
第 １３ 回
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会 議 資 料

平成１６年 ４月１５日

三野町・三好町・井川町・三加茂町



第１３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 46号 第 １ ２回新町まちづくり計画策 定小委員会報告について ･１

【協議事項】

日程 ５ 協議第 44号 各 種 事務事業の取扱い (行 政事務関係 )に ついて ･･･ ･･ ･ ･ ･ ･５

日 程 ６ 協議第 45号 各種事務事業の取扱い (納 税事務関係 )について ････････２ ６

日程 ７ 協議第 46号 各種事務事業の取扱い (人 権事業関係 )について ････････８ ２

日程 ８ 協議第 47号 各種事務事業の取扱い

(各 種環境 ･公害事務関係 )について ･････１ ０ ３

日程 ９ 協議第 48号 各種事務事業の取扱い (社 会教育事業関係 )について ･･１ ３１

【その他】

日程１０ 第１４回合併協議会の日程について ･･････････････ ･･････････････１ ９ ７

日程１１ 閉 会



 日程４                        報告第４６号 
○第１２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３０日（火） 

      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１2 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 

・第１２回会議次第 

１ 開 会 

２ 新委員あいさつ 

３ 委員長・副委員長選出 

４ 委員長あいさつ 

５ 報告事項 

６ 議 事 

（23）「新町まちづくり計画」 

～Ⅲ 新町まちづくりの基本方針～（案）について 

 （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」 

（30）新町まちづくり計画 

    ～Ⅴ 公共的施設の統合整備 ～（案）について 

（31）第 12 回小委員会日程（案）について 

 ７ その他 

８ 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 宮内 明治 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 

２ 委員長・副委員長選出 

  協議会小委員会規程第４条第２項の規程により委員長及び副委員長それ

ぞれ１名を互選する。 

委 員 長 重田 春雄 三 好 町 

副委員長 横田 啓二 三加茂町 

 
５ 報告事項 

  ・第 11回新町まちづくり計画策小委員会報告 
【確認事項】第 11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。 
 
６ 議事 
議題第 23 号 「新町まちづくり計画」 

～Ⅲ 新町まちづくり計画の基本方針 ～（案）について 

                    【継続協議】 

【継続協議】前回（第１２回）の合併協議会において新町の名称が決定（東

みよし町）したため、継続協議となっていた新町の基本方針にお

ける将来像（キャッチフレーズ）について協議を行った結果、新

町まちづくりアンケートの主要意見を参考に、一部修正を行った

３点の案に絞り込み、それを協議会全委員の方の意見を聞いた上

で決定することで確認。 

 

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】前回の小委員会にて修正があった箇所を変更した案について、

事務局から提案され、内容については確認されたが、主要事業の

内容が決定していないため、次回再協議をすることで確認。 
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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】 

【継続協議】前回の小委員会にて修正があった箇所を変更した案について、

事務局から提案され、一部変更や追加があり、また主要事業の内

容が決定していないため、次回再協議をすることで確認。 

 

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】 

【継続協議】前回の小委員会にて修正があった箇所を変更した案について、

事務局から提案され、一部追加があり、また主要事業の内容が決

定していないため、次回再協議をすることで確認。 

 

議題第 30 号 新町まちづくり計画 

       ～Ⅴ 公共的施設の統合整備 ～（案）について 

【承認事項】合併後の公共的施設の統合整備について、既存施設の有効利用

など、今後の方針について事務局から提案され、原案のとおり承

認。 

 

議題第 31 号 第 13 回小委員会日程（案）について 

 【確認事項】平成１６年４月２８日水曜日 午後１時３０分から 
       合併協議会事務所 大会議室 
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議題３０

Ⅴ 公共的施設の統合整備（案）

公共的施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう
十分配慮し、地域の特性や地域間のバランス、さらには財政事情等を考慮しな
がら、逐次、統合整備を図っていきます。統合整備の検討にあたっては、行財
政運営の効率化はもとより、既存の公共的施設の有効利用・相互利用を総合的
に勘案し、住民サービスの低下を招かないよう配慮するものとします。
新たな公共的施設の整備についても、財政状況を踏まえ、事業の効果や効率

性について十分に議論を行うとともに、既存の公共的施設を可能な限り有効に
活用するなど、効率的な整備に努めるものとします。
合併以前の町役場については、住民生活に密着した行政サービスを提供する

ため、分庁・支所機能を有する施設として存続させ、ネットワークの強化等を
図っていくとともに、他の公共的施設との複合的な利用や住民活動の拠点など
として有効利用を検討していきます。
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 日程５              協議第４４号 
     

 

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

 
 

平成１６年 ４月１５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 

 
行政事務関係について 

 
１．自治会組織については、現行のとおりとし、名称については平成１７年 

４月１日より自治会とする。 
  但し、自治会交付金制度等については、合併までに調整し、平成１７年 

度より統一する。 
２．集会所事業については、合併までに調整する。 
３．防犯灯については、三好町の例により合併までに調整し、新町に引き継 

ぐものとする。 
４．公告式については、現在の４町役場前に、各１箇所公告掲示場を設置する。 
５．文書管理については、三好町の例により合併までに調整し、新町発足時 

より統一する。 
６．行政改革大綱については、新町において速やかに策定する。 
７．行政手続条例については、現行のとおり新町において策定する。 
８．宿日直勤務については、現行のとおり新町に引き継ぎ、服務、割当等に 

ついては合併までに調整する。 

 

 

 - 5 -



（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

　行政事務関係については、公共事務のように積極的に住民の福祉を図るのではなく、住民の福祉
を妨げるようなものを排除するため、又は一定の行政目的の実現を妨げるようなものを排除するた
めに行う事務である。
　自治会等の事務については、住民との連絡調整機関としての役割、実情を考慮しながら、円滑な
行政運営ができるよう統一する必要がある。

２４－１．行政事務関係

協議会への
提 案 内 容

１．自治会組織については、現行のとおりとし、名称については平成17年4月1日より自治会とする。
　　但し、自治会交付金制度等については、合併までに調整し、平成17年度より統一する。

２．集会所事業については、合併までに調整する。
　
３．防犯灯については、三好町の例により合併までに調整し、新町に引き継ぐものとする。

４．公告式については、現在の４町役場前に、各１箇所公告掲示場を設置する。

５．文書管理については、三好町の例により合併までに調整し、新町発足時より統一する。

６．行政改革大綱については、新町において速やかに策定する。

７．行政手続条例については、現行のとおり新町において策定する。

８．宿日直勤務については、現行のとおり新町に引き継ぎ、服務、割当等については合併までに
　　調整する。
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２４－１．行政事務関係

【自治会】 【自治会】 【自治会】 【自治会】 ・要調整
・名称について差異 ・名称については、自治会と

常会 町内会 自治会 振興協議会 する
但し、、平成17年4月1日か

構成 構成 構成 構成 ら施行する
三野町内６５自治会 三好町内９２自治会 井川町内９９自治会 三加茂町内７８自治会

会議・研修 会議・研修 会議・研修 会議・研修 ・
1 常会長会 1 町内会長会 未実施 1 振興協議会長会議

年１回 年１回不定期 年１回

自治会事業 自治会事業 自治会事業 自治会事業
1 広報配布 1 1 広報等配布 1 連絡調整業務
2 環境美化活動（道路愛護等） 2 各種調査回収や募金等の集金 2 文書等配布、回覧業務
3 地域の伝統的行事
4 各種調査回収や募金等の集金

2 各種調査依頼・回収
3 各種会費及び募金等の集金
4 町内会活動の計画・実行
5 事業要望の取りまとめ、陳情

広報等行政からの配布物を各戸
へ配布（広報毎月１回、その他
の配布物は随時、木曜日発送）

（道路の修繕、防犯灯設置
 、ごみ集積所設置等）

（この自治会の中には、自治会
の要件を満たしていないが同じ
ような諸活動を行う組織も含ま
れる）

（会議には課長級以上、全員出
席）

三 加 茂 町

協　議　項　目 　自治会

調整方針（案） 自治会組織については、現行のとおりとし、名称については平成17年4月1日より自治会とする。
但し、自治会交付金制度等については、合併までに調整し、平成17年度より統一する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

総務部会

課　　題 具体的調整方針

会議、事業内容については、
新町において調整する

名称 名称 名称 名称
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２４－１．行政事務関係

【地域育成振興交付金】 【振興会委託業務】 ・ ・

目的 目的

内容 内容
各自治会単位に交付
（地域割＋人数割）

○自治会長交付金 ９月
　　当該年度の３月
　（常会長会時交付）
○世帯割交付金
○特例交付金
　　当該年度の指定した月

交付の対象 交付の対象 交付の対象 交付の対象

合併までに調整し、平成17年
度から統一する

自治会の範囲

文章配付、回収業務を各地域振
興会に委託

内容

  ４月（１２月～  ３月）

○地域の環境美化活動や防災活
動、地域の伝統的な活動等の諸
活動を実施している自治会を対
象

交付時期 交付時期 交付時期

  ８月（  ４月～  ７月）

○各地域振興会

自治会の範囲
町内に在住する人を有する世帯
をもって構成する。その内少な
くとも2世帯は住民登録必要

○納税意識の高揚等町行政
  への協力
○地域の環境美化
○地域の安全の確保･維持
○各種行事等地域の交流
○文化活動･学習活動
○福祉の増進･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

納税意識の高揚をはじめとする
地域や町内会における様々な活
動を経済的に支援し、従来の地
域活動の維・促進と健全な発展
を図る

地方分権推進の基本理念のもと
自治会を育成活力ある地域社会
の創造と住民福祉の向上を図る

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

総務部会

協　議　項　目 　自治会

調整方針（案）

課　　題 具体的調整方針

【自治振興交付金】 【自治会振興交付金】 要調整
・自治会長交付金
・世帯割交付金
・特例交付金

三加茂町連絡文書等配付委託業
務要項

目的 目的
自治会組織の諸活動を支援する
とともに、地域における自主的
な近隣活動促進を図ることによ
り、当該地域の活性化と健全な
発展に資するため自治振興交付
金等を交付することを目的とす
る

町行政の円滑な運営を確保する
ため

自治会の範囲
町内に在住する人を有する世帯
をもって構成する。その内少な
くとも15世帯は住民登録必要

毎年度4月1日現在の各常会に属
している世帯数により、算出し
た額を交付する

交付時期

１２月（  ８月～１１月）

○環境美化活動
○自主防災活動など

自治会の範囲
町内に住民票を有する世帯を
もって構成する

○振興交付金
（６月～７月頃）

内容
年度予算に基づく総額を平等
割、世帯数割で算出した額を交
付する

町内に在住する人を有する世帯
をもって構成する
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２４－１．行政事務関係

②平等割
2～10世帯 28,000円
11～20世帯 42,000円
21～30世帯 56,000円
31世帯以上 70,000円

○世帯割交付

事業実績 事業実績 事業実績 事業実績

交付額

＊世帯数が1以下の町内会へは
交付しない

平成14年度　5,462,600円 平成14年度　5,775,000円 平成14年度　9,526,600円

※いずれの交付金も毎年自治会
長に提出してもらう自治会構成
世帯名簿（4月1日現在）の世帯
数を元に交付金を算定

自治会の要件を満たさない組織
でも自治会と同じような諸活動
をする組織に属する世帯を対象
1世帯当たり　　3,000円

○特例交付金

自治会所属の世帯を対象
1世帯当たり　　2,000円

地域性手当は20,000円、交付地
区は花園地区を除く太刀野山及
び加茂野宮滝奥地区

85,000円

80,000円
71世帯以上80世帯以下

61世帯以上70世帯以下
75,000円

51世帯以上60世帯以下
70,000円 人数 300円

55,000円 ②人数割
41世帯以上50世帯以下 4月1日現在の住民基本台帳の

50,000円
31世帯以上40世帯以下

45,000円 　　地域割 0.5 0.7
21世帯以上30世帯以下

総務部会

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

40,000円 　　地域割 0.5 0.5
11世帯以上20世帯以下 ・世帯数6～15

交付額交付額

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

交付額
①地域割 ①配付、回収件数 100円

山間部　22,500円

①世帯割　世帯数 1,000円

集合住宅（アパート等）

協　議　項　目   自治会

調整方針（案）

世帯数に応じて算定した額を支
給。ただし、地域性手当交付地
区には加算

平坦部　20,400円             ●配布毎
○自治会長交付金

平成14年度　6,709,000円

10世帯以下 ・世帯数2～5
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２４－１．行政事務関係

【町内会長報償】 ・ ・

目的

報償額
均等割＋世帯割
・均等割 ○振興会長
　　平坦部 8,000円 戸数　1～10 17,000円
　　山間部11,500円
・世帯割 ○振興副会長、会計
　　1,850円 世帯数 振興会長報償額の半額支給

（平成16年度より）

平成14年度　4,375,500円

・ ・

合併までに調整し、平成17年
度から統一する

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

目的

行政各種事業への協力
町内会長会等への出席
行政からの配布物の協力
その他町内会に必要な事項の調
整

事業実績

【委託料】

井　川　町

【振興会長報償】

目的

行政からの委託配布文書の配布
業務への協力

報償額

事業実績

事業実績合計(平成14年度) 事業実績合計(平成14年度) 事業実績合計(平成14年度) 事業実績合計(平成14年度)

6,709,000円 9,838,100円 7,253,190円 12,169,600円
自治会関係

（交付金及び報償費） （交付金及び委託料） （報償費及び委託費）

自治会関係 自治会関係 自治会関係

広報等配布（謝礼金）

平成14年度　1,478,190円

井川町のみ実施

事業実績
平成14年度　2,643,000円

10増毎に2,000円を加算

戸数による基準額により計算

振興協議会長会への参加

連絡調整業務

協　議　項　目   自治会

調整方針（案）

三 加 茂 町

総務部会

合併までに調整し、平成17年
度から統一する

三好町、三加茂町のみ実
施
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２４－１．行政事務関係

【地縁団体】 【地縁団体】 【地縁団体】 【地縁団体】 ・

認可団体数 認可団体数 認可団体数
該当なし １団体 ２団体 １団体

1 小山町内会 1 安田自治会 1 新町振興連合会 ・名称変更必要
平成14年6月12日認可 平成7年9月5日認可

2 出ノ上自治会
平成7年1月13日認可

認可事務手順 認可事務手順 認可事務手順
1 設立総会の議決 1 設立総会の議決 1 設立総会の議決
2 認可申請書の作成 2 認可申請書の作成 2 認可申請書の作成
3 町への申請 3 町への申請 3 町への申請
4 申請書の審査 4 申請書の審査 4 申請書の審査
5 町長の認可 5 町長の認可 5 町長の認可
6 告示 6 告示 6 告示
7 法人格の取得 7 法人格の取得 7 法人格の取得

印鑑の登録及び証明書の発行 印鑑の登録及び証明書の発行 印鑑の登録及び証明書の発行
〈登録〉 〈登録〉 〈登録〉

1 登録申請書の作成 1 登録申請書の作成 1 登録申請書の作成
2 町への申請 2 町への申請 2 町への申請
3 申請書の審査 3 申請書の審査 3 申請書の審査
4 印鑑の登録 4 印鑑の登録 4 印鑑の登録
〈証明書発行〉 〈証明書発行〉 〈証明書発行〉

1 交付申請書の作成 1 交付申請書の作成 1 交付申請書の作成
2 町への申請 2 町への申請 2 町への申請
3 申請書の審査 3 申請書の審査 3 申請書の審査
4 印鑑証明書発行 4 印鑑証明書発行 4 印鑑証明書発行
（手数料400円） （手数料400円） （手数料400円）

現行のとおり、新町に引き継
ぐ

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

平成9年3月24日認可

総務部会

協　議　項　目 　地縁団体

調整方針（案） 地縁団体については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町
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２４－１．行政事務関係

【集会所事業】 【集会所事業】 【集会所事業】 【集会所事業】 ・要調整 ・
建設 建設 建設 建設

維持管理 維持管理 維持管理 維持管理
・地元自治会で行う ・地元自治会で行う ・地元自治会と町で行う ・
・町負担なし ・町負担なし

・

補助額・交付率 補助額・交付率 補助額・交付率 補助額・交付率

集会所数 集会所数 集会所数 集会所数
施設　22箇所 施設　44箇所 施設　23箇所 施設　10箇所

合併までに調整する

町有施設として町が建設

・自治会からの要望により、町
が施設を建設する
・用地については、自治会が提
供（無償）

・自治会からの要望により、町
が施設を建設する
・用地については、自治会が提
供（無償）

・用地については、自治会が提
供（無償）

ただし、大規模な改修等は町と
協議し、町が負担する場合あり

地元分担金として、建設費から
補助金等を除いた額の15%を徴
収する

総事業費の15%程度が地区負担
金

・地元自治会からの要望に基づ
き町で行う

・自治会からの要望により、町
が施設を建設する

地元負担金は無し

ただし、多額の経費を伴う改修
は町が負担

設置地区集落振興協議会長又
は、地区活性化推進委員会会長
へ委託
ただし、集会所の管理運営に関
し必要な事項は、その都度定め
る

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

・用地については、自治会が提
供（無償）

総務部会

協　議　項　目 　集会所事業

調整方針（案） 集会所事業については、合併までに調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町
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２４－１．行政事務関係

【防犯灯】 【防犯灯】 【防犯灯】 【防犯灯】 ・要調整 ・

目的 目的 目的 目的

概要 概要 概要 概要
1 1 1 1

2 2 2
2

3

3

設置までの手順 設置までの手順 設置までの手順 設置までの手順
1 1 1 1

2 2 2
2

3 3

4 3 4

設置数 設置数 設置数 設置数
平成14年度末現在　400灯 平成14年度末現在　約920灯 平成14年度末現在　675灯 平成14年度末現在　1,729灯

その他 その他

三好町の例により合併までに
調整し、新町に引き継ぐ

設置が必要と思われる箇所にお
いて町から設置工事の発注をす
る
設置が完了次第、設置箇所図面
にマークする

各自治会から設置要望申請書を
提出
総務企画課において、設置箇所
について現場確認の上協議
設置が必要と思われる箇所にお
いて町から設置工事の発注をす
る

設置が完了次第、設置箇所図面
にマーク

毎年四国電力より防犯灯器具
（取付工事含む）の寄贈（3～5
灯）

設置が必要と思われる箇所に町
が設置

維持管理費については町で負担

設置が必要と思われる通学路、
自治会内で必要な箇所に町が設
置

維持管理費については町で負担

設置が完了次第、設置箇所図面
にマーク

町民及び自治会から設置要望が
だされ、建設課において、設置
箇所について協議
設置が必要と認められる箇所に
おいて町から設置工事の発注を
する

町民から設置要望申請書を提出

総務課において、設置箇所につ
いて協議

維持管理費については町で負担

設置が必要と思われる通学路を
中心に町が設置

その他、必要な箇所は自治会で
設置

維持管理費については町で負担
（電気代、移転費用、修繕費
等）

設置が必要と思われる通学路及
び交差点を中心に町が設置

その他、自治会内で必要な箇所
は自治会及び地元選出議員より
町へ要望後、現地確認後必要と
認めたときは町で設置

具体的調整方針

町民の防犯・事故防止及び防災
に意識の高揚と安全で平穏なま
ちづくりの推進

安心・安全なまちづくりの推進 安心・安全なまちづくりの推進 安心・安全なまちづくりの推進

協　議　項　目 　防犯灯

調整方針（案） 防犯灯については、三好町の例により合併までに調整し、新町に引き継ぐものとする。

毎年四国電力より防犯灯器具
（取付工事含む）の寄贈（3～5
灯）

各自治会及び地元議員より設置
要望
設置が必要と認められる箇所に
おいて、町から設置工事の発注

総務部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題
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２４－１．行政事務関係

【公告式】 【公告式】 【公告式】 【公告式】 ・要調整 ・
条例等公布場所 条例等公布場所 条例等公布場所 条例等公布場所
掲示場　１箇所 掲示場　１箇所 掲示場　２箇所 掲示場　３箇所
①役場前 ①役場前 ①役場前 ①役場前 1 三加茂本庁舎 現在役場前

②井内支所前 ②加茂公民館 2 三野分庁舎 現在役場前
③三庄公民館 3 三好分庁舎 現在役場前

条例の公布 条例及び規則の公布 条例及び規則の公布 条例及び規則の公布 4 井川分庁舎 現在役場前
町長署名 町長署名 町長署名 町長署名

その他 その他 その他 その他
町長名記入、押印 町長名記入、押印 町長名記入、押印 町長名記入、押印

【庁内案内表示板】 【庁内案内表示板】 【庁内案内表示板】 【庁内案内表示板】 ・合併までに調整する
1 庁舎玄関入口案内表示板 1 庁舎玄関西掲示板 1 庁舎玄関入口掲示板２箇所 1 庁舎玄関入口掲示板３箇所
2 庁内事務室掲示場８箇所 2 放送室前掲示板 2 庁舎２階通路掲示板

3 ロビーディスプレイ
・民間営利団体にかかるものは ・民間営利団体にかかるものは ・民間営利団体にかかるものは ・民間営利団体にかかるものは
取り扱わない 取り扱わない 取り扱わない 取り扱わない

・期間については、その内容の ・期間については、その内容の ・期間については、その内容の ・期間については、その内容の
期間とスペースを考慮する 期間とスペースを考慮する 期間とスペースを考慮する 期間とスペースを考慮する

○電光掲示板　４箇所
①交流センター
②辻駅横
③辻町内入口
④簡易パーキング

【国旗・町旗の管理】 【国旗・町旗の管理】 【国旗・町旗の管理】 【国旗・町旗の管理】 ・合併までに調整する
・祝日、祭日に庁舎前に国旗・ ・祝日、祭日に庁舎前に国旗・ ・役場屋上に掲揚 ・庁舎前ロータリーに国旗・町
町旗を掲揚する 町旗を掲揚する （必要時のみ掲揚） 旗・安全旗を掲揚する

但し、祝祭日に国旗・町旗に
ついては掲揚している

・旗の管理は、総務課が行う ・旗の管理は、総務企画課が行 ・旗の管理は、総務課が行う ・旗の管理は、会計課が行う
（町民体育館等の施設は独自 う
対応）

総務部会

協　議　項　目   公告・庁内案内表示板・国旗等の管理

調整方針（案） 公告式については、現在の４町役場前に、各１箇所公告掲示場を設置する。
庁内案内表示板、国旗・町旗の管理については、合併までに調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

条例等公布場所を４町に各１
箇所設置する

計４箇所
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２４－１．行政事務関係

【公印管守】 【公印管守】 【公印管守】 【公印管守】 ・要調整 ・
公印の管理 公印の管理 公印の管理 公印の管理

1

2

公印の種類・（保管者） 公印の種類・（保管者） 公印の種類・（保管者） 公印の種類・（保管者）
1 徳島県三好郡三野町長之印 1 三好町印 1 徳島県三好郡井川町印 1 三加茂町之印

一般文書用 （町長） （総務企画課長） （総務課長） （助役）
2 徳島県三好郡三野町長之印 2 三好町長印 2 井川町長印 2 三加茂町長之印  

一般文書用 （助役） （助役） （総務課長） 一般文書用 （助役）
3 徳島県三好郡三野町長之印 3 三好町長印 3 井川町長印 3 三加茂町長職務代理者之印

賞状用 （助役） 住民課専用 （住民課長） 住民課専用 （住民課長） （助役）
4 徳島県三好郡三野町長之印 4 三好町長職務代理者印 4 井川町長印 4 三加茂町長之印住民課

（収入役） （総務企画課長） 戸籍用 （住民課長） 住民課専用 （住民課長）
5 徳島県三好郡三野町長之印 5 三好町助役印 5 井川町長印 5 三加茂町長之印税務課
住民票等証明用 （住民課長） （総務企画課長） 支所用 （支所長） 税務課証明用 （税務課長）

6 徳島県三好郡三野町長職務代理者印 6 三好町収入役印 6 井川町長職務代理者印 6 三加茂町長之印厚生課:予定
（助役） （収入役） （総務課長） 身障用 （厚生課）

7 三野町助役印 7 三好町収入役職務代理者印 7 井川町長職務代理者印 7 三加茂町助役之印
（助役） （総務企画課長） 住民課専用 （住民課長） （助役）

8 徳島県三好郡三野町収入役印 8 井川町長職務代理者印 8 三加茂町収入役之印
（収入役） 支所用 （支所長） （収入役）

9 三野町収入役職務代理者印 9 井川町助役印 9 三加茂町収入役職務代理者之印
（収入役） （助役） （会計課）

10徳島県三好郡三野町印 10井川町収入役印 10徳島県三好郡三加茂町長之印
一般文書用・庁印（総務課長） （収入役） 賞状用 （助役）

11徳島県三好郡三野町印 11井川町収入役職務代理者印 11三加茂町国民健康保険印
辞令証明書用契印（総務課長） （総務課長） 国民健康保険用 （住民課長）

12徳島県三好郡三野町印 12課長印 12三加茂町長之印国土調査課
国保被保険者証用（住民課長） （当該課長） 国土調査用 （国土調査課）

13徳島県三好郡三野町印 13出納員印
各種証明書用・契印（住民課長） （出納印） ●国土調査課保管印の使用範囲

14支所長印 1 説明会の案内
（支所長） 2 推進員及び一筆調査立会依頼

15老人ホーム施設長印 3 閲覧案内
（施設長）

総務部会

協　議　項　目 　公印管守

調整方針（案） 公印管守については、合併までに調整し統一する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

公印は、常に堅固な容器に納
め、勤務時間外、週休日及び休
日にあっては、錠を施しておか
なければならない
公印は、特に町長にその承認を
受けた場合のほか、庁外に持ち
出してはならない

各保管者が堅固な容器に納め勤
務時間外、勤務を要しない日及
び休日は施錠しておく

総務企画課長が総括する
各保管者が堅固な容器に納め確
実に保管する

公印保管者は公印を厳正に取り
扱い、各保管者が堅固な容器に
納め、確実に保管する

合併までに調整し、統一する
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２４－１．行政事務関係

公印の新調・改刻・廃止・廃棄 公印の新調・改刻・廃止・廃棄 公印の新調・改刻・廃止・廃棄 公印の新調・改刻・廃止・廃棄

・ ○公印の新調及び改刻 ・ ・
・

・
・

・
・ ・

○公印の廃止及び廃棄
・

・ ・

・

総務部会

協　議　項　目 　公印管守

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

総務課長の合議を経て、町長決
裁を受ける

改刻又は廃止になった公印は速
やかに総務課長に提出

公印の保管者は、公印を新調又
は改刻しようとするときは、町
長の決裁を受けなければならな
い

公印保管者は、公印を調製・改
刻し、又は廃棄する必要がある
と認めた場合は、公印調製（改
刻）（廃棄）申請書を町長に提
出する

前記により提出された公印は5
年間保存の後、焼却・裁断処分

総務課長の合議を経て町長の決
裁を得る

種類、印影並びに使用開始の期
日を告示

公印廃棄届をつけて総務企画課
長に引き継ぐ

保管者は、公印を新調、改刻又
は廃止したときは、速やかに公
印新調（改刻）届又は公印廃止
届を助役に提出しなければなら
ない。

改刻又は廃止のため不用になっ
た公印は、速やかに助役に提出
しなければならない

前記により提出された公印は、
5年間保存の後、焼却又は裁断
によって処分しなければならな
い

種類、印影並びに廃棄の期日を
告示

公印保管者は，公印を改刻し又
は廃棄したときは、不用となっ
た公印を総務課長に引継ぐ
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２４－１．行政事務関係

【文書管理】 【文書管理】 【文書管理】 【文書管理】 ・要調整 ・
文書の種類 文書の種類 文書の種類 文書の種類
1 令達文書 1 令達文書 1 法規文書
条例、規則、告示、公告、 条例、規則、告示、公告、 2 令達文書
指令、訓令、諮問 指令、訓令、諮問 3 指令文書

2 一般文書 2 一般文書 4 公示文書
令達文書以外の文書 令達文書以外の文書 5 一般文書

文書の分類 文書の分類 文書の分類 文書の分類
１大分類 ２中分類 １大分類 ２中分類 １大分類 ２中分類 １大分類 ２中分類
３小分類 ３小分類 ３小分類 ４細分類 ３小分類 ４細分類

文書の保存年限 文書の保存年限 文書の保存年限 文書の保存年限
永年、10年、5年、3年、1年 30年、10年、5年、3年、1年 永年、10年、5年、3年、1年 永年、10年、5年、3年、1年

、1年未満
○保存年限の見直し規定有り

文書の保存場所 文書の保存場所 文書の保存場所 文書の保存場所
1年 事務所 1年、1年未満 事務所 1年 事務所 1年 事務所
3～10年 庁舎内書庫 3～30年 庁舎内書庫 3～永年 庁舎内書庫 3～10年 庁舎内書庫
永年 庁舎内書庫 長期、永年 町倉庫

文書の保存方法 文書の保存方法 文書の保存方法 文書の保存方法
1 1 1 1

2 2 2 2

公文書規定 公文書規定 公文書規定 公文書規定
有り 有り 有り 有り

文書管理システム導入状況 文書管理システム導入状況 文書管理システム導入状況 文書管理システム導入状況
導入済み 導入済み 簿冊形式 導入済み
○ぎょうせいじむぺーじ ○独自開発システム ○独自開発システム

三好町の例により合併までに
調整し、統一する

協　議　項　目 　文書管理

既製のファイルに年度、文書名
を記載して保存
厚表紙を用い、ひも綴じし必要
に応じて文書保存ケースに入
れ、年度、文書名、保存年限を
記載して保存

既製のファイルに年度、文書名
を記載して保存
厚表紙を用い、ひも綴じし必要
に応じて文書保存ケースに入
れ、年度、文書名、保存年限を
記載して保存

課　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

三 加 茂 町

総務部会

文書管理については、三好町の例により合併までに調整し、新町発足時より統一する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

情報公開を前提とした
「組織共用文書」

（システムは無い）

既製のファイルに年度、文書名
を記載して保存
厚表紙を用い、ひも綴じし必要
に応じて文書保存ケースに入
れ、年度、文書名、保存年限を
記載して保存

既製のファイルに年度、文書名
を記載して保存
厚表紙を用い、ひも綴じし必要
に応じて文書保存ケースに入
れ、年度、文書名、保存年限を
記載して保存
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２４－１．行政事務関係

文書の収受 文書の収受 文書の収受 文書の収受
・郵便物等による文書の受領 ・ ・
・

・

・
・

文書の発送 文書の発送 文書の発送 文書の発送
・各課対応
・

郵便物の受領後、関係各課に送
致

各課「文書収発簿」に日付、番
号、宛先、差出人、件名、処理
の仕方、担当者印を押印。その
後、課内回議、助役、町長決裁
を受ける

各担当において文書起案後、主
管課長・助役町長の決裁を受け
（内容によっては課長・助役専
決可）文書発送簿に発送月日・
番号・あて先件名を記載し発送

文書の配布を受けた担当者は，
速やかに起案，供覧その他の必
要な措置をとる。
事案の処理は，起案によって行
い、町長の決裁後、各課等の
「収受発送簿」に、番号、発年
月日、件名、あて先を記載し、
公印を押印し発送する

郵便物集計の上料金後納郵便物
差出票に記入

総務課で日付印押印、各関係機
関への郵便物配布後、それ以外
は開封
開封した郵便は、総務課で町長
文書と各課宛とに分け、町長文
書においては「文書収発簿」で
日付、番号、宛先、差出人、件
名を書き、受付番号をとり決裁
を仰ぐ
決裁後、各課に配布。番号取得
の文書に関しては、受領確認の
ため各課長印を「文書収発簿」
に押印

(2)前号の規定により受付日付
印を押した文書のうち，収受の
事実を明確に記録する必要があ
るもの等は，文書整理簿に必要
な事項を記入し，当該受付日付
印を押した箇所に文書番号を記
入する

町長・助役又は町あて文書は総
務企画課で開封、受付（文書収
受簿に記帳、日付・番号を記
入。特殊文書はこのかぎりでな
い）後、原則、町長・助役を経
て主管課長へ配布。その他の文
書（関係課あて等）については
収受を省略することができる。
主管課長は当該課に直接到達し
た文書で内容が町長あてのもの
は収受手続きを受けなければな
らない

(1)文書は，開封の上，その余
白に受付日付印を押し，主管す
る課長等の閲覧を経た後，担当
者に配布する

勤務時間中に役場に到着した文
書及び小包郵便物は、総務課で
収受し、普通文書及び小包郵便
物は、原則として開封しないで
主管する課等に配布する。ただ
し、主管する課等が判明しない
ものは、総務課において開封
し、主管する課等へ配布する

課等に配布された文書及び小包
郵便物並びに課等に直接到達し
た文書及び貨物は，文書取扱者
が収受し，次により処理しなけ
ればならない

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

協　議　項　目 　文書管理

調整方針（案）

総務部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

- 18 -



２４－１．行政事務関係

【行政改革大綱】 【行政改革大綱】 【行政改革大綱】 【行政改革大綱】 ・
大綱の作成時期 大綱の作成時期 大綱の作成時期 大綱の作成時期
平成８年１２月 平成１３年３月 平成１２年１０月 平成１２年６月
（※見直しがされていない）

大綱の項目 大綱の項目 大綱の項目 大綱の項目
1 事務事業の見直し 1 定員管理の適正化 1 財政の健全化 1 事務事業の整理合理化
2 時代に即応した組織・機構の 平成17年度を目標に現状維持 2 事務・事業の見直し 2 組織・機構の改革
見直し 2 事務事業の見直し 3 時代に即応した、機構改革 3 定員及び給与の適正化

3 定員管理及び給与の適正化の 事務事業全般の見直しを図り 4 定員管理及び給与の適正化の 4 効果的な行政運営と職員の能
推進 、非効率的な事業を見直すな 推進 力開発

4 効果的な行政運営と職員の能 どの総合評価システムの導入 5 効果的な行政運営と職員の能 5 情報化・行政サービスの向上
力開発等の推進 についても検討 力開発の推進 6 公共施設の整備及び管理運営

5 行政の情報化の推進等による 3 各種補助金の見直し
行政サービスの向上 廃止・統合等により10%削減

6 公共施設の設置及び管理運営 4 組織・機構の見直し
の見直し 簡素で効率的な組織・機構づ

くりを推進
5 広域行政、町村合併の推進
周辺町村との連携を図りなが
ら積極的に取り組む

6 職員の能力開発と活性化
関係機関への派遣や研修等に
より能力向上を推進

7 財源の確保
町民の課税実態を把握し、口
座振替制度の導入を図る。ま
た交付税措置対象の優良債を
確保し、起債制限比率を14％
以内に努める

8 高度情報化の推進
職員1人1台パソコンを整備し
、庁内行政機構全てをネット
ワーク化

9 公正の確保と透明性の向上
「三好町情報公開条例」及び
「三好町文書管理規程」を策
定

新町において速やかに策定す
る

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

総務部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 具体的調整方針

協　議　項　目 　行政改革

調整方針（案） 行政改革大綱については、新町において速やかに策定する。
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２４－１．行政事務関係

【附属団体】 【附属団体】 【附属団体】 【附属団体】 ・
三野町行政改革推進委員会 三好町行政改革推進委員会 井川町行財政システム検討委員会 三加茂町行政改革推進委員会

設置 設置 設置 設置
社会経済情勢の変化に対応し 社会経済情勢の変化に対応し
た簡素にして効率的な町政の た簡素にして効率的な行政の
実現を推進するため、三好町 実現を推進するため、三加茂
行政改革推進委員会を置く 町行政改革推進委員会を置く

所掌事項 所掌事項 所掌事項 所掌事項
推進委員会は、三好町の行政 推進委員会は、三加茂町の行
改革の推進について必要な事 政改革の推進について必要な
項を調査審議し、行政改革に 事項を調査審議し、行政改革
ついて提言する 推進本部に対し必要な助言等

を行う
委員 委員 委員 委員
推進委員会の委員は10人以内 推進委員会の委員は15人以内 推進委員会の委員は15人以内
とする とする とする
委員は、町政について優れた 委員は、町政について優れた 委員は、公共的団体の代表者
職見を有する者のうちから町 見識を有する者のうちから町 及び行政について優れた識見
長が任命する 長が任命する 役員 を有する者から町長が委嘱す

る
役員 役員 役員

会議 会議 会議 会議
推進委員会は、必要に応じて
町長が召集し、会長が議長と
なる

庶務 庶務 庶務 庶務
推進委員会の庶務は、総務企
画課において処理する

開催時期 開催時期 開催時期 開催時期
随時 随時 随時 随時

任期 任期 任期 任期
定めず 定めず 定めず ３年

新町において速やかに設置す
る

委員会の会議は、会長が必要に
応じて招集し、会長が議長とな
る

委員会の庶務は、総務課におい
て処理する

会長、副会長を置き委員の互選
によりこれを定める

委員会の会議は、町長が必要に
応じて招集し、会長が議長とな
る

委員会の庶務は、総務課におい
て処理する

検討委員会の庶務は、総務課に
おいて処理する

検討委員会は、必要に応じて町
長が召集し、会長が議長となる

推進委員会は、会長ならびに副
会長を置き、委員の互選により
これを定める
副会長は、会長を補佐し、会長
に事故があるときはその職務を
代理する

委員会に会長を置き、委員の互
選により定める

社会経済情勢の変化に対応した
簡素にして効率的な町政の実現
のため、井川町行財政システム
検討委員会を設置する

検討委員会は、井川町の行財政
システムについて必要な事項を
調査、審議し行財政改革につい
て提言する

検討委員会の委員は13人以内
委員は、町政について優れた識
見を有する者のうちから町長が
委嘱する

検討委員会に、会長ならびに副
会長を置き、委員の互選により
これを定める
会長は会議を主宰し、検討委員
会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長
に事故があるときはその職務を
代理する

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

総務部会

協　議　項　目 　行政改革

社会経済情勢の変化に対応した
簡素で効率的な行財政運営を推
進するため第２次三野町行財政
改革推進委員会を置く

推進委員会は、三野町の行政及
び財政の改革の推進について必
要な事項を調査審議し意見集約
するとともに提言する
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２４－１．行政事務関係

【三野町行政改革推進本部】 【行政改革推進本部】 【井川町行政改革推進本部】 【三加茂町行政改革推進本部】 ・

所掌事項 所掌事項 所掌事項 所掌事項

組織 組織 組織 組織

会議 会議 会議 会議

庶務 庶務 庶務 庶務

新町において速やかに設置す
る

本部の会議は本部長が、必要に
応じて招集し本部長が議長とな
る

具体的調整方針三 加 茂 町

総務部会

本部の庶務は、総務企画課にお
いて処理する

本部長は町長をもって充て、副
本部長は助役をもって充て、本
部員は各課等の長をもって充て
る

本部長は町長をもって充て、代
行は参事をもって充てる。本部
員は助役・収入役・教育長・総
務課長をもって充てる

行政改革大綱の策定及び実施に
関すること
その他行政改革に係る重要事項
に関すること

本部長は町長をもって充て、副
本部長は助役、収入役、教育長
をもって充てる。本部員は各課
長及び本部長の氏名した職員を
もって充てる

行政改革大綱の策定及び実施に
関することその他行政改革に係
る重要事項に関すること

本部長は町長をもって充て、副
本部長は助役、収入役、教育長
をもって充てる。本部員は各課
長をもって充てる

行政改革大綱の策定及び実施に
関すること
その他行財政改革に係る重要事
項に関すること

行政改革大綱の策定及び実施に
関することその他行政改革に係
る重要事項に関すること

本部の会議は本部長が、幹事会
の会議は幹事長がそれぞれ必要
に応じて招集し、本部長が指名
した者が議長となる

三　好　町 井　川　町

協　議　項　目 　行政改革

調整方針（案）

本部及び幹事会の庶務は、総務
課において処理

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

本部の会議は本部長が、必要に
応じて招集し本部長が議長とな
る

本部の庶務は、総務課において
処理する

本部の会議は本部長が、幹事会
の会議は座長がそれぞれ必要に
応じて招集し、議長となる

本部及び幹事会の庶務は、総務
課において処理

課　　題
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２４－１．行政事務関係

【行政手続条例】 【行政手続条例】 【行政手続条例】 【行政手続条例】 ・
目的 目的 目的 目的

審査基準 審査基準 審査基準 審査基準

標準処理期間 標準処理期間 標準処理期間 標準処理期間

処分の基準 処分の基準 処分の基準 処分の基準

1 聴聞 1 聴聞 1 聴聞 1 聴聞
ア ア ア ア

イ イ イ イ

ウ ウ ウ ウ

2 弁明の機会の付与 2 弁明の機会の付与 2 弁明の機会の付与 2 弁明の機会の付与
アからウに該当しないとき アからウに該当しないとき アからウに該当しないとき アからウに該当しないとき

【行政手続条例施行規則】 【行政手続条例施行規則】 【行政手続条例施行規則】
有り 有り 有り

【聴聞及び弁明の機会の付与に 【聴聞に関する規則】 【聴聞に関する規則】 【聴聞に関する規則】
　関する規則】 　有り 　有り 　有り
有り

現行のとおり、新町において
策定する

総務部会

協　議　項　目 　行政手続条例

調整方針（案） 行政手続条例については、現行のとおり新町において策定する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

(不利益処分をしようとする場合）

許認可等を取り消す不利益処分
をしようとするとき

処分、行政指導及び届出に関す
る手続に関し、共通する事項を
定めることにより、行政運営に
おける公正の確保と透明性の向
上を図り、町民の権利利益の保
護に資すること

行政庁は、申請により求められ
た許認可等をするかどうかをそ
の条例等の定めにしたがって判
断する審査基準を定める

行政庁は申請がその事務所に到
達してから、申請に対する処分
をするまでに通常要すべき標準
的な期間を定めるよう努めると
ともに、これを定めたときは適
当な方法により公にしておかな
ければならない

行政庁は、処分基準を定め、こ
れを公にしておくよう努めなけ
ればならない
(不利益処分をしようとする場合）

許認可等を取り消す不利益処分
をしようとするとき

処分、行政指導及び届出に関す
る手続に関し、共通する事項を
定めることにより、行政運営に
おける公正の確保と透明性の向
上を図り、町民の権利利益の保
護に資すること

行政庁は、申請により求められ
た許認可等をするかどうかをそ
の条例等の定めにしたがって判
断する審査基準を定める

行政庁は申請がその事務所に到
達してから、申請に対する処分
をするまでに通常要すべき標準
的な期間を定めるよう努めると
ともに、これを定めたときは適
当な方法により公にしておかな
ければならない

行政庁は、処分基準を定め、こ
れを公にしておくよう努めなけ
ればならない

(不利益処分をしようとする場合）

許認可等を取り消す不利益処分
をしようとするとき
ア以外で、名あて人の資格又は
地位を直接剥奪する不利益処分
をしようとするとき
アイ以外で行政庁が相当と認め
るとき

処分、行政指導及び届出に関す
る手続に関し、共通する事項を
定めることにより、行政運営に
おける公正の確保と透明性の向
上を図り、町民の権利利益の保
護に資すること

行政庁は、申請により求められ
た許認可等をするかどうかをそ
の条例等の定めにしたがって判
断する審査基準を定める

行政庁は申請がその事務所に到
達してから、申請に対する処分
をするまでに通常要すべき標準
的な期間を定めるよう努めると
ともに、これを定めたときは適
当な方法により公にしておかな
ければならない

行政庁は、処分基準を定め、こ
れを公にしておくよう努めなけ
ればならない

(不利益処分をしようとする場合）

許認可等を取り消す不利益処分
をしようとするとき
ア以外で、名あて人の資格又は
地位を直接剥奪する不利益処分
をしようとするとき
アイ以外で行政庁が相当と認め
るとき

処分、行政指導及び届出に関す
る手続に関し、共通する事項を
定めることにより、行政運営に
おける公正の確保と透明性の向
上を図り、町民の権利利益の保
護に資すること

行政庁は、申請により求められ
た許認可等をするかどうかをそ
の条例等の定めにしたがって判
断する審査基準を定める

行政庁は申請がその事務所に到
達してから、申請に対する処分
をするまでに通常要すべき標準
的な期間を定めるよう努めると
ともに、これを定めたときは適
当な方法により公にしておかな
ければならない

行政庁は、処分基準を定め、こ
れを公にしておくよう努めなけ
ればならない

ア以外で、名あて人の資格又は
地位を直接剥奪する不利益処分
をしようとするとき
アイ以外で行政庁が相当と認め
るとき

ア以外で、名あて人の資格又は
地位を直接剥奪する不利益処分
をしようとするとき
アイ以外で行政庁が相当と認め
るとき
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２４－１．行政事務関係

【宿日直勤務】 【宿日直勤務】 【宿日直勤務】 【宿日直勤務】 ・要調整 ・
宿日直勤務時間 宿日直勤務時間 宿日直勤務時間 宿日直勤務時間
○宿直 ○宿直 ○宿直 ○宿直
午後5時15分～午前8時30分 午後5時15分～午前8時30分 午後5時15分～午前8時30分 午後5時15分～午前8時30分
体制：職員１人 体制：職員１人 体制：職員１人 体制：職員２人
○日直 ○日直 ○日直 ○日直
午前8時30分～午後5時15分 午前8時30分～午後5時15分 午前8時30分～午後5時15分 午前8時30分～午後5時15分
（休日及び勤務を要しない日） （休日及び勤務を要しない日） （休日及び勤務を要しない日） （休日及び勤務を要しない日）
体制：職員１人 体制：職員１人 体制：職員１人 体制：職員１人

服務 服務 服務 服務
1 1 庁舎の施錠及び取締り 1 庁舎の施錠及び取締り 1 庁舎の巡視及び取締り

2 郵便物等の収受 2 郵便物等の収受 2
2 3 3

3 4 4 3

4 5 警報発令時各担当に連絡 5 警報発令時、警報班に連絡
6 上水道・下水道の故障対応 6 4

5

6

宿日直割当表 宿日直割当表 宿日直割当表 宿日直割当表
・ ・参事以下の職員が対象 ・ ・

・
・ ・

・予定表により対象者に周知
・変更は各個人間において行う ・変更は宿日直者で個々に交替
・割当表作成システム有

・ (Excel　VBA版）

非常事態の発生した場合の応急
措置及び上司への連絡に関する
こと

火災、災害時の対応（広報無線
を放送）

水道の故障対応（停電等による
異常時）

合併までに調整する

郵便物等の収受（急を要するも
のについては、関係者に連絡処
理
死亡届（埋火葬許可証の発
行）、出生届、婚姻届、離婚届
の受付
火災、災害時の対応（広報無線
を放送・消防団への通報・防護
態勢等臨機の処置・町長、助
役、総務課長及びその他の職員
に急報し、警戒を厳重にしなけ
ればならない）

総務課にて作成し、掲示版に表
示

○処理事項を当直日誌に記載
し、勤務終了後上司の閲覧に供
さなければならない

当直の命令又は変更は、当直当
番表により行う 前月に1ヶ月の予定表を総務企

画課にて作成し職員に回覧及び
掲示

本庁については総務課にて作成
し、老人ホームは老人ホームで
作成やむを得ない事由により当直で

きない時は、総務課長の許可を
得て他の職員と変更することが
できる

平成15年度より庁内ランのメー
ルにより該当者に通知

○当直日誌に必要事項を記載
し、総務課長に提出

死亡届、出生届、婚姻届、離婚
届の受付
火災、災害時の対応（広報無線
を放送）

当直中の清潔、整理、清掃に関
すること

具体的調整方針

埋火葬許可証の交付及びその処
理に関すること
その他状況に応じた臨機の処理
に関すること

戸締り、火気点検等一切の取締
りに関すること
文書等の収受及び公印の保管に
関すること

死亡届、出生届、婚姻届、離婚
届の受付

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

新任の者は採用1カ月後より、
当直させる

総務部会

協　議　項　目 　宿日直勤務

調整方針（案） 宿日直勤務については、現行のとおり新町に引き継ぎ、服務、割当等については合併までに調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町
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２４－１．行政事務関係

【後援名義使用許可】 【後援名義使用許可】 【後援名義使用許可】 【後援名義使用許可】 ・三野町のみ未実施 ・
未実施

【陳情】 【陳情】 【陳情】 【陳情】 ・
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

陳情要望内容 陳情要望内容 陳情要望内容 陳情要望内容
1 自治会集会所建設･改修要望 1 自治会集会所建設･改修要望

1 防犯灯設置要望 2 防犯灯設置要望 2 防犯灯設置要望 1 防犯灯設置要望
3 消火栓設置要望 2 消火栓設置要望

2 防火水槽・消火栓設置要望 4 防火水槽設置要望 3 防火水槽設置要望 3 防火水槽設置要望
3 交通安全施設設置要望 5 交通安全施設設置要望 4 交通安全施設設置要望 4 交通安全施設設置要望
4 建設工事要望 6 建設工事要望 5 建設工事要望
（道路改良・排水等） （道路改良・排水等） （道路改良・排水等）

5 各種団体要望
5 その他 7 その他 6 その他 6 その他

【町政懇談会】 【出前役場】 ・新町において検討する
・ ・

・

調整方針（案）
後援名義使用許可については、三好町、井川町の例により、合併時に調整するものとする。
陳情については、三好町、井川町、三加茂町の例により、合併時に調整するものとする。
町政懇談会については、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

総務部会

協　議　項　目 　後援名義使用許可・陳情・町政懇談会

町の後援を希望する各種団体に
対し、内容審査のうえ許可条件
に該当すれば、承諾書を交付す
る
申請に基づき担当課を経由し町
長決裁

町の後援を希望する各種団体に
対し、内容審査のうえ許可条件
に該当すれば、承諾書を交付す
る
申請に基づき担当課を経由し町
長決裁

町の後援を希望する各種団体に
対し、内容審査のうえ許可条件
に該当すれば、申請に基づき担
当課を経由し町長決裁

三好町、井川町の例により、
合併時に調整するものとする

陳情・要望内容は事前に関係課
で対応する
自治会及び関係団体が作成した
書面は、町長・議会議長宛に提
出・説明してもらい各々の担当
課で受理

陳情・要望など各課で対応する

自治会要望は、各主管課に提出
して頂き対応する

三好町、井川町、三加茂町の
例により、合併時に調整する
ものとする

町政についての説明や明日の町
づくりに対する町民の提言や要
望を聞くため、必要に応じて開
催

町政についての説明や明日の町
づくりに対する町民の提言や要
望を聞くため、必要に応じて開
催
財政状況、事業などの内容につ
いてまとめた資料を当日に配布

陳情・要望など各課で対応する 陳情・要望など各課で対応する

自治会要望は、各主管課に提出
して頂き対応する

自治会要望は、各主管課に提出
して頂き対応する
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２４－１．行政事務関係

【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】
三野町特別職報酬等審議会 三好町特別職報酬等審議会 井川町特別職報酬等審議会 三加茂町特別職報酬等審議会 ・

目的 目的 目的 目的

委員等の構成 委員等の構成 委員等の構成 委員等の構成
7人（必要の都度任命） 7人（その都度任命） 10人以内（その都度任命） 7人（その都度任命）

会議 会議 会議 会議

活動状況 活動状況 活動状況 活動状況

報酬額 報酬額 報酬額 報酬額
なし 日額　6,000円 なし 日額　5,000円

町長の諮問に応じ、議員報酬等
の額について審議する。

町長の諮問に応じ、議員報酬等
の額について審議する。

町長の諮問に応じ、議員報酬等
の額について審議する。

町長の諮問に応じ、議員報酬等
の額について審議する。

町の区域内の公共的団体の代表
者その他住民のうちから任命

当該諮問に係る審議が終了した
ときは、解任される

町の区域内の公共的団体等の代
表者その他住民のうちから任命

改正が必要となったときに開催

町長は、議会の議員の報酬の額
並びに町長、助役、収入役の給
料の額に関する条例を議会に提
出しようとするときは、あらか
じめ当該報酬等の額について審
議会の意見を聞くものとする

改正が必要となったときに開催町長は，議会議員の報酬額並び
に町長，助役及び収入役の給料
の額に関する条例を議会に提出
しようとするとき、審議会を開
催し意見を聞く

町長は、議会の議員の報酬の額
並びに町長、助役、収入役の給
料の額に関する条例を議会に提
出しようとするときは、あらか
じめ当該報酬等の額について審
議会の意見を聞くものとする

改正が必要となったときに開催 改正が必要となったときに開催 改正が必要となったときに開催

町の区域内の公共的団体等の代
表者その他住民のうちから任命

町の区域内の公共的団体等の代
表者その他住民のうちから任命

新町において、合併後速やか
に設置する

調整方針（案） 特別報酬等審議会については、新町において合併後速やかに設置する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

総務部会

協　議　項　目 　特別職報酬等審議会
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 日程６              協議第４５号 
 
 

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

 
 

平成１６年 ４月１５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 

 
 
納税事務関係について 

１．税の賦課徴収については、次のとおりとする。 
  （１）相続代表人及び納税管理人・代理人については、三野町、三好町及

び三加茂町の例により統一施行する。 
  （２）退職所得課税については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
  （３）納税方法については、三加茂町の例により統一施行する。 
  （４）指定金融機関については、合併までに調整し、新町発足時より統一

する。 
  （５）収納代理金融機関については、現行の全契約金融機関と契約するも

のとする。 
  （６）口座振替日については、各納期の末日とする。ただし、軽自動車税

については、５月２０日とする。 
 ２．個人町民税については、次のとおりとする。 
  （１）申告及び納税相談実施場所については、現行の各町実施場所を基本

に、合併までに協議調整する。 
 ３．法人町民税については、次のとおりとする。 
  （１）非課税及び減免対象の適用法人については、合併までに調整する。 
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４．固定資産税については、次のとおりとする。 
  （１）評価額の決定及びその算定方法については、現行のとおり新町に引

き継ぎ、新町発足後最初の評価替え時までに調整し施行する。 
  （２）課税台帳及び備え付け図面等の閲覧については、現行のとおり新町

に引き継ぐ。ただし、閲覧手数料については、無料とする。 
  （３）固定資産評価審査委員会については、合併までに調整し、新町発足

時より統合する。 
 ５．軽自動車税については、次のとおりとする。 
  （１）標識（ナンバープレート）の交付方法については、合併までに調整

し統一施行する。 
  （２）課税保留措置については、三加茂町の例により規定整備し、新町発

足時より統一施行する。 
 ６．税務証明及び手数料については、次のとおりとする。 
  （１）税務証明手数料については、４町に差異がないので、現行のとおり

新町に引き継ぐ。 
  （２）発行証明種類及び様式については、合併までに調整し、新町発足時

より統一施行する。 
７．公図及び地積図等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
８．その他、事務手順及び手続き等については、電算システム統合作業との

調整を図りながら、住民サービスの低下を招かないよう、合併までに調

整し統一施行する。 
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住民部会 各税分科会

協定項目

協議会への

提 案 内 容

（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

２４－８．納税事務関係
１．税の賦課徴収について
　（１）相続代表人及び納税管理人・代理人については、三野町、三好町及び三加茂町の例により統一施行する。
　（２）退職所得課税については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　（３）納税方法については、三加茂町の例により、統一施行する。
　（４）指定金融機関については、合併までに調整し、新町発足時より統一する。
　（５）収納代理金融機関については、現行の全契約金融機関と契約するものとする。
　（６）口座振替日については、各納期の末日とする。ただし、軽自動車税については、５月２０日とする。
２．個人町民税について
　（１）申告及び納税相談実施場所については、現行の各町実施場所を基本に、合併までに協議調整する。
３．法人町民税について
　（１）非課税及び減免対象の適用法人については、合併までに調整する。
４．固定資産税について
　（１）評価額の決定及びその算定方法については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後最初の評価替え時までに
　　　　調整し施行する。
　（２）課税台帳及び備え付け図面等の閲覧については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、閲覧手数料については、
　　　　無料とする。
　（３）固定資産評価審査委員会については、合併までに調整し、新町発足時より統合する。
５．軽自動車税について
　（１）標識（ナンバープレート）の交付方法については、合併までに調整し統一施行する。
　（２）課税保留措置については、三加茂町の例により規定整備し、新町発足時より統一施行する。
６．税務証明及び手数料について
　（１）税務証明手数料については、４町に差異がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　（２）発行証明種類及び様式については、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する。
７．公図及び地積図等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
８．その他、事務手順及び手続き等については、電算システム統合作業との調整を図りながら、住民サービスの低下を招
　　かないよう合併までに調整し統一施行する。

定 項 目 の
説 明

　地方税に関し、住民生活に深く関わる税率や納期等については、協定項目第１１番の「地方税の取扱い」で確認いただいているが、
その他の納税事務関係についても協議しておかなければ、新町の業務に支障をきたし、住民サービスの低下につながる恐れのある事項
が少なからずある。
　したがって、合併後の事務事業が円滑に行えるよう、賦課徴収、各税の事務手順、税務関係証明及び手数料等について、協議調整し
ておく必要がある。
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現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

現行のとおり、統一施行する（第
１２回協議会確認済み）

三野町・三好町・三加茂町の例に
より統一施行する
（第１２回協議会確認済み）

個人町民税
法人町民税
固定資産税
軽自動車税
特別土地保有税
たばこ税
鉱産税
入湯税

たばこ税

入湯税
２．課税客体

たばこ税 たばこ税 たばこ税

入湯税 入湯税
鉱産税

４月１日

軽自動車税
固定資産税

特別土地保有税
軽自動車税
特別土地保有税 特別土地保有税

固定資産税

個人町民税個人町民税
法人町民税

税目に差異
法人町民税 法人町民税
個人町民税

軽自動車税

鉱産税

固定資産税 固定資産税
軽自動車税
特別土地保有税

３．賦課期日

１．町税の種類 個人町民税
法人町民税

　掘採事業者が採掘した鉱物

　町内に住所又は事務所を有する法人

井　川　町 三　加　茂　町
課　　　題

現　　　　　　況
三　野　町

具体的調整方針

２４－８．納税事務関係
各税分科会住民部会

協　議　項　目 税の賦課

調整方針（案）
・相続代表人及び納税管理人・代理人に関する制度については、三野町、三好町及び三加茂町の例により統一施行する。
・退職所得課税については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
・各税の過料については、現行のとおり統一施行する。

三　好　町

　売り渡し等に係る製造たばこ

１月１日１月１日 １月１日

　鉱泉浴場における入湯行為

１月１日 １月１日 １月１日 １月１日

１月１日

　固定資産（土地・家屋・償却資産）
　軽自動車等
　土地の保有又は取得

鉱産税

　町内に住所を有する個人

申告納付

毎月１５日までに前月
分を申告納付

決算期申告納付 決算期申告納付 決算期申告納付 決算期申告納付

毎月１５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

特別土地保有税

たばこ税

入湯税

毎月末日までに前月分
を申告納付

申告納付 申告納付 申告納付
４月１日 ４月１日 ４月１日

毎月１５日から同月末
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 ―

個人町民税
法人町民税

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

固定資産税
軽自動車税

鉱産税
毎月１５日から同月末
日までに前月分を申告
納付
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現行のとおり、統一施行する（第
１２回協議会確認済み）

次のとおり統一する
（第１２回協議会確認済み）

具体的調整方針

個人町民税

法人町民税

特別土地保有税

鉱産税

郵送　特別５月上旬
　　　普通６月上旬

申告納付

固定資産税 ５月上旬

軽自動車税 ５月上旬

申告納付

特別５月上旬
普通６月上旬

申告納付

入湯税 申告納付

標準税率 標準税率

標準税率

標準税率

規則等で定める様式

個人均等割

固定資産税

軽自動車税

特別土地保有税

標準税率 標準税率

標準税率

標準税率

一定税率

標準税率

標準税率法人均等割

　　法人税割

標準税率 標準税率

５．納税通知

郵送　特別５月１０日
　　　普通６月１０日

納税通知時期に差異規則等で定める様式

申告納付

郵送　　　５月１０日

郵送　特別５月末日
　　　普通６月上旬

申告納付 申告納付

郵送　　　７月上旬

郵送　　　４月上旬 郵送　　　５月上旬郵送　　　５月１０日

申告納付

郵送　　　４月１０日

固定資産税

法人町民税

申告納付

申告納付

入湯税

鉱産税

郵送　　　４月上旬

申告納付たばこ税

４．税率

標準税率

一定税率

一定税率

標準税率

現　　　　　　況

標準税率

一定税率

標準税率

標準税率

標準税率

申告納付

規則等で定める様式

―

規則等で定める様式

申告納付

郵送　　　５月１０日

たばこ税 申告納付 申告納付

たばこ税

鉱産税

入湯税

特別土地保有税

三　加　茂　町

軽自動車税

個人町民税

町
民
税 標準税率

標準税率

標準税率

標準税率

三　野　町
課　　　題

三　好　町 井　川　町

　　所得割

申告納付申告納付

申告納付

申告納付

申告納付申告納付申告納付

郵送　特別５月１０日
　　　普通６月１０日

標準税率

一定税率

標準税率

申告納付

一定税率

標準税率

標準税率 ―

一定税率

標準税率

一定税率

標準税率

標準税率

標準税率- 30 -



三野町、三好町及び三加茂町の例
により調整統一する

現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

随時

現　　　　　　況

差異あり

１０年１０年

個人町民税（特別

８．賦課書類送達実績

１０年

１０年 １０年

１０年 １０年

１０年

・分離課税により勤務
年数に応じた控除額を
差し引いた後税額計算
を行い、納付書による
納付
・納付後調定処理

3,541件 1,788件

1,959件 3,843件

4,563件

・分離課税により勤務
年数に応じた控除額を
差し引いた後税額計算
を行い、納付書による
納付
・納付後調定処理

・分離課税により勤務
年数に応じた控除額を
差し引いた後税額計算
を行い、納付書による
納付
・納付後調定処理

・分離課税により勤務
年数に応じた控除額を
差し引いた後税額計算
を行い、納付書による
納付
・納付後調定処理

納税義務者別に

９．退職所得課税

個人町民税（普通

固定資産税

1,020件

2,576件

軽自動車税 2,639件

405件

軽自動車税課税台帳

町県民税課税台帳

土地家屋課税台帳兼名寄帳

７．納税義務者帳簿書類保存

償却資産課税台帳

随時

６．納税管理人

相続代表人指定届
及び通知書 随時

なし随時

随時

三　加　茂　町井　川　町

１０年１０年

１０年

納税管理人・代理
人 随時

三　野　町

随時

三　好　町
課　　　題

2,586件

1,302件

１０年 １０年

１０年 １０年

201件 279件

998件 3,834件

納税義務者別に 納税義務者別に納税義務者別に

1,118件

１０年

現行のとおり、新町に引き継ぐ
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軽自動車税に係る不
申告等

鉱産税の納税管理人
に係る不申告

特別土地保有税の納
税管理人に係る不申
告

町民税の納税管理人
に係る不申告

町民税に係る不申告

退職所得申告書の不
提出

固定資産税の納税管
理人に係る不申告

固定資産に係る不申
告

10．過料

（２）納期

（１）種類及び金額

３万円以内

すべて、納入通知書発
付の日から１０日以内

３万円以内

３万円以内

３万円以内 ３万円以内

３万円以内 ３万円以内

３万円以内

３万円以内 ３万円以内

３万円以内 ３万円以内

すべて、納入通知書発
付の日から１０日以内

課　　　題 具体的調整方針

すべて、納入通知書発
付の日から１０日以内

すべて、納入通知書発
付の日から１０日以内

三　野　町
現　　　　　　況
三　好　町 井　川　町

３万円以内 ３万円以内

３万円以内 ３万円以内

３万円以内 ３万円以内 ３万円以内

３万円以内 ３万円以内 ３万円以内

 ３万円以内

３万円以内 ３万円以内 ３万円以内 ３万円以内

井川町にない鉱産税も含め、現行
のとおり、統一施行する３万円以内

三　加　茂　町

３万円以内

３万円以内

３万円以内
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調整方針（案）

・納付方法については、三加茂町の例により、統一施行する。
・指定金融機関につては、合併までに調整し、新町発足時より統一する。
・収納代理金融機関については、現行の全契約金融機関と契約するものとする。
・口座振替日については、各納期月の末日とする。ただし、軽自動車税については、５月２０日とする。
・その他、各税の徴収事務手続きについては、住民サービスの低下を招かないよう、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

（１）納付・納入

課　　　題 具体的調整方針

各税分科会住民部会

協　議　項　目 税の徴収

・納付書による現金納
付及び口座振替
・郵便局での口座振替
制度あり

・納付書による現金納
付及び口座振替
・郵便局での口座振替
制度あり

現行のとおり、新町に引き継ぐ・納付書による現金納
付及び口座振替
・郵便局での口座振替
制度あり

１．徴収金
・納付書による現金納
付及び口座振替
・郵便局での口座振替
制度あり

（２）払い込み方法 ①口座振替納付
②納付書で公金取扱い
　金融機関へ納付（郵
　便局不可）
③徴収吏員による徴収
④納付書による特別徴
　収
⑤納付書で役場出納室
　へ納付

①口座振替納付
②納付書で公金取扱い
　金融機関へ納付（郵
　便局不可）
③徴収吏員による徴収
④納付書による特別徴
　収
⑤納付書で役場出納室
　へ納付

①口座振替納付
②納付書で公金取扱い
　金融機関へ納付（郵
　便局不可）
③徴収吏員による徴収
④納付書による特別徴
　収
⑤納付書で役場出納室
　へ納付

①口座振替納付
②納付書で公金取扱い
　金融機関へ納付

③徴収吏員による徴収
④納付書による特別徴
　収
⑤納付書で役場出納室
　へ納付

現行のとおり、新町に引き継ぐ・すでに納付又は納入
の義務の確定した徴収
金で、その納期限にお
いて、その全額を徴収
することができないと
認められるものに限
り、その納期限前にお
いても徴収することが
できる
・破産手続き開始
・その他

・すでに納付又は納入
の義務の確定している
者について、その租税
債権の納期限の到来を
待って徴収することが
できないと認められる
特定の事情が生じた場
合、直ちに徴収する

・破産手続き開始
・その他

・すでに納付又は納入
の義務の確定している
者について、その租税
債権の納期限の到来を
待って徴収することが
できないと認められる
特定の事情が生じた場
合、直ちに徴収する

・破産手続き開始
・その他

・すでに納付又は納入
の義務の確定している
者について、その租税
債権の納期限の到来を
待って徴収することが
できないと認められる
特定の事情が生じた場
合、直ちに徴収する

・破産手続き開始
・その他

（３）繰上徴収

（４）納税の猶予 ・災害等による期限の
延長

・災害等による期限の
延長

・災害等による期限の
延長

・災害等による期限の
延長

現行のとおり、新町に引き継ぐ

三加茂町のみ郵便局での納付書に
よる納付が可能

三加茂町の例により、統一施行す
る
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現　　　　　　況
課　　　題

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

・指定金融機関窓口へ
依頼書兼申込書の配布
・徴収吏員の徴収時で
のＰＲ
・税務課窓口でのＰＲ

・指定金融機関窓口へ
依頼書兼申込書の配布
・徴収吏員の徴収時で
のＰＲ
・税務課窓口でのＰＲ

・指定金融機関窓口へ
依頼書兼申込書の配布
・徴収吏員の徴収時で
のＰＲ
・税務課窓口でのＰＲ

・指定金融機関窓口へ
依頼書兼申込書の配布
・徴収吏員の徴収時で
のＰＲ
・税務課窓口でのＰＲ

（１）普及 現行のとおり、新町に引き継ぐ

・金融機関窓口納付分
については、領収書発
行不要
・口座振替納付者につ
いては、前納者にはそ
の都度発送し、納期納
付者には年度末に他の
全税と合わせて送付

・金融機関窓口納付分
については、領収書発
行不要
・口座振替納付者につ
いては、各納期終了後
に、すべての納付者に
ハガキにて送付

２．口座振替

郵便局

阿波銀行 阿波銀行 阿波銀行

（郵便局） （郵便局）

阿波銀行

（郵便局）

徳島信用金庫

郵便局での納付書によ
る現金納付は不可

郵便局での納付書によ
る現金納付は不可

　　【摘要】

（７）領収書

徳島銀行

阿波銀行三野支店 阿波銀行三好支店 阿波銀行加茂支店

徳島銀行

四国銀行 四国銀行

徳島銀行

高知銀行 高知銀行 高知銀行

阿波みよし農協（加茂・三庄支店）

指定金融機関については、合併ま
でに調整し、新町発足時より統一
する

指定金融機関及び収納代理金融機
関に差異あり

・還付・加算金・手続
き等については、地方
税法により、５年還付
金・加算金

・還付・加算金・手続
き等については、地方
税法により、５年還付
金・加算金

（５）過誤納金 ・還付・加算金・手続
き等については、地方
税法により、５年還付
金・加算金

阿波みよし農協 阿波みよし農協 阿波みよし農協

四国銀行井川支店

四国労働金庫 四国労働金庫

現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

（６）公金取扱い金融機関

指定金融機関

収納代理金融機関

・還付・加算金・手続
き等については、地方
税法により、５年還付
金・加算金

収納代理金融機関については、現
行の全契約金融機関と契約するも
のとする

郵便局での納付書によ
る現金納付は不可

三加茂町の例により、統一施行す
る

郵便局での納付書によ
る現金納付が可能（四
国内に限る）

徳島銀行

四国労働金庫

四国銀行

領収書発行時期及び方法に差異・金融機関窓口納付分
については、領収書発
行不要
・口座振替納付者につ
いては、各納期終了後
に、すべての納付者に
封書にて送付

・金融機関窓口納付分
については、領収書発
行不要
・口座振替納付者につ
いては、各税の納期終
了後に封書にて送付

合併までに調整し、平成１７年度
より統一施行する

ただし、可能な限り三好町の例を
基本に調整するものとする

- 34 -



三野町、三好町及び三加茂町の例
により統一施行する

次のとおりとする
（第１２回協議会確認済み）

各納期の末日とする。
ただし、軽自動車税については５
月２０日とする

各納期月の末日 各納期月の２５日 各納期月の末日
軽自は４／２５ 前納者は１５日

７／３１

（６）口座振替日

納税義務者
（共有固定資産は別に
１納税義務者として扱
う）

納税義務者
（共有固定資産は別に
１納税義務者として扱
う）

納税義務者
（共有固定資産は別に
１納税義務者として扱
う）

納税義務者
（共有固定資産は別に
１納税義務者として扱
う）

当該日が休日の場合
は、その翌日又は翌々
日の平日

（納税者は自己以外の
口座でも振替納付をす
ることができる）

（納税者は自己以外の
口座でも振替納付をす
ることができる）

・町税等口座振替依頼
書を当該金融機関に提
出し申し込みを行う

各納期月の末日

町県民税町県民税
固定資産税

５／３１ ４／３０

　【摘要】 当該日が休日の場合
は、その翌日又は翌々
日の平日

当該日が休日の場合
は、その翌日又は翌々
日の平日

当該日が休日の場合
は、その翌日又は翌々
日の平日

５／３１・８／３１
１２／３１

５／３１・７／３１
１２／２５・２月末

４／３０・７／３１
１２／２５・２月末

　６／３０・８／３１
１０／３１・１／３１

　６／３０・８／３１
１０／３1・１／３１ ６／３０・１１／３０ 　６／３０・８／３１

１０／３１・１／３１町県民税

（納税者は自己以外の
口座でも振替納付をす
ることができる）

納期に差異（５）納期限

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

（納税者は自己以外の
口座でも振替納付をす
ることができる）

５／３１

固定資産税

軽自動車税

５／３１・７／３１
１２／２５・２月末

（４）対象者

（３）対象税目 町県民税 町県民税

・町税等口座振替依頼
書を当該金融機関又は
役場税務課に提出し申
し込みを行う

課　　　題
三　加　茂　町

現　　　　　　況

町県民税

軽自動車税 ４／３０

固定資産税

固定資産税

　６／３０・８／３１
１０／３１・１／３１

５／３１・　７／３１
９／３０・１２／２５

軽自動車税
固定資産税 固定資産税
軽自動車税 軽自動車税 軽自動車税

差異あり

・町税等預金口座振替
依頼書（自動振込利用
申込書）を当該金融機
関（日本郵政公社）又
は役場税務課に提出し
申し込みを行う

・町税等口座振替依頼
書を当該金融機関又は
役場税務課に提出し申
し込みを行う

（２）概要

具体的調整方針
三　野　町 三　好　町 井　川　町
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町県民税（普通）
固定資産税
軽自動車税
法人税

年４回
年４回

・指定金融機関、指定
代理金融機関、収納代
理金融機関に依頼書を
提出
・提出された口座振替
依頼書により、口座振
替システムにデータを
随時入力する
・ＦＤにより引落依頼
データ、結果データを
各金融機関と交換
・領収後、収納・消し
込みを行い振替済通知
書を送付
・紙媒体での口座振替
は行っていない

年３回

年１回

年２回

三　野　町 井　川　町

合併までに調整し、統一施行する

現　　　　　　況
三　好　町

（７）事務手続き

新たに設定された納期により、次
のとおり統一施行する

合併までに詳細調整し、新町に引
き継ぐ

随　時

課　　　題
三　加　茂　町

・指定金融機関、指定
代理金融機関、収納代
理金融機関に依頼書を
提出
・提出された口座振替
依頼書により、収納シ
ステムにデータを随時
入力する
・ＭＴによるよる口座
振替についの領収書は
金融機関が発行、送付
・紙媒体での口座振替
分については、役場で
納税者宛送付

随　時

１，４３９，００６円

随　時

納期の関係により発送回数に差異年４回

納期から２０日以内
（法人税は、納期より
２０日経過後電話若し
くは文書にて連絡。毎
月２０日実施、ただし
土・日の場合は翌週月
曜日）

　②期　日
随　時法人税

納期から２０日以内

（法人税は、対象業者
が少ないため、電話に
て督促）

納期限後２０日以内に
発送
（法人税は、まず電話
連絡した後発送）

年４回 年４回

随　時

固定資産税 年４回
軽自動車税 年１回 年１回 年１回

納期限後２０日以内に
発送
（法人税は、納期より
２０日経過後電話連
絡。Ｈ１４は出納閉鎖
１ヶ月前に実施）

年１回

５４、０１０円

督促状はがき 様式に差異

事務内容はほぼ同一であるが、若
干の調整が必要

町県民税（普通）

合併までに調整し、統一施行する

納入義務の履行遅延
（催告効果として）

　Ｈ１４年度手数料 １２９，２４４円 ７９、８８４円

（３）督促
　①回　数

（８）経費

納入義務の履行遅延
（催告効果として）

納入義務の履行遅延
（催告効果として）

・指定金融機関、指定
代理金融機関、収納代
理金融機関に依頼書を
提出
・提出された口座振替
依頼書により、収納シ
ステムにデータを随時
入力する

・紙媒体での口座振替
分については、役場で
納税者宛送付

・提出された預金口座
振替依頼書（自動振込
利用申込書）により、
収納システムにデータ
を随時入力する
・フロッピーディスク
により引落依頼データ
生成処理
・引落依頼明細書作成
・引落依頼集計表作成
・引落依頼媒体生成処
理

現行のとおり、新町に引き継ぐ

年４回 年４回

具体的調整方針

（１）発送要件 納入義務の履行遅延
（催告効果として）

３．督促・催告等

納入催告書 催告状
（２）関係様式 督促状 督促状

催告状 催告状
督促状
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（４）催告
　①回　数 年１回 年２回

電算システムの差により、若干の
差異あり

催告については、年１回とし、９
月～１０月に実施する

具体的調整方針

年１回 年１回

・督促手数料は総務手
数料として一般会計へ
歳入

（６）督促手数料 督促状１通について
　　　２００円

現行のとおり、新町に引き継ぐ督促状１通について
　　　２００円

督促状１通について
　　　２００円

督促状１通について
　　　２００円

・未納処理
・未納分抽出
・催告書作成
・発送

・未納処理
・未納分抽出
・催告書作成
・発送

・未納処理
・未納分抽出
・催告書作成
・発送

　③催告状発送

・未納処理
・未納分抽出
・督促計算
・督促状作成処理
・発送

（７）その他 ・督促手数料は総務手
数料として一般会計へ
歳入

・未納処理
・未納分抽出
・データ転送
・催告書作成
・発送

・督促手数料は総務手
数料として一般会計へ
歳入

・督促手数料は総務手
数料として一般会計へ
歳入

現行のとおり、新町に引き継ぐ

・未納処理
・未納分抽出
・電算から督促状打ち
　出し
・発送

・未納処理
・未納分抽出
・データ転送
・電算から督促状納品
・督促状抜出処理
・発送

・未納分抽出
・督促状発送リスト作
　成
・督促状作成
・発送

　②督促状発送

・税（町県民税・固定
資産税・軽自動車税）
の未納リスト作成
・未納処理により未納
リスト抽出
・随時処理

・町税（町県民税・固
定資産税・軽自動車
税）収納状態計算
・町税特徴収納状態集
計表作成
・町税特徴未納明細表
作成
・随時処理

・税（町県民税・固定
資産税・軽自動車税）
の収納状態計算
・未納処理により未納
リスト抽出
・随時処理

　①未納情報作成
（５）事務手順

８月・１２月 １０月

差異あり

井　川　町三　野　町
現　　　　　　況

不規則

・税（町県民税・固定
資産税・軽自動車税）
の未納リスト作成
・未納処理により未納
リスト抽出
・随時処理

課　　　題
三　加　茂　町

９月　②期　日

三　好　町

合併までに調整し、統一施行する
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返戻後随時

　返戻された納付書及
び督促状等について、
住所及び居所等を調査
し、不明物件につき公
示送達を、起案決済後
総務課で受け付け番号
をとり掲示場に掲示す
る

課　　　題 具体的調整方針

５．延滞金

納期限後に納入する納
税者

（２）対象者

返戻された行方不明者

三　加　茂　町
現　　　　　　況
三　好　町 井　川　町

返戻後随時 返戻後随時

返戻された行方不明者返戻された行方不明者 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

４．公示送達
（１）対象者 返戻された行方不明者

三　野　町

　返戻された納付書及
び督促状等について、
住所及び居所等を調査
し、不明物件につき公
示送達を、起案決済後
総務課で受け付け番号
をとり掲示場に掲示す
る

　返戻された納付書及
び督促状等について、
住所及び居所等を調査
し、不明物件につき公
示送達を、起案決済後
総務課で受け付け番号
をとり掲示場に掲示す
る

（３）事務手順 　返戻された納付書及
び督促状等について、
住所及び居所等を調査
し、不明物件につき公
示送達を、起案決済後
総務課で受け付け番号
をとり掲示場に掲示す
る

（２）実施時期 返戻後随時

納期限後に納入する税
金に加算する

（１）概要 納期限後に納入する税
金に加算する

納期限後に納入する税
金に加算する

納期限後に納入する税
金に加算する

現行のとおり、新町に引き継ぐ

納期限後に納入する納
税者

納期限後に納入する納
税者

現行のとおり、新町に引き継ぐ納期限後に納入する納
税者

・納期限の翌日から納
付又は納入の日までの
期間の日数に応じ、年
１４．６％
・ただし納期限の翌日
から１月を経過する日
までの期間は７．３％
・附則第２条の２の１
による７．３％を各年
の基準割合（各年の前
年の１１月３０日を経
過する時における日本
銀行法第１５条第１２
項第１号の規定により
定められる商業手形の
基準割引率に年４％を
加算した割合）に置き
換える

・納期限の翌日から納
付又は納入の日までの
期間の日数に応じ、年
１４．６％
・ただし納期限の翌日
から１月を経過する日
までの期間は７．３％
・附則第２条の２の１
による７．３％を各年
の基準割合（各年の前
年の１１月３０日を経
過する時における日本
銀行法第１５条第１２
項第１号の規定により
定められる商業手形の
基準割引率に年４％を
加算した割合）に置き
換える

・納期限の翌日から納
付又は納入の日までの
期間の日数に応じ、年
１４．６％
・ただし納期限の翌日
から１月を経過する日
までの期間は７．３％
・附則第２条の２の１
による７．３％を各年
の基準割合（各年の前
年の１１月３０日を経
過する時における日本
銀行法第１５条第１２
項第１号の規定により
定められる商業手形の
基準割引率に年４％を
加算した割合）に置き
換える

・納期限の翌日から納
付又は納入の日までの
期間の日数に応じ、年
１４．６％
・ただし納期限の翌日
から１月を経過する日
までの期間は７．３％
・附則第２条の２の１
による７．３％を各年
の基準割合（各年の前
年の１１月３０日を経
過する時における日本
銀行法第１５条第１２
項第１号の規定により
定められる商業手形の
基準割引率に年４％を
加算した割合）に置き
換える

（３）率等 現行のとおり、新町に引き継ぐ
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・全額について充当が
あったとき
・全額納付されたとき
・その他

・裁判所による強制競
売事件により、交付要
求書及び参加差押え書
の送付
・裁判所より通知され
た時点

消滅時効期間５年

・全額について充当が
あったとき
・全額納付されたとき
・その他

現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

・修正申告 ・修正申告 ・修正申告

　金融機関口座預金、
所得税還付金等の差押
　納税者が納期内に完
納しないとき、債権者
である町は債権確保の
ため納税者に強制的に
履行を求めることがで
きる

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

課　　　題

現行のとおり、新町に引き継ぐ（４）減免対象 ・徴収の猶予 ・徴収の猶予
三　野　町 三　加　茂　町三　好　町

・滞納処分停止 ・滞納処分停止 ・滞納処分停止 ・滞納処分停止

井　川　町

・所得税の更正 ・所得税の更正 ・所得税の更正

　②実施時期

　金融機関口座預金、
所得税還付金等の差押
　納税者が納期内に完
納しないとき、債権者
である町は債権確保の
ため納税者に強制的に
履行を求めることがで
きる

　①内容

消滅時効期間５年 消滅時効期間５年 消滅時効期間５年

（１）差押
　金融機関口座預金、
所得税還付金等の差押
　納税者が納期内に完
納しないとき、債権者
である町は債権確保の
ため納税者に強制的に
履行を求めることがで
きる

納税者が納税履行しな
いとき

現行のとおり、新町に引き継ぐ

　③交付要求

７．滞納処分

（５）徴収時期 本税と同時 本税と同時 本税と同時

・所得税の更正

・徴収の猶予 ・徴収の猶予

・修正申告

現行のとおり、新町に引き継ぐ・全額について充当が
あったとき
・全額納付されたとき
・その他

・全額について充当が
あったとき
・全額納付されたとき
・その他

　④差押・参加解除

６．徴収権の時効

本税と同時

現　　　　　　況

　金融機関口座預金、
所得税還付金等の差押
　納税者が納期内に完
納しないとき、債権者
である町は債権確保の
ため納税者に強制的に
履行を求めることがで
きる

・裁判所による強制競
売事件により、交付要
求書及び参加差押えの
送付
・裁判所より通知され
た時点

・裁判所による強制競
売事件により、交付要
求書及び参加差押え書
の送付
・裁判所より通知され
た時点

・裁判所による強制競
売事件により、交付要
求書及び参加差押え書
の送付
・裁判所より通知され
た時点

納税者が納税履行しな
いとき

納税者が納税履行しな
いとき

納税者が納税履行しな
いとき
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具体的調整方針
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

・生活の困窮

現　　　　　　況
課　　　題

現行のとおり、新町に引き継ぐ
・自己破産

・無財産 ・無財産
・行方不明

地方税法第１９条から
第１９条の１０による

地方税法第１９条から
第１９条の１０による

（毎年度末実施） （毎年度末実施）

３年後、直ちに消滅

・行方不明
・無財産 ・無財産

（毎年度末実施）（毎年度末実施）

地方税法第１９条から
第１９条の１０による

・行方不明

・生活の困窮 ・生活の困窮

３年後、直ちに消滅 ３年後、直ちに消滅（２）滞納処分停止

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

（３）滞納処分取消条件

８．不服申し立て

・行方不明

地方税法第１９条から
第１９条の１０による

・自己破産 ・自己破産

３年後、直ちに消滅

・自己破産
・生活の困窮
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課　　　題 具体的調整方針

前納報奨金については、三好町の
例により統一施行する
（第１２回協議会確認済み）

三　加　茂　町
現　　　　　　況

限度額 なし（現在）　↓

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)

第１期　　5/1～5/31

※平成１６年度より
　第１期　　6/1～6/30

固定資産５万円(Ｈ16より)

町民税　３万円(Ｈ16より)

なし（現在）　↓

固定資産税

実施期間

個人町県民税

井　川　町
納期と関連させ調整が必要

対象者

三　野　町 三　好　町
９．前納報奨金

第１期　　6/1～6/30

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

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

第１期　　6/1～6/30 なし

第１納期限まで

町民税　３万円(Ｈ16より) 町民税　３万円(Ｈ16より)

なし（現在）　↓

　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

２０万円（現在）↓

　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

第２期　　8/1～8/31

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

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

第１期　　6/1～6/30

第１期　　5/1～5/31 なし 第１期　　5/1～5/31

該当納期

報奨率

第３納期限まで

※平成１６年度より
　第１期　　5/1～5/31

第３期　10/1～10/31

（Ｈ１６より第１納期限まで）

なし
（Ｈ１６より第１納期限まで）

第２期　　7/1～7/31

※平成１６年度より
　第１期　　6/1～6/30

第１納期限まで
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0

12,595 98.1

33,803

0

100

431,746 98.6

21,112 100 69,213 100

0

9,844 99.3

97.6

17,382 97.9

0

収納率

①現年分

10．徴収実績（千円・％）

収入額収入額 収納率 収納率（１）平成１２年度

　入湯税

　特別土地保有税

　個人町民税

　法人町民税

　固定資産税

　軽自動車税

　たばこ税

　鉱産税

0

1,160 5.3

0

39.4

0

60 17.2 70 6.5

0

0

0

0

0

0

6.1

　国有地等交付金

　国有地等交付金

②過年度分

計

（過年度調停総額）

16.2

5,639 36,506

568 10.1 2,259

計

　入湯税

　特別土地保有税

　たばこ税

　鉱産税

　個人町民税

　法人町民税

　軽自動車税

　固定資産税

195,891

23,162 100

166,295 99.2

97.8203,684 98.4

9,460 98.4

0

28,339 100

0

0

0 0

376 5.5 1,408 26.6

50

2,354

55 8.1

0

1,709 9.2

155

0

26,722 24,432

0

0

0

2,140 8.0 3,967

0

0

0

144,416 99.7

27,193 99.2

413,092 99.0

収入額

34.7

99.8 319,067

0

0

106

52 5.2

357,065 99.7

0

12.7

収入額

99.299.6114,021 264,508

収納率

21,004 99.7 36,984 99.0

191,047

0

0

0

37

1,029 9.2

707,154 98.5

100

456

0

0

現　　　　　　況
具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
課　　　題
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10,08295.4　軽自動車税 9,653 98.4 12,579

41,900 98.5

収納率

250,871 98.1

　法人町民税 23,272 98.2 27,800

井　川　町 三　加　茂　町三　野　町 三　好　町

収納率（２）平成１３年度 収入額 収納率 収入額

①現年分

収入額 収納率 収入額

　個人町民税 138,316 99.3 149,326 98.6 99.5104,693

100 23,481 99.8

　固定資産税 210,302 98.1 210,858

0

97.6 192,062 99.7 331,253

　特別土地保有税 0 0

　国有地等交付金 0 0 41

351,449

100 313 100

99.7 710,722 97.7

22.2 79　軽自動車税 86 11.1 108

0　国有地等交付金 0 0

41,71228,919 13,632 5,970

0

97.0

99.5 17,874 96.6

21,090 100 68,511　たばこ税 28,415 100 34,681 100 100

　鉱産税 0 0 0

0　入湯税 0 0

②過年度分

98.6 435,244 98.2計 409,958

573 13.5 1,007　個人町民税 378 5.3 385 7.9 8.2

　法人町民税 413 47.9 0 55 100 11 0.4

191 14.6 975　固定資産税 1,395 6.9 1,969 23.9 5.3

21.9 110 8.6

0 0　特別土地保有税 0 0

　たばこ税 0 0 0 0

　鉱産税 0 0

　入湯税 0 0

0

0

0

5.0

（過年度調停総額）

課　　　題
現　　　　　　況

18.1 898 15.0 2,1032,462計 2,272 7.9

具体的調整方針
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（３）平成１４年度

三　野　町 三　好　町 井　川　町

収入額

97.1

98,781 99.6 236,518 98.6

99.219,658 99.7

計

収納率

①現年分

　個人町民税 143,847 99.2 146,362 98.7

421,117 98.7

1,031 16.4 253 6.6

0

0 0

（過年度調停総額） 35,279 15,423 5,830 51,360

収入額 収納率収入額 収納率 収入額 収納率

10025,022 98.4 23,557

15.221.8

46,534

　固定資産税 214,617 98.2 215,605 97.9 196,963 99.7 345,779

　法人町民税

　軽自動車税 10,118 98.6 13,247 96.5 10,353 99.3 18,355 95.8

　特別土地保有税 0 0 0 0

　たばこ税 27,513 100 33,311 100 20,573 100 66,936 100

　鉱産税 0 0 0

　入湯税 0 0

572 100

0

346,370 99.7

　国有地等交付金 0 0 42 100

714,694 98.0

②過年度分

　個人町民税 717 6.7 1,150 7.6

432,082 98.4

55 100 450　法人町民税 150 16.9 0 19.2

　固定資産税 3,275 14.3 2,031 24.7 96 6.0 6,076 18.7

26 8.3 157　軽自動車税 70 8.3 298 32.2 9.4

　特別土地保有税 0 0 0 0

　たばこ税 0 0

　鉱産税 0 0 0

　入湯税 0 0

　国有地等交付金 0 0 0 0

計 4,212 11.9 3,360 430 7.4 7,833

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　加　茂　町
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４町に差異のある事項について調
整し、統一施行する
（第１２回協議会確認済み）

現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

申告場所については、合併までに
調整する

準備書類等については、事務に支
障をきたさぬよう、合併までに調
整する

現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

申告場所及び数の協議が必要

３．準備書類等 給報
前年度所得
国保支払額
国年支払額
介護保険支払額
前年の申告状況
農業関係必要経費

給報
国保支払額
国年支払額
介護保険支払額
前年申告書

給報
国保支払額
国年支払額
介護保険支払額
支払調書
住民票
前年度申告書
農業所得標準

役場・各地区 役場・各地域

２月１６日～３月１５日 ２月１６日～３月１５日

給報
前年度所得
国保支払額
国年支払額
介護保険支払額
前年申告書
農業関係必要経費
農業調査表（前年）

差異あり

１．申告場所

２．申告時期

役場・各地域 役場・出張会場

２月１６日～３月１５日 ２月１６日～３月１５日

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

５．全額非課税者 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

（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

４．納税義務者等 （地方税法２９４条）（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

（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

住民税分科会住民部会

協　議　項　目 個人町民税

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）
・申告場所については、現行の申告場所を基本に、合併までに協議調整する。
・課税収納管理等の事務手順については、電算システム統合作業との調整を図りながら、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
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具体的調整方針

現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

差異はないが、１６年分より廃止
となるため、その計算方法等につ
いて、合併までに協議する

・地方税法第３１５条
　の規定を根拠に推計
　課税
・平成１５年までは、
　三好地区農業所得標
　準協議会の所得標準
　を使用し水稲につい
　てのみ行っている
・平成１６年分より廃
　止し、収支計算に切
　り替える

・平成１５年度徳島県
　農業所得標準協議会
　負担金
　　　１４，０００円

６．減免対象者

７．農業所得標準作成

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

現　　　　　　況
課　　　題

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

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
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

・地方税法第３１５条
　の規定を根拠に推計
　課税
・平成１５年までは、
　三好地区農業所得標
　準協議会の所得標準
　を使用し水稲につい
　てのみ行っている
・平成１６年分より廃
　止し、収支計算に切
　り替える

・平成１４年度徳島県
　農業所得標準協議会
　負担金
　　　２７，０００円

・地方税法第３１５条
　の規定を根拠に推計
　課税
・平成１５年までは、
　三好地区農業所得標
　準協議会の所得標準
　を使用し水稲につい
　てのみ行っている
・平成１６年分より廃
　止し、収支計算に切
　り替える

・平成１４年度徳島県
　農業所得標準協議会
　負担金
　　　円

・地方税法第３１５条
　の規定を根拠に推計
　課税
・平成１５年までは、
　三好地区農業所得標
　準協議会の所得標準
　を使用し水稲につい
　てのみ行っている
・平成１６年分より廃
　止し、収支計算に切
　り替える

・平成１４年度徳島県
　農業所得標準協議会
　負担金
　　　円
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10/100

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
（第１２回協議会確認済み）

　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

（標準税率）

①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

②均等割の納税義務を
　負う夫と生計を一つ
　にする妻

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
（第１２回協議会確認済み）2,000円/年

（Ｈ１６より）
     3,000円/年

2,000円/年
（Ｈ１６より）
     3,000円/年

（標準税率）

280,000円

2,000円/年
（Ｈ１６より）
     3,000円/年

280,000円 280,000円

（標準税率）（標準税率）

2,000円/年
（Ｈ１６より）
     3,000円/年

10/100

350,000円 350,000円

10/100

　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

10/100

（３）非課税者 　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

８．均等割

（１）税率
200万円以下

　（３）非課税者

　（１）税額

　（２）非課税基準額

（２）非課税基準額

９．所得割

200万円を超
700万円を超

①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

②均等割の納税義務を
　負う夫と生計を一つ
　にする妻

（標準税率） （標準税率） （標準税率）

280,000円

（標準税率）

①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

②均等割の納税義務を
　負う夫と生計を一つ
　にする妻

①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

②均等割の納税義務を
　負う夫と生計を一つ
　にする妻

 3/100  3/100  3/100  3/100
 8/100

350,000円 350,000円

 8/100  8/100  8/100

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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三好町、井川町及び三加茂町の例
により統一施行する

合併までに調整し、統一施行する

　　　６/１～　６/３０

①住民税随時異動・更
正データ入力
②退職町民税は収納台
帳作成のうえ、事務処
理

①４月上旬
　特別徴収電算入力・
普通徴収申告書整理・
確定申告書整理転記
②４月中旬
　特別徴収読み合わ
せ・修正
③４月下旬
　特別徴収賦課作業
（台帳・通知書作成）
④５月上旬
　特別徴収通知書（特
徴義務者用・納税義務
者用）発送・普徴申告
書整理

①住民税随時異動・更
正データ入力
②退職町民税は収納台
帳作成のうえ、事務処
理

（２）手順

退職町民税は未電算化

①給与・年金等住民税
データ入力
②同居特別障害者リス
ト作成
③住民税申告書作成
④農業所得金額算出基
礎表の作成
⑤特別徴収異動作業
⑥普通徴収異動作業
⑦特別徴収当初賦課作
業
⑧普通徴収当初賦課作
業
⑨特別徴収指定書及び
納付書作成
⑩普通徴収納付書又は
口座振替用作成

電算システムによる（１）概要 電算システムによる
11．課税収納管理

電算システムによる
退職町民税は未電算化

　１/１～　１/３１

　８/１～　８/３１ 　８/１～　８/３１
　６/１～　６/３０ 　６/１～　６/３０

【適用】 １５年度中の適用なし
　６/１０ 　６/１０

１５年度中の適用なし １５年度中の適用なし
６/１０１２月～翌５月分

具体的調整方針

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
（第１２回協議会確認済み）

　　　８/１～　８/３１
　　１０/１～１０/３１

普通徴収の納期に差異

　月割額を徴収した月
の翌月１０日までに納
入

　１/１～　１/３１

　６/１～　６/３０

　月割額を徴収した月
の翌月１０日までに納
入

　８/１～　８/３１ １１/１～１１/３０

課　　　題

　　　１/１～　１/３１

システムの違いにより、手順等に
も差異あり

差異あり
　６/１０

井　川　町

・希望する特別徴収義
務者が承認申請書を提
出
・随時受付、承認審査

　６/１～　６/３０

　１/１～　１/３１

１/１０　６月～１１月分

（２）特別徴収

（３）特例事業所

第１期
第２期
第３期
第４期

10．納期
（１）普通徴収

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 三　加　茂　町

１０/１～１０/３１ １０/１～１０/３１ １０/１～１０/３１

１５年度中の適用なし

　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

・希望する特別徴収義
務者が承認申請書を提
出
・随時受付、承認審査

電算システムによる
退職町民税は未電算化

１２/１０１２/１０

・希望する特別徴収義
務者が承認申請書を提
出
・随時受付、承認審査

１２/１０

・希望する特別徴収義
務者が承認申請書を提
出
・随時受付、承認審査

※特例手続き
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⑤５月中旬
　普徴電算入力・特徴
徴収台帳作成
⑥５月下旬
　普徴読み合わせ修正
⑦６月上旬
　普徴賦課作業（台
帳・納付書作成）・普
徴納付書送付・口座振
替引落依頼データ作成
（納期に合わせ年５
回）・住民税調定書作
成
⑧６月中旬
　口座振替引落済デー
タ収納処理（納期に合
わせて年５回）
⑨退職町民税は収納台
帳作成のうえ、事務処
理
⑩督促状発送
⑪１２月
　住民税申告書準備
（地区・氏名・生年月
日・個人番号入力及び
打ち出し
⑫１月
　申告資料（住民票・
障害者リスト）準備・
給与支払報告書・支払
調書・公的年金調書整
理
⑬２月
　普徴申告書裏面に給
報、支払調書、公的年
金調書貼り付け
⑭２月下旬～
　町県民税申告納税相
談
⑮３月中旬
　普徴申告書整理

（３）委託業務

課　　　題 具体的調整方針
井　川　町 三　加　茂　町

データパンチ委託費
（平成１５年度予算）
普通徴収　441,806円
特別徴収　141,976円

・過年度更正がある者
（現年調定に影響する
更正）の場合、電算上
調定打ち出しに反映さ
せることが不可能（滞
納繰越分等の影響）な
ため、更正者のリスト
を町民税・県民税で区
分し、年度末にそのリ
ストを基に調定してい
る

・過年度更正がある者
（現年調定に影響する
更正）の場合、電算上
調定打ち出しに反映さ
せることが不可能（滞
納繰越分等の影響）な
ため、更正者のリスト
を町民税・県民税で区
分し、年度末にそのリ
ストを基に調定してい
る

・過年度更正がある者
（現年調定に影響する
更正）の場合、電算上
調定打ち出しに反映さ
せることが不可能（滞
納繰越分等の影響）な
ため、更正者のリスト
を町民税・県民税で区
分し、年度末にそのリ
ストを基に調定してい
る

三　野　町 三　好　町
現　　　　　　況
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合併までに調整し、統一施行する　２０歳以上の者で給
与支払報告書、確定申
告のない者に対し、申
告文書を送付し、連絡
のない者に対し電話で
申告を取る
　３月下旬に調査し、
４月上旬に郵送

差異あり　２０歳以上の給与支
払報告書の提出のない
者及び前年中の課税資
料のない者、確定申告
のない者で被扶養者で
ない者に対し連絡
　随時実施

　未申告者全員
　将来は２０歳以上の
給与支払報告書の提出
のない者、及び確定申
告がない者に対し申告
書送付、又は電話勧奨
する予定

具体的調整方針課　　　題

　２０歳以上の給与支
払報告書の提出のない
者及び前年中の課税資
料のない者、確定申告
のない者で被扶養者で
ない者に対し電話連絡
　随時実施

三　加　茂　町
現　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町
合併までに調整し、統一施行する差異あり（特徴）

・６月分から翌年５月
　分（納期は翌月１０
　日）
・収納入力は随時（手
　入力）
（普徴）
・年２回の納期
・収納入力は随時（Ｏ
　ＣＲ及び手入力）

（特徴）
・６月分から翌年５月
　分（納期は翌月１０
　日）
・収納入力は随時（手
　入力）
（普徴）
・年４回の納期
・収納入力は随時（Ｏ
　ＣＲ及び手入力）

（特徴）
・６月分から翌年５月
　分（納期は翌月１０
　日）
・収納入力は随時（手
　入力）
（普徴）
・年４回の納期
・収納入力は随時（手
　入力）

（特徴）
・６月分から翌年５月
　分（納期は翌月１０
　日）
・収納入力は随時（手
　入力）
（普徴）
・年４回の納期
・収納入力は随時（Ｏ
　ＣＲ及び手入力）

（４）実施時期

12．無申告者の取扱い

- 50 -



現行のとおり、新町に引き継ぐ
ただし、適用法人については合併
までに調整する

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

調整方針（案）
・非課税及び減免対象適用法人については、不公平が生じないよう合併までに調整する。
・その他、事務手続きについては、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

１．納税義務者等

住民税分科会住民部会

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
（第１２回協議会確認済み）

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

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

　地方税法第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
【適用法人】
　三加茂町・三加茂町
社会福祉協議会・各郵
便局等

　地方税法第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
【適用法人】

２．非課税法人 　地方税法第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
【適用法人】
　三好町・昼間足代土
地改良区・小川谷土地
改良区・各郵便局及び
簡易郵便局

　地方税法第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
【適用法人】
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適用法人については、合併までに
調整する

合併までに調整し、統一施行する

三野町、井川町及び三加茂町の例
により統一施行する

事業年度終了後２ヶ月以内

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
【適用法人】
社会福祉法人三野町社
会福祉協議会

（１）申告及び納期
事業年度終了後２ヶ月以内 事業年度終了後２ヶ月以内 事業年度終了後２ヶ月以内

現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

　決算期毎に確定、中
間、予定申告書・納付
書を発送
　電算システム管理

差異あり

　事業年度が終了した
日の属する月の翌月の
１０日前後（予定・中
間も同）

（３）発送時期 差異あり　事業年度が終了した
日の属する月の翌月の
１０日前後（予定・中
間も同）

　事業年度が終了した
日の属する月の翌月の
１日（予定・中間も
同）

　事業年度が終了した
日の属する月の翌月の
１０日前後（予定・中
間も同）

（２）申告書発送 　決算期毎に確定、中
間、予定申告書・納付
書を発送
　台帳管理

　決算期毎に確定、中
間、予定申告書・納付
書を発送
　独自開発のエクセル
により管理

　決算期毎に確定、中
間、予定申告書・納付
書を発送

４．申告・納付等

減免対象法人に差異

具体的調整方針

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
（第１２回協議会確認済み）

課　　　題

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
【適用法人】井川町社
会福祉協議会・井川町
商工会・三美厚生団み
のだ苑

３．減免対象法人

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

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
【適用法人】
　社会福祉法人三好町
社会福祉協議会・特別
養護老人ホームみよし
苑・みよしの山荘・三
好町在宅介護支援セン
ター・三好町商工会

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
【適用法人】
　三加茂町商工会
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現行のとおり、新町に引き継ぐ

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
（第１２回協議会確認済み）

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
（第１２回協議会確認済み）

資本等額・従業員
①１千万円以下

②１千万円超

③１億円超

５０人以下
５０人超

５０人以下
５０人超

１２．３/１００ １２．３/１００ １２．３/１００１２．３/１００

　出納室での処理後、
税務課において納入済
通知書により、電算シ
ステムで消込処理

3,000,000 3,000,000

（標準税率） （標準税率）

3,000,000 3,000,000

1,750,000 1,750,0001,750,000 1,750,000

160,000 160,000
400,000 400,000 400,000 400,000

150,000 150,000
130,000 130,000 130,000 130,000
150,000 150,000

120,000 120,000 120,000 120,000
50,000 50,000 50,000 50,000

５．均等割 （標準税率） （標準税率） （標準税率） （標準税率）

④１０億円超

５０人以下
５０人超

６．法人税割

⑤５０億円超
５０人超

５０人超

５０人以下

８．法人設立届・申告書保管

（２）概要

７．収納管理

410,000 410,000 410,000 410,000

160,000 160,000

（標準税率） （標準税率）

　出納室での処理後、
税務課において納入済
通知書により消込処理

　未電算化

　出納室での処理後、
税務課において納入済
通知書により徴収原簿
に消込処理
　未電算化

　出納室にて徴収処理

　未電算化

随時

合併までに調整し、統一施行する

現行のとおり、新町に引き継ぐ

三　好　町三　野　町 三　加　茂　町井　川　町

設立・変更等の該当法人 設立・変更等の該当法人（１）対象者 設立・変更等の該当法人 設立・変更等の該当法人

　法人設立（変更）等
申告書が税理士等から
提出されたら、受付
し、決裁後ファイリン
グして永久保存

　法人設立（変更）等
届出書が税理士等から
提出されたら、受付
し、決裁後ファイリン
グして永久保存

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

差異あり

随時随時 随時（３）時期

　法人設立（変更）等
申告書が税理士等から
提出されたら、受付
し、決裁後台帳に設立
（変更）事項を転記
し、ファイリングして
永久保存

　法人設立（変更）等
申告書が税理士等から
提出されたら、受付
し、受付簿に転記後、
ファイリングして永久
保存
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合併までに調整し、統一施行する

（１）対象者 現行のとおり、新町に引き継ぐ
９．休業法人の取扱い

随時

差異あり

随時（３）時期 随時

　届け出の提出があっ
た場合、受付、決裁
し、法人町民税（課
税・徴収）台帳に記入
後ファイリングして保
管

　届け出の提出があっ
た場合、決算期等を管
理しているエクセル
シートに入力し、課税
台帳等に記入後保管

　届け出の提出があっ
た場合、課税台帳等に
記入後保管

　届け出の提出があっ
た場合、課税台帳等に
記入後保管

現　　　　　　況

仕事等がなく休業する
届け出のあった法人

仕事等がなく休業する
届け出のあった法人

仕事等がなく休業する
届け出のあった法人

仕事等がなく休業する
届け出のあった法人

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

随時

（２）概要

- 54 -



１５０万円未満

　２０万円未満

　３０万円未満 　３０万円未満

（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６０条から
第６３条による

　２０万円未満

　３０万円未満

（地方税法第３５１条）

（地方税法第３４３条） （地方税法第３４３条） （地方税法第３４３条）

１月１日現在の当該固
定資産の価格で課税台
帳等に登録されたもの

１月１日現在の当該固
定資産の価格で課税台
帳等に登録されたもの

土地・家屋・償却資産
で課税標準額を超える
資産の所有者

固定資産税分科会住民部会

協　議　項　目 固定資産税

（地方税法第３４３条）

２．課税標準

調整方針（案）

・評価額の決定及びその算定方法については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後最初の評価替え時までに調整し施行する。
・評価替え作業については、新町発足後最初の評価替え時より、三加茂町の例を基本に調整し統一施行する。
・課税台帳及び備え付け図面等の閲覧については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、閲覧手数料については、無料とする。
・固定資産評価審査委員会については、合併までに調整し、新町発足時より統合する。
・その他、事務手続き等については、電算システム統合作業との調整を図りながら、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

４町に差異のある事項について調
整し、統一施行する
（第１２回協議会確認済み）

現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

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

１．納税義務者等

１月１日現在の当該固
定資産の価格で課税台
帳等に登録されたもの

１月１日現在の当該固
定資産の価格で課税台
帳等に登録されたもの

・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

３．非課税の範囲等

（地方税法第３５１条）

　３０万円未満

（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５５条から
第５８条による

１５０万円未満 １５０万円未満

　２０万円未満　２０万円未満

１５０万円未満

４．減免点

土地

家屋

償却資産

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
（第１２回協議会確認済み）

現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）
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　　　２／１～　２月末日

三　野　町 三　好　町 井　川　町
５．減免対象等 減免対象に差異

課　　　題
三　加　茂　町

現　　　　　　況

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

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）減免 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

１．４／１００ １．４／１００ １．４／１００

　７／１～　７／３１

　５／１～　５／３１ 　４／１～　４／３０ 納期に差異

　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

第３期

第１期

７．納期

６．税率

第２期

（２）補正

　　　５／１～　５／３１１２／１～１２／３１

　５／１～　５／３１

　８／１～　８／３１

　５／１～　５／３１

　７／１～　７／３１

　９／１～　９／３０ １２／１～１２／２５ １２／１～１２／２５

　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

　７／１～　７／３１

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

第４期 　　　７／１～　７／３１１２／１～１２／２５ 　２／１～　２月末日 　２／１～　２月末日

　　１２／１～１２／２５

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
（第１２回協議会確認済み）

納期については、三好町の例によ
り次のとおり統一する
（第１２回協議会確認済み）

具体的調整方針

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
（第１２回協議会確認済み）
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写真写真

現行のとおり、新町に引き継ぐ

４月１日から４月２０
日又は当該年度の最初
の納期限の日のいずれ
か遅い日以後の日まで

（３）実施時期 ４月１日から４月２０
日又は当該年度の最初
の納期限の日のいずれ
か遅い日以後の日まで

１月１日現在の納税義
務者

土地価格等縦覧帳簿及
び家屋価格等縦覧帳簿
（町内のすべての土
地、家屋の所有者以外
のすべての情報）

８．縦覧期間等

具体的調整方針
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題

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

土地価格等縦覧帳簿及
び家屋価格等縦覧帳簿
（町内のすべての土
地、家屋の所有者以外
のすべての情報）

現行のとおり、新町に引き継ぐ（２）対象者

田・畑・宅地・山林・
雑種地・原野・その他

田・畑・宅地・山林・
雑種地・原野・その他

写真写真

土地価格等縦覧帳簿及
び家屋価格等縦覧帳簿
（町内のすべての土
地、家屋の所有者以外
のすべての情報）

土地価格等縦覧帳簿及
び家屋価格等縦覧帳簿
（町内のすべての土
地、家屋の所有者以外
のすべての情報）

地目種別

（１）縦覧物

１月１日現在の納税義
務者

現行のとおり、新町に引き継ぐ

１月１日現在の納税義
務者

４月１日から４月２０
日又は当該年度の最初
の納期限の日のいずれ
か遅い日以後の日まで

４月１日から４月２０
日又は当該年度の最初
の納期限の日のいずれ
か遅い日以後の日まで

１月１日現在の納税義
務者

（１）土地

所有者か否か（所有者
以外は委任状が必要）
を確認の後、受付簿に
記載のうえ、税務課窓
口において実施

所有者か否か（所有者
以外は委任状が必要）
を確認の後、受付簿に
記載のうえ、税務課窓
口において実施

（４）受付等 所有者か否か（所有者
以外は委任状が必要）
を確認の後、受付簿に
記載のうえ、税務課窓
口において実施

登記済通知書

田・畑・宅地・山林・
雑種地・原野・その他

田・畑・宅地・山林・
雑種地・原野・その他

所有者か否か（所有者
以外は委任状が必要）
を確認の後、受付簿に
記載のうえ、税務課窓
口において実施

９．価格決定（評価）

地目確認方法 登記済通知書 登記済通知書 現行のとおり、新町に引き継ぐ
現地踏査 現地踏査 現地踏査 現地踏査
登記済通知書
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◯

◯  

現地調査

宅地鑑定

現地踏査

評価替え調整会議によ
る

評価替え調整会議によ
る

評価替え調整会議によ
る

山林

評価替え調整会議によ
る

評価替え調整会議によ
る

鑑定評価額
その他 宅地評価法（一部）

評価替え調整会議によ
る

評価替え調整会議によ
る

その他 宅地評価法

現　　　　　　況
三　野　町

単価算出
三　加　茂　町井　川　町三　好　町

宅地の鑑定評価の動向
や有識者の意見を参考

宅地

田

雑種地

その他

畑

　宅地並みの土地につ
いては宅地単価
　一般的な土地につい
ては宅地の１／２単価

　宅地並みの土地につ
いては宅地単価
　その他の土地につい
ては類似地目の単価

宅地の鑑定評価の動向
や有識者の意見を参考

宅地の鑑定評価の動向
や有識者の意見を参考

評価替え調整会議によ
る

評価替え調整会議によ
る

評価替え調整会議によ
る

評価替え調整会議によ
る

評価替え調整会議によ
る

差異あり

独自単価

農業用施設用地課税

集団地区
村落地区

現地踏査

◯

集団地区
普通商業地区 村落地区 普通住宅地区
併用住宅地区 併用住宅地区

　宅地並みの土地につ
いては宅地単価
　その他の土地は現況
により田、畑、山林等
の単価
宅地の鑑定評価の動向
や有識者の意見を参考

用途地区

農業施設宅地造成費

画地認定方法

各種委託業務 宅地鑑定

◯

◯

普通商業地区

　宅地単価を利用
　宅地並みの土地につ
いては宅地単価

具体的調整方針

差異あり鑑定評価額鑑定評価額

課　　　題

鑑定評価額

地積の基準

合併までに調整し、統一施行する

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後最初の評価替え時まで
に、調整する

土地台帳面積及び地籍
調査面積のうち、小さ
い面積を採用

土地台帳面積及び地籍
調査面積のうち、小さ
い面積を採用

基準決定の必要あり土地台帳面積 現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後、一定の区域の地籍調
査が完了した時点で、新基準につ
いて協議する

土地台帳面積及び地籍
調査面積のうち、小さ
い面積を採用

村落地区

 

宅地鑑定

   

 

集団地区
村落地区

宅地鑑定・画地認定

アジア航測株式会社に委託

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後調整を行う

差異あり
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（株）ＳＴＮｅｔ
ＫＤＤＩ（株）

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

現行のとおり、新町に引き継ぐ

（株）ＳＴＮｅｔ

西日本電信電話（株）
大臣配分

・大規模非木造につい
ては池田財務事務所に
評価依頼

三　加　茂　町
現　　　　　　況

現地踏査
登記済通知書

三　好　町 井　川　町

・家屋評価基準による

登記済通知書

なし

法第３４９条の３
による課税特例 あり

知事配分

（３）償却資産

単価算出 ・家屋評価基準による

判定

（株）ＳＴＮｅｔ
ＫＤＤＩ（株）

四国電力（株）

四国旅客鉄道（株）

四国旅客鉄道（株）

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

現地踏査

現行のとおり、新町に引き継ぐ

四国旅客鉄道（株）

あり

なし

あり

日本テレコム（株）

なし

差異あり

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

四国電力（株） 四国電力（株）

毎年１月３１日までに
申告書の提出を求め、
当該判定申告書に基づ
き評価

収支内訳書により確認自営業者については収
支内訳書により確認

毎年１月３１日までに
申告書の提出を求める

毎年１月３１日までに
申告書の提出を求め、
当該判定申告書に基づ
き評価

毎年１月３１日までに
申告書の提出を求め、
当該判定申告書に基づ
き評価

現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

・大規模非木造につい
ては池田財務事務所に
評価依頼

・家屋評価基準による

現地調査
登記済通知書

なし

西日本電信電話（株）

配分償却資産

自営業者については収
支内訳書により確認

・大規模非木造につい
ては池田財務事務所に
評価依頼

確認方法

確認方法

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

西日本電信電話（株）

ＫＤＤＩ（株）

土佐くろしお鉄道（株）

申告書により確認

（２）家屋
三　野　町

・大規模非木造につい
ては池田財務事務所に
評価依頼

四国電力（株）
西日本電信電話（株）

（株）ＳＴＮｅｔ

あり

・家屋評価基準による

登記済通知書
現地踏査

課　　　題

現行のとおり、新町に引き継ぐ

合併までに調整し、統一施行する

日本テレコム（株）

現行のとおり、新町に引き継ぐ
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三　野　町 三　好　町 井　川　町
課　　　題 具体的調整方針

三　加　茂　町

名寄帳
課税台帳兼名寄帳

納税通知書（一般・口座）

家屋評価調書

課税台帳兼名寄帳

課税明細書

概要調書
評価変動割合 評価変動割合

納付書（一般・口座）

概要調書

償却資産種類別明細書

納税通知書（一般・口座）

課税明細書
納税通知書（一般・口座）

課税明細書

・家屋評価調書（新築
家屋）と登記済通知書
を基礎として、町で家
屋入力システムへ入力

家屋

・法務局からの登記済
通知書を基礎として、
町で土地移動システム
にデータ入力
・現況踏査による異動
も同様処理

合併までに調整し、統一される電
算システムにより、統一施行する土地

概要調書

・家屋評価調書（新
築、増築家屋）により
電算へデータ入力
・登記済通知書を基に
データ入力

（２）打ち出し資料

償却資産

課税台帳

・家屋評価調書（新築
家屋）により固定資産
（家屋）関係システム
へ入力
・登記済通知書を基礎
として家屋入力システ
ムへ入力
・データ入力後異動処
理

償却資産申告書を基に
町職員が償却資産課評
を電算に入力

・家屋評価調書（新築
家屋）により町職員が
家屋入力システムへ入
力し、データ入力後異
動処理

納付書（一般・口座）
償却資産種類別明細書
新増分家屋リスト

評価額一覧表（縦覧帳簿）土地マスター

・法務局からの登記済
通知書を基礎として、
町職員が電算入力し異
動処理
・現況踏査による異動
も同様処理

縦覧帳簿（土地・家屋）

名寄帳（土地・家屋）
差異あり

土地家屋評価調書

評価変動割合
評価額一覧表

差異あり
法務局からの登記済通
知書で電算修正を行う

償却資産申告書を基に
町で償却資産システム
に入力

納付書（一般・口座）

10．システム入力関係
（１）異動方法

新増分家屋リスト

土地マスター

合併までに調整し、統一される電
算システムにより、統一施行する

評価額一覧表

課税明細書

償却資産申告書に基づ
き、固定資産（償却）
関係システムに入力

・法務局からの登記済
通知書を基礎として、
固定資産（土地）関係
システムに入力し異動
処理
・現況踏査による異動
も同様処理

現　　　　　　況

課税台帳

申告書を基にデータ入
力

納税通知書兼納付書
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所有権異動未処理者

随時

③調定入力
　財務会計システム

所有権異動未処理者
家屋取壊未処理者

（１）概要

①調定入力

三　野　町 三　好　町

・固定資産税の賦課を
行うものを固定資産
（課税）関係システム
にて調定（決議）

・固定資産税を一括調
定し、異動（増減）分
は随時調定する

合併までに調整し、統一される電
算システムにより、統一施行する

11．調定

③修正入力
　３年
　評価もれ
　評価誤り等

随時

扶桑電通徳島営業所

随時

①固定資産税調定調書
（台帳）作成

③修正入力
　３年
　評価もれ
　評価誤り等

差異あり・固定資産税の賦課を
行うものを財務会計シ
ステムにて調定（決
議）

・固定資産税を一括調
定し、異動（増減）分
は随時調定する

②過誤納還付
　基準

井　川　町
課　　　題

住宅用地軽減対象者

②課税処理
　課税メニュー

②過誤納還付
　基準

具体的調整方針

（２）入力手順

　　　【実施時期】 随時

・固定資産税の賦課を
行うものについて、税
務メニュー（土地・家
屋・償却資産メ
ニュー）の異動処理を
入力し、課税メニュー
により課税処理した
後、財務会計システム
にて調定（決議）

・固定資産税を一括調
定し、異動（増減）分
は随時調定する

・固定資産税の賦課を
行うものを財務会計シ
ステムにて調定（決
議）

・固定資産税を一括調
定し、異動（増減）分
は随時調定する

住宅用地軽減対象者

①異動入力
　各税務メニュー

所有権異動未処理者
家屋取壊未処理者

合併までに調整し、統一される電
算システムにより、統一施行する

②調定入力
　財務会計システム

家屋取壊未処理者

①調定入力
　財務会計システム

三　加　茂　町
現　　　　　　況

住宅用地軽減対象者住宅用地軽減対象者
所有権異動未処理者

　　　【対象者】

家屋取壊未処理者

四国情報管理センター（３）委託業者 四国情報管理センター 四国情報管理センター
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・固定資産税電算シス
テム保守点検料と兼ね
る
・財務会計システムは
一括契約

（５）委託経費

・課税・収納処理につ
いては税務メニュー
・調定は財務会計シス
テム

具体的調整方針

・総合住民情報システ
ムによる賦課情報によ
り財務会計システムで
調定
・賦課変更において
は、総合住民情報シス
テムにより賦課状況を
変更し調定

（４）処理項目

12．納税通知書

　　　１１３枚

　　　　　２冊

　　　　２０冊

納税通知書兼領収書

　　　９３５枚

      ２４５冊 　　　　３８冊

ＯＣＲ用納付書（窓口用）

納税通知書兼領収書

　　　　　８冊

　　　２８４枚

納税通知書兼領収書（口座用）

　　　　１７冊

納付書（窓口用）

　　　１０１冊

納税通知書兼領収書（口座用）

ＯＣＲ用納付書（窓口用）

納税通知書兼領収書（口座用）

４１３冊

１１冊

２００枚

４７２枚

２９冊

　　　　２３冊 ３２冊

納税通知書兼領収書

        １７冊

　　　　　１冊

　　　　　５冊

１冊

３６冊

納税通知書兼領収書

        ２７冊

　        １冊
　　　　　１冊

13．帳票等管理
（１）台帳の種類・数量等

　　　　６３冊

        １０冊

・全税システムのサ
ポート代￥577,500に含
まれる

２９枚（家屋評価調書に添付）　　　　１２冊

差異あり

１冊

　　　　１０冊

１冊　　　　　１冊

　　　１５５枚

　　　　　１冊

名寄せ帳
固定資産課税台帳

国調済台帳
国調済マイラー

家屋（登記）台帳
家屋図面
マイラー
旧図（旧公図）

償却資産台帳
償却資産申告書

課　　　題

合併までに調整し、統一される電
算システムにより、統一施行する

合併までに調整し、統一施行する

現　　　　　　況
三　加　茂　町三　野　町 三　好　町 井　川　町

・コンピューターハー
ドウェアー保守料
￥1,643,000

・固定資産税電算シス
テム保守点検料と兼ね
る
・財務会計システムは
一括契約

・課税・収納処理につ
いては税務メニュー

・課税・収納処理につ
いては税務メニュー
・調定は財務会計シス
テム

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町においても従前のとおり管理
していくものとする

土地（登記）台帳 　　　１５０冊
家屋評価調書

　　　２２３冊

　　　　　１冊

　　　　３０冊

　　　１２３枚

　　　　７０冊
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土地家屋概要調書資料

評価変動割合等調 評価変動割合等調
総評価見込資料作成

土地家屋概要調書資料 土地家屋償却概要調書資料

総評価見込資料作成
評価変動割合等調

（３）概要調書作業

三　野　町

　　　　１，１８６件
　　　　１，４００件　　　１，４００件

○

総評価見込資料作成 総評価見込資料作成
評価変動割合等調

現行のとおり、新町に引き継ぐ

土地（登記）台帳

○
　　　　２，５８６件

家屋評価調書

　　　４，６００件
　　　４，０００件

名寄せ帳

　　　４，０００件

　　　　　９５０件
　　　２，９３３件

　　３２，０００件
○

○最終チェック

家屋評価調書

差異あり14．電算システム概要

○

○

　　　　　９５０件
○

○

　　　４，０００件

　　　２，９３３件

○

土地（登記）台帳土地（登記）台帳

三　好　町 井　川　町
現　　　　　　況

旧図（旧公図）

○
　　３２，０００件

旧図（旧公図）

土地（登記）台帳

新町の電算システムにて、統一実
施する

家屋評価調書

名寄せ帳 名寄せ帳 名寄せ帳
旧図（旧公図）

現行のとおり、新町に引き継ぐ

三　加　茂　町
具体的調整方針

名寄及び賦課計算

名寄コード編集

（１）縦覧用作業

（２）保管状況
永年保存
（一部欠落あり）

賦課計算

名寄帳作成
名寄索引簿作成
住民マスター突合

（２）賦課作業
名寄及び賦課計算

　　　　　３７０件 ○
○ ○ 　　　　　　３０冊

○
２，９３３件（追加分）○

　　　５，５００件

郵便振替票作成
名寄帳作成
名寄帳合計分作成

○

　　２２，０００件

台帳作成
納税通知書作成（一般）

納税通知書作成（口座）

地区別調定表作成

課税明細書作成

土地家屋概要調書資料

土地マスター集計表作成

土地マスター地目別集計表作成

所有者別土地集計表作成

家屋マスター全件リスト作成

○

（４）随時作業

現行のとおり、新町に引き継ぐ

　　　３，５００件

家屋評価調書

○

　　　５，１００件
○
○

　　　　　８００件

○

○

課　　　題

旧図（旧公図）
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差異あり路線価地域内の道路に
価格を設定し、路線価
番号・価格をプロット
した図面を作成する

差異あり町全図に用途地区（併
用住宅・普通住宅）ご
とに線分けして区分す
る

町全図に標準宅地用途
地区ごとに色分けして
区分する

町全図に用途地区（併
用住宅・普通住宅）ご
とに色分けして区分す
る

町全図に標準宅地用途
地区ごとに色分けして
区分する

土地の造成、地目の変
更等を確認

差異あり

15．評価替え作業
（１）航空写真

平成１４年撮影
（３年ごと撮影）

１／１０００

平野部　９０枚

平成１３年撮影
（評価替え年度毎には
撮影していない）

平坦部　４２枚

平成１３年撮影
（評価替え年度毎には
撮影していない）

町内全域　１９４枚

平成　７年撮影
（評価替え年度毎には
撮影していない）

平坦部　３２枚

三加茂町の例を基本に、新町発足
後最初の評価替え時より統一実施
する

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後最初の評価替え時まで
に、調整する

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後最初の評価替え時まで
に、調整する

土地の造成、地目の変
更等を確認

家屋の新増築及び取り
壊しを確認

具体的調整方針課　　　題

土地判読

現　　　　　　況
三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町三　野　町

家屋の新増築及び取り
壊しを確認

土地の造成、地目の変
更等を確認

土地の造成、地目の変
更等を確認

家屋の新増築及び取り
壊しを確認

家屋判読 家屋の新増築及び取り
壊しを確認

（４）用途地域区分図

（３）路線価図
　　　な　し 　　　な　し

標準宅地の位置図と価
格図を作成する

標準宅地の位置図と価
格図を作成する

路線価地域内宅地の間
口・奥行等を設定する

宅地の間口・奥行・等
から比準割合を設定し
評点数算出する。

差異あり

撮影状況

（２）画地計算

　　　な　し

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後最初の評価替え時まで
に、調整する
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現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後最初の評価替え時まで
に、調整する

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後最初の評価替え時まで
に、調整する

標準宅地数
（２）鑑定概要 差異あり

町単費

2,343,600円

３６地点

評価替え年度に必要な
標準宅地の鑑定を行う
ことにより、公平かつ
適切な固定資産（土
地）の価格を求める

評価替え年度に必要な
標準宅地の鑑定を行う
ことにより、公平かつ
適切な固定資産（土
地）の価格を求める

評価替え年度に必要な
標準宅地の鑑定を行う
ことにより、公平かつ
適切な固定資産（土
地）の価格を求める

随意契約
町単費

（社）徳島県不動産鑑
定士協会

町単費

随意契約

　な　し

徳島県不動産鑑定士協会

委託者

委託金額

費用負担
委託方法

17．土地評価システム委託業務

（社）徳島県不動産鑑
定士協会

随意契約
町単費

差異あり

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後最初の評価替え時まで
に、調整する

差異あり

1,953,000円

３０地点

随意契約

標準宅地の価格により
類似地区の各筆の宅地
の評点数をきめ適正な
評価を行うため、デー
ターの収集を行う業務
を委託する。

四国情報管理センター
　な　し

徳島県不動産鑑定士協会

（１）目的
16．土地鑑定評価業務

井　川　町
現　　　　　　況

三　野　町 三　加　茂　町三　好　町
具体的調整方針課　　　題

現行のとおり、新町に引き継ぐ

（社）徳島県不動産鑑
定士協会

２５地点

2,799,300円

（社）徳島県不動産鑑
定士協会

評価替え年度に必要な
標準宅地の鑑定を行う
ことにより、公平かつ
適切な固定資産（土
地）の価格を求める

４４地点

町単費

1,627,500円
随意契約

宅地の間口、奥行等か
ら比準割合を設定し、
評点数を算出する。

四国情報管理センター

（２）概要

費用負担

関係委託者

標準宅地の価格により
類似地区の各筆の宅地
の評点数をきめ適正な
評価を行うため、デー
ターの収集を行う業務
を委託する。

（１）目的

路線数

委託方法 随意契約

随意契約
町単費

１３２路線

路線価地域内の道路価
に単価を付設するた
め、データの収集から
補正値の算出等を行う
業務を委託する。

なし

随意契約
町単費 町単費

朝日航洋（株） 扶桑電通徳島営業所
徳島県不動産鑑定士協会

アジア航測株式会社四国情報管理センター
徳島県不動産鑑定士協会
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　　　３地点

普通住宅地区

紙面より

普通商業地区

　　　　２５地点

　　　　２５地点

　　　　１１地点

併用住宅地区

価格の下落が大きい宅
地について、基準年度
に対する第２年度、第
３年度についても価格
の見直しを行う

　　　　２６地点

　　　　１２地点

徳島県不動産鑑定士協会

　　（随意契約）

差異あり 三野町、井川町及び三加茂町の例
により統一実施する１地点　12,600円

19．時点修正
    （土地鑑定評価）

価格の下落が大きい宅
地について、基準年度
に対する第２年度、第
３年度についても価格
の見直しを行う

（１）概要

（２）委託業者 徳島県不動産鑑定士協会

（Ｈ１５年度見込み）（３）委託費

　　（随意契約）

ここ数年、時点修正の
実績なし

　　　　　７地点
畑
田 　　　３地点

　　　３地点

三　加　茂　町

現行のとおり、新町に引き継ぐ

現行のとおり、新町に引き継ぎ、
新町発足後最初の評価替え時まで
に、調整する

差異あり
井　川　町

村落地区村落地区
紙面より

集団地区

紙面より

　　３０地点 　　　　３６地点 　　　１６５地点
　　　　　４地点 　　　　２５地点

　　　　２６地点

村落地区

標準地単価番号
設定

普通商業地区

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

入力方法

三　野　町

紙面より
18．評価替え入力手順

三　好　町

宅地用途地区区域
設定 集団地区

併用住宅地区
集団地区
村落地区

宅地
　　　　　４地点

原野
雑種地

山林

　　３０地点

　　　３地点

価格の下落が大きい宅
地について、基準年度
に対する第２年度、第
３年度についても価格
の見直しを行う

１地点　12,600円
（Ｈ１５年度見込み）（Ｈ１４年度実績）

徳島県不動産鑑定士協会

価格の下落が大きい宅
地について、基準年度
に対する第２年度、第
３年度についても価格
の見直しを行う

　　（随意契約）
徳島県不動産鑑定士協会

　　（随意契約）
現行のとおり、新町に引き継ぐ

３地点　37,800円
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・地方税法４１６条及
び４１９条の規定によ
り公示した期間におい
て納税義務者の閲覧に
供する場合は無料

・地方税法４１６条及
び４１９条の規定によ
り公示した期間におい
て納税義務者の閲覧に
供する場合は無料

１５円／枚

月毎に区分保存
月毎に区分保存

永年

・地方税法４１６条及
び４１９条の規定によ
り公示した期間におい
て納税義務者の閲覧に
供する場合は無料

・地方税法４１６条及
び４１９条の規定によ
り公示した期間におい
て納税義務者の閲覧に
供する場合は無料

・第三者が閲覧を申し
出た場合は、プライバ
シーの保護に留意し、
登記事項についてのみ
閲覧させる

・第三者が閲覧を申し
出た場合は、プライバ
シーの保護に留意し、
登記事項についてのみ
閲覧させる

現行のとおり、新町に引き継ぐ

閲覧手数料は、無料とする　　４５０円 　　４５０円（１回）
（閲覧手数料） （課税台帳閲覧手数料） （閲覧手数料）

　　４５０円 　　４５０円（１回）

課税台帳課税台帳
　申請書を受理し、税
務課にて閲覧
　ただし、課税台帳閲
覧は本人及び委任状持
参の代理人のみ可

　申請書を受理し、税
務課にて閲覧
　ただし、課税台帳閲
覧は本人及び委任状持
参の代理人のみ可

課税台帳

（閲覧手数料）

　申請書を受理し、税
務課にて閲覧
　ただし、課税台帳閲
覧は本人及び委任状持
参の代理人のみ可

現行のとおり、新町に引き継ぐ

コピー料金
（２）特記事項

１０円／枚 ２０円／枚 ２０円／枚

現行のとおり、新町に引き継ぐ

・第三者が閲覧を申し
出た場合は、プライバ
シーの保護に留意し、
登記事項についてのみ
閲覧させる

土地・家屋登記事項 土地・家屋登記事項 土地・家屋登記事項土地・家屋登記事項

　　　　１１３枚
Ｈ11年度より電子台帳 Ｈ８年より電子台帳

○ 　　　　１５５枚　　　　１０冊
公図
旧公図

Ｈ９年度より電子台帳 電子台帳による
21．台帳等の閲覧

　　　　３７５枚　　　　２８４枚 ○
○ 　　７０冊(Ｓ45以降)

　　　　　６３冊 　　　　１０１冊
　　　　　１０冊 　　　　　　８冊

　　　　１５０冊○

保管年数 永年

法務局から「登記済通
知書」を受け取り台帳
を整備する

年度毎に区分保存 月・年・年度と保存区分に差異

法務局から「登記済通
知書」を受け取り台帳
を整理する

年・登記目的毎に区分保存

現行のとおり、新町に引き継ぐ

年度毎に区分保存 年毎に区分保存

合併までに調整し、統一施行する

現行のとおり、新町に引き継ぐ

課　　　題 具体的調整方針

永年永年

名寄帳

旧家屋台帳
　　ﾏｲﾗｰ９３５枚

旧土地台帳
（３）台帳管理

閲覧料金

　申請書を受理し、税
務課にて閲覧
　ただし、課税台帳閲
覧は本人及び委任状持
参の代理人のみ可

閲覧方法

（２）通知書管理

法務局から毎月「異動
報告書」を受け取り台
帳を整備する

（１）概要

課税台帳

土地
家屋 月毎に区分保存

月毎に区分保存

閲覧対象

三　野　町
20．固定資産台帳作成・管理

法務局から毎月「異動
報告書」を受け取り台
帳を整備する

（１）台帳作成

現　　　　　　況
三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

・第三者が閲覧を申し
出た場合は、プライバ
シーの保護に留意し、
登記事項についてのみ
閲覧させる
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町の住民で、町税の納
税義務のある者又は固
定資産の評価について
知識経験を有する者

町の住民で、町税の納
税義務のある者又は固
定資産の評価について
知識経験を有する者

町の住民で、町税の納
税義務のある者又は固
定資産の評価について
知識経験を有する者

22．固定資産評価審査委員会（付属機関）

三加茂町内に所在する
国、県の所有（前年３
月３１日現在）する土
地・家屋・償却資産に
関し、国及び県が価格
決定し、その資産に対
し町が請求を行うこと
により納付される

３年３年

辻高等学校校長公舎の
土地及び家屋

井川町内に所在する
国、県の所有（前年３
月３１日現在）する土
地・家屋・償却資産に
関し、国及び県が価格
決定し、その資産に対
し町が請求を行うこと
により納付される

徳島県教育職員住宅の
土地及び家屋

（３）平成１５年度
　　　収入見込額 　　４３，７００円 　５７２，３００円

任期
報酬

目的

委員定数
委員の選任

年額１４，２００円 年額１５，０００円 年額１４，０００円 年額１５，０００円
３年 ３年

町の住民で、町税の納
税義務のある者又は固
定資産の評価について
知識経験を有する者

３人 ３人 ３人 ３人

固定資産課税台帳に登
録された事項に関する
不服を審査決定

固定資産課税台帳に登
録された事項に関する
不服を審査決定

固定資産課税台帳に登
録された評価額に関す
る不服を審査決定

固定資産課税台帳に登
録された事項に関する
不服を審査決定

23．国有財産等所在地市町村交付金 現行のとおり、新町に引き継ぐ

現　　　　　　況

（１）概要

報酬に差異あり

（２）対象物件

合併までに調整し、新町発足時よ
り統合する

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

- 68 -



４町に差異のある事項について調
整し、統一施行する
（第１２回協議会確認済み）

現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

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
（第１２回協議会確認済み）

減免対象については、三野町・三
好町の例により統一する
（第１２回協議会確認済み）

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）
・標識（ナンバープレート）の交付方法については、合併までに調整し統一施行する。
・課税保留措置については、三加茂町の例により規定整備し、新町発足時より統一施行する。
・その他、事務手順等については、電算システム統合作業との調整を図りながら、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

軽自動車税分科会住民部会

協　議　項　目 軽自動車税

　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

１．納税義務者等 　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

２．非課税の範囲

３．課税免除

（１）減免対象

課税免除規定に差異　商品であって使用し
ない軽自動車等

減免対象に差異（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
者等と生計を一にする
者又は当該身体障害者

（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
者等と生計を一にする
者又は当該身体障害者

（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
者等と生計を一にする
者又は当該身体障害者

条例なし 条例なし　商品であって使用し
ない軽自動車等

（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
者等と生計を一にする
者又は当該身体障害者

４．減免

　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

　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

　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- 69 -



・７８条減免
　納期限前１０日まで
・７８条の２減免
　納期限前７日まで

（３）公益減免法人

５．税率（年額）

総排気量0.05Ｌ以
下又は定格出力
0.6KW以下

１，０００円

１，６００円

三野町だけ申請期限が異なる

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）原動機付自転車

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

合併までに調整する

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
（第１２回協議会確認済み）

差異あり

課　　　題 具体的調整方針

三好町、井川町及び三加茂町の例
により統一施行する

・７８条減免
　納期限前７日まで
・７８条の２減免
　納期限前７日まで

・９３条減免
　納期限前７日まで
・９４条減免
　納期限前７日まで

・８９条減免
　納期限前７日まで
・９０条減免
　納期限前７日まで

　な　し 三好町社会福祉協議会 井川町社会福祉協議会 三加茂町社会福祉協議会

１，０００円

昼間足代土地改良区 社会福祉法人三美厚生団 各社会福祉法人

現　　　　　　況

（２）減免申請期限

１，２００円１，２００円 １，２００円 １，２００円

２，５００円

１，６００円

２，５００円 ２，５００円

１，６００円

２，５００円

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

１，０００円 １，０００円

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

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

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

１，６００円

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
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納期については、次のとおり統一
する
（第１２回協議会確認済み）

４・９　欠番

番号指定
登録受付書交付

４・９・４２　欠番
証明書交付
番号指定

二輪の小型自動車

（３）小型特殊自動車

番号指定 番号指定

７／１～７／３１

証明書交付
4・９・４２・欠番 ４・９・４２　欠番

４／１１～４／３０

７．標識

（４）二輪小型自動車

２，４００円

４，０００円 ４，０００円 ４，０００円

２，４００円２，４００円

四輪以上　貨物用
　　営業用

四輪以上　貨物用
　　自家用

農耕作業用

その他のもの

専ら雪上を走行す
るもの

４，７００円

２，４００円

三輪のもの

６．納期

三　好　町 井　川　町

四輪以上　乗用
　　営業用

４，７００円 ４，７００円 ４，７００円

二輪のもの
（側車付き含む）

（２）軽自動車

５／１５～５／３１ ４／１１～４／３０
納期に差異

２，４００円 ２，４００円

３，０００円

４，０００円

５，５００円 ５，５００円

３，１００円

４，０００円

３，１００円 ３，１００円

現　　　　　　況
三　野　町

５，５００円５，５００円

２，４００円２，４００円

三　加　茂　町
課　　　題 具体的調整方針

３，０００円 ３，０００円 ３，０００円

４，０００円 ４，０００円

四輪以上　乗用
　　自家用 ７，２００円 ７，２００円 ７，２００円７，２００円

５／１～５／３１

１，６００円 １，６００円 １，６００円 １，６００円

４，０００円

３，１００円

事務手順及び交付方法にについ
て、合併までに調整し、統一施行
する

協議が必要
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徳島県町村会
　委託費　69,700円

11．事務委託 徳島県町村会 徳島県町村会 徳島県町村会
　委託費　31,200円

・徳島県町村会（県軽
自動車協会及び陸運支
局取りまとめ）から送
られてくる申告書によ
り軽自動車異動状況を
電算システムに入力

・原付、小型特殊につ
いては、軽自動車税申
告書兼軽自動車カード
にて異動申告を受付し
上記と同様のシステム
に入力に入力

・軽自動車標識及び課
　税台帳の管理
・軽自動車取得及び廃
　車等による異動処理

・軽自動車標識及び課
　税台帳の管理
・軽自動車取得及び廃
　車等による異動処理

・徳島県市町村総合事
務組合から送られてく
る申告書により軽自動
車異動状況を総合住民
システムに入力

・原付、小型特殊につ
いては、当町の申告書
にて上記と同様のシス
テムに入力

合併までに調整し、統一施行する電算システムの差により、若干の
差異あり

現行のとおり、新町に引き継ぐ

・徳島県町村会から送
られてくる申告書によ
り軽自動車異動状況を
総合住民システムに入
力

・原付、小型特殊につ
いては、当町の申告書
にて上記と同様のシス
テムに入力

・軽自動車税申告書作
　成
・軽自動車登録一覧表
　の作成
・軽自動車等異動入力
・賦課作業
・納付書又は口座振替
　用紙作成

・軽自動車税申告書作
　成
・軽自動車登録一覧表
　の作成
・軽自動車等異動入力
・賦課作業
・納付書又は口座振替
　用紙作成

　委託費　45,700円 委託費：60,100円

・軽自動車税等軽自動
車協会（徳島県市町村
総合事務組合）から送
られてくる申告書によ
り軽自動車異動状況を
総合行政情報システム
に入力
・原付、小型特殊につ
いては、当町の申告書
にて上記と同様のシス
テムに入力

・軽自動車税申告書兼
　軽自動車カード作成
・軽自動車登録一覧表
　の作成
・軽自動車等異動入力
・賦課作業
・納付書又は口座振替
　用紙作成

・軽自動車税申告書作
　成
・軽自動車登録一覧表
　の作成
・軽自動車等異動入力
・賦課作業
・納付書又は口座振替
　用紙作成

現行のとおりとするが、詳細につ
いては、合併までに調整し統一施
行する

10．申告書入力

・軽自動車標識及び課
　税台帳の管理
・軽自動車取得及び廃
　車等による異動処理

・軽自動車標識及び課
　税台帳の管理
・軽自動車取得及び廃
　車等による異動処理

８．事務処理項目

（１）課税保留措置
12．その他

９．実務内容

　①概要 なし なし

若干の差異あり

登録車であっても滅失
やき損等により、道路
運行用に供することが
できない場合又は納税
者の居所不明等の場
合、税の減額を行う

課　　　題 具体的調整方針
井　川　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町

　②実績（Ｈ１４） 平成１６年度より実施
予定

登録車であっても滅失
やき損等により、道路
運行用に供することが
できない場合又は納税
者の居所不明等の場
合、税の減額を行う

三加茂町の例により、規定整備し
統一実施する

差異あり

３件

- 72 -



４町に差異がないので、現行のと
おり新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

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
（第１２回協議会確認済み）

・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 3.0/100 3.0/100

・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

６．税率
保有分
取得分

（２）減免申請

４．免税点

５．減免等
（１）減免

１．納税義務者等 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

固定資産税分科会住民部会

協　議　項　目 特別土地保有税

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 事務手順等については、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

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

地方税法第５９５条に
より、10,000㎡未満

納税期限前７日まで 納税期限前７日まで 納税期限前７日まで 納税期限前７日まで

1.4/100 1.4/100 1.4/100 1.4/100

土地の取得価額 土地の取得価額 土地の取得価額
２．課税標準

土地の取得価額

３．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- 73 -



現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

・対象者について文書
等により直接確認

課　　　題

・申告書及び納付書を
納期限の１ヶ月前に対
象者へ送付

・申告書提出時に内容
に不備がないか確認

・申告納付

・対象者について文書
等により直接確認

・申告書及び納付書を
納期限の１ヶ月前に対
象者へ送付

・申告書提出時に内容
に不備がないか確認

・調定簿・収納簿に記
載する。

・申告書及び納付書を
納期限の１ヶ月前に対
象者へ送付

・申告納付 ・申告納付
・申告書提出時に内容
に不備がないか確認

・対象者について文書
等により直接確認

・申告書及び納付書を
納期限の１ヶ月前に対
象者へ送付

・申告書提出時に内容
に不備がないか確認

・調定簿・収納簿に記
載する。

・申告納付

・調定簿・収納簿に記
載し、財務会計システ
ムに入力

・調定簿・収納簿に記
載する。

当分の間課税停止

現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

・法務局からの登記済
通知書により対象者把
握

・法務局からの登記済
通知書により対象者把
握

三　加　茂　町
地方税法第５９９条に
よる納期

・法務局からの登記済
通知書により対象者把
握

井　川　町
地方税法第５９９条に
よる納期

・法務局からの登記済
通知書により対象者把
握

三　野　町
現　　　　　　況

・対象者について文書
等により直接確認

三　好　町

９．現状

８．事務手順

当分の間課税停止 当分の間課税停止 当分の間課税停止

地方税法第５９９条に
よる納期

地方税法第５９９条に
よる納期

７．納期
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４町に差異がないので、現行のと
おり新町に引き継ぐ
（第１２回協議会確認済み）

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
（第１２回協議会確認済み）

調整方針（案） 事務手順等については、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 たばこ税

１．納税義務者等 　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

旧３級品以外
旧３級品

喫煙用パイプ

３．課税免除等

４．税率
（１）1,000本当税額

喫煙用刻み
かみ用
かぎ用

（２）１本当換算表

５．納期

・卸売販売業者等が毎
月、前月のたばこ税を
計算し、申告書提出
・提出された申告書に
より調定（エクセルを
使用）

・卸売販売業者等が毎
月、前月のたばこ税を
計算し、申告書提出
・提出された申告書に
より調定

・卸売販売業者等が毎
月、前月のたばこ税を
計算し、申告書提出
・提出された申告書に
より調定

・卸売販売業者等が毎
月、前月のたばこ税を
計算し、申告書提出
・提出された申告書に
より調定

６．事務手順

２ｇ ２ｇ ２ｇ ２ｇ

１ｇ １ｇ １ｇ １ｇ

現行のとおり、新町に引き継ぐ

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

２，９７７円 ２，９７７円 ２，９７７円
１，４１２円 １，４１２円 １，４１２円 １，４１２円

２ｇ ２ｇ ２ｇ
１ｇ

２．課税標準

２ｇ
２ｇ
１ｇ

２，９７７円

喫煙用葉巻

前月分を毎月末まで 前月分を毎月末まで

売渡し若しくは消費等
に係る製造たばこの本
数

売渡し若しくは消費等
に係る製造たばこの本
数

売渡し若しくは消費等
に係る製造たばこの本
数

２ｇ ２ｇ

前月分を毎月末まで 前月分を毎月末まで

売渡し若しくは消費等
に係る製造たばこの本
数

２ｇ

１ｇ １ｇ

- 75 -



税務課設置様式にて、
地番・地目・面積・単
価を表示して証明

所得課税証明書
固定資産評価証明書

税務課設置様式にて、
地番・地目・面積・単
価を表示して証明

税務課設置様式にて、
地番・地目・面積・単
価を表示して証明

４月１日
６月１日

２．証明切り替え日

・税務証明手数料については、４町に差異がないので現行のとおりとする。
・発行証明種類及び様式については、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

調整方針（案）

１．種類及び手数料

課　　　題

各税分科会住民部会

協　議　項　目 税務証明及び手数料

具体的調整方針

４５０円/件 発行証明の種類（様式）に若干の
差異あり

手数料については、現行のとおり
とし、発行証明種類及び様式につ
いては、合併までに調整し統一施
行する４５０円/件 ４５０円/件 ４５０円/件 ４５０円/件

４５０円/件 ４５０円/件 ４５０円/件

無料 無料
４５０円/件 ４５０円/件

４５０円/件

　【摘要】

３．近傍類似表示証明

同上（法務局提出用）

住宅家屋証明
資産証明

営業証明
その他証明

無料

６月１日 ６月１日 ６月１日
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

４５０円/件 ４５０円/件 ４５０円/件

４５０円/件 ４５０円/件

４５０円/件 ４５０円/件 ４５０円/件 ４５０円/件
４５０円/件 ４５０円/件 ４５０円/件

特に必要として請求さ
れた場合は、地方税法
第４３２条に基づく但
し書きを記載のうえ証
明書交付

特に必要として請求さ
れた場合は、地方税法
第４３２条に基づく但
し書きを記載のうえ証
明書交付

特に必要として請求さ
れた場合は、地方税法
第４３２条に基づく但
し書きを記載のうえ証
明書交付

４月１日４月１日 ４月１日
特に必要として請求さ
れた場合は、地方税法
第４３２条に基づく但
し書きを記載のうえ証
明書交付

４５０円/件 ４５０円/件

納税証明書

所得証明書
課税証明書

固定資産評価証明書

固定資産課税証明書

軽自動車納税証明書

固定資産公租公課証明書

所得課税証明書

４５０円/件 ４５０円/件

４５０円/件 ４５０円/件

４５０円/件 ４５０円/件
４５０円/件

４５０円/件
４５０円/件

無料

４５０円/件

４５０円/件

無料 無料 無料 無料

４５０円/件 ４５０円/件

税務課設置様式にて、
地番・地目・面積・単
価を表示して証明

４５０円/件
４５０円/件 ４５０円/件
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申請書の提出

・交付していない。申
告者のみにかぎる。
・新たに申告をさせた
者には証明書を交付

・代理人が申請する場
合は、委任状の提出を
求める
・代理人が委任状に記
載された者と同一人で
あることの確認
・使用目的によっては
個別の通達等により交
付を認める場合もある
・ただし、必要に応じ
関係書類を提出させ確
認

三　加　茂　町
課　　　題

現　　　　　　況

申請書の提出

具体的調整方針

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

　原則として申請者等
の認印を求めるが、な
い場合は拇印若しくは
署名のみも認める場合
がある
　法人の場合は法人印
を求める

　原則として申請者等
の認印を求めるが、な
い場合は拇印若しくは
署名のみも認める場合
がある
　法人の場合は法人印
を求める

・交付していない。申
告者のみにかぎる。
・新たに申告をさせた
者には証明書を交付

現行のとおり、新町に引き継ぐ

三　好　町 井　川　町

申請書の提出

・交付していない。申
告者のみにかぎる。
・新たに申告をさせた
者には証明書を交付

三　野　町

（４）無申告者による
　　　申請

４．申請
（１）本人申請

・代理人が申請する場
合は、委任状の提出を
求める
・代理人が委任状に記
載された者と同一人で
あることの確認
・使用目的によっては
個別の通達等により交
付を認める場合もある
・ただし、必要に応じ
関係書類を提出させ確
認

（２）委任申請 ・代理人が申請する場
合は、委任状の提出を
求める
・代理人が委任状に記
載された者と同一人で
あることの確認
・使用目的によっては
個別の通達等により交
付を認める場合もある
・ただし、必要に応じ
関係書類を提出させ確
認

申請書の提出

　原則として申請者等
の認印を求めるが、な
い場合は拇印若しくは
署名のみも認める場合
がある
　法人の場合は法人印
を求める

現行のとおり、新町に引き継ぐ

・代理人が申請する場
合は、委任状の提出を
求める
・代理人が委任状に記
載された者と同一人で
あることの確認
・使用目的によっては
個別の通達等により交
付を認める場合もある
・ただし、必要に応じ
関係書類を提出させ確
認

（３）司法書士・宅建
　　取引主任者の申請

・交付していない。申
告者のみにかぎる。
・新たに申告をさせた
者には証明書を交付

　原則として申請者等
の認印を求めるが、な
い場合は拇印若しくは
署名のみも認める場合
がある
　法人の場合は法人印
を求める
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三野町手数料徴収条例
第５条に該当する以下
のもの
①法令の規定により戸
籍証明について無料で
証明を請求することが
できるとされていると
き
②国又は他の地方公共
団体、その他公共団体
において公用又は公共
用に使用するため申請
があったとき
③生活保護法により保
護を受けている者が直
接必要とするため申請
したとき
④公的年金受給者の現
況届に係る記載事項証
明を申請したとき
⑤その他町長が特別な
事情があると認めたと
き
⑥法令の規定により条
例の定めるところによ
り戸籍に関し無料で証
明することができるこ
ととされているもの

三好町手数料条例第５
条に該当する以下のも
の
①法令の規定により無
料で取扱いをしなけれ
ばならないもの
②生活保護法の適用を
受けている者が直接必
要とするため申請した
とき
③国又は他の地方公共
団体、その他公共団体
から公用又は公共用に
使用するため申請が
あったとき
④公的年金受給者の現
況届に係る記載事項証
明を申請したとき
⑤前各号に規定するも
ののほか、町長が特に
免除する必要があると
認めたもの

井　川　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針
三　野　町 三　好　町

井川町事務手数料条例
第５条に該当する以下
のもの
①法令の規定により無
料で取扱いをしなけれ
ばならないもの
②本町の住民で公費の
援助又は扶助を受ける
ために必要なもの
③生活保護法の適用を
受けている者から請求
があったとき
④官公署から請求が
あったとき
⑤公用で使用するとき
⑥町長が特に免除する
必要があると認めたも
の

三　加　茂　町
合併までに調整し、統一施行する

コピー料（公図等） 差異あり
６．その他手数料

　１０円/枚 　２０円/枚 　２０円/枚 　１５円/枚

差異あり三加茂町手数料徴収条
例第６条に該当する以
下のもの
(1)　国又は他の地方公
共団体、その他公共団
体において、公用又は
公共用に使用するため
申請があったとき。
(2)　生活保護法(昭和
25年法律第144号)によ
り保護を受けている者
が直接必要とするため
申請したとき。
(3)　その他町長が、特
別な事情があると認め
たとき。
で公費の援助又は扶助
を受けるために必要な
もの

コピー料については、役場事務全
てに関わるので、他の協議のなか
で調整する

５．手数料の免除
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・固定資産課税台帳の
付属資料として備え付
けている公図は、次の
とおり

①旧公図（全域）

②地籍調査完了図面
　（地積図）

・税務課にて管理

・固定資産課税台帳の
付属資料として備え付
けている公図は、次の
とおり

①旧公図（全域）

②地籍調査完了図面
　（地積図）

・税務課にて管理

・固定資産課税台帳の
付属資料として備え付
けている公図は次のと
おり

①旧公図（全域）

②地籍調査完了図面
　（地積図）

③ほ場整備が完了した
　地区（換地図）

④その他地区（三好町
　備え付けの公図）

・税務課にて管理

・固定資産課税台帳の
付属資料として備え付
けている公図は次のと
おり

①旧公図（全域）

②地積図

・税務課にて管理

（２）管理状況 差異あり 差異はあるが、現行のとおり、新
町に引き継ぐ

・三好町の公図は、ほ
とんどが法務局のそれ
と同じであるが、一部
異なっているところも
ある。法務局と異なる
ことがある場合は、お
おむね法務局のものに
合わせているが、当町
のものが必ずしも間違
いであるとは限らない

・井川町の公図は、ほ
とんどが法務局のそれ
と同じであるが、一部
異なっているところが
ある。法務局と異なる
ことがある場合は、お
おむね法務局のものに
合わせている。ただし
井川町のものが間違い
であるとは限らない

・三加茂町の公図は、
ほとんどが法務局のそ
れと同じであるが、一
部異なっているところ
がある。法務局と異な
ることがある場合は、
おおむね法務局のもの
に合わせている。ただ
し当町のものが間違い
であるとは限らない

・地積調査時点の図面
であり、現在法務局の
ものと合わせる作業中
である。

現行のとおり、新町に引き継ぐ
１．公図
（１）概要

固定資産税分科会住民部会

協　議　項　目 公図・地積図等

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）
・公図、地積図等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
・現在管理している図面の管理及び取扱い方法については、合併までに調整する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況
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すでに各町地籍調査に着手してい
るため、差異はあるが、現行のと
おり新町に引き継ぐ

具体的調整方針
三　加　茂　町

差異あり 差異はあるが、現行のとおり、新
町に引き継ぐ

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 井　川　町

課　　　題

２．地籍図

差異はあるが、現行のとおり、新
町に引き継ぐ３３枚

．宅地画地地番図
３３枚

（１）概要

３３枚

差異あり

・地籍調査事業につい
ては、国土調査室で実
施中

・地籍調査の成果につ
いては、土地台帳を池
田法務局からの登記済
通知書に基づいて修正
し、税務課において保
管している。公図の修
正があれば併せて行う

・平地地番図

・地籍調査事業につい
ては、昭和６２年より
国土調査室において実
施中
・地籍調査が完了した
区域は地籍調査図とし
て備え付けている
・土地改良法登記令第
６条第２項第２号によ
る不動産登記に関する
政令第８条第２項の図
面は、不動産登記法第
１７条に該当するもの
としている
・平成１５年６月１日
　現在　図面数
　　　　　４２４枚

（２）図面数 ・地番図 ・地籍図 ・地籍図

・画地の状況類似地区
　区分図あり

・家屋図 ・家屋状況図　現況図
１２冊

９３５枚 ２８４枚 ４７２枚

・地籍調査事業につい
ては、平成３年度より
産業経済課において実
施中
・現在平坦部をほぼ調
査完了している

・国土調査法第２０条
第１項及び土地改良法
登記令第６条第２項２
号による図面は不動産
登記法第１７条に該当
するものとしている

・平成１５年１月１日
　現在　国土調査図面
　　　　　２４０枚

平成１４年６月にて地
籍調査事業終了

固定資産税台帳管理シ
ステム
・宅地の画地認定
・画地計算処理
・土地情報
・評価情報等

地籍情報管理活用シス
テム（松本測量設計）

・委託費　1,731,555円
・県補助金あり

固定資産税台帳管理シ
ステム（アジア航測）

（３）電算システム 固定資産税台帳管理シ
ステム
・宅地の画地認定
・画地計算処理
・土地情報
・評価情報等
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図面修正については、地籍調査結
果を長く有効利用するため、その
方法等について合併までに協議調
整し、順次修正に努めるものとす
る

三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
具体的調整方針

　現時点では、図面の
管理のみで異動等に伴
う修正は行っていない

　（１）概要

現　　　　　　況
課　　　題

三　野　町
３．図面修正

固定資産課税台帳の付
属資料として備え付け
ている公図（換地図以
外）については、毎年
業者委託により、土地
の分合筆等による異動
に伴う修正を実施して
いる

固定資産課税台帳の付
属資料として備え付け
ている地番図について
は、毎年業者委託によ
り、土地の分合筆等に
よる異動に伴う修正を
実施している

差異あり固定資産課税台帳の付
属資料として備え付け
ている公図について
は、毎年業者委託によ
り、土地の分合筆等に
よる異動に伴う修正を
実施している

　（２）事務手順 法務局から送付された
「登記済通知書」に基
づき受託業者にマイ
ラーを修正させている

法務局から送付された
「登記済通知書」に基
づき受託業者にマイ
ラーを修正させている

池田法務局から送付さ
れた「登記済通知書」
に基づき、受託業者に
マイラーベースを修正
させている

　（３）実施時期 毎年１０月上旬に、１
年分の「登記済通知
書」を修正。納品時期
は１１月下旬

随時、１年分の「登記
済通知書」を修正。納
品時期は３月下旬

契約が済み次第「登記
済通知書のコピー」約
半年分を６又は７月頃
に、業者に送付し修
正。最終１月１日迄の
分

（株）日東　（４）委託業者 松本測量（株） 朝日航洋（株）

Ｈ１４　　543,301円
　（５）委託料 町単独費 町単独費町単独費

　　　　　420,000円
（単価）

地番図及び画地データ
更新委託料

・複図異動修正
　　　　　500円/筆

Ｈ１４　　301,350円

・筆属性異動修正
（所有者）700円/筆

・筆図形異動修正
　　　　　700円/筆

・旧公図異動修正（未
国調地区）120円/筆

・筆属性異動修正
（地目）　100円/筆
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 日程７              協議第４６号 
 
 

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

 
 

平成１６年 ４月１５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 

 
 
人権事業関係について 

 
 １．部落差別撤廃・人権擁護に関する条例については、新町において検討す

る。 
 ２．人権啓発事業については、新町発足後速やかに人権啓発に関する総合計

画を策定し、人権思想の高揚を図る。 
 ３．人権擁護委員会については、合併までに調整し、新町発足時より統合す

る。 
 ４．人権相談については、住民が相談し易い環境づくりに努め、行政相談と

ともに統一実施する。 
 ５．人権擁護審議会については、新町における実効ある総合施策を策定する

ため、合併までに調整し、新町発足時より統合する。 
 ６．人権教育推進協議会については、人権教育を強力に推進するため、合併

までに調整し、新町発足時より統合する。 
 ７．人権教育事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、一層の充実を 
      図るため、新町発足後、人権教育推進協議会等で協議のうえ、統一実施 
      に努める。 
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 ８．こども学習会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後そ 
      のあり方について検討する。 
 ９．公会堂については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
 10．三好町原縫製共同作業場については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
 11．住宅新築資金等貸付金の償還事務については、現行のとおり新町に引き 
      継ぐ。 
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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

（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

２４－１０．人権事業関係

　１．部落差別撤廃・人権擁護に関する条例については、新町において検討する。
　２．人権啓発事業については、新町発足後速やかに人権啓発に関する総合計画を策定し、人権思想の高揚を図る。
　３．人権擁護委員会については、合併までに調整し、新町発足時より統合する。
　４．人権相談については、住民が相談し易い環境づくりに努め、行政相談とともに統一実施する。
　５．人権擁護審議会については、新町における実効ある総合施策を策定するため、合併までに調整し、新町発足時より
　　　統合する。
　６．人権教育推進協議会については、人権教育を強力に推進するため、合併までに調整し、新町発足時より統合する。
　７．人権教育事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、一層の充実を図るため、新町発足後、人権教育推進協議
　　　会等で協議のうえ、統一実施に努める。
　８．こども学習会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後そのあり方について検討する。
　９．公会堂については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　10．三好町原縫製共同作業場については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　11．住宅新築資金等貸付金の償還事務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

　　住民の人権意識の高揚を図るための人権啓発・人権教育については、担当部署を設置して全庁的な推進体制を確立す
　る必要がある。
　　これからの人権関係事業は、幅広いサービスが可能である福祉関係機関との連絡を密に取りながら実施すべきであり、
　町内部での調整を行いながら新たな事業を取り入れるための調査・検討が望まれるところである。
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・条例等の時限

・施策の目標

１．部落差別撤廃・人
　権擁護に関する条例

　基本的人権の享有を
保証し、法の下の平等
を定める日本国憲法の
理念及び同和対策審議
会答申の精神にのっと
り、平和な明るい地域
社会の実現に寄与する

　基本的人権の享有を
保証し、法の下の平等
を定める日本国憲法の
理念及び同和対策審議
会答申の精神にのっと
り、平和な明るい地域
社会の実現に寄与する

　基本的人権の享有を
保証し、法の下の平等
を定める日本国憲法の
理念及び同和対策審議
会答申の精神にのっと
り、平和な明るい地域
社会の実現に寄与する

（１）目的

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

　基本的人権の享有を
保証し、法の下の平等
を定める日本国憲法の
理念及び同和対策審議
会答申の精神にのっと
り、平和な明るい地域
社会の実現に寄与する

新町において検討する

２４－１０．人権事業関係
住民部会

協　議　項　目 人権関係条例等

調整方針（案） ・部落差別撤廃・人権擁護に関する条例については、新町において検討する。
・三好町原縫製共同作業場については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（２）内容

（１）目的

（２）内容

２．部落差別撤廃・人
　権擁護に関する条例
　実施要綱（項）

・用語の意義

・施行上の留意

・人権の尊重
・責務

・施策の目標
・責務

・施策の内容

条例の補完

差異あり 新町において検討する

・用語の意義

条例の補完

・町民の責務

・総合計画・総合計画

・町民の責務 ・町民の責務 ・町民の責務

・実態調査等 ・実態調査等

・施策の内容

・人権の尊重

要綱なし 要綱なし

・実態調査等
・総合計画 ・総合計画

・町の施策・町の施策 ・町の施策・町の施策

・実態調査等
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新町において検討する

具体的調整方針

三好町及び井川町の例を参考に、
合併までに調整し、新町発足時よ
り施行する

三　加　茂　町三　好　町 井　川　町

部落差別を根絶すると
ともに、人権問題の解
決に必要な総合施策の
樹立について研究、調
査及び審議する

・任期の規定
・組織等の規定 ・組織等の規定 ・組織等の規定

若干の差異あり

三　野　町

（１）目的 部落差別を根絶すると
ともに、人権問題の解
決に必要な総合施策の
樹立について研究、調
査及び審議する

部落差別を根絶すると
ともに、人権問題の解
決に必要な総合施策の
樹立について研究、調
査及び審議する

部落差別を根絶すると
ともに、人権問題の解
決に必要な総合施策の
樹立について研究、調
査及び審議する

（２）内容

（１）目的

（２）内容

４．公会堂の設置及び
　管理管理（等）に関
　する条例

・設置

・損害賠償

・管理 ・管理
・使用料

・使用方法等

・地域住民の親睦のた
めの集会と研修、その
他公的集会等に場を提
供する

・設置

・地方自治法第２４４
条の２の規定に基づく

・地方自治法第２４４
条の２の規定に基づく

・事務処理の部署

条例なし 差異あり
三加茂町には公会堂なし

・任期の規定 ・任期の規定

条例なし

３．部落差別撤廃・人
　　権擁護審議会規則

現　　　　　　況

・事務処理の部署・事務処理の部署

・組織等の規定
・任期の規定

課　　　題
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三野町及び三好町の例により、合
併までに調整し、新町発足時より
施行する

課　　　題 具体的調整方針
三　加　茂　町

５．同和対象地区学習
　会指導員の設置等に
　関する条例

条例なし

共同作業場設置の趣旨
に適合し、町長が認め
た団体

　③管理委託

　②利用料 １0,000円／月

原縫製共同作業場
（２）内容

６．三好町原縫製共同
　作業場の設置及び管
　理に関する条例

現行のとおり、新町に引き継ぐ

（１）目的

なし

　①施設

なし なし 三好町にだけ存在

　歴史的・社会的理由
により生活環境等の安
定向上が阻害されてい
る地域の産業の振興と
職業の安定を図ること
はもとより、職住を分
離させ、作業環境及び
住環境を改善するため

・報酬 ・報酬
・任用

井　川　町三　好　町

・任用
（２）内容 ・任期 ・任期

　同和対象地区児童生
徒が子ども会活動をと
おし、同和問題の早期
解決を図るための学力
の充実と生活の向上を
図るため、地区学習指
導員の設置及び任用、
報酬、その他について
定める

　同和対象地区児童生
徒が子ども会活動をと
おし、同和問題の早期
解決を図るための学力
の充実と生活の向上を
図るため、地区学習指
導員の設置及び任用、
報酬、その他について
定める

条例なし 差異あり

現　　　　　　況
三　野　町

（１）目的
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三　加　茂　町

現行のとおり、新町に引き継ぐ

三　野　町 三　好　町 井　川　町
７．三好町原縫製共同
　作業場の設置及び管
　理に関する規則

三好町にだけ存在なし なし

維持管理に要する経費
は、管理委託団体にお
いて負担する

課　　　題 具体的調整方針
現　　　　　　況

・更新しようとする者
は期間満了の３０日以
前までに、更新申請書
提出

１年間

・毎月２５日までに、
　納付書により納付
・月途中の場合、利用
　期間が１月に満たな
　いときは日割り計算
・町長が認めるときは
　減免することができ
　る
・町長が必要と認める
　ときは、１年分を４
　回以内に分けて納付
　させることができる

　②使用料徴収方法

　①管理委託の期間等
（２）内容

なし

（１）目的 条例の補完

　③経費の負担
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○男女共同参画に関す
る施策の推進及び連絡
調整

○男女共同参画の啓発
及び促進

○男女共同参画に関す
る施策の推進及び連絡
調整

人権尊重の理念に関す
る国民相互の理解を深
めるため啓発活動を実
施する

人権尊重の理念に関す
る国民相互の理解を深
めるため啓発活動を実
施する

人権尊重の理念に関す
る国民相互の理解を深
めるため啓発活動を実
施する

人権尊重の理念に関す
る国民相互の理解を深
めるため啓発活動を実
施する

○職員リーダー研修

○人権問題地区別懇談
　会

○企業への人権啓発

（１）目的

○人権講座 ○広報掲載○町人権教育推進者養
　成講座

○ポスター等掲示

○町民祭等での啓発展

○地域懇談会

○同和問題啓発事業

○人権啓発研究会

○関係機関開催の各種
研修会への参加

○道徳教育推進事業 ○人権講演会 ○人権問題講演会

現行の各町実施の事業等を参考
に、新町発足後速やかに人権啓発
に関する総合計画を策定し、人権
思想の高揚を図る

実施内容に差異あり
１．事業

（２）事業内容

住民部会

協　議　項　目 人権啓発事業

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 現行の各町実施の事業等を参考に、新町発足後速やかに人権啓発に関する総合計画を策定し、人権思想の高揚を図る

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況
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・随時人権相談の受付
・郡、町の各講演会及
　び事業に参加

・随時人権相談の受付 ・随時人権相談の受付
・人権相談参加

・郡、町の各講演会及
　び事業に参加

・管内の各講演会及
　び事業に参加

・人権相談所の開設

・人権週間事業
　　町内該当啓発
（広報車活動）
　　防災無線広報
　　管内各種
　　懸垂幕掲示
啓発活動参加

・随時人権相談の受付
・人権相談参加

4人 ４人 ３人 ４人

・広報無線放送 ・相談常駐制度の導入

・人権週間事業
　　町内街頭啓発
　　（広報車活動）
　　懸垂幕掲示
　　郡人権街頭啓発

・人権週間事業
　　町内街頭啓発
　　郡人権街頭啓発
　　町人権啓発講演会

・人権相談所の特設 ・人権相談参加
・人権相談参加

法務大臣から委嘱

３年 ３年 ３年

・職務に関する連絡及
び調整、必要な資料及
び情報の収集、研究等
を実施
・各地域で開催される
人権相談に参加、個別
相談処理等地域住民の
基本的人権を擁護し、
自由人権思想の普及高
揚に努める

法務大臣から委嘱 法務大臣から委嘱

（４）構成委員数

（５）活動概要

（２）任用

（３）任期

・職務に関する連絡及
び調整、必要な資料及
び情報の収集、研究等
を実施
・各地域で開催される
人権相談に参加、個別
相談処理等地域住民の
基本的人権を擁護し、
自由人権思想の普及高
揚に努める

（１）目的 ・職務に関する連絡及
び調整、必要な資料及
び情報の収集、研究等
を実施
・町で開設される人権
相談に参加、個別相談
処理等地域住民の基本
的人権を擁護し、自由
人権思想の普及高揚に
努める

活動内容に差異あり 人権擁護委員会については、合併
までに調整し、新町発足時より統
合する

住民部会

協　議　項　目 人権擁護委員会等

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） ・人権擁護委員会については、合併までに調整し、新町発足時より統合する。
・人権相談については、住民の人権に関する問題や悩み事の解決を図るため、住民が相談し易い環境を作り、統一実施する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

１．人権擁護委員会
・職務に関する連絡及
び調整、必要な資料及
び情報の収集、研究等
を実施
・各地域で開催される
人権相談に参加、個別
相談処理等地域住民の
基本的人権を擁護し、
自由人権思想の普及高
揚に努める

・人権週間事業
　　町内広報活動
　　（広報車活動）
　　防災無線広報
　　脇法務局管内各種
　　　　啓発活動参加

・管内の各講演会及
　び事業に参加

法務大臣から委嘱

３年
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２４回／年
（毎月第２・第４金曜日）

具体的調整方針
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

課　　　題

（該当月第１金曜日）
（２）開催回数等 １２回／年 １２回／年

（毎月第３火曜日） （毎月第２木曜日）
差異あり９回／年

住民の人権に関する様々な問題や
悩み事に対応するため、従前以上
に内容を充実させ、統一実施す
る。

　個別相談処理等、地
域住民の基本的人権を
擁護し、自由人権思想
の普及高揚に努める

・徳島県人権擁護委員
　連合会
         15,300円

・徳島県人権擁護委員
　連合会
          13,000円

・脇町人権擁護委員協
　議会
          18,000円

・脇町人権擁護委員協
　議会
         18,000円

・脇町人権擁護委員協
　議会互助会及び研修
活動費
          24,000円

・脇町人権擁護委員協
　議会
          13,000円

・徳島県人権擁護委員
　連合会
          25,800円

２．人権相談

・町人権擁護委員研修
　負担金
　　　　　28,000円

・脇町人権擁護委員互
　助会
          8,000円

・行政相談と共に、週をずらして
旧町毎に月１回開催する
　　　　（毎月計４回）
・開催時間及び場所等の詳細につ
いては、合併までに調整し、新町
発足時より運用する

　個別相談処理等、地
域住民の基本的人権を
擁護し、自由人権思想
の普及高揚に努める

　暮らしの中で起こる
様々な問題、もめご
と、悩み事等を解決す
る

　社会経済状況の複雑
化や、国民の価値観の
多様化が進む中で、自
己の権利のみ主張し、
他人の人権を軽視する
傾向が見受けられる
中、様々な人権問題が
数多く発生し、人権問
題は深刻な状況にあ
る。そこで、人権擁護
委員による人権相談所
を開設し、悩みの相談
を受け付けその解決を
図り、個別相談処理等
地域住民の基本的人権
を擁護し、自由人権思
想の普及高揚に努める

（１）目的

（６）関連団体及び負
　　　担金等

現　　　　　　況

・徳島県人権擁護委員
　互助会
          8,000円

・徳島県人権擁護委員
　連合会
          12,000円
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三　好　町 井　川　町三　野　町

・随時人権相談の受付（４）その他 ・随時人権擁護委員宅で

課　　　題 具体的調整方針

　相談開設日に、法務
局職員、町で推薦し法
務大臣から委嘱された
人権擁護委員３名が２
名ずつ交代で相談に応
じる

三　加　茂　町
　三加茂町社会福祉協
議会会議室で町が推薦
し法務大臣から委嘱さ
れた人権擁護委員が相
談に応じる。

　心配ごと相談・行政
相談とともに開催して
いる
　各地域で開催

　行政相談と共催

現　　　　　　況

　役場会議室で開催
（３）概要

人権相談受付 ・相談常駐制度の導入
　による活動

・随時人権擁護委員宅
で人権相談受付
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若干の差異あり 新町において実効ある総合施策を
策定するため、合併までに調整
し、新町発足時より統合する

（現状委員） （現状委員）

①有識者 ①有識者 ①有識者 ①有識者

２．委員
（１）人数

（２）委嘱対象者

・総合施策についての
　研究、調査及び審議

・総合施策についての
　研究、調査及び審議

・計画的調査の実施 ・計画的調査の実施 ・計画的調査の実施 ・計画的調査の実施

１．所掌事務 ・総合施策についての
　研究、調査及び審議

・総合施策についての
　研究、調査及び審議

住民部会

協　議　項　目 人権擁護審議会

調整方針（案） 新町における実効ある総合施策を策定するため、合併までに調整し、新町発足時より統合する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針

・町長の諮問に答申し
　、かつ必要に応じ意
　見具申

・町長の諮問に答申し
　、かつ必要に応じ意
　見具申

・町長の諮問に答申し
　、かつ必要に応じ意
　見具申

・町長の諮問に答申し
　、かつ必要に応じ意
　見具申

１５人以内 １５人以内 １５人以内 １５人以内
（うち会長１副会長１） （うち会長１副会長１） （うち会長１副会長１） （うち会長１副会長１）

②町内各種団体代表者 ②町内各種団体代表者
③行政機関職員 ③行政機関職員 ③行政機関職員 ③行政機関職員
②町内各種団体代表者 ②町内各種団体代表者

委員は非常勤 委員は非常勤 委員は非常勤 委員は非常勤

・町議会議長
・議会文教厚生委員長
・解同井川支部長
・学校長代表
・人推協会長
・人推協指導員
・民生児童委員会長
・長寿クラブ会長
・身体障害社会長
・婦人会長
・ＰＴＡ連合会長
・労働者代表
・助役
・教育長
・教育長次長
　　　　以上１５名

・町議会議長
・議会文教厚生委員長
・人権擁護常任委員
・全自同三野支部長
・解同三野支部長
・民生児童委員代表者
・校長所長会会長
・社会同和教育指導員
・人権教育推進協議会
　長
・老人会会長
・婦人連合会会長
・青年連合会会長
・町労働界職域代表
・助役
・教育長
　　　　以上１５名
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合併までに調整し、行政部門に担
当部署を配置する

他の付属機関との均衡に配慮しな
がら、合併までに調整し、新町発
足時より統一する。

社会福祉課
６．事務処理担当 住民課 教育委員会 　住民課 生涯学習課 差異あり

行政機関一般職員は報
酬なし

行政機関一般職員は報
酬なし

10,000円／年

５．報酬等

無報酬 無報酬

差異あり（報酬） （謝礼） （報酬）

100,000円／年
（２５名分）

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

幹事は非常勤

（現状幹事）
・議会文教厚生委員長
・全自同三野支部長
・解同三野支部長
・ＰＴＡ連絡協会長
・総務課長

（２）選任対象者

（現状幹事）
・県派遣社会教育主事
・総務課長
・産業課長
・企画財政課長

・建設課長
・厚生課長

・厚生課長 ・住民課長
・住民課長

・社会教育指導員 ・教育委員会担当職員
　　　　　以上８名 　　　　　以上８名

２年 ２年 ２年２年
再任あり 再任あり 再任あり 再任あり

４．委員等の任期

課　　　題 具体的調整方針

②学識経験者 ②学識経験者 ②学識経験者 ②学識経験者
①行政機関職員 ①行政機関職員

幹事は非常勤

現　　　　　　況

①行政関係職員

（１）人数 １０人以内 １０人以内 １０人以内 ２０人以内
３．幹事

幹事は非常勤幹事は非常勤

①行政関係職員
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　三加茂町の人権教育
を推進するために、そ
の正しい理解と実践に
ついて研究協議を行う
　人権教育を強力に推
進し、真の民主的社会
の実現を目指す

理　事

監　事

１．目的
役員構成等に差異あり 人権教育を強力に推進するため、

合併までに調整し、新町発足時よ
り統合する

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 人権教育を強力に推進するため、合併までに調整し、新町発足時より統合する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

住民部会

協　議　項　目 人権教育推進協議会

２．役員構成

会　長

副会長

　真の民主主義を確立
するために、人権教育
の正しい理解と実践に
ついて研究協議をし、
その推進を図る

　井川町の人権教育を
推進するために、その
正しい理解と実践につ
いて研究協議を行う

　真の民主主義を確立
するために、人権教育
の正しい理解と実践に
ついて研究協議をし、
その推進を図る

１人 １人 １人 １人

若干名 若干名 若干名 若干名

３人 ２人 ３人 ２人

２名 ２人 若干名 ２人

３．任期 ２年 ２年 ２年
再任あり 再任あり再任あり
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差異あり

・学校長

・人権擁護委員
・心配事相談員

・行政相談員

・学校人権教育主任

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

現　　　　　　況

理事会　　　　　適宣
４．活動概要 総会　　　　　　１回 総会　　　　　　１回 総会　　　　　　１回

合併までに調整する
研修会　　　　　５回 研修会　　　　　５回
理事会　　　　　２回 理事会　　　　　２回

その他各大会参加 その他各大会参加
　目的に賛同し人権教
育の研究を推進する団
体及び個人で構成し、
諸団体の連絡提携、資
料収集並びに配布、研
究会・講演会などの開
催を行う

　目的に賛同し人権教
育の研究を推進する団
体及び個人で構成し、
諸団体の連絡提携、調
査研究、資料収集並び
に配布、研究会・講演
会などの開催を行う

・諸団体の連絡提携、
調査研究、資料収集並
びに配布、研究会・講
演会の開催
・その他必要と認める
事業

・人権の町づくり推進
　講座
・人権のつどい
・地域懇談会
・企業啓発
・各種研修会
・講演会
・啓発活動
・広報活動

５．町補助金 ９００千円 １，０００千円 ６００千円 ９３０千円

６．参加団体等 ・行政
・議会
・教育委員
・社会教育委員
・公民館運営審議会委員
・民生委員
・諸団体
・PTA
・町老人クラブ連合会
・町婦人団体連合会
・町青年連合会

研究会、講習会、講演
会、懇談会、調査研
究、資料収集、広報活
動、諸機関、諸団体と
の連絡提携その他必要
と認める事業
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１０回

町長他

６回

共催人権教育推進協議会

行政、教職員、老人ク
ラブ、町婦人会、職
域、
　　計約６０名

行政・老人会・婦人
会・ＰＴＡ　ほか各種
団体
　　約４０人／回

主催教育委員会 教育委員会

３回

　同和教育は同和問題
の解決を図ることを目
的として始められてき
たが、取り組みの経緯
のなかで、あらゆる人
権問題に関する理解と
認識を深める役割も果
たしてきました。「同
和問題の本質は、人権
問題である」との考え
のもとに人権教育が根
付いていくように、こ

【人権の町づくり
　　　　　推進講座】

なし

教育委員会

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町における人権教育の一層の充実
を図るため、新町発足後、人権教
育推進協議会等で協議のうえ、統
一実施に努める

三加茂町

【人権教育推進者
　　　　　養成講座】

【人権教育講座】

　　⑤主催（共催）者

　　③参加対象者

　　②年間開催回数

２．各種事業
（１）講座等
　　①名称

実施事業に差異あり

　人権教育の推進を図
るため、全ての町民を
対象に人権に関する学
習機会を提供するとと
もに、町民の相互理解
の促進と地域社会への
参加の促進を推進する

　町民のすべての人権
が真に尊重される社会
の実現を目指し、広く
人々の人権問題に対す
る認識を深め、差別意
識の払拭を図り、人権
に関わる問題の解決に
資することができるよ
う、社会教育における
学習活動を総合的に推
進する

１．目的

住民部会

協　議　項　目 人権教育事業

調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぎ、新町における人権教育の一層の充実を図るため、新町発足後、人権教育推進協議会等で協議のうえ、統一実施に努める。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針

人権教育の推進を図る
ため、広く地域住民を
対象に人権に関する学
習機会を提供するとと
もに、地域に住む様々
な人々の相互理解の促
進と地域社会への参加
の促進を図る

三加茂町公民館　　④開催場所 三好町中央公民館三野町公民館及び先進
地視察場所
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人権教育研究大会

主催　教育委員会 教育委員会

人権教育指導者研修会

３回 １回

現　　　　　　況

（２）講演会等
三　野　町 三　好　町

【人権問題講演会】 【人権フェスティバル】

井　川　町 三　加　茂　町
具体的調整方針課　　　題

なし 【人権のつどい】　　①名称

　　①名称
（３）懇談会

　　④開催場所

　　②年間開催回数 １回

　　③参加対象者 町長他
平均１５０人参加

　　④開催場所 三野町公民館 三好町中央公民館 三加茂町公民館

行政、教職員、老人ク
ラブ、町婦人会、職
域、人推教理事等

各種団体及び一般住民

共催　三野町人権教育
推進協議会

　　⑤主催（共催）者 三加茂町
教育委員会

地区別懇談会　平成１
５年実施無し

人権教育振興大会 【地区懇談会】 【地区懇談会】

　　②年間開催回数 1回各小・中学校で地区別
に１回実施

４～５回２回程度

　　③参加対象者 住民 地域住民 町民PTA関係者

各小・中学校で地区別 三好町中央公民館 各地域集会所 各振興会集会場

　　⑤主催（共催）者 教育委員会 教育委員会 教育委員会 三加茂町
教育委員会
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町内企業及び事業所職
員等

各事業所

現　　　　　　況

町内企業主及び就労者

各企業所　　④開催場所

　　⑤主催（共催）者

　　③参加対象者

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
（４）企業研修等
　　①名称 なし 【企業研修】 なし 【企業職域研修】

　　②年間開催回数 ３回程度 ２回

教育委員会 三加茂町
教育委員会

３．事業費 １，１００千円 ８５０千円 ― ７００千円
（うち県補助金400千円）

課　　　題 具体的調整方針
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・平成１６年度で県補
　助廃止予定

・平成１６年度で県補
　助廃止予定

現行のとおり新町に引き継ぎ、県
補助金が廃止されることから、新
町発足後そのあり方について検討
する

１．目的
学習会活動なし 学習会活動なし

調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後そのあり方について検討する。

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 子ども学習会

三野町、三好町にだけ存在

　児童生徒が子ども会
活動をとおし、同和問
題の早期解決を図るた
めの学力の充実と生活
の向上を図る

５．補助制度

４．事業経費
（うち県費171千円）

・地域改善対策学習教
　材等購入補助

・地域改善対策学習会
　補助

・芝生小及び三野中で
　開催
・東部公会堂での学習
　及び子ども会活動

　　　９９９千円

３．指導体制

　９１０千円

学習会指導員

　児童生徒の学力向上
と強く生き抜く力の充
実、健康の増進、生活
の向上を図り、人権問
題の早期解決を目指し
た人間教育を行う
　また、共同の生活体
験を通して、支え合い
励まし合う仲間づくり
を推進するとともに、
人権問題を自ら解決し
ていこうとする児童を
育成する

差異あり 現行のとおり、新町に引き継ぐ・人権問題学習
・教科学習
・レクリェーション
・進路指導等

２．事業概要

学習会指導員

・地域改善対策学習会
　補助

・地域改善対策学習教
　材等購入補助

- 100 -



各町独自の施設であるため、現行
のとおり新町に引き継ぐ

・町長が特に必要と認
　めるときは、町長が
　定める使用料を徴収

・管理者１名を置く ・管理者１名を置く

７．委託料等

５．使用時間

６．使用料

４．管理

施設なし 施設管理等に差異あり

３．使用内容

２．施設名称

１．目的

住民部会

協　議　項　目 公会堂

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

具体的調整方針課　　　題

　地域住民の親睦のた
めの集会と研修、その
他公共的集会等にその
場を提供することを目
的とする

　地域住民の親睦のた
めの集会と研修、その
他公共的集会等にその
場を提供することを目
的とする

三野東部公会堂 ・女法寺公会堂

　地域住民の親睦のた
めの集会と研修、その
他公共的集会等にその
場を提供することを目
的とする

・いきいき婦人学級の
　開催等

・地域改善対策地区学
　習会の開催

・子ども学習会の開催

・公共的団体に委託す
　ることができる

規定なし 規定なし（原則）
    9:00～22:00

・無料 ・無料 ・無料

・その他経費（役務費等）
       810,000円

・出ノ上公会堂

・町長が特に必要と認
　めるときは、町長が
　定める使用料を徴収

・管理委託料
       142,000円

・昼間公会堂

・管理委託料
       720,000円

・浄化槽保守点検委託
        59,283円
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（平成１６年２月末現在）

0 0

残額計件数

宅地取得資金

項　目

平成２７年７月 平成３３年３月５．最終償還予定年月

住宅改修資金
合　計

４．残貸付金

２．償還期間
住宅新築資金
宅地取得資金
住宅改修資金

各町事業廃止されているが、貸付
金に対する償還が残っている

現行のとおり新町に引き継ぐ
１．条例

平成９年７月１日廃止 平成９年６月２７日廃止 平成９年７月１日廃止 事業なし

住民部会

協　議　項　目 住宅新築資金等貸付金

課　　　題 具体的調整方針

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

２５年以内 ２５年以内 ２５年以内
２５年以内 ２５年以内 ２５年以内

・６ヶ月間据え置き
１５年以内 ２５年以内 １５年以内

住宅新築資金
件数 残額計

・６ヶ月間据え置き　　【摘要】

３．違約金（遅延金）

・住宅改修資金は規則
で１５年以内となって
いる

（日数に応じ） （日数に応じ） （日数に応じ）
年１０．９５％の割合
で計算した額

１日０．０３％の割合
で計算した額

年１０．９５％の割合
で計算した額

1 4,395,622
件数 残額計 件数 残額計

2 2 2,884,883

7 1 568,016
11 7,926,576

平成２８年２月 ―

2 2 6,466,434 1 3,440,893

0 05 9,919,333 2 7,836,515
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日程８ 協議第４７号

各種環境・公害事務関係（案）について

各種事務事業の取扱いのうち、各種環境・公害事務関係について提出する。

平成１６年 ４月１５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

各種環境・公害事務関係について

１．ゴミ収集・運搬については、次のとおり調整する。
、 。(1)一般ゴミについては､現行のとおり新町に引き継ぎ 新町において調整する

(2)事業系一般廃棄物の収集運搬許可業者については､新町において改めて許可
審査等を行う。

２．一般家庭用ゴミ袋販売については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
３．ゴミ資源化･排出抑制に関する啓発については、次のとおり調整する。
(1)パンフレットの配布等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
(2)カレンダーの配布については、新町発足後統一したものを作成配布する｡
(3)附属機関については合併時に廃止し、新町において調整のうえ新たに設置
する｡

４．家電リサイクル法関連事業については、次のとおり調整する。
(1)町による収集運搬の料金については現行のとおりとする。
(2)収集運搬料金の納入方法については、合併までに調整し新町発足時より統
一施行する｡

５．容器包装リサイクル法関連事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、
新町において調整する。
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６．環境リサイクル施設については、次のとおり調整する。
(1)施設管理等については現行のとおり新町に引き継ぐ。
(2)住民による資源ゴミの持込みについては、申込みにより町環境担当職員が
対応する。

７．ゴミ減量化・リサイクル推進事業については､現行のとおり新町に引き継ぎ､
各団体等への補助金については合併までに調整する｡

８．生ゴミ処理容器設置に関する補助については、次のとおり合併までに調整す
る｡

(1)電気式生ゴミ処理機の購入補助については、三野町と井川町の例により合
併時に統一する｡

(2)コンポスターの購入補助については、三好町の例により合併時に統一する｡
(3)ＥＭ専用容器の購入補助については、三野町の例により合併時に統一する｡

、 、(4)ＥＭ関係のボカシ・菌・糖蜜については 合併までに一定量を調整のうえ
新町において一定量までを無料配布とし、一定量以上については三野町の
例により合併時に統一する｡

９．一般廃棄物集積場整備事業助成については、三野町・三好町・井川町の例を
基本に合併までに調整し、新町において引き続き実施する｡

10．廃棄物処理計画については、次のとおり調整する。
(1)生活廃水処理基本計画については、４町の現計画を基本に新町発足後速や
かに策定する。

(2)みよし広域連合と共同で策定している計画については、現行のとおり新町
に引き継ぎ、みよし広域連合と協議のうえ策定する｡

11．ダイオキシン対策については、三野町の例により合併時に統一する。
12．地球温暖化対策については、新町発足後速やかに計画を策定する。
13．不法ゴミ投棄防止については、三野町の例により合併時に統一する。
14．放置自動車の発生防止等については、次のとおり調整する。
(1)事業実施については、井川町の例により合併時に統一する。
(2)放置自動車廃物判定委員会については、合併時に廃止のうえ三野町の例に
より新町において設置し、委員数は２０人以内とする。

15．環境美化事業については現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後統一した
環境美化運動の実施に努める。

16．苦情処理と公害防止協定については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
17．ＩＳＯ１４００１については、新町において取得する。
18．公営墓地について、現在の墓地施設は現行のとおり新町に引き継ぎ、新たに

設置されるものの管理運営については新町において定める。
19．動物愛護事業(狂犬病予防他)については、三野町・三好町・三加茂町の例に

より合併時に統一する｡
20．犬猫等死骸収集業務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。



（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）

環境部会
協 定 項 目

６．環境リサイクル施設については、次のとおり調整する。
　(1)施設管理等については現行のとおり新町に引き継ぐ。
　(2)住民による資源ゴミの持込みについては、申込みにより町環境担当職員が対応する。
７．ゴミ減量化・リサイクル推進事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、各団体等への補
　　助金については合併までに調整する｡
８．生ゴミ処理容器設置に関する補助については、次のとおり合併までに調整する｡
　(1)電気式生ゴミ処理機の購入補助については、三野町と井川町の例により合併時に統一する｡
　(2)コンポスターの購入補助については、三好町の例により合併時に統一する｡
　(3)ＥＭ専用容器の購入補助については、三野町の例により合併時に統一する｡
　(4)ＥＭ関係のボカシ・菌・糖蜜については、合併までに一定量を調整のうえ、新町において一
　　 定量までを無料配布とし、一定量以上については三野町の例により合併時に統一する｡
９．一般廃棄物集積場整備事業助成については、三野町・三好町・井川町の例を基本に合併までに
　　調整し、新町において引き続き実施する｡

協議会への
提 案 内 容

２４－１５．各種環境・公害事務関係

１．ゴミ収集・運搬については、次のとおり調整する。
　(1)一般ゴミについては､現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。
　(2)事業系一般廃棄物の収集運搬許可業者については､新町において改めて許可審査等を行う。
２．一般家庭用ゴミ袋販売については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
３．ゴミ資源化･排出抑制に関する啓発については、次のとおり調整する。
　(1)パンフレットの配布等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　(2)カレンダーの配布については、新町発足後統一したものを作成配布する｡
　(3)附属機関については合併時に廃止し、新町において調整のうえ新たに設置する｡
４．家電リサイクル法関連事業については、次のとおり調整する。
　(1)町による収集運搬の料金については現行のとおりとする。
　(2)収集運搬料金の納入方法については、合併までに調整し新町発足時より統一施行する｡
５．容器包装リサイクル法関連事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整
　　する。
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協議会への
提 案 内 容

協 定 項 目
の 説 明

　全ての住民が健康で安全かつ快適に生活するために必要な生活環境を確保することは、非常に重
要であり、環境保全に対するこれまでの取り組みを新町のまちづくりにおいても継承し、住民と行
政が一体となって、よりよい住環境づくりを進めていくための体制を確立することが必要です。ゴ
ミ収集運搬事業は、住民生活に直結する重要な位置づけにあるため、ゴミの処分及び再生利用の方
法に考慮し、一般廃棄物の発生量及び質に応じた適正な処理を行うことができる収集体制を整備す
るとともに、新町の地勢及び人口分布に応じて効率的な運搬が行える運搬車の配車体制等について
検討する必要があります。
　助成制度及び委託制度等については、その実施内容等を検討することが考えられます。

10．廃棄物処理計画については、次のとおり調整する。
　(1)生活廃水処理基本計画については、４町の現計画を基本に新町発足後速やかに策定する。
　(2)みよし広域連合と共同で策定している計画については、現行のとおり新町に引き継ぎ、みよし
     広域連合と協議のうえ策定する｡
11．ダイオキシン対策については、三野町の例により合併時に統一する。
12．地球温暖化対策については、新町発足後速やかに計画を策定する。
13．不法ゴミ投棄防止については、三野町の例により合併時に統一する。
14．放置自動車の発生防止等については、次のとおり調整する。
　(1)事業実施については、井川町の例により合併時に統一する。
　(2)放置自動車廃物判定委員会については、合併時に廃止のうえ三野町の例により新町において設
　　 置し、委員数は２０人以内とする。
15．環境美化事業については現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後統一した環境美化運動の
　　実施に努める。
16．苦情処理と公害防止協定については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
17．ＩＳＯ１４００１については、新町において取得する。
18．公営墓地について、現在の墓地施設は現行のとおり新町に引き継ぎ、新たに設置されるものの
　　管理運営については新町において定める。
19．動物愛護事業(狂犬病予防他)については、三野町・三好町・三加茂町の例により合併時に統一
　　する｡
20．犬猫等死骸収集業務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
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２４－１５　各種環境・公害事務関係

１．収集状況 １．収集状況 １．収集状況 １．収集状況
 (1)対象人員  (1)対象人員  (1)対象人員  (1)対象人員
○1,750世帯　5,290人 ○2,063世帯　6,459人 ○1,828世帯　5,050人 ○3,346世帯　10,132人

 (2)対象区域  (2)対象区域  (2)対象区域  (2)対象区域
○町内全域 ○町内全域(７地区別) ○町内全域 ○町内全域

 (3)収集率 100％  (3)収集率 100％  (3)収集率 100％  (3)収集率 100％

 (4)収集体制  (4)収集体制  (4)収集体制  (4)収集体制
○可燃ゴミ ○可燃ゴミ　　　　直営 ○可燃ゴミ　　　　直営 ・差異がある。 ・

・収集体制の見直し。

○不燃ゴミ　　　　委託

○資源ゴミ　　　　委託

○大型､複雑ゴミ　 直営
　　

 (5)委託業者  (5)委託業者  (5)委託業者  (5)委託業者
○不燃､資源ゴミ ○不燃､資源ゴミ ○不燃､資源ゴミ ○不燃､資源ゴミ ・差異がある。 ・
 ･広域清掃ｾﾝﾀｰが郡内一括。  ･広域清掃ｾﾝﾀｰが郡内一括。  ･広域清掃ｾﾝﾀｰが郡内一括。  ･広域清掃ｾﾝﾀｰが郡内一括。
 ･委託費(平成16年度当初)  ･委託費(平成16年度当初)  ･委託費(平成16年度当初)  ･委託費(平成16年度当初)
負担金　年額 1,442,000円

○可燃ゴミ(芝生､東川原地域) ○可燃ゴミ(三庄平坦部)
 ･委託先　石谷金属  ･委託先　㈲久保衛生
 ･委託費　年額 3,600,000円  ･委託費　年額 5,040,000円
○資源､大型､複雑ゴミ
 ･委託先　町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
 ･委託費
賃金　年額 2,555,367円

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　ゴミ収集・運搬

　(1)一般ゴミの収集・運搬については、現行のとおり新町に引き継ぎ新町において調整する。
　(2)事業系一般廃棄物の収集運搬許可業者については、新町において改めて許可審査等を行う。

協　議　項　目

調整方針（案）

○大型､複雑ゴミ　 委託 ○大型､複雑ゴミ　 　直営

負担金　年額 2,081,000円 負担金　年額 1,999,000円 負担金　年額 3,670,000円
 (町集積ｾﾝﾀｰから広域清掃
　ｾﾝﾀｰへの回収運搬のみ)

 (町集積ｾﾝﾀｰまでの回収運
　搬のみ)

環境部会

○大型､複雑ゴミ　 直営

○可燃ゴミ

○不燃ゴミ　　委託(平坦部)
　　　　　　　直営(山間部)

　　　　　　　直営(山間部)

　　　　 直営(加茂､山間部)

○資源ゴミ　　委託(平坦部)

　　　　 委託(三庄平坦部)
現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において調整
する。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において調整
する。

　　 委託(芝生､東川原地域)
　　 直営(その他の地域)

○不燃ゴミ　　委託(平坦部)
　　　　　　　直営(山間部)

○不燃ゴミ　　委託(平坦部)
　　　　　　　直営(山間部)

○資源ゴミ　　委託(平坦部)
　　　　　　　直営(山間部)

○資源ゴミ　　委託(平坦部)
　　　　　　　直営(山間部)
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 (6)収集方式  (6)収集方式  (6)収集方式  (6)収集方式
・４町同一 ・

 (7)収集回数  (7)収集回数  (7)収集回数  (7)収集回数
○可燃ゴミ　週２回(平坦部) ○可燃ゴミ　週２回(平坦部) ○可燃ゴミ　週２回(平坦部) ○可燃ゴミ　週２回(平坦部) ・差異がある。 ・
　　　　　週１回(山間部) 　　　　 ｽﾄｯｸﾊｳｽ(山間部) 　　　　　　毎月曜(山間部) ・収集回数の見直し

○不燃ゴミ　週１回 ○不燃ゴミ　月１回 ○不燃ゴミ　月１回 ○不燃ゴミ 第1､3木曜(加茂)
　　　　　 第2､4木曜(三庄)

○資源ゴミ　月２回(７種類) ○資源ゴミ　月１回 ○資源ゴミ　月１回 ○資源ゴミ 第1､3木曜(加茂)
　　　　　 第2､4木曜(三庄)

○大型､複雑ゴミ ○大型､複雑ゴミ ○大型､複雑ゴミ ○大型､複雑ゴミ
　　　　　週１回(申込制)

※H15.3.31現在 ※H15.3.31現在 ※H14.3.31現在
※H15.3.31現在

２．収集車 ２．収集車 ２．収集車 ２．収集車
○塵芥車(パッカー車 2台) ○塵芥車(パッカー車 2台) ○塵芥車(パッカー車 2台) ○塵芥車(パッカー車 2台) ・

○専用ﾘﾌﾄ付２tﾀﾞﾝﾌﾟ(1台) ○専用ﾘﾌﾄ付２tﾀﾞﾝﾌﾟ(1台)
○２tﾀﾞﾝﾌﾟ(町1台､ﾘﾌﾄ付1台) ○２tダンプ (1台) ○２tダンプ(リース1台)
○軽トラ(町1台・社協1台）

３．収集人員 ３．収集人員 ３．収集人員 ３．収集人員
○正規職員　　　　 ２人 ○正規職員　　　　 ２人 ○正規職員　　　　 ４人 ○正規職員　　　　 ３人 ・要調整。 ・合併までに調整する。
○町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ　５人 ○臨時職員　　　　 １人 ○委託職員　　　　 １人 ・人事との関係。

４．分別 ４．分別 ４．分別 ４．分別 ・

５．排出方法 ５．排出方法 ５．排出方法 ５．排出方法 ・
○三好郡内統一 ○三好郡内統一 ○三好郡内統一 ○三好郡内統一

６．事業系一般廃棄物 ６．事業系一般廃棄物 ６．事業系一般廃棄物 ６．事業系一般廃棄物
・次の業者に許可を与え、収集

運搬している。
次の業者に許可を与え、収
集運搬している。

次の業者に許可を与え、収
集運搬している。

次の業者に許可を与え、収集
運搬している。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。○郡分別収集計画による。

○３種９品目。
○郡分別収集計画による。
○３種９品目。

○郡分別収集計画による。
○３種９品目。

○郡分別収集計画による。
○３種９品目。

　　　　　月２回(申込制) 月平均2回=1.5日(申込制) 第1､3木曜及びゴミ収集後
随時

○ステーション方式
○一部住宅密集地は各戸収集

○ステーション方式
○一部住宅密集地は各戸収集

○ステーション方式
○一部住宅密集地は各戸収集

○ステーション方式
○一部住宅密集地は各戸収集

具体的調整方針井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題三　野　町 三 加 茂 町三　好　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。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において調整
する。

　　　　月1～3回(山間部)

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

新町において改めて許可
申請を提出してもらい、
審査する。
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 (1)収集運搬許可業者  (1)収集運搬許可業者  (1)収集運搬許可業者  (1)収集運搬許可業者
○㈲久保衛生 ○㈲久保衛生 ○㈲久保衛生 ○㈲久保衛生
　三加茂町加茂6001-1 　三加茂町加茂6001-1 　三加茂町加茂6001-1 　三加茂町加茂6001-1

○石谷金属 ○石谷金属 ○石谷金属
　三野町大字芝生907-5 　三野町大字芝生907-5 　三野町大字芝生907-5

○四電ビジネス株式会社 ○四電ビジネス株式会社 ○四電ビジネス株式会社
　池田町シマ930-3 　池田町シマ930-3 　池田町シマ930-3

○正和産業 ○正和産業 ○正和産業

○㈲阿讃企画グループ ○㈲阿讃企画グループ ○㈲阿讃企画グループ ○㈲阿讃企画グループ
　三加茂町加茂2431-1 　三加茂町加茂2431-1 　三加茂町加茂2431-1 　三加茂町加茂2431-1

○㈲四国グリーン開発 ○㈲四国グリーン開発 ○㈲四国グリーン開発 ○㈲四国グリーン開発
　美馬町字喜入道60 　美馬町字喜入道60 　美馬町字喜入道60 　美馬町字喜入道60

○池田美装組合 ○池田美装組合 ○池田美装組合

○㈲ウエステック ○㈲ウエステック ○㈲ウエステック
　伊予三島市中央1丁目1-1 　伊予三島市中央1丁目1-1 　伊予三島市中央1丁目1-1

○丸浦工業㈱ ○丸浦工業㈱
　池田町字シンマチ1466 　池田町字シンマチ1466

 (2)収集運搬許可手数料  (2)収集運搬許可手数料  (2)収集運搬許可手数料  (2)収集運搬許可手数料 ・
○１件につき　　4,200円 ○１件につき　　4,200円 ○１件につき　　4,200円 ○１件につき　　4,200円

 (3)収集運搬許可期限  (3)収集運搬許可期限  (3)収集運搬許可期限  (3)収集運搬許可期限
・要調整 ・２年間とする。

・

○運用において２年間許可

　池田町白地
　　　字井ノ久保1604-3

　池田町白地
　　　字井ノ久保1604-3

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○２年間 4/1～翌々年3/31
　 (町長が認めた場合は、
　　この限りでない。)

○２年間 4/1～翌々年3/31
　 (町長が認めた場合は、
　　この限りでない。)

○１年間 4/1～翌年3/31
　 (町長が認めた場合は、
　　この限りでない。)

○２年間 4/1～翌々年3/31
　 (町長が認めた場合は、
　　この限りでない。)

三　好　町

　徳島市不動東町
　　　　　　3丁目902-2

　池田町白地
　　　字井ノ久保1604-3

課　　題井　川　町

　徳島市不動東町
　　　　　　3丁目902-2

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三　野　町

　徳島市不動東町
　　　　　　3丁目902-2

三 加 茂 町

詳細については、合併ま
でに調整する。
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１．事務手順 １．事務手順 １．事務手順 １．事務手順
 (1)製造業者の選定  (1)製造業者の選定  (1)製造業者の選定  (1)製造業者の選定 ・

 (2)製造発注  (2)製造発注  (2)製造発注  (2)製造発注
○広域連合が発注。 ○広域連合が発注。 ○広域連合が発注。 ○広域連合が発注。 ・

 (3)販売  (3)販売  (3)販売  (3)販売
○町内の店舗に販売依頼。 ○町内の店舗に販売依頼。 ○町内の店舗に販売依頼。 ○町内の店舗に販売依頼。 ・

２．種類 ２．種類 ２．種類 ２．種類 ・
○分別種　　６種類 ○分別種　　６種類 ○分別種　　６種類 ○分別種　　６種類
 可燃(1)､不燃(1)､資源(4)  可燃(1)､不燃(1)､資源(4)  可燃(1)､不燃(1)､資源(4)  可燃(1)､不燃(1)､資源(4)

○規　格　　３種類 ○規　格　　３種類 ○規　格　　３種類 ○規　格　　３種類
 大、中、小  大、中、小  大、中、小  大、中、小

３．販売価格 ３．販売価格 ３．販売価格 ３．販売価格 ・
全分別種とも 全分別種とも 全分別種とも 全分別種とも

○大　１０円(１枚) ○大　１０円(１枚) ○大　１０円(１枚) ○大　１０円(１枚)
○中　　９円(１枚) ○中　　９円(１枚) ○中　　９円(１枚) ○中　　９円(１枚)
○小　　８円(１枚) ○小　　８円(１枚) ○小　　８円(１枚) ○小　　８円(１枚)

○みよし広域連合により三好
　郡指定ゴミ袋製造業者を業
　者入札により決定。

○みよし広域連合により三好
　郡指定ゴミ袋製造業者を業
　者入札により決定。

環境部会

課　　題

○みよし広域連合により三好
　郡指定ゴミ袋製造業者を業
　者入札により決定。

協　議　項　目

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○みよし広域連合により三好
　郡指定ゴミ袋製造業者を業
　者入札により決定。

○各店舗が卸業から購入し販
　売。

○各店舗が卸業から購入し販
　売。

　一般家庭用ゴミ袋販売

三　野　町 井　川　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。

具体的調整方針

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

三 加 茂 町

○各店舗が卸業から購入し販
　売。

○各店舗が卸業から購入し販
　売。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。- 110 -



１．パンフレット配布 １．パンフレット配布 １．パンフレット配布 １．パンフレット配布
 (1)作成  (1)作成  (1)作成  (1)作成 ・
○みよし広域連合が作成。 ○みよし広域連合が作成。 ○みよし広域連合が作成。 ○みよし広域連合が作成。
○適宜、町独自作成配布。 ○適宜、町独自作成配布。 ○適宜、町独自作成配布。 ○適宜、町独自作成配布。

 (2)内容  (2)内容  (2)内容  (2)内容
○分別方法、出し方を記載。 ○分別方法、出し方を記載。 ○分別方法、出し方を記載。 ○分別方法、出し方を記載。 ・
○注意事項等の指導。 ○注意事項等の指導。 ○注意事項等の指導。 ○注意事項等の指導。

 (3)対象者  (3)対象者  (3)対象者  (3)対象者 ・
○町内全世帯 ○町内全世帯 ○町内全世帯 ○町内全世帯

２．カレンダー配布 ２．カレンダー配布 ２．カレンダー配布 ２．カレンダー配布
 (1)作成  (1)作成  (1)作成  (1)作成 ・ ・
○みよし広域連合が作成。 ○みよし広域連合が作成。 ○みよし広域連合が作成。 ○みよし広域連合が作成。

○町スタイルに変更作成。

 (2)内容  (2)内容  (2)内容  (2)内容
・

 (3)対象者  (3)対象者  (3)対象者  (3)対象者 ・
○町内全世帯 ○町内全世帯 ○町内全世帯 ○町内全世帯

３．無線広報 ３．無線広報 ３．無線広報 ３．無線広報
・

４．町広報への掲載 ４．町広報への掲載 ４．町広報への掲載 ４．町広報への掲載
・

具体的調整方針

調整方針（案）

三　好　町三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　(1)パンフレットの配布等については現行のとおり新町に引き継ぐ。
　(2)カレンダーの配布については、新町発足後統一したものを作成配布する。
　(3)附属機関については合併時に廃止し、新町において調整のうえ新たに設置する。

　ゴミ資源化・排出抑制に関する啓発

○ゴミの減量・容器包装類に
　係る分別・不法投棄防止等
　廃棄物に関する啓発。

○分別方法、出し方、収集体
　系、収集日を記載。

○ゴミの減量・容器包装類に
　係る分別・不法投棄防止等
　廃棄物に関する啓発。

○分別方法、出し方、収集体
　系、収集日を記載。

○収集日､収集品目､分別の徹
　底､減量化推進依頼等周知｡

○収集日､収集品目､分別の徹
　底､減量化推進依頼等周知｡

○ゴミの減量・容器包装類に
　係る分別・不法投棄防止等
　廃棄物に関する啓発。

○分別方法、出し方、収集体
　系、収集日を記載。

○ゴミの減量・資源ゴミ収集
　に係る分別・不法投棄防止
　等、廃棄物に関する啓発。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

新町発足後、統一したも
のを作成し配布する。

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。

三好町は町独自のものを
適宜、作成配布。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

課　　題三 加 茂 町井　川　町

○収集日､収集品目､分別の徹
　底､減量化推進依頼等周知｡

○分別方法、出し方、収集体
　系、収集日を記載。

○収集日､収集品目､分別の徹
　底､減量化推進依頼等周知｡

協　議　項　目

環境部会

現行のとおり新町に引き
継ぐ。- 111 -



５．その他の広報 ５．その他の広報 ５．その他の広報 ５．その他の広報 ・
○必要に応じ､その都度作成｡ ○必要に応じ､その都度作成｡ ○必要に応じ､その都度作成｡ ○必要に応じ､その都度作成｡

６．附属機関 ６．附属機関 ６．附属機関 ６．附属機関
 (1)三野町廃棄物減量等推進員 なし なし ・ ・

①目的 ①目的

 

②活動内容 ②活動内容

③委員等の構成 ③委員等の構成
・58人以下　 ・概ね50人以内
・任期　２年 ・任期　１年
・報酬　なし ・報酬　なし

なし なし  (2)廃棄物減量等推進審議会
・ ・

①目的 ①目的

②活動内容 ②活動内容
・具体的には無し。

・分別収集等に関する調査審
　議。
・町史及び事業所啓発に関す
　る調査審議。

課　　題井　川　町 三 加 茂 町 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

機関の有無､名称､目的、
活動内容、委員構成等、
４町で異なる。・一般廃棄物の減量化及び再

　生利用等総合的な施策の企
　画に関する調査審議。

 (2)三野町廃棄物減量等推進審
　　議会

・一般廃棄物の減量化及び再
　生利用に関する調査審議。

合併時に廃止し、新町に
おいて調整のうえ新たに
設置する。

・担当地区における不法投棄
　に関し、その状況等を町長
　に報告。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

・資源ごみの再利用に係る啓
　発や具体的活動を推進。

・町の行う一般廃棄物の減量
　のための施策への協力等。

・担当地区のごみ集積所にお
　いて、搬入されるごみの適
　正な分別方法・搬入方法等
　を指導。

・三好町の一般廃棄物の減量
　化、リサイクル化の推進。

三　野　町 三　好　町

機関の有無､名称､目的、
活動内容、委員構成等、
４町で異なる。

･処理区域内における一般廃
 棄物の減量等に関する事項｡

 (1)三好町ごみ減量化・リサイ
　　クル推進協議会

合併時に廃止し、新町に
おいて調整のうえ新たに
設置する。

・ごみ減量化促進、適正分別
　の促進、資源ごみ再利用の
　促進について、所属団体及
　び地域において独自に推進
　しこれを率先実践する。
　(実際はここ数年､協議会が
　 開催できていない。)
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③委員等の構成 ③委員等の構成
・１６人以内 ・定めていない。
・任期　当該職にある機関
・報酬　なし
・構成
町の特別職及び一般職員
町議会議員
町青年連合会
町婦人連合会
町老人クラブ連合会
町商工会
学識経験を有する者

三　好　町三　野　町 課　　題井　川　町

・その他一般廃棄物の処理計
　画に関する調査審議。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町 具体的調整方針
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要
・

２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順 ２．事務手順
・ ・

３．町による収集運搬料金 ３．町による収集運搬料金 ３．町による収集運搬料金 ３．町による収集運搬料金 ・
○廃棄物１台　　2,000円 ○廃棄物１台　　2,000円 ○廃棄物１台　　2,000円 ○廃棄物１台　　2,000円

４．リサイクル料金 ４．リサイクル料金 ４．リサイクル料金 ４．リサイクル料金 ・

○排出者が郵便局で適正なリ
　サイクル料金を振り込み、
　リサイクル券を購入。
○町へ収集運搬料金を納入し
　た後、町が収集。
○町が運送会社へ引き渡す。

○小売店に引取り義務がある
　４品目は全て小売店扱いと
　して､町は原則収集しない｡
○小売店に引取り義務のない
　特定家庭用機器４品目につ
　いて､町が回収し､指定引き
　取り場所まで運搬する。
○不法投棄された４品目は、
　収集し清掃センターへ運搬
　する。

課　　題

○引き取り申し込みに対して
　小売店義務品は郵便局での
　手続を指導する。
○町扱いについては、収集運
　搬料の払込用紙と手続の方
　法の記載文を郵送すること
　により指導。
○本人が指定引き取り場所へ
　持参する場合は、電話で手
　法を指導する。

○家電リサイクル法に基づき
　製造業者が設定した額。

調整方針（案）

協　議　項　目

○小売店に引取り義務がある
　４品目は全て小売店扱いと
　して､町は原則収集しない｡
○小売店に引取り義務のない
　特定家庭用機器４品目につ
　いて､町が回収し､指定引き
　取り場所まで運搬する。
○不法投棄された４品目は、
　収集し清掃センターへ運搬
　する。

三　好　町 井　川　町

環境部会

三　野　町

　(1)町による収集運搬の料金については現行のとおりとする。
　(2)収集運搬料金の納入方法については、合併までに調整し新町発足時より統一施行する。

　家電リサイクル法関連事業

町への収集運搬料金の納
入方法に差異がある。

○小売店に引取り義務がある
　４品目は全て小売店扱いと
　して､町は原則収集しない｡
○小売店に引取り義務のない
　特定家庭用機器４品目につ
　いて､町が回収し､指定引き
　取り場所まで運搬する。
○不法投棄された４品目は、
　収集し清掃センターへ運搬
　する。

三 加 茂 町

○小売店に引取り義務がある
　４品目は全て小売店扱いと
　して､町は原則収集しない｡
○小売店に引取り義務のない
　特定家庭用機器４品目につ
　いて､町が回収し､指定引き
　取り場所まで運搬する。
○不法投棄された４品目は、
　収集し清掃センターへ運搬
　する。

○排出者が郵便局で適正なリ
　サイクル料金を振り込み、
　リサイクル券を購入。
○町へ収集運搬料金を納入し
　た後、町が収集。
○町が運送会社へ引き渡す。

合併までに調整し、新
町発足時より統一施行
する｡

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○家電リサイクル法に基づき
　製造業者が設定した額。

○家電リサイクル法に基づき
　製造業者が設定した額。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○排出者が郵便局で適正なリ
　サイクル料金を振り込み、
　リサイクル券を購入。
○町へ収集運搬料金を納入。
○小売業者または許可業者が
　現品を回収。

具体的調整方針

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。○家電リサイクル法に基づき

　製造業者が設定した額。
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要

○過剰な容器包装使用抑制 ○過剰な容器包装使用抑制 ○過剰な容器包装使用抑制 ○過剰な容器包装使用抑制

２．運用 ２．運用 ２．運用 ２．運用
○原則各戸回収 ・差異がある。 ・

・

○回収地域 ○回収地域 ○回収地域
･ 芝生上、蝉谷方面地区 ･ 昼間、足代全域地域 ･ 西井川地区 ･ 平坦部全域(142箇所)
 毎月第２，４火曜日 ･  毎月第４火曜日　　
･ 上記以外の地区 ･ 辻、井内地区
 毎月第２、４水曜日  毎月第３火曜日 ･ 山間部

 直営で収集
○業務委託

･ ･ ･ ･

･
･ 山間部は、町直営。 ･ 山間部は、町直営。 ･ 山間部は、町直営。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において調整
する。

　容器包装リサイクル法関連事業

○出し方は郡内統一例によ
　る。

○各戸、ステーション回収。
回収方法、回収地域、委
託等の見直し。

○第２、４木曜日に収集業者
　が回収し、クリーンセンタ
　ーみよしへ搬入。

○容器包装の製造、利用業者
　による再資源化の促進

○回収地域

平坦部は、清掃センター委
託の資源ゴミ回収業者によ
り実施。

資源物すべて、シルバー人
材センターに委託。

山分は直営収集し、昼間と
足代の委託業者収集日に委
託業者が回収運搬する。

平成14年度支出額
 　340万円(千円以下切捨)

○業務委託

 毎月第１～４木曜日に資
 源物７品目収集

平坦部は、清掃センター委
託の資源ゴミ回収業者によ
り実施。

○業務委託
平坦部は、清掃センター委
託の資源ゴミ回収業者によ
り実施。

○ガラスビン３種(無色透明､
　茶色､その他)のみステーシ
　ョン回収。

○ガラスビン他６種類をステ
　ーション回収。

○業務委託

○町所有の車で資源物センタ
　ーまで回収。

○リサイクル可能容器の使用
　努力

○容器包装の製造、利用業者
　による再資源化の促進

具体的調整方針

協　議　項　目

○容器包装の製造、利用業者
　による再資源化の促進
○リサイクル可能容器の使用
　努力

○容器包装の市町村による分
　別収集

○リサイクル可能容器の使用
　努力

三 加 茂 町

環境部会

○リサイクル可能容器の使用
　努力

　現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。

○容器包装の市町村による分
　別収集

○容器包装の製造、利用業者
　による再資源化の促進

○容器包装の市町村による分
　別収集

○容器包装の市町村による分
　別収集

井　川　町

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町三　野　町 課　　題
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１．名称 １．名称 該当なし １．名称 ・
○三野町資源物集積センター ○ストックヤード

(民地の借地 1,393㎡)

２．位置 ２．位置 ２．位置
○大字勢力1番地2 ○大字昼間1396-3 ○加茂66番地の1

○大字昼間1393-1

３．目的 ３．目的 ３．目的 ・
○資源ゴミの一時保管等

４．利用料 ４．利用料 ４．利用料 ・住民利用に差異。 ・
○無料 ○住民の利用は不可

５．開業時間 ５．開業時間 ５．開業時間 ・住民利用に差異。 ・
○8:00～17:00 ○住民の利用は不可

６．休業日 ６．休業日 ６．休業日 ・三野町が異なる。 ・
○日曜日
○年末年始（12/31～1/3）

７．管理人 ７．管理人 ７．管理人 ・ ・
○若干名を町長が委嘱 ○環境課長(定めなし) ○町環境課職員

・

８．経費 ８．経費 ８．経費 ・要調整。 ・
○管理人賃金　時給 1,000円 ○借地料　年額 462,000円 ○分別賃金　年額 225,312円

一般持込みは、申込みに
より町環境担当職員が対
応。

具体的調整方針

　(1)施設管理等については現行のとおり新町に引き継ぐ。
　(2)住民による資源ゴミの持込みについては、申込みにより町環境担当職員が対応する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○三加茂町環境衛生管理セン
　ター

○再生可能な資源物の一時保
　管等

○土、日曜日、祝祭日

○無料

○8:30～17:00(主に朝夕)

　環境リサイクル施設

環境部会

施設については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

○粗大ゴミの一時保管
○山分の資源ゴミの一時保管

三加茂町はシルバー人材
センターに分別を委託。

一般持込みは、申込みに
より町環境担当職員が対
応。

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。

○ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰより分別の
　為､第2､4木曜2人派遣｡

課　　題

○年末年始(12/29～1/3）
○土、日曜日、祝祭日
○年末年始(12/29～1/3）

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

調整方針（案）

協　議　項　目

三　野　町

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○シルバー人材センターより
　1人派遣。

三野町はシルバー人材セ
ンターに管理人を委嘱。
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要
・要調整。 ・

２．補助金 ２．補助金 ２．補助金 ２．補助金
未実施 ・金額に差異。 ・合併までに調整する。

○県補助1/3  ･新町西３班 　　　2,300円
 ･昼間小学校 　 100,000円  ･新町東親睦会　　 1,140円
 ･東山小学校 　　40,000円  ･谷中なかよし会　35,220円
 ･足代小学校 　　60,000円  ･井関壮青年部　　 1,410円

 ･金川婦人会　　　 1,310円
合計3団体　　 200,000円  ･滝下婦人会　　　13,180円

※平成15年度実績  ･貞広婦人会　　　 4,350円
 ･町消費者協会　　37,710円

 ･三庄小学校　　　 3,960円
 ･加茂小学校　　　 3,880円
 ･絵堂小学校　　　実績なし

合計12団体　　 852,460円
※平成14年度実績

○アルミ・スチール缶1㎏回
　収につき5円の補助。

 ･町社会福祉協議会(古紙含)
　　　　　　　　 748,000円

○生ゴミ回収交付金
　H15年度予算額  300,000円

○各学校においてリサイクル
　回収を実施。
○婦人会による生ゴミ収集の
　推進。

三　野　町

調整方針（案） 　各事業については現行のとおり新町に引き継ぎ、各団体への補助金については合併までに調整する。

具体的調整方針井　川　町

○町内小学校が行うアルミ缶
　・ビンの回収に対する定額
　補助。

三　好　町

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

課　　題

　ゴミ減量化・リサイクル推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○町内小学校のリサイクル回
　収の推進。
○広域連合(清掃ｾﾝﾀｰ･リサイ
　クルプラザ)と合同で､フリ
　ーマーケットの開催等。
○町内リサイクル店と協調。

環境部会

○各学校でリサイクル回収を
　実施。

協　議　項　目

三 加 茂 町

○リサイクル団体、社協、町
　内小学校へのリサイクル回
　収の推進。
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要
・差異がある。 ・

２．補助金 ２．補助金 ２．補助金 ２．補助金
 (1)電気式生ゴミ処理機  (1)電気式生ゴミ処理機  (1)電気式生ゴミ処理機  (1)電気式生ゴミ処理機 ・金額調整。 ・
・ 未実施 ・ 未実施

１世帯あたり１回限り １世帯あたり１回限り

 (2)コンポスター  (2)コンポスター  (2)コンポスター  (2)コンポスター
･ 未実施 ･ 未実施 ･ ・金額調整。 ・

 (3)ＥＭ専用容器  (3)ＥＭ専用容器  (3)ＥＭ専用容器  (3)ＥＭ専用容器
・補助額　　850円 ・ 未実施 ・町で購入し無料支給 ・金額調整。 ・
･ 補助率　　　1/2 ･ １世帯あたり１個

 (4)ＥＭボカシ  (4)ＥＭボカシ  (4)ＥＭボカシ  (4)ＥＭボカシ
・補助額　　200円 未実施 未実施 未実施 ・金額調整。 ・
・補助率　　　2/3

 (5)ＥＭ菌  (5)ＥＭ菌  (5)ＥＭ菌  (5)ＥＭ菌
・補助額　1,000円 ・町で購入し無料配布 未実施 ・町で購入し無料配布 ・金額調整。
・補助率　　　1/2

 (6)ＥＭ糖蜜  (6)ＥＭ糖蜜  (6)ＥＭ糖蜜  (6)ＥＭ糖蜜
･ 補助額　　600円 ・町で購入し無料配布 未実施 ・町で購入し無料配布 ・金額調整。
･ 補助率　　　2/3

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

補助額　購入代金の1/2
　　　　上限20,000円

合併までに調整し、新町
において引き続き実施す
る。

○生ゴミ減量化のために生ゴ
　ミ処理容器の購入費に対す
　る補助。

○町内の生ゴミの減量・再資
　源化の推進を図るため、生
　ゴミ自家処理機等を購入し
　設置した者に対する補助。
○ＥＭ菌関係については、町
　婦人会に協力頂き、有機農
　組合からＥＭ菌関係購入者
　に対し補助。

三 加 茂 町

補助額　1,339円
　　　　 (価格2,039円)

補助額　4,300円
　　　　 (価格6,300円)

補助額　3,150円
　　　　 (価格6,300円)

補助額　購入代金の1/2
　　　　上限20,000円

　生ゴミ処理容器設置事業

環境部会

協　議　項　目

　(1)電気式生ゴミ処理機の購入補助については、三野町と井川町の例により合併時に統一する｡
　(2)コンポスターの購入補助については、三好町の例により合併時に統一する｡
　(3)ＥＭ専用容器の購入補助については、三野町の例により合併時に統一する｡
　(4)ＥＭ関係のボカシ・菌・糖蜜については、合併までに一定量を調整のうえ、新町において一定量までを無料配布とし、一定量以上については三野町
 　　の例により合併時に統一する｡

課　　題三　好　町

○町内の生ゴミの減量・再資
　源化の推進を図るため、生
　ゴミ自家処理機等を購入し
　設置した者に対する補助。

○生ゴミ減量化のために生ゴ
　ミ処理容器の購入費に対す
　る補助。

井　川　町

調整方針（案）

具体的調整方針

三野町、井川町の例によ
り、合併時に統一する。

ＥＭ関係のボカシ､菌､糖
蜜については、合併まで
に調整する一定量を無料
配布とし、一定量以上に
ついては、三野町の例に
より合併時に統一する。

三好町の例により、合併
時に統一する。

三野町の例により、合併
時に統一する。
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１．概要 １．概要 １．概要 １．概要
・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。 ・

３．経費負担 ３．経費負担 ３．経費負担 ３．経費負担
○一般会計 ○一般会計 ○一般会計 ○一般会計

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

○常会単位での集積場に集塵
　箱の設置をする場合、予算
　の範囲内で収集箱を町が購
　入し貸与する。

○常会長より設置の申出を受
　け、用地承諾書等協議。
　　　(設置場所・コース等)
○用地確保と管理については
　常会(利用者)で行ってもら
　う。

三　好　町

○助成制度はないが、予算の
　範囲内で収集箱を町が購入
　し貸与する。

○新たなゴミ収集箱を設置す
　る場合は、概５世帯以上の
　利用を基本とする。
○要望側での用地確保と日頃
　の整理清掃を確約してもら
　う。

　三野町・三好町・井川町の例を基本に合併までに調整し、新町において引き続き実施する。

　一般廃棄物集積場整備事業助成

三　野　町

協　議　項　目

調整方針（案）

環境部会

三野町、三好町、井川町
の例を基本に合併までに
調整し、新町において引
き続き実施する。

○助成制度はないが、予算の
　範囲内で収集箱を町が購入
　し貸与する。

○振興会長より設置の場所及
　び資材の申請を受け協議。
○管理については､振興会(利
　用者)で行ってもらう。

三 加 茂 町 具体的調整方針

○振興会単位での資源ゴミ集
　積場を設置をする場合、コ
　ンクリート等の資材費のみ
　を助成。

○新たなゴミ収集箱を設置す
　る場合は、概５世帯以上の
　利用を基本とする。
○要望側での用地確保と日頃
　の整理清掃を確約してもら
　う。

三野町、三好町、井川町
の例を基本に合併までに
調整し、新町において引
き続き実施する。

井　川　町
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・新町での計画策定。 ・
・広域連合との調整。

２．生活排水処理基本計画 ２．生活排水処理基本計画 ２．生活排水処理基本計画 ２．生活排水処理基本計画
・新町での計画策定。 ・

３．一般廃棄物処理計画 ３．一般廃棄物処理計画 ３．一般廃棄物処理計画 ３．一般廃棄物処理計画 ・新町での計画策定。 ・
なし なし なし ・広域連合との調整。

４．分別収集計画 ４．分別収集計画 ４．分別収集計画 ４．分別収集計画
・新町での計画策定。 ・
・広域連合との調整。

○容器包装リサイクル法に基
　づき､缶･ビン･紙･プラスチ
　ックをどのように分別しリ
　サイクルしていくか、策定
　時より15年後を目標に計画
　し、５年ごとに見直す。
○平成14年7月策定

○生活雑排水､し尿､浄化槽汚
　泥の処理について、平成26
　年度を目標に計画を策定。
○平成6年11月策定

環境部会

１．一般廃棄物(ゴミ)処理基本
　　計画

１．一般廃棄物(ゴミ)処理基本
　　計画
○可燃・不燃・粗大・資源ゴ
　ミの処理について策定時よ
　り15年後を目標に計画し、
　概ね５年ごとに中間目標年
　度を設定し、５年ごとに見
　直していく。
○平成9年3月策定
○平成14年見直し

○可燃・不燃・粗大・資源ゴ
　ミの処理について策定時よ
　り15年後を目標に計画し、
　概ね５年ごとに中間目標年
　度を設定し、５年ごとに見
　直していく。
○平成14年7月策定
○平成19年見直し

三 加 茂 町

○毎年３月末､次年度の可燃･
　不燃･粗大･資源ゴミや、し
　尿・浄化槽汚泥をどのよう
　に収集・処理していくか基
　本計画を基に計画する。

○容器包装リサイクル法に基
　づき､缶･ビン･紙･プラスチ
　ックをどのように分別しリ
　サイクルしていくか、策定
　時より５年後を目標に計画
　し、３年ごとに見直す。
○平成11年6月策定
○平成12年度から実施

○生活雑排水､し尿､浄化槽汚
　泥の処理について、平成20
　年度を目標に計画を策定。
○平成11年4月策定

○容器包装リサイクル法第８
　条に基づいて策定時より５
　年後を目標に計画し、３年
　目ごとに見直す。
○平成14年7月策定
○平成17年見直し

○平成5年1月策定
・目標生活排水処理率
　　　　　平成14年度　50％
○平成15年1月策定
・平成29年度処理目標　94％

○可燃・不燃・粗大・資源ゴ
　ミの処理について策定時よ
　り15年後を目標に計画し、
　概ね５年ごとに中間目標年
　度を設定し、５年ごとに見
　直していく。
○平成9年3月策定
○平成14年7月見直し

１．一般廃棄物(ゴミ)処理基本
　　計画

○生活雑排水､し尿､浄化槽汚
　泥の処理について、平成24
　年度を目標に計画を策定。
○平成15年1月策定

○容器包装リサイクル法に基
　づき､缶･ビン･紙･プラスチ
　ックをどのように分別しリ
　サイクルしていくか、策定
　時より５年後を目標に計画
　し、３年ごとに見直す。
○平成14年7月策定
○平成15年度から実施

１．一般廃棄物(ゴミ)処理基本
　　計画

○廃棄物処理法第６条第１項
　の規定により、県廃棄物処
　理計画なども勘案のうえ、
　策定時より15年後を目標に
　計画し、５年ごとに見直し
　ていく。
○平成9年3月策定
○平成14年7月見直し

三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三　野　町

調整方針（案）

協　議　項　目

現行のとおり新町に引き
継ぎ、広域連合と協議の
うえ策定する。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、広域連合と協議の
うえ策定する。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、広域連合と協議の
うえ策定する。

４町の現計画を基本に、
新町発足後、速やかに策
定する。

　(1)生活廃水処理基本計画については、４町の現計画を基本に新町発足後速やかに策定する。
　(2)みよし広域連合と共同で策定している計画については、現行のとおり新町に引き継ぎ、みよし広域連合と協議のうえ策定する。

　廃棄物処理計画

課　　題
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１．ダイオキシン対策 １．ダイオキシン対策 １．ダイオキシン対策 １．ダイオキシン対策
 (1)屋外焼却禁止等の啓発  (1)屋外焼却禁止等の啓発  (1)屋外焼却禁止等の啓発  (1)屋外焼却禁止等の啓発 ・差異がある。 ・
○町広報誌に掲載 ○広報・チラシによる啓発 ○町広報誌に掲載
○全世帯対象 ○全世帯対象

○説明会等の実施、参加

 (2)土壌・地下水質調査  (2)土壌・地下水質調査  (2)土壌・地下水質調査  (2)土壌・地下水質調査
○年１回県が実施(県単事業) ○年１回県が実施(県単事業) ○年１回県が実施(県単事業) ・

２．地球温暖化対策 ２．地球温暖化対策 ２．地球温暖化対策 ２．地球温暖化対策
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要

・新町での計画策定。 ・

 (2)取り組み例示  (2)取り組み例示  (2)取り組み例示  (2)取り組み例示
○低公害車の導入 ○低公害車の導入 ○空調関係 ○低公害車の導入
○紙類の使用量の削減 ○紙類の使用量の削減
○自転車の活用 ○自転車の活用

○使用水の節水 ○ＯＡ機器
○ごみ減量と資源化推進 ・
○暖・冷房の温度設定適正化 ○太陽熱の利用
○照明、事務機器の節電対策 ○照明機器等 ○水の節水

○水の節水 ○アイドリングストップ等 ・ ○緑化の推進
○緑化の推進 ○町広報へ啓発文書掲載等 ○廃棄物の減量化等
○廃棄物の減量化等

昼休み、事務室内の未使用
スペースの照明は、支障に
ない範囲で消灯。

○年１回県が実施(県単事業)

冷房設定温度目標　28℃
暖房設定温度目標　20℃

・
・

パソコンを使用しないとき
は、こまめに電源を切る。

○実行計画を策定し､排出の
　抑制を図る。
○平成13年3月策定

○温室効果ガスの排出の少な
　い機器の導入

○実行計画を策定し､排出の
　抑制を図る。
○平成13年度策定
○温室効果ガス削減目標値を
　平成18年度までに
　 平成12年度対比2.3％以上

○温室効果ガス削減目標値を
　平成18年度までに
　 平成12年度対比2.6％以上

○温室効果ガスの排出の少な
　い機器の導入
○節電(昼時間消灯･エアコン
　±2度設定等)

○実行計画を策定し､排出の
　抑制を図る。
○平成13年3月策定

○実行計画を策定し､排出の
　抑制を図る。
○平成13年3月策定

○紙類使用量削減と再生紙利
　用

○温室効果ガス削減目標値を
　平成17年度までに
　 平成11年度対比4.0％以上

○温室効果ガス削減目標値を
　平成17年度までに
　 平成11年度対比3.6％以上

○行政関係各部署へ毎月チラ
　シによる啓発・実践依頼

調整方針（案）

三 加 茂 町

環境部会

○野焼苦情があれば現状調査
　し、原因者に中止するよう
　指導。

○町広報紙に掲載
○独自のパンフレット等によ
　る啓発

○全世帯対象

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　環境保全

　(1)ダイオキシン対策については、三野町の例により合併時に統一する。
　(2)地球温暖化対策については、新町発足後速やかに計画を策定する。
　(3)不法ゴミ投棄防止については、三野町の例により合併時に統一する。
　(4)放置自動車の発生防止等については、井川町の例により合併時に統一する。
　(5)放置自動車廃物判定委員会については合併時に廃止のうえ、三野町の例により新町において設置するものとし、委員数は２０人以内とする。
　(6)環境美化事業については現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後統一した環境美化運動の実施に努める。
　(7)苦情処理と公害防止協定については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　(8)ＩＳＯ１４００１については、新町において取得する。

協　議　項　目

井　川　町

三野町の例により、合併
時に統一する。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

新町発足後、速やかに策
定する。
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 (3)環境保全推進委員  (3)環境保全推進委員  (3)環境保全推進委員  (3)環境保全推進委員
○各課課長他１人 なし

３．不法投棄ゴミ防止 ３．不法投棄ゴミ防止 ３．不法投棄ゴミ防止 ３．不法投棄ゴミ防止
・要調整。 ・

４．放置自動車の発生防止等 ４．放置自動車の発生防止等 ４．放置自動車の発生防止等 ４．放置自動車の発生防止等
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要 ・要調整。 ・
○発見・連絡を受付。 ○発見・連絡を受付。 ○発見・連絡を受付。 ○発見・連絡を受付。
○現場調査、資料作成。 ○現場調査、資料作成。 ○現場調査、資料作成。 ○現場調査、資料作成。
○放置自動車にお願い貼付等 ○放置自動車にお願い貼付等 ○放置自動車にお願い貼付等

○その他井川町放置自動車事
　務処理要綱による。

○撤去命令に従わない場合、
　20万円以下の罰金。

○不法投棄を発見した場合、
　県(産業廃棄物の場合)・池
　田警察署に連絡し、現場検
　証を行い必要な措置をとる。

○撤去命令に従わない場合、
　20万円以下の罰金。

○民地であっても場合によっ
　ては町が撤去。

○所有者調査のため所轄警察
　署長に報告。陸運局、軽自
　動車検査協会にも照会。

○その他三好町放置自動車事
　務処理要綱による。

○所有者判明時は、当人に撤
　去勧告。
○撤去勧告に従わない場合、
　撤去命令。

○所有者調査のため所轄警察
　署長に報告。

○撤去命令に従わない場合、
　20万円以下の罰金。

○所有者不明時は、廃物判定
　委員会を開き廃物認定を行
　った後、処分。

○撤去勧告に従わない場合、
　撤去命令。

○所有者不明時は、廃物判定
　委員会を開き廃物認定を行
　った後、処分。

○不法投棄の多い場所につい
　ては、禁止看板等を設置し
　ている。

○所有者調査のため所轄警察
　署長に報告。陸運局、軽自
　動車検査協会にも照会。

○所有者調査のため所轄警察
　署長に報告。

○所有者判明時は、当人に撤
　去勧告。

○職員によるパトロールを随
　時実施。三野郵便局との委
　託契約も行っている。
○公共用地に不法投棄を発見
　した場合、現地調査をし原
　因者が分かれば当人に撤去
　指導。
○不法投棄者が不明な場合、
　町費で撤去等を行う。
　　(公共用地に限る)

○庁舎内外各部署から１７人

○公有地において不法投棄者
　が不明な場合、町費で撤去
　等を行う。

○所有者不明時は、廃物判定
　委員会を開き廃物認定を行
　った後、処分。
○所有者判明時は、当人に撤
　去勧告。

○所有者判明時は、当人に撤
　去勧告。

○不法投棄が多い場所につい
　ては、町民から要望があっ
　た場合、ゴミ捨て禁止看板
　を配布し設置してもらう。

○撤去命令に従わない場合、
　20万円以下の罰金。

○不法投棄を発見した場合、
　保健所・警察等に連絡し、
　現場検証を行い必要な措置
　をとる。

具体的調整方針課　　題三　好　町

○不法投棄を発見した場合、
　県(産業廃棄物の場合)等に
　連絡し、現場検証を行い必
　要な措置をとる。

井　川　町

○職員によるパトロールを随
　時実施。

○保健所と町によるパトロー
　ルを実施。郵便局員への通
　報依頼。

○各課課長他１人

○不法投棄が多い場所につい
　ては、自治会長から要望が
　あった場合、ゴミ捨て禁止
　看板を自治会長に配布し設
　置してもらう。

○不法投棄禁止の看板の設置
　や広報。

※過去､条例適用はなく､独自
　に警察の協力を得て実施。

○撤去勧告に従わない場合、
　撤去命令。

○所有者不明時は、廃物判定
　委員会を開き廃物認定を行
　った後、処分。

○撤去勧告に従わない場合、
　撤去命令。

三野町の例を基本に、合
併までに調整し、新町発
足時に統一実施する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

井川町の例により、合併
時に統一する。

○不法投棄者が不明な場合、
　町費で撤去等を行う。

三 加 茂 町三　野　町
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 (2)附属機関  (2)附属機関  (2)附属機関  (2)附属機関
○名称 ○名称 ○名称 ○名称 ・ ・
･ 放置自動車廃物判定委員会 ･ 放置自動車廃物判定委員会 ･ 放置自動車廃物判定委員会 ･ 放置自動車廃物判定委員会
○目的 ○目的 ○目的 ○目的
･ ･ ･ ･

○活動内容等 ○活動内容等 ○活動内容等 ○活動内容等
･ ･ ･ ･

○委員 ○委員 ○委員 ○委員
･ 委員数　　10人以内 ･ 委員数　　15人以内 ･ 委員数　　10人以内 ･ 委員数　　10人以内
･ 任　期　　２年 ･ 任　期　　２年 ･ 任　期　　２年 ･ 任　期　　２年
･ 構　成 ･ 構　成 ･ 構　成 ･ 構　成

②学識経験者 ②学識経験者 ②学識経験者 ②学識経験者
③町民代表 ③町民代表 ③町民代表 ③町民代表
④町職員 ④町職員 ④町職員 ④町職員
⑤町長が必要と認める者 ⑤町長が必要と認める者 ⑤町長が必要と認める者 ⑤町長が必要と認める者

○活動状況 ○活動状況 ○活動状況 ○活動状況
なし ･ 過去に実質活動はなし ･ H15年度は1回開催 ･ 平成14年度は活動なし

○委員報酬 ○委員報酬 ○委員報酬 ○委員報酬
なし ･ なし なし

５．環境美化事業 ５．環境美化事業 ５．環境美化事業 ５．環境美化事業
 (1)ゴミゼロの日  (1)クリーン作戦  (1)各種団体による道路清掃等  (1)各種団体による道路清掃等 ・差異がある。 ・

○ボランティアとして実施。

○指定袋支給。

○町民各戸別に指定袋配布。

 (2)老人会清掃作業  (2)ゴミゼロの日  (2)老人会清掃作業
○毎年１回実施。 ○毎年５月３０日実施。 ○毎年１回実施。
○指定袋支給。 ○自宅近辺ポイ捨ゴミ拾い。

①自動車に関する専門的な
　知識を有する者

①自動車に関する専門的な
　知識を有する者

放置自動車の廃物認定等に
ついて､町長の諮問に応じ､
調査･審査及び判定を行う｡

課　　題

合併時に廃止し、三野町
の例により、合併時に統
一し、委員数は２０人以
内とする。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町発足後、統一
した美化運動の実施に努
める。

三 加 茂 町

①自動車に関する専門的な
　知識を有する者

放置自動車の廃物認定等に
ついて､町長の諮問に応じ､
調査･審査及び判定を行う｡

①自動車に関する専門的な
　知識を有する者

警察や県と協力し、廃物の
認定、処分等を行う。

警察や県と協力し、廃物の
認定、処分等を行う。

放置自動車の廃物認定等に
ついて､町長の諮問に応じ､
調査･審査及び判定を行う｡

年額 5,000円
　(近年支出なし)

廃物の認定、処分等を行
う。

廃物の認定、処分等を行
う。

放置自動車の廃物認定等に
ついて､町長の諮問に応じ､
調査･審査及び判定を行う｡

○毎年４月前後にゴミ減量審
　議会を開き開催日を決定。

○町内一斉に５月の第２日曜
　日に実施。

○各自治会･子ども会･スポー
　ツ少年団･公民館･婦人会・
　老人会等が各々実施。○5月30日前後の日曜日に､町

　全域で対象に道路等公共用
　地のゴミ拾いを実施。

○サルビア(町花)を8,000本
　配布。

○回収したゴミは環境センタ
　ーへ搬入。○回収されたゴミは議会議員

　・職員が収集、担当者が清
　掃センターに搬入。

○各自治会･愛輪クラブ･交通
　安全協会･地域の安全を守
　る会･婦人会等が実施。

三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

委員数、委員報酬等に差
異がある。

具体的調整方針
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 (3)漁業組合清掃作業  (3)漁業組合清掃作業
○毎年１回、５月中旬実施。 ○毎年１回実施。
○指定袋支給。

６．苦情処理状況 ６．苦情処理状況 ６．苦情処理状況 ６．苦情処理状況 ・
 (1)苦情処理件数  (1)苦情処理件数  (1)苦情処理件数  (1)苦情処理件数
○２件 ○多数出動(件数把握困難) ○多数出動(件数把握困難)

 (2)主な苦情内容  (2)主な苦情内容  (2)主な苦情内容  (2)主な苦情内容
○不法投棄、悪臭、騒音 ○野焼き、悪臭 ○不法投棄、悪臭、騒音

 (3)対応  (3)対応  (3)対応  (3)対応

○看板等設置。
※平成14年度実績 ※平成14年度実績 ○改善状況を確認。 ○改善状況を確認。

７．公害防止協定 ７．公害防止協定 ７．公害防止協定 ７．公害防止協定
なし なし なし ・三好町のみ存在。 ・

８．ＩＳＯ１４００１ ８．ＩＳＯ１４００１ ８．ＩＳＯ１４００１ ８．ＩＳＯ１４００１
取得していない。 取得していない。 ○平成15年度認証取得 取得していない。 ・井川町のみ取得。 ・新町において取得する。

○ＵＫＡＳ(英国)の認定

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○現状調査し、原因者が分か
　れば当人に改善指導。

○現況調査し、発生源が判明
　すれば、原因者に改善・中
　止するよう指導。

○現状調査し、発生源が判明
　すれば原因者に改善・中止
　するよう指導。

三　野　町 三　好　町

○環境管理・監査システムを
　認証するための国際規格。

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針井　川　町

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○不法投棄、悪臭、騒音、野
　焼き

○現状調査し、発生源が判明
　すれば原因者に改善・中止
　するよう指導。

○７件

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○事業者・エコシステムジャ
　パン㈱と地域住民・環境を
　守る会が、環境保全協定を
　結んでいる。
○町は、臭い苦情に対し会社
　に改善指導を行う。
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１．三好郡東部火葬場組合 １．三好郡東部火葬場組合 １．三好郡東部火葬場組合 １．三好郡東部火葬場組合 ・
○三加茂町が事務局。 ○三加茂町が事務局。 ○三加茂町が事務局。 ○事務局を受け持っている。

 (1)分担金  (1)分担金  (1)分担金  (1)分担金
○平成14年度　2,226,000円 ○平成14年度　1,877,000円 ○平成14年度  3,616,000円

 (2)経費 12,261,000円
（内訳）※平成14年度実績
○火葬設備保守点検委託
 宮本工業所㈱

315,000円
○施設周辺草刈等委託
 三加茂町社協

197,000円
○残骸灰処理委託
 ㈱西日本環境

242,000円
○燃料代等

11,507,000円

２．公営墓地 ２．公営墓地 ２．公営墓地 ２．公営墓地
 (1)設置 なし  (1)設置 なし ・三野町と井川町に存在。 ・
①町営大谷墓園 ①町営西井川東部墓地
・位　置（次の一部） ・位　置
 大字勢力字大谷尻878-6  西井川1402-1

・面　積　 　40.00㎡ ・面　積 5,234㎡(台帳面積)
・１区画 　7.5㎡、36㎡

②町営かさまつ墓園 ②町営西井川西部墓地
・位　置（次の一部） ・位　置

 西井川2007-1
・面　積 1,467㎡(台帳面積)

・面　積　　132.22㎡ ・１区画　 7.5㎡

環境部会

協　議　項　目

　公営墓地について、現在の墓地施設は現行のとおり新町に引き継ぎ、新たに設置されるものの管理運営については新町において定める。

全ての事務及び財産およ
び職員を新町に引き継ぐ
ことで確認済。

現在の施設については、
現行のとおり新町に引き
継ぎ、新たに設置される
ものの管理運営について
は新町において定める。

三 加 茂 町

・１区画　　設定なし

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　墓地・火葬場

調整方針（案）

○平成14年度  1,881,000円

井　川　町

・１区画　　設定なし

 大字加茂野宮字東王子
　　　　　　　　1466-5
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③町営清水北墓園
・位　置
 大字清水字楠1061-2

・面　積　 　67.73㎡

 (2)使用申請  (2)使用申請
なし ・差異がある。

 (3)使用期間  (3)使用期間
なし ○３０年間 ・差異がある。

 (4)使用料　　  (4)使用料　　
○無料 ・差異がある。

 (5)管理料  (5)管理料
○無料 ○7.5m2の区画 ・差異がある。

 １区画　年額 2,000円
○36.0m2の区画
 １区画　年額　 900円

３．墓地改葬許可 ３．墓地改葬許可 ３．墓地改葬許可 ３．墓地改葬許可 ・

○死亡年月日 ○死亡年月日 ○死亡年月日 ○死亡年月日
○埋葬又は火葬場所 ○埋葬又は火葬場所 ○埋葬又は火葬場所 ○埋葬又は火葬場所

○死亡者の本籍、住所、氏名
　及び性別

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○10年分を使用許可を受けた
　日に納付。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

改葬の許可を受けようとする
者は、次の事項を記載した申
請書を町長に提出。
町長は、改葬許可証を交付。

具体的調整方針三 加 茂 町

許可を受けようとする者は、
改葬許可申請書を町へ提出。
受理審査後､不備がなければ､
同書に町長印捺印許可する。

井　川　町

○期間満了後、使用の継続を
　申し出た場合、許可する。

○用地費及び墓地造成工事費
　の合計額を総区画面積数で
　除した額に使用する区画面
　積数を乗じた額。
○町長が特別の事由があると
　認めた場合は、この限りで
　はない。

○使用許可申請書を町長に提
　出。資格審査後、許可。

課　　題三　野　町

改葬の許可を受けようとする
者は、次の事項を記載した申
請書を町長に提出。
町長は、改葬許可証を交付。

・１区画　　設定なし

三　好　町

改葬の許可を受けようとする
者は、次の事項を記載した申
請書を町長に提出。
町長は、改葬許可証を交付。
○死亡者の本籍、住所、氏名
　及び性別

○死亡者の本籍、住所、氏名
　及び性別

○死亡者の本籍、住所、氏名
　及び性別
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○埋葬又は火葬年月日 ○埋葬又は火葬年月日 ○埋葬又は火葬年月日 ○埋葬又は火葬年月日
○改葬の理由 ○改葬の理由 ○改葬の理由 ○改葬の理由
○改葬の場所 ○改葬の場所 ○改葬の場所 ○改葬の場所

具体的調整方針課　　題

○申請者の住所、氏名及び死
　亡者との続柄及び墓地使用
　者又は焼骨収蔵委託者との
　関係。

○申請者の住所、氏名及び死
　亡者との続柄及び墓地使用
　者又は焼骨収蔵委託者との
　関係。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○申請者の住所、氏名及び死
　亡者との続柄及び墓地使用
　者又は焼骨収蔵委託者との
　関係。

井　川　町三　野　町 三　好　町

○申請者の住所、氏名及び死
　亡者との続柄及び墓地使用
　者又は焼骨収蔵委託者との
　関係。

三 加 茂 町
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１．犬の登録等 １．犬の登録等 １．犬の登録等 １．犬の登録等
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要

・

○畜犬管理台帳整備 ○畜犬管理台帳整備 ○畜犬管理台帳整備 ○畜犬管理台帳整備

 (2)登録原簿記載頭数  (2)登録原簿記載頭数  (2)登録原簿記載頭数  (2)登録原簿記載頭数
○427頭(H14実績) ○438頭(新規 54頭 H14実績) ○298頭(H14実績) ○632頭(H14実績)

 (3)委託業務  (3)委託業務  (3)委託業務  (3)委託業務
○犬鑑札等交付事務 ○犬鑑札等交付事務 ○犬鑑札等交付事務 ○犬鑑札等交付事務 ・委託の継続について。 ・
･ 委託先 ･ 委託先 ･ 委託先 ･ 委託先
 (社)徳島県獣医師会  (社)徳島県獣医師会  (社)徳島県獣医師会  (社)徳島県獣医師会
･ 委託料 ･ 委託料 ･ 委託料 ･ 委託料

　 600円 17頭＝10,200円 　 600円 10頭＝6,000円 　 600円 8頭＝4,800円 　 600円 19頭＝11,400円
･ ･ 一部事務を町と並行実施。 ･ 一部事務を町と並行実施。 ･ 一部事務を町と並行実施。

○登録原簿等データ入力処理 ○登録原簿等データ入力処理 ○登録原簿等データ入力処理 ・井川町は町独自で実施。 ・
･ 委託先 ･ 委託先 ･ 委託先
 ㈱ｻﾝｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  ㈱ｻﾝｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  ㈱ｻﾝｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
･ 委託料 ･ 委託料 ･ 委託料

 (4)手数料  (4)手数料  (4)手数料  (4)手数料
○登録手数料　　3,000円 ○登録手数料　　3,000円 ○登録手数料　　3,000円 ○登録手数料　　3,000円
○鑑札の再交付手数料 ○鑑札の再交付手数料 ○鑑札の再交付手数料 ○鑑札の再交付手数料
　　　　　　　1,600円 　　　　　　　1,600円 　　　　　　　1,600円

２．狂犬病予防注射 ２．狂犬病予防注射 ２．狂犬病予防注射 ２．狂犬病予防注射
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要 ・
○集合予防注射の実施等 ○集合予防注射の実施等 ○集合予防注射の実施等 ○集合予防注射の実施等
○集合注射を受けない場合、
　最寄の動物病院で実施して
　いただく。

○集合注射を受けない場合、
　最寄の動物病院で実施して
　いただく。

○集合注射を受けない場合、
　最寄の動物病院で実施して
　いただく。

○集合注射を受けない場合、
　最寄の動物病院で実施して
　いただく。

 年額　118,650円(税込)

一部事務を町と並行実施。

 年額　155,400円(税込)

井　川　町

 年額　176,400円(税込)

　　　　　　　1,600円

調整方針（案）

[犬の鑑札及び飼育者の
 表示標識交付徴収手数料]

[犬の鑑札及び飼育者の
 表示標識交付徴収手数料]

○登録･死亡･登録事項変更等
　の受付。

○登録･死亡･登録事項変更等
　の受付。

[犬の鑑札及び飼育者の
 表示標識交付徴収手数料]

[犬の鑑札及び飼育者の
 表示標識交付徴収手数料]

三 加 茂 町

○登録･死亡･登録事項変更等
　の受付。

○登録･死亡･登録事項変更等
　の受付。

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　動物愛護事業(狂犬病予防他)

　三野町・三好町・三加茂町の例により、合併時に統一する。

協　議　項　目

環境部会

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

新町においても(社)徳島
県獣医師会に委託する。

新町においても業務委託
を行う。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。
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 (2)狂犬病予防注射頭数  (2)狂犬病予防注射頭数  (2)狂犬病予防注射頭数  (2)狂犬病予防注射頭数
○337頭(H14実績) ○373頭(H14実績) ○219頭(H14実績) ○489頭(H14実績)

 (3)委託業務  (3)委託業務  (3)委託業務  (3)委託業務
○注射済票交付事務 ○注射済票交付事務 ○注射済票交付事務 ○注射済票交付事務 ・委託の継続について。 ・
･ 委託先 ･ 委託先 ･ 委託先 ･ 委託先
 (社)徳島県獣医師会  (社)徳島県獣医師会  (社)徳島県獣医師会  (社）徳島県獣医師会
･ 委託料 ･ 委託料 ･ 委託料 ･ 委託料

　230円 76頭＝17,480円 　230円 53頭＝12,190円 　230円 32頭＝7,360円 　230円 99頭＝22,770円
･ 一部事務を町と並行実施。 ･ 一部事務を町と並行実施。 ･ 一部事務を町と並行実施。 ･ 一部事務を町と並行実施。

 (4)手数料  (4)手数料  (4)手数料  (4)手数料

○機材 ○機材 ○機材 ○機材 ・ ・
 ･犬用捕獲器　１台  ･犬用捕獲器　３台  ･犬用捕獲器　１台  ･犬用捕獲器　３台

 ･猫用捕獲器　１台

○狂犬病予防注射済票の
　交付手数料 　　　550円

○狂犬病予防注射済票の
　交付手数料 　　　550円
○狂犬病予防注射済票の
　再交付手数料　　 340円

[狂犬病予防注射済票交付
 徴収手数料]

[狂犬病予防注射済票交付
 徴収手数料]

[狂犬病予防注射済票交付
 徴収手数料]

○狂犬病予防注射済票の
　再交付手数料　　 340円

○狂犬病予防注射済票の
　再交付手数料　　 340円

３．野犬､不用犬等の捕獲･収集
　　運搬

３．野犬､不用犬等の捕獲･収集
　　運搬

３．野犬､不用犬等の捕獲･収集
　　運搬

○狂犬病予防注射済票の
　交付手数料 　　　550円

[狂犬病予防注射済票交付
 徴収手数料]

○狂犬病予防注射済票の
　再交付手数料　　 340円

課　　題三　野　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○狂犬病予防注射済票の
　交付手数料 　　　550円

三 加 茂 町

３．野犬､不用犬等の捕獲･収集
　　運搬

三好町のみ猫用捕獲器を
所有。

新町においても(社)徳島
県獣医師会に委託する。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

具体的調整方針
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１．犬猫死骸処理 １．犬猫死骸処理 １．犬猫死骸処理 １．犬猫死骸処理
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要

 (2)平成14年度処理実績  (2)平成14年度処理実績  (2)平成14年度処理実績  (2)平成14年度処理実績
○19頭 ○7頭 ○6頭 ○58頭

 (3)処理業務手当  (3)処理業務手当  (3)処理業務手当  (3)処理業務手当
なし なし なし ○１頭につき　1,000円 ・三加茂町のみ手当有り。 ・合併までに調整する。

○算出基礎 ○算出基礎 ○算出基礎 ○算出基礎
･ 処理頭数 1,500円 ･ 処理頭数 1,500円 ･ 処理頭数 1,500円 ･ 処理頭数 1,500円
○平成14年度実績 ○平成14年度実績 ○平成14年度実績 ○平成14年度実績
･ 19頭 1,500円＝28,500円 ･ 7頭 1,500円＝10,500円 ･ 6頭 1,500円＝9,000円 ･ 58頭 1,500円＝87,000円

３．動物処理の紹介 ３．動物処理の紹介 ３．動物処理の紹介 ３．動物処理の紹介 ・
○町民から動物処理の問合せ
　があった場合、町内には動
　物火葬場がないため、三好
　郡清掃センターを紹介。

○町民から動物処理の問合せ
　があった場合、町内には動
　物火葬場がないため、三好
　郡清掃センターを紹介。

○町民から動物処理の問合せ
　があった場合、町内には動
　物火葬場がないため、三好
　郡清掃センターを紹介。

○町民から動物処理の問合せ
　があった場合、町内には動
　物火葬場がないため、三好
　郡清掃センターを紹介。

○町民の方からの通報により
　職員が回収。

２．小動物処理対策費交付金
　　　　　　　　　　(県補助)

三　野　町

○町民の方からの通報により
　職員が回収。

協　議　項　目

調整方針（案）

具体的調整方針課　　題三 加 茂 町

　犬猫等死骸収集業務

　現行のとおり新町に引き継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

２．小動物処理対策費交付金
　　　　　　　　　　(県補助)

２．小動物処理対策費交付金
　　　　　　　　　　(県補助)

２．小動物処理対策費交付金
　　　　　　　　　　(県補助)

○町民の方からの通報により
　職員が回収。

井　川　町

○町民の方からの通報により
　職員が回収。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

環境部会
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日程９ 協議第４８号

社会教育事業関係（案）について

各種事務事業の取扱いのうち、社会教育事業関係について提出する。

平成１６年 ４月１５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

社会教育事業関係について

１．社会教育関係については、次のとおり調整する。
（１）生涯学習関連表彰業務については､現在の規則等は合併時に廃止し､

新町の町表彰に統一する。
（２）広報誌発行業務については、新町においても町広報を通じて紹介し

ていく。
（３）各種講座等については、合併までに調整し、内容の充実や新しい講

座の開設等に努める。
（４）成人式については、現行の対象者について新町では統一して実施す

るものとし、場所・内容等については、新町発足後調整する。
（５）視聴覚ライブラリーについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（６）町史の編纂・販売については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町

においては教育委員会が保管・販売を取扱う。
（７）チャレンジ徳島推進事業については､現行のとおり新町に引き継ぎ､

詳細については合併までに調整する。
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（８）社会教育振興大会については、新町の生涯教育推進協議会において
検討し実施する。

（９）社会教育団体各種研修費補助については、現行のとおり新町に引き
継ぐ。

２．社会体育関係については、次のとおり調整する。
（１）各種スポーツ大会・教室等については､現行のとおり新町に引き継

ぎ、新町において新たな町全域の事業について検討する。
（２）スポーツ安全保険については三野町・三加茂町の例により新町に引

き継ぎ、スポーツ少年団員への掛金補助については三好町の例によ
り統一する。

（３）社会体育施設の管理運営及び使用料等については、現行のとおり新
町に引き継ぐ。但し、使用手続については合併までに調整する。

３．公民館施設の運営等については現行のとおり新町に引き継ぎ、使用料に
ついては新町発足後速やかに調整する。管理委託については合併までに
調整する。

４．図書館関係については、次のとおり調整する。
（１）施設の管理運営については、現行のとおり新町に引き継ぎ、利用対

象者については、井川町の例により統一する。
（２）図書の貸出及び障害者へのサービスについては、現行のとおり新町

に引き継ぐ。
（３）ブックスタートについては、三加茂町の例により新町においても統

一実施する。
５．文化まつりについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において町

全域での行事を検討する。
６．青少年教育関係については、次のとおり調整する。
（１）子ども世話やき活動や地域防犯パトロール隊については、現行のと

おり新町に引き継ぎ、活動の拡大を図る。
（２）学校週５日制事業については、合併までに調整する。
（３）子ども地域活動支援事業については、合併までに調整し、新町にお

いて統一実施する。
７．文化財関係については、次のとおり調整する。
（１）指定文化財については､新町に引き継ぎ、保存事業補助については､

合併までに調整する。
（２）歴史民俗資料館等については、現行のとおり新町に引き継ぎ、資料

の保管・展示について調整を行う。



（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）

教育部会
協 定 項 目

協議会への
提 案 内 容

２．社会体育関係については、次のとおり調整する。
　(1)各種スポーツ大会・教室等については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において新たな町
　　 全域の事業について検討する。
　(2)スポーツ安全保険については三野町・三加茂町の例により新町に引き継ぎ、スポーツ少年団員
　　 への掛金補助については三好町の例により統一する。
　(3)社会体育施設の管理運営及び使用料等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。但し、使用
　　 手続については合併までに調整する。
３．公民館施設の運営等については現行のとおり新町に引き継ぎ、使用料については新町発足後速
　　やかに調整する。管理委託については合併までに調整する。
４．図書館関係については、次のとおり調整する。
　(1)施設の管理運営については、現行のとおり新町に引き継ぎ、利用対象者については、井川町の
　　 例により統一する。

２４－２１．社会教育事業関係

１．社会教育関係については、次のとおり調整する。
　(1)生涯学習関連表彰業務については､現在の規則等は合併時に廃止し､新町の町表彰に統一する。
　(2)広報誌発行業務については、新町においても町広報を通じて紹介していく。
　(3)各種講座等については、合併までに調整し、内容の充実や新しい講座の開設等に努める。
　(4)成人式については、現行の対象者について新町では統一して実施するものとし、場所・内容等
　　 については、新町発足後調整する。
　(5)視聴覚ライブラリーについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　(6)町史の編纂・販売については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町においては教育委員会が保
　　 管・販売を取扱う。
　(7)チャレンジ徳島推進事業については､現行のとおり新町に引き継ぎ､詳細については合併までに
 　　調整する。
　(8)社会教育振興大会については、新町の生涯教育推進協議会において検討し実施する。
　(9)社会教育団体各種研修費補助については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
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　(2)図書の貸出及び障害者へのサービスについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　(3)ブックスタートについては、三加茂町の例により新町においても統一実施する。
５．文化まつりについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において町全域での行事を検討す
　　る。
６．青少年教育関係については、次のとおり調整する。
　(1)子ども世話やき活動や地域防犯パトロール隊については、現行のとおり新町に引き継ぎ、活動
　　 の拡大を図る。
　(2)学校週５日制事業については、合併までに調整する。
　(3)子ども地域活動支援事業については、合併までに調整し、新町において統一実施する。
７．文化財関係については、次のとおり調整する。
　(1)指定文化財については、新町に引き継ぎ、保存事業補助については、合併までに調整する。
　(2)歴史民俗資料館等については、現行のとおり新町に引き継ぎ、資料の保管・展示について調整
 　　を行う。

協 定 項 目
の 説 明

　社会教育事業については、学校教育や家庭教育とともに生涯学習を推進するうえでの主要な柱の
ひとつとして、住民生活において重要な役割を担っています。
　近年、高度化・多様化する住民ニーズを的確に捉え、住民の生活文化の振興のための環境整備や
自主的な活動を支援するための体制づくりに努めるとともに、学習機会や情報提供等の充実を図る
ことにより、住民サービスの低下を生じないよう調整することが必要です。

協議会への
提 案 内 容

- 134 -



２４－２１．社会教育事業関係

１．社会教育委員 １．社会教育委員 １．社会教育委員 １．社会教育委員 ・ ・
 (1)定数 １２人  (1)定数 ２０人以内  (1)定数 １１人以内  (1)定数 ２０人

 (2)選出区分  (2)選出区分  (2)選出区分  (2)選出区分

 

 (3)任期  (3)任期  (3)任期  (3)任期
○２年 (H14.4.1～H16.3.31) ○２年 (H14.4.1～H16.3.31) ○２年 ○２年 (H13.9.7～H15.9.6)

 (4)役員  (4)役員  (4)役員  (4)役員

 (5)会議の開催  (5)会議の開催  (5)会議の開催  (5)会議の開催
○必要な場合に招集する｡

 (6)報酬  (6)報酬  (6)報酬  (6)報酬
○年額　10,700円 ○年額　12,000円 ○年額　11,500円 ○年額　11,000円

人数､任期､報酬額等につ
いて、同規模の自治体の
例をもとに合併までに調
整する。

○町内学校長若干名
○団体機関代表若干名
○学識経験者若干名

○委 員 長（任期２年）
○副委員長（任期２年）

○学校教育関係者
○社会教育関係者
○家庭教育の向上に資する活
　動を行う者
○学識経験を有する者

○委 員 長（任期２年）
○副委員長（任期２年）

○定例会　年２回
○臨時会　必要な場合開催

○定例会　年２回
○臨時会　必要な場合開催

特別職の身分の取扱いに
おいて、調製方針が次の
とおり確認されている。
①現に４町で設置されて
　いて、新町において引
　き続き設置する必要が
　あるものは、原則とし
　て統合する。
②①以外で、設置されて
　いるものは、合併まで
　に調整する。
③人数、任期、報酬額等
　は、同規模の自治体の
　例をもとに調整する。

○委 員 長（任期１年）
○副委員長（任期１年）

○定例会　年２回
○臨時会　必要な場合開催

○学校教育関係者
○社会教育関係者
○学識経験を有する者

○町内学小中学校長
○議会議員
○ＰＴＡ
○団体機関代表若干名

○委 員 長（任期２年）
○副委員長（任期２年）

　１．社会教育委員・社会教育指導員については、同規模の自治体の例をもとに合併までに調整する。
　２．生涯教育推進協議会については、合併までに協議し新町発足後設置する。
　３．生涯学習関連表彰業務については、現在の規則等は合併時に廃止し、新町の町表彰に統一する。
　４．広報誌発行業務については、新町においても町広報を通じて紹介していく。
　５．各種講座等については、合併までに調整し、内容の充実や新しい講座の開設等に努める。
　６．成人式については、現行の対象者について新町では統一して実施するものとし、場所・内容等については、新町発足後調整する。
　７．視聴覚ライブラリーについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　８．町史の編纂・販売については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町においては教育委員会が保管・販売を取扱う。
　９．チャレンジ徳島推進事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、詳細については合併までに調整する。
　10．社会教育振興大会については、新町の生涯学習推進協議会において検討し実施する。
　11．青年団・婦人会等の公共的団体については、できる限り合併までに調整し、新町発足時に統合するよう努める。
　12．社会教育団体各種研修費補助については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

協　議　項　目

調整方針（案）

教育部会

　社会教育関係

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
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２．社会教育指導員 ２．社会教育指導員 ２．社会教育指導員 ２．社会教育指導員 ・ ・
 (1)任期 １年  (1)任期 １年  (1)任期 １年  (1)任期 １年

 (2)人員 １人  (2)人員 １人  (2)人員 １人  (2)人員 １人
・

 (3)勤務  (3)勤務  (3)勤務  (3)勤務
○週３日(月､水､金) ○週３日

 (4)報酬  (4)報酬  (4)報酬  (4)報酬
○月額　140,000円 ○月額　143,000円 ○月額　100,000円 ○月額　110,000円

３．生涯教育推進協議会 ３．生涯教育推進協議会 ３．生涯教育推進協議会 ３．生涯教育推進協議会 ・附属機関である。 ・
 (1)目的 該当なし 該当なし  (1)目的 ・

・

 (2)事業内容  (2)事業内容

 (3)委員構成  (3)委員構成

 (4)任期 １年  (4)任期 ２年
※特になし ※教育委員会が委嘱

人数､任期､報酬額等につ
いて、同規模の自治体の
例をもとに合併までに調
整する。

井　川　町

合併までに協議し、新町
発足後設置する。

○生涯教育の視点に立ち創造
　性に富み、心身ともに健康
　で人権尊重の精神と公共性
　や主体性豊かな人間形成を
　図るとともに情報化、国際
　化、高齢化等の社会環境の
　変化に対応できる郷土愛豊
　かな町民の育成を目指す。

○行政
○議会
○教育委員
○学校長
○各団体長
○学識経験者

○原則週３日以上
○４週間を通じ20日以内

附属機関は、事務組織・
機構の取扱いにおいて、
合併時に調整することが
確認されている。

○生涯教育の基本的な理念の
　もとに、住民の学習要求や
　地域における教育の課題を
　的確にとらえ、地域の実情
　や特性に応じた地域主導の
　生涯教育の推進を図る。

○生涯教育推進計画の策定。
○研修会、各種講座の開催。
○生涯学習活動の啓発・資料
　等の作成。
○その他必要と認める事業。

三 加 茂 町 課　　題

委員構成、任期等に差異
がある。

○年間社会教育計画の策定。
○研修会、各種講座の開催。
○社会教育振興大会の開催。
○その他必要と認める事業。

○原則週24時間程度
○４週間を通じ15日以内

社会教育委員と同じく、
特別職の身分の取扱いに
おいて、調製方針が確認
されている。
新町において引き続き設
置するのか。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 具体的調整方針

○町長
○教育長
○生涯学習課長
○三加茂町社会教育委員
○公民館運営審議会委員
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 (5)役員  (5)役員

 (6)会議の開催  (6)会議の開催
○年２回程度

 (7)報酬 なし  (7)報酬 なし

 (8)町補助金 なし  (8)町補助金 250,000円

４．生涯学習関連表彰業務 ４．生涯学習関連表彰業務 ４．生涯学習関連表彰業務 ４．生涯学習関連表彰業務
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要 ・ ・

○町表彰条例に基づく。 ○町表彰条例に基づく。
・

 (2)表彰の種類  (2)表彰の種類  (2)表彰の種類  (2)表彰の種類 ・種類、時期等に差異。
○感謝状表彰等 ○感謝状表彰等 ○功労表彰及び善行表彰 ○功労表彰及び善行表彰

 (3)表彰の時期  (3)表彰の時期  (3)表彰の時期  (3)表彰の時期
○社会教育振興大会の際。 ○必要のつど行う。

 (4)慣行  (4)慣行  (4)慣行  (4)慣行

【功労表彰】

【善行表彰】

①報酬或いは手当を支給さ
　れる社会教育関係の委員
　等で10年以上勤務者。
②報酬或いは手当を支給さ
　れない社会教育関係の委
　員等で5年以上勤務者。
③社会教育関係の団体学級
　教室等の長で5年以上勤
　務者。
④社会教育関係の団体学級

①孝行､節婦､その他徳行卓
　越し他の範とするに足る
　者。
②学術、芸術上の発明、改
　良、創作に関し事蹟顕著
　な者｡
③文化教育事業等の振興に
　関し功績特に顕著な者｡
④児童､生徒で特別善行の
　者｡

①町の公益事業に尽瘁し又
　は公務に助力しその成績
　顕著な者。

①教育長12年以上在職者。
②町の各種委員など勤続16
　年以上在職者。
③その他、町長が特に町自
　治の発展に著しく寄与し
　たと認めた者。

現在の規則等は合併時に
廃止し、新町の町表彰に
統一する。

①職務上の成績が特に優秀
　な者。
②職務上特に有益な調査研
　究、発明発見又は工夫考
　案した者。
③永年にわたり教育委員会
　事務局及び教育委員会の
　所管に属する学校又は教
　育機関に勤務して成績優
　秀な者。

具体的調整方針

○社会教育振興大会(毎年2月
　実施)の際。

○町表彰条例に基づき、次の
　場合表彰する。

○社会教育活動においてその
　功績顕著な者で、次の場合
　に感謝状を贈呈。

○文化教育事業等に功績があ
　った者(団体)を表彰する。
○三好町教育委員会ほう償規
　則

三　野　町

○定例会　年１回
○臨時会　必要な場合開催

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○毎年度11月3日に行う。
○必要のつど臨時に行う。

○次の各号に該当する者(団
　体を含む)。

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

○会長　　１人
○副会長　２人

○町表彰条例に基づき、次の
　場合表彰する。

○町の文化、社会教育にわた
　って町生涯教育に寄与し、
　又は衆人の模範と認められ
　る行為があった者を表彰。
○社会教育功労者に対する感
　謝状贈呈内規

○会長　　１人
○副会長　１人

三野町は感謝状贈呈内規
あり。
三好町のほう償規則は、
合併時に廃止し、町表彰
に統一することが、学校
教育事業の取扱いにおい
て確認されている。
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５．広報誌発行業務 ５．広報誌発行業務 ５．広報誌発行業務 ５．広報誌発行業務
・差異あり。 ・

６．各種講座の開催 ６．各種講座の開催 ６．各種講座の開催 ６．各種講座の開催
 (1)公民館クラブ  (1)公民館教室  (1)各種教室  (1)生涯学級 ・種類、内容等に差異。 ・
○概要 ○概要 ○概要 ○概要 ・事業の継続について。

○種類 ○種類 ○種類 ○種類

三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　教室等の指導者で5年以
　上勤務者。
⑤その他、表彰又は感謝の
　意を表するに値すると認
　められる成績又は行為の
　あった者。

⑤教育者で特に功績顕著な
　者。

②一般町民の模範となるよ
　うな善行をした者。

④その他、表彰又は感謝の
　意を表するに値すると認
　められる成績又は行為の
　あった者。

 ･毎年4月から3月までの期間
　各クラブが自主的に活動し
　ている。

 ･生涯学習課が事務局担当。
 ･講師先生を中心に実施日、
　学習内容を計画して実施。
 ･役場2Fﾛﾋﾞｰへの展示、環境
　美化､ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝ､三加茂
　まつり､人権教育講演､男女
　共同参画ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、研修視
　察､社会教育振興大会､ふれ
　あい文化まつりに参加。

 ･太極拳教室　　　(月2回)
 ･リフォーム教室　(月2回)
 ･手話教室　　　　(月2回)
 ･ＩＴ教室　 (6回 2教室)

 ･毎年5月から3月までの期間
　開催している。

 ･書道教室
　　 　(井内､辻教室:月1回)
 ･手芸教室
　　　 (月2回､内1回講師料
　　　　　　　 受講生負担)
 ･民踊教室
　　(井内､辻､西井川教室
　　　　　　　　 　:月1回)
 ･歩こう会
　 (井内､西井川教室:月2回
　　　　　 　辻教室:週1回)
 ･古文書教室　　　 (月1回)

○町の広報を通じて、趣味講
　座等の活動を紹介。

新町においても、町広報
を通じて紹介していく。

具体的調整方針

 ･毎年5月から3月までの期間
　開催している。
 ･受講生は通年での受講を基
　本としている。

三 加 茂 町 課　　題

○町の広報誌を通じて、教育
　委員会が管理する施設で各
　種サークル活動を行ってい
　る団体等の、サークル会員
　の募集要項を町民にアピー
　ルする。

 ･一斉学習講座　　(年10回)
 ･生け花講座　　　(月１回)
 ･編み物､手芸講座 (月２回)
 ･水墨画講座　　　(月２回)
 ･習字講座　　　　(月２回)
 ･踊り講座　　　　(月２回)
 ･パソコン初､中級講座
　　　　　　　　　(月４回)
 ･西洋画講座　　　(月２回)
 ･着付け講座　　　(月２回)

○町の広報誌を通じて、教育
　委員会が管理する施設で各
　種サークル活動を行ってい
　る団体等の紹介を兼ねて、
　サークル会員の募集要項を
　一堂に集め、町民にアピー
　ルする。

合併までに調整し、内容
の充実に努める。

 ･民謡クラブ
 ･民舞クラブ
 ･生花教室
 ･書道クラブ
 ･水墨画クラブ
 ･大正琴クラブ
 ･リズム体操ｸﾗﾌﾞ
 ･太極拳クラブ
 ･詩吟クラブ
 ･岳勝会三東支部芝生教室
 ･園芸クラブ
 ･少年剣道クラブ

○町の広報を通じて、趣味講
　座等の活動を紹介。
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○講師謝礼 ○講師謝礼 ○講師謝礼 ○講師謝礼
なし

○会費 ○会費 ○会費 ○受益者負担
 ･各クラブで受益者負担。 なし  ･各講座で会費を集め運営。  ･各講座で会費を集め運営。
○町負担 ○町負担 ○町負担 ○町負担

 ･講師料のみ  ･講師料のみ

 (2)ＩＴ講習  (2)ＩＴ講習  (2)ＩＴ講習  (2)ＩＴ講習
○目的 ○目的 ○目的 ○目的 ・実施方法等に差異。 ・

・事業の継続について。

○概要 ○概要 ○概要 ○概要

○町負担 ○町負担 ○町負担 ○町負担
 ･平成15年度未実施  ･なし  

 (3)高齢者教室  (3)高齢者学級  (3)高齢者学級  (3)高齢者学級
○概要 該当なし 該当なし ○概要 ・事業の継続について。 ・

・対象、内容等に差異。

 ･ちぎり絵教室　　 (月1回)
 ･生け花教室　 　　(月1回)
 ･大正琴教室
　　(井内、辻教室:各月1回)
 ･茶道教室
　(月2回､受講生月謝負担有)
・民謡教室
　(月2回､受講生月謝負担有)

 ･教育委員会が事務局担当。
 ･町在住60歳以上の男女によ
　り構成
 ･年12回実施

 ･ＩＴ講習委託料 400,000円

 ･1回　5,000円又は10,000円
 　　　　　　　(月2回開催)

 ･ﾊﾟｿｺﾝの初歩的な取扱い､特
　にｲﾝﾀｰﾈｯﾄや電子ﾒｰﾙの基礎
　的知識を学び、社会生活に
　生かす。

 ･パソコン機器の導入
　　 H12年度に46台整備
 ･平成15年度未実施

 ･生涯学習課が事務局担当。
 ･町在住65歳以上の男女によ
　り構成
 ･環境美化､ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝ､三

合併までに調整し、内容
の充実に努める。

合併までに福祉部門と協
議し調整を行い、内容の
充実に努める。

 ･ﾊﾟｿｺﾝの初歩的な取扱い､特
　にｲﾝﾀｰﾈｯﾄや電子ﾒｰﾙの基礎
　的知識を学び、社会生活に
　生かす。

課　　題

 ･パソコン機器の導入
　　 H12年度に20台整備
 ･パソコン入門講座
　　 H15年度 2講座､9月終了

三 加 茂 町井　川　町

･パソコン機器の導入
　　H12年度に60台整備
･パソコン入門講座
 　 H15年度 5講座､3/23終了
 ･町ﾊﾟｿｺﾝｸﾗﾌﾞに講師依頼。

 ･ﾊﾟｿｺﾝの初歩的な取扱い､特
　にｲﾝﾀｰﾈｯﾄや電子ﾒｰﾙの基礎
　的知識を学び、社会生活に
　生かす。

 ･定額 6,000円
　　　　　 (原則月1回開催)

 ･町事業費としてはなし。
　 (文化振興関係団体補助金
　　として別に支出)

三　野　町 具体的調整方針
 ･ちぎり絵クラブ
 ･囲碁将棋クラブ
　　※各クラブで独自に活動

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ･ﾊﾟｿｺﾝの初歩的な取扱い､特
　にｲﾝﾀｰﾈｯﾄや電子ﾒｰﾙの基礎
　的知識を学び、社会生活に
　生かす。

 ･パソコン機器の導入
　　 H12年度に20台整備
 ･パソコン入門講座
　　 H15年度 6回 2教室
 ･公民館教室において実施。
 ･県に講師派遣依頼。

三　好　町

 ･年額　100,000円
　　　　 (=10,000円 10人)

 ･三加茂町生涯学級補助金
　　　　　　　　 200,000円
 ･大藤生涯学級補助金
　　　　　　　    50,000円
 ･西庄生涯学級補助金
　　　　　　　    50,000円
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○受益者負担 ○受益者負担
 ･随時負担 なし
○町負担 ○町負担

 (4)女性学級  (4)女性学級  (4)女性学級  (4)女性学級
○目的 該当なし 該当なし ・三野町のみ実施。 ・合併までに調整する。

○概要

○町負担

 (5)英会話教室  (5)英会話教室  (5)英会話教室  (5)英会話教室
○目的 ○目的 ○目的 ・事業の継続について。 ・

・

○概要 ○概要 ○概要
・差異あり。

○町負担 ○町負担 ○町負担
なし なし なし

 ･交通安全教室、社会教育振
　興大会、バス学習、遠足、
　人権教育講演会に参加。

三　好　町

○町の教室として実施してい
　ないが、外国人講師を中心
　に住民が自主的にサークル
　活動を行っている。

井　川　町

 ･外国人講師による初歩的な
　日常会話と異文化交流。

 ･外国人講師による初歩的な
　日常会話と異文化交流。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

三 加 茂 町
　加茂まつり､人権教育講演､
　転倒防止講座、社会教育振
　興大会、ふれあい文化まつ
　りに参加。

 ･女性としてお互いに力を合
　わせ、明るい家庭や社会づ
　くりを目指す実践力を身に
　つけるため学習会を開催。

○平成14年度まで実施してい
　たが男性の受講を可能にす
　るため、生涯学級として実
　施している。

 ･趣味講座
 ･料理講座
 ･バス学習
 ･人権講演会
 ･講演会

 ･女性学級町補助金
　　　　　　　　 338,000円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ･招致外国語指導助手により
　毎週木曜日実施。
 ･19:00～21:00

課　　題

 ･招致外国語指導助手により
　毎週木曜日実施
 ･初級､中級 19:30～21:00

具体的調整方針

 ･三加茂町高齢者学級補助金
　　　　　　　　 250,000円
 ･大藤高齢者学級補助金
　　　　　　　　  50,000円

 ･高齢者教室補助金
　　　　　　　　 450,000円

三　野　町

 ･生涯学習の一環として、英
　語教育の充実や地域的な国
　際交流の促進を目指す。

 ･招致外国語指導助手により
　毎週木曜日実施。
 ･初級 19:00～20:00
 ･上級 20:00～21:00

ＡＥＴは引き続き招致す
ることが、学校教育事業
の取扱いにおいて確認さ
れている。
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 (6)郷土史講座  (6)郷土史講座  (6)郷土史講座  (6)郷土史講座
未実施 ○目的 該当なし 該当なし ・三好町のみ実施。 ・

○概要

○町負担

７．成人式 ７．成人式 ７．成人式 ７．成人式 ・時期、内容等に差異。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者

 (2)実施時期  (2)実施時期  (2)実施時期  (2)実施時期
○毎年１月３日 ○毎年１月３日 ○毎年１月５日 ○毎年１月４日
○10時開会(９時半から受付) ○10時開会(９時半から受付) ○10時開会(９時半から受付) ○10時開会(９時半から受付)

 (3)場所  (3)場所  (3)場所  (3)場所
○町公民館２階ホール ○式典 ○井川町ふるさと交流ｾﾝﾀｰ

町中央公民館４階ホール
○祝う会
吉野川ハイウェイオアシス

 (4)式次第  (4)式次第  (4)式次第  (4)式次第
①国歌斉唱 ①国歌斉唱 ①国歌斉唱 ①国歌斉唱
②町長あいさつ ②教育委員会あいさつ ②町長あいさつ ②教育委員会告辞
③成人告辞(教育委員長) ③町長式辞 ③町長あいさつ
④来賓祝辞(町議長)

⑥ビデオ上映

※簡素に行う。 ※以上､簡素に行う。 ※以上､約1時間。

合併時に廃止し、新町に
おいて新しい講座の開設
を検討する。

現行の対象者について、
新町では統一して実施す
るものとし、場所・内容
等については、新町発足
後調整する。

⑤来賓祝辞
(県議､町議長､町選管委員長)

④記念品贈呈
　　(町長から新成人代表へ)

⑤来賓祝辞
　(町議長・町選管委員長)

具体的調整方針井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 三 加 茂 町

○年度内に満20歳を迎える町
　民・町出身者。

 ･三好町を中心とする歴史、
　地理､民俗､文化財､民話､伝
　統などを研究し、ふるさと
　の文化の向上に努める。

④記念品贈呈
　　(町長から新成人代表へ)

 ･総会　　　１回
 ･講演会　　１回
 ･研修視察　１回
 ･歴史探訪　１回

 ･報償費　　　　　50,000円
 ･使用料及び賃借料
　　　　　　　　 140,000円

⑥新成人からのメッセージ
　　　　　　　　　　(謝辞)

○年度内に満20歳を迎える町
　民・町出身者。

○年度内に満20歳を迎える町
　民・町出身者。

③記念品贈呈
　　　　(町長から新成人へ)

⑥記念品贈呈
　　(町長から新成人代表へ)

⑤新成人からのメッセージ
　　　　　　　　　　(謝辞)

⑤新成人からのメッセージ
　　　　　　　　　　(謝辞)

○三加茂町ふれあいプラザ
　多目的ホール

④来賓祝辞
　(県議､町議長､町婦人会長)

⑦成人代表謝辞
　　　　　並びに誓いの言葉

○年度内に満20歳を迎える町
　民・町出身者。

課　　題
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※以上､簡素に行い約1時間｡

※以上､簡素に行い約2時間｡

 (5)事務手順  (5)事務手順  (5)事務手順  (5)事務手順

 (6)予算  (6)予算  (6)予算  (6)予算

８．視聴覚ライブラリー ８．視聴覚ライブラリー ８．視聴覚ライブラリー ８．視聴覚ライブラリー
 (1)概要 該当なし 該当なし 該当なし ・三野町のみ実施。 ・

○記念品 　　　　105,000円
　　　　　(=1,500 約70人)
○記念写真 　　　　　　 円
　　　　(=1,000円 出席者)

○記念品 　　　　325,000円
　　　 (=2,500円 約130人)
○記念写真 　　　153,000円
　　　　 (=900円 約170枚)
○消耗品費　　　　20,000円
○印刷製本費　　　20,000円
　　　　　　(成人式名簿代)
○通信運搬費　　　40,000円
　 　(案内ハガキ､写真送付)

○教材や機材の貸出､管理､修
　繕､試写会､機材操作講習､
　新規購入等を行う。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

　町内在住新成人(若干名)で
実行委員会を組織し協議の上
教育委員会事務局で行う。
①住民基本台帳または中学校
　卒業名簿により新成人該当
　者の名簿を作成。
②住民基本台帳にはないが出
　席を希望する者は申出によ
　り名簿に追加。
③12月発行の町広報に式典開
　催の案内掲載。
④記念品を検討、手配。
⑤封書により該当者に案内状
　送付。
⑥受付簿で出席者を確認し、
　後日、記念写真を送付。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 具体的調整方針
※式典終了後
　　記念撮影および祝う会

○記念品　　　　　97,500円
　　　　(=1,300円 約75人)
○記念写真　　　　80,000円
　　　　　(=1,000円 80枚)
○需要費 　　　　350,000円
○印刷製本費　　　24,150円
　　　　　(アルバム挿入文)
○通信運搬費　　　50,000円
　　 (案内ハガキ､写真送付)
○クリーニング代　30,000円

※式典終了後
　　記念撮影(町内業者に発
　注)および親睦会

　実行委員会等を組織せず、
教育委員会事務局で行う。
①住民基本台帳より新成人該
　当者の名簿を作成。
②住基台帳にはないが、町出
　身者等で出席を希望する者
　は申出により名簿に追加。
③12月発行の町広報に式典開
　催の案内掲載。
④記念品を検討、手配。
⑤12月初旬に該当者に案内状
　送付。
⑥受付簿で出席者を確認し、
　後日、記念写真を送付。

　実行委員会等を組織せず、
教育委員会事務局で行う。
①住民基本台帳より新成人該
　当者の名簿を作成。
②住基台帳にはない三好中学
　校の卒業生も名簿に追加。
③11月中旬に該当者に往復ハ
　ガキで案内状を送付。
④記念品を検討、手配。
⑤受付簿で出席者を確認し、
　後日、記念写真を送付。

井　川　町
※式典終了後
　　記念撮影および祝う会 ※式典終了後

　　記念撮影
(町内2業者へ1年交替で発注)

○記念品　　　 　146,475円
　　　　(=1,500円 約93人)
○記念写真　 　　103,950円
　　　　　(=900円 110枚)
○需要費 　　　　318,133円
○役務費　　　　　12,800円

三 加 茂 町

　町内在住新成人(若干名)で
実行委員会を組織し協議の上
教育委員会事務局で行う。
①住民基本台帳より新成人該
　当者の名簿を作成。
②住基台帳にはないが、町出
　身者等で出席を希望する者
　は申出により名簿に追加。
③10月後半から該当者に案内
　状送付。
④12月発行の町広報に式典開
　催の案内掲載。
⑤記念品を検討、手配。
⑥実行委員会によって司会進
　行を行う。
⑦受付簿で出席者を確認し、
　後日、記念写真を送付。

課　　題
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 (2)設備機材

 (3)設備教材

９．町史の編纂・販売 ９．町史の編纂・販売 ９．町史の編纂・販売 ９．町史の編纂・販売 ・要調整。 ・
 (1)町史の編纂  (1)町史の編纂  (1)町史の編纂  (1)町史の編纂

○昭和57年度に終了。

 (2)町史の保管・販売  (2)町史の保管・販売  (2)町史の保管・販売  (2)町史の保管・販売

１０．チャレンジ徳島推進事業 １０．チャレンジ徳島推進事業 １０．チャレンジ徳島推進事業 １０．チャレンジ徳島推進事業 ・事業の継続について。 ・
 (1)事業概要  (1)事業概要 未実施
【美しいまちづくり事業】 ○天上の回廊ウォーク
○クリーン作戦

○花いっぱい運動

○16㍉映画フィルム　　2本
○ビデオテープ　　　 52本
 (購入分のみ､寄贈品を除く)

 ･秋にパンジーの苗と葉牡丹
　を県道沿いのみに配布。

○平成16年度編纂予定。
○総務課が所管予定。

○教育委員会にて１冊保管。
○販売は未定。

○活動なし。
○総務課が所管。

具体的調整方針

 ･5月の第2日曜日に町内一斉
　に実施。

課　　題三 加 茂 町三　野　町 三　好　町

○16㍉映写機　　　　　1台
○巻き返し器　　　　　1台
○ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾀｰ　　　1台
○ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ･ﾃﾚﾋﾞ　　　2組
 (購入分のみ､寄贈品を除く)

○中央公民館第２図書室にて
　保管。
○購入希望者に随時販売。
○代金は納付書発行もしくは
　現金で納入。
○価格(送料別)
 ･歴史編
　町外5,000円　町内1,500円
 ･地域誌・民俗編
　町外4,000円　町内1,500円

 ･クリーン作戦時に町の花サ
　ルビアを8,000本配布。

 ･毎年10月後半に井川スキー
　場から多美農場につながる
　山道においてウォーキング
　大会を実施。町内のみなら
　ず、全国へ参加者の募集を
　行う。

○公民館倉庫にて保管。
○購入希望者に随時販売。
○代金は納入書発行もしくは
　現金書留で納入。
○価格　6,000円(送料別)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○平成9年10月1日発行
　(地域誌民俗偏)

井　川　町

○総務課及び教育委員会にて
　計３冊保管。
○販売なし。
○編纂後は未定。

○平成17年2月末の発行を目
　標に編集作業中。
○議会事務局が所管。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町においては教
育委員会が保管・販売を
取扱う。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、詳細については合
併までに調整する。
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【特色ある郷土づくり】 ○雪まつり
○お焚き上げ行事

○見舞い返し廃止運動
○案内看板の設置

○伝統芸能保存事業
 ･各種伝統芸能の保存。
○たくましい体力づくり

 (2)経費  (2)経費  (2)経費
○活動なし。

 (3)チャレンジ徳島推進協議会  (3)チャレンジ徳島推進協議会  (3)チャレンジ徳島運動協議会
○委員構成 ・附属機関である。 ・

・

○任期 なし ・
※町長が委嘱

○役員

○会議
 ･総会を含め年間5～6回開催

○報酬 ○報酬
なし なし

○町補助金 ○町補助金
 ･年額　　120,000円  ･年額　1,200,000円

１１．社会教育振興大会 １１．社会教育振興大会 １１．社会教育振興大会 １１．社会教育振興大会
 (1)運営主体 該当なし 該当なし  (1)運営主体 ・内容等に差異あり。 ・
○三野町公民館生活文化部 ○町及び町教育委員会

 (2)実施時期  (2)実施時期
○毎年２月 ○毎年２月

 ･8月31日に灯篭流しに代わ
　るお焚き上げ行事を実施。

 ･見舞い返しに代えて礼状を
　使用するよう役場窓口に備
　えている。

新町の生涯教育推進協議
会において検討し、実施
する。

三　野　町

○運営費　　　 83,000円
○推進費　　1,500,000円

○協議会としての活動はない
　が、各事業の実行委員会に
　より実行されている。

○チャレンジ徳島運動協議会
　の活動費より支出。

三　好　町 井　川　町

 ･毎年2月中旬に井川スキー
　場において実施。町内のみ
　ならず、全国へ参加者の募
　集を行う。

 ･公共施設や観光施設への案
　内看板の設置。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ･活動なし。
 ･総務課が所管。  ･町内まちづくり団体代表

 ･町内各種団体代表
 ･町議会議員　等
 ･約８０人

 ･会　長　　１人
 ･副会長　　５人
 ･監　事　　２人
　　　　　　　　※任期２年

課　　題

特別職ならば報酬や町予
算で対応すべきであり、
その金額については、特
別職の身分の取扱いにお
いて確認済。

附属機関は、事務組織・
機構の取扱いにおいて、
合併時に調整することが
確認されている。

具体的調整方針

合併までに調整し、新町
において再編する。
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 (3)内容  (3)内容
○講演会等 ○功労者表彰・記念講演等

 (4)事務手順  (4)事務手順

１２．青年団 １２．青年団 １２．青年団 １２．青年団 ・公共的団体である。 ・
 (1)名称  (1)名称 該当なし  (1)名称 ・
○三野町青年団 ○三好町青年団 ○三加茂町青年連合会

 (2)人員  (2)人員  (2)人員
○２５人 ○休会中

・事務局の担当について。
 (3)組織  (3)組織  (3)組織

 (4)事業  (4)事業  (4)事業
○夏祭り等の企画及び参加。

 (5)町補助金  (5)町補助金  (5)町補助金
○100,000円 ○休会中のため未支出。

１３．婦人会 １３．婦人会 １３．婦人会 １３．婦人会 ・公共的団体である。 ・
 (1)名称  (1)名称  (1)名称  (1)名称 ・
○三野町婦人連合会 ○三好町婦人連合会 ○井川町婦人会 ○三加茂町婦人会連合会

 (2)人員  (2)人員  (2)人員  (2)人員
○５００人 ○約１，０００人 ○８７６人 ○１，３００人

・事務局の担当について。

できる限り合併までに調
整し、新町発足時に統合
するよう努める。

○講師選定
○講演依頼
○資料作成
○会計整理

三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町井　川　町

○中学生に対して三加茂青年
　太鼓を指導。
○組織自体は休会中。

○休会中
※事務局を生涯学習課が担当
　していた。

○内容協議・検討
○資料作成
○案内状送付
○会計管理

○200,000円(平成13年度)
　　※平成14年度は支出なし

○団　長　　１人
○副団長　　２人
○事務局　　１人
○会　計　　１人
※事務局は青年団が担当

○県スポーツ大会､夏祭り､地
　元のイベント等の企画及び
　参加。

○会　長　　１人
○副会長　　２人
○事務局　　１人
○会　計　　１人
○監　査　　２人
※事務局は青年団が担当

○３０人

三　好　町

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時に
統合するよう努めること
が確認されている。

課　　題

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時に
統合するよう努めること
が確認されている。

具体的調整方針

できる限り合併までに調
整し、新町発足時に統合
するよう努める。
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 (3)組織  (3)組織  (3)組織  (3)組織

 (4)事業  (4)事業  (4)事業  (4)事業

 (5)町補助金  (5)町補助金  (5)町補助金  (5)町補助金
○活動費補助　 　300,000円 ○活動費補助　 　100,000円 ○活動費補助　　 250,000円

１４．ＰＴＡ連合会 １４．ＰＴＡ連合会 １４．ＰＴＡ連合会 １４．ＰＴＡ連合会
 (1)名称  (1)名称  (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○三野町ＰＴＡ連合会 ○三好町ＰＴＡ連合会 ○井川町ＰＴＡ連合会 ○三加茂町ＰＴＡ連合会 ・

 (2)組織  (2)組織  (2)組織  (2)組織

 (3)役員  (3)役員  (3)役員  (3)役員

できる限り合併までに調
整し、新町発足時に統合
するよう努める。

○会　長　　　１人
○副会長　　　５人
○庶　務　　　１人
○監　事　　　２人

○活動費補助　 　260,000円
○県婦人教育指導者研修費
　補助金　  　　  50,000円

○総会、理事会等会議の開催
○水辺の楽校参加
○三加茂まつり参加
○同和教育参加
○河川美化運動
○少年非行決起集会
○防災セミナー

○会　長　　　１人
○副会長　　　３人
○監　査　　　２人
○幹　事　　　１人
○事務局長　　１人
○郡PTA理事　 ３人
○給食委員　　１人

○三加茂中学校ＰＴＡ会員
○町内各小学校ＰＴＡ会員
○町内各幼稚園ＰＴＡ会員

○三好中学校ＰＴＡ役員
○町内各小学校ＰＴＡ役員

○井川中学校ＰＴＡ役員
○町内各小学校ＰＴＡ役員

○会　長　　　１人
○副会長　　　３人
○母親代表　　１人

○会　長　　　１人
○副会長　　　４人

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時に
統合するよう努めること
が確認されている。

三　野　町 三　好　町

○三野中学校ＰＴＡ役員
○町内各小学校ＰＴＡ役員
　　(芝生小太刀野分校含む)

○会　長　　　１人
○副会長　　　２人
○書　務　　　１人
○会　計　　　１人
○支部長　　１０人
※事務局は婦人会が担当

○会　長　　　１人
○副会長　　　４人
○会　計　　　１人
○監　事　　　２人
○顧　問　　若干名
○理　事　　若干名
※事務局は婦人会が担当

井　川　町

○総会等会議の開催
○町内各種行事への参加
○婦人会研修会

○総会等会議の開催
○夏まつりへの参加
○婦人会研修会
○緑の募金協力
○お焚き上げ協力
○敬老会
○みよし苑遠足介助
○施設訪問

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

○総会等会議の開催
○夏まつりへの参加
○婦人会研修会

三 加 茂 町

○会　長　　　１人
○副会長　　　３人
○会　計　　　１人
○支部長　　　３人
※事務局を教育委員会が担当

課　　題

○会　長　　　１人
○副会長　　　５人
◯理　事　　１２人
○庶　務　　　１人
○会　計　　　１人
○支部長　　  ４人
◯監　事　　　２人
※事務局は婦人会が担当
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 (4)事業  (4)事業  (4)事業  (4)事業

 (5)町補助金  (5)町補助金  (5)町補助金  (5)町補助金
○活動費補助　 　120,000円 ○活動費補助　 　 60,000円 ○活動費補助　　 80,000円

 (6)自主財源  (6)自主財源  (6)自主財源  (6)自主財源
なし なし

１５．菊友会 １５．菊友会 １５．菊友会 １５．菊友会
該当なし 該当なし  (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・

○井川町菊友会 ○大楠菊友会 ・

 (2)目的  (2)目的
○菊作りの推進。 ○町花である菊作りの推進。

 (3)人員  (3)人員 ・事務局の担当について。
○２３人 ○２０人

 (4)役員  (4)役員

 (5)事業  (5)事業

 (6)町補助金  (6)町補助金
なし ○活動費補助　 　 50,000円

できる限り合併までに調
整し、新町発足時に統合
するよう努める。

○総会　　　　　　　１回
○役員会　　　　適時開催
○母親ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会　１回
○父親ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会　 １回

○総会　　　　　１回
○役員会　　適時開催
○振興大会
○球技大会

○総会　　　　　　　１回
○役員会　　　　適時開催

○各学校PTA負担金 47,520円
　　　　　(=40円 1,188人)

○会　長　　　１人
○副会長　　　１人
○会　計　　　１人
※事務局は会員が担当

○会　長　　　１人
※事務局を生涯学習課が担当

○各学校PTA負担金 47,520円
 　　　　　(=2,500円 3校)

○活動費補助　 　450,000円
○災害保険料  　 700,000円

○総会　　　　　　　１回
○役員会　　　　適時開催

○三加茂まつりにて展示
○その他町内展示場への出品

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

○定例会の開催
○なでしこ祭り参加
○花いっぱい運動協力
○小学校１人１鉢運動

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時に
統合するよう努めること
が確認されている。

具体的調整方針
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・４町同一。 ・

具体的調整方針

○各団体が県や郡の研修会及
　び会議等へ参加していただ
　く場合、必要に応じその都
　度支給。

○各団体が県や郡の研修会及
　び会議等へ参加していただ
　く場合、必要に応じその都
　度支給。

○各団体が県や郡の研修会及
　び会議等へ参加していただ
　く場合、必要に応じその都
　度支給。

○各団体が県や郡の研修会及
　び会議等へ参加していただ
　く場合、必要に応じその都
　度支給。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

１６．社会教育団体各種研修費
　　　補助

１６．社会教育団体各種研修費
　　　補助

１６．社会教育団体各種研修費
　　　補助

１６．社会教育団体各種研修費
　　　補助
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１．体育指導委員会 １．体育指導委員会 １．体育指導委員会 １．体育指導委員会 ・附属機関である。 ・合併までに調整する。
 (1)目的  (1)目的 該当なし  (1)目的 ・

・調整が必要。

 (2)選出区分  (2)選出区分  (2)選出区分

 (3)定数  (3)定数  (3)定数
○１５人以内 ○８人 ○若干名
○現在１４人（男14　女0） ○現在８人（男8　女0） ○現在１６人（男15　女1）

 (4)任期 ２年  (4)任期 ２年  (4)任期 ２年
※教育委員会が委嘱 ※教育委員会が委嘱 ※教育委員会が委嘱

 (5)会議の開催  (5)会議の開催  (5)会議の開催
○年３回(事業に応じて開催) ○必要に応じて招集する。 ○年３回(事業に応じて開催)

 (6)報酬  (6)報酬  (6)報酬
○年額　22,400円 ○年額　10,000円 なし

 (7)活動内容  (7)活動内容  (7)活動内容
○町体育指導員実技研修会 ○町体育指導委員会研修会 ○町体育指導事業
○県体育指導員研修会 ○町民運動会の審判

○三好郡駅伝大会指導

 (8)運営費  (8)運営費  (8)運営費
該当なし 該当なし ○町補助金　年額 180,000円

　社会体育関係

　１．体育指導委員会等の附属機関については、合併までに調整する。
　２．体育協会・スポーツ少年団等の公共的団体については、できる限り合併までに調整し新町発足時に統合するよう努める。
　３．各種スポーツ大会・教室等については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において新たな町全域の事業について検討する。
　４．スポーツ安全保険については三野町･三加茂町の例により新町に引き継ぎ､スポーツ少年団員への掛金補助については三好町の例により統一する｡

○広く町民の間にスポーツを
　普及振興し、指導助言を行
　い、明朗で豊かな三加茂町
　の建設を目指す。

○地区割りに関わらず教育委
　員会が適任者を委嘱。

調整方針（案）

教育部会

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

協　議　項　目

○全国､中四国､県体育指導委
　員会研修会に準じ、参加希
　望等があれば参加。

○三野町のスポーツの振興と
　住民のスポーツ活動の促進
　や、団体の組織への育成及
　び指導助言を行う。

○住民のスポーツ活動の促進
　や、団体の組織への育成及
　び指導助言を行う。

○地区割(全10地区)から
　　　　　　　　 １～２人｡

○町民体育祭の地区割から
　　　　　　　　　　 １人｡

附属機関は、事務組織・
機構の取扱いにおいて、
合併時に調整することが
確認されている。
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２．社会体育施設運営審議会 ２．社会体育施設運営審議会 ２．社会体育施設運営審議会 ２．社会体育施設運営審議会 ・附属機関である。 ・合併までに調整する。
 (1)名称  (1)名称  (1)名称 該当なし ・
○町民体育施設運営審議会 ○町民柔剣道場運営審議会 ○町民体育施設運営審議会

 (2)目的  (2)目的  (2)目的
・調整が必要。

 (3)委員構成  (3)委員構成  (3)委員構成
○委員数　１０人

 (4)役員  (4)役員  (4)役員
なし

 (5)任期  (5)任期  (5)任期
○２年(教育委員会が委嘱) ○２年(教育委員会が委嘱) ○２年(教育委員会が委嘱)

 (6)委員報酬  (6)委員報酬  (6)委員報酬
なし ○年額 5,000円 なし

 (7)会議  (7)会議  (7)会議
○必要に応じ会長が招集。 ○必要がある場合招集。

３．体育協会 ３．体育協会 ３．体育協会 ３．体育協会 ・公共的団体である。 ・
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要 ・事務局の担当について。

・

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

○町議会　　　２人
○町役場　　　１人
○学校長　　　５人
○体育指導員　２人
○青年団　　　１人
○婦人会　　　１人
○学識経験者　３人
　　※合計　１５人

三 加 茂 町 課　　題

○町議会代表　　　　１人
○町役場代表　　　　１人
○学校代表　　　　　１人
○体育指導委員代表　１人
○公民館体育部代表　１人
○青年団代表　　　　１人
○婦人会代表　　　　１人
○老人クラブ代表　　１人
○町ＰＴＡ代表　　　１人
○学識経験者　　　　１人
　　※合計　１０人

○会　長　　１人
○副会長　　１人

○各地区の申請により団体及
　び人員登録。
○教育委員会が事務局担当。

○各種スポーツ団体の申請に
　より団体登録。
○必要な場合、事務等援助。

○各地区、各部の申請により
　団体及び人員登録。
○教育委員会が事務局担当。

具体的調整方針

附属機関は、事務組織・
機構の取扱いにおいて、
合併時に調整することが
確認されている。

できる限り合併までに調
整し、新町発足後に統合
するよう努める。

○会　長　　１人
○副会長　　１人

○道場の事業遂行のため、道
　場長の諮問に応じ､事業･企
　画実施の調査審議。

○定例会　年２回
○臨時会　必要に応じ開催

○町民体育施設の運営に関す
　る重要事項について審議し
　教育長に助言する。

○町民の心身の健全な発達に
　寄与するため、指導助言を
　行う。

○各地区の申請により団体及
　び人員登録。
○教育委員会が事務局担当。

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時
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 (2)組織  (2)組織  (2)組織  (2)組織
○町内会より各１人の代議員 ○各地区より数人ずつの理事

○役員
○登録団体数　　　34団体

○体育指導員 ○登録人員　　　　538人
○各種団体代表者　　等

○登録団体数　　　　9団体

 (3)役員  (3)役員  (3)役員  (3)役員
○会長　　　　 　１人
○副会長 　　　　４人

○会計　　　　１人 ○事務局　　　１人 ○監事　　　　 　２人
○監事　　　　２人 ○理事　　　１２人 ○会計･書記　　　１人
○理事長　　　１人 ○監事　　　　２人 ○理事　　　　 ７０人
○副理事長　　１人 ○会計　　　　１人
○理事　　　６０人 ○顧問　　　　５人

 (4)役員任期  (4)役員任期  (4)役員任期  (4)役員任期
○２年 ○２年 ○理事以外　２年

○理事　　　各地区で規定

 (5)会議  (5)会議  (5)会議  (5)会議
○総会、理事会 ○総会、理事会 ○総会、役員会、理事会 ○総会、役員会、理事会

 (6)事業  (6)事業  (6)事業  (6)事業

○ソフトボール協会　150人
○テニス協会　　　　 55人
○ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 　 23人
○登録団体数　　　　3団体
○登録人員　　　　　228人

○代議員　　８８人

○登録団体数　　　なし

○監事　　　　２人
○理事長　　　１人
○副理事長　　２人

井　川　町三　野　町 課　　題 具体的調整方針

○会長　　　　１人
○副会長　　　３人

 5月 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
 6月 300歳ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾅｲﾀｰﾘｰｸﾞ
 7月 ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
 9月 無制限
　　　女子バレーボール大会
10月 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(秋季)
11月 町民運動会
　　 三好郡駅伝大会
 1月 徳島県駅伝大会
 3月 文化ふれあいｳｫｰｷﾝｸﾞ

○バレーボール専門部　5人
○スキー　　　　　　　3人
○ソフトボール　　　　4人
○グランドゴルフ　　　5人
○アーチェリー　　　　3人
○ゲートボール　　　　4人

○町民体育祭の地区割による
　理事５人

〇ソフト　１年

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○登録人員　　　　155人

○会長　　　　１人
○副会長　　　１人

三　好　町

 5月 ソフトボールリーグ戦
 6月 ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
 7月 なでしこ杯ゴルフ大会
 9月 無差別ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙル大会
　　 300歳ソフトボール大会
10月 辻地区町民運動会
　　 井内地区町民運動会
 2月 ﾐｯｸｽｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
　　 町長杯スキー大会

 8月 地区対抗
　　　グラウンドゴルフ大会
 9月 地区対抗
　　　女子バレーボール大会
10月 町民体育祭(隔年開催)
11月 ウォーク大会
　　 三好郡駅伝大会
12月 町民ゴルフ大会
 2月 地区対抗綱引き大会

三 加 茂 町

〇テニス　２年

 4月 300歳ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
　　 町民テニス教室
　　 町民球技大会ソフト部
 5月 子どもテニス教室
 6月 テニス交流試合
10月 親睦ボーリング大会
　　 町民テニス大会
11月 テニス親睦会

○代議員　　　若干名

○会長　　　　１人
○副会長　　　２人
○事務局長　　１人
○会計　　　　１人

○理事　　　　若干名

に統合するよう努めるこ
とが確認されている。
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 (7)町補助金  (7)町補助金  (7)町補助金  (7)町補助金

４．ソフトボール審判協会 ４．ソフトボール審判協会 ４．ソフトボール審判協会 ４．ソフトボール審判協会 ・公共的団体である。 ・
 (1)人員 該当なし 該当なし  (1)人員 ・

○男25人 女0人 計25人

 (2)活動内容  (2)活動内容

・事務局の担当について。

 (3)役員  (3)役員
○会長　　　　１人 ○会長　　　　１人
○副会長　　　２人 ○副会長　　　４人

○顧問　　　　１人
○審判員　　２０人

 (4)役員任期 １年  (4)役員任期 なし

 (5)運営費  (5)運営費
○町補助金　　　 180,000円

５．バレーボール審判協会 ５．バレーボール審判協会 ５．バレーボール審判協会 ５．バレーボール審判協会 ・公共的団体である。 ・
該当なし 該当なし 該当なし  (1)人員 ・

○男13人 女2人 計15人

 (2)活動内容

・事務局の担当について。

 (3)役員
○会長　　　　１人
○副会長　　　２人
○審判員　　１２人

具体的調整方針

できる限り合併までに調
整し、新町発足後に統合
するよう努める。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において組織
の拡大を図る。

○ソフトボール協会
　　　　　年額　220,000円
○テニス協会
　　　　　年額　140,000円
○グラウンドゴルフ協会
　　　　　年額　 30,000円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時に
統合するよう努めること
が確認されている。

○体育協会運営補助金
　　　　年額　　900,000円
○町民運動会運営補助金
　　　　　　　　150,000円

○体育協会運営補助金
　　　　　年額　630,000円
○町民運動会運営補助金
　　　　　　　　900,000円

○各町内行事における審判。
○各種研修への参加。
○教育委員会が事務局担当。

三　野　町 井　川　町三　好　町

○体育協会運営町補助金
　　　　　年額　630,000円
○町民体育祭運営補助金
　　　　　　　2,000,000円

三 加 茂 町

○各町内行事における審判。
○各種研修への参加。
○教育委員会が事務局担当。

○１４人

○町民球技大会ソフトの部
○300歳ソフトリーグ戦
○ソフトボール協会に所属

〇ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会から支出
〇チーム負担金  160,000円

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時に
統合するよう努めること
が確認されている。
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 (4)役員任期 なし

 (5)運営費
○町補助金　　　 180,000円

６．スポーツ少年団 ６．スポーツ少年団 ６．スポーツ少年団 ６．スポーツ少年団 ・公共的団体である。 ・
 (1)登録団体  (1)登録団体  (1)登録団体  (1)登録団体 ・

・事務局の担当について。

 (2)活動内容  (2)活動内容  (2)活動内容  (2)活動内容

 (3)町補助金  (3)町補助金  (3)町補助金  (3)町補助金
○活動補助　年額 730,000円

 (4)組織  (4)組織  (4)組織  (4)組織

できる限り合併までに調
整し、新町発足後に統合
するよう努める。

具体的調整方針

○町内地域スポーツ少年団
　代表者
○学校長
○PTA会長並びに教育委員会
○その他の関係者
※指導者協議会会長の校区の
　学校が事務局担当。

課　　題

　4月 合同開講式及び定期総会
　7月 河川美化運動
　9月 さざんか杯合同開会式
　　　　　　　以後各大会開催
 12月 新年度団員募集
　1月 合同閉講式並びに
　　　　　　　ふれあい交流会

井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

○運営補助　年額 360,000円
○各種スポーツ大会補助
　　　　　　年額 353,000円

○野球
○バレーボール(昼間､足代)
○サッカー
○柔道
○剣道
　　　　　　　　合計６団体

 5月 総会
 9月 なでしこ祭ｻｯｶｰ大会
10月 なでしこ祭
　　　　　バレーボール大会

○井内ＪＶＣ
○辻ＪＶＣ
○西井ＪＶＣ
○井川ＦＣ
　　　　　　　　合計４団体

三　好　町

○町内スポーツ少年団
◯教育委員会
※教育委員会が事務局担当

　7月 常任委員会
　9月 常任委員会
 12月 常任委員会
 10月 ボランティア活動
 11月 町民運動会参加
　1月駅伝大会

○活動補助　年額 370,000円
○ﾊﾞﾚｰ各種大会ﾒﾀﾞﾙ代補助
　　　　　　年額　50,000円

○加茂サッカー
○加茂イーグルス(軟式野球)
○加茂ﾊﾞﾚｰｽｸｰﾙ(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
○加茂ｴﾝｼﾞｪﾙｽ(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ)
○三庄野球(軟式野球)
○三庄バレー(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
　　　　　　　　合計６団体

三　野　町

〇野球
〇男女バスケット
〇少女バレー
※芝生小学校が事務局担当。

○三野スポーツ少年団
　（若芝スポーツ少年団）
　　　　　　　　合計１団体
　※王地スポーツ少年団が
　　平成16年度より登録予定

○三野若芝スポーツ少年団
　　　　　　年額 370,000円
○王地スポーツ少年団
　　　　　　年額 100,000円
○紅葉杯大会補助金
　　　　　　年額 200,000円

5月 紅葉杯少年野球大会
　　紅葉杯少女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
8月 紅葉杯少年サッカー大会
 　 紅葉杯男女ﾊﾞｽｹｯﾄ大会

○町内地域スポーツ少年団
　代表者
○教育委員会が事務局担当。

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時に
統合するよう努めること
が確認されている。
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 (5)役員  (5)役員  (5)役員  (5)役員

 (6)役員任期  (6)役員任期  (6)役員任期  (6)役員任期
○１年 ○１年 ○１年(顧問除く) ○１年

 (7)事務手順  (7)事務手順  (7)事務手順  (7)事務手順

７．各種スポーツ大会 ７．各種スポーツ大会 ７．各種スポーツ大会 ７．各種スポーツ大会
 (1)運動会  (1)運動会  (1)運動会  (1)運動会 ・ ・
①町民体育大会 ①町民体育祭 ①辻地区町民運動会 ①町民運動会
 ○期日　10月  ○期日　10月第2日曜(隔年)  ○期日　10月  ○期日　11月第1日曜
 ○対象　町民  ○対象　町民全員  ○対象　町民全員  ○対象　町民全員
 ○方法　地区別対抗(10地区)  ○方法　地区対抗8地区  ○方法　地区別対抗  ○方法　地区別対抗(14区)
 ○主催　町公民館  ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会

②井内地区町民運動会
 ○期日　10月
 ○対象　町民全員
 ○方法　地区別対抗
 ○主催　町体育協会

 ○経費
　　町補助金　 1,030,000円
　　※井内地区運動会費含む

 ○経費
　　町補助金　 　900,000円

三 加 茂 町

○前年度12月に新年度団員募
　集(町内在学小学生)し、取
　りまとめのうえ各単位団(6
　団)へ登録用紙と共に送付｡
○各単位団で確認のうえ､3月
　末までに町スポ少事務局へ
　登録。
○全国・県登録を行う団体(3
　団)は10人以上の団員で事
　務局が取りまとめのうえ6
　月末までに県へ登録申請。

課　　題

 ○経費
　　町補助金　 2,000,000円

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

○教育委員会から各種スポー
　ツ団体へ団体登録申請書を
　送付。
○各単位団で確認のうえ､3月
　末までに町スポ少事務局へ
　登録。

三　好　町

○教育委員会から各種スポー
　ツ団体へ団体登録申請書を
　送付。
○県スポーツ少年団へ登録。
○曜日･時間･種目･人員等の
　把握。

三　野　町

〇団長　　１人
〇副団長　１人
〇監督　　各クラブ監督
〇コーチ　若干名

○教育委員会から各種スポー
　ツ団体へ団体登録申請書を
　送付。

○団　長　　１人
○副団長　　２人
○会　計　　１人
○監　事　　２人

○会　長　　１人
○副会長　　２人
○委　員　　若干名
○監　事　　３人
○顧　問　　若干名

井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

○会　長　　 １人
○副会長　　 ２人
○委　員 　１４人
○監　事　 　２人

 ○経費　公民館費より支出
　　　　　　　 2,000,000円

内容、方法、経費等に差
異がある。
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 (2)ゴルフ大会  (2)ゴルフ大会  (2)ゴルフ大会  (2)ゴルフ大会
①町民ゴルフ大会 ①町民ゴルフ大会 ①なでしこ杯ゴルフ大会 ①町民ゴルフ大会 ・ ・
 ○期日　11月  ○期日　12月  ○期日　7月  ○期日　11月

 ○対象　町民全員
 ○方法　地区別対抗(14区)

 ○主催　町公民館  ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会  ○主催　地区対抗ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

 (3)ソフトボール大会  (3)ソフトボール大会  (3)ソフトボール大会  (3)ソフトボール大会
①町民球技大会ソフト部 ①リーグ戦 ①300歳ナイターリーグ戦 ・ ・
 ○期日　4月  ○期日　5月  ○期日　6～8月

 ○対象　申込制
 ○方法　3ﾘｰｸﾞ制(ﾁｰﾑ対抗)

 ○主催　町公民館  ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会

②300歳リーグ戦 ②300歳大会 ②300歳トーナメント戦
 ○期日　4月  ○期日　9月  ○期日　10月

 ○対象　申込制
 ○方法　全チーム対抗

 ○主催　町公民館･ｿﾌﾄ協会  ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会

 (4)バレーボール大会  (4)バレーボール大会  (4)バレーボール大会  (4)バレーボール大会
①町民ミックスバレーボール ①女子バレーボール大会 ①ミックスバレーボール大会 ①女子300歳リーグ戦 ・ ・
 ○期日　6月  ○期日　9月  ○期日　6月  ○期日　5～6月

 ○対象　町在住社会人女子  ○対象　申込制
 ○方法　地区対抗  ○方法　ﾘｰｸﾞ制(ﾁｰﾑ対抗)

 ○主催　町公民館  ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会
 ○経費　公民館費より支出

②ﾐｯｸｽｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ②ミックストーナメント戦
 ○期日　2月  ○期日　7月

 ○対象　申込制
 ○方法　全チーム対抗

 ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会

 ○対象　町内在住・在勤者

 ○方法　地区別対抗

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

具体的調整方針

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○対象　町内在住・在勤者

課　　題三 加 茂 町

 ○方法　地区別対抗(10地区)

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

井　川　町

 ○経費
　　町補助金　　 150,000円

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　町補助金　 　150,000円

 ○経費
　　町補助金　　　30,000円

 ○対象　町内在住・在勤者
 ○方法　地区別対抗

 ○方法　個人戦･ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ
 ○対象　町民全員
 ○方法　個人戦

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○対象　町民
 ○方法　地区別対抗(9地区)

 ○対象  町民(年齢構成有）

 ○対象  町民(年齢構成有）
 ○方法　地区別対抗(10地区)

 ○方法　地区別対抗
 ○対象  町民(年齢構成有）

 ○経費　ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会運営費
　　　及び公民館費より支出

 ○対象　町内在住・在勤者

 ○方法　地区別対抗

 ○対象　町内在住・在勤者

 ○方法　登録チーム対抗

 ○経費　ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会運営費
　　　及び公民館費より支出

三　野　町

内容、方法、経費等に差
異がある。

○町関係の大会は該当なし。
　但し、ソフトボール連盟に
　より独自の大会が開催され
　ている。

内容、方法、経費等に差
異がある。

内容、方法、経費等に差
異がある。
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③無制限女子トーナメント戦
 ○期日　9月
 ○対象　申込制
 ○方法　全チーム対抗
 ○主催　町体育協会

 (5)ウォーク大会  (5)ウォーク大会  (5)ウォーク大会  (5)ウォーク大会
未実施 ①ウォーク大会 未実施 ①文化ふれあいウォーキング ・ ・

 ○期日　11月  ○期日　3月
 ○対象　小学生以上町内外  ○対象　町民全員

 ○方法　指定コースを歩く
 ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会

 (6)テニス大会  (6)テニス大会  (6)テニス大会  (6)テニス大会
①町民テニス大会 未実施 未実施 未実施 ・三野町のみ実施。 ・
 ○期日　5月

 (7)子ども球技大会  (7)子ども球技大会  (7)子ども球技大会  (7)子ども球技大会
①子ども球技大会 未実施 未実施 未実施 ・三野町のみ実施。 ・
 ○期日　6月

 ○経費　公民館費より支出

 (8)グラウンドゴルフ大会  (8)グラウンドゴルフ大会  (8)グラウンドゴルフ大会  (8)グラウンドゴルフ大会
未実施 ①地区対抗ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 未実施 未実施 ・三好町のみ実施。 ・

 ○期日　8月
 ○対象　小学生以上の町民
 ○方法　地区対抗
 ○主催　町体育協会

井　川　町 三 加 茂 町三　野　町 三　好　町

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

具体的調整方針

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

 ○対象  町民

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ○主催　町公民館･ﾃﾆｽ協会
 ○方法　ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽの部

 ○主催　町公民館

 ○対象  町内小学校5･6年生
 ○方法　班別対抗ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ

 ○経費　テニス協会運営費
　　　及び公民館費より支出

課　　題

 ○経費
　　町補助金　　 252,000円

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○方法　指定コースを歩く

内容、方法、経費等に差
異がある。

- 156 -



 (9)綱引き大会  (9)綱引き大会  (9)綱引き大会  (9)綱引き大会
未実施 ①地区対抗綱引き大会 未実施 未実施 ・三好町のみ実施。 ・

 ○期日　2月
 ○対象　町内在住社会人
 ○方法　地区対抗
 ○主催　町体育協会

 (10)スキー大会  (10)スキー大会  (10)スキー大会  (10)スキー大会
未実施 未実施 ①町長杯 未実施 ・井川町のみ実施。 ・

 ○期日　2月

 ○主催　町体育協会

 (11)駅伝大会  (11)駅伝大会  (11)駅伝大会  (11)駅伝大会
①三好郡駅伝大会参加 ①三好郡駅伝大会参加 ①三好郡駅伝大会参加 ①三好郡駅伝大会参加 ・経費に差異がある。 ・

②徳島県駅伝大会参加 ②徳島県駅伝大会参加 ②徳島県駅伝大会参加 ②徳島県駅伝大会参加

 (12)ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼﾖﾝ祭  (12)ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼﾖﾝ祭  (12)ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼﾖﾝ祭  (12)ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼﾖﾝ祭
・ ・

 (13)事務手順  (13)事務手順  (13)事務手順  (13)事務手順
・要調整。 ・

 ○方法　ｺﾞﾙﾌ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ
　　　　 ･ｽｷｰ･ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

○会場施設の予約
○関係各位の案内
○大会要綱、トーナメント表
　等、大会冊子の作成
○大会準備物品、会場設営

○会場施設の予約
○関係各位の案内
○大会要綱、トーナメント表
　等、大会冊子の作成
○大会準備物品、会場設営会

○会場施設の予約
○リーグ表､トーナメント表､
　得点表等作成
○各大会の資料作成、商品の
　準備

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

課　　題 具体的調整方針

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

 ○経費
　　町補助金　　 150,000円

 ○経費
　　保健体育総務費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

合併までに調整し、新町
において統一する。

 ○経費
　　公民館費より支出

 ○経費
　　町負担金　　 135,000円

 ○方法　ﾊﾞﾚｰ･ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
 ○主催　町体育協会

 ○対象　全国
 ○方法　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾛｰﾑ大会

合併までに調整し、新町
において統一する。

 ○経費
　　県スポレク祭補助金及び
　　体育協会運営費より支出

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ大会
について検討する。

 ○経費
　　県補助金　　 300,000円

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○経費
　　町補助金　　 280,000円

 ○対象　町民

 ○主催　各団体が実施

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○方法　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･綱引
　　　　　　　･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ

○会場施設の予約
○関係各位の案内・参加者募
　集案内
○大会要綱､トーナメント表､
　賞状等の作成
○大会準備物品、会場設営
○開・閉会式及び大会運営中
　の司会進行会計・庶務全て

 ○主催　町ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼﾖﾝ祭

 ○期日　各団体で設定
 ○対象　町民  ○対象　体育協会会員

 ○期日　6～9月 ○期日　7月・10月

井　川　町三　野　町

 ○経費
　　体育協会運営費より支出

 ○町体育協会の行事に併せ
　 て実施

三　好　町

内容、方法、経費等に差
異がある。
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８．スポーツ教室・講習会 ８．スポーツ教室・講習会 ８．スポーツ教室・講習会 ８．スポーツ教室・講習会 ・ ・
 (1)町民テニス教室 (1)ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ(ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ)講習会  (1)ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ教室､ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ等  (1)ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ(ﾃﾞｨｽｺﾝ)講習会
○主催 ○主催 ○主催 ○主催
 ･三野町公民館、テニス協会  ･教育委員会、体育協会  ･三加茂町体育指導委員会
○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者
 ･町民  ･町高齢者学級生

○開催時期 ○開催時期 ○開催時期 ○開催時期
 ･４月  ･７月  ･９月
○講師 ○講師 ○講師 ○講師
 ･三野町テニス協会指導員  ･パークゴルフ協会員　２名  ･県より派遣  ･徳島県スポーツ振興財団
○事務手順 ○事務手順 ○事務手順 ○事務手順
 ･募集チラシの作成  ･来賓参加者案内  ･補助金申請  ･参加希望者の取りまとめ
 ･参加希望者の取りまとめ  ･講師依頼  ･講師依頼
 ･講師依頼  ･会場設営  ･スポーツ保険加入
○事業経費 ○事業経費 ○事業経費 ○事業経費

 ･社会体育総務費  ･県ｽﾎﾟﾚｸ祭事業にて開催  ･体育指導委員会が全額負担

 (2)子どもテニス教室
○主催
 ･三野町公民館、テニス協会
○対象者
 ･小、中学生
○開催時期
 ･５月
○講師
 ･三野町テニス協会指導員
○事務手順
 ･募集チラシの作成
 ･参加希望者の取りまとめ
 ･講師依頼
○事業経費

 (3)子ども水泳教室
○主催
 ･三野町公民館
○対象者
 ･小学生

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 具体的調整方針三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

 ･教育委員会

 ･町内在住者、在勤者

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において新た
な町全域のスポーツ教室
について検討する。

内容、方法、経費等に差
異がある。

 ･７～２月

 ･町議会､老人ｸﾗﾌﾞ､婦人会､
　体育指導委員､体協理事

 ･テニス協会運営費及び公民
　館費より支出

 ･テニス協会運営費及び公民
　館費より支出
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○開催時期
 ･７月
○講師

○事務手順
 ･各小学校に参加者募集依頼
 ･参加希望者の取りまとめ
 ･講師依頼
○事業経費
 ･公民館事業費

９．スポーツ安全保険 ９．スポーツ安全保険 ９．スポーツ安全保険 ９．スポーツ安全保険
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要 ・４町同一。 ・

 (2)事務手順  (2)事務手順  (2)事務手順  (2)事務手順
○町広報４月号で各戸周知。 ○各団体で登録。 ・要調整。 ・
○加入申込みの問合せ対応。
○加入申請書の配布等。

○各団体で登録。 ○各団体で登録。

 (3)町補助金  (3)町補助金  (3)町補助金  (3)町補助金
なし なし なし ・三好町のみ実施。 ・

三野町・三加茂町の例に
より統一し、新町に引き
継ぐ。

三好町の例により統一実
施する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

○(財)スポーツ安全協会が行
　っているスポーツ安全保険
　の窓口事務。

○町スポーツ少年団加入団員
　に対し、掛金(AC型)の半額
　補助。

○３月上旬に町内のスポーツ
　団体等にスポーツ保険加入
　申し込み書を送付。

○(財)スポーツ安全協会が行
　っているスポーツ安全保険
　の窓口事務。

○町内各地区のスポーツクラ
　ブ関係者に保険加入申込書
　を配布。

○(財)スポーツ安全協会が行
　っているスポーツ安全保険
　の窓口事務。

 ･三加茂町ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
　　上田義明 先生

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

○(財)スポーツ安全協会が行
　っているスポーツ安全保険
　の窓口事務。

･Ｈ15年度実績　　78,750円
　　(=1,050円 1/2 150人)

現行のとおり新町に引き
継ぐ。
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１．体育館 １．体育館 １．体育館 １．体育館 ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置  (1)名称・位置  (1)名称・位置
○三野町町民体育館 ○ふれアリーナみよし ○井川町町民体育館 ○三加茂町立体育館
○大字芝生1293-30 ○大字昼間字正力1734 ○井内東2515 ○西庄字横手9-2

 (2)施設  (2)施設  (2)施設  (2)施設
○バレーボールコート　３面

 (3)開館時間  (3)開館時間  (3)開館時間  (3)開館時間
○９：００～２２：００ ○８：００～２２：００ ○９：００～２２：００

 (4)休館日  (4)休館日  (4)休館日  (4)休館日
○年末年始(12/29～1/3) なし

 (5)使用料  (5)使用料  (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○別表１のとおり ○別表１のとおり ○別表１のとおり

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免  (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
○教育委員会が認めた場合。 該当なし

 (7)使用対象者  (7)使用対象者  (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可 ○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続  (8)使用手続  (8)使用手続

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○教育委員会が認めた場合。

○公共的団体が公のために利
　用する場合
○教育委員会が認めた場合。

　社会体育施設関係

　施設の管理運営及び使用料等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。但し、使用手続については合併までに調整する。

三 加 茂 町

○毎週火曜日
　(祝日の場合は､その翌日)
○年末年始(12/26～1/4)

○バレーボールコート　２面
○バドミントンコート　２面
〇バスケットコート　　１面

○使用希望者は申請書を管理
　人もしくは生涯学習課へ使
　用３日前までに提出し、使
　用料を納入。

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

協　議　項　目

調整方針（案）

教育部会

井　川　町

○町内者(原則)
※教育委員会が認めた場合、
　町外者も使用可。

○使用希望者は申請書を三好
　中学校へ使用５日前までに
　提出し、使用料を納入｡

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ使用２日前までに
　提出し、使用料を納入。

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ提出。

○バレーボールコート　２面

○　９：００～１７：００
○１８：００～２２：００

○バレーボールコート　２面
〇バドミントンコート　４面
〇バスケットコート　　２面

〇年末年始(12/29～1/3)
〇お盆(8/13～15)

○町内団体(原則)
○教育委員会が認めた場合、
　個人､町外者も使用可。
※町内団体とは概ね1/2以上
　の町民又は町内在勤の者｡

施設管理、使用手続等に
ついての調整。
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 (9)委託業務  (9)委託業務  (9)委託業務  (9)委託業務
○施設管理(開閉･清掃) ○施設管理(開閉) 該当なし ○施設管理(貸出･使用料受取)

 ･携帯電話代(月額) 4,500円

○浄化槽維持管理 ○し尿処理 ○浄化槽維持管理

 ･委託料(年額)　 110,530円  ･委託料(年額) 1,600,000円  ･委託料(年額)　 155,715円

○消防設備保守点検 ○消防設備保守点検 ○消防設備保守点検

 ･委託料(年額)　　75,180円  ･委託料(年額)　 104,000円  ･委託料(年額)　　67,200円

○電気保安管理業務 ○電気保安業務 ○電気設備保守点検
該当なし

 ･委託料(年額)　 154,185円  ･委託料(年額)　 218,000円

○清掃 ○清掃 ○清掃
該当なし

 ･委託料(年額)　 245,000円  ･委託料(年額)　 540,000円

○エレベーター保守管理

 ･委託料(年額)　 227,000円

○貯水槽清掃

 ･委託料(年額)　　94,500円

○受水槽法定検査料

 ･清掃委託費に含まれる

２．運動場 ２．運動場 ２．運動場 ２．運動場 ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置  (1)名称・位置  (1)名称・位置
○三野町町民運動場 ○小川谷運動公園施設 ○井川町町民グラウンド ○三加茂町立町民運動場
○大字芝生1293-28 ○大字昼間字ﾍｲﾉ内2597 ○野津後流67 ○加茂545-1

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

 ･委託先　　　　　三好衛生

 ･委託先　町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

 ･委託先  　　　㈲久保衛生

 ･委託先　　　　個人に委託
 ･委託料(月額)　 180,000円

 ･委託先　四国電気保安協会

 ･委託先  四国電気保安協会  ･委託先　四国電気保安協会

 ･委託先　　　　阿部商事㈱

三　野　町

 ･委託先　　　　個人に委託
 ･委託料(月額)　　50.000円

 ･委託先　　　　　西部防災  ･委託先　　　　町電気組合

三　好　町

 ･委託先　町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
 ･委託料(月額)　 110,000円

 ･委託先  　　　西部衛生社

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ･委託先　　　スリーライク

 ･委託先　　　スリーライク

 ･委託先　　　 東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

施設管理、使用手続等に
ついての調整。

具体的調整方針

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。
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 (2)施設  (2)施設  (2)施設  (2)施設

 (3)使用時間  (3)使用時間  (3)使用時間  (3)使用時間
○９：００～２２：００ ○９：００～落日

 (4)閉場日  (4)閉場日  (4)閉場日  (4)閉場日
○教育委員会が定める日 なし なし

 (5)使用料  (5)使用料  (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○別表１のとおり ○無料 ○無料

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免  (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
○教育委員会が認めた場合。 該当なし 該当なし

 (7)使用対象者  (7)使用対象者  (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続  (8)使用手続  (8)使用手続

 (9)委託業務  (9)委託業務  (9)委託業務  (9)委託業務
○町民体育館に含む ○施設管理(開閉･清掃･受付) 該当なし ○施設管理

 ･委託料(月額)　　80,000円
 ･加工土代　　　 100,000円

具体的調整方針

○サッカー場　　　　１面
○ゲートボール場　　１面

○使用希望者は管理人に申請
　し、教育委員会の許可を受
　け、使用料を納入。

三　好　町 井　川　町

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

○町内者(原則)
　※教育委員会が認めた場合
　　町外者も使用可。

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ提出。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町 課　　題三　野　町

○　９：００～１７：００
○１８：００～２２：００
○夜間照明使用３時間以内

 ･委託料　　　　なし

○８：００～１７：００

○運動場　　　　　　１面
○ゲートボール場　　２面
○テニス場　　　　　１面
○夜間照明　　　　　１式
○芝生広場に遊具等

○サッカー場　　　　　１面
○ゲートボール場　　　１面
○アーチェリー場　　　１面

 ･委託先　　　　個人に委託

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ使用２日前までに
　提出｡

○各種団体(原則)
　※教育委員会が認めた場合
　　個人も使用可。

 ･委託先　　　　原体育協会

〇お盆(8/13～15)

○グラウンド　　１面
○夜間照明　　　１式

〇年末年始(12/29～1/3)

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ使用２日前までに
 提出し、使用料を納入。

○町内団体(原則)
○教育委員会が認めた場合、
　個人､町外者も使用可。
※町内団体とは概ね1/2以上
　の町民又は町内在勤の者｡
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○浄化槽維持管理

 ･委託料(年額)　 370,000円

○浄化槽検査手数料

 ･委託料(年額)　　15,000円

３．テニスコート ３．テニスコート ３．テニスコート ３．テニスコート ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置 該当なし 該当なし
○三野町町民テニスコート ○小川谷総合運動公園に設置
○大字芝生1293-30

 (2)施設  (2)施設
○全天候型コート　　２面

 (3)使用時間  (3)使用時間
○９：００～２２：００

 (4)閉場日  (4)閉場日
○教育委員会が定める日

 (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○別表１のとおり

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
○教育委員会が認めた場合。

 (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 具体的調整方針三　好　町 課　　題

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

三 加 茂 町

 ･委託先　環境技術センター

○コート　　　１面
○夜間照明　　１式

井　川　町

 ･委託先　　　　　三好衛生

○　９：００～１７：００
○１８：００～２２：００
○夜間照明使用３時間以内

〇お盆(8/13～15)
〇年末年始(12/29～1/3)

施設管理、使用手続等に
ついての調整。

○町内団体(原則)
○教育委員会が認めた場合、
　個人､町外者も使用可。
※町内団体とは概ね1/2以上
　の町民又は町内在勤の者｡

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。
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 (8)使用手続  (8)使用手続

 (9)委託業務  (9)委託業務
○町民体育館に含む ○小川谷総合運動公園に含む

４．ゲートボール場 ４．ゲートボール場 ４．ゲートボール場 ４．ゲートボール場 ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置  (1)名称・位置  (1)名称・位置

○小川谷総合運動公園に設置

○大字芝生1293-28及び45 ○野津後流67

 (2)施設  (2)施設  (2)施設  (2)施設
○ゲートボール場　　２面 ○ゲートボール場　　１面 ○ゲートボール場　　１面

 (3)使用時間  (3)使用時間  (3)使用時間  (3)使用時間
○９：００～２２：００ ○９：００～２２：００ ○８：００～１７：００ ○９：００～落日

 (4)閉場日  (4)閉場日  (4)閉場日  (4)閉場日
なし なし

 (5)使用料  (5)使用料  (5)使用料  (5)使用料
○別紙のとおり ○別紙のとおり ○無料 ○無料

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免  (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
○該当なし 該当なし

 (7)使用対象者  (7)使用対象者  (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続  (8)使用手続  (8)使用手続

○各種団体(原則)
　※教育委員会が認めた場合
　　個人も使用可。

○井川町町民屋内
　　　　　　ゲートボール場

○三加茂町立町民運動場に
　設置

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

○使用希望者は管理人に申請
　し、教育委員会の許可を受
　け、使用料を納入。

○町内者(原則)
　※教育委員会が認めた場合
　　町外者も使用可。

具体的調整方針三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

○ゲートボール場　　３面

○使用希望者は管理人に申請
　し、教育委員会の許可を受
　け、使用料を納入。

〇年末年始(12/29～1/3) ○教育委員会が定める日

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ提出。

〇お盆(8/13～15)

〇町民及び町外者も利用可

○町民ゲートボール場
　　　　　「スパーク三野」

○公民館に使用許可申請し、
　使用料を納入。

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ使用２日前までに
　提出｡

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ使用２日前までに
　提出し、使用料を納入。

施設管理、使用手続等に
ついての調整。

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。
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 (9)委託業務  (9)委託業務  (9)委託業務  (9)委託業務
○施設管理･貸出･使用料受取 ○小川谷総合運動公園に含む 該当なし 該当なし

○浄化槽維持管理

 ･委託料(年額)　　63,000円

○消防設備保守点検

 ･委託料(年額)　　37,800円

○電気設備保守点検

 ･委託料(年額)　　74,214円

○清掃

 ･

５．サッカー場 ５．サッカー場 ５．サッカー場 ５．サッカー場 ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置 該当なし  (1)名称・位置
○三野町町民サッカー場
○大字芝生1293-11地先

 (2)施設  (2)施設  (2)施設
○芝生コート　　１面 ○コート　　１面

 (3)使用時間  (3)使用時間  (3)使用時間
○９：００～ ○８：００～日没 ○９：００～落日

 (4)閉場日  (4)閉場日  (4)閉場日
なし

 (5)使用料  (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○別表１のとおり ○無料

課　　題 具体的調整方針

○グラウンド　　１面
○芝生広場
○管理棟等

三　好　町

○三好町総合運動公園施設に
　設置

井　川　町 三 加 茂 町

 ･委託先　　　　西部衛生社

 ･委託先　町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
 ･委託料  町民体育館に含む

〇お盆(8/13～15)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

○雨天・積雪・洪水等、運動
　場使用に不適当な日

 ･委託先  　　　阿部商事㈱

○三加茂町立町民運動場に
　設置

 ･委託先  四国電気保安協会

委託料　町民体育館に含む

〇年末年始(12/29～1/3)

施設管理、使用手続等に
ついての調整。

 ･委託先  　　　西部防災

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。
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 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
○教育委員会が認めた場合。 該当なし

 (7)使用対象者  (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続  (8)使用手続

 (9)委託業務  (9)委託業務  (9)委託業務
○施設管理･貸出･使用料受取
 ･町立町民運動場に含む

 ･委託料(年額)　 125,000円

６．柔剣道場 ６．柔剣道場 ６．柔剣道場 ６．柔剣道場 ・ ・
該当なし  (1)名称・位置  (1)名称・位置 該当なし

○三好町町民柔剣道場 ○井川町町民柔剣道場
○大字昼間1893 ○タクミ田15-2

 (2)施設  (2)施設

 (3)使用時間  (3)使用時間
○９：００～１７：００

 (4)閉場日  (4)閉場日

 (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○別表１のとおり

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ使用２日前までに
　提出｡

施設管理、使用手続等に
ついての調整。

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。

○使用希望者は申請書を足代
　公民館へ使用7日前(月～金
　曜､祝日除く)までに提出｡

三　好　町

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

○柔道場　　１面
○剣道場　　１面

○毎週月・木曜日
○祝日
○年末年始(12/29～1/3)

○三好町総合運動公園施設に
　含む

○町内団体(原則)
○教育委員会が認めた場合、
　個人､町外者も使用可。
※町内団体とは概ね1/2以上
　の町民又は町内在勤の者｡

○柔道場　　１面
○剣道場　　１面

○毎週日曜日
○祝日
○年末年始(12/28～1/4)

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ使用２日前までに
　提出し、使用料を納入。

三　野　町

 ･委託先　　　　　イク工業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○火･水･金　17:00～20:00
○土･日 　　13:00～17:00

具体的調整方針

○各種団体(原則)
　※教育委員会が認めた場合
　　個人も使用可。

○ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀ点検委託業務
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 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
○特別の理由がある場合。 ○特別の理由がある場合。

 (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続

 (9)委託業務  (9)委託業務
○し尿処理 該当なし
 ･委託先　　　　　三好衛生
 ･委託料(年額)　　10,000円

○消防設備保守点検
 ･委託先　　　　町電気組合
 ･委託料(年額)　　23,000円

 (10)負担金  (10)負担金
なし

７．プール ７．プール ７．プール ７．プール ・ ・
 (1)名称・位置 該当なし 該当なし  (1)名称・位置
○三野町小・中学校プール ○三加茂町B&G海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ
○大字芝生538 ○西庄字横手5-2

 (2)施設  (2)施設

 (3)使用時間  (3)使用時間
○１０：００～１６：３０

 (4)開館期間  (4)開館期間
○６～８月

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

○１３：００～１６：００

○６～８月

○25ｍ屋外プール　　２基
○幼児用屋外プール　１基

課　　題 具体的調整方針

○25ｍ屋内プール(7ｺｰｽ)１基
○幼児用屋内プール　　１基

○非営利の町内各種団体。
　※道場長が認めた場合、町
　　外団体も使用可。

井　川　町

○県柔道連盟登録料
　　　　　　　　　10,000円

○使用希望者は道場長の許可
　を得る。

三 加 茂 町

○使用希望者は道場長の許可
　を得、教育委員会へ申請書
　を提出。

施設管理、使用手続等に
ついての調整。

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。
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 (5)休館日  (5)休館日

 (6)使用料  (6)使用料
○無料 ○別表１のとおり

 (7)使用料の免除  (7)使用料の免除
該当なし

 (8)使用対象者  (8)使用対象者
○町外者も利用可
○2歳未満は利用不可

 (9)使用手続  (9)使用手続
該当なし

 (10)委託業務等  (10)委託業務等
○監視 ○監視･使用料受取

 ･アルバイト 高校生以上3人

○トイレ浄化槽管理 ○浄化槽維持管理

 ･委託料(年額)　 250,000円  ･委託料(年額) 　109,830円

○プール浄化設備装置点検 ○ﾌﾟｰﾙテント設置及び撤去

 ･委託料(年額)　　80,000円  ･委託料(年額)　 303,000円

○プール水質検査

 ･委託料(年額)　　41,000円  ･委託料(年額)　　20,915円

課　　題井　川　町 三 加 茂 町 具体的調整方針

○毎週月曜日
　(祝日の場合は､その翌日)

 ･賃金　一　般(1日)5,600円
　　　　大学等(1日)4,500円
　　　　高校生(1日)4,000円
　　　　　　　※約60日雇用

○個人使用は、使用時に個人
　使用届に必要事項を記入し
　使用料を納入。
○団体使用は申請書を使用日
　の５日前までに教育委員会
　に提出。提出期間は使用日
　前１ヶ月の期間。

○25mﾌﾟｰﾙは小学3年生以上が
　利用可(原則)

 ･委託先　　　　㈲久保衛生

○センター主催、共済事業。
○町、教育委員会主催事業。
○教育委員会が認めたとき。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

 ･委託先　　　トサトーヨー  ･委託先　　　　　㈲川原組

○水質検査

○お盆(8/13～16)

三　野　町

 ･委託先　　　　西部衛生社

 ･委託料　　　　 208,000円
　　　　　(=3,200円 65回)

〇幼･小･中･一般(町外可)

 ･監視員保険料　　38,000円
　　　　　(=3,800円 10人)

 ･委託先　高校生、保護者

 ･委託先　　三好郡薬剤師会  ･委託先　　三好郡薬剤師会
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 (11)負担金  (11)負担金
なし

８．学校夜間照明施設 ８．学校夜間照明施設 ８．学校夜間照明施設 ８．学校夜間照明施設 ・ ・
 (1)施設  (1)施設  (1)施設  (1)施設
○三野中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ　 １面

 (2)使用時間  (2)使用時間  (2)使用時間  (2)使用時間
○１９：００～２２：００ ○１９：００～２２：００

 (3)休所日  (3)休所日  (3)休所日  (3)休所日
○教育長の認める日 なし

 (4)使用料  (4)使用料  (4)使用料  (4)使用料
○別表１のとおり ○別表１のとおり ○別表１のとおり ○別表１のとおり

 (5)使用料の免除  (5)使用料の免除  (5)使用料の免除  (5)使用料の免除
〇公民館長が認めた場合 ○教育長が認めた場合。 該当なし

 (6)使用対象者  (6)使用対象者  (6)使用対象者  (6)使用対象者

 (7)使用手続  (7)使用手続  (7)使用手続  (7)使用手続

 (8)委託業務  (8)委託業務  (8)委託業務  (8)委託業務
該当なし 該当なし 該当なし ○施設管理･貸出･使用料受取

 ･町立体育館に含む

○使用希望団体の責任者は、
　許可願を学校長へ使用日の
　前日までに提出し承認を得
　て教育委員会の許可を受け
　許可証の１部を学校長に回
　付する。

○使用希望団体の責任者は、
　許可願を学校長へ使用日の
　前日までに提出し承認を得
　て教育委員会の許可を受け
　許可証の１部を学校長に回
　付する。

○使用希望者は申請書を管理
　人もしくは生涯学習課へ使
　用３日前までに提出し、使
　用料を納入。

○使用希望者は教育長の許可
　を得る。

具体的調整方針課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

○１８：００～２２：００
○３時間以内

○三好中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 　２面
○足代小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ　 １面

○夏期…１９：００～２２：００
○冬期…１８：００～２１：００

○町内各種非営利団体(原則)
　※教育長が認めた場合、町
　　外団体も使用可。

○町内団体(原則)
○教育委員会が認めた場合、
　個人､町外者も使用可。
※町内団体とは概ね1/2以上
　の町民又は町内在勤の者｡

○学校行事開催時
〇年末年始(12/29～1/3)
〇お盆(8/13～15)

井　川　町 三 加 茂 町

○町内者の非営利目的(原則)
　※教育委員会が認めた場合
　　町外者も使用可。

○国または地方公共団体が直
　接使用する場合。
○町長が認めた場合。

○町内各種非営利団体(原則)
　※教育長が認めた場合、町
　　外団体も使用可。

○井川中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ　 １面
○辻小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ　　 １面
○井内小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ　 １面

○県地域海洋センター連絡協
　議会負担金　　　50,000円

○三加茂中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ２面
○西庄小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ　 １面

○毎週火曜日
　(祝日の場合は､その翌日)
○年末年始(12/26～1/4)

施設管理、使用手続等に
ついての調整。

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。
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９．その他の施設 ９．その他の施設 ９．その他の施設 ９．その他の施設 ・ ・
該当なし  (1)名称・位置  (1)名称・位置 該当なし

○三好町総合運動公園施設 ○井川町多目的交流施設
○大字足代字山田ノニ3936-1 ○井内西4880-1及び4

 (2)施設  (2)施設
○ゲートボール場　　　１面

 (3)使用時間  (3)使用時間
○８：００～日没 ○８：００～１７：００

 (4)閉場日  (4)閉場日

 (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○無料

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
該当なし

 (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続

 (9)委託業務  (9)委託業務
○小川谷総合運動公園に含む 該当なし

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

○使用希望者は申請書を足代
　公民館へ使用7日前(月～金
　曜､祝日除く)までに提出｡

○町内者(原則)
　※教育委員会が認めた場合
　　町外者も使用可。

○グラウンド　　１面
○芝生広場
○管理棟等

○雨天・積雪・洪水等、運動
　場使用に不適当な日

○使用に不適当な日

具体的調整方針課　　題

○使用希望者は申請書を教育
　委員会へ提出。

三 加 茂 町三　好　町 井　川　町

施設管理、使用手続等に
ついての調整。

施設の管理運営及び使用
料等については、現行の
とおり新町に引き継ぐ。
但し、使用手続について
は合併までに調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町
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●別表１　社会体育施設使用料

○町民体育館 ○ふれアリーナみよし ○町民体育館 ○町立体育館
スポーツの為 全面使用

9-13時 13-17時 18-22時 １時間　2,000円 全面使用 9-12時 13-17時 18-22時 9-22時
町内者 500円 500円 1,000円 スポーツの為 630円 1,260円 1,680円 3,570円
町外者 2,000円 2,000円 6,000円 スポーツ以外 1,260円 1,680円 2,100円 5,040円

部分使用
テニスの為　　１時間　500円

スポーツ以外
全面使用 9-13時 13-17時 18-22時
町内者 5,000円 5,000円 10,000円
町外者 20,000円 20,000円 25,000円
営利目的 10,000円 10,000円 20,000円
※半面使用の場合、上記の1/2の金額。

○町民運動場 ○小川谷運動公園施設：運動場 ○町民グラウンド ○町立町民運動場：グラウンド
全面使用 9-17時 18-22時 町内者 無料 無料
町内者 500円 1,000円 町外者
町外者 2,000円 8,000円
※半面使用の場合、上記の1/2の金額。

○町民テニスコート (１時間当たり) ○小川谷運動公園施設：テニス場 該当なし 該当なし
(１時間当たり)

9-17時 18-22時 9-17時 18-22時 9-17時 17-22時
町内者 400円 500円 1,000円 1,600円 町内者 無料 400円
町外者 1,200円 1,600円 3,000円 4,000円 町外者 無料 800円

○町民ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場｢スパーク三野｣ (１時間当たり) ○小川谷運動公園施設：ゲートボール場 ○町民屋内ゲートボール場 ○町立町民運動場：ゲートボール場
(１時間当たり) 無料 無料

照明の使用 なし あり なし あり １面 ２面
町内者 400円 600円 800円 1,200円 町内者 400円 800円
町外者 700円 1,050円 1,400円 2,100円 町外者 800円 1,600円
　※町内者とは､おおむね町民､町内在勤者が1/2以上｡

該当なし ○小川谷運動公園施設：夜間照明 ○多目的交流施設 該当なし
町内者 無料
町外者

○町民サッカー場 ○総合運動公園施設 該当なし 該当なし
9-12時 12時- 町内者

町内者 500円 1,000円 町外者
町外者 2,000円 3,000円

１時間　300円
１時間　600円

１時間　2,000円

１時間 6,000円

１時間　2,000円

1/2超～2/3以下使用 全面の2/3の金額

１面 ２面

ゲートボールの為 ゲートボール以外

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

スポーツ、文化活動 １時間 1,200円
営利目的

※バレー及びバドミントンコート１面使用の
　場合、上記の1/2の金額。1/3使用 全面の1/3の金額

1/3超～1/2以下使用 全面の1/2の金額

１時間　1,000円

１時間　1,000円
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該当なし ○町民柔剣道場 ○町民柔剣道場 該当なし
町内各種団体 町内者
町外団体 町外者

○町民プール 該当なし 該当なし ○Ｂ＆Ｇ海洋センタープール （円／１回）
無料

小人 大人 小人 大人
町内者 100 200
町外者 200 300

○学校夜間照明施設 ○学校夜間照明施設 ○学校夜間照明施設 ○学校夜間照明施設
三野中学校グラウンド 三好中学校、足代小学校グラウンド 井川中、辻小、井内小校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 三加茂中学校
町内各種団体 1,000円 町内各種団体 町内各種団体 Ａグラウンド
町外団体 8,000円 町外団体 町外団体 Ｂグラウンド

西庄小学校
グラウンド

１時間　500円
無料

無料
１時間　1,000円

１時間　　200円

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

個人使用料 団体使用料

個人使用料の
　　80/100の金額

※小人とは幼児、小学生、中学生。
　大人とは小人以外。
　団体とは入退場を共にする15人以上の者。
　幼児の使用は保護者同伴に限る。
　見学者は無料。

無料
１時間　2,000円

三　野　町

１時間　1,000円
１時間　　650円

無料
１時間　2,000円
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１．設置 １．設置 １．設置 １．設置
○三野町公民館 ○三好町中央公民館 ○井川町立中央公民館 ○三加茂町公民館 ・ ・
 ･大字芝生1028番地の3  ･大字昼間3697番地1

○王地分館 ○足代公民館 ○旭分館 ○加茂公民館
 ･大字足代2711番地  ･才長谷37番地1  ･加茂1916番地の1

○太刀野分館 ○東山公民館 ○黎明分館 ○三庄公民館
 ･大字東山字中村5番地  ･西井川208番地1  ･中庄617番地の1

○太刀野山分館 ○増川公民館 ○東分館 ○西庄公民館
 ･大字増川267番地  ･井内東3318番地  ･西庄字平27番地

○東谷分館 ○大正分館 ○毛田公民館
 ･井内東4836番地  ･毛田503番地の2

○西ノ浦分館 ○絵堂公民館
 ･井内西4501番地  ･西庄字友竹48番地

○安田分館 ○黒長谷公民館
 ･井内西6834番地3

○吉野川分館 ○大藤公民館
 ･西井川291番地5  ･中庄3275番地

○西新町分館
 ･岡野前34番地

○佃分館
 ･西井川1181番地

○杉ノ木分館
 ･井内西5257番地2

○宮奥分館
 ･井内東13番地1

 ･大字太刀野3796番地
　　　(太刀野山小学校併置)

 ･大字太刀野山558番地
　　　　　(東谷小学校併置)

 ･加茂3360番地
　　　　(役場2階部分併用)

 ･辻73番地
　　　　(役場2階部分併用)

 ･大字加茂野宮1393番地
　　　　　(王地小学校併置)

 ･大字太刀野970番地
　　(芝生小太刀野分校併置)

 ･毛田1332番地
　　　　(黒長谷小学校併置)

教育部会

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　公民館関係

　１．施設の運営等については現行のとおり新町に引き継ぎ､使用料については新町発足後速やかに調整する｡管理委託については合併までに調整する｡
　２．公民館運営審議会については、合併までに調整する。
　３．公民館長については、同規模の自治体の例をもとに合併までに調整する。

協　議　項　目

調整方針（案）

現行のとおり新町に引き
継ぎ、名称については合
併までに調整する。

施設の継承及び名称につ
いて。
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○吹分館
 ･井内東5767番地

○中村分館
 ･中村流6番地

○桜分館
 ･井内東1071番地

○野津後分館
 ･御領田54番地14

○佃西分館
 ･西井川915番地7

２．開館時間 ２．開館時間 ２．開館時間 ２．開館時間
○９：００～２１：００ ○９：００～１７：００ ○９：００～２２：００ ・差異がある。 ・

３．休館日 ３．休館日 ３．休館日 ３．休館日 ・差異がある。 ・
○日曜日及び祝日 ○火曜日及び祝日 ○日曜日及び祝日 ○月曜日
○年末年始(12/29～1/3) ○年末年始(12/29～1/3) ○年末年始(12/29～1/3)

○月曜日の午後

４．使用料 ４．使用料 ４．使用料 ４．使用料
 (1)徴収  (1)徴収 ○無料  (1)徴収 ・差異がある。 ・
○別表２のとおり。 ○別表２のとおり。 ○別表２のとおり。
○使用許可証交付時に徴収。 ○使用許可証交付時に徴収。 ○使用許可証交付時に徴収。

 (2)還付  (2)還付  (2)還付

井　川　町

○９：００～２２：００
　月曜日は正午まで

○既納分は原則還付しない。
○次の場合に限り還付する。
 ･災害等その他使用者の責に
　帰することができない理由
　で使用不能になったとき。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題

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
継ぎ、新町発足後、速や
かに調整する。

○既納分は原則還付しない。
○次の場合に限り還付する。
 ･災害等その他使用者の責に
　帰することができない理由
　で使用不能になったとき。

○既納分は原則還付しない。
○次の場合に限り還付する。
 ･災害等その他使用者の責に
　帰することができない理由
　で使用不能になったとき。
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 (3)免除等  (3)免除等  (3)免除等  (3)免除等
【全額免除】 【全額免除】 該当なし 【全額免除】

 ･

【減免】 【減免】

５．委託業務 ５．委託業務 ５．委託業務 ５．委託業務
 (1)浄化槽維持管理  (1)浄化槽維持管理  (1)浄化槽維持管理  (1)浄化槽維持管理 ・差異がある。 ・

該当なし
○委託料(年額) 　250,445円

 (2)消防設備保守点検  (2)消防設備保守点検  (2)消防設備保守点検  (2)消防設備保守点検
○総務課にて一括。

○委託料(年額)　　52,185円 ○委託料(年額)　 167,000円

 (3)電気設備保守点検  (3)電気設備保守点検  (3)電気設備保守点検  (3)電気設備保守点検
該当なし 該当なし

○委託料(年額)　 279,000円

 (4)各種清掃  (4)各種清掃  (4)各種清掃  (4)各種清掃
該当なし 該当なし

○委託料(年額)　 228,000円

 (5)エレベーター保守点検  (5)エレベーター保守点検  (5)エレベーター保守点検  (5)エレベーター保守点検
該当なし 該当なし 該当なし

 (6)プリンタ保守点検  (6)プリンタ保守点検  (6)プリンタ保守点検  (6)プリンタ保守点検
該当なし 該当なし 該当なし

○委託料(年額)　　36,561円

○その他教育委員会が認めた
　場合、減免できる。

○委託先　　　　㈲久保衛生○委託先　　　　　三好衛生
○委託料(年額) 　719,000円 ○委託料(年額)　 674,000円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

農協､農業共済組合､森林組
合､煙草耕作組合､養蚕組
合､商工会､各幼小中PTA､土
地改良区及び農業関係団
体､町内会､青年団､婦人会､
消防団､民生委員会､防犯委
員会､遺族会､災害救助隊､
未亡人会､傷痍軍人会､身体
障害者会､老人クラブ及び
上記に準ずる団体

具体的調整方針課　　題三 加 茂 町

○教育委員会が認めた冷暖房
　費その他の実費の減免。

○国・県・町及び教育機関。
○原則60才以上の町民。
○教育委員会が認める町内に
　事務所を置く次の団体。

○国・県・町及び教育機関。
○町内諸団体。

三　野　町 三　好　町 井　川　町

○委託先　　　　　西部防災

○委託先　　　　西部衛生社
現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○公民館事業と同様事業を実
　施する町内社会教育団体。
○町と密接な事業を行う団体
　機関が行う事業又は会合。
○官公署、その他特別の団体
　が実施する事業又は会合。
○町､教育委員会､公民館が共
　同主催又は後援する場合。
○その他教育委員会が認めた
　場合。

○委託先　四国電気保安協会
○委託料(年額) 　238,000円

○委託先　　　　町電気組合
○委託料(年額) 　104,000円

○委託先　ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
○委託料(年額) 3,000,000円

○委託先　　　東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
○委託料(年額) 　882,000円

○委託先　　　　　西部防災

○委託先　四国電力保安協会

○委託先　　　　阿部商事㈱

○委託先　　 NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
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 (7)公民館管理  (7)公民館管理  (7)公民館管理  (7)公民館管理 ・調整が必要。 ・合併までに調整する。
該当なし 該当なし ○委託先　各館周辺在住者

○委託料(年額) 2,052,000円
※三加茂町公民館以外

６．公民館運営審議会 ６．公民館運営審議会 ６．公民館運営審議会 ６．公民館運営審議会 ・附属機関である。 ・合併までに調整する。
 (1)定数 １５人以内  (1)定数 ２０人以内 ○該当なし  (1)定数 ２０人以内 ・

 (2)選出区分  (2)選出区分  (2)選出区分

・

・調整が必要。

 (3)任期 ２年  (3)任期 ２年  (3)任期 ２年

 (4)会議の開催  (4)会議の開催  (4)会議の開催

 (5)報酬  (5)報酬  (5)報酬
○年額　10,700円 ○年額　 8,000円 ○年額　11,000円

７．公民館長 ７．公民館長 ７．公民館長 ７．公民館長 ・ ・
 (1)配置  (1)配置  (1)配置  (1)配置

○全館に配置、計4人。 ○全分館に配置、計16人。
○井川町公民館は未配置。

 (2)任期  (2)任期  (2)任期  (2)任期
○２年 ○２年 ○２年 ○２年

・調整が必要。

○学校長　　５人
○ＰＴＡ　　２人
○青年団　　１人
○婦人会　　２人
○消防団　　１人
○農協　　　１人
○体育協会　１人
○民生委員　１人
○町役場　　１人
○町議会　　２人
○一般　　　２人
 教育委員会が委嘱｡

○学校教育関係者
○社会教育関係者
○学識経験を有する者
 以上から教育委員会が委嘱｡

井　川　町

○必要に応じて公民館長が招
　集。

○必要に応じて公民館長が招
　集。

○必要に応じて公民館長が招
　集。

課　　題 具体的調整方針

人数､任期､報酬額等につ
いて、同規模の自治体の
例をもとに合併までに調
整する。

附属機関は、事務組織・
機構の取扱いにおいて、
合併時に調整することが
確認されている。
特別職の職員の身分の取
扱いにおいて、人員、任
期、報酬等については同
規模の自治体の例をもと
に調整することが確認さ
れている。

特別職の職員の身分の取
扱いにおいて、設置につ
いては合併までに調整す
ることとし、人員､任期､
報酬等については同規模
の自治体の例をもとに調
整することが確認されて
いる。

○全館に配置、計4人。
○三野町公民館は教育長が兼
　務(報酬未支給)。

○全館に配置、計7人。
○三加茂町公民館は教育長が
　兼務(報酬未支給)。

○学校教育関係者
○社会教育関係者
○学識経験を有する者
 以上から教育委員会が委嘱｡

○委託先　　　　個人に委託

三　好　町

○委託料(年額) 2,028,000円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町三　野　町
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 (3)報酬  (3)報酬  (3)報酬  (3)報酬

三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針

○各分館
　　　　　(年額)各16,300円

○各分館
　　　　　(年額)各16,500円

○三好町中央公民館
　　　　　(月額) 164,000円
○各地区公民館
　　　　　(年額)各18,000円

○加茂･三庄公民館
　　　　　(年額)各41,000円

○三加茂町公民館
　　　　　(月額) 148,000円

○三野町公民館
　　　　　(年額)　85,600円

○毛田･黒長谷･大藤公民館
　　　　　(年額)各24,000円

○西庄･絵堂公民館
　　　　　(年額)各29,000円

三 加 茂 町
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●別表２　公民館使用料

 (1)三野町公民館 (円) (1)三好町中央公民館 (円) ○無料  (1)三加茂町公民館 (円)
9-12時 13-17時 17-22時 9-21時 9-12時 12-17時 17-22時 9-17時 室名 9-12時 13-17時 17-22時 9-22時
2,000 2,000 3,000 5,000 1,000 1,200 1,500 2,500 多目的ホール 1,500 2,000 2,500 3,000
1,200 1,200 1,800 2,500 2,000 3,000 4,000 5,000 会議室和室1 1,000 1,300 1,600 2,000
1,200 1,200 1,800 2,500 1,200 1,500 2,000 2,500 会議室和室2 700 900 1,200 1,500
1,000 1,000 1,500 2,000 1,000 1,200 1,500 2,500 会議･研修室 600 800 1,000 1,400

○全室の終日(9:00～21:00)利用…15,000円 1,000 1,200 1,500 2,500 調理･実習室 900 1,200 1,500 2,000
1,000 1,200 1,500 2,500
2,000 3,000 4,000 5,000 ○冷暖房費その他の実費は使用者の負担。
1,000 1,200 1,500 2,500

9-12時 13-17時 17-22時 9-21時 1,000 1,200 1,500 2,500
500 700 1,000 1,200 1,000 1,200 1,500 2,500
300 400 500 800
300 400 500 800 使用料
300 400 500 800 600
300 400 500 800 500

150
150

○時間の算出は準備、後始末の時間を含む。
○町民以外の使用料は30％以内の割増。

 (2)その他の公民館  (2)その他の公民館  (2)その他の公民館
○三野町公民館に同じ。 9-12時 12-17時 17-22 室名 9-12時 13-17時 17-22時 9-22時

1,000 1,200 1,200 大ﾎｰﾙ 510 820 1,030 1,850
500 600 600 会議室 300 410 510 820

1,000 1,200 1,200 実習室 300 410 510 820
800 1,000 1,000
500 600 600 ○冷暖房費その他の実費は使用者の負担。
800 1,000 1,000
500 700 700
500 700 700

○9:00～22:00の使用料…各時間帯の合計

集会室(和室)

施設名 室名

室名
会議室

講義室

大集会室
会議室

2
F

3
F

○町内に事務所を有する農林商工業団体等
　が使用する場合

大集会室
和　室
実習室

○結婚式場として使用する場合(類似使用含)
　足代…12,000円､東山…7,000円､増川…5,000円
　※全館開放のうえ、使用時間は5時間以内｡

室名

室名

大集会室
和　室
実習室

ガス使用料(1時間) 料理実習室
その他各室
2F集会室(和室)
4F大集会室講義室

会議室

料理実習室

第1資料室
会議室(和室)

小会議室
視聴覚室

講義室

4
F

料理実習室

足代公民館

昼間公民館

増川公民館

集会室
会議室
料理実習室
集会室

料理実習室
会議室
集会室

井　川　町 三 加 茂 町三　野　町 三　好　町

○結婚式場として使用する場合…20,000円
　控室2室と2F集会室(和室)又は4F大集会室を使用｡
　冷暖房ガス使用料含｡使用時間5時間以内｡

室名種別

冷暖房使用料(1時間)

○9:00～22:00の使用料
　17:00～22:00と9:00～17:00使用料の合計｡
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１．町立図書館の管理・運営 １．町立図書館の管理・運営 １．町立図書館の管理・運営 １．町立図書館の管理・運営
 (1)施設の名称・位置  (1)施設の名称・位置  (1)施設の名称・位置  (1)施設の名称・位置
○三野町公民館図書室 ○三好町中央公民館図書室 ○井川町立図書館 ○三加茂町立図書館

 (2)開館時間  (2)開館時間  (2)開館時間  (2)開館時間
○９：００～１７：００ ○９：００～１７：００ ○１０：００～１８：００ ・差異がある。 ・

 (3)休館日  (3)休館日  (3)休館日  (3)休館日
・差異がある。 ・

 (4)利用対象者  (4)利用対象者  (4)利用対象者  (4)利用対象者
○町民及び町内通勤通学者。 ○町民 ○町民及び町内通勤通学者。 ・差異がある。 ・

 (5)利用料  (5)利用料  (5)利用料  (5)利用料 ・
○無料 ○無料 ○無料 ○無料

井川町の例により新町に
引き継ぐ。

○大字昼間3697番地の1
　　(三好町中央公民館内2F)

○毎週土・日・火曜日
○毎週月曜日の午後
○国民の祝日
○年末年始(12/29～1/3)

○大字芝生1028番地の3
　　　　(三野町公民館内1F)

○町民及び町内通勤通学者又
　は利用者登録した町外者。

○岡野前64番地
(ふるさと交流センター内2F)

○西庄字横手51番地
 (三加茂中学校図書館との複
  合施設､1F町立､2F中学校)

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○毎週月曜日
　(その日が祝日の場合は､そ
　 の翌日)
○国民の祝日
○月末整理日
　(12月以外の毎月末､その日
 　が月･土･日･祝日の場合は
 　その前日)
○毎月第3日曜日
　(その日が祝日の場合は､そ
　 の翌日)
○毎月第2･3火曜日の午前中
○年末年始(12/27～1/5）
○特別整理期間年間10日以内

○毎週日曜日
○国民の祝日
○年末年始(12/29～1/3)

教育部会

三 加 茂 町

○毎週月･火曜日
　(その日が祝日の場合は､そ
　 の翌日)
○国民の祝日
○月末整理日
　(12月以外の毎月末､その日
 　が月･火･土･日･祝日の場
　 合は､その前日)
○年末年始(12/28～1/4）
○特別整理期間年間10日以内

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　図書館関係

　１．施設の管理運営については、現行のとおり新町に引き継ぎ、利用対象者については、井川町の例により統一する。
　２．図書の貸出及び障害者へのサービスについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
　３．図書館協議会については、合併までに調整する。
　４．読書振興協議会については、新町に引き継ぎ組織の拡大を図る。
　５．ブックスタートについては、三加茂町の例により新町においても統一実施する。

協　議　項　目

調整方針（案）

井　川　町

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○4/1～9/30　10:00～18:00
○10/1～3/31 10:00～17:30

現行のとおり新町に引き
継ぐ。
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 (6)蔵書  (6)蔵書  (6)蔵書  (6)蔵書 ・
○約10,000冊 ○約3,000冊 ○約12,500冊

 (7)職員の配置  (7)職員の配置  (7)職員の配置  (7)職員の配置
○生涯学習課職員が兼務。 ・差異がある。 ・

 (8)貸出実績  (8)貸出実績  (8)貸出実績  (8)貸出実績
○500冊(平成15年5月現在） なし ○15,199冊(平成14年度)

 (9)図書館電算システム  (9)図書館電算システム  (9)図書館電算システム  (9)図書館電算システム
未導入 未導入 ○構築業者 ○構築業者 ・差異がある。 ・

 ㈱四国情報管理センター
○導入時期　平成14年1月

○導入業務 ○導入業務

 (10)委託業務  (10)委託業務  (10)委託業務  (10)委託業務
○施設管理・運営 ・差異がある。 ・
住民ボランティア5人

　　　三加茂中学校に含む

　　　三加茂中学校に含む

　　　三加茂中学校に含む

　　　三加茂中学校に含む

○電算システム保守
 ㈱四国情報管理センター

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。

○三野町公民館で一括。

○社会教育担当職員が兼務。
○土曜日は当番日直。

具体的調整方針

○警備保障

○館長は教育長が兼務。
○ボランティア５人が交代で
　２人ずつ勤務。

○三好町中央公民館で一括。

○管理運営を㈱ふるさと夢企
　画に委託。

㈱スターシステム

○電気保安点検

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三 加 茂 町井　川　町

　　　月額　1人 31,500円

○浄化槽点検清掃

課　　題

○52,688冊

○35,891冊(平成14年度)

○導入時期　平成4年4月

○ふるさと交流センターで一
　括。

○消防設備点検

　　　年額　　 624,072円

 ･図書管理。
 ･県立図書館の図書検索。

 ･図書管理。
 ･プログラム・プロダクトの
　保守業務。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。
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２．個人貸出 ２．個人貸出 ２．個人貸出 ２．個人貸出
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者

○条例･規則等に定めなし。 ・差異がある。 ・

 (2)貸出期間及び冊数  (2)貸出期間及び冊数  (2)貸出期間及び冊数  (2)貸出期間及び冊数
○条例･規則等に定めなし。 ・差異がある。 ・

 (3)利用料  (3)利用料  (3)利用料  (3)利用料
○無料 ○条例･規則等に定めなし。 ・差異がある。 ・

３．団体貸出 ３．団体貸出 ３．団体貸出 ３．団体貸出
該当なし 該当なし  (1)対象  (1)対象 ・差異がある。 ・

○所定の登録を行った団体。

 (2)貸出期間及び冊数  (2)貸出期間及び冊数
・

 (3)利用料  (3)利用料
○無料 ○無料 ・

○登録料
 ･町民　　　　　　　 無料
 ･町内通勤通学者　　 無料
 ･町外者　　　　　1,000円
 ･カード紛失再発行　 無料

○登録料
 ･町民　　　　　　　 無料
 ･町内通勤通学者　　 無料

 ･カード紛失再発行　200円

現行のとおり新町に引き
継ぎ、カード紛失に係る
再発行については、合併
までに調整する。

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。

○1人5冊以内､14日以内｡
○館長が認めた場合は別。

三　好　町 課　　題井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町 具体的調整方針三　野　町

○代表者が町民である町内の
　官公庁･学校･事業所･社会
　教育関係団体等で、利用申
　込書を提出のうえ登録を行
　い図書貸出しカードを交付
　された団体。

○利用申込書を提出のうえ登
　録を行い、図書貸出しカー
　ドを交付された者。

○図書貸出しカードに記入し
　た者。

○学校への巡回配本は、学期
　毎に約100冊。
○管理者が別に定める。

○本　　　１人10冊以内
○雑誌　　１人10冊以内
○ビデオ　１人３本以内
　　　　　　全て２週間以内
○貸出期間の延長は館長が別
　に定める。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○利用申込書を提出のうえ登
　録を行い、図書貸出しカー
　ドを交付された者。

○団体と協議のうえ館長が別
　に定める。

○1人5冊以内､2週間以内｡
○貸出期間の延長は館長が別
　に定める。

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。
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４．障害者等へのサービス ４．障害者等へのサービス ４．障害者等へのサービス ４．障害者等へのサービス ・
 (1)概要 該当なし  (1)概要  (1)概要 ・差異がある。

 (2)利用料  (2)利用料  (2)利用料 ・
○無料 ○個人貸出と同じ。 ○個人貸出と同じ。

 (3)配本サービス  (3)配本サービス  (3)配本サービス
該当なし 該当なし ・差異がある。 ・

 (4)対面朗読サービス  (4)対面朗読サービス  (4)対面朗読サービス ・差異がある。 ・
該当なし 該当なし

○朗読時間　1人 週1回2時間

 (5)大型活字本･点字図書貸出  (5)大型活字本･点字図書貸出  (5)大型活字本･点字図書貸出
該当なし ・差異がある。 ・

○貸出は一般図書に準拠。 ○貸出は一般図書に準拠。

５．図書部委員会 ５．図書館協議会 ５．図書館運営委員会 ５．図書館協議会
 (1)目的 該当なし  (1)目的  (1)目的 ・附属機関である。 ・合併までに調整する。

・

・調整が必要。

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。

附属機関は、事務組織・
機構の取扱いにおいて、
合併時に調整することが
確認されている。

○視覚障害者等に対する大型
　活字本や点字図書の貸出。

○視覚障害者等の希望に応じ
　て対面朗読を行う。

○読書に対する親しみを深め
　読書から受ける感動を文で
　表現することによって豊か
　な思考力や表現力を養う。

○視覚障害者等に対する点字
　図書の貸出。

○図書館の運営に関し館長の
　諮問に応ずるとともに　図
　書館奉仕に付き館長に対し
　て意見を述べる。

○図書館の運営に関し館長の
　諮問に応ずるとともに　図
　書館奉仕に付き館長に対し
　て意見を述べる。

○肢体不自由者等の希望に応
　じ自宅又は施設等へ配本を
　行う。

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。

○貸出方法は本人又は代理人
　による来館郵送又は配本貸
　出から選択。

○朗読希望図書をあらかじめ
　呈示し、朗読予定日を予約
　できる。

○管理者が協議のうえ別に定
　める。

○障害者等により利用が困難
　な町民に対し、希望に応じ
　て各種サービスを行う。

○管理者が協議のうえ別に定
　める。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針井　川　町三　野　町 三　好　町

○利用希望者は､電話､郵送又
　は代理人により登録可能。

三 加 茂 町
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 (2)組織  (2)組織  (2)組織

 (3)役員  (3)役員  (3)役員
○会長　　　　　１人 ○会長　　１人 ○会長　　１人

○副会長　１人 ○副会長　１人
○委員　　６人 ○委員　　１０人以内

○任期　　２年
○教育委員会が委嘱

６．読書振興協議会 ６．読書振興協議会 ６．読書振興協議会 ６．読書振興協議会
該当なし 該当なし 該当なし  (1)目的 ・組織の継続について。 ・

 (2)活動内容

 (3)組織

 (4)役員
○会長　　　１人
○副会長　　２人
○委員　　２０人
○監事　　　２人
○任期　　　２年

○学識経験者　　　２人
○女性代表　　　　１人
○井川中学校長　　１人
○西井川小学校長　１人
○教育指導員　　　１人

具体的調整方針課　　題三　好　町 三 加 茂 町

○学識経験者　　２人
○婦人層　　　　１人
○青年層　　　　１人
○各幼・小・中P連会長

○学識経験者　　　５人
○三加茂中学校長　１人
○西庄小学校長　　１人
○保育所長　　　　１人

井　川　町

○学識経験者　　　 ７人
○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体代表　２人
○福祉施設代表　　 ３人
○公民館講座代表　 ３人
○文化協会会長　　 １人
○婦人会連合会長　 １人
○各小・中学校長　 ５人
○保育･幼稚園職員  ２人

○読書層の拡大及び新規読書
　ｸﾞﾙｰﾌﾟ加入の促進を図る。

○事業への積極的参加･研修
○総会・役員会の開催
○子どもお話し会・一般読書
　会の推進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

新町に引き継ぎ、組織の
拡大を図る。- 183 -



 (5)活動経費

７．ブックスタート ７．ブックスタート ７．ブックスタート ７．ブックスタート
未実施 未実施 未実施  (1)概要 ・三加茂町のみ実施。 ・

 (2)対象
○町内に生まれた０歳児

 (3)配布数
○１人２冊

 (4)経費
○500,000円(国補助　10/10)

○０歳児の赤ちゃんを対象に
　検診時及び図書館で絵本が
　２冊入ったパックをメッセ
　ージを伝えながら手渡し、
　赤ちゃんと保護者が絵本を
　介して向き合い暖かくて楽
　しい言葉のひとときを持つ
　ことを応援する。

三加茂町の例により、新
町においても統一実施す
る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○町補助金　50,000円
　　　　　　　※平成15年度

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．文化まつり １．文化まつり １．文化まつり １．文化まつり
 (1)名称  (1)名称  (1)名称  (1)名称 ・

○三好町文化まつり ○公民館講座閉校式 ○ふれあい文化まつり ・差異がある。

 (2)目的  (2)目的  (2)目的  (2)目的

 (3)運営主体  (3)運営主体  (3)運営主体  (3)運営主体
○主催　町文化協会 ○主催　町教育委員会 ○主催　町文化協会

 (4)実施時期  (4)実施時期  (4)実施時期  (4)実施時期
○毎年文化の日を含む２日間

 (5)実施場所  (5)実施場所  (5)実施場所  (5)実施場所
○三野町公民館 ○中央公民館 ○辻小学校体育館 ○町役場２階ふれあいプラザ

 (6)内容  (6)内容  (6)内容  (6)内容

 (7)運営経費  (7)運営経費  (7)運営経費  (7)運営経費
○公民館費より支出。 ○町文化協会より全額支出。 ○文化協会より全額支出。

２．関係団体 ２．関係団体 ２．関係団体 ２．関係団体 ・公共的団体である。 ・
 (1)名称  (1)名称 該当なし  (1)名称 ・
○三野町生活部文化部委員会 ○三好町文化協会 ○三加茂町文化協会

できる限り合併までに調
整し、新町発足後に統合
するよう努める。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において全町
域での行事を検討する。

公共的団体の取扱いにお
いて、できる限り合併ま
でに調整し新町発足時に

○生涯学習活動での成果を発
　表することで、学習者の更
　なる活動意欲の向上を図る
　とともに、学習活動を町内
　外に向けてアピールを目的
　とする。
○生涯学習関連情報の提供。

○３月中旬

教育部会

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　文化振興関係

　１．文化まつりについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において町全域での行事を検討する。
　２．文化協会等の公共的団体については、できる限り合併までに調整し新町発足時に統合するよう努める。

協　議　項　目

調整方針（案）

○社会教育振興大会(午後)

○教育委員会費より支出。

○文化協会会員の活動(作品)
　発表､歌･踊り･生花･書道等
　などの発表。

○書道･手芸の展示や大正琴･
　民謡･民踊の発表。女性学
　級生の作品。

○共催　町教育委員会
　　　　町生涯学級
　　　　町高齢者学級

○主催　公民館生活文化部
　　　　　　　　　　委員会
○共催　町教育委員会

○生涯学習活動での成果を発
　表することで、学習者の更
　なる活動意欲の向上を図る
　とともに、学習活動を町内
　外に向けてアピールを目的
　とする。

○生涯学習活動での成果を発
　表することで、学習者の更
　なる活動意欲の向上を図る
　とともに、学習活動を町内
　外に向けてアピールを目的
　とする。

○生涯教育推進事業の一環と
　して学級生が一同に会し、
　日頃の学習の成果を発表し
　互いの親睦とより一層の研
　鑽を図る。

○毎年２月初旬の日曜日
○社会教育振興大会の午後

○書道･手芸の展示や大正琴･
　民謡･民踊の発表。

○文化協会会員及び生涯学級
　・高齢者学級生の作品展示
　と歌・踊り等の発表。

○２月
○社会教育振興大会の午後
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 (2)概要  (2)概要  (2)概要
・事務局の担当について。

 (3)登録状況  (3)登録状況  (3)登録状況
○登録団体　　　20団体
○登録人数　 約1,500人

 (4)役員  (4)役員  (4)役員

 (5)事業  (5)事業  (5)事業
○社会教育振興大会の開催。
○囲碁・将棋大会の開催。

 (6)町補助金  (6)町補助金  (6)町補助金
○各公民館クラブに対し支出 ○年額　1,400,000円 ○年額　250,000円
 ･民謡クラブ　　　35,000円
 ･民舞クラブ　　　35,000円
 ･生花教室　　　　50,000円
 ･書道クラブ　　　80,000円
 ･水墨画クラブ　　30,000円
 ･大正琴クラブ　　50,000円
 ･リズム体操ｸﾗﾌﾞ　30,000円
 ･太極拳クラブ　　30,000円
 ･詩吟クラブ　　　40,000円
 ･岳勝会三東支部
　芝生教室　　　　30,000円
 ･園芸クラブ　　　60,000円
 ･少年剣道クラブ　60,000円
 ･ちぎり絵クラブ　30,000円
 ･囲碁将棋クラブ　30,000円

統合するよう努めること
が確認されている。

○登録人数　不明

三 加 茂 町 課　　題

○町公民館クラブの団体が入
　会。
○町教育委員会が事務局。

○文化まつりの開催。
○各種作品展示、発表会。
○視察研修会。

○登録人数　　550人
○登録団体　14団体

○町内の文化ｸﾞﾙｰﾌﾟ･団体･個
　人が入会(平成6年度設立)｡
○町教育委員会が事務局。

※任期　　２年

○理事　　２１人

○会長　　　１人

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 具体的調整方針三　好　町 井　川　町

○部長　　　１人
○理事　　１８人 ○副会長　　４人

○町内の文化ｸﾞﾙｰﾌﾟ･団体が
　入会。
○町生涯学習課が事務局。

○会長　　　１人
○副会長　　３人

○文化まつりの開催。
○各種作品展示、発表会。
○会報「潤」発行。
○その他加入団体が自ら企画
　し、事業を行っている。

※任期　　１年
○評議員　２０人
○監事　　　２人

○登録団体　　40団体

○監査　　　２人
※任期　　２年

○理事　　４０人
○評議員　　６人
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１．青少年育成町民会議 １．青少年育成町民会議 １．青少年育成町民会議 １．青少年育成町民会議 ・
 (1)名称  (1)名称  (1)名称  (1)名称 ・調整が必要。
○三野町青少年育成町民会議 ○青少年育成三好町民会議 ○井川町青少年育成町民会議 ○三加茂町青少年育成協議会

 (2)概要  (2)概要  (2)概要  (2)概要

 (3)構成団体  (3)構成団体  (3)構成団体  (3)構成団体

 (4)事業  (4)事業  (4)事業  (4)事業
○非行防止パトロール
○推進指導員研修
○青少年スポーツ大会
○ボランティア活動
○地域住民とのふれあい活動
○花いっぱい運動　等

○町内巡回街頭補導
○全国強調月間啓発活動
○高齢者交流事業
○スポーツ少年団駅伝大会
○非行防止作文｢こころ｣発行
○就職生激励会
○文化ふれあいウォーキング

○地域の青少年に関わる関係
　諸団体等により構成し、役
　員選出。町補導委員会・子
　ども110番の家等の各種団
　体より委員構成。
○生涯学習課が事務局担当。

調整方針（案）

井　川　町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　青少年育成関係

　１．青少年育成町民会議については、新町発足後調整し、速やかに統合する。
　２．補導委員会については、新町発足後統合できるよう調整する。
　３．子ども世話やき活動や地域防犯パトロール隊については、現行のとおり新町に引き継ぎ、活動の拡大を図る。
　４．学校週５日制事業については、合併までに調整する。
　５．子ども地域活動支援事業については、合併までに調整し、新町において統一実施する。

協　議　項　目

教育部会

三 加 茂 町

○青少年健全育成総決起大会
○広報活動
○地域懇談会
○街頭補導活動

○保育所､幼稚園､小中学校
○幼小中PTA､保育所保護者会

○婦人会､老人クラブ

○民生児童委員会､保護司､
　人権擁護委員
○補導員会､少年警察協助員
○池田警察署

○体育協会　等

○保育所､幼稚園､小中学校
○幼小中PTA､保育所保護者会
○美馬､三好郡内の高校PTA
○スポーツ少年団
○消防団､交通安全協会
○婦人会､老人クラブ､青年団
○商工会､社会福祉協議会
○民生児童委員､保護司会､
　更生保護婦人会
○専門補導員
○池田警察署三野駐在所
○公民館､教育委員会
○社会教育委員
○体育指導員会
○役場､議会

○地域の青少年に関わる関係
　諸団体等により構成し、各
　団体の代表者を常任委員と
　して事業を推進。
○教育委員会が事務局担当。

○地域の青少年に関わる関係
　諸団体等により構成し、各
　団体の代表者を委員として
　事業を推進。
○生涯学習課が事務局担当。

○会議の趣旨に賛同する個人
　・団体及び関係機関をもっ
　て構成。
○教育委員会が事務局担当。

○小中学校
○小中PTA

○スポーツ少年団

○婦人会､老人クラブ

○民生児童委員会､保護司､
　人権擁護委員
○青少年育成推進指導員会
○池田警察署､駐在所連絡協
　議会
○体育協会

新町発足後調整し、速や
かに統合を図る。

○青少年健全育成総決起大会
○非行防止パトロール
○補導委員会

○教育会
○PTA連合会

○交通安全協会
○婦人会
○商工会
○民生委員､三好保護区保護
　司会

○教育委員会
○社会教育委員会
○体育協会
○三加茂町
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 (5)役員  (5)役員  (5)役員  (5)役員

 (6)役員任期  (6)役員任期  (6)役員任期  (6)役員任期
○２年 ○２年 ○２年 ○１年

 (7)町補助金等  (7)町補助金等  (7)町補助金等  (7)町補助金等

２．補導員会 ２．補導員会 ２．補導員会 ２．補導員会
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要 ・調整が必要。 ・

 (2)事業  (2)事業  (2)事業  (2)事業

 (3)組織  (3)組織  (3)組織  (3)組織

 (4)任期  (4)任期  (4)任期  (4)任期
○２年 ○２年 ○１年 ○２年

○総会、役員会(随時)
○街頭補導
 ･町納涼祭
 ･なでしこ祭り
○決起大会
○研修

○会長　　　　　　　　１人
○副会長　　　　　　　４人
○監事　　　　　　　　２人
○常任委員　　　　　　８人
○事務局　　　　　　　２人
○補導員　　　　　　２５人

○総会、役員会
○街頭補導
 ･月２回
 ･夏休み

○青少年の健全育成のため、
　街頭補導等の活動を実施。

○町青少年育成協議会
　補助 　　　　　350,000円
○青少年地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ支援事
　業補助　　　　 240,000円

○青少年の健全育成のため、
　街頭補導等の活動を実施。

○青少年の健全育成のため、
　街頭補導等の活動を実施。

○会長　　　１人
○副会長　　若干名
○常任委員　若干名
○監事　　　２人

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題三　好　町

○会長　　　１人
○副会長　　３人
○監事　　　２人

○青少年育成三好町民会議
　補助金　　　 　700,000円
○青少年地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ支援事
　業補助金　　　 140,000円

○町青少年育成町民会議
　負担金補助 　　200,000円

○総会、役員会(随時)
○街頭補導
 ･独自　　　毎月第2､4金曜
 ･少年の日　毎月第3金曜
 ･夏休み　　夏休み中
 ･町内イベント開催時
○決起大会参加
○研修

○会長　　　　　　　　１人
○副会長　　　　　　　２人
○班長　　　　　　　　６人
○事務局(専門補導員)　１人
○補導員　　　　　　３４人

○会長　　　　　１人
○専門補導員　　１人
○補導員　　　２７人

○会長(専門補導員)　１人
○補導員　　　　　４５人

新町発足後、統合できる
よう調整する。

○会長　　　１人
○副会長　　３人
○監事　　　２人

○総会
○街頭補導
 ･町内イベント開催時
○決起大会参加
○研修

○会長　　　１人
○副会長　　３人
○常任理事　８人
○監事　　　２人

○町青少年育成町民会議
　補助金 　　　　450,000円

○青少年の健全育成のため、
　街頭補導等の活動を実施。

井　川　町
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 (5)報酬  (5)報酬  (5)報酬  (5)報酬
なし ○月額　1,250円 なし ○１日　1,000円

 (6)町補助金・負担金  (6)町補助金・負担金  (6)町補助金・負担金  (6)町補助金・負担金
なし ○補助金　250,000円

３．地域活動事業 ３．地域活動事業 ３．地域活動事業 ３．地域活動事業
未実施  (1)事業名 未実施  (1)目的 ・ ・

○子ども世話やき活動 ○地域防犯パトロール隊

 (2)目的  (2)目的

 (3)事業  (3)事業
○登下校時の声掛け運動 ○夜間時の巡回パトロール

 (4)活動者  (4)活動者

 (5)経費  (5)経費

４．学校週５日制事業 ４．学校週５日制事業 ４．学校週５日制事業 ４．学校週５日制事業
未実施 未実施  (1)目的  (1)目的 ・調整が必要。 ・合併までに調整する。

○「地域の子どもは地域で守
　り育てる」を合言葉に、大
　人が子どもたち一人ひとり
　を暖かく見守りながら、と
　きには励まし、ときには注
　意や助言をすることにより
　地域の連帯感と教育力を高
　めていく。

○補助金　200,000円

三 加 茂 町井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題三　野　町 三　好　町

○町青少年育成町民会議補助
　金に含む

○完全学校週５日制によって
　休みとなった土曜日に子ど
　も達が地域で活動できる機
　会をつくる。

○活動保険代　　 50,000円
　　　　　 (=500円 100人)
○会議費　　　　 50,000円

○婦人会、老人会、ＰＴＡ、
　民生委員､更生保護婦人会､
　補導員会等。

現行のとおり新町に引き
継ぎ活動の拡大を図る。

○反射たすき　各地域５本
○誘導ライト　各地域３本
　　 平成15年度　300,000円

○各地域における住民ボラン
　ティア。
○現在２０地域。

○各地域の住民ボランティア
　が各地域を徒歩で巡回パト
　ロールを実施することによ
　り、青少年の健全育成を図
　るとともに、地域の防犯に
　寄与する。

三好町と三加茂町のみ実
施。

○完全学校週５日制によって
　休みとなった土曜日に子ど
　も達が地域で活動できる機
　会をつくる。
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 (2)事業  (2)事業

 (3)経費  (3)経費

 (4)附属機関等  (4)附属機関等
該当なし

 ･概要

 ･事業

 ･組織

 ･任期

 ･報酬等

 ･概要

 ･事業

 ･経費
年額　332,000円

具体的調整方針

会長　　１人
委員　２３人

①地域教育力・体験活動推進
　協議会

情報提供・コーディネイト
等を行う連絡機関。

年額　5,000円

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

○地域教育力・体験活動推進
　協議会報酬　　 120,000円
○体験活動ボランティア活動
　支援ｾﾝﾀｰ費　 　332,000円

課　　題

②体験活動ボランティア活動
　支援センター

コーディネーターを配置し
奉仕活動･体験活動の推進､
支援を行う。

阿波踊りの体験、スキー体
験学習。

○学校内外を通じた奉仕活動
・体験活動推進事業。

　１年

社会奉仕体験活動、自然体
験活動その他の体験活動。

○学校週５日制協議会補助
　　　　　　　　 900,000円

○地域の親子会が計画した活
　動に対する補助。
○地域ボランティアによる土
　曜楽校(9種類)の実施。
 ･英会話､囲碁､将棋､手芸､手
　話､陶芸､ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ､ペタ
　ンク､染工房
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５．子ども地域活動支援事業 ５．子ども地域活動支援事業 ５．子ども地域活動支援事業 ５．子ども地域活動支援事業
未実施  (1)目的 未実施  (1)目的 ・ ・

 (2)事業  (2)事業

 (3)経費  (3)経費
○事業費　300,000円
　　　　　　 (県補助　1/2)

三　野　町

○３世代友遊塾を開設し、地
　域の自然環境を活用して異
　年齢の仲間や多くの大人た
　ちとともに交流を深める。

○自然体験活動
○文化体験活動

○21世紀を担う子どもたちが
　様々な体験を通して、地域
　社会上のルールを守る心や
　より幅の広い社会性を高め
　「生きる力」を育てる。

○地域の自然環境を活用した
　自然体験活動事業の推進。
 ①炭焼き体験
 ②加茂谷川探検
 ③おやじと遊ぼう
 ④夏休み親子キャンプ
 ⑤みんなで花を育てよう
 ⑥文化ふれあいｳｫｰｷﾝｸﾞ

三 加 茂 町三　好　町 井　川　町

○事業費　814,000円
　　　　　　 (県補助　1/2)

合併までに調整し、新町
において統一実施する。

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三好町と三加茂町のみ実
施。
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１．文化財 １．文化財 １．文化財 １．文化財
・町指定の継承。 ・新町に引き継ぐ。

２．保存事業補助 ２．保存事業補助 ２．保存事業補助 ２．保存事業補助 ・金額の調整。 ・合併までに調整する。
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要

 (2)補助金  (2)補助金  (2)補助金  (2)補助金
○大平獅子舞保存会
　　　　　　　　　50,000円

○保存会からの補助金申請に
　対し、補助金を支出。

○国指定天然記念物　１件
○国指定文化財　　　２件

○国指定史跡　　　　１件

○県指定文化財　　　３件
○県指定無形文化財　１件
○県指定史跡　　　　１件
○町指定天然記念物　３件
○町指定文化財　　　５件
○町指定無形文化財　２件
○町指定史跡　　　　５件

○国指定文化財　　　１件

○県指定文化財　　　２件

　

○町指定文化財　　　７件
○町指定無形文化財　１件
○町指定史跡　　　　２件

○国指定無形文化財　１件

　

○町指定文化財　　　１件
○町指定無形文化財　１件

○県指定天然記念物　２件
○県指定文化財　　　１件
○県指定無形文化財　１名
○県指定史跡　　　　１件
○町指定天然記念物　２件
○町指定文化財　　　８件

○町指定史跡　　　　１件

○各保存会からの申請により
　検討のうえ補助金を支出。

○保存会より補助金申請があ
　れば補助金を支出。

○東山城址整備補助金
　(企画財政課より)50,000円
○町内獅子舞保存補助金
　　　　　(2箇所)112,000円

○井内雨乞踊保存会
　　　　　　 　1,550,000円
　　　　　　　※平成15年度

教育部会

井　川　町 三 加 茂 町

○各保存会からの補助金申請
　に対し、補助金を支出。

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

　文化財関係

　１．指定文化財については、新町に引き継ぎ、保存事業補助については、合併までに調整する。
　２．文化財保護審議会については、合併までに調整し新町において統一する。
　３．歴史民俗資料館等については、現行のとおり新町に引き継ぎ、資料の保管・展示について調整を行う。
　４．資料館運営委員会については、合併までに調整する。

協　議　項　目

調整方針（案）

○加茂の大クス保存会
　　　　　　　　 150,000円
○丹田古墳　　　　50,000円
○加茂谷川岩陰遺跡群
　　　　　　　　　80,000円
○八幡神社宵宮神事
　　　　　　　　 150,000円
○スギ　　　　　　50,000円
○薬師堂ケヤキ三樹
　　　　　　　　　30,000円
○岩神古墳　　　　80,000円
○秀森塚　　　　　70,000円
○三加茂東部まわり踊り
　　　　　　　　　50,000円
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３．町指定文化財の指定 ３．町指定文化財の指定 ３．町指定文化財の指定 ３．町指定文化財の指定 ・４町同じ。 ・
 (1)指定  (1)指定  (1)指定  (1)指定

 (2)解除  (2)解除  (2)解除  (2)解除

４．文化財保護審議会 ４．文化財保護審議会 ４．文化財保護審議会 ４．文化財保護審議会 ・附属機関である。 ・
 (1)目的  (1)目的  (1)目的  (1)目的 ・

・調整が必要。

 (2)委員  (2)委員  (2)委員  (2)委員

 (3)役員  (3)役員  (3)役員  (3)役員
○会長　　１人(委員の互選) ○会長　　１人(委員の互選)

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

合併までに調整し、新町
において速やかに統一す
る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題三　好　町 井　川　町

○所有者の指定申請・同意に
　基づき、教育委員会が指定
　保護の妥当性について町文
　化財保護審議会に諮問、答
　申を受け指定･公示を行う｡

○町指定文化財がその価値を
　失ったとき、町内に所在し
　なくなったときなどの指定
　解除の事由の発生を受け、
　教育委員会が指定解除の妥
　当性について町文化財保護
　審議会に諮問､答申を受け､
　所有者への解除の通知・公
　示を行う。

○町内に所在する文化財を保
　存し、かつその活用を図り
　以って町民の文化的向上に
　資する。

○人員　１０人以内
○任期　２年
○報酬　年額 11,000円
○教育委員会が委嘱

○町内に所在する文化財を保
　存し、教育委員会の諮問に
　応じ、その活用を図り、も
　って町民の文化的向上に資
　する。

○人員　１２人
○任期　２年
○報酬　年額 10,700円
○教育委員会が委嘱

○人員　７人以内
○任期　２年
○報酬　年額 13,000円
○教育委員会が委嘱

○会長　　１人(委員の互選)
○副会長　１人(委員の互選)

○会長　　１人(委員の互選)
○副会長　１人(委員の互選)

○所有者の指定申請・同意に
　基づき、教育委員会が指定
　保護の妥当性について町文
　化財保護審議会に諮問、答
　申を受け指定･公示を行う｡

○町指定文化財がその価値を
　失ったとき、町内に所在し
　なくなったときなどの指定
　解除の事由の発生を受け、
　教育委員会が指定解除の妥
　当性について町文化財保護
　審議会に諮問､答申を受け､
　所有者への解除の通知・公
　示を行う。

○所有者の指定申請・同意に
　基づき、教育委員会が指定
　保護の妥当性について町文
　化財保護審議会に諮問、答
　申を受け指定･公示を行う｡

○町内にある文化財につき、
　教育委員会の諮問に応じ、
　調査やその保存及び活用な
　どの重要事項を調査審議し
　これらの事項につき、教育
　委員会に申し入れる。

○人員　７人以内
○任期　２年
○報酬　年額 16,500円
○教育委員会が委嘱

附属機関は、事務組織・
機構の取扱いにおいて、
合併時に調整することが
確認されている。

○町指定文化財がその価値を
　失ったとき、町内に所在し
　なくなったときなどの指定
　解除の事由の発生を受け、
　教育委員会が指定解除の妥
　当性について町文化財保護
　審議会に諮問､答申を受け､
　所有者への解除の通知・公
　示を行う。

○所有者の指定申請・同意に
　基づき、教育委員会が指定
　保護の妥当性について町文
　化財保護審議会に諮問、答
　申を受け指定･公示を行う｡

○町指定文化財がその価値を
　失ったとき、町内に所在し
　なくなったときなどの指定
　解除の事由の発生を受け、
　教育委員会が指定解除の妥
　当性について町文化財保護
　審議会に諮問､答申を受け､
　所有者への解除の通知・公
　示を行う。

○町内にある文化財につき、
　教育委員会の諮問に応じ、
　調査やその保存及び活用な
　どの重要事項を調査審議し
　これらの事項につき、教育
　委員会に申し入れる。
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 (4)部会  (4)部会  (4)部会  (4)部会
該当なし 該当なし 該当なし

５．歴史民俗資料館 ５．歴史民俗資料館 ５．歴史民俗資料館 ５．歴史民俗資料館 ・調整が必要。 ・
 (1)名称  (1)名称  (1)名称  (1)名称
○三野町歴史民族資料館 ○三好町中央公民館資料室 ○三加茂町歴史民俗資料館

 (2)位置  (2)位置  (2)位置  (2)位置
○中庄1189番地

 (3)概要  (3)概要  (3)概要  (3)概要

 (4)開館時間  (4)開館時間  (4)開館時間  (4)開館時間
○随時(入館は16:00まで) ○１０：００～１８：００ ○９：００～１６：３０

 (5)休館日  (5)休館日  (5)休館日  (5)休館日
○火曜日及び祝日
○年末年始(12/29～1/3)
○月曜日の午後

現行のとおり新町に引き
継ぎ、資料の保管・展示
については調整を行う。

具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題三　好　町 井　川　町三　野　町

○町内の歴史､民俗､考古学等
　に関する資料の収集､保管､
　展示。

○毎週土・日曜日
○祝日
○年末年始(12/29～1/3)

○町内の歴史､民俗､考古学等
　に関する資料の収集､保管､
　展示､調査及び研究を実施｡

○第一部会
　有形文化財に関する事項
○第二部会
　無形文化財及び民俗文化財
　に関する事項
○第三部会
　記念物及び埋蔵文化財に関
　する事項
○会長が各部会委員を指名。
○部会長は委員の互選で定め
　る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○大字太刀野山558番地
　　　　　　(東谷小学校内)

○井川町ふるさと交流センタ
　ー資料館

○岡野前64番地
(ふるさと交流センター内1F)

○毎週月曜日
　(祝日の場合は､その翌日)
○祝日
○毎月第3日曜日
　(祝日の場合は､その翌日)
○毎月第2･3火曜日の午前中
○年末年始(12/27～1/5）

○９：００～２２：００
　月曜日は正午まで

○町内の歴史､民俗､考古学等
　に関する資料の収集､保管､
　展示。

○町内の歴史､民俗､考古学等
　に関する資料の収集､保管､
　展示。

○毎週月・土曜日
○祝日
○年末年始(12/25～1/5)

○大字昼間3697番地1
　　(三好町中央公民館内2F)
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 (6)入館料  (6)入館料  (6)入館料  (6)入館料
○無料 ○無料 ○無料 ○無料

 (7)利用対象者  (7)利用対象者  (7)利用対象者  (7)利用対象者
○町外者も利用可。 ○町外者も利用可。 ○町外者も利用可。

 (8)展示品  (8)展示品  (8)展示品  (8)展示品

 (9)職員の配置  (9)職員の配置  (9)職員の配置  (9)職員の配置
○教育委員会職員が対応。 ○教育委員会職員が対応。 ・差異がある。 ・合併までに調整する。

 (10)委託業務  (10)委託業務  (10)委託業務  (10)委託業務
○東山小学校で一括。 ○三好町中央公民館で一括。 ○消防設備点検 ・差異がある。 ・

 西部防災㈲
　　　年額  　24,150円

○警備保障
 綜合警備保障㈱徳島支社
　　　年額 　331,380円

○浄化槽点検清掃
 ㈲久保衛生
　　　年額  　84,945円

○館長　　 1人
 ･勤務日　 1ヶ月20日以内
 ･勤務時間 1ヶ月30時間以内
 ･報酬　　 月額 80,000円
 ･任用期間 1年
 ･教育委員会が任命。

○嘱託職員 1人
 ･勤務日　 1ヶ月30日以内
 ･勤務時間 1ヶ月340時間
　　　　　　　　　　　以内
 ･報酬　　 月額180,000円
 ･任用期間 1年
 ･教育委員会が任命。

○ふるさと交流センターで一
　括。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○考古学的資料　　約200点
○民族民具類　　　約100点

○考古学的資料　　約60点
○民族民具類　　　約800点

○考古学的資料　　約650点
○民族民具類　　　約550点

○考古学的資料　約3,500点
○民族民具類　　　約800点

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

○町民及び町内通勤通学者又
　は利用登録した町外者。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

○管理運営を㈱ふるさと夢企
　画に委託。

- 195 -



６．資料館運営委員会 ６．資料館運営委員会 ６．資料館運営委員会 ６．資料館運営委員会
該当なし 該当なし  (1)目的  (1)目的 ・井川町､三加茂町に設置｡ ・合併までに調整する。

 (2)委員  (2)委員
○人員　７人

 (3)役員  (3)役員
○会長　　１人
○副会長  １人

○会長　　１人(委員の互選)
○副会長  １人(委員の互選)

具体的調整方針

○民俗資料館の運営に関し館
　長の諮問に応ずるとともに
　民俗資料館奉仕につき館長
　に対して意見を述べる。

○資料館の運営に関する重要
　な事項について審議し、必
　要な意見を具申する。

○人員　７人以内
○任期　２年
○報酬　年額 11,000円
○教育委員会が委嘱

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町
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日程１０

第１４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 ５月２０日（木）午後１時３０分より
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