
三野町三野町 ・・ 三好町三好町 ・・ 井川町井川町 ・・ 三加茂町三加茂町

合併協議会合併協議会

新町まちづくり計画新町まちづくり計画

                                                                                                  　　　　　　
  　　　　                    　　　　　　　　　　　　　　　　  別紙資料別紙資料  ２－３２－３

（財政計画説明資料）（財政計画説明資料）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

財政計画説明資料 

- 1 -



 

前提条件 

 
 財政計画は、新町として歳入・歳出の各項目ごとに過去の実績と各現行制度

等を踏まえ、今後も健全な財政運営を行うことを基本に算定し、合併による歳

出の削減効果、国・県の合併支援策、新町建設（まちづくり）計画に盛り込ま

れた各種の事業費等を計上し、普通会計ベースで作成しました。 

 なお、歳入・歳出の各項目ごとの説明、試算の前提条件は次のとおりです。 
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歳 入 
１．地方税 
 租税のうち、国が課税権の主体であるものが国税であり、地方公共団体が課
税権の主体であるものが地方税です。 
 このうち、市町村が市町村税として賦課徴収できる主たる税目としては、大
きく普通税と目的税の２つに区分されます。 
●普通税・・・市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税など 
●目的税・・・入湯税など 

○試算方法 
①平成１５年度決算見込み額を基準としています。 
②人口減少を加味するため、平成１２年度国勢調査人口（２６，６２０人）か
ら平成２６年度の目標人口（２６，０００人）における減少率として、対前年
度比▲０．３％で試算しています。 
 
２．地方譲与税 
 国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税のことです。 
 現在、地方譲与税としては、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量
譲与税、特別とん譲与税及び航空燃料譲与税があり、平成１６年度から暫定的
に所得譲与税が創設されます。 
○試算方法 
①平成１５年度決算見込み額を基準としています。 
②所得譲与税を考慮し、平成１６年度と平成１７年度は見込み額、平成１９年
度以降は人口一人当たり１，６７４円とし、目標人口である２６，０００人と
して試算をしています。 
 
３．利子割交付金 
 所得税における利子課税制度が昭和６３年度から実施されていますが、この
措置により地方税法も改正され、県民税として利子割が創設されています。こ
の利子割は所得に対する課税であるため、市町村民税所得割に相当するものと
して、利子割額の一定割合額を県から市町村への利子割交付金として交付する
こととなっています。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
４．地方消費税交付金 
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 地方消費税は平成９年度に創設され、条例によって県が課す地方税となって
います。消費税と同じく、広く消費に負担を求める消費課税となっており、県
は清算を行った後、一定割合の額を市町村へ交付することとなっています。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
５．配当割及び株式等譲渡所得割交付金 
 一定の上場株式等の配当等及び源泉徴収口座における上場株式等の譲渡にか
かる所得に対し、配当割及び株式等譲渡所得割が県民税としてかかります。税
率は、５％（平成１６年１月１日から平成２０年３月３１日の間は３％）で、
その税収総額から徴税費相当額（５％）を控除した後の金額の一定割合（６８
／１００。ただし、今後５年間は２／３）を市町村に交付されることになって
います。 
○試算方法 
 これまでに、実績のない交付金なので、仮定値として１，０００千円固定で
推移すると試算しています。 
 
６．自動車所得税交付金 
 自動車取得税交付金は、自動車の所得に対し、県が課税するものであり、道
路の延長や面積などを考慮した一定割合の額を、市町村に交付金として交付す
ることとされているものです。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
７．地方特例交付金 
 平成１１年度の恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするため、
地方税の代替的性格を有する財源として、将来の税制の抜本的な見直し等が行
われるまでの間、地方特例交付金を交付することとされています。 
○試算方法 
①平成１５年度決算見込み額を基準としています。 
②今後、見直しによりますます減少すると想定されるため、平成１２年度から
平成１４年度までの３ヶ年の平均増減率を参考とし、前年度比▲０．３％で試
算しています。 
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８．地方交付税 
地方交付税は、国税５税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一

定割合とされており、地方公共団体の財政の不均衡を調整するものであり、ど
の地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるように財源を保障する
ものであるとされています。 
○試算方法 
 現在、国において「三位一体の改革」が進められており、交付税制度の抜本
的な見直しが行われていますが、現時点では、どのような方向性になるのか不
透明な状況となっています。今回の財政計画の作成に際しては、現時点での制
度を前提に試算を行うこととしています。合併後については合併算定替えが認
められるため増減がないのですが、地方交付税の厳しい状況を踏まえ、同額で
推移させるのではなく、普通交付税については平成１６年度見込み額を基準に、
対前年度比として、平成１８年度まで▲６．０％、特別交付税については平成
１５年度確定額を基準に、平成１６年▲６．５％、平成１７、１８年は▲６．
０％とし、平成１９年度以降はともに▲２．０％で試算しています。 
 
また、合併に係る財政支援措置を以下のように試算しています。 
①合併直後の臨時的経費にかかる普通交付税措置 
・５年間合計で、普通交付税に上乗せ【３．５億円】 
  平成１７年 ６９，９３０千円 
  平成１８年 ６９，９３０千円 
  平成１９年 ６９，９３０千円 
  平成２０年 ６９，９３０千円 
  平成２１年 ６９，９３０千円 
 
②特別交付税措置 
・３年間で包括的に措置【７．０億円】 
  平成１７年 ３４９，７７９千円 
  平成１８年 ２０９，８６７千円 
  平成１９年 １３９，９１２千円 
 
③合併特例債の元利償還金の７０％を普通交付税額に算入。 
 
④臨時財政対策の元利償還金の１００％を普通交付税算入。 
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９．交通安全対策特別交付金 
 道路交通法に基づき国から地方公共団体に交付される交付金です。交付金の
地方公共団体ごとの配分額は、交通事故の発生件数や人口集中の度合い等に基
づいて算定されています。 
○試算方法 
 平成１５年度の決算見込み額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
１０．分担金及び負担金 
 分担金と負担金の区分は明確になっていないので、法令上も混同して用いら
れることがあります。いずれも、市町村で行う特定の事業の経費に充てるため
の、その事業により特別な関係のある（利益を受ける）者や他の市町村から経
費負担の意味で使われるものです。 
○試算方法 
 平成１５年度の決算見込み額を基準にして、三好町から井川町への西井川保
育所負担金見込み額（６，８６１千円）を除いて、同額で推移すると試算して
います。 
 
１１．使用料及び手数料 
 特定人のためなんらなかの便益を与えることによる特定人の受益に着目して、
その事務のため市町村が支弁する経費の一部を応益的に負担してもらうもので
す（体育館、公民館などの使用料。納税証明、印鑑登録証明の手数料など）。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準として、同額で試算しています。 
 
１２．国庫支出金 
 地方公共団体の支出する特定の経費に対して国が負担交付する一切の支出金
を国庫支出金といいます（補助金、交付金、委託金など）。 
○試算方法 
 現在、地方交付税とともに「三位一体の改革」において、国庫負担金の見直
しが行われており、現地点では、どのような方向性になるのか不透明な状況と
なっています。 
 ここでは、平成１５年度決算見込み額を基準とし、平成１６年から平成１８
年度まで対前年度比▲３．０％とし、それ以後は、対前年度比▲１．０％で試
算しています。 
  
また、合併に係る財政支援措置を以下のように試算しています。 
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①合併市町村補助金 
 平成１７年度から３ヶ年を限度として補助にわたり、包括的に措置 

【４．２億円】 
  平成１７年 １４０，０００千円 
  平成１８年 １４０，０００千円 
  平成１９年 １４０，０００千円 
 
１３．県支出金 
 県支出金は、県から市町村に対して交付される負担金、補助金、委託金など
のことです。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、国庫支出金と同様の傾向であると考
え、平成１６年度から平成１８年度まで対前年度比▲３．０％とし、それ以後
は、対前年度比▲１．０％で試算しています。 
 
また合併に係る財政支援措置を以下のように試算しています。 
①市町村合併特別交付金 
 合併後から５年間（着手時期）にわたり補助【７．０億円】 
  平成１７年  ８０，０００千円 
  平成１８年  ８０，０００千円 
  平成１９年 １４０，０００千円 
  平成２０年 １４０，０００千円 
  平成２１年 １３０，０００千円 

（平成１６年 １３０，０００千円（前倒し交付金予定） 
 
１４．財産収入 
 市町村が有する財産を出資し、交換したり、譲渡したりしたことにより生じ
る収入を言います。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
１５．寄附金 
 当該地方公共団体以外の者から受ける金銭の無銭譲渡のことです。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
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１６．繰入金 
 一般会計、特別会計、基金等の会計間における現金の移動を表しています。 
基金からの取り崩し額などが含まれています。 
○試算方法 
 実際の財政運営上の繰入とは異なり、財政計画上では、歳入額と歳出額の差
額の微調整を図るものとして取り扱っています。 
 
１７．繰越金 
 一会計年度から次の会計年度へ持ち越した金額を言います。 
○試算方法 
 歳入・歳出ともに同額で推移させていくことが前提とするので、財政計画に
は見込みません。 
 
１８．諸収入 
 他のいずれの収入科目にも当てはまらない収入のことです。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、同額で推移すると試算をしています。 
 
１９．地方債 
 地方公共団体の資金調達のために負担する債務であり、その返済が一会計年
度を超えて行われるものだとされており、市町村が行う長期間の借金であると
いえます。 
○試算方法 
 地方債には、通常地方債（合併特例債以外の地方債）、臨時財政対策債、新町
建設（まちづくり）計画事業に伴う合併特例債を見込んでいます。 
 
①通常分 
 地方債全体の縮減をはかるため、平成１５年度決算見込み額を基準に、平成
１７年度より対前年度比▲６．０％で試算しています。 
※借入条件 

   年利１．５％  １２年償還（３年据置） 
 
②臨時財政対策債 
 地方財政の通常収支不足の補てん措置制度ですが、平成１８年度までは現行
の制度が存続すると想定し、平成１６年度当初予算額を基準に、対前年度比▲
５．０％で試算しています 

- 8 -



 

※借入条件 
   年利１．５％  １５年償還（３年据置） 全体の４分の１ 
   年利１．５％  ２０年償還（３年据置） 全体の４分の３ 
    理論償還想定額と同設定 
 
③合併特例債 
 基金造成については、上限額１００％の２１．３６億円、ハード事業分につ
いては、上限額の８０％の１０６．２億円を想定しています。 
 ※借入条件 
   年利１．５％  １５年償還（２年据置） 
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■歳出 
１．人件費 
 人件費には、議員等報酬、各種委員等報酬、特別職給与、職員給のほか、共
済組合負担金、退職金、退職手当組合に対する負担金、公務災害負担金等が含
まれています。 
○試算方法 
①議員報酬 
・報酬額は、４町の平成１５年度決算見込み額の平均額を基準に試算していま
す。 
・定数については平成１８年度まで５４人（在任特例を２年）、平成１９年度か
ら定数２６人（上限）と仮定して試算しています。 
②委員等報酬 
・非常勤特別職となる委員については、４町の平成１５年度決算見込み額の平
均額を基準に試算しています。 
・その他の委員については、平成１５年度決算見込み額を基準に、平成１８年
度まで同額で据え置き、その後単純に１／４となるとは考えにくいため、１／
２で試算しています 
③特別職 
・報酬額は、４町の平成１５年度決算見込み額の平均額を基準に試算していま
す。 
・共済組合負担金等は、平成１５年度の掛け率を基準に試算しています。 
④一般職 
・普通会計の職員を対象とし、退職者補充を１／６採用で試算しています。 
・給料は普通昇給のみで試算しています。 
・期末勤勉手当を除く各手当は、平成１６年度当初予算額を基準に試算してい
ます。 
・期末勤勉手当の掛け率は、平成１５年決算見込み額の掛け率を基準に、同率
で試算しています。 
・退職者は、６０歳定年退職のみとして試算しています。 
・共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害負担金、互助会等の掛け率は、
平成１５年度の掛け率を基準に試算しています。 
 
２．物件費 
 賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用
料及び賃貸料などが含まれます。 
○試算方法 
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・平成１５年度決算見込み額を基準としています。 
・合併による歳出の削減を図れると想定し、対前年度比▲５．０％で試算して
います。 
 
３．維持補修費 
 地方公共団体が管理する施設等の維持・保全などのための経費です。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
４．扶助費 
 地方公共団体が各種の法令、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づ
き、被扶助者に対してその生活を維持するために支出される経費及び地方公共
団体が単独で行っている各種扶助の経費をいいます。 
○試算方法 
①平成１５年度決算見込み額を基準としています。 
②今後、高齢者人口の増加などによる社会保障関連支出の増加が見込まれるた
め、対前年度比＋１．０％で試算しています。 
 
５．補助費等 
地方公共団体が支出する負担金、補助及び交付金などがあります。 

○試算方法 
①平成１４年度決算額に、平成１５年度介護保険事業みよし広域連合負担金見
込み額（２７０，５４７千円）、さらに平成１６年度から国からの介護保険事務
費削減額（１１，３７４千円）を上乗せし、三好町から井川町への平成１５年
度西井川保育所負担金見込み額（６，８６１千円）を除いた額を基準としてい
ます。 
②合併による歳出の削減が図れると想定し、対前年度比▲３．０で試算してい
ます。 
 
６．普通建設事業費 
 道路、橋りょう、河川等の公共土木関係施設、消防施設、学校等文教施設、
治山治水施設、農林水産施設、公民館等の公共用施設等の新設、増設、改良事
業の事業費などのことです。 
 また、合併特例債を活用したまちづくり建設事業もここに計上されることに
なります。 
○試算方法 
 普通建設事業費は、各年度毎の事業の実施・進捗、あるいは国・県からの補
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助金の状況によっておおきく左右されてしまう科目です。そのため将来の変動
を予測することは困難です。 
 そこで、今回の財政計画の作成においては、現在の厳しい財政状況を勘案し
ながら、平成１５年度見込み額を基準として、対前年度比▲１４．５％で推移
することとしています。 
 ただし、合併特例債事業については、対象事業分（地方負担分）の実額を計
上しています。 
 
７．災害復旧事業費 
 暴風、豪雨、洪水、地震などの災害によって被害を受けた施設などを、原形
に復旧することを目的にした事業に要する経費をいいます。 
○試算方法 
 災害の有無や規模等が予測不可能なため、仮定値として１，０００千円固定
で推移すると試算しています。 
 
８．公債費 
 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金（借金の返済金）のことです。 
○試算方法 
①従来分 
・平成１４年度までの借入額、平成１５年度発行見込み額、平成１６年度当初
予算額における地方債の元利償還金が計上されています。 
②通常分償還 
・歳入の地方債の項目において、平成１７年度以降の借入分を想定しています
が、それに対しての元利償還金を試算しています。 
 ※借入条件 
   年利 １．５％ １２年償還（３年据え置き） 
 
③臨時財政対策債 
・臨時財政対策の借入に対する元利償還金を試算しています。 
 ※借入条件（理論償還想定額で試算） 
   縁故債  年利 １．５％ １５年償還（３年据え置き） ４分の１ 
   政府資金 年利 １．５％ ２０年償還（３年据え置き） ４分の３ 
 
④合併特例債 
・合併特例債の借入に対する元利償還金を試算しています。 
 ※借入条件 
   年利１．５％  １５年償還（２年据え置き） 
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９．積立金 
 基金への積立額が計上されています。 
○試算方法 
・実際の財政運営上の積立とは異なり、財政計画上では、歳入額と歳出額の差
額の微調整を図るものとして取り扱っています。 
・基金造成にかかる合併特例債の借入による基金の積立を想定しています。積
立額については、基金造成上限額の１００％、金額にして、１０年間で２２．
５億円の積立を想定しています。 
 
１０．投資及び出資金・貸付金 
 投資及び出資金には、地方公共団体が行う株式の取得や財団法人への出損金
などが含まれています。また、貸付金は、地方公共団体が民間団体等への貸し
付ける資金などのことです。 
○試算方法 
 仮定値として１，０００千円固定で試算しています。 
 
１１．繰出金 
 一般会計と特別会計又は特別会計間相互間において支出される経費のことで
す。 
○試算方法 
 平成１５年度決算見込み額を基準とし、各特別会計等への繰出金の増加分を
見込んで試算しています。 
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第７回小委員会資料より 

国・県からの財政支援措置の概要 

 

１．合併特例債等の試算 
（１）合併後の市町村のまちづくりのための建設事業分（合併後１０年間） 
標準全体事業費  13,973,732 千円 Ａ 
合併特例債    13,275,000 千円 Ｂ＝Ａ 0.95 

 
（２）合併後の市町村の振興のための基金造成分 
標準基金規模    1,499,050 千円 Ｃ 
合併特例債     1,424,000 千円 Ｄ＝Ｃ 0.95 

 
  基金規模の上限   2,248,575 千円 Ｅ＝Ｃ 1.5 
  合併特例債     2,136,100 千円 Ｆ＝Ｅ 0.95 
 
  合併特例債借入限度額 
            15,411,100 千円 Ｇ＝Ｂ＋Ｆ 
合併特例債（起債）による措置 

対 象 

● 合併後の市町村のまちづくりの

ため、新町建設計画に基づいて

行う一定の事業を要するもの

で、特に必要と認められる経費

（単独事業・補助事業の地方負

担分）に充当。 

 

 

 

 

 

 

 

起債可能：合併から 10 年間の地方負担の

合算額＝標準全体事業費のうち 95%（充当

率）。地方公営企業への出資金補助金は

100%。銀行等縁故資金。 

交付税措置：元利償還金の 70%について後

年度普通交付税算入。 

【許可方針】：合併特例事業の対象となる

事業で、臨時的かつ多額の負担となり、か

つ、緊急度の高いもの。 

標準全体事業費＝180億円 （合併後人口

26,620 人 10 万人 a+b） （増加人口

16,595 人 1 万人 c+d） e=１３９.７億

円 

a=1.0 b=0.2 c=0.167 d=0.833 e=1.5 

１０年間で 

起債可能額 

約１３２．７億円 

 

普通交付税算入額 

約９２.９億円 
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● 合併後の市町村振興のため、新

町の基金造成に要する経費に充

当できる。 

・ イベント、文化創造に関する事

業等、新町の一体感の醸成に資

するもの。 

・ 地域の行事、伝統文化の伝承助

成、自治会活動への助成等、旧

市町村単位の地域振興。 

起債可能額：標準基金規模の１．５倍（上

限は 40億円）。 

交付税措置：元利償還金の 70%について後

年度普通交付税算入。 

標準基金規模＝3 億円 合併市町村数（4

町）＋（１万円 増加人口 16,593 人）＋

（5千円 合併後人口 26,620 人）＝１５.

０億円 

※新町建設計画に掲載された事業に対す

る基金活用。 

※「合併市町村振興基金」積立額の目安→

標準基金規模 

起債可能額 

約２１．４億円 

 

普通交付税算入額 

約１５.０億円 

 

 財政計画の策定にあたっては、下記のとおり特例債の発行を限度額の約８
３％を想定しています。また、建設事業費分における残りの２０％は、健全な
財政運営を行ううえで、弾力性を確保するために残しています。 

区 分 借入限度額 活用想定額 備 考 
①建設事業分 13,275,000 千円 10,620,000 千円 限度額の 80%想定 
②基金造成分 2,136,100 千円 2,136,100 千円 限度額 

計 15,411,100 千円 12,756,100 千円 限度額の約 82.8% 
２．合併直後の臨時的経費にかかる財政措置（合併補正） 
    合併補正額  349,650 千円 
     ５年間で普通交付税の需要額に算入       

年度 合併補正額 
H17 69,930 千円 
H18 69,930 千円 
H19 69,930 千円 

H20 69,930 千円 
H21 69,930 千円 

合併補正額 349,650 千円 
合併直後に必要となる臨時的な経費について、普通交付税において包括的な

財政措置がされ、５年間にわたり１／５ずつ普通交付税の基準財政需要額に算
入されます。 

対 象 

行政の一体性（電算ｼｽﾃﾑの統一、ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ整備等） 

行政水準・住民負担水準の格差是正（住民ｻｰﾋﾞｽ水

準等の調整等）。 

次の算出式で算出される額を合併後５年間で均等に

措置。 

（1億円＋5千円 合併後人口 26,620 人） ｛1＋（合

併関係市町村数 4－2） 4｝ 
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３．特別交付税措置について 
    特別交付税措置額  699,570 千円 

年度 合併補正額 
H17 349,785 千円 
H18 209,871 千円 
H19 139,914 千円 

特交措置額 699,570 千円 
 

合併を機に行うコミュニティ施設の整備等、普通交付税にて措置されない需
要に対して特別交付税措置され、合併が行われた年度又は翌年度から３ヵ年に
わたり措置されます。 

対 象 

コミュニティ施設の整備、公共料金の格差調整、公

債費負担格差の是正や土地開発公社の経営健全化

等。 

次の算出式で算出される額を合併後３年間（１年目

５割、２年目３割、３年目２割）で措置。 

（4 億円＋4 千円 増加人口 16,595 人） （補正係

数 1.5） 

 

 

４．合併市町村補助金（国庫補助金）について 
    合併市町村補助金  420,000 千円 

年度 合併補正額 
H17 140,000 千円 
H18 140,000 千円 
H19 140,000 千円 

補助金総額 420,000 千円 
 
 合併に伴い必要事業として、位置づけられた経費について、合併後３カ年は、
合併関係市町村の人口規模に応じた補助金が受けられます。 
対 象（国庫補助制度で実施中は対象外） 単年度に算出される４町ごとの合算額を合併後３ヵ年で措置。 

合併関係市町村人口 補助金額 構成市町村数 

5,001 人～10,000 人以下 30 百万円 ３町 

10.001 人～50,000 人以下 50 百万円 １町 

建設計画に位置づけられた必要事業経費

（図書館ｼｽﾃﾑの統一等、公共施設のﾈｯﾄﾜｰ

ｸ化、議場・庁舎・支所等の改修など行政

ｻｰﾋﾞｽ水準の強化等） 

30 百万 3＋50 百万 １=140 百万 
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５．徳島県市町村合併特別交付金（県補助金）について 
    合併特別交付金  700,000 千円 

年度 特別交付金 

補助金総額 700,000 千円 
 

対 象 

市町村建設計画に掲げられた事業（但し、合併し

た年度から５年以内に着手するものに限る。）を対

象に、１０億円を上限に交付する。 

 また、関係市町村の議決された年度から合併以

前に行われる行政サービスに資するための事業に

前倒し交付もできる。 

次式により各交付金については求められる。 

合併特別交付金 ７億円 

基準額（３億円）＋（１億円 合併関係市町村数）＝

７億円 

前倒し交付上限額 

７億円 30/100 ＝ ２億１千万円。 

 
６．普通交付税による算定の特例（合併算定替） 
 合併した年度及びこれに続く１０か年度は、合併関係市町村がなお合併前の
区域をもって存続する措置を講じることによって、合併市町村がなお合併前の
区域をもって存続した場合に当該年度算定される普通交付税を保障し、さらに、
その後の５年間は激変緩和措置を講じることによって、合併市町村が交付税上
の不利益を被ることがない特例です。 

      【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

         合併後 1～10 年間     11 年  12 年  13 年  14 年  15 年  16 年以降 

三野町 

三好町 

井川町 

三加茂町 

合併算定替えによる

増加分 

本来（１本算定）の

交付税額 

0.9
0.7

0.5
0.3

0.1
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第１３回小委員会資料より 

重点事業の内容 

（１）ケーブルテレビの整備               （単位：百万円） 

事 業 概 要 事 業 年 度 概算事業費 

地上デジタル放送への対応、多チ
ャンネルテレビの再送、議会や行
政の情報提供などＣＡＴＶ網基
盤の活用として様々なサービス
に取り組む。 

平成１８年～ 
平成２０年 

総事業費  ３，２００ 
国費    １，０６０ 
県費      ５４０ 
合併特例債 １，４００ 
町費      ２００ 

※事業費については、東部４町における概算の額であり、さらに広域で検討することも

予想されます。 

（２）情報基盤整備事業                 （単位：百万円） 

事 業 概 要 事 業 年 度 概算事業費 

各公共機関を高速回線で結び、電
子自治体を形成し、住民の利便性
を図る 

平成１８年 総事業費    ２００ 
国費      １００ 
合併特例債    ９０ 
町費       １０ 

 
（３）コミュニティバス運行事業             （単位：百万円） 

事 業 概 要 事 業 年 度 概算事業費 

新町内の主要な公共施設を利用
できる交通ネットワークを形成
するとともに、福祉施策としても
側面に考慮した、利便性の高い交
通システム（巡回バス）を整備す
る。 

平成１８年 総事業費     ４０ 
県費        ９ 
合併特例債    ２７ 
町費        ４ 

 
（４）戸籍電算化事業                  （単位：百万円） 

事 業 概 要 事 業 年 度 概算事業費 

住民票などの証明と同じく迅速
に戸籍証明書が発行でき、人件費
削減など戸籍事務の合理化が図
られる。 

平成１８年 総事業費    ２３４ 
合併特例債   １７８ 
町費       ５６ 
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