
第 １５ 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 ６月１７日

三野町・三好町・井川町・三加茂町



第１５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 48号 第 １ ４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 53号 平成 １５年度合併協議会歳入歳出決算認定について ････ ･･ ･ ･３

日 程 6 協議第 54号 平成１６年度合併協議会補正予算 (第１号 )に ついて ･･･････ ･･９

日 程 7 協 議第 52号 (商 工観 光事業関係 )に ついて ･･･１ ６【継続協議】各種事務事業の取扱い

日 程 8 協 議 第 55号 使用 料・手数料等の取扱いについて ･････ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･２ ０

日程 9 協議第 56号 補助金・交付金等の取扱いについて ･････････････････････３ ９

日程 10 協 議第 57号 国民健康保険事業の取扱いについて ･･････ ･･････(資 料 1)･･４ ８

日 程 11 協 議第 58号 新町 建設計画について ･････ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ (資 料 2)･･８ ２

日程 12 協 議第 59号 (各 種保健事業事務関係 )に ついて ･･････ ･･８ ３各種事務事業の取扱い

日 程 13 協 議第 60号 (農 林水産事業関係 )について ･･･････ ･･ ･１ ２ ０各種事務事業の取扱い

【その他】

日程 14 第 １６回合併協議会の日程について ･･･････････････････ ････････････１ ５７

日程 15 閉 会



 日程４                        報告第４８号 
○第１４回 新町まちづくり計画策定小委員会報告 

 

・日 時 平成１６年６月２日（水） 

      午後１時３０分～午後３時１０分 

・場 所 合併協議会事務所大会議室 

・出席者 委員１１名（１２名中）、事務局４名（局長他３名） 

   委員（第２号委員：職員、第４号委員：議員、第５号委員：学識経験者） 

  事務局 局長：大溝公二、次長：平島誠司、計画班長：黒島新二、 

      計画班員：片山秀和 

・欠席者 三野町：藤本総一郎 

・第１４回会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 報告事項 

４ 議 事 

（35）「新町まちづくり計画」（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 欠 席 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 13回新町まちづくり計画策小委員会報告 

【確認事項】第13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 35 号 「新町まちづくり計画」（案）について 

【承認事項】これまでの議題を総括して、議題第３５号として一括協議。 

まちづくり事業における県知事要望等を踏まえ、計画書への追加、

修正した項目について事務局より提案があり、協議の結果、一部

文章の配置について最終調整を行い、原案のとおり承認。 
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協議第５３号

　　　　平成１５年度三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会

　　　　歳入歳出決算認定について

　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会財務規程第７条第１項の規程により、

平成１５年度三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会歳入歳出決算の認定を求

める。

平成１６年 ６月１７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

 日程５
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平成15年度

三野町・三好町・井川町・三加茂町
合併協議会歳入歳出決算書
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歳入 （単位：円）

款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
予算現額と収入
    済額との比較

１負担金 15,718,000 15,718,000 15,718,000 0 0 0

１負担金 15,718,000 15,718,000 15,718,000 0 0 0

２県支出金 15,716,000 15,716,000 15,716,000 0 0 0

１県補助金 15,716,000 15,716,000 15,716,000 0 0 0

３繰越金 12,406,000 12,405,023 12,405,023 0 0 △ 977

１繰越金 12,406,000 12,405,023 12,405,023 0 0 △ 977

４諸収入 2,001,000 2,000,149 2,000,149 0 0 △ 851

１諸収入 2,001,000 2,000,149 2,000,149 0 0 △ 851

45,841,000 45,839,172 45,839,172 0 0 △ 1,828

歳出 （単位：円）

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越金 不用額

１運営費 23,745,000 19,693,037 0 4,051,963

１会議費 5,832,000 3,935,287 0 1,896,713

　 ２事務局費 17,913,000 15,757,750 0 2,155,250

２事業推進費 20,095,000 14,578,336 0 5,516,664

１事業推進費 20,095,000 14,578,336 0 5,516,664

３予備費 2,001,000 0 0 2,001,000

１予備費 2,001,000 0 0 2,001,000

45,841,000 34,271,373 0 11,569,627

11,567,799 円 【収入済額(45,839,172)－支出済額(34,271,373)】

5,783,799 円 【４町負担金分】 ）
5,784,000 円 【県補助金返還分】 ）

備　　　　　　考

      （ 翌年度繰越金
      （ 不   用   額 

歳入歳出差引残額

平成１５年度　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会歳入歳出決算書

合　　　　　　　　計

合　　　　　　　　計
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１．歳　入 （単位：円）

１負担金 20,000,000 △ 4,282,000 15,718,000 15,718,000 15,718,000 15,718,000 0 0

　１負担金 20,000,000 △ 4,282,000 15,718,000 15,718,000 15,718,000 15,718,000 0 0

　　１負担金 20,000,000 △ 4,282,000 15,718,000 １負担金 15,718,000 15,718,000 15,718,000 0 0 町負担金　　三 野 町　 3,403,000

　　　　　　　　三 好 町　 3,733,000

　　　　　　　　井 川 町　 3,494,000

　　　　　　　　三加茂町　5,088,000

２県支出金 20,000,000 △ 4,284,000 15,716,000 15,716,000 15,716,000 15,716,000 0 0

　１県補助金 20,000,000 △ 4,284,000 15,716,000 15,716,000 15,716,000 15,716,000 0 0

　　１県補助金 20,000,000 △ 4,284,000 15,716,000 １県補助金 15,716,000 15,716,000 15,716,000 0 0 合併協議会活動支援事業費補助金　15,716,000

３繰越金 1,000 12,405,000 12,406,000 12,406,000 12,405,023 12,405,023 0 0

　１繰越金 1,000 12,405,000 12,406,000 12,406,000 12,405,023 12,405,023 0 0

　　１繰越金 1,000 12,405,000 12,406,000 １繰越金 12,406,000 12,405,023 12,405,023 0 0 繰越金　12,405,023

４諸収入 2,000,000 1,000 2,001,000 2,001,000 2,000,149 2,000,149 0 0

　１諸収入 2,000,000 1,000 2,001,000 2,001,000 2,000,149 2,000,149 0 0

　　１諸収入 2,000,000 1,000 2,001,000 １雑入 2,001,000 2,000,149 2,000,149 0 0
(財)徳島県市町村振興協会合併協議会助成金　2,000,000
預金利子　149

歳入合計 42,001,000 3,840,000 45,841,000 45,841,000 45,839,172 45,839,172 0 0

目 当　初

予算額

補　正

予算額
計

平成１５年度　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会歳入歳出決算事項別明細

備　　　　　　　　考

予　　算　　現　　額

区分 金額

節 収入済額調定額
不　　納
欠損額

収　　入
未済額
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２．歳　出 （単位：円）

１運営費 18,255,000 5,490,000 0 0 23,745,000 23,745,000 19,693,037 0 0 0 4,051,963

　１会議費 4,257,000 1,575,000 0 0 5,832,000 5,832,000 3,935,287 0 0 0 1,896,713

　　１会議費 4,257,000 1,575,000 0 0 5,832,000 1報酬 2,198,000 1,477,000 0 0 0 721,000 協議会委員等報酬

9旅費 1,048,000 728,000 0 0 0 320,000 協議会委員等費用弁償

11需用費 1,309,000 1,077,797 0 0 0 231,203 会議費、消耗品等

12役務費 156,000 102,490 0 0 0 53,510 会議資料等郵送料等

13委託料 1,120,000 550,000 0 0 0 570,000 会議内容筆耕料

18備品購入費 1,000 0 0 0 0 1,000

　２事務局費 13,998,000 3,915,000 0 0 17,913,000 17,913,000 15,757,750 0 0 0 2,155,250

　　１事務局費 13,998,000 3,915,000 0 0 17,913,000 4共済費 246,000 195,292 0 0 0 50,708 臨時職員社会保険料等

7賃金 1,640,000 1,500,000 0 0 0 140,000 臨時職員賃金

9旅費 676,000 446,335 0 0 0 229,665 出張旅費

11需用費 7,620,000 7,120,831 0 0 0 499,169 印刷製本費、事務用品、電気代等

12役務費 890,000 818,137 0 0 0 71,863 通信費、郵送料、公用車保険料等

13委託料 1,086,000 633,579 0 0 0 452,421 セコム、電気保安業務等

14使用料及び賃借料 3,692,000 3,068,830 0 0 0 623,170 事務所借上料、各種リース料等

15工事請負費 1,000 0 0 0 0 1,000

18備品購入費 2,062,000 1,974,746 0 0 0 87,254 事務所パソコン、キャビネット等

２事業推進費 23,745,000 △ 3,650,000 0 0 20,095,000 20,095,000 14,578,336 0 0 0 5,516,664

　１事業推進費 23,745,000 △ 3,650,000 0 0 20,095,000 20,095,000 14,578,336 0 0 0 5,516,664

　　１事業推進費23,745,000 △ 3,650,000 0 0 20,095,000 8報償費 400,000 273,240 0 0 0 126,760 視察等研修時謝礼、名付け親賞等

9旅費 1,176,000 625,236 0 0 0 550,764 視察研修旅費

11需用費 5,800,000 2,664,530 0 0 0 3,135,470 協議会だより、アンケート用封筒等

12役務費 460,000 434,275 0 0 0 25,725 郵送料、ハガキ代

13委託料 11,025,000 9,502,550 0 0 0 1,522,450 まちづくり計画策定支援業務等

14使用料及び賃借料 634,000 570,005 0 0 0 63,995 視察時バス借り上げ料等

19使用料及び交付金 600,000 508,500 0 0 0 91,500 まちづくりアンケート配布回収

３予備費 1,000 2,000,000 0 0 2,001,000 2,001,000 0 0 0 0 2,001,000

　１予備費 1,000 2,000,000 0 0 2,001,000 2,001,000 0 0 0 0 2,001,000

　　１予備費 1,000 2,000,000 0 0 2,001,000 2,001,000 0 0 0 0 2,001,000

歳出合計 42,001,000 3,840,000 0 0 45,841,000 45,841,000 34,271,373 0 0 0 11,569,627

目 当　　初
予算額

補　　正
予算額

計

予　　　算　　　現　　　額

区　　　分 金　額

節

平成１５年度　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会歳入歳出決算事項別明細

支出済額  備　　　　　考不用額
継続費及
び繰越
事業費
繰越金

予 備 費
支出及び
流用増減

翌年度繰越金

継続費
逓 次
繰 越

繰 越
明許費

事 故
繰 越
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平成1６年度

三野町・三好町・井川町・三加茂町
合併協議会補正予算（第１号）

（案）

 日程６   協議第５４号
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　　　　　　平成１６年度　　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会補正予算（第１号）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（案）

　　平成１６年度　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）
　 第１条　　既定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ補正前の金額とする。

　 ２　　　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
　　 　　「第１表歳入歳出予算補正」による。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年　６月１７日　提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　　　川　原　　義　朗
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第1表　　　歳入歳出予算補正
歳　　　入

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１負担金 9,890 △ 4,284 5,606

１負担金 9,890 △ 4,284 5,606

２県支出金 9,888 1,500 11,388

１県補助金 9,888 1,500 11,388

 ３繰越金 3,000 2,784 5,784

 １繰越金 3,000 2,784 5,784

４諸収入 2,001 0 2,001

１諸収入 2,001 0 2,001

24,779 0 24,779

歳　　　出
（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１運営費 16,798 0 16,798

　１会議費 3,084 0 3,084

　２事務局費 13,714 0 13,714

２事業推進費 4,981 0 4,981

　１事業推進費 4,981 0 4,981

３予備費 3,000 0 3,000

　１予備費 3,000 0 3,000

24,779 0 24,779歳　　　　出　　　　合　　　　計

歳　　　　入　　　　合　　　　計
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補 正 予  算 に 関 す る 説 明 書
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１．総     括

（歳  入）
（単位：千円）

（歳  出）
（単位：千円）

国県支出金 その他

16,798 0 16,798 0 0 0

4,981 0 4,981 0 0 0

3,000 0 3,000 1,500 0 △ 1,500

24,779 0 24,779 1,500 0 △ 1,500

歳入歳出予算補正（第１号）　 事項別明細書

11,388

計

　1負担金 5,606△ 4,284

1,500

款 補正前の額 補正額

9,890

9,888　2県支出金

歳　出　合　計

補正前の額 補正額款

　１運営費

　３予備費

歳　入　合　計 24,779 0

　２事業推進費

計
補正額の財源内訳

特　　定　　財　　源
一般財源

24,779

3,000

2,001  4諸収入 2,0010

  3繰越金 5,7842,784
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２．歳　入
（単位：千円）

１負担金 9,890 △ 4,284 5,606

　１負担金 9,890 △ 4,284 5,606

　　１負担金 9,890 △ 4,284 5,606 １負担金 △ 4,284 平成１５年度繰越金における町負担金増による減額

三野町　 2,131 → 1,208 923 の減

三好町　 2,395 → 1,357 1,038 の減

井川町　 2,196 → 1,245 951 の減

三加茂町 3,168 → 1,796 1,372 の減

２県支出金 9,888 1,500 11,388

　１県補助金 9,888 1,500 11,388

　　１県補助金 9,888 1,500 11,388 １県補助金 1,500 町負担金減による増額

３繰越金 3,000 2,784 5,784

　１繰越金 3,000 2,784 5,784  

　　１繰越金 3,000 2,784 5,784 １繰越金 2,784 平成１５年度繰越金決算額による増額

４諸収入 2,001 0 2,001

　１諸収入 2,001 0 2,001

　　１諸収入 2,001 0 2,001

歳入合計 24,779 0 24,779

目
区分 金額

節補正前の
額

補正額 計 説　　　明
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３．歳　出
（単位：千円）

１運営費 16,798 0 16,798 0 0 0

　１会議費 3,084 0 3,084 0 0 0

　　１会議費 3,084 0 3,084 0

　２事務局費 13,714 0 13,714 0 0 0

　　１事務局費 13,714 0 13,714 0

２事業推進費 4,981 0 4,981 0 0 0

　１事業推進費 4,981 0 4,981 0 0 0

　　１事業推進費 4,981 0 4,981 0

３予備費 3,000 0 3,000 1,500 0 △ 1,500

　１予備費 3,000 0 3,000 1,500 0 △ 1,500

　　１予備費 3,000 0 3,000 1,500 0 △ 1,500

歳出合計 24,779 0 24,779 1,500 0 △ 1,500

説　　　明

補正額の財源内訳
特定財源

国　県
支出金

その他
一　般
財　源

節

区　分 金　額
補正前の

額
補正の

額
計目
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 日程７              協議第５２号 
    【継続協議】 

 

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 ６月１７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、合併時に廃止する。 
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（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

幹事会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

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。

産業経済部会
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、合併時に廃止する。
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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 ・合併時に廃止する
設置 ・

名称及び位置
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
１ 西新町町営駐車場

常会へ委託 　使用料金の半額

２ 栄町町営駐車場
個人へ委託 　月額10,000円

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

有料駐車場利用者と三野町は
合併までに、無料化について
説明及び調整する

調整方針（案） 有料駐車場管理については、合併時に廃止する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

幹事会 産業経済部会

協　議　項　目 　有料駐車場管理
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２４－１９．商工観光事業

 参考資料

　○ 三野町有料駐車場 （平成16年5月現在）

1区画1ヶ月分

1区画1ヶ月分

1区画1ヶ月分

1区画1ヶ月分

※平成１６年度駐車料金収入見込額 1,400,000円

幹事会

協　議　項　目 　有料駐車場管理

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

名称
使用料 臨時使用料 収容台数 利用目的・利用状況

位置

1

西新町町営駐車場 1区画1日1台分
７台

(空き2台) 　付近住民　三野町大字芝生字萱野1240番11
　（三野橋東詰） 1,000円

2

栄町町営駐車場 1区画1日1台分
３４台

(空き19台) 　町営住宅入居者15台（２台目分から）、付近住民　三野町大字芝生字犬の馬場847番
　（河内谷橋東詰） 2,000円 100円

3

東町町営駐車場 1区画1日1台分
１７台

(空き1台) 　付近住民　三野町大字芝生字走り出1089番1
　（三野町役場南側） 2,000円

4

仲町町営駐車場 1区画1日1台分

１０台 　付近住民　三野町大字芝生字走り出1062番2
　（徳島銀行三野支店前） 3,000円以内
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 日程８              協議第５５号 
     

 

使用料・手数料等の取扱い（案）について 
 
 
使用料・手数料等の取扱いについて提出する。 

 
 
平成１６年 ６月１７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 

 
使用料・手数料等の取扱いについて 

 
１．使用料については、原則として当面現行のとおりとする。ただし、同一また
は類似する施設については、できる限り統一に努めるものとする。 

 
２．手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに住民負担に配慮し、
負担の公平性の原則により合併時に統一する。 
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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）

住民部会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　使用料・手数料等の取扱いについては、住民生活に密接に関係しかつ重要なものであるため、市
町村合併を行う場合には住民生活に影響を及ぼさないよう充分検討し、制度に効率的な運用と円滑
な統一について調整することが適当です。
　また、使用料・手数料については、条例や規則で定めることとなるため、関係条例等の取扱いを
含めて、合併後の取扱いを協議することとなります。主なものは、使用料では行政財産の目的外使
用料や公の施設の使用料、手数料では窓口サービス関係の手数料や各種許可・検査等の手数料があ
ります。ただし、上下水道使用料、住宅使用料などは別途で協議されます。

１３．使用料・手数料等の取扱い

協議会への
提 案 内 容

１．使用料については、原則として当面現行のとおりとする。ただし、同一または類似する施設に
　　ついては、できる限り統一に努めるものとする。

２．手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに住民負担に配慮し、負担の公平性の
　　原則により合併時に統一する。

- 21 -



　使用料（交流宿泊施設等）

　現行のとおり新町に引き継ぐ

健康とふれあいの森 美濃田の淵公園周辺施設 メイト文化村 風呂塔キャンプ場
○美濃田の淵公園周辺施設の設置及び管理に関する条例

名称 三野町健康とふれあいの森 名称 井川町メイト文化村 名称 風呂塔キャンプ場
位置 三野町大字芝生1342番3他 美濃田の淵テニス場 三好町大字足代字中村1,306番地の1 位置 井川町井内東4132番地 位置 三加茂町中庄2966の1

美濃田の淵ログハウス 三好町大字足代字小山2 3.835番地
区分 使用料 美濃田の淵バンガロー 三好町大字足代字小山1,318番地 利用区分 単位 料金 種類 使用料
展望台 1,000円 美濃田の淵共同炊事場 三好町大字足代字小山1,316番地の1

延長（１時間毎） 基本料の50%加算 ・美濃田の淵テニス場使用料（１時間あたり）
バンガロー 1棟1日 めじろ 8,000円 時間区分

ほおじろ 8,000円 １面
うぐいす 8,000円 ２面
かわせみ 12,000円 ただし、夜間照明料は別の定めによる。
おおるり 12,000円 ・美濃田の淵ログハウス使用料

ﾃﾝﾄｻｲﾄﾃﾞｯｷ 1基1日 1,000円 時間区分
1時間
時間区分
1日 １張１日 510円 1日 9～12時 13～16時

１張１泊 1,540円

・美濃田の淵バンガロー使用料 1日 9～12時 13～16時
時間区分
1日

・美濃田の淵共同炊事場使用料（１区分）
時間区分
１回

100円

休憩料 １人１日
（日帰り） 510円

炊事料 １人１食
につき 200円

キャンプ場

テント4人用 一張り　1日につき

毛布

食器

テント持込み

焼肉用鉄板

バンガロー宿泊
棟（一棟分）

（１）１日とは、午前１１時から午後３
時までの使用をいう。

１組１日
につき

バンガロー研修
棟（一棟分）

5,250円 1,050円

１セット１日につき

1,050円

15,750円 3,150円 3,150円

現　　　　　　　　　　況

調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

520円

現行のとおり
新町に引き継
ぐ

1,540円 1,050円

一人分　1日につき

一張り　1日につき

210円

210円

310円

1枚　　 1日につき

（２）１泊とは、午後４時から翌日午前
１０時までをいう。

使用単位
基本料（1回・最初の3時間）

1,600円無料

9-17時 17-22時 1,030円

道具使用料

ただし、引き続き複数日使用する場合は、連続使用できるも
のとする。

12時-翌日10時

12時-翌日10時
15,000円

名称 位置

600円 800円

無料 800円

（３）炊事料とは、１食の炊事に要する
水道料及び燃料代とする。

○風呂塔キャンプ場の設置及び管理に関する
条例

○井川町メイト文化村設置及び管理に関
する条例

産業経済部会

単位

宿泊料 大人１人１泊
につき

宿泊料 小人（中学生以
上）１人１泊

調整方針（案）

500円

協定項目

500円
9-14時 14-22時

○三野町健康とふれあいの森設置及び管理に関する条例

10,000円

9-17時 17-翌日9時- 22 -



　使用料（交流宿泊施設等）
　現行のとおり新町に引き継ぐ

道の駅 吉野川ハイウェイオアシス施設 井川町森林総合利用施設
○三野町道の駅の設置及び管理に関する条例 ○井川町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

名称 道の駅「三野」 名称 吉野川ふれあい館及び公園等施設
位置 三野町大字太刀野字不動1909番地1他 位置 三好町大字足代1650番地 井川町平山7326番129　他

１　入浴施設 井川町乳久保519番91
井川町平山7326番27　他
井川町平山7326番129,30
井川町平山7326番129
井川町平山7326番26

○森林総合利用施設
リフト
１日券 3,500円
ナイター券 2,000円
回数券（１１回分） 2,500円

２　公園等施設 回数券（１回分） 250円
区分 レンタルハウス

パラソル施設 スキーセット（スキー板、スキーブーツ、ストック） 3,500円
テント施設 スキー板 2,000円
ハウス施設 スキーブーツ 2,000円
イベント広場 ストック 500円

スノーボードセット（スノーボード板、スノーボードブーツ） 4,000円
スノーボード板 2,000円
スノーボードブーツ 2,000円
ソリ 500円
ウェア（上下） 3,000円
ヘルメット 500円
管理棟
宿泊料 一人１泊につき 1,500円

一人１泊につき（中学生） 1,000円
一人１泊につき（小学生） 500円

休憩料 一人１日（日帰り） 200円
道具使用料 一組１日につき 100円
炊事料 １人１食につき 100円
フィンランドコテージ
宿泊料 １棟１泊につき 12,000円
バーベキュー棟
使用料 １棟１回につき 1,000円

３　１泊とは、午後４時から翌日の午前１０時までの使用をいう。
４　炊事料とは、１食の炊事に要する水道料、燃料代とする。

６　コテージの使用日時を超えて使用する場合は、退所する日の午後０
までに限りそれを認め、料金は１，０００円に、超えて使用した時間
（１時間に満たない場合時間は、１時間とみなす。）を乗じて得た額と
する。

管理棟

現行のとおり
新町に引き継
ぐ

井川スキー場腕山
森林体験交流センター
リフト

名称 位置

５　コテージの使用料金は、１棟４名以下の利用の場合に適用し、１棟
の利用者が４名を超える場合は、１名あたり８００円（小学校及び中学
生にあっては４００円）の割増料金を徴収するものとする。ただし、小
学校修学前の者については、割増料金は徴収しない。

協　定　項　目
調整方針（案）

現　　　　　　　　　　況

産業経済部会

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

（15歳以上）

調整方針

単位 金額

300円以内

炊事施設
コテージ

備考　障害者等とは、障害者基本法第2条に規
定する者等をいう。

老人(70歳以上) １人１回 400円以内障害者等
小人

○吉野川ハイウェイオアシス施設の設置及び管理
に関する条例

区分 単位 金額
大人 １人１回 500円以内

１日１回 50,000円以内

１　１日券は、午前８時３０分から同日午後４時３０分までリフトを使
用することができる。
２　ナイター券は、午後５時３０分から同日午後１０時までリフトを使
用することができる。

１日１張 3,000円以内

１人１回

１日１基 3,000円以内

１日１張 1,500円以内

(4歳以上、15歳未満）
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　　使用料（農村公園）
　　現行のとおり新町に引き継ぐ。

農村公園 農村公園
○井川町農村公園の設置及び管理等に関する条例 ○三加茂町農村公園設置条例

井川町片山162番地　他 三加茂町加茂4786番地
井川町吹峯6354-461番地 三加茂町加茂6743番地
井川町西井川1921番地　他 三加茂町加茂中庄2970-5-13番地

三加茂町中庄2593番地1
施設使用料
スノーボードゲレンデ 300円 施設名 休館日
スケートボードロット 300円
レンタル使用料
スノーボード　　　（セット料金）大人 1,500円
スノーボード　　　（セット料金）子供 1,000円
インラインローラー（セット料金）大人 500円
インラインローラー（セット料金）子供 300円
スケートボード　　（セット料金）大人 500円
スケートボード　　（セット料金）子供 300円
ヘルメット　　　　（単品） 300円
リストガード　　　（単品） 300円
エルボーパット　　（単品） 300円
ニーパット　　　　（単品） 300円
ソリ　　　　　　　（単品） 200円

使用料

三　野　町 三　好　町 井　川　町

現行のとお
り、新町に引
き継ぐ

調整方針

名　　　称 位　　　置

産業経済部会

加茂農村公園
管理棟 毎週火曜日 4月～9月　9:00～18:00

10月～3月　9:00～16:00
１回２，０００円（ただし半日以
下の場合は１／２とする。）

開館時間

三 加 茂 町

加茂農村公園
水の丸ふれあい公園

協　定　項　目
調整方針（案）

金丸農村公園

子安農村公園 天神塚農村公園
名　　称 位　　置

多美農村公園
西井川農村公園

現　　　　　　　　　　況
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　使用料（その他の施設等）

　現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において検討する

三野町活性化センター（紅葉の郷） 農産物加工センター 農産物加工開発センター 農畜産物処理加工施設

名称 三野町活性化センター（紅葉の郷） 名　称 三好町農産物加工センター 位　　置 名　称 三加茂町農畜産物処理加工施設
位置 三野町大字加茂野宮1803番地7 位　置 三好町大字昼間字北佐古984番地の1 井川町農産物加工開発センター 井川町井内西5007番地2 位　置 三加茂町加茂3405番地

西井川農産物加工所 井川町西井川1223番地1 （別表１）
区分 単位 施設名
和室 加工室 １　部屋料金表 8時30分-12時 13-17時
洋室 オーブン 利用区分 半日 全日 農産加工施設 500円 500円

個人的利用 ※時間内の終了しても上の金額とする。
農村集落多目的共同利用施設 ○三好町生活改善センターの設置及び管理に関する条例 ※麺の発行期間については免除とする。

（別表２）
使用機械

三好町東部生活改善センター 三好町大字足代579番地 味噌くり機 １桶につき 100円
中屋地区農村集落多目的共同利用施設 三野町大字太刀野山1774番地 三好町中央生活改善センター 三好町大字昼間字大畑916番地の3 真空包装機 1ﾊﾟｯｸにつき 10円
清水地区農村集落多目的共同利用施設 三野町大字清水945番地の2・6 水切りｼｰﾙ機 1ﾊﾟｯｸにつき 10円

・三好町東部生活改善センター ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰ 1戸につき 200円
営利的利用

9-12時 17-22時
集会室 500円 500円 大集会室

料理講習室 500円 500円 研修室
調理実習室

集落農事集会施設 ・三好町中央生活改善センター
○三野町集落農事集会施設設置及び管理に関する条例 区分

加工室

芝生上地区集落農事集会所 三野町大字芝生527番地
加茂野宮地区集落農事集会所 三野町大字加茂野宮812番地 ジャンボグリーン室 200円 350円 350円 350円 150円 100円

研修室 9-17時 700円 17-22時 1,000円
２　機器料金表

9-12時 17-22時 三好町基幹集落センター 使用機械 使用料金
集会所 1,000円 1,000円 ○三好町基幹集落センター設置に関する条例 フードスライサー 100円
調理室 1,000円 1,000円 蒸気ボイラー 100円

名称 三好町基幹集落センター 真空包装機 100円
位置 三好町大字昼間1790番地 水切り専用シール機 100円

クラッチ式圧力釜 100円
区分 蒸気回転三重釜 100円

セイロ及び蒸し台 100円
大集会室 圧搾機 100円
小会議室 味噌くり機 100円
研修室 製麺機 100円
実習室 豆擦り機 100円

油圧搾機 100円
王冠打ち栓機 100円
※　上記金額には消費税が含まれている。

備考
※使用料金は１回当た
りとする。

2,000円

500円

3,000円

3,000円

1,000円

300円

1,500円

※上記利用時、冷・暖房を使用する場合は、１時間につき
２００円を加算する。

※使用時間が半日を過ぎた場合は、別表１の金
額とする。

※半日とは、３時間以内のもの、全日とは、３時間を超え
るもの

西井川農産物加工所
加工室 3,600円

1,000円

3,600円

井川町農産物加工開発
センター２階研修室

井川町農産物加工開発
センター加工室

1,500円

800円

2,000円

2,000円

区分
単位金額

○三好町農産物加工センターの設置及び管理に関する条
例

井川町農産物加工開発
センター１階研修室

室

名　　　　　称

半日1,000円 1日2,000円

井川町農産物加工開発
センター加工室

西井川農産物加工所
加工室

1時間につき

三 加 茂 町

○三加茂町農畜産物処理加工施設設置及び
管理に関する条例

○井川町農産物加工開発施設の設置及び管理に関する条
例

単位金額
区　分

使用料
600円
300円 1時間　500円

協　定　項　目

調整方針（案）

三　野　町

現　　　　　　　　　　況

調整方針井　川　町三　好　町

500円 500円 700円

肌布団 シーツ

単位・金額
9-12時 12-17時

1,200円
17-22時

※複数機械を使用する場合は、別表１の金額と
する。

井川町農産物加工開
センター１階研修室

井川町農産物加工開発
センター２階研修室

料　　金

1,500円

使　用　料名　　称 位　　置

17-22時
2,500円

10人以下 11人以上15人

単位・金額
9-12時
500円
300円
500円

500円 700円
500円

区分

種別１枚当たり 毛布
シングル

単位金額

名称

12-17時

300円

洋布団毛布
ダブル

500円
300円
500円

700円500円

500円

1,600円
16人以上

800円 1,300円

こたつ
布団

700円
1,000円 1,000円

12-17時
500円

300円

区　分
12-17時

現行のとおり新町に
引き継ぎ、新町にお
いて検討する

産業経済部会

1,000円
1,000円

位置

位置名称

500円

○三野町活性化センター（紅葉の郷）の設置及び管理に関する
条例

○三野町農村集落多目的共同利用施設設置及び管理に関する条
例
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　使用料（その他の施設等）
　現行のとおり新町に引き継ぐ

三加茂町桟敷放牧場
○三加茂町桟敷放牧場の設置及び管理に関する条例

名称 三加茂町桟敷放牧場
位置 三好郡東祖谷山村字落合

牛（入牧時生後12ヶ月未満） 1日1頭につき 60円
牛（入牧時生後18ヶ月未満） 1日1頭につき 70円
牛（入牧時生後18ヶ月以上） 1日1頭につき 80円
山羊、めん羊 1日1頭につき 20円

農業者トレーニングセンター
○三加茂町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例

名称 三加茂町農業者トレーニングセンター
位置 三加茂町西庄字横手9番地の2

・アリーナ（体育館）

9-12時 13-17時 18-22時 9-22時
ｽﾎﾟｰﾂのための利用 630円 1,260円 1,680円 3,570円
ｽﾎﾟｰﾂ以外の利用 1,260円 1,680円 2,100円 5,040円
・ミーテシィングルーム舞台（単独使用の場合）

9-12時 13-17時 18-22時 9-22時
ｽﾎﾟｰﾂのための利用 － － － －
ｽﾎﾟｰﾂ以外の利用 630円 840円 840円 2,310円

住民ふれあい農園
○住民ふれあい農園設置、管理及び処分に関する条例

名称 住民ふれあい農園
位置 三加茂町加茂1802-2番地

年間(4/1-3/31) 3,000円
９月以降入園 年額の半額

染工房
○三加茂町染工房設置及び管理に関する条例

名称 みかも染香房
位置 三加茂町加茂3405番地

8時30分-12時 13-17時
通常 500円 500円
特別 1,000円 1,000円

※時間内の終了しても上の金額とする。

利用区分

入園及び指導料

区分 使用料

使用料

利用内容 １回当たり料金
洗濯（洗濯機、乾燥機） 1,050円

使用区分 単位・金額

部分使用 バレーコート及びバトミントンコート一面利用の場合は、全面利
用の使用料金の額に２分の１を乗じて得た額

家畜の種類 使　用　料

使用区分 単位・金額

　現行のとおり新
町に引き継ぐ

産業経済部会

現　　　　　　　　　　況

協 定 項 目
調整方針（案）

調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町
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　使用料（公民館）

　現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、速やかに調整する

三野町公民館 三好町中央公民館 井川町中央公民館 三加茂町公民館
○三野町社会教育施設使用料徴収条例 ○三好町中央公民館、老人福祉センター使用条例 ○三加茂町公民館設置条例

(円) (円)
(円) 9-12時 12-17時 17-22時 9-17時 室名 9-12時 13-17時 17-22時 9-22時

9-12時 13-17時 17-22時 9-21時 1,000 1,200 1,500 2,500 多目的ホール 1,500 2,000 2,500 3,000
2,000 2,000 3,000 5,000 2,000 3,000 4,000 5,000 無料 会議室和室1 1,000 1,300 1,600 2,000
1,200 1,200 1,800 2,500 1,200 1,500 2,000 2,500 会議室和室2 700 900 1,200 1,500
1,200 1,200 1,800 2,500 1,000 1,200 1,500 2,500 会議･研修室 600 800 1,000 1,400
1,000 1,000 1,500 2,000 1,000 1,200 1,500 2,500 調理･実習室 900 1,200 1,500 2,000

・全室の終日(9:00～21:00)利用…15,000円 1,000 1,200 1,500 2,500
2,000 3,000 4,000 5,000 ○冷暖房費その他の実費は使用者の負担。
1,000 1,200 1,500 2,500
1,000 1,200 1,500 2,500

9-12時 13-17時 17-22時 9-21時 1,000 1,200 1,500 2,500
500 700 1,000 1,200
300 400 500 800 使用料
300 400 500 800 600
300 400 500 800 500
300 400 500 800 150

150

・時間の算出は準備、後始末の時間を含む。
・町民以外の使用料は30％以内の割増。

 その他の公民館 その他の公民館 その他の公民館 その他の公民館
○三野町社会教育施設使用料徴収条例 ○三好町中央公民館、老人福祉センター使用条例 ○三加茂町公民館設置条例
　三野町公民館に同じ。 9-12時 12-17時 17-22 (円)

1,000 1,200 1,200 室名 9-12時 13-17時 17-22時 9-22時
500 600 600 大ﾎｰﾙ 510 820 1,030 1,850

1,000 1,200 1,200 無料 会議室 300 410 510 820
800 1,000 1,000 実習室 300 410 510 820
500 600 600
800 1,000 1,000 ○冷暖房費その他の実費は使用者の負担。
500 700 700
500 700 700

・9:00～22:00の使用料…各時間帯の合計

会議室

○井川町立公民館の
設置及び管理等に関
する条例

○井川町立公民館の
設置及び管理等に関
する条例

井　川　町

種別

4
F

料理実習室

施設名

その他各室

会議室

料理実習室
集会室

・結婚式場として使用する場合(類似使用含)
　足代…12,000円､東山…7,000円､増川…5,000円
　※全館開放のうえ、使用時間は5時間以内｡

ガス使用料(1時間) 料理実習室

料理実習室増川公民館

昼間公民館

室名

集会室

集会室

・結婚式場として使用する場合…20,000円
　控室2室と2F集会室(和室)又は4F大集会室を使用｡
　冷暖房ガス使用料含｡使用時間5時間以内｡

・9:00～22:00の使用料
　17:00～22:00と9:00～17:00使用料の合計｡

足代公民館

実習室

会議室
講義室

会議室
小会議室

和　室

町内に事務所を有する農林商工業団体等が使用
する場合
室名

大集会室

2F集会室(和室)
4F大集会室

料理実習室

2
F

講義室

視聴覚室

3
F

冷暖房使用料(1時間)

大集会室
第1資料室

和　室
実習室

室名

三　野　町 三　好　町

会議室(和室)

集会室(和室)

室名
会議室

講義室

【確認事項】
○社会教育事業

現行のとおり新
町に引き継ぎ、
新町発足後、速
やかに調整する

教育部会

　協　　議　　項　　目

　調　整　方　針（案）
現　　　　　　　　　　況

調整方針三 加 茂 町

室名
大集会室
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　使用料（社会体育施設）
　現行のとおり新町に引き継ぐ

町民体育館 ふれアリーナみよし 町民体育館 町立体育館
○三野町社会教育施設使用料徴収条例 ○ふれアリーナみよし設置及び管理に関する条例 ○井川町町民体育施設設置条例 ○三加茂町立体育館の設置及び管理に関する条例
スポーツの為 全面使用

9-13時 13-17時 18-22時 １時間　2,000円 全面使用 9-12時 13-17時 18-22時 9-22時
町内者 500円 500円 1,000円 スポーツの為 630円 1,260円 1,680円 3,570円
町外者 2,000円 2,000円 6,000円 スポーツ以外 1,260円 1,680円 2,100円 5,040円

部分使用
テニスの為　　１時間　500円

スポーツ以外
全面使用 9-13時 13-17時 18-22時
町内者 5,000円 5,000円 10,000円
町外者 20,000円 20,000円 25,000円
営利目的 10,000円 10,000円 20,000円
※半面使用の場合、上記の1/2の金額。

町民運動場 小川谷運動公園施設：運動場 町民グラウンド ○町立町民運動場：グラウンド
○三野町社会教育施設使用料徴収条例 ○井川町町民体育施設設置条例 ○三加茂町立町民運動場の設置及び管理に関する条例
全面使用 9-17時 18-22時 町内者 無料 無料
町内者 500円 1,000円 町外者
町外者 2,000円 8,000円
※半面使用の場合、上記の1/2の金額。

町民テニスコート 小川谷運動公園施設：テニス場 該当なし 該当なし
○三野町社会教育施設使用料徴収条例 （１時間当たり）

(１時間当たり)
9-17時 18-22時 9-17時 18-22時 9-17時 17-22時

町内者 400円 500円 1,000円 1,600円 町内者 無料 400円
町外者 1,200円 1,600円 3,000円 4,000円 町外者 無料 800円

町民ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場｢スパーク三野｣ 小川谷運動公園施設：ゲートボール場 町民屋内ゲートボール場 ○町立町民運動場：ゲートボール場
○三野町町民体育施設設置条例 (１時間当たり) ○井川町町民体育施設設置条例 ○三加茂町立町民運動場の設置及び管理に関する条例

(１時間当たり) 無料 無料
照明の使用 なし あり なし あり １面 ２面
町内者 400円 600円 800円 1,200円 町内者 400円 800円
町外者 700円 1,050円 1,400円 2,100円 町外者 800円 1,600円
　※町内者とは､おおむね町民､町内在勤者が1/2以上｡

該当なし 小川谷運動公園施設：夜間照明 多目的交流施設 該当なし
○井川町町民体育施設設置条例

町内者 無料
町外者

町民サッカー場 総合運動公園施設 該当なし 該当なし
○三野町町民体育施設設置条例 ○三好町総合運動公園施設の設置及び管理に関する条例

9-12時 12時- 町内者
町内者 500円 1,000円 町外者
町外者 2,000円 3,000円

営利目的

三　野　町 三　好　町

１時間　300円
１時間　600円

１時間　2,000円

２面

※バレー及びバドミントンコート１面使用の
　場合、上記の1/2の金額。1/3使用 全面の1/3の金額

1/3超～1/2以下使用 全面の1/2の金額

１時間　1,000円

１時間　1,000円

○小川谷運動公園施設の設置及び管理に関する条例

　協　　定　　項　　目
　調　　整　　方　　針

１時間 6,000円

ゲートボールの為 ゲートボール以外

1/2超～2/3以下使用 全面の2/3の金額

○小川谷運動公園施設の設置及び管理に関する条例

○小川谷運動公園施設の設置及び管理に関する条例

○小川谷運動公園施設の設置及び管理に関する条例

現　　　　　　　　　　況
調整方針

スポーツ、文化活動 １時間 1,200円

三 加 茂 町井　川　町

教育部会

現行のとおり新
町に引き継ぐ

【確認事項】
○社会教育事業

１時間　2,000円

１面
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　使用料（社会体育施設）
　現行のとおり新町に引き継ぐ

該当なし 町民柔剣道場 町民柔剣道場 該当なし
○三好町町民柔剣道場使用条例 ○井川町町民体育施設設置条例
町内各種団体 町内者
町外団体 町外者

町民プール 該当なし 該当なし Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
○三野町町民プール設置及び管理に関する条例 ○三加茂町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例
無料 （円／１回）

小人 大人 小人 大人
町内者 100 20
町外者 200 300

学校夜間照明施設 学校夜間照明施設 学校夜間照明施設 学校夜間照明施設
○三野町社会教育施設使用料徴収条例 ○三好中学校、足代小学校運動場夜間照明施設使用条例 ○井川町町民体育施設設置条例 ○三加茂町行政財産の使用料徴収条例
三野中学校グラウンド 三好中学校、足代小学校グラウンド 井川中、辻小、井内小校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 三加茂中学校

町内各種団体 町内各種団体 Ａグラウンド
町内各種団体 町外団体 町外団体 Ｂグラウンド
町外団体

西庄小学校
グラウンド

　協　　定　　項　　目
　調　　整　　方　　針

１時間　　200円

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

個人使用料 団体使用料

個人使用料の
　　80/100の金額

※小人とは幼児、小学生、中学生。
　大人とは小人以外。
　団体とは入退場を共にする15人以上の者。
　幼児の使用は保護者同伴に限る。
　見学者は無料。

１時間　500円
無料

１時間　2,000円

教育部会

無料

調整方針

1,000円
8,000円

18:00～22:00

無料
１時間　1,000円

１時間　1,000円
１時間　　650円

無料
１時間　2,000円

【確認事項】
○社会教育事業

現行のとおり新
町に引き継ぐ

現　　　　　　　　　　況
三　野　町
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　使用料（代替バス）

　当面は現行のとおりとする

代替バス
○三好町自家用自動車有償運送に関する条例

池田駅
前

普通旅客運賃表（伊月－池田駅前） 三好病
院前

供養地
供養地
西

大具

三好大
橋南

三好大
橋北 110円 110円 160円 180円 240円

三好高
校前 110円 120円 160円 220円 240円 240円

敷地 110円 150円 180円 210円 260円 280円 330円

宮内前三
好町役場
南昼間橋

110円 150円 210円 230円 250円 300円 330円 390円

行常 110円 220円 260円 300円 310円 340円 390円 410円 480円

石磧 110円 220円 270円 300円 350円 360円 380円 440円 460円 530円

足代八
幡神社
裏

110円 210円 290円 340円 370円 410円 430円 450円 500円 530円 580円

伊月 110円 180円 230円 320円 360円 390円 430円 450円 470円 520円 550円 600円

　協　定　項　目

　調　整　方　針

【確認事項】
○交通事業
　当面は現行
のとおりとす
る

小人（６歳以上～１２歳未満の人）及び身体障害者は普通運賃の半額。ただし１０円未満の端数は１０円単位に四捨五入
されます。

総務部会 交通分科会

現　　　　　　　　　　況

井　川　町 三 加 茂 町 調整方針三　野　町

- 30 -



　使用料（代替バス）

　当面は現行のとおりとする

代替バス
○三好町自家用自動車有償運送に関する条例
定額旅客運賃表

１か月 ３か月 １か月 ３か月
割引率

110円 6,600円 19,800円 4,620円 13,170円 3,960円 11,290円
120円 7,200円 21,600円 5,040円 14,360円 4,320円 12,310円
130円 7,800円 23,400円 5,460円 15,560円 4,680円 13,340円
150円 9,000円 27,000円 6,300円 17,960円 5,400円 15,390円
160円 9,600円 28,800円 6,720円 19,150円 5,760円 16,420円
170円 10,200円 30,600円 7,140円 20,350円 6,120円 17,440円
180円 10,800円 32,400円 7,560円 21,550円 6,480円 18,470円
190円 11,400円 34,200円 7,980円 22,740円 6,840円 19,490円
210円 12,600円 37,800円 8,820円 25,140円 7,560円 21,550円
220円 13,200円 39,600円 9,240円 26,330円 7,920円 22,570円
230円 13,800円 41,400円 9,660円 27,530円 8,280円 23,600円
240円 14,400円 43,200円 10,080円 28,730円 8,640円 24,620円
250円 15,000円 45,000円 10,500円 29,930円 9,000円 25,650円
260円 15,600円 46,800円 10,920円 31,120円 9,360円 26,680円
270円 16,200円 48,600円 11,340円 32,320円 9,720円 27,700円
280円 16,800円 50,400円 11,760円 33,520円 10,080円 28,730円
290円 17,400円 52,200円 12,180円 34,710円 10,440円 29,750円
300円 18,000円 54,000円 12,600円 35,910円 10,800円 30,780円
310円 18,600円 55,800円 13,020円 37,110円 11,160円 31,810円
320円 19,200円 57,600円 13,440円 38,300円 11,520円 32,830円
330円 19,800円 59,400円 13,860円 39,500円 11,880円 33,860円
340円 20,400円 61,200円 14,280円 40,700円 12,240円 34,880円
350円 21,000円 63,000円 14,700円 41,900円 12,600円 35,910円
360円 21,600円 64,800円 15,120円 43,090円 12,960円 36,940円
370円 22,200円 66,600円 15,540円 44,290円 13,320円 37,960円
380円 22,800円 68,400円 15,960円 45,490円 13,680円 38,990円
390円 23,400円 70,200円 16,380円 46,680円 14,040円 40,010円
400円 24,000円 72,000円 16,800円 47,880円 14,400円 41,040円
410円 24,600円 73,800円 17,220円 49,080円 14,760円 42,070円
430円 25,800円 77,400円 18,060円 51,470円 15,480円 44,120円
440円 26,400円 79,200円 18,480円 52,670円 15,840円 45,140円
450円 27,000円 81,000円 18,900円 53,870円 16,200円 46,170円
460円 27,600円 82,800円 19,320円 55,060円 16,560円 47,200円
470円 28,200円 84,600円 19,740円 56,260円 16,920円 48,220円
480円 28,800円 86,400円 20,160円 57,460円 17,280円 49,250円
500円 30,000円 90,000円 21,000円 59,850円 18,000円 51,300円
520円 31,200円 93,600円 21,840円 62,240円 18,720円 53,350円
530円 31,800円 95,400円 22,260円 63,440円 19,080円 54,380円
550円 33,000円 99,000円 23,100円 65,840円 19,800円 56,430円
560円 33,600円 100,800円 23,520円 67,030円 20,160円 57,460円
580円 34,800円 104,400円 24,360円 69,430円 20,880円 59,510円
600円 36,000円 108,000円 25,200円 71,820円 21,600円 61,560円

三　好　町

種別
期間

０．４０

 身体障害者・小人（６歳から１２歳まで）は基準運賃額を半額として計算する（１０円未満の端数は１０円単位に四捨五入
する）。

１か月 
３ ０．９５基準運賃額

普通運賃
１か月分

交通分科会

現　　　　　　　　　　況

三　野　町 井　川　町 三 加 茂 町 調整方針

普通運賃
３か月分

総務部会

【確認事項】
○交通事業
　当面は現行
のとおりとす
る

通勤

協　定　項　目

調　整　方　針

通学

０．３０ １か月 ３ 
０．９５
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　使用料（代替バス）

　当面は現行のとおりとする

代替バス
○三好町自家用自動車有償運送に関する条例
通学定期特別割引額表

種別
期間

基準運賃額
110円 1,980円 6,360円
120円 2,160円 6,930円
130円 2,340円 7,510円
150円 2,700円 8,670円
160円 2,880円 9,250円
170円 3,060円 9,820円
180円 3,240円 10,400円
190円 3,420円 10,970円
210円 3,780円 12,140円
220円 3,960円 12,710円
230円 4,140円 13,290円
240円 4,320円 13,860円
250円 4,500円 14,440円
260円 4,680円 15,030円
270円 4,860円 15,600円
280円 5,040円 16,180円
290円 5,220円 16,750円
300円 5,400円 17,330円
310円 5,580円 17,920円
320円 5,760円 18,490円
330円 5,940円 19,070円
340円 6,120円 19,640円
350円 6,300円 20,220円
360円 6,480円 20,800円
370円 6,660円 21,380円
380円 6,840円 21,960円
390円 7,020円 22,530円
400円 7,200円 23,110円
410円 7,380円 23,690円
430円 7,740円 24,850円
440円 7,920円 25,420円
450円 8,100円 26,000円
460円 8,280円 26,580円
470円 8,460円 27,150円
480円 8,640円 27,740円
500円 9,000円 28,890円
520円 9,360円 30,040円
530円 9,540円 30,630円
550円 9,900円 31,780円
560円 10,080円 32,360円
580円 10,440円 33,510円
600円 10,800円 34,670円

協　定　項　目

調　整　方　針

１か月 ３か月

現　　　　　　　　　　況

三　野　町

【確認事項】
○交通事業
　当面は現行
のとおりとす
る

三 加 茂 町 調整方針井　川　町三　好　町

通学定期補助金

総務部会 交通分科会
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　使用料（公営墓地）

　現行のとおり新町に引き継ぐ

公営墓地使用料 公営墓地使用料
○三野町営墓地設置条例 ○井川町営墓地の設置及び管理に関する条例

名　　称 住　　所 名　　称 住　　所
町営大谷墓園 三野町大字勢力字大谷尻878番6の一部 町営西井川東部墓地 井川町西井川1402番地の１
町営かさまつ墓園 三野町大字加茂野宮字東王地1466番5の一部 町営西井川西部墓地 井川町西井川2007番地
町営清水北墓園 三野町大字清水字楠1061番2

使　用　料
使　用　料 無　　料

管　理　料 ・7.5ｍ2の区画
　　１区画　年額2,000円
・36.0ｍ2の区画
　　１区画　年額9,000円

調　　整　　方　　針

環境部会

協　　議　　項　　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 調整方針

・10年分を使用許可を受けた日
に納付。

・用地費及び墓地造成工事費の
合計額を総区画面積数で除した
額に使用する区画面積数を乗じ
た額。
・町長が特別の事由があると認
めた場合は、この限りはない。

【確認事項】
○各種環境・公害
事務
　現行のとおり新
町に引き継ぐ
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１．保育料

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

第１
段階

生活保護法の
被保護世帯
(単給世帯含)

0円 0円 同　左 同　左 同　左 0円 0円 同　左 同　左 同　左

第２
段階

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

第３
段階

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

27,000円

保育単価
限 度 額

41,500円

保育単価
限 度 額

58,000円

保育単価
限 度 額

80,000円 77,000円

保育単価
限 度 額

保育単価
限 度 額

入所児童の属する世帯

同　左

定　　　義 ３歳未満児階層
区分

協　議　項　目 　使用料（保育料）

調　整　方　針 　現行のとおり新町に引き継ぐ

健康福祉部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

37,000円

徴　収　基　準　額（平成１５年度）

27,000円第４
段階

所得税
64,000円未満 30,000円 30,000円 同　左 同　左

40,000円

同　左 同　左

具体的調整方針

同　左 同　左 同　左

同　左

【確認事項】
○保育所事業
　現行のとおり新町
に引き継ぐ

３歳以上児

同　左 同　左 同　左

第６
段階

所得税
160,000円以上
408,000円未満

61,000円 55,000円

第５
段階

所得税
 64,000円以上
160,000円未満

44,500円

同　左 同　左 47,000円

同　左 同　左 同　左 45,000円

第７
段階

所得税
408,000円以上 60,000円 同　左 同　左 同　左 同　左

同　左 同　左 同　左
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　使用料（教員住宅）
　現行のとおり新町に引き継ぐ

教員住宅 教員住宅 教員住宅 教員住宅
○井川町教員住宅使用料規則

名　称
野住教員住宅

○三野町営住宅の設置及び管理に関する条例よ
り準じる

名　称

○三好町学校教職員住宅の設置及び管理に関す
る条例

名　称

1ヶ月　13,000円

三野教員住宅 三野大字芝生1293番地
の8

住　所

使　用　料名　称
三野教員住宅

住　所
井川町井内西2543番地

名　称

江口教員住宅

調整方針

住　所
大藤教員住宅 三加茂町中庄3272-2

【確認事項】
○学校教育事
業
　現行のとお
り新町に引き
継ぐ

三加茂町中庄2129-2

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　協　　　定　　　項　　　目
　調　　　整　　　方　　　針

教育部会

使　用　料

住　所
三好町大字足代字西古
田ノ23,796番地の4足代教員住宅

三好町大字東山字光清
24番地の13東山教員住宅

名　称
1ヶ月　9,000円
1ヶ月　4,300円

足代教員住宅
東山教員住宅

江口教員住宅 1ヶ月　8,000円

名　称 使　用　料
野住教員住宅 入居時に設定 名　称 使　用　料

大藤教員住宅
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事務手数料

手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに住民負担に配慮し、負担の公平性の原則により合併時に統一する。

区　分 手　数　料　の　種　類 単位 三野町 三好町 井川町 三加茂町 調整済額 調整方針

戸籍 戸籍謄・抄本 １通 450円 450円 450円 450円 450円

戸籍届出書記載事項証明書 １通 350円 350円 350円 350円 350円

戸籍の全部・個人の記録事項証明 １通 450円 450円 450円

戸籍届出書記載事項証明 １通 350円 350円 350円 350円 350円

除籍謄・抄本 １通 750円 750円 750円 750円 750円

除籍記載事項証明書 １通 450円 350円 450円 450円 450円

除籍の全部・個人の記録事項証明 １通 750円 750円 750円

改製原戸籍謄・抄本 １通 750円 750円 750円 750円 750円

届出の受理証明 １通 350円 350円 350円 350円 350円
婚姻、離婚、養子縁組、認知の受理証明（省令で定め
る様式による上質紙を用いる場合） １通 1,400円 1,400円 1,400円 1,400円 1,400円

戸籍届出書の閲覧 １通 350円 350円 350円 350円 350円

戸籍附票の写し １件 450円 450円 450円 400円 400円

その他の証明 １件 450円 450円 450円 400円 400円

住民基本台帳 住民票記載事項証明 １通 450円 450円 450円 400円 400円

外国人登録記載事項証明書 １通 450円 450円 450円 450円 400円

身分証明書 １枚 450円 450円 350円 400円 400円

住民基本台帳カード発行又は更新若しくは再交付 １件 500円 500円 500円 500円 500円

住民票の閲覧 １件 450円 450円 450円 400円 400円

住民票の写し １通 450円 450円 450円 400円 400円

年金現況証明（公的年金等） １通 無料 無料 無料 無料 無料

年金現況証明（公的年金等以外） １通 450円 450円 450円 400円 400円

税 優良宅地造成認定申請手数料 １件 86,000円 86,000円 86,000円

優良住宅新築の認定 １件

100㎡以下6,200円
100㎡超え500㎡以下
　　　 　8,600円
500㎡超え2,000㎡
以下　　13,000円
2,000㎡超え10,000㎡
以下　 35,000円
10,000㎡以上
　　　　43,000円

100㎡以下6,200円
100㎡超え500㎡以下
　　　 　8,600円
500㎡超え2,000㎡
以下　　13,000円
2,000㎡超え10,000㎡
以下　 35,000円
10,000㎡以上
　　　　43,000円

住宅用家屋証明申請手数料 １件 1,300円 1,300円

納税証明書 １件 450円 450円 450円 450円 450円

軽自動車納税証明書 １件 無料 無料 無料 無料 無料

協　　　議　　　項　　　目

調　　整　　方　　針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

住民部会

手数料については、住
民の一体性の確保を図
るとともに住民負担に
配慮し、負担の公平性
の原則により合併時に
統一する。
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区　分 手　数　料　の　種　類 単位 三野町 三好町 井川町 三加茂町 調整済額 調整方針

税 所得証明書 １件 450円 450円 450円 450円 450円

課税証明書 １件 450円 450円 450円 450円

所得課税証明書 １件 450円 450円 450円

固定資産課税証明書 １件 450円 450円 450円 450円 450円

固定資産公祖課公課証明書 １件 450円 450円 450円 450円 450円

固定資産評価証明書 １件 450円 450円 450円 450円 450円

同上（法務局提出用） １件 無料 無料 無料 無料 無料

資産証明 １件 450円 450円 450円 450円 450円

住宅家屋証明 １件 450円 450円 450円 450円 450円

営業証明 １件 450円 450円 450円 450円 450円

その他の証明 １件 450円 450円 450円 450円 450円

督促手数料 １通 200円 200円 200円 200円 200円

台帳等（土地・家屋登記事項・課税台帳）の閲覧 １回 450円 450円 450円 450円 無料

印鑑 印鑑証明書 １通 450円 450円 450円 400円 400円

印鑑登録再交付（印鑑登録証を返却の場合は無料） １通 450円 200円 500円 400円

臨時運行許可 自動車の臨時運行許可申請 １件 750円

狂犬病予防 登録手数料 １頭 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付手数料 １件 550円 550円 550円 550円 550円

鑑札の再交付手数料 １件 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付手数料 １件 340円 340円 340円 340円 340円

鳥獣保護 鳥獣飼養許可証の交付手数料又はその更新若しくは再交付手数料 １件 3,400円 3,400円 3,400円 3,400円 3,400円

その他 埋火葬の許可書の写し １枚 450円 450円 450円 400円 400円

公簿、公文書等の閲覧手数料 １件 450円 450円 450円 400円 400円

公簿、公文書の謄本又は抄本の交付 １枚 450円 500円 450円

収集運搬許可手数料 １件 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円

家電リサイクル法慣例事業 １台 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

複写料金 １枚 白黒　 　　10円 白黒　 　　20円 白黒　 　　20円 白黒　 　　15円 白黒　 　20円

カラー　　100円 カラー　　100円 カラー　　100円 カラー　100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 その他 実費相当額

その他の諸証明 １件 450円 450円 450円 400円 400円

【確認事項】
○交通事業関係
陸運事務局と協議のう
え、合併までに調整す
る。

手数料については、住
民の一体性の確保を図
るとともに住民負担に
配慮し、負担の公平性
の原則により合併時に
統一する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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参考資料
使用料・手数料等の取扱いに掲載している使用料リスト

○　今回　　●再揚
使用料名 提案する（再揚）使用料 備考

1 町営駐車場使用料 商工・観光事業関係 同時提案

2 老人福祉センター使用料 各種福祉事業事務関係 同時提案

3 バンガロー等使用料 ○

4 農産物加工施設使用料 ○

5 地域振興施設使用料 ○

6 住宅使用料 建設事業関係 同時提案

7 道路占用使用料 建設事業関係 同時提案

8 幼稚園使用料 教育事業関係 現行のとおりではない

9 公民館使用料 ●

10 体育施設使用料 ●

1 代替バス使用料 ●

2 保育所幼児送迎バス使用料 保育事業関係 現行のとおりではない

3 生活改善センター使用料 ○

4 美濃田の渕周辺施設使用料（ﾛｸﾞﾊｳｽ・ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ） ○

5 ハイウェイオアシス使用料 ○

6 公営住宅使用料 建設事業関係 同時提案

7 幼稚園使用料 教育事業関係 現行のとおりではない

8 柔剣道場使用料 ●

9 夜間照明施設使用料 ●

10 体育館使用料 ●

11 運動公園施設使用料 ●

12 中央公民館使用料 ●

13 教員住宅使用料 ●

14 ふれアリーナ使用料 ●

1 老人福祉センター使用料 各種福祉事業事務関係 同時提案

2 白銀荘使用料 各種福祉事業事務関係 同時提案

3 ランドリー使用料 ○

4 町営住宅家賃 建設事業関係 同時提案

5 井川スキー場施設使用料 ○

6 幼稚園保育使用料 ● 保育料のみ

7 町営墓地使用料 ●

8 西井川農村公園施設使用料 ○

1 公民館使用料 ●

2 幼稚園使用料 教育事業関係 現行のとおりではない

3 グランド夜間照明料 ●

4 海洋センター使用料 ●

5 体育館使用料 ●

6 農業者トレーニングセンター使用料 ○

7 風呂塔キャンプ場使用料 ○

8 バンガロー使用料 ○

9 農園使用料 ○

10 農産加工施設使用料 ○

11 染工房使用料 ○

12 住宅使用料 建設事業関係 同時提案

13 保育所保育料 ●

14 配食サービス使用料 各種福祉事業事務関係 同時提案

三
野
町

三
好
町

井
川
町

三
加
茂
町
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 日程９              協議第５６号 
     

 

補助金・交付金等の取扱い（案）について 
 
 
補助金・交付金等の取扱いについて提出する。 

 
 
平成１６年 ６月１７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 

 
補助金・交付金等の取扱いについて 

 
各種団体への補助金・交付金等のうち、これまでに確認された補助金等に
ついては各協定項目における調整方針により調整し、その他については従来
からの経緯・実情等に配慮し、下記の方針により検討するものとする。 
（１）４町で同一あるいは同種の補助金等については、できる限り関係団体

の理解と協力を得て、統一の方向で調整するものとする。 
（２）独自の補助金等については、従来の実績を尊重し、町域全体の均衡を

保つように調整するものとする。 
（３）整理・統合できる補助金等については、統合の方向で調整するものと

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）

幹事会
協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　関係市町村においては、それぞれの主旨、目的に応じて、各種団体に対して補助金や交付
金を交付する等の財政的支援を行っています。
　市町村合併の際には、関係市町村が従来行ってきた補助制度の経緯、実情等を十分把握す
るとともに、これから建設していく新市町村の振興にどのように役だっていくのか十分検討
を行い、新市町村の財政状況等を配慮しつつ調整を図ることが必要となります。

１５.補助金・交付金等の取扱い

協議会への
提 案 内 容

　各種団体への補助金・交付金等のうち、これまでに確認された補助金等については各協定
項目における調整方針により調整し、その他については従来からの経緯・実情等に配慮し、
下記の方針により検討するものとする。
（１）４町で同一あるいは同種の補助金等については、できる限り関係団体の理解と協力を
　　　得て、統一の方向で調整するものとする。
（２）独自の補助金等については、従来の実績を尊重し、町域全体の均衡を保つように調整
　　　するものとする。
（３）整理・統合できる補助金等については、統合の方向で調整するものとする。- 40 -



（単位：円）

調整方針

常会 6,549,000 各町内会（地域育成振興交付金） 5,395,700 自治会振興交付金 6,000,000 町内振興協議会 14,918,200 合併までに調整し、平成１７年度から統一する
明るい選挙推進協議会三好支部 9,000

三好郡交通安全協会三野支部 270,000 三好郡交通安全協会昼間支部 560,000 三好郡交通安全協会辻支部 30,000 三加茂町交通安全協会 900,000 合併までに調整する

三好郡交通安全協会足代支部 290,000 三好郡交通安全協会井内支部 30,000 〃

三加茂町交通安全母の会 200,000 〃

地域の安全を守る会辻地区 30,000

地域の安全を守る会中村・西井川地区 30,000

地域の安全を守る会井内地区 30,000

地区懇談会負担金 40,000

フラワーロード協議会 1,350,000 現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、統一した美化運動の実施に努める

消防団本団 80,000 消防団本団 400,000 消防団本団運営交付金 78,000 消防団本団運営交付金 80,000 合併までに調整し、新町発足時より適用する
消防団分団 980,000 消防団分団 1,399,000 消防団分団運営交付金 490,000 消防団分団運営交付金 275,000 〃

年末警戒出動経費 360,000 パレード交付金 190,000 火災予防運動交付金 70,000 〃

年末警戒交付金 285,000 年末警戒手当交付金 262,500 〃

水利点検交付金 84,000 〃

機械器具点検交付金 168,000 機械管理費 310,000 〃

消防団出動交付金 356,000 〃

三野町女性消防隊 100,000 東新町婦人消防隊 100,000

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

古川自主防災婦人消防隊 100,000 現行のまま新町に引き継ぐ

東新町自警団 50,000 〃

三野町退職議員会 50,000 三加茂町退職者会 50,000

　各種団体への補助金・交付金等のうち、これまでに確認された補助金等については各協定項目における調整方針により調整し、その他については
従来からの経緯・実情等に配慮し、下記の方針により検討するものとする。
（１）４町で同一あるいは同種の補助金等については、できる限り関係団体の理解と協力を得て、統一の方向で調整するものとする。
（２）独自の補助金等については、従来の実績を尊重し、町域全体の均衡を保つように調整するものとする。
（３）整理・統合できる補助金等については、統合の方向で調整するものとする。

　補助金・交付金等の取扱い

三　加　茂　町

調　　整　　方　　針（案）

総務関連

幹事会

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  現　　　　　　況    　　　　　                     

協　　議　　項　　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

※数値は平成１５年度決算見込み額
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（単位：円）

調整方針三　加　茂　町

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  現　　　　　　況    　　　　　                     

三　野　町 三　好　町 井　川　町

三野町自衛隊父兄会 30,000 三好町自衛隊父兄会 40,000 井川町自衛隊父兄会 30,000 三加茂町自衛隊父兄会 隔年 合併までに調整する　団体が統合した場合には、120,000円となるように調整する
自衛官募集事務協議会 25,000 〃

三野町老人クラブ連合会 750,000 三好町老人クラブ連合会 455,000 井川町長寿クラブ連合会 939,000 三加茂町老人クラブ連合会運営活動補助 1,413,000 ２４－１１　各種福祉事業事務関係にて調整予定

単位クラブ補助 500,000 単位クラブ補助 500,000 単位クラブ補助 139,000 単位クラブ補助 729,000 〃

三野町母子寡婦福祉会 50,000 昼間白百合会（母子会） 60,000 井川町母子寡婦福祉連合会 120,000 加茂母子会 123,000 〃

足代母子寡婦福祉連合会 40,000 三庄母子会 123,000 〃

三野町更生保護女性会 20,000 三好町更生保護女性会 40,000 井川町更生保護女性会 20,000 三加茂町更生保護女性会 80,000 〃

三野町遺族会 120,000 三好町遺族会 57,000 井川町遺族会 100,000 加茂遺族会 50,000 〃

三庄遺族会 50,000 〃

三野町傷痍軍人軍恩会 50,000 三好町軍恩会 25,000 井川町軍恩会 30,000 三加茂町軍恩者会 50,000 〃

三好町傷痍軍人会 25,000 井川町傷痍軍人会 30,000 三加茂町傷痍軍人会 50,000 〃

井川町傷痍軍人妻の会 30,000 〃

三好町軍恩欠格者連盟 25,000 三加茂町軍恩欠格者会 50,000 〃

三野町身体障害者会 50,000 三好町身体障害者会 70,000 井川町身体障害者会 120,000 三加茂町身体障害者会 200,000 〃

精神障害者家族会 16,000 精神障害者会（みかも会） 50,000 〃

三好町ゲートボール協会 25,000

三加茂町アーチェリー協会 80,000

三野町手をつなぐ育成会 50,000 三好町手をつなぐ育成会 40,000 井川町手をつなぐ育成会 50,000 三加茂町育成会 100,000 ２４－１１　各種福祉事業事務関係にて調整予定
人権教育推進協議会 900,000 人権教育推進協議会 750,000 人権教育推進協議会 600,000 人権教育推進協議会 930,000 合併までに調整する

食品衛生三加茂協議会 50,000

民生委員・児童委員協議会 1,100,000 民生委員・児童委員協議会 1,758,000 民生委員・児童委員協議会 1,482,920 民生委員・児童委員協議会 1,744,520 ２４－１１　各種福祉事業事務関係にて調整予定
三好東部更生女性会 100,000

社会福祉協議会 15,810,000 社会福祉協議会 25,766,000 社会福祉協議会 11,004,000 社会福祉協議会 34,804,000

社会福祉法の規定により、統合されなけ
ればならない団体であるので、社会福祉
協議会合併協議会の設置を視野に入れた
なかで、合併までに調整が図られ、新町
発足時に統合がなされるように努める

社会福祉協議会→各団体

（老人クラブ） (70,000)

（身体障害者会） (70,000)

（婦人会） (70,000)

（育成会） (20,000)

（母子寡婦補助金） (20,000)

（井川町ゲートボール会） (50,000)

民生関連

※数値は平成１５年度決算見込み額
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（単位：円）

調整方針三　加　茂　町

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  現　　　　　　況    　　　　　                     

三　野　町 三　好　町 井　川　町

福祉活動専門委員会 4,000,000

三野町更生保護女性会研修会 30,000

三野町土地改良区 400,000 昼間足代土地改良区 26,835,000 多美地区土地改良組合 1,966,000 三好南岸土地改良区 5,200,000

水の丸土地改良区 90,000

西井川水利組合 20,000

三好河川漁業協同組合 300,000 三好河川漁業協同組合 150,000 ２４－１８　農林水産事業関係にて調整
予定

三好河川漁業協同組合三野支部 100,000 三好河川漁業協同組合昼間支部 600,000 三好河川漁業協同組合井川支部 10,000 〃

三好河川漁業協同組合辻支部 110,000 〃

井川町猟友会 20,000 〃

イチゴ生産組合 4,372,000

ゆめ桜振興生産組合 294,000
三加茂町有害鳥獣被害防止
対策協議会 90,000

三野町たばこ耕作振興会（消毒剤導入） 200,000 葉たばこ連絡協議会 290,000 阿波みよし東部ゆずエコ
ファーマー連絡協議会 202,000

たばこ小売人会 150,000 たばこ小売組合 62,000 たばこ販売共同組合 10,000 たばこ小売人組合事業 180,000

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

三野町農業後継者クラブ（組合補助） 50,000 農業後継者クラブ 20,000 農業後継者クラブ 50,000

原後継者クラブ 30,000

中山間地農業を考える会 25,000

三野町酪農組合（牛導入） 542,000 三好町酪農組合 80,000 酪農組合 600,000

三野町肥育牛生産組合（組合補助） 30,000 和牛生産組合 29,000 和牛生産振興組合 20,000 和牛生産振興部会 30,000

腕山放牧助成 20,000 放牧輸送料補助 300,000

三野町茄子生産組合（資材導入） 189,000 なす生産部会 82,000 夏秋ナス生産組合 20,000 フリー市運営協議会 50,000

優良乳牛助成 258,000

特産品開発研究会 100,000 ２４－１８　農林水産事業関係にて調整予定
畜産コンサルタント 10,000

あたご柿生産部会 28,000 中小企業育成事業 300,000

三野町すだち生産組（苗木導入） 2,000

三野町ゆず生産研究会（苗木導入） 6,000 ユズ生産組合 20,000

ゆず消費拡大推進協議会 8,000

民生関連

産業経済関連

※数値は平成１５年度決算見込み額
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（単位：円）

調整方針三　加　茂　町

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  現　　　　　　況    　　　　　                     

三　野　町 三　好　町 井　川　町

そば生産部会 45,000

奨励作物振興事業 639,000

加茂山そ菜生産組合 30,000

たら芽生産組合 20,000

茶生産組合 20,000

養鶏組合 20,000

三野町椎茸生産組合 100,000 椎茸生産組合 20,000

三野町八朔生産研究会 100,000

耕生会 20,000

西庄農事研究会 30,000

木材工業協同組合 20,000

農業指導班会（ＪＡへ） 50,000 緑の少年隊 20,000

庭園木生産組合 22,000

選木士会 90,000

三野町林友会 10,000 西井川林業クラブ 20,000

三野町林業クラブ 10,000 加茂山木炭生産組合 50,000

ハーブ藍香会 50,000

林業構造改善事業推進協議会 30,000

吉野川ふれあい市 220,000 フリー市運営協議会 50,000

三加茂町観光協会 720,000

三野町立地企業懇談会 100,000

三野町生活改善グループ連絡協議会 60,000 三好町生活改善グループ 80,000 生活改善グループ 160,000 三加茂町生活改善グループ 50,000

公有林振興協議会 16,000

木造住宅推進協議会 30,000

ハーブサミット連絡協議会 10,000

町観光協会 720,000

芝生商店街組合 50,000

商工会 4,000,000 商工会 5,660,000 商工会 4,025,638 商工会 5,000,000

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

（商工会青年部） (300,000) 商工会青年部 500,000 〃
町→商工会→商工会青年部

産業経済関連

※数値は平成１５年度決算見込み額
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（単位：円）

調整方針三　加　茂　町

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  現　　　　　　況    　　　　　                     

三　野　町 三　好　町 井　川　町

三野町教育会（道徳・一貫） 300,000 三好町教育会 50,000 井川町教育会 35,000 三加茂町教育会 30,000 現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する
三加茂町教友会 50,000

三加茂町校長・教頭会 80,000

三野町ＰＴＡ連合会 200,000 三好町ＰＴＡ連合会 120,000 井川町ＰＴＡ連合会 60,000 三加茂町ＰＴＡ連合会 90,000 できる限り合併までに調整し、新町発足時に統合するよう努める
芝生小学校母親バレーボール協会 30,000

王地小学校母親バレーボール協会 30,000

三野中学校母親バレーボール協会 30,000

青少年育成三野町民会議 450,000 三好町青少年育成町民会議 700,000 井川町青少年育成町民会議 200,000 三加茂町青少年育成協議会 350,000 新町発足後調整し、速やかに統合を図る

三野町青年連合会 100,000 できる限り合併までに調整し、新町発足
時に統合するよう努める

三野町婦人連合会 300,000 三好町連合婦人会 260,000 井川町婦人会 100,000 三加茂町婦人会 250,000 〃

三好町体育協会 630,000 井川町体育協会 1,000,000 三加茂町体育協会 630,000 できる限り合併までに調整し、新町発足後に統合するよう努める
ソフトボール協会 220,000 〃

テニス協会 140,000 〃

グランドゴルフ協会 30,000 〃

ゴルフ協会 112,000

スポーツレクレーション祭協議会 135,000 三好町ｽﾎﾟｰﾂﾚｸ祭実行委員会 280,000
現行のとおり新町に引き継ぎ、新町にお
いて新たな町全域のｽﾎﾟｰﾂ大会について検
討する

ｳｫｰｸ大会実行委員会 252,000 〃

軟式野球連盟 100,000

三好駅伝三野チーム 150,000 合併までに調整し、新町において統一す
る

歩こう会 30,000

太極拳クラブ 30,000 合併までに調整し、内容の充実に努める

三野町スポーツ少年団 100,000 三好町スポーツ少年団 360,000 井川町スポーツ少年団 400,000 三加茂町スポーツ少年団 370,000 できる限り合併までに調整し、新町発足後に統合するよう努める
芝生小スポーツ団協議会 370,000 〃

王地小スポーツ団協議会 100,000

〃（各種スポーツ大会） 353,000
現行のとおり新町に引き継ぎ、新町にお
いて新たな町全域のｽﾎﾟｰﾂ大会について検
討する

少年剣道クラブ 60,000 柔剣道クラブ 100,000

三加茂町体育指導員会 180,000 合併までに調整する

ソフトー審判協会 180,000 できる限り合併までに調整し、新町発足後に統合するよう努める

バレー審判協会 180,000 現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において組織の拡大を図る

教育関連

※数値は平成１５年度決算見込み額
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（単位：円）

調整方針三　加　茂　町

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  現　　　　　　況    　　　　　                     

三　野　町 三　好　町 井　川　町

三好町文化協会 1,400,000 三加茂町文化協会 250,000 できる限り合併までに調整し、新町発足後に統合するよう努める
生花クラブ 50,000 生け花クラブ 66,000 （茶道華道クラブ） 〃

民舞クラブ 35,000 民舞クラブ 132,000 （舞踊（２組）） 〃

書道クラブ 80,000 書道クラブ 132,000 （無極会（書道）） 〃

囲碁・将棋クラブ 30,000 〃

大正琴クラブ 50,000 大正琴クラブ 132,000 〃

詩吟クラブ 40,000 〃

詩吟兵勝会クラブ 30,000 （吟詠詩舞愛好会） 〃

ちぎり絵クラブ 40,000 ちぎり絵クラブ 66,000 〃

水墨画クラブ 30,000 （親墨会（水墨画）） 〃

（絵画クラブ） 〃

リズム体操クラブ 30,000 〃

手芸クラブ 66,000 （彩の会（パッチワーク）） 〃

（能楽研究会） 〃

（資料館・文化財部会） 〃

古文書クラブ 66,000 〃

（小川流家庭舞踊研究会） 〃

茶道クラブ 66,000 〃

（スタジオＦＵＮ（エアロビ 〃

（響きの会（三味線）） 〃

（三加茂短歌会） 〃

（みかも俳句会） 〃

（みかも川柳会） 〃

民謡クラブ 35,000 民謡クラブ 66,000 〃

園芸クラブ 60,000 〃

みかもコールフローラ 120,000

生涯教育推進協議会 250,000 合併までに協議し、新町発足後設置する

読書振興協議会 50,000 新町に引き継ぎ、組織の拡大をはかる

花と文化財の町づくり推進会 100,000

郷土史研究会 50,000

補導員会 200,000 補導員会 250,000 新町発足後、統合できるように調整する

チャレンジ徳島推進協議会 1,200,000 チャレンジ運動推進協議会 1,200,000 合併までに調整し、新町において再編す
る

文化協会へ
の補助金内
で運営

教育関連

※数値は平成１５年度決算見込み額
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（単位：円）

調整方針三　加　茂　町

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  現　　　　　　況    　　　　　                     

三　野　町 三　好　町 井　川　町

大平獅子舞保存会 50,000 町内獅子舞保存会 112,000 雨乞い踊り保存会 1,580,000 三加茂東部まわり踊り保存会 50,000 合併までに調整する

東山城址整備事業 70,000 丹田古墳保存会 80,000 〃

加茂谷川岩陰遺跡保存会 80,000 〃

岩神遺跡保存会 80,000 〃

秀森塚保存会 70,000 〃

大藤薬師堂ケヤキ保存会 30,000 〃

八柱神社杉保存会 50,000 〃

大楠保存会 150,000 〃

八幡神社宵宮神事保存会 150,000 〃

阿波踊り振興協会 600,000 阿波踊り継承者養成事業補助金 400,000

菊友会 20,000 菊友会 50,000 できる限り合併までに調整し、新町発足時に統合するよう努める
山草会 30,000

大藤公民館花づくり会 20,000

いじめ等対策協議会 90,000 いじめ問題対策研究調査部会 50,000

三加茂町生活学校 90,000

女性学級 204,000 合併までに調整する

高齢者教室 446,000 三加茂町高齢者学級 250,000 合併までに福祉部門と協議し調整を行い、内容の充実に努める
大藤高齢者学級 50,000 〃

三加茂町生涯学級 200,000 合併までに調整し、内容の充実に努める

西庄生涯学級 50,000 〃

学校保健安全会 30,000

三野町盆行事等振興協議会 6,800,000 オアシスまつり実行委員会 1,100,000 なでしこまつり実行委員会 500,000 三加茂まつり 6,607,000

各種ｲﾍﾞﾝﾄについては、原則として新町に
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

みのだ夏まつり実行委員会 1,250,000 〃

増川ホタルまつり実行委員会 150,000 〃

多美保勝会 30,000

八ツ石保勝会 30,000

石光山保勝会 30,000

地域活性化活動負担金 900,000

角ノ浦抜水橋促進期成同盟負担金 500,000 角ノ浦抜水橋促進期成同盟負担金 500,000

阿讃連絡隧道期成同盟会負担金 100,000

三加茂東祖谷山線改良促進期成同盟会 250,000

アドプト・ア・マイロード三好会議 100,000

その他

教育関連

※数値は平成１５年度決算見込み額
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 日程１０             協議第５７号 
 
 

国民健康保険事業の取扱い（案）について 
 
 
国民健康保険事業の取扱いについて提出する。 

 
 
平成１６年 ６月１７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 

 
 
国民健康保険事業の取扱いについて 

１．国民健康保険事業において、４町同一の事業については、現行のとおり新
町に引き継ぎ統一実施するものとし、差異のある事業については、以下の
とおりとする。 

 （１）保険給付については、現行のとおり新町に引き継ぎ、統一実施する。
 
 （２）保健事業については、次のとおりとする。 

①無受診完納世帯報奨（優良家庭表彰）は、新町においても実施する
ものとし、その対象者は、三好町及び井川町の例により、平成１７
年度より統一適用する。 
②人間ドック一部助成事業は、新町においては実施しないものとする。

    ③成人健康教室における水泳教室は、現行のとおり新町に引き継ぎ、 
平成１７年度より三好町の例により統一実施する。ただし、実施時
期等については、関係者と協議のうえ決定する。なお、高齢者健康
教室における水泳教室は、成人健康教室の水泳教室に包括するもの
とする。 
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 （３）高額医療貸付制度については、国保税完納の被保険者を対象に実施す

るものとし、その運営方法については、合併までに調整し、新町発足
時より統一施行する。 

 
 （４）国民健康保険運営協議会は、新町において新たに設置するものとし、

その委員は被保険者代表４人、保険医又は保険薬剤師代表４人、公益
代表４人の計１２人で構成する。 

 
 （５）国保財政調整基金は、新町発足時に４町持ち寄り、三野町及び三加茂

町の例により統一運用する。 
 
 （６）被保険者証は、三加茂町の例により統一する。 
 
２．国民健康保険税については、平成１６年度は旧町の例により新町に引き継
ぎ、平成１７年度より以下のとおり統一施行する。 

（１）税率は次のとおりとする。 
【医療分】          【介護分】 
所得割   １１．０％    所得割   １．８％ 
資産割   ７０．０％    資産割   ５．０％ 
均等割 ２４，０００円    均等割 ５，５００円 
平等割 ２７，０００円    平等割 ４，０００円 

 
（２）納期は、７月、８月、９月、１０月、１１月、１２月、１月、２月の

８期とし、納期限は各月末日とする。ただし、１２月は２５日とする。
 
（３）税の減額については、現行割合のとおりとし、減免については、三好

町及び井川町の例により統一施行する。 
 
 

 



住民部会 国民健康保険分科会

協定項目

協議会への

提 案 内 容

協定項目の

説 明

１．国民健康保険事業において、４町同一の事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ統一実施するものとし、差異の
　　ある事業については、以下のとおり実施する。
　（１）保険給付については、現行のとおり新町に引き継ぎ、統一実施する。
　（２）保健事業については、次のとおりとする。
　　　　①無受診完納世帯報奨（優良家庭表彰）は、新町においても実施するものとし、その対象者は、三好町及び井川町
　　　　　の例により、平成１７年度より統一適用する。
　　　　②人間ドック一部助成事業は、新町においては実施しないものとする。
　　　　③成人健康教室における水泳教室は、現行のとおり新町に引き継ぎ、平成１７年度より三好町の例により統一実施
　　　　　する。ただし、実施時期等については、関係者と協議のうえ決定する。なお、高齢者健康教室における水泳教室
　　　　　は、成人健康教室の水泳教室に包括するものとする。
　（３）高額医療貸付制度については、国保税完納の被保険者を対象に実施するものとし、その運営方法については、合併
　　　　までに調整し、新町発足時より統一施行する。
　（４）国民健康保険運営協議会は、新町において新たに設置するものとし、その委員は被保険者代表４人、保険医又は保
　　　　険薬剤師代表４人、公益代表４人の計１２人で構成する。
　（５）国保財政調整基金は、新町発足時に４町持ち寄り、三野町及び三加茂町の例により統一運用する。
　（６）被保険者証は、三加茂町の例により統一する。
２．国民健康保険税については、平成１６年度は旧町の例により新町に引き継ぎ、平成１７年度より以下のとおり統一施行
　　する。
　（１）医療に係る税率は、所得割１１．０％､資産割７０．０％､均等割２４，０００円､平等割２７，０００円とする。
　（２）介護に係る税率は、所得割１．８％､資産割５．０％､均等割５，５００円､平等割４，０００円とする。
　（３）納期は、７月、８月、９月、１０月、１１月、１２月、１月、２月の８期とし、納期限は各月末日とする。ただし
　　　　、１２月は２５日とする。
　（４）税の減額については、現行割合のとおりとし、減免については、三好町及び井川町の例により統一施行する。

（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

１８．国民健康保険事業の取扱い

　　国民健康保険事業を取り巻く環境は、被保険者の高齢化による医療費の増加、及び経済の停滞による低所得者の増加に
　伴う保険税の収入減などにより厳しいものなっている。また、それらを見据えた医療制度改正などもあり、これからの国
　民健康保険事業は、将来的な展望を把握し、適正な運営を行うことが非常に難しくなっている。
　　国民健康保険は、市町村が保険者となり、国民健康保険法等に基づき運営しているが、事務処理方法や一部の事業につ
　いて相違がある。特に、国民健康保険税（料）については、町村間で按分率（税率）が異なっていることが多く、地方税
　の取扱いと同様に合併特例法により不均一課税することができるので、新町の住民間で負担と給付内容に不均衡が生じな
　いよう、かつ急激な負担の変化がないよう、その経理内容等について詳細な把握を行い、制度の効率化と円滑な統合に向
　けて調整する必要がある。
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国民健康保険法第５４条の３による

調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぎ、統一実施する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

１．目的等

１８．国民健康保険事業の取扱い
国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 保険給付

課　　　題 具体的調整方針

（４）療養費の支給

（３）特定療養費の支
　　　給

（５）訪問看護療養費
　　　の支給

２．給付の種類等
（１）療養の給付

国民健康保険法第５８
条による

国民健康保険法第５８
条による

（７）移送費の支給

国民健康保険法第５４条による
はり・きゅう等が対象

国民健康保険法第５４条の２による

　保険給付における出産育児一時
金及び葬祭費の支給以外の項目に
ついては、現行のとおり新町に引
き継ぐ

　様式、添付書類に差異あり

　国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民健康向上に寄与することを
目的とし、被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関して必要な給付を行う

（２）入院時食事療養
　　　費の支給

国民健康保険法第３６条による
療養の給付を受ける場合の一部負担金については、同法第４２条による

国民健康保険法第５２条による

国民健康保険法第５３条による

・所定の申請書により
届出時（又は後日来庁
時）に申請書を提出し
てもらう
・出生証明書添付

国民健康保険法第５４条の４による

国民健康保険法第５８
条による

・出生届及び死亡届の
提出時に処理する
・申請書なし

国民健康保険法第５８
条による

・所定の申請書により
届出時（又は後日来庁
時）に申請書を提出し
てもらう

（８）高額医療費の支
　　　給

国民健康保険法第５７条の２による

・所定の申請書に必要
事項（住所・氏名等）
を記入

・出生証明書の代わり
に、担当者の確認欄
（担当者署名・印）に
て確認

　　三加茂町…申請書なし
　　三好町……出生証明書添付

　出産育児一時金の申請方法につ
いては、統一様式を作成し、新町
発足時より統一施行する。なお、
出生証明書の添付は必要とせず、
出生届での確認を行うものとす
る。

　①申請

（６）特別療養費の支
　　　給

（９）出産育児一時金
　　　の支給
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　支給方法については、三野町、
三好町及び井川町の例により、新
町発足時より統一施行する

　三野町、三好町及び井川町の例
により、新町発足時より施行する

国民健康保険法第５８
条による

現　　　　　　況
三　野　町 三　好　町

（10）葬祭費の支給

　②支給方法

・出生一時金の貸付は
実施していない

（郵便局不可） （郵便局不可）

課　　　題 具体的調整方針

原則　口座振込 原則　口座振込

　④予算 ４人分

国民健康保険法第５８
条による

国民健康保険法第５８
条による

　③給付内容 　１件　　30,000円 　１件　　30,000円 　１件　　30,000円

　④予算 ３０人分 ４０人分 ５０人分

　支給方法に差異あり

６０人分

原則　口座振込 申請時に現金支給
（会計課立て替え）

　１件　　30,000円

　③給付内容 　１件　　300,000円 　１件　　300,000円 　１件　　300,000円 　１件　　300,000円

井　川　町 三　加　茂　町

（郵便局不可）

・妊娠４ヶ月以上（生
産、死産、人工流産等
の別を問わない
・双子の場合１人を１
件とする

・妊娠４ヶ月以上（生
産、死産、人工流産等
の別を問わない
・双子の場合１人を１
件とする

・妊娠４ヶ月以上（生
産、死産、人工流産等
の別を問わない
・双子の場合１人を１
件とする

・妊娠４ヶ月以上（生
産、死産、人工流産等
の別を問わない
・双子の場合１人を１
件とする

７人分 ５人分 ７人分

　⑤その他 ・出生一時金の貸付は
実施していない

・出生一時金の貸付は
実施していない

・出生一時金の貸付は
実施していない

　　三加茂町…申請書なし
　①申請 ・所定の申請書により

届出時（又は後日来庁
時）に申請書を提出し
てもらう

・所定の申請書により
届出時（又は後日来庁
時）に申請書を提出し
てもらう
・火葬許可書添付

・所定の申請書に必要
事項（住所・氏名等）
を記入

・死亡届の代わりに担
当者が内容等確認

・死亡届の提出時に処
理する
・申請書なし

　様式、添付書類に差異あり

国民健康保険法第５８
条による

　葬祭費支給の申請方法について
は、統一様式を作成し、新町発足
時より統一施行する。なお、火葬
許可書の添付は必要とせず、死亡
届での確認を行うものとする。

　　三好町……火葬許可書添付

（郵便局不可） （郵便局不可） （会計課立て替え）
原則　口座振込 原則　口座振込 申請時に現金支給

（郵便局不可）
　②支給方法 原則　口座振込 　支給方法に差異あり

- 52 -



現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

（株）四国情報管理セ
ンター

（株）ジョイメイト

       210,000円（３）委託金額        210,000円        210,000円        210,000円

（株）四国情報管理セ
ンター

（株）四国情報管理セ
ンター

（２）委託業者

・調整交付金システム・調整交付金システム ・調整交付金システム ・調整交付金システム
・事業実績システム

国保情報データベース 国保情報データベース
・事業実績システム ・事業実績システム ・事業実績システム

国保情報データベース
　　　　（内容は同一）

国保情報データベース

【総合行政情報システム】（１）システム名 【総合行政情報システム】 【総合行政情報システム】 【総合行政情報システム】

三　加　茂　町
３．電算システム

三　野　町 三　好　町 井　川　町
　同一システムであるので、合併
までに委託業者等の選定協議を行
い、新町発足時より統一する

　電算システム委託に差異あり
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　医療費の抑制と住民
の健康増進と健康診査
事業により、疾病の早
期発見、早期治療と健
康教育で、住民の健康
への関心が深まること
を目的として種々の事
業を行う

○健康保持増進事業
・診療所
・保健師
・感染症、寄生虫病そ
　の他の疾病の予防
・健康診断
・母性及び乳幼児の保
　護
・栄養改善
・健康づくり運動
・その他被保険者の健
　康保持増進のために
　必要な事業

　
　医療費の抑制と住民
の健康増進と健康診査
事業により、疾病の早
期発見、早期治療と健
康教育で住民の健康へ
の関心が深まることを
目的として種々の事業
を行う

○健康保持増進事業
・診療所
・衛生教育
・伝染病、寄生虫病そ
　の他の疾病の予防
・健康診断
・母性及び乳幼児の保
　護
・栄養改善
・健康づくり運動
・その他被保険者の健
　康の保持増進のため
　に必要な事業

　
 医療費の抑制と住民の
健康増進と健康診査事
業により、疾病の早期
発見、早期治療と健康
教育で、住民の健康へ
の関心が深まることを
目的として種々の事業
を行う

○健康保持増進事業
・健康教育
・健康相談
・成人病その他の疾病
　の予防
・健康診査
・母子保健

・栄養改善
・健康づくり運動
・その他被保険者の健
　康の保持増進又は保
　険給付のため必要な
　事業

○療養環境の向上又は
保険給付のための事業
・診療所（病院）設置

　
　医療費の抑制と住民
の健康増進と健康診査
事業により、疾病の早
期発見、早期治療と健
康教育で、住民の健康
への関心が深まること
を目的として種々の事
業を行う

○健康保持増進事業
・診療所
・衛生教育
・伝染病寄生虫病その
　他の疾病の予防
・健康診断
・母性及び乳幼児の保
　護
・栄養改善
・リクリェーション
・その他被保険者の健
　康の保持増進又は保
　険給付のため必要な
　事業

　現行のとおり新町に引き継ぐ　表現に少々の差異があるが、目
的は同一である

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 保健事業

・無受診完納世帯報奨（優良表彰）の対象者は、三好町及び井川町の例により、平成１７年度より統一実施する。
・人間ドック一部助成事業は、新町においては実施しないものとする。
・成人健康教室における水泳教室は、現行のとおり新町に引き継ぎ、平成１７年度より、三好町の例により統一実施する。ただし、実施時期等については、関
　係者と協議うえ決定する。なお、高齢者健康教室における水泳教室は、成人健康教室の水泳教室に包括するものとする。

三　野　町 三　好　町 井　川　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針
三　加　茂　町

調整方針（案）

１．目的
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三　野　町 三　好　町

町単独事業

・記念品
　　5,000円程度の品

町単独事業

（１）無受診完納世帯
　　　報奨（優良家庭
　　　表彰）事業

　①対象者

　③報奨内容

・前年１年間無受診者
　の抽出
・当該者の世帯が保険
　税完納世帯か否かの
　判定
・各世帯へ送付

１年間健康で無受診の
保険税完納世帯及び個
人
○１人世帯
　　３年以上無診療
○２人世帯
　　２年以上無診療
○３人世帯
　　１年以上無診療
．当該期間国民健康保
険の被保険者であった
世帯
・当該期間当該世帯に
属する被保険者全員
が、療養の給付療養費
を受けていない世帯
・当該期間内にその年
度の保険税を完納して
いる世帯
・被表彰時に国民健康
保険の加入世帯
・個人表彰あり

　②事務手順 ・前年１年間無受診者
　の抽出
・当該者の世帯が保険
　税完納世帯か否かの
　判定
・１１月の町民祭にて
　表彰

　④事業区分・事業費 町単独事業

・表彰状

・記念品
　個人   3,000円程度
　世帯   5,000円程度

　優良家庭表彰は、新町において
も実施する

　対象基準差異あり 　対象者については、三好町及び
井川町の例により、平成１７年度
より統一実施する

・記念品
    10,000円程度の品

・表彰状

・記念品
　　10,000円の商品券

町単独事業

・前年１年間無受診者
　の抽出
・当該者の世帯が保険
　税完納世帯か否かの
　判定
・１１月の三加茂まつ
　りにて表彰

　報奨内容に差異あり

　三野町のみ個人表彰あり

　報奨内容は、表彰状と１万円の
商品券とする

　表彰方法に差異あり 　表彰方法（場所）は、新町発足
後調整する

具体的調整方針課　　　題

２．一般対策事業

現　　　　　　況

・表彰状

井　川　町 三　加　茂　町

・前年１年間無受診者
　の抽出
・当該者の世帯が保険
　税完納世帯か否かの
　判定
・１０月開催の総合福
　祉大会で表彰、記念
　品贈呈

三好町国民健康保険表
彰規定による
○１人世帯
　　３年以上無診療
○２人世帯
　　２年以上無診療
○３人世帯
　　１年以上無診療
．当該期間国民健康保
険の被保険者であった
世帯
・当該期間当該世帯に
属する被保険者全員
が、療養の給付療養費
を受けていない世帯
・当該期間内にその年
度の保険税を完納して
いる世帯
・被表彰時に国民健康
保険の加入世帯

・世帯表彰のみ

世帯全員無診療の以下
の家庭
○１人世帯
　　３年以上無診療
○２人世帯
　　２年以上無診療
○３人世帯
　　１年以上無診療
．当該期間国民健康保
険の被保険者であった
世帯
・当該期間当該世帯に
属する被保険者全員
が、療養の給付療養費
を受けていない世帯
・当該期間内にその年
度の保険税を完納して
いる世帯
・被表彰時に国民健康
保険の加入世帯

・世帯表彰のみ

前年度１年間医療を受
けなかった健康世帯

．当該期間国民健康保
険の被保険者であった
世帯
・当該期間当該世帯に
属する被保険者全員
が、療養の給付療養費
を受けていない世帯
・当該期間内にその年
度の保険税を完納して
いる世帯
・被表彰時に国民健康
保険の加入世帯

・世帯表彰のみ
　新町においては、個人表彰は実
施せず、世帯表彰のみ実施する
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　④検診項目

　③検診場所 町立　三野病院 町内医療機関

具体的調整方針

平成１５年度より廃止
三　加　茂　町

　町の基本健康診査と重複する診
査項目が多いことから、新町にお
いては、事業実施しないものとす
る

　⑧事業区分・事業費

実施月前月の広報によ
り周知し希望をとる

　⑦事務手順

町単独事業

　　１２，０００円　⑥個人負担

　⑤検診料（予定） 　　４０，０００円

１月～３月１１月～１２月

平成１６年度より廃止
三　野　町

該当なし
井　川　町三　好　町

　　１０，０００円

　②実施時期

国民健康保険加入者で
４０～６５歳までの者

国民健康保険加入者で
４月１日現在、４０～
６５歳までの者

身体測定・心電図・血
圧・血液検査・胃透視
（バリウム）・腹部エ
コー・胸部レントゲ
ン・尿検査・便検査・
生化学検査

身体測定・心電図・血
圧・血液検査・胃透視
（バリウム）・腹部エ
コー・大腸がん検診・
胸部レントゲン

　　４０，０００円

町単独事業

１２月にあらかじめ町
内会長を通じて検診の
希望をとり、対象者に
直接通知する

課　　　題

　実施町・未実施町あり

　①対象者

（２）人間ドック一部
　　　助成事業

現　　　　　　況
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該当なし 該当なし

井　川　町
該当なし該当なし

　現行のとおり新町に引き継ぎ、
平成１７年度より、三好町の例に
より統一実施する。ただし、実施
時期等については、関係者と協議
のうえ、定めるものとする。

年間（毎週月・木曜日）

水泳教室

三加茂町　ドルフィン
スイミングクラブ

　④受講料

　①対象者

（３）健康相談 該当なし
　①名称 総合相談

町単独事業

￥550,000円

４０歳以上 被保険者

国費補助

・町立三野病院にて、
担当医師が保健、医
療、福祉等の総合的な
指導を行う

三　加　茂　町
現　　　　　　況

三　野　町 三　好　町
　実施町・未実施町あり

　現行のとおり新町に引き継ぎ、
新町発足後、全町的事業として補
助基準に適合するか検討し、実施
する

課　　　題 具体的調整方針

　②対象者

三加茂町　ドルフィン
スイミングクラブ

国保被保険者

　③事業内容

　⑧事業区分・事業費

　⑦事務手順 受講登録制による

町単独事業

　③内容及び場所

　⑤個人負担 ５００円/回

年間（毎週火・木曜日）

１,０５０円/回

　実施町・未実施町あり

　④事業区分・事業費

（４）成人健康教室

　②実施時期

水泳教室

５００円/回

年間登録制による

９５０円/回
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　③事業区分・事業費

　②事業内容

　実施町・未実施町あり

課　　　題

社協に委託

      ５００円/回

具体的調整方針
三　加　茂　町

　生涯学習課、社会福
祉協議会との連携によ
り年６回程度の健康づ
くり講座を開催。

　⑤個人負担

　⑦事務手順

　①対象者

　事業費　1,300千円
町単独事業

　実施町・未実施町あり

６０歳以上の国保被保
険者

該当なし（２）高齢者生きがい
　　　づくり事業

該当なし

　⑧事業区分・事業費

　④受講料   １，０５０円/回

該当なし

　③内容及び場所

（１）高齢者健康教室

　②実施時期

　事業の存続も含め、合併までに
関係機関と協議のうえ、調整する
ものとする

現　　　　　　況

６０歳以上

三　好　町

　①対象者

３．高齢者対策事業
三　野　町 井　川　町

　成人健康教室の水泳教室で対応
できるため、新町では実施しない
ものとする

該当なし 該当なし

三加茂町　ドルフィン
スイミングクラブ

年間登録制による

該当なし

水泳教室
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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

　①目的

４．啓発指導事業
該当なし 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

なお、新町における実施方法につ
いては、全町に適用できるかどう
か、合併までに徳島県と協議する
ものとする

　実施町・未実施町あり該当なし

　③事業内容
・調査結果や連合会の
多受診重複受診・長期
入院者リストにより要
指導対象者を選定
・訪問指導の実施
・健康教室への参加の
促進

　④事業区分・事業費
平成15年度～平成17年度

国庫支出金

年　3,000,000円以内

・生活習慣改善調査

該当なし （国保保健指導事業）

被保険者

　医療費の適正化につ
ながる健康教育の充
実・強化をはかること
を目的とする。

　②対象者
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課　　　題
三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
具体的調整方針

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 高額医療貸付制度

調整方針（案） 新町においても、国保税完納の被保険者を対象に実施するものとし、その運営方法については、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する。

三　野　町

・三加茂町国民健康保
険の被保険者であっ
て、国保税の完納者

２．資格要件

　医療費の支払いが困
難である国民健康保険
の被保険者に対し、資
金を貸し付けることに
よって、その世帯の生
活の安定を図る

　事業形態に差異

　新町においても、国保税完納の
被保険者を対象に実施するものと
し、その運営方法については、合
併までに調整し、新町発足時より
統一施行する

　医療費の支払いが困
難である国民健康保険
の被保険者に対し、資
金を貸し付けることに
よって、その世帯の生
活の安定を図る

　実施町・未実施あり

　三好町社会福祉協議
会の事業として存在

該当なし１．概要

・三好町国民健康保険
の被保険者であって、
国保税の完納者で所得
税の非課税世帯の者
・会長が特に認めた世
帯の者

４．手続き

　千円未満の端数を切り捨てとす
る

３．貸付金額

　高額医療費の支給時
に精算

　高額医療費の支給時
に精算

　高額医療費相当額の
１０分の８以内（千円
未満の端数は切り捨
て）とし、最高限度額
は
　　　　　　５０万円

　高額医療費相当額の
１０分の８以内（千円
未満の端数は切り捨
て）とし、最高限度額
は
　　　　　　５０万円

　貸付申込書等関係書
類に請求書又は領収書
を添付して、社会福祉
協議会へ申請

　端数処理に差異　高額医療費相当額の
１０分の８以内（一万
円未満の端数は切り捨
て）とし、最高限度額
は
　　　　　　５０万円

　貸付申請書に療養費
請求証明書を添付して
申請

　貸付申込書に請求書
又は領収書を添付して
申請

５．貸付金の償還 　高額医療費の支給時
に精算

６．経費 高額療養費貸付基金 基金として 基金として
3,127,651円(14末） 3,000,000円 3,000,000円

・井川町国民健康保険
の被保険者であって、
国保税の完納者- 60 -



前月分を翌月１０日払 業務終了後速やかに

口座振込

特別調整交付金

口座振込

なし 国庫補助金 なし

口座振込

業務終了後速やかに

点検員：日額10,000円/人

・個人２人と委託契約
し実施

・民間専門員に委託し
ている。

・年４～５回実施 ・年３～４回実施・予算の範囲内で、年
３回程度実施

・年３回（３日）実施
・１回５人

・民間専門員に委託し
ている。

・民間専門員に委託し
ている。

三加茂町役場庁舎内

　年３～４回実施する

　新町においても、専門員に委託
するものとし、
　報酬は日額１８，０００円/人
とする

　現在、医療費適正化特別対策事
業が実施されている町のみ補助が
あるが、順次採択なっている事業
なので、実質上の差異はない

     日額18,000円/人 　報酬（賃金）に差異あり

三野町役場 三好町役場 井川町役場

６．補助金等

専門員：日額18,000円/人      日額18,000円/人      日額16,000円/人

業務終了後速やかに

国庫補助金
特別調整交付金

５．支払い

４．報酬

３．実施場所

２．期間及び実施回数

・国民健康保険レセプ
　ト点検

・国民健康保険レセプ
　ト点検

１．事業内容
　実施が必要な事業のため、新町
においても実施する

・国民健康保険レセプ
　ト点検

・毎年４月１日～
　　　翌年３月３１日

・毎年４月１日～
　　　翌年３月３１日

・毎年４月１日～
　　　翌年３月３１日

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 レセプト点検事業

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 新町においても引き続き実施する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

・国民健康保険レセプ
　ト点検

・毎年４月１日～
　　　翌年３月３１日

　実施回数に差異あり
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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

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 国保連合会共同処理事業

１．概要 国民健康保険の保険者
共通の事務を、一元的
に共同（電算）処理す
ることにより、効率的
な事業運営を図ってい
る

国民健康保険の保険者
共通の事務を、一元的
に共同（電算）処理す
ることにより、効率的
な事業運営を図ってい
る

２．処理内容

３．団体名

国民健康保険の保険者
共通の事務を、一元的
に共同（電算）処理す
ることにより、効率的
な事業運営を図ってい
る

国民健康保険の保険者
共通の事務を、一元的
に共同（電算）処理す
ることにより、効率的
な事業運営を図ってい
る

・被保険者の資格異動
　に関すること
・診療報酬明細書等の
　資格確認及び給付記
　録事務に関すること
・過誤調整、再審査依
　頼に関すること
・被保険者台帳の作成
・高額療養費支給申請
　書の作成
・退職被保険者等の適
　用適正化に関する資
　料の作成
・事業報告書（月報）
　の作成
・事業状況報告（年
　報）の作成
・国庫補助金申請等基
　礎資料の作成
・国民健康保険事業状
　況資料の作成
・保健事業関係資料の
　作成

・被保険者の資格異動
　に関すること
・診療報酬明細書等の
　資格確認及び給付記
　録事務に関すること
・過誤調整、再審査依
　頼に関すること
・被保険者台帳の作成
・高額療養費支給申請
　書の作成
・退職被保険者等の適
　用適正化に関する資
　料の作成
・事業報告書（月報）
　の作成
・事業状況報告（年
　報）の作成
・国庫補助金申請等基
　礎資料の作成
・国民健康保険事業状
　況資料の作成
・保健事業関係資料の
　作成

・被保険者の資格異動
　に関すること
・診療報酬明細書等の
　資格確認及び給付記
　録事務に関すること
・過誤調整、再審査依
　頼に関すること
・被保険者台帳の作成
・高額療養費支給申請
　書の作成
・退職被保険者等の適
　用適正化に関する資
　料の作成
・事業報告書（月報）
　の作成
・事業状況報告（年
　報）の作成
・国庫補助金申請等基
　礎資料の作成
・国民健康保険事業状
　況資料の作成
・保健事業関係資料の
　作成

・被保険者の資格異動
　に関すること
・診療報酬明細書等の
　資格確認及び給付記
　録事務に関すること
・過誤調整、再審査依
　頼に関すること
・被保険者台帳の作成
・高額療養費支給申請
　書の作成
・退職被保険者等の適
　用適正化に関する資
　料の作成
・事業報告書（月報）
　の作成
・事業状況報告（年
　報）の作成
・国庫補助金申請等基
　礎資料の作成
・国民健康保険事業状
　況資料の作成
・保健事業関係資料の
　作成

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

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

　差異がないので、現行のとおり
新町に引き継ぐ
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　　　４人
　　１２人

Ｈ１４年度：４回 Ｈ１４年度：２回Ｈ１４年度：２回 Ｈ１４年度：２回

21,400円/年 22,000円/年

　３人
　３人

　２人 　４人

・国民健康保険事業運
　営全般について、意
　見を求めている
・一部負担金の負担割
　合
・保険税の賦課方式
・保険給付の種類及び
　内容変更
・保健事業実施大綱の
　策定
・安定化計画の策定
・その他町長の諮問に
　応じるとともに、諮
　問事項に関し意見を
　述べる

　２人 　４人 　３人

・国民健康保険事業運
　営全般について、意
　見を求めている
・一部負担金の負担割
　合
・保険税の賦課方式
・保険給付の種類及び
　内容変更
・保健事業実施大綱の
　策定
・安定化計画の策定
・その他町長の諮問に
　応じるとともに、諮
　問事項に関し意見を
　述べる

・国民健康保険事業運
　営全般について、意
　見を求めている
・一部負担金の負担割
　合
・保険税の賦課方式
・保険給付の種類及び
　内容変更
・保健事業実施大綱の
　策定
・安定化計画の策定
・その他町長の諮問に
　応じるとともに、諮
　問事項に関し意見を
　述べる

１２人

　４人

定例会は年３回
（６月・９月・３月）

定例会は年２回

　２人 　４人
１２人 　９人

　開催回数に差異あり 　新町発足後、最初に開催される
協議会時に、協議決定する

　４人

保険医又は保険薬剤師代表

公益代表
計

　委員構成は次のとおりとする
被保険者代表 　　　４人

　　　４人

　委員数に差異あり

４．任期

公益代表
計

２年

　６人

５．開催回数

６．委員報酬

３．委員定数
被保険者代表
保険医又は保険薬剤師代表

１．概要

２．審議事項及び内容

国民健康保険事業の運
営に関する重要事項を
審議する

国民健康保険事業の運
営に関する重要事項を
審議する

国民健康保険事業の運
営に関する重要事項を
審議する

調整方針（案）

　新町においても設置するものと
する。
　なお、組織及び運営方法につい
ては、以下のとおりとし、新町発
足時より統一する。

国民健康保険事業の運
営に関する重要事項を
審議する

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 国民健康保険運営協議会

新町において新たに設置するものとし、その委員は、被保険者代表４人、保険医又は保険薬剤師代表４人、公益代表４人の計１２人で構成する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

課　　　題 具体的調整方針

・国民健康保険事業運
　営全般について、意
　見を求めている
・一部負担金の負担割
　合
・保険税の賦課方式
・保険給付の種類及び
　内容変更
・保健事業実施大綱の
　策定
・安定化計画の策定
・その他町長の諮問に
　応じるとともに、諮
　問事項に関し意見を
　述べる

　４人

２年 ２年 ２年

　他の委員報酬との均衡に留意
し、合併までに調整し、新町発足
時より統一する

（６月・３月）

22,500円/年 28,000円/年 　報酬に差異あり
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・国民健康保険の長期
にわたる財政の健全な
運営に資するため

・国民健康保険の長期
にわたる財政の健全な
運営に資するため

課　　　題

・国民健康保険の長期
にわたる財政の健全な
運営に資するため

・保険給付費及び老人
医療費拠出金並びに介
護納付金に不足を生じ
たとき等の財源に充て
るため

三野町及び三加茂町の例により、新町発足時より統一する。なお、基金については、新町発足時に４町持ち寄り、新町に引き継ぐものとする。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 国保財政調整基金

具体的調整方針

調整方針（案）

　三野町及び三加茂町の例によ
り、新町発足時より統一する。
　なお、基金については、合併時
に４町持ち寄り、新町に引き継ぐ
ものとする。

　基金の取扱いについて、協議が
必要

１．目的 ・保険給付費及び老人
医療費拠出金並びに介
護納付金に不足を生じ
たとき等の財源に充て
るため

・保険給付費及び老人
医療費拠出金並びに介
護納付金に不足を生じ
たとき等の財源に充て
るため

・保険給付費及び老人
医療費拠出金並びに介
護納付金に不足を生じ
たとき等の財源に充て
るため

３．運営益金の処理

積　立　金
保　有　額

・国民健康保険の長期
にわたる財政の健全な
運営に資するため

２．基金の額等
年　度

４．処分 ・保険給付に関し、歳
入予算に不足が生じた
場合のほか、町長が国
民健康保険財政上必要
と認めた場合に限り、
全部又は一部を処分す
ることができる

・保険給付費の急激な
増高、又は災害等によ
り保険税に著しく不足
を生じた場合に、その
不足額を埋めるため
に、基金の全部又は一
部を処分することがで
きる

（平成１４年度） （平成１４年度） （平成１４年度） （平成１４年度）
              0円          20,000円          33,075円          60,000円
    109,711,000円      48,305,000円      45,519,029円     200,364,000円
・基金の運用から生ず
る収益は、国保特別会
計に計上して、基金に
編入する
・ただし、町長が認め
たときは保健事業に支
出することができる

・基金の運用から生ず
る収益は、国保特別会
計に計上して、基金に
編入する
・ただし、町長が認め
たときは保健事業に支
出することができる

・基金の運用から生ず
る収益は、国保特別会
計に計上して、基金に
編入する
・ただし、町長が認め
たときは保健事業に支
出することができる

・基金の運用から生ず
る収益は、国保特別会
計に計上して、基金に
編入する
・ただし、町長が認め
たときは保健事業に支
出することができる

・保険給付費及び老人
医療費拠出金並びに介
護納付金の急激な増
高、又は災害等により
保険税に著しく不足を
生じた場合に、その不
足額を埋めるために、
基金の全部又は一部を
処分することができる
・また、被保険者の健
康の保持増進及び国保
財政の長期的安定化の
観点から、町長が必要
と認めたときは、保健
事業費に充てるため、
基金の一部を処分する
ことができる

・保険給付費及び老人
医療費拠出金並びに介
護納付金の急激な増
高、又は災害等により
保険税に著しく不足を
生じた場合に、その不
足額を埋めるために、
基金の全部又は一部を
処分することができる
・また、被保険者の健
康の保持増進及び国保
財政の長期的安定化の
観点から、町長が必要
と認めたときは、保健
事業費に充てるため、
基金の一部を処分する
ことができる
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　未申告者には、均等
割・世帯割の軽減措置
無し

　未申告者には、均等
割・世帯割の軽減措置
無し

　新町の被保険者証の発行時期に
ついて協議の必要あり

　滞納者については、
３月下旬に、納付相談
等の案内文書を送付

　滞納者には、納税相
談の実施

　滞納者については、
納税相談日を設け相談
を受けている。

　原則町内会単位で更
新・検認をしている。
　被保険者証の回収・
配布を町内会長に依頼
している。
　検認・更新場所は役
場及び地区公民館でお
こなっている。
　周知方法は、回覧文
書で町内全戸に通知し
ている。

なでしこ館（西井川地
区）１日

本庁住民課

井内支所（井内地区）

（４／１～３／３１） （４／１～３／３１） （４／１～３／３１）

年度末（3月25日より） 配達記録で各戸へ配付

Ｈ１５：更新
Ｈ１４：検認Ｈ１４：検認 Ｈ１４：検認

Ｈ１５：更新 Ｈ１５：更新

　被保険者(世帯主)に
三月上旬に通知し、下
旬の指定日に更新（検
認）する。
　場所：役場住民課

１年間 １年間 １年間 １年間
（４／１～３／３１）

１年ごと １年ごと １年ごと 毎年更新

５．その他

４．交付方法

３．検認・更新

２．有効期限
　三加茂町の例により統一する

１．交付時期 毎年３月下旬 毎年３月下旬 毎年３月下旬 毎年３月下旬

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 被保険者証

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 　三加茂町の例により統一する。なお、新町発足後最初の被保険者証発行については、国保連合会等関係機関と協議のうえ、最適な方法を検討し発行するものと
する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

　差異あり

　なお、新町発足後最初の被保険
者証発行については、国保連合会
等関係機関と協議のうえ、最適な
方法を検討し発行するものとす
る。

　未申告者には、均等
割・世帯割の軽減措置
無し

　未申告者には、均等
割・世帯割の軽減措置
無し

　滞納者には、納税相
談を実施している。

　交付方法に差異あり
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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

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 資格証明書等

　　①法

１．資格証明書
（１）法令等 　各町法令等に準拠し、取扱いに

差異がないので、現行のとおり新
町に引き継ぐ

　　②条例等

　　③要綱の有無

（２）実績等（Ｈ１４）
　　①措置判定会議

　　②交付実績

決定数（件）
却下数（件）

交付総数（件）

うち完納により通常被保
険者証を交付した数

0

なし なしなし なし

０回 ０回 １回 ０回
0 0 1 0
0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

　国民健康保険法
　第９条第６項

　国民健康保険法
　第９条第６項

　国民健康保険法
　第９条第６項

　国民健康保険法
　第９条第６項

井川町国民健康保険被
保険者資格証明書交付
等取扱要領

三加茂町国民健康保険
被保険者資格証明書交
付等取扱要領

三好町国民健康保険被
保険者資格証明書交付
等取扱要領

三野町国民健康保険被
保険者資格証明書交付
等取扱要領
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国民健康保険法施行規
則第７条の２

２．短期被保険者証
三　野　町

　　②有効期間

　　②条例等

　　③要綱の有無

うち完納により通常被保
険者証を交付した数

交付総数（件）

具体的調整方針

3

現　　　　　　況
課　　　題

三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

　　①法
（１）法令等

国民健康保険法施行規
則第７条の２

国民健康保険法施行規
則第７条の２

滞納状況により
１ヶ月・３ヶ月・６ヶ
月の３区分あり

前年度の納付割合によ
り１ヶ月・３ヶ月・
６ヶ月の３区分あり

３ヶ月を基本 １ヶ月を基本

なし なし なし なし

三野町国民健康保険被
保険者資格証明書交付
等取扱要領

0 3 0

（２）実績等（Ｈ１４）
　　①交付実績

三好町国民健康保険被
保険者資格証明書交付
等取扱要領

井川町国民健康保険被
保険者資格証明書交付
等取扱要領

三加茂町国民健康保険
被保険者資格証明書交
付等取扱要領

国民健康保険法施行規
則第７条の２

1510 20 2

　有効期間に差異あり

（内容）
　７割残：　１ヶ月
　５割残：　３ヶ月
　３割残：　６ヶ月

　各町法令等に準拠し、取扱いに
差異がないので、現行のとおり新
町に引き継ぐ。
　なお、短期被保険者証の有効期
間については、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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― ― ＝

↓

↓

※関係４町は、上記応益割合で賦課している。

国民健康保険税の概要

軽減
割合

７割軽減
５割軽減
２割軽減

３３万円（基礎控除額）　以下の世帯
３３万円（基礎控除額）＋２４万５千円 （世帯人数－１）　以下の世帯
３３万円（基礎控除額）＋３５万円 世帯人数　以下の世帯（要申請）

３．保険税の減額制度

１．保険税の決め方

世　帯　合　計　所　得減額区分

（１）応益割合による軽減額の差異

応益
割合

　保険税負担の厳しい所得の低い被保険者について、保険税のうち応益部分（均等割・平等割）を軽減する
制度が設けられている。（地方税法第７０３条の５・地方税法施行令第５６条の８９）

※国民健康保険税は、所得や資産などその人の負担能力に応じた負担（応能）と、世帯当たりに一定額
或いは被保険者１人当たりに一定額という利益を受ける期待率に比例して負担（応益）する部分とから
構成される。

・全町４方式採用

・軽減は７．５．２
　割軽減に該当

35/100 35/100 50/100
15/100 15/100

　国民健康保険税は、国民健康保険施行令に示された基準に従って、地方税法の規定に基づき、その賦課や徴収
などに関する事項を条例で定めることとされている。

　国民健康保険の予算は、特別会計からの医療費等への総支出額をできるだけ正確に積算し、その額から一
定のルールに基づき、国庫支出金や一般会計からの繰入金が積算され、残りが被保険者から徴収する国民健
康保険税ということになる。
　したがって、国民健康保険税の収入予算は、単に所得額等に税率を掛けるのではなく、総支出額から国庫
支出金見込額、一般会計からの繰入予定額及びその他の収入見込額を控除した額を計上することとなる。
　保険税率は通常の税と違い、収入予定額が先に決まり、保険税として必要な額を所得や被保険者数にあん
分して賦課する方式になっている。つまり、保険税率といっているのは、あん分して各世帯に割り振るため
の率で、「按分率」ということになる。
　国民健康保険の支出は、その大半が医療費という非常に把握困難な不確定要素の大きいものであるため、
医療費改定、特殊に高額医療を必要とする患者の発生及び流行性の病気による患者の多発（インフルエンザ
の周期等）等、的確に状況把握を行い算出しなければならない。
　そのため、医療費見込額、所得割の算定に用いる所得、資産割の算定に用いる固定資産税、世帯数、被保
険者数などが確定しないと、保険税率も確定しない。

応
益
被保険者均等割総額
世帯別平等割総額

備　考
40/100 50/100 50/100
10/100

４方式 ３方式 ２方式

《保険税算出方法》

予想される医
療費総額

国庫支出金
一般会計繰入
金その他収入

自己負担金
（病院での治療代） 確保すべき保険税総額

（２）応益割合４５％以上５５％未満の市町村の減額規定

４５％以上５５％未満の市町村
３５％以上４５％未満の市町村
３５％未満の市町村

７割軽減　・　５割軽減　・　２割軽減
６割軽減　・　４割軽減
５割軽減　・　３割軽減

市町村区分 減　額　区　分

所得割・資産割・均等割・平等割
による保険税算出

１世帯当たりの保険税決定

２．保険税の賦課方式及び標準割合（介護納付金も同一）

応
能
所得割総額

区　　分

資産割総額
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・前年申告書
・農業関係必要経費

・年金支払額
・介護保険支払額 ・介護保険支払額 ・介護保険支払額 ・介護保険支払額

・給報 ・給報 ・給報 ・給報

（４）実施時期 ・2/16～3/15 ・2/16～3/15 ・2/16～3/15

・年金支払額

（１）概要

・国保被保険者

・役場又は各地域の集
会所で住民税と同時に
相談及び申告の受付
・譲渡所得等について
は池田税務署にて調査

・役場又は各地域の集
会所で住民税と同時に
相談及び申告の受付
・譲渡所得等について
は池田税務署にて調査

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

・国民健康保険税については、平成１６年度は旧町の例により新町に引き継ぎ、平成１７年度より以下のとおり統一施行する。
・医療に係る税率は、所得割１１．０％、資産割７０．０％、均等割２４，０００円、平等割２７，０００円とする。
・介護に係る税率は、所得割１．８％、資産割５．０％、均等割５，５００円、平等割４，０００円とする。
・納期は、７月、８月、９月、１０月、１１月、１２月、１月、２月の８期とし、納期限は各月末日とする。ただし、１２月は２５日とする。
・税の減額については、現行割合のとおりとし、減免については、三好町及び井川町の例により統一施行する。

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
現　　　　　　況

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 国民健康保険税

１．納税義務者

・役場又は各地域の集
会所で住民税と同時に
相談及び申告の受付
・譲渡所得等について
は池田税務署にて調査

・役場又は各地域の集
会所で住民税と同時に
相談及び申告の受付
・譲渡所得等について
は池田税務署にて調査

２．申告等

被保険者の属する世帯
の世帯主

被保険者の属する世帯
の世帯主

被保険者の属する世帯
の世帯主

被保険者の属する世帯
の世帯主

（２）必要資料

・国保被保険者 ・国保被保険者・国保被保険者
・１月２日以降の転入
者で国保被保険者につ
いては前住所に所得照
会

（３）対象者

・前年度所得 ・前年度所得

・年金支払額 ・年金支払額
・国保支払額 ・国保支払額 ・国保支払額
・前年度所得

・農業関係必要経費 ・農業関係必要経費 ・農業関係必要経費
・前年申告書 ・前年申告書 ・前年申告書

・前年度所得
・国保支払額

・条例上の申告期限は
４月１５日（賦課期日
後に納税義務が発生し
た者は、当該納税義務
が発生した日から１５
日以内）

・条例上の申告期限は
４月１５日（賦課期日
後に納税義務が発生し
た者は、当該納税義務
が発生した日から１５
日以内）

・１月２日以降の転入
者で国保被保険者につ
いては前住所に所得照
会

・１月２日以降の転入
者で国保被保険者につ
いては前住所に所得照
会

・１月２日以降の転入
者で国保被保険者につ
いては前住所に所得照
会

・2/16～3/15
・条例上の申告期限は
４月１５日（賦課期日
後に納税義務が発生し
た者は、当該納税義務
が発生した日から１５
日以内）

・条例上の申告期限は
４月１５日（賦課期日
後に納税義務が発生し
た者は、当該納税義務
が発生した日から１５
日以内）

　納税義務者及び申告方法につい
ては、差異がないので現行のとお
り新町に引き継ぐ。
　ただし、申告の受付場所は、住
民税の協議決定によるものとす
る。- 69 -



　できる限り５０％に近づける

５，５００円
平等割 ４，０００円

２７，０００円

所得割
資産割
均等割
平等割

資産割 ５．０％
均等割

最高限度額 ８万円

最高限度額 ５３万円

所得割 １．８％
介護分の税率は次のとおりとする

　　応益割合：４９．１４％

１人当調定額

　②一般・退職介護分
賦課世帯数（世帯）

被保険者数（人）
402

被保険者数（人）
調定額（医療現年）

世帯当調定額

（３）応益割合

（１）医療分

現　　　　　　況

３．税率等

最高限度額

所得割

資産割
均等割
平等割
最高限度額

　　２８，０００円

　　　　６０．０％

三加茂町は平成１６年度より税率変更

　　　　１４．０％

　　２４，０００円

　　　　１５．０％

106,654

11,446
14,417

　　２５，２００円

具体的調整方針課　　　題

　　２３，４００円 　　２５，０００円

１１．０％
７０．０％

２４，０００円

三　加　茂　町井　川　町

　　　　１１．６％　　　　　９．５％

9,674,044

17,653
24,065

　　２５，２００円

４８．９９％

　　　　６５．０％

４７．４７％

三　野　町 三　好　町

　　　　１０．０％

平等割

　　　　７０．０％　　　　８０．０％資産割
均等割

　　３０，０００円　　２７，６００円 　　２８，８００円

　　　　７０．０％
　　２６，４００円

５３万円 ５３万円 ５３万円 ５３万円

資産割は土地及び家屋
が対象

資産割は土地及び家屋
が対象

　税率に差異あり
所得割 　　　　　２．０％

（２）介護分
　　　　　１．４％ 　　　　　１．０％　　　　　２．０％

資産割は土地及び家屋
が対象

資産割は土地及び家屋
が対象

　　【摘要】

　　　６，６００円 　　　７，０００円 　　　６，０００円 　　　５，０００円
　　　　　５．０％　　　　　６．６％ 　　　　　４．５％ 　　　　　５．０％

　　　４，４００円 　　　４，０００円 　　　３，６００円 　　　３，０００円

3,777,302

８万円８万円 ８万円 ８万円

16,449
12,742

858
1,713 1,541

1,245
2,299

712 863

69,300

5,790,300
18,499

　　応益割合：５０．１７％

　税率は平成１７年度より統一す
るものとし、医療分の税率は次の
とおりとする

　税率に差異あり

４５．９０％４９．７５％

　①一般医療分

（４）平成１５年度の
　　賦課状況（円）

116,571,487 99,828,014
135,077

159,321,435
127,969

68,051

6,842,607

416
537

賦課世帯数（世帯）

1,375
89,502,964

64,78165,093
125,706

313
403 548 330

262

調定額（医療現年）

世帯当調定額
１人当調定額 14,368
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　差異あり

現　　　　　　況

（２）対象者

　世帯の合計所得があ
る基準までに達しない
世帯は、税の減額を受
けることができる

　法に基づいた措置のため、現行
のとおり新町に引き継ぐ。
　ただし、申請時期については、
合併までに調整し、新町発足時よ
り統一施行する

　世帯の合計所得があ
る基準までに達しない
世帯は、税の減額を受
けることができる

均等割額・平等割額

　　　以下の世帯

均等割額・平等割額

所得３３万円に世帯内
の被保険者１人につき
３５万円を加算した額

　　　以下で申請の
　　　あった世帯

世帯の合計所得が３３
万円以下の世帯

　世帯の合計所得があ
る基準までに達しない
世帯は、税の減額を受
けることができる

【減額部分】

４．税の減額

　　①７割減額

三　野　町 三　好　町 井　川　町

３３万円＋２４万５千円 
（被保険者数－１）

所得が３３万円を超え 所得が３３万円を超え

３３万円＋２４万５千円 
（被保険者数－１）

３３万円＋２４万５千円 
（被保険者数－１）

　　②５割減額

【減額部分】
均等割額・平等割額

　世帯の合計所得があ
る基準までに達しない
世帯は、税の減額を受
けることができる

（１）概要

【減額部分】 【減額部分】

所得３３万円以下の世
帯

・所得３３万円以下の
世帯

均等割額・平等割額

所得３３万円以下の世
帯

　　　以下の世帯 　　　以下の世帯

　　③２割減額 世帯の合計所得が所得３３万円に世帯内
の被保険者１人につき
３５万円を加算した額

３３万円＋３５万円 
被保険者数

　　　以下で申請の
　　　あった世帯

・６月１日より６月３０
 日の間に世帯主が申請

・６月１日より６月３０
 日の間に世帯主が申請

・６月１日より６月３０
 日の間に世帯主が申請

・６月１５日又は納税義
 務が発生した日以後１４
 日を経過した日のいづれ
 か遅く到来する日までに
 申請書を提出

　　　以下で申請の
　　　あった世帯

世帯の合計所得が３３
万円を超え

所得が３３万円を超え

　　　以下で申請の
　　　あった世帯

　　　以下の世帯

課　　　題
三　加　茂　町

３３万円＋２４万５千円 
（被保険者数－１）

所得３３万円に世帯内
の被保険者１人につき
３５万円を加算した額

具体的調整方針
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平等割
均等割
平等割

５割

２割
均等割
平等割

区　分

７割

５割

2,900,000

均等割

均等割
平等割
均等割
平等割

　②介護分

７割

計

331

100

8,164,800

1,008,000

576,000

70

405

85

6,394,920

745,200

469,200

1,399,200106
54
261 1,378,080

額（千円）

14,364,000

1,230,00082
232

499 684

131 330,120 208 436,800

32 28,160 60

155,000

46,000
35

44 66,000
51

55,500

36,000 56
２割

均等割
平等割

1,264,800計 1,198,120 1,575,300

92,400 46

1,303,440
40,320

額（千円）

258,300

67,320 94 112,800

168,000
338,800 123

37

件 額（千円） 件

35 115,500 56
110

件 額（千円） 件 額（千円）

77 462,000

39 70,200
77

243 850,500634,200 147 617,400151

28 61,600

127 586,740

153,000

51

182 910,000

62

58

20,014,680

202
8,802,360

730,800

514,080
1,170,000

1,825,200

39,536,000

231 1,164,240

25,259,400
102

25,786,080

521 9,628,080 12,743,640 1,124669 11,801,160
額（千円）区　分

　税率の統一により、平成１７年
度より統一する

課　　　題

　税率が異なるため、減額にも差
異あり

19,670,000

三　加　茂　町

　　２１，０００円
　　１６，３８０円 　　１７，５００円

　　　２，１００円

　　１７，６４０円　　１９，３２０円 　　２０，１６０円
　　１８，４８０円 　　１７，６４０円

額（千円）

1562,545,200

件 件 額（千円）

三　野　町

（４）平成１４年度の
　　　減額実績（円）

（３）減額表

　　　２，５２０円

７
割
減
額

　①医療分

三　好　町 井　川　町
現　　　　　　況

介護分均等割

　　１２，６００円 　　１１，７００円
　　１３，８００円 　　１４，４００円 　　１２，６００円

介護分平等割

介護分平等割
　　　３，５００円

　　　３，０８０円
　　　４，６２０円 　　　４，９００円 　　　４，２００円

　　１２，５００円
　　１５，０００円

　　１３，２００円

　　　２，２００円 　　　２，０００円 　　　１，８００円 　　　１，５００円

５
割
減
額

　　　５，０００円　　　５，２８０円 　　　５，０４０円 　　　４，６８０円

　　　２，５００円　　　３，３００円

　　　１，３２０円 　　　１，４００円
　　　　　８８０円 　　　　　８００円 　　　　　７２０円 　　　　　６００円

　　　３，５００円 　　　３，０００円

　　　５，０４０円 　　　６，０００円　　　５，７６０円

基礎分均等割
基礎分平等割
介護分均等割

基礎分均等割
基礎分平等割

　　　１，０００円　　　１，２００円

778

250

　　　２，８００円

件件

　　　５，５２０円
介護分均等割
介護分平等割

２
割
減
額

基礎分均等割
基礎分平等割

21,000

具体的調整方針
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５．その他減免等
三　野　町 三　好　町

　三野町、三好町及び井川町の例
により、平成１７年度より統一施
行する

三　加　茂　町井　川　町

170 1 58 1
17

計 0 0 0
0 1 58 1その他

　三好町及び井川町の例により、
平成１７年度より統一施行する

具体的調整方針

　納期限等の延長規定に差異あり町長は、災害その他特
別の事情があるものに
ついて、特に必要があ
ると認める場合におい
て、申請により３月を
超えない限度において
納期限を延長すること
ができる

　町独自の減免措置に差異

課　　　題

町長は、次の各号の１
に該当する者のうち、
必要があると認める者
に対し減免する

・天災その他特別の事
情がある場合で担税力
が著しく低下した者
・貧困により生活のた
め公私の扶助を受ける
者
・その他特別の事情が
ある者

（１）減免

（２）納期限等の延長 町長は災害その他やむ
を得ない理由によって
申告等（納付等を含
む）ができないと認め
られる場合には、申請
により、２月以内、期
限を延長することがで
きる。なお、広範囲の
災害等については、町
長が公示により期限を
延長する
（税条例の準用）

町長は災害その他やむ
を得ない理由によって
申告等（納付等を含
む）ができないと認め
られる場合には、申請
により、２月以内、期
限を延長することがで
きる。なお、広範囲の
災害等については、町
長が公示により期限を
延長する
（税条例の準用）

町長は災害その他やむ
を得ない理由によって
申告等（納付等を含
む）ができないと認め
られる場合には、申請
により、２月以内、期
限を延長することがで
きる。なお、広範囲の
災害等については、町
長が公示により期限を
延長する
（税条例の準用）

（３）平成１４年度の
　　　減免実績 該当なし

0
区　分 件 額（千円）

0
件

00
件 額（千円）

0
額（千円）件 額（千円）

00
0

災　害
0 0

町長は、災害等により
生活が著しく困難と
なったもの又はこれに
準ずると認められる者
のうち、必要があると
認められるものに対し
減免する

町長は、災害等により
生活が著しく困難と
なった者又はこれに準
ずると認められる者の
うち、必要があると認
められる者に対し減免
する

町長は、天災その他特
別の事情がある場合に
おいて、特に必要があ
ると認めるものについ
て減免することができ
る

現　　　　　　況

0
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　１０月

　１２月

　　６月

　　３月

７．納付書発送
（１）発送時期

　　９月

　　１月

・７月１０日頃

　　２月

課　　　題 具体的調整方針

　納期は次のとおりとする
　納期に差異あり

　　５月

６．納期
　　４月

第１期：  7/1～ 7/31 第１期：  7/1～ 7/31 第１期：  7/1～ 7/31第１期：  7/1～ 7/31

　　第１期：  7/1～ 7/31
　　第２期：  8/1～ 8/31

　　７月

第３期：  9/1～ 9/30
　　８月

　　第３期：  9/1～ 9/30
第２期：  8/1～ 8/31 　　第４期： 10/1～10/31

　　第５期： 11/1～11/30
第４期： 10/1～10/31 　　第６期： 12/1～12/25

第２期：  9/1～ 9/30 第２期：  9/1～ 9/30 第２期：  9/1～ 9/30

　　第８期：  2/1～ 2/末日
第３期： 11/1～11/30 第３期： 11/1～11/30 第５期： 11/1～11/30第３期： 11/1～11/30　１１月

第６期：  1/1～ 1/31第４期：  1/1～ 1/31第４期：  1/1～ 1/31 第４期：  1/1～ 1/31
第７期：  2/1～ 2/末

・随時異動者は、異動
　届出月の翌月の１０
　日頃

　随時異動者に差異あり

　事務手順については、電算シス
テム統合作業との調整を図りなが
ら、合併までに調整し、新町発足
時より統一する

　随時異動者の取扱いについて
は、平成１７年度より三好町の例
により統一する

（２）発送対象者 国民健康保険加入者
（世帯主）

国民健康保険加入者
（世帯主）

国民健康保険加入者
（世帯主）

町内の国民健康保険加
入者（世帯主）

所得割額（前年中）、
資産割額、均等割額
（人）、平等割額（世
帯）を計算し発送

（３）事務手順 　協議の必要あり前年度の所得割額、資
産割額、平等割額、均
等割額を計算し発送

・賦課計算後電算シス
テムにて納税通知書
（納付書）を作成し郵
送
・送付先は住基情報に
よる
・一部、住基と異なる
送付先希望者は、別途
Ｅｘｃｅｌ管理

所得割額（前年中）、
資産割額、被保険者均
等割額、世帯別平等割
額を計算し発送

・７月１０日頃
・随時加入者は、加入
　月の翌月

・７月１０日頃
・随時加入者は、加入
　月の翌月

三　加　茂　町

・随時加入者は、加入
　月の翌月の１０日頃

三　野　町 三　好　町 井　川　町
現　　　　　　況

・７月１０日頃

　※１２月は２５日とする

　　第７期：  1/1～ 1/31
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（２）賦課額確定月

（１）賦課期日 ４月１日 ４月１日 ４月１日 ４月１日
８．賦課等

　協議の必要あり 　賦課手順については、電算シス
テム統合作業との調整を図りなが
ら、合併までに調整し、新町発足
時より統一する

・年度毎に前年度の所
得割額、資産割額、均
等割額、平等割額を電
算システムにて計算
後、同システムにより
納税通知書を作成し、
世帯主に送付

・７月に本算定及び調
定を行っている

・仮徴収は行っていな
い

・随時異動者について
は、届出翌月に賦課計
算し、課税又は還付処
理を行う

・年度毎に前年度の所
得割額、資産割額、被
保険者均等割額、世帯
別平等割額を計算し、
通知書作成したものを
世帯主に送付
・資産割で所有者と納
税者が異なる分は、手
入力

・７月に本算定及び調
定を行っている

・仮徴収は行っていな
い

・随時異動者について
は、届出翌月に賦課計
算し、課税又は還付処
理を行う

更正決定通知書
１０年１０年
１０年

（４）書類等の保存

（３）賦課手順

課税台帳

・年度毎に前年度の所
得割額、資産割額、均
等割額、平等割額を計
算して通知書を作成
し、世帯主に送付

・７月に本算定及び調
定を行っている

・仮徴収は行っていな
い

・随時異動者について
は、届出翌月に賦課計
算し、課税又は還付処
理を行う

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　　【摘要】

１０年 １０年 １０年
１０年

７月 ７月

１０年

・所得割額、資産割
額、均等割額、平等割
額を電算システムにて
計算し、その合計額を
世帯主に賦課

・賦課計算後、同シス
テムにより納税通知書
を作成し納税義務者に
送付

・７月に本算定及び調
定を行っている

・仮徴収は行っていな
い

・随時異動者について
は、届出翌月に賦課計
算し、課税又は還付処
理を行う

７月 ７月

・毎月「異動報告書」
を受け取り台帳整備
・通知書管理として、
保険加入者を永年保存
している
・町内振興協議会ごと
の台帳を管理している

・文書管理規定により
管理
・町独自開発による文
書管理システムにより
情報公開用文書目録等
に対応

・文書管理規定により
管理

・文書管理規定により
管理

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町
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　合併までに調整し、平成１７年
度より統一施行する

　三加茂町の例により、統一施行
する

・金融機関窓口納付分
については、領収書発
行不要
・口座振替納付者につ
いては、第７納期限終
了後に発送

（４）領収書 ・金融機関窓口納付分
については、領収書発
行不要
・口座振替納付者につ
いては、各納期終了
後、全ての納付者に郵
送

・徴収吏員による徴収

現　　　　　　況
三　野　町

９．徴収及び収納管理
井　川　町

納付書による現金納付
及び口座振替

納付書による現金納付
及び口座振替

納付書による現金納付
及び口座振替

納付書による現金納付
及び口座振替

（１）納付・納入

（２）払い込み方法 ・口座振替 ・口座振替 ・口座振替

・納付書で公金取扱い
　金融機関へ納付

・納付書で公金取扱い
　金融機関へ納付

・口座振替

・納付書で公金取扱い
　金融機関へ納付

・納付書で公金取扱い
　金融機関へ納付

・納付書による役場出
納室への現金納付

・徴収吏員による徴収 ・徴収吏員による徴収

・納付書による役場出
納室への現金納付

・徴収吏員による徴収

（３）公金取扱い金融機関

阿波みよし農協（加茂・三庄支店）

高知銀行 高知銀行
徳島銀行

阿波みよし農協 阿波みよし農協
四国労働金庫

指定金融機関 阿波銀行加茂支店 　差異あり

阿波みよし農協 四国労働金庫四国労働金庫

阿波銀行三好支店

・金融機関窓口納付分
については、領収書発
行不要
・口座振替納付者につ
いては、収納後約１週
間で発送

阿波銀行三野支店 四国銀行井川支店

四国銀行 四国銀行

郵便局での納付書によ
る現金納付が可能

四国銀行

　差異あり　　【摘要】

具体的調整方針課　　　題
三　好　町

徳島信用金庫

徳島銀行

阿波銀行阿波銀行
高知銀行

郵便局

徳島銀行

郵便局での納付書によ
る現金納付は不可

郵便局での納付書によ
る現金納付は不可

　差異あり・金融機関窓口納付分
については、領収書発
行不要
・口座振替納付者につ
いては、収納後約１０
日間で振替済通知書を
発送

　財政事務関係の取扱いの協議決
定により、新町発足時より統一施
行する

三　加　茂　町

・納付書による役場出
納室への現金納付

・納付書による役場出
納室への現金納付

阿波銀行阿波銀行
（郵便局） 郵便局

郵便局での納付書によ
る現金納付は不可

（郵便局）

徳島銀行収納代理金融機関

- 76 -



・出納室の処理後、税
　務課において納入済
　通知書により電算に
　て収納消込処理

・出納室の処理後、住
　民課において納入済
　通知書により電算に
　て消込処理

・出納室の処理後、住
　民課において納入済
　通知書により電算に
　て消込処理

・納税通知書送付
・納税義務者より納入
・出納室にて会計処理
・領収済通知書により
　ＯＣＲ又は手作業で
　電算システムに消込
　処理

・納付書部分を除いた
　納税通知書送付
・振替指定日の３又は
　４営業日前までに振
　替依頼データを収納
　したＦＤを各金融機
　関に送付
・振替処理後、結果デ
　ータを収納したＦＤ
　が各金融機関から返
　送される
・返送されたＦＤによ
　り電算システムに消
　込処理
・ドライシーラーによ
　り振替済通知書を作
　成し、対象者に郵送

　　②口座振替

・出納室の処理後、住
　民課において納入済
　通知書により電算に
　て消込処理

　　①現金納付 ・出納室の処理後、税
　務課において納入済
　通知書により電算に
　て消込処理

　協議の必要あり
・出納室の処理後、税
　務課において納入済
　通知書により電算に
　て収納消込処理

・金融機関の休業日の
場合は翌営業日

　事務手順については、合併まで
に細部調整し、新町発足時より統
一する

・金融機関の休業日の
場合は翌営業日

　　　７／３１
　　　９／３０
　　１１／３０
　　　１／３１

各納付月の末日
三　野　町 三　好　町 井　川　町

　差異あり
　口座振替日は、各納期の末日と
する　　　７／３１

　　　９／３０
　　１１／３０
　　　１／３１

各納付月の末日
　　　７／３１
　　　８／３１
　　　９／３０
　　１０／３１
　　１１／３０
　　　１／３１
　　　２／末日

各納付月の末日 各納期月の２５日

（６）事務手順

三　加　茂　町
（５）口座振替日

現　　　　　　況

・金融機関の休業日の
場合は翌営業日

・金融機関の休業日の
場合は翌営業日

　　　７／２５
　　　９／２５
　　１１／２５
　　　１／２５

課　　　題 具体的調整方針

　三加茂町の平成１７年２月納期
の分については、２月末に納入確
認ができないので、旧町決算処理
に問題が生じる恐れがあるため、
電算システム統合作業との調整を
図るものとする
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⇒ ⇒ ⇒ ⇒
⇒ ⇒ ⇒ ⇒
⇒ ⇒ ⇒ ⇒
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒
⇒
⇒

・ただし、土・日の場
合は翌週の月曜日

10/20 9/30

 2/末

11/30

 9/30 10/20

納期限後２０日以内

 7/31
 9/30 9/30 10/20

納期限後２０日以内

納期 督促

現　　　　　　況

督促状１通について
　　　２００円

督促状１通について
　　　２００円

・ただし、土・日の場
合は翌週の月曜日

 3/20 2/20
11/30 1/20 12/20

　　②回　数

 7/31  8/20  7/31  8/20

納期限後２０日以内

　　【摘要】 ・ただし、土・日の場
合は翌週の月曜日

・振替不能通知（振替
不能分納付書）の送付
・振替不能分の再振替
は行っていない

・振替不能通知（振替
不能分納付書）の送付
・振替不能分の再振替
は行っていない

　　⑤督促手数料

・振替不能通知（振替
不能分納付書）の送付
・振替不能分の再振替
は行っていない

・振替不能通知（振替
不能分納付書）の送付
・振替不能分の再振替
は行っていない

督促状１通について
　　　２００円

納期 督促 納期

12/ 1
 2/ 2  3/20

納入義務の履行遅延
（催告効果として）

納入義務の履行遅延
（催告効果として）

納入義務の履行遅延
（催告効果として）

年４回

　　③期　日

　　④振替不能者に対
　　　する督促

 2/20
12/20

年７回

 7/31  8/20

 3/20

10/31

 8/31  9/20

三　加　茂　町井　川　町三　野　町 三　好　町

年４回

（１）督促
10．督促及び催告

・ただし、土・日の場
合は翌週の月曜日

　　①発送要件

年４回

 1/31

課　　　題 具体的調整方針

納入義務の履行遅延
（催告効果として）

納期限後２０日以内

納期 督促

　納期を８期としたため、年８回
とする

　納期の差により差異あり

11/20

督促状１通について
　　　２００円

 2/ 2 1/31

 8/20
10/20
 1/20

督促
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過年度未納分について
催告通知発送

９月

７月以降毎月処理

　　・現金

11．還付
（１）概要 　国民健康保険加入状

況の異動、及び所得修
正等により国民健康保
険税額の修正を行った
結果、過納となった
者、及び二重納付等の
誤納のある納税義務者
に対し過誤納額を還付
する

年１回 年１回 年１回　　①回　数

過年度未納分について
催告通知発送

不規則１０月

過年度未納分について
催告通知発送

年１回

１１～１２月頃

課　　　題
三　好　町 井　川　町 三　加　茂　町

　国民健康保険加入状
況の異動、及び所得修
正等により国民健康保
険税額の修正を行った
結果、過納となった
者、及び二重納付等の
誤納のある納税義務者
に対し過誤納額を還付
する

　国民健康保険加入状
況の異動、及び所得修
正等により国民健康保
険税額の修正を行った
結果、過納となった
者、及び二重納付等の
誤納のある納税義務者
に対し過誤納額を還付
する

　国民健康保険加入状
況の異動、及び所得修
正等により国民健康保
険税額の修正を行った
結果、過納となった
者、及び二重納付等の
誤納のある納税義務者
に対し過誤納額を還付
する

・月次異動賦課処理後
納付額が過納となって
いる納税義務者及び誤
納が判明した納税義務
者に対し、過誤納金還
付通知書を送付

・納付書発送後毎月調
整を行う

・出納室窓口より現金
還付

具体的調整方針

・該当者については過
誤納金還付通知書によ
り還付を行う

　　・現金 　　・振込（原則）
　　・小切手（一部）

・納付書発送後毎月調
整を行う

・該当者については過
誤納金還付通知書によ
り還付を行う

　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す
る

三　野　町

過年度未納分について
催告通知発送

・出納室窓口より現金
還付

・口座振替（原則）

・一部小切手あり

・一部遠隔地居住者に
ついては、過誤納金還
付通知書と共に、請求
書・還付金振込口座記
入用紙を送付し、同書
類返送後、指定口座に
振込を行っている

・一部遠隔地居住者に
ついては、過誤納金還
付通知書と共に、請求
書・還付金振込口座記
入用紙を送付し、同書
類返送後、指定口座に
振込を行っている

（２）還付方法 　　・現金

（３）事務手順

（２）催告

　　②期　日

　　①発送要件

　還付方法については、振込を原
則とする

現　　　　　　況

　催告については、年１回とし、
９月～１０月に実施する

　還付方法（現金・振込）に差異
あり　　・振込（一部）

　発送時期に差異あり
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　電算システム統合作業との調整
を図りながら、合併までに協議調
整し、新町発足時より統一施行す
る

三　加　茂　町

・国保資格抽出

・所得照会書作成
・国保被保険者名簿登
　録処理（税務用）
・所得額等登録
・所得割額等一覧表作
　成
・固定資産税登録
・固定資産税一覧表作
　成

・課税計算処理

・２割軽減該当リスト
　作成
・納付書作成（直接納
　付用）
・通知書作成（口座振
　替用）
・課税台帳の作成

　処理方法に差異あり（１）課税関係

井　川　町
12．電算システム

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　野　町 三　好　町

・国保被保険者名簿登
　録処理
・国保用所得額登録
・世帯別資格得喪状態
　照会

・２割軽減認定入力
・コントロール（課税
　年）更新
・課税計算処理

・国保資格得喪情報、
　住民税情報、固定資
　産税情報とのリンク
　による賦課計算

・転入者情報入力

・賦課計算（仮計算）

・２割軽減対象者のリ
　ストアップ・認定入
　力
・課税計算処理
・納税通知書の作成

・課税台帳の作成（当
　初・月次異動）
・集計書の作成

※過年度分の遡及賦課
については、システム
管理していない

・国保資格抽出
・転入者一覧表作成
・所得照会書作成
・国保被保険者名簿登
　録処理（税務用）
・所得額等登録
・所得割額等一覧表作
　成
・固定資産税登録
・固定資産税一覧表作
　成

・課税計算処理
・世帯主エラーリスト
　作成
・２割軽減該当リスト
　作成
・納付書作成（直接納
　付用）
・通知書作成（口座振
　替用）
・課税台帳の作成

・課税集計表作成
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・窓口納付による分は
　電算手入力による消
　込
・センターカット（口
　座振替システム）に
　よる収納消込
・収納集計帳票・一覧
　帳票の作成

・未納者に対する督促
　料、延滞金の計算
（現在、延滞金は徴収
　していない）
・督促状の作成

※過年度分遡及賦課分
及び滞納繰越分の収納
については、システム
管理していない

　電算システム統合作業との調整
を図りながら、合併までに協議調
整し、新町発足時より統一施行す
る

・窓口納付による分は
　電算手入力による消
　込
・センターカット（口
　座振替システム）に
　よる収納消込
・収納集計帳票・一覧
　帳票の作成

・未納者に対する督促
　料、延滞金の計算
（現在、延滞金は徴収
　していない）
・督促状の作成

※過年度分遡及賦課分
及び滞納繰越分の収納
については、システム
管理していない

その他の国民健康保険
税に関する事項は、地
方税法及び三好町税条
例の規定に基づき処理
する

・調整交付金資料
・国保税に関する調

その他各種調査に対応
・調整交付金資料 ・調整交付金資料
・国保税に関する調 ・国保税に関する調 ・国保税に関する調

・ＯＣＲによる収納消
　込

・センターカット（口
　座振替システム）に
　よる収納消込
・収納集計帳票・一覧
　帳票の作成
・還付対象者一覧表作
　成
・未納者に対する督促
　料、延滞金の計算
（現在、延滞金は徴収
　していない）
・督促状の作成

※過年度分遡及賦課分
及び滞納繰越分の収納
については、システム
管理していない

（２）収納管理 ・ＯＣＲによる収納消
　込

・収納集計帳票・一覧
　帳票の月報及び明細
　書

・未納者に対する督促
　料、延滞金の計算
（現在、延滞金は徴収
　していない）
・督促状の作成

※過年度分遡及賦課分
及び滞納繰越分の収納
については、システム
管理している。

三　好　町 井　川　町
　収納管理手順に差異あり

（３）資料作成
・調整交付金資料

四国情報管理センター
（株）

扶桑電通（株）四国情報管理センター
（株）

四国情報管理センター
（株）

（４）電算委託業者

13．その他 その他の国民健康保険
税に関する事項は、地
方税法及び井川町税条
例の規定に基づき処理
する

その他の国民健康保険
税に関する事項は、地
方税法及び三加茂町税
条例の規定に基づき処
理する

その他の国民健康保険
税に関する事項は、地
方税法及び三野町税条
例の規定に基づき処理
する

具体的調整方針
三　野　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題

- 81 -



 日程１１             協議第５８号 
     

 

新町建設計画（案）について 
 
 
新町建設計画について提出する。 

 
 

平成１６年 ６月１７日 提出 
 
 

三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 

新町建設計画について 

 
 
新町建設計画については、別添の新町まちづくり計画に定めるとおりとする。
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日程１２ 協議第５９号

各種保健事業事務関係（案）について

各種事務事業の取扱いのうち、各種保健事業事務関係について提出する。

平成１６年 ６月１７日 提出

三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会
会 長 川 原 義 朗

各種保健事業事務関係について

１．予防接種関係については、次のとおり調整する。
（１）予防接種事業については、実施方法等について医師会と協議のうえ合併ま

でに調整し、新町においても引き続き実施する。
（２）予防接種健康被害調査委員会については、三加茂町の例により合併までに

調整し、新町において設置する。
２．母子保健事業については、次のとおり調整する。
（１）母子保健手帳の交付については、現行どおり新町に引き継ぐ。
（２）妊婦一般健康診査受診票・乳児一般健康診査受診票の交付枚数については

３枚とする。
（３）各種健診・検査については、合併までに実施方法等について医師等と協議

のうえ調整し、新町においても引き続き実施する。
（４）妊婦教室については､合併時に廃止し､新町においては電話･来所訪問指導

等で個別に対応する。
（５）離乳食教室については、合併までに実施回数等について調整し、新町にお

いては１歳未満児とその保護者を対象として実施する。
（６）歯科教室については、合併までに医師等と協議のうえ、新町においては一

箇所で実施できるよう調整に努める。
（７）その他各種教室は合併までに廃止し、新町においては新たな教室を実施す

る。
（８）母子保健に係る相談・訪問等において、電話・来所相談については、合併

までに調整し新町において保健師が当番制にて対応するものとし、訪問に
ついては、新町において即時対応できるよう合併までに調整を図る｡

（９）母子保健推進員については、他の地区組織との兼ね合いも含め、新町発足
後検討する。

（10）ふれあい体験促進事業については、新町において学校保健との連携を図り
ながら実施する。
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３．老人保健事業については、次のとおり調整する。
（１）基本健康診査(集団健診)については、対象者を原則40歳以上として個人負

担は無料、20歳以上の希望者については個人負担として1,000円を徴収の
うえ､現行の実施場所において実施するものとし、健診内容や時期等につ
いては、合併までに調整する。

（２）基本健康診査(個別健診)については、65歳以上の集団健診未受診者と大藤
地区の40～64歳を対象に個人負担は無料とし､医師等と協議のうえ現行の
町内外医療機関において、9～10月の期間に井川町と三加茂町の健診内容
の例により統一して実施できるよう合併までに調整する｡

（３）各種がん検診については､現行の対象者に対して三加茂町の検診内容によ
、り統一実施できるよう､医師等と協議のうえ合併までに調整するものとし

個人負担については、乳がん検診は町の集団検診のみで無料、子宮がん検
診は町の集団検診と医療機関委託の個別検診を実施し、町の集団検診は無
料、医療機関委託の個別検診は500円、その他検診は無料とする。

（４）骨密度検診については、新町において検診としては実施せず、骨密度計を
活用し若年からの骨づくりの大切さについて、健康相談・健康教育として
実施する｡

（５）結核検診については、現行のとおり新町に引き継ぎ、基本健康診査と併せ
て実施するものとし、精密検査についても、池田保健所及び医療機関と協
議のうえ、新町においても個人負担は池田保健所での受診は無料、各医療
機関での受診は実費として引き続き実施する。

（６）歯科検診については、合併までに医師等と協議のうえ対象者や実施方法等
の調整を行い、新町において医療機関に委託のうえ実施するものとし、個
人負担は無料とする。

（７）ＪＡ検診については、ＪＡ阿波みよしと協議のうえ新町においても町検診
未受信者を対象に引き続き実施するものとし、町の各種検診との差額は個
人負担とする。

（８）健康手帳の交付については無料交付とし、40歳到達者に対しては40歳到達
時点に郵送にて交付、その他の希望者に対しては随時交付するものとし、
医療機関でも交付できるよう調整を行う。

（９）健康相談・健康教育については、住民の健康保持と増進のため実施方法を
検討のうえ、新町においても実施する。

（10）訪問指導については、現行のとおり新町に引き継ぎ、当分の間、旧町の保
健師が旧町地域を担当し、タイムリーな訪問に努める。

（11）機能訓練については、関係機関と協議のうえ合併までに実施内容等を調整
し、新町においても引き続き実施する。

（12）地区組織への支援については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町におい
て調整する。

（13）精神障害者家族会の活動に対する支援については､支援団体と調整のうえ､
新町においても支援を継続実施し、組織の統一に努める。

（14）献血事業については､池田保健所と協議のうえ、新町においても現在の場
所で引き続き実施する｡

４．各種賃金・報償等については、合併までに検討、調整する。
５．専門性の高い高度な栄養指導を行うため、新町では管理栄養士を配置する。
６．保健センター施設の整備については、新町において検討する。



（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

健康福祉部会
協 定 項 目

保健師分科会
２４－１２．各種保健事業事務関係

１．予防接種関係については、次のとおり調整する。
（１）予防接種事業については、実施方法等について医師会と協議のうえ合併までに調整し、新町にお
　　　いても引き続き実施する。
（２）予防接種健康被害調査委員会については、三加茂町の例により合併までに調整し、新町において
　　　設置する。
２．母子保健事業については、次のとおり調整する。
（１）母子保健手帳の交付については、現行どおり新町に引き継ぐ。
（２）妊婦一般健康診査受診票・乳児一般健康診査受診票の交付枚数については３枚とする。
（３）各種健診・検査については、合併までに実施方法等について医師等と協議のうえ調整し、新町に
　　　おいても引き続き実施する。
（４）妊婦教室については､合併時に廃止し､新町においては電話･来所訪問指導等で個別に対応する。
（５）離乳食教室については、合併までに実施回数等について調整し、新町においては１歳未満児とそ
　　　の保護者を対象として実施する。
（６）歯科教室については、合併までに医師等と協議のうえ、新町においては一箇所で実施できるよう
　　　調整に努める。
（７）その他各種教室は合併までに廃止し、新町においては新たな教室を実施する。
（８）母子保健に係る相談・訪問等において、電話・来所相談については、合併までに調整し新町にお
　　　いて保健師が当番制にて対応するものとし、訪問については、新町において即時対応できるよう
　　　合併までに調整を図る｡
（９）母子保健推進員については、他の地区組織との兼ね合いも含め、新町発足後検討する。
（10）ふれあい体験促進事業については、新町において学校保健との連携を図りながら実施する。
３．老人保健事業については、次のとおり調整する。
（１）基本健康診査(集団健診)については、対象者を原則40歳以上として個人負担は無料、20歳以上の
　　　希望者については個人負担として1,000円を徴収のうえ､現行の実施場所において実施するものと
　　　し、健診内容や時期等については、合併までに調整する。
（２）基本健康診査(個別健診)については、65歳以上の集団健診未受診者と大藤地区の40～64歳を対象
　　　に個人負担は無料とし､医師等と協議のうえ現行の町内外医療機関において9～10月の期間に井川
　　　町と三加茂町の健診内容の例により統一して実施できるよう合併までに調整する｡
（３）各種がん検診については､現行の対象者に対して三加茂町の検診内容により統一実施できるよう､
　　　医師等と協議のうえ合併までに調整するものとし、個人負担については、乳がん検診は町の集団

協議会への
提 案 内 容
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協 定 項 目
の 説 明

　各種保健事業は、住民生活に極めて密接に関係しており重要なものであるため、できるだけ早く新町
の一体性を確保できるよう調整を行う必要がある。ただし、その取扱いについては急激な変化を及ぼす
ことがないよう十分配慮しなければならない。

　　　検診のみで無料、子宮がん検診は町の集団検診と医療機関委託の個別検診を実施し、町の集団検
　　　診は無料、医療機関委託の個別検診は500円、その他検診は無料とする。
（４）骨密度検診については、新町において検診としては実施せず、骨密度計を活用し若年からの骨づ
　　　くりの大切について、健康相談・健康教育として実施する｡
（５）結核検診については、現行のとおり新町に引き継ぎ、基本健康診査と併せて実施するものとし、
　　　精密検査についても、池田保健所及び医療機関と協議のうえ、新町においても個人負担は池田保
　　　健所での受診は無料、各医療機関での受診は実費として引き続き実施する。
（６）歯科検診については、合併までに医師等と協議のうえ対象者や実施方法等の調整を行い、新町に
　　　おいて医療機関に委託のうえ実施するものとし、個人負担は無料とする。
（７）ＪＡ検診については、ＪＡ阿波みよしと協議のうえ新町においても町検診未受信者を対象に引き
　　　続き実施するものとし、町の各種検診との差額は個人負担とする。
（８）健康手帳の交付については無料交付とし、40歳到達者に対しては40歳到達時点に郵送にて交付、
　　　その他の希望者に対しては随時交付するものとし、医療機関でも交付できるよう調整を行う。
（９）健康相談・健康教育については、住民の健康保持と増進のため実施方法を検討のうえ、新町にお
　　　いても実施する。
（10）訪問指導については、現行のとおり新町に引き継ぎ、当分の間、旧町の保健師が旧町地域を担当
　　　し、タイムリーな訪問に努める。
（11）機能訓練については、関係機関と協議のうえ合併までに実施内容等を調整し、新町においても引
　　　き続き実施する。
（12）地区組織への支援については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。
（13）精神障害者家族会の活動に対する支援については、支援団体と調整のうえ、新町においても支援
　　　を継続実施し、組織の統一に努める。
（14）献血事業については､池田保健所と協議のうえ、新町においても現在の場所で引き続き実施する｡
４．各種賃金・報償等については、合併までに検討、調整する。
５．専門性の高い高度な栄養指導を行うため、新町では管理栄養士を配置する。
６．保健センター施設の整備については、新町において検討する。

協議会への
提 案 内 容
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２４－１２．各種保健事業事務関係

１．ツベルクリン反応・ＢＣＧ １．ツベルクリン反応・ＢＣＧ １．ツベルクリン反応・ＢＣＧ １．ツベルクリン反応・ＢＣＧ ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○３ヶ月～４歳未満児 ○３ヶ月～４歳未満児 ○３ヶ月～４歳未満児 ○３ヶ月～４歳未満児 ・接収委託料に差異。

・医師会との調整、契約。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所 ・実施時期の統一。
○町老人福祉センター ○委託医療機関 ○委託医療機関 ○町役場２階 ・電算システムの統一。

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年１回(４月) ○年１回(５月) ○年１回、２日間(４月)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先

 (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料
○医師1人１日　15,000円

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

　次の町内医療機関
○山下医院
○上田医院
○くはらクリニック

健康福祉部会

井　川　町

保健師分科会

○年２回(４、１１月)

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 三 加 茂 町

協　議　項　目

調整方針（案）

　予防接種関係

　１．予防接種事業については、実施方法等について医師会と協議のうえ合併までに調整し、新町においても引き続き実施する。
　２．予防接種健康被害調査委員会については、三加茂町の例により合併までに調整し、新町において設置する。

○対象者に個別通知。
○集団接種。
○ツベルクリン接種をし、48
　時間後に判定を受け、陰性
　の場合はBCG接種を受ける｡

実施方法に個別接種と集
団接種の差異あり。

○接種１回当たり　3,500円
　　　　 (予診のみ2,500円)

個別接種で実施できるよ
う医師会と協議し、合併
までに調整する。

○ツベルクリン　4,000円
○ＢＣＧ　　　　6,800円

○医師1人1時間　20,400円
　(30分超過毎10,200円追加)
○看護師1人1日　 4,500円

○対象者に個別通知。
○個別接種。
○ツベルクリン接種をし、48
　時間後に判定を受け、陰性
　の場合はBCG接種を受ける｡

　次の町内医療機関
○川原医院
○藤島産婦人科
○松浦医院
○田中病院
○いわき眼科
○さんさん医院
○藤内整形外科
○内田医院

　次の町内医療機関
○町立三野病院

　次の町内外医療機関
○内田病院
○健生西部診療所

○対象者に個別通知。
○集団接種。
○ツベルクリン接種をし、48
　時間後に判定を受け、陰性
　の場合はBCG接種を受ける｡

○対象者に個別通知。
○個別接種。
○ツベルクリン接種をし、48
　時間後に判定を受け、陰性
　の場合はBCG接種を受ける｡
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２．ポリオ ２．ポリオ ２．ポリオ ２．ポリオ ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○３ヶ月～７歳６ヶ月未満児 ○３ヶ月～７歳６ヶ月未満児 ○３ヶ月～７歳６ヶ月未満児 ○３ヶ月～７歳６ヶ月未満児 ・医師会との調整、契約。

・実施時期の統一。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所 ・電算システムの統一。
○町老人福祉センター ○町中央公民館 ○委託医療機関 ○町役場２階

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年２回(６、９月) ○年２回(４、９月) ○年２回(５、１１月) ○年２回(５、１２月)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先

 (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料
○医師1人1日　15,000円 ○医師1人1日　　20,000円 ○医師１人1日　　20,400円

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費　 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

３．日本脳炎 ３．日本脳炎 ３．日本脳炎 ３．日本脳炎 ・対象者に差異あり。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・接収委託料に差異。

・医師会との調整、契約。
・実施時期の統一。
・電算システムの統一。

　次の町内医療機関
○山下医院
○上田医院
○くはらクリニック

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○対象者に個別通知。
○集団接種。

○対象者に個別通知。
○集団接種。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

井　川　町

実施方法に個別接種と集
団接種の差異あり。

○３歳～７歳６ヶ月未満児
　　　　　　　　(経過措置)
○小学４年生
○中学３年生

三　野　町 三　好　町

○対象者に個別通知。
○集団接種。

三 加 茂 町

個別接種で実施できるよ
う医師会と協議し、合併
までに調整する。

○３歳～７歳６ヶ月未満児
　　　　　　　　(経過措置)
○小学４年生
○中学２年生

実施場所、時期等につい
て医師会と協議し、合併
までに調整する。
対象者は3歳～7歳6ｹ月未
満児とし､3歳までに接種
した者に対する経過措置
は新町に引き継ぐ。

○６ヶ月～７歳６ヶ月未満児
　　　　　　　　(経過措置)
○小学４年生
○中学２年生

○３歳～７歳６ヶ月未満児
　　　　　　　　(経過措置)
○小学４年生
○中学２年生

課　　題 具体的調整方針

　次の町内外医療機関
○内田病院
○健生西部診療所

　次の町内医療機関
○町立三野病院

　次の町内医療機関
○川原医院
○内田医院
○松浦医院
○田中病院
○いわき眼科
○さんさん医院
○藤内整形外科
○藤島産婦人科医院

○接種１回当たり　3,500円
　　　　 (予診のみ2,500円)
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 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年２回(５、６月) ○年１回(６月) ○年２回(５、６月) ○年２回

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先

 (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費　 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

４．三種混合 ４．三種混合 ４．三種混合 ４．三種混合 ・接収委託料に差異。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・医師会との調整、契約。
○３ヶ月～７歳６ヶ月未満児 ○３ヶ月～７歳６ヶ月未満児 ○３ヶ月～７歳６ヶ月未満児 ○３ヶ月～７歳６ヶ月未満児 ・実施時期の統一。

・電算システムの統一。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年２回(１、２月) ○年３回（１２、１，２月） ○年４回(７、８、９、10月) ○年５回(8､9､10､1､2月）

　次の町内医療機関
○山下医院
○上田医院
○くはらクリニック

井　川　町

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

　次の町内外医療機関
○内田病院
○健生西部診療所

三 加 茂 町

実施場所、時期等につい
て医師会と協議し、合併
までに調整する。

具体的調整方針課　　題三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

○接種１回当たり　3,000円
 　　　　(予診のみ1,000円)

○接種１回当たり　4,900円
　　　　 (予診のみ3,000円)

○対象者に個別通知。
○個別接種。

　次の町内医療機関
○町立三野病院

○対象者に個別通知。
○個別接種。

　次の町内医療機関
○川原医院
○内田医院
○松浦医院
○田中病院
○いわき眼科
○さんさん医院
○藤内整形外科
○藤島産婦人科医院

○接種１回当たり　3,570円
 　　　　(予診のみ2,570円)

○接種１回当たり　3,500円
 　　　　(予診のみ2,500円)
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 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先

 (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

５．二種混合 ５．二種混合 ５．二種混合 ５．二種混合 ・接収委託料に差異。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・医師会との調整、契約。
○小学校６年生 ○小学校６年生 ○小学校６年生 ○小学校６年生 ・実施時期の統一。

・電算システムの統一。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年１回(２月) ○年１回(８月) ○年１回、７日間(７月) ○年１回、２週間(８月)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

　次の町内医療機関
○山下医院
○上田医院
○くはらクリニック

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

　次の町内外医療機関
○内田病院
○健生西部診療所

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

　次の町内医療機関
○川原医院
○内田医院
○松浦医院
○田中病院
○いわき眼科
○さんさん医院
○藤内整形外科
○藤島産婦人科医院

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

○対象者に個別通知。
○個別接種。

　次の町内医療機関
○町立三野病院

課　　題

○対象者に個別通知。
○個別接種。

井　川　町 三 加 茂 町

実施場所、時期等につい
て医師会と協議し、合併
までに調整する。

○接種１回当たり　3,000円
 　　　　(予診のみ1,000円)

○接種１回当たり　5,000円
 　　　　(予診のみ3,000円)

○接種１回当たり　3,500円
 　　　　(予診のみ2,500円)

○接種１回当たり　3,570円
 　　　　(予診のみ2,570円)
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 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先

 (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

６．麻疹 ６．麻疹 ６．麻疹 ６．麻疹 ・接収委託料に差異。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・医師会との調整、契約。
○１歳～７歳６ヶ月未満児 ○１歳～７歳６ヶ月未満児 ○１歳～７歳６ヶ月未満児 ○１歳～７歳６ヶ月未満児 ・実施時期の統一。

・電算システムの統一。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年１回(１０月) ○年１回(１０月) ○年２回(６、１２月)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○接種１回当たり　3,500円
 　　　　(予診のみ2,500円)

○接種１回当たり　5,300円
 　　　　(予診のみ3,000円)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

井　川　町三　好　町

　次の町内外医療機関
○内田病院
○健生西部診療所

○接種１回当たり　3,570円
 　　　　(予診のみ2,570円)

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○接種１回当たり　3,000円
 　　　　(予診のみ1,000円)

　次の町内医療機関
○山下医院
○上田医院
○くはらクリニック

三 加 茂 町

　次の町内医療機関
○町立三野病院

三　野　町

　次の町内外医療機関
○内田病院
○健生西部診療所

　次の町内医療機関
○川原医院
○内田医院
○松浦医院
○田中病院
○いわき眼科

課　　題 具体的調整方針

実施場所、時期等につい
て医師会と協議し、合併
までに調整する。

○年２回(６、２月)

　次の町内医療機関
○川原医院
○内田医院
○松浦医院
○田中病院
○いわき眼科
○さんさん医院
○藤内整形外科
○藤島産婦人科医院

○対象者に個別通知。
○個別接種。

　次の町内医療機関
○山下医院
○上田医院
○くはらクリニック

　次の町内医療機関
○町立三野病院
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 (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

７．風疹 ７．風疹 ７．風疹 ７．風疹 ・接収委託料に差異。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・医師会との調整、契約。
○１歳～７歳６ヶ月未満児 ○１歳～７歳６ヶ月未満児 ○１歳～７歳６ヶ月未満児 ○１歳～７歳６ヶ月未満児 ・実施時期の統一。

・電算システムの統一。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年１回(１１月) ○年１回(８月) ○年１回(１月) ○年１回、１週間(７月)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先

 (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料

三　好　町 課　　題三 加 茂 町

　次の町内医療機関
○川原医院
○内田医院
○松浦医院
○田中病院
○いわき眼科
○さんさん医院
○藤内整形外科
○藤島産婦人科医院

○接種１回当たり　3,570円
 　　　　(予診のみ2,570円)

　次の町内外医療機関
○内田病院
○健生西部診療所

○さんさん医院
○藤内整形外科
○藤島産婦人科医院

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○接種１回当たり　3,500円
 　　　　(予診のみ2,500円)

井　川　町

○接種１回当たり　3,570円
 　　　　(予診のみ2,570円)

実施場所、時期等につい
て医師会と協議し、合併
までに調整する。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○接種１回当たり　3,500円
 　　　　(予診のみ2,500円)

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○接種１回当たり　3,000円
 　　　　(予診のみ1,000円)

○接種１回当たり　6,400円
 　　　　(予診のみ3,000円)

　次の町内医療機関
○町立三野病院

　次の町内医療機関
○山下医院
○上田医院
○くはらクリニック

○接種１回当たり　3,000円
 　　　　(予診のみ1,500円)

○接種１回当たり　6,400円
 　　　　(予診のみ3,000円)

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

三　野　町
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 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

８．インフルエンザ ８．インフルエンザ ８．インフルエンザ ８．インフルエンザ ・医師会との調整、契約。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・実施時期の統一。

・電算システムの統一。

 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関 ○委託医療機関

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年１回(11～12月) ○年１回(11月) ○年１回(11/1～12/27) ○年１回(11/1～12/27)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先

 (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料  (7)接種委託料

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担

○接種委託料から町負担を引
　いた差額(生活保護者無料)

○65歳以上高齢者
○60～64歳重度内部障害者

○町2,000円
　(生活保護者分は全額町費)

○接種委託料から町負担を引
　いた差額(生活保護者無料)

　次の町内医療機関
○山下医院
○上田医院
○くはらクリニック

　次の町内外医療機関
○内田医院
○健生西部診療所
○大池医院
○その他希望かかりつけ医

　次の町内医療機関
○町立三野病院

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○町2,000円
　(生活保護者分は全額町費)

　次の町内医療機関
○川原医院
○内田医院
○松浦医院
○田中病院
○いわき眼科
○さんさん医院
○藤内整形外科
○藤島産婦人科医院

○接種委託料から町負担を引
　いた差額(生活保護者無料)

○対象者に個別通知。
○個別接種。

三 加 茂 町

○65歳以上高齢者
○60～64歳重度内部障害者

○65歳以上高齢者
○60～64歳重度内部障害者

○接種委託料から町負担を引
　いた差額(生活保護者無料)

○対象者に個別通知。
○個別接種。

○65歳以上高齢者
○60～64歳重度内部障害者

三　野　町

○接種１回当たり　4,000円
 　　　　(予診のみ1,500円)

井　川　町三　好　町

○町2,000円
　(生活保護者分は全額町費)

○接種１回当たり　4,000円
 　　　　(予診のみ1,500円)

○接種１回当たり　4,000円
 　　　　(予診のみ1,500円)

○町2,000円
　(生活保護者分は全額町費)

実施場所、時期等につい
て医師会と協議し、合併
までに調整する。

課　　題 具体的調整方針

○接種１回当たり　4,000円
 　　　　(予診のみ1,500円)
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・調整が必要。 ・

 (1)目的  (1)目的  (1)目的

 (2)構成  (2)構成  (2)構成

 (3)任期  (3)任期  (3)任期
○２年(再任を妨げない) ○２年(再任を妨げない) ○２年(再任を妨げない)

 (4)活動  (4)活動  (4)活動

○委員１０人以内。
○次の者から町長が委嘱又は
　任命する(設置が必要にな
　った場合)。
 ･医師その他医療関係者
 ･関係行政機関の職員

 ･町職員
 ･その他町長が必要と認める
　者
○委員の互選により委員長を
　置く。

○健康被害が生じた時点で設
　置する。 ○町長の行う予防接種による

　健康被害が生じた場合、適
　切かつ円滑な処理を行う。

○町長の行う予防接種による
　健康被害が生じた場合、適
　切かつ円滑な処理を行う。

三 加 茂 町

９．町予防接種健康被害調査
　　委員会

９．町予防接種健康被害調査
　　委員会

三　野　町

９．町予防接種健康被害調査
　　委員会

○健康被害に係る医学的な見
　地からの調査。
○健康被害に係る疾病の状況
　及び診療内容の資料収集。
○健康被害の発生に伴う特殊
　な検査又は部検の実施に係
　る助言。
○その他。

○町長の行う予防接種による
　健康被害が生じた場合、適
　切かつ円滑な処理を行う。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三加茂町の例により合併
までに調整し、新町にお
いて設置する。

具体的調整方針課　　題

○健康被害に係る医学的な見
　地からの調査。
○健康被害に係る疾病の状況
　及び診療内容の資料収集。
○健康被害の発生に伴う特殊
　な検査又は部検の実施に係
　る助言。
○その他。

○健康被害に係る医学的な見
　地からの調査。
○健康被害に係る疾病の状況
　及び診療内容の資料収集。
○健康被害の発生に伴う特殊
　な検査又は部検の実施に係
　る助言。
○その他。

○委員１０人以内。
○次の者から町長が委嘱又は
　任命する。

 ･医師その他医療関係者
 ･関係行政機関の職員

 ･町職員
 ･その他町長が必要と認める
　者
○委員の互選により委員長を
　置く。

○委員１０人以内。
○次の者から町長が委嘱又は
　任命する(設置が必要にな
　った場合)。
 ･町内医師
 ･関係行政機関の職員
　　　　　(池田保健所長)
 ･町関係担当者
 ･その他町長が必要と認める
　者
○委員の互選により委員長を
　置く。

９．町予防接種健康被害調査
　　委員会

三　好　町 井　川　町
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」

１．母子健康手帳交付 １．母子健康手帳交付 １．母子健康手帳交付 １．母子健康手帳交付 ・４町同一。 ・
 (1)交付時期  (1)交付時期  (1)交付時期  (1)交付時期
○妊娠届出時 ○妊娠届出時 ○妊娠届出時 ○妊娠届出時

 (2)交付場所  (2)交付場所  (2)交付場所  (2)交付場所
○町役場 ○町役場 ○町役場 ○町役場

 (3)交付料  (3)交付料  (3)交付料  (3)交付料
○無料 ○無料 ○無料 ○無料

 (4)同時に交付する物  (4)同時に交付する物  (4)同時に交付する物  (4)同時に交付する物

 (5)備考  (5)備考  (5)備考  (5)備考
○交付台帳を作成している。 ○交付台帳を作成している。 ○交付台帳を作成している。 ○交付台帳を作成している。

２．妊婦一般健康診査(個別) ２．妊婦一般健康診査(個別) ２．妊婦一般健康診査(個別) ２．妊婦一般健康診査(個別)
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・受診票交付枚数に差異。 ・
○全妊婦 ○全妊婦 ○全妊婦 ○全妊婦

・
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関

保健師分科会

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

協　議　項　目 　母子保健事業関係

健康福祉部会

調整方針（案）

　１．母子保健手帳の交付については、現行どおり新町に引き継ぐ。
　２．妊婦一般健康診査受診票・乳児一般健康診査受診票の交付枚数については３枚とする。
　３．各種健診・検査については、合併までに実施方法等について医師等と協議のうえ調整し、新町においても引き続き実施する。
　４．妊婦教室については、合併までに廃止し、新町においては電話や来所、訪問指導等で個別に対応する。
　５．離乳食教室については、合併までに実施回数等について調整し、新町においては１歳未満児とその保護者を対象として実施する。
　６．歯科教室については、合併までに医師等と協議のうえ、新町においては一箇所で実施できるよう調整に努める。
　７．その他各種教室は合併時に廃止し、新町においては新たな教室を実施する。
　８．母子保健に係る相談・訪問等において、電話・来所相談については、合併までに調整し新町において保健師が当番制にて対応するものとし、訪問
　　　については、新町において即時対応できるよう合併までに調整を図る。
　９．母子保健推進員については、他の地区組織との兼ね合いも含め、新町発足後検討する。
　10．ふれあい体験促進事業については、新町において学校保健との連携を図りながら実施する。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

井　川　町 三 加 茂 町

○妊婦一般健康診査受診票
○HBs抗原検査受診票
○超音波検査受診票
○県等配布パンフレット
○町母子保健事業の案内

○妊婦一般健康診査受診票
○HBs抗原検査受診票
○超音波検査受診票
○県等配布パンフレット
○町母子保健事業の案内

井川町と三加茂町の例に
より統一し、新町に引き
継ぐ。

○妊婦一般健康診査受診票
○HBs抗原検査受診票
○超音波検査受診票
○県等配布パンフレット
○町母子保健事業の案内

○妊婦一般健康診査受診票
○HBs抗原検査受診票
○超音波検査受診票
○県等配布パンフレット
○町母子保健事業の案内

少子化対策や未成年者の
妊婦の増加等の問題につ
いて、今後の保健事業の
展開。
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 (3)受診票の交付  (3)受診票の交付  (3)受診票の交付  (3)受診票の交付

 (4)診査料  (4)診査料  (4)診査料  (4)診査料
○１件　6,200円 ○１件　6,200円 ○１件　6,200円 ○１件　6,200円

 (5)診査料助成  (5)診査料助成  (5)診査料助成  (5)診査料助成
○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成

３．ＨＢｓ抗原検査(個別) ３．ＨＢｓ抗原検査(個別) ３．ＨＢｓ抗原検査(個別) ３．ＨＢｓ抗原検査(個別) ・４町同一。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者

 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関

 (3)受診票  (3)受診票  (3)受診票  (3)受診票

 (4)診査料  (4)診査料  (4)診査料  (4)診査料
○１件　380円 ○１件　380円 ○１件　380円 ○１件　380円

 (5)診査料助成  (5)診査料助成  (5)診査料助成  (5)診査料助成
○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成

４．超音波検査(個別) ４．超音波検査(個別) ４．超音波検査(個別) ４．超音波検査(個別) ・４町同一。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･１枚

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･１枚

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･妊娠19週まで　３枚
 ･妊娠20～31週　２枚
 ･妊娠32週以降　１枚

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･２枚

具体的調整方針三　野　町 三　好　町 井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題三 加 茂 町

○前期の妊婦一般健康診査を
　受診した妊婦

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･１枚

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･妊娠19週まで　２枚
 ･妊娠20週以降　１枚

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･妊娠19週まで　３枚
 ･妊娠20～31週　２枚
 ･妊娠32週以降　１枚

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･１枚

○前期の妊婦一般健康診査を
　受診した妊婦

○前期の妊婦一般健康診査を
　受診した妊婦

○前期の妊婦一般健康診査を
　受診した妊婦

○後期の妊婦一般健康診査を
　受診者で、出産予定日の年
　齢が35歳以上の妊婦

○後期の妊婦一般健康診査を
　受診者で、出産予定日の年
　齢が35歳以上の妊婦

○後期の妊婦一般健康診査を
　受診者で、出産予定日の年
　齢が35歳以上の妊婦

○後期の妊婦一般健康診査を
　受診者で、出産予定日の年
　齢が35歳以上の妊婦

現行のとおり新町に引き
継ぐ。
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 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関

 (3)受診票  (3)受診票  (3)受診票  (3)受診票

 (4)診査料  (4)診査料  (4)診査料  (4)診査料
○１件　5,500円 ○１件　5,500円 ○１件　5,500円 ○１件　5,500円

 (5)診査料助成  (5)診査料助成  (5)診査料助成  (5)診査料助成
○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成

５．乳児一般健康診査(個別) ５．乳児一般健康診査(個別) ５．乳児一般健康診査(個別) ５．乳児一般健康診査(個別) ・受診票交付枚数に差異。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○１歳未満児 ○１歳未満児 ○１歳未満児 ○１歳未満児 ・

・
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ○県内委託医療機関 ・

 (3)受診票  (3)受診票  (3)受診票  (3)受診票

 (4)診査料  (4)診査料  (4)診査料  (4)診査料
○１件　5,520円 ○１件　5,520円 ○１件　5,520円 ○１件　5,520円

 (5)診査料助成  (5)診査料助成  (5)診査料助成  (5)診査料助成
○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成 ○町費にて全額助成

６．乳児健診(集団) ６．乳児健診(集団) ６．乳児健診(集団) ６．乳児健診(集団)
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・ ・
○１歳未満児 ○1歳未満児(1歳半まで対応) ○１歳未満児 ○１歳未満児

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･１枚

○交付時期
 ･出生届出時
○交付数
 ･３枚
 ･転入の場合
　　10ヶ月未満児 ２枚
　　10ヶ月以上児 １枚

転入児の場合の助成券の
交付方法に差異。

三　野　町

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･１枚

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･１枚

井　川　町

○交付時期
 ･母子健康手帳交付時
○交付数
 ･１枚

三　好　町 具体的調整方針

転入児の場合、前市町村
の未使用分と交換する。

井川町と三加茂町の例に
より統一し、新町に引き
継ぐ。

課　　題

就労する母親の増加や育
児不安を持つ保護者が増
え、虐待予防の視点から
も医療機関との連携が必
要。

身近な相談機関として、
町が実施する乳児健診は
大変重要。

○交付時期
 ･出生届出時
○交付数
 ･２枚
 ･転入の場合、前市町村での
　未使用分と交換

○交付時期
 ･出生届出時
○交付数
 ･２枚
 ･転入の場合、前市町村での
　未使用分と交換

○交付時期
 ･出生届出時
○交付数
 ･３枚
 ･転入の場合
　　10ヶ月未満児 ２枚
　　10ヶ月以上児 １枚

合併までに医師等と協議
し、新町においても引き
続き実施する。
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 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所 ・小児科医の確保。 ・
○町老人福祉センター ○町中央公民館 ○町母子センター ○町役場２階 ・

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数 ・ ・
○年４回(６、９、12、３月) ○年４回(５、８、11、２月) ○年４回(４、８、10、２月) ○年６回(5､7､9､11､1､2月)

・対象者に差異。
 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法 ・実施回数に差異。

・通知をどうするか。 ・

 (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

７．先股健診(集団) ７．先股健診(集団) ７．先股健診(集団) ７．先股健診(集団) ・整形外科医の確保。 ・
 (1)対象者 未実施  (1)対象者  (1)対象者 ・
○生後３～７ヶ月児 ○１歳未満児 ○生後２～５ヶ月児

・
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○町老人福祉センター ○町母子センター ○町役場２階 ・対象者に差異。 ・

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年４回(４、７、10、１月) ○年２回(６、１２月) ○年４回(４、７、10、１月)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町費　 ○全額町費　

８．１歳６ヶ月健診(集団) ８．１歳６ヶ月健診(集団) ８．１歳６ヶ月健診(集団) ８．１歳６ヶ月健診(集団) ・小児科医､歯科医の確保｡ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・
○１歳５ヶ月～１歳９ヶ月児 ○１歳５ヶ月～１歳９ヶ月児 ○１歳５ヶ月～１歳９ヶ月児 ○１歳５ヶ月～１歳９ヶ月児

・
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○町老人福祉センター ○町中央公民館 ○町母子センター ○町役場２階 ・

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三　野　町

○対象者に個別通知。

○小児科医(健生西部診療所)
　による診察。
○午後から実施。

○対象者に個別通知。

○小児科医(徳島大学付属病
　院)による診察。
○午前中に実施。

三 加 茂 町

スタッフ(看護師等)の確
保。
駐車場も含め健診実施場
所がない。

課　　題

○対象者に個別通知。
○整形外科医(町立三野病院)
　による診察。

三　好　町 井　川　町

○対象者に個別通知。
○整形外科医(県立三好病院)
　による診察。

合併までに医師等と協議
し、新町においては１歳
未満児を対象に乳児検診
と同時に実施できるよう
調整に努める。

実施場所については、保
健センターの設置も含め
検討する。

○出生児に年間予定表を渡し
　個別通知は行わない。
○小児科医(くはらクリニッ
　ク)による診察。
○午後から実施。

○対象者に個別通知。

○小児科医(三木病院)による
　診察。
○午後から実施。

○対象者に個別通知。
○整形外科医(藤内整形外科)
　による診察。
○離乳食実習と同日実施。

実施方法に差異があり調
整が必要。
駐車場も含め健診実施場
所がない。

合併までに医師等と協議
し、新町においては適切
な時期に実施するため回
数を増やし、一箇所で実
施できるよう調整に努め
る。

専門職(心理相談員等)の
確保。

健診内容や流れ等の検討
が必要。

実施していない町もあり
差異あり調整必要。

実施場所については、保
健センターの設置も含め
検討する。

対象者は1歳未満児とし､
希望者については1歳6ヶ
月未満児まで対応する。
対象者への通知について
は、あらかじめ年間予定
表を配布のうえ、随時個
別通知を行う。

- 98 -



 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数 ・
○年３回(５、９、１月) ○年３回(６、１０、２月) ○年４回(５、８、11、２月) ○年３回(６、１１、２月)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法
・

 (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

９．２歳６ヶ月児健診(集団) ９．２歳６ヶ月児健診(集団) ９．２歳６ヶ月児健診(集団) ９．２歳６ヶ月児健診(集団) ・小児科医､歯科医の確保｡ ・
未実施 未実施  (1)対象者 未実施 ・

○２歳５ヶ月～２歳11ヶ月児
・井川町のみ実施。

 (2)実施場所 ・
○町母子センター

 (3)実施回数
○年２回(８、２月)

 (4)実施方法

 (5)経費負担
○全額町費

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(徳大病院)と歯科
　医(阿佐歯科)による診察。
○尿検査
○歯磨き・栄養・保健指導、
　相談。
○１歳６ヶ月児健診・３歳児
　健診と同時に実施。

具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(くはらクリニッ
　ク)と歯科医(秋田歯科)に
　よる診察。
○歯磨き・保健指導、相談。
○フッ素塗布
　　　　委託料1日20,000円

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(三木病院)と歯科
　医(田村歯科)による診察。
○歯磨き・保健指導、相談。

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(町内内科医)と歯
　科医(町内歯科医)による診
　察。
○歯磨き・保健指導、相談。
○聴力検査。

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(徳大病院)と歯科
　医(阿佐歯科)による診察。
○歯磨き・保健指導、相談。
○２歳半児健診・３歳児健診
　と同時に実施。

合併時に廃止し、新町に
おいては、歯科教室とし
て実施する。

駐車場も含め健診実施場
所がない。

専門職(心理相談員等)の
確保。

フッ素塗布については医
師等と協議のうえ、新町
において実施できるよう
調整に努める。
実施場所については、保
健センターの設置も含め
検討する。
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10．３歳児健診(集団) 10．３歳児健診(集団) 10．３歳児健診(集団) 10．３歳児健診(集団) ・小児科医､歯科医の確保｡ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・
○３歳～３歳６ヶ月児 ○３歳～３歳６ヶ月児 ○３歳５ヶ月～３歳11ヶ月児 ○３歳２ヶ月～３歳６ヶ月児

・
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○三野町公民館 ○町中央公民館 ○町母子センター ○町役場２階 ・

・
 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年２回(５、１０月) ○年２回(７、１１月) ○年２回(５、１１月) ○年４回(５、８、11、２月) ・

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

・

 (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

11.精密健診 11.精密健診 11.精密健診 11.精密健診 ・４町同一。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者

 (2)概要  (2)概要  (2)概要  (2)概要

12．妊婦教室 12．妊婦教室 12．妊婦教室 12．妊婦教室 ・実施回数等に差異あり。 ・
未実施  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・

○妊婦

実施場所については、保
健センターの設置も含め
検討する。

池田保健所との連携を図
りながら新町においても
引き続き実施する。

課　　題

３町が実施しているが、
受講者が少ない。

合併までに廃止し、新町
においては電話や来所、
訪問指導等で個別に対応
する。

具体的調整方針

対象者については、合併
までに調整する。

三 加 茂 町

○町では行っておらず、池田
　保健所が実施する発達相談
　事業を活用している。

○妊娠９ヶ月までの妊婦と家
　族。

○町では行っておらず、池田
　保健所が実施する発達相談
　事業を活用している。

○妊娠10ヶ月までの妊婦と家
　族。

○町が実施する集団健診や相
　談の場において小児精神・
　整形心理相談が必要な者。

○町が実施する集団健診や相
　談の場において小児精神・
　整形心理相談が必要な者。

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(三木病院)と歯科
　医(田村歯科)による診察。
○尿検査
○歯磨き・栄養・保健指導、
　相談。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

○町では行っておらず、池田
　保健所が実施する発達相談
　事業を活用している。

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(くはらクリニッ
　ク)と歯科医(秋田歯科)に
　よる診察。
○尿検査
○歯磨き・栄養・保健指導、
　相談。
○フッ素塗布
　　　　委託料1日20,000円

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(徳大病院)と歯科
　医(阿佐歯科)による診察。
○尿検査
○歯磨き・栄養・保健指導、
　相談。
○1歳半･2歳半児健診と同時｡

○町が実施する集団健診や相
　談の場において小児精神・
　整形心理相談が必要な者。

○町では行っておらず、池田
　保健所が実施する発達相談
　事業を活用している。

○町が実施する集団健診や相
　談の場において小児精神・
　整形心理相談が必要な者。

フッ素塗布については医
師等と協議のうえ、新町
において実施できるよう
調整に努める。

合併までに医師等と協議
し、新町においては適切
な時期に実施するため回
数を増やし、一箇所で実
施できるよう調整に努め
る。

専門職(心理相談員等)の
確保。
対象者や実施方法に差異
があり調整が必要。
駐車場も含め健診実施場
所がない。

○対象者に個別通知。
○問診・身体計測。
○小児科医(町内内科医)と歯
　科医(町内歯科医)による診
　察。
○尿検査
○歯磨き・栄養・保健指導、
　相談。
○心理相談
　　　　委託料1日15,000円

井　川　町三　好　町
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 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○町中央公民館 ○町母子センター ○町役場２階

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年４回(４、７、10、１月) ○年６回(4､6､8､10､12､2月) ○年３回(６、１０、２月)

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

13．離乳食教室 13．離乳食教室 13．離乳食教室 13．離乳食教室
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者 ・ ・
○１歳未満児と保護者 ○１歳未満児と保護者 ○１歳未満児と保護者 ○2～5ヶ月児と保護者

・
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○三野町公民館 ○町中央公民館 ○町母子センター ○町役場２階

・
 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年４回(５、８、11、２月) ○年６回(4､6､7､9､10､1月) ○年３回(５、９、１月) ○年４回(４、７、10、１月)

・ ・
 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

・

 (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

14．歯科教室 14．歯科教室 14．歯科教室 14．歯科教室 ・ ・
 (1)対象者 未実施 未実施  (1)対象者
○2～2歳6ヶ月児 ○2～2歳6ヶ月児と保護者

合併までに医師等と協議
のうえ、新町においては
一箇所で実施できるよう
調整に努める。

実施場所については、保
健センターの設置も含め
検討する。

健やかな子どもの発育や
発達に食事は欠かせな
い。乳児期からの食事の
大切さについて管理栄養
士による具体的な実践を
含めた指導が必要。

課　　題

新町では管理栄養士を確
保のうえ、具体的な実践
を含めた指導を行う。

合併までに実施回数等に
ついて調整し、新町にお
いては１歳未満児とその
保護者を対象として実施
する。

三 加 茂 町

○対象者に年間予定を個別通
　知。
○保健師や看護師、栄養士に
　よる離乳食指導。
○乳児相談と同時実施。

○対象者に個別通知。
○保健師や栄養士による離乳
　食指導。
○先股健診と同時実施。

○対象者に個別通知。
○保健師や栄養士による離乳
　食指導。
○乳児相談と同時実施。

対象者も増えることから
管理栄養士の確保ができ
なければ実施が困難。

実施していない町もあり
検討が必要であるが、虫
歯予防の視点から２歳児
での歯科健診は必要。

三　野　町

○対象者に個別通知。
○保健師による妊娠中の生活
　やお産等に関する指導等。
○育児学級と同時開催。

井　川　町

○対象者に個別通知。
○保健師による妊娠中の生活
　やお産等に関する指導等。

○母子手帳発行時に年間予定
　表を渡し個別通知しない。
○保健師による妊娠中の生活
　やお産等に関する指導等。
○育児学級と同時開催。

三　好　町

対象者や実施方法に差異
があり調整が必要。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

管理栄養士の確保ができ
れば新町においても実施
したい。

○対象者に個別通知。
○保健師や管理栄養士による
　離乳食指導。
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 (2)実施場所  (2)実施場所 ・ ・
○三野町公民館 ○町役場２階

・
 (3)実施回数  (3)実施回数 ・

・

・
 (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○国1/3、県1/3、町1/3　

15．その他の教室 15．その他の教室 15．その他の教室 15．その他の教室 ・ ・
 (1)事業名 該当なし 該当なし (1)事業名
○ママビクス

 (2)対象者

 (3)実施場所
○三野町公民館 ○町役場２階

 (4)実施回数
○月１回 ○年３回(６、１０、２月)

 (5)実施方法

現行の各教室は合併時に
廃止し、新町においては
新たな教室を実施する。

具体的調整方針

新町では管理栄養士を確
保のうえ、具体的な歯科
指導や栄養指導を行う。

実施場所については、保
健センターの設置も含め
検討する。

保護者の歯周病疾患検診
については、医師等と協
議を行う。

○妊婦及び１歳未満児とその
　保護者

○対象者に個別通知。
○健康運動実践指導士による
　体操及びストレッチ・エア
　ロビクス・親子ふれあい体
　操。
○管理栄養士によるおやつな
　どの食事指導。

○育児学級

(2)対象者

(3)実施場所

○生後2～5ヵ月児とその保護
　者

子育ての悩みや不安を抱
える保護者が多い中で、
子育て支援をどのように
実施していくかが課題。

課　　題

歯科衛生士による歯科指
導や管理栄養士による食
事指導は、健やかな子ど
もの発育や発達には欠か
せない。しかし、歯科衛
生士や管理栄養士の確保
ができなければ保健師だ
けでは具体的な歯科指導
や栄養指導が困難な事か
ら実施が難しい。

駐車場も含めた健診実施
場所の確保。

○対象者に個別通知。
○ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室(妊婦教室)と同
　時開催。

(4)実施回数

 (5)実施方法

歯科衛生士と管理栄養士
の確保。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

○年３回
 ･４、８、１２月

○対象者に個別通知。
○2歳児歯科健診として実施｡
○歯科衛生士や保健師による
　歯科指導・身体計測・問診
　・栄養指導。
○保護者の歯周病疾患健診。

三 加 茂 町

○対象者に個別通知。
○2歳児歯科健診として実施｡
○歯科医(田村歯科)による診
　察。
○歯科衛生士や保健師による
　歯科指導・身体計測・問診
　・栄養指導。

○年２回
 ･６、１２月
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 (6)経費負担  (7)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3　

16．母子保健相談・訪問等 16．母子保健相談・訪問等 16．母子保健相談・訪問等 16．母子保健相談・訪問等 ・ ・
 (1)電話・来所相談  (1)電話・来所相談  (1)電話・来所相談  (1)電話・来所相談
○随時対応。 ○随時対応。 ○随時対応。 ○随時対応。

 (2)訪問  (2)訪問  (2)訪問  (2)訪問 ・
○随時対応。 ○随時対応。 ○随時対応。 ○随時対応。

17．母子保健推進員 17．母子保健推進員 17．母子保健推進員 17．母子保健推進員
 (1)概要 未実施 未実施 未実施 ・三野町のみ設置。 ・

 (2)人員
○１４人(町長が委嘱)

 (3)任期
○２年(再任は妨げない)

 (4)報償費
○年額　15,000円

 (5)経費負担
○県2/3、町1/3

18．ふれあい体験促進事業 18．ふれあい体験促進事業 18．ふれあい体験促進事業 18．ふれあい体験促進事業 ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○中学２年生 ○中学３年生 ○中学２・３年生 ○中学２年生 ・

 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○三野町公民館 ○三好中学校 ○三加茂中学校

課　　題三 加 茂 町井　川　町

電話や来所相談、家庭訪
問については、できる限
り即時に対応できるよう
にしたいが、保健師不足
によりタイムリーな対応
ができるかが問題。

三　好　町

○井川中学校
○西井川保育所

新町において学校保健と
の連携を図りながら実施
する。

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○町が実施する母子保健事業
　に協力し、大腸がん検診容
　器の配布や地区健康相談の
　際には住民に呼びかけをす
　る等、母子のみならず地域
　全住民の保健推進を図る。

訪問については新町にお
いて即時対応できるよう
合併までに調整を図る。

電話、来所相談について
は合併までに調整し、新
町において保健師が当番
制にて対応する。

他の地区組織との兼ね合
いも含め、新町発足後検
討する。

対象、実施回数等に差異
があり、調整が必要。
対象者が広範囲になるた
め、各学校で実施すると
なると保健師を含めかな
りのスタッフがいないと
実施できない。

三　野　町
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 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数 ・

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法
○本事業単独実施

 (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○全額町費 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

○町が実施する健診・相談に
　併せて実施。

○事前学習　　　４回

○ふれあい体験　４回

○町が実施する健診・相談に
　併せて実施。

○事前学習　　　１回

○ふれあい体験　４回

○事前学習　　中学校が実施
○ふれあい体験　３回

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

○町が実施する健診・相談に
　併せて実施。

近年児童への虐待が問題
視される中、地域で養育
力を高めるには中学生が
赤ちゃんとふれあう機会
を設けることも必要だと
言われており、10代で性
感染症に罹る者の増加や
望まぬ妊娠、心の問題も
含め、思春期の大切な時
期に学校と連携を図り関
わりを持つことは重要で
あり、新町においても必
要と思われる。

○事前学習　　中学校実施
○ふれあい体験　２回

課　　題 具体的調整方針
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１．基本健康診査(集団健診) １．基本健康診査(集団健診) １．基本健康診査(集団健診) １．基本健康診査(集団健診) ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○１８歳以上 ○４０歳以上 ○４０歳以上 ・ ・

・周知方法の協議。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所 ・ｽﾀｯﾌ(看護師)の確保。
○町内８地区 ○町内公民館等５ヶ所 ○町内指定施設３ヶ所 ・若年層の検診について。 ・

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
・

 (4)健診内容  (4)健診内容  (4)健診内容  (4)健診内容 ・
○問診
○身体計測
○検尿
○血圧
○心電図

○問診
○身体計測
○検尿
○血圧
○心電図

実施場所については、現
行のとおりとする。
健診内容や時期等につい
ては、合併までに調整す
る。

○問診
○身体計測
○検尿
○血圧
○心電図

○町役場、加茂・三庄公民館

課　　題 具体的調整方針

実施内容や個人負担等に
差異がある。

個人負担は40歳以上は無
料､40歳未満は1,000円と
する。

サービス低下を招くこと
なく実施すること。

○問診
○身体計測
○検尿
○血圧
○心電図

○４０歳以上

三 加 茂 町

協　議　項　目 　老人保健事業関係

調整方針（案）

　１．基本健康診査(集団健診)については、対象者を原則40歳以上として個人負担は無料、20歳以上の希望者については個人負担として1,000円を徴収の
　　　うえ、現行の実施場所において実施するものとし、健診内容や時期等については、合併までに調整する。
　２．基本健康診査(個別健診)については、65歳以上の集団健診未受診者と大藤地区の40～64歳を対象に個人負担は無料とし、医師等と協議のうえ、現
　　　行の町内外医療機関において９～10月の期間に井川町と三加茂町の健診内容の例により統一して実施できるよう合併までに調整する。
　３．各種がん検診については、現行の対象者に対して三加茂町の検診内容により統一実施できるよう、医師等と協議のうえ合併までに調整するものと
　　　し、個人負担については、乳がん検診は町の集団検診のみで無料、子宮がん検診は町の集団検診と医療機関委託の個別検診を実施し、町の集団検
　　　診は無料、医療機関委託の個別検診は500円、その他検診は無料とする。
　４．骨密度検診については､新町において検診としては実施せず､骨密度計を活用し若年からの骨づくりの大切さについて、健康相談・健康教育として
　　　実施する｡
　５．結核検診については、現行のとおり新町に引き継ぎ、基本健康診査と併せて実施するものとし、精密検査についても、池田保健所及び医療機関と
　　　協議のうえ、新町においても個人負担は池田保健所での受診は無料、各医療機関での受診は実費として引き続き実施する。
　６．歯科検診については、合併までに医師等と協議のうえ対象者や実施方法等の調整を行い、新町において医療機関に委託のうえ実施するものとし、
　　　個人負担は無料とする。
　７．ＪＡ検診については、ＪＡ阿波みよしと協議のうえ新町においても引き続き実施するものとし、町の各種検診との差額は個人負担とする。
　８．健康手帳の交付については無料交付とし､40歳到達者に対しては40歳到達時点に郵送にて交付､その他の希望者に対しては随時交付するものとし、
　　　医療機関でも交付できるよう調整を行う。
　９．健康相談・健康教育については、住民の健康保持と増進のため実施方法を検討のうえ、新町においても実施する。
　10．訪問指導については、現行のとおり新町に引き継ぎ、当分の間、旧町の保健師が旧町地域を担当し、タイムリーな訪問に努める。
　11．機能訓練については、関係機関と協議のうえ合併までに実施内容等を調整し、新町においても引き続き実施する。
　12．地区組織への支援については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。
　13．精神障害者家族会に活動に対する支援については、支援団体と調整のうえ、新町においても支援を継続実施し、組織の統一に努める。
　14．献血事業については、池田保健所と協議のうえ、新町においても現在の場所で引き続き実施する。

健康福祉部会

○３日間(５月) ○４日間(７月)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町

保健師分科会

○４日間(５月) ○４日間(９～10月)

新町においては次のとお
り実施する。
対象者については、原則
40歳以上とし、希望者に
ついては20歳以上も受診
できるものとする。
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 (5)事務手順  (5)事務手順  (5)事務手順  (5)事務手順

 (6)個人負担  (6)個人負担  (6)個人負担  (6)個人負担
○なし ○なし ○なし ○1,500円(内前立腺500円)

 (7)委託先  (7)委託先  (7)委託先  (7)委託先
○県総合健診センター ○県総合健診センター ○県総合健診センター ○県総合健診センター

 (8)委託料  (8)委託料  (8)委託料  (8)委託料

 (9)経費負担  (9)経費負担  (9)経費負担  (9)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

２．基本健康診査(個別健診) ２．基本健康診査(個別健診) ２．基本健康診査(個別健診) ２．基本健康診査(個別健診) ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者

・

・ｽﾀｯﾌ(看護師)の確保。 ・
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○町内医療機関 ○町内医療機関 ○町内外医療機関 ○町内医療機関

・
 (3)実施期間  (3)実施期間  (3)実施期間  (3)実施期間
○６～７月 ○９～１０月 ○１０月 ○９月

○診察
○血液検査
○肝炎ウィルス(該当者のみ)
○眼底(該当者のみ)
○ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c(該当者のみ)

○基本(問診､身体計測､検尿､
　血圧､心電図､診察､血液検
　査)　　　　　　　6,120円
○肝炎ウィルスB+C　2,463円
○肝炎ウィルスB　　　454円
○肝炎ウィルスC　　2,064円
○眼底　　　　　　 　530円
○ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c　　　　550円

○基本(問診､身体計測､検尿､
　血圧､心電図､診察､血液検
　査)　　　　　　　6,120円
○肝炎ウィルスB+C　2,463円
○肝炎ウィルスC　　2,064円
○眼底　　　　　　 　530円
○ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c　　　　550円

○基本(問診､身体計測､検尿､
　血圧､心電図､診察､血液検
　査)　　　　　　　6,120円
○肝炎ウィルスB+C　2,463円
○肝炎ウィルスC　　2,064円
○眼底　　　　　　 　530円
○ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c　　　　550円

実施場所については、現
行の町内外医療機関とす
る。
実施期間については、９
～１０月とする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 課　　題 具体的調整方針

新町において次のとおり
実施できるよう、医師等
と協議のうえ、合併まで
に調整する。

実施期間や周知方法等に
差異がある。
サービス低下を招くこと
なく実施すること。

○６５歳以上の集団健診未受
　診者

○６５歳以上の集団健診未受
　診者(大藤地区40～64歳)

○健診約30日前に受診票を対
　象者全員に自治会長を通じ
　て配布｡(自治会未加入者は
　郵送)
○健診後、町から直接本人へ
　結果通知。
○適宜本人の健康手帳に結果
　を記入し説明する。

○健診約30日前に受診票を対
　象者全員に自治会長を通じ
　て配布｡(自治会未加入者は
　郵送)
○健診後、町から直接本人へ
　結果通知。
○適宜本人の健康手帳に結果
　を記入し説明する。

○申込書付きの案内チラシを
　町広報とともに配布し、受
　診申込者に健診約７日前に
　健診票を郵送。
○健診後、受診医療機関から
　直接本人へ結果通知。
○適宜本人の健康手帳に結果
　を記入し説明する。

○６５歳以上の集団健診未受
　診者

○６５歳以上の集団健診未受
　診者

○診察
○血液検査
○肝炎ウィルス(該当者のみ)
○眼底(該当者のみ)
○ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c(該当者のみ)

○診察
○血液検査
○肝炎ウィルス(該当者のみ)
○眼底(該当者のみ)
○ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c(該当者のみ)

○基本(問診､身体計測､検尿､
　血圧､心電図､診察､血液検
　査)　　　　　　　6,120円
○肝炎ウィルスB+C　2,463円
○肝炎ウィルスC　　2,064円
○眼底　　　　　　 　530円
○ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c　　　　550円

井　川　町
○診察
○血液検査
○肝炎ウィルス(該当者のみ)
○眼底(該当者のみ)
○ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c(該当者のみ)

三 加 茂 町

○６月末に調査票を対象者全
　員に自治会長を通じて配布
　(自治会未加入者は郵送)。
○健診後、町から直接本人へ
　結果通知。
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 (4)健診内容  (4)健診内容  (4)健診内容  (4)健診内容 ・

・個人負担は無料とする。
・

 (5)事務手順  (5)事務手順  (5)事務手順  (5)事務手順

 (6)個人負担  (6)個人負担  (6)個人負担  (6)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (7)委託先  (7)委託先  (7)委託先  (7)委託先

 (8)委託料  (8)委託料  (8)委託料  (8)委託料
○１人１回　9,916円 ○１人１回　9,916円 ○１人１回　9,916円 ○１人１回　9,916円

 (9)経費負担  (9)経費負担  (9)経費負担  (9)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

対象者については、三加
茂町の例とする。

健診内容については、井
川町と三加茂町の例によ
り統一する。

○問診
○身体計測
○検尿
○血圧
○心電図
○診察
○血液検査
○眼底
○血糖検査(該当者のみ)

○問診
○身体計測
○検尿
○血圧
○心電図(該当者のみ)
○診察
○血液検査
○眼底(該当者のみ)
○血糖検査(該当者のみ)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針三　野　町

　次の町内医療機関
○山下医院
○足代診療所
○上田医院
○くはらクリニック

○健診約30日前に受診票を対
　象者全員に自治会長を通じ
　て配布｡(自治会未加入者は
　郵送)
○健診後、町から直接本人へ
　結果通知。
○適宜本人の健康手帳に結果
　を記入し説明する。

○健診約30日前に受診票を対
　象者全員に自治会長を通じ
　て配布｡(自治会未加入者は
　郵送)
○健診後、各医療機関又は町
　から直接本人へ結果通知。
○適宜本人の健康手帳に結果
　を記入し説明する。
○10月は寝たきり者の訪問健
　診を主に実施。
○その他の者は９月に実施。

　次の町内医療機関
○三野病院
○三木病院
○三野田中病院
○岸野医院

○問診
○身体計測
○検尿
○血圧
○心電図
○診察
○血液検査
○眼底
○血糖検査

○問診
○身体計測
○検尿
○血圧
○心電図
○診察
○血液検査
○眼底
○血糖検査

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

　次の町内医療機関
○さんさん医院
○内田医院
○田中病院
○藤島産婦人科病院
○藤内整形外科病院
○松浦医院
○川原医院

○健診約７日前に対象者に健
　診票を郵送。
○健診後、受診医療機関から
　直接本人へ結果通知。
○適宜本人の健康手帳に結果
　を記入し説明する。

○８月末にハガキ(受診券)を
　対象者全員に郵送。
○本人が受診券を医療機関へ
　持参し､医療機関にて受付｡
○健診後、各医療機関から直
　接本人へ結果通知。

　次の町内外医療機関
○内田医院
○大池医院
○西部診療所
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３．各種がん検診 ３．各種がん検診 ３．各種がん検診 ３．各種がん検診 ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者

・

・周知方法の協議。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所 ・ｽﾀｯﾌ(看護師)の確保。 ・

・

・

・

・

 (3)実施期間  (3)実施期間  (3)実施期間  (3)実施期間
・

 (4)検診内容  (4)検診内容  (4)検診内容  (4)検診内容

 (5)事務手順  (5)事務手順  (5)事務手順  (5)事務手順

○胃(レントゲン)
○大腸(便潜血２日法)
○肺(胸部レントゲン)
○子宮(頸部)
○乳(視触診)
○甲状腺(視触診)
○前立腺

実施場所、期間等につい
ては、合併までに調整す
る。

三　野　町

○各検診ごとに設定
　(基本健診としても実施)
○子宮・乳は同時実施(11月)

具体的調整方針

○胃・大腸
 ･町役場、加茂、三庄公民館
　で集団健診
○肺
 ･各地域を巡回し集団検診
○子宮・乳
・町役場で集団検診
 ･委託医療機関にて個別検診
○甲状腺
 ･町役場
○前立腺
 ･町役場、加茂、三庄公民館
　で集団検診

三加茂町は子宮及び乳が
んを医療機関に委託して
おり、三野町と三好町と
井川町は県検診ｾﾝﾀｰへの
委託のみで差異がある。

課　　題

新町において検診内容を
三加茂町の例により統一
実施できるよう、合併ま
でに医師等と協議のうえ
次のとおり調整する。

サービス低下を招くこと
なく実施すること。

三　好　町

乳がん検診については、
町の集団検診のみとし、
個人負担は無料とする。
子宮がん検診については
町の集団検診と医療機関
委託の個別検診を実施
し、町の集団検診の個人
負担は無料、医療機関委
託の個別検診の個人負担
は500円とする。

実施内容や個人負担等に
差異がある。

その他については個人負
担は無料とする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○４０歳以上
 (子宮･乳は30歳以上の女性)

○胃(レントゲン)
○大腸(便潜血２日法)
○肺(胸部レントゲン)
○子宮(経部・個別のみ体部)
○乳(超音波･隔年ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ)
○甲状腺(視触診)

○胃(レントゲン)
○大腸(便潜血２日法)
○肺(胸部レントゲン・喀痰)
○子宮(頸部)
○乳(視触診・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ)
○甲状腺(視触診)
○前立腺(血液検査)

○防災無線にて案内。
○検診当日受付
○大腸は希望者を予め募り、
　容器を配布し､当日受付可｡
○検診結果を町から通知。

○基本健診時は該当者に個人
　受診票を送付。
○婦人がん検診時は各戸に日
　程案内。
○検診結果を町から通知。

○４０歳以上
 (子宮･乳は30歳以上の女性)

○胃・大腸・肺
 ･町内３施設で集団検診
 ･肺は山間部等各地域を巡回
　する集団検診も実施
○子宮・乳
 ･町内３施設で集団検診
○甲状腺
 ･町内３施設で乳がん検診時
　に集団検診

○総合検診
 ･４日間(６～７月)

○胃(レントゲン)
○大腸(便潜血２日法)
○肺(胸部レントゲン・喀痰)
○子宮(経部)
○乳(視触診検査)
○甲状腺(視触診検査)
○前立腺

○胃・大腸・肺・前立腺
 ･東山､増川､足代､中央公民
　館､生活改善センターで集
　団健診
○子宮・乳・甲状腺
 ･中央､足代公民館で集団健
　診

○胃・大腸・肺
 ･３日間(６月)集団検診
 ･６月山間部等巡回検診
○子宮・乳・甲状腺
 ･３日間(９月)集団検診

○４０歳以上
 (子宮･乳は30歳以上の女性)

○４０歳以上
 (子宮･乳は30歳以上の女性)

○胃・大腸・肺・前立腺
 ･各地域で集団検診
○子宮・乳・甲状腺
 ･町老人福祉ｾﾝﾀｰで集団検診

○胃・大腸・肺
 ･基本健診と同時実施
○子宮・乳・甲状腺
 ･８月に１回実施

井　川　町 三 加 茂 町

○町広報に申込用紙を配布し
　希望者を受付。
○希望者に問診票を添え個人
　通知。
○検診結果を町から通知。

対象者については現行の
とおりとする。

○町広報並びに個人通知で周
　知し当日会場受付。
○昨年受診者と40・50歳の節
　目検診者に問診票配布。
○検診結果を町及び各医療機
　関から通知。

- 108 -



 (6)個人負担  (6)個人負担  (6)個人負担  (6)個人負担
○なし ○なし ○なし

 (7)委託先  (7)委託先  (7)委託先  (7)委託先
○県総合検診センター ○県総合検診センター ○県総合検診センター

 (8)委託料  (8)委託料  (8)委託料  (8)委託料
○集団検診 ○集団検診 ○集団検診 ○集団検診

○個別検診 ○個別検診 ○個別検診 ○個別検診
該当なし 該当なし 該当なし

 (9)経費負担  (9)経費負担  (9)経費負担  (9)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

４．骨密度検診 ４．骨密度検診 ４．骨密度検診 ４．骨密度検診 ・ ・
未実施  (1)対象者 未実施 未実施

○３０歳以上の女性 ・

 (2)実施場所
○町公民館２ヶ所

前立腺

8,010円
3,010円

3,200円ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ
2,000円

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ

4,300円
大腸 1,690円
肺 1,510円
喀痰 2,790円

乳･甲状腺乳･甲状腺 1,970円

喀痰 2,790円
子宮 3,680円子宮 3,680円

前立腺 2,000円
乳･甲状腺 1,970円
前立腺 2,000円

1,970円

1,510円
喀痰 2,790円
子宮 3,680円

4,300円
1,690円
1,510円

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ

3,680円
1,970円

3,200円

喀痰
子宮
乳･甲状腺
前立腺

大腸
肺

胃 4,300円
大腸 1,690円
肺 1,510円

胃 胃 4,300円
大腸 1,690円
肺

胃

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

○胃(レントゲン)　　　無料
○大腸(便潜血2日法)　200円
○肺(胸部レントゲン)　無料
　　(喀痰)　　　　　 400円
○子宮(頸部)　　　　　無料
○乳(マンモグラフィ)　無料
○甲状腺(触診)　　　　無料
○前立腺(血液検査)　 500円

○集団健診
 ･県総合検診センター
○個別検診
　次の医療機関
 ･田中病院
 ･藤島産婦人科病院
 ･川原医院

子宮

具体的調整方針

実施内容等に差異があり
調整が必要。

新町においては、骨密度
検診としては実施せず、
骨密度計を活用し若年か
らの骨づくりの大切さに
ついて、健康相談・健康
教育として実施する｡

毎年実施することの必要
性について検討。

乳
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 (3)実施期間

 (4)実施方法

 (5)個人負担
○なし

 (6)委託先
○県総合健診センター

 (7)委託料
○１人１回　2,530円

 (8)経費負担

５．結核検診 ５．結核検診 ５．結核検診 ５．結核検診 ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○１８歳以上 ○１８歳以上 ○１８歳以上 ○１８歳以上

・個人負担は無料とする。
 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○町内８地区

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年１回(５日間) ○年１回(３日間) ○年１回(５日間)

○40歳、50歳分
 ･国1/3、県1/3、各1/3
○その他
 ･全額町費
※補助対象は40歳、50歳の女
　性であるため、対象年齢分
　について補助申請。

○町役場、加茂・三庄公民館
○町内地区巡回

○７、１月の婦人がん検診時
　に３日間

○各戸案内をし婦人がん健診
　の内容の１つとして実施。
○検査結果を町から郵送。
○総合健診事後指導として要
　注意･要指導者に個別指導｡

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

実施方法等に差異があり
調整が必要。

具体的調整方針

現行のとおり新町に引き
継ぎ、基本健康診査と併
せて実施する。

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

○年２回
 ･５月の基本健診時(５日間)
 ･11月(１日間）

○町中央・足代・東山・増川
　各公民館、町生活改善ｾﾝﾀｰ
○町内地区巡回

○町老人福祉ｾﾝﾀｰ(辻)、白寿
　荘(西井川)、白銀荘(井内)
○町内地区巡回
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 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先
○県総合健診センター ○県総合健診センター ○県総合健診センター ○県総合健診センター

 (7)委託料  (7)委託料  (7)委託料  (7)委託料
○１人１回　690円 ○１人１回　690円 ○１人１回　690円 ○１人１回　690円

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

６．結核健診精密検査 ６．結核健診精密検査 ６．結核健診精密検査 ６．結核健診精密検査 ・要調整。 ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者

 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所
○池田保健所又は医療機関 ○池田保健所又は医療機関 ○池田保健所又は医療機関 ○池田保健所又は医療機関

 (3)実施期間  (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○随時 ○随時 ○随時 ○随時

 (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法  (4)実施方法

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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

○町集団検診の結果、要精密
　検査者に対して池田保健所
　での精密検査を進める。
○池田保健所での精密検査の

○町集団検診の結果、要精密
　検査者に対して池田保健所
　での精密検査を進める。
○池田保健所での精密検査の

池田保健所及び医療機関
と協議のうえ、新町にお
いても個人負担は池田保
健所での受診は無料、各
医療機関での受診は実費
として引き続き実施す
る。

○５月に基本健診と町内巡回
　を併せて実施。
○検診の結果、要精密検査者
　に対して池田保健所での精
　密検査を進める。
○池田保健所での精密検査の
　受診不可能者やかかりつけ
　医での受診希望者は自己負
　担にて精密検査を受診する
　よう助言する。

○７月に基本健診と町内巡回
　を併せて実施。
○検診の結果、要精密検査者
　に対して池田保健所での精
　密検査を進める。
○池田保健所での精密検査の
　受診不可能者やかかりつけ
　医での受診希望者は自己負
　担にて精密検査を受診する
　よう助言する。

○町集団検診の結果、要精密
　検査者に対して池田保健所
　での精密検査を進める。
○池田保健所での精密検査の

○検診の結果、要精密検査と
　認められた者

○検診の結果、要精密検査と
　認められた者

○検診の結果、要精密検査と
　認められた者

○検診の結果、要精密検査と
　認められた者

○５月の基本健診時及び11月
　の地区巡回検診時に実施。
○検診の結果、要精密検査者
　に対して池田保健所での精
　密検査を進める。
○池田保健所での精密検査の
　受診不可能者やかかりつけ
　医での受診希望者は自己負
　担にて精密検査を受診する
　よう助言する。

○９～10月に基本健診と町内
　巡回を併せて実施。
○検診の結果、要精密検査者
　に対して池田保健所での精
　密検査を進める。
○池田保健所での精密検査の
　受診不可能者やかかりつけ
　医での受診希望者は自己負
　担にて精密検査を受診する
　よう助言する。

○町集団検診の結果、要精密
　検査者に対して池田保健所
　での精密検査を進める。
○池田保健所での精密検査の
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 (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担  (5)個人負担

 (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先  (6)委託先
○池田保健所 ○池田保健所 ○池田保健所 ○池田保健所

 (7)委託料  (7)委託料  (7)委託料  (7)委託料
○１人１回　306円 ○１人１回　306円 ○１人１回　306円 ○１人１回　306円

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ○全額町費 ○全額町費

７．歯科検診 ７．歯科検診 ７．歯科検診 ７．歯科検診 ・ ・
未実施  (1)対象者  (1)対象者 未実施

○３０歳以上６４歳まで ○４０歳と５０歳
・

 (2)実施場所  (2)実施場所
○町中央公民館 ○町内委託医療機関

 (3)実施回数  (3)実施回数
○年１回(１月) ○年１回、１ヶ月間(１０月)

 (4)実施方法  (4)実施方法

 (5)個人負担  (5)個人負担
○なし ○なし

 (6)委託先  (6)委託先

○希望者
○歯周疾患健診。

○池田保健所で受診　　無料
○各医療機関で受診　　実費

○池田保健所で受診　　無料
○各医療機関で受診　　実費

　次の町内医療機関
○阿佐歯科
○近藤歯科

○婦人がん検診と同時実施。
○歯周病予防を目的とし、指
　導に力を入れている。

　次の町内医療機関
○秋田歯科
○曽我部歯科

三　野　町

歯周病疾患で治療してい
る人も多く、歯科検診と
指導が重要である。

　受診不可能者やかかりつけ
　医での受診希望者は自己負
　担にて精密検査を受診する
　よう助言する。

　受診不可能者やかかりつけ
　医での受診希望者は自己負
　担にて精密検査を受診する
　よう助言する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

合併までに医師等と協議
のうえ、対象者や実施方
法等の調整を行い、新町
において医療機関に委託
のうえ個人負担は無料と
して実施する。

対象者や実施方法等に差
異があり調整が必要。

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針
　受診不可能者やかかりつけ
　医での受診希望者は自己負
　担にて精密検査を受診する
　よう助言する。

　受診不可能者やかかりつけ
　医での受診希望者は自己負
　担にて精密検査を受診する
　よう助言する。

○池田保健所で受診　　無料
○各医療機関で受診　　実費

○池田保健所で受診　　無料
○各医療機関で受診　　実費
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 (7)委託料  (7)委託料
○１人１回　4,500円 ○１人１回　4,227円

 (8)経費負担  (8)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3

８．ＪＡ検診 ８．ＪＡ検診 ８．ＪＡ検診 ８．ＪＡ検診 ・ ・
 (1)対象者 未実施  (1)対象者  (1)対象者

○町検診未受診者 ○町検診未受診者 ・町の検診との調整。
・

 (2)実施場所  (2)実施場所  (2)実施場所 ・
○農村健康管理センター ○農村健康管理センター ○農村健康管理センター

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○年１回(７月)

 (4)検診内容  (4)検診内容  (4)検診内容

 (5)実施方法  (5)実施方法  (5)実施方法

 (6)個人負担  (6)個人負担  (6)個人負担
○町費にて全額助成 ○町の各種検診との差額 ○町の各種検診との差額

 (7)実施者  (7)実施者  (7)実施者
○ＪＡ阿波みよし ○ＪＡ阿波みよし ○ＪＡ阿波みよし

 (8)経費負担  (8)経費負担  (8)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

９．健康手帳の交付 ９．健康手帳の交付 ９．健康手帳の交付 ９．健康手帳の交付 ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○希望者全員 ○３０歳以上の希望者 ○希望者全員 ○希望者全員

町の各種検診との差額は
個人負担とする。
対象者については、町検
診未受診者とする。

○農協協同組合員で町検診未
　受診者

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○国1/3、県1/3、町1/3
　　　　　　(一部全額町費)

対象者、交付の場所と方
法に差異がある。

40歳到達者については、
40歳到達時点に郵送配布
し、その他の希望者につ
いては随時交付するもの

課　　題三　野　町

○年１回(12月)
○町の検診の６ヶ月後

○年１回(12月)
○町の検診の６ヶ月後

○農協を通じて申し込んでい
　ただく。
○町検診受診者を町が確認。

三好町は未実施であるた
め、調整が必要。

○基本健康診査
○各種がん検診

○基本健康診査
○各種がん検診

○農協を通じて申し込んでい
　ただく。
○町検診受診者を町が確認。

○農協を通じて申し込んでい
　ただく。
○町検診受診者を町が確認。

○基本健康診査
○各種がん検診

ＪＡ阿波みよしと協議の
うえ新町においても引き
続き実施する。

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 具体的調整方針
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 (2)交付場所  (2)交付場所  (2)交付場所  (2)交付場所
○健診や健康相談の場所 ○健診や健康相談の場所 ○健診や健康相談の場所

・個人負担は無料とする。

 (3)交付方法  (3)交付方法  (3)交付方法  (3)交付方法
○随時交付 ○随時交付 ○随時交付

 (4)個人負担  (4)個人負担  (4)個人負担  (4)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担  (5)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

10．健康相談 10．健康相談 10．健康相談 10．健康相談 ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○４０歳以上の者 ○４０歳以上の者 ○４０歳以上の者 ○４０歳以上の者 ・

 (2)事業内容  (2)事業内容  (2)事業内容  (2)事業内容 ・

・

 (3)個人負担  (3)個人負担  (3)個人負担  (3)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (4)経費負担  (4)経費負担  (4)経費負担  (4)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

11．健康教育 11．健康教育 11．健康教育 11．健康教育 ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○４０歳以上の者 ○４０歳以上の者 ○４０歳以上の者 ○４０歳以上の者

栄養相談の充実を図るた
め、新町において管理栄
養士を配置する。

○要望により心身の健康につ
　いて住民一人ひとりの相談
　に応じる。
○必要に応じ血圧測定等を実
　施。
○場所・時間等については、
　その都度調整。
○相談内容を記録し、保存。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○健診や健康相談の場所
○医療機関

とし、医療機関でも交付
できるよう調整を行う。

各町で事業内容が異なる
ため、実施場所、回数、
内容、スタッフの調整が
必要。

住民の健康保持と増進の
ため、実施方法を検討の
うえ、新町においても実
施する。

井　川　町 課　　題

○年度内４０歳到達者に対し
　６月にまとめて交付
○その他については随時交付

三 加 茂 町三　野　町 三　好　町

○要望により心身の健康につ
　いて住民一人ひとりの相談
　に応じる。
○必要に応じ血圧測定等を実
　施。
○場所・時間等については、
　その都度調整。
○相談内容を健康相談票に記
　録し、保存。

栄養診断、生活習慣病予
防食相談等において専門
指導を期待されているた
め管理栄養士の確保が必
要。

○要望により心身の健康につ
　いて住民一人ひとりの相談
　に応じる。
○必要に応じ血圧測定等を実
　施。
○場所・時間等については、
　その都度調整。
○相談内容を健康相談票に記
　録し、保存。

血圧測定、尿検査、体脂
肪検査、加速度脈波検査
等の内容充実を希望して
いるため看護師の確保が
必要。

○要望により心身の健康につ
　いて住民一人ひとりの相談
　に応じる。
○必要に応じ血圧測定等を実
　施。
○場所・時間等については、
　その都度調整。
○相談内容を健康相談票に記
　録し、保存。

実施場所、回数、内容、
スタッフの調整が必要。

住民の健康保持と増進の
ため、実施方法を検討の
うえ、新町においても引
き続き実施する。

具体的調整方針
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 (2)事業内容  (2)事業内容  (2)事業内容  (2)事業内容 ・ ・

・

 (3)個人負担  (3)個人負担  (3)個人負担  (3)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (4)経費負担  (4)経費負担  (4)経費負担  (4)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

12．訪問指導 12．訪問指導 12．訪問指導 12．訪問指導 ・ ・
 (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者  (1)対象者
○全住民 ○全住民 ○全住民 ○全住民

 (2)指導内容  (2)指導内容  (2)指導内容  (2)指導内容

 (3)個人負担  (3)個人負担  (3)個人負担  (3)個人負担
○なし ○なし ○なし ○なし

 (4)経費負担  (4)経費負担  (4)経費負担  (4)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

専門指導を行うため、新
町において管理栄養士を
配置する。

専門指導を期待されてい
るため管理栄養士の確保
が必要。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、当分の間、旧町の
保健師が旧町地域を担当
し、タイムリーな訪問に
努める。

井　川　町 具体的調整方針三　好　町

○目的に応じそれぞれの専門
　職を講師とし開催。
○事業例
 ･ヘルシー教室
 ･生活習慣病予防教室

○生活習慣病予防･健康管理｡
○精神障害者及び家族への生
　活支援。
○関係機関等の連絡調整。
○保健・医療・福祉等諸制度
　及びサービスの活用方法等
　に関する情報提供。
○要介護状態になることの予
　防。
○適正医療について。

事業数が増加するため、
今までどおりの実施が困
難。

○目的に応じそれぞれの専門
　職を講師とし開催。
○事業例
 ･転倒予防教室
 ･ナチュラルビクス
 ･水中運動
 ･歯科教室

○目的に応じそれぞれの専門
　職を講師とし開催。
○事業例
 ･健康教室
 ･生活習慣病予防教室

課　　題

血圧測定、尿検査、体脂
肪検査、加速度脈波検査
等の内容充実を希望して
いるため看護師の確保が
必要。

三 加 茂 町

○目的に応じそれぞれの専門
　職を講師とし開催。
○事業例
 ･健康教室
 ･転倒予防教室

○生活習慣病予防･健康管理｡
○精神障害者及び家族への生
　活支援。
○関係機関等の連絡調整。
○保健・医療・福祉等諸制度
　及びサービスの活用方法等
　に関する情報提供。
○要介護状態になることの予
　防。
○適正医療について。

○生活習慣病予防･健康管理｡
○精神障害者及び家族への生
　活支援。
○関係機関等の連絡調整。
○保健・医療・福祉等諸制度
　及びサービスの活用方法等
　に関する情報提供。
○要介護状態になることの予
　防。
○適正医療について。

○生活習慣病予防･健康管理｡
○精神障害者及び家族への生
　活支援。
○関係機関等の連絡調整。
○保健・医療・福祉等諸制度
　及びサービスの活用方法等
　に関する情報提供。
○要介護状態になることの予
　防。
○適正医療について。

- 115 -



13．機能訓練 13．機能訓練 13．機能訓練 13．機能訓練 ・ ・
 (1)目的 未実施  (1)目的  (1)目的

・スタッフが少ない。
・

 (2)対象者  (2)対象者  (2)対象者

 (3)実施回数  (3)実施回数  (3)実施回数
○週１回、年４８回 ○月１～２回 ○年２４回

 (4)実施場所  (4)実施場所  (4)実施場所
○町老人福祉センター ○町内８ヶ所 ○町老人福祉センター

 (5)実施方法  (5)実施方法  (5)実施方法

 (6)個人負担  (6)個人負担  (6)個人負担
○なし ○なし ○なし

 (7)経費負担  (7)経費負担  (7)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3 ○国1/3、県1/3、町1/3

14．地区組織への支援 14．地区組織への支援 14．地区組織への支援 14．地区組織への支援 ・ ・
該当なし 該当なし  (1)目的  (1)目的

・内容等に差異がある。

○傷害の重症度にかかわらず
　必要である者。

関係機関との協議が必
要。

三　野　町 三　好　町

○町広報による実施案内及び
　関連機関より連絡。
○個別及び集団リハビリ。
○理学療法士･看護師･保健師
　により指導･相談等を実施｡
○自分で通所できない者に対
　して送迎を行う。

三野町は、母子保健事業
において母子保健推進員
事業を実施。

当地域を含め、県西部で
はリハビリ医療を十分受
けずに在宅の要介護者に
なる者が多いため、事業
の継続が必要。

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○疾病・外傷・老化等により
　心身の機能が低下している
　者に対し心身機能の維持回
　復に必要な訓練を行うこと
　により、閉じこもりを予防
　するとともに日常生活の自
　立を助け介護を要する状態
　となることを防ぐ。

○疾病・外傷・老化等により
　心身の機能が低下している
　者に対し心身機能の維持回
　復に必要な訓練を行うこと
　により、閉じこもりを予防
　するとともに日常生活の自
　立を助け介護を要する状態
　となることを防ぐ。

関係機関と協議のうえ合
併までに実施内容等を調
整し、新町においても引
き続き実施する。

具体的調整方針

○疾病・外傷・老化等により
　心身の機能が低下している
　者に対し心身機能の維持回
　復に必要な訓練を行うこと
　により、閉じこもりを予防
　するとともに日常生活の自
　立を助け介護を要する状態
　となることを防ぐ。

○地域住民に対する健康知識
　の普及と疾病予防活動の実
　践のために健康な町づくり
　を進める健康づくり推進員
　をおき、総合的な健康づく
　り事業の円滑かつ効果的な
　実施のために健康生活推進
　員をおく。

○対象地区に案内を回覧。
○理学療法士・健康運動指導
　士･看護師･保健師により指
　導･相談等を実施｡
○自分で通所できない者に対
　してタクシーにより送迎を
　行う。

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において調整
する。○住民の健康推進のための知

　識の普及、各振興会での伝
　達講習会の実施等、町民の
　健康づくり推進のための知
　識向上を目的に健康づくり
　推進委員を育成する。

○傷害の重症度にかかわらず
　必要である者。

○町広報にて周知。
○個別及び集団リハビリ
○運動指導師･看護師･保健師
　により指導･相談等を実施｡
○送迎はなし

井　川　町 三 加 茂 町

○傷害の重症度にかかわらず
　必要である者。
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 (2)組織  (2)組織

 (3)活動内容  (3)活動内容

 (4)報酬  (4)報酬
○なし ○なし

 (5)経費負担  (5)経費負担
○国10/10(町費多少あり) ○国1/3、県1/3、町1/3

15．他の組織への支援 15．他の組織への支援 15．他の組織への支援 15．他の組織への支援 ・行政としての関わり方。 ・
該当なし 該当なし  (1)概要  (1)概要

　
 (2)組織名  (2)組織名
○いかわ会 ○みかも会

　
 (3)実施回数  (3)実施回数
○年１２回 ○年６回

 (4)実施場所  (4)実施場所
○町母子健康センター ○町役場

 (5)実施内容  (5)実施内容

 (6)個人負担  (6)個人負担

○中央講習会　年６回
○伝達講習　　各地域で実施

三　野　町 課　　題 具体的調整方針井　川　町

○調理
○作業
○レクレーション

○調理
○勉強会
○レクレーション

三 加 茂 町

○精神障害者家族会の活動に
　対する支援。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

支援団体と調整のうえ、
新町においても支援を継
続実施し、組織の統一に
努める。

○精神障害者家族会の活動に
　対する支援。

三　好　町

○年会費(１家族)　1,000円
○賛助会員１口　　　500円

○人員　20人
○構成
 ･地区の代表
 ･各種団体の代表
 ･池田保健所職員
 ･町職員
○専門部会制
 ･健康づくり推進部会
 ･健康生活推進会

○年会費(１家族)　1,000円
○賛助会員１口　　　500円

○人員　36人
○構成
 ･主に40～60歳代の主婦

○協議会本会　年２～３回
○研修会　　　年５～６回
　　　※研修は保健所が実施
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 (7)補助金等  (7)補助金等
○年額　20,000円 ○年額　50,000円

 (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費

 (9)備考  (9)備考

16．献血 16．献血 16．献血 16．献血 ・実施回数に差異有り。 ・
 (1)概要  (1)概要  (1)概要  (1)概要

 (2)実施回数  (2)実施回数  (2)実施回数  (2)実施回数
○年２回(８月、３月) ○年２回(５月、11月) ○年３回(７月、11月、３月) ○年２回(６月、12月)

 (3)実施日程  (3)実施日程  (3)実施日程  (3)実施日程

 (4)協力団体  (4)協力団体  (4)協力団体  (4)協力団体
該当なし ○三好町献血グループ ○井川町献血グループ ○三加茂町献血グループ

○ 7/29　町老人福祉ｾﾝﾀｰ
○11/21　町老人福祉ｾﾝﾀｰ
○ 3/13　町老人福祉ｾﾝﾀｰ
　　　　 ㈱藤川電気工事前
　　　　 町役場前
　　　　　　　※平成14年度

○やまなみ会(郡家族会)より
　いかわ会へ年額20,000円の
　補助金あり。

○やまなみ会(郡家族会)より
　みかも会へ年額20,000円の
　補助金あり。

○ 6/25　町役場
○12/25　マルナカ三加茂店
　　　　 田中病院
　　　　 町歴史民俗資料館
　　　　　　　※平成14年度

○毎年３月頃に翌年度の献血
　事業計画を保健所が中心と
　なって策定。
○町内の事業所等に協力依頼
　し事業実施。

○８月　町役場
○３月　町立三野病院
　　　　　　　※平成14年度

○ 5/30　町役場
○11/19　町役場
　　　　　　　※平成14年度

○毎年２～３月頃に翌年度の
　献血事業計画を保健所が中
　心となって策定。
○広報での周知が困難なため
　協力団体の献血が中心。

○毎年１月頃に翌年度の献血
　事業計画を保健所が中心と
　なって策定。
○町内の事業所等に協力依頼
　し事業実施。

○毎年４月頃に翌年度の献血
　事業計画を保健所が中心と
　なって策定。
○町内の事業所等に協力依頼
　し事業実施。

三　野　町 三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題井　川　町 三 加 茂 町

池田保健所と協議のうえ
新町においても現在の場
所で引き続き実施する。

具体的調整方針
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１．医師 １．医師 １．医師 １．医師 ・ ・
○１日　20,000円 ○１日　20,000円 ○一般 １日 20,000円 ○一般 １日 20,400円

○徳大 １日 20,000円＋旅費 ○徳大 １日 20,000円＋旅費

２．歯科医師 ２．歯科医師 ２．歯科医師 ２．歯科医師
○１日　20,000円 ○１日　20,000円 ○１日　20,000円 ○１日　20,400円

３．栄養士 ３．栄養士 ３．栄養士 ３．栄養士
○１日 　7,000円 ○１日　 6,000円 ○１日　 5,000円 ○１日 　7,000円

４．看護師 ４．看護師 ４．看護師 ４．看護師
○１日　 5,000円 ○１日　 5,000円 ○１日　 5,000円 ○一般看護師　１日 5,000円

○病院看護師　１日 4,500円

５．歯科衛生士 ５．歯科衛生士 ５．歯科衛生士 ５．歯科衛生士
○１日　 5,000円 ○１日　 5,000円 ○１日　 5,000円 ○１日　 7,000円

６．理学療法士(機能訓練時) ６．理学療法士(機能訓練時) ６．理学療法士(機能訓練時) ６．理学療法士(機能訓練時)
○機能訓練　１回　25,000円 ○機能訓練　該当なし ○機能訓練　１回　25,000円 ○機能訓練　１回　25,000円
○健康教育　１回　20,000円 ○健康教育　該当なし ○健康教育　該当なし ○健康教育　該当なし

７．作業療法士 ７．作業療法士 ７．作業療法士 ７．作業療法士
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

８．心理相談員 ８．心理相談員 ８．心理相談員 ８．心理相談員
該当なし 該当なし 該当なし ○１人　15,000円

９．運動指導 ９．運動指導 ９．運動指導 ９．運動指導
○１日　 7,000円 該当なし ○１日 　8,000円 ○１日　7,000円

10．一般補助員(受付等) 10．一般補助員(受付等) 10．一般補助員(受付等) 10．一般補助員(受付等)
該当なし 該当なし ○１日　 3,000円 該当なし

健康福祉部会

井　川　町 三 加 茂 町

　各種賃金・報償費等

　合併までに検討、調整する。

差異があるため調整が必
要。

合併までに検討、調整す
る。

保健師分科会

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

協　議　項　目

調整方針（案）
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 日程１３             協議第６０号 
     

 

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

 
 
平成１６年 ６月１７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 

 
農林水産事業関係について 

 
１．国又は県の補助事業及び継続事業については、現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。 

２．農林業の振興に関する各種計画については、当面現行のとおりとし、新町
において新たに策定するものとする。 

３．町単独事業の内、同一又は類似する事業は農林水産業の振興を図るよう統
合又は再編し、事業内容に差異のあるものについては、新町において調整
するものとする。 

４．農林業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。但
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．農業委員会所管事務については、新町発足後速やかに統一実施する。 
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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

　農林水産振興事業については、同一又は類似する事業は農林水産の振興を図るよう統合又は再編
し、農林水産業団体の育成事業については必要性や効果等を検証しながら実施していくことが必要
です。

２４－１８　  農林水産事業関係

協議会への
提 案 内 容

１　国又は県の補助事業及び継続事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
２　農林業の振興に関する各種計画については、当面現行のとおりとし、新町において新たに策定
　　するものとする。
３　町単独事業の内、同一又は類似する事業は農林水産業の振興を図るよう統合又は再編し、事業
　　内容に差異のあるものについては、新町において調整するものとする。
４　農林業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。但し、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　農業委員会所管事務については、新町発足後速やかに統一実施する。- 121 -



　４町に差異なし 現行のとおり新町に引き継ぐ
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】
①経営対策体制整備促進事業 ①経営対策体制整備促進事業 ①農業経営総合対策事業 ①経営対策体制整備促進事業

(1)経営改善支援事業

(2)調査員による個別訪問
(1)認定農業者の育成指導 (1)認定農業者の育成指導 (3)認定農業者の育成指導 (1)認定農業者の育成指導

(2)基本構想実践推進会議の開催 (2)基本構想実践推進会議の開催 (2)基本構想実践推進会議の開催

（認定農業者数 13名　）（認定農業者数6名法人1名
計 7名）

②農業経営基盤強化促進対策
事業

（認定農業者数  6名　）

・認定農業者に対して経営情
報等を提供し、経営改善指導
を行う。また認定農業者を増
やすため農業者に対して説明
会を開催する。

・農地の出し手、受け手の意
向調査を行い,農地に対する
情報を把握する。また関係機
関で構成するプロジェクト
チームにより,調査・分析を
行う。

(1)地域農業マスタープラン
の目標設定及び推進の検討 ②農地流動化地域総合推進事

業 (2)経営生産対策推進会議の
開催

・関係機関,団体及び農業者
を含む地域の関係者間の連
携・調整を行い,地域農業マ
スタープランの振興管理及び
総合的な評価を行う。

・関係機関,団体及び農業者
を含む地域の関係者間の連
携・調整を行い,地域農業マ
スタープランの振興管理及び
総合的な評価を行う。

・農地の出し手,受け手の意
向調査を行い、農地に対する
情報を把握する。また関係機
関で構成するプロジェクト
チームにより、調査・分析を
行う。

・集積促進員の戸別訪問や、
認定農業者や地域農業団体へ
の利用権設定等による農地の
利用集積を図る。

・認定農業者制度を広く周知
し,認定農業者等の行う経営
改善に向けた取り組みに対
し,経営相談・経営研修・経
営情報の提供活動の支援活動
を実施する。

・農地の出し手、受け手の意
向調査を行い,農地に対する
情報を把握する。また関係機
関で構成するプロジェクト
チームにより,調査・分析を
行う。

・集積促進員の戸別訪問や、
認定農業者や地域農業団体へ
の利用権設定等による農地の
利用集積を図る。

(1)農地の出し手、受け手の
意向調査等 ②農業経営基盤強化促進対策

事業

1 農業経営基盤強化促進法関
係事業

1 農業経営基盤強化促進法関
係事業

・関係機関,団体及び農業者
を含む地域の関係者間の連
携・調整を行い,地域農業マ
スタープランの振興管理及び
総合的な評価を行う。

・関係機関,団体及び農業者
を含む地域の関係者間の連
携・調整を行い,地域農業マ
スタープランの振興管理及び
総合的な評価を行う。

・集積促進員の戸別訪問や、
認定農業者や地域農業団体へ
の利用権設定等による農地の
利用集積を図る。

(2)経営生産対策推進会議の
開催

産業経済部会 分科会

課　　題 具体的調整方針

１　国・県補助事業

三 加 茂 町

国又は県の補助事業及び継続事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

③農地流動化地域総合推進事
業

③農地流動化地域総合推進事
業

1 農業経営基盤強化促進法関
係事業

1 農業経営基盤強化促進法関
係事業

(1)地域農業マスタープラン
の目標設定及び推進の検討

２４－１８　　農林水産事業関係

協　議　項　目

三　野　町 三　好　町 井　川　町

調整方針（案）

(2)経営生産対策推進会議の
開催
②農業経営基盤強化促進対策
事業

（認定農業者数18名法人1名
計　19名）

③農地流動化地域総合推進事
業

・認定農業者制度を広く周知
し,認定農業者等の行う経営
改善に向けた取り組みに対
し,経営相談・経営研修・経
営情報の提供活動の支援活動
を実施する。

・農地の出し手、受け手の意
向調査を行い,農地に対する
情報を把握する。また関係機
関で構成するプロジェクト
チームにより,調査・分析を
行う。

・集積促進員の戸別訪問や、
認定農業者や地域農業団体へ
の利用権設定等による農地の
利用集積を図る。

(1)地域農業マスタープラン
の目標設定及び推進の検討
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(3)調査員による個別訪問 (3)調査員による個別訪問
④農地利用集積実践事業 ④農地利用集積実践事業

(2)集積促進員による個別訪問 (2)集積促進員による個別訪問

【負担割合】 【負担割合】 【負担割合】 【負担割合】
①経営対策体制整備促進事業 ①経営対策体制整備促進事業 ①農業経営総合対策事業
事業費190千円(県1/2・町1/2)事業費420千円(県1/2・町1/2)事業費280千円(県1/2・町1/2)

事業費300千円(県1/2・町1/2)

事業費426千円(県1/2・町1/2)事業費496千円(県1/2・町1/2)
事業費324千円(県1/2・町1/2)

【名称】 【名称】 【名称】 【名称】
経営生産対策推進会議 経営生産対策推進会議 経営生産対策推進会議 経営生産対策推進会議
地域農業マスタープラン樹立 地域農業マスタープラン樹立 地域農業マスタープラン樹立 地域農業マスタープラン樹立

【内容等】 【内容等】 【内容等】 【内容等】

・新規就農対策推進方針 ・新規就農対策推進方針 ・新規就農対策推進方針 ・新規就農対策推進方針

②農地流動化地域総合推進事
業

①農業経営基盤強化促進対策
事業

・経営、生産対策として必要
な各種事業の導入方針

・担い手への農用地利用集積
方針

(1)農地の出し手、受け手の
意向調査等

(1)農地の利用権設定等によ
る農地の集積

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 具体的調整方針課　　題

調整方針（案）

産業経済部会

・多様な担い手の育成、確保
方針

・経営、生産対策として必要
な各種事業の導入方針

総合的な農業行政の策定及び
進行管理

総合的な農業行政の策定及び
進行管理

・担い手への農用地利用集積
方針

・担い手への農用地利用集積
方針

・経営、生産対策として必要
な各種事業の導入方針

総合的な農業行政の策定及び
進行管理

・多様な担い手の育成、確保
方針

・経営、生産の総合的な振興
に関する基本方針
・効率的且つ安定的な農業経
営の基本指標及び育成確保の
方針

・経営、生産の総合的な振興
に関する基本方針

・多様な担い手の育成、確保
方針

・効率的且つ安定的な農業経
営の基本指標及び育成確保の
方針

・経営、生産の総合的な振興
に関する基本方針

・経営、生産の総合的な振興
に関する基本方針
・効率的且つ安定的な農業経
営の基本指標及び育成確保の
方針

②農地流動化地域総合推進事
業

(2)農地情報管理システムに
よる管理

②農地流動化地域総合推進事
業

協　議　項　目 １　国・県補助事業

三 加 茂 町
(1)農地の出し手、受け手の
意向調査等

(1)農地の利用権設定等によ
る農地の集積

・効率的且つ安定的な農業経
営の基本指標及び育成確保の
方針

井　川　町

(2)農地情報管理システムに
よる管理

・多様な担い手の育成、確保
方針

(1)農地の出し手、受け手の
意向調査等
(2)農地情報管理システムに
よる管理
(3)農地の利用権設定等によ
る農地の集積

総合的な農業行政の策定及び
進行管理

・担い手への農用地利用集積
方針
・経営、生産対策として必要
な各種事業の導入方針
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【その他】 【その他】 【その他】 【その他】
①経営生産対策推進会議構成員 ①経営生産対策推進会議構成員
池田農林事務所農業振興課長 三加茂町長

三野町長 池田農業改良普及センター 井川町役場産業課長 ＪＡ阿波みよし代表理事
三野町農業委員会 三好町農業委員会会長 ＪＡ辻支所長 徳島県池田農林事務所長
三野町産業課長 ＪＡ阿波みよし指導販売部長 ＪＡ井川支所長 徳島県池田改良普及センター
産業課担当者 三好町産業経済課長 農業委員 １９名 産業県建設経済委員長
池田農業改良普及センター 　報酬　　なし 認定農業者 ６名 産業県建設副委員長
ＪＡ阿波みよし指導販売部長 農業委員会会長
ＪＡ三野支所長 ＪＡ阿波みよし理事

池田農林事務所農業振興課長 農業委員 １９名 徳島西部共済組合理事
池田農業改良普及センター ＪＡ阿波みよし三庄支所長
三好町農業委員会会長 ＪＡ阿波みよし加茂支所長
ＪＡ阿波みよし指導販売部長 三好南岸土地改良区理事長
三好町産業経済課担当者 報酬なし
　報酬　　なし
③農地集積促進員
　構成員23名　（農業委員） 　①と同じ

　①と同じ

2　認定農業者育成事業 2　認定農業者育成事業 2　認定農業者育成事業 2　認定農業者育成事業
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】
認定農業者数 19（個人18法人１） 認定農業者数 ７（個人６法人１） 認定農業者数 ６ 認定農業者数 １３
【支援策】 【支援策】 【支援策】 【支援策】
・資金の融資 ・資金の融資 ・資金の融資 ・資金の融資
・税制の特例 ・税制の特例 ・税制の特例 ・税制の特例
・経営に関する相談,助言,研修 ・経営に関する相談,助言,研修 ・経営に関する相談,助言,研修 ・経営に関する相談,助言,研修
・農地の利用集積 ・農地の利用集積 ・農地の利用集積 ・農地の利用集積
・補助事業の採択 ・補助事業の採択 ・補助事業の採択 ・補助事業の採択

産業経済部会

②農地流動化地域調査事業調
査員

井　川　町

合併までに基本構想の素案を
作成し、新町発足後速やかに
対応する。

新町発足後、新しい基本構想
の公告が出来るまでの間に認
定申請が行われる場合や再認
定の時期が訪れる認定農業者
への対応。

高度な技術と優れた経営感覚
を有する担い手農家を育成
し,経営規模の維持拡大や法
人化を含めた経営管理の合理
化など経営改善への取り組み
を進め、効率的かつ安定的な
農業経営を育成する。

高度な技術と優れた経営感覚
を有する担い手農家を育成
し,経営規模の維持拡大や法
人化を含めた経営管理の合理
化など経営改善への取り組み
を進め、効率的かつ安定的な
農業経営を育成する。

①井川町農業経営改善支援セ
ンター構成員

三　好　町

②農業経営改善支援活動支援
相談チーム構成員

三 加 茂 町 課　　題

②三加茂町農業経営改善支援
センター構成員

高度な技術と優れた経営感覚
を有する担い手農家を育成
し,経営規模の維持拡大や法
人化を含めた経営管理の合理
化など経営改善への取り組み
を進め、効率的かつ安定的な
農業経営を育成する。

１　国・県補助事業協　議　項　目

①三野町農業経営改善支援セ
ンター構成員

高度な技術と優れた経営感覚
を有する担い手農家を育成
し,経営規模の維持拡大や法
人化を含めた経営管理の合理
化など経営改善への取り組み
を進め、効率的かつ安定的な
農業経営を育成する。

調整方針（案）

三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

③農業経営改善支援活動支援
相談チーム構成員
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【認定審査会構成員】 【認定審査会構成員】 【認定審査会構成員】 【認定審査会構成員】

3 水田農業構造改革事業 3 水田農業構造改革事業 3 水田農業構造改革事業 3 水田農業構造改革事業 　Ｈ１６からの新規事業
【名称】 【名称】 【名称】 【名称】

　助成金に差異がある 合併までに協議、調整する。

【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【内容等】 【内容等】 【内容等】 【内容等】

【財源】 【財源】 【財源】 【財源】

一律助成　１８千円/１０ａ 一律助成　３千円/１０ａ   なす、山菜 ５千円/10a 一律助成　１０千円/１０ａ
担い手加算３０千円/１０a   豆類、花類 ３千円/10a 追加助成　１０千円/１０ａ

3-2 特別調整促進加算助成事業 3-2 特別調整促進加算助成事業 3-2 特別調整促進加算助成事業 3-2 特別調整促進加算助成事業

【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【内容等】 【内容等】 【内容等】 【内容等】

【財源】 【財源】 【財源】 【財源】

三 加 茂 町

三加茂町構造政策推進会議会
長、三加茂町農業委員会長、
県、町、ＪＡ阿波みよし

１　国・県補助事業

課　　題井　川　町 具体的調整方針

指定作物を作付けした場合作
付け面積に応じて作付け農業
者に定額助成を行う

・徳島県水田農業推進協議会
からの助成金￥1,707,000円

・徳島県水田農業推進協議会
からの助成金￥450,000円

・徳島県水田農業推進協議会
からの助成金￥400,000円

産地づくり交付金及び特別調
整促進加算の交付金を活用し
て、産地育成の推進を支援す
る。地域協議会が指定した作
物を作付けした場合作付け面
積に応じて作付けを行った農
業者に対して定額助成を行
う。

産地づくり交付金及び特別調
整促進加算の交付金を活用し
て、産地育成の推進を支援す
る。地域協議会が指定した作
物を作付けした場合作付け面
積に応じて作付けを行った農
業者に対して定額助成を行
う。

産地づくり交付金及び特別調
整促進加算の交付金を活用し
て、産地育成の推進を支援す
る。地域協議会が指定した作
物を作付けした場合作付け面
積に応じて作付けを行った農
業者に対して定額助成を行
う。

農業振興課・池田農業改良普
及センター・ＪＡ阿波みよし
三野支所・三野町農業委員
会・三野町役場

地域の特色ある水田農業の展
開を図りながら、米の生産調
整を的確に実施し、需要に応
じた作物生産と良好な水田環
境の保全を図る

農業振興課・池田農業改良普
及センター・ＪＡ阿波みよし
農業協同組合・井川町農業委
員会・井川町役場

農業振興課・池田農業改良普
及センター・ＪＡ阿波みよし
農業協同組合・三好町農業委
員会・三好町役場

 水田農業構造改革交付金（産
地づくり対策）

・徳島県水田農業推進協議会
からの助成金￥50,000円

・徳島県水田農業推進協議会
からの助成金￥900,000円

三　好　町

・徳島県水田農業推進協議会
からの助成金￥1,076,000円

地域の特色ある水田農業の展
開を図りながら、米の生産調
整を的確に実施し、需要に応
じた作物生産と良好な水田環
境の保全を図る

産地づくり交付金及び特別調
整促進加算の交付金を活用し
て、産地育成の推進を支援す
る。地域協議会が指定した作
物を作付けした場合作付け面
積に応じて作付けを行った農
業者に対して定額助成を行
う。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

産業経済部会

調整方針（案）

協　議　項　目

 水田農業構造改革交付金（産
地づくり対策）

 水田農業構造改革交付金（産
地づくり対策）

地域の特色ある水田農業の展
開を図りながら、米の生産調
整を的確に実施し、需要に応
じた作物生産と良好な水田環
境の保全を図る

 水田農業構造改革交付金（産
地づくり対策）

水田を利用した作物の新たな
産地づくりを推進する

地域の特色ある水田農業の展
開を図りながら、米の生産調
整を的確に実施し、需要に応
じた作物生産と良好な水田環
境の保全を図る

・徳島県水田農業推進協議会
からの助成金￥233,000円

三　野　町

水田を利用した作物の新たな
産地づくりを推進する

水田を利用した作物の新たな
産地づくりを推進する

水田を利用した作物の新たな
産地づくりを推進する

指定作物を作付けした場合作
付け面積に応じて作付け農業
者に定額助成を行う

・徳島県水田農業推進協議会
からの助成金￥130,000円

指定作物を作付けした場合作
付け面積に応じて作付け農業
者に定額助成を行う

指定作物を作付けした場合作
付け面積に応じて作付け農業
者に定額助成を行う
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3-3　水田農業推進団体 3-3　水田農業推進団体 3-3　水田農業推進団体 3-3　水田農業推進団体
　組織の統合について

【名称】 【名称】 【名称】 【名称】
三野町地域水田農業推進協議会 三好町地域水田農業推進協議会 　井川町水田農業推進協議会  三加茂町地域水田農業推進協議会

【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【内容等】 【内容等】 【内容等】 【内容等】

【組織】 【組織】 【組織】 【組織】
　任期は１年 　任期の定めなし 　任期の定めなし 　任期は１年(再任可）
　構成員（会員・幹事会員） 　構成員（全２４名） 　構成員（全２３名） 　構成員（全２５名）
・三野町長 ・三好町役場 ・井川町長 ・三加茂町長
・三野町議会 ・三好町議会 ・井川町議会 ・地区農家代表(指導農業士）
・三野町農業委員会 ・阿波みよし農業協同組合 ・阿波みよし農業協同組合 ・ＪＡ阿波みよし町内理事
・阿波みよし農業協同組合 ・徳島県西部農業共済組合 ・徳島県西部農業共済組合 ・三加茂町農業委員会
・徳島県西部農業共済組合 ・池田農林農業振興課 ・井川町農業委員会会長 ・ＪＡ阿波みよし代表理事長
・三野町土地改良区理事長 ・池田農業改良普及センター ・池田農林農業振興課 ・ＪＡ阿波みよし営農販売部長
・米取扱業者他 ・三好町農業委員会 ・池田農業改良普及センター ・ＪＡ阿波みよし三庄支所長

・中核農家 ・徳島農政事務所 ・ＪＡ阿波みよし加茂支所長

三加茂町水田農業振興計画の
策定及び振興管理
(1)水田における土地利用型
農業の活性化のため基本的な
考え方を示し、作付け作物の
団地化、担い手への土地利用
集積、各地域における推進体
制の構築等により組織の育
成・強化に取り組む

(2)水田の現状を見定め、5年
後の目標及び目標に向けての
具体的取り組みの策定

(3)各集落毎へのガイドライ
ン（生産目標面積）策定

(3)各集落毎へのガイドライ
ン（生産目標面積）策定

(1)水田における土地利用型
農業の活性化のため基本的な
考え方を示し、作付け作物の
団地化、担い手への土地利用
集積、各地域における推進体
制の構築等により組織の育
成・強化に取り組む

(1)水田における土地利用型
農業の活性化のため基本的な
考え方を示し、作付け作物の
団地化、担い手への土地利用
集積、各地域における推進体
制の構築等により組織の育
成・強化に取り組む

(2)水田の現状を見定め、5年
後の目標及び目標に向けての
具体的取り組みの策定

産業経済部会

水田農業振興計画の策定、農
業などに対するガイドライン
の配分、とも補償の単価など
の設定とも補償の拠出金徴収
を推進し、水田の活性化とと
もに今後の農業振興に寄与す
る。

三　好　町

水田農業振興計画の策定、農
業などに対するガイドライン
の配分、とも補償の単価など
の設定とも補償の拠出金徴収
を推進し、水田の活性化とと
もに今後の農業振興に寄与す
る。

水田農業振興計画の策定、農
業などに対するガイドライン
の配分、とも補償の単価など
の設定とも補償の拠出金徴収
を推進し、水田の活性化とと
もに今後の農業振興に寄与す
る。

三 加 茂 町井　川　町 課　　題

(3)各集落毎へのガイドライ
ン（生産目標面積）策定

(3)各集落毎へのガイドライ
ン（生産目標面積）策定

水田農業振興計画の策定、農
業などに対するガイドライン
の配分、とも補償の単価など
の設定とも補償の拠出金徴収
を推進し、水田の活性化とと
もに今後の農業振興に寄与す
る。

(2)水田の現状を見定め、5年
後の目標及び目標に向けての
具体的取り組みの策定

(1)水田における土地利用型
農業の活性化のため基本的な
考え方を示し、作付け作物の
団地化、担い手への土地利用
集積、各地域における推進体
制の構築等により組織の育
成・強化に取り組む

三野町水田農業振興計画の策
定及び振興管理

三好町水田農業振興計画の策
定及び振興管理

調整方針（案）

井川町水田農業振興計画の策
定及び振興管理

(2)水田の現状を見定め、5年
後の目標及び目標に向けての
具体的取り組みの策定

協　議　項　目 １　国・県補助事業

三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

合併後速やかに組織統合に努
める。

具体的調整方針
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・三好町酪農組合 ・タラの芽生産組合会長 ・三加茂町議会
・米取扱業者 ・かいなの花出荷組合会長 ・徳島県西部農業共済組合
・たばこ耕作連絡協議会 ・ゆず生産組合会長 ・三好南岸土地改良区
・昼間、足代土地改良区 ・和牛生産振興組合会長 ・三加茂町酪農組合長
・高松食糧事務所西部支所 ・農業後継者クラブ会長 ・池田農林事務所長

・西井川水利組合会長 ・池田農業改良普及センター
・井本米穀集配センター ・高松食糧事務所西部支所

3-4計画出荷米集荷対策事業 3-4 計画出荷米集荷対策事業 3-4計画出荷米集荷対策事業 3-4 計画出荷米集荷対策事業
【目的】 【目的】

【内容】 【内容】

【補助金】 【補助金】
　平成１５年度　２６千円 　平成１５年度　２５千円

三好町の例により新町に引き
継ぎ、統一施行する。米穀の計画流通制度の適性か

つ円滑な実施及び計画出荷米
の安定的な出荷を図る。

米穀の計画流通制度の適性か
つ円滑な実施及び計画出荷米
の安定的な出荷を図る。

計画出荷米に対してスムーズ
な対応が出来るように、資料
や情報提供を行っている。

第一種取扱い業者による出荷
指数数量配分以降集落の申し
込み状況により、集荷者（Ｊ
Ａ阿波みよし）と協議調整

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

産業経済部会

三 加 茂 町

協　議　項　目

調整方針（案）

三　野　町 課　　題三　好　町 井　川　町

１　国・県補助事業

具体的調整方針
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4 中山間地域等直接支払事業 4 中山間地域等直接支払事業 4 中山間地域等直接支払事業 4 中山間地域等直接支払事業
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 　４町に差異なし 現行のとおり新町に引き継ぐ

【対象地域】 【対象地域】 【対象地域】 【対象地域】
・一般急傾斜地 ・一般急傾斜地　　10集落 ・一般急傾斜地　　16集落 ・一般急傾斜地　　13集落
・暖傾斜地 ・特認暖傾斜地　　１集落 ・一般暖傾斜地　　１集落
【集落協定】 【集落協定】 【集落協定】 【集落協定】
・締結集落　　15集落 ・締結集落　　10集落 ・締結集落　　16集落 ・締結集落　　14集落
・個別協定　　 1集落
【交付金額】 【交付金額】 【交付金額】 【交付金額】
・地目：田 ・地目：田 ・地目：田 ・地目：田
急傾斜地：21.000円/10a 急傾斜地：21.000円/10a 急傾斜地：21.000円/10a 急傾斜地：21.000円/10a
暖傾斜地： 8.000円/10a 暖傾斜地： 8.000円/10a 暖傾斜地： 8.000円/10a 暖傾斜地： 8.000円/10a
・地目：畑、樹園地 ・地目：畑、樹園地 ・地目：畑、樹園地 ・地目：畑、樹園地
急傾斜地：11.500円/10a 急傾斜地：11.500円/10a 急傾斜地：11.500円/10a 急傾斜地：11.500円/10a
暖傾斜地： 3.500円/10a 暖傾斜地： 3.500円/10a 暖傾斜地： 3.500円/10a 暖傾斜地： 3.500円/10a
・平成１５年度　集落合計 ・平成１５年度　集落合計 ・平成１５年度　集落合計 ・平成１５年度　集落合計
 14.359.673円(1.224.572㎡)   9.338.696円(775.014㎡)  25.154.005円(2.033.573㎡)  12.387.647円(1.172.909㎡)
【事業年度】 【事業年度】 【事業年度】 【事業年度】
Ｈ12年度～Ｈ16年度（5年間）Ｈ12年度～Ｈ16年度（5年間）Ｈ12年度～Ｈ16年度（5年間）Ｈ12年度～Ｈ16年度（5年間）

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】

【支出負担】 【支出負担】 【支出負担】 【支出負担】
・対象地域：国1/2.県1/4.町1/4 ・対象地域：国1/2.県1/4.町1/4 ・対象地域：国1/2.県1/4.町1/4 ・対象地域：国1/2.県1/4.町1/4

耕作放棄地の増加により多面
的機能の低下が特に懸念され
ている地域において,担い手
の育成等による農業生産の維
持を通じて,多面的機能を確
保する観点から,中山間地域
等直接支払交付金を交付す
る。

耕作放棄地の増加により多面
的機能の低下が特に懸念され
ている地域において,担い手
の育成等による農業生産の維
持を通じて,多面的機能を確
保する観点から,中山間地域
等直接支払交付金を交付す
る。

産業経済部会

①町が中山間地域等直接支払
基本方針を策定し、県の認定
を受ける
②集落が、基本方針に基づき
集落協定を締結し、町の認定
を受ける

②集落が、基本方針に基づき
集落協定を締結し、町の認定
を受ける

①町が中山間地域等直接支払
基本方針を策定し、県の認定
を受ける
②集落が、基本方針に基づき
集落協定を締結し、町の認定
を受ける

①町が中山間地域等直接支払
基本方針を策定し、県の認定
を受ける
②集落が、基本方針に基づき
集落協定を締結し、町の認定
を受ける

三 加 茂 町井　川　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協　議　項　目

課　　題 具体的調整方針三　好　町

１　国・県補助事業

過疎化が一段と進みつつある
傾斜地の多い山間地の農地に
対し、耕作放棄地の発生を防
止し、多面的機能の確保を図
る観点から、農業生産条件の
不利を補正するため交付金を
交付する。

①町が中山間地域等直接支払
基本方針を策定し、県の認定
を受ける

調整方針（案）

三　野　町

中山間地域等では過疎化・高
齢化の進行や生産条件の不利
性等から後継者の減少、耕作
放棄地の増加等により土地が
荒廃し多面的機能が低下して
いる。 このため、生産条件
の不利な農地を耕作する方々
が,耕作放棄地を出さないこ
とや多面的機能の確保を申し
合わせることを条件に,農地
の生産条件、耕作面積に応じ
た額を受け取ることが出来
る。
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4-2　推進事業 4-2　推進事業 4-2　推進事業 4-2　推進事業
現行のとおり新町に引き継ぐ

【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【対象地域】 【対象地域】 【対象地域】 【対象地域】
　10集落 　14集落

【名称】 【名称】 【名称】 【名称】
中山間地域直接支払・・集落

【構成員】 【構成員】 【構成員】 【構成員】
1．集落組織の代表者 1．集落組織の代表者 1．集落組織の代表者１９名
2．ＪＡ阿波みよし三野支所 2．ＪＡ阿波みよし井川支所 2. 農業委員会　　　２２名
3．池田農業改良普及セン 3．ＪＡ阿波みよし辻支所 3．産業課長
4．三野町農業委員会 4．井川町農業委員会
5．三野町役場 5．井川町役場
6．その他関係する組織等 6．その他関係する組織等 3．池田農業改良普及セン
【補助金】 【補助金】 【補助金】
　平成15年度 　平成15年度 　平成15年度
　　県　1/2　　700,000円 　　県　1/2　　700,000円 　　国　1/2　　250,000円
　　町　1/2　　700,000円 　　町　1/2　　700,000円 　　町　1/2　　250,000円
【その他事務】 【その他事務】 【その他事務】

4．ＪＡ阿波みよし三庄・加
茂
   支所長 　　２名

三 加 茂 町

　書類審査、現地確認、支払
事務

中山間地域等直接支払事業の
円滑かつ効率的な実施を行う
ため

16集落（太刀野山地区及び滝
奥地区）

　書類審査、現地確認、支払
事務

16集落（井内地区及び西井川
地区）

井川町中山間地域等直接支払
推進会

三野町対象農用地・対象者基
準検討会

中山間地域等直接支払事業の
円滑かつ効率的な実施を行う
ため

中山間地域等直接支払事業の
円滑かつ効率的な実施を行う
ため

産業経済部会

三加茂町中山間地域等直接支
払基準検討会

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

中山間地域等直接支払事業の
円滑かつ効率的な実施を行う
ため

課　　題

　書類審査、現地確認、支払
事務

調整方針（案）

三　好　町 井　川　町三　野　町

協　議　項　目 １　国・県補助事業
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5　中山間地域総合整備事業 5　中山間地域総合整備事業 5　中山間地域総合整備事業 5　中山間地域総合整備事業
【目的】 【目的】 【目的】 現行のとおり新町に引き継ぐ

　平成１６年度で事業終了

【内容】 【内容】 【内容】
　事業実施年度 　平成15年度 基本計画 　事業実施年度
　平成11年度～平成17年度 　平成16年度 実施計画 　平成12年度～平成16年度
　ほ場整備　　　　　1箇所 　事業実施期間(5年間） 　事業費　440,000千円
農業用用水路　　12路線 　平成17年度～平成21年度 農業用用水路　　　1路線

　農道整備　　　　  　4線 　事業費(仮)1,500,000千円 　農道整備　　　　  　1線
　活性化施設　　　　1箇所 ・農業生産基盤整備事業 　農地防災　　　　　0箇所
　集落排水路　　　　　2線 ・農村生活環境基盤整備事業 　農村公園　　　　　1箇所
 事業費　15年度 94,500千円 ・交流基盤整備事業 　農業集落道　　　　  2線
 負担金         27,300千円 　営農飲雑用水施設　1箇所

具体的調整方針

調整方針（案）

課　　題

１　国・県補助事業

井　川　町 三 加 茂 町三　好　町

・農業生産の利便性、集落並
びに地域住民生活の利便性・
快適性の向上を図る

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○生活環境基盤整備による地
域の活性化

三　野　町

産業経済部会

協　議　項　目

○本町の主要産業の一つであ
る農業の生産基盤整備と生活
環境基盤を一体的に整備する
ことで、豊かで住みやすい活
力ある町づくりを目指す

○生活環境基盤整備による地
域の活性化

・農業生産の利便性、集落並
びに地域住民生活の利便性・
快適性の向上を図る

・交通利用のよい場所を用地
整備し併せて地域特産品の開
発研究、地域住民の交流の場
など、地域の活性化を図る施
設の確保

・風向明媚な景写地に多目的
利用できる地域住民の憩いと
語らいの場の確保
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　未実施 【目的】 　未実施 　未実施

【事業年度】
 平成13年度～平成16年度
【内容】
・集落道赤谷線
整備予定年度　平成15年度
事業費　　　　110,300千円
国費　　　 　　60,630千円
県費　　　 　　21,920千円
市町村費   　　27,750千円

課　　題
6 新山村振興等農林漁業特別
対策事業

三　好　町

集落道の開設により、遅れて
いる生活環境の整備を図り、
快適な生活環境と地域の活性
化を促進する

三 加 茂 町

産業経済部会

１　国・県補助事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整方針（案）

三　野　町 具体的調整方針
6 新山村振興等農林漁業特別
対策事業 現行のとおり新町に引き継

ぎ、新町発足後統一施行す
る。

6 新山村振興等農林漁業特別
対策事業

6 新山村振興等農林漁業特別
対策事業

井　川　町

協　議　項　目
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7  県単地域農業振興事業 7  県単地域農業振興事業 7  県単地域農業振興事業 7  県単地域農業振興事業
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 現行のとおり新町に引き継ぐ

【内容】 【内容】 【内容】 【内容】

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】 【事業の負担割合】 【事業の負担割合】 　町の負担割合に差異がある 　新町で調整する

・グリーンツーリズムによる
都市との交流等の促進
・県全体を「園芸ランド」と
いう視点で捉え,野菜、花
卉、果樹等の園芸産地の総合
的な強化を図る

・県単独地域農業振興事業実
施要領による

・県単独地域農業振興事業実
施要領による

・県全体を「園芸ランド」と
いう視点で捉え,野菜、花
卉、果樹等の園芸産地の総合
的な強化を図る

・県単独地域農業振興事業実
施要領による
・町負担については事業内容
により決定(0～60%)

・町負担については事業内容
により決定(0～10%)

・その他環境保全型農業支援
事業、県下1JA構想支援事
業、輸入野菜等緊急対応産地
育成事業等を支援する

地元から「農業用施設整備費
補助金申請」を提出してもら
い、審査後、測量設計等を行
い、事業費の50%以内の補助
金を完了検査の後交付する

・町負担については事業内容
により決定(0～60%)

地域の動向や現在の農業情勢
に適切に対処しつつ各種補助
事業の推進とあわせ県単独に
よるきめ細かな農業の振興策
を講じることで、地域農業の
発展振興を図る

・その他環境保全型農業支援
事業、県下1JA構想支援事
業、輸入野菜等緊急対応産地
育成事業等を支援する

地域の動向や現在の農業情勢
に適切に対処しつつ各種補助
事業の推進とあわせ県単独に
よるきめ細かな農業の振興策
を講じることで、地域農業の
発展振興を図る

・農業の近代化、合理化を推
進すると共に、鳥獣害対策、
ファームサービス事業体の育
成や畜産経営の効率化を推進
する事業の一部を補助する

三　野　町

地元から「農業用施設整備費
補助金申請」を提出してもら
い、審査後、測量設計等を行
い、事業費の50%以内の補助
金を完了検査の後交付する

・県全体を「園芸ランド」と
いう視点で捉え,野菜、花
卉、果樹等の園芸産地の総合
的な強化を図る

・県単独地域農業振興事業実
施要領による

地域の動向や現在の農業情勢
に適切に対処しつつ各種補助
事業の推進とあわせ県単独に
よるきめ細かな農業の振興策
を講じることで、地域農業の
発展振興を図る

・町負担については事業内容
により決定(0～5%)

・グリーンツーリズムによる
都市との交流等の促進

・農業の近代化、合理化を推
進すると共に、鳥獣害対策、
ファームサービス事業体の育
成や畜産経営の効率化を推進
する事業の一部を補助する

・先進的な生産技術等にチャ
レンジする認定農業者、エコ
ファーマー、農業法人の取り
組みを支援する

１　国・県補助事業

・その他環境保全型農業支援
事業、県下1JA構想支援事
業、輸入野菜等緊急対応産地
育成事業等を支援する

・農業の近代化、合理化を推
進すると共に、鳥獣害対策、
ファームサービス事業体の育
成や畜産経営の効率化を推進
する事業の一部を補助する

・先進的な生産技術等にチャ
レンジする認定農業者、エコ
ファーマー、農業法人の取り
組みを支援する
・グリーンツーリズムによる
都市との交流等の促進

協　議　項　目

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

産業経済部会

三　好　町 井　川　町

・先進的な生産技術等にチャ
レンジする認定農業者、エコ
ファーマー、農業法人の取り
組みを支援する

・グリーンツーリズムによる
都市との交流等の促進

地元から「農業用施設整備費
補助金申請」を提出してもら
い、審査後、測量設計等を行
い、事業費の50%以内の補助
金を完了検査の後交付する

・その他環境保全型農業支援
事業、県下1JA構想支援事
業、輸入野菜等緊急対応産地
育成事業等を支援する

地元から「農業用施設整備費
補助金申請」を提出してもら
い、審査後、測量設計等を行
い、事業費の80%以内の補助
金を完了検査の後交付する

・県全体を「園芸ランド」と
いう視点で捉え,野菜、花
卉、果樹等の園芸産地の総合
的な強化を図る

課　　題 具体的調整方針

地域の動向や現在の農業情勢
に適切に対処しつつ各種補助
事業の推進とあわせ県単独に
よるきめ細かな農業の振興策
を講じることで、地域農業の
発展振興を図る

・農業の近代化、合理化を推
進すると共に、鳥獣害対策、
ファームサービス事業体の育
成や畜産経営の効率化を推進
する事業の一部を補助する

・先進的な生産技術等にチャ
レンジする認定農業者、エコ
ファーマー、農業法人の取り
組みを支援する

三 加 茂 町
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８ 特定農山村総合支援事業
　未実施 【目的】 　未実施 　未実施 平成１６年度で事業終了

【内容】

・特産品の販売促進・商品開発
・商品パンフレットの作成
・経営研修 等

・新鮮野菜・果物コーナーの開設

【事業費】

【参考】

地域の活力向上を図る上で都
市との交流は不可欠であり,
地域資源・農村文化等を積極
的に情報発信していく。ま
た,地域特産品及び農産物の
販売については、都市農村交
流の重要な要素の一つである
と共にコスト意識に基づく生
産体制を整備し、販売促進対
策を強化する

三好町特産品推進研究会へ年
間50万円を補助

○地域間交流の促進のための
事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 具体的調整方針

○高収益・高付加価値型農業
展開のための事業

三好町特定農山村支援事業基
金条例

井　川　町

○多様な担い手の育成のため
の事業
・環境と調和した農業の推進エコ
ファーマーの組織作り

三　好　町

調整方針（案）

協　議　項　目 １　国・県補助事業

産業経済部会

三 加 茂 町 課　　題
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９農業制度資金利子助成事業 ９農業制度資金利子助成事業 ９農業制度資金利子助成事業 ９農業制度資金利子助成事業
現行のとおり新町に引き継ぐ

【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【名称】 【名称】 【名称】 【名称】
　農業経営基盤強化資金 　農業経営基盤強化資金 　農業経営基盤強化資金 　農業経営基盤強化資金

【事業の実績】 【事業の実績】 【事業の実績】 【事業の実績】

　Ｌ資金　　０千円 　Ｌ資金　　０千円 　Ｌ資金　　０千円 　Ｌ資金　　３４千円

【負担区分】 【負担区分】 【負担区分】 【負担区分】
　補助金　 ０千円 　補助金　 ０千円 　補助金　 ０千円 　補助金　３４千円
　県 1/2  町 1/2 　県 1/2  町 1/2 　県 1/2  町 1/2 　県 1/2  町 1/2

2.0%以上5%未満の場合は0.5%
とし,2.0% 未満5%以上となっ
た場合は別に定める。助成金
の交付対象期間は,Ｌ資金の
利息支払いに係る期間とする

2.0%以上5%未満の場合は0.5%
とし,2.0% 未満5%以上となっ
た場合は別に定める。助成金
の交付対象期間は,Ｌ資金の
利息支払いに係る期間とする

平成15年度農家等に助成され
た利子補給金

産業経済部会

１　国・県補助事業

具体的調整方針三　好　町

○三好町農業経営基盤強化資
金利子助成金について（三好
町農業経営基盤強化資金利子
補助成金交付要綱）

・経営体育成総合融資制度基
本要綱第2に規定する経営改
善計画の認定を受けて基本要
綱第1の2の(1)に規定する農
業経営基盤強化資金を借り入
れ、農業経営の改善を図ろう
とする農業者であって、町が
あらかじめ承認したものに利
子助成をする

協　議　項　目

課　　題

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

平成15年度農家等に助成され
た利子補給金

・農業者が農業振興のため借
入した場合に生じる利子の軽
減を図り、農業経営の安定を
図る

三　野　町

2.0%以上5%未満の場合は0.5%
とし,2.0% 未満5%以上となっ
た場合は別に定める。助成金
の交付対象期間は,Ｌ資金の
利息支払いに係る期間とする

平成15年度農家等に助成され
た利子補給金

井　川　町 三 加 茂 町

・農業者が農業振興のため借
入した場合に生じる利子の軽
減を図り、農業経営の安定を
図る

○三加茂町農業経営基盤強化
資金利子助成金について（三
加茂町農業経営基盤強化資金
利子補助成金交付要綱）

○井川町農業経営基盤強化資
金利子助成金について（井川
町農業経営基盤強化資金利子
補助成金交付要綱）

・経営体育成総合融資制度基
本要綱第2に規定する経営改
善計画の認定を受けて基本要
綱第1の2の(1)に規定する農
業経営基盤強化資金を借り入
れ、農業経営の改善を図ろう
とする農業者であって、町が
あらかじめ承認したものに利
子助成をする

○三野町農業経営基盤強化資
金利子助成金について（三野
町農業経営基盤強化資金利子
補助成金交付要綱）

・経営体育成総合融資制度基
本要綱第2に規定する経営改
善計画の認定を受けて基本要
綱第1の2の(1)に規定する農
業経営基盤強化資金を借り入
れ、農業経営の改善を図ろう
とする農業者であって、町が
あらかじめ承認したものに利
子助成をする

・農業者が農業振興のため借
入した場合に生じる利子の軽
減を図り、農業経営の安定を
図る

2.0%以上5%未満の場合は0.5%
とし,2.0% 未満5%以上となっ
た場合は別に定める。助成金
の交付対象期間は,Ｌ資金の
利息支払いに係る期間とする

・農業者が農業振興のため借
入した場合に生じる利子の軽
減を図り、農業経営の安定を
図る

・経営体育成総合融資制度基
本要綱第2に規定する経営改
善計画の認定を受けて基本要
綱第1の2の(1)に規定する農
業経営基盤強化資金を借り入
れ、農業経営の改善を図ろう
とする農業者であって、町が
あらかじめ承認したものに利
子助成をする

平成15年度農家等に助成され
た利子補給金
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現行のとおり新町に引き継ぐ
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【概要】 【概要】 【概要】

・実施状況を町長に報告、確認 ・実施状況を町長に報告、確認 【対象森林】 ・実施状況を町長に報告、確認
・1haにつき1万円が交付される ・1haにつき1万円が交付される ・1haにつき1万円が交付される
【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】

【対象交付者】

【経費負担】 【経費負担】 【経費負担】
　国　　　　5/10 　国　　　　5/10 　国　　　　5/10
　県　　　　2.5/10 　県　　　　2.5/10 【支援の実施】 　県　　　　2.5/10
　市町村　　2.5/10 　市町村　　2.5/10 　市町村　　2.5/10

【森林整備地域活動支援交付金】 【森林整備地域活動支援交付金】
　東山団地　　110.96千円 　加茂団地　　840千円
　足代団地　　43.04千円 　西庄団地　　702千円
　昼間団地　　39.45千円 　中庄団地　　414千円
　三好第一団地37.14千円 　奥村団地　　347千円
　公社団地　　 8.74千円 　公社団地　　413千円

・このような状況に対して、
森林の有する多面的機能が十
分に発揮されるよう適切な森
林整備の推進を図る観点か
ら,森林所有者等による森林
施業の実施に不可欠な森林の
現況の調査その他の地域活動
を支援するため、交付金制度
を創設する。

井　川　町

・計画を守るため森林の見回
り、境界・施業界の管理、歩
道の整備等を実施する約束を
した「実施協定」を町長と締
結する。

産業経済部会

森林所有者と実施協定の締結
交付申請,遂行状況報告書提
出。協定の活動確認,実績報
告書の提出

・交付対象者は、交付金の交
付を受けるためにあらかじめ
町長との間に、対象行為，交
付金の交付方法、協定を廃止
した場合の措置等について協
定を締結する。

・林業生産活動の停滞や森林
所有者の高齢化、不在化等を
背景として、間伐等の森林施
業が十分に行われていない人
工林が発生するなど、森林の
有する多面的機能の発揮に支
障をきたすことが懸念されて
いる。

10 森林整備地域活動支援交
付金制度

森林所有者が、施業計画にも
とづいて、森林の手入れを
し、森林を管理していく活動
に対して支援が行われる。

・実施協定に対象森林内で活
動する。

・計画を守るため森林の見回
り、境界・施業界の管理、歩
道の整備等を実施する約束を
した「実施協定」を町長と締
結する。

・計画を守るため森林の見回
り、境界・施業界の管理、歩
道の整備等を実施する約束を
した「実施協定」を町長と締
結する。

森林所有者が、施業計画にも
とづいて、森林の手入れを
し、森林を管理していく活動
に対して支援が行われる。

・所有している森林におい
て,間伐などを盛り込んだ5カ
年間の森林施業計画を樹立す
る。

森林所有者が、施業計画にも
とづいて、森林の手入れを
し、森林を管理していく活動
に対して支援が行われる。

・所有している森林におい
て,間伐などを盛り込んだ5カ
年間の森林施業計画を樹立す
る。

・交付対象者が対象行為を実
施し、町長が対象行為の実施
を確認した後に、町長から対

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

10 森林整備地域活動支援交
付金制度

森林所有者と実施協定の締結
交付申請,遂行状況報告書提
出。協定の活動確認,実績報
告書の提出

・所有している森林におい
て,間伐などを盛り込んだ5カ
年間の森林施業計画を樹立す
る。

三 加 茂 町

・実施協定に対象森林内で活
動する。

森林所有者と実施協定の締結
交付申請,遂行状況報告書提
出。協定の活動確認,実績報
告書の提出

・実施協定に対象森林内で活
動する。

交付金の交付の対象となる者
（交付対象者）は、対象森林
に係る森林施業計画の作成主
体とする

象交付者に交付金が交付され
る。

認定を受けた森林施業計画の
対象とする森林（30ha以上の
まとまりを有する団地）

10 森林整備地域活動支援交
付金制度

課　　題

１　国・県補助事業

三　野　町 三　好　町 具体的調整方針

協　議　項　目

調整方針（案）

10 森林整備地域活動支援交
付金制度
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【事業実施期間】

【交付金額】
　1haあたり1万円とする。

現行のとおり新町に引き継ぐ
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】

【事業費】 【事業費】 【事業費】 【事業費】
 平成15年度   147,600円  平成15年度   350千円  平成15年度   200千円  平成15年度   350千円

【経費負担】 【経費負担】 【経費負担】 【経費負担】
　国　　　　　5/10 　国　　　　　5/10 　国　　　　　5/10 　国　　　　　5/10
　町　　　　　5/10 　町　　　　　5/10 　町　　　　　5/10 　町　　　　　5/10

11　森林環境保全整備事業 11　森林環境保全整備事業 11　森林環境保全整備事業 11　森林環境保全整備事業
現行のとおり新町に引き継ぐ

【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】

森林の有する多面的機能の持
続的発揮を図る

調整方針（案）

森林整備地域活動支援交付金
事業の推進のためのソフト事
業

森林の公益的機能の観点か
ら,各施業団地について施業
計画をたて、間伐、枝打、新
植等の事業を実施する

全事業を三好東部森林組合に
委託

森林整備地域活動支援交付金
事業の有効活用のための推進費

10-2　森林整備地域活動推進
事業

協　議　項　目

流域　団地協同施業計画に基
づいて行う、水土保全林で行
う

10-2　森林整備地域活動推進
事業

森林の公益的機能の観点か
ら,各施業団地について施業
計画をたて、間伐、枝打、新
植等の事業を実施する

森林の有する公益的機能の高
度発揮や安定的な林業経営の
基盤となる森林資源の整備を
行なっていく。

各施業団地ごとに施業計画を
たて、下刈り、枝打、間伐、
新植等の施業を実施する。

森林整備地域活動支援交付金
事業の有効活用のための推進費

交付申請、事業拡大等円滑な
事務事業の実施、実績報告書
の提出

森林の有する多面的機能の持
続的発揮を図る

森林整備地域活動支援交付金
事業の有効活用のための推進費

交付申請、事業拡大等円滑な
事務事業の実施、実績報告書
の提出

三 加 茂 町

森林の有する公益的機能の高
度発揮や安定的な林業経営の
基盤となる森林資源の整備を
行なっていく。

産業経済部会

井　川　町 課　　題

森林整備地域活動支援交付金
事業の有効活用のための推進費

10-2　森林整備地域活動推進
事業

10-2　森林整備地域活動推進
事業

森林の有する多面的機能の持
続的発揮を図る

平成14年度から平成18年度ま
での5カ年間

１　国・県補助事業

具体的調整方針

流域　団地協同施業計画に基
づいて行う、水土保全林で行
う

交付申請、事業拡大等円滑な
事務事業の実施、実績報告書
の提出

交付申請、事業拡大等円滑な
事務事業の実施、実績報告書
の提出

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町
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　枝打ち　5,366,550円 【事務手順】 【事務手順】
　下刈り　1,325,373円
　新　植　1,575,000円
　間　伐　2,499,000円
　調　査  　657,972円
【事務手順】

・事業終了後竣工検査を行う ・事業終了後竣工検査を行う

【事業費】 【事業費】 【事業費】
　平成15年度　15,369千円 　平成16年度　　28,001千円 　平成15年度　27,856千円

・事業終了後竣工検査を行う 【経費負担】 【経費負担】 【経費負担】
　国、県　　　 9,472千円 　国、県　　　14,835千円 　国、県　　　14,741千円
　　町　　　　 1,746千円 　　町　　　　 3,798千円 　　町　　　　 9,427千円
　負担金　　　 5,897千円 　負担金　　　 9,368千円 　負担金　　　 3,688千円
 【事業量】 
　枝打10ｈａ ・間伐15ｈａ
　新植1.6ｈａ・下刈45ｈａ

協　議　項　目

・補助金の交付申請、実績の
提出、請求を行う

課　　題

・補助金の交付申請、実績の
提出、請求を行う

・補助金の交付申請、実績の
提出、請求を行う

・徳島県の補助単価を参考に
して標準単価を算定し、請負
対象額及び事務費と対象面積
で事業費を算定し、負担金を
徴収する

・事業量を取りまとめて森林
組合と委託契約を締結する

・事業量を取りまとめて森林
組合と委託契約を締結する

・徳島県の補助単価を参考に
して標準単価を算定し、請負
対象額及び事務費と対象面積
で事業費を算定し、負担金を
徴収する

調整方針（案）

・徳島県の補助単価を参考に
して標準単価を算定し、請負
対象額及び事務費と対象面積
で事業費を算定し、負担金を
徴収する

・事業量を取りまとめて森林
組合と委託契約を締結する

また、徳島県ゾーニング位置
図に基づき、流域公益保全林
整備事業と流域循環資源林整
備事業を行っている。

三 加 茂 町三　野　町 三　好　町 井　川　町

産業経済部会

１　国・県補助事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針
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12　町有林整備事業 12　町有林整備事業

分収造林地 官公造林地（分収契約相手国）
収益分収割合　国5分　町5分

事業費の100%を補助

収益分収割合　公団4分町6分
・1526深渕1号　60.81ha
・2154深渕2号　42.00ha
・2351深渕3号　16.81ha
・2543深渕4号　18.66ha
・2599深渕5号　12.84ha
・2711深渕6号　12.28ha
・2792深渕7号　13.36ha
・2950中庄     21.84ha

合計　 190.68ha

収益分収割合　公社6分町4分

産業経済部会

・西祖谷山村小祖谷453-2
18.00ha

・西祖谷山村小祖谷461-1
7.38ha

公団造林地（分収契約相手緑
資源公団）

具体的調整方針三 加 茂 町

・西祖谷山村小祖谷460-5
11.00ha

・西祖谷山村小祖谷460-4
10.91ha

現行のとおり新町に引き継
ぎ、新町発足後統一施行す
る。

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協　議　項　目

井　川　町 課　　題

１　国・県補助事業

・西祖谷山村小祖谷461-2,3
21.68ha

三　野　町 三　好　町

・井内財産区管理会所有林
10.58ha　Ｈ14保育間伐事業
・井内財産区管理会所有林
21.45ha　Ｈ14除伐事業

県公社造林地（分収契約相手
徳島県林業公社）

・4林班　10.16ha　東祖谷山
村落合534番外2
・5～7林班　114.42ha　三加
茂町中庄古野2966-1

分収造林地の経費財源につい
ては、緑資源公団の補助事業
とする

（計124.58ha内13.45haは生
活環境保全林で買取）

・西祖谷山村小祖谷464-2
13.00ha

・町有部分林整備事業として
三好東部森林組合と分収造林
契約を締結した森林の整備
（保育・育林）を行う。

・町有林は単独林と、分収造
林として官公造林、公団造
林、県公社造林、県行造林が
あり森林の整備（保育・育
林）を行っている。
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合計　100.48ha

県行造林地(分収契約相手県)
収益分収割合　県6分　町4分

合計  567ha

12-2　生活環境保全林(町有)
【概要】

【維持管理などの年間係費】

12-3  公社造林事業(町有)
【事業の目的】

三　野　町 三　好　町 井　川　町

産業経済部会

・三加茂町中庄滝倉2964ｰ419
外1　　7.11ha

１　国・県補助事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整方針（案）

協　議　項　目

・町では遊歩道と樹木の維持
管理について森林組合に委託
を行なっている。

直営林部分については、治山
事業等で森林整備を順次実
施、町有林の全体の管理は三
好東部森林組合に管理委託し
ている

・西祖谷山村小祖谷453-1
18.51ha

県公社造林地における立木を
適切に成長させるための保育
事業

課　　題 具体的調整方針三 加 茂 町

分収造林地の造林事業にかか
る経費についてはそれぞれ,
造林主が負担し,適期に実施
する

森林組合に対しキャンプ場の
周辺整備も含め年間27万円で
委託している

直営林　135ha、桟敷放牧場
8ha、生活環境保全林14ha

・生活環境保全林整備事業に
よって風呂塔キャンプ場を含
む約25.5haの区域で治山施設
整備、森林整備遊歩道整備等
を行い（平成11年～平成13年
度）保安林の防災機能及び保
険機能の向上を図っている。
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【概要】
　Ｈ15年度実績
・枝打　 5.78ha 　2,539千
・間伐  12.00ha 　1,428千
【事務手順】

【事業の負担割合】
　県公社100%
【経費負担】
　県公社　　3,967千円
【民有林】

面積：41.66ha

12-4分収造林保育事業(町有) 12-4分収造林保育事業(町有)
【事業の目的】 【事業の目的】

【概要】 【概要】

14年度実績　　　5,163千円

枝打　3.40ha 　   760千円
間伐　12.92ha　 2,219千円
除伐 　9.1ha    2,184千円
森林保険　　　　 　24千円

【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
配分割合　公団100% 配分割合　公団100%
【経費負担】 【経費負担】
　公団　　100% 公団　　 5,187千円

井川町における分収造林地面
積　10.58ha

事業は三好東部森林組合に業
務委託

井　川　町

調整方針（案）

１　国・県補助事業

産業経済部会

緑資源公団分収造林地におけ
る立木を適切に成長させるた
めの保育事業

三　野　町

緑資源公団分収造林地におけ
る立木を適切に成長させるた
めの保育事業

三　好　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

公団造林事業打合会で下刈り
等の個別打ち合わせがあり、
間伐選木作業をして事業実施
計画書の提出、実施計画の承
認があって、請負事業の契約
の締結、施業が完了して竣工
検査、費用請求となる。

課　　題 具体的調整方針

県公社で施業計画を立て、適
切な施業を実施している

・井川町財産区管理会所有の
山林

三加茂町における公団分収造
林地面積　 190.68ha

協　議　項　目
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12-5　町有林の維持管理 12-5　町有林の維持管理 12-5　町有林の維持管理
【事業の目的】 【事業の目的】 【事業の目的】
町有林の整備、管理をする 町有林の整備、管理をする 町有林の整備、管理をする
【概要】 【概要】 【概要】

　事務局は、井内支所

【事務手順】 【事務手順】

【経費負担】 【経費負担】 【経費負担】
　町有林管理費　144千円 　町有林管理費　1,000千円
　町単独費 　町単独費

三好東部森林組合に委託し、
町有林の見回り、境界（図面
作成等）・施業界の管理、歩
道の整備等を実施する

管理計画の作成,森林組合へ
の委託,実績報告,現場の確認

管理計画の作成,森林組合へ
の委託,実績報告,現場の確認

・井内地区については、井内
財産区管理会が管理

三　好　町 井　川　町

１　国・県補助事業

三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

調整方針（案）

協　議　項　目

産業経済部会

・その他の町有林については
総務課にて財産管理している

課　　題

三好東部森林組合に委託し、
町有林の見回り、境界（図面
作成等）・施業界の管理、歩
道の整備等を実施する

具体的調整方針
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13　農業振興地域整備計画 13　農業振興地域整備計画 13　農業振興地域整備計画 13　農業振興地域整備計画
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 計画書管理内容に差異がある 新町において新たに策定する,

【事業の内容】 【事業の内容】 【事業の内容】 【事業の内容】
・農用地の確保 ・農用地の確保 ・農用地の確保 ・農用地の確保
・適宜農業振興計画の見直し ・適宜農業振興計画の見直し ・適宜農業振興計画の見直し ・適宜農業振興計画の見直し

【名称】 【名称】 【名称】 【名称】

農業振興地域決定　Ｓ.45年
農用地区域決定　　Ｓ.45年
前回特別管理　　　Ｈ.９年
　一般管理（個人除外）
　年2回　　4月・10月

【計画書管理内容】 【計画書管理内容】 【計画書管理内容】 【計画書管理内容】

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】
・農振除外申請受付期限 7月 ・農振除外申請受付期限 ・農振除外申請受付期限 なし・農振除外申請受付期限 
・書類審査後変更書類等作成   　年2回　　3月・9月 ・書類審査後変更書類等作成   　年2回　　3月・10月

・書類審査後変更書類等作成 ・書類審査後変更書類等作成

・町農業振興地域整備促進協
議会の開催

・農委・南岸・農協への変更
についての協議

本町における農用地の確保を
図るとともに、農業の振興を
促進し、活力あるまちづくり
を目指す

・農用地利用計画の変更案の
公告・縦覧（45日間）

・農委・北岸・農協への変更
についての協議

農林業の振興に関する各種計画については、当面現行のとおりとし、新町において新たに策定するものとする。

本町における農用地の確保を
図るとともに、農業の振興を
促進し、活力あるまちづくり
を目指す

２　農林業の振興計画

・知事への農業振興地域整備
計画変更協議申出書の提出

・農用地利用計画の変更案の
公告・縦覧（45日間）

協　議　項　目

調整方針（案）

・農用地利用計画の変更案の
公告・縦覧（45日間）

・井川町農業振興地域整備計
画書

・農業委員会への変更につい
て協議(9月委員会へ提出)農
業会議から異議なしの回答後

・農業地域整備計画の変更に
係る事前協議書類提出

産業経済部会

本町における農用地の確保を
図るとともに、農業の振興を
促進し、活力あるまちづくり
を目指す

・知事への農業振興地域整備
計画変更協議申出書の提出

井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

町農業振興地域整備計画書
は,概ね5年ごとに経済情勢の
変化等により農用地利用計画
を中心に抜本的な見直しを行
う特別管理（全体的見直）
と,年1回個人申請等により緊
急性,目的位置転用許可基準
などからやむおえないと認め
られるものに限り行う一般管
理（個人除外）があり、計画
書の適正管理を図っている。

本町における農用地の確保を
図るとともに、農業の振興を
促進し、活力あるまちづくり
を目指す

具体的調整方針

・知事への農業振興地域整備
計画変更協議申出書の提出

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町

・三野農業振興地域整備計画
書

・三好町農業振興地域整備計
画書

・農業委員会への変更につい
て協議(9月委員会へ提出)農
業会議から異議なしの回答後

町農業振興地域整備計画書
は,概ね5年ごとに経済情勢の
変化等により農用地利用計画
を中心に抜本的な見直しを行
う特別管理（全体的見直）
と,年2回個人申請等により緊
急性,目的位置転用許可基準
などからやむおえないと認め
られるものに限り行う一般管
理（個人除外）があり、計画
書の適正管理を図っている。

町農業振興地域整備計画書
は,概ね5年ごとに経済情勢の
変化等により農用地利用計画
を中心に抜本的な見直しを行
う特別管理（全体的見直）
と,年1回個人申請等により緊
急性,目的位置転用許可基準
などからやむおえないと認め
られるものに限り行う一般管
理（個人除外）があり、計画
書の適正管理を図っている。

・三加茂町農業振興地域整備
計画書

町農業振興地域整備計画書
は,概ね5年ごとに経済情勢の
変化等により農用地利用計画
を中心に抜本的な見直しを行
う特別管理（全体的見直）
と,年2回個人申請等により緊
急性,目的位置転用許可基準
などからやむおえないと認め
られるものに限り行う一般管
理（個人除外）があり、計画
書の適正管理を図っている。

但し、農業振興地域農用地区
域については、新計画が公告
されるまでの間は、現行のと
おりとする。
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　　　　　　６月・１２月
・知事から協議の回答後

・各変更当事者への決定通知

14　市町村森林整備計画 14　市町村森林整備計画 14　市町村森林整備計画 14　市町村森林整備計画
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 新町において新たに策定する

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】

森林面積　   4385ha

人工林面積     1722ha 人工林面積   2035ha 人工林面積     2577ha 人工林面積     3746ha

【対象者】 【対象者】 【対象者】 【対象者】
　森林所有者等 　森林所有者等 　森林所有者等 　森林所有者等
【名称】 【名称】 【名称】 【名称】
　三野町森林整備計画 　三好町森林整備計画 　井川町森林整備計画 　三加茂町森林整備計画

・三好町森林整備計画は、国
の全国森林計画及び県の地域
森林整備計画に即した井川町
における森林整備のマスター
プランであり、地域林業整備
方針を定めてある。

計画の樹立、見直し作業、計
画の地元説明、公告、閲覧、
計画公表、最新の計画樹立は
平成14年度。

計画の樹立、見直し作業、計
画の地元説明、公告、閲覧、
計画公表、最新の計画樹立は
平成14年度。

町の森林整備計画の業務を円
滑に推進するための活動費

森林面積3,041ha（うち国有
林4ha）

・計画期間は10年間として、
5年ごとに見直していく作業
である。

森林面積3459ha（うち国有林
2ha）

・計画期間は10年間として、
5年ごとに見直していく作業
である。

・計画期間は10年間として、
5年ごとに見直していく作業
である。

・変更後の農業振興地域整備
計画の縦覧公告

井　川　町
・知事より変更についての同
意通知後

調整方針（案）

・知事より変更についての同
意通知後
・変更後の農業振興地域整備
計画の縦覧公告
・農業振興地域変更整備計画
の決定報告

・知事より変更についての同
意通知後

・農業振興地域変更整備計画
の決定報告

・農用地利用計画の変更案の
公告・縦覧(45日間)

２　農林業の振興計画

産業経済部会

課　　題 具体的調整方針三　好　町

・変更後の農業振興地域整備
計画の縦覧公告

・知事への農業振興地域整備
計画変更協議申出書の提出
・知事より変更についての同
意通知後

・市町村森林整備計画は、国
の全国森林計画及び県の地域
森林整備計画に即した市町村
における森林整備のマスター
プランであり、地域林業整備
方針を定めてある。

町の森林整備計画の業務を円
滑に推進するための活動費

・農業振興地域変更整備計画
の決定報告

・変更後の農業振興地域整備
計画の縦覧公告

協　議　項　目

・中四国農政局長あて変更計
画書の写しの送付

計画の樹立、見直し作業、計
画の地元説明、公告、閲覧、
計画公表、最新の計画樹立は
平成15年度。

三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

森林面積5203ha（うち国有林
112ha）

町の森林整備計画の業務を円
滑に推進するための活動費

・計画期間は10年間として、
5年ごとに見直していく作業
である。

・井川町森林整備計画は、国
の全国森林計画及び県の地域
森林整備計画に即した井川町
における森林整備のマスター
プランであり、地域林業整備
方針を定めてある。

町の森林整備計画の業務を円
滑に推進するための活動費

・三野町森林整備計画は、国
の全国森林計画及び県の地域
森林整備計画に即した井川町
における森林整備のマスター
プランであり、地域林業整備
方針を定めてある。

計画の樹立、見直し作業、計
画の地元説明、公告、閲覧、
計画公表、最新の計画樹立は
平成15年度。
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　未実施 　未実施 　未実施 　井川町のみ実施
【目的】

【利子補給額】
　１％補助

【事業の実績】
平成14年度実績11件 926千円
平成15年度実績11件 876千円

【事業の負担割合】
　　町費 100/100

16　特産品開発育成事業 16　特産品開発育成事業
　未実施 【目的】 　未実施 【目的】

【内容】

【内容】

【補助金】 【補助金】
　三好町特産品推進研究会 　特産品開発研究会

　年間  10万円
　町単独事業

(特定農山村総合支援事業よ
り年間50万円の補助)

調整方針（案）

協　議　項　目

具体的調整方針三 加 茂 町三　好　町

井川町において農業の振興を
図るため農業経営資金借り入
れ農家に対し、それに伴い生
ずる利子の軽減を図り事業の
安定に資する

町単独事業の内、同一又は類似する事業は農林水産業の振興を図るよう統合又は再編し、事業内容に差異のあるものについては、新町において調整する
ものとする。

・検討会・講演会・先進地調
査などの研修に関する事業

 三好町の自然を生かした民
芸品や,特産品の開発販売を
促進し町の活性化を図る

・特産品の開発・生産・販売
に関する事業

・その他目的達成に必要な事
項

井　川　町

三加茂町の特産農産物である
ゆず、苺等を利用した特産加
工品の商品化を目指し加工技
術の習得や販売方法、販路拡
大検討を行い、地元農産物の
PRと農家の生産意欲、所得向
上、生産基盤の強化に繋げて
行く

合併時に廃止し、新町におい
て新たに検討する。

15 農業振興資金利子補給事
業

３　町単独事業

現行のとおり新町に引き継
ぎ,新町において新たに検討
する

和洋菓子を製造して直売所へ
参加、販売を担う

産業経済部会

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

但し、合併前に実施された事
業については現行のとおりと
する。
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17　市民農園事業 17　市民農園事業 17　市民農園事業
　平成１６年度計画中 　未実施 【目的】 現行のとおり新町に引き継ぐ

【事務手順】

【規模】
　面積　：3,000㎡
　区画数：53区画
　駐車場、休憩所整備
【入園料及び指導料】
　年間　3.000円/1区画

18　畜産共進会 18　畜産共進会 18　畜産共進会 18　畜産共進会
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 現行のとおり新町に引き継ぐ
畜産の振興 畜産の振興 畜産の振興 畜産の振興
【内容】 【内容】 【内容】 【内容】

【対象】 【対象】
県共進会への出品時の輸送料 県共進会への出品時の輸送料

【予算】
共進会出品者参加賞　3千円／1頭

【輸送料の金額】 【輸送料の金額】 【輸送料の金額】 郡共進会運送料　 　6万円／14頭

・町単独事業 　輸送料　30,000円/1回 　輸送料　7,000円/1頭 県共進会運送料　 　10千円／1頭

　輸送料　3,500円/1頭 ・町単独事業 ・町単独事業 ・町単独事業
　出品手当　5,000円/1人

畜産の振興を目的に開催され
る家畜共進会への出品牛に対
して輸送料を出している

調整方針（案）

3年に1回三好郡畜産共進会と
して実施

三　野　町

借地料等詳細については未決
定。

県営中山間地域総合整備事業
により平成16年度から工事着
手。

三　好　町

入園募集をし、入園申込書受
付時に入園誓約書押印、入園
料の領収、農園維持管理等を
する

畜産の振興を目的に開催され
る家畜共進会への出品牛に対
して輸送料を出している

その他県外等の共進会出品の
輸送料

産業経済部会

協　議　項　目 ３　町単独事業

三 加 茂 町 課　　題

その他県外等の共進会出品の
輸送料

井　川　町

・畜産の振興を目的に地元開
催する家畜共進会への出品牛
及び畜産共進会で決定した優
良牛等への報償を贈呈する

三加茂町内の転作を目的とし
た水田の有効利用を図り、農
地を持たない町民に野菜、花
き、その他農作物の栽培経験
を通じて土と親しむ機会を与
え、健康で明るい町民生活の
享有に資することを目的に三
加茂町が住民ふれあい農園と
して解放し運営する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

・三好郡畜産共進会会場設営
等受け入れ準備
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18-2　特別導入事業
【目的】 　井川町のみ実施

【内容】

【対象】

【基金】
　基金残高　　3,445千円

【目的】 　井川町のみ実施

【事業費】
　平成１６年度　1,000千円

【経費負担】
　国（県）　　　　500千円
　町　　　　　　　500千円
　参加費 その他経費に充当

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

肉用牛の増加と、飼養者の増
加を目的として、畜産振興を
図る

協　議　項　目 ３　町単独事業

井　川　町 三 加 茂 町

飼育経験を有する６５歳以上
の高齢者

基金で和牛を購入し、対象者
に貸し付け→貸付牛から生ま
れた仔牛を返却→次の対象者
に貸付により基金を運用

三　野　町

調整方針（案）

三　好　町

産業経済部会

現行のとおり新町に引き継
ぎ、新町発足後統一施行す
る。

現行のとおり新町に引き継
ぎ、新町発足後統一施行す
る。

具体的調整方針課　　題

19　林業女性・高齢者活動支
援事業

女性・高齢者を対象に、森林
ボランティアのネットワーク
を拡大し、林業振興と緑化推
進を図る。
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20  農業振興関係団体補助金 20  農業振興関係団体補助金 20  農業振興関係団体補助金 20  農業振興関係団体補助金
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 　　別途協議

【団体名及び補助額】 【団体名及び補助額】 【団体名及び補助額】 【団体名及び補助額】
・三野町肥育牛生産組合 ・三好町葉たばこ連絡協議会 ・三好河川漁業組合井川支部 ・水の丸土地改良区
　　（H15実績　  30千円） 　　（H15実績　 290千円） 　　（H15実績　  10千円） 　（H15実績   90千円）
・優良雌牛導入事業 ・三好町なす生産部会 ・三好河川漁業組合辻支部 ・三好南岸土地改良区
　　（H15実績　  516千円） 　　（H15実績　  82千円） 　　（H15実績　  10千円） 　（H15実績  6,040千円）
　　　4,300円/1頭 ・三好町あたご柿生産部会 ・ユズ生産組合 ・原後継者クラブ
・三野町酪農組合 　　（H15実績　  28千円） 　　（H15実績　  20千円） 　（H15実績   30千円）
　　（H15実績　  26千円） ・三好町すだち生産部会 ・茶生産組合 ・三加茂町和牛生産振興部会
　　ヨーネ病・結核補助1/3 　　（H15実績　  18千円） 　　（H15実績　  20千円） 　（H15実績　 30千円）
・三野町農業後継者クラブ ・三好町そば生産組合 ・西井川水利組合 ・フリー市実行委員会
　　（H15実績　  50千円） 　　（H15実績　  45千円） 　　（H15実績　  20千円） 　（H15実績　 50千円）
・三野町茄子生産組合 ・吉野川ふれあい市補助金 ・夏秋ナス生産組合 ・生活改善グループ
　　（H15実績　  222千円） 　　（H15実績　 220千円） 　　（H15実績　  20千円） 　（H15実績　 50千円）
　　茄子資材導入補助1/2 ・耕生会 ・ハーブ藍香会
・三野町煙草耕作振興会 　　（H15実績　  20千円） 　（H15実績　 50千円）
　　（H15実績　  200千円） 　　（H15実績　  25千円） ・たら芽生産組合 ・特産品開発研究会
　　土壌消毒剤補助1/2 　　（H15実績　  20千円） 　（H15実績  100千円）
・三野町すだち生産組合 ・三好郡農業指導班会 ・三加茂町酪農組合
　　（H15実績　  2千円） 　　（H15実績　  80千円） 　　（H15実績　  50千円） 　（H15実績  600千円）
　　すだち苗木導入補助1/3 ・優良牛（牝牛）助成補助金 ・生活改善グループ大正 ・農業後継者クラブ
・三野町ユズ生産研究会 　　（H15実績　 258千円） 　　（H15実績　  20千円） 　（H15実績   50千円）
　　（H15実績　  6千円） ・畜産コンサルタント補助金 ・生活改善グループたんぽぽ
　　ユズ苗木導入補助1/3   　（H15実績　  10千円） 　　（H15実績　  20千円）
・三野町八朔生産研究会 ・三好町酪農組合 ・生活改善グループいちょう
　　（H15　　　400千円） 　　（H15実績　  80千円） 　　（H15実績　  20千円）
　　はれひめ苗木導入事業1/3・和牛生産組合 ・生活改善グループ下久保
・腕山放牧助成金   　（H15実績　  29千円） 　　（H15実績　  20千円）
　　（H15実績　  20千円） ・放牧輸送料補助金 ・生活改善グループ腕
　　10,000円/1頭 　　（H15実績　 290千円） 　　（H15実績　  20千円）
・視察研修補助 ・昼間・足代土地改良区 ・生活改善グループなでしこ
　　（H15実績　  20千円） 　　（H15実績26,835千円） 　　（H15実績　  20千円）
　　事業費の1/2 最高50千円      ※償還金助成含む ・生活改善グループあじさい
・三野町土地改良区 ・奨励作物振興事業補助金 　　（H15実績　  20千円）
　　（H15実績　 400千円） 　　（H15実績   639千円） ・生活改善グループつじ

・庭園木生産組合 　　（H15実績　  20千円）
  　（H15実績　  22千円） ・養鶏組合

　　（H15実績　  20千円）
・和牛生産振興組合　20千円

協　議　項　目

調整方針（案）

３　町単独事業

・三好町生活改善グループ連
絡協議会

・中山間地農業を考える会及
び農業後継者活動補助金

産業経済部会

課　　題 具体的調整方針

農業の振興を図るため、関係
団体を助成しより一層の振興
を図る

農業の振興を図るため、関係
団体を助成しより一層の振興
を図る

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

農業の振興を図るため、関係
団体を助成しより一層の振興
を図る

農業の振興を図るため、関係
団体を助成しより一層の振興
を図る

三　野　町 三　好　町 井　川　町
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21　林業関係団体補助金 21　林業関係団体補助金 21　林業関係団体補助金 21　林業関係団体補助金
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 　　別途協議

【内要】 【内要】 【内要】 【内要】
・三野町林業クラブ ・庭園木生産組合 22,000円 ・椎茸生産組合　20,000円 ・加茂山木炭生産組合
　　　　　　　10,000円 ・猟友会　　　　20,000円 　　　　　　 50,000円
・三好林業振興会 ・緑の少年隊　　20,000円 ・三加茂町選木士会
　　　　　　 100,000円 ・西井川林業クラブ20,000円 　　　　 　　90,000円
・三野林友会 ・木材工業協同組合20,000円
　　　　　　　10,000円
・椎茸生産組合
　　　　　　 100,000円

22鳥獣被害駆除防除対策事業 22鳥獣被害駆除防除対策事業 22鳥獣被害駆除防除対策事業 22鳥獣被害駆除防除対策事業
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 現行のとおり新町に引き継ぐ

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】
・被害に応じ駆除班を編成 ・駆除事業 ・有害鳥獣駆除

　年間4～5回
　期間は1回につき3～4週間

・三野町猟友会へ委託  駆除の方法は猟銃による駆除
・委託料200千円全額町費

・防除事業

・防護策設置対策 ・防除事業

いのしし、川烏等の被害が発
生する中で，一件につき、10
万円以上の被害があった場合
県に捕獲許可申請を行い、許
可のもとに駆除を実施する

鳥獣による農作物の被害の軽
減を図るため電気柵等の設置
に補助をしている
三加茂町猟友会には年間146
千円の委託料を支出している

・鳥獣保護区,休猟区等保護
施設内において繁殖した野生
鳥獣が,農作物及び林産物等
に被害を与える場合,これら
保護施設内及びその周辺にお
ける有害鳥獣を迅速かつ的確
に駆除し,農産物及び林産物
等の被害の防止及び軽減を図
る。

林業の振興により,森林資源
の有効活用と,森林整備を
図っていく

・銃器及びわなによる捕獲を
実施

いのしし、川烏等の被害が発
生する中で，一件につき、10
万円以上の被害があった場合
県に捕獲許可申請を行い、許
可のもとに駆除を実施する

鳥獣による農作物の被害の軽
減を図るため電気柵等の設置
に補助をしている

繁殖した野生鳥獣が農作物及
び林産物等に被害を与えてい
る有害鳥獣を迅速かつ的確に
駆除し農作物及び林産物等の
被害の防止及び軽減を図る。

三加茂町有害鳥獣被害防止対
策協議会

　イノシシによる被害を無く
すための捕獲檻を購入し町内
に設置している

繁殖した野生鳥獣が農作物及
び林産物等に被害を与えてい
る有害鳥獣を迅速かつ的確に
駆除し農作物及び林産物等の
被害の防止及び軽減を図る。

林業の振興により,森林資源
の有効活用と,森林整備を
図っていく

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

井　川　町

産業経済部会

三 加 茂 町

協　議　項　目 ３　町単独事業

 駆除の実施は、井川町猟友
会に依頼している
 井川町猟友会には、年間15
万円の補助金を出している

林業の振興により,森林資源
の有効活用と,森林整備を
図っていく

林業の振興により,森林資源
の有効活用と,森林整備を
図っていく

三好町猟友会には年間20万円
の委託料を支出している

・鳥獣保護区,休猟区等保護
施設内において繁殖した野生
鳥獣が,農作物及び林産物等
に被害を与える場合,これら
保護施設内及びその周辺にお
ける有害鳥獣を迅速かつ的確
に駆除し,農産物及び林産物
等の被害の防止及び軽減を図
る。

三　野　町

調整方針（案）

三　好　町 課　　題 具体的調整方針
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22-2　鳥獣飼養許可手数料 22-2　鳥獣飼養許可手数料 22-2　鳥獣飼養許可手数料 22-2　鳥獣飼養許可手数料
【概要】 【概要】 【概要】 【概要】 現行のとおり新町に引き継ぐ

　手数料　3,400円 一人1匹。手数料　3,400円 一人1匹。手数料　3,400円 一人1匹。手数料　3,400円 一人1匹。手数料　3,400円

23　　猟　友　会 23　　猟　友　会 23　　猟　友　会 23　　猟　友　会
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 事務局、委託料に差異がある 　新町において検討する

【内容等】 【内容等】 【内容等】 【内容等】
・役員会の開催 ・役員会の開催
・総会の開催 ・総会の開催
・有害鳥獣駆除依頼への協力 ・有害鳥獣駆除依頼への協力
・狩猟登録事務への協力 ・狩猟登録事務への協力
・県猟の行う事業への協力 ・県猟の行う事業への協力
・銃検査 ・銃検査

・活　動 ・初猟パトロール ・初猟パトロール
2月　狩猟期実績報告
8月　狩猟免許更新講習会 【財源内容】 【財源内容】
9月　狩猟者登録 町委託料  150,000円／年 町委託料  146,000円／年
10月下旬  猟期前安全講習会 会費　6,000円／年一人当たり

【財源内容】 【財源内容】 県2,500円,郡500円,町3,000
町駆除委託料 200,000円／年 町駆除委託料 200,000円／年 【その他】 【その他】

会費　6,000円／年一人当たり ・会員　　１２名 ・会員　　２６名
県2,500円,郡500円,町2,000 ・会長　　　１名 ・会長　　　１名
【その他】 ・副会長　　１名 ・副会長　　１名
 ・会員　　　　　　27名 ・事務局（役場外） 1名 ・監事　　　２名
 ・会長、副会長　 各1名 ・事務局（役場内） 1名
 ・事務局（役場内） 1名

・農林水産被害が増加をして
いるなかで,いのしし等の有
害鳥獣を駆除する行為を町か
ら委託されており,年間6回程
度の駆除期間が許可されるな
かで,猟友会が駆除を行なう

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

産業経済部会

井　川　町 具体的調整方針

使用鳥類のメジロについて、
飼養登録し、許可を出す

井川町内の狩猟免許を有する
ハンターにおける活動グルー
プであり、農林水産業への被
害を及ぼす野生鳥獣の駆除へ
の協力や、狩猟適正な管理運
営を通して農林行政に寄与し
ていく。

三 加 茂 町三　野　町 三　好　町

猟友会事務局は、猟友会員が
持っているため役場では事務
なし

個人からの申請を町で受け付
け、許可をだす

課　　題

・農林水産被害が増加をして
いるなかで,いのしし等の有
害鳥獣を駆除する行為を町か
ら委託されており,年間6回程
度の駆除期間が許可されるな
かで,猟友会が駆除を行なう

狩猟者登録者が、猟友会に加
盟することにより、狩猟の安
全意識の徹底及び狩猟法遵守
等の講習会等を行うことによ
り安全な狩猟を行わせる。

飼養許可証については1年ご
とに更新

飼養許可証については1年ご
とに更新

三加茂町の狩猟免許を有する
ハンターにおける活動グルー
プであり、農林水産業への被
害を及ぼす野生鳥獣の駆除へ
の協力や、狩猟適正な管理運
営を通して農林行政に寄与し
ていく。

調整方針（案）

協　議　項　目 ３　町単独事業
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24　　緑の募金事業 24　　緑の募金事業 24　　緑の募金事業 24　　緑の募金事業
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 　募金額に差異がある

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】
　年1回春に実施 　年1回春に実施
　職場募金「役場」500円 　職場募金「役場」
　家庭募金 一戸あたり100円 家庭募金   一戸あたり200円 　学校募金
　学校募金 先生1名 500円 職場募金   1名あたり 500円 　家庭募金
　　　　生徒1名あたり 50円 学校募金 先生1名 300円 【実施期間】

　　　　生徒1名あたり 30円 春　2月1日から5月31日まで
企業募金   任意の額 秋　9月1日から10月31日まで
【緑の募金還元金事業】 【事務手順】

25　　漁協に関すること 25　　漁協に関すること 25　　漁協に関すること 25　　漁協に関すること
【概要】 【概要】 【概要】 【概要】 　新町において検討する
放流事業に対し補助金を交付
　町単予算　100千円

【事務手順】

【事務手順】 ・三好河川漁業協同組合
河川に、アマゴ、うなぎ等の 　　（H15実績　  150千円） 【実施時期】
稚魚を放流する。 ・三好河川漁業組合井川支部 　年1回　３月に実施
実施時期 　　（H15実績　  110千円） 　町単予算　50千円
　年2回　　5月と3月に実施 ・三好河川漁業組合辻支部
　町単予算　　　 900千円 　　（H15実績　  110千円）

淡水魚の育成と内面漁協の振
興、自然保護を図る

河川にアマゴの稚魚を放流す
る

・緑の募金実施要領に基づ
き,緑の募金実施計画書を徳
島県緑化推進協会へ提出
・実施機関終了後、募金実施
報告書を提出して、募金を振
り込む

課　　題

森林の役割を認識し、緑を守
るために募金活動を行う

三好河川漁業協同組合、吉野
川漁業協同組合に対し、毎年
鮎、うなぎ等の稚魚放流時に
補助金を交付する

みどりの募金の成果によっ
て,本部より還元されてきた
お金により、公園の植樹等実
施する

森林の役割を認識し、緑を守
るために募金活動を行う

三好河川漁業協同組合井川支
部、三好河川漁業組合辻支部
に対し、稚魚放流時に補助金
を交付する

毎年4月、職場、家庭募金を
行い,集まった募金と町の負
担金50,000円を合わせて徳島
県緑化推進協会へ送金する

三　野　町

とくしま森とみどりの会三好
支部の活動として実施している

森林の役割を認識し、緑を守
るために募金活動を行う

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

森林の役割を認識し、緑を守
るために募金活動を行う

具体的調整方針三 加 茂 町三　好　町

調整方針（案）

協　議　項　目

井　川　町

３　町単独事業

産業経済部会

現行のとおり新町に引き継
ぎ、新町発足後統一施行す
る。
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26　産業部局所管施設 26　産業部局所管施設 26　産業部局所管施設 26　産業部局所管施設
現行のとおり新町に引き継ぐ,

【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】
・集会施設 ・中央生活改善センター ・農産物加工開発センター ・生活改善センター：9箇所

建設年度　昭和58年度 建設年度　平成６年度
構造・規模 鉄骨2階建のべ床220㎡程 構造・規模 鉄骨2階建358,67㎡
維持管理　管理人設置 維持管理　役場 建設年度；昭和54年度～56年度
施設収入　使用料　209千円 管理経費 構造　　；鉄骨2階建
管理経費　管理人年間　　1,680千円 ・西井川農産物加工所 維持管理；地元振興会

・ふれあい広場 　　　　　光熱水費等　2,024千円 建設年度　平成13年度
年間維持管理費　1,125千円 ・東部生活改善センター 構造・規模 木造４７㎡
・健康とふれあいの森 建設年度　昭和55年度 維持管理　辻生改グループ ・多目的研修集会施設：4箇
年間収入　　3,000千円 構造・規模 鉄骨平屋120㎡程 管理経費　５１千円
年間維持管理費　6,992千円 維持管理　地元町内会 ・農林産物集出荷施設
・活性化センター（紅葉の郷） 施設収入　　　　　　　０円 建設年度　昭和63年度
年間維持管理費　1,500千円 管理経費 構造・規模 鉄骨389,17㎡

　　　　地元負担により０円 維持管理　役場
・町基幹集落センター 管理経費　７８千円
建設年度　昭和55年度 ・多美農作業準備休憩施設 維持管理；地元振興会
構造・規模 鉄骨2階建420㎡程度 建設年度　平成５年度
維持管理　児童クラブ使用 構造・規模 鉄骨350㎡
施設収入　　　　　　　0円 管理経費　９５千円 ・ふれあい農園：1箇所
管理経費　光熱水費570千円 ・段地多目的集会所 　敷地面積3000㎡67区画
・農村公園 建設年度　昭和57年度 　維持管理費；100千円
建設年度　昭和58年度 構造・規模 木造９８㎡ 　使用料　　；138千円
構造・規模遊具施設等5a程度 管理経費　6,600円 ・営農飲雑用水施設：1箇所
維持管理　地元町内会 ・西井川多目的集会所 給水人口；77人（24戸）
施設収入　　　　　　　0円 建設年度　昭和60年度 　 建設年度；平成7年度
管理経費　光熱水費 59千円 構造・規模 鉄骨108木造123㎡ 　 維持管理；地区加入者
・農産物加工センター 管理経費　５２７千円 ・農畜産物処理加工施設：1箇所
建設年度　　　　平成15年度 ・知行多目的集会所 　鉄骨平屋建109㎡
構造・規模鉄骨2階建120㎡程度 建設年度　昭和60年度 　建設年度　；昭和63年度
維持管理　特産品推進研究会 構造・規模 木造 　維持管理費；1,230千円
施設収入　　　　　240千円 管理経費　２６千円 　使用料　　；120千円
管理経費　　　　　329千円　・農林漁業者健康管理センター ・染工房：1箇所

建設年度　昭和59年度 　鉄骨平屋建40㎡
構造・規模 鉄骨152㎡ 　建設年度  ；平成10年度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町

地域社会の連帯、地区機能の
高揚、情報伝達、交流、健康
増進施設等、明るく住み良い
町づくりのための施設管理

４　関連施設

集会施設については光熱水費
はもとより、管理全般を各地
区に任せてあるので大規模な
修繕がない限り管理費用は発
生しない

農林業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。

産業経済部会

地域社会の連帯、地区機能の
高揚、情報伝達、交流、健康
増進施設等、明るく住み良い
町づくりのための施設管理

協　議　項　目

調整方針（案）

三 加 茂 町三　好　町 具体的調整方針

延べ床面積;120㎡程度8箇所､
215㎡程度1箇所

課　　題

地域社会の連帯、地区機能の
高揚、情報伝達、交流、健康
増進施設等、明るく住み良い
町づくりのための施設管理

地域社会の連帯、地区機能の
高揚、情報伝達、交流、健康
増進施設等、明るく住み良い
町づくりのための施設管理

但し、維持管理については、
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。

井　川　町

修繕等；15年度255千円（地
元負担15%）

延べ床面積;120㎡程度3箇所､
250㎡程度1箇所

構造　　；鉄骨2階建2棟、鉄
骨･木造平屋各1

修繕等　；14年度200千円
（地元負担15%）

建設年度；昭和61年度2棟、
平成3･7年度各1棟
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・腕山簡易休憩施設 　維持管理費；100千円
建設年度　平成13年度 　使用料　　；10千円
構造・規模 木造48㎡ ・農村公園：4箇所
管理経費　348千円 　維持管理費；5,100千円
・井川町基幹集落センター 　使用料　　；    0千円
構造・規模 鉄筋コン427㎡ ・公園　　：2箇所
維持管理　ＪＡ井川支所 　維持管理費；1,100千円
・農村公園：3箇所 　使用料　　；    0千円
　　　子安農村公園
　　　多美農村公園
　　　西井川農村公園 　維持管理費；　900千円

・キャンプ場：1箇所
　維持管理費；　600千円

・放牧場　：1箇所
　維持管理は酪農組合に委託

　維持管理費；5,870千円
　使用料　　；　254千円
・町有財産管理事務所1箇所
　維持管理費；　100千円

三　好　町 井　川　町

調整方針（案）

三　野　町

協　議　項　目

　運営については三加茂町観
光協会に委託

・農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、農村
広場：各1箇所

課　　題

・農村情報連絡施設（防災無
線）：1式

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三 加 茂 町

産業経済部会

４　関連施設
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27　　農業委員会関係 27　　農業委員会関係 27　　農業委員会関係 27　　農業委員会関係
【名称】 【名称】 【名称】 【名称】
　三野町農業委員会 　三好町農業委員会 　井川町農業委員会 　三加茂町農業委員会 　確認：第10回合併協議会
【委員定数】 【委員定数】 【委員定数】 【委員定数】
　　選挙　　　　10人 　　選挙　　　　16人 　　選挙　　　　15人 　　選挙　　　　15人
　　議会推薦　　 3人 　　議会推薦　　 5人 　　議会推薦　　 2人 　　議会推薦　　 5人
　　農協推薦　　 1人 　　農協推薦　　 1人 　　農協推薦　　 1人 　　農協推薦　　 1人
    共済推薦     1人     共済推薦     1人     共済推薦     1人     共済推薦     1人

【任期】 【任期】 【任期】 【任期】
　　３年 　　３年 　　３年 　　３年
 現委員の任期   Ｈ17.7.19  現委員の任期   Ｈ17.7.19  現委員の任期   Ｈ16.5.19  現委員の任期   Ｈ16.5.19
【報酬】（年額） 【報酬】（年額） 【報酬】（年額） 【報酬】（年額）
　　会　長　113,200円 　　会　長　 99,000円 　　会　長　 97,700円 　　会　長　122,000円
　　副会長　105,000円 　　副会長　 89,000円 　　副会長　 89,000円 　　副会長　 91,000円
　　委　員　 98,900円 　　委　員　 83,000円 　　委　員　 82,000円 　　委　員　 86,000円
【事務局体制】 【事務局体制】 【事務局体制】 【事務局体制】
　事務局長　　　課長 　事務局長　　　課長 　事務局長　　　課長 　事務局長　　　課長
　書記　　　　　１人 　書記　　　　　主事 　書記　　　　　主事 　書記　　　　　主幹
【委員会の開催】 【委員会の開催】 【委員会の開催】 【委員会の開催】
・奇数月に開催　pm1.30～ ・奇数月に開催　pm1.30～ ・奇数月で年6回開催
・委員会前に現地確認実施 　　　　午前１０時開催
・農地転用等許認可協議等 ・農地転用等許認可協議等
・利用権設定

・農地転用等許認可協議等
・農地転用等許認可協議等

【事務内容】 【事務内容】 【事務内容】 【事務内容】
農地転用許可申請書受付締切 農地転用許可申請書受付締切 農地転用許可申請書受付締切 農地転用許可申請書受付締切
　　奇数月１０日まで 特になし 開催月の10日を目途
議案作成及び委員会開催通知 議案作成及び委員会開催通知 議案作成及び委員会開催通知 議案作成及び委員会開催通知

知事へ許可申請書進達 知事へ許可申請書進達 知事へ許可申請書進達 知事へ許可申請書進達

・農業振興地域の整備に関す
る法律第13条第1項の規定に
よる農業振興地域整備計画の
変更に基づく意見の聴取

開催告示　議事録告示　農用
地利用計画公告及び通知

開催告示　議事録告示　農用
地利用計画公告及び通知

・農業経営基盤強化促進法に
基づく利用権設定
・農業振興地域の整備に関す
る法律第13条第1項の規定に
よる農業振興地域整備計画の
変更に基づく意見の聴取

開催告示　議事録告示　農用
地利用計画公告及び通知

開催告示　議事録告示　農用
地利用計画公告及び通知

・農業振興地域整備計画の変
更協議

・申請地の現場確認について
は、開催日までに担当委員が
確認し、総会の当日説明

協　議　項　目 ５　農業委員会事務

・申請地の現場確認について
は、開催日までに担当委員が
確認し、総会の当日説明

・農業経営基盤強化促進法に
基づく利用権設定

調整方針（案） 農業委員会所管事務については、新町発足後速やかに統一実施する。

三　野　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・農業経営基盤強化促進法に
基づく利用権設定
・農業振興地域の整備に関す
る法律第13条第1項の規定に
よる農業振興地域整備計画の
変更に基づく意見の聴取

・2～3ヶ月に1回 基準日特に
無し　年5～6回　午後3時～

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

産業経済部会

【農業委員会の定数及び任期
の取扱い】

具体的調整方針
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・農地取得下限面積　　40a ・農地取得下限面積　　40a ・農地取得下限面積　　20a ・農地取得下限面積　　30a
・農業委員会交付申請 ・農業委員会交付申請 ・農業委員会交付申請 ・農業委員会交付申請
・農業委員会補助金申請 ・農業委員会補助金申請 ・農業委員会補助金申請 ・農業委員会補助金申請
・選挙人名簿の調整 ・選挙人名簿の調整 ・選挙人名簿の調整 ・選挙人名簿の調整

・国有農地の管理

【その他】 【その他】 【その他】 【その他】
・農地利用集積 ・農地パトロールの実施 ・農地パトロールの現地確認

・農地利用集積 ・農地利用集積

27-2　　農家台帳整備 27-2　　農家台帳整備 27-2　　農家台帳整備 27-2　　農家台帳整備
・年1回農家台帳の整備を行う ・農家台帳の統一について

　整備方法に差異有り

・賃金　　　5万円

27-3　農地情報管理システム 27-3　農地情報管理システム
　未実施 　未実施 【処理事項】 新町において検討する。

　Ｈ16年度計画中 1 町許可分の入力
　事業費　7,780千円

2 県許可分の入力

②農地法第4条許可入力
③農地法第5条許可入力
④農地法第20条許可入力
（これまで1度もない）

当分の間旧台帳を利用し、新
町発足後速やかに統一実施す
る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整方針（案）

協　議　項　目

合併までに協議を行い、新町
発足後早急に調整する。

・農地情報管理システム整備
事業の内容で処理し,控えの
台帳に手書きで処理している

①農地法第3条許可（町許
可・所有権移転）入力
②農地法第3条許可（町許
可・賃貸借権設定）入力

三　野　町 三　好　町 井　川　町

・農家台帳に異動内容を手作
業により記入し管理している

・視察研修は3年に1回　町補
助金、遊び的な研修は自費

・平成15年度より電算化する
予定で作業に入っている

・農家台帳整備（エミュレー
ター） ・税務課の土地課税台帳兼土

地名寄帳との整合

・視察研修は3年に1度、費用
は限定旅費

 農地取得下限面積の相違

・視察研修は3年に2回　町補
助金、遊び的な研修は自費

・視察研修は3年に1回　町補
助金、遊び的な研修は自費

三 加 茂 町 具体的調整方針課　　題

５　農業委員会事務

産業経済部会

③農地法第3条許可（町許
可・使用貸借権設定）入力
④農地法第20条第6項通知入
力（合意解約等）
※申請を受付後入力、許可後
速やかに許可番号等の入力

①農地法第3条許可（県許
可）入力
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3 届出の入力
①農地法第3条届出入力

5 基盤強化法の入力
①利用権設定（賃貸借）入力
②利用権設定（使用賃借）入力

7 土地管理情報収集分析調査

【参考】
　現在は稼働していない

27-4　　農地銀行業務 27-4　　農地銀行業務 27-4　　農地銀行業務 27-4　　農地銀行業務
【目的】 【目的】 【目的】 【目的】 現行のとおり新町に引き継ぐ

【内容】 【内容】 【総合調整員の設置】 【総合調整員の設置】
・農地情報の管理 ・農地情報の管理 ・産業課長に町が委嘱 ・産業課長に町が委嘱

【調査員の設置】 【調査員の設置】
・農業委員を委嘱（16名） ・農業委員を委嘱（22名）

・目標設置検討会議 ・目標設置検討会議
・事業連携計画策定会議 ・事業連携計画策定会議
・分析検討会議 ・分析検討会議

①法務局からの時効取得の通
知を受付次第入力

【農地流動化対策円滑化プロ
ジェクト活動】

4 時効取得による所有権移転
入力

市町村の概要や地域の振興計
画,農業基盤整備計画等を
国，県へ報告し予算確保等へ
報告し予算確保等へ反映させ
る

8 住民異動情報、国民年金情
報、固定資産情報の入力

6 農業委員会選挙処理ができ
るようにはなっていない

・平成13年度より農林水産政
策課から送付のあってCDをパ
ソコンに入れ処理し、フロッ
ピーを県に送付している

・扶桑電通（株）に依頼し更
新処理

農用地利用集積特別対策事業
の中で認定農業者等への農用
地の利用集積を図ることによ
り、農地流動化を加速的に進
める

農用地利用集積特別対策事業
の中で認定農業者等への農用
地の利用集積を図ることによ
り、農地流動化を加速的に進
める

調整方針（案）

具体的調整方針

５　農業委員会事務

産業経済部会

協　議　項　目

※申請を受付後入力、許可後
速やかに許可番号等の入力

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

【農地流動化対策円滑化プロ
ジェクト活動】

市町村の概要や地域の振興計
画,農業基盤整備計画等を
国，県へ報告し予算確保等へ
報告し予算確保等へ反映させ
る
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27-5　 農業者年金業務 27-5　 農業者年金業務 27-5　 農業者年金業務 27-5　 農業者年金業務
【概要】 【概要】 【概要】 【概要】 現行のとおり新町に引き継ぐ

・年金加入促進 ・年金加入促進 ・年金加入促進 ・年金加入促進
【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】
1　被保険者各種申請処理 1　被保険者各種申請処理 1　被保険者各種申請処理 1　被保険者各種申請処理

3　業務委託手数料の交付 3　業務委託手数料の交付 3　業務委託手数料の交付 3　業務委託手数料の交付

4　研修会の開催 4　研修会の開催 4　研修会の開催 4　研修会の開催

5　年金加入促進 5　年金加入促進 5　年金加入促進 5　年金加入促進

「使用料・手数料」 「使用料・手数料」 「使用料・手数料」 「使用料・手数料」
【業務委託手数料の交付】 【業務委託手数料の交付】 【業務委託手数料の交付】 【業務委託手数料の交付】

【研修】 【研修】 【研修】 【研修】

【年金加入促進等】 【年金加入促進等】 【年金加入促進等】 【年金加入促進等】

2　年金受給権者失権又は停
止事由該当手続き及び現況届

・農業会議が開催する年金業
務についての研修を受ける。
（1～2回／年）

・交付金の歳入調定を行う。
委託手数料
平成15年度  1,983千円

・農協から送付を受けた年金
事業諸届け等の交付・点検,
記載内容の事実の確認及び徳
島県農業会議への送付
・制度改正の周知徹底及び待
機者意向調査

2　年金受給権者失権又は停
止事由該当手続き及び現況届

　交付予定通知により交付請
求書を県に提出

・以前は加入勧誘を行ってい
たが現在はあえて行っていな
い

・農業会議が開催する年金業
務についての研修を受ける。
（1～2回／年）

・以前は加入勧誘を行ってい
たが現在はあえて行っていな
い

・農協から送付を受けた年金
事業諸届け等の交付・点検,
記載内容の事実の確認及び徳
島県農業会議への送付
・制度改正の周知徹底及び待
機者意向調査

2　年金受給権者失権又は停
止事由該当手続き及び現況届

　交付予定通知により交付請
求書を県に提出

　制度改正（資格、保険料、
給付）及び諸届出等の記載方
法の研修を受ける

　農業者年金未加入者及び女
性農業者に対し加入の勧誘

・交付予定通知により交付請
求書を県農業会議に提出

・以前は加入勧誘を行ってい
たが現在はあえて行っていな
い

　制度改正（資格、保険料、
給付）及び諸届出等の記載方
法の研修を受ける

　農業者年金未加入者及び女
性農業者に対し加入の勧誘

・交付予定通知により交付請
求書を県農業会議に提出

・交付金の歳入調定を行う。
委託手数料　平成14年度130
千円

・交付金の歳入調定を行う。
委託手数料　平成15年度千円

・交付予定通知により交付請
求書を県農業会議に提出

・農業会議が開催する年金業
務についての研修を受ける。
（1～2回／年）

　交付予定通知により交付請
求書を県に提出

　制度改正（資格、保険料、
給付）及び諸届出等の記載方
法の研修を受ける

　農業者年金未加入者及び女
性農業者に対し加入の勧誘

・交付予定通知により交付請
求書を県農業会議に提出
・交付金の歳入調定を行う。
委託手数料　平成15年度230
千円

・農業会議が開催する年金業
務についての研修を受ける。
（1～2回／年）

・以前は加入勧誘を行ってい
たが現在はあえて行っていな
い

2　年金受給権者失権又は停
止事由該当手続き及び現況届

　交付予定通知により交付請
求書を県に提出

　制度改正（資格、保険料、
給付）及び諸届出等の記載方
法の研修を受ける

　農業者年金未加入者及び女
性農業者に対し加入の勧誘

・制度改正の周知徹底及び待
機者意向調査

・農協から送付を受けた年金
事業諸届け等の交付・点検,
記載内容の事実の確認及び徳
島県農業会議への送付
・制度改正の周知徹底及び待
機者意向調査

協　議　項　目 ５　農業委員会事務

・農協から送付を受けた年金
事業諸届け等の交付・点検,
記載内容の事実の確認及び徳
島県農業会議への送付

三　野　町 課　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

産業経済部会
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日程１４

第１６回合併協議会の日程について

第１４回合併協議会にて確認された事項より

平成１６年 ７月 １日（木）午後１時３０分より
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