、冠婚葬祭等により一時
的に保育が必要となる児童に
対する保育を行う。
※平成16年度より実施予定

　一時保育申請書を、利用す
る日の前日までに提出しても
らう。

現在三加茂町のみ実施。
井川町は平成16年度より
実施予定。

協　議　項　目 　一時保育

健康福祉部会

　保護者の傷病､家族の看護､
災害、冠婚葬祭等により一時
的に保育が必要となる児童に
対する保育を行う。

井　川　町 課　　題

　一時保育申請書を、利用す
る日の前日までに提出しても
らう。

三 加 茂 町三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

　三加茂町の例により、新町に引き継ぐ。調整方針（案）

具体的調整方針

三加茂町の例により新町
に引き継ぐ。
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１．保育料
・４町同一。 ・

国の基準 三 野 町 三 好 町 井 川 町 三加茂町 国の基準 三 野 町 三 好 町 井 川 町 三加茂町

第１
段階

生活保護法の
被保護世帯
(単給世帯含)

0円 0円 同　左 同　左 同　左 0円 0円 同　左 同　左 同　左

第２
段階

市町村民税
非　課　税 9,000円 9,000円 同　左 同　左 同　左 6,000円 6,000円 同　左 同　左 同　左

第３
段階

所得税
非　課　税 19,500円 19,500円 同　左 同　左 同　左 16,500円 16,500円 同　左 同　左 同　左

27,000円

保育単価
限 度 額

41,500円

保育単価
限 度 額

58,000円

保育単価
限 度 額

80,000円 77,000円

保育単価
限 度 額

保育単価
限 度 額

現行のとおり新町に
引き継ぐ。

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

27,000円

37,000円

45,000円

47,000円 同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左60,000円

同　左

同　左

同　左

同　左第７
段階

所得税
64,000円未満

所得税
 64,000円以上
160,000円未満

所得税
160,000円以上
408,000円未満

所得税
408,000円以上

定　　　義

第４
段階

第５
段階

第６
段階

44,500円

61,000円

30,000円

40,000円

30,000円

55,000円

健康福祉部会

　保育料

　保育料については、現行のとおり新町に引き継ぎ、口座振替にて徴収する。減免については、児童を３人以上養育している世帯で､第３子以降の３歳以上児が
単独入所した場合、当該保育料の１／４を補助することとし、その他については新町において引き続き統一実施する。但し、引き続き１ヶ月以上出席しなかった
者に対する減免は廃止する。

具体的調整方針

入所児童の属する世帯

階層
区分

協　議　項　目

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題

徴　収　基　準　額（平成１５年度）

３歳未満児 ３歳以上児
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２．減免(月額) ２．減免(月額) ２．減免(月額) ２．減免(月額)
 (1)２人以上同時入所の場合  (1)２人以上同時入所の場合  (1)２人以上同時入所の場合  (1)２人以上同時入所の場合 ・４町同一。 ・
○第２～４階層世帯 ○第２～４階層世帯 ○第２～４階層世帯 ○第２～４階層世帯

○第５～７階層世帯 ○第５～７階層世帯 ○第５～７階層世帯 ○第５～７階層世帯

・４町同一。 ・
○第２階層世帯 ○第２階層世帯 ○第２階層世帯 ○第２階層世帯

○第３階層世帯 ○第３階層世帯 ○第３階層世帯 ○第３階層世帯

○第２～７階層世帯
未実施 未実施 未実施 ・三好町のみ実施。 ・

(10円未満端数切捨)

○県単独事業

減額後の額

減額後の額減額後の額

0円

減額後の額

３歳以上児 15,500円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

次高額児童
満　額

対象児童

１/２

対象児童 減額後の額

課　　題

最高額児童

３歳未満児

次低額児童 １/２

対象児童 減額後の額

３歳未満児 0円

最低額児童

(2)母子世帯等及び在宅障害児
　 (者)のいる世帯の場合

対象児童

１/２ 次低額児童 １/２

１/２
その他児童 １/１０

対象児童

１/１０

満　額

満　額最低額児童 満　額

その他児童 １/１０

３歳未満児 18,500円

３歳未満児
対象児童

0円
対象児童

１/１０

対象児童

※但し､(1)に掲げる世帯の場
　合､第2～3階層については､
　(2)により計算した額｡

対象児童 減額後の額

減額後の額

(3)児童を3人以上養育している
　 世帯で､第3子以降の3歳未満
　 児が単独入所した場合

３歳以上児３歳以上児 15,500円

(3)児童を3人以上養育している
　 世帯で､第3子以降の3歳未満
　 児が単独入所した場合

１/２

３歳未満児 18,500円
３歳以上児 15,500円

最高額児童
次高額児童
その他児童

対象児童
３歳未満児

(3)児童を3人以上養育している
　 世帯で､第3子以降の3歳未満
　 児が単独入所した場合

満　額最高額児童
次高額児童

0円

減額後の額

減額後の額

具体的調整方針三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

対象児童 減額後の額 対象児童 減額後の額

最低額児童 満　額

18,500円
15,500円

３歳以上児 ３歳以上児

(3)児童を3人以上養育している
　 世帯で､第3子以降の3歳未満
　 児が単独入所した場合

その他児童 １/１０ その他児童 １/１０

対象児童 減額後の額

(2)母子世帯等及び在宅障害児
　 (者)のいる世帯の場合

３歳未満児 0円
３歳以上児 0円

３歳未満児 18,500円

次高額児童

最低額児童

１/２
その他児童 １/１０

対象児童 減額後の額

対象児童

次低額児童 １/２

その他児童

次低額児童

最高額児童

0円

対象児童

(2)母子世帯等及び在宅障害児
　 (者)のいる世帯の場合

(2)母子世帯等及び在宅障害児
　 (者)のいる世帯の場合

満　額

その他児童 １/１０

満　額

減額後の額

１/２

減額後の額
３歳未満児 0円
３歳以上児

対象児童 減額後の額

三好町の例により新町に
引き継ぎ統一実施。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。- 76 -



・三好町のみ実施。 ・

○第２～７階層世帯

○町単独事業

 (5)月途中入所の場合  (5)月途中入所の場合  (5)月途中入所の場合  (5)月途中入所の場合 ・
○全額徴収 ○全額徴収 ○全額徴収 ○全額徴収

 (6)特記事項  (6)特記事項  (6)特記事項  (6)特記事項
・差異がある。 ・

３．支出負担 ３．支出負担 ３．支出負担 ３．支出負担
 (1)口座振替手数料  (1)口座振替手数料 口座振替を実施していない。  (1)口座振替手数料 ・ ・

 (2)契約金融機関  (2)契約金融機関  (2)契約金融機関 ・合併時に以下に統一。
・差異がある。

 (3)口座振替時期  (3)口座振替時期  (3)口座振替時期
○毎月月末 ○毎月７日 ・差異がある。 ・

井川町は口座振替を実施
していない。

○阿波銀行､四国銀行､
　徳島銀行､ＪＡ阿波みよし､
　四国労働金庫､郵便局

○阿波銀行､徳島信用金庫、
　徳島銀行､ＪＡ阿波みよし､
　郵便局

○阿波銀行､徳島銀行､
　三野郵便局

○郵便局　　　１件 10円 ○郵便局　　　１件 10円

三　野　町 三　好　町

5,000円
対象児童

井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○各金融機関　１件 20円

補助金の額

課　　題 具体的調整方針三 加 茂 町

○各金融機関　１件 20円 ○各金融機関　１件 20円
○郵便局　　　１件 10円

３歳以上児

(4)児童を3人以上養育している
　 世帯で､第3子以降の3歳以上
　 児が単独入所した場合

三野町、三好町、三加茂
町の例により新町に引き
継ぐ。

阿波銀行､徳島銀行､徳島
信用金庫､四国銀行､徳島
銀行､ＪＡ阿波みよし､四
国労働金庫､郵便局

○町長は次の場合、保育料を
　減免することができる。
○保育料を負担する能力がな
　いと認められるとき。
○病気その他の事情により児
　童が月に15日以上欠席した
　とき。
○その他特別の事情により、
　保育料の納付が困難である
　と認められるとき。

三好町の例により新町に
引き継ぐ。

補助金の額を保育料月額
の1/4とし、新町におい
て統一実施する。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○毎月２４・２５日 合併までに調整し、新町
に引き継ぐ。

○町長は家庭の状況により保
　育料を減免することができ
　る。
○引き続き１ヶ月全日出席し
　なかった者に対しては、そ
　の月の保育料を免除する。

○町長は家庭の状況により保
　育料を減免することができ
　る。
○引き続き１ヶ月全日出席し
　なかった者に対しては、そ
　の月の保育料を免除する。

○災害・疾病・その他特別の
　理由により町長が必要と認
　めた時は、保育料の全部又
　は一部を免除。
○引き続き１ヶ月以上出席し
　なかった者に対しては、そ
　の月の保育料を減免するこ
　とができる。とあるが、保
　育所の場合１ヶ月間自宅で
　保育可能であれば保育に欠
　けないと判断している為、
　条例はあるが未実施。
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１．事業内容 １．事業内容 １．事業内容 １．事業内容
 (1)世代間交流事業  (1)世代間交流事業  (1)世代間交流事業  (1)世代間交流事業

・差異がある。 ・

 (2)育児講座  (2)育児講座  (2)育児講座  (2)育児講座
未実施 　平成16年度より実施予定。 ・差異がある。 ・

 (3)園庭開放  (3)園庭開放  (3)園庭開放  (3)園庭開放
未実施 　平成16年度より実施予定。 ・差異がある。 ・

２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順
・差異がある。 ・新町発足後調整する。

３．経費負担 ３．経費負担 ３．経費負担 ３．経費負担
・

具体的調整方針

健康福祉部会

○４月　実施見込み調査
○６月　協議
○８月　承認
○３月　補助金交付申請・
　　　　実績報告

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町発足後調整を
行う。

○国　1/3
○県　1/3
○町　基準額と支払額との
　　　差額分

　各年齢別に行う諸行事への
地域の高齢者を含め園児の祖
父母の招待等を通じて交流を
図る。
　みのだ保育園のみ実施。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

井　川　町三　野　町 三　好　町

○国　1/3
○県　1/3
○町　基準額と支払額との
　　　差額分

　入園前児童を中心に育児講
座を行う。

　子育て支援事業の一環。
　毎週第１・３火曜日は高齢
者と、第２・４火曜日は保護
者と子どもとの交流事業。

三 加 茂 町

　町内外の老人福祉施設を訪
問し、高齢者と園児との交流
を行う。

　各年齢別に行う諸行事への
地域の高齢者を含め園児の祖
父母の招待等を通じて交流を
図る。

　地域活動事業

　園児童及び地域の子育て家
庭を対象に行う。

協　議　項　目

　各年齢別に行う諸行事への
地域の高齢者を含め園児の祖
父母の招待等を通じて交流を
図る。

調整方針（案）

○国　1/3
○県　1/3
○町　基準額と支払額との
　　　差額分

　子育て支援センター利用者
等に園庭を開放している。

○４月　実施見込み協議
○６月　承認協議
○７月　承認
○３月　補助金交付申請・
　　　　実績報告

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町発足後調整を
行う。

○国　1/3
○県　1/3
○町　基準額と支払額との
　　　差額分

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町発足後調整を
行う。

課　　題

　現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、調整する。

○６月　承認協議
○８月　内示
○３月　補助金交付申請

○４月　実施見込み協議
○６月　承認協議
○７月　承認
○３月　補助金交付申請・
　　　　実績報告
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要

２．入所申込時期 ２．入所申込時期 ２．入所申込時期 ２．入所申込時期
 (1)年度当初  (1)年度当初  (1)年度当初  (1)年度当初 ・差異がある。 ・毎年１月中旬とする。
　毎年１月中。 　毎年１月中。

 (2)途中入所  (2)途中入所  (2)途中入所  (2)途中入所 ・

・合併時に以下に統一。
３．申込方法 ３．申込方法 ３．申込方法 ３．申込方法 ・差異がある。

４．入所承諾 ４．入所承諾 ４．入所承諾 ４．入所承諾
・

○役場本庁舎及び分庁舎窓
　口並びに保育所に備え付
　けの入所申込書に必要書
　類を添えて役場本庁舎及
　び分庁舎窓口又は保育所
　に提出する。
○面接については合併まで
　に調整する。

　保育所の入所は、年度当初
の入所と随時の入所の２通り
があり、保護者の家庭の状況
により、入・退所を受付けて
いる。

　提出された書類を審査し、
保護者に対して「保育入所承
諾書」または「保育所入所不
承諾書」を送付する。
　保育の実施を決定した児童
ごとに「保育児童台帳」を作
成し、記載事項等について明
確に管理する。

　随時、受付ける。

　毎年１月中(５日間)。

　保育所の入所は、年度当初
の入所と随時の入所の２通り
があり、保護者の家庭の状況
により、随時入・退所を受付
けている。

協　議　項　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

健康福祉部会

具体的調整方針井　川　町三　野　町 三　好　町

　入所申込書(就労証明不要)
を厚生課に提出し、保育所で
面接。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

　役場厚生課または保育所に
備え付けの保育所入所申込書
に必要事項を記入し、必要書
類を添えて、役場申込会場で
提出する。

　保育所又は、役場厚生課に
入所申込書が備え付けている
ので必要書類を添えて保育所
に申込をする。

　提出された書類を審査し、
保護者に対して「保育入所承
諾書」または「保育所入所不
承諾書」を送付する。
　保育の実施を決定した児童
ごとに「保育児童台帳」を作
成し、記載事項等について明
確に管理する。

調整方針（案） 　入所受付については、毎年１月中旬に役場本庁舎及び分庁舎の各窓口並びに各保育所において行い、面接については合併までに調整する。退所につい
ては、退所日の１０日前までに申し出ていただく。広域入所については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

　入・退所事務

　随時、受付ける。

三 加 茂 町

　保育所の入所は、年度当初
の入所と随時の入所の２通り
があり、保護者の家庭の状況
により、随時入・退所を受付
けている。

　毎年１月中旬に役場で申込
みを受付ける(２日間)。

　役場社会福祉課または保育
所に備え付けの保育所入所申
込書に必要事項を記入し、必
要書類を添えて、役場社会福
祉課に提出する。

　提出された書類を審査し、
保護者に対して「保育入所承
諾書」または「保育所入所不
承諾書」を送付する。
　保育の実施を決定した児童
ごとに「保育児童台帳」を作
成し、記載事項等について明
確に管理する。

　提出された書類を審査し、
保護者に対して「保育所入所
承諾書」または「保育所入所
不承諾書」を送付する。
　保育の実施を決定した児童
ごとに「保育児童台帳」を作
成し、記載事項等について明
確に管理する。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。　随時、受付ける。　随時、受付ける。

　保育所の入所は、年度当初
の入所と随時の入所の２通り
があり、保護者の家庭の状況
により随時入・退所を受け付
けている。
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・合併時に以下に統一。
５．退所 ５．退所 ５．退所 ５．退所

・

６．広域入所 ６．広域入所 ６．広域入所 ６．広域入所
・西井川保育所のみ実施。 ・
・池田町との協議。

④運営費については、実施市
　町村が受入市町村に保育単
　価分を納入する。
※広域保育は三好郡内８町村
　で相互に協定をかわしてい
　るが、負担金の関係で、実
　施されていない。

井　川　町

※現在、西井川保育所への入
　所のみ実施中。

①広域入所を希望する保護者
　は、居住地の市町村に入所
　の申込を行なう。

具体的調整方針

退所届けの提出期限に差
異がある。

①広域入所を希望する保護者
　は、居住地の市町村に入所
　の申込を行なう。
②申込のあった市町村は、入
　所を希望する市町村との広
　域入所についての協議、委
　託契約を行う。
③保育料については、居住す
　る市町村の徴収基準額に基
　づき、徴収する。

③保育料については、居住す
　る市町村の徴収基準額に基
　づき、徴収する。
④運営費については、実施市
　町村が受入市町村に契約金
　額を納入する。

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町三　野　町 三 加 茂 町

②申込のあった市町村は、入
　所を希望する市町村との広
　域入所についての協議、委
　託契約を行う。
③保育料については、居住す
　る市町村の徴収基準額に基
　づき、徴収する。
④運営費については、実施市
　町村が受入市町村に契約金
　額を納入する。
※広域保育は三好郡内８町村
　で相互に協定をかわしてい
　るが、負担金の関係で、実
　施されていない。

　保育所を退所する場合は
「退所届」に必要事項を記入
のうえ、役場社会福祉課へ提
出する。

保育所を退所する場合は
「退所届」に必要事項を
記入のうえ、退所する日
の１０日前までに保育所
へ提出する。
保育所より役場担当課に
当該書類を提出する。

　保護者の勤務等により、居
住地以外の入所需要に対応す
るため、協議の成立した市町
村との受入れを行なう。

　保育所を退所する場合は
「退所届」に必要事項を記入
のうえ、退所する日の２０日
前までに保育所へ提出する。
　保育所より役場厚生課に当
該書類を提出する。

　保育所を退所する場合は
「退所届」に必要事項を記入
し、役場厚生課へ提出する。

　保育所を退所する場合は、
「退所届け｣に必要事項を記
入のうえ、退所する日の５日
前までに保育所に提出する。
　保育所より、役場厚生課に
当該書類を提出する。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

②申込のあった市町村は、入
　所を希望する市町村との広
　域入所についての協議、委
　託契約を行う。

　保護者の勤務等により、居
住地以外の入所需要に対応す
るため、協議の成立した市町
村との受入れを行なう。

　保護者の勤務等により、居
住地以外の入所需要に対応す
るため、協議の成立した市町
村との受入れを行なう。

　保護者の勤務等により、居
住地以外の入所需要に対応す
るため、協議の成立した市町
村との受入れを行なう。
①広域入所を希望する保護者
　は、居住地の市町村に入所
　の申込を行なう。
②申込のあった市町村は、入
　所を希望する市町村との広
　域入所についての協議、委
　託契約を行う。
③保育料については、居住す
　る市町村の徴収基準額に基
　づき、徴収する。
④運営費については、実施市
　町村が受入市町村に契約金
　額を納入する。
※現在、三好町と池田町から
　受入れている。

①広域入所を希望する保護者
　は、居住地の市町村に入所
　の申込を行なう。

※広域保育は三好郡内８町村
　で相互に協定をかわしてい
　るが、負担金の関係で、実
　施されていない。
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未実施 １．運行回数 １．運行回数 未実施
・運行方法に差異。 ・

２．利用料 ２．利用料 ・臨時利用の金額に差異。 ・
○登録者　　月額 2,000円 ○登録者　　月額　2,000円

３．対象者 ３．対象者
○希望者全員 ○希望者全員 ・
○現在 １３人 ○現在 １４人

４．乗車場 ４．乗車場
・三好町は各戸で乗車。 ・

５．職員の同乗 ５．職員の同乗 ・
○１人 ○１人

６．車両 ６．車両
○町有マイクロバス　１台 ○町有マイクロバス　１台 ・

　送迎バス

　運行回数・乗車場・対象者については、現行のとおり新町に引き継ぐ。利用料については、登録者は月額２，０００円、臨時の利用者は片道１回１０
０円とし、８回以上利用した場合は月額２，０００円とする。

具体的調整方針

健康福祉部会

協　議　項　目

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

※乗車場での乗車が原則では
　あるが、乗車場付近であれ
　ば乗車可能。また、通所園
　児の住居等により乗車場数
　を増減することがある。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

井川町の例により新町に
引き継ぐ。

○井ノ内方面　朝夕１回
○三好町方面　朝夕１回
○池田町方面　朝夕１回

○乗車定員　 大人 　３人
　　　　　　 幼児 ３９人

○井ノ内方面　６箇所
○三好町方面　１箇所
○池田町方面　２箇所

○臨時利用　片道１回100円
(月8回以上利用した場合は
　　　　　 　月額2,000円)

○乗車定員　 大人 　３人
　　　　　　 幼児 ４１人

○乗車場は定めていない。
○各幼児の自宅付近の広い場
　所で乗車。

○対象地域全域を周回
　　　　　　　　　朝夕１回

○臨時利用　　 　2,000円
　（回数に関係なく一律）
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７．運転手 ７．運転手 ・
○運転委託　１人 ○臨時職員　１人 ・差異がある。

８．事業費 ８．事業費
・金額の調整。 ・○運行業務委託料

　　　　　　月額 120,000円
○運転手賃金
　　　　　　　日額 6,500円

三　野　町

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

- 82 -



なし １．名称 なし １．名称 ・各私立保育園との協議。

２．位置 ２．位置
加茂1454番地

３．定員及び入所者数 ３．定員及び入所者数

４．保育時間 ４．保育時間
○平日(原則) ○平日

７：３０～１８：００ ７：３０～１８：００
○土曜(原則) ○土曜

７：３０～１８：００ ７：３０～１７：００
○第３土曜

７：３０～１２：３０

５．職員数 ５．職員数
正規 臨時 計 正規 臨時 計
１ １ １ １

６ ３ ９ １０ ４ １４
０ １ １

２ ０ ２ １ １
０ １ １ １ １
９ ４ １３ １４ ４ １８

※平成15年4月1日現在 ※平成15年4月1日現在

社会福祉法人三美厚生団
みのだ保育園

所長

調理員

計

栄養士

看護士

社会福祉法人十字会
みのり乳児園

井　川　町

協　議　項　目 　私立保育園(認可保育園)

定　　員 ６０人

保育士

大字昼間1022番地の1

役職

入所者数 ６４人

※平成15年4月1日現在
入 所 率 １０６．６６％

役職
所長

保育士

健康福祉部会

４９人
定　　員 ６０人

８１．７％

栄養士

事務員
調理員

計

入 所 率
入所者数

三　好　町

　町補助等については現行のとおりとし、新町においても連携を図る。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

三　野　町
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６．クラス ６．クラス

数 数
８ １ ８
９ ２ １６

１３ ２ ２５
１ ２２ 　計 ５ ４９
１ １４ ※平成15年4月1日現在
３ ６６

※平成15年3月31日現在

７．施設 ７．施設
○昭和53年4月1日新築 ○昭和55年4月1日開所
○敷地面積　1,676.0㎡ ○敷地面積　966.45㎡
○建築面積　  361.5㎡ ○建築面積　503.33㎡

８．負担金(歳入) ８．負担金(歳入)
(千円) (千円) ・ ・

国庫支出金 国庫支出金
県費支出金 県費支出金

※平成14年度実績 ※平成14年度実績

９．補助金(歳入) ９．補助金(歳入)
千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円

１０．実施事業 １０．実施事業
○延長保育　１９：００まで ○地域子育て支援センター
○障害児保育 ○乳児保育
　該当児がいれば実施

○乳児保育
○地域活動
※全て町と同様

乳児保育促進事業

20,403

乳児保育促進事業

３歳児

地域子育て支援センター
7,994

17,409

95,960

34,819
保育料

保育所地域活動補助金

総額

10,623
町費 12,741

内
 
 
訳

300

2,264

4,829
開所時間延長補助金

2,264

内
 
訳

総額

負担金総額

10,258

内
 
 
訳町費

内
 
 
訳

21,202

三　野　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 具体的調整方針課　　題三 加 茂 町

人数人数

23,329

7,393

１

４歳児以上
　計

負担金総額 64,495
保育料 19,929

１歳児
２歳児

クラス

０歳児

２歳児

クラス

０歳児
１歳児

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

町費に差異があるが、各
園における事業の実施状
況によるものである。
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日程１４

第１３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１６年 ４月１５日（木）午後１時３０分より
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