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1．開催年月日   平成 17 年 1 月 25 日（火） 

1．開催場所    合併協議会事務所 

1．開会：開議   1 月 25 日 午前 10 時 

1．議事日程 

         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 

【協議事項】 

         日程 4 協議第 94 号 財産及び債務の取扱いについて 

日程 5 協議第 95 号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

日程 6 協議第 96 号 地方税の取扱いについて 

日程 7 協議第 97 号 町、字の区域及び名称の取扱いについて 

日程 8 協議第 98 号 新町建設計画について 

日程 9 協議第 99 号 各種事務事業の取扱い(行政事務関係)について 

日程 10 協議第 100 号 各種事務事業の取扱い(財政事務関係)について 

日程 11 協議第 101 号 各種事務事業の取扱い(情報公開事務関係)について 

日程 12 協議第 102 号 各種事務事業の取扱い(広報・広聴事務関係)について 

日程 13 協議第 103 号 各種事務事業の取扱い(交通事業関係)について 

日程 14 協議第 104 号 各種事務事業の取扱い(選挙事務関係)について 

日程 15 協議第 105 号 各種事務事業の取扱い(企画事務関係)について 

日程 16 協議第 106 号 各種事務事業の取扱い(窓口事務関係)について 

日程 17 協議第 107 号 各種事務事業の取扱い(人権事業関係)について 

日程 18 協議第 108 号 各種事務事業の取扱い(各種保健事業事務関係)について 

日程 19 協議第 109 号 各種事務事業の取扱い(病院・診療所事業関係)について 

日程 20 協議第 110 号 各種事務事業の取扱い(保育事業関係)について 

日程 21 協議第 111 号 各種事務事業の取扱い(各種環境・公害事務関係)について 

日程 22 協議第 112 号 各種事務事業の取扱い(商工観光事業関係)について 

日程 23 協議第 113 号 各種事務事業の取扱い(議会事務関係)について 

【その他】 
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日程 24 第２１回合併協議会の日程について 

日程 25 閉 会 
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1．出 席 委 員（会長 川原義朗） 

    １番 川 原 義 朗   ２番 西 尾 大 生   ３番 森   周 一    

４番 藤 本 政 夫   ５番 重 田 春 雄   ６番 横 関 秋 義 

７番 秋 田 唯 夫   ８番 安 宅 昌 之   ９番 横 関 ヨシ子 

１０番 垂 水 康 雄  １１番 土 井 義 弘  １２番 田 岡 正 憲   

１３番 田 埜 智 也  １４番 前 田 満 子  １５番 横 田 啓 二 

１６番 川 原 芳 明  １７番 槙 山 幸 一  １８番 鈴 木 常 治 

１９番 安 藤 孝 明   

 

１． 遅刻又は中途退場した委員の番号、氏名 

   な  し 

 

1． 欠 席 委 員 

   な  し  

 

１． 説明のため出席した者の氏名 

   事務局次長  平 島 誠 司    総務班長  黒 島 新 二 

   推進班長 竹 谷 昌 司     班  員  谷 藤 哲 也 

   班  員 逸 見 雅 信    班  員  元 木 伸 宙 

 

１． 出席した事務局職員 

   平 島 誠 司  黒 島 新 二  竹 谷 昌 司  

谷 藤 哲 也  柳 生 真由美  逸 見 雅 信 

    元 木 伸 宙 

 

1．会議録署名委員の番号、氏名 

   4 番 藤 本 政 夫   5 番 重 田 春 雄    

 
3



平島次長      失礼をいたします。えーそれではご案内の時刻が参りましたので三好町・三

加茂町合併協議会を開会いたします。本日の出席者は委員さん全員 19 人出席

という事でございます。協議会規約第 10 条の規定により定数を満たしており

ます事をご報告申し上げます。まず、本日の会議にあたりまして資料の確認

をお願いしたいと思います。事前にお送りしておりました協議会資料、一応

6 冊に分かれておりますが 1 ページから 284 ページまで、綴じ紐で閉じてお

ります。この資料でございます。それから町づくり計画と云う事で 1 冊の簿

冊。それから財政計画と云う事で A3 版がひとつ。それに歳入歳出検討シート、

それから財政計画説明資料と云う事で、別冊で 4 冊と云う事でございます。

それから本日配布資料といたしまして、合併協議会のスケジュール、3 枚も

のでございますが、合併協議会のスケジュール、協定項目一覧表、配席図と

云う風になっております。ご確認をよろしくお願いしたいと思います。えー

それでは第 20 回の協議会の開会に当たりまして川原会長からご挨拶をよろ

しくお願いいたします。 

 

川原会長   みなさんおはようございます。えー平成 17 年が明けてもう 1月もあと一週間

足らずと云う事ですが、皆さん方にはご健勝にて新春を迎えられたと言う事

を改めて心からお喜びを申し上げたいという風に思います。まぁ昨年はいろ

いろと国内外を通じて大変な一年であったと云うことですが今年は平穏な一

年でありますように、また皆さん方がご健勝にて新しい町に向かってご活躍

をいただきますように心からお祈りを申し上げたいと云う風に思います。今

日は第 20 回合併協議会と云うことで皆さん方には本当にもう早朝からご出

席を賜りまして誠にありがとうございます。えー、2町での協議が始まって 2

回目の実質の協議と云う事になります。で、あと 1 回の協議会をもって全て

の協議項目を終えると云う事でございますが、えー今後の調印式なり、また、

議決、また知事さんへの申請と云う事で知事さんの日程等もございますので

その辺りもこちらの方で、また森局長さんにお願いをして日程もまた決まっ

ております。また、後ほど事務局よりご報告申し上げたいと云う風に思いま

 
4



すんでどうぞよろしくお願い申し上げたいと云う風に思います。まぁ協議の

方もあと 1 回と云う事ですが、協議項目の内容の中に、やはり合併までに調

整すると云う事も多々ございます。で、協定項目終了後も皆さん方にえー充

分またそういった面でも、協議を頂く事になろうかと云う風に思いますので

どうぞよろしくお願いを申し上げます。えーとにかく今年 1 年両町にとって

また、新しく生まれてくる町にとって大切な一年であろうかという風に考え

ておりますんで、充分皆さん方にはご審議・ご協議を賜りますようによろし

くお願いを申し上げます。えー今日もまた 3 回でこなすと云う事で協議項目

も 20 項目という多い協議を頂きます。えー休憩を取りながら充分に協議を進

めて参りたいという風に思いますんでご審議いただきますように心からお願

いを申し上げて開会にあたってのご挨拶といたします。どうぞよろしくお願

いいたします。 

平島次長   どうもありがとうございました。それでは只今から会議に移りたいと思いま

すが、本協議会の議長は協議会規約 10 条 2 項によりまして会長がその任にあ

たると云う事になっておりますので、これからの進行は会長にお願いしたい

と思います。 

 

川原会長   えーそれでは早速ですが、協議を進めて参りたいと云う風に思います。まず

本日の会議録署名印の指名と云う事ですが、私の方から例のようにご指名を

さして頂いてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。それでは私の方から指名さして頂きたいと云う風に思います。本日の

議事録署名委員さんにつきましては、4番の藤本委員さん、そしてまた 5番の

重田委員さんにお願いをいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。それでは協議に入らせていただきます。日程の 4 から始めさしていただ

きます。協議 94 号です。財産及び債務の取扱いについてをご審議をいただき

ます。事務局よりご説明を申し上げます。 
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平島次長   座ったままで失礼いたします。日程 4、財産及び債務の取扱いについてと云う

事でございます。資料の 1ページでございます。協定項目の内容を読み上げさ

していただきます。財産及び債務の取扱いについて（1）財産及び債務につい

てはすべて新町に引き継ぐものとする（山林の取扱いを除く）。と云う事でご

ざいます。山林を除く財産について、合併後の新町の一体性の観点また 2町の

公共施設を共有出来ると云う事は新しい町の住民にとっては大きなメリット

となると云う事から、財産及び債務については全て新町に引き継ぐと云う事が

（1）でございます。それから（2）でございますが、山林の取扱いについて、

ア・三好町が所有する山林については、すべて新町に引き継ぐものとする。イ・

三加茂町が所有する山林の内、旧加茂財産区及び旧三庄財産区が所有していた

山林については、合併時に新たに財産区を設置し、財産区管理会を設けて管理

運営にあたる。その他の山林については新町に引き継ぐものとする。と云う事

でございます。三加茂町が所有しております一部の山林につきましては三加茂

町発足時より財産区として管理してきたと云う事を踏まえまして新町におい

て一つの財産区を設置して管理すると云う協定でございます。続きまして（3）

でございます。2町の土地開発公社の内、三加茂町土地開発公社を新町の土地

開発公社として継続させ、三好町土地開発公社は、三加茂町土地開発公社に財

産を譲渡し、合併の前日までに解散する。土地開発公社でございますが、一つ

の市町村に一つと云うのが原則と云う事になっております。このため、2町の

土地開発公社を統合をすると云う事でございますけれどもまぁ手続き上三好

町の土地開発公社を解散させて三加茂町に統合し、新町発足後定款変更を行っ

て東みよし町土地開発公社とすると云う事でございます。以上が財産及び債務

の取扱いについての協定の内容でございます。えー続きまして 2ページ以降に

2町が所有する財産及び債務の関連の資料が載ってございます。数字、ここに

記載しております数字につきましては 15 年度決算の数字と云う事でございま

す。まず、2ページでございますが、三好町及び三加茂町の財産及び債務の総

括表と云う事でございます。えーまぁ数字につきましてはここに記載のとおり

云う事でございますが合併の期日が来年の3月1日と云う事でございますので
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合併までに変わっていく数字も幾つかあろうかと思いますが 2町の財産・債務

にはこういう物があると云う事でご覧いただきたいと思います。3ページ以降

にはその詳細の数字が載っております。3ページですけれども、行政財産、そ

れから普通財産と目的別に財産を集計しております。えー行政財産といたしま

しては両町とも、庁舎・学校・公営住宅などがございます。それから普通財産

といたしまして宅地とか田畑・山林と云うのがここに書かれてあるような数字

でございます。それから 4ページでございますけれども、山林についてでござ

います。先ほど申し上げましたように三加茂町が所有する山林 2，623 千ヘク

タール、3 千平米まぁ簡単に申し上げますと 262 ヘクタールのうち 14 ヘクタ

ールが旧加茂財産区、それから 221 ヘクタールが旧三庄財産区の所有林と云う

事でございましたので、この部分については財産区として財産区管理会を設け

て管理運営にあたると、残りの三加茂町の所有する山林それから三好町の所有

する山林については新町に引き継ぐと云う風な協定項目でございます。えーそ

れから 5ページでございますが、5ページにつきましては両町のいわゆる債権

の額が記載してございます。それから 6ページ、7ページでございますがいわ

ゆる有価証券、それから出資による権利という額でございます。三好町・三加

茂町が所有しております各種団体への出琄金それから第三セクターへの出資

金等の所有状況と云う事でございます。えー小計の金額が 7ページにありして、

三好町の方が 3億 1千 5百万、三加茂町の方が 1億 8 千 7百万という金額にな

っております。それから 8ページ、9ページでございますけれども物品と云う

事で主に車両の所有状況が載っております。三好町が 9ページの最後でござい

ますが、50 台、三加茂町が 48 台と云う事になっております。それから 10 ペ

ージ、11 ページでございますが、2町が持っております基金の状況でございま

す。普通会計及び特別会計の積み立てておる基金の状況と云う事でございます。

10 ページの最初の方に載っております財政調整基金それから減債基金この 2

つにつきましては法律によってえー設置すると云う事が義務づけられておる

基金と云う事でございます。それからそれ以外の基金につきましては町の方で

条例を定めて、使い方を定めて設置しておる基金と云う事でございます。それ
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から 10 ページの下の方に 3つほど特別、普通会計以外と云う事で特別会計の

基金がございますが国保会計等の基金と特別会計の基金の額でございます。そ

れから 11 ページの方には定額運用基金と云う事でございましてその積み立て

た基金を回転さしてえー運用していくと云う定額運用基金という金額でござ

います。で、これらの基金合わせまして基金の額でございますが 15 年度末と

云う事で三好町が 12 億 4 千万、三加茂町が 14 億 1 千万と云う風な金額になっ

ております。それから 12 ページ、13 ページでございますけれどもいわゆる債

務、地方債、借金という額でございます。えー12 ページの方には普通会計の

借金の額でございます。それから 13 ページの方にはえーいわゆる普通会計以

外の、特別会計下水道等も含めました借金の額、と云う事でございます。それ

から 13 ページの下の方にはいわゆる債務負担行為の額と云う事でございます。

えーこの地方債の額でございますが、三好町、15 年度末で申し上げますと三

好町で 13 ページの下から 5行目でございますが 84 億円、三加茂町で 87 億円

と云う金額になってございます。それから債務保証の額では三好町の方に 5

億円ほど債務負担行為をしておる額があると云う事でございます。それから

14 ページが 2 町の公共施設の状況と云う事で道路の状況、それから保育所・

幼稚園・小学校・中学校の状況と云う事でございます。それから 15 ページ、

16 ページが土地開発公社の状況と云う事でございます。先ほど申し上げまし

たように、土地開発公社は1町に1つの公社と云う事が原則でございますので、

2町の公社を統合すると云う事でございますが、方法としては三好町の公社を

解散させて 2町の公社を一つに統合して東みよし町の土地開発公社とする。と

いう案でございます。えー以上、財産及び債務についてでございます。ご審議

をよろしくお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

川原会長   えー事務局より財産及び債務の取扱いについてご説明を申し上げました。えー

財産の内訳等も説明申し上げましたけれどもこの日程 4、財産及び債務の取扱

いについての審議をいただくわけですが、何かご質問ございませんでしょうか。

2 番の財産区の件につきましてはえー三加茂町の議会の方より提案ございま
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して全員協議会なりいろんな協議を重ねた結果、設置をお願いしようと云う事

で提案をいたしておるものでございます。はい、安宅委員さんお願いします。 

 

安宅委員   えー8 番の安宅でございます。この財産区に対しての町からの補助とか、そう

云うあれはあるんですか。 

 

川原会長   現状ではですね、一応あの森林組合に委託しとるんですが、まぁあの境界の

設置とか少々の手入れとかと云う事で年間百万円くらい、あと、通常の管理を

まぁ他の任務も兼任をしとんですがキャンプ場とかのそれに 50 万ぐらいと云

う事で年間 150 万ぐらいのまぁ経費は掛かっておると云う事です。はい。他に

何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

       (異議なしの声あり) 

はい。この件についてあとご質問・ご異議、無いようでございます。それでは

日程 4第 94 号財産及び債務の取扱いについては、現提案どおり承認を頂いた

と云う事でよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。えーそれでは、次の日程に移りたいと思いま

す。日程 5です。協議第 95 号、農業委員会委員の定数及び任期の取扱いにつ

いてをご審議いただきます。ご説明申し上げます。 

谷藤総務班員 失礼いたします。総務班の谷藤より、農業委員会委員の定数及び任期の取扱

いについて説明いたします。17 ページをお願いいたします。提案内容ですが、

新町に一つの農業委員会を置き、2町の農業委員会の選挙による委員であった

者は、市町村の合併の特例に関する法律、昭和 40 年法律第 6 号、第 8 条第 1

項第 1 号に規定を適用し、平成 18 年 7 月 31 日まで引き続き在任する。1.在

任特例適用後の農業委員会の選挙による委員の定数については 20 人とする。

2.在任特例適用後においては、農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第

88 号）第 10 条の 2第 2項に規定する選挙区を設けることとし、各選挙区の定

数は次のとおりとする。第 1選挙区 旧三好町の区域 9人 第 2 選挙区 旧三加
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茂町の区域 11 人、3.委員の報酬額については、現行の報酬額及び同規模の自

治体の例をもとに調整する。以上が提案内容でございますが、提案に至る経

緯といたしまして、両町の農業委員会に行きまして、法律の説明や意見など

をお聞きし、その後、会長・副会長会議を 2 回ほど開催いたしまして、意見

調整を行い、提案の運びとなっております。続きまして、18 ページより詳細

について説明いたしますが、まず 19 ページをお願い致します。任期のイメー

ジ図ですが、新設合併の場合、関係する町の農業委員会の委員は、すべてそ

の身分を失う事となります。しかし、合併特例法において、合併関係町の農

業委員会の選挙による委員であった者は、合併後 1 年を超えない範囲で定め

た期間、引き続き合併町の農業委員会の選挙による委員として在任する事が

出来る事とされております。尚、選任による委員については、特例措置が設

けられていない為、新設合併の場合、失職する事となる為、合併後速やかに

選任委員を選任しなければなりません。と云う事で、合併後速やかに選任し

なければならないんですが、選挙による委員さんの場合、三好町の場合は、

今年の 7月に選挙がございまして、その後、合併期日の平成 18 年 3 月 1 日の

前日までの 7 ヶ月間の任期となっており、三加茂町も 1 年 9 ヶ月で、両町と

も 3 年の任期がある途中での失職となるわけでございますが、設置選挙を行

いますと、町長選挙、議会議員選挙と重なり、有権者に混乱を招くというよ

うな事が考えられます。また、農繁期の忙しい時期を避けるのであれば、7月

がいいのではないかという意見が大勢を占め、平成 18 年 7 月 31 日まで在任

するという様な提案内容になっております。 

少し戻っていただきまして、18 ページをお願いいたします。1 番の定数の状

況については、選挙による委員の条例定数は、三好町が 16 人、三加茂町が 15

人となっておりまして、農協、共済などの選任による委員は 7 人ずつとなっ

ております。農業委員会等に関する法律では、選挙による委員の定数の基準

について、農地面積が 1，300ha 以下の場合は、定数 20 人以下という様な規

定がありますので、下の方の 4番の参考を見ていただきたいのですが、2町の

合計は 625ha ですので、上限の 20 人といたしました。また、選挙区について
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は、農業委員会等に関する法律で、全ての選挙区につき、基準農家戸数が 600

戸以上になるようにしなければいけないということから、在任特例適用後に

おいては、旧町ごとに選挙区を設けることといたします。選挙区の定数につ

いては、法律で、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなければなら

ないという規定がございますが、18 ページの下の方にありますように農地面

積、基準農家戸数、農業従事者数のように両町とも、選挙人名簿ほど差が無

いため、法律のおおむねの範囲内ということで、三好町 9人、三加茂町 11 人

で提案をいたしております。なお、選任委員 7 人については、合併後速やか

に選任すると云う事にしております。以上ですので、よろしくお願い致しま

す。 

 

川原会長   協議の第95号農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについてを事務局より

ご説明を申し上げました。えー合併時の首長なり議員さんの選挙と混乱を避

けるためと云う事で在任を使用すると云う事で、選挙区を設けて定数 20 と云

う事でございます。合併後、今まで選任をされていなかった土地改良区から

の選任と云う事でございますので選挙で選任される方 20 名プラス農協共済

それから土地改良区、そして議会より推薦をされる学識 4 名と云う事で合計

27 名での運営になると云う事でございます。えーまぁあの 2番の選挙区です

が、選挙人の数の概ねそれに近いものに比例すると云う事でございますので

こういった事になっておるようです。あの、この件については事務局よりご

説明申し上げたようにえー通常の協議については部会で対応するんですがえ

ー両町の農業委員さん役員さんによって協議をいただいたと云う事でござい

ます。以上提案いたしております内容についていかかでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。後の方よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございます。異議なしと云う事でございますので協議第 95

号農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについても提案どおり決定を頂い
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たと云うことにさして頂きたいと思います。ありがとうございました。えー

次に参ります。日程の 6です。協議第 96 号地方税の取扱いについてこれをご

審議いただきたいと思います。事務局よりご説明申し上げます。 

 

竹谷推進班長 推進班の竹谷です。地方税の取扱い、再協議案について説明いたします。ま

ず 21 ページから 22 ページにかけての提案内容を読み上げさせて頂きます。  

地方税の取扱いについて。町税については、平成 17 年度は旧町の例により新

町に引き継ぎ、平成 18 年度より以下のとおり統一施行する。（1）新町の税条

例による税目は、町民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、特別土地

保有税、たばこ税、鉱産税及び入湯税とする。（2）個人町民税については、

次のとおりとする。ア 税率は、現行のとおり標準税率とする。イ 普通徴収

の納期は、6月・8月・10 月及び 1月の 4期とし、納期限は各月末日とする。

（3）法人町民税については、次のとおりとする。ア 税率は、現行のとおり

標準税率とする。 イ 減免対象法人は、三好町の例により統一する。（4）固

定資産税については、次のとおりとする。ア 税率は、現行のとおり標準税率

とする。イ 納期は、5月・7月・12 月及び 2月の 4期とし、納期限は各月末

日とする。ただし、12 月の納期限は 25 日とする。（5）軽自動車税について

は、次のとおりとする。 ア 税率は、現行のとおり標準税率とする。イ 納期

は、5 月 1 日から 5 月 31 日とする。ウ 課税免除は、三加茂町の例により統

一する。また減免対象は、三好町の例により統一する。（6）特別土地保有税

については、2 町に差異がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。（7）た

ばこ税については、2町に差異がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。（8）

鉱産税については、2町に差異がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。（9）

入湯税については、次のとおりとする。ア 三好町の例により統一する。（10）

前納報奨金（個人町民税・固定資産税）については、2町に差異がないので、

現行のとおり新町に引き継ぐ。えーまず提案最初の平成 17 年度は旧町の例に

より新町に引き継ぎ、18 年度より以下のとおり統一施行する。という部分で

すが、以前は平成 17 年 4 月 1 日に合併予定しておりましたので、新町発足時
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より統一施行するとしておりましたものを修正しております。以下、23 ペー

ジからの資料によって修正した部分を重点的に説明をいたします。23 ページ

をお開きください。1 の町税の種類から 4 の税率までについては 2 町に差異

がございません。特に 4 の税率ですが両町とも標準税率、一定税率と云った

ものを使っておりますので従前の通りとし現行の通り統一施行すると云う風

にしております。また、24 ページ 5の納税通知の時期、それから 25 ページ 6

の納期につきましても 4 町時にご確認いただいた通りで変更をしておりませ

ん。なお 26 ページ 7の前納報奨金でございますが、三好町の例により統一す

ると云う風に以前はしておりましたが、平成 16 年度より三加茂町も三好町と

同じ前納報奨金の計算方法になった様でございますので 2 町に差異がなくな

っておりますので現行の通り新町に引き継ぐという風に修正させていただき

ました。続きまして 27 ページから 29 ページにかけての個人町民税の調整方

針につきましては特に変更した部分はございません。えーほとんど全く 4 町

時と同じ資料となっております。続きまして 30 ページお願いします。30 ペ

ージからの法人町民税ついてですが次のページ 31 ページ 3、3 の減免対象法

人につきまして以前の確認いただいておった内容では三野町、三好町、及び

井川町の例によりという風な文言にしておりましたが今回三好町の例により

と修正をしております。続きまして 32 ページ、33 ページにかけて固定資産

税について記載をしておりますがこれにつきましても前回と修正が全くござ

いません。前回の通り提案いたしております。えー続きまして 34 ページから

の軽自動車税についてでございますが、3 の課税免除につきましては以前は

三野町及び三加茂町の例によりと、また 4 の減免対象につきましては三野町

及び三好町の例によりとしておりました物を記載のとおり三加茂町、三好町

という風に修正をいたしました。続きまして 37 ページ、37 ページの特別土

地保有税、それから 38 ページのたばこ税、それから 39 ページの鉱産税、こ

れにつきましては 2 町にまったく差異がございませんので現行の通り新町に

引き継ぎます。それから 40 ぺージの入湯税についてでございますが、2の課

税免除に若干の差異がございます。これにつきましては三好町の例により統
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一するという風に修正をいたしております。えー鉱産税と、39 の鉱産税と、

40ページの入湯税については現在両町とも該当するものがございませんので

課税をしていないという状況でございます。以上です。よろしくお願いいた

します。 

川原会長   地方税の取扱いについてをご説明を申し上げました。変更部分については下

部に線を引いておりますので確認を頂きたいという風に思います。両町比較

しますとまぁあの通知の期日とか納期の期日が違うと云う事でほとんどにも

う差異がないと云う事でございますが、この地方税の取扱いについてご質問

を賜りたいと思いますが何かございますでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ありませんか。はい、それでは質問・異議等無いようでございますので協議

第96号地方税の取扱いについてもご承認をいただいたと云う事にさしていた

だきたいと思います。えー次へ参ります。日程の 7、協議第 97 号です。町、

字の区域及び名称の取扱いについてをご審議いただきます。説明お願いしま

す。 

 

逸見推進班員 推進班の逸見です。41 ページをご覧ください。町、字の区域及び名称の取扱

いについてでございます。（1）字の区域は現行のとおりとする。（2）町、字

の名称については、新町発足時に次のとおり置き換える。ア 三好町について

は、「三好町大字□□」を「東みよし町□□」に置き換える。イ 三加茂町に

ついては、「三加茂町□□」を「東みよし町□□」に置き換える。例にもあり

ますように三好町については三好町大字東山字増川○○番地の場合、三好町

を東みよし町に変えて、大字の表記を削除しますので東みよし町東山字増川

○○番地となります。三加茂町については三加茂町西庄字高木○○番地の場

合、三加茂町を東みよし町に変えるだけですので東みよし町西庄字高木○○

番地となります。三野町と井川町の部分を削除しただけで、4 町の時と同じ

提案内容となっております。42 ページと 43 ページには、2町の大字それから

字の現況を掲載しております。以上、ご協議をお願いいたします。 
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川原会長   はい。97 号の町、字の区域及び名称の取扱いについてご説明を申し上げまし

た。これも前回協議をした内容と変わりませんが何かご意見ございますか。 

（異議なしの声あり） 

他の方もよろしいですか。はい。それでは協議第 97 号町、字の区域及び名称

の取扱いについてもご審議を頂いたと云う事にさしていただきたいと思いま

す。次に参ります。協議第 99 号です。すいません。協議第 98 号です。新町

建設計画についてをご審議頂きたいと云う風に思います。この件については

住民の皆様方もいろいろと思いがあろうかと思いますんで充分ご審議を頂き

ますようによろしくお願い申し上げます。ご説明申し上げます。 

 

黒島総務班長 失礼します。総務班の黒島です。日程 8 について説明させて頂きます。提案

内容といたしましては、新町建設計画については、別途の「新町まちづくり

計画」に定めるとおりとする。としております。事前に送付しておりました

まちづくり計画の冊子をご覧いただきたいと思います。当計画書につきまし

ては基本的に東部 4 町時に作成しておりましたまちづくり計画の基本構成を

基に、三野・井川に関する部分を取り除いて、文言等の調整を図りなおした

ものでございます。新しい委員の方もいらっしゃいますので、変更部分も含

めまして概略をご説明いたします。この、新町まちづくり計画は、合併特例

法の規定に基づき合併協議会が作成することを義務づけられた市町村建設計

画というものです。その内容は各町の総合計画やまちづくりアンケート等に

よる住民の意向を十分に反映させたものとし、合併後、東みよし町が新たに

策定する総合計画のマスタープラン的役割を担うものとして位置づけられて

おります。それでは、ページをめくっていただけますと、目次がございます

が、本計画書は、第 1 章序論から、最終第 6 章の財政計画により構成されて

おります。第 1 章の序論では、合併の必要性として、日常生活圏の拡大や少

子高齢化の進行、また、厳しい財政状況による 2 町の現状について触れてお

ります。続いて第 2 章では、2 町の概況ということで、三好町、三加茂町の
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歴史、人口、産業構造、また、総合計画から見て取れる各町の課題や広域圏

における位置づけについて触れております。1 ページをお願いいたします。

この 1・2 章につきましては変更箇所のみの説明とさしていただきます。まず

あの計画書の１ページの日常生活圏の拡大と云う所に下線を引いております

けれども、ちょっと読んでみます。三好町及び三加茂町は、次の図のとおり、

吉野川を挟む形で近接しており、古くから経済・文化・生活の面で強い結び

つきを持ってきました。特に、平成 2 年に両町を結ぶ三三大橋が開通してか

らは、より一層の地域間交流が見られるようになりました。と云う風にこの

前文について変更いたしております。また、下の地図につきましても 4 町時

から 2 町時の形に変更いたしました。2 ページをお願いいたします。表の三

好町三加茂町における買い物・余暇行動の状況という所に下線を引いており

ますけどこれにつきましても4町から2町へのデータの変更としております。

お隣の 3 ページの一部事務組合等の状況につきましてもデータの変更を行っ

ております。ページをめくっていただいて 5 ページの上段三好町、三加茂町

の人口推移につきましてもこの部分についてもデータを 4 町から 2 町へと変

更をいたしております。7 ページをお願いいたします。地域の状況と云う所

に下線を引っ張っておりますけども前回は12年 13年 14年度の決算歳入構造

について表しておりましたけども 15 年度の決算が出たと云う事で今回 13、

14、15 年度の 3年度の決算歳入構造についてデータの変更をして掲載をして

おります。続いて 9 ページをお願いいたします。9 ページ中断計画の期間の

所に下線引いておりますけど合併期日が18年の3月 1日と云う事に決定され

ましたのでこの計画につきましても前回 17 年度から 10 年間と云う事でした

けど、平成 18 年度から 27 年度までの 10 ヵ年と計画を変更いたしました。10

ページをお願いいたします。2 町の概況と云う事で若干あのー、地域の概況

と云うのが変更になりましたので文言を修正いたしました。ちょっと読んで

みます。この地域は、西から東へと流れる吉野川を挟み三三大橋でつながり、

北に阿讃山脈と云う風にそして下に、また、吉野川に沿って広がる肥沃な平

野部の中心を三加茂町側に国道 192 号、JR 徳島線、三好町側に徳島自動車道、
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県道鳴門池田線がほぼ平行に走り、その周辺部を中心に町並みが形成されて

います。さらに、徳島自動車道吉野川ハイウェイオアシスには、ETC 専用イ

ンターチェンジの設置も完了し今後中・四国はもとよりと云う風に地域の概

況の説明を修正いたしました。続いて隣の 11 ページ人口と世帯数につきまし

て下線を引いておりますけどこの部分についてもデータを変更しております。

12 ページをお願いします。面積についても 2町にデータを変更しております。

走る走るですけど 14 ページをお願いいたします。産業につきましてもこの表

の中のデータを 2町に変更いたしました。続いて 17 ページをお願いいたしま

す。主要指標の見通し人口の所に下線を引いておりますけどこの見通しとい

たしましては下の表の中に平成 12 年の国勢調査によりますと 2 町で 16,199

人と云う人口がございましたけど、いろいろマスコミ等でもご存知の方も多

いと思いますけど、いろんな人口推計等により 2 町はあまりこれからも人口

の変動がないだろうと云う様な事もございまして今回平成 27 年、10 年後の

見通しにつきましても今と人口が変わらないだろうと云う事で 16,000 人と

云う風に想定をいたしました。次のページの世帯数についてでございますけ

ど、平成 12 年の国勢調査では 5,153 世帯となっております。ちなみに平成

17 年の 1 月 1 日現在では 2 町の世帯数、5,530 世帯ございますけど若干伸び

の鈍化はあるもののまだ少し核家族化と云うものは進行して行くだろうと云

う事で 5,800 世帯と云う風に世帯数については想定をいたしました。就業人

口につきましては、平成 12 年 7,676 人という人口でございましたけど若干あ

の少子高齢化と云う影響も受けるだろうと云う事で 7,500 人と云う風にやや

若干の減少と云う事で 7,500 人と云う事で想定をいたしました。次のページ

をお願いいたします。ここから、あの第 3 章、新町まちづくりの基本方針と

なるわけですけど、前回の協議会におきまして、名称が東みよし町と再決定

されましたので、基本理念すなわちキャッチフレーズについても、豊かな自

然や情感を大切にし、活力にあふれ、連携・交流を図りながら夢のあるまち

づくりを目指す、という意味合いを込めた、「元気・交流・未来へ  ふるさと

東みよし町」をそのまま採用いたしました。 また、下に下線を引いておりま
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すけど、前回実施したまちづくりアンケートの中から、三好町・三加茂町の

みの該当者を選別し、集計し直したところ、新町に対する期待や不安といっ

た項目につきまして、1，2パーセントの違いだけで、内容・順位も同じであ

ったことから、この、新町の将来像についても同様の文言といたしておりま

す。次のページをお願い致します。 この基本理念をもとに、計画書では、東

みよし町としての、3 つの大きな目標を設定しております。まず、一番目と

して、 潤いのある快適なまちづくり、ということで 2町の豊かな自然環境と

調和した、快適な生活環境づくりを目指していく、としております。2 番目

として、 豊かな心を育む共生のまちづくり、ということで少子高齢社会を見

据えた、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指していく、としておりま

すが、中段の下線部分については、関係機関からのご指導もありまして、バ

リアフリーという言葉から、新しい、ユニバーサルデザインという文言に修

正しております。3番目に、 魅力・活力のある自立したまちづくり、として

若者の定住化、広域交流の推進による活力あるまちづくりを目指していくと

いうふうに目標を設定いたしました。また、具体的施策の推進を図るため、

各目標に添いまして基本方針を 6項目設定いたしました。21 ページ以降に項

目ごとの説明を示しております。続いて、23 ページをお開き下さい。ここか

ら第 4 章、新町まちづくりの主要施策となっております。まちづくりの基本

理念であります、「元気・交流・未来へ ふるさと東みよし町」を実現してい

くために、まちづくりの基本方針に沿って、以下に示すような施策の柱を立

て、総合的かつ一体的な施策の展開を図っていくとしております。次のペー

ジをお願いします。まず、基本方針の一番目として、自然と調和した潤いの

あるまち、としましては、両町の貴重な財産であります、自然環境との調和

を図りながら、人に優しいまちづくり、各地域の歴史や文化を大切にしたま

ちづくりを進めていくということで、25 ページの上段に、推進していくべき

事業の概要を記載しております。区分ごとには、環境啓発事業、公園管理・

整備事業、リサイクル化の推進、地域イベントの実施等を挙げております。 基

本方針の 2 番目として、快適に暮らせる生活基盤の充実したまち、としては
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道路等を初めとした、生活基盤の整備、IT 化への対応、また、安心して暮ら

せるまちづくりを進めていく、ということで、26 ページの表にありますよう

に、幹線道路の整備、コミュニティバスの運行、上下水道の整備、CATV の整

備、各種防災・安全対策を進めていきます。また、県事業につきましては、2

町で、継続或いは計画中の事業について記載をしてあります。次に基本方針

の 3番目として、 ともに支えあう共生のまちでは、これからの少子高齢化社

会を見据え、すべての人が共生し、地域で豊かに暮らせるまちづくりを進め

ていくと云うことを基本としており、（2）ユニバーサルデザインの推進に下

線を引いておりますが、先ほども申しましたように、バリアフリーという言

葉からの変更でございます。ちょっと読んでみます。一人ひとりが大切にさ

れ、いきいきと生活できるまちづくりを進めていきます。そのため、年齢や

性別、身体的能力などの違いにかかわらず、すべての人が不自由なく暮らす

ことができる社会基盤の整備を進めていきます。説明といたしまして、ユニ

バーサルデザイン、年齢や性別、身体能力などの違いにかかわらず、初めか

らすべての人が使いやすいように、製品や建物、空間をデザインしようとす

る考え方。というふうに変更致しました。推進すべき事業の概要については、

28 ページ上段の表にありますように、予防医療・健康増進体制の充実、新町

のユニバーサルデザイン化、各種福祉政策の充実を図っていくことにしてお

ります。続いて、ふれあい、学びあい、人を育むまち、としましては、学校

教育を初めとして、人権を大切にした生涯教育を進めると共に、若い世代を

中心とした、人づくりを行なっていくまちづくりを進めていきます。この項

では、30 ページ上段の表にありますように、各種施設の整備、人権教育の推

進、文化・スポーツ活動の支援等を挙げております。次に、魅力あふれる生

き生きとしたまち、の方針といたしましては、東みよし町としての個性を出

せるような、各種産業の振興に努め、魅力や活力のあるまちづくりを進めて

いくとしています。31 ページ下段に記載していますように、観光施設の整備、

グリーンツーリズム事業の推進、特産品の開発、また、企業の誘致にも取り

組んで参ります。県事業については、ご覧のとおりです。最後に、6 番目の
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基本方針として、 連携、交流、住民参加の自立したまち、として、吉野川ハ

イウェイオアシスに、ETC 専用インターチェンジが設置されたことにより、

東みよし町としては、ここを交流拠点として連携、交流を進めていくと共に、

住民との協働による住民主導のまちづくりを進めてまいります。事業の概要

としましては、広域交流の推進、交流拠点の整備、各種団体との協力・連携

等を挙げております。走る走るでございますけど、第 5 章、公共的施設の統

合整備について説明を致します。公共的施設の統合整備については、住民生

活に急激な変化を及ぼさないよう充分配慮し、地域の特性や地域間のバラン

ス、さらには財政状況等を考慮しながら、逐次、統合整備を図っていきます。

以下、書いてありますように、基本的には、合併した後、住民の皆さんに、

出来る限り迷惑をかけないように施設等の統合や整備を図っていくという大

きな方針を定めたものでございます。後、参考資料といたしまして本計画書

に、A4 の一枚もので挟んでおりましたけど、東みよし町まちづくり事業一覧

というのがあると思いますけど、ご覧頂きたいと思います。まちづくりの主

要施策の体系表に沿いまして、推進すべき事業名の一覧を表わしたものでご

ざいます。基本方針、施策、区域、事業名となっておりますけど、区域につ

いては、旧町の区域を表したものと、東みよし町全体で取り組むべき事業区

分としておりますが、たとえば、施策の 5 番目でございます。道路交通網の

整備促進の 1番下、コミュニティバス運行事業とありますけど、これを含め、

CATV の整備事業、情報基盤の整備、そして、一番下にございます戸籍の電算

化事業、この 4 つを東みよし町の重点事業と云う事で少し太字にはしておる

んですけどちょっと見にくいんですけど、この 4 つの重点事業を、優先的に

施策を推進していこうと云う物でございます。また、その他の事業について

は、補助金等の問題もありますし、また、その時の財政状況、地域間のバラ

ンス等も勘案しながら、逐次進めていこうと云う物でございます。なお、事

業名については、確定したものではなく、今現在の呼び名的なものと思って

頂いたらと思います。続きまして財政計画の説明に入っていきたいと思いま

す。 
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平島次長   引き続きまして財政計画を説明さして頂きます。まちづくり計画の 34 ページ

から 36 ページまででございます。ここの数字につきましてはもう少し詳しい

資料がえー別冊でお送りしておりました A3 版の財政計画参考資料と云う事

で A3 版の資料をお配りしてございます。この A3 版の資料と若干の四捨五入

の関係で数字、末端の数字が若干違っておりますが基本的には同じでござい

ますのでこの A3 の資料とそれから別途またお送りしておりました歳入歳出

検討シートという 2 冊で説明をさしていただきたいと思います。よろしくお

願いします。まず今回の財政計画でございますけれども、4 町の時と同じ様

に普通会計ベースと云う事で作成さして頂いております。それから歳入の項

目、歳出の項目、それぞれ伸び率ですけれども、基本的に 4 町の時と同じ率

でさして頂いております。これらの率に国とか県からの財政支援、合併によ

る削減効果、新町のまちづくり事業などを考慮して作成をしております。そ

れでは A3 の表に基づきまして歳入から説明さしていただきます。項目的には、

たくさん項目歳入の項目、歳出の項目ございますが時間の関係もございます

ので、金額の大きな項目を中心に説明させていただきます。まず、歳入でご

ざいますが、地方税でございます。地方税につきましては 4 町の時は人口の

伸びに合わせて、地方税見積もりと云う事でございました。4 町の時にはマ

イナス 0．3と云う事で見積もっておりましたけれども先ほど黒島の方からも

説明がありました様に、この 2町ではほとんど人口減少 10 年間ないと云う予

測が出ておりますので 0．2％で地方税削減していくと云う事で計算をさして

いただいております。それからその下の項目ずっと参りまして 8 番の地方交

付税でございます。地方交付税につきましては、まぁ基本的に、この歳入歳

出検討シート、歳入歳出検討シートの 2 ページの方をご覧頂きたいと思いま

す。こちらの方には、地方交付税と云う事で、普通交付税、それから特別交

付税と云う事で分けて計算してございます。地方交付税につきまして、普通

交付税につきましては平成16年度決定額に対しまして17年及び18年は三位

一体改革の集中改革期間と云う事でマイナス 6％という減少率で見込ませて
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頂いております。その後、19 年度以降は 2％の減少と云う事でございます。

また、これに加えるものとして、国の方から合併に伴う地方交付税加算措置

と云う事で、1 億 8 千万ほどもらえると云う事でこれを 5 年間に振り分けて

おります。それから特別交付税で、これ④、2 ページの④でございますが、

特別交付税の加算措置と云う事で合併に伴うものとして 5 億 3 千万、加算さ

れると云うのでこれについても見込んでおります。それから 2 ページの⑤合

併特例債、⑥臨時財政対策債と云う事でございますがこれについても償還額

交付税による償還額を合併特例債については 70％、臨時財政対策債について

は 100％、見込んでおると云う事でございます。こう云う形で見込みまして

平成 18 年から平成 27 年度まででまぁ減少はしていくんですけども、これだ

けの額を確保すると云う風に見込んでおります。それから引き続きまして、

まぁ次に大きな項目といたしまして、地方債でございます。検討シートの方

ですと 4ぺージでございます。19 番でございますが、地方債と云う事でござ

います。地方債につきましては過疎債それから辺地債などの通常債とそれか

ら平成 18 年度まで存続するという臨時財政対策債とそれから合併に伴う起

債でございます合併特例債とその 3 つについて起債をする様な形で見込んで

おります。その詳しい内容が 4 ページの所に載ってございます。①が通常分

2 が臨時財政対策の分 3 が合併特例債の分と云う事でございます。通常債に

ついては、マイナス前年度 6％という形で見込んでおります。それから合併

特例債につきましては、まちづくり事業分これについては合併特例債の発行

額の上限の 8割と云う事で 43 億円見込んでおります。それから基金につきま

しては 10 億円の基金を合併特例債によって造成すると云う事で合併特例債

の発行を見込んでおります。以上が歳入の大きな項目でございます。それか

ら今度歳出でございますけれども、歳出につきましても大きな項目で説明さ

していただきます。まず 1 番が人件費と云う事でございますが人件費につき

ましては歳入歳出検討シートの 6 ページの方に人件費の内訳が載ってござい

ます。まず、まぁ議員さんの報酬等と云う事でございますけれども、議員さ

んの定数につきましては、平成 18 年度から、設置選挙で在任特例、定数特例、
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使わないと云う事で協定いただいておりますので 18 年度から 16 人と云う事

で試算さしていただいております。それから 2 が各種委員、それから 3 が町

長さん、助役さんの特別職の額と云う事でございます。それから 6 ページの

4 番目でございますが一般職と云う事でございます。一般職の職員につきま

しては 6 人退職したら 1 人採用すると云う風なな計算方式で計算させて頂い

ております。この方式でいきますと平成17年211人という普通会計の職員が、

平成 27 年には 138 人と云う風な計算に今のところなっております。まぁ、こ

う言う風な形で特に合併の効果を出す為にまぁ 6 人退職しれば一人採用とい

う形で 10 年間見ております。こう云う形でまぁ人件費でございますけれども

平成 17 年には 19 億 6 千万と云う額が平成 27 年には 13 億 6 千万、まぁ 14 億

切るような金額になっていくと云う事で見込んでおります。それから、また、

歳出の方で大きな項目といたしまして普通建設事業費でございますが、これ

につきましては歳入歳出検討シートの 7 ページの方に金額が書いてございま

す。新町のまちづくり事業計画ということで 10 年間で 144 億円という金額を

見込んでおります。この 144 億円につきまして、内訳でございますけれども、

この A3 の表の真ん中頃を見ていただきますと 10 年間の普通建設事業費と云

う事で 144 億と云う事でございますが、その内、まぁ黒島の方からも説明が

ありましたが、ケーブルテレビ、それからコミュニティーバスそういう重点

事業に 21 億円見込んでおりまして、122 億と云う額が 2町の方に希望を取り

ました事業に割り振っていくいう金額になっていこうかと思っております。

事業費の総額につきましては、4 町の時が 256 億円と云う額でございました

が 2 町でも 144 億円と云う金額と云う事でございます。それから、ここまで

が普通会計と云う事でございましたけれども、特別会計と云う事で下水道と

か上水道と云う風な特別会計がございます。この特別会計との関係でござい

ますけれども、特別会計は、当然独立採算と云う事でございますので、普通

会計からの繰り出しというのは原則しないと云う事でございますがこれまで

の繰り出しの実績、それから県に提出いただいております下水道等の計画の

町負担金と云うものを見込みまして、歳出の所で繰出金と云う事で特別会計
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への繰出金を見込んで特別会計が健全な運営が出来ると云う風に考慮してお

ります。以上が財政計画についての概要でございます。急ぎ急ぎの説明、走

り走りの説明でございましたけれどもこう云う形で財政計画を組まさせて頂

いておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

黒島総務班長 あの、ちょっとすみません。本日この計画書が承認されますと、県知事との

本協議に入るわけですけどその中で一部軽微な変更等がされる場合もござい

ますのでその点につきましても合わせてご承認いただけたらと思いますので

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   はい。えー只今新町建設計画について財政計画まで事務局よりご説明を申し

上げました。えーみなさん方にご審議いただいてご承認いただければ今月末

に県の方へ行って最終説明と云う事になります。で、今事務局が申しあげま

したようにその時点で多少の軽微な変更はあるかもしれないと云う事でござ

います。皆さん方に充分ご意見を賜って県の方へまた説明に参りたいと思い

ますがいかかでしょうか。はい。川原委員さん。 

 

川原委員   16 番川原でございます。あのーまちづくりのいろいろ説明をいただきました。

えーその中であのー特に重点事業としてコミュニティーバスそれからケーブ

ルテレビその他電算化関係そういう事を特に重点事業としてえー掲げており

ますが私はこの上へ是非あのー町民の、両町からとりました町民にも 41．8

パーセントという高い希望があります若者定住のまちづくりこれを是非、と

申しますのはえー少子化の波をもろに受ける時代でございますが、この前も

人口統計えー研究所ですか。三加茂町の例を取ってみますと 30 年、平成 30

年後30年ですが人口が減少しないと県下5町村の中で三加茂町最下位でござ

いましたけど人口は減少しないと云う統計がございました。そして恐らくえ

ー三好町も人口減はさほどは無いと思います。是非この試算表でみますと平

成 27 年の人口の見通しを 1 万 6 千人と想定されておるようでございますが、
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えーこの人口減少をせめて人口増加を目指して重点事業に入れていただきた

いと思います。そしてその中で先ほど申しましたように定住化促進、いわゆ

る東みよし町が魅力ある町になりまして、えー近隣の町村からでも東みよし

町に住みたいと言う若者が是非現れるような施策を取り入れて頂きたいと思

います。そうして先ほどちょっと、三好町長さんにお聞きしたんですが、ま

ぁ企業誘致も充分考えておると云うようなお声も聞いた訳でございます。ど

うしても若者が東みよし町へ来てもらうためには受け入れ態勢、魅力あるま

ちづくりまた、事業面でもそういうような働きやすい場所を提供して是非、

東みよし町が人口増になりますようにせめて一割と申しません。ほらかなり

厳しい人口減少の波が押し寄せております。少子化の統計取っても分かって

おりますが、是非えー1 万 6 千人と言わんと人口増を施策の重点事業に是非

入れていってまだ東みよし町、三加茂町、三好町、いろんな若者の住むまち

づくりに快適な条件が整っておると思います。それをバックアップいたしま

して是非東みよし町が人口増になりますようなすばらしい施策を是非重点事

業としてえー加えていただきたいと云う気持ちでございます。以上でござい

ます。 

 

川原会長   はい。ありがとうございました。えーお話の通りであろうかと云う風に思い

ます。で、あのこの東みよし町のまちづくり事業の一覧表の中にちょうど中

央にありますが、やはり少子化対策と云う事で子育て支援の充実とかそれか

らまた下から 5行目に、企業誘致また定住化促進という事で掲げてあります。

で、この重点目標についてはですね。これどうしても早速かからなければな

らないと云う事業と云う事で指定さしていただいております。今ご意見戴い

た件についてはずっとこれについては検討し又いろんな面で実施をしていく

と云う事の捉え方がいいんでなかろうかと云う風に思います。で、この中に

もきちっと今ご意見いただいた件については、記載をしておりますんでそう

いった事でご了解を戴きたいと思いますがよろしいでしょうか。 
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川原委員   はい。よろしくお願いします。 

 

川原会長   はい。ありがとうございました。あと、どうでしょうか。 

 

前田委員   お願いがあります。14 番前田でございます。えー只今詳しく新町まちづくり

の計画についてのご説明がありました。今まで決められていた事が元になっ

ておりますので特にあのーこう云う所は変えてほしいとか云う所はございま

せん。非常によくまとまった計画が持ち出されておりましてそれらが実現し

ますと本当にすばらしい町が出来るのではないかと期待をしておるところで

ございます。で、その中でも特に今私達が切実に感じております事、ひとつ

あのーもちろんここの説明に出ておりますので･･･。けれども 32 ぺージです

が、連携・交流・住民参加の自立したまちこの中で特に今私が実際の生活を

してる中で感じております事なんですけども住民参加の自立したまちってい

うのがこれからのまちづくりには絶対に必要であるし大切になってこようか

と思っております。て云うのが今まで私達町民がえー何か困った事があった

り福祉の問題にしましても子育ての問題にしましても保育所の運営にしまし

てもとにかく住民が安心して住めるように町の方が非常にいろいろ考えてく

ださっておりましたので行政におんぶした要望を中心にした生活が多かった

ように感じております。で、そこでこれからの社会では財政面の窮乏してい

く時代を迎えまして私達町民がどういう風な生活をしていけばいいのかって

云う事を改めて考え直さなければならない時期を迎えているように思ってお

ります。で、そこで私達のまちをつくる為に住民がひとりひとりの自覚を持

ちまして自分達でつくっていくまちづくりと云う事が非常に大切になってこ

ようかと思うんですが、今朝も徳島新聞に出ておりましたけれども、今徳島

県下でもその為自分達のまちは自分達の手で出来る範囲の事はしていこうと

云う構えから NPO の設立が数年前は 2 つか 3 つくらいの団体しかなかった物

がえー昨年度くらいから急激に増えまして徳島市を中心に周辺のまちずっと

NPO のグループがまちづくりの為に活躍が始まったと、云う事が出ておりま

 
26



した。日頃、大切だと思っていた事だったのでえー更に共鳴して見せていた

だいたんですけれども、県内を見ますと西部地区、美馬郡三好郡にはまだそ

れが設立されていないように思います。それで、ここの 32 ページの（2）番

住民活動との協働それを力入れて行こうと云う事が示されておりますので大

いに期待をするところなんですけども是非その面に早く取り込んでいただき

まして、早速もう 17 年度からそう云う体制の準備をしていただきたいなと。

と申しますのも私達の子供達のよりよく育つ支援活動の一つとして、えー図

書館を利用しての読み聞かせとかそう云う子供育ちのためのグループでえー

奉仕活動しておりますけれども、環境づくりとかごみ処理の問題とかいろい

ろ生活を良くする為、ほれから介護の問題とかいろいろ保険制度だけでは満

たされない部分がたくさんあると思うんです。で、そういう面でいろんな視

点に立っていろんな人が自分達の出来る事を力にしてお金がないけれども人

間があります。そういう人間の力を生かす場を是非活用してまぁ住民もそれ

を自覚して自分達で住み良いまちを造ってゆくまぁそういう風な体制をしっ

かり広めて今から造っていただければ小さなまちだけれども力強いまちにな

るのではないかなと思っておりますので、この NPO と云う事のそれから自治

会の組織をもっと積極的に動かして行くとかまぁそういう面の視点をしっか

り持ってまちづくりの具体策を立てて頂きたいと思います。も一つなんです

けれども、私達がやっぱり住み良いまちって云うのはいろいろ福祉面とか安

心、安全行政に守られて安心だけではないと思うんです。で、みんなが生涯

学習との関連ですけれどもあのーそれぞれ子供、成人ほれから高齢者といろ

いろ立場においてやはり自分の生きがいを求めてやはり輝いて生きたいって

いう願いをみんな持っております。でその為にいろんな活動、文化活動、ス

ポーツ活動いろんな奉仕活動としておりますけれども文化活動をしている上

で今贅沢かも知れませんがやはりそう云う設備の整った施設があればもっと

気持ちよく安心していろんな活動ができるなと思う訳です。それでそういう

風な文化施設の充実もあのー非常に難しい状況でしょうけれども是非考えて

頂きたいと思います。えーとそこで、32 ページにもまちの活性化と云う事で
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県立コンベンションホールの設置を関係機関へ要望していきますこれにも前

にもだされておりましたがまぁ是非そういう面にも力を入れていただきまし

てそれが出来なければあの西部地区に何か文化活動が出来る施設それから保

険センターになるような施設そういうのが出来るとなお町民が安心してそし

て生きがいを持って生き生きと生活出来る基盤が整うのではないかと思って

おります。長くなりましたが早速そういう点にも力を入れていただきまして

本当に住み良いまちづくりにしていただけたらありがたいなと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

 

川原会長   はい。ありがとうございました。あのー今後の事もいろいろとお話いただい

たようにやはりあの、今行政と住民と云うのがしっかりと役割分担を確認す

ると云う事が必要であろうかと思います。その中で協働するところは協働、

要望は要望と云う事できちっとそこら辺を振り分けてえー共に頑張っていく

と云う事であろうかと云う風に思います。まぁいろんな事業面についてはま

たいろんな住民の皆さん方の意見も新しいまちが生まれれば出てこようかと

思いますんでそう云った事で対応したいと云う風に考えます。あと、どうで

しょうか。まちづくり計画、新町の建設計画ですが。この提案内容で県の方

とお話と云う事でよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。それでは日程の 8、協議第 98 号新町建設計

画についてご承認いただきました。これでもって県の方へ参りたいと云う風

に考えております。では時間も大分経ちましたのでここで 10 分だけちょっと

休憩をしたいと思います。 

（休憩） 

       

川原会長   協議を再開さしていただきたいと思います。えー日程の 9 から始めます。協

議第 99 号行政事務関係についてをご審議いただきます。事務局よりご説明を

申し上げます。 
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逸見推進班員 失礼します。推進班の逸見です。2 冊目に移っていただきまして、45 ページ

をご覧ください。行政事務関係につきましては次の通りとなっております。

（1）自治会組織については、現行のとおりとし、名称については平成 18 年

4 月 1 日より自治会とする。（2）自治会交付金制度等については、会長報償

及び委託料を廃止し、自治会振興交付金として平成 18 年度より次のとおり統

一する。ア 交付金については、世帯割及び平等割とし、世帯数に応じて額の

算出を行う。イ 予算額については、2千万円程度とし、財政状況を勘案し将

来に見直しできるよう規定を設ける。ウ 集合住宅については、独自の算出方

法により交付する。（3）集会所事業について、新たに集会所を建設する場合

は、町費の 10％を地元負担金とする。（4）防犯灯については、三好町の例に

より合併までに調整し、新町に引き継ぐ。（5）公告式については、現在の 2

町役場前に、各 1 箇所公告掲示場を設置する。と云う事になっております。

次のページに移っていただきまして 46 ページです。（6）文書管理については、

三好町の例により合併までに調整し、新町発足時より統一する。（7）行政改

革大綱については、新町において速やかに策定する。（8）行政手続条例につ

いては、現行のとおり新町において策定する。（9）宿日直勤務については、

現行のとおり新町に引き継ぎ、服務及び割当等については合併までに調整す

る。以上のような提案内容となっております。47 ページから細部の変更点に

ついて、説明いたします。まず自治会についてですが、名称については平成

18 年 4 月 1 日から自治会とする事になっております。合併の期日の変更にと

もないまして、18 年と云う風に変わっております。それからその下の地域育

成振興交付金につきましては、右のとおり変更しております。交付金として

統一すると。世帯割は 2 千円。平等割、平均 5 万円程度。世帯数割等の詳細

については、部会で協議すること。予算額は、平成 14 年度実績 2千万程度と

し、財政状況を勘案し将来に見直しできるよう規定を盛り込むこと。アパー

ト等の集合住宅については、別途規定により交付を行い、交付額の算出方法

は部会で協議すること。となっております。めくっていただきまして、48 ペ
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ージでございます。中段からあります、町内会長、または振興会長報償につ

いてですが、こちらにつきましては、廃止をしまして先ほどありました交付

金に統一することといたします。はい。それでは 49 ページの地縁団体につき

ましては、4 町時と変わっておりません。めくっていただきまして、50 ペー

ジ、集会事業につきまして、集会所建設に関する規定整備を行うこととなっ

ております。右にあります通り、町費の 10％を地元負担金とする。ただし、

分譲住宅地等の場合の対応があるので、「町長が認めた場合」の例外規定を盛

り込みまして規定整備を行うと云う風になっております。次のページ、防犯

灯について掲載しております。4 町時と変わらない提案となっております。

めくっていただきまして次のページ公告・庁内案内表示板・国旗等の管理、

それから 53 ページ公印管守、次ページの文書管理、一枚めくっていただきま

して 56 ページの行政改革、それから 58 ページ、めくっていただきまして行

政手続条例、それから 59 ぺージの宿日直勤務につきましては、4町のときと

変わらない提案となっております。60 ページに移りまして、後援名義使用許

可、陳情・町政懇談会につきましては、後援名義使用許可については三好町

の例により、合併時に調整するものとするとなっております。それから陳情

につきましては合併時に調整する。それから町政懇談会については、4 町時

と変わらず新町において検討すると云う事になっております。それから 61 ペ

ージの特別職報酬等審議会につきまして、新町において合併後速やかに設置

するということですが、右の下にあります審議会委員さんの報酬額につきま

しては、日額 5千円とすることになっております。以上で説明を終わります。

ご協議をお願いいたします。 

 

川原会長   えー只今日程 9、協議第 99 号の行政事務関係について事務局よりご説明を申

し上げました。えー自治会等の交付金をはじめご説明を申し上げました内容

について、何かご意見ご質問ございませんでしょうか。はい、秋田委員さん。 

 

秋田委員   7 番の秋田でございます。えー只今説明いただきました中で特に文書管理につ
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いてでございますが、えーといろいろ説明されておりますし的確になされて

おると思いますが結局古い文書っていうのが庁舎の移転であるとかあるいは

その他移動の度に必要書類が紛失する場合ってのが非常に多ございます。と

申しますのは 10 年前に三好町の町史を造りました。その時にも非常にその古

い書類の中から現在の状況を知るための必要な事項って云うのを探し出すの

に非常に苦労した訳です。で、現在、三加茂町でも同じように町史を造られ

ているようでございますが、同じようにその資料っていうのにまぁ少のうご

ざいましたらどうしても中身が薄うなってきます。まぁそう云った意味で特

にこの文書の保存につきましては、まぁ保存方法も去る事ながら保存される

文書の内容って云うんですかそう云った物がここに書かれています文書の保

存年月だけでなしにまぁかなりなその詳細なものまで捨てないで残しておい

て欲しいと、と、私は希望する訳なんです。多分、郡の郷土史研究会からの

方も各町長さんにこう云った面での要望があったかと思いますが、ひとつよ

ろしゅうお願いいたします。 

 

川原会長   お話の様にえーこの文書管理については要望がございました。でも保存期限

云々でなしに全て置いて欲しいと云うご要望もございました。んで、まぁ今

回合併するにあたってこういった書類もいろいろと整理をする必要があろう

かと思いますがやはりあのそういった要望もございますんで、休校しとる校

舎とかそういった物の活用も含めてですね、やはりある程度整理をして出来

るだけ置きたいと云う風な想いはあるんですけど、これかなりの作業量にも

なってこようかと云う風に思いますんで中でまた職員のそこら辺の段取りと

いいますか充分勘案して出来るだけ残したいと云う風に考えております。は

い。えーとあの今三好町のほうでは特別にその資料置き場って云うんですか

そういうあれはあるんですか。 

 

土井委員   まぁ庁舎で保存しておりますが、今別途に設けておりません。ですが今秋田

先生おっしゃられたようにですね、そう云う歴史資料については出来るだけ
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残して置けという事でございますのでその面も考えていかないかんなと云う

様な話はいたしております。 

 

川原会長   はい、まぁあの三加茂町の方今、町史の編纂やっとんですがやっぱり足りな

い分というんですか抜けた分っていうのがかなりありますんでそういった事

を考えるとやはり出来るだけ将来の為にも置いておきたいと云う様な考えで

ございます。えーいろいろとまたご意見いただきたいと思います。他にどう

でしょうか。行政事務関係。 

（異議なしの声あり） 

無いですか。まぁあの自治会への納税の云々でいろいろ還付金があったんで

すが今もう無くなったんで、かなり各振興会よりも要望があるんですけども

今回こう云った提案の中でまた今後やって行きたいと云う風に考えておりま

すが。はい前田先生 

 

前田委員   これもお願いと云う形になりますけれどもえーと47ページの自治会の事なん

です。先ほど私が NPO の活躍をする事についての関連かと思いますが、えー

自治会組織がこれからこれまで以上に非常に大事になってくるかなと思って

おります。で三加茂町の今までの全体の様子が掴みきっておりませんけれど

も自治会組織によりまして非常に自主的に活躍している振興会とまぁあまり

出来ずに終わったと云う所もあろうかなと思います。そこであのこの三加茂

町と三好町と自治会の事業内容見ましたらこの資料見た時にすっと感じたん

ですけれども、えー三加茂町の場合は主として連絡調整業務、それから町か

らの文書配布、回覧業務を中心に挙げております。そのための自治会である

と云う風に受け止められてしまいます。これ見た時に。で、三好町の方見ま

すと特にこれ大事にしたいなと思ったのは 4 番に出しておりますように町内

会活動の計画や実行これが非常に大きな仕事の内容でないかなと思いますの

で今後改めて調整方針の中で事業内容については新町において調整すると云

う事になっておりますので是非実際に自治会が活躍出来る様な組織作り・事
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業内容を考えていただきましてそれに対するまぁ助成金といいますか自治会

に回されるお金はそういう所に大いに活用するようにしていけたらまちの活

性化に繋がるのではないかなと思います。非常に細かい事ですけどもその点

を大事にして頂きたいなと思いました。よろしくお願いします。 

 

川原会長   はい。ありがとうございました。あのー自治会の方も旧来の町のみ、そして

また新しいまた転居された方と混じったまた、そういう新しい地域が出来た

所、自治会のいろんな形がありますんで活動内容もいろいろ違っておろうか

と思います。でまぁ今前田先生がおっしゃった様にやはりこれ活性化と云う

事考えますとある程度行政主導でなしに自治会のみなさんが頑張って頂くと

云う事が出発であろうかと思うんですよ。あまり行政が云々でまぁ行政がす

るのはまぁある程度の補助金や交付金を出すと云う形の中でまぁその事業に

ついてはその地域で考えていただくと云う事であろうかと云う風に思います。

どうでしょうか。行政事務関係よろしいですか。 

       (異議なしの声あり) 

はい。協議の第 99 号、行政事務関係についてもご意見をいただきましたが提

案の通りで承認をいただいたと云う事にさしていただきたいと云う風に思い

ます。もう 1 議案済ましていただきたいと思います。日程の 10 に入ります。

協議第 100 号です。財政事務関係についてをご審議いただきます。事務局よ

りご説明お願いいたします。 

 

逸見推進班員 推進班の逸見です。62 ページをご覧下さい。えー財政事務関係につきまして

説明いたします。（1）予算編成方針については、新町においても策定する。

（2）長期財政計画については、新町建設計画を基本に、新町発足後策定する

総合計画のなかで検討する。（3）財政事情の公表については、現行のとおり

新町においても実施する。（4）一定額以上の収入及び支出の審査については、

組織機構の設置状況に合わせ、合併までに調整し、新町発足時より統一施行

する。（5）指定金融機関については、合併までに調整し、新町発足時より統
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一する。なお、新町の行政サービスに最適な金融機関を選定するものとする。

（6）監査等に関する事項については、新町発足後、新町の監査委員が選任さ

れ次第、速やかに協議調整する。（7）民有地等の借入物件については、現行

のとおり新町に引き継ぐ。（8）官民境界の立会部署については、総務課及び

担当課において行政財産、普通財産及び他町村との境界の確認を行い、建設

課において道路、河川及び法定外公共物の確認を行う。（9）複写料金の徴収

については、三好町の例により統一する。と云う様な提案内容となっており

ます。細部の変更点について、説明いたします。財政事務関係につきまして

は、どちらかというと、事務方の項目がほとんどでございまして、ほとんど

4 町時と変わっておりませんが、63 ページから 98 ページの決算調整までは、

4町のときと全く同じ提案となっておりますので省略いたします。3冊目に移

っていただきまして、99 ページ、行政財産使用許可に関することについてで

ございます。右の調整方針にあります様に、差異は少のうございまして、こ

の通り、新町に引き継ぎまして新町発足後、詳細につき調整し、統一施行す

る。えーそれから、この度、指定管理者制度と云う制度が設けられましたの

で、その制度に関する条例を新町で整備をする。という調整方針を追加して

おります。それから 100 ページですが、民有地の借り入れについて掲載して

おります。こちらについても 4 町の時と変わっておりません。以降、102 ペ

ージの公有財産管理台帳、それから次のページ公用車の管理 103 ページです

ね。までは、4 町のときと変わらない提案内容となっております。それから

104 ページですが、104 ページに公用車の事故処理と云うことで掲載しており

ます。こちらにつきましては、三加茂町の例により、合併までに調整し、新

町発足時より統一施行すると云う風な提案となっております。それから次の

ページ、官民境界立会でございますが、こちらにつきましては右のとおりの

提案となっておりまして、総務課及び担当課において行政財産、普通財産及

び他町村との協会の確認を行う。それから、道路・河川・法定外公共物につ

いては建設課の方で確認を行う。と云う風な調整となっております。続いて

106 ページ複写料金いわゆるコピー代なんですけれども、こちらにつきまし
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ては、三好町の例により、新町発足時より統一することとし、以下のとおり

となっております。複写機による複写と云う事で1枚につきまして白黒20円、

カラー100 円その他、実費相当額と云う風になっております。白黒及びカラ

ーにつきましては A3 以下のサイズといたします。両面複写の場合は、片面を

1枚としまして裏表で 2枚とそれから A3 を超えますサイズの複写、図面等で

ございますね。については実費相当額と云う事です。図面等の写しの作成を

業者に委託した場合は、その委託額それから写しの送付に要する費用は実費

いただくと云う事になっております。以上、財政事務関係について説明いた

しました。ご協議をお願いいたします。 

 

川原会長   はい。財政事務関係についてご説明を申しあげました。で、4町時に協議をい

ただいと物とほとんど変わりなくと云う事で事務的な分については説明を省

略さして戴きましたがこの協議事項について何かご意見ございますでしょう

か。どうでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと云う事でございますので、協議第 105 財政事務関係についてもお

認めをいただいたと云う事にさして頂きたいと思います。まだちょっと若干、

昼までに時間がありますので次の協議第101号の日程11ですが情報公開事務

関係についても午前中に協議を終えたいと思いますのでよろしくお願いを申

しあげます。事務局、説明お願いします。 

 

竹谷推進班長 情報公開事務関係についてご説明いたします。107 ページの提案内容を読み

上げさしていただきます。情報公開に関連する制度及び事務の取扱について

は、透明性の高い行政を実現するため、次のとおり調整する。（1）情報公開

制度については、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する。（2）2

町で保有する情報公開の対象であった行政情報については、新町においても

公開する。（3）個人情報保護制度については、合併までに調整し、新町発足

時より統一施行する。（4）町長の資産等公開制度については、合併までに調
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整し、新町に引き継ぐ。えー以上ですが、提案内容につきましては以前の内

容から 4 町を 2 町に修正しただけでございます。108 ページ以降の資料につ

きましてもほとんど修正をしておりませんが、110 ページをお開け下さい。

個人情報保護制度と云う事でございますが、以前の提案時点では三加茂町が

条例化しておりませんでした。ので以前は三野町及び三好町の条例を基本に

合併までに調整すると云う風な内容でございましたが、今般三加茂町でも条

例化されましたので内容的には三好町とほぼ近い内容と云う事で調整方針を

右の通り合併までに調整して新町発足時より統一した施行すると云う風に提

案をさせていただいております。えー以上でございます。よろしくお願いし

ます。 

 

川原会長   えー日程の 11、協議 101 号の情報公開事務関係についてご説明申し上げまし

た。皆さん方からご意見ご質問を賜りたいと思いますが何かございますでし

ょうか。 

（異議なしの声あり） 

         異議なしと云う事ですがよろしいですか。はい異議なしと云う事で他にご意

見ご質問がございませんので協議第 101 号情報公開事務関係についてもご承

認をいただいたと云う事にさしていただきたいという風に思います。ありが

とうございました。えーかなり協議も進んで参りましたが、お昼がきました

んでこれで休憩を取り食事に致したいと思います。で、午後の協議の再開を

12時45分に開会さしていただたいと思いますんでよろしくお願いいたします。

小休に入ります。 

（休憩） 

川原会長   えーそれではご案内を申し上げておりました時間が参りましたので協議を再

開さしていただきたいと思います。順次また充分ご協議いただきますように

よろしくお願い申し上げます。日程の 12 から始めます。協議第 102 号です。

広報・広聴事務関係についてをご審議いただきます。事務局お願いします。 
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竹谷推進班長 広報・広聴事務関係について説明いたします。112 ページの提案内容を読み上

げさせていただきます。広報・広聴事務については、町政の現状を迅速かつ

正確に情報発信するとともに、住民の意見や要望を広く的確に把握するため、

次のように調整に努める。（1）広報誌等の広報事務については、合併までに

調整し、新町発足後に情報提供の停滞や低下を招かないよう、その充実に努

める。なお、新町発足後、各部署から選任された職員で組織する広報委員会

を設置し、広報全般のサービス向上を図る。（2）広聴事務については、合併

までに調整し、新町発足時より実施するとともに、住民が提言を行ったり、

不安及び懸念を相談し易い環境づくりに努める。以上 4町時からの修正部分

はまったくございませんが113ページからのえー資料に若干の修正がありま

すので説明をいたします。まず 113 ページでございますが 7の広報誌の発行

部数と云う部分がございますが 1万部としておりましたものを 2町用に合わ

せて 6500 部と云う風に訂正しております。それから 114 ページからの情報

サービスそれから115ページからのホームページについては特段の変更をし

ておりません。そして 117 ページですが、行政放送と云う事で 8の放送時間

でございますが 4町時には三野町の要望によりまして放送時間を 7時、12 時

30 分、19 時としておりましたが、三好町、三加茂町とも 18 時の放送を慣例

としておりますのでまぁ 2 町の慣例に近いと云う事で 7 時、12 時、18 時に

必要な場合一般行政放送を行うと云う風に修正しております。それから 118

ページ町勢要覧でございますがこの 6の発行部数につきましても 2町に合わ

せまして 8000 部を目安とすると云う風に訂正をいたしております。4町時は

13000 部と云う様な事にしておりました。以上が訂正をした部分です。よろ

しくお願いいたします。 

 

川原会長   広報・広聴事務関係についてご説明を申し上げましたが、この提案について

いかがでしょうか。何かご意見ございますでしょうか。 

 

槇山委員   細かい事ですけど、この18時っていうんはうちは両方から聞こえるんですよ。
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同じ放送。今三好町と三加茂が防災無線で話するのが一緒な時間にするもん

じゃき両方が一緒に･･･。うちの方は三三の近くなんで。出来たら 15 分でも

ずらしてくれたら。どっちぞ。まぁそう云う事です。 

  

川原会長   はいあの、同じ時間で両方から聞こえて逆に云うたら聞こえにくいと云う事

ですね。 

       (協議をしている)〈約５秒間〉 

現状で一緒に聞こえるわけですね。 

(協議をしている)〈約５秒間〉 

多少時間をずらすと云う方法しかないと思うんですが。まぁいずれにしても

多少時間をずらせばね問題ないと思うんですけどね。はい、はいはい。まぁ

そのあたりはあの、ね、時間多少ずらせば同じ事が 2 返聞こえると云う事で

すが、ほなけん時間をずらせばね。 

 

横関秋義委員 今は２町が別な放送じゃけんな。 

 

川原会長   別の放送してますんでね。はいはい、はい。 

 

横関秋義委員 今度合併したら東みよし町やけんな、放送の内容も一緒になるし 

はい。 

 

安宅委員   合併したら一つのまちじゃけど加茂に必要な事は加茂だけ放送する訳ではな

いんかな。 

 

川原会長   まぁ、あの地域的に放送と云う事もあろうかと思うんですが、通常の場合は

大体同じ放送になろうかと思うんですよ。 

 

安宅委員   この 7 時、12 時、18 時っちゅうんは時報か何かを知らすあれではないんかい
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な。 

 

川原会長   ではないです。他の一般の事もね。共通した事も放送しますんで。 

 

安宅委員   時報はせんの、ほなら。いつも三好町みたいに時報。 

 

川原会長   時報もチャイムは鳴ってますけどね。 

 

槇山委員   それは鳴らすんでしょう。 

 

川原会長   それは重なって怒られても、これをずらすわけにいきませんので。はい。 

 

竹谷推進班長 推進班の竹谷です。あの回答になるかどうかは分からんのですが実をいいま

すと今三好町も三加茂町も持っております町の防災無線が非常に古うござい

ます。そう云った事でまぁ部会等の中では一応この放送設備をどうするかと

いったような事も議題の中で話合われております。そしてあの何種類か考え

られるんですが、もう少し使えるんであれば別々の放送設備で同じ内容の事

を話しするかまぁそういった場合であれば多少の 5 分とかのずらしの放送は

可能だろうと思いよります。それともう一つは両町の分の今の施設のまま一

つのまぁあのメインの機械をもう一つ購入いたしましてそれで一括統制する

方法もある様でございます。それについてもまぁあのどういった設備が出来

るかどれくらいの費用がいるかと云う事をまぁ合併までに調査せんかという

事で担当者の間では話が進んでおります。もう一つは今の放送設備自体が非

常に古うございますのでえー実際防災等の面を考えますと一定の年限の中に

は改修をせなあかん新設をしなおさなあかんと云う様な事も考えられるんで

すが幸いにも新町ではCATVの設備が重要事業にあがっておりますのでひょっ

としたらそれで変わりになる物になるかもわからんと云う事でまだ、いろん

な状況が考えられますのでそれをまぁ合併までに費用等々の対比をしながら
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考えてはみようではないかと担当者の方でなっておりますのでまぁ今おっし

ゃんりょった様な放送時間をずらすであるとか機械的にずらす事も可能な事

も考えられますので参考にして先話合っていただこうと云う風に思いますの

でご理解いただきたいと思います。 

 

川原会長   槇山委員さんよろしいですか。まぁあの今ハードの話もあったんですが我々

としては今しばらくなんとか修理しながら利用いただいて今話しのあったよ

うにCATVの中で解決できたらと云う風な思いがございますのでまたこの件に

ついても検討が必要かと云う風に思います。えーあと何かございませんか。 

（異議なしの声あり） 

他に異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございます。それでは日程の 12、協議第 102 号につきまし

ても広報・広聴事務関係ですがご承認をいただいたと云う事にさしていただ

きたと思います。えー次参ります。日程の 13 に入ります。協議第 103 号です。

交通事業関係についてをご審議いただきます。説明お願いします。 

 

逸見推進班員 120 ページをご覧ください。交通事業関係につきまして読み上げいたします。

（1）交通安全事業については、合併までに関係機関と協議の上調整し、新町

発足後交通安全対策協議会に諮り引き続き実施する。（2）交通安全対策協議

会については、合併までに調整し、新町発足後速やかに設置する。（3）交通

安全協会及び交通安全母の会については、各団体と引き続き協力体制をとり、

将来の統合に向けて調整に努める。（4）交通安全指導員については、新町発

足時より活動できるよう、三好町の例により合併までに調整する。（5）町村

民交通傷害保険については、合併までに調整し、新町においても引き続き実

施する。（6）地方バス路線維持については、当分の間は現行のとおりとし、

新町発足後巡回バスの運行等について協議する。という提案内容となってお

りまして、前回 4 町時と全く同じ提案内容になっております。中身の詳細に
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つきまして、説明いたします。 121 ページからは、交通安全啓発事業の取扱

いについて掲載しております。中身は変わっていないんですけども右にあり

ますように、上から 3 段目、平成 18 年 4 月の春の運動は、従来どおり行い、

秋の運動までに統合する。と云う事で合併の期日の変更に伴いまして変更し

ております。それからめくっていだきまして 123 ページからの交通安全対策

協議会の取扱いにつきましては 4町の時と同じ提案となっております。以下、

124 ページ交通安全協会についても変わっておりません。それから次のペー

ジ、126 ページ交通安全母の会それからその下 127 ページ交通安全指導員の

取扱いそれから次にめくっていただきまして交通安全施設の取扱いそれから

129 ページ交通安全用具の支給に関する取扱いまでにつきましては、4町のと

きと変わっておりません。130 ページをご覧ください。町村民交通傷害保険

の取扱いにつきまして、若干変更がございました。右にありますように合併

までに調整し、新町においても引き続き実施すると、加入申込書の配布のみ

自治会長に依頼する。加入については希望者が役場窓口に申し出ると云うの

は変わっておりませんが、下にあります電算システムにつきまして前回は三

好町の電算システムを活用すると云った様な文言になっておったんですが、

電算システム統合業社が三加茂町の電算システムを採用すると云う事でござ

いますので、そこら辺の詳細につきましては合併までに業者等と調整を行う

事といたしております。それから、次のページですが地方バス路線維持に関

する取扱いにつきましては、4 町のときと変わらず当面は現行の通りとしま

して新町発足後に巡回バスの運行等含めて協議を行うと云う提案になってお

ります。以上、ご協議をお願いいたします。 

 

川原会長   只今交通事業関係について事務局よりご説明を申し上げました。この件につ

いて何かご意見ございますでしょうか。どうでしょうか。安全協会等含めて

いろいろとご説明もうしあげましたが。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと云う事ですがよろしいですか。はい。それでは異議なしと云う事
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でございますので日程の 13、協議第 103 号、交通事業関係についてもご承認

をいただいたと云う事にさしていただきたいと思います。続きまして日程の

14 です。協議第 104 号、選挙事務関係についてをご審議いただきます。事務

局お願いします。 

 

逸見推進班員 それでは 132 ページをご覧下さい。選挙事務関係についてでございます。（1）

投票所については、当分の間は現行のまま新町に引継ぐものとする。ただし、

新町において住民の利便性を考慮し、統廃合等について速やかに検討する。

（2）開票所、期日前投票の事務及び投票場所並びに不在者投票事務について

は、合併時に三加茂町へ統合する。（3）投票所入場券及び選挙公報の配布方

法は、合併までに調整し統一する。（4）ポスター掲示場及び個人演説会場に

ついては、現行のとおり新町に引き継ぐ。（5）明るい選挙推進協議会につい

ては、新町においても設置するものとし、組織及び人選については、新町に

おいて調整する。と云う風な提案内容になっております。詳細につきまして

133 ページから説明をいたします。133 ページの投票所・開票所につきまして

は 4 町の時と変わっておりません。現行の投票所を引き継ぎます。それから

134 ページに移って戴きまして、ここで期日前投票についての調整を行って

おります。右にあります通り、期日前投票事務については、合併時に三加茂

町へ統合すると、投票場所については一箇所とすると云う風になっておりま

す。それから次のページに 135 ページの不在者投票につきましては 4 町時と

変わらず合併時に三加茂町へ統合いたします。それから投票所入場券の配布

方法につきましては世帯ごとに封書にて郵送となっております。こちらにつ

いては前回差異がございましたが 2 町同じですので現行の通りといたします。

それから選挙公報の配布方法につきましては合併までに調整統一と、ポスタ

ー掲示場は現行のとおりといたします。それからめくっていただきまして 134

ページ、にあります個人演説会場、それから 137 ページの明るい選挙推進協

議会につきましては 4 町の時と同じ提案内容となっております。選挙事務に

つきましてご協議をお願いいたします。 
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川原会長   只今、協議第 104 号の選挙事務関係についてを事務局よりご説明を申し上げ

ました。えーこの件については役員会でも期日前投票所の箇所数等いろいろ

検討したんですが間違いがないという方法をとると云う事で 1 箇所にしよう

と云うような協議が整っております。そう云った事を含めてみなさん方から

ご質問を戴きたいと思いますが。何かございますでしょうか。えー選挙事務

関係異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい。異議なしと云う事でございますので日程の 14 協議第 104 号選挙事務関

係についてもご承認いただいたと云う事にさしていただきます。続きまして

日程の 15 です。協議第 105 号企画事務関係についてをご審議いただきたいと

思います。事務局お願いいたします。 

 

元木推進班員 推進班元木です。138 ページをご覧下さい。企画事務関係について説明いたし

ます。まず提案内容の方を読み上げさせていただきます。企画事務関係につ

いて 1.総合計画については、新町において、新町建設計画を基本とし、合併

後速やかに策定するものとする。2.総合計画審議会については、新町におい

て、合併後速やかに調整する。3.過疎地域自立促進計画及び辺地総合整備計

画については、合併までに調整し、新町において速やかに調整する。4.国土

利用計画については、新町において速やかに策定する。5.統計調査事務につ

いては、現行のとおり新町に引継ぐものとする。6.出生祝金交付事業につい

ては、合併時に廃止することとし、分割交付対象者については、合併までに

三好町において精算する。ただし、新町において、少子化対策事業全般の見

直しを含め検討する。7.ふるさと会事業については、合併時に廃止する。た

だし、故郷の情報発信及び交流事業ができるよう新町において検討する。8.

研修派遣事業は、合併時に廃止し、新町において検討する。となっておりま

す。詳細についてはですね、各項目 139 ぺージから順番にありますが提案内

容、具体的調整方針共に変更点の方は、大きな変更点はございません。以上
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簡単でございますが、これで説明を終わらせていただきます。ご協議のほう

お願いいたします。 

 

川原会長   えー協議第 105 号ですが、企画事務関係について協議の内容につきましては

変更もないと云う事ですが一応ご覧になっていただいて、何かご質問・ご意

見あれば賜りたいと思いますが。 

 

前田委員   お願いしたい事が一つございます。総合計画審議会の件なんですけど、140

ページ。概要委員が約 20 人えーこれを速やかに調整すると云うことなんです

けどもそれは考えていただけますので特別異議はございませんが、お願いが

あります。先ほど新町まちづくり計画案の中で 30 ページをご覧いただきたい

んですけども、基本計画の大きな柱のひとつにふれあい・学びあい・人を育

むまちと云う中の事業内容として予定されております男女共同参画社会の推

進という中に、男女共同参画社会の実現に向けた体制整備をすると云う事が

打ち出されております。それと関連いたしまして今、総合計画審議会の話が

出ましたので審議委員を決めるときに男女共同参画社会を造る為にはやはり

女性の立場から何名か審議委員の中に入れていただきますように是非お願い

したいと思います。と申しますのは国の方でも大切な審議委員会を組織する

場合には女性の参加の割合を 30 パーセントを目標にしようと云う事が打ち

出されています。まぁそれに伴いまして、町といたしましても 30 パーセント

までは一気にはなかなか難しいとは思うんですけれども、出来るだけ女性の

立場を配慮していただきまして男女が共に自分のまちの事について考えてい

ける、ま、その他の委員会にしましても出来るだけそう云うご配慮をお願い

したらと思いますのでよろしくお願いします。 

 

川原会長   只今のご意見についてはそう云った趣旨を含めて記載をしておきたいと云う

風に思います。あと、いかかでしょうか。異議なしと云う事ですがよろしい

ですか。はいそれでは日程の 15、協議第 105 号の企画事務関係についてもご

 
44



承認をいただいたとさしていただきます。続きまして、日程の 16 です。協議

第 106 号窓口事務関係についてをご審議賜りたいと思います。事務局説明お

願いします。 

 

逸見推進班員 推進班逸見です。4冊目にお移り下さい。147 ページ、窓口事務関係と云う事

で説明いたします。（1）窓口事務については、住民サービスの低下を招かな

いよう調整し、新町発足時より本庁舎及び分庁舎に総合窓口を設置しサービ

スを提供する。（2）戸籍・除籍処理事務については、合併後、電算システム

化を行う。（3）昼休み時間、夜間及び祝休日の対応については、新町におい

ても引き続き実施する。（4）臨時運行許可については、四国運輸局と協議の

上、合併までに調整する。（5）出生届時におけるアルバム贈呈については、

合併時に廃止する。（6）自衛官募集については、現行のとおり新町に引き継

ぐ。自衛隊父兄会については、合併時に統合できるよう努める。という事で、

4 町のときと同じ提案内容となっております。中身につきましてご説明いた

します。 148 ページから戸籍・除籍処理事務の取扱いと云う事でありますが

こちらも 4 町時と変わっておりません。149 ページ住民基本台帳事務の取扱

いにつきましても 4 町時と変わっておりません。めくっていただきまして窓

口対応の取扱い、それから 151 ページ国民年金事務の取扱いつきましても 4

町の時と同じ内容となっております。153 ページをご覧下さい。外国人登録

事務の取扱いですが、こちらについても 4 町のときと変わっておりません。

154 ページなんですが印鑑登録事務の取扱いですが、こちら一番上の印鑑登

録申請につきまして、前回差異がございましたが 2 町ではほぼ同じと云う事

で現行のとおり新町に引き継ぐという提案になっております。印鑑登録事務

につきましては、印鑑登録証明書の交付、対象者以下職権抹消事務までの部

分については 4 町の時と変わっておりません。それから 156 ページからは郵

便による証明等交付業務の取扱い、こちらも 4 町時と変わっておりません。

次のページ火葬・埋葬許可につきましても 4 町時と変わっておりません。そ

れからめくっていただきまして臨時運行許可の取扱い、それから 159 ページ
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の出生時におけるアルバム贈呈の取扱いについても、4 町と同じ調整方針と

なっております。160 ページですが、相続税法 58 条関係事務の取扱いと云う

ことで、こちらにつきましては具体的調整方針が、三好町の例により新町に

引き継ぎくと云う風な調整に変わっております。それから 161 ページにあり

ます犯歴事務の取扱いにつきましても変わらず、現行の通り新町に引き継ぐ

となっております。それから 163 ページなんですけれどもここに自衛官募集

の取扱いについて掲載しております。全体は現行の通り新町に引き継ぐと云

う事で 4 町時と同じなんですが一番下にあります、両町にございます自衛隊

父兄会への補助金額の調整が変わっております。前回は 4 町と云う事で団体

が統合した場合には 12 万と云う様な金額だったんですが、この度 8万円と云

う風な調整になっております。以上までが窓口事務についての提案となって

おります。ご協議をお願いいたします 

 

川原会長   はい。窓口事務関係についてご説明申し上げました。えー合併と云う事で住

民の皆さん方が一番、まぁ身近な事で心配されとる部署でもあろうかと思い

ますがこの提案内容についていかがでしょうか。別に異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ご意見ご質問等ないようでございます。異議もないようでございます

ので日程の16協議第106号についても窓口事務関係ご承認いただいたと云う

事にさしていただきたいと思います。次に参ります。日程の 17 です。協議第

107 号人権事業関係についてをご審議いただきたいと思います。説明お願い

します。 

 

竹谷推進班長 人権事業関係について説明いたします。まず提案内容を読み上げさしていた

だきます。（1）部落差別撤廃・人権擁護に関する条例については、新町にお

いて検討する。（2）人権啓発事業については、新町発足後速やかに人権啓発

に関する総合計画を策定し、人権思想の高揚を図る。（3）人権擁護委員会に

ついては、合併までに調整し、新町発足時より統合する。（4）人権相談につ
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いては、住民が相談し易い環境づくりに努め、行政相談とともに統一実施す

る。（5）人権擁護審議会については、新町における実効ある総合施策を策定

するため、合併までに調整し、新町発足時より統合する。（6）人権教育推進

協議会については、人権教育を強力に推進するため、合併までに調整し、新

町発足時より統合する。（7）人権教育事業については、現行のとおり新町に

引き継ぎ、一層の充実を図るため、新町発足後、人権教育推進協議会等で協

議の上、統一実施に努める。次ページ（8）こども学習会については、現行の

とおり新町に引き継ぎ、新町発足後そのあり方について検討する。公会堂に

ついては、現行のとおり新町に引き継ぐ。（10）三好町原縫製共同作業場につ

いては、現行のとおり新町に引き継ぐ。（11）住宅新築資金等貸付金の償還事

務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。以上の方針案に 4 町時からの

訂正は、修正はございませんが資料中に若干の修正がありますので説明いた

します。まず 167 ページをお開き下さい。人権関係条例のうち 4 の公会堂の

設置及び管理等に関する条例と云う事でこれにつきましては以前は三好町及

び井川町の例を参考に調整するとしておりましたが、2 町では三好町にだけ

あると云うことになりますので現行のとおり新町に引き継ぐと云う風に修正

いたしました。それからページをめくっていただいて 168 ページの 5 の同和

対象地区学習会指導員の設置等に関する条例につきましても同じように三野

町、及び三好町の例により云う風な文言になっておりましたものを三好町に

だけありますので現行の通り新町に引き継ぐと云う風に修正しております。

次に 171 ページをお願いします。171 ページからの人権擁護委員会等でござ

いますが次の 172 ページでございますが、次の 172 ページでございます。人

権相談の（2）開催回数でございますが調整方針が週をずらして旧町ごとに月

1 回開催すると云う風にしておりますので毎月計 2 回と云う風に修正してお

ります。2 回開催される事になります。それから 173 ページからの人権擁護

審議会それから 175 ページからの人権教育推進協議会それから 177 ページか

らの人権教育事業そして 180 ページの子ども学習会とこれについての調整方

針は全く 4町時から変わっておりません。課題等も同じ様な事でございます。
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それから 181 ページの公会堂につきましては先ほど条例の項目の中で説明し

た通り三好町だけにございますので現行の通り新町に引き継ぐと云う風にし

ております。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   説明を申し上げました人権事業関係についてご質問を賜りたいと思いますが、

何かございますでしょうか。別にありませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ご意見・ご質問等ない様でございますので協議第 107 号人権事業関係

についてもお認めを戴いたと云う事でよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。それでは 107 号につきましてもご承認いた

だいたと云う事にさしていただきます。続きまして日程の 18 です協議第 108

号各種保険事業事務関係についてをご審議いただきたいと思います。事務局

説明お願いします。 

 

逸見推進班員 推進班逸見です。各種保健事業事務関係につきましては 5 冊目にお移り下さ

い。長くなると思いますがよろしくお願いいたします。183 ページ（1）予防

接種関係については、次のとおり調整する。ア 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上、合併までに調整し、新町においても引

き続き実施する。イ 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。ア 母子健康手帳の交付及び母子保健に係る相

談・訪問等については、現行どおり新町に引き継ぐ。イ 妊婦一般健康診査受

診票及び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。ウ 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上調

整し、新町においても引き続き実施する。エ 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、来所及び訪問指導等で個別に対応する。オ 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
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は 1歳未満児とその保護者を対象として実施する。次のページをご覧下さい。

カ 歯科教室については、合併までに医師等と協議の上、新町においては 1箇

所で実施できるよう調整に努める。キ 育児学級については、三加茂町の例に

より新町に引き継ぎ、統一実施する。ク 児童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。ア 基本健康診査（集団健診）について

は、生活保護世帯以外の方全員から個人負担として 1，000 円を徴収の上、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。イ 基本健康診査（個別健診）については、医師等と協議

の上、現行の町内医療機関において 9月から 10 月の期間に対象者、健診内容

及び個人負担を三加茂町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。ウ 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、医師等と協議の上、合併までに調整するもの

とし、個人負担については、次のとおりとする。（ア）乳がん検診は、町の集

団検診のみを実施し、500 円とする。（イ）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、町の集団検診を無料、医療機関委託の個

別検診を 500 円とする。（ウ）その他検診は三加茂町の例により統一する。エ 

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、骨塩量測定装

置を活用し若年からの骨づくりの大切さについて、健康相談及び健康教育と

して実施する。オ 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、町内地区巡回については合併までに検

討する。カ 結核検診精密検査については、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。キ 歯科健診については、新町におい

ても実施するものとし、対象者や実施方法等については合併までに調整する。

ク JA 検診については、JA 阿波みよしと協議の上、新町においても引き続き

実施するものとし、町負担は町の各種検診と同額、差額は個人負担とする。

右に移っていただきまして、ケ 健康手帳の交付については無料交付とし、40
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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。コ 健

康相談及び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

討の上、新町においても実施する。サ 訪問指導については、現行のとおり

新町に引き継ぐ。シ 機能訓練については、関係機関と協議の上、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。ス 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。セ 精

神障害者家族会の活動に対する支援については、支援団体と調整の上、新町

においても支援を継続実施し、組織の拡大を図る。ソ 献血事業については、

池田保健所と協議の上、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、合併までに検討及び調整する。（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。以上のような提案

内容となっております。詳細につきましてご説明いたします。まず 186 ペー

ジから予防接種関係について掲載をしております。1 番としまして BCG につ

いて掲載しておりますが前回は BCG とツベルクリン反応が一緒に掲載してお

ったんですが今回制度が変わりましてツベルクリンがなくなりまして BCG だ

けとなりましたので BCG だけの掲載となっております。調整方針といたしま

しても医師会と協議し合併までに調整するとなっております。それから次の

ページ 2．ポリオにつきましても、医師会と協議し、合併までに調整する。

と云う風な内容になっております。それから 188 ページ 3 の日本脳炎につき

ましては、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

と云う風な内容になっております。189 ページの 4 の三種混合、続いて 190

ページの二種混合それから 191 ページ 6 の麻疹それから次のページ 192 ペー

ジの 7 風疹それから 193 ページの 8 インフルエンザにつきましては 4 町時と

同じ提案内容となっております。予防接種全般に言える事なんですけどやは

りお医者さん、医師会等との協議が合併までに必要となっております。それ

から 194 ページには 9 といたしまして町予防接種健康被害調査委員会と云う
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項目を掲載しております。こちらも 4 町時と同じ提案でございまして三加茂

町の例により合併までに調整し新町において設置すると云う提案内容となっ

ております。それから 195 ページからは、母子保健事業関係について掲載し

ております。1 の母子健康手帳の交付については 4 町時と変わっておりませ

ん。それから次のページ 2 の妊婦一般健康診査それから 3 の HBs 抗原検査 4

の超音波検査 5 の乳児一般健康診査それからめくっていただきまして、6 の

乳児健診までは、4 町のときと同じ提案内容となっております。それから 7

番、先股健診なんですがこちらは三好町では実施しておりませんでしたが、

前回三野、井川もやっておりました関係上、調整方針が変わっておりまして

医師等と協議を行いまして、合併までに調整すると云う風な提案となってお

ります。実施方法につきまして、三好町の子どもさんも対象にすると云う事

で対象者が増えますのでそこら辺につきましてどうやっていくかをお医者さ

んと協議を行うという提案内容になっております。それから 199 ページの 8．

1歳 6ヶ月健診、9の 3歳児健診、それから 200 ページ 10 の精密健診、11 の

妊婦教室、それから 12 の離乳食教室 13 の歯科教室までは、201 ページの歯

科教室までは前回 4 町の時と同じ提案内容となっております。それから 202

ページにございます、14．その他の教室ですが、三加茂町が育児学級をやっ

ております。前回、三野町におきましてもママビクスと言う事業をやってお

りましたが今回三加茂町だけが実施しておると云う事で新町、三加茂町の例

により新町に引き継ぎまして統一してやっていくという調整方針になってお

ります。それから 15 の母子保健相談・訪問等につきましては、2町に差異が

ございませんので現行のとおり新町に引き継ぐとなっております。それから

16．児童ふれあい体験促進事業につきましては、4 町のときと同じ調整方針

で学校保健との連携を計ると云う風になっております。それから 203 ページ

からは、老人保健事業関係についてでございます。1．基本健康診査の集団健

診につきまして、個人負担に変更がございます。個人負担は右の 2 つめです

が、個人負担は千円とし、生活保護世帯は無料とするとなっております。前

回 4 町時には無料だったんですけれども今回三加茂町の例によりまして千円
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徴収さしていただく事になっております。それから 204 ページですが 2 番の

基本健康診査の個別健診につきましても、個人負担に変更がございます。こ

ちら個人負担について右にありますように、上の 1．2．3．4．5．5つめの点

のとこからですが個人負担について 65 歳以上の集団健診未受信者は無料、大

藤地区の 40～64 歳の方は千円となっております。これあの大藤地区の方は現

在町の集団健診を受けておりませんのでその代わりに個別健診で対応してい

ると云う事で千円いただく事になっております。206 ページをご覧下さい。

206 ページに 3 番の各種がん検診といたしましてこちらも若干変更がござい

ます。右の調整方針の二つ目の点なんですけれども、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 5 百円とすると。前回無料でしたが今回

5百円徴収さしていただく事になっております。それから、下線部分ですね。

上から 4 つめの点なんですけど、その他の個人負担については三加茂町の例

により統一すると云う事で乳がん検診と子宮がん検診以外のがん検診につき

ましては、三加茂町の例により個人負担を統一すると云う事で大腸がんと肺

の喀痰それから前立腺につきまして 5 百円いただく事になっております。三

加茂町の個人負担につきましては三加茂町の（6）個人負担の所に例が出てお

ります。それから 207 ページの下にあります 4．骨密度検診につきましては、

4 町のときと同じ提案内容となっております。ページをめくっていただきま

して 208 ページの 5．結核検診につきまして調整方針、前回と同じなんです

が町内の地区巡回については、合併までに検討すると云う事でより良い方法

を検討していくと云う言葉が追加されております。それから 209 ページ 6．

結核検診精密検査につきましては、前回と同じ内容となっております。それ

から 7 番の歯科健診につきましては、現在、三好町だけで実施しておるんで

すけれども、新町においても実施するものといたしまして、対象者や実施方

法等については、合併までにお医者さん等と調整していくという提案内容と

なっております。それから 210 ページにお移りください。8の JA 検診につき

まして、上から 2 つめの具体的調整方針なんですけれど、町負担は、町の各

種検診と同等とし、差額は個人負担とする。と云う風になっております。現
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在三加茂町だけで実施しておるんですけれども対象者を町の検診を受けられ

なかった方に限らせていただくとする事で前回三野と井川でもやっておった

んですけれども三加茂だけと云う事で右のような調整方針に変えさせていた

だいております。そらから 211 ページの 9．健康手帳の交付それから 10 の健

康相談それからページめくっていただきまして 11 の健康教育につきまして

は、4 町の時と同じ提案内容となっております。それから 12．訪問指導につ

きましては、現行のとおり新町に引き継ぐと云う提案内容になっております。

前回 4 町でもやっておったんですが旧町単位を旧の保健師が行くとか云う風

な掲載もしておったんですがとりあえず現行の通り新町に引き継いでいくと

云う調整方針になっております。それから 213 ページの 13．機能訓練それか

ら 14 の地区組織への支援につきましては、4町の時と同じ提案内容となって

おります。それから 214 ページですが 15 といたしまして他の組織への支援と

云う事で、三加茂町が精神障害者家族会に対する支援を行っております。前

回井川町にも同じ精神障害者家族会がございまして 2 町での調整方針と云う

事で調整方針は組織の統一に努めると云う調整方針だったんですが、今回ひ

とつしかないと云う事で 2 にありますように、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、組織の拡大を図ると云う風な言葉になってお

ります。それから次のページ 16．献血については 4町の時と同じ提案内容と

なっております。それから最後 216 ページですが各種賃金・報償費等と云う

事、1 番の医師から 8 番の運動指導まで各種賃金・報償等を掲載しておりま

す。4 町時と同様、合併までにお医者さん等と協議・検討・調整すると云う

調整方針になっております。長くなりましたが、以上で説明を終わります。

ご協議をお願いいたします。 

 

川原会長   はい。長くなりましたけれども日程の 18、協議第 108 号の各種保健事業事務

関係についてご説明申し上げました。予防から母子いろいろと項目本当に多

いんですがこの内容についていかがでしょうか。はい西尾町長さん。 

 

 
53



西尾町長   2 番西尾です。あのー医師、もしくは医師会と相談するって云う項目が非常に

多いと思うんじゃけどもこれについては医師会側の窓口っていうのはきちっ

と決まって協議出来よん。それぞれのまちが依頼すると云う必要はないわけ。 

 

逸見推進班員 あのー前回 4 町の時はですね、あのーお医者さん、医師会の方から代表のお

医者さんを選定していただきましてお医者さんの方からご協議の窓口になっ

ていただく、お医者さんを言っていただいておったんですけども今回 2 町に

なったと云う事でまだあの医師会のほうからはそう云った働きかけと言うか

ご連絡はいただいて無いように聞いております。それであのまた、出来るだ

け早急に調整を始めないかんのですけど、聞くところによりますとこの 2 月

に入りまして両町とも各町内のお医者さんとの調整会みたいなものがあるよ

うですのでその場でなにかお話があればお話していただければと云う風にお

願いしておりますがもし無いようでありましたらこちらからまた改めてお医

者さんの方へお願いなりして行かなければいけないと云う話合いにはなって

おります。 

 

西尾町長   あの、結果としては各町に窓口がいるということじゃね。医師会それぞれ。

全体を一人でやると言う事。 

 

逸見推進班員 まぁあの話の中で出ておったのはやはり両町、三好・三加茂がばらばらで話

してもいかんので出来れば共通の窓口で一緒に話す機会をもうけさしていた

だきたいと云う事もありましたし、とりかかりといたしましてはまず各町で

ちょっと話しかけてはいただけたらという風に思います。 

 

西尾町長   はい。分かりました。 

 

川原会長   はい。この件については三加茂も 2月の 4日に医師団とも協議がありますが 4

町でいろいろと協議をいただいておって 2 町になった事を充分説明をしお詫
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びもしながらまた相談をして行かなければと云う風に考えておりますんで、

とりあえず協力的なお考えを持っていただいておるんでこの件については充

分協議が出来ようかと云う風に思います。ちょっと内容もかなり多いんです

がどうでしょうか。 

 

前田委員   ちょっと質問をさして下さい。あのー住民の健康づくりの為にいろんな面で

この検診とかいろいろ健康教室とかいろんな計画がされておってありがたい

と思うんですけどもその実施をやり易くするために今までは公民館であった

り役場のある部屋であったりその場所が非常にやりにくい中を工夫しながら、

厚生課の皆さん方苦労して実施されておったと思います。で、この計画の中

にも保健センターの設置と云う事がところどころにでておりますがそれを実

際に建設可能を見越しての設定なんでしょうか。出来る可能性がもうそこま

で考えられているのか出来ればと云う思いだけなのか、どのあたりまでこれ

を取り組まれるのかなと云う事をちょっと知りたいなと思いまして質問さし

ていただきました。 

 

川原会長   あのーこの保健センターについては県の方からも要望があるのかないのかと

云う事でずっと希望はあると云う事で出し続けてきとるのが現状じゃないか

と思います。でまぁいろんな世情の問題であったりいろいろな問題の中で延

期、延期という形になっておりますんで、あのーやはりこの保健センターに

ついては希望って言いますか要望は置きたいです。まぁいずれにしてもこれ

新町の中で検討するという事でしょうが、そういった財政的なもんも見つめ

て他の事業とまた照らし合わせて決定と云う事になろうかと思います。まぁ

結局、三好町の方も出されとんではないんですか。保健センターの方は。出

してないんですか。 

 

土井委員   以前は一町一保健センターと云う事でございましたが、最近はそれは出して

は無いんです。保健センター設置しますとまぁ医師でございますとか専任の
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看護婦であるとかそこら辺り必要となって参りますので、まぁそれはまた新

しいまちでお考えをいただいたらいいんだろうかとは思っております。町と

しては別に、今のところはそう云う要望って言うのは出してございません。

ただ県の方からそういうもんをね、作ったらというようなもんはある。その

前提がどうも池田保健所を廃止って云うんですかそんなんに結びついて行く

んでないかなと云うような感じは私はしております。 

 

川原会長   まぁそういった事で今後のいろいろな事業をやっていく中での問題も出てこ

ようとも思いますしその中で充分協議をしてと云う事になろうかと思います

が。現状に今、何年にどうのこうのって言うのは今具体的な話は出ておりま

せん。はい。いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

よろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

はい。それでは非常に中身の多かった説明ですが日程の 18 協議第 108 号につ

いても各種保健事業事務関係についてご承認をいただいたと云う事にさして

いただきたいと云う風に思います。あとひとつやってから休憩に入りたいと

思いますが、日程の 19 です。協議第 109 号病院・診療所事業関係についてを

ご審議いただきたいと思います。説明お願いします。 

 

逸見推進班員 217 ページをお開け下さい。病院・診療所事業関係と云う事で説明いたします。

大藤診療所については現行のとおり新町に引き継ぐと云う提案内容になって

おります。4 町の時は三野町立三野病院についての記述がありましたが今回

削除いたしております。それから尚、218 ページ 219 ページに渡りまして大

藤診療所の現況を掲載しております。前回同様、現行のとおり新町に引き継

ぐと云う掲載に、提案になっております。よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   はい。日程 19 の協議第 109 号ですが病院・診療所事業関係についてと云う事
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ですが大藤の診療所についてと云う 1 点の審議と云う事ですがこの件につい

て問題ないでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。それでは大藤診療所の件について日程の 19 協議第 109 号の病院・診療

所事業関係についてもご承認をいただいたと云う事にさしていただきたいと

思います。えーそれでは 1 時間経過いたしまたんで 2 時まで小休をとりたい

と思います。小休します。 

（休憩） 

川原会長   えー協議を再開致します。あと 4 項目と云う事でございますんでどうぞよろ

しくお願いいたします。日程の 20 です。協議第 110 号保育所事業関係につい

て提案しご審議を賜りたいと思います。説明お願いします。 

 

逸見推進班員 それでは 220 ページをお開けください。保育所事業関係についてです。読み

上げます。（1）保育所の管理運営については、次のとおり調整する。ア 入所

区域、定員及びクラスについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 開閉時

間については、平成 17 年度は現行のとおりとし、平成 18 年度より次のとお

り統一する。（ア）平日は、原則 7時 30 分から 18 時とする。（イ）土曜日は、

原則 7時 30 分から 17 時 30 分とする。（ウ）第 2土曜日は、7時 30 分から 12

時 30 分とする。ウ 各種行事について、調整可能なものについては合併まで

に調整し、その他については現行のとおり移行する。エ 各保護者会について

は、現行のとおり新町に引き継ぎ、運営等については新町の保護者会におい

て協議いただく。（2）給食については、次のとおり調整する。ア 献立作成に

ついては合併までに調整し、調理は現行のとおり各保育所において実施する。

右に移っていただきましてイ 給食費については、平成 17 年度は現行のとお

りとし、平成 18 年度より主食代として月額千円を 3歳以上児の保護者から口

座振替にて徴収する。（3）乳児保育について、業務委託については、現行の

とおり新町に引き継ぎ、受け入れ対象については、平成 17 年度は現行のとお

りとし、平成 18 年度より生後 6ヶ月時点から受け入れる。（4）障害児保育に
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ついては、該当者があれば実施し、通常保育料のみの徴収とする。（5）一時

保育については、三加茂町の例により新町に引き継ぐ。（6）保育料について

は、現行のとおり新町に引き継ぎ、口座振替にて徴収する。（7）保育料の減

免については、平成 17 年度は現行のとおりとし、平成 18 年度より次のとお

り統一する。ア 児童を 3人以上養育している世帯で、第 3子以降の 3歳以上

児が単独入所した場合、当該保育料の 1／4 を補助する。イ その他について

は引き続き統一実施する。ただし、引き続き 1 ヶ月以上出席しなかった者に

対する減免は廃止する。（8）地域活動事業については、現行のとおり新町に

引き継ぎ、新町発足後調整する。（9）入・退所事務については、次のとおり

調整する。ア 入所受付については、毎年 1月中旬に行い、方法等については

合併までに調整する。イ 退所については、退所日の 10 日前までに申し出て

いただく。ウ 広域入所について、西井川保育所への広域入所については、

合併までに井川町及び池田町と調整し、その他については、現行のとおり新

町に引き継ぐ。（10）送迎バスについては、現行のとおり調整する。ア 運行

回数、乗車場及び対象者については、現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 利用

料については、登録者は月額 2 千円、臨時の利用者は 1 日百円とし、8 日以

上利用した場合は月額 2千円とする。（11）私立保育園（認可保育園）への町

補助等については現行のとおりとし、新町においても連携を図る。という提

案内容となっております。222 ページから詳細についてご説明いたします。

222 ページからは、保育所の管理運営と云うことでいろいろ提案しておりま

すが、変更箇所といたしまして 3 の保育所開閉時間でございます。右にあり

ます通り平成 17 年度は現行のとおりとし、平成 18 年度より次のとおり調整

する。平日は原則朝の 7時 30 分～夕方の 18 時まで、土曜は原則朝の 7時 30

分～夕方の 17 時 30 分まで、第 2土曜日は朝の 7時 30 分～お昼 12 時 30 分ま

でとなっております。前回三野町、井川町含めまして開閉時間に差異がござ

いました。延長保育を 7時まで晩 19 時までやっておる町もあったりとか云う

のがございまして調整が難しかったんですが今回 2 町になりまして右のよう

な調整方針となっております。それから 4 番の休所ですが、2 町同一でござ
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いまして現行のとおり日曜日及び国民の休日、それから 12 月年末と 1月年始

の 6 日間となっております。三野町が祝日も開けるようになっておったんで

すが 2 町同一と云う事で現行の通りと云う風にしております。それから 223

ページの 7．保育士の配置体制についてですが、こちらにつきましては人事

との絡みがございますので、合併までに調整すると云う調整になっておりま

す。それから 224 ページでございますが 9としまして運営費を、15 年度予算

ベースで掲載しておりますが、こちら課題の所にありますように三好町は井

川町、西井川保育所へ広域入所負担金を支出しております。後ほど広域入所

の取扱いが出てくるんですけれどもここでは負担金の事につきまして調整を

しております。前回は池田町との調整だけでございましたが、今回井川町が

出て行きました関係上、広域入所の負担割合については、合併までに井川町

及び池田町と調整すると云う風な調整になっております。それから 226 ペー

ジをご覧ください。226 ページからは保育所給食について掲載をしておりま

す。3 番の給食費の所をご覧ください。（2）の個人負担につきまして変更が

ございます。前回は個人の負担金額を三好町の金額でございます、月額 800

円、主食代と云う事で 4 町の大体平均に合わせておりましたが今回給食の材

料の物価の上昇等も勘案しまして月額千円にさせていただいきたいと云う提

案でございます。それから 227 ページ乳児保育についてでございますが、こ

ちらにつきましては前回は生後 6 ヶ月時点と云う事だったんですけれども今

回 17 年度は現行のとおりとしまして、平成 18 年度より生後 6 ヶ月時点と云

う風にさせていただいております。それから次のページ 228 ページの障害児

保育については 4 町の時と変わりございません。229 ページの一時保育につ

きましても、4 町時と変わっておりません。それから 230 ページから保育料

について掲載しております。保育料自体は 2 町同一でございます。それから

231 ページに 2 番減免としまして 4 項目ほど掲載しておりますが、（3）の児

童を 3 人以上養育している世帯で第 3 子以降の 3 歳未満児が単独入所した場

合につきまして差異がございます。こちら平成 17 年度は現行のとおりとしま

して、平成 18 年度より三好町の例により県単事業で 2分の 1補助する事に統

 
59



一いたします。それから、（4）ですが児童を 3 人以上養育している世帯で第

3 子以降の 3 歳以上児が単独入所した場合、こちらも三好町もやっておりま

すが 17 年度は現行のとおりとしまして、18 年度より補助金の額を保育料月

額 4 分の 1 としまして、新町において統一実施する事といたしております。

それから 232 ページ（6）特記事項ですが、災害・疾病等々によります特記事

項につきましては、17 年度は現行のとおりとしまして、18 年度より三好町の

例により統一実施すると云う風にしております。それから、3 番支出負担で

ございますがそれの（3）口座振替時期につきまして、こちら差異がございま

すがこちらの出納や電算との絡みがございますので、合併までに調整をして

参りたいと思っております。それから 233 ページ、地域活動事業につきまし

ては、4 町のときと変わっておりません。それからめくっていただきまして

234 ページの入・退所事務でございますが、3番の申込み方法ですが、差異が

ございます。こちらにつきましては合併までに最も良い方法を協議して調整

する事としております。それから 235 ページの 6．広域入所でございますが、

先ほども出て参りましたが西井川保育所の絡みでございまして、右にありま

す通り三好町の西井川保育所への広域入所については、合併までに井川町及

び池田町と調整をし、その他については、現行のとおり新町に引き継ぐと云

う事になっております。それから 236 ページの送迎バスでございますが 2 番

の利用料につきまして、右の通りの調整となっております。三好町だけが送

迎バスを運行しておりますが登録者は月額 2 千円、臨時の利用者は 1 日百円

とし、8 日以上利用した場合は月額 2 千円とするとなっております。前回は

臨時の利用の場合1回百円と云う事で往復で2百円と云う事だったんですが、

1日百円と云う事に調整がなっております。それから 237 ページ私立保育園、

三好町にはみのだ保育園、三加茂町にはみのり乳児園の私立保育園がござい

ますが前回同様の提案内容で新町においても連携を計っていくと云う風な提

案内容となっております。以上で保育所事業についての説明を終わります。

よろしくお願いします。 
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川原会長   ただいま保育所事業関係についてご説明申し上げました。あのー4町時での協

議内容からいろいろと変わっておりますが各項目について皆さん方からご意

見なりご質問を賜りたいと思いますが。まずあのー広域入所について先だっ

て話があったんですがこの件について話はもう終わったんでしょうか。町長

さんの方から。 

 

西尾町長   広域入所についてはもう平成17年度より廃止すると云う事でうちの方は決定

しております。もうそう云う事でええんだろ。この文書もな。17 年度より廃

止すると。な。そう云う事で広域入所については平成 17 年度より廃止すると

云う文書に変えてもらおうかな。 

（協議をしている）〈約５秒〉 

土井助役   あのー井川町の方があの昭和 45 年に池田・三好・井川で設立のこれ作ったん

ですけどね、井川町は今度これ建て替えたいと云う事もございますので三好

町としては議会と相談の上平成 16 年度で打ち切って 17 年度からは三好町の

方で受け入れをすると云う様な文章で公文書差し上げておりますがまだ返事

はきておりません。今の段階は来ておりません。はい。そう云う方向です。

ただそのときには三好町から行っきょる職員が 1 名おるわけでございます。

引き上げる場合はですね。ですけどそれについてもどうも事務段階ではある

ようでございます。 

 

川原会長   今、広域入所について町長さんなり助役さんの方からお話があったんですが、

三好町としては 17 年以降もう西井川の保育所へは利用しないと云う事でこ

の事業については打ち切りと、まぁ一応こちら側のお話で返事がないと云う

事ですがもうこれこの方向で進むんでなかろうかと、この方向でよろしいで

すかね。離脱するということですね。 

（協議をしている）〈約５秒〉 

まぁあの今助役さんのほうからお話があったようにあの職員がその関係でお

いでると云う事でございますんで、その方については引き上げと言う形にな
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ろうかと云う風に思います。えーこれはもう返事を待ってそう云う方向でよ

ろしいですかね。 

（異議なしの声あり） 

あと、この内容についていかがでしょうか。はい、藤本委員さん。 

 

藤本委員   4 番藤本です。えーと 220 ページの保育所の開閉時間ですね。これについてで

ございますが、土曜日は原則 7時 30 分から 17 時 30 分とすると云う事になっ

ておるんですが三好町の場合現在あの 18 時までやっておる訳でございます。

それで少子化対策の面から云うてもこれ 30 分引き下げてくると云うことは

大きな問題が出来るんではないかと思うわけでございますんでどうしても 18

時までやっていただきたいと云う事でございます。東部 4 カ町村の時にえー

と 19 時までやると云う事で説明会に参りましたら若い親御さんからこれは

大変いい事だと云うんでものすごい評判が良かった事でございますのでこの

点を考えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

川原会長   えー只今保育所の開所時間について藤本委員さんからご意見を賜りました。

で、平日、または第 2 土曜日の問題ではこれはこのままでいいと云う事です

が、通常の土曜日、第 2 土曜日を除く、土曜日ですね。現状三好町さんにお

いてはやはり 18 時まで開所しておると云う様なご意見でこの形でいくとま

ぁサービスといいますかそういったものが低下するといったご意見でござい

ますが、この件について皆さんのご意見賜りたいと思いますが、どうでしょ

うか。はい、安藤委員さん。 

 

安藤委員   19 番委員の安藤でございます。えー今三好町議長さんからお話があったよう

にえー私も土曜日の開閉時間ここの説明では朝の7時 30分から 17時 30分と

なっておりますが新しい新町でも共に支えあう共生のまちと云う事で少子化

対策、子育て支援と云う事もございます。そして、平日、土曜日は保護者の

方も土曜日と云う事でございますが仕事は多分 5 時までであろうと思います。
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そしてまた仕事場から 30 分で迎えに行くと云う事はなかなか難しい事もん

もあると思うんで出来れば 18 時にしていただいたらいいんでないかと思い

ます。そういった事でよろしくお願いいたします。 

 

川原会長   はい。川原委員さん。 

 

川原委員   16 番川原です。先ほど言いましたように子育て支援事業の大っきな、藤本議

長さんからもおっしゃいましたようにこれは若いお母さんお父さん方からか

なり強い要望がでておると思いますし、先ほど議長さんおっしゃいましたよ

うにほら 19 時までですか、これは望むところであると思うんですが、是非こ

うご検討いただきたいと思います。それともう一つあのー送迎バスなんです

がえー従来どおり新町に引き継ぐと云う事は三好町だけ送迎バスと、旧三好

町だけ、三加茂町には検討の余地はないんでしょうか。お聞きしたいと思い

ます。 

 

川原会長   はい。まずあのーひとつづついきたいと思いますが開所時間について藤本委

員さんからご意見ございまして尚且つまた安藤委員さんなり川原委員さんか

らご意見ございましたが、こう云った形でサービスが低下しないように、現

状 18 時まで運営しておるんでこれも最低守っていただきたいと云う事での

ご意見だったと思うんですがもうそう云った他に皆さん方もご意見ございま

すか。賛成と云う事ではい。あのー開所時間については部会の方で検討して

いただいたと云う事ですが協議会に置いては第 2 土曜日を除く土曜日につい

ても平日と同じように 7 時 30 分から 18 時と云う事で協議会で決定すると云

う事でよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。では、そう云う事でこの提案内容は変更さしていただいて決定をいた

だいたと云う事にさしていただきます。それともう 1 点ですが送迎バス。現

状三好町の方ではやっております。役員会の席でもやはり三加茂町でも問題
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になるだろうなと云う風な予想での話はしておったんですが、今具体的な案

も現実ありません。まぁ順次これも協議が必要だろうと云う所で役員会も終

わっておりますんで、またいろいろと協議をこの件についてはご意見いただ

きましたんで協議進めて参りたいと言う風に考えております。はい。横関委

員さん。 

 

横関(ヨ)委員  9 番横関です。先ほどから保育時間につきまして皆様その少しでも長く保育

をしていただいた方がいいっていうご希望が多い様でございますがあのーこ

この所はそのどうしても都合つかない保護者の方はって云う風にしてそして

普通はやっぱり17時とか17時 30分しまうと云う風にしておいたほうがいい

んではなかろうかと私個人としては思います。子どもと親の触れ合い時間が

非常に短い昨今でございまして、あの幼児の時代にお母さんやお父さんに触

れる時間が本当に短い。6 時までお預けしておいて連れて帰りましてから寝

さすまでに 3時間弱ですよね。で、朝は 7時 30 分にはもう園へ連れていくっ

ていうので親子の触れ合いの時間はどんどんと縮まってきてそういった所に

また問題も生じてくるんではなかろうかと思いますのでお迎えにいくおばあ

ちゃんがおいでるとかお母さんが勤めが近くって早く迎えに行けるとかした

場合はあの平時は何時、そしてあのー調整が取れない保護者については何時

まではお預かりはしますと云う風なあの事で決めておいたらいいかなと個人

的に思いますが、そのあたりをまたよくお考えいただきましてお願いいたし

たいと思います。 

 

川原会長   はい。えーご意見賜りました。まぁあの条件付っていうか項目をつけての時

間延長と云う事なんですがあのー保育所の開所については、これあのこうい

った時間を決めてもですねやはり 15 分、30 分先生はおられると思うんです

よ。中にはやはり保護者の方が迎えにくるのが遅い方もおられます。ほんで、

私自身も保育所の先生と話した事があるんですが、時間はもうそれで置いと

いてくれとあのー親御さん迎えにくるまでおるからと、現実にはうちの方 17
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時過ぎなんですが 18 時、18 時過ぎまで先生はおいでるんです。ただ時間を

ほな 6時にしましょうかと言う事だったらまたそれから半時間、40 分遅れて

迎えにくると云う様な所もあるわけですよ。でまぁ今、委員さんの説明もご

意見もいただきましたが、現状先ほど決めさしていただいた 18 時と云うのが

もう実際限度、実際三好町でもやられておりますんで、あと三加茂町の方の

先生方にまたこういった説明がいろうかと云う風に思うんですが、一応これ

で決めさしていただいたらと云う風に思うんですが。どうでしょうか。今横

関委員さんからご意見いただいたんですが。 

（協議をしている） 

まぁ早い方は 4 時半くらいから迎えにきよる方もおいでるんでこの時間まで

おる子どもさんていうのは数がもう限られとんですけどね。 

 

川原委員   はい 16 番。あのーそれじゃぁ現実にはどうしても勤務の都合で 5時半、6時

に間に合わん場合は見てくれるんですね。結局あの。 

 

川原会長   見てくれる、それはあの公開っていうか、そうでなしに時間を厳守してくだ

さいと云う風なお願いしてある、ただもう何があるかわかりませんので迎え

に来るまでは先生はもう必ずおりますんで。 

 

川原委員   わかりました。今の言い方がちょっとまずかったかも分からんけど。はい。 

 

西尾町長   閉所の時間ていうのはあのー18 時にしとって保育所内部で保護者とので、話

し合いの場でやっぱりあの子どもの触れ合いって云うのを考えてこられる方

は、あの出来るだけ早く迎えに来て下さいと云う様な形の方が、17 時半にし

とって 18 時にくるっていうのは親としてはどうしてもなんか心苦しいとい

うかそういうような気になりかねんかなあというんで一応時間としては 18

時とだけど保護者との会話の中で出来るだけこれる方は早く来て下さいと云

う様な形がええんかなと思う。 
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川原会長   はい。まぁあの先ほど横関委員さんも言われたように、やはり。親子の触れ

合いって言うんですかこれあの保育所の先生からもいろんな意見が出たんで

すけれどもまぁそういった事も踏まえて、まぁ保護者の方に充分説明をする

と云う事で先ほどの提案と言いますか意見のように 18 時と云う事でよろし

いですかね。 

（異議なしの声あり） 

はい。それではそういう事でお願いします。尚且つ今西尾町長さんが言われ

たように保護者の方と充分お話なり相談をされて運営と云う事でお願いをし

たいと云う風に考えます。他にどうでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

よろしいですか。はいそれではご意見のいただいた点を修正をして保育所事

業関係についてはお認めをいただいたと云う事にして、あっあの先ほどの広

域のそれでは事務局の方から先ほどの広域入所について確認をしたいと言っ

ておりますので。お願いします。 

 

平島次長   221 ページ（9）のウでございますけれども広域入所についてでございますが

広域入所について西井川保育所への広域入所については合併までに廃止の方

向で調整するとそういう事でよろしいでしょうか。 

     （協議をしている）〈約１０秒〉 

と云う事は平成 16 年度中に廃止すると、16 年度末に廃止すると。 

これはもう決まった事と云う事でよろしいですかね。 

（協議をしている）〈約２０秒〉 

と言うことはこれもうウを除くと云う事でよろしいんですかね。 

西尾町長 関連する文言が３箇所ぐらいある。 

（協議をしている） 

そうしましたら、広域関連については合併までに廃止をしてしまっておると

云う事でございますので関連の文言を協定項目の中から除くと。そういう事
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でよろしいでしょうか。 

（協議をしている）〈約２５秒〉 

 

逸見推進班員 そうしましたら、今次長の方から申しました点について、えーとまず 221 ペ

ージの（9）のウ広域入所についてって云うのはあの削除します。資料から。

それから 224 ページの 9 ですね。運営費につきましてはこれあのもうその広

域入所負担金って云うのはもう取ります。削除します。 

 

川原会長   これはもういらんのじゃなあ。 

 

逸見推進班員 はい。削除します。それと 235 ページの 6 広域入所につきましても西井川保

育所に関する記述を全部削除します。はい。協議の手順っちゅうのは 8 カ町

村であの話し合いが出来とるやつですのでそれは残しまして西井川保育所の

分につきましては取ります。と云う事でよろしいでしょうか。 

 

川原会長   えー確認ですが、今の削除説明、事務局から説明いたしましたがそう云う事

でよろしいですかね。はい。わかりました。それではその他含めまして保育

所事業関係については提案推薦の形でご了承願えますか。 

（異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございました。それでは次参ります。日程の 21 です。協議

第 111 号、各種環境・公害事務関係についてをご審議いただきます。事務局

お願いいたします。 

 

逸見推進班員 それでは 6冊目にお移り下さい。239 ページから各種環境・公害事務関係につ

いてでございます。（1）ゴミ収集・運搬については、次のとおり調整する。

ア 一般ゴミについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整す

る。イ 事業系一般廃棄物の収集運搬許可業者については、新町において改め

て許可審査等を行う。（2）一般家庭用ゴミ袋販売については、現行のとおり
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新町に引き継ぐ。（3）ゴミ資源化・排出抑制に関する啓発については、現行

のとおり調整する。ア パンフレットの配布等については、現行のとおり新町

に引き継ぐ。イ カレンダーの配布については、新町発足後統一したものを作

成配布する。ウ 附属機関については合併時に廃止し、新町において調整の上、

新たに設置する。（4）家電リサイクル法関連事業については、現行のとおり

調整する。ア 町による収集運搬の料金については現行のとおりとする。イ 収

集運搬料金の納入方法については、合併時に調整し新町発足時より統一施行

する。（5）容器包装リサイクル法関連事業については、現行のとおり新町に

引き継ぎ、新町において調整する。えー次のページです。（6）環境リサイク

ル施設については、次のとおり調整する。ア 施設管理等については、現行の

とおり新町に引き継ぐ。イ 住民による資源ゴミの持込みについては、申込み

により町環境担当職員が対応する。（7）ゴミ減量化・リサイクル推進事業に

ついては、現行のとおり新町に引き継ぎ、各団体等への補助金については合

併までに調整する。（8）生ゴミ処理容器設置に関する補助については、次の

とおり合併までに調整する。ア コンポスターの購入補助については、三好町

の例により合併時に統一する。イ EM 専用容器の購入補助については、三加

茂町の例により合併時に統一する。ウ EM 関係の菌及び糖蜜については、家

庭生ゴミ処理に対してのみ、町で購入し無償提供する。（9）一般廃棄物集積

場整備事業助成については、三好町の例を基本に合併までに調整し、新町に

おいて引き続き実施する。（10）廃棄物処理計画については、次のとおり調整

する。ア 生活廃水処理基本計画については、2町の現計画を基本に新町発足

後速やかに策定する。イ みよし広域連合と共同で策定している計画について

は、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、みよし広域連合と協議の上、

策定する。（11）ダイオキシン対策については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（12）地球温暖化対策については、新町発足後速やかに計画を策定する。（13）

不法ゴミ投棄防止については、合併までに調整し、新町発足時に統一実施す

る。（14）放置自動車の発生防止等については、次のとおり調整する。ア 事

業実施については、三好町の例により合併時に統一する。イ 放置自動車廃物
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判定委員会については、合併時に廃止の上、三好町の例により新町において

設置し、委員数は 10 人以内とする。（15）環境美化事業については現行のと

おり新町に引き継ぎ、新町発足後統一した環境美化運動の実施に努める。（16）

苦情処理と公害防止協定については、現行のとおり新町に引き継ぐ。（17）墓

地改葬許可については、現行のとおり新町に引き継ぐ。（18）動物愛護事業（狂

犬病予防他）については、現行のとおり新町に引き継ぐ。犬猫等死骸収集業

務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。と云う事で詳細、変更点を主

に説明させていただきます。241 ページからゴミ収集・運搬についてでござ

いますが 4 町時代と変わっておりません。それからめくっていただきまして

243 ページにございます、一般家庭用ゴミ袋販売につきましても 4 町時代と

変わっておりません。それから次のページ、ゴミ資源化・排出抑制に関する

啓発についても 4 町と同じでございます。それから 246 ページ家電リサイク

ル法関連事業、そして次のページの容器包装リサイクル法関連事業について

も、4 町と同じでございます。それから次のページ環境リサイクル施設そし

て 249 ページのゴミ減量化・リサイクル推進事業についても 4 町の時と変わ

っておりません。続きまして 250 ページをご覧下さい。えーここからは生ゴ

ミ処理容器設置事業と云う事で出ております。概要につきましては 2 町同一

でございますので現行の通り新町に引き継ぎます。それから補助金等と云う

事でまずあの（1）コンポスターについては前と同じで三好町の例により合併

時に統一いたします。それから（2）EM 専用容器につきましては三加茂町の

例により、合併時に統一いたします。前回は三野町の例に合わしておったん

ですが三加茂町の例といたします。それから （3）の EM 菌（4）の EM 糖蜜

につきましても、前回は差異があったんですが、今回 2 町同一ですので右の

ような調整方針です。家庭用生ゴミ処理に対してのみ、町で購入し無償提供

すると云う風な調整になっております。それから次のページ 251 ページ、一

般廃棄物集積場整備事業助成についてですが、こちら前回は三野町、三好町、

井川町の 3 町の例と云う事だったんですが今回は三好町の例を基本に合併ま

でに調整し、新町において引き続き実施するという調整になっております。
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それからめくっていただきまして 252 ページ廃棄物処理計画につきましては、

変わっておりません。4 町を 2 町に変えただけでございます。それから 253

ページの、環境保全についてですが、253 ページの、環境保全 1 番のダイオ

キシン対策につきましては、2 町同じですので現行のとおり新町に引き継ぎ

ます。2 番の地球温暖化対策については 4 町時代と変わっておりません。そ

れから 254 ページ、3 番不法投棄ゴミ防止につきましては、合併までに調整

をしまして、新町発足時に統一して実施するとなっております。それから 4

番の放置自動車の発生防止等につきましては、概要に差異がございますが、

三好町の例により、合併時に統一することといたします。前回井川町の例だ

ったんですが三好町の例といたします。それから（2）の附属機関につきまし

ては、合併時に一旦廃止をいたしまして、三好町の例により合併時に統一し

て委員会を設置します。そして、委員数は、10 人以内とすることといたしま

す。それから次のページの 5．環境美化事業 6．苦情処理状況、7．公害防止

協定については、4 町のときと変わっておりません。ページをおめくり戴き

まして 256 ページには墓地・火葬場と云う事で墓地改葬許可については、現

行のとおり新町に引き継ぐとなっております。前回、三野町と井川町に町営

墓地がございましたが今回削除しております。それから 257 ページからは動

物愛護事業と云う事で掲載しております。前回井川町に若干差異があったん

ですけども、三野、三好、三加茂の例と云う事だったので 2 町統一と云う事

で現行のとおり新町に引き継ぐと云う事にしております。犬の登録、狂犬病

予防注射それから次のページの 3 番野犬、不用犬等の捕獲・収集運搬につい

ても現行のとおりと云う事でございます。それから最後、259 ページの犬猫

等死骸収集業務につきましては、現行のとおり新町に引き継ぐと云う事で 4

町時代と変わらない提案となっております。以上です。よろしくお願いいた

します。 

 

川原会長   はい。えー各種環境・公害事務関係について事務局よりご説明を申しあげま

した。この提案内容についてご意見ご質問何かございませんでしょうか。あ
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りませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい。異議ないですか。はい。ご質問ご意見無いようでございますので、日

程 21、協議第 111 号各種環境・公害事務関係についてもご承認をいただいた

と云う事にさしていただきます。はい。それでは次に参ります。日程の 22 で

す。協議第 112 号、商工観光事業関係についてご協議をいただきます。説明

お願いします。 

 

元木推進班員 はい。260 ページをご覧下さい。商工観光事業関係について説明いたします。

まず提案内容の方を読みあげさせていただきます。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、三好町の例を基本に合併までに

調整し新町発足時に統一する。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．吉野川オアシスの出資については、新町に引き継ぐものと

する。下線部分が変更を行った所となっております。それでは詳細につきま

して変更点を中心に説明いたします。まず、261 ページ商工振興事業につい

てでございます。具体的調整方針の所をご覧いただきます。前回 19 回の協議

会において公共的団体等の取扱いと云う事で記載の通り確認がされておりま

す。それを受けてそこの次の下にある調整方針を取るようにしております。

続いて 262 ページに移ります。融資制度の方なんですけども融資制度の 263

ページの部分の指定金融機関って云う所が下の方にあるんですけどもそこが

前回は別の井川町さんの方の金融機関の方が具体的調整方針の所で示されて

おりましたが今回ちょっと変更になりまして合併までに調整するという記載
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に変更さしていただいております。続きまして、264 ページ工場誘致につい

てでございます。前回までは三野町さんの方の例によるとなっておりました

が三好町さんの例と云う事で変更し、三好町の例を基本に合併までに調整し

新町発足時に統一すると記述が変更されております。続いて商工事務、続く

266 ページ観光関連団体助成の 2 点につきましては前回より変更点の方はご

ざいません。同じ提案となっております。続いて次のページに移ります。267

ページ各種イベントについてでございます。調整方針の方見ていただくとこ

れも前回 19 回の協議会の方で慣行の取扱いと云う事で各種行事については、

原則として現行のとおり新町に引き継ぐと確認が取られておりますのでこの

様な調整方針が提案されております。続きまして 268 ページ観光関連施設に

つきましては前回と変更点はございません。めくっていただいて、続きまし

て 270 ページ第三セクターについてでございます。これの分は井川町さんの

方の分が入っておりましたがその分を削除した事以外は変更点ございません。

以上でございます。ご協議の方よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   はい。日程の 22 の協議第 112 号商工観光事業関係についてご説明を申し上げ

ました。これについてご意見を賜りたいと思いますがいかがでしょうか。ご

異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい。異議なしと云う事ですが、他の方もありませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい。それでは異議なしと云う事でございますので日程の 22、協議第 112 号

商工観光事業関係についても提案どおりご承認をいただいたと云う事にさし

ていただきたいと云う風に思います。最後の議案になりますが、日程の 23 で

す。協議第 113 号議会事務関係についてをご審議いただきます。説明お願い

します。 

 

逸見推進班員 それでは、272 ページをご覧下さい。議会事務関係についてでございます。（1）

 
72



議会運営については、新町の議会において定める。（2）委員会の設置及び運

営については、新町の議会において定める。（3）議員補償等については、新

町の議会議員においても加入する。ただし、議員互助については、新町の議

会において調整する。（4）議会事務局業務については、合併までに調整し、

新町の議会において定める。 4 町時と全く同じ提案となっております。中身

につきましてですがまず、273 ページ議会運営の取扱いにつきましてずーっ

と 277 ページまでありますが変更ございません。278 ページからは委員会の

設置及び運営の取扱いと云う事で 2 町の状況を書いております。こちらも新

町の議会において定めると云う事で変わっておりません。それから 280 ぺー

ジ議員補償等の取扱いについても 4 町時代と変わっておりません。2 番の議

員の公務災害でございますが、こちらも前回、第 19 回協議会で県の議会補償

組合方に加入すると云う事で確認を戴いておりますのでそのままでございま

す。それから 282 ページからは議会事務局業務の取扱いにと云う事で議員さ

んの視察でありますとか行政視察ですとか公印の管守と云った物を掲載して

おります。4 町時代と同様合併までに調整して新町の議会において定めると

云う提案内容で変わっておりません。以上で議会事務に関する説明を終わら

します。 

 

川原会長   はい。えー今最後の議案でございます、議会事務関係についてをご説明申し

あげました。基本的には新町の議会において決定すると云う事であろうかと

思いますが、尚事務局の運営等にも提案ございますんで含めて何かご意見ご

質問あれば賜りたいと思いますがいかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい。それでは、日程の 23、協議第 113 号議会事務関係については原案通り

承認戴いたと云う事にさしていただきたいと云う風に思います。えー長時間

ご協議を賜りました。えー協議項目については終了いたしましたがまた、次

回の合併協議会等々について事務局の方からご説明をし、提案を申し上げた

いと思います。お願いします。 
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平島次長   失礼をいたします。日程 24、284 ページでございます。そちらの方に次回の

協議会の日程を書いてございますがその前に今日、本日お配りさしていただ

きました資料、3 枚物の資料三好町・三加茂町合併協議会スケジュールとい

う資料をご覧戴きたいと思います。それの 2 ページ目でございますけれども

合併協定項目の提案・確認の一覧表と云う事でございます。それで本日 1 月

25 日が真ん中に書いてございますけれども本日は 20 項目ほど提案さしてい

ただきまして 24 の 14 保育事業修正がありましたけれどもお認めいただいた

と云う事で本日 20 の協定項目をお認め戴いたと云う事になります。それで実

は次回2月の15日ですね前回の協議会で合併協議会を開催すると云う風に予

定しておったんですけど残りが 10 項目と云う事になっております。それでこ

の事につきましてまた一番最初のですねピンク色のスケジュールに戻ってい

ただきましてこちらのスケジュールの方で確認いたしますと、まぁ 3 月に県

議会に提案していただくと事でスケジュールを調整いたしますと、まぁ 2 月

の 28 日くらいに調印式をしていただいてまぁこれは希望でございますけれ

ども 28 日午後に議会の先決事項でございますがお願いとして臨時議会を開

催していただくというスケジュールで組みますとですね、まぁ住民説明会を

その前にするとその前には住民説明会用の資料を作成するとまぁそういう時

間を見ますと、2 月の 10 日にですね第 21 回の合併協議会を昼から開催さし

ていただいてそちらの方にまぁ 10 項目から 11 項目提案さしていただきまし

てそこでご承認をいただいた後、住民報告会をして 28 日に合併の調印式をさ

していただいたらなと云う風なスケジュールが非常にありがたいのかなと思

いまして 284 ページでございますけれども、次回の合併協議会を 2月の 10 日

午後 1 時半からと云う事で提案してございます。また、合併の調印式でござ

いますけれども開催の一応予定と云う事でございますが 2 月の 28 日午前 11

時からまぁこれは知事の日程も抑えてございますのでこちらのここの会場の

方で開催したいなと云う事でのご提案でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 
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川原会長   事務局より次回開催の協議会の日程等々についてご説明申し上げました。知

事さんの日程等もお伺いして 2 月の末には調印式をやりたいと云う事ですべ

て逆算の結果、またいろんな事務的な部会等の協議もふまえて次の第 21 回の

協議会の開催は 2月の 10 日に行いたいと云う風に考えております。あと、項

目も 11 項目と云う事になっておりますが一項目は削除、また検討お願いする

と云う事で最終的にはあと 10 項目と云う事になろうかと思います。で、午後

からの開催でいいだろうと云う事での提案でございますが、2月の 10 日午後

13 時 30 分第 21 回の協議会の開催と云う事でよろしいですか。 

          （異議なしの声あり） 

はい。ありがとうございます。それでは第 21 回の合併協議会の日程について

は 2 月の 10 日午後 1 時 30 分より開催をさしていただきたいと云う風に思い

ます。えーあと協議事項、事務局の方で何かありましたら。別にないですか。

はい。えーとこちらのほうから提案を申し上げる内容については皆さん方の

ご協力いただいて決定いただきましたんで、何か全体含めて皆さんの方から

ご意見なりご要望ございませんでしょうか。 

（ありませんの声あり） 

ありませんか。よろしですか。はい。今日は本当に長時間ありがとうござい

ました。提案をいたしました協議事項について一部修正はございましたけれ

ども全て決定を賜りました事を厚くお礼を申しあげます。今、協議いただい

た様に次回の2月10日の協議会をもって全ての協議項目を終えて日程ご案内

申し上げたように来月の末には調印・議決と云う事で 3 月始めに申請をした

いと云う風に考えております。残された期間もあと 1 ヶ月あまりと云う事で

すが充分ご協議また、ご協力を賜りますようによろしくお願いを申しあげま

す。日程を申し上げたように順次、確実に前進出来ますように皆さん方のご

協力を再度お願いして閉会の言葉とさしていただきたいと思います。本日は

大変どうもありがとうございました。お世話になりました。 

  （午後３時１０分閉会） 
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