
第 １４ 回

三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会

会 議 資 料

平成１６年 ５月２０日

三野町・三好町・井川町・三加茂町



第１４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 47号 第 １ ３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 49号 消 防・防災関係事業の取扱いについて ････ ･･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･３

日 程 ６ 協議第 50号 各種事務事業の取扱い (財 政事務関係 )について ････････３ ２

日程 ７ 協議第 51号 各種事務事業の取扱い

(上 下水道事業関係 )【その１】について ･･････９ ８

日程 ８ 協議第 52号 各種事務事業の取扱い (商 工観光事業関係 )について ･･１ ４７

【その他】

日程 ９ 第１５回合併協議会の日程について ･･････････････ ･･････････････１ ６ ３

日程１０ 閉 会



 日程４                        報告第４７号 
○第１３回 新町まちづくり計画策定小委員会報告 

 

・日 時 平成１６年４月２８日（水） 

      午後１時３０分～午後４時００分 

・場 所 合併協議会事務所大会議室 

・出席者 委員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１３回会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 報告事項 

４ 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 

（32）「新町まちづくり計画」 

～Ⅳ 新町まちづくりの主要施策～（案）について 

（33）「新町まちづくり計画」 

～Ⅵ 財政計画～（案）について 

（34）第 14 回小委員会日程（案）について 

 ５ その他 

 ６ 閉 会 

区   分 三 野 町 三 好 町 井 川 町 三 加 茂 町 

職   員 久保 惇 土井 義弘 福田 功稔 田岡 正憲 

議   員 藤本総一郎 重田 春雄 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 

３ 報告事項 

  ・第 12回新町まちづくり計画策小委員会報告 

【確認事項】第12回新町まちづくり計画策定小委員会の協議内容については、

報告書のとおり確認。 

４ 議事 

議題第 23 号 「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 

                    【継続協議】 

【継続協議】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

は、小委員会から第 13 回合併協議会にて選定を依頼した結果、こ

の件については役員会から次回（第 14 回）合併協議会に案を提案

し、再度協議することとなったため、小委員会としてはその結果

を承認することで確認。 

議題第 32 号 「新町まちづくり計画」 

～Ⅳ 新町まちづくりの主要施策 ～（案）について 

【承認事項】議題 25、27、28 にて協議を行っている分野別課題討議について

前回からの修正等を加え、一括して議題 32 号として事務局から提

案され、一部修正されたが、原案のとおり承認。 

議題第 33 号 「新町まちづくり計画」 

～Ⅵ 財政計画 ～（案）について 

【承認事項】合併後 10 年間の財政運営における財政計画について事務局から

提案され、原案のとおり承認。 

議題第 34 号 第 1４回小委員会日程（案）について 

 【確認事項】平成１６年６月２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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 日程５              協議第４９号 
 
 

消防・防災関係事業の取扱い（案）について 
 
 
消防・防災関係事業の取扱いについて提出する。 

 
 
平成１６年 ５月２０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 

 
 
消防・防災関係事業の取扱いについて 

１．消防団については、円滑な命令系統を確保するため、次のとおり統合する。
（１）合併時の現有団員は、新町の消防団員として新町に引き継ぐものとする。
（２）区域・組織・運営等については、その再編成について合併までに協議・

調整し、新町発足時より適用する。 
（３）階級・定数・任用・報酬等の身分及び待遇については、現行の制度を基

に、合併までに調整し、新町発足時より適用する。 
（４）各消防団の装備等については、当面現行のとおり新町に引き継ぎ、新町

発足後、漸次調整する。 
（５）三野町にある消防委員会については、新町では設置しない。 
 
２．防災無線については、災害時の緊急放送や伝達等に支障が生じないよう、
次のように調整する。 

（１）同報系防災無線については、合併までに協議・調整し、新町発足時より
統一した運用を行う。なお、新町発足後、早期統合に努める。 

（２）移動系防災無線については、合併までに協議・調整し、新町発足後早急
に整備する。 
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３．災害対策本部については、災害に即応するため、合併までに協議・調整し、
新町発足時より統合する。 

 
４．防災会議については、合併までに協議・調整し、新町発足時より統合・設
置する。 

 
５．地域防災計画については、住民の生命と財産を守るための根幹となる施策
計画であることから慎重を期するため、新町発足後、新町の状況を詳細に
調査・分析したうえ、防災会議に諮り早急に策定する。 

 
６．災害時の相互応援協定については、現行のとおり新町に引き継ぐものとす
る。 

 
 
 

 

 - 4 -



総務部会 消防・防災分科会

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）

２０．消防・防災関係事業の取扱い
１．消防団については、円滑な命令系統を確保するため、次のとおり統合する。
（１）合併時の現有団員は、新町の消防団員として新町に引き継ぐものとする。
（２）区域・組織・運営等については、その再編成について、合併までに協議・調整し、新町発足時より適用する。
（３）階級・定数・任用・報酬等の身分及び待遇については、現行の制度を基に、合併までに調整し、新町発足時より適用
　　　する。
（４）各消防団の装備等については、当面現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、漸次調整する。
（５）三野町にある消防委員会については、新町では設置しない。

２．防災無線については、災害時の緊急放送や伝達等に支障が生じないよう、次のように調整する。
（１）同報系防災無線については、合併までに協議・調整し、新町発足時より統一した運用を行う。なお、新町発足後、早
　　　期統合に努める。
（２）移動系防災無線については、合併までに協議・調整し、新町発足後早急に整備する。

３．災害対策本部については、災害に即応するため、合併までに協議・調整し、新町発足時より統合する。

４．防災会議については、合併までに協議・調整し、新町発足時より統合・設置する。

５．地域防災計画については、住民の生命と財産を守るための根幹となる施策計画であることから慎重を期するため、新町
　　発足後、新町の状況を詳細に調査・分析したうえ、防災会議に諮り早急に策定する。

６．災害時の相互応援協定については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

　消防・防災体制の整備は、生命と財産を守るという重要な目的のもとに、住民生活に密接に関わるものであることから、
災害時等における迅速な対応や指揮命令系統に支障が生じないよう、早期に統一できるよう調整する必要がある。
　また、防災計画についても同様の観点から、新町の状況を正確かつ詳細に把握したうえ、新町において速やかに策定する
必要がある。
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井川町消防団 三加茂町消防団
２．消防団長名 長  原  信  夫 橋　本　重　夫 岸　上　　　清 川　原　清　次
１．消防団の名称 三野町消防団 三好町消防団

・団長及び副団長は町
　長が、その他の団員
　は団長が町長の承認
　を得て次の資格を有
　する者の中から任命
１本町に居住する年齢
　１８歳以上４５歳未
　満であること。ただ
　し、団長、副団長を
　除く。
２団長は、志繰堅固、
　身体強健であって団
　長たるに適するもの
　とし、分団長の推薦
　による
３分団長は、部長、班
　長の推薦による。

・団長は消防団の推薦
　に基づき町長が任命
・その他の団員は町長
　の承認を得て次の有
　資格者から団長が任
　命
１消防団の区域内に居
　住し、又は勤務する
　者
２年齢１８歳以上５５
　才未満。ただし特別
　の事情がある場合は
　この限りでない
３志操堅固で、かつ身
　体強健な者

・団長は消防団の推薦
　に基づき町長が任命
・団長以外の団員は団
　長が次の各号に揚げ
　る者のうちから町長
　の承認を得て任命
１町内に居住する者
２年齢１８歳以上の者
３志操堅固で、かつ身
　体強健な者

任　命 ・団長は消防団の推薦
　（推薦母体は分団長
　、指導担当副団長、
　連絡担当副団長）に
　基づき町長が任命
・その他役員は町長の
　同意を得て団長任命
・団員は町長の承認を
　得て次の有資格者か
　ら団長が任命
１本町に居住する者
２年齢１８歳以上６０
　歳未満団長・副団長
　・分団長・その他特
　別の事情がある場合
　はこの限りでない
３志操堅固で、かつ身
　体強健な者

　合併までに調整し、新町発足
時より施行する

　役員任期は２年とし、再任は
妨げない
　団員任期は現行のとおり

なし
　任期に差異

　任命基準に差異

　階級制度の調整が必要
15 0

12 7 7 11
      14(実13) 14

1 1 1 1

分団長
副分団長

団　員
７．役員任期
８．団員任期
９．任用

部　長
班　長

　条例定数の設定が必要

3 5

６．階級及び定数
団　長
副団長

200 230

２０．消防・防災関係事業の取扱い
消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 消防団

調整方針（案） 円滑な命令系統を確保するため、合併までに調整し新町発足時に統合する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針

7 7 11

町内全域 町内全域４．管轄区域
245 243５．条例定数

三加茂町役場内
町内全域 町内全域

48 18 20 0

4 6
12

２年
214110名以内 178 191

３年（再任あり） ３年４年
なし なし なし

３．本団設置場所 三野町役場内 三好町役場内 井川町役場内

（全体的調整方針）
　円滑な命令系統を確保するた
め、合併までに調整し新町発足
時に統合する。

（全体的課題）
　組織及び活動内容等に差異は
少ないが、調整の必要がある。

　新町全域の定数とするか、旧
町単位の定数とするか協議する
必要がある

　合併までに調整し、新町発足
時より施行する

　現行の定数総数を新町に引き
継ぐ

　三加茂町の例を基本に、合併
までに調整・統一し、新町発足
時より適用する。
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三　加　茂　町

１．次の各号の一に該
　当する場合、降任又
　は免職
（１）勤務実績が良く
　ない場合
（２）心身の故障のた
　め、職務の遂行に支
　障があり又はこれに
　堪えない場合
（３）団員に必要な適
　格性を欠く場合
（４）定数の改廃又は
　予算の減少により、
　過員を生じた場合
２．次の各号に至った
　ときその身分を失う
（１）欠格条項の１号
　、２号及び４号に該
　当するに至ったとき
（２）消防団の区域内
　に居住又は勤務しな
　くなったとき

条例なし10．分限

　定年制度に差異

条例なし

・成年被後見人又は被
　保佐人
・禁固以上の刑に処せ
　られその執行を終わ
　るまでの者又はその
　執行を受けることが
　なくなるまでの者
・条例第９条（懲戒）
　の規定により免職の
　処分を受け、当該処
　分の日から２年を経
　過しない者

・成年被後見人又は被
　保佐人
・禁固以上の刑に処せ
　られその執行を終わ
　るまでの者又はその
　執行を受けることが
　なくなるまでの者
・条例第６条（分限）
　の規定により免職の
　処分を受け、当該処
　分の日から２年を経
　過しない者
・６月以上の長期にわ
　たり居住地を離れて
　生活することを常と
　する者

井　川　町三　野　町 三　好　町
条例なし条例なし欠格事項

現　　　　　　況
課　　　題

　分限条項に差異

　欠格条項に差異

１．心身の故障のため
　職務の遂行に支障が
　あり、又はこれに堪
　えないと認められる
　とき免職
２．次の各号の一に該
　当するに至ったとき
　身分を失う
（１）欠格条項の１号
　及び２号に該当する
　に至ったとき
（２）町外に転出した
　とき

11．退職 　文書により任命権者
に願い出て、許可を受
ける
〔定年なし〕

　文書により任命権者
に願い出て、許可を受
ける
〔定年５５歳〕
　年齢５５歳に達する
年度。ただし、副分団
長及び分団長は任期に
よることを妨げない

　文書により任命権者
に願い出て、許可を受
ける
［定年なし］

　文書により任命権者
に願い出て、許可を受
ける
〔定年６０歳運用］
　団長・副団長・分団
長・特別の事情のある
者を除く

具体的調整方針

　団員の老齢化による団員減少
傾向に対応するため、定年制度
は設けない
　ただし、老齢化を抑止するた
め新規団員の勧誘に努める

　三加茂町の例により、合併ま
でに調整・統一し、新町発足時
より施行する。

　井川町の第１項及び三加茂町
の第２項の例により、合併まで
に調整・統一し、新町発足時よ
り施行する
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5 6

・団長、副団長には電
　話連絡

具体的調整方針

　三加茂町の例により、合併ま
でに調整・統一し、新町発足時
より施行する。

　停職規定に差異

　
18
11

1
1
1

・役場から防災無線に
　よりサイレン吹鳴及
　び緊急放送

・役場から防災無線に
　よりサイレン吹鳴及
　び緊急放送

・役場から防災無線に
　よりサイレン吹鳴及
　び緊急放送

18192 228 240 11

・団長、副団長には電
　話連絡

・消防本部よりメール
　で配信される

・団長、副団長、分団
 長には電話連絡

14．出動指令体制

16 1

2

1

16

部長は第１分団は３名
その他分団は各２名

1

第　３分団

23

18
15
15
16

38

19

34

1

1
1

1

335

1

第　７分団

第１０分団

第　８分団

第　４分団
第　５分団
第　６分団

第　９分団

第１２分団
計

12

第１１分団

184

13
15
11

部長は各分団２名

・役場から防災無線に
　よりサイレン吹鳴及
　び緊急放送

　【摘　要】 班長は４８名存在

1 22
1
13

30
40

3

部長・班長なし

　出動指令体制に差異

12

30

　各町消防団と協議し、合併ま
でに調整を行い、その取扱いに
ついて決定し、新町発足時より
適用する

　各町消防団と協議し、合併ま
でに調整を行い、その取扱いに
ついて決定し、新町発足時より
適用する

　現有団員については、新町に
引き継ぐ

実人員 班数

22 1 　班体制に差異
17

7
実人員 班数

15

1

20

1

20

1
17
22

1

3

31

29
16 3

3
3

１．消防に関する法令
　・条例又は規則に違
　反したとき
２．職務上の義務に違
　反し、又は職務を怠
　ったとき
３．団員としてふさわ
　しくない非行があっ
　たとき
停職は１月以内の期間

１．消防に関する法令
　・条例又は規則に違
　反したとき
２．職務上の義務に違
　反し、又は職務を怠
　ったとき
３．団員としてふさわ
　しくない非行があっ
　たとき
停職規定なし

28 38 13

5
班数 実人員 班数

三　野　町 三　好　町
１．消防に関する法令
　並びに条例又は規則
　に違　反したとき
２．職務上の義務に違
　反し、又は職務を怠
　ったとき
３．団員たるにふさわ
　しくない非行があっ
　たとき
停職は１月以内の期間

25

　（実人員及び班数）

第　１分団
本　　　団

13．分団構成（平成１５年１０月現在）

現　　　　　　況
三　加　茂　町

12．懲戒

215
1
1

実人員

第　２分団
17 30

井　川　町

1

・団長、副団長には電
　話連絡

3

2

１．消防に関する法令
　・条例又は規則に違
　反した者
２．職務上の義務に違
　反し、又は職務を怠
　った場合
３．団員としてふさわ
　しくない非行があっ
　た場合
停職は１月以内の期間

3
2

32

課　　　題

- 8 -



１箇所

各分団毎　２回/月

１３箇所

１２箇所（内本部１）

　合併までに調整し、新町発足
時より適用する

　各町消防団と協議し、合併ま
でに調整を行い、新町発足時よ
り適用する

　三野町においては、防火水槽
用地を町有地に登記するよう、
町議会より求められており、土
地所有者より寄付登記を受ける
よう方針決定している

　設備点検に差異

１４３基

　　１台

　６３基

0

各分団毎　１回／月

・防火水槽の用地は地
　元提供
・自治会、地元分団の
　要望に基づき設置
・消火栓は町道・簡水
　整備に伴い設置

・防火水槽の用地は地
　元地権者の無償貸与
・消火栓は町有地設置
・分団の要望に基づき
　設置

　１８基

　３５基

・防火水槽の用地は自
　治会で無償貸与
・各振興協議会の要望
　により設置

0

0

なし

各分団毎　２回/月

0

0

１０６基

　　０基　１７基

　１２基

なし

なし

　　４台

0

7箇所 １７箇所

なし

　１６台

　　３台

　１８台　　４台

0

　１８台

　　１台

１３箇所

　　３基

　５５基

１台

　　３台

なし

　　９台

　　９台 　１６台

７箇所

　　２基

１３２基

１台

なし

１０４基

・防火水槽・消火栓に
　ついては、用地は地
　元で無償貸与を受け
　、分団（地域）の要
　望に基づき設置

１箇所

三　加　茂　町

0

１２２基

　２５基

　２８基

その他消防井戸等

消防専用資材庫

消防会館

その他車

基準内
防火水槽

基準外
消火栓

基準内

小型動力ポンプ

車両格納庫

消防ポンプ車

積載車

指令車

　【施設設置】

16．設備点検

消防詰所

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町

　　３台

その他ポンプ

各分団毎　２回/月

基準外

15．施設・機械等

課　　　題

0

１箇所

　施設・機械等については、そ
のまま新町に引き継ぐ

具体的調整方針

　　２台

１８箇所

　　３基

１４箇所

１０１基

井　川　町
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　新町発足後、早急に新町消防
団と協議し、調整・計画する

分団長以上役員会

幹部会

防火パレード

分団長以上役員会

消防学校（入団２年目） 　年間行事に差異

分団長以上役員会

本団役員会 役員会

三　好　町
現　　　　　　況

井　川　町

辞令交付

分団長以上役員会

課　　　題

礼式訓練（分団長）

出初式

・通常訓練　月２回

分団長以上役員会

出初式

・通常訓練　月２回

年末警戒（夜間）

出初式

分団長以上役員会

分団長以上役員会

防災訓練（２自治会）

消防学校（新幹部）

三　加　茂　町

役員会

役員会

役員会

年末警戒（夜間） 年末警戒（夜間）

　　　２月

防火パレード

・通常訓練　月２回
・本団役員会
・分団による地域防災
　訓練
・分団長以上研修会
　（３年に１回）

年末警戒

防火パレード

礼式訓練

防災訓練

防火パレード

班長以上役員会

防火パレード

役員会

独居老人宅訪問

分団長以上役員会

分団長以上研修会

出初式

三　野　町

　　　７月

　　　８月

分団長以上役員会

夏期訓練（隔年）

　　　５月

　　　１月

（春の火災予防運動）

消防庫点検（本団）

　　　４月

17．年間行事等

具体的調整方針

分団長以上役員会

防火パレード

辞令交付式

本団役員会

　　１１月

　　　３月

随　時

　　１２月

　　　９月

　　１０月

礼式訓練（分団長・新入団員）

消防庫点検（本団）　　　６月

研修旅行（分団長以上隔年）

分団長以上役員会

・視察研修(2年に1回)
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40,000

29,000
0

新設定

36,700

　現行のとおり新町に引き継ぐ

新設定

地域副分団長
地域部長
地域班長
団　　員

80,500

・年末警戒出動経費
      360,000円/年

・三好郡消防相互応援
　協定

・団服等購入補助
    購入金額の２/３

・本団運営費
      400,000円/年

・広域消防相互応援協定
　（香川県三豊地区）

（新）統一副団長
　新規役職については、合併ま
でに協議・設定し、新町発足時
より施行する
　なお、三加茂町の団員報酬は
廃止し、相当額を全分団の均衡
に配慮しながら分団運営費とし
て交付金につき考慮する

・徳島県市町村消防相
　互応援協定

　各町の補助金・交付金に差異

（新）統一団長

次のとおりとする　（単位：円）

・三好郡消防相互応援
　協定

0

・徳島県市町村消防相
　互応援協定

・徳島県消防防災ヘリ
　コプター応援協定

三　野　町

104,000

39,000
33,000

105,000

63,000
79,000

61,000
76,000
104,000

・年末警戒交付金
      262,500円/年

14,000
27,00029,000

・本団運営費
       80,000円/年
・分団運営費
      275,000円/年

0
33,000

29,000

62,500

・役員研修補助金
      600,000円/年

40,000

・機械管理費
      400,000円/年

・機械器具点検交付金
      168,000円/年

78,500

・水利点検交付金
       84,000円/年

・三好郡消防相互応援
　協定

・火災予防運動交付金
       70,000円/年

・徳島県市町村消防相
　互応援協定

・分団運営費
      490,000円/年

井　川　町
・徳島県消防防災ヘリ
　コプター応援協定

・本団運営費
       78,000円/年

・徳島県消防防災ヘリ
　コプター応援協定

・分団運営費
    1,553,000円/年

三　好　町

0

部　長
班　長

36,700

62,200

団　長

36,700副分団長

現　　　　　　況

・徳島県市町村消防相
　互応援協定

三　加　茂　町

・分団運営費
      980,000円/年

副団長

21,400

分団長

　合併までに調整し、新町発足
時より適用する

具体的調整方針

63,000

18．消防相互応援協定

19．各種補助金等

団　員

20．団員報酬年額（円）

・本団運営費
       80,000円/年

・分団長以上は毎年１
　２月に８割、３月に
　２割支給
・その他は毎年３月に
　全額支給

0
・９月及び３月に支給

・パレード交付金
      190,000円/年

地域団長
地域副団長
地域分団長

105,000
80,500

・年末警戒交付金
　　　285,000円/年

・広域消防相互応援協定
　（香川県仲多度南部地区）

・三好郡消防相互応援
　協定

・広域消防相互応援
　協定

　【支給方法等】

105,000

・年末に支給

　報酬に各町で差異

0

・年度末に支給

　各協定の取扱いについて、協
議が必要

・徳島県消防防災ヘリ
　コプター応援協定

課　　　題
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1,000
点検出動 0

３７円/㎞

       2,400円/日

課　　　題

　三好町の例により、合併まで
に調整・統一し、新町発足時よ
り適用する

その他　：10,900円/泊
団　長　：11,800円/泊
その他　： 9,800円/泊

・非常勤特別職の職員
　の例による

1,000

なし

旅客運賃旅客運賃

旅客運賃 旅客運賃

正副団長：11,800円/泊

団　長　： 2,600円/日 正副団長： 2,600円/日

旅客運賃

団　長　：13,100円/泊

なし

その他　： 2,200円/日

３７円/㎞

旅客運賃

・職員の旅費に関する
　条例を準用
・団長、副団長は特別
　職の項を、その他の
　団員は一般職の項を
　適用

旅客運賃旅客運賃
旅客運賃

徳島県市町村総合事務組合

0

  

県内： 9,800円/泊
県外：13,000円/泊

 

車賃

乙地方

点検出動

加入状況

　　①公務災害補償
23．災害補償

個人負担
掛け金

水防出動
捜索出動

21．旅費

火災出動

宿泊料
甲地方

鉄道

食卓料

22．費用弁償等

船

　【摘要】

航空

　出動手当に差異

　日当・宿泊料・食卓料に差異

次のとおりとする　（単位：円）

0
0

１人　2,400円/年

0

加入機関

火災出動 1,000
水防出動
捜索出動 1,000
訓練出動

具体的調整方針

1,000

日当

0

1,000
1,000

町独自規定の有無
全団員加入

 

訓練出動

１人　2,400円/年

徳島県市町村総合事務組合

1,000
1,000

その他　：10,900円/泊

その他　： 2,200円/夜
正副団長： 2,600円/夜

1,000

その他　： 9,800円/泊
なし

0

なし
１人　2,400円/年

その他　： 2,200円/日

全団員加入

３７円/㎞

県内： 9,800円/泊
県外：10,900円/泊

１人　2,400円/年

0
1,000
1,000

1,000

徳島県市町村総合事務組合

1,000

徳島県市町村総合事務組合

なし

三　加　茂　町

全団員加入

三　野　町 三　好　町 井　川　町
現　　　　　　況

       2,200円/夜

旅客運賃

       2,200円/日

全団員加入

・職員の旅費に関する
 条例を準用

1,000
1,000

なし

       2,400円/夜

0

正副団長：13,100円/泊

旅客運賃 旅客運賃

・職員の旅費に関する
 条例を参考

３７円/㎞
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なし
全団員加入

制度なし

全団員加入

なし

徳島県市町村総合事務組合

日本消防協会

全額個人負担全額個人負担

 

なし
町　10,000円/年

三　野　町
　　②防火防災訓練災害補償

加入機関 日本消防協会
掛け金 町　5,000円/年 町　5,000円/年

日本消防協会

三　好　町

日本消防協会

井　川　町
課　　　題

なし
１人　3,000円/年

制度なし

現　　　　　　況

加入機関
25．退職報償金

26．功労金

掛け金

加入状況
　　②Ｂ型火災共済

掛け金
加入機関

三　加　茂　町

なしなし

町独自規定の有無

個人負担

掛け金

加入状況

掛け金

　現行のまま、新町に引き継ぐ

なし なし
町　6,000円/年

日本消防協会 日本消防協会

日本消防協会

具体的調整方針

日本消防協会 日本消防協会

なし

日本消防協会
１人　3,000円/年１人　3,000円/年

１人　　500円/年
日本消防協会

なし

１人　3,000円/年

なし

全団員加入

全額個人負担

１人　　500円/年

全団員加入

１人　　500円/年

１人10,000円/年

全額個人

日本消防協会

全団員加入

１人10,000円/年

１人　　500円/年

 

１人16,710円/年１人16,710円/年

全団員加入

１人16,710円/年

副団長（１人）

１人16,710円/年

 
全団員加入
なし

徳島県市町村総合事務組合

なし

団長・副団長（４人） 団長（１人）

日本消防協会

全団員加入

なし

制度なし

　加入状況に差異

なし

　個人負担に差異

全額個人負担

　三好町・井川町・三加茂町の
例により統一し、新町発足時よ
り適用する

日本消防協会 日本消防協会
１人10,000円/年

町民全員
 

全団員加入

町民全員
個人負担
加入状況
町独自規定の有無

個人負担

加入機関

個人負担

24．福祉共済制度
　　①福祉共済

加入機関

加入状況

加入状況

　　③Ｃ型火災共済

徳島県市町村総合事務組合

個人負担

 

徳島県市町村総合事務組合

町民全員 町民全員
  

なし
全団員加入

団長、副団長（４人）

全団員加入

１人10,000円/年

全団員加入

日本消防協会
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功績章

精績章

勤続章

功績章

精績章

内助功

（勤続３年以上各分団１名）

（各分団１名）
（勤続２５年以上）

（勤続５年以上各分団１名）

　　○黒色

 

　　　　○カーキ色
　　○紺色

○
　　　　○防止板入

　　○黒色

 
　　○灰色

 

　消防団の意見を参考に、合併
までに調整・統一し、新町発足
時より適用する

　項目・基準に差異

一部○　　  

○（全員）

27．被服等の装備状況

　　　　○防止板入

２個/人(分団長以上貸与）２個/人(分団長以上貸与） 本団のみ貸与

三　野　町 三　好　町 井　川　町
現　　　　　　況

夏略服上下・帽子

２個/人

28．表彰関係等

○

　　　　○カーキ色
　　○紺色 　　○紺色

○

  

 

　　　　○カーキ色

　○（本団のみ）

感謝状

感謝状 

感謝状 感謝状

分会規定を満たす者全員

分会規定を満たす者から割当数 分会規定を満たす者から割当数

県協会・分会規定を満
たす者から割当数

分会規定を満たす者全員 分会規定を満たす者全員

分会規定を満たす者から割当数

分会規定を満たす者から割当数

分会規定を満たす者から割当数

県協会・分会規定を満
たす者から割当数

県協会・分会規定を満
たす者全員

県協会・分会規定を満
たす者全員

県消防協会表彰

県協会・分会規定を満
たす者全員

県協会・分会規定を満
たす者から割当数

県協会・分会規定を満
たす者から割当数

県協会・分会規定を満
たす者から割当数

県協会・分会規定を満
たす者から割当数

地方分会表彰

一般協力者

町長表彰

団長表彰

功労章

功労章 功労章

功労章

（各分団１名）

　装備状況に差異

　　　　○防止板入

○
雨合羽

冬略服上下・帽子

　　○黒色

法被

階級章（対外式典用）

　　○黒色制服上下・帽子

ゴム製長靴 　　　　○防止板入
安全靴

○ヘルメット

アポロキャップ  　○（本団のみ）

 
 

 
一部○

　予算及び装備基準等を考慮し
、消防団の意見も参考に、合併
までに調整し、新町発足時より
適用する

分会規定を満たす者から割当数 分会規定を満たす者から割当数

分会規定を満たす者全員

功労章
感謝状

（勤続2年以上各分団2名）

功労章
（勤続1年以上各分団2名）

功労章

功労章
（成績優秀３年以上全員）

内助の功

分会規定を満たす者から割当数

（成績優秀５年以上全員）

県協会・分会規定を満
たす者全員

県協会・分会規定を満
たす者から割当数

県協会・分会規定を満
たす者から割当数

感謝状退団者
感謝状

（副分団長以上）

具体的調整方針課　　　題
三　加　茂　町
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功績章

精績章

勤続章

功労章

勤続章

課　　　題 具体的調整方針
現　　　　　　況

協会・分会規定を満た
す者全員

団長・副団長の中から
協会・分会規定を満た
す者を分会に具申

規定を満たす者

規定を満たす者

規定を満たす者

協会・分会規定を満た
す者全員

生存Ⅰ類

生存Ⅱ類 具申せず

死亡

規定を満たす者高齢者

規定を満たす者

具申せず

具申せず

叙位 規定を満たす者

規定を満たす者 規定を満たす者

規定を満たす者 規定を満たす者

三　野　町

徳島県知事表彰 県規定どおり（年２～３名）

団長・副団長から条件
を満たす者

警察署長感謝状 毎年２人ずつ具申

叙勲

三　好　町 井　川　町

規定を満たす者

協会・分会規定を満た
す者を分会に具申

県規定どおり（年２～３名）

団長・副団長の中から
協会・分会規定を満た
す者を分会に具申

毎年３人ずつ具申

日本消防協会表彰

団長・副団長の中から
協会・分会規定を満た
す者を分会に具申

団長・副団長の中から
協会・分会規定を満た
す者を分会に具申

団長・副団長から条件
を満たす者

団長・副団長から条件
を満たす者

協会・分会規定を満た
す者全員

団長・副団長から条件
を満たす者

消防庁長官表彰

団長・副団長から条件
を満たす者

県規定どおり（年２～３名）

毎年３人ずつ具申

団長・副団長から条件
を満たす者

毎年３人ずつ具申

条件を満たす者

規定を満たす者

規定を満たす者

団長・副団長の中から
協会・分会規定を満た
す者を分会に具申

協会・分会規定を満た
す者全員

団長・副団長の中から
協会・分会規定を満た
す者を分会に具申

団長・副団長の中から
協会・分会規定を満た
す者を分会に具申

団長・副団長から条件
を満たす者

県規定どおり（年２～３名）

三　加　茂　町

規定を満たす者

具申せず

規定を満たす者

具申せず

規定を満たす者具申せず

規定を満たす者

規定を満たす者

・地方分会精績章以上
　は副団長以上が対象

規定を満たす者 規定を満たす者

褒章

大臣表彰

【その他規定】

規定を満たす者規定を満たす者
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現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 井　川　町

２０人

・啓蒙活動

具体的調整方針課　　　題
三　加　茂　町

東新町女性消防隊 　組織の有無に差異
平成１１年

1

　　②消防委員会

組織及び委員数

町助成金

名称

目的 消防行政及び消防団発
展のための諮問機関

29．その他
　　①女性消防隊

平成１５年４月

　現行のとおり、新町に引き継
ぎ、新町発足後、再編統合を図る
ただし、助成金については、合
併までに調整し、新町発足時よ
り適用する

・初期消火訓練

名称 三野町女性消防隊

1
７人

隊数

・初期消火訓練
総隊員数

活動内容
・消防団活動に参加
・啓蒙活動

・活動助成金
       100,000円/年

・全国女性操法大会出
　場の訓練助成金
　　　　　100,000円

三野町消防委員会 　新町では設置しない

・必要に応じ臨時委員

　組織の有無に差異

・学識経験者：３名
　　（町長委嘱）

・町議会議員：３名
（議会の推薦で指名）

結成
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８．平常行政放送時間

９．時報時間

12:45・19:30 ７時・１２時・１８時 ７時・１８時 ７時・12:30・１８時

呼　称
使用周波数
親局設置場所

遠隔操作卓設置場所

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

平成７年度 昭和５５年度 昭和６２年度 昭和５９年度

課　　　題 具体的調整方針

　統合又は統一した運用が必要防災行政 防災行政 防災行政 防災行政 　設備機器については、現行のと
おり新町に引き継ぐ。
　なお統合親局を新設するか、或
いは各町の機器を別々に使用しそ
の運用のみ統一するかについては
、必要予算規模等を調査・考慮し
たうえ、合併までに協議・調整す
る

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 同報系防災無線

ぼうさいみかもちょうやくば

調整方針（案） 災害時の緊急放送等に支障が生じないよう、合併までに協議・調整し、新町発足時より統一運用する。なお、新町発足後、早期統合に努める。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

１．免許区分

２．設置年度

一部世帯 ２４８台
（全世帯・公共施設・事業所）

８２台
（主に山間部世帯）

三菱電機株式会社 松下電器 沖電気

なし ＪＡみよし三庄支所
三加茂町役場内三野町役場内 三好町役場内 井川町役場内

７時・１２時・１７時・２１時 ７時・１２時・１７時 ７時・１２時・１７時 ７時・１２時・１７時

 

0 ― ―

２１箇所 ３７箇所 ２９箇所 ３８箇所
６箇所　有  

0

４．親局

５．中継局
0

ぼうさいみのちょうやくば ぼうさいみよしちょう ぼうさいいかわちょう
69．405MHz 68.85MHz

0

ＪＡみよし加茂支所

６．子局

中継局周波数
0

中継局箇所数

中継局設置場所

屋外拡声子局数
（アンサーバック機能の有無）

なし

戸別受信機数

７．機器メーカー 松下電器

１,８００台

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

　現行のまま新町に引き継ぐ

　現行のまま新町に引き継ぎ、統
合親局を設置する場合は、その時
点で協議・調整する

　借地料について協議が必要

　保守業者に差異

・拡声子局の柱を借地
　に設置しているとこ
　ろがあり、借地料を
　支払っている（平成
　１９年度まで支払済
　み）
・戸別受信機の不足分
　は毎年町費で購入
・事業費 118,989千円
　　国費：61,476千円
　　起債：54,000千円
　　一財： 3,513千円

年929,250円

トライ通信（有） 三電計装（株） 宝城通信 中央電気

13．その他

10．放送内容等

11．保守業者

12．保守料金

現　　　　　　況

・防災情報
・災害情報
・火災発生情報

・防災情報
・災害情報
・火災発生情報

・防災情報 ・防災情報
・災害情報
・火災発生情報

ダム放流放送に差異
三野・三加茂　なし
三好・井川　　５０００ｔ以上

合併までに調整・統一する。

　平常放送に差異 　広報・広聴事業の取扱いで、
協議・調整済み

緊急放送

平常放送

・町行事案内
・各種団体行事案内

・町行事案内
・各種団体行事案内
・個人告別式案内（希
　望者のみ）
・まよい犬

・町行事案内
・各種団体行事案内

・町行事案内
・各種団体行事案内
・その他連絡事項
・まよい犬

保守点検委託料
修繕料等

年494,550円         0円 年900,000円
H14　81,375円 年448,350円 年300,000円- 18 -



― ― ―

― ― ―

―

―
消防団 ― ―
役　場 ―

　　①車載型
役場公用車
消防車
その他車

　　②携帯型

　　③可搬型（出力大）

中継局周波数

中継局設置場所

役　場
消防団
その他

６．移動局

副統制卓設置場所

中継局箇所数
５．中継局

４．親局
呼　称
使用周波数

基地局（統制卓）
　　　　設置場所

３．設置事業 ― 消防防災無線通信施設整備事業 林業関係補助事業 新農業構造改善事業

　新町発足時に統合整備されて
いることが理想ではあるが、新
町の防災関係機関等の統合・設
置状況により、整備内容が異な
ることから、新町発足後早急に
整備することとする

― 防災行政 防災行政 防災行政 　各町の整備状況に差異
― 昭和５５年度 昭和６２年度

１．免許区分
２．設置年度

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 移動系防災無線

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 緊急時の伝達に支障が生じないよう、統合方法について合併までに協議・調整し、新町発足後早急に整備する

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

昭和５９年度

ぼうさいみよしちょう ぼうさいいかわちょう ぼうさいみかもちょうやくば

466.875MHz 466.8625MHz

三好町役場内 井川町役場内 三加茂町役場内

総務企画課 総務課 総務課
宿直室
環境課

0 0
― ―
― ―

１５台（5.0Ｗ） 　５台（   Ｗ） 　４台（5.0Ｗ）
１９台（5.0Ｗ） 　７台（   Ｗ） 　８台（5.0Ｗ）

１０台（1.0Ｗ） 　５台（   Ｗ） ―
― ― 　６台（1.0Ｗ）

その他 ―
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現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

―

　　①トランシーバー
―

７．その他無線機器

その他 0

役　場 ７台 　３台
消防団 １６台 １４台 ―

― ―

―

　　②衛星電話
役　場 ― 　１台 　１台
消防団 ― ―
その他 ― ―

- 20 -



支所
住民課

老人ホーム

議会事務局

副部長 住民課長
税務課

☆情報部
　部長 税務課長

助　役 助　役 助　役

　議会事務局 国土調査室

☆総務部☆総務部 ☆総務部

　新町発足時から災害に即応し
なければならないことから、組
織構成・設置基準について、合
併までに協議・調整し、新町発
足時より設置できる状態にして
おく

町　　長 町　　長

　組織構成及び設置基準に差異１．組織構成

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 災害対策本部

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 災害時に即応するため、合併までに協議・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

町　　長 町　　長本部長

各　部 ☆総務部

副本部長 助　役

　部長 総務課長総務課長
　　部員 　総務課

　部長 総務課長

　出納室

　　部員 　総務課 　　部員
　住民課

国土調査室長
　部長

　総務企画課 副部長

収入役 収入役 収入役

　税務課

　部長 総務企画課長

総務課

消防団長

収入役
消防団長 消防団長 教育長

☆救護部

部員
企画財政課

　議会事務局企画財政課長

　　部員 　税務課

　部長

部員

税務課長
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環境室

産業課
共同調理場

教育次長

☆衛生部

三　加　茂　町
☆建設産業部

環境室長
　部長

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町

保育所長　　部員 　厚生課 　　部員 　社会福祉課

☆厚生部 ☆民生衛生部
　部長

建設課長 建設課長 建設課長
　建設課

☆建設部

☆産業部

　　部員

各　部

　産業経済課

　部長 産業課長
　　部員 　産業課

　　部員
　部長 　部長

　建設課

☆経理部
　部長

部員 厚生課 　住民課

☆教育部 ☆教育部 ☆教育部 ☆学校教育部
　部長 教育長 　部長 教育長 部長 教育長 　部長
　　部員 　教育委員会 　　部員 　教育委員会 副部長 　　部員 　教育委員会

　公民館事務局 部員 　教育委員会

☆協力部
　部長 病院長
　　部員 　三野病院

厚生課長 　部長 社会福祉課長

部員

産業課長

建設課長
☆土木部

☆産業部

副部長
建設課

　部長

　部長
☆建設部

交流センター

厚生課長　部長

保育所

副部長

　　部員

副部長 産業課長補佐

部員

　部長 産業課長
☆産業部

　建設課

　水道課

☆水道部

　　部員 　産業課

厚生課長
☆救護保健部

水道課長　部長
　　部員

　厚生課
　部長
　　部員

会計課長

　環境課

教育課長

　　部員 　会計課
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具体的調整方針
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題

　災害対策本部は、次
の場合に三野町役場内
に設置する。なお、大
規模又は激甚な災害が
発生した場合は、必要
に応じて現地に現地対
策本部を設置すること
ができる。
①暴風雨、大雨、洪水
　警報が発令されたと
　き
②台風が四国に接近、
　本町が暴風圏に入る
　ことが確実とされる
　とき
③河川の洪水により水
　位が警戒水位を超え
　る恐れが生じ、大規
　模な被害が予想され
　るとき
④人的被害、家屋被害
　が相当数発生したと
　き、又はそれが予知
　できるとき
⑤その他災害応急対策
　が不可能と判断され
　る特殊な災害が発生
　したとき

　三好町災害対策本部
は、次の場合に設置す
る。なお、三好町水防
本部が設置されている
場合、三好町災害対策
本部が設置されたとき
は同本部に総括する。
①暴風、大雨、洪水警
　報が発令され、大規
　模な災害の発生が予
　想せられるとき
②台風が四国に接近し
　、本町の全部又は一
　部を通過し、暴風雨
　圏に入ることが確実
　とされるとき
③河川の増水により水
　位が警戒水位を超え
　る恐れが生じ、大規
　模な被害の発生が予
　想される場合
④暴風雨、大雨、洪水
　、地震、大規模な火
　災による災害が発生
　した場合、又予想さ
　れる場合
⑤人的被害、家屋被害
　が相当数発生したと
　き、又はそれが予知
　せられるとき
⑥その他著しく激甚で
　ある災害により、特
　に応急対策を必要と
　する場合

町内において、災害が
発生し、又は、発生の
恐れが生じ被害が激
甚、もしくは、人的被
害が甚大な場合は又は
それらが予想せられる
場合において町がその
対策を総合的かつ迅速
に行うため必要と認め
るときは、町長は災害
対策本部を設置するも
のとする。
①暴風雨、大雨、洪水
警報が発令されたと
き。　②台風が四国に
接近し本町、又はその
周辺を通過し暴風雨圏
にはいることが確実と
されるとき。　　③河
川の増水により水位が
警戒水位を越える恐れ
が生じ、大規模な被害
が予想されるとき。
④地震その他特殊災害
が発生し、大規模な災
害が予想されるとき。

　町災害対策本部は、
次の場合に三加茂町役
場内に設置する。なお
、被害が局地的であり
かつ甚大である場合は
、必要に応じて現地に
町災害対策本部を設置
することができる。
①町の地域を含む地域
　に気象業務法（昭和
　２７年法律　第１６
　５号号）に基づく暴
　風（雪）、大雨（雪
　）、洪水警報が発令
　されたとき
②町の地域を含む地域
　に気象業務法に基づ
　く大雨（雪）、洪水
　注意報が発令された
　場合において、町長
　が必要と認めるとき
③その他異常な自然現
　象又は人為的原因に
　よる災害で、町長が
　必要と認めるとき

２．設置基準
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１人 １人 特に指定していない

４人 ３人 特に指定していない ４人

（指定行政機関の職員）
１人 ３人

５人

１人 ３人

町　長

　⑧東消防署長 ― １人 １人 １人

特に指定していない

１人

１７人 ２５人 特に指定していない ２１人

１人

５人 ８人 特に指定していない ４人

１人 １人 特に指定していない

３人 ４人 特に指定していない

１人

町　長 町　長 町　長

三野町防災会議 三好町防災会議 井川町防災会議 三加茂町防災会議

　新町の防災対応を、より強固
なものにするため、合併までに
協議・調整し、新町発足時より
統合・設置する

　①指定地方行政
　　機関の職員

　⑦指定公共機関・指定
      地方公共機関の職員

実委員数計

　会　長

　②県職員

　③県警察官

　④町職員

　⑤教育長

　⑥消防団長

現組織構成

１地域防災計画を作成
　し、及びその実施を
　推進する
２町の地域に係る災害
　が発生した場合にお
　ける当該災害に関す
　る情報を収集する
３法律又はこれに基づ
　く政令によりその権
　限に属する事務を行
　う

１地域防災計画を作成
　し、及びその実施を
　推進する
２町の地域に係る災害
　が発生した場合にお
　いて、当該災害に関
　する情報を収集する
３法律又はこれに基づ
　く政令によりその権
　限に属する事務を行
　う

１地域防災計画を作成
　し、及びその実施を
　推進する
２町の地域に係る災害
　が発生した場合にお
　いて、当該災害に関
　する情報を収集する
３水防計画について調
　査審議する
４法律又はこれに基づ
　く政令によりその権
　限に属する事務を行
　う

１地域防災計画を作成
　し、及びその実施を
　推進する
２町の地域に係る災害
　が発生した場合にお
　ける当該災害に関す
　る情報を収集する
３法律又はこれに基づ
　く政令によりその権
　限に属する事務を行
　う

　組織構成に差異１．防災会議

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 防災会議及び地域防災計画

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）
防災会議については、合併までに協議調整し、新町発足時より統合・設置する
地域防災計画については、新町防災会議での協議により、新町発足後早急に策定する
自主防災組織については、新町にそのまま引き継ぎ、新町発足後その新規設立及び強化に努める

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

名　称
目　的
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芝生中東集会所 20

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

40芝生仲町西町集会所 30 町民柔剣道場 60 辻高校体育館 680
勢力集会所 70 昼間公会堂 30 柔剣道場 120 武大神社 30

三野町地域防災計画 三好町地域防災計画

200中村集会所 30 旧第一保育所
清水上野集会所 30 基幹集落センター

東山公民館 50 西井川佃分館 19035 加茂児童館
足代公民館 50 西井川佃西分館 30 加茂公民館 200
中央公民館 550 吉野川分館 10 北村集会所 30

平成１１年度

15

平成１４年度

貞広集会所 30
稲持多目的集会所 20

計画概要

金川集会所

滝下生活改善センター

・（委員定数）
　２２人以内
・⑦委員の任期　２年
・専門的調査のため、
　調査期間に限り専門
　委員を置くことがで
　きる

回１回 ０回 2年に1回年間会議開催回数

・（委員定数）
　１，２，３，４及び
　７号委員の定数は、
　１５人以内
・⑦委員の任期　２年
・専門的調査のため、
　調査期間に限り専門
　委員を置くことがで
　きる

・（委員定数）
　２５人以内
・⑦委員の任期　２年
・専門的調査のため、
　調査期間に限り専門
　委員を置くことがで
　きる

・（委員定数）
　１５人以内
・⑦委員の任期　２年
・専門的調査のため、
　調査期間に限り専門
　委員を置くことがで
　きる

　各町の現計画を基本に、新町
防災会議で協議される内容を反
映させた、新たな地域防災計画
を、新町発足後早急に策定する

　各町独自の計画である

西町生活改善センター 30
30

80 消防３分団詰所 15

町及び町区域内の公共
団体その他防災上重要
な施設の管理者の処理
すべき事務又は業務の
大網

平成　７年度 平成　８年度

井川町地域防災計画 三加茂町地域防災計画

避難場所及び収容
人数

三野中学校 1,000
三野町公民館 200
三野町老人福祉センター 100
清水集会所 30

災害対策基本法第４
２条の規定に基づき
三野町の地域に係わ
る災害対策に関して
定める

災害対策に関する事務
又は業務の大綱、防災
のための調査研究、訓
練、予防計画、災害応
急対策計画等について
定め、防災の万全を期
する

最終修正年度
編集年度 平成　９年度 平成　８年度

名　称
目　的

現　　　　　　況

２．地域防災計画

【摘要】

15 中村多目的集会所芝生上集会所 20 町役場 消防１分団詰所

540
40

芝生東集会所 20
1,600

45 三加茂町公民館中村分館

平成１１年度

避難所名 人数

加茂幼稚園 330
加茂小学校グラウンド 1,200

☆一般災害対策編
☆震災対策編
☆資料編

☆一般災害対策編
☆震災対策編
☆資料編

☆一般災害対策編
☆震災対策編
☆資料編

☆風水害等対策編
☆資料編

避難所名 人数避難所名
王地小学校 500
避難所名 人数 人数

三好中学校 800

消防４分団詰所 10
黎明分館 30
里川集会所 15

芝生小学校 500 昼間小学校 500
太刀野山小学校 400 足代小学校 350

老人憩いの家 50
太刀野分校 100
東谷小学校 100 東山小学校 200

増川小学校 200 西井川小学校体育館 120

増川公民館 40 井川中学校体育館 280

加茂野宮集会所 30 中央生活改善センター 50

原生活改善センター

50
芝生西集会所 20 ふれアリーナみよし 消防２分団詰所 20 山根生活改善センター

150

500
芝生門所集会所 20 知行多目的集会所 30 三加茂中学校グラウンド

野津後分館 50 絵堂小学校グラウンド
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現　　　　　　況 課　　　題 具体的調整方針

50 西山路多目的集会所 30
旧第三保育所

山野神社 20

200
八坂神社

日吉神社 20

浜ノ町集会所 30 五瀧神社 50
基幹集落センター

宮奥分館 35

220 絵堂幼稚園 30中央公民館
東部公会堂 20 辻小学校体育館 180 絵堂公民館 110

20 白内生活改善センター 30辻地区集会所
東川原集会所 70 旭分館 30 西庄小学校グラウンド 530

70西新町公民館花園集会所 20 30 西庄幼稚園
太刀野原集会所 20 母子センター 100 西庄公民館 150

30消防５分団詰所田野々集会所 20 15

160
中屋集会所 20 35

160
井ノ久保集会所 20 35

260
天神社 20

消防７分団詰所
220 中井集会所井川町民体育館熊野十二柱神社 30 40

芝生中西集会所 20

永住館 20

五名生活改善センター

西庄地区コミュニティセンター 30
馬瓶集会所 20 10 旧第二保育所

杉の木分館
消防６分団詰所

三庄幼稚園 240
八幡神社 50 30 三庄児童館

吹分館
大正分館

730
下加茂神社 50 10 三庄公民館

下久保分館 三庄小学校グラウンド30

20
井内支所
中津集会所

勢力神社 30

50
武大神社 100

100 山口生活改善センター 30
西岡神社 20
松尾神社 80

桜分館 30 黒長谷小学校グラウンド 160
毛田小学校グラウンド 480

九柱神社 20 段地多目的集会所 30 毛田幼稚園 30
五柱神社 20 西ノ浦分館 30 毛田公民館 140

150田寸神社 20 上西ノ浦集会所 15 大藤公民館
野住集会所 40

600

大藤小学校グラウンド

健康管理施設 40 町立体育館
井内小学校

560
川花神社 20 安田分館

30
町民運動場 3,000 高齢者コミュニティセンター 100 井関集会所 30

福成寺 100 鍛冶屋敷生活改善センター 30
紅葉温泉 300 30地福寺 100 泉野生活改善センター

荒倉集会所 15

計 49 8,690 14 3,110 61 4,750 49

青連寺 50 200
30

トレーニングセンター 200

60十輪寺

野住分校 100 市集会所
長好寺
町民体育館 1,000

50

デイサービス 300

10,055

大久保集会所 15
女法寺公会堂 40
老人福祉センター 100
なでしこ館 100
交流センター 400
鞍石集会所 15
下影集会所 15
長尾集会所 15
井内坊集会所 15
近金集会所 10
末集会所 10

三　加　茂　町三　野　町 三　好　町 井　川　町
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具体的調整方針
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題

数　量品　名

　現行のまま新町に引き継ぐ
　ただし、その配備・増強につ
いては、新町発足後早急に調整
し配備する

投光器 2

三脚

コードリール

ライト

○  

○

500

300Ｌ 3

200 ○

防水シート

毛布

土嚢 500

給水タンク 500L 2

非常用給水袋

保存食

1,250

200

1,280

アルファ米

カンパン

飲料水

100○

600食 ○

1.5L 100

200

1

2

○

○

15

15

15

○ 15

○

○

防災倉庫の有無

2

1

ヘルメット

5斧

○

2

○ ○

鉄線 20

3

くい

カケヤ

ジョレン

50

3

鍬

5ツルハシ

3

スコップ

5鋸

5 10

釜

ハンドマイク 2 2 ○ 3

10

　備蓄状況に差異災害時備蓄品

数　量

15発電機

数　量 数　量

1 2
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課　　　題 具体的調整方針
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

１．状況に応じて速や
　かに警戒体制に移行
　しうる体制
２．配備につく職員は
　、原則として通常の
　勤務場所にて待機し
　、部内の情報連絡に
　あたる

状況

第２配備

　災害対策本部組織の
うち、特に関係のある
部は２名配備し、情報
収集及び連絡活動を行
う

対応

【警戒体制】

　情報連絡活動を円滑
に行い得る必要最小限
の職員を配備し、状況
に応じて速やかに第２
非常体制に移行し得る
体制とする。

【警戒配置】 【普通配置】 【第２非常体制】
１．暴風、大雨、洪水
　警報等が発表された
　とき
２．台風が本県を通過
　することが確実とさ
　れたとき
３．河川が警戒水位に
　近づいたとき
４．県内に震度５弱若
　しくは５強の地震が
　発生したとき
５．その他特殊災害が
　発生し大規模な災害
　が予測されるとき

１．暴風、大雨、洪水
　警報等が発令された
　とき
２．台風が通過するこ
　とが確実とされたと
　き
３．河川の水位が警戒
　水位に近づいたとき
４．地震その他特殊災
　害が発生し、大規模
　な災害が予想される
　とき
５．その他必要により
　町長が指令したとき

１．暴風、大雨、洪水
　警報が発令され、又
　は台風が本町を通過
　することが確実とさ
　れたとき
２．町内全域にわたり
　被害の発生が予想さ
　れ、又は発生し、災
　害対策本部を設置し
　、防災活動を行う必
　要がある災害時

各種警報が発せられ、
全域にわたり被害の発
生が予想され、又は発
生し、災害対策本部を
開設し、防災活動を行
う必要がある災害時。

【準備体制】 【準備配置】 【準備配置】 【第１非常体制】
１．大雨注意報等が発
　令され大規模な災害
　の発生が予想される
　とき
２．台風が接近する恐
　れがあるとき
３．その他必要により
　町長が指令したとき

　大雨、強風、洪水等
の注意報が発令され、
局地的に軽微な災害の
発生が予想され、又は
発生し、災害対策本部
を設置するに至らない
災害時

状況 各種の注意報が発せら
れ、局地的軽微な被害
が予想され、又は発生
し、災害対策本部を設
置に至らない災害時。

第１配備

　防災配備基準に差異防災体制

状況

【待機体制】

現　　　　　　況

待機
　新町発足時の応急対応につい
ては、合併までに協議し対応す
る
　新町における詳細な防災体制
については、新町発足後早急に
定め、地域防災計画に登載する

　気象予報等により第
１非常体制に至らない
が、今後の状況の推移
注意を要し、連絡を密
にする必要があると認
められるとき

１．大雨注意報等が発
　表され、相当な災害
　の発生が予想される
　とき、又は台風が本
　県に接近する恐れが
　あるとき
２．県内に震度４の地
　震が発生したとき- 28 -



現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

　町職員全員

特記事項 　消防団の動員につい
ては、消防団独自の判
断で行うことを原則と
する

【特別配置】 【第３非常体制】第３配備

・町主催の防災訓練は
未実施
・消防団においては、
定期的ではないが各分
団で災害に備え防災訓
練を実施し、地域住民
の災害弱者対策を含め
た防災意識の高揚、災
害に対する行動力を養
っている

１．必要な応急対策活
　動を状況に応じて行
　いうる人員を配備し
　、速やかに非常体制
　に移行しうる体制
２．地域防災計画に基
　づく人員配備

　災害応急対策に関係
ある部は２名配備し、
情報収集、連絡活動、
応急措置を行う

　町災害対策本部が設
置されたとき

状況

【非常体制】

　町職員全員

【非常配置】

　災害に備え、各災害
予防責任者は少なくと
も年１回以上防災訓練
を実施して、その属す
る機関の職員等に対し
防災責任と防災技能の
強化向上を促すととも
に、他の防災機関との
連携を深め、併せて地
域住民の防災思想の普
及を図る。特に、防災
週間中においては「防
災の日」にちなんだ各
種の行事を実施して、
広く住民等の参加を求
め、町、防災関係諸団
体等が参加する総合的
な防災訓練を実施し、
災害弱者対策を含めた
防災意識の高揚、災害
に対する行動力を養う

　町職員全員対応

対応

　災害応急対策を円滑
に実施するために実施
する

　災害対策基本法第４
８条及び井川町防災計
画に基づき、徳島県、
井川町、関係機関、地
域住民との連携の基も
とに、地震災害に備え
て防災訓練を実施する
ことにより、防災体制
の確立と地域住民の防
災意識の高揚を図る

防災訓練

　消防団の動員につい
ては、消防団独自の判
断で行うことを原則と
する

災害の状況により災害
対策本部を開設し、防
災活動を行う必要があ
る災害時。

特になし

災害対策本部を設置し
た場合に必要な応急対
策活動を状況に応じて
行い得る人員を配備
し、速やかに第３非常
体制に移行し得る体制
とする。

　町災害対策本部が設
置されたとき

　災害対策本部が設置
され、全職員の活動が
必要と認められる災害
時

概要
　実施内容・状況等に差異 　現行のまま新町に引き継ぎ、

新町発足後整備される地域防災
計画に基づき実施する
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　各自治会で結成する
も現在は不明確

１．古川、東新町の２
　地区で結成
・月１回消火栓等点検
・定期的に消火訓練
・年末警戒に参加
・補助金各１０万円有
２．その他振興会
・結成されるも不明確
・補助金支給

井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

・池田警察署

なし なし 　現行のまま新町に引き継ぐ
　なお、町内防災体制強化の観点
から、新町において自主防災組織
の設立及び強化に努める

応急処置訓練

・避難訓練（学校内よ
　り避難場所へ避難）
・各消防分団による地
　域初期消火訓練（消
　火器、消火栓、ホー
　ス接続等取扱い）

負傷者救助訓練
初期消火訓練

・避難訓練
・初期消火訓練（消火
　器、消火栓等取扱）
・応急処置訓練

・水防訓練
・消防訓練
・避難訓練
・総合訓練

三　好　町
課　　　題 具体的調整方針

不定 防災週間内 防災週間内実施時期 不定
三　野　町

実施場所 不定

対象者

不定 不定 各小学校（５箇所）

・各自治会

・広域連合東消防署 ・広域連合東消防署 ・広域連合消防本部

訓練内容 避難訓練

・各自治会 対処地域の住民

火災消火訓練　など

・各振興会（自主防災組織）

・消防団 ・消防団 関係各機関 ・消防団

　組織設立状況に差異３．自主防災組織
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広域消防相互応援協定
（香川県三豊地区）

広域消防相互応援協定
（香川県仲多度南部地区）

広域消防相互応援協定
（香川県仲多度南部地区）

三好郡消防相互応援協
定

三好郡消防相互応援協
定

三好郡消防相互応援協
定

三好郡消防相互応援協
定

　協定状況に差異
　各協定の取扱いについて、協
議が必要

　現行どおり新町に引き継ぐ
　したがって、全ての協定につ
いて合併前日をもって破棄し、
新町発足時に新たに協定を結ぶ

徳島県消防防災ヘリコ
プター応援協定

徳島県消防防災ヘリコ
プター応援協定

徳島県消防防災ヘリコ
プター応援協定

徳島県消防防災ヘリコ
プター応援協定

徳島県市町村消防団相
互応援協定

徳島県市町村消防相互
応援協定

徳島県市町村消防相互
応援協定

徳島県市町村消防相互
応援協定

応援協定名

２０．消防・防災関係事業の取扱い
消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 災害時の相互応援協定

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
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 日程６              協議第５０号 
 
 

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

 
 
平成１６年 ５月２０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 

 
 
財政事務関係について 

１．予算編成方針については、新町においても策定する。 
２．長期財政計画については、新町建設計画を基本に、新町発足後策定する総
合計画のなかで検討する。 

３．財政事情の公表については、現行のとおり新町においても実施する。 
４．一定額以上の収入・支出の審査については、組織機構の設置状況に合わせ、
合併までに調整し、新町発足時より統一施行する。 

５．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。
なお、新町の行政サービスに最適な金融機関を選定するものとする。 

６．監査等に関する事項については、新町発足後、新町の監査委員が選任され
次第、直ちに協議調整する。 

７．民有地等の借入物件については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
８．官民境界立会については、三野町の例により、新町発足時より統一施行す
る。 

９．複写料金の徴収については、三好町及び井川町の例により統一する。 
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（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

環境部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　上下水道事業については、簡易水道事業も含め、地方公営企業等としての独立採算制を原則とし
ており、各自治体によって、事業規模、運営制度、給水条件、使用料金等に差異があることが多
い。
　新町における上下水道事業は、住民生活に密着した極めて重要な事業であるため、合併を行う場
合、住民の生活環境が激変しないよう十分に検討し、事業の効率的な運用と円滑な移行が行えるよ
う、調整することが必要である。

２４－１６．上下水道事業関係

協議会への
提 案 内 容

１．簡易水道事業関係については、次のとおりとする。
（１）各町の事業及び施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（２）加入金、水道料金及び量水器の使用料は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（３）水道関係手数料は、井川町及び三加茂町の例により、新町発足時より統一施行する。

２．上水道事業関係については、次のとおりとする。
（１）事業及び施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（２）加入金、水道料金及び量水器の取扱いについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（３）水道関係手数料は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

３．浄化槽市町村整備推進事業関係については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

４．浄化槽設置整備事業については、次のとおりとする。
（１）国庫補助事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（２）町単独補助事業分については、三好町の例により、新町発足時より統一施行する。
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（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

総務部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　市町村が健全な財政運営を行うためには、財政事務を適正かつ効率的に処理していく必要があ
る。
　合併前の市町村では、法等に定めのあるものの外は、財政事務を各自治体独自の手順で行ってい
る例が多く、協議・調整しておかなければ、事務に大きな支障をきたし、ひいては健全な行政運営
ができなくなる恐れがあるため、合併までに極力詳細にわたり検討しておくことが重要である。

財政分科会
２４－２．財政事務関係

協議会への
提 案 内 容

１．予算編成方針については、新町においても策定する。
２．長期財政計画については、新町建設計画を基本に、新町発足後策定する総合計画のなかで検
　　討する。
３．財政事情の公表については、現行のとおり新町においても実施する。
４．一定額以上の収入・支出の審査については、組織機構の設置状況に合わせ、合併までに調整
　　し、新町発足時より統一施行する。
５．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。なお、新町の行政
　　サービスに最適な金融機関を選定するものとする。
６．監査等に関する事項については、新町発足後、新町の監査委員が選任され次第、直ちに協議
　　調整する。
７．民有地等の借入物件については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
８．官民境界立会については、三野町の例により、新町発足時より統一施行する。
９．複写料金の徴収については、三好町及び井川町の例により統一する。
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２４－２　財政事務関係

　平成14年度 　平成15年度 　平成15年度 　平成15年度
【普通会計】 【普通会計】 【普通会計】 【普通会計】
　一般会計 　一般会計 　一般会計 　一般会計

【特別会計】 【特別会計】 【特別会計】 【特別会計】 特別会計に差異あり
・国民健康保険 ・国民健康保険 ・国民健康保険事業 ・国民健康保険
・老人保健 ・老人保健 ・老人保健事業 ・老人保健
　 ・住宅新築資金等貸付事業 　

・井内財産区
　

【公営企業会計】 【公営企業会計】 【公営企業会計】 【公営企業会計】
・病院事業　   （法適） ・簡易水道事業　（法非適） ・簡易水道事業（法非適） ・簡易水道事業（法非適）
・簡易水道事業 （法非適） ・公共下水道事業（法非適） ・浄化槽事業　（法非適） ・上水道事業　（法適）
・特別養護老人ホーム ・下水道事業　（法非適）
　　　 　　　　（法非適）

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・新町の会計は、普通会計、特別会計及び公営企業会計を設置する

　会計の設置状況

　新町の会計は次のとおり
とする
【普通会計】
　　一般会計

【特別会計】
　　国民健康保険事業
　　老人保健事業
　　井内財産区

【公営企業会計】
　　病院事業
　　上水道事業
　　簡易水道事業
　　公共下水道事業
　　浄化槽事業
　　特別養護老人ホーム

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針
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２４－２　財政事務関係

【当初予算編成】 【当初予算編成】 【当初予算編成】 【当初予算編成】
･ 予算編成方針 ･ 予算編成方針策定 10月下旬 ･ 予算編成方針策定 11月下旬 ･ 予算編成方針策定 10月下旬
（総務課長より各課長等へ）
　  　　　　　　 12月上旬

･ 予算要望書提出 ･ 予算編成に伴う事業計画書 ･ 予算編成に伴う事業計画書
（各課長より総務課へ） の提出要求       11月上旬 の提出要求　　　 10月下旬
　  　　　　　　 12月下旬 　　　　　　提出-11月下旬 　　　    　提出-11月中旬

･ 人件費入力（総務企画課） ･ 人件費入力（総務課）
 　　　　　　　　11月中 　　　　　　　　　 11月中

･ 事業計画査定　町長、助役 ･ 事業計画査定　町長、助役
総務企画課長　　 12月上旬 総務課長　       12月中旬

･ 新年度予算新規科目登録 ･ 新年度予算新規科目登録 ･ 新年度予算新規科目登録
（財務会計システムにて各 （財務会計システムにて各 （財務会計システムにて各
課入力）　　 12月下旬まで 課入力）　　　1月上旬まで 課入力）   　12月中旬まで

･ 新年度予算要求額入力 ･ 新年度予算要望額入力 ･ 新年度予算要望額入力 ･ 新年度予算要望額入力
（財務会計システムにて各 （財務会計システムにて各 （財務会計システムにて
課入力）　　 12月下旬まで 課入力）　　　1月上旬まで 総務課入力） 12月中旬まで

･ 予算要求調書印刷（A4) ･ 予算要求調書印刷（B4) ･ 予算要求調書印刷（B4)
　  　　　　　　　1月上旬 　　　　　　　　　1月中旬 　　　　　　　　 12月下旬

･ 予算査定日日程調整 ･ 予算査定日日程調整 ･ 予算査定日日程調整
　　　 　　　　　 1月上旬 　　　　　　　　 12月下旬 　   　          12月下旬

･ ･ 予算査定（第1回） ･ 予算査定（第1回） ･ 予算査定　：１月中旬～
　助役、総務企画課長 　     　1月下旬～2月中旬
　　　　　　　　　1月中旬 ･

･ 予算査定（第2回） 2月上旬 ･ 予算査定（第2回） 1月下旬

･ 予算書印刷　　　　2月中旬 ･ 予算書印刷　　　　2月下旬 ･ 予算書印刷　    　2月下旬 予算書印刷　      2月中旬 予算書印刷：２月中旬

【補正予算編成】 【補正予算編成】 【補正予算編成】 【補正予算編成】
･ 第2回定例会（6月） ･ 第2回定例会（6月） ･ 第2回定例会（6月） ･ 第2回定例会（6月）
提出議案等の報告  5月上旬 提出議案等の報告  5月上旬 提出議案等の報告  5月上旬 提出議案等の報告　5月上旬
補正予算要求書提出 補正予算要求書提出 補正予算要求書提出 補正予算要求書提出
　　　　　　　　  5月中旬 　　　            5月中旬 　              　5月中旬                 　5月中旬
製本物提出　　　　5月下旬 製本物提出　　　　5月下旬 製本物提出        5月下旬 製本物提出        5月下旬
前年度専決処分を含む 前年度専決処分を含む 前年度専決処分を含む 前年度専決処分を含む

総務部会

　予算の編成

三 加 茂 町

財政分科会

予算査定（四役、総務課長
各課長）　　　　　1月中旬

予算査定（第1回）町長・助
役・収入役・総務課長１月
中旬

　予算編成時期及び手順に
ついては、電算システム統
合作業との調整を図りなが
ら、合併までに調整統一す
る
　予算編成方針は、新町に
おいても策定するものとす
る

　補正予算編成について
は、差異がないので、現行
のとおり新町に引き継ぐ

予算編成作業時期及び手順
に差異あり

（財務会計システムにて総
務課入力）　　1月中旬まで

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・予算編成方針は、新町においても策定する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針
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三 加 茂 町三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

･ 第3回定例会（9月） ･ 第3回定例会（9月） ･ 第3回定例会（9月） ･ 第3回定例会（9月）
提出議案等の報告　8月上旬 提出議案等の報告　8月上旬 提出議案等の報告　8月上旬 提出議案等の報告　8月上旬
補正予算要求書提出 補正予算要求書提出 補正予算要求書提出 補正予算要求書提出
　　　         　 8月中旬 　　　　　　　　　8月中旬 　　　　　　　　　8月中旬 　　　　　　　　　8月中旬
製本物提出　　　　8月下旬 製本物提出　　　　8月下旬 製本物提出　　　　8月下旬 製本物提出　　　　8月下旬

･ 第4回定例会（12月） ･ 第4回定例会（12月） ･ 第4回定例会（12月） ･ 第4回定例会（12月）
提出議案等の報告 11月上旬 提出議案等の報告 11月上旬 提出議案等の報告 11月上旬 提出議案等の報告 11月上旬
補正予算要求書提出 補正予算要求書提出 補正予算要求書提出 補正予算要求書提出
　　　　　　　 　11月中旬  　　            11月中旬  　　            11月中旬  　　            11月中旬
製本物提出　　　 11月下旬 製本物提出　　　 11月下旬 製本物提出　　　 11月下旬 製本物提出　　　 11月下旬

･ 第1回定例会（3月） ･ 第1回定例会（3月） ･ 第1回定例会（3月） ･ 第1回定例会（3月）
提出議案等の報告　2月上旬 提出議案等の報告　2月上旬 提出議案等の報告　2月上旬 提出議案等の報告　2月上旬
補正予算要求書提出 補正予算要求書提出 補正予算要求書提出 補正予算要求書提出
　　              2月中旬 　　　            2月中旬 　　　            2月中旬 　　　            2月中旬
製本物提出　　　　2月下旬 製本物提出　　　　2月下旬 製本物提出　　　　2月下旬 製本物提出　　　　2月下旬

【予算査定】 【予算査定】 【予算査定】 【予算査定】
･ ・ ・ ・

【共通事項】 【共通事項】
･ 補正予算新規科目登録申請 ･ 補正予算新規科目登録申請
       要求書提出期限まで        要求書提出期限まで

･ 補正予算査定 総務企画課長 ･ 補正予算査定   町長・助役
･ 予算書作成　 製本物提出後 収入役・総務課長

･ 予算書作成　 製本物提出後

予算要求額を総務課で入力
後、四役、総務課長、各課
長にて行う

予算要求額を総務課で入力
後、三役、総務課長、各課
長にて行う

予算要求額を各課で入力
後、三役、総務課長、各課
長にて行う

予算要求額を各課で入力
後、助役、総務課長、各課
長にて行う
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２４－２　財政事務関係

【平成15年度歳入予算】 【平成15年度歳入予算】 【平成15年度歳入予算】 【平成15年度歳入予算】
1款　町税 款1．町税 1款　町税 款1．町税 ・歳入項目名に差異あり
 1項　町民税  項1．町民税  1項　市町村民税  項1．町民税
  1目　個人　 　目1．個人   1目　個人　 　目1．個人 ・

　 節1．現年課税分
 　節2．滞納繰越分

　2目　法人   目2．法人 　2目　法人   目5．法人
 　節1．現年課税分
   節2．滞納課税分

 2項　固定資産税  項2．固定資産税  2項　固定資産税  項5．固定資産税
　1目　固定資産税 　目1．固定資産税 　1目　固定資産税 　目1．固定資産税

　 節1．現年課税分
 　節2．滞納繰越分

　2目　国有資産等所在市町村 　目5．国有資産等所在市町村 差異
       交付金        交付金

　 節1．現年課税分
 3項　軽自動車税  項3．軽自動車税  3項　軽自動車税  項10．軽自動車税
　1目　軽自動車税 　目1．軽自動車税 　1目　軽自動車税 　目1．軽自動車税

　 節1．現年課税分
 　節2．滞納繰越分

 4項　たばこ税  項4．町たばこ税  4項　市町村たばこ税  項15．町たばこ税
　1目　たばこ税 　目1．町たばこ税　 　1目　市町村たばこ税　 　目1．町たばこ税

　 節1．現年課税分
 5項　特別土地保有税
　1目　特別土地保有税
2款　地方譲与税 款2．地方譲与税 2款　地方譲与税 款5．地方譲与税
 1項　自動車重量譲与税  項1．自動車重量譲与税  1項　自動車重量譲与税  項5．自動車重量譲与税
　1目　自動車重量譲与税 　目1．自動車重量譲与税 　1目　自動車重量譲与税 　目1．自動車重量譲与税

 　節1．自動車重量贈与税
 2項　地方道路譲与税  項1．地方道路譲与税  2項　地方道路譲与税  項10．地方道路譲与税
　1目　地方道路譲与税 　目2．地方道路譲与税　 　1目　地方道路譲与税 　目1．地方道路譲与税

　 節1．地方道路譲与税
3款　利子割交付金 款3．利子割交付金 3款　利子割交付金 款10．利子割交付金
 1項　利子割交付金  項1．利子割交付金  1項　利子割交付金  項1．利子割交付金
　1目　利子割交付金 　目1．利子割交付金　 　1目　利子割交付金 　目1．利子割交付金

 　節1．利子割交付金

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・歳入項目については、合併までに調整し統一する

　歳入項目(款･項･目･節)

三 加 茂 町

　歳入項目については、合
併までに調整し統一する

各町の年度事業により差異
がある

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針
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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款　地方消費税交付金 款4．地方消費税交付金 4款　地方消費税交付金 款11．地方消費税交付金
 1項　地方消費税交付金  項1．地方消費税交付金  1項　地方消費税交付金  項1．地方消費税交付金
　1目　地方消費税交付金 　目1．地方消費税交付金 　1目　地方消費税交付金   目1．地方消費税交付金

   節1．地方消費税交付金
5款　自動車取得税交付金 款5．自動車取得税交付金 5款　自動車取得税交付金 款20．自動車取得税交付金
 1項　自動車取得税交付金  項1．自動車取得税交付金  1項　自動車取得税交付金  項1．自動車取得税交付金
　1目　自動車取得税交付金 　目1．自動車取得税交付金 　1目　自動車取得税交付金 　目1．自動車取得税交付金

 　節1．自動車取得税交付金
6款　地方特例交付金 款6．地方特例交付金 6款　地方特例交付金 款24．地方特例交付金
 1項　地方特例交付金  項1．地方特例交付金  1項　地方特例交付金  項1．地方特例交付金
　1目　地方特例交付金 　目1．地方特例交付金 　1目　地方特例交付金 　目1．地方特例交付金

   節1．地方特例交付金
7款　地方交付税 款7．地方交付税 7款　地方交付税 款25．地方交付税
 1項　地方交付税  項1．地方交付税  1項　地方交付税  項1．地方交付税
　1目　地方交付税 　目1．地方交付税 　1目　地方交付税 　目1．地方交付税

   節1．地方交付税
8款　交通安全対策特別交付金 款8．交通安全対策特別交付金 8款　交通安全対策特別交付金 款30．交通安全対策特別交付

      金
 1項　交通安全対策特別交付  項1．交通安全対策特別交付金 1項　交通安全対策特別交付  項1．交通安全対策特別交付
      金       金       金
  1目　交通安全対策特別交付 　目1．交通安全対策特別交付金  1目　交通安全対策特別交付   目1．交通安全対策特別交付
       金        金        金

   節1．交通安全対策特別交
        付金

9款　分担金及び負担金 款9．分担金及び負担金 9款　分担金及び負担金 款35．分担金及び負担金
 1項　分担金  項1．分担金　  1項　分担金  項1．分担金 差異
　1目　農林水産業費分担金 　目1．農林水産業費分担金　 　1目　農林水産業費分担金 　目1．林業分担
　2目　土木費分担金 　 節1．林業分担

  目5．急傾斜地崩壊防止事業
       分担金
   節1．急傾斜地崩壊防止事
        業分担金

 2項　負担金  項2．負担金  2項　負担金  項5．負担金
　1目　民生費負担金 　目1．民生費負担金 　1目　民生費負担金   目1．民生費負担金

   節1．老人福祉費負担
 　節2．身体障害者措置費負
        担金
   節3．児童福祉費負担金
   節4．過年度保育所保

　2目　教育費負担金   目2．教育費負担金 　2目　教育費負担金   目5．教育費負担金
   節1．小学校費負担
   節2．中学校費負担金
   節3．幼稚園費負担金
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

10款　使用料及び手数料 款10．使用料および手数料 10款　使用料及び手数料 款40．使用料及び手数料
 1項　使用料  項1．使用料  1項　使用料  項1．使用料 
  1目　総務使用料 　目1．総務使用料 差異
　5目　土木使用料 　目5．土木使用料 　3目　土木使用料   目1．土木使用

   節1．住宅使用
   節2．滞納繰越分

　6目　教育使用料 　目6．教育使用料 　5目　教育使用料   目5．教育使用料
   節1．幼稚園使用
 　節2．公民館使用料
   節3．夜間照明使用
   節5．海洋センター使用料
   節6．町立体育館使用

　3目　農林水産使用料   目3．農林水産使用料 　2目　農林水産使用料   目10．農林使用料
   節1．農業者トレーニング
        センター使用料
   節2．農畜産物処理加工施
        設使用
   節3．キャンプ場使用料
   節4．ふれあい農園使用料
   節5．染工房使料

　2目　民生使用料 　目2．民生使用料 　1目　民生使用料   目15．民生使用料
   節1．社会施設費使用料
   節2．児童福祉費使用料

　4目　商工使用料 　目4．商工使用料 　4目　商工使用料 差異
　6目　衛生使用料

 2項　手数料  項2．手数料  2項　手数料  項5．手数
　1目　総務手数料 　目1．総務手数料 　1目　総務手数料   目1．総務手数料

   節1．総務手数
   節2．督促手数料

　2目　民生手数料 　2目　民生手数料   目5．民生手数料 差異
   節1．社会福祉費手数料

　3目　衛生手数料 　目2．衛生手数料 　3目　衛生手数料   目10．衛生手数
   節1．予防費手数料45・

　4目　農林水産手数料 差異

11款　国庫支出金 款11．国庫支出金 11款　国庫支出金  款45   国庫支出金
 1項　国庫負担金  項1．国庫負担金  1項　国庫負担金  項1．国庫負担金
　1目　民生費国庫負担金 　目1．民生費国庫負担金 　1目　民生費国庫負担金   目1．民生費国庫負担金

   節1．社会福祉費負担金
   節2．老人福祉費負担金
   節3．身体障害者福祉費負
        担金
   節4．児童福祉費負担金

　2目　衛生費国庫負担金   目2．衛生費国庫負担金 　2目　衛生費国庫負担金   目2．衛生国庫負担
   節1．保健衛生費負担金

　3目　災害復旧費国庫負担金
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

 2項　国庫補助金  項2．国庫補助金　  2項　国庫補助金  項5．国庫補助
　1目　民生費国庫補助金 　目1．民生費国庫補助金 　1目　民生費国庫補助金   目1．民生費補助金

   節1．老人福祉費補助
   節6．精神障害者委託生活
　　　　支援事業補助金

　2目　衛生費国庫補助金 　目2．衛生費国庫補助金 　2目　衛生費国庫補助金   目5．衛生費補助金
   節1．保健衛生費補助金

　3目　土木費国庫補助金 　目3．土木費国庫補助金 　3目　土木費国庫補助金 　目10．土木費補助金
   節1．公営住宅家賃収入補
        助
   節2．臨時交付金事業補助
        金
   節4．都市公園整備事業補助
        金

　5目　教育費国庫補助金 　5目　教育費国庫補助金   目15．教育補助
   節1．小学校補助金  
   節2．中学校補助

　4目　消防費国庫補助金 　目4．教育費国庫補助金 　4目　消防費国庫補助金   目20．消防費補助金
   節1．消防費補助

　6目　災害復旧費国庫補助金

 3項　委託金  項3．委託金  3項　委託金  項10．国庫委託
　2目　民生費国庫委託金   目2．民生費委託金 　1目　民生費委託金   目1．民生費委託金

   節1．基礎年金事務費交付
        金及び福祉年金事務
        費交付金
   節2．児童福祉費委託金

　1目　総務費国庫委託金 　目1．総務費委託金 　2目　総務費委託金   目5．総務費委託
   節2．外国人登録事務委託
        金
   節10．自衛官募集事務市町
         村交付

12款　県支出金 款12．県支出金 12款　県支出金 款50・県支出金
 1項　県負担金  項1．県負担金  1項　県負担金  項1．県負担金
　1目　民生費県負担金   目1．民生費県負担金 　1目　民生費県負担金   目1．民生費負担金

   節1．社会福祉費負担金  
   節2．老人福祉費負担
   節3．身体障害者福祉費負
        担金
   節4．児童福祉費負担金

　2目　衛生費県負担金 　目2．衛生費県負担金 　2目　衛生費県負担金   目5．衛生費負担金
   節1．保健衛生費負担金

災害復旧費に関する国庫負
担金・補助金の予算項目に
差異あり
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

 2項　県補助金  項2．県補助金  2項　県補助金  項5．県補助
　1目　総務費県補助金 　目1．総務費県補助金 　1目　総務費県補助金   目1．総務費補助金

   節3．地積調査費補助

　2目　民生費県補助金 　目2．民生費県補助金 　2目　民生費県補助金   目5．民生費補助金
   節1．老人福祉費補助
   節2．身体障害者福祉費補
        助金
   節3．児童福祉費補助
   節5．精神障害者居宅生活支
　　　　援事業補助金

　3目　衛生費県補助金 　目3．衛生費県補助金 　3目　衛生費県補助金   目10．衛生費補助金
   節1．保健衛生費補助

　4目　農林水産業費県補助金 　目4．農林水産業費県補助金 　4目　農林水産業費県補助金   目15．農林水産商工業費補
        助金
   節1．農業費補助金  
   節2．林業費補助
   節3．農林業施設新設改良
        費補助金

　7目　教育費県補助金 　目7．教育費県補助金 　7目　教育費県補助金   目20．教育費補助金
   節2．僻地児童生徒交換学
        習費補助金
   節10．人権教育推進市町村
         事業補助金

   節11．牟岐少年自然の家利
         用に係る交通費補助
         金
   節12．緊急地域雇用特別交
   　　　付金

　6目　土木費県補助金 　目6．土木費県補助金 　6目　土木費県補助金   目25．土木費補助金
   節1．土地利用規制等対策
        費補助
   節2．急傾斜地崩壊防止対
        策事業費補助金
   節3．新しい時代の町づく
        り推進事業補助金

　5目　商工費県補助金 　目5．商工費県補助金 　5目　商工費県補助金

- 41 -



三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

 3項　委託金  項3．委託金  3項　委託金  項10．県委託金
　1目　総務費委託金 　目1．総務費県委託金 　1目　総務費委託金 　目1．総務費県委託金

   節3．人口移動調査市町村
　　　　委託金
   節4．人口動態調査事務委
        託金
　 節5．統計費委託金
　 節6．徴税委託金
　 節7．選挙事務委託金

　2目　民生費委託金 　目2．民生費県委託金 　2目　民生費委託金   目5．民生費委託金
   節1．同和啓発事業委託金
  目6．衛生費交付金
   節1．専用水道関係交付金

　3目　商工費委託金 　目3．衛生費県委託金 　3目　商工費委託金
  目10．農林水産商工業費委
        託金
   節1．水田農業経営確立対
        策推進助成補助交付
        事務委託費
　 節2. 徳島県移譲事務鳥獣
        保護関係交付金

　4目　教育費委託金 　目4．教育費県委託金 　4目　教育費委託金   目15．教育委託金
　 節3. 学校基本調査委託金

13款　財産収入 款13．財産収入 13款　財産収入 款55．財産収入
 1項　財産運用収入  項1．財産売払収入  1項　財産運用収入  項1．財産運用収入
　1目　財産貸付収入 　1目　財産貸付金収入

　目1．不動産売払収入
　2目　利子及び配当金 　2目　利子及び配当金   目5．利子及び配当金

   節1．利子及び配当金
　目2．物品売払収入

 2項　財産売払収入  項2．財産運用収入  2項　財産売払収入  項5．財産売払収入
　1目　不動産売払収入   目1．不動産売払収入

   節1．不動産売払収入
　目1．財産貸付収入

　2目　物品売払収入 　1目　物品売払収入
　目2．利子及び配当金

14款　寄附金 款14．寄附金 14款　寄附金
 1項　寄附金  項1．寄附金  1項　寄附金
　1目　一般寄附金 　目1．寄附金 　1目　一般寄附金
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

15款　繰入金 款15．繰入金 15款　繰入金 款65．繰入金
 項1．繰入金  1項　特別会計繰入金  項1．繰入金
　目1．他会計繰入金 　1目　老人保健特別会計繰入   目1．繰入金
　目2．財政調整基金繰入金 　　　 金    節1．繰入金
　目3．減債基金繰入金
　目4．特定農山村総合支援
       事業基金繰入金

 1項　基金繰入金  2項　基金繰入金
　1目　財政調整基金繰入金 　1目　減債基金繰入金

　2目　ふるさと創生基金繰入
　　　 金
　3目　財政調整基金繰入金
　4目　なでしこ夢基金繰入金

16款　繰越金 款16．繰越金 16款　繰越金 款70．繰越金
 1項　繰越金  項1．繰越金  1項　繰越金  項1．繰越金
　1目　繰越金 　目1．繰越金　　 　1目　繰越金   目1．繰越金

   節1．前年度繰越金

17款　諸収入 款17．諸収入 17款　諸収入 款75．諸収入
 1項　延滞金加算金及び過料  項1．延滞金加算金及び過料  1項　延滞金加算金及び過料  項1．延滞金加算金及び利子
  1目　延滞金 　目1．延滞金   1目　延滞金
  2目　加算金 　目2．加算金 
  3目　過料
 2項　預金利子  項2．町預金利子  2項　町預金利子
　1目　預金利子 　目1．町預金利子 　1目　町預金利子   目5．預金利子

 項3．貸付金元利収入  3項　貸付金元利収入    節1．預金利子
　目1．母子世帯小口資金貸付 　1目　母子世帯貸付金収入
　　　 金元利収入
　目2．住宅新築資金貸付金元
       利収入

　2目　小規模企業融資資金貸
　　　 付金収入

 3項　雑入  項4．雑入  4項　雑入  項5．雑　入
　1目　滞納処分費　 　目1．滞納処分費
　2目　過年度収入 　目2．過年度収入

　1目　給食事業収入
　2目　小切手未払資金組み入
       れ

  目5．衛生手数
   節1．衛生手数料
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　3目　雑入 　目3．雑入 　3目　雑入   目10．雑入
   節1．雑　　入
　 節2．給食費徴収金
   節3．ふるさと市町村圏基
        金助成 
   節4．一般コミュニティー
        助成金
   節5．吉野川堤防樋門操作
　　　　点検委託金
   節6．農業者年金基金業務
        委託金
   節7．貸付金収

   節17．市町村振興協会市町
         村交付金
   節18．みよし広域連合派遣
　　　　 職員人件費負担金
  目15．森林開発公団事業支
        出金
   節1．公団事業費支出金

 4項　貸付金元利収入
　1目　貸付金元利収入

18款　町債 款18．町債 18款　町債 款80．町債
 1項　町債  項1．町債  1項　町債  項1．町債
　2目　農林水産債 　目2．農林水産債 　1目　農林債   目1．農林債

   節2．県単農道整備事業
   節3．県営一般農道整備事
        業債
   節7．治山林道事業債
   節8．林業構造改善事業
   節20．普通林道開設事業債
   節21．中山間地域総合整備
         事業債
   節22．ふるさとづくり事業
         債
　節23．中山間地域総合農地
        防災事業費
 目3．民生債
  節3．保育所改築事業債

　3目　土木債 　目3．土木債 　2目　土木債  目5．土木債
  節1．道路整備事業債
節2. 急傾斜地崩壊防止対策

       事業債
  節4．県単土木事業債
  節5．水辺の楽校整備事業債
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　1目　総務債　 　目1．総務債 　5目　総務債　  目6．総務債
  節5．臨時財政対策債

　4目　消防債 　目4．消防債 　3目　消防債  目10．消防債
  節1．消防施設整備事業債

　4目　商工債  目21．商工債
  節2．快適観光地づくり事業
　　　 債

　6目　災害復旧事業債　
　7目　教育債　
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２４－２　財政事務関係

①借入方法 ①借入方法 ①借入方法 ①借入方法（平成14年度）
　阿波銀行三野支店 　阿波銀行三好支店 ・阿波銀行加茂支店
　徳島銀行三野支店 　阿波みよし農業協同組合 ・徳島信用金庫三加茂支店
　　 2社から見積徴収。                 三好支所 ・阿波みよし農業協同組合

　徳島銀行三加茂支店 　　　　　　　　三庄支所
　四国銀行井川支店 3社から見積徴収。

　施設はおおむね10年。 　高知銀行池田支店
　徳島信用金庫池田支店 固定方式で、償還（措置）
○6社から見積徴収。 　 　　　　　 10年(2年）

②借入先（平成14年度末） ②借入先（平成14年度末） ②借入先（平成14年度末） ②借入先（平成14年度末）
  阿波銀行三野支店 　阿波銀行三好支店   四国銀行井川支店 　阿波銀行加茂支店
  徳島銀行三野支店 　阿波みよし農業協同組合 　借入現在高　 　阿波みよし農業協同組合

                三好支所 465,385千円                 三庄支所
　徳島銀行三加茂支店

258,780千円 758,241千円 465,385千円 千円

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・縁故債の借入については、新町にとって有利な借入となるよう配慮する

　縁故債の借入方法と借入先

平成１４年度末借入現在高　

総務部会 財政分科会

借入方法及び借入先に差異
あり

縁故債の借入については、
新町にとって有利な借入と
なるよう配慮しながら、新
町発足後調整するものとす
る

【縁故債の借入方法と借入先に
関すること】

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

【縁故債の借入方法と借入先に
関すること】

【縁故債の借入方法と借入先に
関すること】

【縁故債の借入方法と借入先に
関すること】

  指定金融機関を優先と
し、他社貸付条件を聴取の
上決定(聴取は収入役)
  固定方式で、償還年数は
元金均等払い。10年うち2年
据え置き。

平成１４年度末借入現在高　 平成１４年度末借入現在高　

固定方式で、償還年数は事
業の内容により異なる。

○償還年数は、施設の耐用
年数及び交付税措置償還基
準年数等を勘案し決定す
る。

平成１４年度末借入現在高　
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２４－２　財政事務関係

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】
　起債管理システムメイン 　起債管理システムメイン 　起債管理システムメイン 　起債管理システムメイン
1.基本コード管理 1.基本コード管理 1.基本コード管理 1.基本コード管理

2.償還台帳計算登録処理 2.償還台帳計算登録処理 2.償還台帳計算登録処理 2.償還台帳計算登録処理

3.各種集計表印刷処理 3.各種集計表印刷処理 3.各種集計表印刷処理 3.各種集計表印刷処理

4.定期処理
（償還済データ削除処理）

5.システム管理者処理
（計算式コード更新処理）

（期日別償還額一覧表印
刷、地方交付税公債集計表
印刷等）

（償還台帳の更新処理、繰
上償還処理、再登録処理、
照会処理、印刷処理、本借
登録処理）

（償還台帳の更新処理、繰
上償還処理、再登録処理、
照会処理、印刷処理、本借
登録処理）

（償還台帳の更新処理、繰
上償還処理、再登録処理、
照会処理、印刷処理、本借
登録処理）

（償還台帳の更新処理、繰
上償還処理、再登録処理、
照会処理、印刷処理、本借
登録処理）

（期日別償還額一覧表印
刷、地方交付税公債集計表
印刷等）

（期日別償還額一覧表印
刷、地方交付税公債集計表
印刷等）

（期日別償還額一覧表印
刷、地方交付税公債集計表
印刷等）

総務部会 財政分科会

（基本コード更新処理、借
入・事業区分更新処理）

（基本コード更新処理、借
入・事業区分更新処理）

（基本コード更新処理、借
入・事業区分更新処理）

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町

　起債管理システム

井　川　町

調整方針（案） ・電算システム統合作業との調整を図りながら、合併までに調整統一する

三 加 茂 町

（基本コード更新処理、借
入・事業区分更新処理）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

処理内容に差異は少ない
が、各町使用システムに差
異あり

　電算システム統合作業と
の調整を図りながら、合併
までに調整統一する
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２４－２　財政事務関係

･
平成14年

　平成10年度～平成29年度 ･ 公債費負担適正化計画
（平成15年度にて第1次認可
　区域終了 平成14年
　平成16年4月一部供用開始） ･ 財政健全化計画

･

平成13年度～平成17年度

･ 中山間地域総合整備事業
（農業生産基盤・生活環境
　基盤整備）
平成16年度～平成21年度

･

･

･ 吉野川ＳＡにＥＴＣ車専用
料金所の設置（未確定）

防災行政用無線設備整備事
業（未確定）
町道光下新町線（10M側道）
の国道32号への接続

町総合計画書の中で財政の目
標を立てているが、町財政独
自の計画書は作成していな
い。
普通建設事業については、財
源内訳、起債の返済等を勘案
し計画を立てている。

特定環境保全公共下水道事
業

新山村振興等農林漁業特別
対策事業　赤谷線

　町総合計画書の中で財政の
目標を立てているが、町財政
独自の計画書は作成していな
い。
　普通建設事業については、
財源内訳、起債の返済等を勘
案し計画を立てている。

　町総合計画書の中で財政の
目標を立てているが、町財政
独自の計画書は作成していな
い。

総務部会 財政分科会

三　好　町 井　川　町

・長期財政計画については、新町の総合計画のなかで検討する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

協　議　項　目

三　野　町

調整方針（案）

　財政計画の策定

三 加 茂 町
具体的調整方針

普通建設事業については、財
源内訳、起債の返済等を勘案
し計画を立てている。

　町総合計画書の中で財政の
目標を立てているが、町財政
独自の計画書は作成していな
い。
普通建設事業については、財
源内訳、起債の返済等を勘案
し計画を立てている。

各町とも財政独自の計画は
策定していない

　長期財政計画について
は、合併までに策定される
新町建設計画を基本に、新
町発足後策定する町総合計
画のなかで検討するものと
する
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２４－２　財政事務関係

【公表時期】 【公表時期】 【公表時期】 【公表時期】
5月1日及び11月1日 5月1日及び11月1日 5月1日及び11月1日 5月及び11月

【公表内容】 【公表内容】 【公表内容】 【公表内容】
･ 5月公表時 ･ 5月公表時 ･ 5月公表時

(1)歳入歳出予算の執行状況 (1)歳入歳出予算の執行状況 (1)歳入歳出予算の執行状況 (1)歳入歳出予算の執行状況
(2)財産，地方債及び一時借 (2)財産，地方債及び一時借 (2)財産，地方債及び一時借 (2)財産，地方債及び一時借
   入金の現在高    入金の現在高    入金の現在高    入金の現在高
(3)その他町長において必要 (3)その他町長において必要 (3)その他町長において必要 (3)その他町長において必要
   と認める事項    と認める事項    と認める事項    と認める事項

･ 11月公表時 ･ 11月公表時 ･ 11月公表時

【公表の方法】 【公表の方法】 【公表の方法】 【公表の方法】
･ ･ ･ ･

･

･ 年度決算は、9月議会終了後
告示。

条例を公布しようとすると
きは、公布の旨の前文及び
年月日を記入してその末尾
に町長が署名しなければな
らない。条例の公布は、三
加茂町役場前掲示場並びに
加茂・三庄公民館掲示場に
掲示してこれを行う。

三加茂町公告式条例（平成9
年3月18日条例第10号）の定
める方法によって行う。

三野町公告式条例（昭和25
年条例第19号）の定める方
法によって行う。

三好町公告式条例（昭和30
年三好町条例第1号）の定め
る方法によって行う。

井川町公告式条例（昭和44
年条例第1号）の定める方法
によって行う。

　現行のとおり、新町にお
いても実施する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ･現行のとおり、新町においても実施する

　財政事情の公表

三 加 茂 町

4月1日から9月30日までの期
間における前項各号に掲げ
る事項を掲載し、かつ、前
年度の決算の状況を明らか
にするものとする。

4月1日から9月30日までの期
間における前項各号に掲げ
る事項を掲載し、かつ、前
年度の決算の状況を明らか
にするものとする。

前年10月1日から3月31日ま
での期間における次に掲げ
る事項を掲載するものとす
る。

4月1日から9月30日までの期
間における前項各号に掲げ
る事項を掲載し、かつ、前
年度の決算の状況を明らか
にするものとする。

前年10月1日から3月31日ま
での期間における次に掲げ
る事項を掲載し、かつ、財
政の動向及び町長の財政方
針を明らかにするものとす
る。

4月分における次に掲げる事
項を掲載するものとする。

当年度の予算規模（款別歳
入･歳出、性質別歳出予算）

4月1日から9月30日までの期
間におけるものを11月末日
までに，10月1日から翌年3
月31日までの期間における
ものを5月末日までに公表す
る。

- 49 -



２４－２　財政事務関係

【平成14年度】 【平成14年度】 【平成14年度】 【平成14度】
（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）

歳入総額　　　　　 歳入総額　　　　 歳入総額　　　　　 歳入総額　　　　
4,229,818 3,790,625 4,669,680 5,552,118

歳出総額　　　　 歳出総額　　　　　　 歳出総額　　　　 歳出総額　　　　　
4,093,797 3,598,269 4,519,237 5,115,178

歳入歳出差引額　　 歳入歳出差引額　　　 歳入歳出差引額　　 歳入歳出差引額　　
136,021 192,356 150,443 436,940

翌年度へ繰り越すべき財源 翌年度へ繰り越すべき財源 翌年度へ繰り越すべき財源 翌年度へ繰り越すべき財源
9,260 1,605 62,576 292,913

実質収支　　　　 実質収支　　　　　 実質収支　　　　 実質収支　　　　　　
126,761 190,751 87,867 144,027

単年度収支　　　 単年度収支　　　　 単年度収支　　　 単年度収支　　　　　
60,455 45,045 -50,033 -4,207

積立金　　　　　　 積立金　　　　　　　 積立金　　　　　　 積立金　　　　　　
100,143 139,993 207,190 43,132

地方債繰上償還額　 地方債繰上償還額　　 地方債繰上償還額　 地方債繰上償還額　　
24,625 200,000 17,850 0

積立金取崩額　　　 積立金取崩額　　　 積立金取崩額　　　　　 積立金取崩額
0 120,000 178,600 0

実質単年度収支　　 実質単年度収支　　 実質単年度収支　　　 実質単年度収支　　
185,223 265,038 -3,593 38,925

基準財政需要額　 基準財政需要額　 基準財政需要額　　 基準財政需要額　　
1,883,630 2,025,074 2,021,889 2,578,427

基準財政収入額　　 基準財政収入額　　 基準財政収入額　　　 基準財政収入額　　
432,962 479,788 369,803 738,881

標準財政規模　　　 標準財政規模　　　 標準財政規模　　　　 標準財政規模　　
2,010,744 2,166,679 2,119,165 2,851,936

財政力指数　　　 財政力指数　　　 財政力指数　　　　 財政力指数　　　　
0.223 0.221 0.184 0.274

実質収支比率　　 実質収支比率　　 実質収支比率　　　 実質収支比率　
6.3 8.8 4.1 5.1

経常収支比率　　　 経常収支比率　　　 経常収支比率　　　 経常収支比率　　
95.1 95.6 89.7 96.1

経常収支比率　　　 経常収支比率　　　 経常収支比率　　　 経常収支比率　　
89.6 89.8 85 90.7

（減税補てん債･　　 （減税補てん債･　　 （減税補てん債含） （減税補てん債含）
臨時財政対策債含） 臨時財政対策債含）

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

　財政指標

三 加 茂 町

総務部会 財政分科会

具体的調整方針
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三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

三 加 茂 町
具体的調整方針

公債費負担比率　　 公債費負担比率　　 公債費負担比率　  公債費負担比率　
24.8 27.1 21.7 25.9

公債費負担比率　　　 公債費負担比率　　　 公債費負担比率　  公債費負担比率　　
23.7 25.9 20.9 24.7

（減税補てん債･　　　　 （減税補てん債･　　　　 （減税補てん債･　　　　 （減税補てん債含）　
臨時財政対策債含） 臨時財政対策債含） 臨時財政対策債含）

公債費比率　　　　 公債費比率　　　　 公債費比率　　　　 公債費比率　　　　
16.6 11.9 9.2 18.1

起債制限比率　　　 起債制限比率　　　 起債制限比率　　　 起債制限比率　　　
14.1 8.1 4.6 15.5

積立金現在高　　　 積立金現在高　　　 積立金現在高　　　 積立金現在高　　　
1,242,766 781,904 1,646,375 1,010,934

地方債現在高　　　 地方債現在高　　　 地方債現在高　　　 地方債現在高　　　
5,814,073 7,558,750 6,244,767 7,641,024
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２４－２　財政事務関係

【平成15年度末現在】 【平成15年度末現在】 【平成15年度末現在】 【平成15年度末現在】

○作業道桜線・西浦線
　　限度額　3,000千円

　　限度額  26,550千円 　　期間　　S59～H16 　限度額　18,113千円
　　期間　　S11～H16 　　支出額　2,755千円 　期間　　H11～H16
　　支出額　25,654千円 　「限度額」 ○林道吹峯線・岩坂線 　支出額　16,67千円

　　限度額　4,400千円
○介護保険事務用パソコン 　　期間　　S59～H16
　機器リース 　　支出額　4,040千円
　　限度額 4,660千円 　「期間」 S51～H28 ○作業道中村線・正夫線・ 　限度額　12,279千円
　　期間　　H12～H16 　「支出額｣　160,732千円 　期間　　H13～H18
　　支出額　2,999千円 　　限度額　4,600千円 　支出額   5,321千円

　　期間　　S60～H17
○町電算システム 　　支出額　3,841千円　 ◯合併に伴う電算システム
　　限度額15,000千円 ○林道岩坂線・吹峯線 統合事業
　　期間　　S12～H17 　　限度額　3,900千円
　　支出額　10,232千円 　「限度額」 　　期間　　S60～H17 　限度額　310,000千円

　　支出額　3,257千円 　期間　　H15～H16
○テレテキストビジョンリース 　支出額        0千円
　　限度額 1,760千円
　　期間　　S12～H18 「期間」 S59～H37
　　支出額　910千円 「支出額｣　262,951千円 　限度額 　68,914千円

　期間  　　H16
○住民基本台帳ネットワー 　支出額　      0千円
　クシステム
　　限度額32,600千円
　　期間　　S13～H19 　「限度額」
　　支出額　15,520千円 　限度額 　100,000千円

　期間  　　H16
○芝生小学校パソコン情報
　化システム事業
　　限度額10,666千円 「期間」 H3～H26
　　期間　　S15～H19 「支出額｣　214,529千円
　　支出額　2,133千円

協　議　項　目

三　野　町

調整方針（案）

三　好　町

・現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、早急に調整する

○中学校パソコン機器リー
ス

具体的調整方針

　当該工事に係る地元負担
金のうち当町で負担する額
の総額（561,542千円）

○国営吉野川北岸地区総合
かんがい排水事業の地元負
担金

総務部会

○電算組織レベルアップ事
業

○県営畑地帯総合土地改良
事業吉野川北岸地区（第2
期）三好工区の中の農道工
事の地元分担金

　債務負担行為の内容及び金額

三 加 茂 町
　現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町発足後、早急に
調整する

財政分科会

井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

○井川町土地開発公社に
　対する債務保証

　当該事業に係る地元負担
金のうち事業費の7.5%に相
当する額（地元負担金の全
額）（322,634千円）

債務負担行為をすべき事項
について協議の必要あり

　当該工事に係る地元負担
金のうち当町で負担する額
の総額（183,379千円）

○県営畑地帯総合土地改良
事業吉野川北岸地区（第2
期）三好工区の中の畑地か
んがい工事の地元負担金

○住民基本台帳ネットワー
クシステム機器

○合併に伴う電算システム
　統合事業
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三　野　町 三　好　町
具体的調整方針

三 加 茂 町井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

○国営吉野川北岸地区総合 ○総合行政事務システム
　かんがい排水事業の地元 　「限度額」100,000千円
　負担金 　　　（84,335千円）
　「期間」 　「期間」 H9～H16
　　H2～H26 　「支出額｣ 82,279千円
　「限度額」
　　573,781千円
　　支出額　363,495千円

　「限度額」　13,000千円
○三野中学校パソコン情報 　　　　（12,173千円)
　化システム授業に伴うパ 　「期間」 H13～H19
　ソコンリース 　「支出額｣ 　5,275千円
　　限度額22,580千円
　　期間　　H16～H20 ◯合併に伴う電算システム

統合事業
○三野町土地開発公社が行
う公共用地取得費の借入れ 　限度額　 73,628千円
に対する債務保証 　期間　　H15～H16
　　限度額500,000千円 　支出額        0千円
　　期間　　H16～H20

◯合併に伴う電算システム
統合事業

　限度額　 75,780千円
　期間　　H15～H16
　支出額        0千円

○住民基本台帳ネットワー
クシステム

- 53 -



２４－２　財政事務関係

【町長の決裁事項】

【助役の専決事項】
･ ･

･
･

･

1.歳出予算の配当
【総務課長専決事項】

2.物品の購入価格又は評定
価格が1品2万円未満の物品
の交換・貸付けを決定する
こと。

総務部会 財政分科会

2.教育委員会の教育財産年
度内の異動増減の報告受理

【町長の決裁事項】

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

一件10万円以上の支出負担
行為及び支出命令に関する
こと。

調整方針（案） ･組織・機構の調整及び設置状況により、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する

三 加 茂 町

【助役の専決事項】

4.所要経費予定額、20万円
以下の事務、事業の実施に
ついての支出負担行為をす
ること。

1.歳出予算の配当を行うこ
と

1.評定価格が2万円以下の普
通財産の処分。

第3　会計課長専決事項

条例又は規則及び辞令によ
り支出すべき報酬、給料、
職員手当、共済費、災害補
償費及び賃金の支出命令を
発すること。

　一定額以上の収入･支出の審査等

4.物品の購入価格又は評定
価格が1品1万円未満の不用
の決定及び処分をするこ
と。

特別の事由がある場合を除
いては，課長等，参事及び
助役を経て町長の決裁を受
ける。

予定価格10万円以下の事務
及び事業の実施について支
出負担行為をし，支出命令
を発すること。
報酬，給料，職員手当，共
済費，災害補償費，恩給及
び退職年金並びに賃金に係
る支出命令
電気料，電話使用料，火災
保険料，自動車保険料，郵
便料及び水道使用料に係る
支出命令

2.評定価格が1件10万円以下
の普通財産を処分するこ

3.3,000円以下の評定価格普
通財産の処分

第1　助役専決事項

第2　総務課長専決事項

1.予算の配布計画及び1件
5,000円以上、3万円以内の
予算の流用

一件3万円以上10万円未満の
支出負担行為及び支出命令
に関すること。

　組織・機構の調整及び設
置状況により、合併までに
調整し、新町発足時より統
一施行する

専決対象事項及び上限額に
差異あり

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

【財務事務専決事項】
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

･

･

･
3.催促手数料の調定

財務会計システム設定済

7.入札の公告

　エ　扶助費に係るもの

【各課等の長の専決事項】 【課長の共通専決事項】

9.予算額が50,000円未満の
工事請負契約若しくは物件
の買い入れ・交換・貸付決

定10.物品の購入価格が50,000
円未満の不用の決定及び処

6.過誤払金について戻入の
決定、戻入の通知及び命令

8.歳入歳出外現金等の受入
れ及び払出し

  ア 1件金額5,000円以内の
    旅費に係るもの
  イ 1件金額1万円以内の需
    用費、役務費、委託料
    並びに使用料及び賃借
　　料に係るもの

4.第51条第1項及び第211条
の規定により督促状を発し
及び第51条第2項の規定によ
る督促手数料について調定
をすること。

　オ　報酬、給料、職員手
　　当、共済費、災害補償
　　費、賃金並びに恩給及
　　び退職年金に係るもの

6.支出負担行為をしたもの
について、支出命令を発す
ること。ただし、1件金額2
万円以上の支出(前号オに掲
げるものを除く。)に係るも
のを除く。

　ウ　1件金額2万円以内の
　　工事請負費、原材料
　　費、公有財産購入費及
　　び備品購入費に係るも
　　の

1.歳入の調定をし、収入命
令を発し及び納入の通知を
すること。
2.1件金額5,000円以内の過
誤納金の還付。
3.第1号に規定する歳入の調
定、収入命令及び納入の通
知の変更をすること。

郵便振替手数料の支出命令
に関すること。
※収入調定に関しては、す
べて決裁が必要

2.1件5,000円以内の過誤納
金の還付

4.歳出予算の配当の範囲内
での次の支出負担行為
※1件5,000円以内の旅費、
同10,000円以内の需用費、
役務費、委託料、並びに使
用料及び賃借料、同50,000
円以内の工事請負費、原材
料費、公有財産購入費、備
品費

光熱水費、電話使用料、火
災保険料、自動車保険料及
び郵便料について、支出負
担行為及支出命令を発する
こと。

5.1件50,000円未満の支出命
令

1.歳出金、県支出金、財産
収入のうち不動産売払収入
の調定・通知（分担金及び
負担金、国庫支入、寄附
金、繰入金、繰越金、諸収
入、及び市町村債に係るも
のを除く。）

※扶助費、報酬、給料、職
員手当、共済費、災害補償
費並びに恩給及び退職年金

7.第72条の規定による現金
の繰替使用に係る補てんに
ついて調査決定し、支出命
令を発する

一件3万円未満の支出負担行
為及び支出命令に関するこ
と。

5.歳出予算の配当を受け
て、その範囲内で次に掲げ
る事項について支出負担行
為をすること。

第4　各課等の長の専決事項
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　イ 予定価格の作成

　オ 契約の解除

*

*

*

(1)予算に関係のある条例、
規則その他の規程の制定又
は改廃に関すること。

第5条　各課等の長は、次の
各号に掲げる事項について
は、総務課長に合議しなけ
ればならない。

(2)予算に関係のある許可、
認可、審査請求その他の不
服申立て、訴訟、和解、斡
旋調停及び仲裁に関するこ
と

将来予算措置を要すること
となる事務又は事業の計画
に関すること。
国庫及び県支出金の交付申
請及び精算報告に関するこ
と。

【総務課長への合議】【総務課長への合議】

　ア 指名競争入札の執行
　　（せり売りの執行を含
　　む。）

　ウ 随意契約の相手方の決
　　定
　エ 契約の締結（変更を含
　　む。）

　カ 監督及び検査（監督員
　　又は検査委員の指定を
　　含む。）

11.歳入歳出外現金等の受入
れ及び払出しに関するこ
12.予算額が2万円未満の工
事若しくは製造その他につ
いての請負契約又は予算額
が1品若しくは1件2万円未満
の物件の買入れその他の契
約に関し次の事項を処理す
ること。

9.第93条の規定により支出
の更正をすること。

8.過誤払金について戻入の
決定、戻入の通知及び戻入
の命令をすること。

10.入札の公告（指名競争入
札における指名の通知、せ
り売りにおける公告を含
む。）をすること。

予算に関係のある条例、規
則、その他の規程の制定又
は改廃、許可、認可、審査
請求その他不服申し立て、
訴訟、和解、斡旋、調停及
び仲裁に関すること。
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

* 税外収入に関すること
*

* 入札及び契約に関すること
* 行政財産に関すること。
* 債権に関すること。
* 前記に定めるもののほか、
町長が特に必要と認めて指
定する事項

(5)税外収入の減免又は徴収
猶予に関すること。

(4)国庫支出金及び県支出金
の交付申請及び精算報告に
関すること。

(3)将来予算措置を要するこ
ととなる事務又は事業の計
画に関すること。収入及び支出の繰越及び更

正に関すること

(9)収入及び支出の更正に関
すること。

(8)町長が特に必要があると
認めて指定する経費に係る
支出負担行為（委託料、工
事請負費及び公有財産購入
費に係るものを除く。）に
関すること。

(7)収入未済金の繰越しに関
すること。

(6)不納欠損処分に関するこ
と

(13)工事又は製造の請負の
契約（仮契約を含む。）の
締結、変更及び解除を行う
こと。

(12)最低制限価格に関する
こと。ただし、当該価格の
決定を除く。

(11)入札保証金又は契約保
証金の全部又は一部の納付
の免除に関すること。

(10)契約の方法の決定に関
すること。

(16)行政財産（教育財産及
び企業用財産を除く。以下
次号で同じ。）の評価換、
所管換又は分類換に関する
こと。

(15)行政財産（企業用財産
を除く。）の取得に関する
こと。

(14)法第234条の3の規定に
よる契約の締結に関するこ
と
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

(17)行政財産の使用許可に
関すること。（第178条の規
定により協議する場合を含
む。）

(21)債権の強制執行の決定
に関すること。

(20)物品の売払い、交換等
の処分又は貸付けに関する
こと。

(19)購入価格又は評定価格
の単価が1万円以上である物
品の不用の決定に関するこ
と

(18)行政財産（企業用財産
を除く。）の用途変更に関
すること。

(25)前各号に掲げるものの
ほか、町長が特に必要があ
ると認めて指定する事項

(24)債権消滅の認定に関す
ること。

(23)債権の履行の延期又は
免除に関すること。

(22)債権の徴収の停止又は
取消しに関すること。
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２４－２　財政事務関係

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】

　支出については、決裁区
分により決裁されているか
確認し、電算処理（審査・
執行処理）をする。

　支出については、決裁区
分により決裁されているか
確認し、電算処理（審査・
執行処理）をする。

＊支払日・金額・支払方法
等についても確認する。

　収入については、指定金
融機関で入金処理された
「納入済通知書等」が会計
別・科目毎に整理され、
「収支日計表」とともに収
入役に届けられる。（営業
〆後の当日中）

　消込処理の準備をしたの
ち、「納入済通知書等」は
合計表とともに各担当課へ
送付する。後日消込処理
（電算入力等）。「納入済
通知書等」の管理は､一括し
て出納室で管理。

　整理された「納入済通知
書等」及び振込入金された
「収納金明細書」の金額と
「収支日計表」を確認（会
計・科目ついて）し消込処
理の準備をしたのち、「納
入済通知書等」は合計表と
ともに各担当課へ送付す
る。翌営業日に消込処理
（電算入力）。

  収入については、指定金
融機関で入金処理された
「納入済通知書等」が会計
別・科目毎に整理され、
「歳入金送付書」とともに
収入役に届けられる。（営
業〆後の当日中）
  整理された「納入済通知
書等」及び振込入金された
「歳入金送付書」の金額と
「収支日計表」を確認（会
計・科目ついて）し、通帳
入金の国、県補助金等は担
当課で、窓口収納したもの
については出納室で収入票
を作成し、出納室で電算入
力（確定処理)する。

　支出については、決裁区
分により決裁されているか
確認（三好町事務決裁規定
により財務会計システムで
設定済）し、電算処理（審
査・執行処理）をする。

　収入については、指定金
融機関で入金処理された
「納入済通知書等」が会計
別・科目毎に整理され、
「収支日計表」とともに収
入役に届けられる。（営業
〆後の翌日）

  歳入については、収入し
ようとするとき主務課長
（担当者）が調定書を作成
し決裁後、出納室で電算入
力（確定処理）する。

　収入については、指定金
融機関で入金処理された
「納入済通知書等」が会計
別・科目毎に整理され、
「収支日計表」とともに収
入役に届けられる。（営業
〆後の翌日）
　整理された「納入済通知
書等」及び振込入金された
「収納金明細書」の金額と
「収支日計表」を確認（会
計・科目ついて）し消込処
理の準備をしたのち、「納
入済通知書等」は合計表と
ともに各担当課へ送付す
る。翌営業日に消込処理
（電算入力）。

　支出については、決裁区
分により決裁されているか
確認し、電算処理（審査・
執行処理）をする。

＊支払日・金額・支払方法
等についても確認する。

＊支払日・金額・支払方法
等についても確認する。

＊支払日・金額・支払方法
等についても確認する。

　整理された「納入済通知
書等」及び振込入金された
「収納金明細書」の金額と
「収支日計表」を確認（会
計・科目ついて）し消込処
理の準備をしたのち、「納
入済通知書等」は合計表と
ともに各担当課へ送付す
る。翌営業日に消込処理
（電算入力）。

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・電算システム統合作業との調整を図りながら、合併までに調整統一する

　歳入については、収入し
ようとするとき主務課長
（担当者）が調定書を作成
し決裁後、出納室で電算入
力（確定処理）する。

事務内容に若干の差異あり 　電算システム統合作業と
の調整を図りながら、合併
までに調整統一する

三 加 茂 町

  歳入については、収入し
ようとするとき主務課長
（担当者）が調定書を作成
し決裁後、出納室で電算入
力（確定処理）する。

総務部会 財政分科会

　調定票、収入票、支出票、振替命令簿等の審査

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

  調定が必要な歳入につい
ては、主管課長（担当者）
が調定簿を作成、納付書の
発送と同時に調定票（財務
会計）を作成し決裁後、出
納室で電算入力（確定処
理）する。
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　源泉徴収が必要な伝票に
ついては、支出伝票に控除
金額として入力し、源泉徴
収額を別途控える。

　振替命令簿については、
月末集計処理をした後、振
替金額を確定し作成する。
決裁の後、電算入力（審査
処理）をする。振替日（翌
月10日）に電算入力（執行
処理）をする。

　源泉徴収が必要な伝票に
ついては、支出伝票に控除
金額として入力し、源泉徴
収額を別途控える。

　振替命令簿については、
月末集計処理をした後、振
替金額を確定し作成する。
決裁の後、電算入力（審査
処理）をする。振替日（翌
月10日）に電算入力（執行
処理）をする。

　源泉徴収が必要な伝票に
ついては、支出伝票に控除
金額として入力し、源泉徴
収額を別途控える。

　源泉徴収が必要な伝票に
ついては、支出伝票に控除
金額として入力し、源泉徴
収額を別途控える。
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２４－２　財政事務関係

  三好町財務規則による。 　井川町会計規則による。
事務手順に差異あり

　

【確認事項】 【確認事項】 【確認事項】 【確認事項】
　支出負担行為の必要性（法 ・支出負担行為の内容及び理 ・法令又は契約内容 ・支出負担行為の内容及び理
令・契約等・目的） 　由 ・予算の目的 　由
　予算配当・年度・会計・ ・会計年度、会計区分、科目 ・予算配当額（電算による自 ・会計年度、会計区分、科目
科目・金額 、予算減額及び限度額 動確認） 、予算減額及び限度額
　債権者名・支出方法・支払 ・工事の執行に係る場合は、 ・債務の確定 ・工事の執行に係る場合は、
時期・添付書類 工事名及び工事場所 ・債権者名 工事名及び工事場所

・特定財源の収納状況 ・特定財源の収納状況
・その他必要な事項（債権者 ・支出方法、支払時期 ・その他必要な事項（債権者
、支払方法、支払時期等） 、支払方法、支払時期等）

・年度、会計、科目、金額
・事項
・添付書類

　支出負担行為として整理
する時期が「支出決定のと
き」の費目については、
「支出負担行為兼支出命令
書」「支払調書兼支出命令
票」を作成し、必要書類等
を添付し決裁を受ける。出
納室で内容確認をした後、
支払の準備をする。

　三野町財務規則（支出負
担行為の手続）による。

　支出負担行為の確認

　支出負担行為は支出命令
と同時に行っている。

三 加 茂 町
　三加茂町財務規則による
支出負担行為として整理す
る時期が契約締結の時の費
目については、主幹課長
（担当者）財務会計システ
ムにより支出負担行為書を
作成、根拠となる必要書類
を添付し決裁後出納室で内
容確認のうえ処理する。確
定後支出命令書の作成をす
る。支出負担行為として整
理する時期が、支出決定の
時については、支出負担行
為兼支出命令書を作成し必
要書類等を添付市決裁をう
ける。出納室で内容確認を
した後支払いの準備をす
る。

　主務課長（担当者）は債
権者からの請求に基づき
支出命令書（請求領収兼
用）を作成し、根拠となる
書類等を添付し、決裁を受
け支払の手続きを行い、支
出命令書を出納室へ送る。

　特例として、会計規則第
39条に規定する経費につい
ては、「支出負担行為決議
書兼支出命令書」（兼票）
で行っている。

  支出負担行為として整理
する時期が、「契約締結の
とき」「交付決定のとき」
等の費目については、主管
課長（各担当者）は財務会
計システムにより支出負担
行為票を作成、根拠となる
必要書類を添付し決裁後出
納室で内容確認の上電算入
力（確定処理）をする。確
定後、支出命令票の作成を
する。

　支出負担行為は、「支出
負担行為決議書」を主務課
長（担当者）が作成し決裁
後、出納室で電算処理（確
定処理）する。
　確定処理後、主務課長
（各担当者）は財務会計シ
ステムにより「支出命令
書」を作成し、根拠となる
書類等を添付し決裁を受け
る。収入役の確認を受けた
後、支払の準備をする。

総務部会 財政分科会

　電算システム統合作業と
の調整を図りながら、合併
までに調整統一する

具体的調整方針

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・電算システム統合作業との調整を図りながら、合併までに調整統一する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題
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２４－２　財政事務関係

【指定金融機関】 【指定金融機関】 【指定金融機関】 【指定金融機関】 指定金融機関に差異あり
･ 阿波銀行三野支店 ･ 阿波銀行三好支店 ･ 四国銀行井川支店 ･ 阿波銀行加茂支店
　（昭和43年4月1日契約） 　　　（昭和61年5月1日） 　　　（昭和39年4月1日） 　　　（昭和43年4月1日）

【収納代理金融機関】 【収納代理金融機関】 【収納代理金融機関】 【収納代理金融機関】
･ 徳島銀行三野支店　 ･ ㈱四国銀行井川支店 ･ 阿波銀行　　　　　 ･ 徳島銀行三加茂支店　
（昭和58年10月1日契約） 　（平成 7年4月1日） 　　（平成6年4月1日） 　（平成 8年7月1日）

･ 阿波みよし農協三野支所 ･ ㈱徳島銀行三加茂支店 ･ 阿波みよし農業協同組合 ･ 徳島信用金庫三加茂支店
（昭和58年10月1日契約） （平成 7年4月1日） （平成8年9月30日） （平成 8年9月1日）

･ 阿波みよし農協本所　 ･ 徳島銀行　　　　 ･ 阿波みよし農協加茂支所
　（平成 7年4月1日） 　　　（平成10年3月1日） （平成11年4月1日）

･ ㈱高知銀行池田支店 ･ 高知銀行　　　　　 ･ 阿波みよし農協三庄支所
　（平成11年4月1日） 　　（平成14年9月30日） （平成11年4月1日）

･ 四国労働金庫池田支店 ･ 四国労働金庫　　 ･ 四国銀行井川支店　　
　（平成13年4月1日） 　　　（平成10年10月1日） 　（平成13年4月2日）

　　　　　　 ･ 四国労働金庫池田支店
　（平成13年4月2日）

＊金融機関名称は現在の名 ＊金融機関名称は現在の名 ＊金融機関名称は現在の名 ＊金融機関名称は現在の名
称。括弧内年月日は当該金 称。括弧内年月日は当該金 称。括弧内年月日は当該金 称。括弧内年月日は当該金
融機関に係る指定年月日。 融機関に係る指定年月日。 融機関に係る指定年月日。 融機関に係る指定年月日。

【収納代理郵便官署】 【収納代理郵便官署】 【収納代理郵便官署】 【収納代理郵便官署】
日本郵政公社　 日本郵政公社　 日本郵政公社　 日本郵政公社　

徳島貯金事務センター 徳島貯金事務センター 徳島貯金事務センター 徳島貯金事務センター

三 加 茂 町
　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
　なお、選定方法について
は、関係金融機関数社に提
案書提出依頼をし、新町の
行政サービスに最適な金融
機関を選定する。

　収納代理金融機関等につ
いては、現行の全契約金融
機関と契約できるよう協議
調整し、住民サービスの低
下を招かないよう努める

収納代理金融機関に差異あ
り

課　　題 具体的調整方針

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ･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なお、選定方法については、関係金融機関数社に提案書提出依頼をし、新町の行
政サービスに最適な金融機関を選定する。

　指定金融機関等について

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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三 加 茂 町
課　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【指定の手続き】 【指定の手続き】 【指定の手続き】 【指定の手続き】
･ 指定金融機関の場合 ･ 指定金融機関の場合 ･ 指定金融機関の場合 ･ 指定金融機関の場合
三野町告示　 三好町告示　 井川町告示　 三加茂町告示　
昭和43年4月1日にて指定以 昭和61年5月1日にて指定 昭和39年4月1日にて指定以 昭和43年4月1日にて指定以
後変更無し。　 以後変更無し。 後変更無し。　 後変更無し。　
「三野町指定金融機関事 「三好町指定金融機関契約 「井川町の公金収納及び支 「三加茂町指定金融機関事
務取扱契約書」 書」 払に事務並びに預金の取扱 務取扱契約書」
　昭和43年4月1日締結 　昭和61年3月3日締結 に関する契約書」 　昭和43年4月1日締結

　　昭和39年4月1日締結

･ 収納代理金融機関の場合 ･ 収納代理金融機関の場合 ･ 収納代理金融機関の場合 ･ 収納代理金融機関の場合
①当該金融機関からの指定 ①当該金融機関からの指定 ①当該金融機関からの指定 ①当該金融機関からの指定
願いの提出 願いの提出 願いの提出 願いの提出
②町から指定金融機関（阿 ②町から指定金融機関（阿 ②町から指定金融機関（四 ②町から指定金融機関（阿
波銀行）へ意見を求める。 波銀行）へ意見を求める。 国銀行）へ意見を求める。 波銀行）へ意見を求める。

③指定金融機関(阿波銀行) ③指定金融機関(阿波銀行) ③指定金融機関(四国銀行) ③指定金融機関(阿波銀行)
から町へ回答。 から町へ回答。 から町へ回答。 から町へ回答。
④指定金融機関(阿波銀行) ④指定金融機関と収納代理 ④指定金融機関(四国銀行) ④指定金融機関(阿波銀行)
からの結果に基づき告示す 金融機関との間で「三好収 からの結果に基づき告示す からの結果に基づき告示す
る。 納代理金融機関に関する契 る。 る。

約書」締結
⑤町は当該金融機関・指定 ⑤指定金融機関(阿波銀行) ⑤町は当該金融機関・指定 ⑤町は当該金融機関・指定
金融機関(阿波銀行)へ告示 　からの結果に基づき告 金融機関(四国銀行)へ 金融機関(阿波銀行)へ告示
の写しで通知する。 の写しで通知する。
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２４－２　財政事務関係

　手持ち現金は10万円

　現金保管については、収
入役等の名義の口座に保
管。

　事務内容については、合
併までに調整し、新町発足
時より統一する

事務内容に若干の差異あり

  手持ち現金は5万円（釣銭
用）。

　上記の時間以外は、出納
室職員のみで行う。

　支出は振込依頼書にて派
遣職員が行う。

　収入は指定金融機関で取
りまとめられたものが、町
の口座に入金される。（窓
口収納分も含む）

　手持ち現金は40万円（釣
銭用）。

　現金保管については、収
入役等の名義の口座に保
管。

　現金保管については、三
野町の名義の口座に保管。

　指定金融機関制度の導入
により阿波銀行三野支店よ
り庁舎内派出所に1名常勤
し、収入役等の指示により
出納業務を行う。(9:30～
15:00)

　指定金融機関制度の導入
により阿波銀行三好支店よ
り庁舎内派出所に1名常勤
し、収入役等の支持により
出納業務を行う。(9:00～
15:00)

　指定金融機関制度の導入
により阿波銀行加茂支店よ
り庁舎内派出所に1名常勤
し、収入役等の支持により
出納業務を行う。(9:30～
15:00)

　指定金融機関制度の導入
により四国銀行井川支店よ
り庁舎内派出所に1名常勤
し、収入役等の支持により
収納業務を行う。(9:00～
15:00)

　支出は振込依頼書にて行
い、やむを得ず現金支払い
の場合は、派遣職員が行
う。

　収入は指定金融機関で取
りまとめられたものが、町
の口座に入金される。（窓
口収納分も含む）

　上記の時間以外は、出納
室職員のみで行う。

　支出は振込依頼書にて行
い、やむを得ず現金支払い
の場合は、派遣職員が行
う。

　収入は指定金融機関で取
りまとめられたものが、町
の口座に入金される。（窓
口収納分も含む）

  手持ち現金は45万円（派
遣職員勤務時間以外の支
払、釣銭用）。

　上記の時間以外は、出納
室職員のみで行う。

　支出はナビバンクによる
電信振込にて行い、やむを
得ず現金支払いの場合は、
派遣職員が行う。

　収入は指定金融機関で取
りまとめられたものが、町
の口座に入金される。（窓
口収納分も含む）

　現金保管については、収
入役等の名義の口座に保
管。

財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・合併までに調整し、新町発足時より統一する

　現金の出納及び保管

総務部会

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　上記の時間以外は、出納
室職員のみで行う。

　指定金融機関の派遣職員
の勤務時間については、合
併までに、新たに選定され
る指定金融機関と協議のう
え統一する

指定金融機関の派遣職員の
勤務時間に差異あり
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２４－２　財政事務関係

【歳入歳出外現金の種類】 【歳入歳出外現金の種類】 【歳入歳出外現金の種類】 【歳入歳出外現金の種類】
①住民税一時仮受金 ①町県民税 種類に差異あり

②県民税 ①県民税

③源泉徴収所得税 ①源泉所得税 ②源泉所得税 ②源泉所得税

④特別徴収県市町村民税
⑤共済組合掛金等 ③共済組合掛金･償還金･預金 ③共済組合掛金･償還金･預金

②社会保険料 ④社会保険料 ④社会保険料

⑥労働基準法（昭和22年法律
第49号）第24条の規定による
控除金

⑤雇用保険料

⑦職員互助会

③住宅敷金

⑧契約保証金

⑨公営住宅敷金

⑩火葬場使用料

⑪一時預かり金

⑫日本学校安全会給付金

協　議　項　目

総務部会 財政分科会

井　川　町

・合併までに調整し、新町発足時より統一施行する

　歳入歳出外現金に関すること

三 加 茂 町

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

　前月収納分を毎月10日に
納付する。

　町営住宅の敷金を入居､退
去時に収支。

　当月控除したものを月末
に納付する。

　月々徴収したものを一括
して4月に納付する。

　21日に控除したものを25
日に納付する。

　前月収納分を毎月10日に
納付する。

　20日に控除したものを25
日に納付する。

　当月控除したものを月末
に納付する。

　20日に控除したものを25
日に納付する。

　20日に控除したものを25
日に納付する。

　前月収納分を毎月10日に
支出する。

　前月収納分を毎月10日に
支出する。

　前月収納分を毎月10日に
支出する。

前月収納分を毎月10日に納
付する。

　21日に控除したものを25
日に納付する。

　21日に控除したものを25
日に納付する。

　前月収納分を毎月10日に
支出する。

　前月収納分を毎月10日に
支出する。

具体的調整方針

　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
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井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町
⑬その他 ⑥その他

⑦給与控除→組合費・互助会
費・生命保険料・財形預金等

⑧水道料金（保管金に入金し
、収納日の翌日に保管金から
特別会計に振替える。

【保管形態】 【保管形態】 【保管形態】
･ 指定金融機関の収入役口座 ･ 指定金融機関の収入役口座 ･ 指定金融機関の収入役口座
･

【法定調書の作成と報告】 【法定調書の作成と報告】 【法定調書の作成と報告】
　毎年1月から12月に徴収・
支払いした厳選徴収税額を
一覧表にまとめる。数値を
法定調書に転記し、1月末日
までに管轄税務署に提出す
る。

社会保険料は事務担当者名
義口座

　毎年1月から12月に徴収・
支払いした源泉徴収税額を
一覧表にまとめる。数値を
法定調書に転記し、1月末日
までに管轄税務署に提出す
る。

　毎年1月から12月に徴収・
支払いした源泉徴収税額を
一覧表にまとめる。数値を
法定調書に転記し、1月末日
までに管轄税務署に提出す
る。

- 66 -



２４－２　財政事務関係

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】

○預金利子の納付　 ○預金利子の納付　 ○預金利子の納付　 ○預金利子の納付　
井川町会計規則第80条

○利札の還付　 ○利札の還付　 ○利札の還付　

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現金及び有価証券の利子及び配当

三 加 茂 町

　保管有価証券を払出しし
ようとするときは、保管有
価証券払出決議票により決
定し、収入役に送付、納入
者から保管有価証券返還請
求書を提出させ、決議書に
添付する。日付・領収を付
記して押印し引換えに当該
有価証券を還付する。

　指定金融機関は預金の利
子が付されたときは、収入
役に通知し指示に従い払込
書により納付し当該金額を
収納金として整理する。

○利札の還付　会計規則第81条

　指定金融機関は預金の利
子が付されたときは、収入
役に通知し指示に従い払込
書により納付し当該金額を
収納金として整理する。

　指定金融機関は預金の利
子が付されたときは、収入
役に通知し指示に従い払込
書により納付し当該金額を
収納金として整理する。

　保管有価証券を払出しし
ようとするときは、保管有
価証券払出決議票により決
定し、収入役に送付、納入
者から保管有価証券返還請
求書を提出させ、決議書に
添付する。日付・領収を付
記して押印し引換えに当該
有価証券を還付する。

　保管有価証券を払出しし
ようとするときは、保管有
価証券払出決議票により決
定し、収入役に送付、納入
者から保管有価証券返還請
求書を提出させ、決議書に
添付する。日付・領収を付
記して押印し引換えに当該
有価証券を還付する。

　保管有価証券を払出しし
ようとするときは、保管有
価証券払出決議票により決
定し、収入役に送付、納入
者から保管有価証券返還請
求書を提出させ、決議書に
添付する。日付・領収を付
記して押印し引換えに当該
有価証券を還付する。

　指定金融機関は預金の利
子が付されたときは、収入
役に通知し指示に従い払込
書により納付し当該金額を
収納金として整理する。

現行のとおり、新町に引き
継ぐ

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　会計年度所属区分中に出
納した歳計資金及び、歳入
歳出外現金に区分する。有
価証券は町の所有に属する
もの、属さないものに区分
し財産の種類ごとに区分す
る。

　会計年度所属区分中に出
納した歳計現金及び、歳入
歳出外現金に区分する。有
価証券は町の所有に属する
もの、属さないものに区分
し財産の種類ごとに区分す
る。

　会計年度所属区分中に出
納した歳計現金及び、歳入
歳出外現金に区分する。有
価証券は町の所有に属する
もの、属さないものに区分
し財産の種類ごとに区分す
る。

　会計年度所属区分中に出
納した歳計資金及び、歳入
歳出外現金に区分する。有
価証券は町の所有に属する
もの、属さないものに区分
し財産の種類ごとに区分す
る。
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

○保管有価証券の出納　 ○保管有価証券の出納　 ○保管有価証券の出納　 ○保管有価証券の出納　
財務規則第139条 会計規則第81条 　有価証券の提供を受けた

とき、換算し額を確認し納
入通知書によるものにあっ
ては受領書にその他のもの
にあっては保管証書に記載
して納入者に交付する。有
価証券の価額は特別の定め
がある場合を除き、国債証
券及び地方債証券はその額
面金額、その他のものに
あっては額面金額又は時価
のいずれか低い額の十分の
八の額とする。払出は利札
の還付する場合に準用す
る。

　収入役は、納入者から町
有有価証券の納付があった
ときは、これを受け入れ、
納入者に町有有価証券受領
書を交付する。町有有価証
券を払い出すときは、受領
者の町有有価証券受領書を
徴し、これと引き換えに交
付する。

　有価証券の提供を受けた
とき、換算し額を確認し納
入通知書によるものにあっ
ては受領書にその他のもの
にあっては保管証書に記載
して納入者に交付する。有
価証券の価額は特別の定め
がある場合を除き、国債証
券及び地方債証券はその額
面金額、その他のものに
あっては額面金額又は時価
のいずれか低い額の十分の
八の額とする。払出は利札
の還付する場合に準用す
る。

　有価証券の提供を受けた
とき、換算し額を確認し納
入通知書によるものにあっ
ては受領書にその他のもの
にあっては保管証書に記載
して納入者に交付する。有
価証券の価額は特別の定め
がある場合を除き、国債証
券及び地方債証券はその額
面金額、その他のものに
あっては額面金額又は時価
のいずれか低い額の十分の
八の額とする。払出は利札
の還付する場合に準用す
る。
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２４－２　財政事務関係

【郵便振替】 【郵便振替】 【郵便振替】 【郵便振替】
・口座振替費目に差異あり
・

『口座振替費目』
「フロッピー媒体」

【受入現金の流れ】 【受入現金の流れ】 【受入現金の流れ】 【受入現金の流れ】
　

　「自動払込総括表」に基
づき、局窓口にて現金出金
する。
　領収済通知書とともに指
定金融機関へ送付。（窓口
収納分と同じ扱い）
　領収書は担当課から納入
者へ送付。資金化は振替か
ら2～3営業日後。　口座振替済通知書を担当

課から納入者へ送付。資金
化は振替から2～3営業日後

「自動払込総括表」に基づ
き、局窓口にて現金出金す
る。
　領収済通知書とともに指
定金融機関へ送付。（窓口
収納分と同じ扱い）
　領収書は担当課から納入
者へ送付。資金化は振替か
ら2～3営業日後。

保育料（保育所）・児童ク
ラブ負担金

　口座振替結果明細書を添
付した収入票を作成し、現
金とともに指定金融機関へ
収納。（窓口収納分と同じ
扱い）

　口座振替が実施される
と、郵便局の収入役振替預
金口座に入金される。
　貯金事務センターから収
入役宛てに「自動払込総括
表」とフロッピーが送付さ
れる。
　「自動払込総括表」に基
づき、局窓口にて現金出金
する。

　口座振替が実施される
と、郵便局の収入役口座に
入金される。
貯金事務センターから収入
役宛てに「自動払込総括
表」と領収印が附された納
付書が送付される。

　納入者から出された口座
振替依頼書により口座振替
を依頼する。

　口座振替費目は、個人町
県民税・固定資産税・軽自
動車税・国民健康保険料・
保育料（保育所）・水道使
用料・学童保育保護者負担
金

個人町県民税・固定資産税
・軽自動車税・国民健康保
険料・住宅使用料・水道使
用料（下水道分担金を平成
16年4月より振替予定）

　納入者から出された口座
振替依頼書により口座振替
を依頼する。
　口座振替費目は、個人町
県民税・固定資産税・軽自
動車税・国民健康保険税・
簡易水道使用料・町営住宅
家賃

　口座振替が実施される
と、郵便局の収入役口座に
入金される。

｢口座引き落とし依頼書によ
るもの」

　貯金事務センターから収
入役宛てに「自動払込総括
表」と領収印が附された納
付書が送付される。

　納入者から出された口座
振替依頼書により口座振替
を依頼する。

　納入者から出された口座
振替依頼書により口座振替
を依頼する。

　領収書は担当課から納入
者へ送付。資金化は振替か
ら2～3営業日後。

　口座振替費目は、個人町
県民税・固定資産税・軽自
動車税・国民健康保険料
　保育料（保育所）・水道
使用料

　口座振替が実施される
と、郵便局の収入役口座に
入金される。
　貯金事務センターから収
入役宛てに「自動払込総括
表」と領収印が附された納
付書が送付される。
　「自動払込総括表」に基
づき、局窓口にて現金出金
する。

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・口座振替費目及び事務手順については、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する

　郵便振替に関する事

三 加 茂 町

総務部会 財政分科会

　領収済通知書とともに指
定金融機関へ送付。（窓口
収納分と同じ扱い）

事務手順に若干の差異あり
　口座振替費目及び事務手
順については、合併までに
調整し、新町発足時より統
一施行する

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

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

【郵便局直接払】 【郵便局直接払】 【郵便局直接払】 【郵便局直接払】
　

　

　上記通知書に基づき、局
窓口にて現金出金し、領収
済通知書とともに指定金融
機関へ送付。(窓口収納分と
同じ取り扱い)
　資金化は窓口納入から2～
3営業日後。

　直接納付されると、郵便
局の収入役口座に入金され
る。

　郵便局受入公金は取りま
とめ局（辻町局）から「郵
便振替公金払込高通知書」
とともに領収済通知書が領
収印を附して送付される。

　直接納付されると、郵便
局の収入役口座に入金され
る。

　郵便局受入公金は取りま
とめ局（三野郵便局）から
「郵便振替公金払込高通知
書」とともに領収済通知書
が領収印を附して送付され
る。

　納付書及び収入役名義の
振込取扱票により直接納付
されると、郵便局の収入役
振替預金口座に入金され
る。

　郵便局受入公金は取りま
とめ局（貯金事務セン
ター）から「郵便振替公金
払込高通知書」とともに領
収済み通知書、払込取扱票
写しが領収印を附して送付
される。

　直接納付されると、郵便
局の収入役口座に入金され
る。

　郵便局受入公金は取りま
とめ局（三加茂局）から
「郵便振替公金払込高通知
書」とともに領収済通知書
が領収印を附して送付され
る。

　上記通知書に基づき、局
窓口にて現金出金し、領収
済通知書とともに指定金融
機関へ送付。（窓口収納分
と同じ取り扱い）

＊現在は現金出金ではなく
郵便振替小切手を振出し
て、小切手とともに領収済
通知書を指定金融機関へ送
付している。（この場合、
資金化はさらに3日ほど要す
る。）

　資金化は窓口納入から2～
3営業日後。
＊現在は現金出金ではなく
郵便振替小切手を振出し
て、小切手とともに領収済
通知書を指定金融機関へ送
付している。（この場合、
資金化はさらに3日ほど要す
る。）

　上記通知書に基づき、局
窓口にて現金出金し、領収
済通知書とともに指定金融
機関へ送付。
（窓口収納分と同じ取り扱
い）
　資金化は窓口納入から2～
3営業日後。

　上記通知書に基づき、局
窓口にて現金出金し、領収
済み通知書、払込取扱票写
しとともに指定金融機関へ
収納。
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２４－２　財政事務関係

【小切手振出手順】 【小切手振出手順】 【小切手振出手順】 【小切手振出手順】

　　↓ 　　↓ 　　↓

　　↓

　　↓
　 　　↓ 　　↓

　　↓
　　↓ 　　↓

　　↓
　　指定金融機関へ送付。
　　↓

　支払日の前営業日までに
支払金額の確定（支出命令
書兼請求領収書を集計）

支払日の前営業日までに支
払金額の確定（支出決議書
を集計）

　支払日の前営業日に会計
毎に発行する。

＊金額の記入はチェックラ
イターを使用。

　支払日の前営業日までに
支払金額の確定（支出決議
書を集計）

　支払日の前営業日に会
計・支払方法毎に発行す
る。
　小切手には会計・年度・
金額・収入役氏名・支払日
を記載し、押印する。

　小切手には会計・年度・
金額・収入役氏名・支払日
を記載し、押印する。
＊金額の記入はチェックラ
イターを使用。

　小切手支払通知書ととも
に指定金融機関へ送付。

　指定金融機関から届けら
れる「収支日計表」との確
認。

＊支出証拠書類等により債
権者を確認の上、支払う。
このとき領収書を徴さなけ
ればならない。
＊電気使用料及び電話代は
自動口座引落方式も一部あ
るが同様に小切手は切って
いる。

　支払日の前営業日までに
支払金額の確定（支出決議
書を集計）

　支払日の前営業日に支払
方法毎に出金伝票を当日に
会計毎に支払通知書を発行
する。
　支払通知書には会計・年
度・金額・収入役氏名・支
払日を記載し、押印する。

　支払日の前営業日に会
計・支払方法毎に発行す
る。
　小切手には会計・年度・
金額・収入役氏名・支払日
を記載し、押印する。
＊金額の記入はチェックラ
イターを使用。

　小切手振出済通知書とと
もに指定金融機関へ送付。

　財務規則では、小切手の
振出により支払をすること
になっているが、実務は支
払通知書と銀行の出金伝票
で支払を行っている。

　小切手振出済通知書とと
もに指定金融機関へ送付。

＊支出証拠書類等により債
権者を確認の上、支払う。
支払方法は、現金、口座振
込、納付書、口座引落によ
る。
＊電気使用料、電話使用料
は、自動口座引落方式のた
め請求書により支出決議書
を起票し、引落額の確認を
行う。

　指定金融機関から届けら
れる「収支日計表」との確
認。

　指定金融機関から届けら
れる「収支日計表」との確
認。

＊支出証拠書類等により債
権者を確認の上、支払う。
このとき領収書を徴さなけ
ればならない。

　指定金融機関から届けら
れる「収支日計表」との確
認。

＊支出証拠書類等により債
権者を確認の上、支払う。
このとき領収書を徴さなけ
ればならない。

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・合併までに調整し、新町発足時より統一施行する

　小切手の振出し及び公金振替調書の交付

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　合併までに調整し、新町
発足時より統一施行する

実務上、小切手を発行して
いない町があるので、調整
の必要がある
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三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

【公金振替調書の交付】 【公金振替調書の交付】 【公金振替調書の交付】 【公金振替調書の交付】
①同一会計又は他会計への支 ①同一会計又は他会計への支 ①同一会計又は他会計への支
出 出 出

②保管会計への支出 ②保管会計への支出 ②保管会計への支出

③基金への支出 ③基金への支出 ③基金への支出 ③基金への支出

　県民税を納入する際に出
納室で行っている。

　県民税を納入する際に出
納室で行っている。

　基金への支出について
は、通常の支出命令書兼請
求領収書で行っている。

　基金への支出について
は、通常の支出決議書で
行っている。

一時的な資金需要に対応す
る為、一時繰替が必要と
なった場合に会計又は基金
間で行う。
振替伝票は作成せず、財務
会計システムの機能で一時
繰替え操作を行い、資金の
操作は公金振替書により
「出金伝票・入金伝票」で
対応している。

県民税を納入する際に出納
室で行っている。

基金への支出については、
歳入歳出外現金払出票で
行っている。

　振替伝票は作成せず、財
務会計システムの機能で一
時運用金票を作成する。資
金管理が各会計毎に分かれ
てないため、資金の操作は
必要なし。

　一時的な資金需要に対応
する為、一時繰替が必要と
なった場合に出納室で行
う。

　基金への支出について
は、通常の支出決議書で
行っている。

一時的な資金需要に対応す
る為、一時繰替が必要と
なった場合に歳計外運用金
で行う。
振替伝票は作成せず、財務
会計システムの機能で一時
繰替え操作を行い、資金の
操作は「出金伝票・入金伝
票」で対応している。
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２４－２　財政事務関係

【証券の種類】 【証券の種類】 【証券の種類】 【証券の種類】
①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券
　　　なし 　　　なし 　　　なし 　　　なし

②出資金 ②出資　出捐金 ②出資　出捐金 ②出資金　
･ 徳島県農業信用基金協会 ･ 徳島県信用保証協会出捐金 ･ 徳島県信用保証協会出捐金 ･ 土地開発公社出資金
･ ･ ･ ･ 上水道出資金

･ ふるさと市町村圏出資基金
･ 徳島県林業公社 ･ ･ ･ ＪＡ阿波みよし出資基金
･ 三野町土地開発公社 ･

･ ･ 出捐金
･ ･ 徳島県福祉基金出捐金

･ 徳島県福祉基金出捐金 ･ 徳島県福祉基金出捐金 ･ 徳島県信用保証協会出捐金
･ 三好東部森林組合 ･ 三好東部森林組合出資金 ･ ･
･ ･ 徳島県林業公社出資金

･ ･ 徳島県文化振興基金出捐金 ･
･

③出捐金 ･ ･ 徳島県国際交流基金出捐金
･ 徳島信用保証協会 ･ ･ 徳島県信用保証協会出捐金
･ 徳島県勤労者信用基金協会 ･ ･
･ 徳島県福祉基金 ･ 徳島県国際交流協会出捐金
･ 徳島“あい”ランド推進協議会 ･ ･ ･ 徳島県文化振興基金出捐金
･ 林業労働対策基金 ･
･ 徳島県精神薄弱者育成会 ･ ･
･ （財）徳島県文化振興基金 ･
･ 徳島県国際交流協会 ･ ･ 徳島県林業公社出資金
･ ･ ･

･ 徳島県文化振興基金出捐金
･ ･ ･ ･ 林業労働対策基金出捐金

･ 緑の募金出捐金
･ ･ ･ 井川町土地開発公社出資金 ･ 電話債券出捐金

･
･ ･

･ 貸付金
･ 三好町土地開発公社出資金 地域総合貸付金
･ ･ 松茂空港

･ ･ 三好郡東部森林組合出資金

吉野川オアシス（株）出資
金
徳島県下水道技術センター
出捐金

徳島県フロンティア整備推
進機構出捐金
徳島県家畜畜産物衛生指導
協会出捐金

（財）とくしま地域政策研
究所
徳島県勤労者福祉ネット
ワーク

徳島県勤労者福祉ネット
ワーク出捐金
（社）とくしま森とみどり
の会出資金

三好地区ふるさと市町村圏
基金出資金

徳島県勤労者信用基金協会
出捐金

とくしま・あいランド推進
協議会出捐金

徳島県精神薄弱者スポーツ
交流基金出捐金

徳島県暴力追放県民セン
ター

三好地区ふるさと市町村圏
基金出資金
徳島県精神薄弱者スポーツ
交流基金出捐金
（財）徳島県暴力追放県民
センター出捐金
（財）徳島県国際交流協会
出捐金

とくしま”あい”ランド推
進協議会出捐金

徳島県暴力追放県民セン
ター出捐金

徳島県林業労働対策基金出
捐金

砂防フロンティア整備推進
機構

三好地区ふるさと市町村圏
基金

（社）とくしま森とみどり
の会

徳島県勤労者信用基金協会
出捐金

（財）徳島地域政策研究所
出捐金

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

徳島県林業労働対策基金出
捐金

徳島県家畜畜産物衛生指導
協会出資金

徳島県家畜畜産物衛生指導
協会

徳島県農業信用基金協会出
資金

徳島県農業信用基金協会出
捐金

　現行のとおり新町に引き
継ぐ
　ただし、保管場所は１箇
所に統一する

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ･現行のとおり新町に引き継ぐ

　有価証券の出納保管

三 加 茂 町

株式会社ふるさと夢企画出
資金

徳島県とくしま森とみどり
の会出資金
（財）とくしま地域政策研
究会出捐金
徳島県勤労者福祉ネット
ワーク出捐金

徳島県勤労者信用基金協会
出捐金
（財）徳島県暴力追放県民
センター出捐金

砂防フロンティア整備推進
機構出捐金
（財）とくしま”あい”ラ
ンド推進協議会出捐金

徳島県農業信用基金協会出
捐金

（財）とくしま地域政策研
究会出捐金
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
③貸付金 ③預託金 ③預託金
･ ･ ･

【保管場所】 【保管場所】 【保管場所】 【保管場所】
･ ･ ･ ･
　

【保管方法】　　 【保管方法】 【保管方法】 【保管方法】
･ ･ ･ ･

　出納室の耐火金庫内に保
管施錠

　庁舎内金庫室の耐火金庫
内に保管　施錠

各証券は封筒に入れて耐火
金庫で保管し明細書はバイ
ンダーに綴り込んでいる。

　庁舎内金庫室の耐火金庫
内に保管　施錠

封筒に各証券等の明細書と
証券をセットで保管

封筒に各証券等の明細書と
証券をセットで保管

封筒に各証券等の明細書と
証券をセットで保管

徳島県国民健康保険団体連
合会

徳島県国民健康保険団体連
合会預託金

徳島県国民健康保険団体連
合会預託金

　庁舎内金庫室の耐火金庫
内に保管　施錠
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２４－２　財政事務関係

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

【物品の納入】 【物品の納入】 【物品の納入】 【物品の納入】
(財務規則による) (財務規則による) (契約規則による) (財務規則による)

･ ･ ･ ･

総務部会 財政分科会

三　好　町 井　川　町

・合併までに調整し、新町発足時より統一する

課　　題 具体的調整方針

原則、入札により契約者を
決め、契約書を作成する。

1件10万円以上の物品は2以
上のものから見積もりを徴
する。

ただし、1件40万円までの物
件の買い入れは随意契約と
することができる。

協　議　項　目

三　野　町

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　物品の調達及び検収【物品の購入契約】

三 加 茂 町

原則、入札により契約者を
決め、契約書を作成する。
ただし、1件40万円までの物
件の買い入れは随意契約と
することができる。

原則、入札により契約者を
決め、契約書を作成する。

10万円以上の物品は2人以上
のものから見積りを徴する

ただし、1件40万円までの物
件の買い入れは随意契約と
することができる。

原則、入札により契約者を
決め、契約書を作成する。
ただし、1件40万円までの物
件の買い入れは随意契約と
することができる。
随意契約とするときは、な
るべく2以上の業者から見積
書を徴する。

契約額が10万円未満のもの
または、直ちに現品の検査
ができるものは契約書の作
成を省略できる。

契約額が10万円以下のもの
または郵便はがき、郵便切
手並びに収入印紙及びこれ
に類する物品を購入する場
合において、直ちにその物
品を引き取るときは、契約
書の作成を省略できる。

公用車の購入は、町内業者
より見積もりを徴してい
る。

契約額が30万円以下のもの
または郵便はがき、郵便切
手並びに収入印紙及びこれ
に類する物品を購入する場
合において、直ちにその物
品を引き取るときは、契約
書の作成を省略できる。

契約書作成を省略できる限
度額に差異あり

　合併までに調整し、新町
発足時より統一する

納入時には立会いを行い、
検収調書、必要なものは台
帳を作成する。

納入時には立会いを行い、
検収調書、必要なものは台
帳を作成する。

納入時には立会いを行い、
検収、必要なものは台帳を
作成する。

公用車の購入は、3以上の町
内業者より見積もりを徴し
ている。

公用車の購入は、3以上の町
内業者より見積もりを徴し
ている。

公用車の購入は、町内業者
より見積もりを徴してい
る。

納入を受けたときは検査を
行い、物品検収表を作成す
る。必要なものは備品台帳
を作成する。

契約額が30万円未満のもの
または、直ちに現品の検査
ができるものは契約書の作
成を省略できる。
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２４－２　財政事務関係

【取扱物品の種類】 【取扱物品の種類】 【取扱物品の種類】 【取扱物品の種類】
①備品　　机､椅子書庫など 取扱い種類に差異あり

③地図　　　　　 ③地図　　　　　 ②地図　　　　　
白地図(1/10,000､1/5,000) 基本図(1/25,000､1/50,000) 白地図(1/12,500､1/25,000､
平面図(1/50,000､1/25,000)                 1/50,000)
④可燃、不燃ごみ袋 ④可燃、不燃ごみ袋
⑤工作用金物 ⑤工作用金物
⑥作業・工作用道具類 ⑥作業・工作用道具類

④動物　　　教材用のうさ

⑤生産物
⑥占有物品

【物品台帳・受払簿】 【備品台帳・受払簿】 【物品台帳・受払簿】 【物品台帳・受払簿】

【保管場所】 【保管場所】 【保管場所】 【保管場所】
①消耗事務用品　　　　 ①消耗品　　 ①消耗事務用品　　　 ①消耗事務用品　

各課管理 　各課 　物品倉庫 会計課
②消耗備品　　　　　　 ②備品　　　　 ②消耗備品　　　　　

各課管理 各課 　物品倉庫
③地図　　　　　　　 ③地図　　　　　　　 ②地図　　　　　

　建設課管理 　物品倉庫 会計課倉庫
④可燃、不燃ごみ袋　　 ④可燃、不燃ごみ袋　　

総務課管理 総務課倉庫
⑤工作用金物　　　　 ⑤工作用金物　　　　

　総務課管理 　総務課倉庫
⑥作業・工作用道具類　 ⑥作業・工作用道具類　

総務課管理 総務課倉庫

保管場所（部署）に差異あ
り

②受払は物品受払命令書に
より各課で管理
③②～⑥の物品について
は、台帳なし

②受払は物品出納簿で管理

①物品台帳の備え付けはな
い

①備品台帳は各課より物品
管理簿を提出し、出納室で
管理（備品台帳未整理）

①受払は物品出納簿で管理

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後直ちに整理・調整する
・備品台帳及び受払簿の調製については、合併までに調製し、新町発足時より統一する

具体的調整方針

総務部会

　物品の出納、保管及び検査

三 加 茂 町

①物品台帳の備え付けはな
い

③原材料品　モルコン、マ
ンホールの蓋など

物品台帳についての協議が
必要

財政分科会

①消耗事務用品　ボールペ
ン、消しゴム、封筒など

①消耗事務用品　ボールペ
ン、消しゴム、封筒など
②消耗備品　　　ホッチキ
ス、パンチ、電卓など

　台帳及び受払簿の調製に
ついては、合併までに調整
し、新町発足時より統一す
る
　なお、備品の管理は各課
で行うものとする

　現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町発足後直ちに整
理・調整する

　現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町発足後直ちに整
理・調整する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

①消耗事務用品　ボールペ
ン、消しゴム、封筒など
②消耗備品　　　ホッチキ
ス、パンチ、電卓など

②消耗品　ボールペン、封
筒、各種事務用品など
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三　野　町 三　好　町 井　川　町
具体的調整方針

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

③原材料品　
　倉庫

④動物　　　　
保育所､各幼稚園､小中学校等

【物品の出納方法】 【物品の出納方法】 【物品の出納方法】 【物品の出納方法】
①消耗品請求　　　　　 ①各課で管理
各課在庫確認のうえ発注

【物品調達計画】 【物品調達計画】 【物品調達計画】 【物品調達計画】 調達方法に差異あり

物品の管理・出納方法に差
異あり①消耗品要求受付簿に従い

会計課職員が物品を手渡す
①消耗品請求申請書に物品
名、数量を記載し、総務課
へ申請

　物品の出納、保管はすべ
て総務課で行っている

　物品の出納、保管はすべ
て会計課で行っている

①単価契約している用紙類
については、在庫確認にて
数量不足のつど総務課より
業者に発注
②その他物品については、
在庫確認し、不足分につい
て各課にて発注

③事務消耗品・事務備品等
の共通物品の発注は、すべ
て総務課にて実施

③その他物品については、
在庫確認し、不足分につい
て会計課にて発注
④事務消耗品・事務備品等
の共通物品の発注は、すべ
て会計課にて実施

①事務用消耗品について
は、在庫確認し、不足分に
ついて会計課にて発注

①単価契約している用紙類
については、在庫確認にて
数量不足のつど総務課より
業者に発注
②その他物品については、
在庫確認し、不足分につい
て総務課にて発注

　合併までに調整し、新町
発足時より統一する

　合併までに調整し、新町
発足時より統一する

①単価契約している用紙類
については、在庫確認にて
数量不足のつど総務課より
業者に発注
②その他物品については、
在庫確認し、不足分につい
て各課にて発注

②消耗品請求申請書に従い
総務課職員が物品を手渡す

②単価契約している用紙類
については、在庫確認にて
数量不足のつど会計課より
業者に発注

③貸出物品については、総
務課の許可後貸出
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２４－２　財政事務関係

・ ・ ・ ・

【一時借入金限度額】 【一時借入金限度額】 【一時借入金限度額】 【一時借入金限度額】
    平成14年度:平成15年度     平成14年度:平成15年度     平成14年度:平成15年度     平成14年度  
　一般会計　　　　　　   一般会計　            一般会計　          　一般会計　           　
 300,000千円:300,000千円  300,000千円:300,000千円  300,000千円:300,000千円 　300,000千円

　国民健康保険特別会計   国民健康保険事業特別会計   国民健康保険特別会計 　国民健康保険特別会計 
  50,000千円: 50,000千円   70,000千円: 70,000千円   60,000千円: 60,000千円  200,000千円

　簡易水道特別会計 　　   老人保健(医療)事業特別会計 　老人保健特別会計     　
  30,000千円: 30,000千円  100,000千円:100,000千円   100,000千円

 介護保険事業特別会計 　介護保険特別会計     　
 　  70,000千円:      0千円   200,000千円

  30,000千円: 30,000千円   （平成15年4月1日廃止） 　下水道事業特別会計  
　病院事業会計   　　　   公共下水道事業特別会計   36,000千円
  50,000千円: 50,000千円  300,000千円:300,000千円 　上水道事業公営企業会計 

　介護保険特別会計 　　   簡易水道事業特別会計  　 50,000千円
  50,000千円   30,000千円: 30,000千円

【平成12年度借入実績】
  一般会計　  
  400,000千円　3/26～5/31  
                   67日間

【平成13年度借入実績】
各種基金の一時運用により
対応
　減債基金　　　
128,795千円　2/26～5/30

　財政調整基金　　
100,300千円　4/25～5/30

【平成14年度借入実績】 【平成14年度借入実績】 【平成14年度借入実績】 【平成14年度借入実績】
　借入なし 　借入なし 　一般会計　　300,000千円　 　簡易水道特別会計      

　4/1～ 4/7     10,000千円
　　　　　　　300,000千円
　　3/3～3/31

　特別養護老人ホーム長生園
特別会計

収支計画に基づき一時借入
金の要請に対し、会計課で
借入手続きをする。

資金計画により、出納室で
借入手続きをする。

収支計画に基づき一時借入
金の要請に対し、総務課で
借入手続きをする。

収支計画に基づき一時借入
金の要請に対し、出納室で
借入手続きをする。

三 加 茂 町

借入担当部署に差異あり 借入手続きは、出納部門で
行うものとする

課　　題 具体的調整方針

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・借入手続きは、出納部門で行うものとする

　一時借入金

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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２４－２　財政事務関係

【支払の種類】 【支払の種類】 【支払の種類】 【支払の種類】
・小切手　（第79条） ・小切手　（第60条） ・小切手　（第78条）

・資金前渡（第52条） ・資金前渡（第52条） ・資金前渡（第49条） ・資金前渡（第62条）

・概算払（第67条） ・概算払　（第57条） ・概算払　（第56条） ・概算払　（第67条）
　施行令第162条第6号に掲
げる経費

・前金払　（第25条） ・前金払　（第58条） ・前払金　（第57条） ・前払金　（第70条）
・部分払　（第30条） ・部分払　（第59条）

・送金払　（第70条）
・繰替払　（第60条）

・隔地払　（第84条） ・隔地払　（第68条） ・隔地払　（第84条）
・口座振替（第87条） ・口座振替（第69条） ・口座振替（第72条） ・口座振替（第87条）

【支払処理】 【支払処理】 【支払処理】 【支払処理】

三好町に小切手の振出が存
在しない

　政令第161条第1項第1号か
ら第13号までに掲げる経費
及び同条第2項に規定する資
金のほか財務規則に掲げる
経費

　本庁以外での施設におい
て支払を必要とするもの。
謝礼金、慰問金等。
　講師謝礼、講師の旅費、
証紙をもって納付しなけれ
ばならない経費。

　契約に定めのある委託
料、非常時に即時支払を必
要とする経費。

　本庁以外での施設におい
て支払を必要とするもの。
謝礼金、慰問金等。

①資金前渡受者は資金前渡
の請求書を主務課長に提
出。
②主務課長は支出決議書に
よる支出命令の手続きをお
こなう。

　政令第162条第1号から第5
号までに規定するもののほ
か財務規則に掲げる経費。

　講師謝礼、講師の旅費、
証紙をもって納付しなけれ
ばならない経費。

　小切手を振出し、指定金
融機関から現金を受領し資
金前渡受者に渡す。

　小切手を振出し、指定金
融機関から現金を受領し資
金前渡受者に渡す。

③収入役等は上記支出命令
を受けたときは支出命令の
審査の例により資金を前渡
する。

③収入役等は上記支出命令
を受けたときは支出命令の
審査の例により資金を前渡
する。

②主務課長は資金前渡票に
より支出命令の手続きをお
こなう。

①資金前渡受者は資金前渡
票による請求書を主務課長
に提出。

①資金前渡受者は資金前渡
の請求書を主務課長に提
出。

③収入役等は上記支出命令
を受けたときは支出命令の
審査の例により資金を前渡
する。

①資金前渡受者は原則とし
て主管課長とする。

②主管課長は資金前渡・概
算払請求票による支出命令
の手続きをおこなう。

②主務課長は支出決議書に
よる支出命令の手続きをお
こなう。

財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・合併までに調整し、新町発足時より統一施行する

　資金前渡金等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

総務部会

　契約に定めのある委託
料、非常時に即時支払を必
要とする経費。

④収入役等は資金を前渡し
たときは前渡金整理簿によ
り、整理する。

④収入役等は資金を前渡し
たときは前渡金整理簿によ
り、整理する。

④収入役等は資金を前渡し
たときは財務会計システム
の資金前渡金精算状況によ
り、管理する。

　小切手を振出し、指定金
融機関から現金を受領し資
金前渡受者に渡す。
④収入役等は資金を前渡し
たときは前渡金整理簿によ
り、整理する。

課　　題 具体的調整方針

　施行令第161条第１項第14
号に掲げる経費

実施経費に若干の差異あり 　合併までに調整し、新町
発足時より統一施行する

　合併までに調整し、新町
発足時より統一施行する

③収入役等は上記支出命令
を受けたときは支出命令の
審査の例により資金を前渡
する。
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三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町
課　　題 具体的調整方針

【前渡金の保管】 【前渡金の保管】 【前渡金の保管】 【前渡金の保管】

【資金前渡の精算】 【資金前渡の精算】 【資金前渡の精算】 【資金前渡の精算】 実務に差異あり

＊実際には資金前渡による
支払をする事例は無い。

③出納閉鎖期日において残
金があるとき　当該期日

②随時の費用は支払い完了
後5日

②随時の費用は支払い完了
後5日
③支払の必要がなくなった
もの　事実の発生後5日

④出納閉鎖期日において残
金があるとき　当該期日

①月を単位とする前渡資金
については翌月5日

①常時の費用は翌月5日

　支払を完了したとき又は
その必要がなくなったと
き。前渡金支払計算書に領
収書その他証拠書類を添え
て主務課長を経由して収入
役等に報告する

　支払を完了したとき又は
その必要がなくなったと
き。前渡金支払計算書に領
収書その他証拠書類を添え
て主務課長を経由して収入
役等に報告する

　支払を完了したとき又は
その必要がなくなったと
き。資金前渡・概算払精算
票を作成し、領収書その他
証拠書類を添えて主管課長
の決裁をうけて収入役等に
提出し、精算しなければな
らない。

①確実な金融機関に預入す
る。
②直ちに支払を要するとき
又は5,000円以下のときは上
記の限りでない。

①確実な金融機関に預入す
る。
②直ちに支払を要するとき
は上記の限りでない。

②直ちに支払を要するとき
又は5,000円以下のときは上
記の限りでない。

①確実な金融機関に預入す
る。
②直ちに支払を要するとき
又は5,000円以下のときは上
記の限りでない。

　合併までに調整し、新町
発足時より統一施行する

①確実な金融機関に預入す
る。

　支払を完了したとき又は
その必要がなくなったとき
は、資金前渡票による精算
予定期日までに、精算票を
作成し、主務課長を経由し
て収入役等に報告する。
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２４－２　財政事務関係

【監査委員定数】　 【監査委員定数】 【監査委員定数】 【監査委員定数】

【現金出納検査】 【現金出納検査】 【現金出納検査】 【現金出納検査】 時期に差異あり

　

【決算監査】 【決算監査】 【決算監査】 【決算監査】 時期に差異あり
　毎年7月から8月に実施す 　毎年11月に実施する 　毎年8月に実施する 　毎年8月に実施する
る

【随時監査等】 【随時監査等】 【随時監査等】 【随時監査等】
　随時実施する 　随時実施する 　随時実施する 　随時実施する

【定期監査】 【定期監査】 【定期監査】 【定期監査】 時期に差異あり
　毎年8月および1月 　毎年8月～10月 　毎年2月及び3月 　毎年7月

　毎月10日（土、日、休日
にあたる時は、期日を変
更）

　毎月8日（土、日、休日に
あたるときはその翌日）

　2名
(有識者1名、議会代表1名)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　2名
(有識者1名、議会代表1名)

　2名
(有識者1名、議会代表1名)

　前月の例月出納検査の際
に調整

　2名
(有識者1名、議会代表1名)

　毎月15日（土、日、休日
に当たるときは、変更可）

　監査に関する事項につい
ては、新町発足後、新町の
監査委員が選任されしだい
直ちに協議調整する

　原則毎月15日（土、日、
休日にあたる時は、その翌
日）

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・新町発足後、新町の監査委員が選任されしだい直ちに協議調整する

　監査

三 加 茂 町
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２４－２　財政事務関係

【召集の手順】 【召集の手順】 ･ 【召集の手順】
･ 監査委員会事務局長名文書 ･ 代表監査委員名文書 ･ 代表監査委員名文書

･
･ 年間例月出納検査日程表に ･ 年間例月出納検査日程表に ･ 前月の出納検査時に調整
よる よる

【監査時期と期間】 【監査時期と期間】 【監査時期と期間】 【監査時期と期間】 時期に差異あり
①検査期間 ①検査期間 ①検査期間 ①検査期間
　翌月8日が原則 　翌月10日が原則 　翌月15日が原則 　翌月15日が原則
②期間 ②期間 ②期間 ②期間
　1日 　1日 　1日 　1日

【提出資料】 【提出資料】 【提出資料】 【提出資料】 提出資料に差異あり
･ ･ 歳入歳出差引残高一覧表 ･ 歳入歳出差引残高一覧表 ･ 歳入歳出差引残高一覧表

(会計毎) (会計毎) (会計毎)
･ 金融機関別現金保管状況表 ･ 金融機関別現金保管状況表 ･ 会計別現金保管状況表
･ 収支日計表 ･ 収支日計表
･ 歳入歳出月計表 ･ 歳入歳出月計表 ･ 歳入歳出月計表
･ 調定、及び収入票 ･ 調定、及び収入票 ･ 調定決議書
･ ･ ･

･ ･ ･

･ 歳入歳出外現金の管理状況 ･ 歳入歳出外現金の管理状況 ･ 基金に属する現金の管理状
況表

支出負担行為兼支出命令票
支出命令票
基金会計の状況（現在高、
金融機関別預入状況）

支出負担行為決議書兼支出
命令確認書
金融機関別基金預入状況一
覧表

支出負担行為兼支出命令票
支出命令票
基金会計の状況（現在高、
金融機関別預入状況）

総務部会 財政分科会

毎月の一般会計、特別会計
の歳計現金、基金歳入歳出
外現金の保管状況及び収支
証拠書類同整理簿、同日計
表並びに預貯金証書

(内部決済並びに監査委員に
通知)

（内部決済並びに監査委員
に通知）

（内部決済並びに監査委員
に通知）

　地方自治法第235条の2第1
項の規定による検査は、毎
月15日に行う。
　ただし、その期日が休日
又は日曜日に当たるとき、
その他やむを得ない理由に
より検査を行うことができ
ないときは、その期日を変
更することができる。

協　議　項　目

　監査に関する事項につい
ては、新町発足後、新町の
監査委員が選任されしだい
直ちに協議調整する

　例月出納検査

三 加 茂 町三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・新町発足後、新町の監査委員が選任されしだい直ちに協議調整する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針
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２４－２　財政事務関係

【決算監査の流れ】 【決算監査の流れ】 【決算監査の流れ】 【決算監査の流れ】 実務時期に差異あり
町長へ決算書の提出 町長から決算書の提出 町長から決算書の提出 町長から決算書の提出

（7月下旬） （8月下旬） （7月上旬） （7月上旬）
　　　↓ 　　　↓ 　　　↓ 　　　↓
　監査委員決算審査 　監査委員決算審査 　監査委員決算審査 　監査委員決算審査
(8月中旬において1日審査) (11月下旬までに1日審査) (7月～8月上旬において (8月下旬において審査)
　　　↓ 　　　↓ 　　　　　　　2日間審査) 　　　↓
　監査委員意見書提出 　監査委員意見書提出 　    ↓ 　監査委員意見書提出
　　　↓ （11月下旬） 　監査委員意見書提出 （8月下旬）

　　　↓ （8月中旬） 　　　↓
　　　↓

【決算審査においての 【決算審査においての 【決算審査においての 準備資料に差異あり
            資料請求状況】             資料請求状況】             資料請求状況】
* 一般会計、特別会計歳入 * 収入未済額調書 * 収入未済額調書
歳出決算書 * 不納欠損額調書 * 不納欠損額調書

* 予算差引簿 * 流用、充用額調書 * 流用、充用額調書
* 出資金及び出捐金台帳 * 補助事業実績報告書 * 補助事業実績報告書

* 負担金・補助金交付調書 * 負担金・補助金交付調書
* 重要物品の管理状況 * 重要物品の管理状況
* 工事台帳 * 工事台帳
* 契約関係書類 * 契約関係書類
* 時間外勤務手当支給命令簿 * 時間外勤務手当支給命令簿
* 出張命令簿 * 出張命令簿

･ 監査委員報酬=　 ･ 監査委員報酬　　 ･ 監査委員報酬=　
代表監査委員 年額　 有識者　年額　151,000円 代表監査委員 年額
              154,000円 議会代表　年額 82,000円              　173,000円
監査委員 年額　82,000円 監査委員 年額　102,000円

･ 旅費=　特別職相当額 ･ 旅費=　議員の例による。

総務部会 財政分科会

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ・新町発足後、新町の監査委員が選任されしだい直ちに協議調整する

課　　題

　決算審査

三 加 茂 町
　監査委員は、地方自治法
第233条第2項の規定により
決算及び書類が審査に付さ
れたときは、30日以内に意
見をつけて町長に送付しな
ければならない。

　監査に関する事項につい
ては、新町発足後、新町の
監査委員が選任されしだい
直ちに協議調整する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
具体的調整方針

9月定例会において代表監査
委員が出席して意見をのべ
る

12月定例会において代表監
査委員が出席して意見を述
べる

9月定例会において代表監査
委員が出席して意見を述べ
る

　監査委員は、地方自治法
第233条第2項の規定により
決算及び書類が審査に付さ
れたときは、30日以内に意
見をつけて町長に送付しな
ければならない。

　監査委員は、地方自治法
第233条第2項の規定により
決算及び書類が審査に付さ
れたときは、30日以内に意
見をつけて町長に送付しな
ければならない。

　監査委員は、地方自治法
第233条第2項の規定により
決算及び書類が審査に付さ
れたときは、30日以内に意
見をつけて町長に送付しな
ければならない。

9月定例会において代表監査
委員が出席して意見を述べ
る
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２４－２　財政事務関係

【調整時期】 【調整時期】 【調整時期】 【調整時期】
①手順 ①手順 ①手順 ①手順 若干の差異あり
･ ･ ･ ･

･ 3月末日負担行為締切日設定 ･ 3月末日負担行為締切日設定 ･ 3月末日負担行為締切日設定 ･ 3月末日負担行為締切日設定
②日付 ②日付 ②日付 ②日付
･ ･ ･

･ 税等の最終収入日　5月末日 ･ 税等の最終収入日　5月末日 ･ 税等の最終収入日　 ･ 税等の最終収入日　5月末日
･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

③各会計毎の最終点検日 ③各会計毎の最終点検日 ③各会計毎の最終点検日

【調整作業】 【調整作業】 【調整作業】 【調整作業】
①手順 ①手順 ①手順 ①手順

②期日 ②期日 ②期日 ②期日

【報告】 【報告】 【報告】 【報告】
①手順 ①手順 ①手順 ①手順
･ 打出し後、添付書類作成 ･ 打出し後、添付書類作成 ･ 7月、各課にて添付書類作成 ･ 打出し後、添付書類作成
(出納室） (出納室） （決算成果表等） (会計課）

･ 決裁日　8月上旬 ･ 決裁日　8月下旬 ･ 決裁日　　7月中旬
②決算審査 ②決算審査 ②決算審査 ②決算審査
･ ･ ･ 決算書（案）の各担当課で ･

の確認(7月下旬～8月上旬)
（7月上旬～7月下旬） （7月下旬～8月上旬）

支出においては5月末日まで
に負担行為の執行状況未払
金の確認を行い、未負担行
為、未払等があれば担当各
課に確認し予算の調整を行
う。

決算書（案）の各担当課で
の確認審査

5月、収支決算見込み最終処
理業務を各課に依頼

税、税外収入等各課連絡調
整により実質的な収入閉鎖
日を決定
5月末日までに指定金融機関
に送致された分まで収入と
する。

出納閉鎖後、各担当課にお
いて調定額、収入済額未収
入額の確認を行う。

決算書（案）の各担当課で
の確認審査（9月）

決算書（案）の各担当課で
の確認審査

5月末日までに指定金融機関
に送致された分まで収入と
する。

5月、収支決算見込み最終処
理業務を各課に依頼

5月、収支決算見込み最終処
理業務を各課に依頼

支出においては5月末日まで
に負担行為の執行状況未払
金の確認を行い、未負担行
為、未払等があれば担当各
課に確認し予算の調整を行
う。

支出においては5月末日まで
に負担行為の執行状況、未
払金の確認を行い、未負担
行為、未払等があれば担当
各課に確認し予算の調整を
行う。

税、税外収入等各課連絡調
整により実質的な収入閉鎖
日を決定
5月末日までに指定金融機関
に送致された分まで収入と
する。

出納閉鎖後、各担当課にお
いて調定額、収入済額未収
入額の確認を行う。

出納閉鎖後、各担当課にお
いて調定額、収入済額未収
入額の確認を行う。

税、税外収入等各課連絡調
整により実質的な収入閉鎖
日を決定

総務部会 財政分科会

3月末執行事業等各課再確認
のお願い

3月末執行事業等各課再確認
のお願い

3月末執行事業等各課確認の
お願い

　現行のとおり新町に引き
継ぎ、詳細事項について
は、新町発足後、速やかに
調整する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

3月末執行事業等各課再確認
のお願い

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案） ･現行のとおり新町に引き継ぎ、詳細事項については、新町発足後、速やかに調整する

　決算調整

三 加 茂 町

報告に関する時期に差異あ
り

税、税外収入等各課連絡調
整により実質的な収入閉鎖
日を決定
5月末日までに指定金融機関
に送致された分まで収入と
する。

出納閉鎖後、各担当課にお
いて調定額、収入済額未収
入額の確認を行う。

支出においては5月末日まで
に負担行為の執行状況、未
払金の確認を行い、未負担
行為、未払等があれば担当
各課に確認し予算の調整を
行う。
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
【決算書に添付する書類】 【決算書に添付する書類】 【決算書に添付する書類】 【決算書に添付する書類】
･ ･ ･ ･ 添付書類に差異あり

（電算打出） （電算打出） （電算打出） （電算打出）
･ 財産に関する調書… ･ 財産に関する調書… ･ 財産に関する調書… ･ 財産に関する調書…

台帳より 台帳より 台帳より 台帳より
･ 出資による権利… ･ 出資による権利… ･ 出資による権利…
台帳より出納室で調整 台帳より出納室と総務企画 台帳より会計課で調整

課で調整
･ 基金…台帳より出納室と ･ 基金…台帳より出納室と ･ 基金…台帳より ･ 基金…台帳より会計課で調
　　　総務企画課で調整 　　　総務企画課で調整 　 　　　整

･ 歳入歳出決算書審査意見書 ･ 歳入歳出決算書審査意見書 ･ 歳入歳出決算書審査意見書 ･ 歳入歳出決算書審査意見書
･ 決算成果表
･ 決算分析資料

一般、各特別会計歳入歳出
決算書事項別明細

一般、各特別会計歳入歳出
決算書事項別明細

一般、各特別会計歳入歳出
決算書事項別明細

一般、各特別会計歳入歳出
決算書事項別明細
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２４－２　財政事務関係

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】

・財務規則第177条

②各所管で起案 ②各所管で起案 ②各所管で起案
②各所管で起案 ③許可又は不許可通知 ③許可又は不許可通知 ③許可又は不許可通知
③許可又は不許可通知

【使用許可の範囲】 【使用許可の範囲】 【使用許可の範囲】

＜行政財産使用許可申請の
手続き＞
①申請者は所管の財産管理
者を経て町長に申請書を提
出

(1)職員及び当該行政財産を
利用する者のための使用に
供する場合

(3)国、他の地方公共団体そ
の他公共団体又は公共的団
体において公用若しくは公
共用又は公益を目的とする
事業の用に供する場合

(2)学術調査、研究その他の
公共目的のため講演会又は
研究会の用に短期間供する
場合

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

井　川　町三　好　町 三 加 茂 町

　公有財産の使用許可申請
及び使用賃貸契約に関する
事務

総務部会 財政分科会

・現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、詳細につき調整し、統一施行する

協　議　項　目

調整方針（案）

　行政財産使用許可に関すること

　公有財産の使用許可申請
及び使用賃貸契約に関する
事務

＜行政財産使用許可申請の
手続き＞

①申請者は所管の財産管理
者を経て町長に申請者を提
出

三　野　町

(1)職員及び当該行政財産を
利用する者のため、食堂、
売店、自動販売機その他厚
生施設の用に供する場合

(2)学術調査、研究その他の
公共目的のため講演会又は
研究会の用に短期間供する
場合

(3)国、他の地方公共団体そ
の他公共団体又は公共的団
体において公用若しくは公
共用又は公益を目的とする
事業の用に供する場合

　(1)町の職員及び病院にお
ける入院患者等当該行政財
産を利用する者のため、当
該行政財産に、食堂、売店
その他の厚生施設を設置す
るとき。

　公有財産の使用許可申請
及び使用賃貸契約に関する
事務

＜行政財産使用許可申請の
手続き＞
①申請者は所管の財産管理
者を経て町長に申請者を提
出

【行政財産の使用許可の範囲
及び期間】(1)職員及び当該行政財産を

利用する者のため、食堂、
売店、自動販売機その他厚
生施設の用に供する場合

(2)学術調査、研究その他の
公共目的のため講演会又は
研究会の用に短期間供する
場合

(3)国、他の地方公共団体そ
の他公共団体又は公共的団
体において公用若しくは公
共用又は公益を目的とする
事業の用に供する場合

①申請者は所管の財産管理
者を経て町長に申請書を提
出

　差異が少ないので、現行
のとおり新町に引き継ぎ、
新町発足後、詳細につき調
整し、統一施行する

使用許可の範囲に若干の差
異あり

　(2)公の学術調査、研究、
体育活動、行政施策の普及
宣伝その他公共目的のため
に行われる講演会、研究会
等の用に短期間供すると
き。

　公有財産の使用許可申請
及び使用賃貸契約に関する
事務

＜行政財産使用許可申請の
手続き＞
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

井　川　町三　好　町 三 加 茂 町三　野　町

(5)その他必要と認める場合

【使用許可期間】 【使用許可期間】 【使用許可期間】

【使用条件】 【使用条件】 【使用条件】

(4)使用期間の満了又は使用
許可の取消しによって使用
を終了したときは速やかに
原状に回複して返還するこ
と

(1)常に善良な管理者の注意
をもって使用すること

(4)使用期間の満了又は使用
許可の取消しによって使用
を終了したときは、速やか
に原状に回復して返還する
こと。ただし、町長が特に
認めた場合は、原状に回復
しないことができる

　使用許可の期間は、1年以
内とする。
　ただし、町長が特別の事
情があると認めるときはこ
の限りでない

(2)第三者に使用させてはな
らないこと

(1)常に善良な管理者の注意
をもって使用すること
(2)第三者に使用させてはな
らないこと

(3)使用目的以外に使用して
はならないこと

(3)使用目的以外に使用して
はならないこと

　使用許可の期間は、1年以
内とする。
　ただし、町長が特別の事
情があると認めるときはこ
の限りでない

　(4)前3号に掲げる場合の
ほか、当該行政財産を使用
させることが町の事務、事
業又は企業の遂行上やむを
得ないと認められるとき。
2 前項の規定による使用の
期間は、1年を超えることが
できない。ただし、更新す
ることができる。この場合
においては、更新のときか
ら1年を超えることができな
い。

(4)使用期間の満了又は使用
許可の取消しによって使用
を終了したときは、速やか
に原状に回復して返還する
こと。ただし、町長が特に
認めた場合は、原状に回復
しないことができる

　ただし、町長が特別の事
情があると認めるときはこ
の限りでない

(1)常に善良な管理者の注意
をもって使用すること
(2)第三者に使用させてはな
らないこと
(3)使用目的以外に使用して
はならないこと

　使用許可の期間は、1年以
内とする。

(4)災害その他の緊急事態の
発生により、応急施設とし
て短期間使用させる場合､他

(4)災害その他の緊急事態の
発生により、応急施設とし
て短期間使用させる場合､他

(4)災害その他の緊急事態の
発生により、応急施設とし
て短期間使用させる場合

　(3)災害その他の緊急やむ
を得ない事態の発生によ
り、応急施設として短期間
その用に供するとき。
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各町に独自の借入あり
①借地民有地の用途 ①借地民有地の調査 ①借地民有地の用途 ①借地民有地の用途

②事務手順 ②事務手順 ②事務手順 ②事務手順

③関係者 ③関係者 ③関係者 ③関係者
  土地所有者   土地所有者   土地所有者   土地所有者
④毎年(契約書に既定の日) ④毎年(契約書に既定の日) ④毎年(契約書に既定の日)
  事務は、総務課で一括   各担当課で行う。

【民有地賃借に関する契約及
び支出に関すること】

土地所有者の承諾→決裁→
賃借契約締結→賃貸料支払
い

【民有地賃借に関する契約及
び支出に関すること】

　庁舎駐車場用地、美濃田
の渕観光施設用地、吉野川
ハイウェイオアシス用地、
中央公民館駐車場用地、中
央生活改善センター用地、
新行常公営住宅用地、粗大
ゴミ集積場用地、デイサー
ビスセンター進入路用地、
中学校駐車場用地、ふれア
リーナ駐車場用地、小学校
実習地

町民運動場・小学校用地・
集会所用地・職員来庁者用
駐車場・防災無線・公園敷
地

土地所有者の承諾→決裁→
賃借契約締結→賃貸料支払
い（地上権の設定なし）

【民有地賃借に関する契約及
び支出に関すること】

  事務は、各施設の管理課
で行う。

三加茂町電気通信格差是正
事業用地、絵堂小学校教育
実習用地、絵堂公民館敷地
用地、絵堂小学校敷地用
地、町営住宅、西庄団地敷
地、第三保育所敷地、江口
ゲートボール、水道施設用
地、三加茂町身体障害者
アーチェリー場、加茂小学
校駐車場、三加茂町役場駐
車場、中村ふれあいグラウ
ンド用地、農村公園、三庄
小学校駐車場、中庄地区ふ
れあいグラウンド用地、三
加茂町トレーニングセン
ター駐車場、生きがいと創
造事業の作業所用地。

　土地所有者の承諾→決裁
→賃借契約締結→賃貸料支
払い

④契約事務は、各担当課で
行う。

　町営住宅、町営駐車場、
交流センター、町福祉セン
ター、町民体育館及び集会
所・公民館等用地、保育所

　現行のとおり新町に引き
継ぐ
　ただし、事務手順につい
ては、合併までに調整し、
新町発足時より統一施行す
る

具体的調整方針

【民有地賃借に関する契約及
び支出に関すること】

　土地所有者の承諾→決裁
→賃借契約締結→賃貸料支
払い（地上権の設定）

　民有地の借入

三 加 茂 町

調整方針（案）

協　議　項　目

三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

総務部会 財政分科会

三　好　町 井　川　町

・現行のとおり新町に引き継ぐ
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･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･

･ 普通財産及び物品 ･ 普通財産及び物品 ･ 普通財産及び物品 ･ 普通財産及び物品
･ ･ ･ ･

　三野町財務規則第169条 　三好町財務規則 　井川町財産規則 　三加茂町財務規則
･ ･ ･ ･

･ ･ 物品（決算書どおり） ･ 物品（決算書どおり） ･ 物品（決算書どおり）
･ ･ ･

【財産の交換、譲与、無償貸
付等に関する条例】

予定価格50,000千円以上の
工事又は製造の請負
予定価格 7,000千円以上の
不動産若しくは動産の買入
れ若しくは売払い
（土地については1件5,000
㎡以上のものに係るものに
限る）

予定価格50,000千円以上の
工事又は製造の請負
予定価格 7,000千円以上の
不動産若しくは動産の買入
れ若しくは売払い
（土地については1件5,000
㎡以上のものに係るものに
限る）

建物災害共済は市会町村会
へ加入 建物災害共済は市会町村会

へ加入
建物災害共済は町村会へ加
入

【財産の交換、譲与、無償貸
付等に関する条例】

施設ごとに設置管理条例あ
り

【町有財産台帳の整備保管】

公有財産（台帳、決算書ど
おり）

公有財産（台帳、決算書ど
おり）

【町有財産台帳の整備保管】

公有財産（台帳整備及び決
算書どおり）

施設ごとに設置管理条例あ
り

【町有財産台帳の整備保管】

公有財産（台帳、決算書ど
おり）

建物災害共済は町村会へ加
入

（土地については1件5,000
㎡以上のものに係るものに
限る）

【財産の交換、譲与、無償貸
付等に関する条例】

施設ごとに設置管理条例あ
り

予定価格50,000千円以上の
工事又は製造の請負

【財産の交換、譲与、無償貸
付等に関する条例】

施設ごとに設置管理条例あ
り

予定価格が50,000千円以上
の工事又は製造の請負
予定価格が 7,000千円以上
の不動産若しくは動産の買
入れ若しくは売払い

【議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関
する条例】

【町有財産台帳の整備保管】

（土地については1件5,000
㎡以上のものに係るものに
限る）

【議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関
する条例】

予定価格 7,000千円以上の
不動産若しくは動産の買入
れ若しくは売払い

財政分科会

･現行のとおり新町に引き継ぐ

協　議　項　目

調整方針（案）

　公有財産（普通財産）管理

総務部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き
継ぐ

井　川　町三　好　町三　野　町 三 加 茂 町
【議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関
する条例第1条～第3条】

［議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得又は処分に関する
条例］
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公有財産台帳　総務課 公有財産台帳　総務企画課 ◇公有財産台帳　　会計課
◇公有財産記録簿　会計課

公有財産記録簿　　出　納

未整備 未整備 未整備

･

･

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

井　川　町三　好　町 三 加 茂 町

総務部会 財政分科会

・公有財産台帳については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、速やかに整理統合するものとする

協　議　項　目

調整方針（案）

　公有財産管理台帳

公共施設状況調査の報告
を、毎年7～8月に県へ提出

三　野　町

【公有財産取得の手続き】

【公有財産台帳等】

異動のつど、所管課が副本
を整理し会計課長に報告会
計課長は台帳を整理し町長
に通知する。

【公有財産取得の手続き】【公有財産取得の手続き】
主幹課長は購入しようとす
るときは、関係書類を整え
審査し、町長決裁

財産に関する調書の作成
（決算書添付書類）

主幹課長は購入しようとす
るときは、関係書類を整え
審査し、町長決裁
主幹課長は建物を新増築し
ようとするときは、関係書
類を調え、町長決裁

【用途の変更】
所管課が行政財産（教育財
産）の用途を変更又は廃止
するときは、関係書類を整
え町長決裁

【その他】
公共施設状況調査の報告を
毎年7月に県へ提出

【公有財産台帳等】

【異動】

【その他】

主幹課長は建物を新増築し
ようとするときは、関係書
類を調え、町長決裁

【用途の変更】
所管課が行政財産（教育財
産）の用途を変更又は廃止
するときは、関係書類を整
え町長決裁

異動のつど、総務課で記録
簿を整理

【台帳価格の改定】

【公有財産台帳等】

主幹課長は購入しようとす
るときは、関係書類を整え
審査し、町長決裁

総務課長は、5年ごとにその
年の3月31日の現況において
財産を再評価し、その評価
額を公有財産台帳に記入。

【公有財産取得の手続き】
主幹課長は購入しようとす
るときは、関係書類を整え
審査し、町長決裁

異動のつど、所管課が副本
を整理し総務企画課長に報
告

異動のつど、総務課長が記
録簿を整理

【台帳価格の改定】

【公有財産台帳等】
公有財産台帳　　　総務課

公有財産台帳副本　所管課

公共施設状況調査の報告
を、毎年7月に県へ提出

公共施設状況調査の報告
を、毎年7月に県へ提出

主幹課長は建物を新増築し
ようとするときは、関係書
類を調え、町長決裁

【用途の変更】
所管課が行政財産（教育財
産）の用途を変更又は廃止
するときは、関係書類を整
え町長決裁

【その他】

主幹課長は建物を新増築し
ようとするときは、関係書
類を調え、町長決裁

【用途の変更】
所管課が行政財産（教育財
産）の用途を変更又は廃止
するときは、関係書類を整
え町長決裁

財産台帳の整備状況及び管
理部署に差異あり

　公有財産台帳について
は、現行のとおり新町に引
き継ぎ、新町発足後、速や
かに整理統合するものとす
る
　なお、台帳管理は総務課
において行う

【その他】

【台帳価格の改定】 【台帳価格の改定】

【異動】 【異動】 【異動】
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管理状況に差異あり
･ ･ ･ ･

･ ･

･ ･

･
･

･
･

･ バスの貸出対象 ･ ･ ･ バスの貸出対象

出張用の公用車については
会計課で管理し使用者はあ
らかじめ予約する。それ以
外の公用車については各担
当課において管理・使用。
マイクロバスの使用につい
ては、町が主催する行事町
内小・中学校の公式行事、
その他町長が公益上必要と
認めたとき。

①町内保育所・幼稚園・小
学校・中学校

③町行政に関係するととも
に町全域を包括している公
共的団体
④使用目的が適性で町長が
特に必要と認めたときと
なっており、燃料は公務外
の使用については、使用者
の負担とする。

①町内保育所・幼稚園・小
学校・中学校
②町内農林商工及び社会福
祉団体が事業計画に基ずく
視察・研修
③町行政に関係するととも
に町全域を包括している公
共的団体
④使用目的が適性で町長が
特に必要と認めたときと
なっており、燃料は公務外
の使用については、使用者
の負担とする。

　公用車の管理及びバスの
貸出対象については、合併
までに調整し、新町発足時
より統一施行する

出張用の公用車については
総務企画課で管理し使用者
はあらかじめ予約する。そ
れ以外の公用車については
各担当課において管理・使
用。

課　　題

公用車管理規程を徹底させ
る。（公用車の貸し出し申
請について）
公用車の使用許可願の受
付・審査
職員以外の使用者・運転者
は、公用車使用許可願を提
出してもらい運転心得に書
いてあるよう、事故防止に
努めてもらう。

公用車貸出に関する車両に
ついては、運転日誌をつけ
て、貸出前後は車両点検等
をして鍵を返却すること。
公用車使用許可願の許可
は、総務課長が行う。使用
後は、運転日報を提出しな
ければならない。

【公用車管理規程】 【管理及び使用】【管理及び使用】【管理及び使用】

協　議　項　目

三　野　町

調整方針（案）

　公用車の管理

三 加 茂 町

財政分科会

三　好　町 井　川　町

･公用車の管理及びバスの貸出対象については、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する

具体的調整方針

総務部会

公用車の使用許可願は町内
ランにて受付をし管理して
いる（事業課等を除く）
原則として職員以外には貸
し出さないが、一部の車両
（教育委員会、交流セン
ター等）については、職員
以外の者が運転するため、
運転日誌等をつけて管理し
ている。
公用車に関する車両につい
ては、運転日誌をつけて、
鍵を総務課に返却するこ
と。
公用車の総括管理は、総務
課長が行う。

②町内農林商工及び社会福
祉団体が事業計画に基ずく
視察・研修

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

バスは、教育委員会2台、保
育所1台、交流センター2台
（第3セクターに委託）が管
理している。

町政バスの使用について
は、町が主催する行事町内
小・中学校の公式行事、そ
の他町長が公益上必要と認
めたとき。
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課　　題
三　野　町 三 加 茂 町三　好　町 井　川　町

具体的調整方針
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

差異あり

・ ・ ･ ･

･ ･

公用車の修理は、各課での
管理とし、車検については
総務課で割り当てた業者で
行う。

【公用車の車検】

町内ガソリンスタンド（や
もえず町外で給油する場合
は領収書を発行してもらい
総務企画課において事後精
算。

公用車の車検については、
町内業者に振り分けて行っ
ている。

【公用車の保険】
全国自治協会の町村有自動
車損害共済保険　61台

【燃料補給】

町公用車の車検について
は、各課で行い購入店に依
頼している。

【公用車の修理等】

町公用車の車検について
は、町内業者に順番を決め
て依頼している。町内業者
数4業者

【公用車の燃料補給場所】

公用車の燃料補給場所（ガ
ソリンスタンド）について
は、町内業者で給油を行っ
ている。町内業者4業者

【公用車の保険】
全国自治協会の町村有自動
車損害共済保険　46台

【公用車の燃料補給場所】

【公用車の車検】

全国自治協会の町村有自動
車損害共済保険　59台

公用車の燃料補給場所（ガ
ソリンスタンド）について
は、各課で町内給油所をま
んべんなく利用し給油所か
ら請求くる。

【公用車の燃料補給場所】

【公用車の保険】

公用車の修理は、総務課で
割り当てた業者で行う。

　車検及び修理等について
は、現行のとおり新町に引
き継ぎ、不合理が生じた場
合は、新町において調整す
る

公用車の修理は、総務課で
割り当てた業者で行う。

公用車の修理は、各課での
管理とし、車検については
総務課で割り当てた業者で
行う。 基本的に担当課で管理して

もらい、消耗品等は必要に
応じて交換の申請をしても
らい、各課にて交換しても
らう。支払いは、会計課に
て対応する。

【公用車の修理等】【公用車の修理等】

【公用車の車検】

基本的に担当課で管理して
もらい、消耗品等は必要に
応じて交換の申請をしても
らい、各課にて交換しても
らう。支払いは、総務課に
て対応する。

【公用車の車検】

公用車の燃料補給場所（ガ
ソリンスタンド）について
は、町内業者で給油を行っ
ている。町内業者4業者

【公用車の修理等】

町公用車の車検について
は、町内業者に順番を決め
て依頼している。町内業者
数6業者

【公用車の保険】
全国自治協会の町村有自動
車損害共済保険　46台
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２４－２　財政事務関係

昭和45年8月5日
規程第2号

明確な規程の有無に差異あ
り

　自動車等を運行中に破損
した場合は、その運行者
は、直ちに所管に属する課
等の長にその旨を告げ、自
動車等破損届により報告し
なければならない。
　町村会自動車保険を適用
する場合の連絡は総務課が
行う。

【町有車両の運転者】

3 自動車等の交通事故によ
り、他人の生命若しくは身
体又は物件に損害を与えた
場合は、井川町職員による
自動車等の事故取扱規程(昭
和45年井川町訓令第1号)の
定めるところによる。
4 町村会自動車保険を適用
する場合の連絡は総務課が
行う。

［三加茂町職員による自動車
等の事故の取扱規程］

【趣旨】
第1条　この規程は、三加茂
町職員が、自動車又は原動
機付自転車(以下「自動車
等」という。)の事故により
職員としての信用を失墜す
ることのないよう事故防止
に対する心構えを一段と厳
しくするとともに、自動車
等による事故が発生した場
合の取扱いについて定める
ものとする。

○全国自治協会自動車保険
を適用する場合の連絡は総
務企画課が行う。

課　　題

協　議　項　目

三　野　町

調整方針（案）

三　好　町 井　川　町

・井川町及び三加茂町の例により、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

総務部会

1 自動車等を運行中に破損
した場合は、その運行者
は、直ちに当該自動車等の
所管に属する課等の長にそ
の旨を告げ、自動車等破損
届により報告しなければな
らない。
2 課等の長は、前項の報告
を受けたときは、直ちに町
長に報告するとともに、そ
の善後措置を講ずるものと
する。

　町村会自動車保険を適用
する場合の連絡は会計課が
行う。

　公用車の事故処理

三 加 茂 町

財政分科会

○公用車等を運行中に事故
にあった場合、その運行者
は直ちに所属課長に報告、
所属課長は文書（交通事故
報告書）により町長に報告
しなければならない。

具体的調整方針

　井川町及び三加茂町の例
により、合併までに調整
し、新町発足時より統一施
行する

1 自動車等を運行中に破損
した場合は、その運行者
は、直ちに当該自動車等の
所管に属する課等の長にそ
の旨を告げ、自動車等破損
届により報告しなければな
らない。

【趣旨】
第1条　この規程は、井川町
職員が自動車又は原動機付
自転車（以下「自動車等」
という。)の事故により、職
員としての信用を失堕する
ことのない事故防止に対す
る心構えを一段と厳しくす
るとともに、自動車等によ
る事故が発生した場合の取
扱いについて定めるものと
する。
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課　　題
三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町
具体的調整方針

【所属課長の報告義務】

【事故等の職員の報告義務】

【職員の運転免許取得状況等
の把握】

第4条　課長は、所属職員が
交通事故を起した場合は、
直ちに当該職員からの報告
に基づいて、その内容を調
査、確認し、その結果を町
長に文書(別記様式)で報告
しなければならない。この
場合において当該職員が当
該交通事故による死亡又は
重傷のため報告が受けられ
ない時は、課長において調
査のうえ報告しなければな
らない。

第2条　各課長(出先機関の
長)は、所属職員のうち運転
免許取得者、自動車の保有
及び通勤その他常に自動車
等を使用しているものを町
長に報告しなければならな
い。

第3条　職員は、公私を問わ
ず自動車等の運行によって
人を死傷させ、他人の財産
を損壊する事故を起し自損
行為等(以下「交通事故等」
という。)を起した場合は、
所属課長に対し直ちにその
内容を報告しなければなら
ない。

【懲戒等の処分基準】
第5条　職員による交通事故
等に対する懲戒等の処分の
基準は、原則として別表の
とおりとする。

第2条　各課長（支所、老人
ホーム等出先機関の長）
は、所属職員のうち運転免
許取得者、自動車等の保有
者及び通勤その他常に自動
車等を使用している者を町
長に報告しなければならな
い。

【懲戒等の処分基準】
第5条　職員による交通事故
等に対する懲戒等の処分の
基準は，原則として，別表
のとおりとする。

第4条　課長は、所属職員が
交通事故等を起した場合
は，直ちに当該職員からの
報告に基づいて，その内容
を調査及び確認し，その結
果を町長に文書(別記様式)
で報告しなければならな
い。この場合において当該
職員が当該交通事故による
死亡又は重傷のため報告が
受けられないときは，課長
において調査のうえ報告し
なければならない。

【事故等の職員の報告義務】
第3条　職員は、公私を問わ
ず自動車等の運行によって
人を死傷させ、他人の財産
を損壊するする事故を起
し、又は自損行為等（以下
「交通事故等」という。）
を起した場合は、所属課長
に対し、直ちにその内容を
報告しなければならない。

【所属課長の報告義務】

【職員の運転免許取得状況等
の把握】
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課　　題
三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町
具体的調整方針

　附　則
　この規程は、昭和45年8月
5日から施行し、同日以後に
職員が起した交通事故等か
ら適用する。

【管理監督者の責任】
第6条　職員が起した交通事
故等について、公用自動車
等の管理責任者又は職員の
服務上の指揮監督者に義務
の怠りがあると認められる
場合における当該管理者又
は監督者の責任に対して
は、別に措置するものとす
る。

　附　則
　この規程は、昭和45年9月
1日から施行し、同日以後に
職員が起した交通事故等か
ら適用する。

【管理監督者の責任】
第6条　職員が起した交通事
故等について，公用自動車
等の管理責任者又は職員の
服務上の指揮監督者に義務
の怠りがあると認められる
場合における当該管理者又
は監督者の責任に対して
は，別に措置するものとす
る。
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２４－２　財政事務関係

①官民境界確認申請書受理 ①官民境界確認申請書受理 ①官民境界確認申請書受理 ①官民境界確認申請書受理

③官民境界確認書の作成 ③官民境界確認書の作成 ③官民境界確認書の作成 ③官民境界確認書の作成

各担当課で立会 立会部署に差異あり

協　議　項　目 　官民境界立会

（総務課及び担当課におい
て行政財産、普通財産及び
他町村との境界の確認を行
う）

総務部会 財政分科会

三　好　町 井　川　町

・三野町の例により、新町発足時より統一施行する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

☆総務課及び担当課におい
て行政財産、普通財産及び
他町村との境界の確認を行
う
☆道路・河川・法定外公共
物については建設課で確認
を行う。

三 加 茂 町

②現地にて立会いし、境界
確認

（総務課において行政財産
(担当課も同席する)、普通
財産及び他町村との境界の
確認を行い道路、水路等に
ついては建設課等で行う）

②現地にて立会し、境界確
認

②現地にて立会いし、境界
確認

課　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

②現地にて立会いし、境界
確認

【概要】 【概要】 【概要】【概要】
三　野　町

　三野町の例により、新町
発足時より統一施行する
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２４－２　財政事務関係

【複写料金】 【複写料金】 【複写料金】 【複写料金】
三野町個人情報保護条例施行規則 町長が保有する公文書の開示に関する規則 井川町情報公開条例施行規則 規定なし

三好町個人情報保護条例施行規則
複写機による複写 複写機による複写 電子複写機による複写
○写し１枚 ○写し１枚 ○写し１枚 運用 複写機による複写
白　黒 　　１０円 白　黒 　　２０円 白　黒 　　２０円 白　黒 　　１５円 ・ ○写し１枚
カラー 　１００円 カラー 　１００円 白　黒 　　２０円
その他 写しに要する額 その他 写しに要する額 その他 実費相当額 カラー 　１００円

○写しの送付 ○写しの送付 その他 　実費相当額
　写しの郵送に要する実費 　写しの郵送に要する実費

・
・ ・ ・
・ ・ ・

・

井川町公文書公開事務取扱要綱 ・
文書、図面及び写真の写し
○写し１枚
単色刷 　　２０円 ・
多色刷 　１００円
業者委託 写しに要する額

・ ・
・

調整方針（案）

三　野　町

両面複写の場合、片面を１枚
図面等の写しの作成を業者に
委託した場合の費用について

協　議　項　目

は、その委託の額とする

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

両面複写の場合、片面を１枚
図面等の写しの作成を業者に
委託した場合の費用について

三　好　町

は、その委託の額とする

井　川　町

Ａ３以下の大きさに限る

は、その委託の額とする

三 加 茂 町

両面複写の場合、片面を１枚

両面複写の場合、片面を１枚
図面等の写しの作成を業者に
委託した場合の費用について

総務部会

複写料金に差異

財政分科会

複写料金

・三好町及び井川町の例により、新町発足時より統一する

両面複写の場合は、片面を１
枚とする

写しの送付（郵送等）に要す
る費用は、実費とする

Ａ３サイズ以上の複写（図面
等）については、実費相当額
とする
図面等の写しの作成を業者に
委託した場合は、その委託の
額とする

課　　題 具体的調整方針

　三好町及び井川町の例によ
り、新町発足時より統一する

白黒及びカラー複写について
は、Ａ３以下のサイズとする
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 日程７             協議第５１号 
 

上下水道事業関係（案）について【その１】 
 
各種事務事業の取扱いのうち、上下水道事業関係について提出する。 

 
 
平成１６年 ５月２０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 

 
 
上下水道事業関係について【その１】 

１．簡易水道事業関係については、次のとおりとする。 
（１）各町の事業及び施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
（２）加入金、水道料金及び量水器の使用料は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（３）水道関係手数料は、井川町及び三加茂町の例により、新町発足時より統

一施行する。 
２．上水道事業関係については、次のとおりとする。 
（１）事業及び施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
（２）加入金、水道料金及び量水器の取扱いについては、現行のとおり新町に

引き継ぐ。 
（３）水道関係手数料は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
 
３．浄化槽市町村整備推進事業関係については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
 
４．浄化槽設置整備事業については、次のとおりとする。 
（１）国庫補助事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
（２）町単独補助事業分については、三好町の例により、新町発足時より統一

施行する。 
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２４－１６．上下水道事業関係

・三野町簡易水道 ・三好町簡易水道 ・辻簡易水道 ・毛田簡易水道
認可年月日 認可年月日 認可年月日 認可年月日

昭和56年7月1日 昭和48年7月6日
計画給水人口 計画給水人口 計画給水人口 計画給水人口

4,770人 　　5,000人 2,150人 200人
計画一日最大給水量 計画一日最大給水量 一日最大給水量 一日最大給水量

3,240m3/日 3,060m3/日 874m3/日 32m3/日
　（内訳）

　浄水場設置数　　　1 第１浄水場　1,190m3/日
　配水池設置数　　　5 第２浄水場　1,870m3/日
現在給水人口　　 4,501人 現在給水人口　　4,900人 現在給水人口 現在給水人口　    84人

・井内簡易水道 ・加茂山簡易水道
認可年月日 認可年月日

昭和46年3月1日
計画給水人口 計画給水人口

500人 400人
一日最大給水量 一日最大給水量

213m3/日 70m3/日
現在給水人口 現在給水人口　   172人

　各町の事業及び施設について
は、現行のとおり新町に引き継
ぐ

　各町にそれぞれ施設を有して
おり、現在認可事業実施中の町
がある

【概要】

　自己水源の水質管理の飲的
不可の解消と水量の不安定さ
の解消のため水道を布設し生
活環境の向上を目的とする｡

【概要】

　自己水源の水質管理の飲的
不可の解消と水量の不安定さ
の解消のため水道を布設し生
活環境の向上を目的とする｡

【概要】

　自己水源の水質管理の飲的
不可の解消と水量の不安定さ
の解消のため水道を布設し生
活環境の向上を目的とする｡

【概要】

　自己水源の水質管理の飲的
不可の解消と水量の不安定さ
の解消のため水道を布設し生
活環境の向上を目的とする｡

　現在は、変更及び新規事業
の計画なし

　水道法第１０条の規定に基
づき平成１３年３月２９日付
けで変更認可を受け平成１
４・１５年度に事業実施

　現在は、変更及び新規事業
の計画なし

辻及び井内簡易水道について
は、変更認可申請し、平成１
６年度より事業開始

【目的】 【目的】
１．簡易水道整備状況１．簡易水道整備状況 １．簡易水道整備状況

【目的】 【目的】

環境部会

井　川　町 三 加 茂 町

　簡易水道事業関係

具体的調整方針

１．簡易水道整備状況

・各町の事業及び施設については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・加入金については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・水道料金については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・量水器の使用料については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・水道関係手数料については、井川町及び三加茂町の例により、新町発足時より統一施行する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題三　好　町

調整方針（案）

協　議　項　目

三　野　町

- 100 -



・西井川簡易水道
計画給水人口

1,780人
一日最大給水量

740m3/日

種別　　　深井戸 種別　　　小川谷川表流水 種別　　　表流水
浄水能力     1,460m3/日 浄水能力     1,460m3/日 浄水能力
水質　　　良 水質　　　良 水質　　　水質基準に適合

種別　　　　浅井戸 種別　　　吉野川表流水 種別　　　表流水
浄水能力     1,000m3/日 浄水能力     2,165m3/日 浄水能力
水質　　　　良 水質　　　良 水質　　　水質基準に適合

【給水区域】 【給水区域】 【給水区域】

　計画に差異あり
　拡張・整備計画は無い。平成１６年度より２年計画

で、辻簡易水道浄水場及び井
内簡易水道浄水場改良を行
う。

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【水源の水質等】

【給水区域】
　給水区域は、水道法による
許可を受けた次の区域とす
る。大字太刀野・大字太刀野
山字花園・大字芝生・大字勢
力・大字加茂野宮の一部・大
字清水

水源②

 給水区域は、三好町平坦部
全域

第２浄水場

水源① 第１浄水場 毛田水源
【水源の水質等】

２．拡張、整備計画２．拡張、整備計画 ２．拡張、整備計画
　平成１４・１５年度で事業
実施したため、現在計画はな
い

　現在、飲料水に多少の臭い
が出る場合があるので、消臭
事業を平成１７年度以降に実
施予定

　給水区域は、水道法による
許可を受けたそれぞれの事業
区域

加茂山水源

　給水区域は、水道法による
許可を受けたそれぞれの事業
区域

【水源の水質等】 【水源の水質等】

２．拡張、整備計画 　現行のとおり、新町に引き継
ぐ
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⑤メーターのみ貸与。

規定なし

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　代理人に変更があったとき
もまた、同様とする。

【代理人の選定】

【新規加入等の申込】

④給水装置工事は、三野町指
定給水工事事業者が施工す
る。

　前項の申込にあたり、町長
は必要と認めるときは、利害
関係人の同意書、又はこれに
代わる書類の提出を求めるこ
とができる。

②「給水装置工事申込書」
「工事費等明細書」「給水工
事図面」を提出。
③自費工事が原則。ただし、
管理者が特に必要と認めた場
合は、町においてその費用を
負担。

⑤材料（止水栓、筐）は町の
指定品を購入

　給水装置を新設、改造、修
繕又は撤去しようとするもの
は、町長の定めるところによ
り、あらかじめ町長に申込、
その承認を受けなければなら
ない。

①給水装置を新設、改造、修
繕又は撤去しようとする者
は、町長の定めるところによ
り、あらかじめ町長に申込み
その承認を受けなければなら
ない。

【新規加入等の申込】 【新規加入等の申込】

④給水装置工事は、「指定給
水工事事業者」が施工する。
（給水条例第7条）

　給水装置を新設、改造、修
繕又は撤去しようとするもの
は、町長の定めるところによ
り、あらかじめ町長に申込、
その承認を受けなければなら
ない。

①給水装置を新設、改造、修
繕又は撤去しようとする者
は、管理者の定めるところに
より、あらかじめ管理者に申
込み、その承認を受けなけれ
ばならない。（給水条例第5
条）　前項の申込にあたり、町長

は必要と認めるときは、利害
関係人の同意書、又はこれに
代わる書類の提出を求めるこ
とができる。

②給水装置工事申込書」「工
事立会願」「使用材料一覧」
を提出。

３．給水開始、中止

③自費工事が原則。ただし、
管理者が特に必要と認めた場
合は、町においてその費用を
負担。（給水条例第6条）

　管理者が設置し、水道の使
用者又は管理人もしくは給水
装置の所有者が保管。
　保管者が管理義務を怠った
ことによるメーターの亡失、
毀損にあっては、保管者はそ
の損害額を弁償しなければな
らない。　　（給水条例第17
条）

　町長は、前項の代理人が不
適当と認めたときは、変更さ
せることができる。

　代理人に変更があったとき
もまた、同様とする。

【代理人の選定】 【代理人の選定】

３．給水開始、中止

【代理人の選定】
　　　（給水条例第14条）　給水装置の所有者が町内に

居住しないとき又は町長にお
いて必要があると認めたとき
は、所有者はこの条例に定め
る事項を処理させるため、町
内に居住する代理人を定め町
長に届出なければならない。

　給水装置の所有者が町内に
居住しないとき又は町長にお
いて必要があると認めたとき
は、給水装置の所有者は、こ
の条例に定める事項を処理さ
せるため、町内に居住する代
理人を定め、町長に届出なけ
ればならない。

　給水装置の所有者が町内に
居住しないとき又は町長にお
いて必要があると認めたとき
は、所有者はこの条例に定め
る事項を処理させるため、町
内に居住する代理人を定め町
長に届出なければならない。

⑥材料（止水栓、筐）は町の
指定品を購入

【新規加入等の申込】
３．給水開始、中止３．給水開始、中止

　事務手続きに若干の差異あり 　事務手続きについては、三野
町及び三加茂町の例を基本に、
合併までに調整し、新町発足時
より統一施行する
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･ 給水装置を共有する者
･ 給水装置を共用する者 ･ 給水装置を共有する者
･ ･ 給水装置を共用する者

･

･ 水道の使用をやめるとき。 ･ 水道の使用を止めるとき。 ･ 水道の使用を止めるとき。 ･
･ ･ ･

･
･ ･

･
･ ･

･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･

給水装置の所有者に変更が
あったとき。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

水道の使用を開始、又は、や
めるとき。

給水装置の所有者に変更が
あったとき。
消化栓を消防用に使用したと
き。

　水道使用者等は、次の各号
の一に該当するときは、すみ
やかに、町長に届出なければ
ならない。
水道使用者の氏名又は住所に
変更があったとき。

次の各号の一に該当する者
は、水道の使用に関する事項
を処理させるため管理人を選
定し、管理者に届出なければ
ならない。

【管理人の選定】
　給水装置を共用する者その
他町長が必要と認めたもの
は、水道の使用に関する事項
を処理させるため管理人を選
定し、町長に届出なければな
らない。

　水道給水中止届により、あ
らかじめ町長に届け出なけれ
ばならない。

　町長は前項の管理人を不適
当と認めたときは、変更させ
ることができる。

　管理者は前項の管理人を不
適当と認めたときは、変更さ
せることができる。

【使用中止、変更等の届出】

　町長は前項の管理人を不適
当と認めたときは、変更させ
ることができる。

　水道使用者等は、次の各号
の一に該当するときは、あら
かじめ町長に届出なければな
らない。

　水道使用者等は、次の各号
の一に該当するときは、あら
かじめ町長に届出なければな
らない。

【使用中止、変更等の届出】 【使用中止、変更等の届出】

その他管理者が必要と認めた
者

　水道使用者等は、次の各号
の一に該当するときは、あら
かじめ町長に届出なければな
らない。

　水道使用者等は、次の各号
の一に該当するときは、すみ
やかに、町長に届出なければ
ならない。
水道使用者の氏名又は住所に
変更があったとき。

給水装置の所有者に変更が
あったとき。

給水装置の使用を開始又は中
止しようとするとき。 水道の使用者の氏名又は住所

に変更があったとき｡消防演習に消化栓を使用する
とき。 給水装置の所有者に変更が

あったとき。

【管理人の選定】
　　　（給水条例第15条）

【管理人の選定】 【管理人の選定】

その他町長が必要と認めた者 　町長は前項の管理人を不適
当と認めたときは、変更させ
ることができる。

　次の各号の一に該当する者
は、水道の使用に関する事項
を処理させるため管理人を選
定し、町長に届出なければな
らない。

　給水装置を共用する者その
他町長が必要と認めたもの
は、水道の使用に関する事項
を処理させるため管理人を選
定し、町長に届出なければな
らない。

給水装置の所有者に変更が
あったとき。

　水道使用者等は、次の各号
の一に該当するときは、すみ
やかに、町長に届出なければ
ならない。

メーターの口径又は用途を変
更するとき。

供用供給装置の使用数又は箇
所数に異動があったとき

管理人に変更があったとき又
はその住所に変更があったと
き。

管理人に変更があったとき又
はその住所に変更があったと
き。

給水装置の使用を開始又は中
止しようとするとき。
メーターの口径又は用途を変
更するとき。
消防演習に私設消火栓を使用
するとき。

　水道使用者等は、次の各号
の一に該当するときは、すみ
やかに町長に届出なければな
らない。
水道の使用者の氏名又は住所
に変更があったとき。

水道使用者の氏名又は住所に
変更があったとき。

消化栓を消防用に使用したと
き。

管理人に変更があったとき又
はその住所に変更があったと
き。水道を消防用に使用したとき 管理人に変更があったとき又

はその住所に変更があったと
き。

供用供給装置の使用数又は箇
所数に異動があったとき

消化栓を消防用に使用したと
き。

【使用中止、変更等の届出】

メーターの口径又は用途を変
更するとき。

課　　題 具体的調整方針

メーターの口径又は用途を変
更するとき。
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・アパート・借家の場合 ・
①入退居ごとに役場に連絡

・休止

②加入金の金額 ①加入金の金額 ①加入金の金額 ①加入金の金額 加入金に差異あり
　　口径 13mm　 20,000円 　口径 13mm　　 50,000円 　口径 13mm　　 20,000円 　　口径 13mm　 80,000円 （別紙４町比較表）
　　口径 20mm　 50,000円 　口径 20mm以上 80,000円 　口径 20mm　 　30,000円 　　口径 20mm　160,000円
　　口径 25mm　 80,000円 　口径 25mm　 　40,000円 　　口径 25mm　210,000円
　　口径 30mm　100,000円 　　　　　消費税別途必要 　口径 30mm　　 50,000円 　　口径 30mm　260,000円

　口径 40mm　 　80,000円 　　口径 40mm　530,000円
　口径 50mm以上100,000円 　　口径 50mm　790,000円

　　　　　消費税別途必要

②申込の際に納入 ②申込の際に納入 ②申込の際に納入 ②申込の際に納入
③還付不可 ③還付不可

井　川　町 三 加 茂 町

【加入金】

　 30mm以上の口径は管理者
が別に定める

【加入金】 【加入金】
　 　　（給水条例第30条）

アパート・借家（各戸にメー
ターが設置されている場合）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　野　町

【加入金】

　メータの取外し。権利はそ
のまま有する。後において再
開する場合において加入分担
金は納入の必要なし。

④新使用者は給水加入金の納
入は必要としない。

④新使用者は給水加入金の納
入は必要としない。

②空室はアパート所有者の名
義とする。原則としてアパー
トの場合はメーターの撤去は
行わない。
③水道料金は1ヶ月ごとの賦
課とする。

三　好　町

③既に受けている給水装置の
改造（口径増の時のみ）をす
る者で、管理者の承認を受け
た者。その場合、新口径に対
応する額と旧口径に対応する
額の差額とする。

③空室の水道料金は課金しな
い。

①入退居ごとに「給水装置使
用開始・休止申込書」を提
出。
②空室はアパート所有者の名
義とする。原則としてアパー
トの場合はメーターの撤去は
行わない。

具体的調整方針課　　題

  ※口径 30mm以上について
は、町長と協議｡
　

　加入金については、これまで
の事業経過及び施設運営が異な
るため、現行のとおり新町に引
き継ぐ
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課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
４．工事負担金

　事務手続上、給水装置の工
事費は、個人負担としている
ので、業者に対する価格交渉
は個人に委ねている。

【概要】

【算出法】 【算出法】 【算出法】【算出法】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

５．水道料金 ５．水道料金 ５．水道料金 ５．水道料金

  料金は､1箇月につき、下記
により算定した基本料金と超
過料金の合計額に、1.05を乗
じて得た金額とする。この場
合において、その額に10円未
満の端数が生じたときは、こ
れを切り捨てるものとする。

  料金は次の区分により算出
した金額と、その金額に1.05
を乗じて得た金額とする。こ
の場合において、その額に1
円未満の端数が生じたとき
は、これを切り捨てるものと
する。（給水条例第30条）

  料金は､1箇月につき、下記
により算定した基本料金と超
過料金の合計額に、1.05を乗
じて得た金額とする。この場
合において、その額に10円未
満の端数が生じたときは、こ
れを切り捨てるものとする。
（給水条例第23条）

【概要】

４．工事負担金 ４．工事負担金 ４．工事負担金

　「給水装置の工事を申し込
む者は、設計によって算出し
た給水装置の工事費の概算額
を予納しなければならない。
ただし町長が、その必要がな
いと認めた工事については、
この限りでない。

　「工事費の概算額は、工事
竣工後に精算する。」と、条
例では、規定されているが、
実際には、給水の加入申込の
際に設計書を提出し、工事の
内容と使用材料及び数量の審
査を行い承認する事務手続き
をしている。

　事務手続上、給水装置の工
事費は、個人負担としている
ので、業者に対する価格交渉
は個人に委ねている。

　「給水装置の工事を申し込
む者は、設計によって算出し
た給水装置の工事費の概算額
を予納しなければならない。

　「給水装置の工事を申し込
む者は、設計によって算出し
た給水装置の工事費の概算額
を予納しなければならない。
ただし町長が、その必要がな
いと認めた工事については、
この限りでない。

　ただし、工事費の概算額
は、工事竣工後に精算す
る。」と、条例では、規定さ
れているが、実際には、給水
の加入申込の際に設計書を提
出し、工事の内容と使用材料
及び数量の審査を行い承認す
る事務手続きをしている。

　「工事費の概算額は、工事
竣工後に精算する。」と、条
例では、規定されているが、
実際には、給水の加入申込の
際に設計書を提出し、工事の
内容と使用材料及び数量の審
査を行い承認する事務手続き
をしている。

　事務手続上、給水装置の工
事費は、個人負担としている
ので、業者に対する価格交渉
は個人に委ねている。

　事務手続上、給水装置の工
事費は、個人負担としている
ので、業者に対する価格交渉
は個人に委ねている。

　また、3件以上の同一地区
の加入がある場合、第一分岐
点までの工事費は町が支払
う。

【新設等の費用負担】 【新設等の費用負担】

  水道料金は、水道の使用者
又は管理人から徴収する。
（給水条例第22条）

  水道料金は、水道の使用者
から徴収する。水道を使用す
る者は料金の納入について連
体責任を負うものとする。
（給水条例第29条）

  共同給水装置の水道料金
は、各使用者が連帯し、その
納付義務を負担するものとす
る。（給水条例第22条第2
項）

【概要】
  水道料金は、水道の使用者
又は管理人から徴収する。
（給水条例第22条）
  共同給水装置の水道料金
は、各使用者が連帯し、その
納付義務を負担するものとす
る。（給水条例第22条第2
項）

　「給水装置の工事を申し込
む者は、設計によって算出し
た給水装置の工事費の概算額
を予納しなければならない。
ただし、工事費の概算額は、
工事竣工後に精算する。（給
水条例第10条）」と、条例で
は、規定されているが、実際
には、給水の加入申込の際に
設計書を提出し、工事の内容
と使用材料及び数量の審査を
行い承認する事務手続きをし
ている。

　三野町の規定を参考に、合併
までに調整し、新町発足時より
統一施行する

  水道料金は、水道の使用者
から徴収する。水道を使用す
る者は料金の納入について連
体責任を負うものとする。
（条例第27条）

  料金は､1箇月につき、下記
により算定した基本料金と超
過料金の合計額に、1.05を乗
じて得た金額とする。この場
合において、その額に10円未
満の端数が生じたときは、こ
れを切り捨てるものとする。
（条例第28条）

　水道料金の用途区分及び料金
に差異あり

　水道料金については、これま
での事業経過及び施設運営が異
なるため、現行のとおり新町に
引き継ぐ
　ただし、三好町の算出法にお
いては、三野町、井川町及び三
加茂町の例により、１０円未満
の端数を切り捨てるものとする

【概要】

　三野町にのみ、３件以上の同
一地区加入の規定がある
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 料金（1箇月につき） ･ ・   料金（1箇月につき） （別紙４町比較表）
・一般家庭用  基本料金 ・
　10 まで        1100円
　超過料金   1    130円 ･

・官公署用　基本料金 ・
　40m3まで        3500円 ・
  超過料金   1    110円 ･

・浴場営業用　基本料金
　150m3まで       7500円 ・
  超過料金   1     60円 ･ ・

・臨時用 1 当たり200円
　三野町給水条例23条

･ ・
・

･ 臨時用1 につき200円
・

・

  料金改定なし   日割計算なし   料金改定　平成13年4月

  日割計算なし 　日割計算なし

（給水条例第22条第2項） （給水条例第29条） （給水条例第29条）

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

    大口用
    　基本水量    100 
      基本料金 10,000円
      水量料金     130円
    臨時用
    　基本水量　    1 
      基本料金    200円
      水量料金    200円

工業用基本料金100 まで
10,000円超過料金1 につき
140円

【その他】

医業用基本料金10 まで
1,200円超過料金1 につき
140円

家庭用基本料金10 まで
1,100円超過料金1 につき
130円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

官公庁用基本料金20 まで
2,000円超過料金1 につき
140円     官公庁用

    　基本水量    25 
      基本料金  2,500円
      水量料金    130円

　　家事用
　　　基本水量　　　10 
　　　基本料金 　1,300円
　　　水量料金　　 140円

　　家庭用
　　　基本水量　　10 
　　　基本料金 1,100円
　　　水量料金　 130円
    営業用
    　基本水量　   30 
      基本料金  3,000円
      水量料金    130円

  臨時使用の水道料金は、通
常どおりを徴収する。

  臨時使用の水道料金は、通
常どおりを徴収する。

【その他】 【その他】

営業用基本料金10 まで
1,200円超過料金1 につき
140円

①水道の使用者又は管理人か
ら徴収する。

６．賦課徴収 ６．賦課徴収
【対象者】

①水道料金は給水装置の使用
者から徴収する。

②共用給水装置の水道料金
は、各使用者が連帯し、その
納付義務を負担するものとす
る。（給水条例第22条第2
項）

６．賦課徴収
【対象者】

②共用給水装置によって水道
料を使用者は料金の納入につ
いて連帯責任を負うものとす
る。

    大口用
    　基本水量　   100 
      基本料金  16,000円
      水量料金     170円
    官公署用
    　基本水量  　  20 
      基本料金   3,000円
      水量料金     160円
    臨時用
    　基本水量　    10 
      基本料金   7,000円
      水量料金     500円

①水道の使用者又は管理人か
ら徴収する。（給水条例第22
条）

①水道料金は給水装置の使用
者から徴収する。

②共用給水装置の水道料金
は、各使用者が連帯し、その
納付義務を負担するものとす
る。

【対象者】 【対象者】

②共用給水装置によって水道
料を使用者は料金の納入につ
いて連帯責任を負うものとす
る。

６．賦課徴収

    営業用
    　基本水量　    10 
      基本料金   1,700円
      水量料金     160円

【その他】

具体的調整方針
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納入方法に若干の差異

②口座振替

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　集金業務については、ＲＮ
Ｃコンピューターシステムの
ハンディターミナルよる

　封筒内に納付書を入れ、個
人へ納付通知書を郵送する。

　封筒内に納付書を入れ、個
人へ納付通知書を郵送する
か、又は集金員が送付・集金
する。

　封筒内に納付書を入れ、個
人へ納付通知書を郵送する。
（簡易水道では該当者な
し｡）　金融機関とは「三野町税等

預金口座振替に関する契約
書」「MTの交換による預金口
座振替に関する契約」を締
結。

　金融機関とは「三好町水道
料金口座振替に関する契約
書」「ＦＤの交換による預金
口座振替に関する契約」を締
結。

　金融機関とは「三加茂町簡
易水道預金口座振替に関する
契約書」を締結。
　金融機関は振替指定日に口
座から振替を行なう。

　委託による集金および口座
振替制度を実施。

【事務手順等】
　会計窓口ならびに金融機関
窓口で納付する者

　会計窓口ならびに金融機関
窓口で納付する者

①会計窓口ならびに金融機関
窓口で納付する者

【事務手順等】

７．料金納入方法 ７．料金納入方法
【概要】

　水道料金の納入通知書を使
用者に送付し、納入期限まで
に納入してもらう。

　水道料金の納入通知書を使
用者に送付し、納入期限まで
に納入してもらう。又は集金
する。

　水道料金の納入通知書を使
用者に送付し、納入期限まで
に納入してもらう。

【概要】
　水道料金の納入通知書を使
用者に送付し、納入期限まで
に納入してもらう。又は集金
する。

７．料金納入方法 ７．料金納入方法

【賦課基準】
　料金は、料金算定基準日と
して、あらかじめ町長が定め
た日に、メーターの点検を行
い、その計量した使用水量を
もって定例日の属する月分と
して算定する。

【概要】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【概要】

【事務手順等】

　やむ得ない理由があると認
めたときは、定例日を変更す
ることができる。
　給水装置を廃止し、又は中
止した場合は、その都度メー
ターの点検を行い料金を算定
することができる。

　料金は、料金算定基準日と
して、あらかじめ町長が定め
た日に、メーターの点検を行
い、その計量した使用水量を
もって定例日の属する月分と
して算定する。

　量水器指針値確認後、使用
水量に応じて水道料金を賦課
する。（給水条例第24条）

【賦課基準】
　料金は、料金算定基準日と
して、あらかじめ町長が定め
た日に、メーターの点検を行
い、その計量した使用水量を
もって定例日の属する月分と
して算定する。

【賦課基準】 【賦課基準】

　前項の規程にかかわらず町
長が必要と認めたときは、翌
月の定例日にメーターの点検
を行い、定例日の属する月分
及びその前月分の料金を算定
する事ができる。この場合の
使用水量は、各月均等とみな
す。

　料金は、料金算定基準日と
して、あらかじめ町長が定め
た日に、メーターの点検を行
い、その計量した使用水量を
もって定例日の属する月分と
して算定する。

【事務手順等】

　現行のとおり新町に引き継
ぎ、新町においては、口座振替
制度を推進するものとする
　なお、井川町区域はハンディ
ターミナルによる集金業務を行
うため、ＲＮＣコンピューター
システムにより業務管理を行
い、三野町、三好町及び三加茂
町は、統一管理できるよう、電
算システム統合作業との連携を
図る

井川町はハンディターミナルに
よる徴収が多いが、今後どうす
るか
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・ ・ ・ ・

・ ・

・
・

・

・

・

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　規定により料金等の軽減又
は免除の申請は、「水道事業
納付金減免申請書」の提出を
もって行う。
　町長は、前項の提出があっ
た場合は、速やかに調査のう
え、その結果を当該申請者に
対し通知するものとする。

  水道の一時的な使用や使用
中止する場合、随時検針を行
ない使用水量を確定し、水道
料金の精算を行なう。

公費の扶助を受けている者が
使用するとき

その他町長が必要と認めたと
き

【該当金融機関】
該当金融機関（町内金融機
関）阿波銀行、徳島信用金
庫, JA阿波みよし、郵便局

【該当金融機関】 【該当金融機関】
　JA阿波みよし、阿波銀行、
四国銀行、四国労働金庫、徳
島銀行、郵便局

  JA阿波みよし、阿波銀行、
徳島銀行、三野郵便局

【該当金融機関】

【料金等の軽減又は免除】

　金融機関は納入期限の日に
口座から振替を行なう。 　金融機関は納入期限日に口

座から振替を行なう。

【料金等の軽減又は免除】 【料金等の軽減又は免除】
町長が公益上その他特別な理
由があると認めたもの

慈善事業又は公益事業のため
使用するとき

町長が公益上その他特別な理
由があると認めたもの

【料金等の軽減又は免除】
生活保護法の規定により保護
を受ける者の維持負担金
町の管理に属する物の維持負
担金

四国銀行・阿波銀行・郵便
局・農協・徳島銀行・高知銀
行の6金融機関。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

８．更正、精算 ８．更正、精算

  水道の一時的な使用や使用
中止する場合、随時検針を行
ない使用水量を確定し、水道
料金の精算を行なう。

　水道料金を徴収後その料金
の算定に過誤があったとき
は、翌月以降の料金において
精算することができる。

【精算】

８．更正、精算
【更正】 【更正】
  既に調停した後、漏水等の
理由で水量認定が行なわれた
場合や開始、休止、廃止等の
理由により水道料金の変更が
行なわれた場合については、
随時調停の更正を行なう。

  既に調停した後、漏水等の
理由で水量認定が行なわれた
場合や開始、休止、廃止等の
理由により水道料金の変更が
行なわれた場合については、
随時調停の更正を行なう

【更正】
  既に調停した後、漏水等の
理由で水量認定が行なわれた
場合や開始、休止、廃止等の
理由により水道料金の変更が
行なわれた場合については、
随時調停の更正を行なう

【更正】
８．更正、精算

  既に調停した後、漏水等の
理由で水量認定が行なわれた
場合や開始、休止、廃止等の
理由により水道料金の変更が
行なわれた場合については、
随時調停の更正を行なう。

不可抗力による漏水に起因す
る料金
その他、町長が公益上その他
特別な理由があると認めたも
の

【精算】
  水道の一時的な使用や使用
中止する場合、随時検針を行
ない使用水量を確定し、水道
料金の精算を行なう。

　規定により料金等の軽減又
は免除の申請は、「水道事業
納付金減免申請書」の提出を
もって行う。
　町長は、前項の提出があっ
た場合は、速やかに調査のう
え、その結果を当該申請者に
対し通知するものとする。

【精算】

工事又は臨時用に利用すると
きの維持負担金
災害その他の理由により料金
の納付が困難せある者の料金

【精算】

　４町住民に差異が生じないよ
う、合併までに調整し、新町発
足時より統一施行する

課　　題

　軽減・免除規定に差異あり

具体的調整方針
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①対象者…水道料金未納者 ①対象者…水道料金未納者 ①対象者…水道料金未納者 ①対象者…水道料金未納者
②実施時期…随時。
③過年度より納入させる。

③過年度より納入させる。 ③過年度より納入させる。 ③過年度より納入させる。

過料に差異あり

・ ･ ・

・ ・
･

・

・
・

・ ・
･

・ ・
・

・

　事務手続きについては、４町
に差異がないので、現行のとお
り新町に引き継ぐ

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

【給水停止】

課　　題 具体的調整方針現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

  水道料金を指定期限内に納
入しない水道使用者に対し、
給水を停止することができ
る。

【未収金の徴収・督促】

９．収納、滞納整理、執行停
　　止、欠損

②実施時期…基本的には、随
時実施。

料金又は手数料の徴収を免れ
ようとして、詐欺その他不正
の行為をした者
詐欺その他、不正の行為に
よって料金又は手数料の徴収
を免れた者に対し、徴収を免
れた額の5倍に相当する金額
以下の過料を科すことができ
る。

給水装置の管理義務を著しく
怠ったもの。町長は、詐欺そ
の他、不正の行為によって料
金又は手数料の徴収を免れた
者に対し、徴収を免れた額の
5倍に相当する金額以下の過
料を科すことができる。

②実施時期…基本的には、随
時実施。

④滞納整理時、納入通知書は
手書きで対応。④滞納整理時、納入通知書は

手書きで対応。
【給水停止】
　（給水条例第34条）

②実施時期…基本的には、随
時実施。

  水道料金を指定期限内に納
入しない水道使用者に対し、
給水を停止することができ
る。

④滞納整理時、納入通知書は
手書きで対応。

  水道料金を指定期限内に納
入しない水道使用者に対し、
給水を停止することができ
る。

【給水停止】 【給水停止】

  水道料金の未収分において
は、徴収を行なう。

  使用料、工事費、手数料及
び過料等を定期に納付しない
ときは、期限を指定して督促
する。

  水道料金の未収分において
は、徴収を行なう。

  未納明細書を元に滞納整
理。

  未納明細書を元に滞納整
理。

【未収金の徴収・督促】

  水道の使用者又は管理人
は、水道料金の支払い義務を
有する。　供給給水装置によって水道

を使用する者は、料金の納入
について連体責任を負うもに
とする。

　水道料金は給水装置の使用
者から徴収する。
　供給給水装置によって水道
を使用する者は、料金の納入
について連体責任を負うもに
とする。

【未収金の徴収・督促】
  使用料、工事費、手数料及
び過料等を定期に納付しない
ときは、期限を指定して督促
する。

④滞納整理時、納入通知書は
手書きで対応。

９．収納、滞納整理、執行停
　　止、欠損

９．収納、滞納整理、執行停
　　止、欠損

  水道の使用者又は管理人
は、水道料金の支払い義務を
有する。

　水道料金は給水装置の使用
者から徴収する。

【未収金の徴収・督促】

９．収納、滞納整理、執行停
　　止、欠損

  水道料金を指定期限内に納
入しない水道使用者に対し、
給水を停止することができ
る。

【過料】
　町長は、次に該当する者に
対し、50,000円以下の過料を
科すことができる。

給水装置の管理義務を著しく
怠った者

【過料】
　町長は、次に該当する者に
対し、2,000円以下の過料を
科すことができる。
承認を受けないで、給水装置
を新設、改良、修繕又は撤去
した者
正当な理由が無くて、メー
ターの設置、使用水量の計
量、検査又は給水の停止を拒
み、又は妨げた者

【過料】
　町長は、次に該当する者に
対し、50,000円以下の過料を
科すことができる。
承認を受けないで、給水装置
を新設、改造、修繕又は撤去
した者
正当な理由がなくて、給水装
置の変更工事施工、メーター
の設置、料金の算定、給水装
置の検査若しくは給水の停止
を拒み、又は妨げた者。

あらかじめ町長の承認を受け
ないで、給水装置を新設、改
造、修繕又は撤去したもの。

正当な理由がなくて、給水装
置の変更工事施工、メーター
の設置、使用水量の計量、給
水装置の検査又は給水の停止
を拒み又は妨げたもの。

給水装置の管理義務を著しく
怠った者
詐欺その他、不正の行為に
よって料金、手数料又は加入
金の徴収を免れた者に対し、
徴収を免れた金額の5倍に相
当する金額（50,000円以上）
以下の過料を科すことができ
る。

給水を目的外に使用し又は他
人に分与あるいは水田等に濫
用したとき
承認を受けないで私設消火栓
の演習を行ったとき

料金標準の要件について虚偽
の届け出をし又は故なく届け
出を怠ったとき

【過料】
　次の各号の一に該当する行
為によって、使用料又は手数
料を免れた者は、その免れた
金額の５倍に相当する金額
（50,000円以上）以下の過料
に処し又は３０日以内に給水
を停止することができる

量水器又は水管に加工しその
他不正の方法を以って給水使
用したとき

　過料については、合併までに
調整し、新町発足時より統一施
行する
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（別紙４町比較表）

　φ１３　　　  80円／月
　φ２０　　　 140円／月
　φ２５　　　 160円／月
　φ３０　　　 200円／月
　φ４０　　　 280円／月
　φ５０以上　 550円／月

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

【量水器使用料】 【量水器使用料】
　個人の買い取りのため、使
用料は徴収していない

　メーターの取り替え・再設
置は町で行う

　メーターの取り替え・再設
置は町で行う

　保管者が管理義務を怠った
ため量水器を亡失又はき損し
た場合、その損害額を弁償し
なければならない。

　メーターは町長が設置し
て、水道の使用者又は管理人
もしくは給水装置の所有者に
保管させる。

　町が貸与する量水器の使用
料は徴収していない。

【量水器の貸与】
             （条例第17条）
　量水器は、有料で使用者又
は管理人もしくは所有者に貸
与保管させる。
　保管者は、善良な注意を
もって量水器を管理しなけれ
ばならない。

　町が貸与する量水器の使用
料は徴収していない。

　メーターは個人が業者に発
注し買い取りとなっている

【量水器使用料】 【量水器使用料】

課　　題 具体的調整方針

【量水器の貸与】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　次のとおり使用料を徴収し
ている

　メーターの取り替え・再設
置は町で行う

　メーターの取り替え・再設
置は町で行う

　メーターの位置が管理上管
理上不適当となったときは、
町長は所有者又は使用者の負
担においてこれを変更改善さ
せることができる。

　給水量は、量水器（メー
ター）により計量する。ただ
し、町長がその必要がないと
認めたときは、この限りでな
い。

【量水器の設置】
10．量水器 10．量水器

　量水器は、給水装置に設置
し、その位置（検針に便利な
場所）は町長が定める。

　保管者が管理義務を怠った
ため量水器を亡失又はき損し
た場合、その損害額を弁償し
なければならない。

10．量水器
【量水器の設置】
             （条例第16条）　給水量は、量水器（メー

ター）により計量する。ただ
し、町長がその必要がないと
認めたときは、この限りでな
い。

　給水量は、量水器（メー
ター）により計量する。ただ
し、町長がその必要がないと
認めたときは、この限りでな
い。　量水器は、給水装置に設置

し、その位置は町長が定め
る。

【量水器の設置】

　メーターは町長が設置し
て、水道の使用者又は管理人
もしくは給水装置の所有者に
保管させる。

　町長は、使用水量を計量す
るため特に必要があると認め
たときは、受水ﾀﾝｸ以下の装
置に町のメーターを設置する
ことができる。

　メーターの位置が管理上管
理上不適当となったときは、
町長は所有者又は使用者の負
担においてこれを変更改善さ
せることができる。

【量水器の貸与】

　保管者は、善良な注意を
もって量水器を管理しなけれ
ばならない。
　保管者が管理義務を怠った
ため量水器を亡失又はき損し
た場合、その損害額を弁償し
なければならない。

　保管者は、善良な注意を
もって量水器を管理しなけれ
ばならない。

10．量水器

【量水器の貸与】

　町長は、使用水量を計量す
るため特に必要があると認め
たときは、受水ﾀﾝｸ以下の装
置に町のメーターを設置する
ことができる。

　給水量は、量水器（メー
ター）により計量する。ただ
し、町長がその必要がないと
認めたときは、この限りでな
い。

　量水器は、給水装置に設置
し、その位置（検針に便利な
場所）は町長が定める。

　量水器の取扱い（貸与・使用
料）に差異あり

　量水器は、給水装置に設置
し、その位置（検針に便利な
場所）は町長が定める。

　量水器の使用料については、
これまでの事業経過及び施設運
営が異なるため、現行のとおり
新町に引き継ぐ
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人員の状況に差異
①検針員は1人。 ①検針員(集金人兼務)

　　　　　　　毛田　 1名
②検針員は1人。 ①検針員は2人。 　　　　　　　加茂山 1名
③委託料は1時間に1000円。 ②2年契約

③委託料(検針・集金合計)
　　　　 毛田　 13,000円
 　　　　加茂山 20,000円

　毛田　 36件（集金13件）

事務手順に若干の差異

時期に差異

①検針委託料の推移
･ 平成9年度から変更なし。
･

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

②検針員の年齢等規定なし

課　　題 具体的調整方針

【その他】

①検針は毎月1日から約1週
間。

山間部や少数集落のため、地
域から代表を出してもらい委
託しており、地形などを考慮
して、件数割にはしていな
い。

④漏水の疑いがある場合は、
口頭又は電話で各家庭に連絡
する。

【概要】
11．検針

①検針は毎月の月末からの10
日間前後で行ない提出となっ
ている。

①検針は毎月の月始から20日
間くらい行う。

①検針は毎月1日から約2週
間。

【実施時期】 【実施時期】【実施時期】 【実施時期】

【事務手順】
①今回指針値を検針票に記
入、今回指針と前回指針の差
を使用水量に記入し,検針票
兼口座振替領収書を各家庭に
置いてくる。

②役場にて検針指数をパソコ
ン端末に入力。
③役場担当者が検針結果を確
認。

②役場にて検針指数をパソコ
ン端末に入力。

【概要】 【概要】

④現在の検針件数
            (H15.5現在)

【概要】
　委託による検針を行ってい
る。

②現在の検針件数は1496件。
④現在の検針件数は約1700
件。

③検針後データをシステムを
アップロウド、エラーチェッ
ク。

②漏水の疑いがある場合は、
口頭又は電話で各家庭に連絡
する。

①検針票に今回指針値を記
入、今回指針値と前回指針値
の差を使用水量に記入し、検
針票（控）を各家庭に置いて
くる。

①水道料金システムで当月分
データ作成後検針機械にデー
タダウンロードその後検針員
がデータを打ち込む、料金の
印字した伝票を各家庭に置い
てくる。

①シルバー人材派遣センター
と契約。 ②現在の検針件数は1,947

件。

【事務手順】

②漏水の疑いがある場合は、
口頭又は電話で各家庭に連絡
する。

11．検針 11．検針

【事務手順】

11．検針

【事務手順】
①今回指針値を検針票に記
入、今回指針と前回指針の差
を使用水量に記入し,検針票
兼口座振替領収書を各家庭に
置いてくる。

④漏水の疑いがある場合は、
口頭又は電話で各家庭に連絡
する。

　検針事務については、現行の
とおり新町に引き継ぐ
　なお、事務等に不合理の生じ
た事項については、新町発足後
調整する

③役場担当者が検針結果を確
認。
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手数料に差異

･
　 1件につき　　400円

･

･

　 1件につき　　10,000円
　三野町給水条例第29条

四国情管のシステム使用 四国情管のシステム使用 扶桑電通のシステム使用

役場で状況把握はできない

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

12．水道関係手数料

　 1回1栓(20分以内)を8 
　使用したものとみなし1 
　につき100円とする。
(4)給水装置工事業者指定手
数料

13．電算システム保守委託 13．電算システム保守委託
　電算システム保守委託（14
年度にて契約終了）

　水道料金システム単独では
保守委託していない。

(3)第19条第2項の消防演習の
立会をしたとき

(2)第7条第2項の工事の検査
をするとき

③給水装置工事事業者指定手
数料   　　 　10,000円

各種証明手数料
　　　　　　　　　　400円

　 1回につき　　工事予算額
の100分の3

④各種証明手数料（1件につ
き）       　　　　400円

給水装置工事事業者指名手数
料  　　　　　 10,000円

【概要】 　役場庁舎内計器盤により第
一浄水場の排水量及び排水地
の水位監視及び記録。

　現在、水源地及び5箇所の
配水施設の状態が役場建設課
の監視盤で管理できる

第7条の竣工検査をするとき
（申込時徴収） 　1,000円

【手数料】【手数料】

・給水工事申込手数料（竣
　　工検査含む）
　　　　　　　　1,000円
・各種証明手数料　400円
・給水装置工事事業者指定手
数料　　     10,000円

【手数料】
   （給水条例第20条）

12．水道関係手数料

　手数料は,次の各号の区別
により,申込者から申込の際,
これを徴収する。ただし,管
理者が特別の理由があると認
めた申込者からは,申込後、
徴収することができる｡

(1)町長が給水装置工事の設
計するとき

12．水道関係手数料 12．水道関係手数料
【手数料】

　手数料は次の各号の区別に
より、申込者から申込みの
際、これを徴収する。ただ
し、町長が特別の理由がある
と認めた申込者からは申込
後、徴収することが出来る。

　第37条  手数料は、次の各
号の区分により、申込みの際
又は随時これを徴収する。

①工事（修繕を除く）請求及
び承認を申請するとき。
　　　申込手数料1,000円
②各条例9条2項により、検査
を受けるとき、検査手数料
1,000円

14．簡易水道遠方計測監視シス
テム

14．簡易水道遠方計測監視シス
テム

14．簡易水道遠方計測監視シス
テム

【目的】 　役場庁舎内中央監視盤によ
り、第一・第二浄水場の異常
を警報し状況により各浄水場
で原因究明及び対処する。

Ｈ１６～改良計画により、監
視システム実施予定　テレメータ回線で管理する

ことにより現状を把握する

　現行にとおり新町に引き継
ぎ、新町発足後検討する

　井川町及び三加茂町の例によ
り、新町発足時より統一施行す
る

14．簡易水道遠方計測監視シス
テム

　役場にて状況把握ができるか
どうかに差異

課　　題 具体的調整方針

　ＲＮＣコンピューターシス
テムに委託している

　水道料金システム単独では
保守委託していない。

　水道業務管理システムに差異
あり

　電算システム統合作業との連
携を図りながら、合併までに調
整する

13．電算システム保守委託 13．電算システム保守委託
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【配水管台帳の管理】
①台帳 　図面 　図面 ①台帳
　未整備  　平面図（縮図）に記入 　写真
②図面 　　　配水管…1/2,000

③今後の予定
②図面

④その他

①状況の把握 ①状況の把握 ①状況の把握 ①状況の把握
　1．日常管理 　1．日常管理 　1．日常管理 　1．日常管理

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【配水管台帳の管理】

　路線を図面に記入してい
く。

【事業概要】

15．水道施設台帳 15．水道施設台帳
【配水管台帳の管理】
15．水道施設台帳

　年度終了後､その年に行っ
た工事に配管番号をつけ、地
区名布設年度・口径・延長等
を一覧にして台帳にする｡

　配管番号をつけ台帳として
管理ができたら、今度は路線
を図面に記入していき台帳と
図面をシンクロさせる｡

15．水道施設台帳

　施設の適正な管理及び迅速
な修復対応で水道水の安定供
給に努める。

　　　第1浄水場内配管
　　　　　　　… 1/600　今後は､全庁型GISに合わせ

水道の台帳もコンピューター
化していき､配管等の情報が
素早く探せて現場での対応に
役立つように整備したい｡

　　　第2浄水場内配管
　　　　　　　…1/200

【配水管台帳の管理】

浄水処理薬品の残量チェッ
ク、補充、投入を実施する。

【目的】

【事業概要】

(1)直営…原則として日常点
　　　　検業務は、環境課
　　　　水道係により実施
　　　　する。

　水源施設の適正な管理及び
迅速な修復対応で水道水の安
定供給に努める。

　(2)委託…定期的に全水源
　　　　　地系統別の水質
　　　　　検査を実施す
　　　　　る。

　(2)委託…定期的に全水源
　　　　　地系統別の水質
　　　　　検査を実施す
　　　　　る。

浄水処理薬品の残量チェッ
ク、補充、投入を実施する。

浄水処理薬品の残量チェッ
ク、補充、投入を実施する。

定期的に水道施設を巡回し、
状況の確認と異常の早期発見
に努めている。
異常発見時は、対応方法を課
長等と検討し、併せて修繕工
事等の施行の決裁をとる。

定期的に水道施設を巡回し、
状況の確認と異常の早期発見
に努めている。

定期的に水道施設を巡回し、
状況の確認と異常の早期発見
に努めている。

異常発見時は、対応方法を課
長等と検討し、併せて修繕工
事等の施行の決裁をとる。

異常発見時は、対応方法を課
長等と検討し、併せて修繕工
事等の施行の決裁をとる。

　(1)直営…原則として日常
　　　　　点検業務は、建
　　　　　設課水道係に
　　　　　より実施する。

(1)直営…原則として日常点
　　　　検業務は、環境課
　　　　水道係により実施
　　　　する。

【目的】 【目的】
　浄水施設の適正な管理及び
迅速な修復対応で水道水の安
定供給に努める。

　水源施設の適正な管理及び
迅速な修復対応で水道水の安
定供給に努める。

【事業概要】

16．水源・浄水施設維持管理16．水源・浄水施設維持管理 16．水源・浄水施設維持管理

【事業概要】

16．水源・浄水施設維持管理

　(2)委託…定期的に全水源
　　　　　地系統別の水質
　　　　　検査を実施す
　　　　　る。

　　　導水管・送水管
　　　　　　　… 1/10,000

異常発見時は、対応方法を課
長等と検討し、併せて修繕工
事等の施行の決裁をとる。

浄水処理薬品の残量チェッ
ク、補充、投入を実施する。

　(2)委託…定期的に全水源
　　　　　地系統別の水質
　　　　　検査を実施す
　　　　　る。

(1)直営…原則として日常点
　　　　検業務は、環境課
　　　　水道係により実施
　　　　する。

定期的に水道施設を巡回し、
状況の確認と異常の早期発見
に努めている。

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　４町に差異がないので、現行
のとおり新町に引き継ぐ

　各町がそれぞれの図面等を有
している
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･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

　2．定期点検・管理 　2．定期点検・管理 　2．定期点検・管理 　2．定期点検・管理

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

･ ･ ･ ･

①状況の把握 ①状況の把握 ①状況の把握 ①状況の把握

(1)住民からの通報。 (1)住民からの通報。 　(1)住民からの通報。 　(1)住民からの通報。
(2)貯水状況からの推測。 (2)貯水状況からの推測。 　(2)貯水状況からの推測。 　(2)貯水状況からの推測。
(3)職員による漏水調査。 (3)職員による漏水調査。 　(3)職員による漏水調査。 　(3)職員による漏水調査。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

(5)業者委託による漏水調
査。

　(5)業者委託による漏水調
査。

　(5)業者委託による漏水調
査。

実施方法…町による採水又
　　　　　は検査機関によ
　　　　　る採水

　(1)電気計装施設及び自家
　　発電機の定期点検は、
　　自家用電気工作物の保
　　安管理業務（1年間）を
　　業者に委託する。

点検報告書の提出、保管す
る。
必要に応じて立会い、確認す
る。

実施以後処理…検査結果受
　　　　　領後保管。異常
　　　　　があれは追跡調
　　　　　査等対応。

異常があった場合は、協議
し、必要により修繕する。

異常があった場合は、協議
し、必要により修繕する。

異常があった場合は、協議
し、必要により修繕する。

点検報告書の提出、保管す
る。

点検報告書の提出、保管す
る。

必要に応じて立会い、確認す
る。

必要に応じて立会い、確認す
る。

実施以後処理…検査結果受
　　　　　領後保管。異常
　　　　　があれは追跡調
　　　　　査等対応。

実施以後処理…検査結果受
　　　　　領後保管。異常
　　　　　があれは追跡調
　　　　　査等対応。

異常があった場合は、協議
し、必要により修繕する。

実施時期…実施機関の指定
　　　　　日

　(1)電気計装施設の定期点
　　検は、工業計器保守点
　　検業務（1年間）を四国
　　電気保安協会に委託す
　　る。

　(1)電気計装施設及び自家
　　発電機の定期点検は、
　　自家用電気工作物の保
　　安管理業務（1年間）を
　　業者に委託する。

実施方法…町による採水又
　　　　　は検査機関によ
　　　　　る採水

浄水の定期水質検査を月1回
実施する。

浄水の定期水質検査を月1回
実施する。

実施機関…徳島県薬剤師セ
　　　　　ンター

実施機関…社団法人徳島県
　　　　　薬剤師会検査セ
　　　　　ンター

実施時期…実施機関の指定
　　　　　日

実施時期…実施機関の指定
　　　　　日

実施方法…町による採水又
　　　　　は検査機関によ
　　　　　る採水

原水、浄水の全項目検査を年
2回実施する。

原水、浄水の全項目検査を年
2回実施する。

三　野　町 三　好　町

実施機関…社団法人徳島県
　　　　　薬剤師会検査セ
　　　　　ンター

原水、浄水の全項目検査を年
2回実施する。
浄水の定期水質検査を月1回
実施する。

課　　題 具体的調整方針井　川　町 三 加 茂 町

(4)パトロールによる漏水の
推測。

(4)パトロールによる漏水の
推測。

　(4)パトロールによる漏水
　　の推測。

　(4)パトロールによる漏水
　　の推測。

1．施設のほとんどが、地中
に埋設されおり状況の把握は
きわめて困難である｡

1．施設のほとんどが、地中
に埋設されおり状況の把握は
きわめて困難である｡

1．施設のほとんどが、地中
に埋設されおり状況の把握は
きわめて困難である｡

1．施設のほとんどが、地中
に埋設されおり状況の把握は
きわめて困難である｡

　管路施設の水質保持、漏水
の防止、漏水発生時の迅速な
修復対応で安定供給に努め
る。

【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】

17．管路施設維持管理
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】
17．管路施設維持管理 17．管路施設維持管理 17．管路施設維持管理

　管路施設の水質保持、漏水
の防止、漏水発生時の迅速な
修復対応で安定供給に努め
る。

　管路施設の水質保持、漏水
の防止、漏水発生時の迅速な
修復対応で安定供給に努め
る。

　管路施設の水質保持、漏水
の防止、漏水発生時の迅速な
修復対応で安定供給に努め
る。

　三野町に業者委託による漏水
調査がない

　各町にほとんど差はないが、
必要な部分については、合併ま
でに調整し、新町発足時より統
一する

実施時期…実施機関の指定
　　　　　日

実施以後処理…検査結果受
　　　　　領後保管。異常
　　　　　があれは追跡調
　　　　　査等対応。

　(1)電気計装施設及び自家
　　発電機の定期点検は、
　　自家用電気工作物の保
　　安管理業務（1年間）を
　　業者に委託する。

原水、浄水の全項目検査を年
2回実施する。
浄水の定期水質検査を月1回
実施する。
実施機関…社団法人徳島県
　　　　　薬剤師会検査セ
　　　　　ンター

実施方法…町による採水又
　　　　　は検査機関によ
　　　　　る採水

必要に応じて立会い、確認す
る。

点検報告書の提出、保管す
る。
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②修繕の実施 ②修繕の実施 ②修繕の実施 ②修繕の実施

（漏水修繕当番制なし）

　5．備蓄材の貸与、返納。 　5．備蓄材の貸与、返納。 　5．備蓄材の貸与、返納。
　6．工事監督管理 　6．工事監督管理 　6．工事監督管理 　5．備蓄材の貸与、返納。
　7．工事の検査 　7．工事の検査 　7．工事の検査 　6．工事監督管理

　7．工事の検査

差異あり

　四国電気保安協会に委託 該当なし 該当なし
　

　

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

　現行のとおり新町に引き継ぐ

19．貯蔵品管理 19．貯蔵品管理
　漏水修繕工事用管材料・量
水器等貯蔵品については,町
倉庫にて保管し,残存数量等
については棚卸表にて管理す
る｡

　漏水修繕工事用管材料・量
水器等貯蔵品については,町
倉庫にて保管し,残存数量等
については棚卸表にて管理す
る｡

　漏水修繕工事用管材料・量
水器等貯蔵品については,町
倉庫にて保管し,残存数量等
については棚卸表にて管理す
る｡

　漏水修繕工事用管材料・量
水器等貯蔵品については,町
倉庫にて保管し,残存数量等
については棚卸表にて管理す
る｡

19．貯蔵品管理

②上記以外の配水管の修繕
は、全額町負担。

②上記以外の配水管の修繕
は、全額町負担。

②上記以外の配水管の修繕
は、全額町負担。

②給水管の修繕は、量水器で
負担界とし、配水管側は町が
負担し、宅内側は受水者が負
担する。ただし、宅内側のみ
の修繕は、受水者から直接業
者発注とする。

③給水管の修繕は、量水器で
負担界とし、配水管側は町が
負担し、宅内側は受水者が負
担する。ただし、宅内側のみ
の修繕は、受水者から直接業
者発注とする。

③給水管の修繕は、量水器で
負担界とし、配水管側は町が
負担し、宅内側は受水者が負
担する。ただし、宅内側のみ
の修繕は、受水者から直接業
者発注とする。

③給水管の修繕は、量水器で
負担界とし、配水管側は町が
負担し、宅内側は受水者が負
担する。ただし、宅内側のみ
の修繕は、受水者から直接業
者発注とする。

①配水管の修繕の原因が明確
な場合は、施行者負担。

①配水管の修繕の原因が明確
な場合は、施行者負担。

①配水管の修繕の原因が明確
な場合は、施行者負担。

①配水管の修繕は、全額町負
担。

【負担割合】 【負担割合】 【負担割合】 【負担割合】

　3．住民への周知（行政同
　　報無線）。

　3．住民への周知（行政同
　　報無線）。

　3．住民への周知（行政同
　　報無線）。 　3．住民への周知

　　（行政防災無線等）　4．現場の管理　（断水、
　　通水作業等）。

　4．現場の管理　（断水、
　　通水作業等）。

　4．現場の管理　（断水、
　　通水作業等）。 　4．現場の管理

　　（断水、通水作業等）

　2．業者選定（迅速に対応
　　可能）し、指示。

　2．業者選定（迅速に対応
　　可能）し、指示。

　2．業者選定（迅速に対応
　　可能）し、指示。

　2．迅速に対応可能な業者
　　を選定し、依頼。

　1．状況の確認、復命、修
　　復計画の決裁。

　1．状況の確認、復命、修
　　復計画の決裁。

　1．状況の確認、復命、修
　　復計画の決裁。

　1．状況の確認、復命、修
　　復計画の決裁。

　点検頻度　　毎月一回（非
常用発電機の起動テスト及び
その他点検）

18．非常用発電機等維持管理 18．非常用発電機等維持管理18．非常用発電機等維持管理 18．非常用発電機等維持管理
　第二浄水場に設置の非常用
発電機を日頃から点検整備に
努め、非常時に必ず自動起動
するよう整備する。
　四国電気保安協会に、第二
浄水場に、電気設備点検委託

　修繕負担状況に、三加茂町の
み差異

　合併までに調整し、新町発足
時より統一する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　現行のとおり新町に引き継ぐ19．貯蔵品管理
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管理車両に差異
･

軽四輪駆動貨物バン　 1台 軽四輪駆動トラック　 1台 上水道会計により管理
量水器検針用バイク   1台 ･ 普通四輪駆動トラック

　　　　　　　1.5t　 1台

・配水地施設借地 ･ 送水用地借地 ･ 送水用地借地 上水道で対応
①場所：大字太刀野山
　用途：花園配水地敷地
　料金：28,800円／年 用途：埋管(水道管) 用途：水道管埋設敷
②場所：大字勢力 面積：14㎡ 面積：1㎡
　用途：勢力上野配水地敷 料金：6,200円／年 料金：3,000円／年
　　　　地
　料金：47,999円／年 ・水道施設敷地借地

・取水井施設借地 ①場所：三好町大字昼間 用途：水道管埋設敷
①場所：大字太刀野 面積：1㎡
　用途：揚水機場 料金：3,000円／年
　料金：300,000円／年 　料金：100,000円／年
②場所：大字太刀野
　用途：取水井施設 用途：水道管埋設敷
　料金：3,900円／年 面積：4㎡
③場所：大字太刀野 料金：3,000円／年
　用途：取水井施設
　料金：4,000円／年

用途：水道管埋設敷
④場所：大字太刀野 面積：2㎡
　用途：取水井施設 料金：3,000円／年
　料金：55,200円／年

・送水施設借地
①場所：大字太刀野 用途：水道管埋設敷
　用途：送水調整池 面積：1㎡
　料金：28,800円／年 料金：3,000円／年
②場所：大字勢力
　用途：送水加圧場
　料金：8,000円／年 用途：水道管埋設敷
③場所：大字加茂野宮 面積：1㎡
　用途：送水加圧場 料金：3,000円／年
　料金：4,100円／年
導水管埋設用借地
①場所：大字太刀野 用途：水道管埋設敷
　用途：導水管用地 面積：3㎡
　料金：3,572円／年 料金：3,000円／年
②場所：大字太刀野
　用途：導水管用地
　料金：4,180円／年 用途：水道管埋設敷

面積：1㎡
料金：3,000円／年

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　各町それぞれが、借地契約し
ている

　現行のとおり新町に引き継ぐ
①場所：三好町大字昼間(箸
蔵-佃間36K830M付近)

①場所：箸蔵ー佃間
　　　　（38K155M付近）

⑧場所：佃ー阿波池田間
　　　　（40K211M付近）

　水道量水器検針及び集金用
バイク　　　　　　1台

　現行のとおり新町に引き継ぐ
【公用車】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　水道施設点検用軽トラック
1台

【公用車】

⑥場所：佃ー阿波池田間
　　　　（40K602M付近）

⑦場所：箸蔵ー佃間
　　　　（38K283M付近）

21．施設敷地等賃貸借契約事務 21．施設敷地等賃貸借契約事務 21．施設敷地等賃貸借契約事務 21．施設敷地等賃貸借契約事務

　用途：第2浄水場排水池
　　　　敷地

20．公用車維持管理20．公用車維持管理 20．公用車維持管理

②場所：佃ー阿波池田間
　　　　（41K162M付近）

③場所：佃駅構内
　　　　（38K659M付近）

④場所：辻ー佃間
　　　　（68K561M付近）

⑤場所：辻ー佃間
　　　　（68K490M付近）

20．公用車維持管理
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用途：水道管埋設敷
面積：1㎡
料金：3,000円／年

・配水地施設借地
①井内簡易水道浄水場
場所：井川町城595番地1
用途：浄水場敷地
面積：347.75㎡
金額：64,676円／年
②井内坊地区揚水ポンプ

用途：揚水ポンプ敷地
面積：20㎡
金額：7,578円／年
③井関加圧タンク
場所：井川町
用途：揚水ポンプ敷地
面積：20㎡
金額：21,078円／年
④辻簡易水道浄水場
場所：井川町
用途：浄水場敷地
面積：71.68㎡
金額：11,661円／年

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
⑨場所：辻ー佃間
　　　　（67K946M付近）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　担当職員により毎日次の点
検業務を実施する。

22．日常点検 22．日常点検

　水道施設の適正な運転管理
とともに点検整備等行うこと
で水道水の安定供給に努め
る。

場所：井川町井内坊5070番
      地

　水道施設の適正な運転管理
とともに点検整備等行うこと
で水道水の安定供給に努め
る。

【点検概要】

(1)水道施設を巡回し、状況
の確認と異常の早期発見に努
めている。
(2)各施設ごとに定められた
点検項目をチェックし記録す
る。
(3)異常発見時において対応
方法を検討し復命併せて工事
施行の決裁をとる。
(4)定期的に滅菌処理薬品の
残量チェックする。

(3)異常発見時において対応
方法を検討し復命併せて工事
施行の決裁をとる。
(4)定期的に滅菌処理薬品の
残量チェックする。

【点検概要】

【目的】
22．日常点検

　水道施設の適正な運転管理
とともに点検整備等行うこと
で水道水の安定供給に努め
る。

(1)水道施設を巡回し、状況
の確認と異常の早期発見に努
めている。
(2)各施設ごとに定められた
点検項目をチェックし記録す
る。

【目的】
　水道施設の適正な運転管理
とともに点検整備等行うこと
で水道水の安定供給に努め
る。

【点検概要】
　担当職員により毎日次の点
検業務を実施する。

　担当職員により毎日次の点
検業務を実施する。

【点検概要】
　担当職員により毎日次の点
検業務を実施する。

【目的】
22．日常点検
【目的】

(4)定期的に滅菌処理薬品の
残量チェックする。

(1)水道施設を巡回し、状況
の確認と異常の早期発見に努
めている。
(2)各施設ごとに定められた
点検項目をチェックし記録す
る。
(3)異常発見時において対応
方法を検討し復命併せて工事
施行の決裁をとる。
(4)定期的に滅菌処理薬品の
残量チェックする。

(1)水道施設を巡回し、状況
の確認と異常の早期発見に努
めている。
(2)各施設ごとに定められた
点検項目をチェックし記録す
る。
(3)異常発見時において対応
方法を検討し復命併せて工事
施行の決裁をとる。

　４町に差異がないので、現行
のとおり新町に引き継ぐ
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  年間を通しての事務事業   年間を通しての事務事業   年間を通しての事務事業   年間を通しての事務事業

三 加 茂 町

（事業所ごとに給水装置工事
主任技術者として選任される
こととなる者を置く者である
こと。変更に係る事項につい
ても同じ。）

②新たに指定を受けようとす
る者は、所定の様式により申
請する。
（事業所ごとに給水装置工事
主任技術者として選任される
こととなる者を置く者である
こと。変更に係る事項につい
ても同じ。）

①業者申請→受付→審査→伺
→指定（台帳作成）→指定給
水装置工事事業者証発行

【事務手順】

①業者申請→受付→審査→伺
→指定（台帳作成）→指定給
水装置工事事業者証発行

三　好　町 井　川　町 課　　題 具体的調整方針三　野　町
　４町に差異がないので、現行
のとおり新町に引き継ぐ

　給水装置は指定秋水装置工
事業者が施工する｡
（三加茂町水道事業給水条例
第7条第1項）

【概要】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

③指定給水装置工事事業者数
は、25業者（平成15年3月31
日現在）

　新たに指定を受ける場合
は、給水装置工事事業者指定
手数料　10,000円

　給水工事事業者指定手数料
10,000円

　新たに指定を受ける場合
は、給水装置工事事業者指定
手数料　10,000円

　給水工事事業者指定手数料
10,000円

②新たに指定を受けようとす
る者は、所定の様式により申
請する。

②新たに指定を受けようとす
る者は、所定の様式により申
請する。

②新たに指定を受けようとす
る者は、所定の様式により申
請する。

（事業所ごとに給水装置工事
主任技術者として選任される
こととなる者を置く者である
こと。変更に係る事項につい
ても同じ。）

【事務手順】 【事務手順】

①業者申請→受付→審査→伺
→指定（台帳作成）→指定給
水装置工事事業者証発行

①業者申請→受付→審査→伺
→指定（台帳作成）→指定給
水装置工事事業者証発行

三野町簡易水道事業給水条例
第7条第1項

三好町簡易水道事業給水条例
第9条

簡易水道給水区域内における
新設等の指定給水装置工事事
業者を指定する。

上水道給水区域内における新
設等の指定給水装置工事事業
者を指定する。

①水道事業者又は指定給水装
置工事事業者の施行した給水
装置工事に限る。

①水道事業者又は指定給水装
置工事事業者の施行した給水
装置工事に限る。

　上水道給水区域内における
新設等の給水装置工事事業者
を指定する。

【概要】 【概要】 【概要】
①水道事業者又は指定給水装
置工事事業者の施行した給水
装置工事に限る。

  給水装置工事を適正に施行
する。

  給水装置工事を適正に施行
する。

  給水装置工事を適正に施行
する。

【事業の目的】 【事業の目的】 【事業の目的】
  給水装置工事を適正に施行
する。

  第16条の2第1項,第16条の2
第2項及び第25条の2から第25
条の11

  第16条の2第1項,第16条の2
第2項及び第25条の2から第25
条の11

【水道法】
  第16条の2第1項,第16条の2
第2項及び第25条の2から第25
条の11

【水道法】
  第16条の2第1項,第16条の2
第2項及び第25条の2から第25
条の11

【水道法】
23．指定工事事業者認定 23．指定工事事業者認定 23．指定工事事業者認定 23．指定工事事業者認定
【水道法】

【事業の目的】

【事務手順】

井川町簡易水道事業給水条例
第11条
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･ ･

･ ･

･ ･

収益的収支 収益的収支 収益的収支 収益的収支
　総収益　　 81,600千円 　総収益　　 95,876千円 　総収益　 　77,874千円 　総収益      9,815千円
　総費用　　 42,457千円 　総費用　　 68,348千円 　総費用　　 58,346千円 　総費用     10,128千円
①収支差引   39,143千円 ①収支差引  27,528千円 ①収支差引   19,528千円 ①収支差引　　△313千円
資本的収支 資本的収支 資本的収支 資本的収支
　資本的収入 37,900千円 　資本的収入 18,060千円 　資本的収入 11,430千円 　資本的収入　　774千円
  資本的支出 58,717千円   資本的支出 33,714千円   資本的支出 22,863千円 　資本的支出    774千円
②収支差引 △20,817千円 ②収支差引 △15,654千円 ②収支差引 △11,433千円 ②収支差引　      0千円

  積立金　　　　　0千円   積立金　　　9,000千円   積立金　　　　　0千円 　積立金　        0千円

　形式収支　 50,174千円 　形式収支　15,802千円 　形式収支  　8,921千円 　形式収支　  1,875千円

実質収支　　 49,394千円 実質収支　　 10,290千円 実質収支　　  3,986千円 実質収支 　   3,750千円

　以外の繰入金　　0千円 　以外の繰入金    0千円 　以外の繰入金1,770千円 　以外の繰入金4,724千円

具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

　４町ともほとんど同一の事務
内容であるが、若干の差異があ
るので、合併までに調整し、新
町発足時より統一施行する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【収益的収支の繰入金内訳】
繰出基準に基づく繰入金
             　 　0千円

指定工事店は、工事完了後、
すみやかに町長の工事検査を
受けなければならない。

指定工事店は、工事完了後、
すみやかに町長の工事検査を
受けなければならない。

指定工事店が行う工事の設計
及び施行の範囲は、止水栓以
下の給水装置とする。ただ
し、町長が必要があると認め
たときは、この限りでない。

　指定給水装置工事事業者台
帳の管理及び指導し給水装置
工事に関する工事の遂行を行
う。

指定工事店が行う工事の設計
及び施行の範囲は、止水栓以
下の給水装置とする。ただ
し、町長が必要があると認め
たときは、この限りでない。

収支再差引　①＋②
           　18,326千円

繰出基準に基づく繰入金
                502千円

収支再差引　①＋②
              △313千円

　前年度からの繰越金
           　31,848千円

　前年度からの繰越金
           　12,928千円

　翌年度繰越財源
        　　　5,512千円

　前年度からの繰越金
             　 826千円

　翌年度繰越財源
      　　　　4,935千円

24．指定給水装置工事事業者の
指導・監督

【平成14年度】

【収益的収支の繰入金内訳】
繰出基準に基づく繰入金
              6,284千円

24．指定給水装置工事事業者の
指導・監督

24．指定給水装置工事事業者の
指導・監督

【平成14年度】 【平成14年度】

収支再差引　①＋②
           　11,874千円

収支再差引　①＋②
           　 8,095千円

24．指定給水装置工事事業者の
指導・監督

指定工事店が工事の施行をす
る場合は、あらかじめ町長の
設計審査及び材料検査を受け
なければならない。ただし、
町長の支給した材料を使用す
る場合は、この限りではな
い。

指定工事店が工事の施行をす
る場合は、あらかじめ町長の
設計審査及び材料検査を受け
なければならない。ただし、
町長の支給した材料を使用す
る場合は、この限りではな
い。

繰出基準に基づく繰入金
             　 　0千円

【平成14年度】
25．財政指標

　翌年度繰越財源
      　  　　　780千円

【収益的収支の繰入金内訳】

指定給水装置工事工事事業者
が給水装置工事を施行をする
場合は、あらかじめ管理者の
設計審査及び材料検査を受
け、工事完了後に管理者の工
事検査を受けなければならな
い。（給水条例第7条第2項）

　翌年度繰越財源
     　　　   1,875千円

【収益的収支の繰入金内訳】

工事完了後の検査の実施に差異

25．財政指標

　前年度からの繰越金
              2,188千円

25．財政指標 25．財政指標
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　以外の繰入金　　0千円 　以外の繰入金1,022千円 　以外の繰入金　　0千円 　以外の繰入金　  0千円
財政調整基金　　　0千円 財政調整基金　　　0千円 財政調整基金　　　0千円 財政調整基金　    0千円
起債残高　　408,646千円 起債残高　　195,587千円 起債残高　　891,591千円 起債残高      9,667千円

　起債状況に差異
･ ･ 平成14年度償還高 ･ 平成14年度発行総額

23,449,024円  0千円
･ 平成15年度　　借入予定額 ･ 平成14年度償還高
(15年度予定)122,400,000円 774千円

･ 平成14年度償還高累計
7,933千円

･ ･ 平成14年度償末還残高 ･ 平成14年度末償還残高
195,586,581円 9,667千円

（元金・利息を含む）

　積立金に差異あり
（平成１５年度末） （平成１５年度末） （平成１５年度末） （平成１５年度末）

水道事業整備基金 簡易水道改修基金
0円 59,000,000円 73,501,564円 0円

　指名審査会の構成に差異

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　入札事務全般については、建
設事業関係の調整を参考に、合
併までに調整し、新町発足時よ
り統一施行する

27．積立金現在高 27．積立金現在高 27．積立金現在高

平成14年度　　借入額
　　　　　 　32,900,000円

26．起債の状況 26．起債の状況

【資本的収支の繰入金内訳】
繰出基準に基づく繰入金
            　5,441千円

26．起債の状況

28．工事・業務の入札等

　工事施工伺の決裁後、指名
審査会を実施

27．積立金現在高

26．起債の状況

町長、助役、総務課長、建設
課長、環境課長

【入札指名事務】
　　（総務課取り扱い事務）

【入札指名事務】
　　（総務課取り扱い事務）

【入札指名事務】
　　（総務課取り扱い事務）

28．工事・業務の入札等 28．工事・業務の入札等 28．工事・業務の入札等
【入札指名事務】
　　（総務課取り扱い事務）

【指名審査会の構成】 【指名審査会の構成】 【指名審査会の構成】

　工事施工伺の決裁後、指名
審査会を実施

　工事施工伺の決裁後、指名
審査会を実施

　工事施工伺の決裁後、指名
審査会を実施

【指名審査会の構成】

【指名基準】 【指名基準】 【指名基準】

助役、収入役、総務課長、産
業課長、建設課長、担当課長

【指名基準】

町長、助役、総務課長、担当
課長

　指名競争入札資格者名簿に
登録した者の中から選定

　指名競争入札資格者名簿に
登録した者の中から選定

①契約しようとする建設工事
などの技術的適性及び工事経
歴

①契約しようとする建設工事
などの技術的適性及び工事経
歴

①契約しようとする建設工事
などの技術的適性及び工事経
歴

　指名競争入札資格者名簿に
登録した者の中から選定
①契約しようとする建設工事
などの技術的適性及び工事経
歴

　指名競争入札資格者名簿に
登録した者の中から選定

②契約しようとする建設工事
等の実施場所及び地理的条件

②契約しようとする建設工事
等の実施場所及び地理的条件

②契約しようとする建設工事
等の実施場所及び地理的条件

③業者の手持ち工事状況及び
技術者数

③業者の手持ち工事状況及び
技術者数

③業者の手持ち工事状況及び
技術者数

②契約しようとする建設工事
等の実施場所及び地理的条件

③業者の手持ち工事状況及び
技術者数

平成14年度末　借入残高
　　　　　  408,645,825円

繰出基準に基づく繰入金
            　5,000千円

【資本的収支の繰入金内訳】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　現行のとおり新町に引き継ぐ

【資本的収支の繰入金内訳】【資本的収支の繰入金内訳】

　町長、助役、総務課長、建
設課長、水道課長

平成14年度末　借入残高
　　　　　 891,591,353 円

繰出基準に基づく繰入金
           　   774千円

繰出基準に基づく繰入金
           　11,430千円

　現行のとおり新町に引き継ぐ
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受付期間に差異あり
　競争入札参加申請による 　入札指名願い申請による 　入札指名願い申請による 　入札指名願い申請による

　1月1日から3月31日 　1月1日から3月31日 　1月1日から2月末日

　直接又は郵送 　直接又は郵送 　直接又は郵送 　直接又は郵送

　　単年度 　　1年間 　　1年間 　　単年度

　様式は徳島県様式 　様式は徳島県様式 　様式は徳島県様式 　様式は徳島県様式

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

【添付書類】 【添付書類】

【受付方法】

【有効期間】

　建設工事については経営事
項結果通知書の写しを毎年提
出

　建設事業関係の調整を参考
に、合併までに調整し、新町発
足時より統一施行する【受付期間】 【指名願いの受付】

各年2.1～2.28受付
（単年度）H16.3.31迄有効

29．入札参加資格 29．入札参加資格 29．入札参加資格

【受付期間】 【受付期間】

　建設工事については経営事
項結果通知書の写しを毎年提
出
　競争入札参加申請後に申請
内容に変更が生じた場合は、
速やかに変更事項を証する関
係書類を提出

【添付書類】

【受付方法】 【受付方法】

【有効期間】 【有効期間】

　建設工事については経営事
項結果通知書の写しを毎年提
出
　競争入札参加申請後に申請
内容に変更が生じた場合は、
速やかに変更事項を証する関
係書類を提出

29．入札参加資格

【有効期間】

【受付方法】

　建設工事については経営事
項結果通知書の写しを毎年提
出

④建設工事などの施工に際し
ての業者の不正・不誠実な行
為の有無

④建設工事などの施工に際し
ての業者の不正・不誠実な行
為の有無

④建設工事などの施工に際し
ての業者の不正・不誠実な行
為の有無

⑤その他安全管理、労働福祉
の状況など指名審査会が必要
と認める事項

⑤その他安全管理、労働福祉
の状況など指名審査会が必要
と認める事項

⑤その他安全管理、労働福祉
の状況など指名審査会が必要
と認める事項

④建設工事などの施工に際し
ての業者の不正・不誠実な行
為の有無
⑤その他安全管理、労働福祉
の状況など指名審査会が必要
と認める事項

【入札事務】
　　　　（対象工事担当課）

【入札事務】
　　　　（対象工事担当課）

【入札事務】

　指名審査会で指名された業
者名へ仕様書閲覧日、入札場
所、日時を通知する

　指名審査会で指名された業
者名へ仕様書閲覧日、入札場
所、日時を通知する

　指名審査会で指名された業
者名へ仕様書閲覧日、入札場
所、日時を通知する

　指名審査会で指名された業
者名へ仕様書閲覧日、入札場
所、日時を通知する

【入札事務】
　　　　（対象工事担当課）

　入札札の提出は、札を封筒
に入れ封印し提出

　入札札の提出は、札を封筒
に入れ封印し提出

　入札札の提出は、札を封筒
に入れ封印し提出

　入札は仕様書の閲覧から積
算期間を設け指名業者を集め
て行う
　入札札の提出は、札を封筒
に入れ封印し提出

　代理人の場合は、委任状を
提出させる

　代理人の場合は、委任状を
提出させる

【添付書類】

　予定価格は町長が決定し、
封筒に入れた後に封印し、入
札当日会場にて開封する

　予定価格は町長が決定し、
封筒に入れた後に封印し、入
札当日会場にて開封する

　予定価格は町長が決定し、
封筒に入れた後に封印し、入
札当日会場にて開封する

　予定価格は町長が決定し、
封筒に入れた後に封印し、入
札当日会場にて開封する

　代理人の場合は、委任状を
提出させる

　代理人の場合は、委任状を
提出させる

　入札は仕様書の閲覧から積
算期間を設け指名業者を集め
て行う

　入札は仕様書の閲覧から積
算期間を設け指名業者を集め
て行う

　入札は仕様書の閲覧から積
算期間を設け指名業者を集め
て行う

　入札回数は、2回までとす
る

　入札回数は、2回までとす
る

　競争入札参加申請後に申請
内容に変更が生じた場合は、
速やかに変更事項を証する関
係書類を提出

　競争入札参加申請後に申請
内容に変更が生じた場合は、
速やかに変更事項を証する関
係書類を提出
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　工事関係　　町内業者 　工事関係　町内業者8社、
　

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　検査の結果、給付の完了が
確認されたときは、検査調書
又は出来高調書を作成する

　建設事業関係の調整を参考
に、合併までに調整し、新町発
足時より統一施行する

　指名競争入札資格者名簿に
登録した者の中から選定

　指名業者の決定について
は、指名審査委員会において
おこなう。

　水道設備他については、経
営審査評点及びランク分けは
無いが指名業者の決定につい
ては、指名審査委員会におい
ておこなう。

　指名競争入札資格者名簿に
登録した者の中から選定

　指名業者の決定について
は、指名審査委員会において
おこなう。

30．指名業者選定
【指名業者の選定】 【指名業者の選定】 【指名業者の選定】
30．指名業者選定 30．指名業者選定

【指名業者の選定】

　工事の完了検査は、請負業
者より工事の完成の通知を受
けた日から14日以内に、検査
職員が監督職員立会いの上で
設計図書に定めるところによ
り、工事の完成を確認するた
めの検査を行う。

31．工事検査 31．工事検査

30．指名業者選定

31．工事検査
　工事の完了検査は、請負業
者より工事の完成の通知を受
けた日から14日以内に、検査
職員が監督職員立会いの上で
設計図書に定めるところによ
り、工事の完成を確認するた
めの検査を行う。

　工事の完了検査は、請負業
者より工事の完成の通知を受
けた日から14日以内に、検査
職員が監督職員立会いの上で
設計図書に定めるところによ
り、工事の完成を確認するた
めの検査を行う。

　上記業者を経営審査評点
（年2回程度見直し）により
Ａ～Ｃランク（区分表参照）
に分けて指名業者を選定

　指名業者の決定について
は、指名審査委員会において
おこなう。

　指名業者の決定について
は、指名審査委員会において
おこなう。

　建設事業関係の調整を参考
に、合併までに調整し、新町発
足時より統一施行する

31．工事検査
　検査は主幹課長・担当職員
が検査を行う
　書類審査と施工箇所の検査
（現場監督・業者・検査員）
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２４－１６　上下水道事業関係

課　　題 具体的調整方針

　使用規定等は、特に定めて
いない

　施設の管理運営状況に差異あ
り

　①大藤西飲料水供給施設

【管理状況】 【管理状況】 【管理状況】
　施設設置は町が行ったが、
管理運営は、すべて地元で
行っている

　施設設置は町が行ったが、
管理運営は、すべて地元で
行っている

　施設設置は町が行い、日常
管理は地元が行っている
　水道料金を徴収するため修
繕等は町が行っている

【管理状況】
　新規加入者が設置するメー
ター及びこれに付属する器具
に要する費用は、その者の負
担とする。

　④五名上飲料水供給施設

　③川又地区飲料水供給施設 　③森清飲料水供給施設

　差異はあるが、各地区の状況
に適応した運営をしているた
め、現行のとおり新町に引き継
ぐ

環境部会

　②三樫尾飲料水供給施設 　②木藤飲料水供給施設

・現行のとおり新町に引き継ぐ

　①田野々地区飲料水供給施
　　設

1.施設の概要

　②中屋地区飲料水供給施設

　施設の維持管理運営に関す
る業務を、小見地区水道組合
に条件を付して、委託する。

1.施設の概要
三 加 茂 町

調整方針（案）

【業務の委託料】

1.施設の概要

　ただし、同条例中　1条か
ら4条まで、第7条、第13条、
第16条2項及び第3項、第17条
第2項、第19条第20条、第27
条、第28条、第33条、第42
条、第43条上の規程を除く。

　①東山小見地区飲料水供給
　　施設

井　川　町
1.施設の概要

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協　議　項　目 飲料水供給施設事業関係

　①平飲料水供給施設

　特に定めるものの他、この
飲料水供給施設については、
三好町給水条例を準用する。

三　野　町 三　好　町
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　平成14年度委託料

　小見地区水道組合

・

・

・

【水道料金】 【水道料金】
　地元運営のため、料金徴収
は行っていない

　地元運営のため、料金徴収
は行っていない

　料金は次の区分により算出
した金額に100分の5を乗じて
得た金額。

【水道料金】 【水道料金】
　用途区分はせず、１戸当た
り１，３００円を各地区から
徴収している

三 加 茂 町 課　　題現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　野　町

【委託料の支払】
三　好　町 井　川　町

　町は委託契約に基づいて委
託料を支払うものとする。

　  超過料金1立方メートル
             　    50円

家庭用基本水量10立方メート
ル基本料金　　　400円
   超過料金1立方メートル
                 　50円
 営業用基本水量10立方メー
トル基本料金　　　400円
　  超過料金1立方メートル
                 　50円
学校用基本水量20立方メート
ル基本料金　　　800円

具体的調整方針

　1ヶ月9,000円 12ヶ月
108,000円
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２８０円
５５０円

 φ４０
 φ５０以上

１６０円
２００円

 φ２５
 φ３０

100 10,000

日割り計算なし
7,000

― ― ― ―
―

簡易水道料金関係４町比較

大口用 ― ― ― ― ― ― 170

１．水道使用料

 φ２０
８０円

１４０円
 φ１３

三野町
使用料

井川町 三加茂町三好町
３．量水器（メーター）使用料

個人が購入 無料貸与 使用料を毎月徴収 無料貸与

φ２０

100,000

40,000

φ４０
φ３０

80,000

三加茂町
２．加入金

三野町 三好町 井川町口径

φ５０ 別に定める

φ２５

790,000
別に定める 80,000 80,000 530,000

50,000 260,000

50,000 30,000 160,000

80,000100,000
210,000

80,000
20,000 80,000φ１３ 20,000 50,000

備考
―

日割り計算なし 日割り計算なし
臨　時 ― ― 200

―
― 200 ― 500― 200 10

10 1,200 140 ―医業用 ― ― ―
― ―

――
16,000

工業用 ― ― ― 100 10,000 140 ― ―

― ― ―

―
130 100

― ― ― ―浴場営業用 150 7,500 60
130 20 3,000 160

160
官公署用 40 3,500 110 20 2,000 140 25 2,500

3,000 130 10 1,70010 1,200 140 30営業用 ― ― ―
130 10 1,300 1401,100 130 10 1,100家庭用 10 1,100 130

超過料金
　（円／ｔ）種別

三野町 三好町 井川町 三加茂町
基本水量
（ｔ）

基本料金
（円）

超過料金
　（円／ｔ）

基本水量
（ｔ）

超過料金
　（円／ｔ）

基本水量
（ｔ）

基本料金
（円）

80,000 80,000

基本料金
（円）

超過料金
　（円／ｔ）

基本水量
（ｔ）

基本料金
（円）

10
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１．事業の概要

計画給水量

【上水道施設】
　平成9年度三加茂町上水道変更認可申請書より
①宮浦水源
　種別　表流水
　計画取水量　2,408m3／日
　水質　水質基準に適合
  （平成8年7月　徳島県薬剤師会検査センターの検査による）
②西庄第1水源
　種別　地下水
　計画取水量　  280m3／日
　水質　水質基準に適合
　（平成9年3月26日　香川県薬剤師会検査センターの検査による）
③西庄第3水源
　種別　地下水
　計画取水量　1,050m3／日
　水質　水質基準に適合
　（平成9年3月26日　香川県薬剤師会検査センターの検査による）
④西庄第4水源
　種別　地下水
計画取水量　  643m3／日
　水質　水質基準に適合
　（平成9年3月26日　香川県薬剤師会検査センターの検査による）

【拡張・整備計画】

三加茂町にのみある 　事業及び施設については、現行のと
おり新町に引き継ぐ

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題 具体的調整方針三　野　町
該当なし 該当なし 該当なし

上水道事業関係
・事業及び施設については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・水道料金については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・加入金については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・量水器の取扱いについては、現行のとおり新町に引き継ぐ
・水道関係手数料については、現行のとおり新町に引き継ぐ

環境部会

三 加 茂 町井　川　町三　好　町

協　議　項　目

調整方針（案）

計画給水人口　　　　　　　　　　　　 7600人

　水道法第10条の規程に基づき、平成9年4月1日付けで三加茂町上水道事
業変更認可を受け、事業を実施中。

一人一日最大給水量　　　　　　545㍑／人・日

　水道未普及地域について､随時水道未普及地域解消事業新設、区域拡張
等の事業により整備する｡
（水道普及率は95%に達する。）

一日最大給水量　　　　　　　　　 4140m3／日
一人一日平均給水量 　　 　　　462㍑／人・日
一日平均給水量　　        　　　 3514m3／日

２４－１６．上下水道事業関係
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２．固定資産管理
【目的】

【概要】
　財産管理台帳
　水道台帳

【固定資産管理】

３．水道料金
【概要】

【料金体系】

【その他】
  料金改定　平成13年4月

  日割計算なし

４．賦課徴収
1. 対象者

（給水条例第22条第2項）

2．賦課基準

具体的調整方針課　　題

①水道の使用者又は管理人から徴収する。（給水条例第22条）対象者
2,433件、H15.5現在

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

②共用給水装置の水道料金は、各使用者が連帯し、その納付義務を負担
するものとする。

　水道料金については、これまでの事
業経過及び施設運営を考慮し、現行の
とおり新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　正確な財産管理を行なうため。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・浪内浄水場　　　　　　　　　　　　1,829㎡
・西庄浄水場　　　　　　　　　　　　　640㎡
・山の上配水池　　　　　　　　　　　　485㎡

  料金（1箇月）別表1

  水道料金は、水道の使用者又は管理人から徴収する。（給水条例第22
条）

  料金は､1箇月につき、下記により算定した基本料金と超過料金の合計
額に、1.05を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に10円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。（給水条例
第23条）

②量水器指針値確認後、使用水量に応じて水道料金を賦課する。（給水
条例第24条）

  共同給水装置の水道料金は、各使用者が連帯し、その納付義務を負担
するものとする。（給水条例第22条第2項）

  臨時使用の水道料金は、通常どおりを徴収する。

①水道料金は､1箇月につき、別表１により算定した基本料金と超過料金
の合計額に、1.05を乗じて得た　金額とする。この場合において、その
額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
（給水条例第23条）

- 127 -



・使用水量が不明のとき。

④出納業務
・納付書発行    毎月19日前後
・納期限        翌月の10日

・町内金融機関に口座振替依頼    
・滞納整理 （随時）     
・収納消込み
　集金委託分   OCRにて処理
　口座振替    FDDで一括消込み

3．その他事項
①過誤納について

②水道料金の軽減又は免除

③過料

④口座引落日について

具体的調整方針課　　題

  給水装置を新設､改造、修繕又は撤去しようとする者は、あらかじめそ
の承認を受けなければならないが、その承認を受けないで、給水装置を
新設、改造、修繕又は撤去した者は5万円以下の過料を科すことができ
る。（給水条例第36条）

・納入通知書兼領収書を作成（口座振替は除く）

管理者は公益上その他特別の理由があると認めたとき、条例によって納
付しなければならない水道料金、手数料、加入金その他条例によって納
付すべき金額を軽減又は免除することができる。（給水条例第31条）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

  基本的には毎月26日だが、土、日、祝により後にずれ込む。

 条例はないが確認次第、還付・返金している。

・量水器に異常があったとき。
・料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

・用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

③使用水量認定  （給水条例第25条）
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５．検針
【概要】
①検針員　　　　　　3人
②2年契約
③委託料　　　　　　1件100円
④現在の検針件数　　2,433件（H15.5現在）

【事務手順】

③役場担当者が検針結果を確認。

【実施時期】
①検針は毎月1日から約2週間。

【その他】
①検針委託料の推移      
  平成14年度まで     70円／件
②検針員の年齢等規定なし。

６．納付制、口座振替制
【事業の目的】

【概要及び事務手順】

②口座振替

る。

・該当金融機関（町内金融機関）
　阿波銀行、徳島信用金庫、徳島銀行、JA阿波みよし、郵便局

具体的調整方針課　　題現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　金融機関から後日口座振替結果表及び振替不能明細が送られてく

三 加 茂 町三　野　町 三　好　町 井　川　町

②役場にて検針データをパソコン端末に送信。

　金融機関とは「三加茂町水道預金口座振替に関する契約書」「FDDの交
換による預金口座振替に関する契約」を締結。

　水道料金の納入通知書を使用者に送付し、納入期限までに納入しても
らう。

①会計窓口ならびに金融機関窓口で納付する者は封筒内に納付書を入
れ、個人へ納付通知書を郵送する。

　金融機関は振替指定日に口座から振替を行なう。

　検針事務については、現行のとおり
新町に引き継ぐ
　なお、簡易水道事業との間に不合理
の生じた事項については、新町発足後
調整する

　現行のとおり新町に引き継ぐ

①今回指針値をハンディーヘルドターミナルに入力、印刷された検針票
兼口座振替領収書を各家庭に置いてくる。

④漏水の疑いがある場合は、口頭又は電話で各家庭に連絡する。
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７．更正、精算
【更正】

【精算】

８．収納、滞納整理、執行停止、欠損
【概要】

【未収金の徴収】

  未納明細書を元に滞納整理。
①対象者  ・・・水道料金未納者
②実施時期・・・随時。
③過年度より納入させる。

【給水停止】（給水条例第34条）

を停止することができる。 平成14年度末現在、実績なし。

・管理者が欠損処分を適当と認めるとき｡
平成14年度末現在、実績なし。

９．給水開始・中止
【給水の申込】（給水条例第13条）

【代理人の選定】（給水条例第14条）

課　　題

　給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があ
ると認めたときは、所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、
町内に居住する代理人を定め町長に届出なければならない。

  既に調停した後、漏水等の理由で水量認定が行なわれた場合や開始、
休止、廃止等の理由により水道料金の変更が行なわれた場合について
は、随時調停の更正を行なう。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 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ぐ

  水道料金を指定期限内に納入しない水道使用者に対し、給水を停止す

【不能欠損】（水道事業会計規程第27条）
・法令もしくは条例又は議会の決議によって債券を放棄したとき。

　給水を受けようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受
けなければならない。

  水道料金の未収分においては、徴収を行なう。

④滞納整理時、納入通知書は手書きで対応。

  水道の使用者又は管理人は、水道料金の支払い義務を有する。

  水道の一時的な使用や使用中止する場合、随時検針を行ない使用水量
を確定し、水道料金の精算を行なう。

　現行のとおり新町に引き継ぐ
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【管理人の選定】（給水条例第15条）

・給水装置を共有する者
・給水装置を共用する者
・その他管理者が必要と認めた者

【水道の使用中止、変更等の届出】　（給水条例第18条）

【給水の停止】（給水条例第34条）

10．水道関係手数料
【手数料】（給水条例第20条）

　次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させる
ため管理人を選定し、管理者に届出なければならない。

・水道の使用を開始、又は、やめるとき。

　水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に
届出なければならない。

　管理者は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることがで
きる。

・メーターの口径又は用途を変更するとき。

・給水装置の所有者に変更があったとき。

・この条例による工事費、修繕費、料金、手数料、その他規定により納
付する金額を指定期限内に納入しないとき。
・正当な理由がなくて使用水量の計量又は検査を拒み、又は妨げたと
き。

具体的調整方針現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　現行のとおり新町に引き継ぐ

・水道の使用者の氏名又は住所に変更があったと

・給水装置工事事業者指名手数料              　 10,000円
・各種証明手数料　　                              400円

・給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合にお
いて、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

　手数料は,次の各号の区別により,申込者から申込の際,これを徴収す
る。ただし,管理者が特別の理由があると認めた申込者からは,申込後、
徴収することができる｡
・第7条の竣工検査をするとき                     1,000円

　管理者は次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その
理由の継続する間、給水を停止することができる。
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11．新規加入事務
【給水装置の新規申込】

（給水条例第6条）

⑤メーターのみ貸与。

【加入金の徴収】
（給水条例第30条）
①加入金の金額

②消費税別途必要
③申込の際に納入
④還付不可

【預かり保証金】
　なし

【事務手順】
①給水装置申込書
②書類審査
③水道加入金納付書
④水道加入金納付確認
⑤水道メーターの貸与
⑥給水装置工事施行

　口径 13mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,000円　
　口径 20mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160,000円　

  ※口径 30mm以上については、町長と協議｡

⑤減免　管理者が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

　口径 25mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210,000円　
　口径 30mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260,000円　

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

④給水装置工事は、「指定給水工事事業者」が施工する。（給水条例第7
条）

　管理者が設置し、水道の使用者又は管理人もしくは給水装置の所有者
が保管。
　保管者が管理義務を怠ったことによるメーターの亡失、毀損にあって
は、保管者はその損害額を弁償しなければならない。（給水条例第17
条）

　事務手続きについては、合併までに
簡易水道事業との調整を図り、新町発
足時より施行する

②「給水装置工事申込書」「工事立会願」「使用材料一覧」を提出。

　加入金については、これまでの事業
経過及び施設運営を考慮し、現行のと
おり新町に引き継ぐ

①給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、管理者の定
めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなけれ
ばならない。（給水条例第5条）

⑥材料（止水栓、筐）は町の指定品を購入

③自費工事が原則。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、町にお
いてその費用を負担。

　口径 40mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　530,000円　
　口径 50mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　790,000円　
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12．異動事務
【異動処理】（給水条例第18号）

⑥消防用として水道を使用したとき。

【異動の届出】（施工規定第14条)

【使用者変更】
　アパート・借家（各戸にメーターが設置されている場合）
①入退居ごとに「給水装置使用開始・休止申込書」を提出。

③空室の水道料金は課金しない。
④新使用者は給水加入金の納入は必要としない。

【所有者変更】

【休止】

①窓口において、「給水装置使用休止申込書」を提出する。

③休止届が提出されない限り、料金の算定、賦課がなされる。

【廃止】
　権利そのものの亡失。単独での廃止はほとんどない。

【その他】

　メータは取外さない。権利はそのまま有する。後において再開する場
合において加入分担金は納入の必要なし。

①「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う｡申請者は新所有者、旧
所有者どちらでも可｡申請書にはできるだけ旧使用者の押印をお願いす
る。

①検針前に、異動処理はできる限りすませておく。検針後に異動処理の
ある時、新使用者、所有者への算定賦課の必要があれば異動処理・検針
を随時行う。

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

②休止日までの使用量で検針し、基本料金、超過料金を算定する。

　異動事務については、合併までに簡
易水道事業との調整を図り、新町発足
時より施行する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題 具体的調整方針三　野　町

①水道の使用を開始、休止するとき｡

　水道の使用者、管理人、給水装置の所有者は、次に該当する場合は管
理者に届け出なければならない。

②メーターの口径、用途を変更しようとするときは「給水装置変更届」
の提出をもって行う｡

③水道の使用者の氏名、住所に変更あったとき。

②空室はアパート所有者の名義とする。原則としてアパートの場合は
メーターの撤去は行わない。

②売買・競売による異動に関しては、可能な限り、異動の判明する書類
の写しの提出を求める｡

⑤管理人の氏名、住所に変更があったとき。

③給水装置の所有者に変更のあったときは、「水道加入権変更届」の提
出をもって行う｡

④給水装置の所有者に変更があったとき。

②給水装置の用途を変更するとき。

①給水装置の使用を開始、中止しようとするときは「給水装置使用申込
書」の提出をもって行う。
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13．量水器
【量水器の設置】（条例第16条）

【量水器の貸与】（条例第17条）

【給水装置の設置位置等】（施工規定第8条）
①原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内。

③点検及び取替作業を容易に行うことができる場所。
④衛生的で損傷の恐れがない場所。
⑤水平に設けることができる場所｡

【量水器使用料】
　町が貸与する量水器の使用料は徴収していない。

14．日常点検
【目的】

【事業概要】
①水道課職員により毎日次の点検業務を実施する。

(2)各施設ごとに定められた点検項目をチェックし 記録する。
(3)異常発見時において対応方法を検討し復命併せて工事施行の決裁
　 をとる。
(4)定期的に滅菌処理薬品の残量チェックする。

(5)水質をチェックする。
・濁度　　　　
・残留塩素　等　　　　　　　　　

　量水器は、有料で使用者又は管理人もしくは所有者に貸与保管させ
る。
　保管者は、善良な注意をもって量水器を管理しなければならない。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　給水量は、量水器（メーター）により計量する。ただし、町長がその
必要がないと認めたときは、この限りでない。
　量水器は、給水装置に設置し、その位置（検針に便利な場所）は町長
が定める。

　保管者が管理義務を怠ったため量水器を亡失又はき損した場合、その
損害額を弁償しなければならない。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題 具体的調整方針

(1)水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見に努めている。

　現行のとおり新町に引き継ぐ

②原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近
い位置。

　水道施設の適正な運転管理とともに点検整備等行うことで水道水の安
定供給に努める。

　量水器の取扱いについては、現行の
とおり新町に引き継ぐ

- 134 -



15．水源施設維持管理
【目的】

【事業概要】
①状況の把握
　1．日常管理
　(1)直営・・・原則として日常点検業務は、水道課上水道係により
　　　　　　 　　実施する。
　　　・定期的に水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見
　      に努めている。
　　　・異常発見時は、対応方法を課長等と検討 し、併せて修繕工
        事等の施行の決裁をとる。  
　　　・浄水処理薬品の残量チェック、補充、投入 を実施する。
(2)委託・・・定期的に全水源地系統別の水質検査を実施する。
　　　・原水、浄水の全項目検査を年1回実施する。
　　　・浄水の定期水質検査を月1回実施する。
　　　・実施機関・・・・徳島県薬剤師センター
　　　・実施時期・・・・実施機関の指定日
　　　・実施方法・・・・実施機関による採水
　　　・実施以後処理・・検査結果受領後保管。異常があれは追跡
　　　　　　　       　 調査等対応。
②修繕の実施
  1．点検作業で対応
  (1)極軽微なものは状況確認後、修繕を実施し事後報告する。
  2．業者発注
　(1)状況報告を受け、確認、課長等と検討を行い、修理計画の決裁

     を行い、業者へ修繕の発注依頼する。
　(2)住民への周知、現場管理（断水、通水作業等）、工事の監督、

     工事の検査を実施する。
③その他
　1．施設周辺の草刈作業を業者に依頼し実施する。

16．管路施設維持管理
【目的】

【事業概要】
①状況の把握
　1．施設のほとんどが、地中に埋設されおり状況の把握はきわめ
　　 て困難である｡
　　(1)住民からの通報。
　　(2)貯水状況からの推測。
　　(3)職員による漏水調査。
　　(4)パトロールによる漏水の推測。
　　(5)業者委託による漏水調査。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　水源施設の適正な管理及び迅速な修復対応で水道水の安定供給に努め
る。

　現行のとおり新町に引き継ぐ

三 加 茂 町
　現行のとおり新町に引き継ぐ

課　　題

　管路施設の水質保持、漏水の防止、漏水発生時の迅速な修復対応で安
定供給に努める。

具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町
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②修繕の実施
　1．状況の確認、復命、修復計画の決裁。
　2．迅速に対応可能な業者を選定し依頼。（漏水修繕当番制なし）
　3．住民への周知（行政防災無線等）。
　4．現場の管理　（断水、通水作業等）。
　5．備蓄材の貸与、返納。
　6．工事監督管理
　7．工事の検査

17．工事負担金

18．水質・施設管理体制
【水質管理体制】
　中央監視システムによる監視
　①原水濁度
　②浄水濁度
　③各施設での配水残留塩素濃度
　　巡回による監視項目
　①配水管末端での残留塩素濃度管理
　　職員が巡回
　②配水管清掃（消火栓、泥吐管による）
　　巡回職員が年1回程度
　　水質検査　   千円（H14度予算より）
　　原水全項目検査  （年1回）　
　　処理水全項目検査（年1回）　　　　　　　
　　処理水一般検査  （毎月） 　
　　処理水項目検査　　　　　　 
　　委託先　　徳島県薬剤師検査センター　　　　　　　

【施設管理体制】
　　事務職員2名（兼務）、巡回職員1名、同臨時職員1名による管理
　　（水質管理員も兼務）
　具体的な内容
　　滅菌液補充
　　浄水場、配水池ほか場内清掃
　　漏水修理等異常時の
　　量水器交換作業
　業務委託
　　浄水池ろ過池洗浄業務　　　 

　　自動ろ過流量調節機点検業務　

　現行のとおり新町に引き継ぐ
「給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工
事費の概算額を予納しなければならない。ただし、工事費の概算額は、
工事竣工後に精算する。（給水条例第10条）」と、条例では、規程され
ているが、実際には、給水の加入申込の際に設計書を提出し、工事の内
容と使用材料及び数量の審査を行い承認する事務手続きをしている。

　事務手続き上、給水装置の工事費は、個人負担としているので、業者
に対する価格交渉は個人に委ねている。

具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　現行のとおり新町に引き継ぐ
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19．貯蔵品管理

20．工事検査
　検査は主幹課長・担当職員が検査を行う　　　　
書類審査と施工箇所の検査 （現場監督・業者・検査員）

21．指定工事事業者の認定
【事業の目的】
 給水装置工事を適正に施行する。

【概要】

　給水装置は指定秋水装置工事業者が施工する｡
　　（三加茂町水道事業給水条例第7条第1項）

【事務手順】
  年間を通しての事務事業

②新たに指定を受けようとする者は、所定の様式により申請する。

④指定給水装置工事事業者数は、29業者（平成15年6月3日現在）

22．指定給水装置工事事業者の指導・監督
【指定給水装置工事事業者の指導・監督】

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　合併までに簡易水道事業との調整を
図り、新町発足時より施行する

三　野　町

漏水修繕工事用管材料・量水器等貯蔵品については、町倉庫にて保管
し、残存数量等については棚卸表にて管理する｡

三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調
書を作成する

・指定給水装置工事工事事業者が給水装置工事を施行をする場合は、あ
らかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、工事完了後に管理者の
工事検査を受けなければならない。（給水条例第7条第2項）

①業者申請→受付→審査→伺→指定（台帳作成）→指定給水装置工事事
業者証発行

（事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者
を置く者であること。変更に係る事項についても同じ。）
③新たに指定を受ける場合は、給水装置工事事業者指定手数料　10,000
円  三加茂町水道事業給水条例第29条(3)

　上水道給水区域内における新設等の給水装置工事事業者を指定する。

三　好　町 井　川　町 具体的調整方針課　　題

　建設事業関係の調整を参考に、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
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23．工事・業務の入札
【入札指名事務】（総務課取り扱い事務）
　工事施工伺の決裁後、指名審査会を実施

【指名審査会の構成】
　町長、助役、総務課長、建設課長、水道課長

【指名基準】
　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定
①契約しようとする建設工事などの技術的適性及び工事経歴　
②契約しようとする建設工事等の実施場所及び地理的条件
③業者の手持ち工事状況及び技術者数
④建設工事などの施工に際しての業者の不正・不誠実な行為の有無

【入札事務】

　入札は仕様書の閲覧から積算期間を設け指名業者を集めて行う
　入札札の提出は、札を封筒に入れ封印し提出
　入札回数は、2回までとする
　代理人の場合は、委任状を提出させる

【契約事務】
　入札日より7日以内に落札業者と契約する。

【随意契約】
　1．工事又は製造の請負　　　　　　　　　 130万円
　2．財産の買い入れ　　　　　　　　　　　　80万円
　3．物件の借入　　　　　　　　　　　　　　40万円
　4．財産の売払い　　　　　　　　　　　　　30万円
　5．物件の貸付　　　　　　　　　　　　　　30万円
　6．各号に掲げるもの以外のもの　　　　　　50万円

24．入札参加資格
【指名願いの受付】
　各年2.1～2.28受付（単年度）一年間有効
　（経営審査表の提出要）　　　　　　　　　　　
　建設課で受付（郵送可）

　入札事務全般については、建設事業
関係の調整を参考に、合併までに調整
し、新町発足時より施行する

具体的調整方針現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題三　野　町

　指名審査会で指名された業者名へ仕様書閲覧日、入札場所、日時を通
知する

⑤その他安全管理、労働福祉の状況など指名審査会が必要と認める事項

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　予定価格は町長が決定し、封筒に入れた後に封印し、入札当日会場に
て開封する

　工事又は製造5千万円以上の場合は、落札業者と仮契約の後、議会承認
後、本契約する。
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25．指名業者選定
【指名業者の選定】
　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定

【指名審査会】

【審査会のメンバー】　
　委員長　　　町長
　委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　三加茂町長及び助役、建設課長　　　　　　　　　
　工事を計画立案した担当課長　　　　　　　　

26．積立金現在高
【平成14年度末現在の積立金の状況】
　・減債積立金残高　　　 4,100千円
　（企業債未償還残高　 957,197千円）
　・建設改良積立金　　　　   0千円
　・利益積立金　　　　　　　 0千円

27．財政指標
【平成14年度】
　収益的収支
　　総収益　　　　　     151,860千円
　　総費用　　　　　     148,230千円
　　収支差引　　　　       3,630千円 ①
　資本的収支
　　資本的収入　　　      90,000千円
　　資本的支出　　　     136,219千円 
　　収支差引　　　　    △46,219千円 ②
　収支再差引　①＋②    △42,589千円
　　積立金　　　　　           0千円
　　前年度からの繰越金　  46,219千円
　　形式収支　　　　　　　 3,630千円
　　翌年度繰越財源　　　　79,219千円
　実質収支　　　　　　　  82,849千円

【収益的収支の繰入金内訳】
　繰出基準に基づく繰入金   5,000千円
　　以外の繰入金　　　　　　   0千円

【資本的収支の繰入金内訳】
　繰出基準に基づく繰入金　     0千円
　　以外の繰入金　　　　　　   0千円
　財政調整基金　　　　　　　   0千円
　起債残高               957,197千円

　町が発注する建設工事及び測量設計委託等の入札参加者（随意契約の
相手側を含む）を適正に設置するための審査

課　　題 具体的調整方針

　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
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28．企業会計システム

　サーバー等の保守管理等については、総務課で管理・計上。

【概要】
・予算作成処理
　（補正）予算要求、（補正）予算査定
・予算執行処理
　歳出執行、歳入執行、支出処理、徴収処理、予算
　照会処理、歳計外、更正処理
・日計・月計
・決算処理

【委託先】　
　扶桑電通株式会社

【委託料】　
　2,063,880円（平成14年度）

29．水道台帳
【配水管台帳の管理】
①台帳　

②図面

　電算システム統合作業との調整を図
りながら、現行のとおり新町に引き継
ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　配管番号をつけ台帳として管理ができたら、今度は路線を図面に記入
していき台帳と図面をシンクロさせる｡

　年度終了後､その年に行った工事に配管番号をつけ、地区名布設年度・
口径・延長等を一覧にして台帳にする｡

　水道企業会計システムによる処理については、平成9年度より導入実
施。
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基本水量 基本料金 超過料金
一　般 10 1,300円 140円
営業用 10 1,700円 160円

20mm 一　般 10 1,700円 160円
一　般 100 16,000円 170円
官公署 20 3,000円 160円
臨　時 10 7,000円 500円

料金（１箇月につき）

13mm

25mm

別表　１

上水道使用料
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　　　　国　費　　　　：１／３
　　国庫補助基準額
【事業の負担割合】

１．浄化槽市町村整備推進事業

　　　　起債　下水道債：７／１０

（３）維持管理システム

【概要】

　　　　県　費　　　　：１／１０

　　　　平成１５年度導入済み

【事業目的】該当無し 該当無し 該当無し

（１）全体・認可計画

　　生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適
　な生活環境づくりを目的とする

　　　　全体整備基数：１，７０５基
　　　　　　（既に設置済みの浄化槽含む）

　　　　全体整備人口：４，８４２人
　　　　　　（既に設置済みの浄化槽含む）

（２）事業期間

井川町のみ実施 　浄化槽市町村整備推進事業関
係については、現在井川町での
み事業実施中のため、現行のと
おり新町に引き継ぐ

２４－１６．上下水道事業関係
環境部会

協　議　項　目 　浄化槽市町村整備推進事業等

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

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 三加茂町井　川　町

　　　　受益者負担金　：１／１０
　　　　　　　過疎債　：７／１０

　　　　平成１５年～平成４４年
　　　　　　（既に設置済みの浄化槽含む）
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井　川　町 三加茂町
２．浄化槽維持管理事業

　　浄化槽施設を適正処理するための維持管理を行う
【事業目的】

【概要】
（１）浄化槽法定検査の実施（７条・１１条検査）

（２）保守点検・清掃業務の委託

（３）施設修繕業務

現　　　　　　況
課　　　題

三　野　町 三　好　町
具体的調整方針
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【概要】 【概要】

　町内全域
　ただし、下水道法第４条
第１項の認可を受けた区域
については、三好町単独事
業（下水道供用開始後は除
く）として実施

　事業内容及び事務手順について
は、基本的に差異がないので、現行
のとおり新町に引き継ぐ

　差異がないので、合併までに一部
調整し、新町発足時より統一施行す
る

２．事務手順 ２．事務手順

【交付申請】 【交付申請】 【交付申請】

【補助対象地域】 【補助対象地域】

　浄化槽を設置使用とする
者に対して、予算の範囲内
で補助金を交付する

　浄化槽を設置使用とする
者に対して、予算の範囲内
で補助金を交付する

　申請者は、補助金交付申
請書に次の書類を添付して
町に提出しなければならな
い

　申請者は、補助金交付申
請書に次の書類を添付して
町に提出しなければならな
い

　町全域

　生活排水による公共水域
の水質汚濁を防止し、生活
環境の保全及び公衆衛生の
向上に寄与する

　生活排水による公共水域
の水質汚濁を防止し、生活
環境の保全及び公衆衛生の
向上に寄与する

　生活排水による公共水域
の水質汚濁を防止する

１．事業内容

【目的】
１．事業内容

【目的】 該当なし

　申請者は、補助金交付申
請書に次の書類を添付して
町に提出しなければならな
い

【概要】

　町内全域
　ただし、下水道法第４条
第１項の認可を受けた区域
については、三加茂町単独
事業として実施

【補助対象地域】

　浄化槽を設置使用とする
者に対して、予算の範囲内
で補助金を交付する

調整方針（案） ・国庫補助事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・町単独補助事業分については、三好町の例により、新町発足時より統一施行する

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 井　川　町

課　　　題 具体的調整方針
三加茂町

２４－１６．上下水道事業関係
環境部会

協　議　項　目 　浄化槽設置整備事業

【目的】
１．事業内容

２．事務手順
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現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三加茂町

①工事費請求書又は領収
 書の写し
②浄化槽保守点検業者及
　び浄化槽清掃業者との
　業務委託契約書の写し
③浄化槽法定検査依頼書
　の写し
④工事前・中・後の写真
⑤その他町長が必要と認
　める書類

①工事費請求書又は領収
 書の写し
②浄化槽保守点検業者及
　び浄化槽清掃業者との
　業務委託契約書の写し
③浄化槽法定検査依頼書
　の写し
④写真（現況写真・工事
　写真・竣工写真）
⑤その他町長が必要と認
　める書類

①工事費請求書又は領収
 書の写し
②浄化槽保守点検業者及
　び浄化槽清掃業者との
　業務委託契約書の写し
③浄化槽法定検査依頼書
　の写し
④工事前・中・後の写真
⑤その他町長が必要と認
　める書類

　交付決定者は、次の書類
を添付して、実績報告書を
町に提出しなければならな
い

　交付決定者は、次の書類
を添付して、実績報告書を
町長に提出しなければなら
ない

　申請内容を審査し、補助
金の交付を決定した者に対
しては補助金交付決定通知
書により、交付しないと決
定した者に対しては補助金
不交付決定通知書により通
知する

　申請内容を審査し、補助
金の交付を決定した者に対
しては補助金交付決定通知
書により、交付しないと決
定した者に対しては補助金
不交付決定通知書により通
知する

①審査期間を経過した浄
　化槽設置届出書の写し
　又は建築確認書の写し
②設置場所の案内図
③設置費の見積書等
④構造図
⑤配置配管図
⑥登録証の写し及び管理
　票（Ｃ票）
⑦小型合併浄化槽機能保
　証制度による保証登録
　証の写し
⑧工事業差が当補助事業
　の工事監督の有資格者
　であることを証する書
　類（浄化槽設備士免状
　又は特別講習修了書の
　写し）
⑨その他町長が必要と認
　める書類

【交付決定】

【実績報告】 【実績報告】
　交付決定者は、次の書類
を添付して、実績報告書を
町に提出しなければならな
い

①審査期間を経過した浄
　化槽設置届出書の写し
　又は建築確認通知書の
　写し
②設置場所の案内図
③設置費の見積の写し
④構造図
⑤配置配管図
⑥住宅を借りている者は
　賃貸人の承諾書
⑦１０人槽以下の合併処
　理浄化槽にあっては登
　録証の写し及び管理票
⑧その他町長が必要と認
　める書類

①浄化槽設置届出書又は
　建築確認通知書の写し
②設置場所の案内図
③設置費の見積書の写し
④構造図
⑤配置配管図
⑥登録書の写し及び管理
　票（Ｃ票）
⑦小型合併浄化槽機能保
　証制度に基づき保証登
　録された合併処理浄化
　槽であることを証する
　書類（保証登録証）
⑧工事業者が当補助事業
　の有資格者であること
　を証する書類（浄化槽
　整備士免状又は特別講
　習修了書の写し）

　申請内容を審査し、補助
金の交付を決定した者に対
しては補助金交付決定通知
書により、交付しないと決
定した者に対しては補助金
不交付決定通知書により通
知する

【交付決定】 【交付決定】

【実績報告】
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【３０人槽】 【３０人槽】 【３０人槽】
　町単独分　：  654千円

　三好町と三加茂町の町単独補
助額に差異がある

　国庫補助事業分については、差異
がないので、現行のとおり新町に引
き継ぐ
　町単独事業分についての補助額
は、三好町の例により、新町発足時
より統一施行する

　町単独分　：  490千円
　国庫補助分：  981千円 　国庫補助分：  981千円

【２０人槽】 【２０人槽】 【２０人槽】
　国庫補助分：  981千円

　町単独分　：  259千円

現　　　　　　況
三加茂町

　実績報告書を審査し、事
業の成果が補助金交付決定
の内容、条件に適合すると
認めるときは、交付額を確
定し、補助金交付確定通知
書により通知する

予算の範囲内で補助する

三　好　町 井　川　町

３．補助金額

【交付額の確定】

３．補助金額 ３．補助金額

　実績報告書を審査し、事
業の成果が補助金交付決定
の内容、条件に適合すると
認めるときは、交付額を決
定し、補助金交付額確定通
知書により通知する

　実績報告書を審査し、事
業の成果が補助金交付決定
の内容、条件に適合すると
認めるときは、交付額を決
定し、補助金交付額確定通
知書により通知する

　町単独分　：  177千円
【７人槽】 【７人槽】 【７人槽】

具体的調整方針

【交付額の確定】 【交付額の確定】
三　野　町

課　　　題

　国庫補助分：  411千円 　国庫補助分：  411千円 　国庫補助分：  411千円

　町単独分　：  236千円

【１０人槽】
　町単独分　：  205千円

【５人槽】

【１０人槽】 【１０人槽】
　町単独分　：  274千円

　国庫補助分：  354千円

予算の範囲内で補助する 予算の範囲内で補助する

　国庫補助分：  354千円

　国庫補助分：2,238千円
　町単独分　：1,119千円

　国庫補助分：  519千円

　国庫補助分：2,238千円

　国庫補助分：1,668千円 　国庫補助分：1,668千円

　国庫補助分：2,238千円
　町単独分　：1,492千円

　国庫補助分：  519千円 　国庫補助分：  519千円

【５人槽】
　国庫補助分：  354千円

【５人槽】

【５０人槽】

　町単独分　：  346千円

　国庫補助分：1,668千円
　町単独分　：1,112千円 　町単独分　：  834千円
【５０人槽】 【５０人槽】
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 日程８              協議第５２号 
     

 

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

 
 

平成１６年 ５月２０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 

 

商工観光事業関係について 

 
１．商工振興事業の商工団体については、各種支援措置を含め統合に向け調整

に努めるものとする。ただし、融資制度については、合併までに調整し統
一実施する。 

２．工場誘致事業については、三野町の例により調整し新町に引き継ぐものと
する。 

３．各種イベントについては、原則として現行のとおり新町に引き継ぐものと
する。ただし、調整が可能なものについては、これまでの各町の歴史や伝
統文化等を考慮し、新町発足後、速やかに調整する。 

４．観光関連施設については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。ただ
し、施設の管理については、現行の管理受託者を基本とし新町において随
時調整する。 

５．吉野川オアシス㈱、㈱ふるさと夢企画の出資については、新町に引き継ぐ
ものとする。 

６．有料駐車場管理については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
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（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

産業経済部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

商工・観光事業については、引き続き事業の推進に努め、同一又は類似する事業は商工・観光振興を
図るよう統合又は再編することが必要です。

２４－１９．商工観光事業関係

協議会への
提 案 内 容

１．商工振興事業の商工団体については、各種支援措置を含め統合に向け調整に努めるものとする。
　　ただし、融資制度については、合併までに調整し統一実施する。

２．工場誘致事業については、三野町の例により調整し新町に引き継ぐものとする。

３．各種イベントについては、原則として現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　　ただし、調整が可能なものについては、これまでの各町の歴史や伝統文化等を考慮し、新町発足
　　後、速やかに調整する。

４．観光関連施設については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　　ただし、施設の管理については、現行の管理受託者を基本とし新町において随時調整する。

５．吉野川オアシス㈱、㈱ふるさと夢企画の出資については、新町に引き継ぐものとする。

６．有料駐車場管理については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

- 148 -



２４－１９．商工観光事業の取扱い

【商工団体】 【商工団体】 【商工団体】 【商工団体】 【確認：第５回合併協議会】
1 三野町商工会 1 三好町商工会 1 井川町商工会 1 三加茂町商工会 ○公共的団体等の取扱い
目的 目的 目的 目的

【商工観光事業の取扱い】
活動内容 活動内容 活動内容 活動内容
・経営改善普及事業 ・経営改善普及事業 ・経営改善普及事業 ・経営改善普及事業
・地域総合振興事業 ・青色申告の推進事業 ・地域総合振興事業 ・総合振興事業
・三野町商工業の振興 ・中小企業集団育成事業 ・管理費他 ・商業、工業振興事業
・三野町利子補給制度 ・学童作品展 ・金融対策事業

・経営・税務対策事業
・労務対策事業
・青年部・女性部対策事業
・福利厚生事業

補助金 補助金 補助金 補助金
平成１５年度実績 平成１５年度実績 平成１５年度実績 平成１５年度実績

・商工会補助金 4,000,000円 ・商工会事業補助金 2,830,000円 ・商工会事業補助金 3,525,000円 ・商工会事業補助金 5,000,000円
・経営改善普及事業 2,200,000円 上記内訳 ・経営改善普及事業 （上記に含む）
・青色申告推進事業   200,000円 ・経営改善普及事業   650,000円 ・中小企業集団育成事業   300,000円
・中小企業集団育成事業   350,000円 ・地域総合振興事業 1,200,000円 ・    86,000円
・学童作品展    80,000円 ・管理費(借地料補助)   150,000円

・利子補給金 1,525,000円

2 三野町商工会青年部 2 三好町商工会青年部 2 井川町商工会青年部 2 三加茂町商工会青年部
活動内容 活動内容 活動内容 活動内容
・夏まつりMINO ・オアシス祭 ・納涼祭 ・三加茂ﾌｪｽﾀ
・おてんのはん市 ・みのだ夏まつり ・研修会 ・

・ ・イルミネーション ・
・ ・

・親睦旅行

補助金 補助金 補助金 補助金
平成１５年度実績 平成１５年度実績 平成１５年度実績 平成１５年度実績
補助金なし 商工会経由 300,000円   500,000円 補助金なし

各団体の自主的な対応を尊重
しつつ、新町における商工業
振興策の一体性を確保するた
め、各種支援措置を含め統合
に向けて調整に努める

研修旅行ｽｷｰ(１泊)

研修会(年2～3回)
出雲神社児童作品展実施
ミステリートレイン

ミステリートレイン

商工業活性化推進対
策利子補給金

商工団体の自主的な対応を尊
重しつつ、新町における商工
業振興策の一体性を確保する
ため、各種支援措置を含め統
合に向けて調整に努める

産業経済部会

協　議　項　目 　商工振興事業

調整方針（案） 商工振興事業の商工団体については、各種支援措置を含め統合に向け調整に努めるものとする。
ただし、融資制度については、合併までに調整し統一実施する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

経営改善普及事業、地域総合
振興事業、三野町商工業の振
興、地域の総合的な改善発達

町内小規模事業所の経営改善
を図るとともに地域商工業の
総合的な振興を図る

地区内商工業の総合的な改善
発達を図ることにより、地域
経済の基盤を強固にし、地域
の活性化に貢献することを目
的とする

「商工会法」に基づいて設立
された公益法人で、商工業者
の方々によって自主的に運営
され、地域の商工業の総合的
な改善発達と、社会一般の福
祉の増進に資することを目的
に活動
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２４－１９．商工観光事業の取扱い

3 三野町たばこ小売人会 3 三好町タバコ小売組合 3 井川町たばこ販売共同組合 3 三加茂町たばこ販売共同組合
目的 目的 目的 目的
町内タバコ販売促進

補助金
150,000円 活動内容 活動内容 活動内容

・未成年者の喫煙防止対策活動 ・未成年者の喫煙防止対策活動 ・未成年者の喫煙防止対策活動
○三野町商店街組合 ・環境美化活動 ・環境美化活動 ・環境美化活動
補助金 補助金 補助金 補助金
平成１５年度実績 平成１５年度実績 平成１５年度実績 平成１５年度実績

 50,000円  62,000円 100,000円 100,000円

【融資制度】 【融資制度】 【融資制度】 【融資制度】
1 利子補給制度 1 利子補給制度 1 利子補給制度 1 ・三加茂町のみ制度有り ・

未実施 商工会が事業主体として実施 商工会が事業主体として実施 目的

利子補給の資格
1 三加茂町の住民である者
2

3

4

5

利子補給

利子補給対象期間
利子補給開始月から３年間

利子補給借入限度額
最高２，０００万円

三加茂町煙草販売協同組合員
の煙草販売の促進及び地域に
おける社会奉仕活動

合併までに調整し、統一実施
する

具体的調整方針

三加茂町商工業活性化推進対
策利子補給制度

三好町煙草小売組合員の煙草
販売の促進及び地域における
社会奉仕活動

井川町煙草販売協同組合員の
煙草販売の促進及び地域にお
ける社会奉仕活動

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

協　議　項　目 　商工振興事業

調整方針（案）

産業経済部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

新規創業者等が公的金融機関
及び制度資金から融資を受け
るとき、その利子の一部を利
子補給し、経営の安定と地域
の活性化を図ることを目的と
する

三加茂町で新規開業、経営多
角化又は業種転換を行う者
三加茂町商工会員又は三加茂
町商工会員となる者
町外に本社等を有する事業者
でない者
三加茂町商工会を通じて斡旋
された者

融資を受けた資金の残高の年
３％の利子補給
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２４－１９．商工観光事業の取扱い

2 小規模企業小口融資保証制度 2 小規模企業小口融資制度 ・井川町、三加茂町のみ ・
目的 目的 制度有り

保証の対象 融資の対象
・町内に事業所を有すること ・町内に事務所･店舗を有すること
・常時使用する従業員数20人以下 ・常時使用する従業員数20人以下
（商業・サービス業は5人以下） （商業・サービス業は5人以下）
・ ・

・町税を完納していること

保証の条件 融資の条件
資金使途 融資の種類
　運転資金、設備資金 　運転資金、設備資金
保証金額 融資金額
　1企業者200万円以内 　1企業300万円以内
保証期間 融資期間
　5年以内 　5年以内
貸付利率 融資利率
　年2.2％以内 　年2.2％以内
保証利率 保証料
　有担保保証　年0.65％以内 　有担保保証　年0.65％以内
　無担保保証　年0.75％以内 　無担保保証　年0.75％以内

返済方法 償還方法
　原則、6ヶ月以内措置の分割返済 　原則、6ヶ月以内措置の分割返済
担保、保証人 担保、保証人

取扱金融機関 指定金融機関
四国銀行　井川支店 徳島信用金庫　三加茂支店 ・四国銀行井川支店とする

3 県信用保証協会 3 県信用保証協会 3 県信用保証協会 3 県信用保証協会 ・新町に引き継ぐものとする
Ｈ16．出捐金　２４千円 Ｈ16．出捐金　２６千円 Ｈ16．出捐金　１０千円 Ｈ16．出捐金　４３千円
現在までの総額 1,452千円 現在までの総額 799千円 現在までの総額 1,076千円 現在までの総額 2,097千円

通常又は臨時に融資が困難な
町内の小規模企業者の小口事
業資金の融資の円滑化を図る

通常又は臨時に融資が困難な
町内の小規模企業者の小口事
業資金の融資の円滑化を図り
その振興発展を図る

合併までに調整し統一実施す
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

産業経済部会

協　議　項　目 　商工振興事業

　担保は原則として無担保とし、保
証人は原則として連帯保証人2名以上
とする

　担保は原則として無担保とし、保
証人は原則として連帯保証人2名以上
とする

　但し、過去の返済実績が順調であった事
業者については年0.05％、そのうち、貸出
リスクの小さい事業者については、さらに
年0.05％を割引いた料率を適用する

　但し、過去の返済実績が順調であった事
業者については年0.05％、そのうち、貸出
リスクの小さい事業者については、さらに
年0.05％を割引いた料率を適用する

原則、1年以上継続して同一事業
を健全に営んでいること

原則、1年以上継続して同一事業
を健全に営んでいること- 151 -



２４－１９．商工観光事業の取扱い

【附属機関】
井川町商工業振興審議会 ・井川町のみ設置 ・新町において検討する
所掌事務

組織
○委員９人以内
町議会議員３人
商工会の正副会長３人
学識経験者３人
○任期　２年

審議会は、町の諮問に応じ、
又は審議会の創意により町内
商工業の振興に関する重要事
項を調査審議し、町長に答申
し、又は建議する

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

産業経済部会

協　議　項　目 　商工振興事業

- 152 -



２４－１９．商工観光事業の取扱い

【三野町工場誘致条例】 【三好町工場設置奨励条例】 【井川町工場誘致条例】 【三加茂町工場設置奨励条例】
目的 目的 目的 目的 ・要調整 ・

町税の減免措置等 町税の減免措置等 奨励措置 町税の減免措置等 ・
1 公共施設の便宜の供与 1 1

2 固定資産税の減免 2

1 2 工場地帯の整備
3

2

指定の基準 指定の基準 指定の基準 指定の基準
1 固定設備の総額 1 固定設備の総額 特になし
２１，０００，０００円以上 ２１，０００，０００円以上

2 常時使用の従業員数 2 常時使用の従業員数
１０人以上 １０人以上

3 青色申告する個人及び法人

補助金 ・補助金は別途協議
三野町立地企業懇談会補助金
立地企業従業員の福利厚生

【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】 【附属機関】 ・新町において検討する
工場誘致等審議会 未設置 井川町工場誘致審議会 工場設置奨励審議会

概要 概要 概要
町商工会推薦２人
町内農林業関係団体推薦２人
学識経験者３人
任期２年 任期２年 任期３年

調整方針（案） 工場誘致事業については、三野町の例により調整し新町に引き継ぐものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針井　川　町

産業経済部会

協　議　項　目 　工場誘致

敷地の取得、労務の充足、工場
用水及び電力の確保その他立地
条件の整備に必要な斡旋措置

本町内に工場を新設し、又は増
設しようとする者に対して援助
斡旋又は便宜を供することに
よって、工場の誘致及び増設を
奨励し、もって本町産業の振興
及び雇用の促進を図ることを目
的とする

工場を新設し、又は増設しよう
とする者のうち特に指定する者
に対して次に揚げる援助、斡
旋、便宜供与及び町税の減免措
置を行う
操業開始の属する年度から３年
間税を免除又は軽減する 誘致工場に対する立地諸条件の

整備のための助成

井川町のみ税の減免でな
く、交付金制度をとって
いる

三野町の例により調整し新町
に引き継ぐものとする

補助金100,000円

町議会議員、学識経験者のうち
から７人以内

町内における工場の開発と雇用
の増大を促進し、産業の振興、
町勢の発展を図るため町内に工
場の設置を奨励すること目的と
する

固定資産税を課すこととなる年
度から３カ年間免除する
敷地の斡旋、工場用水の確保、
雇用の斡旋、その他誘致に必要
な事項につき協力する

新設又は増設の場合において投
下固定資産額が８００万円を超
えるもの

町議会議員、学識経験者のうち
から１０人以内

誘致した工場又は本町内に工場
を新設するものに対し奨励措置
をなし本町の産業の振興と町民
の福利増進を図ることを目的と
する

本町内に工場又は事業場の振興
に寄与し、町勢の進展を図るこ
とを目的とする

誘致工場に対し、3箇年以内の
期間に限り各会計年度における
当該工場に係る固定資産税収納
額に相当する額の範囲内で奨励
金の交付
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２４－１９．商工観光事業の取扱い

【計量器事務】 【計量器事務】 【計量器事務】 【計量器事務】
概要 概要 概要 概要 ・

事務内容 事務内容 事務内容 事務内容
・ ・ ・ ・

（平成13年9月実施） （平成14年6月実施） （平成14年6月実施） （平成14年6月実施）
・ ・ ・ ・

事務手順 事務手順 事務手順 事務手順
・定期検査事前調査配布 ・定期検査事前調査配布 ・定期検査事前調査配布 ・定期検査事前調査配布
・調査報告表を県に報告 ・調査報告表を県に報告 ・調査報告表を県に報告 ・調査報告表を県に報告
・定期検査の公示 ・定期検査の公示 ・定期検査の公示 ・定期検査の公示
・検査日程の通知　 ・検査日程の通知　 ・検査日程の通知　 ・検査日程の通知　

【電気用品販売店立入検査】 【電気用品販売店立入検査】 【電気用品販売店立入検査】 【電気用品販売店立入検査】
概要 概要 概要 概要 ・

事務内容 事務内容 事務内容 事務内容
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

事務手順 事務手順 事務手順 事務手順
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

また可能であれば、偽造、技術
基準違反の有無も確認する

電気用品販売業者の報告の徴収

電気用品販売所等への立入検査
等

取引・証明として使用している
特定計量器の使用者に対して、
県が行う定期検査の受検を義務
づけして適正な計量の実施を確
保する

電気用品の販売に係わる店舗に
おいて、電気用品安全法第10条
に基づく表示が付されていない
又は方式の異なる表示を付した
電気用品が出回っていないかを
検査する
また可能であれば、偽造、技術
基準違反の有無も確認する

電気用品販売業者の報告の徴収 電気用品販売業者の報告の徴収

定期検査は、県知事（徳島県計
量検定所）が行い、期間は質量
計では2年に1回実施する

取引・証明として使用している
特定計量器の使用者に対して、
県が行う定期検査の受検を義務
づけして適正な計量の実施を確
保する

町内の計量器使用者の把握、報
告

町内の計量器使用者の把握、報
告

町内の計量器使用者の把握、報
告

電気用品販売所等への立入検査
等

電気用品の販売に係わる店舗に
おいて、電気用品安全法第10条
に基づく表示が付されていない
又は方式の異なる表示を付した
電気用品が出回っていないかを
検査する
また可能であれば、偽造、技術
基準違反の有無も確認する

電気用品販売所等への立入検査
等

また可能であれば、偽造、技術
基準違反の有無も確認する

電気用品販売業者の報告の徴収

電気用品販売所等への立入検査
等

電気用品安全法に基づき、不当
な電気用品の流通を未然に防止
し、電気用品による危険及び障
害の発生を未然に防止する

電気用品安全法に基づき、不当
な電気用品の流通を未然に防止
し、電気用品による危険及び障
害の発生を未然に防止する

電気用品安全法に基づき、不当
な電気用品の流通を未然に防止
し、電気用品による危険及び障
害の発生を未然に防止する

電気用品安全法に基づき、不当
な電気用品の流通を未然に防止
し、電気用品による危険及び障
害の発生を未然に防止する

定期検査は、県知事（徳島県計
量検定所）が行い、期間は質量
計では2年に1回実施する

定期検査は、県知事（徳島県計
量検定所）が行い、期間は質量
計では2年に1回実施する

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

産業経済部会

協　議　項　目 　商工事務

現行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする

具体的調整方針

取引・証明として使用している
特定計量器の使用者に対して、
県が行う定期検査の受検を義務
づけして適正な計量の実施を確
保する

現行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする

町内の計量器使用者の把握、報
告

電気用品の販売に係わる店舗に
おいて、電気用品安全法第10条
に基づく表示が付されていない
又は方式の異なる表示を付した
電気用品が出回っていないかを
検査する

定期検査は、県知事（徳島県計
量検定所）が行い、期間は質量
計では2年に1回実施する

取引・証明として使用している
特定計量器の使用者に対して、
県が行う定期検査の受検を義務
づけして適正な計量の実施を確
保する

電気用品の販売に係わる店舗に
おいて、電気用品安全法第10条
に基づく表示が付されていない
又は方式の異なる表示を付した
電気用品が出回っていないかを
検査する
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２４－１９．商工観光事業の取扱い

【観光関連団体助成】 【観光関連団体助成】 【観光関連団体助成】 【観光関連団体助成】

全額町費分 全額町費分 全額町費分 全額町費分 ・助成の必要性検討 ・

○徳島県観光協会負担金 ○徳島県観光協会負担金 ○徳島県観光協会負担金 ○徳島県観光協会負担金
９，０００円 ７，０００円 ８，０００円 １０，０００円

○剣山国定公園観光協会負担金 ○剣山国定公園観光協会負担金 ○剣山国定公園観光協会負担金 ○剣山国定公園観光協会負担金
４，５００円 ４，５００円 ４３，４００円 ４３，４００円

○ ○ ○ ○

５０，０００円 １７５，０００円 ９３，０００円 ４２，０００円

○全国観光地所在町村協議会
６，０００円

○国立公園協会費
１０，０００円

○県観光市町村連絡協議会
４２，０００円

○県観光連盟会費
１０，０００円

とくしま夢みらい観光創生協議
会負担金

とくしま夢みらい観光創生協議
会負担金

産業経済部会

協　議　項　目 　観光関連団体助成

調整方針（案）

とくしま夢みらい観光創生協議
会負担金

具体的調整方針

とくしま夢みらい観光創生協議
会負担金

課　　題井　川　町 三 加 茂 町

新町において検討する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

- 155 -



２４－１９．商工観光事業の取扱い

【夏まつりＭＩＮＯ】 【美濃田夏まつり】 【なでしこまつり】 【三加茂まつり】 【確認：第５回合併協議会】
開催時期 開催時期 開催時期 開催時期 ・重複する各種イベントは ○慣行の取扱い
８月中旬 ８月上旬 １１月上旬 １１月３日前後 統一する必要がある ・

対象事業費 対象事業費 対象事業費 対象事業費
８，５５０，０００円 ５，０００，０００円 ５，６４０，０００円 ７，１７９，０００円

町補助金 町補助金 町補助金 町補助金 ・
７，５５０，０００円 ２，５００，０００円 ４，３９０，０００円 ７，１７９，０００円

事業主体 事業主体 事業主体 事業主体
三野町商工会 三好町商工会 井川町（企画財政課） 三加茂町

【吉野川ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽまつり】 【ふれあい雪まつりin腕山】 【三加茂フェスタ】
開催時期 開催時期 開催時期 【商工観光事業の取扱い】
８月・３月 ２月中旬 ８月第１土曜日 ・

対象事業費 対象事業費 対象事業費
２，６７６，２３４円 ８００，０００円 ７，０００，０００円

町補助金 町補助金 町補助金 ・
２，１００，０００円 ８００，０００円 １，６００，０００円

事業主体 事業主体 事業主体
三好町商工会 井川町（企画財政課） 三加茂町商工会青年部

【増川ホタルまつり】 【町長杯ｽｷｰ･ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ大会】 【さんさん香りまつり】
開催時期 開催時期 開催時期
６月 ２月上旬 ６月第４日曜

対象事業費 対象事業費 対象事業費
２５０，０００円 ４２０，０００円 ７００，０００円

町補助金 町補助金 町補助金
１５０，０００円 　４０，０００円 ６００，０００円

事業主体 事業主体 事業主体
増川の活性化を考える会 井川町（教育委員会） 三加茂町

【さくらまつり】 【(ｽｷｰ場)クリスマスイベント】
開催時期

４月 １２月下旬
対象事業費 対象事業費
５００，０００円 １，０００，０００円

町補助金
　　６５０，０００円

事業主体 事業主体
三好町 井川町（産業課）

三　野　町

開催時期

課　　題

産業経済部会

協　議　項　目 　各種イベント

調整方針（案） 各種イベントについては、原則として現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
ただし、調整が可能なものについては、これまでの各町の歴史や伝統文化等を考慮し、新町発足後、速やかに調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

各種イベントについては、原
則として現行のとおり新町に
引き継ぐ
ただし、調整が可能なものに
ついては、これまでの各町の
歴史や伝統文化等を考慮し、
新町発足後、速やかに調整す
る

各種行事については、原則と
して現行のとおり新町に引き
継ぐ
ただし、調整が可能なものに
ついては、これまでの各町の
歴史や伝統文化等を考慮し、
新町発足後、速やかに調整す
る
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２４－１９．商工観光事業の取扱い

【四国のへそ森林の楽校】
開催時期
８月中旬

対象事業費
５００，０００円

町補助金
２５０，０００円

事業主体
井川町（産業課）

【徳島大学林業体験学習】
開催時期
７月中旬

対象事業費
５００，０００円

町補助金
２５０，０００円

事業主体
井川町（産業課）

【納涼祭】
開催時期
７月下旬

対象事業費
不明

町補助金
青年部への補助金に含まれる

事業主体
井川町商工会青年部

課　　題 具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

産業経済部会

協　議　項　目 　各種イベント
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２４－１９．商工観光事業の取扱い

【紅葉温泉】 【吉野川ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ】 【井川スキー場腕山】 【風呂塔キャンプ場】
管理・運営 管理・運営 管理・運営 管理・運営
三野町社会福祉協議会 吉野川オアシス㈱ 三加茂町観光協会（実際は直営） ・委託先等の協議必要 ・

委託料 委託料 補助金
5,000,000円 2,400,000円 （公園） 施設 ・委託料等の協議必要

周辺施設 全5コース
【道の駅三野】 ○吉野川ふれあい館内 体験交流休憩施設 【加茂農村公園】 ・
管理 美濃田の湯 研修管理センター 管理・運営
徳島県、三野町、三野ｽｰﾊﾟｰ 特産品コーナー ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞｺﾃｰｼﾞ5棟 三加茂町社会福祉協議会

委託料 食事施設 委託料
町委託金　月額　150,000円 ○周辺 【ふるさと交流センター】 整備委託　2,000,000円
浄化槽　500,000円 イベント広場 管理・運営 浄化槽　　　115.000円

負担金 遊具施設 ㈱ふるさと夢企画 森林部下刈　400,000円
委託料

【観光遊覧船】 67,330,000円
管理・運営
吉野川オアシス㈱

委託料 【各公園：6箇所】
1,000,000円 【西井川農村公園(Ｘパーク)】 管理・運営

【健康とふれあいの森】 管理・運営 三加茂町
管理・運営 【ログハウス・テニスコート・遊具】 シルバー人材派遣（冬季のみ） 委託料
三野町社会福祉協議会 管理・運営 委託料 935,000円

委託料 小山町内会 1,348,000円 【各公園：6箇所】
4,000,000円 委託料 その他管理費

1,560,000円 【メイト文化村】 賃金　　　250,000円
【河内谷周辺公園】 管理・運営 需用費　1,410,000円
管理・運営 【バンガロー・共同炊事場】 ㈱ふるさと夢企画 役務費　　150,000円
三野町シルバー人材センター 管理・運営 委託料 土地借上　600,000円

委託料 小山町内会 ふるさと交流センターに一括
888,000円 委託料 ◎内訳

2,040,000円 【金竜山農村公園】 金丸農村公園
管理・運営 金丸公園保勝会

バンガロー等受付事務 地区住民に委託 委託費150,000円（トイレ清掃他）
管理・運営 委託料
吉野川オアシス㈱ 30,000円 水の丸ふれあい公園

委託料 委託先：東部森林組合
2,500,000円 【多美農村公園】 委託費45,000円（トイレ清掃他）

管理・運営
多美農地組合に委託 天神塚公園

委託料 委託先：貞広若草会ボランティア
30,000円 委託費なし

現行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする
施設の管理については、現行
の管理受託者を基本とし新町
において随時調整する

徳島県より200,000円／月、若
しくは協定書に定める経費分担
のうち、いずれか低い額により
年度末に負担金が収納される

（スキー場（冬季）、西井川、
メイト、金竜山（夏季）含む）

720,000円

需用費　　　600,000円
役務費　　　220,000円
賃金　　　　100,000円

三加茂町観光協会の組織
について協議必要

井川町、㈱ふるさと夢企画、体
育協会、シルバー人材派遣

産業経済部会

調整方針（案） 観光関連施設については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
ただし、施設の管理については、現行の管理受託者を基本とし新町において随時調整する。

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

協　議　項　目 　観光関連施設
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２４－１９．商工観光事業の取扱い

【美濃田の渕公園】 【子安農村公園】 ゆめりあ３４
管理・運営 管理・運営 委託先：東部森林組合
地区住民に委託 地区住民に委託 委託費120,000円

委託料 委託料 （進入道路、園内周辺下刈り）
180,000円 30,000円

大クス公園
【西の池桜公園】 【桜ヶ丘公園】 自主的：大クス公園女性ボランティアの会
管理・運営 管理・運営 委託費　なし
地区住民に委託 シルバー人材派遣（予定）

委託料 委託料 金丸公園
30,000円 1,500,000円 （予定） 委託費80,000円（トイレ清掃）

委託者：個人

【各公衆用トイレ：２箇所】 【各公衆用トイレ：７箇所】
管理・運営 管理・運営
地区住民に委託 地区住民に委託

委託料 委託料
115,000円 280,000円

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

協　議　項　目 　観光関連施設

産業経済部会
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２４－１９．商工観光事業

未実施 【第三セクター】 【第三セクター】 未実施 ・要調整 ・
法人名 法人名
吉野川オアシス　株式会社 株式会社　ふるさと夢企画

設立年月日 設立年月日
平成１１年３月１６日 平成４年４月１７日

資本金 資本金

町の出資金 町の出資金

出資者名 出資者名
三好町 ４，０００株 井川町 ３５９株
三好芳博　　　　　 ２０株 各種団体（議会議員含） ４１株

㈱　阿波銀行 ４０株
㈱　四国銀行 ４０株
㈱　徳島銀行 ４０株
㈱　高知銀行 ４０株
徳島信用金庫 ４０株
三好町商工会 ２０株
吉野川トラベル(有) ２０株

代表取締役 代表取締役
三好芳博 中瀧清文

役員数 役員数
会長　　　　１名 専務取締役　１名
専務　　　　１名 常務取締役　１名
取締役　　　６名 取締役　　　９名　
監査役　　　６名 監査役　　　２名

社員数 社員数
２０名 １０名（常務１名含）

14年度決算額（当期利益） 14年度決算額（当期利益）
１６，８８９，５４６円　　 ３０９，０８５円　　

阿波みよし農業協同組合　　    ４０株

２００，０００，０００円  １７，９５０，０００円  

（額面５万円４，３００株） （額面５万円４００株）
２１５，０００，０００円   ２０，０００，０００円  

吉野川オアシス㈱、㈱ふるさ
と夢企画の出資については、
新町に引き継ぐものとする

調整方針（案） 吉野川オアシス㈱、㈱ふるさと夢企画の出資については、新町に引き継ぐものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

産業経済部会

協　議　項　目   第三セクター
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２４－１９．商工観光事業

業務（施設）内容 業務（施設）内容
１三好町観光ステーションの管理受託業務 １公共団体の行う業務の受託

２売店の経営 ２井川町ふるさと交流センター管理運営
（図書館、資料館等）

３公衆浴場(美濃田の湯)の管理運営業務 ３井川町腕山スキー場の管理運営

４美濃田の渕周辺施設の管理 ４金竜山農村公園広場の維持管理
(受付・料金受理）

５井川町民グランドの維持管理
５遊覧船(子会社）運営
（資本金３，０００，０００円） ６町道等の維持補修

７町有車両の運行

８その他受託を受けた公共施設の受託管理

①地域開発コンサルタント
（まちづくりの企画）
②労働者派遣事業法に基づく人材派遣

③情報処理システムのソフトウェアー
　の開発販売

④測量設計

⑤都市住民との交流受け入れ

⑥観光案内業

⑦飲食提供業

⑧旅客運輸業

⑨農水産物の加工販売

⑩農業林業の作業請負

⑪上記各号に附帯する一切の事業

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

産業経済部会

協　議　項　目   第三セクター

- 161 -



２４－１９．商工観光事業の取扱い

【有料駐車場管理】 未実施 未実施 未実施 ・
設置

名称及び位置 ・三野町のみ実施 ・
１ 西新町町営駐車場
　三野町大字芝生字萱野1240番11
２ 栄町町営駐車場
　三野町大字芝生字犬の馬場847
３ 東町町営駐車場
　三野町大字芝生字走り出1089番1
４ 仲町町営駐車場
　三野町大字芝生字走り出1062番2

使用料
１ 西新町町営駐車場
　１区画　１月につき1,000円
２ 栄町町営駐車場
　１区画　１月につき2,000円
３ 東町町営駐車場
　１区画　１月につき2,000円
４ 仲町町営駐車場
　１区画　１月につき3,000円以内

○臨時に使用する場合
　１日につき１台１区画100円

管理
一部委託

産業経済部会

協　議　項　目 　有料駐車場管理

調整方針（案） 有料駐車場管理については、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 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

新町において、他の町営駐車
場の有料化を検討する

町内における自動車の駐車秩序を確立するこ
とにより、道路交通の円滑化を図り、もって
地域住民の利便に供するため、三野町有料駐
車場を設置する

現行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする
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日程９

（１）第１５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 ６月１７日（木）午後１時３０分より

（２）第１６回合併協議会の日程(案)について

平成１６年 ７月 １日（木）午後１時３０分より
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