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1．開催年月日   平成 17 年 2 月 10 日（木） 

1．開催場所    合併協議会事務所 

1．開会：開議   2 月 10 日 午後 1時 30 分 

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 114 号 使用料・手数料等の取扱いについて 

日程 5 協議第 115 号 国民健康保険事業の取扱いについて・ 

日程 6 協議第 116 号 消防・防災関係事業の取扱いについて 

日程 7 協議第 117 号 各種事務事業の取扱い(納税事務関係)について 

日程 8 協議第 118 号 各種事務事業の取扱い(各種福祉事業事務関係)について 

日程 9 協議第 119 号 各種事務事業の取扱い(上下水道事業関係)について 

日程 10 協議第 120 号 各種事務事業の取扱い(建設事業関係)について 

日程 11 協議第 121 号 各種事務事業の取扱い(農林水産事業関係)について 

日程 12 協議第 122 号 各種事務事業の取扱い(学校教育事業関係)について 

日程 13 協議第 123 号 各種事務事業の取扱い(社会教育事業関係)について 

日程 14 協議第 124 号 合併協定項目の削除について 

【その他】 

日程 15 合併に関する住民報告会について 

日程 16 合併協定調印式について 

日程 17 合併協定書（案）の確認について 

日程 18 第２２回合併協議会の日程について 

日程 19 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   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 

    3 番 森  周 一 

 

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 

    6 番 横 関 秋 義   7 番 秋 田 唯 夫    
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平島次長      事務局次長の平島でございます。それではご案内の時刻がまいりましたので

第２１回三好町・三加茂合併協議会を開会いたします。本日の参加者は１８

人ということでございます。えー県の森委員が重度の風邪により、欠席と云

う事で、ひとり欠席と云う事になっております。えー合併協議会規約第 10

条の会議の定数を満たしております事をご報告申し上げます。それでは会議

を始めます前に資料の確認をお願いいたしたいと思います。まず事前にお送

りしておりました資料でございますけれども、9 冊に別れております。ちょ

っと細かいんですが 9冊に別れておりまして、1 ページから最後 9冊目でご

ざいますけれども 9 冊目が 440 ページで終わると。全部で 9 冊の資料と云う

事になっております。それから本日、配布資料と云う事で A3 版で国民健康

保険税に関する基礎的数値の比較及びサンプル世帯税額試算表と云う A3 の

資料でございます。それから青色のファイル、資料を綴じていただけるよう、

2 冊目でございますけれども青色のファイルを配布しております。それから

2 月の 28 日の予定でございますけれども、合併調印式の案内状もお渡しし

ておりますのでよろしくお願い申し上げます。よくご確認をよろしくお願い

いたします。それでは第 21 回協議会の開会にあたりまして川原会長からご

挨拶をお願いいたします。 

 

川原会長   それでは開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。えー立

春が過ぎたと云う事で時折暖かい日もあるようですが、まだまだ冷たい日が

続いております。皆さん方にはご健勝の中で続けてご活躍されておりますこ

とを心からお喜びを申し上げます。今日は第 21 回の三好町・三加茂町合併

協議会と云う事で皆さん方には本当にお忙しいな中ご出席を賜りまして、誠

にありがとうございました。今お話のように森局長さんが体調を崩されたと

云う事で欠席ですが皆さんのご出席を賜りまして本会の開会を出来ます事

を厚く御礼を申し上げます。いよいよ本日の協議会をもって調印に至ります

までの協議全てが終了する予定でございます。いろいろとございましたけれ

どもここまでやってこれました事、皆さん方のご協力と心から厚く御礼を申
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し上げたいと思います。西部の方も昨日、調印式が取り行われました。我々、

西尾町長さんと共にお招きをいただきまして出席をいたしましたが、いろい

ろと式典淡々と進む式典の中で、この 2 年間の事をいろいろと思い出しなが

ら出席をさしていただきました。当協議会もしっかりと協議をして、末に予

定しております、調印式を迎えたいと云う風に思いますんでどうぞひとつ十

分なご審議を賜りますようにお願いを申しあげます。尚、本日 11 項目と云

う事で協議項目は少ないんですけども、結構中身たくさんあります。で、皆

さん方にはそれぞれ事前に資料送らしていただいておりますんでそれなり

に一読をいただいておると云う事でございますし、この協議もすでに 4 町時

代にいろいろとご協議を賜ったと云う事でその変更点なり、いろいろと変わ

った点を十分説明を申し上げて、かなりスピードをあげて進行したいと云う

風に考えておりますんでどうぞひとつよろしくお願いを申しあげます。皆さ

ん方の十分なご審議をいただいて残る項目全て決定いただきますように重

ねてお願い申し上げて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、1 点だけ式次第にはないんですが報告事項がございます。先日ご承認

いただきましたまちづくり計画でござますけれども、その中に県事業も入っ

ておると云う関係で、県の協議が必要だと云う事でございましたが、先日に

開かれました県の本部会議で原文通り承認されておりますので、ご報告を申

し上げます。それでは本日の協議会の議長は協議会規約第 10 条、第 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をいたします。よろしくお願いします。 

 

川原会長   それでは、規約によりまして議事の進行をさしていただきたいと思います。

協議事項に入ります前に本日も会議録署名委員の指名と云う事でいつもの

様に私の方からご指名をさしていただいてよろしいですか。 
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       （異議なしの声あり） 

       はい。それでは、本日の署名委員の方には 6 番の横関委員さん。7 番の秋田

委員さん。よろしくお願いいたします。それでは協議事項に入ります。日程

の 4 からです。協議第 114 号、使用料・手数料等の取扱いについてを提案し、

ご審議を賜ります。事務局よりご説明を申しあげます。 

 

逸見推進班員 推進班の逸見です。使用料・手数料の取扱いについてご説明いたします。1

ページをご覧下さい。使用料・手数料等につきまして、（1）使用料につい

ては、原則として当分の間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。と云った前回と、4町の時と同じ提案内

容となっております。2ページからは、交流宿泊施設として、美濃田の渕、

オアシス、それから次のページにあります、オアシスですね。風呂塔キャン

プ場について掲載をしております。4ページには農村公園掲載しております。

5ページには農産物加工施設関係について、6ページからは基幹集落センター、

桟敷放牧場、ふれあい農園、染工房、農業者トレーニングセンターについて

7ページまで掲載しております。すべて4町の時と同じ提案内容となっており

ます。8ページには公民館について、それから9ページから10ページには、体

育館等の社会体育施設を掲載しておりますが、こちらにつきましても前回と

同じ提案内容となっております。11ページから13ページまでは、三好町の代

替バスについて掲載をしておりますが、こちらにつきましては、先般の20回

協議会において、当分の間現行のとおりとする。と云う事で、4町時代と同

じ調整が行われておりますのでそのまま掲載しております。14ページには、

保育所の保育料を掲載しております。こちらも第20回協議会において確認さ

れたものと同じ、現行のとおり新町に引き継ぐと、前回と同じ提案内容を掲

載しております。15ページには教員住宅について掲載しておりますが4町の

時と変わっておりません。16ページから17ページに各種事務手数料について
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掲載しております。17ページの下段にあります、区分その他の公簿公文書の

謄本又は抄本の交付についてですけれども、4町のときは、井川町の例にあ

わせて450円にしていましたが、今回は三加茂町の例により500円にさせてい

ただいております。その他の手数料については、4町のときと同じでござい

ます。以上、使用料・手数料の取扱いについてのご説明です。ご協議をお願

いいたします。 

 

川原会長   協議第114号の使用料・手数料等の取扱いについて、再協議案と云う事です

が事務局よりご説明を申し上げました。この協議項目について何かご質問ご

意見ございますでしょうか。 

 

前田委員   14番前田ですけども。ひとつ質問さして下さい。4ページ、農村公園の施設

についてですけれども、そこには三加茂町では4つの公園が今ここに出され

ております。で、その下に施設名として農村公園内にあります管理棟の使用

についての決まりが出されておりますが、前回全て承認されておりますので

異議はございませんが、それにひとつ加えましてあの工作室ですね、公園の

中にある工作出来る。あの部屋、あの工作棟と云うのか工作作業所と云うの

かその施設についてはどのようになっているのかなとこないだ資料見せて

いただきまして気がつきましたのでちょっとお尋ねいたしました。 

 

川原会長   はい。農村公園の工作棟ですが、これも有料になっとると思うんですが、え

ーと中身にありますか。ちょっとあの確認が出来てないようなので確認をし

たいと云う風に思います。 

 

前田委員   せっかく、立派な設備が出来ておりますので大いに利用していかなければな

らないと普段考えているんですから是非ここへ計上していただきまして今

後なお活用さしていただくようにと思いますので、よろしくお願いします。 
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川原会長   はい。それでは、あの今前田委員さんからお話にありました農村公園の工作

棟って云うのがあります。で、先日もここで会議があったんですが、ある程

度使用されておりますのでその実態を調査してその部門も現行のとおり引き

継ぐと云う事でここに記載と云う事でよろしいですか。はい。そう云う事で

お願いを申し上げたいと思います。また、確認が出来ましたらご連絡をした

いと云う風に思います。他にどうでしょうか。 

       （異議なしの声あり） 

       よろしいでしょうか。異議なしと云う事ですが114号についてはご承認いた

だけますか。 

       （異議なしの声あり） 

       はい。ありがとうございました。それでは次に参ります。日程の5です。協

議第115号。国民健康保険事業の取扱いについてを提案いたします。事務局

よりご説明を申しあげます。 

 

竹谷推進班長 推進班の竹谷です。国民健康保険事業の取扱いについて説明さしていただき

ます。18 ぺージから 19 ページにかけての提案内容をまず、読みあげさして

いただきます。（1）国民健康保険事業において、2 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。ア 保険給付については、細部調整し、

統一実施する。イ 保健事業については、次のとおりとする。（ア）無受

診完納世帯報奨（優良家庭表彰）には、新町においても実施するものとし、

その対象者は、三好町の例により、平成 18 年度より統一適用する。（イ）

人間ドック一部助成事業は、新町においては実施しない。（ウ）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 18 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

と協議の上決定する。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。ウ 高額医療貸付制度については、国民健

康保険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
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ては、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する。エ 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人及び公益代表 4 人の計 12 人

で構成する。オ 国民健康保険財政調整基金は、新町発足時に 2 町持ち寄

り、三加茂町の例により統一運用する。カ 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 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。ア 

税率は次のとおりとする。医療分・所得割 11．0％、資産割 70．0％、均等

割 23,500 円、平等割 26,500 円、介護分・所得割 1．8％、資産割 5．0

％、均等割 5,500 円、平等割 4,000 円イ 納期は、7 月、8 月、9 月、10

月、11 月、12 月、1 月及び 2 月の 8 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。ウ 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、三好町の例により統一施行する。以上です

が、国民健康保険税は、市町村が保険者となりまして運営しております。

一部の事業に相違があります。特に保険税率については差異がありますの

で、新町の住民間で不公平が生じないよう、また急激な負担変化を極力抑

えながら、利用者負担を原則として健全な運営ができるよう考慮して、分

科会等々で考えていただきまして提案させていただいております。なお、

資料中で、下線部が 4町時代から修正したところでございますが、2 町とな

っております部分は、単純に 4 町から変更しただけでございますので、説

明を割愛させていただく部分もございます。ご了承ください。それでは、

20 ページからの資料によりまして、修正した部分を重点的に説明いたしま

す。まず、20 ページですが、2給付の種類の内（8）までは差異がございま

せんが、（9）出産育児一時金、それから次のページの 21 ページ （10）

葬祭費の支給この 2 つにおきまして、支給方法が以前は、三野町、三好町

及び井川町の例によりと云う風にしていました所を、どちらも支給方法を

三好町の例によりと云う風に修正しております。原則、口座振込にすると

云うことでございます。次に、24 ページをお開きください。保健事業の内、
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優良家庭表彰についてですが、対象者、対象者について、三好町及び井川

町の例により、平成 17 年度より実施するとしておりましたものを、三好町

の例により、平成 18 年度より統一実施するとしております。これは、世帯

の人数によって表彰基準に差をつけることと云う風にしております。それ

からちょっと飛びまして、32 ページをお願い致します。国保財政調整基金

についてでございますが、ここも三野町及び三加茂町の例によりとなって

おりましたのを、三加茂町の例によりと云う風にしておるだけでございま

す。特に他は変更しておりません。それから次に、36 ページからが国民健

康保険税の調整と云う風になっておりますので説明をさしていただきます。

36 ページを見ていただきますと、概要について記載をしております。中段

のあたりの表で保険税算出方法と記載された図をご覧いただきますと、保

険税は、予想される医療費の 1 年間の総額を年度当初にできるだけ正確に

推測・積算し、その額から、同じく予想される国庫支出見込額・繰入予定

額・その他の収入見込額及び個人負担額を差し引いて、その残りが確保す

べき保険税額と云う風になっております。この推定保険税額は、一定のル

ールのもとに、所得割、資産割、均等割、平等割の 4 つ区分の税率により

計算しまして、その合計額が各世帯に賦課されると云うことになります。

介護保険につきましても同一でございます。それから賦課方式、減額制度

等について、このページの中段以下の表に載せておりますが、三好・三加

茂、両町とも 4 方式を採用しております。また、表にあるように所得割と

資産割を応能分、均等割と平等割を応益分と云う風に呼びますが、この応

能と応益の割合が 50 対 50 が課税の理想と云う風にされているようでござ

いますので、これにつきましても 2 町ともこの応益比率を 45～55％の間に

なるよう現在まで税率設定して、低所得者層に配慮した 7 割・5 割・2 割の

減額が適用できるように調整して参っておりますので、新町におきまして

も同じような方式で課税すると云う方針のもと再調整をし、本日提案させ

ていただいております。それでは、38 ページをお開きください。38 ページ

右の方針の税率でございますが、まず、医療分につきましては、ここであ
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りますように 11．0％、70．0％、23,500 円、26,500 円としております。最

高限度額 53 万。それから次に、介護分といたしまして、先ほども言いまし

た様に所得割を 1．8％、5．0％、5,500 円、4,000 円、最高限度額 8 万、と

云うような再提案でございます。このうち、介護分につきましては、4 町時

代の率、額と変更ございませんが、医療分の下線を引いた部分で、修正を

いたしております。所得割、資産割につきましては 4 町の時と同一でござ

いますが、均等割につきまして 24,000 円だったものを 23,500 円にしてお

ります。平等割につきましても 27，000 円だったものを 26，500 円に減額

修正いたしております。4 町時代より若干ではございますが、住民負担が軽

くなるように調整ができました。また、応益割合につきましてもここに下

線を引いておりますが、50.56 と 50.65 と云う風に理想に近いようなバラン

スとなっております。なお、税率設定につきましては、医療分は平成 15 年

度実績の数値を、基礎数値を使っております。また、介護分につきまして

も、平成 16 年度の数値を使っております。どちらも、近年では、最も町負

担額の大きな数値と云う事でそれを用いて算出をしております。後ほど別

紙の A3 の参考資料によりまして、もう少し説明をさしていただきたいと思

います。次に、41 ページをお願いいたします。41 ページの(1)減免、2 の納

期限等の延長と云う事ですが、これにつきましても三好町の例によりとし

ておりますが、脱退させました 2 町名を削除してこのように修正しており

ます。それから国保税につきましては、これ以降の資料につきましては、

平成 17 年度を単に平成 18 年度と修正をしただけでございます。資料の方

はこれで説明終わりますが先ほど申しましたように、Ａ3 の本日お配りいた

しました横長の A3 資料を見ていただきたいと思います。まず、1 ページに

ついて説明さしていただきます。ここでは、1 として、2 町の被保険者の現

状の基本的な比較をしております。左側が医療分に関する比較、右側が介

護分に関する比較と云う風になっております。まず、そのうちの給付に関

する比較ですが、両町の一般被保険納税者の 1 人当たりそれから 1 世帯当

たりの平均給付額を比較しております。それから、担税能力に関する比較
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と云う事では、1 人当たりの平均所得額と、1 世帯当たりの平均固定資産税

額を比較しております。ご参考までに出させていただきました。それから

次に、2 の税額比較でございますが、これも左医療、右介護分にわけており

ます。①で一人当たりの平均した課税額を新旧比較しております。②で 1

世帯当たりの平均した課税額を新旧比較しております。医療分の①②の増

減額の欄を見ていただきますと、両町とも、16 年度の課税額に比べて、平

均的にはそこに記載の額だけ減税になると云う様な調整にしております。

まぁあの一世帯世帯でみるとばらばらですが総体でこう云う事であると云

う事でございます。また、介護分につきましても同様の見方をいたします

と、三好町は減税となり、三加茂町は若干でございますが介護分に関して

は増税となるような形になっております。それから、右と言いますか各比

較の右側に新町全域と云ったような欄がございますがここを見ていただき

ますと、どれもマイナスとなっております。と云う事は、収入が不足する

のではと云う風に感じられると思いますが、全体ではやはり減税の方向で

調整をしていると云う事で、現状の計算では若干の赤字が出る積算となっ

ております。しかし、その赤字分につきましては、4 町の時もそうでござい

ましたが、これまでの努力によって積み立てて参りました繰越金を充てる

ことで、当面の運営に支障はないと考えております。このページの最下段

に、15 年度末の 2 町の繰越金と基金の額を載せておりますのでご参照くだ

さい。続きまして、同じ資料の 2ページ以降でございますが、3例ほど、こ

れはあの、前回の 4 町の時と同じサンプルと云う事でサンプル比較をいた

しております。2 ページと 3 ページをご覧下さい。世帯はここでは、単身の

世帯、年齢 45 歳の方で日当で収入を得ていると云う事で、2 号被保険者に

該当しておる方と云う設定でございます。固定資産税は 0 と云う事で設定

しております。大体今の数値が左、表左上側の緑色の部分の中に入れた数

値でございます。左側は基本的な所得金額を 0、3 ページ側は基準所得額を

200 万円として試算しております。3 ページの方で表の見方を若干説明させ

ていただきますと、下の方、一番下の方、左側の黄色の着色部、黄色の着
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色部 3 ページ下黄色の着色部で左側が医療に関しての税の現状と、新町で

の税額を計算したものでございます。この方の場合、新町では 233，700 円

の税が医療についてかかると云う事でございますが、三好町及び三加茂町

の欄と比較していただくとお分かりになると思いますが、三好町の方は若

干の増税、三加茂町の方は若干の減税と云った風になります。また、その

右側の同じく黄色着色部分は介護分に係るものでございます。ご覧のとお

りで、三好町、三加茂町とも減税と云った風な形で計算されております。

合計の税額では、その下赤色の文字の欄のようになっておりまして、三好

町及び三加茂町とも減税になると云う試算でございます。この方の場合は

減税になると云う試算でございます。減税の分はちょっと青色で塗らして

いただいております。同じように 2 ページについても比較していただくと

やはり新町での方が 2 町とも安くなると云う事でやはり減税になっている

と云う風に表を見ていただけたらいいかと思います。なお、同じように、4

ページ以降も、あと 2例、算定しております。4 ページ、5 ページでは夫婦

と子供 2 人の家庭で固定資産税を 35，000 円納めている自営業の方と自営

業収入の世帯の方と云う風に設定をいたしました。5 ページの右一番下、こ

の世帯の場合で基礎の所得が 350 万になる方は 350 万を左上の方で入れて

おりますが、この世帯の場合 350 万所得がございますと、三好町の場合は、

若干増税になり、三加茂町の方は若干減税になると云った様な見方をして

いただけたらと思います。同じく 6 ページ、7 ページにつきましては老齢の

夫婦で固定資産税が 100，000 円。ちょっと多いかなと思ったんですが、10

万に設定しまして、年金収入のみの世帯と云う事で 50 万収入の世帯と 250

万収入の世帯と云ったような事で、比較をしております。参考にご覧くだ

さい。両町とも世帯の個々の所得や固定資産税の状況によりまして、増額

となったり減額となったりいたしますので、必ず減税です。増税です。っ

て云う事ではなく、総じて比較すると、先ほどこれの 1 ページでお話しま

したとおり、相対的には減税と云ったような事で調整が出来ておろうかと

思っております。以上が国民健康保険に事業に関する説明とさしていただ

 
12



きます。よろしくお願いいたします。 

 

川原会長   協議の第 115 号、国民健康保険事業について事務局よりご説明を申し上げま

した。まぁいろいろと具体例等挙げて説明をいたしました。現状、保険税の

方はかなり三加茂町と三好町で差異がありますが、全体に見て見るとやはり

三加茂が下がって三好町の方が多少負担増になるかと云う風な事でござい

ます。まぁいろいろとこの件については部会で検討しまた幹事会や役員会で

検討した結果が今日まず最初に皆さん方に説明を申し上げた数値と云う事

ですが、特に三好町の委員さんの方から何かご意見やご質問があろうかと思

うんですが。いかがでしょうか。はい。まぁいろいろとあのこの件について

は協議をして参りました。4 町時代もこの件についてはいろいろと協議があ

ったんですけども今回 2 町でそのあたりの摺り合わせも十分出来たと思う

んですが。こう云う事でよろしいですか。 

       （異議なしの声あり） 

       はい。それではまぁいろいろとあろうかと思いますが、国民健康保険事業の

取扱いについては今説明を申し上げた様な形でご承認をいただいたと云う

事でさしていただきたいと思いますんでよろしくお願いをいたします。それ

では次に参ります。日程の 6 です。協議第 116 号消防・防災関係事業の取扱

いについてを提案し、ご審議を賜ります。事務局お願いします。 

 

竹谷推進班長 推進班の竹谷です。消防・防災事業の取扱いについて説明いたします。同

じように 50 ページ、51 ページにかけての提案内容をまず読み上げさせてい

ただきます。（1）消防団については、円滑な命令系統を確保するため、次

のとおり統合する。ア合併時の現有団員は、新町の消防団員として新町に

引き継ぐ。イ区域、組織及び運営等については、その再編成について合併

までに協議調整し、新町発足時より適用する。ウ階級、定数、任用、報酬

等の身分及び待遇については、現行の制度を基に、合併までに調整し、新

町発足時より適用する。エ各消防団の装備等については、当分の間は現行
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のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、漸次調整する。（2）防災無線につ

いては、災害時の緊急放送や伝達等に支障が生じないよう、次のように調

整する。ア同報系防災無線については、合併までに協議調整し、新町発足

時より統一した運用を行う。なお、新町発足後、早期統合に努める。イ移

動系防災無線については、合併までに協議調整し、新町発足後早急に整備

する。（3）災害対策本部については、災害に即応するため、合併までに協

議調整し、新町発足時より統合する。（4）防災会議については、合併まで

に協議調整し、新町発足時より統合設置する。（5）地域防災計画について

は、住民の生命と財産を守るための根幹となる施策計画であることから、

慎重を期するため、新町発足後、新町の状況を詳細に調査及び分析した上、

防災会議に諮り早急に策定する。（6）災害時の相互応援協定については、

現行のとおり新町に引き継ぐ。以上ですが、提案部分に 4 町時代からの修

正はございませんが、52 ページからの資料に修正がございますので、順次

説明をさせていただきます。まず、52 ページでございますが、下線を引い

た部分でございます。2 箇所ありますが、4町時はどちらも合併までに調整

するとしておりましたが、今回、定数につきましては全町域での定数とす

るとしまして、また、階級制度につきましては新町発足時より統一すると

云う風に修正しております。基本的には今三加茂町に部長、班長と云う役

職が無い訳でございますが部長、命令系統をきちっとすると云う様な事を

いろいろ協議いただきまして部長、班長を置くと云う風に調整をされてお

ります。次に、53 ページでございますが、ここで分限条例、分限条例につ

いて井川町、三加茂町の例となっておりましたものを、三加茂町の例と云

う風に修正しております。それから、55 ページをお願いします。ここでは、

課題欄に三野町の現状と云うのをずるずると上げておったんですがが、今

回、削除いたしまして両町で差異があると云うのは、町への要望者が消防

団であるか、自治会であるかと云った所に差がございますのでこれについ

ては、合併までに調整をすると云う事にしております。それから、57 ペー

ジをお願いします。団員の報酬についてでございますが、右表、表を出し
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ております。ここで分団長以下の報酬につきましては、4 町時代に 4 町を参

考に調整をしておりましたが、今回 2 町の報酬の内、高額の方と云う事で、

高額の方を採用していたしました。分団長・副分団長・部長・班長・団員

と云った物については高額の方を採用いたしまして、下線部が若干の 4 町

時代よりかは減額と、逆に減額となっております。それから、団長から方

面隊長と云う 4 つの役職がございますが、この欄につきましては、4 町時は

組織体制の協議が調整できておりませんでしたので、合併までに調整する

と云う風にしておりましたが、今回、消防団の方々のご協力もありまして、

組織を統合して、63 ページにそのまぁイメージ図と云った事で確実にこう

云う風になると云うのではなくこう云ったイメージで消防団が出来上がる

と捉えていただいたらいいと思うんですが、63 ページのような体制で一定

の調整が整いましたので、先ほどのページに返っていただいて報酬につき

ましても、設定をいたしました。団長は 12 万、副団長・方面隊長・方面副

隊長この 3 つの役職を副団長格と云う事で 9 万円と云う風に新規に設定し

て提案いたしております。次に、59 ページをお願いいたします。ここの中

段で線を引いておりますが、福祉共済制度のＢ型火災共済と云う欄でござ

いますがここも以前は三野町だけ違った内容で差異があったんですが今回

三好と三加茂町では差異がございませんので現行のとおり新町に引き継ぐ

と云う風にしております。それから 63 ページは、先ほど申したような、イ

メージ図を載せております。そして以下 64 ページから同報系防災無線、移

動系防災無線、それから災害対策本部に関すること、防災会議及び地域防

災計画に関すること、それから災害時の相互応援協定に関する事それぞれ

の調整をしておりますが、4 町時代と修正をそのまま調整なく使っておりま

すので今回は、説明を割愛させていただきます。以上です。よろしくお願

いいたします。 

 

川原会長   協議第 116 号の消防・防災関係事業の取扱いについての説明が終わりました。

説明の中にありましたように消防関係につきましては団の方の協議を経て
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ここに提案をいたしております。説明をいたしました内容についていかがで

しょうか。 

 

前田委員   ちょっとお願いします。71、72 ページに渡りまして地域防災計画が出され

ておりますが、その中で避難場所の指定なんですけどれも三加茂町の私もず

ーっと見ておりまして保育所が今度新しく設立されまして第 1 保育所、第二

保育所、第 3 保育所とありますが、1 と 2 はすでに片付けられているように

思いますのでその辺りをこれ残して置くのはどうかなと思いましたので、細

かいことですけどちょっと出させていただきました。第 3 の方は今別なもの

に利用されていますのでその避難場所として適切なのかどうかのお考えお

ったほうがいいのではないかなと思いましてちょっと言わしていただきま

したが。 

 

川原会長   はい。説明します。 

 

竹谷推進班長 はい。ありがとうございます。えーあの資料の方はちょうど今あのー三加茂

町さんも三好町も同じなんですが地域防災計画と云うのを両町立てており

ましてその計画書の中にまだこの保育所関係が残っておったんだろうと思

います。現実は前田委員さんが今、教えていただいたような事だろうと思い

ますので新町では調査をして先ほど申しましたように、防災計画については

きちっと調査した上、新町で策定するんだと云う風になっておりますので訂

正をして良い形での避難所を設定したいと云う風に思いますのでよろしく

お願いいたします。 

川原会長   前田委員さんよろしいですか。はい。あといかかでしょうか。 

       （異議なしの声あり） 

       はい。異議なしと云う事でございます。えー116 消防・防災事業についても

ご承認をいただいたと云う事でよろしいですか。 

       （異議なしの声あり） 
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       はい。ありがとうございました。それでは次へ参ります。日程の 7 です。

協議第 117 号各種事務事業の取扱いで納税事務関係についてを提案しご審

議をいただきます。説明お願いします。 

 

竹谷推進班長 納税事務関係について説明いたします。78 ページ、79 ページの提案内容を

読み上げさせていただきます。（1）税の賦課徴収については、次のとおり

とする。ア 相続代表人及び納税管理人・代理人については、現行のとお

り新町に引き継ぐ。イ 退職所得課税については、現行のとおり新町に引

き継ぐ。ウ 納付方法については、三加茂町の例により統一施行する。エ 

指定金融機関については、合併までに調整し、新町発足時より統一する。

オ 収納代理金融機関については、現行の全契約金融機関と契約するもの

とする。カ 口座振替日については、各納期の末日とする。ただし、軽自

動車税については、5月 20 日とする。（2）個人町民税については、次のと

おりとする。ア 申告及び納税相談実施場所については、現行の各町実施

場所を基本に、合併までに協議調整する。（3）法人町民税については、次

のとおりとする。ア 非課税及び減免対象の適用法人については、合併ま

でに調整する。（4）固定資産税については、次のとおりとする。ア 評価

額の決定及びその算定方法については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新

町発足後、調整し施行する。イ 課税台帳及び備え付け図面等の閲覧につ

いては、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、閲覧手数料については、

無料とする。ウ 固定資産評価審査委員会については、合併までに調整し、

新町発足時より統合する。（5）軽自動車税については、次のとおりとする。

ア 標識（ナンバープレート）の交付方法については、合併までに調整し、

統一施行する。イ 課税保留措置については、三加茂町の例により規定整

備し、新町発足時より統一施行する。（6）税務証明及び手数料については、

次のとおりとする。ア 税務証明手数料については、2町に差異がないので、

現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 発行証明種類及び様式については、合

併までに調整し、新町発足時より統一施行する。（7）公図及び地積図等に
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ついては、現行のとおり新町に引き継ぐ。（8）その他、事務手順及び手続

き等については、電算システム統合作業との調整を図りながら、住民サー

ビスの低下を招かないよう、合併までに調整し、統一施行する。と云う風

に提案いたしております。修正部につきましては、80 ページ以降の資料に

より説明をいたしますが、資料が分かり易すいと思いまして、第 20 回、前

回の合併協議会で確認をいただいた地方税の取扱いと重複掲載している部

分が相当ございます。その部分は説明を省略させていただきますが、その

部分には20回合併協議会確認済と云う風に記載しておりますのでよろしく

お願いいたします。まず、82 ページをお願いいたします。税の賦課関係で、

6 の納税管理人の欄でございますが、三野、井川が抜けて、2 町に差異がな

くなりましたので、現行のとおり新町に引き継ぐと云う風にいたしました。

それから、83 ページをお願いいたします。ここの過料につきましても、2

町に差異がなくなりましたので、これにつきましても現行のとおり新町に

引き継ぐと云う風に修正をいたしております。それから 84 ページからの税

の徴収関係についてでございますが、86 ページをお願いいたします。口座

振替の（2）概要と云う風なものにつきまして、これにつきましても、4 町

時は差があったんですが、2 町では差異がありませんので、現行のとおり新

町に引き継ぐものといたしております。以下徴収関係につきましては 95 ペ

ージまでの間、変更が以前からの変更がございません。次に、96 ページか

ら 99 ページ、96 ページから 99 ページにかけて、個人町民税と云う事で載

せております。98 ページをお願いいたします。真ん中の所なんですが、特

例事業所の納期について、これにつきましても 4 町の時は差があったんで

すが、やはり 2 町では差異がなくなりましたので、現行のとおり新町に引

き継ぐことといたします。また、一枚めくっていただきまして、99 ページ

にも横線ございますがこれの無申告の取扱いについても、同様でございま

す。差異がなくなりました。それから 101 ページをお願いいたします。法

人町民税の発送時期、申告書の発送時期でございますが、これにつきまし

ても脱退させた他の 2 町が入った例としておりましたのでこれも三加茂町
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の例と修正をいたしております。次に、104 ページから、固定資産税につい

て記載しております。107 ページをお願いいたします。107 ページをお願い

いたします。ここで一番上、単価算出と云う欄がございますが、ここで右

側に新町発足後と云う所に下線を引いております。4 町時代はこの下線部の、

新町発足後のあとに、最初の評価替え時までに調整すると云うような言葉

が入っておりましたが、評価替えが、平成 18 年度と云うことで、その実務

は実際、平成 17 年度に実施すると云う事でございますので、合併が 1 年延

びましたことによって、17 年度の実務上の調整が実質不可能と云う事でご

ざいますので、その言葉を先ほど申しました最初の評価替え時までにと云

う言葉を削除いたしまして、合併後、最も適切な時期に調整すると云う意

味で新町発足後調整すると云う風に替えております。続きまして、108 ペー

ジをお願いします。これにつきまして償却資産の確認方法でございますが、

これにつきましても 2 町ですと差異がなくなりましたので、現行のとおり

新町に引き継ぐ事にいたします。それから 113 ページをお願いします。113

ページの評価替え作業から 115 ページ、めくっていただきまして 115 ペー

ジの評価替え入力手順と云ったような事でこの調整方針、右側に全部新町

発足後の下に下線を付けております。7 箇所ほど、下線を付けておりますが、

先ほど 107 ページでの説明と同じ理由で、最初の評価替え時までにと云う

ような言葉を削除しております。削除して新町発足後最も適切な時期に調

整すると云う事での調整の方針になっております。それから 115 ページ下

の方、時点修正と云う中の(3)委託費でございますが、ここも三野町、井川

町、三加茂町といった事になっておりましたので三加茂町の例により統一

実施すると云う風に修正をいたしております。次に、118 ページをお願いし

ます。ここから軽自動車税について掲載しておりますが、119 ページ（2）

減免申請期限と云う事でございます。それからもうひとつ、121 ページ 9 の

実務内容と云う所がございますが、どちらも差異なしと云う様な事で現行

のとおり新町に引き継ぐ云う風にだけ、修正をしております。軽自動車は

この 2 つだけ修正しております。それから、125 ページからでございますが
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税務証明手数料には、両町に差異がありません。それから修正部分もござ

いません。同じく 128 ページ以降の公図・地籍図等の取扱いにつきまして

も 4 町時と特に替える必要がございませんでしたので修正をしておりませ

ん。以上でございます。よろしくお願いします。 

 

川原会長   はい。協議の第 117 号ですが、各種事務事業の取扱いの中での納税事務関係

についてをご説明申し上げました。皆さん方からご質問ご意見を賜りたいと

思いますが、いかかでしょうか。はい、安宅委員さん。 

 

安宅委員   三好町の安宅です。ちょっと 107 ページ。この単価算出の中じゃね。で雑種

地、これは加茂にはほの宅地単価だけでこの三好町には雑種地にと云う部類

があるんじゃけどこれはどっちをみたらいいんかな。 

 

川原会長   107 ぺージの雑種地。はい。これ説明出来ますか。 

 

安宅委員   類似種目の単価と書いておるわなぁ、三好町は。宅地以外の雑種地とかそれ

を類似地目の単価、三加茂町にはそう云う欄がないんじゃけどそれは現行の

通りと云うことは三加茂町は、その、そう云う類似地目は別に課税はないん

かな。 

 

       (協議をしている 約 20 秒) 

 

川原会長   これ助役さん分かりますか。 

 

田岡助役   これ雑種地の評価の取扱いなんですが三加茂町には雑種地として宅地に近

い雑種地。それから田畑に近い雑種地こういった物がございます。それで三

好町と表現が違うんですが、宅地に近い雑種地については宅地並みの課税を

しております。それから田畑、原野こういった物はそれに近いその数字を用
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いて評価しております。 

  

       (協議をしている 約 15 秒) 

 

川原会長   中身については同じ雑種地でも宅地に近い雑種地とそれとまぁ近隣の農地

なら農地とかそれにって云う様な分け方はしとるっちゅう事ですね。 

 

安宅委員   農地は農地でないん。 

 

川原会長   農地に近い雑種地ですね。とにかくそう云う事で分けとるって、現状の周

囲の状況って云う事じゃないんでしょうかね。例えが違うだけでそれは中

身で分かれとると云う様な解釈でええんかなと思うんですけど。 

 

安宅委員   はいはいはい。わかりました。 

 

川原会長   他どうでしょうか。 

       （異議なしの声あり） 

       よろしいですか。ありませんか。はい。それでは 117 号各種事務事業の取扱

い、納税事務関係についてを承認いただいたと云う事にさしていただきます。

1 時間になりますんでここで 10 分間小休を取ります。 

 

（休憩） 

 

川原会長   日程の 8 から再開します。各種福祉事業事務関係についてを説明をいたしま

す。事務局お願いいたします。 

 

逸見推進班員 推進班の逸見です。131ページをご覧下さい。各種福祉事業事務関係につい

てご説明いたします。（1）高齢者福祉関係については、次のとおり調整す
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る。ア 老人クラブについては、合併までに調整し、新町発足後に統合でき

るよう調整に努める。イ 国及び県等が定める制度に従う事業等、2町にお

いて差異なく実施している事業については、現行のとおり新町に引き継ぐも

のとする。ウ 敬老会については、新町では場所及び時間については当面の

間現行のとおりとし、その他については合併までに調整する。エ 敬老年金

及び長寿祝いについては、合併までに調整し新町においても実施する。オ 

福祉電話貸与については、三好町の例により統一し新町に引き継ぎ、規定整

備を行った上、町で実施する。カ 高齢者生きがい促進事業については、新

町では概ね60歳以上の高齢者を対象に町社会福祉協議会に委託の上実施す

る。キ 高齢者実態把握事業、介護予防プラン作成事業、在宅介護支援セン

ター及び高齢者等への生活状況確認については、現行のとおり新町に引き継

ぎ、委託先については合併までに調整する。次のページに移りまして、ク 

外出サービス支援事業及び家族介護者教室については、関係機関と協議の上、

合併までに調整する。ケ 高齢者移送サービス事業については、まちづくり

計画におけるコミュニティバス事業と連携を図りながら合併までに調整す

る。コ 住宅改修支援事業及び生活管理指導事業については、三加茂町の例

により統一し新町に引き継ぐ。ただし、委託先については現行のとおりとす

る。サ 生きがい活動支援通所事業については、現在のサービスを低下させ

ぬよう、合併までに関係機関と協議の上、調整し新町に引き継ぐ。シ 家族

介護用品の支給については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、支給手

続については、合併までに調整する。ス 軽度生活援助事業、町紙おむつ支

給事業、町寝たきり老人等介護手当支給事業、ねたきり高齢者等見舞事業及

び長期入院入所者見舞事業については、新町においては実施しない。セ 高

齢者の生きがいと健康づくり推進事業については、現行のとおり新町に引き

継ぎ、町社会福祉協議会に委託の上実施するものとし、高齢者の生きがいと

健康づくり推進協議会については、新町において設置する。ソ 成年後見制

度利用支援事業、食の自立支援事業及び高齢者筋力向上トレーニング事業に

ついては、三加茂町の例により統一し新町に引き継ぐ。タ 緊急通報体制等
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整備事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、事務手順につ

いては、合併までに調整する｡チ 高齢者地域支援体制整備・評価事業及び

高齢者等への生活状況確認については、合併までに調整する。ツ シルバー

人材センター事業については、合併までに調整し、新町発足後、社団法人シ

ルバー人材センターを設立の上実施できるよう調整する。テ 機能訓練関係

事業については、関係機関と協議の上、合併までに実施内容等を調整し、新

町では材料費等の実費を個人負担として実施する。ト 地域福祉計画につい

ては、新町発足後、関係機関と協議し策定する。ナ 高齢者福祉計画につい

ては、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、関係機関と協議し策定す

る。（2）障害者福祉関係については、次のとおり調整する。ア 国及び県

等が定める制度に従う事業等、2町において差異なく実施している事業につ

いては、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。イ 在宅重度障害者訪問

審査事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、派遣医師等へ

の報酬等については、医師等と協議の上、合併までに調整する。ウ 障害者

扶養共済制度事務については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度

より三好町の例により統一実施する。エ 身体・知的障害者相談員について

は、徳島県と協議のうえ新町に引き継ぐ。オ 障害者団体のうち、共通の目

的を持った団体については、合併までに調整し新町発足後に統合できるよう

調整に努め、事務局の担当については、関係団体と協議し合併までに調整す

る。カ 障害者計画については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後

関係機関と協議し策定する。キ 名簿等のデータ管理については、合併まで

に調整し、新町発足後住民基本台帳の電算システムと連動させた電算化を行

う。（3）児童・母子福祉関係については、以下のとおり調整する。ア 国

及び県等が定める制度に従う事業等、2町において差異なく実施している事

業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 母子世帯小口資金の貸付

については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、三加茂町については、

関係団体との協議を行う。ウ 母子寡婦福祉連合会については、合併までに

調整し新町発足後に統合できるよう調整に努める。エ 地域子育て支援セン
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ター事業については、実施時期及び規模について国及び県と協議の上、合併

までに調整し、新町においても実施する。オ 子ども未来21子育て支援事業

については、県と協議の上、合併までに調整し、新町においても実施する。

カ 放課後児童クラブ、児童館及び母子生活支援施設については、現行のと

おり新町に引き継ぐ。キ 次世代育成支援対策行動計画については、新町に

引き継ぐものとする。（4）その他福祉事業関係については、次のとおり調

整する。ア 国及び県等が定める制度に従う事業等、2町において差異なく

実施している事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。イ

 行旅病人等関係事務については、三加茂町の例により統一し新町に引き継

ぐ。ウ 民生委員・児童委員の協議会及び推薦会については、国及び県と合

併までに調整し、新町発足時より統合する。次のページに移っていただきま

して、エ 戦没者慰霊祭については、新町では旧町単位において無宗教の献

花方式で実施するものとし、実施時期等については合併までに調整する。オ

 遺族会、軍恩会、傷痍軍人会、傷痍軍人妻の会、軍恩欠格者会及び更正保

護女性会については、合併までに調整し新町発足後に統合できるよう調整に

努める。事務局の担当については、関係団体と協議し合併までに調整する。

ここで今、申しました厚生保護女性会の厚生を良くないものが、良く改善す

る意味での「更正」に漢字を変えていただきたいと思います。カ 健康福祉

まつりについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において町全域の行

事を検討する。キ 健康日本21計画については、新町発足後、関係機関と協

議し策定する。ク 日本赤十字社費の募集については、日本赤十字社と協議

の上、新町に引き継ぐ。（5）福祉医療関係については、次のとおり調整す

る。ここもうひとつ次のとおり調整すると重複しておりますので削除お願い

いたします。ア 事業及び事務については、現行のとおり新町に引き継ぎ、

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合併までに調整

する。イ 乳児及び重度心身障害者等の医療費助成に関するデータ管理につ

いては、合併までに調整し、新町発足時よりシステムの電算化を行う。（6）

福祉施設関係については、次のとおり調整する。ア 老人福祉センターにつ
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いては、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、利用申請手順については合

併までに調整するものとし、使用料については新町発足後に調整する。イ 

その他の福祉施設については、現行のとおり新町に引き継ぐ。と云うことで

中身につきまして変更点を説明いたします。135ページからは、高齢者福祉

関係について掲載しております。1の老人クラブから、139ページの5．老人

保護措置事業までは、4町のときと変わっておりません。139ページの6．日

常生活用具給付事業については、今回の調整段階において、2町で差異がな

いため、現行のとおり新町に引き継ぐことになりました。 140ページの7．

福祉電話貸与については、4町のときは、三野町と三好町の例により統一す

るとなっていたのを、三好町の例によりと変更し、規定が必要だと云うこと

で、規定整備を行って事業を実施することとしました。141ページの8．高齢

者生きがい促進事業から144ページの14．高齢者移送サービス事業までは、4

町のときと同じです。145ページをご覧ください。15．軽度生活支援事業に

ついては、前回は井川町と三好町が実施しており、井川町の例により統一す

ることにしていましたが、実施しているサービスが他の事業で対応できるこ

とから、新町では実施しないこととなりました。他の事業で対応して参りま

す。146ページの16．住宅改造費促進事業については、前回と変わっていま

せん。17の住宅改修支援事業については、前回は三野町と三好町の例により

統一することになっていましたが、(2)の利用者負担について、県に問い合

わせをしたところ三加茂町のように1時間あたりいくらと云う設定が望まし

いとの回答を得ましたので、三加茂町の例により統一することになりました。

147ページの18．住宅改修支援事業の理由書助成分については、4町のときと

同様、現行のとおり新町に引き継ぐこととなっております。それから19．食

の自立支援事業についてですが、前回は配食サービスとして三加茂町が実施

していたものを県からの補助項目を変更して実施することになったため、掲

載を変更し、三加茂町の例により新町に引き継ぐこととしました。次ページ

の20．配食サービスについては、三加茂町が先程のような別事業として実施

することになったため、三好町のみの実施となっておりますが、現行のとお
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り新町に引き継ぐことになりました。149ページの21．生きがい活動支援通

所事業については、4町時と同じです。150ページの22．生活管理指導事業の

指導員派遣については、2町では差異がないため、現行のとおり新町に引き

継ぎます。23の生活管理指導事業の短期宿泊については、次の4冊目の資料

にわたっての掲載となっておりますが、4町のときと変わっておりません。4

冊目の資料、151ページをご覧ください。24としまして家族介護者教室につ

いては、4町の時と変わっておりません。152ページの25．家族介護用品の支

給については、対象者や支給方法については差異がないので、現行のとおり

新町に引き継ぎます。支給手続きについては合併までに調整を行います。15

3ページの26．町紙おむつ支給事業から156ぺージの30．成年後見制度利用支

援事業までは、4町のときと変わっておりません。156ページの31．緊急通報

体制等整備事業については、対象者や委託先、委託料については差異がない

ので、現行のとおり新町に引き継ぎ、事務手順については合併までに調整を

行います。157ページの32．高齢者地域支援体制整備・評価事業については、

4町時は合併した後に調整することになっていましたが、合併までに調整を

することとなりました。158ページの33．高齢者等への生活状況確認につい

ては、合併までに友愛訪問委員の調整を行ってまいります。34．ねたきり高

齢者等見舞事業から160ページの37．機能訓練関係事業までは、4町のときと

変わっておりません。161ページをご覧下さい。38．高齢者筋力向上トレー

ニング事業につきましては、三加茂町が新たに実施する事業ですが、三加茂

町の例により統一して新町に引き継ぎます。39．地域福祉計画と次ページ40．

高齢者福祉計画については、4町のときと変わっておりません。163ページを

ご覧ください。ここからは障害者福祉関係について掲載しております。1の

身体障害者手帳交付事務から165ページの5番障害者保健指導までは、4町の

時と同じです。165ページの6．町在宅重度高齢者訪問審査事業については、

内容や対象者については差異がないので、現行のとおり新町に引き継ぎます。

ただし、派遣医師等への報酬については、医師等と協議のうえ、合併までに

調整して統一をいたします。次ページ、7．障害者施設等通所費助成につい
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ては、2町では差異がないので、現行のとおり引き継ぐことといたしており

ます。167ページの8．障害者社会参加促進事業と次のページ9．障害者生活

支援事業については、4町のときと変わっておりません。168ページの10．障

害者扶養共済制度事務については、前回、三野町の例により統一すると云う

ことになっておりましたが、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することといたします。169ページの下段の11．経過

的福祉手当事務から、176ページの20．身体障害者用自動車改造費助成まで

は、4町のときと変わっておりません。176ページをご覧ください。21．点字

図書給付事業については、2町では差異がなくなりましたので、現行のとお

り新町に引き継ぎます。次ページの22．重度身体障害者住宅改造助成事業か

ら182ページの30．精神障害者居宅介護等事業については、4町のときと同じ

調整となっております。184ページをご覧ください。31、184ページの31.精

神障害者地域生活援助事業については、2町では差異がなくなりましたので、

現行のとおり新町に引き継ぎます。次のページ32．身体障害者会と33．障害

者育成会については、合併までに調整し、新町発足後に統合できるよう調整

に努めまして、事務局の担当については、関係団体と協議し合併までに調整

することとなりました。186ページの34．障害福祉計画と187ページ下段の35．

データ管理については、4町のときと変わらない提案となっております。188

ページをご覧ください。188ページからは、児童・母子福祉関係について掲

載しております。1の児童手当から196ページの8．子育て支援短期支援事業

までは、4町の時と変わっていません。197ページをご覧ください。197ペー

ジの9．放課後児童クラブ、放課後児童クラブにつきましては、前回、三野

町でも実施しておりましたが、今回、三好町のみの実施となりましたので、

現行のとおり新町に引き継ぎます。199ページ、199ページの10．児童館につ

きましては、前回、井川町でも実施しておりました。今回、三加茂町のみの

実施となりましたので、現行のとおり新町に引き継ぎます。200ページの11．

母子生活支援施設については、4町のときと変わっていません。次の5冊目の

資料に移っていただきまして、201ページをご覧ください。12．次世代育成
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支援対策行動計画については、4町のときと変わっていません。202ページか

らは、その他福祉関係について掲載しております。1の生活保護事業につい

ては、2町では差異がなくなっておりますので、現行のとおり新町に引き継

ぎます。203ページの2．民生委員・児童委員協議会から205ページの6．災害

援護資金貸付事業については、4町のときと同じ調整方針です。206ページ下

段の7．行旅病人等関係事務については、前回は、三野、井川、三加茂の例

により統一することになっていましたので、三野と井川を削除しまして、三

加茂町の例により統一し、新町に引き継ぐとなっております。207ページの8．

福祉巡回バス運行事業については、4町の時と変わらず、まちづくり計画に

おけるコミュニティバス事業と連携を図りながら合併までに調整いたしま

す。9の遺族会については、合併までに調整し、新町発足後に統合できるよ

う調整に努めまして、事務局の担当については、関係団体と協議し合併まで

に調整すると云う風になっております。208ページの10．戦没者慰霊祭につ

いては、4町の時と同じ提案内容となっております。209ページの11番、軍恩

会につきましては、新町発足後に統合できるよう調整に努めまして、こちら

も事務局の担当については、関係団体と協議し合併までに調整するとなって

おります。次のページの12．傷痍軍人会から211ページの14．軍恩欠格者会

については、合併までに調整し新町発足後に統合できるよう調整に努めると

同じ提案内容になっております。212ページの15．戦没者遺族弔慰金事務か

ら214ページの下段、20番ですが日本赤十字社費の募集までについては、4町

のときと変わっておりません。215ページをご覧下さい。215ページからは、

福祉医療関係について掲載しております。1番の医療費助成事業から225ペー

ジの11．緊急医療対策補助事業まで、福祉医療関係については、4町時代と

全く変わらない提案内容となっております。226ページをご覧ください。226

ページからは、福祉施設関係について掲載しておりますが、福祉施設関係に

ついても、1の老人福祉センターから2232ページの9．生きがいと創造の作業

所まで4町時代と全く同じ調整方針となっております。以上、走る走るでご

ざいますが、各種福祉事業事務関係についてご説明いたしました。ご協議を
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お願いいたします。 

 

川原会長   はい。各種福祉事業事務関係についてご説明を申しあげました。説明のよう

に本当に走る走ると云う様な形ですが、中で何かありましたらご意見を賜り

たいと思いますが。はい、前田委員さん 

 

前田委員   201ページなんですけれども、12番の次世代育成支援対策行動計画って云う

のを読ましていただきましたら、その、（2）番の策定って云う所ですけれ

どもその注意書きの所にね、15年度のニーズ調査の時点より東部4町合同で

進めており、合併した場合と合併しなかった場合の各町ごとの計画について

総合的に策定作業中と云う事ですが東部4町担当者及び委託会社と云う風に

東部4町で進めて行った時のままがここに残っているのかなと思いますけど、

このままでいいんでしょうか。 

 

川原会長   これ、担当の4町での協議って進んでましたか。 

 

逸見推進班員 あのー4町での担当がえー不定期ではあるんですが集まって協議しておった

ようです。とりあえず4町合同で前回進めておったと云う事でまぁ三野、井

川の分が若干入っているとは思うんですけれども、そこら辺は修正を加えて

やると云う事で大筋はあんまり変わらないんではないかと。 

 

前田委員   ちょっとおかしいのではないかなと思いましたので出しました。で、その下

の方の予算ですかね。委託料、委託料につきましても4分の1で計算している

のがそこに出されておりますので、これも矛盾してきます。ですね。2町の

場合。そのあたり訂正の必要があるのかなと思いまして。 

 

川原会長   まぁこれ現状の形で出してますんで、これまた新町に引き継ぐ時にそこら辺

りは変わると思うんですが説明をまた担当からします。 
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竹谷推進班長 あのこれ4町で一緒にしよると云う事であって合併と切り離して考えていた

だいた方がいいと思うんです。あの県の方からご指導がありまして、この計

画を立てなさいと言われた時点で合併の話が進んでおりました。で、まぁあ

の基本的には別々にしようかと云う話をしよった様なんですが、ひとつの会

社に対して、4つの町が申し込んだほうが委託が安いじゃないかと云う事で4

町の担当者が話し合いをしましてこの作業がおこりました。そう云う事でこ

の委託料は4分の1と形になっておりましてそれで契約をしておりますので

現在もこの作業は進んでおります。はい。ほでその計画書自体は合併をして

もしなくっても使えるような中身に、やりながらまぁ合併が決まるまでの間

はそういった作業で進めて最終的に合併しようがしまいが使える資料にす

るんだと云う事でやっております。合併を目的として4町でやっておるんで

はなくって4町でやれば安いとだからもし、合併しなくっても4町バラバラで

も使えるような内容での資料を今、作っとると云う状況ですんで。まぁあの

現状はこう云う事ですんで、まぁあのどうですか。資料的にはこれでいたし

かたないんかなと云う風には思てはおります。 

 

土井助役  この件につきまして、三好町もほぼ出来上がっておりますので、この2月、2

月中にですね、こう云う委員会を開こうかなと云う様な事になっております

ので、多分もう三加茂町も出来上がっておると思います。で、16年度事業で

ございますので、3月までに完成をささなあかんと云う様な事でございます

ので、そう云う枠の中で今、竹谷班長が言いました様に、ほぼ、ほぼ、出来

上がっております。そしてそれを合併後新町になればですね、それを統合し

て、新しい計画をね、また造る。表現を変えていくと思いますが、もう現段

階出来上がっております。はい。 

 

前田委員   合併後、また、新たにやり方が変わっていくのではないかなと、思いました

のでこのままでいけるのかなと、2町でと云う事を考えなくていいのかなと
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云う事がちょっと疑問に思いましたので質問さしていただきました。わかり

ました。 

 

川原会長   はいはい。まぁあの合併に向けてと云う策定でなしに、たまたま4町で協議

をしておるんで4町でお願いしたと云う事であろうかと思います。はい。他

どうでしょうか。ちょっと中身が多いんで。ご質問もなかなかと思うんです

が。 

       （異議なしの声あり） 

       異議ありませんと云う事ですがよろしいですか。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協議第118号の各種福祉

事業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。続いて行きます。日程の9です。協議第119号、各種事務事業の取扱いで

すが、上下水道事業関係についてを提案いたします。事務局お願いします。 

 

竹谷推進班長  上下水道事業関係について説明いたします。234 ページの提案内容を読み

上げさしていただきます。（1）簡易水道事業関係については、次のとおり

とする。ア 各町の事業及び施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 加

入金、水道料金及び量水器の使用料は、現行のとおり新町に引き継ぐ。ウ 水

道関係手数料は、三加茂町の例により、新町発足時より統一施行する。（2）

上水道事業関係については、次のとおりとする。ア 事業及び施設は、現行

のとおり新町に引き継ぐ。イ 加入金、水道料金及び量水器の取扱いについ

ては、現行のとおり新町に引き継ぐ。ウ 水道関係手数料は、現行のとおり

新町に引き継ぐ。（3）浄化槽設置整備事業については、次のとおりとする。

ア 国庫補助事業対象分（主に認可区域外）は、現行のとおり新町に引き継

ぐ。イ 町単独補助事業対象分（認可区域内）については、三好町の例によ

り、新町発足時より統一施行する。（4）公共下水道について、認可済の事

業計画は新町に引き継ぐものとし、計画中のものについても現行のとおり新
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町に引き継ぎ、新町発足後、財政状況を勘案しながら、新町全体の汚水処理

計画の中で、多様な方策を検討する。 以上ですが、（3）のアとイの下線

部分でございますが、この分国庫補助事業とそれと町単独事業と云う風な以

前は表現をしておりましたが、ちょっと誤解を招くと云う事で、理解し易い

言葉に置き換えたと云う様な形で内容は変わっておりません。それから、（4）

の下線部、計画中のものに入っておりますがこれも計画中及び検討中の物と

云う表現をしておりましたが、公共下水道事業におきましては、三野町が抜

けたことによりまして検討中のものがなくなりましたので、削除して、計画

中のものと云うような表現に修正をいたしております。それでは、235 ペー

ジからの資料の修正箇所について、説明をいたします。235 ページの課題欄

でございますが、ここに課題欄の方に、三好町の事業は以前は消臭事業だけ

でございましたが、昨年の台風等々によりまして、取水口に問題が発生した

と云うような事で、その改修事業が課題としてあがってまいりましたので追

加をしております。そう云った事で消臭事業計画及び取水口改修事業がある

といったような課題にして載せております。それから、236 ページでござい

ますが、3の給水開始・中止の申込みについてでございますが、ここも三野

町及び三加茂町の例としておりましたものを三加茂町の例と修正をしてお

ります。それから次に、238 ページをお願いします。4 の工事負担金につい

てでございますが、合併までに調整すると云う予定でございましたが、2 町

になりますとやはり差がなくなりましたので、これも現行のとおり新町に引

き継ぐと云う風にいたしました。それから、239 ページをお願いします。水

道料金についてでございますが、三好町の算出方法で、10 円未満を切り捨

てると云う風な事にしました。以前は、三野、井川、三加茂が 10 円未満を

切り捨てておりましたのでそのような文言になっておりましたが、今回三加

茂町の例により 10 円未満を切り捨てると云う様に変えております。つづき

まして、243 ページをお願いいたします。量水器の取扱いと云う事でござい

ますが、4町時には量水器に対する考え方で差が大きくございまして、統一

が出来ておりませんでした。非常に統一が難しかったためにそれぞれ現行の
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とおり新町に引き継ぐと云う風にしておりましたが、三好、三加茂では差異

がほとんどございません。ほんの少しでございますので、合併までに調整し

て、統一施行すると云う風に改めさしていただいております。それから一枚

めくって、245 ページをお願いいたします。12 の水道関係手数料ですが、こ

れにつきましても井川、三加茂となっておりましたものを三加茂町の例と云

う風に直しております。それから、247 ページをお願いいたします。17 の管

路施設維持管理と云う事ですが、これも 2 町では差異がなくなりましたので、

現行のとおり新町に引き継いでいきます。 以上が、簡易水道の、簡易水道

事業関係の修正でございます。続きまして、255 ページをお願いいたします。

255 ページからは上水道事業。255 ページから 270 ページにかけて上水道事

業関係と云う事でございますが、4 町時代と同様、三加茂町にしか上水道施

設はありませんので、現行のとおり新町に引き継ぐものとして、全く修正を

加えておりません。それから、271 ページをお願いします。271 ページは、1

ページ 2 ページと浄化槽設置整備事業についてこれ触れております。一番下

の方に直した線がついておりますが、最初に説明しましたように、まぁ国庫

補助事業対象分と云うのは主に認可区域外にありまして町単独補助事業は

認可区域内にあると云うか事業をする方と云う風にお考えいただいたらい

いと思います。内容は以前も同じでございましたが分かりやすくこう云う書

き方に直しております。それから、273 ページ以降でございますが、278 ペ

ージにかけて公共下水道事業関係と云う風な事で掲載しておりますが、これ

につきましても、現在、実質的事業着手を行ってるのは三好町だけと云う事

で三加茂町は全体計画認可計画があると云う段階でこれにつきましても、最

初に説明をさしていただいた部分の修正と検討中のものを外しただけと云

う修正だけでございます。他に修正を加えておりません。以上でございます。

よろしくお願いします。 

 

川原会長   只今、上下水道事業関係についてご説明を申しあげました。この中でやはり

三加茂町が上水と云う事で加入金等々が違いますけども。これいずれはまた、
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三好町の方も上水への移行と云う事も考えておかなければならないと云う

風に思うんですが、そこら辺の差はありますし、下水に関して合併浄化槽の

補助ですが三好町の方が現実にはたくさんその認可区域内の工事について

補助しとったんですが今回三加茂町の補助もそれに、区域の分を合わせると

云う事で全体に上がります。そう云った事の内容の説明を申し上げましたが

他に何か気がつかれた事ございませんか。 

 

川原委員   質問します。16 番川原でございます。あのー先ほど簡易水道関係なんです

がこれあの三好町と三加茂町では加入金にしろ水道料金にしろ大分差があ

るようでございますが、ここに説明、具体的調整方法などに書いてあります

通りまぁ、水道料金についてこれまでの事業計画及び施設運営が異なるため

現行のとおりと云う事でございますが、同じまちに住みながら旧三好町地区

は安いぞと三加茂行ったら、旧三加茂地区行ったら高いぞと云う様な大分こ

う大分こう差があるようでございますので、出来ましたら会長おっしゃいま

した様になるべく早い機会に解消してまぁひとつのまちでおりながら平等

な恩恵が受けられるようにあの是非こう調整をお願いしたいと思います。 

 

川原会長   はい。まぁあの上水についてはこれ全然補助金がございませんので、特別会

計として独立をしていかなければならないと云う事でいろんな施設の償還

なり人件費なりと云う事でまかなっております。簡水についてはそれなりの

補助があると云う事で負担が軽いと云う事で料金も安いと云う形になって

おります。まぁ三好町もちょうど上水と簡水の境目ぐらいまでいっとんでな

いかと云う風に思うんですけど。 

       (協議をしている 約５秒間) 

       町内でも同じ簡水でも違うんですか。助役さんそこらへんちょっと説明。 

 

土井助役   土井でございます。あの今会長さんおっしゃられたように一応あの簡易水道

と上水道の、給水人口の 5 千人以上は上水、それ以下は簡易水道と云う事で

 
34



ございますが、三好町もだんだんこう新しい転入者もございますので、もう

今ぎりぎりの線をいっとると云う様な段階ではございます。まぁ合併をした

後ぐらいにはここら辺りが県の方からの指摘があるんでないかなとこんな

には思っておりますが、まぁ、簡易水道の時には補助金がおっしゃるように

ですね、ですから取水口なんかも昨年台風で傷めましたんでそこらあたりも

簡易水道の時分にちょっと改修をしとった方が得でないかなと云う様な事

で今回新たに加えさしていただいておりますが、三好町もいよいよ境目にお

ると云う様なことでございます。はい。 

 

川原会長   まぁあの三加茂町の上水の方もあの設備をしてかなり長い時間が経ちます。

ほんで古い石綿管の分がかなりあってそれが順次壊れとると云う事で、そう

いった整備もしなければならないと云う事で何年か前に水道代を上げてい

ただいたんですが、もう非難轟々でかなり怒られたんですけども、現状それ

で何とか運営しとると云う事です。まぁそう云う事でいろいろまたこれにつ

いては合併してから住民の皆さん方からもいろんな意見も出てこうかと、な

んで違うんなと云う様な事を言われると思いますんで、順次今お話があった

ように三好町の方もいずれ近いうちに上水になるだろうと、そうなればもう

自己運営と云う事になりますんで、やはりそれなりの料金をいただかんと運

営が出来んようになろうかと云う風に思います。まぁ現状はこのままで引き

継ぎたいと云う事でございます。はい。他に何かございませんか。 

       （異議なしの声あり） 

       よろしいですか。はい。それでは 119 号の上下水道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ます。次に参ります。日程の 10

です。協議第 120 号これも各種事務事業ですが建設事業関係についてご審議

をいただきます。説明お願いします。 

 

竹谷推進班長  建設事業関係について説明いたします。まず、読み上げさしていただきま

す。（1）建設事業については、次のとおりとする。ア 建設事業全般につ
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いては、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町建設計画等に基づき計画的に

実施する。イ 道路等の新設改良事業に伴う用地買収基準については、無

償を原則とし、三好町の例により、新町発足時より統一適用する。ウ 各

種維持管理業務については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足時よ

り統一実施する。エ 急傾斜地崩壊対策事業の個人負担金については、現

行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足時より統一施行する。オ 国・県等

が実施している事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足

後、新町建設計画等に基づき、関係機関と協議の上、計画的に要望する。

（2）建設事務関係については、次のとおりとする。ア 道路施設について

は、現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 道路認定基準については、合併ま

でに調整し、新町発足時より統一適用する。ウ 公共用地取得事務につい

ては、現行のとおり新町に引き継ぐ。エ 道路・河川等占用許可関連事務

については、三加茂町の例を基本に合併までに調整し、新町発足時より統

一施行する。めくっていただきまして、（3）入札・契約事務関係について

は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を勘案しながら、

次のとおり調整する。ア 指名審査委員会については、合併までに調整し、

新町発足時より統一する。イ 公共工事に関する発注予定及び入札結果の

公表については、合併までに調整し、新町発足時より統一施行する。ウ 入

札事務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、入札回数等差

異のある事項については、合併までに調整し、新町発足時より統一施行す

る。エ 契約事務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、前

払金等差異のある事項については、合併までに調整し、新町発足時より統

一施行する。（4）公営住宅関係については、次のとおりとする。ア 公営

住宅施設及び管理については、現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 公営住

宅入居者選考は、公募により実施する。ウ 家賃については、公営住宅法

に基づき決定され、算定基準に差異がないので、現行のとおり新町に引き

継ぎ、統一実施する。エ 小集落改良住宅については、現行のとおり新町

に引き継ぐ。（5）地籍調査事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ
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事業実施し、新町発足後、全町的な事業進捗状況を見極めた上調整する。

この協定項目につきましても、大きくは修正をしておりません。281 ページ

からの資料により、説明をさせていただきます。281 ページから 296 ページ

までの間が、道路改良事業でありますとか過疎対策事業でありますとか云

う、建設事業と云う分野にについて掲載しておりますが、ほとんどが国、

県の補助事業等であったり記載事業であったりと云う事で、2 町ほとんど同

一基準で実施しております。そう云った事から基本的にはもう、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が、1 箇所だけ修正がござい

ますのでお願いいたします。287 ページをお願いします。一番下でございま

すが、項目的には町実施の急傾斜地崩壊対策事業と云う事で、県単補助事

業でございます。4町時の時にはは受益者負担に差異がありましたので、調

整をいたしておりましたが、三好町と三加茂町では、差異ありませんので、

受益者負担 6 分の 1 と云うことで、現行のとおり新町に引き継ぐと云う風

に修正しております。事業関係につきましては相対的には先ほど申しまし

たように新町建設計画等に基づいて計画的にやると云う事ですべて引き継

いでおります。それから297ページをお願いします。297ページからは事務。

建設事務関係について掲載しておりますが、まず、297 ページ、2道路の認

定と云う所でございますが、以前は 4 町時は井川町の例と云う風にしてお

りましたが、今回は、合併までに新たに調整して、統一適用したいと云う

風に思います。そう云った事での文言にかえさせていただいております。

それから 299 ページをお願いいたします。4 の公共用地取得事務でございま

すが、4町時には差異がありましたが、2町では差異がなくなりましたので、

現行のとおり新町に引き継ぐことといたします。1 枚めくっていただきまし

て 300 ページの 5 の用地登記事務、これにつきましても同様で、2町では差

異がなくなりましたので現行のとおり新町に引き継ぐことといたします。

それから、302 ページをお願いいたします。302 ページの 8、道路河川占用

等許可関連事務と云う事ですが、4 町時は、道路占用料を徴収しておりまし

た三野町の例を基本に調整することとしておりましたが、2 町では占用料を
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徴収していないと云うことから、現時点では規則を定めておりますので、

三加茂町と云う事で三加茂町の例を基本に調整しようと云うものでござい

ます。尚、道路占用料につきましては合併後に再度検討してみようと云う

様な事でございました。それから 304 ページからは、入札・契約事務にふ

れておりますが、1の指名願いの受付期間と云う事で、下線を引いておりま

すがここ井川町の例と表現しておりましたが、内容は変更しておりません。

もともと 1 月 6 日から 2 月末日と云う事での井川町と云う事でしたが表現

を修正をさせていただいております。それから次に、308 ページをお願いい

たします。308ページですが5の入札事務の中程で入札回数についてですが、

ここ井川町の例としておりましたものを、三加茂町の例と修正しておりま

す。井川町と三加茂町の実務には全く差異はございません。4 町の時に井川

町としておりました、井川町の方が書き方といいますか文章的に綺麗な形

なのでこっちが間違いなくええだろうと云う事でしとっただけでございま

す。三加茂町と実務に差がございませんので三加茂町の例によりと云う風

に訂正さしていただいております。311 ページをお願いいたします。8 の公

共工事に関する公表と云う事ですが、これにつきましても井川町の例によ

りと云う事にしておりましたがこれにつきましても 2 町では、発注予定、

それから入札結果この両方の公表とも、特に要綱等では規定しておりませ

ん。規定せずに運用の方は行っておりました。県等のご指導も仰ぎながら、

合併までに調整をした上統一施行したいと云う風な調整方針になっており

ます。それから、315 ページ以降でございますが、315 ページから公営住宅

関係について掲載しております。これにつきましてもほとんど修正してお

りませんが、318ページをお願いします。318ページをご覧いただきますと、

公営住宅の収納管理と云う欄がございます。この事務手順の所で、4 町では

差があったんですが、三加茂と三好では差異がなくなりましたので、現行

のとおり新町に引き継ぐと云う風にいたしました。一番上の入居者の家賃

算定時期が 1 ヶ月ほど他町と違っとったと云う程度の差でございました。

続きまして、323 ページをお願いします。ここからは地籍調査事業関係と云
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う事で、これにつきましても先ほどの公営住宅と同じで、ほとんど修正し

ておりません。1 箇所 325 ページの 2 地籍調査管理システムと云う事で、こ

れも 4 町時は同一でなかったんですが三好と三加茂は同一のシステムを使

っておりますのでこれについても、現行のとおり新町に引き継いで事業実

施すると云う風に修正をいたしております。以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

川原会長   120 号の建設事業関係についてをご説明申し上げました。建設関係の事業

そしてまた入札関係、そして公営住宅、地籍関係と云う事ですがこの中で

何かご質問ございますでしょうか。はい。横関委員さん。 

 

横関(秋)委員 6 番横関です。えーとあの、三好町の場合は議員で 3 親等まで社長に就任出

来んと云うんですが三加茂町の場合は今どんなにして、新町はどういう風に

するんかちょっと教えていただきたいと。 

 

川原会長   これは、きちっと法律にあるんですが三加茂町もかなり前に議会での議決と

云う事でやはりあの役員とかそういった規定も法律で決まっておりますし、

その対象になるのは事業量が総売り上げの半分以上とかそこらへんがある

んでもともとの分が…。三加茂町では議会で決めた内容について助役さんち

ょっと覚えてますか。覚えてないですか。一応何親等とかそこらへんってい

うのもあると思います。 

 

横関(秋)委員 町工事と県工事の割合によって違いもあるしね。総工事、総売り上げの。 

 

川原会長   県工事は別に関係ないと思いますが、全体の売り上げの半分以上と云う事に

なれば、やはりそう云ったことで法律上かかってくると云う風には規定され

ていますね。はい。どんなんですかこれはもう一度再審議と云う事で新しい

町で検討したらいいと云う様な意見でしょうか。 
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横関(秋)委員 えーはっきりちょっと決めてませんけど…。 

川原会長   これ、なにかこういうような発言出たん、部会の中では。 

 

竹谷推進班長 出ておりません。どういった法律で何親等までいけないのかと云うあの詳し

い所まで勉強しておりませんし話にも出てきておりませんでした。ただあ

の、横関委員さんのおっしゃたのは三好町の場合議会で何親等までと云う風

に議決をしてそれを実行しよると云うお話でしたんで、基本的には合併協議

の中で話しを、我々の事務方がやってしまうもんでもないんで特に出てこな

かったというんが現状だろうと思うんです。まぁ、あの三加茂町にも先ほど

お聞きしますと申し合わせ事項と云うような事で議決をしとるようなんで

そのすり合わせは必要なんかとは思うんですが現実はようして、今は事務方

の方からは話題に上がってなかったというのが現状でございます。 

 

重田委員   あのなぁ。竹谷くん。それ事務方が言うってって言うけどな、これ法的に何

条だったか、兼業の禁止っちゅうんがあるんよ。兼業の禁止が。あれを十分

解釈したらな、3 親等までいかんようになるんでよ。あれを十分解釈したら。

支配を影響する、その事業に対して支配の影響力があるもんというんが入っ

とんじゃあれ。 

 

川原会長   あの規定には、何親等っていう規定はないですよね。ただ議員または町がそ

の責任を持ってある程度役員とかは監査それに類するものと云う風な規定

だったんですね。はいはい。影響力っていうか。そう云う決まりだったんで

すよね。でまぁその。 

(協議をしている 約３秒間) 

それもこちらで決める決めんに関わらず法律として残りますからね。ただそ

の上に何親等って云う規定を両町ともやっぱり考えたと思うんですよね。影

響のまぁ力ですよね。影響を及ぼすったってその境がはっきりしませんから
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ね。どこまで影響するんかという。まぁそう云った規定となおかつその影響

する範囲ですね先ほど申し上げた売り上げの。それが一千万の売り上げがあ

って町関係が 50 万や 100 万であれば 5％、10％だったら、影響、そこら辺

の規定もあるようですが。まぁこれあの一応検討すると云う事で課題として

置いておきましょうかね。はい。はい。あとどうでしょうか。 

       （異議なしの声あり） 

       よろしいですか。はい。それでは今、意見のありました入札関係、その締め

基準ですねこの辺りは検討課題として残すと云う事で説明申し上げた分に

ついてはご了解いただいたと云う事にさしていただきたいと思います。はい。

もう一件行きましょうか。次参ります。協議の第 121 号です。同じく事務事

業ですが農林水産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。 

 

元木推進班員 推進班の元木です。327ページをご覧ください。農林水産事業関係について

説明いたします。まず提案内容の方を読み上げさせtいただきます。（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。

（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。（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。（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。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）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。 

詳細につきまして若干の変更点がございますので説明いたします。328ペー

ジからまず国・県補助事業についてでございます。1番の農業経営基盤強化

促進法関係事業については変更ございません。続いて330ページ2認定農業者

育成事業、3水田農業構造改革事業、3－2特別調整促進加算助成事業3－3水

田農業推進団体332ページ4中山間地域等直接支払事業、4－2推進事業5中山
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間地域総合整備事業今の分については変更ございません。334ページ6の県単

地域農業振興事業につきましては前回の提案内容は現行のとおり新町に引

き継ぐ。町の負担割合については新町で調整するとなっておりましたが右の

方に記載のありますように現行のとおり新町に引き継ぐ。但し、事業の負担

割合等については合併までに調整し、平成18年度より統一実施する。と変更

されております。続いて7農業制度資金利子助成事業、8森林整備地域活動支

援交付金制度は変更ありません。336ページ8－2、9についても変更ございま

せん。10番町有林整備事業については前回までは現行のとおり新町に引き継

ぎ、新町発足後統一施行する。となっておりましたが先の20回協議会におけ

る財産及び債務の取扱いについてで確認されておりますので右の方の記載

のとおり三加茂町の財産区所有林については財産及び債務の取扱いについ

ての協議のとおりとし、その他の山林については現行のとおり新町に引き継

ぐ。と変更されております。めくっていただいて、 338ページ10－2生活環

境保全林については現行のとおり新町に引き継ぐ。10－3公社造林事業、10

－4分収造林保育事業10－5町有林の維持管理につきましては先ほどの10番

町有林整備事業と同様の記載に変更されております。めくっていただいて34

0ページからは農林業の振興計画についてでございます。11番については、

前回と変更ございません。12番市町村森林整備計画については前回は新町に

おいて新たに策定するとなっておりましたが現行のとおり新町に引き継ぎ、

新町において新たに策定すると若干文言が変わっております。めくっていた

だいて342ページここからは町単独事業についてでございます。13について

は変更ございません。14番地域産品加工直売施設についてはその他協議が必

要な事項よりこちらへ移しております。調整方針の方には変更点はございま

せん。15については変更ございません。16番の畜産共進会については前回は

現行のとおり新町に引き継ぐとなっておりましたが現行のとおり新町に引

き継ぎ、新町発足後統一する。と変更されております。続いて344ページ17

農業振興関係団体続く18の林業関係団体については共に前回、別途協議とな

っておりましたが前々会の19回協議会における公共的団体の取扱いについ
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てで確認されておりますので統合可能な団体については、できる限り合併ま

でに調整し新町発足時に統合するよう務める。と変更しております。続いて

19番、19－2、20番については変更ございません。めくっていただいて346ペ

ージ21番、22番についても変更ございません。347ページから関連施設の方

に入ります。23番については変更ございません。続きまして349ページから

農業委員会事務についてでございます。24の農業委員会関係については調整

方針の方には変更ございませんが20回、前回の協議会における農業委員会の

定数及び任期の取扱いについてにおいて確認されておりますので参考とし

ましてそこへ記載を加えております。350ページ、351ページ、352ページに

ついては変更ございません。以上でございます。それでは、よろしくお願い

します 

 

川原会長   協議第121号の農林水産事業関係についてご説明申し上げましたが、この件

について何かご意見、ご質問ございますか。 

       （異議なしの声あり） 

       あのまぁちょっとこれ今の形は変わったんですが344ページの団体の中で三

加茂町で一番上の水の丸土地改良区ってあるんですが、この改良区について

は今回解散をいたしました。で、あともう任意の組合みたいな形になるよう

です。どうでしょうか。農林事業関係。別にありませんか。よろしいですか。

はい。それでは意見・ご質問等ないようですので協議第121号農林水産事業

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ます。で、ま

た小休を取りたいと思いますが、4時まで10分間休憩いたします。 

（休憩）    

川原会長   えーそれでは協議再開いたします。協議項目もあと3項目と云う事でござい

ますんでよろしくお願いをいたします。それでは協議の第122号同じく各種

事務事業ですが学校教育事業関係についてをご審議いただきます。説明頼み

ます。 
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逸見推進班員 353ページをご覧ください。学校教育事業関係について説明いたします。（1）

教育委員会については、合併までに調整し、新町の教育委員会において定め

る。（2）表彰については合併時に廃止し、町表彰に統一する。（3）学校の

管理及び運営については、現行のとおり新町に引き継ぐ。（4）児童及び生徒

の健康診断等については、三加茂町の例により統一できるよう、医師等と合

併までに調整する。（5）ＡＬＴ派遣事業については、新町においても引き続

き実施する。（6）通学バスの運行については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（7）各種補助事業については、合併までに調整する｡（8）遠距離通学費補助

については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度より支払料金の全

額を補助する。（9）要保護・準要保護の就学援助については、平成17年度は

現行のとおりとし、平成18年度より給食費は全額支給とし、その他について

は合併までに調整し、新町の補助基準を定める。それ以降にあります遠距離

学費補助については全額を補助するって云うのは（8）のがちょっとこちらに

同じのを掲載しておりますので削除をお願いいたします。（10）奨学金制度

については、合併時に廃止し新町において新たに検討する。ただし、合併前

の貸付及び償還については現行のとおりとする｡次のページめくっていただ

きまして、（11）幼稚園事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。（1

2）幼稚園の保育料については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度

より月額4，000円とし入園料は徴収せず、減免については、三加茂町の例に

より統一する。（13）学校給食事業については、現行のとおり新町に引き継

ぐ。（14）給食費については、平成17年度は現行のとおりとし、18年度より

三加茂町の例により統一する。と云う提案になっております。細部の変更点

について、説明いたします。355ページからは、教育委員会について掲載して

おります。2は会議の開催について、4町のときは、合併までに調整し、新町

の教育委員会において定めることになっていましたが、右のとおり三好町の

例により統一するよう、新町の教育委員会において協議し定めると云う事に

なりました。356ページをお開け下さい。3番の学校医等と357ページの4．事

務局人事等については、4町のときと変わっておりません。358ページに移っ
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ていただきまして、5番学校職員人事のうち、配置状況について、4町時は合

併までに調整するとなっていましたが、この度委託契約を締結することに調

整されております。 6．表彰については、前回と変わっておりません。359

ページの7．公印の管守については、4町時は、井川町の例により合併までに

調整するとしていたものを、新町において教育委員会公印規定を策定し管守

する事になっております。8の請願及び陳情、次のぺージの9．後援名義の使

用許可、10．教育推進団体負担金については、4町のときと同じです。11．教

員住宅の事務手続について、前回は合併までに調整するとなっていましたが、

今回右のように、入居希望者から入居願を受け付けまして、教育委員会が入

居承認書を交付、そして入居承認を得た者が入居届と誓約書を提出して入居

します。それから退去の際は、入居者からの返還届により、教育委員会が立

会検査を行うこととなっております。361ページからは、学校管理・運営につ

いて掲載しております。1の学校の設置及び廃止、それから2の学校教育施設

管理・保守、それから次のページの3．教育財産の目的外使用については、4

町のときと変わっておりません。4の物品の出納・保管及び処分について、4

町のときは、井川町の例によりとなっていたものが、三好町の例により新町

に引き継ぐと云う風に変わっております。363ページの5．教具その他設備の

整備、次のページの6．学校図書の充実、それから7．児童生徒就学事務につ

いては、4町のときと変わっておりません。365ページの8．就学指導について

は、4町時は、合併までに調整し新町の教育委員会において定めることになっ

ていましたが、この度の調整で、右の通り、目的及び概要については、三加

茂町の例により統一する。事務手順につきましては、調整方針にありますよ

うに、4月に就学指導委員を委嘱。10月から11月の間に調査を行いまして、1

2月に就学指導委員会を開催して判定審議を行います。以後、判定保留者がい

る場合は、随時、委員会を開催すると云う風になりました。そして心身障害

児就学指導委員会につきましては、三好町の例により統一するよう、新町の

教育委員会において協議し定めるとなっております。366ページの9．学級編

制事務それから10．教職員人事事務については、4町時と変わっておりません。
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367ページの11．教職員健康診断業務については、2町で今回差異がございま

せん。同一ですので現行のとおり新町に引き継ぐとなっております。12の児

童生徒健康診断業務につきまして、4町時は三野町に幼稚園が無い小学校区が

あったため小学校入学予定者を対象にと小学校区単位で幼稚園及び保育所に

おいて実施となっておりましたが、2町では幼稚園のみにおいて実施すること

とします。14．教科書採択事務から373ページの21．通学バス運行業務までは、

4町のときと同じ調整となっております。374ページに移りまして、ここから

は各種補助事業について掲載しております。1の遠距離通学費補助（小学校）

と2の中学校については、17年度は現行のとおりとしまして、18年度から全額

補助と云う事に統一いたしております。それから3の要保護・準要保護児童生

徒の就学援助についてですが、概要の支給金額について、これまでは国の基

準どおりとなっておりましたが、課題にもありますように、17年度より国庫

補助が廃止されまして、交付税算入されることになっております。実際は町

費で賄うことになってしまいますので、このため、17年度は現行のとおりと

いたしまして、18年度より給食費は全額支給としまして、その他の物につい

ては財政状況等を勘案しながら合併までに調整しまして、町の補助基準を定

め、また、事務手順の支給事務については、出納や金融機関等と合併までに

調整を行うと云う風に右のような調整方針になっております。下段にありま

す、4．奨学金支給事業(町独自)につきましては、合併時に一旦廃止しまして、

新町において町の制度以外の奨学金制度との調整を含めて検討をすると云う

風になっております。377ページをご覧下さい。5番のクラブ活動等補助から3

78ページの8．各種補助金については、4町のときと変わらない提案となって

おります。379ページをご覧ください。ここからは幼稚園について掲載してお

ります。1の幼稚園事業については、4町のときと同じです。2番の保育料につ

いては、17年度は現行のとおり、18年度より入園料は徴収せず、保育料は園

児1人につき月額4，000円として、事務手順については、出納や金融機関等と

合併までに調整すると云う事で年度を変更しております。380ページ3．保育

料の減免につきまして、4町のときは、井川町と三加茂町の例により統一する
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となっていたものを三加茂町の例により統一すると変更しております。年度

の変更もおこなっております。それから4番、給食、幼稚園の給食ですが、現

行のとおり新町に引き継ぎますが、給食費につきまして、4町時には1食240

円としていたものを、この度17年度は現行のとおりですが18年度は1食250円

とすることにしております。5番の入・退所事務と次のページの園長6番につ

いては、4町のときと変わっておりません。382ページからは、学校給食につ

いて掲載しております。3番の給食費徴収方法につきまして、4町時は、先ほ

ど幼稚園の所でもありましたが前回は小学校が1食240円、中学校が1食260円、

幼稚園は240円としていたものを、この度、17年度は現行のとおり18年度は小

学校1食250円、中学校270円、幼稚園250円と10円ずつ上がっております。そ

れから4番実施場所、5番物資購入方法、6の献立作成については、4町の時と

同じです。それから、7の給食センターにつきまして、次のページの上にあり

ます給食調理員研修会について、前回合併までに調整するとなっていたもの

を、三加茂町の例により統一するよう新町の教育委員会において協議し定め

ると云う風に変わっております。それから8．附属機関として、両町に給食セ

ンター運営委員会がありますが、こちらも前回と同様、合併までに調整する

と云う提案となっております。以上、学校教育事業関係について、ご協議を

お願いいたします。 

 

川原会長   はい。説明を申し上げました122号の学校教育事業関係についてをご審議い

ただきます。何かございませんか。はい。秋田委員さん。 

 

秋田委員   355ページですかね。会議の開催って云う所。教育委員会の三好町の例によ

り統一するよう、新町の教育委員会において定めるとこうなっております。

定例会は三好町の場合は4月、7月、12月と2月とこの4回だったかと思います。

その他の会につきましては臨時の会で委員長が召集してると、えー大体、年

間三好町の場合は16回ぐらい集まっていますかね、臨時会と定例会と両方合

わせましてえーと三加茂のほう見ましたら、毎月1回開催とこうなっておっ
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て、定例会がかなりこう差異があるようなんでまぁ三好町の方いけておりま

すんでその通り三好町の例にならっていけんことはないと思いますけど三

加茂の方の委員会どうでございましょうに。そこらあたりを。続いて質問な

んですが、何ページになりますかね。えーと、就学児童関係の所なんですが

まぁここの所ではちょっと問題が出てくると思いますが、就学指導委員会こ

れが三好町の場合は11月です。365ページです。事務手続きのとこですか。

三加茂の方が12月になっておって就学指導委員会判定会議につきましては

だいたいその、12月って云うんで行くとこう書かれておりますが、実際問題

としては11月の方が、12月って云うのは年末に入りまして非常にやりづらい

んですね。ですから、一応三好町の場合現在、11月にやっております。それ

と今の学齢の子供たちの中に就学指導委員会にかけてあと随時各家庭訪問、

そう云った事で手当てをしなければいけない子供たちが昔よりかなり人数

的に多なってるっちゅう事です。ですからその子供たちの就学を適正にする

んであれば、かなりその早めにって言うたらおかしいんですが12月よりも11

月の方が適切でないかなとこう云うように思いますがその点。それともう一

点子供たちの校区、進学する学校の校区についての規定って云うのがこの文

書の中にはないわけなんですがえー地教行法ですかね、地方教育行政のその

方でたぶん決めているんじゃないかと思いますが、これも各町村によって現

在あるんじゃないかと思いますが、それぞれの校区の決定って云うのが。現

状としては昼間の小学校へ行く子供たちについては、旧昼間村、昼間町。そ

う云ったことで、慣習としてそう云った事でやっておりますが、これも親た

ちの、その、なんて言いますか、仕事の都合とかそういった事によってかな

りこう、ひとつひとつ地区上的に考えていきましたら変わってきておるわけ

ですね。現状の現在住んでいる所と行っている小学校とが違うんです。まぁ

そう云ったところの校区の設定って云うのは多分教育委員会の方で決定す

るもんだろうとは思いますけどある程度こういった会で方針を決めておい

たらいかがかなとこう云う風に思う訳です。以上3点お願いしたいと思いま

す。 
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川原会長   はい。教育委員会の事から順次お話したいと思いますが、えーとこれ部会担

当誰だったかな。はい。あの部会の中で教育委員会の会の開催についてはど

んな調整になりましたか。 

 

逸見推進班員 はい。まずあの教育委員会の会議の開催その部会で教育委員会の課長さん方

で協議いただいた所、あの年4回の開催でいけるだろうと。云う風なご判断

でこの調整いただきました。で、またどうしても必要になった場合は臨時と、

臨時会と云う事で対応していけばいいのではないか云う事で、毎月開催する

って決めてしまうとまぁ絶対毎月寄ってこなあかんと云う事で年4回でとり

あえずは行ってみようかと云う事で調整をいただいております。 

 

前田委員   あのーちょっと秋田委員さんの方から今ご提案がありましたけれども、私も

実際の事考えてみますと2町が合併しまして今までの問題よりかもっと協議

する内容が多くなるって云う事が予想されます。特に18年度は。で、そう云

う事で4回に限っては、臨時と云えば臨時会何回でも開けるようになるんか

もしれませんがそれを多くするより定例委員会をもうちょっと回数を多く

して設定しとく方が計画的に会議が進められるのではないかなと、4回では

ちょっと無理が行くんではないかと。まぁ課長さん方の話し合いが済んだっ

て云う段階ですので私たちがどうこうって云うのもちょっとどうかと思う

んですが、実際のあの毎月三加茂町、毎月やってきました。それであの特別

問題がないって事もなかったしもっともっと協議する必要のある場合もあ

りましたので簡単に事務連絡で終われば簡単に済む場合もありますけれど

も、もうちょっと教育委員会のあり方などを考えなおす必要があるのでない

かなと云う風に思いますのでもう少しこれは関係の方々に4回をもう少し回

数を増やすとかもう一度ちょっと考え直してもらうほうがいいのではない

かなと思います。 
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逸見推進班員 すみません。とりあえずあの教育委員の課長さん方が集まっていただいてと

りあえずこう云う方向であの調整方針にもありますけれども新町の教育委員

会にお諮りしたいと云う風な協議なのでここに一言後に新町の教育委員会に

て協議し定めると云う風な事を入れさしていただいておりますのでそういっ

たご意見をと云う事でまた、協議は十分行いたいとは思うんですけれども。 

 

前田委員   統一するようって言葉が引っかかる訳ですね。こう云う方向に進みますよっ

て事ですでに暗示しておるようなもんですから、それはちょっとどうかなっ

て事がありますのであのさらに協議を。三好町の例を基にしてさらに協議を

すると云う風にするか。幅が出てきますので。 

 

川原会長   はいはい。あの臨時会を含めて三好町では16回くらいと12.3回は臨時会があ

る訳ですがこれやっぱり時期的に片寄るって形になるんですか。だいたい平

均して。 

 

秋田委員   だいたい平均して各月１回くらい。 

 

川原会長   だいたい月1回くらいはあるんでしょ。 

 

秋田委員   ２月と３月はどうしても回数が増えますが。 

 

川原会長   学校の行事もありますんで。はいはい。まぁあのこれ調整方針としてまぁい

ずれにしても新しい教育委員さんも出来ますんでその中で再協議を行うと

云う事で、まぁこの三好町の例により統一すると云う事を書いてあるんで、

ちょっとこうその固まってしまいそうな気がするんで三好町の例を元にし

て新町の教育委員会において協議すると云う事でよろしいですかね。よろし

いですか。はい。はい、それではもうひとつ、365ページの就学指導の時期

なんですがこれやっぱり、秋田委員さん、早めがいいと云う事で11月がいい
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と。 

 

秋田委員   実際問題として現実１２月というのは日にちが取りにくいわけです。です

から１１月が適当ではないかと。というのは会がやりやすいっていうのと

一緒に、現状子どもたちが先ほども言いましたように、かなり就学指導委

員会にかけなければいけない子どもたちがかなり多くなってきていると。

そういったことでできれば１１月にしておいて、あとそれについてのいろ

いろな問題を解決していくための処置をしていけばよいんでないかなと、

こういう風に思います。 

 

川原会長   はい。と云う事は事務手順の欄にありますように調査も早く始めなければな

らないと云う事ですね。調査を10月から11月にして12月に就学指導委員会っ

て云う様な形で書いてますわね。案として。調整方向として。これを11月に

はもう、就学指導委員会を開催すると、それを元にして調査も早めにすると

云う事でよろしいですかね。はい。それでええかな。はい。あと一点校区の

規定ですが、この校区については一応決まっておりますが、先ほど秋田委員

さんがおっしゃったように仕事の都合とかまぁその途中で変わってあと半

年や一年って云う形もあろうかとは思うんで、そこらへんはある程度余裕を

もってされよるとは思うんですが、現状はどうでしょうかね。あんまりこう、

かちっと区切ったもんでも現状ではないと思うんですがね。まぁ自由ってい

うてもあんまりわざわざ遠い所へはいかんだろけどねぇ。 

(協議をしている 約１０秒) 

自由っていうたらちょっとややこしくなるかと思うんですよ。でまぁある程

度の枠は決めといてこれを調整すると云う形にしとかんとやっぱり先生の

数とかいろんな事にこれ影響してきますんで、えー逸見君ちょっと。 

 

逸見推進班員 すいません。あの只今お話にもありましたようにあのー学校区って云うのは

きちっとは決まってないんですけどまぁ両町ともあのある程度大体、旧村単
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位とか云う感じで決まっておるようなんですが、そこら辺で今もお話あった

ように多少は融通は利かしておると云う事でそういった意味合いで現行の

とおり新町に引き継ぐと云う形で、まぁ行っておると。あんまりきちっと決

めるのもまぁなかなか難しいのではないかと云うようなご協議の内容でし

た。 

 

秋田委員   現状のままで私は構いませんと思うんです。状況としてはね。今のお話があ

りましたように。ただその何て云うんですかここの会で新町に引き継ぐとか

そう云った事があるほうが私は確実でないかなと思うだけなんで。今もう言

われましたようにね便宜っていうんですかそう云った事がある訳です。実際

ね。お父さんお母さんは仮に足代の方に三好町だったらおってそして子供が

おじいさんおばあさんの所におってそして学校にくるとかね。まぁひとつの

例なんですが。そういった場合に校区やかましぃに言いましたら、とても問

題になりませんし。こんなのは。ですから現状に合わしていかなければなら

ないと思いますがね。ただそのこれだけのようけ学校関係の事の中に入って

やね。新町に引き継ぐと云う様な言葉が、校区もないしね。言い換えました

ら足代の子供たちが三加茂中学校へ入学出来るかどうか。ここら辺りについ

ては新しい教育委員会で多分決められると思いますけど、慣習によって今ま

でどおり行くんだと云う様な事がそこの所に十分って云うんですか、活字に

残っておれば私はいいんじゃないかと思います。 

 

川原会長   原則的な話だと思うんですよ。用はね。まぁエリアはエリアでここですよと。

なおかつまた今秋田委員さんが言われたような、いろんなまた条件が絡んで

くるかとは思うんでその時は早めに連絡をいただいて、こうしたいと云う希

望はやっぱり出していただくと云う様な形になろうかと思うんですがね。こ

れはやっぱり個人の方がやっぱりこう、出してもらわんとわからんことです

からね。まぁそういった現行エリアは一応、決めてあるんでその中で今はも

う緩和措置っていうかそう云う形でそ、動っきょると云う事ですね。それを
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もう引き継ぐと云う事で解釈いただいたらええかと思うんですが。 

(協議をしている) 

秋田委員さんいいですかそれで。はい。他にどうでしょうか。なければ。 

 

前田委員   すいません。給食の問題ですけど。あのー昨年度も、15年度ですね。三加茂

町に新しい給食センターが設置されました。そいであのご飯の給食にしまし

ても、米飯給食ですねかなりな人数がそこで賄えると、で将来東部4町で合

併してもそこでひとつにまとまってもいけるんでないかと云うくらいの規

模を予想して準備をしたと云う事がちょっと言われておりました。それであ

のもしも財政面とかいろいろ三好町が今使っている給食センターがどの程

度なのかは私も存じませんので何とも言えませんがもし統合する、調整を考

えてみる必要があるって書かれていましたので課題の中に将来ひとつにま

とめるともっと合理的にそして清潔な設備の整った場所が利用できると云

う事でまたそれを利用すれば今まで以上にまとまりのある給食センターに

活用出来るんでないかなと期待をしているわけですが、もし不可能なら仕方

がありませんけどそう云う事も一応積極的に検討してみると、云う事で取り

組んでいただいたらと思います。 

 

川原会長   まぁあの、積極的っていうか現状では動くと云う事になろうかと思います。

で、あの三加茂も新しく今の所余裕が400くらいやと思うんです。数にして。

まぁ今後また少子家庭の中で数も減ってこようかと思いますんで順次それ

はまた統合って云う考え方がそれは先生が言われとるのがおうとると思い

ます。で、まぁ両方のセンターにも職員も先生方もおいでますんで、そうい

った事も含めて今後検討のいろいろ必要があろうかと云う風に思います。で、

三加茂町も1100か1200くらいの対応はしよんですがもともとの設計が1500

人対象って云う事で300か400くらいの余裕でしかありませんのではい。一部

解消って云う様な形をとりあえず取る形になろうかと思いますけどね。はい。

他にどうでしょうか。 
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       （異議なしの声あり） 

       はい。それでは122号の学校教育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ます。123号に移ります。社会教育事業関係につい

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 6冊目に移りまして384ページから社会教育事業関係についてご説明いたし

ます。(1)社会教育関係については、次のとおり調整する。ア 生涯学習関

連表彰業務については、現在の規則等は合併時に廃止し、新町の町表彰に

統一する。イ 広報誌発行業務については、新町においても町広報を通じ

て紹介していく。ウ 各種講座等については、合併までに調整し、内容の

充実や新しい講座の開設等に努める。エ 成人式については、現行の対象

者について新町では統一して実施するものとし、場所及び内容等について

は、新町発足後調整する。オ 町史の編纂及び販売については、現行のと

おり新町に引き継ぎ、新町においては教育委員会が保管及び販売を取扱う。

カ チャレンジ徳島推進事業については、次のとおり調整する。（ア）ク

リーン作戦、花いっぱい運動及びお焚き上げ行事については、担当部署を

替えて実施する。（イ）その他の事業については、現行のとおり新町に引

き継ぎ、詳細については合併までに調整する。（ウ）チャレンジ徳島推進

協議会については、合併時に廃止する。キ 社会教育振興大会については、

新町の生涯学習推進協議会において検討し実施する。次のページにお移り

いただきまして。ク 社会教育団体各種研修費補助については、現行のと

おり新町に引き継ぐ。（2）社会体育関係については、次のとおり調整する。

ア 各種スポーツ大会及び教室等については、現行のとおり新町に引き継

ぎ、新町において新たな町全域の事業について検討する。イ スポーツ安

全保険については、三加茂町の例により新町に引き継ぎ、スポーツ少年団

員への掛金補助については、三好町の例により統一する。（3）社会体育施

設については、次のとおり調整する。ア 管理運営及び使用料等について

は、現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 使用手続については、次のとおり
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調整する。（ア）使用希望者は、申請書を管理人もしくは総合窓口へ使用 3

日前までに提出し、使用料を納入する。（イ）柔剣道場、プール及び学校

夜間照明施設については、現行のとおり新町に引き継ぐ。（4）公民館施設

については、次のとおり調整する。ア 施設の運営等については、現行の

とおり新町に引き継ぐ。イ 使用料については、新町発足後、速やかに調

整する。ウ 管理委託については、合併までに調整する。（5）図書館関係

については、次のとおり調整する。ア 施設の管理運営及び利用対象者に

ついては、現行のとおり新町に引き継ぐ。イ 図書の貸出及び障害者への

サービスについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。ウ ブックスタート

については、三加茂町の例により新町においても統一実施する。（6）文化

まつりについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において町全域で

の行事を検討する。（7）青少年教育関係については、次のとおり調整する。

ア 子ども世話やき活動や地域防犯パトロール隊については、現行のとお

り新町に引き継ぎ、活動の拡大を図る。イ 学校週 5 日制事業及び子ども

地域活動支援事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町ではＰ

ＴＡ等と協議を行い、町全域において各学校単位で事業が行えるよう調整

に努める。（8）文化財関係については、次のとおり調整する。ア 指定文

化財については、新町に引き継ぎ、保存事業補助については、合併までに

調整する。イ 歴史民俗資料館等については、現行のとおり新町に引き継

ぎ、資料の保管及び展示について調整を行う。と云う提案内容になってお

ります。細部につきまして、説明いたします。386 ページからは、社会教育

関係について掲載しています。 1 番の社会教育委員から 388 ページ下段の

5．広報誌発行業務までは、4 町のときと変わっておりません。次のページ

389 ページの 6．各種講座の開催そのうち、(1)公民館教室、生涯学級につ

いては、合併までに調整し、内容の充実に努めるというところは、4 町のと

きと同じですが、補助金を出している事業については、新町全域を対象に

実施すると云う事ことが新たに調整されております。(2)ＩＴ講習について

ですが、前回同様、合併までに調整し、内容の充実に努めると云う風にな
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っております。次(3)高齢者学級についてですが、4 町時には、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ことになっていました

が、合併までに福祉部門と協議し、廃止の方向で調整することとなってお

ります。これは、先程ご協議いただきました、各種福祉事業事務の中に、

高齢者の生きがいと健康づくり事業と云うものがあるんですが、高齢者学

級の趣旨や内容がその事業と類似しておりますため、そちらの事業で対応

していこうという考え方で、このような調整になっております。それから

(4)英会話教室と(5)の郷土史講座については、4 町の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 391 ページの 7．成人式と次のページ

の 8．町史の編纂・販売についても 4 町のときと変わっておりません。392

ページの 9．チャレンジ徳島推進事業については、右の調整方針のとおり変

更されております。クリーン作戦、花いっぱい運動及びお焚き上げ行事に

ついては、担当部署を替えて実施します。それと、その他の事業について

は、現行のとおり新町に引き継ぎ、詳細については合併までに調整すると

なっております。次のページにあります、(3)チャレンジ徳島推進協議会に

ついてですが、4 町の時には、合併までに調整し、新町において再編すると

云う事になっておりましたが、合併までに廃止すると云う事になっており

ます。これは、チャレンジ徳島推進事業は県補助事業でしたが、既に事業

が終わっております関係で、それから推進協議会としての活動は実際には

無いと云う事でこうなりました。ただし、各事業の実行委員会は、それぞ

れ活動を行っていただいている事から、引き続き関係部署が連携を図って

いくことになっております。それから 10 番の社会教育振興大会から 395 ペ

ージの 13.ＰＴＡ連合会までは、4 町のときと変わっておりません。14 の菊

友会については、前回は井川町にも団体があったため、新町発足時に統合

すると云う風な言葉でしたが、この度三加茂町だけと云う事になっており

ますので、現行のとおり新町に引き継いで、新町においてその組織の拡大

を図ると云う風な言葉に変わっております。15 番の社会教育団体各種研修

費補助は、変わっておりません。397 ページからは、社会体育関係について
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掲載しております。1の体育指導委員会、次のページの 2 番の社会体育施設

運営審議会、それから 3 の体育協会については、4 町のときと変わっており

ません。399 ページの 4 番ソフトボール審判協会こちらにつきましては、前

回三野町にも団体があったため、統合すると云うような言葉でしたが、先

ほどの菊友会同様新町に引き継いで、組織の拡大を図ると云う調整になっ

ております。それから 5 番のバレーボール審判協会、それから次の 6 番ス

ポーツ少年団、それから 402 ページの 7 番各種スポーツ大会、404 ページの

8．スポーツ教室・講習会については、4 町と変わっておりません。404 ペ

ージの 9．スポーツ安全保険については、(2)の事務手順について、三野町、

三加茂町の例によりとしていたものを、三加茂町の例により統一し、新町

に引き継ぐとしております。405 ページをご覧下さい、ここからは社会体育

施設関係について掲載しております。1 番の体育館、両町ともございますが、

4 町時は、施設の管理運営及び使用料については、現行のとおり新町に引き

継ぎ、使用手続きについては、合併までに調整となっておりましたが、今

回の調整で、施設の管理運営及び使用料については、現行のとおり新町に

引き継ぎまして、使用手続きについては、次のとおり使用者が申請書を管

理人もしくは総合窓口へ使用 3 日前までに提出し使用料を納入することと

して、土日及び祝日の受付は行わない。と云う風に具体的な調整がなされ

ております。406 ページの 2 番運動場についても今の体育館と同じ調整とな

っております。407 ページの 3．テニスコート、それからその下 4番ゲート

ボール場、その次のページの 5 番サッカー場につきましても体育館と同じ

調整内容となっております。410 ページ 6 番柔剣道場につきましては、施設

の管理運営、使用料及び使用手続き等については、現行のとおり新町に引

き継ぐと云う風になっております。めくっていただきまして 7 番のプール

につきましても柔剣道場と同様全て現行の通り新町に引き継ぐと云う風な

調整になっております。8 番の 412 ページ 8．学校夜間照明施設につきまし

ても同様の提案となっております。それから 413 ページの 9．その他の施設

につきましても、体育館や運動場等と同じ調整方針で使用手続きについて

 
57



詳細に取り決めをしております。414 ページと 415 ページには、別表 1 とし

まして社会体育施設の使用料、前回と同じものを掲載しております。416

ページからは、公民館関係について掲載をしております。1 の設置につきま

して、各施設は現行のとおり新町に引き継ぐと云う事で名称については、

別表 3 のとおりとするとなっております。別表 3 は 421 ページをご覧くだ

さい。421 ページに公民館の名称と云う事で、これまでの協議会で事務組

織・機構の取扱いの調整において、教育部門を三好町に置くような調整が

なされておりますことから、こちらにありますように三好町中央公民館を

東みよし町中央公民館とする事に調整がなっております。そして、三好町

の足代、東山、増川の各地区公民館を、足代分館、東山分館、増川分館と

します。三加茂町については、三加茂町公民館を三加茂公民館としまして、

加茂公民館等の各地区公民館を加茂分館、以下同様で各分館とする様な調

整がなされております。公民館関係のその他の開館時間等の項目につきま

しては、416ページから 419ページまで、4町のときと変わっておりません。

422 ページからは、図書館関係について掲載しております。422 ページの 1．

町立図書館の管理・運営のうち、(4)利用対象者については、前回井川町の

例により新町に引き継ぐとしていたものを、現行のとおり新町に引き継ぐ

としております。423 ページの 2．個人貸出についてですが、(3)の利用料

につきまして、こちらも現行のとおり新町に引き継ぐと云うことになりま

した。それから 424 ページの 3．団体貸出から 426 ページの 7．ブックスタ

ートまでは、4 町のときと変わらない提案となっております。427 ページか

らは、文化振興関係について 1．文化まつりそれと 2．関係団体として両町

の文化協会を掲載しておりますが、4 町と全く変わっておりません。429 ペ

ージからは、青少年育成関係について掲載しております。1 の青少年育成町

民会議、それから次のページの 2．補導員会、次のページの 3．地域活動事

業については、4 町の時と同じ内容です。431 ページの 4．学校週 5 日制事

業と 432 ページの 5．子ども地域活動支援事業については、前回は合併まで

に調整するといった内容で調整しておりましたが、今回の調整で、両方と
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も右のような調整方針です。現行のとおり新町に引き継いで、新町ではＰ

ＴＡ等と協議を行い、町全域において各学校単位で事業が行えるよう調整

に努めると、より具体的な調整が行われました。433 ページをご覧ください。

ここからは文化財関係について掲載しておりますが、1の文化財からずーっ

と 436 ページの 6．資料館運営委員会までの全ての項目について、4 町の時

と同じ調整のままとなっております。以上、社会教育事業関係について、

ご協議をお願いいたします。 

 

川原会長   実質の協議項目の最後になりますが、社会教育事業関係説明が終わりました。

何かご意見ご質問ございませんか。 

 

前田委員   ちょっとお尋ねしたいと思います。えーと 398 ページ。各種講座の開催の所

の生涯学級の所ですが、その課題の所に今まで三加茂町ではその下にある

ような講座を設けて、2 年間大体継続して活動しておりましたけれども課題

の所を見ますと現状を継続したいが、人員配置により実施内容が異なって

くる。先ほどご説明いただいたんですが、ちょっと十分に分かりかねまし

たのであの質問さしていただいています。人員配置によりって云う事は教

育委員会の担当者のって云う事でしょうか。 

 

川原会長   先生。もっぺんページ数どこでした。 

 

前田委員   398 ページです。 

 

川原会長   398 ですか。389 ですか。 

 

前田委員   あ。ごめんなさい。389 です。ちょっと目がおかしかったんでしょうか失礼

しました。389 です。えーと生涯学級は三加茂町の場合今の形を続けて行く

と云う事が前提なんでしょうか。 

 
59



 

川原会長   あのーこの意味はですね、三加茂町だけでやってる事業、また三好町だけで

やってる事業この一番右端にあるように新町全域を対象にと云う事になり

ますんで、そこら辺のいろんな配置とかやりかたとかいろいろ変わってこよ

うかと思うんです。この件についてこう云う記載になったと思うんですが。 

 

前田委員   そしたらこう云う考えもひとつどうでしょうか。って云う事で例えばあの文

化協会って云うのがありまして、別の形でしております。それと生涯学級が

取り上げているクラブみたいなものとはほとんど共通性があるんですね。で

も少しクラブの内容が違います、種類が違いますけども、そんな意味でえー

これをひとつの文化協会の活動としてまとめていく方向もあるのかなと。そ

したら非常にまとまりの良い物になるのではないのかなと気がいたしまし

たのでそう云う事をお考えの上、今後新町全域に広がっていけるようなそし

て統一してまとまった活動ができるような方向にしていただけたらいいの

ではないかな、と思いますので提案と云うまでいきませんがご配慮お願いし

たらと思いました。 

 

川原会長   はい。あのこれ生涯学級の中にそういったもんも含まれとるとは思うんです

けどね。はい。なおかつまた、それ検討したいと云う風に思います。 

 

前田委員   それと関連しまして次 390 ページに高齢者学級についての先ほど報告があ

りましたがこれは合併までに協議をして、廃止の方向で調整するって、これ

については私もあの、2 つの高齢者学級と老人クラブって云うのが三加茂町

では別々に行われてました。ひとつにまとめるのは賛成です。でひとつにま

とまってより整理しながらより中身の充実したものになっていけばいいか

なとそれと同時に生涯学級も文化協会とまとめてみたらすっきりするなと

云う風に感じましたので一応申し上げました。 
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川原会長   はい。わかりました。あの高齢者学級の方は一応形として社会福祉協議会こ

っちの方で同時にクラブ関係の事業と一緒にすると云う事でございますん

で。他どうでしょうか。はい、横関委員さん。 

 

横関(ヨ)委員 9 番横関です。お願いですけれども、394 ページに 12 婦人会って云うのがご

ざいますが、これ非常に大きな団体でございます。で、合併までに調整し

て新町発足時に統合するよう努めるとなっておりますのでもうこの残され

た期間であの三加茂町婦人会と三好町婦人会とが話し合いをもってひとつ

に統合するようにあのしなければいけないなと思っておりますが、大変な

人数でもございますし、それからあの小さく分けますと各地域にあの婦人

会がございますのでそういった人たちもあのひっくるめて三加茂町には一

体何団体あるのか、っていったことも分かりませんし、まぁいろいろこれ

から両方が集まって協議をしていってそしてひとつを立ち上げるようにな

るかと思いますが、あのいろいろ行政の方からもご支援をいただいてそし

てこの機会に婦人会の組織が小さくならないようにやっぱり地域の大きな

団体としてそして婦人会があのなくてはならない陰の力として頑張ってい

ると思いますので、今までより以上に会員が増えるような婦人会を作って

いければ幸いだと思っておりますので、いろいろまたあのご支援方をよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

 

川原会長   まぁあの婦人会の皆さんには今委員さんおっしゃったように影の力って言

うんですか、縁の下の力持ちっていうんですかほとんどの町の事業に関連

して活躍をいただいておりますんで出来るだけ早くまた両町の婦人会の役

員さんなりの協議を始められたらと云う風に思っておりますんでまた、よ

ろしくどうぞお願いします。後いかかでしょうか。前田委員さんはいどう

ぞ。 

 

前田委員   図書館関係でお願いしたいなと思います。ちょっと今協議を見て。すいませ

 
61



ん遅くなりました。422 ページの町立図書館の管理・運営から始まりまして

まぁ図書館関係ですけれどもあの前回の協議の中には井川町の図書館があ

ると云う事を前提に話しておりましたのでちょっと付け加えさしていただ

きたいんですが、(4)番の利用対象者はもちろん東みよし町になりましたら

それ全体が町民としてあの小さな図書館を利用するようになるのだなと云

う事になりますわね。非常に規模の小さい図書館ですので、将来の事を考

えまして、ここには建築とか云う事が外れておりますんですけれどもまぁ

これ機会でないと云う場がありませんのでまぁどんどん利用していただき

たいと云うこととあの東みよし町の図書館としてそれが活用されるとなれ

ば、今の設備では、もうほんとに小さすぎてどうにもならない感じがしま

す。そこでまぁ最後の事業計画の方に入っていくんですけれども、まぁ場

所的に土地は十分ありますので三加茂町に建設する場合に将来的には増築

を考えましょうと云う様な事を考えてのまとりあえずあの規模の図書館に

なった訳で、将来的にぜひ拡張出来るような方向で考えていただきたいと

云う事を切望いたします。 

 

川原会長   はい。まぁやはりそういった要求が出てくるって云うのは利用のやっぱり頻

度って云うんですかかなり増えてくれば自然にそう云った要望も出てこう

かと思いますんでまぁ現状人口的に両方のまち現状でいけてますんでまぁ

そう云った運動の中でですね、利用をと云う形がどんどん出てくればまた考

えると云う事でなろうかと云う風に思います。 

 

前田委員   まぁそう云う事を、利用も考えましてここに出されております 425 ページの

6 番に読者振興協議会って云うのをこれはあの三加茂町では 25 年くらい前

からあるんですけれどもそれをさらに進めていって子供達の読書活動それ

から大人一般の方の読書会って云うのもボランティアを中心に初めており

ますがまぁそう云う事が三好町、旧三好町の方でもおおいにそう云う会が持

たれまして読書クラブが設営されましたらどんどん利用が増えていくと思
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いますし、ブックスタートを去年から初めておりますが、それも非常に効果

があるようで赤ちゃんを今育てているお母さん方は非常に好評でございま

す。で、今日もちょっと今朝図書館に寄りましたら 2 人ほどおばあちゃんが

幼児を連れてこられまして子供の好きな本を選んだり読書を楽しんでいる

風景を見まして、あーこれは、やっぱりもうちょっとみんなが楽しめる場所

にしたいなぁと云う事を特に感じました。で、またもうひとつ別の面からも

今子供達の読書の大切さって云う事が大いに学力の問題と関連しましてそ

れから心の教育とも関連しまして非常に読書の大事さが強調されておりま

す。そういう応じていく場を作っていくのも非常に大事だと思いますのでも

う是非その点に重点をおいた今後の計画に入れていただいたらと思います。

こんな場でないと言う機会がありませんので、すいません。余分になりまし

たがよろしくお願いします。 

 

川原会長   はい。わかりました。まぁあの、順次先生もいろいろやっていただっきょん

でそういったまぁ活動も今後また広めていただいたらそう云った事にどん

どんと大きくなろうかと思いますんでお願いいたします。他どうでしょうか。

社会教育事業関係。よろしいですか。はい。それでは 123 号の社会教育事業

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ます。最後に

日程の 14 で 124 号として合併協定項目の削除についてと云う事でございま

すが、先ほどちょっと説明を申し上げましたがなおかつ事務局よりご説明を

申し上げます。 

 

平島次長   次長の平島でございます。437 ページ合併協定項目の削除についてでござい

ます。資料はこの 1 枚でございます。この合併協定項目の削除と云う事でえ

ー各種事務事業の取り扱いその内の 23 番その他協議の必要な事項と云う項

目を入れておりました。この項目につきましては、まぁ合併協議が始まりま

して新規予算が当然出てくるとその場合平成 16 年度の夏頃に調印を目指し

ておりましたので、16 年度の新規事業の取り扱いについてまぁ協定が必要
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だろうと云う事でこの協定項目を入れておりました。4町で協議しておりま

した当時はですね、8項目ほどでておりました。特にこの三加茂町及び三好

町については 1 項目ずつ出ておりまして三加茂町の方はえー地域産品加工

直売施設といわゆるあの、みかもんと云う施設でございます。この建設につ

いてが出ておりましたが本日農林水産事業の取り扱いの方で協議いただき

ましたように現行通り新町に引き継ぐと云う本文のとおり取り扱いは入っ

ております。それから三好町の方からは ETC の車載機の補助事業 1万円の補

助事業について出ておりましたが、この事業につきましては三好町でも実施

しておりますし、三加茂町の方でも新たに 16 年度事業として実施されてお

ると云う事でございます。で、時期的にもう年度末と云う事でございまして

新規事業の取り扱いについて協定する項目がないと云う事でございますの

でこの協定項目の削除をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

川原会長   協議の第 124 号については今ご説明を申し上げた通りですがこの協定項目

の削除について異議ございませんでしょうか。 

       （異議なしの声あり） 

       はい。ありがとうございました。それでは今説明申し上げた報告について削

除と云う事で決定をさしていただきたいと思います。えー長時間みなさん方

にご協議をいただいて今の 124 号をもって全ての協定項目を決定いただき

ました。心から改めて厚くお礼を申し上げたいと云う風に思います。で、協

定項目は終わりましたんで今後また次の日程に向けて進むわけですが、その

他の欄にございます。協定項目が決定すれば住民報告会なりまた合併の協定

調印式等へ進むわけですがこれについて順次ご説明申し上げたいと云う風

に思います。まず、事務報告会についてをみなさん方に連絡申し上げます。

はい。お願いします。 

 

黒島総務班長 失礼します。総務班の黒島です。合併に関する住民報告会開催要領（案）に
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ついてご説明いたします。先ほど会長も言われましたようにこれで合併協議

会におけます全協定項目が確認されました。これを受けまして両町において

住民報告会を開催する事としております。資料をご覧ください。1 主 催に

ついては三好町・三加茂町、2の目的につきましては合併協議の協定項目及

び建設計画の結果を地域住民の方に十分説明した上で合併協定書の調印に

臨む。と云う事を目的としております 。開催日時場所につきましては三好

町においては 2 月 17、18、21 といずれも 19 時 30 分から各場所において、

三加茂町におきましては、2 月 15 日から 16、17、18 といずれも 19 時から

各場所において実施すると云う事にしております。尚、後ほどあの今住民報

告会の資料コピーしておりますので後ほど配布したいと思っております。各

委員の皆様方におきましても積極的にご参加いただけたらと思いますので

よろしくお願いいたします。以上簡単ですけど要領の説明を終わります。 

 

川原会長   はい。合併に関する住民報告会と云う事での開催要領です。今ご説明申し上

げましたと云うかこれも両町から案として出てきとる分でございますので

この日程に従いまして実施をしたいと云う事で皆さん方のご出席をいただ

きたいと云う事でございます。よろしいですか。 

       （はい。の声） 

       はい。日程についてはそう云った事でよろしくお願い申し上げます。続きま

して合併の協定調印式についてを事務局よりご説明を申しあげます。 

 

黒島総務班長 続いて説明をさせていただきます。合併協定調印式開催要領（案）につきま

して資料をご覧ください。主催が三好町・三加茂町、開催日時は平成 17 年

2 月 28 日午前 11 時開会となっております。開催場所については三好町東部

福祉センター本日のこの会議場でございます。参加者につきましては県知事

の飯泉知事をはじめ地元の国会議員、県議会議員及び両町の各種団体の長等

を含めまして約 130 名を予定しております。調印式の次第につきましてはこ

こに書いてある通りでございますけど、なおあのここに書いておりませんけ
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ど閉会のあとこの協議会委員のみなさん全員で記念撮影を行いたいと思っ

ておりますので式典終了後もこの場所に残っていただきますようよろしく

お願いいたします。またあの冒頭申し上げましたけど本日委員の皆様にも案

内状を配らしていただいております。何名かあの返事をいただいておると云

う事でございますけど出しておられない方おりましたらよろしくお願いい

たします。なるべく全委員さんのご出席をいただきますようお願い申し上げ

て簡単ですけど説明を終わらせていただきます。 

   

川原会長   はい。合併の協定調印式についてご説明申し上げました。これにつきまして

は本日の協議会をもって協定項目を終わると云う事を想定し知事さんとの

日程の擦り合わせでこういった日程になっておりますんでこう云う事でよ

ろしくお願いを申し上げます。28日の午前11時と云う事で決定いたしており

ますんでどうぞよろしくお願いいたします。ここでちょっと資料を皆さん方

に協定項目は一応終わりましたんで資料をお配りしてちょっと協議をいた

だきたい事がございますんで、ちょっと時間をいただきたいと思います。再

開します。お配りを申し上げた書類等について順次説明を申し上げますので

よろしくお願いします。 

 

谷藤総務班員 総務班谷藤より只今配布いたしました合併協定書案について説明いたしま

す。1ページをお願いいたします。この合併協定書については、第19回から

本日の第21回の協議会で再協議していただき確認された全45協定項目を一

覧表にしたものでございます。当協定書については、皆様のご協力により出

来る限りの範囲で合併協議を先送りする事なく細部まで協議いただいた結

果、ボリュームのあるものとなっております。協定項目を一覧にしてみます

と文言等が若干訂正をする箇所がございまして、協定書の赤字で書いた部分

がそれにあたりますので主な部分だけについて説明をいたします。1ページ

については財産及び債務の取り扱いで引き継ぐものとすると云うのを言い

きりの形で引き継ぐと云う形に訂正をさしていただきました。その下の議会
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議員ですが、議会の議員と云う事で「の」をとらしていただきました。と云

うような形でまぁめくっていただきますと平仮名を漢字に変更したりと云

うような簡単な訂正をしているような状況でございます。で、最終ページに

なりますが23ページに今月28日の調印式にて両町長及び県知事に署名をい

ただく様式となっております。尚、合併協議会委員さんにも署名をいただき

たかったのですが、調印式がまぁ1時間と云うような時間の制約もございま

して3人だけの署名と云う形をとっております。最後にこの協定書について

は調印式、両町議会の議決、県知事申請と云った際に使用する書類であると

共に永久保存される歴史的な文書でございますので、本日確認いただいた項

目も時間がない関係上、調印式までに誤字等の、修正が出てきた場合は会長

一任と云う事でお願いをしたいと思います。なお、その際の修正については

当然確認いただいた内容の方向性が変わるものではございませんのでご理

解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

川原会長   はい。協定書についてご説明を申しあげました。最初の方にありますように

多少文言、まぁ文章の中でのことですが、内容でなくてこう云った形で修正

をしております。で、本日また協議をいただいたまた、決定をいただいた項

目についても多少こう云った事があるやもしれませんのでその辺りの修正

については私の方へお任せをいただいたらと云う事でございますので、よろ

しいでしょうか、そう云う事で。 

       （はい。の声） 

はい。そう云う事で一応また確認をいたしまして多少の修正点はまた、直さ

せていただきたいと云う風に考えております。協定書については以上です。

で、あと協定書が出来れば議決とそしてまた知事への申請と云う事ですが、

申請について先だっていろいろと、知事さんにお願いに行った時に協議会の

委員さん全員で知事室へおじゃましてって云う事でお話を申し上げたら是

非来てくれと知事さんがおっしゃいますんで申請につきましてもみなさん

同行いただきたいと、3月1日。バスを利用してのと云う事になろうかと思い
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ますが、ご出席をいただきたいと云う風に思いますんでよろしくお願いを申

しあげます。あと事務局から何かあれば。はい。 

 

平島次長   はい。そうしましたら今会長の方から申し上げましたとおり3月1日、一枚も

のの紙でございますが3月1日、1時半に県庁の3階の知事応接室と云う予定に

なっております。当日三好町のバスを用意していただいておりまして、ETC

がついておるんで、そのままオアシス乗れると云う事になっております。で、

三加茂町役場の方に11時にバスが参りまして11時10分にハイウェイオアシ

スのまぁのぼり高速バス駐車場に止まりましてそのままインターに入りま

して途中、昼食をとって県庁に時間までに到着すると云う予定でございます。

また出欠につきましては事務局の方にですね、2月の23日まぁ1週間くらい前

になるんですが、水曜日までにご連絡いただければと思いますのでどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。それから後、先ほどもう一点だけ2月28日の合

併の調印式でございますけれどもちょっとお弁当を用意しております。ここ

で食べると云うのではなくて場所がありませんのでお持ち帰りと云うかっ

こになると思いますが用意しておりますのでちょっとご予定されたりした

場合ちょっと大変でございますので一応お弁当を用意しておると云う事で

ご了解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。 

 

川原会長   はい。これから申請に至るまでのいろんな予定をご説明を申し上げました。

尚且つ今日、来週先ほど説明申し上げました住民の皆さん方に対する報告会

と云う事で資料もお配りをいたしておると云う風に思います。この資料を持

ってそれぞれ三好町で3回、三加茂で4回と云う説明会で参りたいと思います

んでどうぞよろしくお願いを申し上げます。最後になりますが一応協定項目

の協議はいただきましたが、やはりこの協議会の決算の意味、まぁいろんな

補正とか予算の関係もございますんで3月の末頃に協議会をと云う予定をさ

していただいておりますんで事務局より説明してまた日程の決定をいただ

きたいと思います。 
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平島次長   失礼いたします。資料の、協議会資料の440ページ日程18、第22回合併協議

会の日程についてでございます。次回の協議会を平成17年3月29日午後3時か

らと云う事でございます。一応時間、3時としておりますのは、本年度最後

の協議会と云う事でございますので終わった後に意見交換会と申しますか

懇親会を予定さしていただきたいと思います。3月29日火曜日3時からと云う

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。 

 

川原会長   はい。説明申し上げたように第22回の合併協議会を3月の29日午後3時からと

云う予定をいたしておりますが、これでよろしいですか。 

       （異議なしの声あり） 

       はい。ありがとうございました。それでは第22回の協議会は3月29日午後3時

より開会とさしていただきます。どうぞまたよろしくお願いを申しあげます。

以上ですが、他に何かありますか。はいそれでは、ほんとに今日は長時間に

渡りまして審議をいただき誠にありがとうございました。そしてまた協定項

目全てご決定を賜りましたことを重ねて厚くお礼を申しあげます。今後また

説明を申し上げました調印式また、議決、そしてまた申請と云うような日程

がもうすぐにやって参ります。どうぞひとつ申請に至るまでそしてまたその

後もまた皆さん方のご協力をいただきまして来年3月に向けて一生懸命進ん

で参りたいと云う風に思いますんでご協力をいただきますようによろしく

お願いを申しあげます。以上で今日の協議会を終わらせていただきます。大

変どうもありがとうございました。 

  （午後５時２５分閉会） 

 

 

 

 

 

 
69






